
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

茨城県 株式会社ＴＥＣＨ　ＰＥＲＦＯＲＭ 3050001042777 ３Ｄ　ＣＡＤを活用した非対面型ビジネスモデルへの転換

茨城県 行政書士めぶき法務事務所 － オンライン相談の導入と事務所の魅力アップによる新規顧客開拓

茨城県 フレッシュグリーン － 通販開始のためのＷｅｂｓｈｏｐ立ち上げ及び教室併設事業

茨城県 日本スタンダード株式会社 1050001041384 ライン公式アプリ開設とＨＰ作成で非対面営業・企業ＰＲの推進

茨城県 株式会社福田商事 5050001006334 テイクアウト強化と安心して来店できるお店づくり

茨城県 白河そば店 － 「茨城おもてなしアイスクリーム」テイクアウトで地域を活性化！

茨城県 有限会社魚政 9050002000464 おうちで本格割烹を！老舗料亭プロデュース海鮮オードブル通販

茨城県 有限会社エヴァンス 2050002000561 テイクアウト商品拡充と自社ブランド確立でネット販売の立上げ

茨城県 株式会社グローリー・アイ 9050001042730 テイクアウト事業で茨城県特産常陸牛の本場韓国料理をご自宅へ

茨城県 炭火牛串狼煙 － コロナ禍を乗り切るテイクアウト・ＥＣ事業への挑戦

茨城県 ｅｉｒ － お手軽メンズセルフ脱毛提案で売上アップ、新規顧客獲得

茨城県 大林写真館 － ベイビーセルフフォトサービスで家族の笑顔を引き出す

茨城県 株式会社マスターピース 3050001035228 分かりやすい車紹介とパーツ販売ＥＣサイト構築による売上獲得

茨城県 パワーハウス － 在宅でもお店の味が味わえるデリバリーサービス

茨城県 和酒房Ｓｅｅｋ － テイクアウト充実と設備増強で顧客を掴みＷＥＢ予約で三密防止

茨城県 ガレージプラス － ＥＣサイトを活用したカスタムカー・パーツ販売で販路開拓

茨城県 有限会社商工美術社 9050002001669 看板制作技術を活用した小売商品の開発及びＥＣサイト制作

茨城県 株式会社小又工務店 5050001001013 ウェブサイトとドローンを活用したサービス提供の非対面化事業

茨城県 有限会社山翠フードサービス 7050002001448 ＥＣサイト構築による売上向上・販路開拓

茨城県 アンリミテッドＭＸ株式会社 9050001044033 テレワークおよびオンライン商談導入による生産性向上・事業継続力構築

茨城県 株式会社マイルハイホールディングス 2050001042448 テイクアウトとデリバリーＰＲ強化及び地酒販売強化事業

茨城県 株式会社ライディングクラブウインズ 9050001002404 ＨＰリニューアルによる非対面型接客営業の実現に向けて！！

茨城県 城東産業株式会社 4050001001294 安心・安全・満足度ＮＯ．１を目指した顧客案内サービスの提供

茨城県 株式会社ＢＲＡＮＤ　ＮＥＷ　ＷＯＲＬＤ 2050001037935 サロンのクオリティをご家庭でも。男女共に美をリモートサポート

茨城県 居酒屋八兵衛 － 八兵衛のプリンと蒲鉾とさつま揚げ販売事業

茨城県 ＡＭＩＥ － 待合室個室化による密回避・キッズスペース設置による販路拡大

茨城県 いばらき会計税務事務所 － テレワーク対応による業務効率の改善と営業力の強化

茨城県 有限会社尾張屋 1050002011188 見て！知って！つながる。御仏壇の体感型ＷＥＢ店舗の構築

茨城県 株式会社ライフサービス 1050001012583 日本国内製造の材料を調達し、世界情勢に影響受けない工事工程

茨城県 株式会社ｂｅｅｗｏｒｋｓ 7050001046122 オンライン商談新設に伴うエリア拡大の為のＰＲ

茨城県 株式会社ヨシダ・アート 5050001009865 新たなニーズに訴求するホームページのリニューアル

茨城県 Ｈｉｓａ旬菜とワイン － ホームページ新設によるテイクアウト強化と感染症対策強化

茨城県 塚本工業株式会社 1050001009539 健康と防災を備えたギフト商品設計及び安心安全な飲食空間づくり

茨城県 小野酒店 － ＥＣ販売の強化と新しい生活様式に則した販売方法の促進

※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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茨城県 リラクゼーションサロン　Ｒｉｎ － オンラインカウンセリングとリトリートメニューの新提供

茨城県 太喜路（たきじ） － 冷凍そばの内製化による販路開拓と衛生環境の向上

茨城県 有限会社よし町 1050002012442 少人数法事客・高齢者層が快適に滞在できる店内環境整備事業

茨城県 小松屋食品株式会社 4050001009098 ＥＣサイト強化・テイクアウト強化のための冷蔵設備補強

茨城県 有限会社ティー・アール・イー 7050002013278 劇場向け自動券売機の導入による非対面販売の実現

茨城県 有限会社ペイント・ボックス 7050002024250 オンライン配信ライブシステム構築による新規需要の取り込み

茨城県 有限会社アカシヤ 5050002023683 ＥＣサイト（オンラインショップ）を活用した売上向上策の推進

茨城県 キクヤ商店 － キッチンカー導入による販路先の開拓と新規顧客獲得への取り組み

茨城県 幸寿司　山本健一 － キッチンカーでの移動販売による出店場所の増加と新規顧客の獲得

茨城県 マル谷 － キッチンカー導入による販路開拓と新たなビジネスモデルの構築

茨城県 有限会社杉本 5050002024013 ＥＣサイトを活用した贈答用納豆の販売による売上向上策

茨城県 Ｍｅｘｉｃａｎ　Ｋｉｔｃｈｅｎバルバ － テイクアウト強化とオンラインショップを活用した売上向上策

茨城県 カフェアップス － ＴＡＫＥＯＵＴ専用大窓設置とＨＰ全面改装で新規顧客獲得

茨城県 かねふじ － テイクアウト専門店（やきとり）の新規オープンによる売上アップ

茨城県 特定非営利活動法人愛・ＬＯＶＥ・みらい 1050005010798 ＥＣサイトを活用したあっぷるぱいの広域的な販売

茨城県 蜂須自動車 － 自動車鈑金・塗装のオンラインサポートによる販路開拓

茨城県 有限会社野村甘露煮店 8050002024191 銘柄豚肉「常陸の輝き」の甘露煮の開発による販路拡大

茨城県 いつき整骨院 －
施術所の完全個室化による安心・安全なサービスの提供と差別化による新
規開拓

茨城県 サカカンプロジェクト － ＨＰ改定でのヨガ教室配信とテイクアウト発信による新規顧客獲得

茨城県 青木酒造株式会社 5050001018263 麹作り工程の高度化による拡大する家飲み需要に向けた販路開拓

茨城県 有限会社境屋 9050002023969 テイクアウト用商品開発とオンラインを通じた新規顧客獲得

茨城県 有限会社キムズ 2050002026094 テイクアウト用商品開発とオンラインを通じた新規顧客の獲得

茨城県 ヘアークリップスファクトリー － ホームページ制作による販路開拓と新規顧客獲得で売上増加を図る

茨城県 有限会社内山味噌店 1050002030205 生食パンの通販開設・販路開拓

茨城県 割烹いな橋 － テイクアウト・ソーシャルディスタンスを取り入れた販路開拓事業

茨城県 鮮魚屋　魚浜 － 安心・安全に買い物ができる店作りと顧客獲得のための販路開拓

茨城県 株式会社創活 7050001027155 個人向け自動見積り機能付きホームページによる受注増加と平準化

茨城県 ＢＡＲＢＥＲＳ＋１ － セルフ式新事業と顧客に配慮した店内感染症防止対策計画

茨城県 Ｒｅｄ　ｎｅｃｋ　ｋｕｓｔｏｍｓ － 短納期と注文の多様性に対応するアルミ溶接の内製化事業

茨城県 南台カイロプラクティック － コロナ感染予防強化と安全配慮、非対面型ビジネスで来院数アップ

茨城県 株式会社エピック 1050001011305 ＨＰ製作によるネットを通じた新規顧客獲得

茨城県 株式会社たかぎ 2050001011634 石岡のお祭りオリジナルグッズのネット販売と地域活性化への寄与

茨城県 株式会社友水 2050001011709 地元食材とシシ肉を使った土産品開発による新たな顧客開拓

茨城県 株式会社ＫｏｕＳｈｉｎ 2050001033744 鯛茶漬けのテイクアウト商品の開発と販路開拓事業
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茨城県 有限会社大石家 1050002014884 デリバリー・テイクアウトの販路開拓と店内環境整備事業

茨城県 株式会社下館電業社 8050001031924 ＨＰリニューアル、オンライン対応整備による非対面サービス導入

茨城県 八丁タクシー株式会社 6050001032932 サーマルカメラを活用し安心安全の旅行を提供し新規顧客の獲得

茨城県 謙信 － テイクアウト事業の拡大と店内環境の整備による来店誘致

茨城県 ＫＡＥＲＩＺＡＫＩ　豊年満咲 － 本格中華惣菜のテイクアウトと季節を感じるテラス席の設置

茨城県 有限会社ビジネス旅館三水 5050002043335 若者を取り込む客室改装による販路開拓

茨城県 大津染工場 － ネット販売によるイベント向け半纏等の販路開拓事業

茨城県 両国寿司 － プチ贅沢需要を取り込む「自宅で本格寿司」のテイクアウト事業

茨城県 筑西代行 － 既存車両の改造による食事宅配事業

茨城県 やいちゃん商店 － 飲食用コンテナの購入によるアウトドア飲食事業

茨城県 有限会社湖月庵 4050002042016 ＥＣサイトとランディングページを活用した、非対面販売の強化

茨城県 Ｈｕｉｔ　Ｊｏｕｒｓ － 非対面型ネイルケアの実現とトータルビューティへの追求！！

茨城県 筑西商事株式会社 7050001031537 紳士服店がデザインする『オサレ作業着』の販路開拓事業

茨城県 株式会社エスケーシーツーリスト 7050001031355 法人をターゲットとした完全非対面旅行受注システムで販路拡大

茨城県 株式会社Ｋダイニング 6050001037873 外出自粛ライフから一歩前に進むための新たな販路拡大

茨城県 美容室フェリース － ケアドライとホームケアメニュー開発による非対面サービスの導入

茨城県 有限会社早瀬自動車整備工場 4050002042379 ネット受付、配信によるＱＲ決済の非対面型ビジネスモデル構築

茨城県 有限会社お食事処いとう 8050002044479 割烹店の仕出し、出前の事業強化

茨城県 株式会社城東フルーツ 2050001042893 ネット販売の強化によるひたちなか名産の干し芋販売事業

茨城県 オカベファーム － 茨城県特産の高品質干し芋のネット販売拡大事業

茨城県 株式会社伊藤住設 7050001024904 コインランドリー店舗の屋根設置による雨天時の集客向上

茨城県 喰い道楽すみよし － 茨城名物あんこう料理をご自宅に届けるＥＣサイト展開事業

茨城県 株式会社海野ガーデン 6050001006606 生花オンラインショップ開設による他部門の新規顧客開拓への展開

茨城県 大和撫子　和乃会 － 暮らしの文化・日本のマナー講座におけるオンライン講座の展開

茨城県 有限会社岩崎食品 8050002008095 販売管理ソフト導入による現金払いから非対面型支払方法への転換

茨城県 有限会社レストランお可免 1050002009133 巣ごもり家族に料亭の味を提供する「夕食テイクアウト」の販売

茨城県 株式会社高田屋材木店 7050001006893 「木拾い積算ソフト」の導入による非多面型ビジネスモデルの開発

茨城県 ほぐし処楽や － ＨＳＣの子を持つ母向けＭＨＫオンラインレッスンの提供

茨城県 株式会社ライフ商事 1050001039008
障がい者福祉事業の一貫としてユニバーサルデダインを取り入れた新感覚カ
フェ運営事業

茨城県 株式会社Ｓ・Ｆ・Ｐサポート 8050001007585 「保険業の非対面ビジネス確立のための情報セキュリティ強化事業」

茨城県 ＡＩＤ株式会社 5050001043633 除菌クリーニング＆抗菌コート事業による新市場開拓戦略

茨城県 かとうぎ農園 － 新型コロナウイルス禍での農産物の安定供給を補う設備の導入

茨城県 合同会社ケアサポート輪 1050003003515 オンライン商談ツールを活用した新サービスの顧客獲得

茨城県 ＳＯＵＮＯＳＵＫＥ　ＣＵＲＲＹ － 換気機能エアコンでコロナ撃退・ＨＰでそうのすけカレーファン倍増計画
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茨城県 株式会社ボイス 7020001054193 講座の反転学習環境の構築及びネットを通じた新規顧客獲得

茨城県 有限会社大海工機 5050002030903 生徒以外無観客のオンラインステージ勉強会と広報活動の強化事業

茨城県 株式会社ＡＹカンパニー 5050001037791 ウェブサイトへのオンライン面談機能搭載による非対面化

茨城県 株式会社二鶴堂印刷所 7050001001903 オンライン化を手助けする印刷サービスと交流サロンの設置

茨城県 つくば整体院 － 「非対面」で美容や健康に効果のある「高気圧酸素ボックス」事業

茨城県 株式会社塩屋 7050001001226 自社ホームページリニューアル及び一般消費者向けＥＣサイト構築事業

茨城県 麺堂　稲葉 － 通販事業開始による「稲葉」の全国制覇！！

茨城県 有限会社しんあい祭典 4050002031720 遠隔地居住親族へ向けた終活等情報発信・通販サイトＯＰＥＮ

茨城県 そば処たつみ庵 － 蕎麦屋が、テイクアウト新商品開発。干芋入りタイ焼き。

茨城県 幸寿司 － コロナと共に生きる社会に向けた配達事業拡充計画

茨城県 山甚道場 － 居酒屋から個室料亭へ。コロナに打ち勝つ、プライベート個室。

茨城県 株式会社古河クリエイト 3050001041267 ＥＣサイト構築と焼肉のテイクアウト・デリバリーによる販路開拓

茨城県 ＥＸＴＥＮＤ株式会社 9050001045411 大型特殊車両の架装における塗装の内製化で生産能力向上と受注増

茨城県 株式会社ＷＴＫ電設 9050001040387 「オンラインでサクッと相談！ビデオ面談見積もりサービス」

茨城県 大衆酒場　餃子本舗 － サイト改修と動画配信で整骨院の販路拡大と売上増を実現する事業

茨城県 株式会社小久保農園 6050001045653 特別栽培コシヒカリ販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

茨城県 むすびより － 【法人向けオンライン完結型企画営業事業の構築】

茨城県 有限会社大部無線 6050002030324 実家の親を見守る電気店の【ＳＮＳ＋ＨＰ＋ＥＣショップ】の開設

茨城県 株式会社ＳＤＲ 5050001033428 ＥＣサイト販売と広い店内を活かす、ＷＩＴＨコロナ時代に対応する宴会需要

茨城県 株式会社美食の街ひたち 2050001042027 テイクアウト商品開発と通販サイト開設で茨城の食を全国に発信

茨城県 中華屋　龍影 － ウェブ注文受付によるテイクアウトと店舗改装で収益強化

茨城県 リンパサロン　ＳＬＯＷ － ウォームアップとリンパのＷ施術。効果倍増の実感サロン。

茨城県 麻の葉 － ラーメン・シュウマイのテイクアウト事業による販路開拓

茨城県 株式会社おはな 6050001041982 ダイエット・美容サプリ等のネット販売実施とセルフエステの導入

茨城県 株式会社水戸ロイヤル 7050001002587 テイクアウトサービス展開用設備の導入及び受注体制構築

茨城県 有限会社鰻亭 5050002002588 店舗の感染リスク対策及びテイクアウト・デリバリーの開始

茨城県 株式会社グリーンジャケット 2050001005470 セルフオーダーシステムの導入とテイクアウトサービスの開始

茨城県 有限会社ショットビル 8050002031733 安心安全な環境作り・テイクアウトによる集客力向上

茨城県 東郷商事有限会社 1050002011972 小規模グループ客の新規利用・再訪の促進とテイクアウトの周知

茨城県 株式会社Ｂ－ＷＯＲＫ 8050001044744 インターネットを活用した非対面型人員募集とテレワークでの在宅作業

茨城県 ｈｅｌｐエイト － ・Ｗｅｂを利用した非対面化作業進行型商談による工程省略可実現

茨城県 いそのまい音楽教室 － オンラインと教室の両方でレッスンができるハイブリッド音楽教室

茨城県 有限会社カトレア 4050002000873 ＥＣサイト構築とサプライチェーンの毀損等に対応する為の設備投資

茨城県 和田林産株式会社 6050001023840 木材加工業の可視化　動画配信とＳＮＳ活用の非対面ビジネス展開
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茨城県 梶山伸治行政書士事務所 － お悩みをすっきり解決！万全な感染防止策の行政書士事務所

茨城県 成島治療院 － オンラインサロン構築で女性患者の妊活を全面サポートする事業

茨城県 生サムギョプサル専門店　葵 － テイクアウト開始による顧客単価の向上と仕込み時間の確保

茨城県 菊池測量登記事務所 － 現地見える化の促進及びＶＲ導入による非対面型業務シフト

茨城県 株式会社七福 4050001037999 地元下妻市の食材を活用したお惣菜のメニュー開発、業態転換

茨城県 和れん家 － 「テイクアウトとホームページ開設で知名度と売り上げのアップ」

茨城県 カフカ － エアコンの増設とＷＥＢシステムを導入してテイクアウト需要を高める

茨城県 ＢＡＲ　ＦＡＭＥ － 「ＷＥＢによる予約システムと空調工事による換気の徹底での販路拡大」

茨城県 ＫＵ－ＲＡ － 「ＨＰのリニューアル、オンラインでのヒアリング、カウセリング」

茨城県 株式会社トモロー 9050001032599 テイクアウト限定仕出し弁当の開発・販売によるビジネス転換

茨城県 びっくりストアー － ＨＰ開設による非対面型ビジネスモデルの構築と新規顧客獲得事業

茨城県 株式会社しらとり農場 8050001047631 新商品開発及び自社ＥＣサイト構築等による事業拡大

茨城県 株式会社ＴＨコーポレーション 8050001040157 事業拡大のためのインターネット販売事業

茨城県 ＷＩＮＥ　Ｏ’ＣＬＯＣＫ － テラス席を増設してソーシャルディスタンスで売上アップを目指す

茨城県 アイルマネーマネジメント有限会社 4050002000683 新しいエステのかたち　お家が本格エステサロンに早変わり

茨城県 Ｋ－ＣＲＯＮＹ － オンライントレーニングと安心安全の対策の施設づくり

茨城県 キャンプ・ジャルディーノ － オンラインイベントの開催とワーケーション拠点の開設

茨城県 プロカフェ － テイクアウト専用レジの設置による店内の３密解消事業

茨城県 株式会社ＶＡＬＸＩＡ 8050001041147 店舗の細分化改装とＷＥＢ集客・管理による店舗の運用効率向上化

茨城県 株式会社建創 4050001000908 ＤＩＹ用塗料の販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

茨城県 関　智彰 － 副業コンテンツ販売で非対面ビジネスに転換

茨城県 ７－Ｓ－ｓｔｕｄｉｏ － オンライン予約受付を行ったリモートレッスン

茨城県 株式会社ディレクタ 5050001038468 ＥＣサイト活用によるフラワースタンドと植栽セット非対面販売事業

茨城県 株式会社ルブラン 7050001002471 ＥＣサイトによる茨城の美味しい食材を使用した洋菓子の販路拡大

茨城県 かまくら雪乃下 － 「オンライン飲み会や家飲みニーズに対応した創作料理の販売」

茨城県 麹蔵屋 － ネット販売、ネット決済システム導入による麹ぱん販売事業の拡大

茨城県 ダイアナ　輝歩花 － 店舗内外の感染予防対策アピールで新規客を獲得し売上増加を図る

茨城県 株式会社シンコーシステム 3050001013209 ホームページでのＥＣ機能活用によるＢｔｏＣ非対面ビジネス構築

茨城県 株式会社家具の八木沢 9050001000663 地域材を活用した家具開発と展示場整備・ＥＣを利用した新規顧客獲得

茨城県 有限会社筑波ハム 1050002021658 新商品投入によるスマートフォンを通じた若い顧客層の新規獲得

茨城県 株式会社クォンタムフラワーズ＆フーズ 3050001044773 高品質・高付加価値の青果物をブランド化する「Ｑブランド」事業

茨城県 琥珀バイオテクノロジー株式会社 6050001042345 台湾での新規ＥＣサイトを通じた新規顧客獲得事業

栃木県 染谷食品有限会社 5060002032171 滅菌効果の高い設備増強により個人宅向け新サービスを展開

栃木県 有限会社好文社 3060002031935 新商品開発とＥＣサイト構築による１００年印刷屋のブランド化

5 / 122 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。

栃木県 路遊亭 － 当店人気メニューの通信販売による販路拡大事業

栃木県 株式会社リバイブマツヤマ 3060001016697 Ｗｅｂ環境の整備構築とそれを活用した宣伝販売

栃木県 有限会社リックフーズ 2060002032802 アイスクリームのＥＣサイトで生産性の向上と持続的発展の取組み

栃木県 とりあん栃木店 － デリバリーサービスの拡充による地元定着新規客獲得事業

栃木県 株式会社丸森 4060001016622 「前結び着方教室単独のランディングページ」構築による新規開拓

栃木県 温活ｃａｆｅｃｏｃｏｌｏ － ＥＣサイトによる商品販売、リモート講座開始等による利益の創出

栃木県 有限会社猪瀬製作所 8060002031625 ＷＥＢサイト作成と非接触型営業による販路拡大事業

栃木県 蔵の街観光バス株式会社 5060001016316 ＷＥＢ商談と１グループ貸切相談室・トイレの改修事業で販路開拓

栃木県 福寿屋 － 安定した品質の美味しい手打ちそばを非対面ビジネスで提供

栃木県 株式会社お茶の小井沼 9060001021774 オンライン茶会と文化財蔵の活用で新たな観光需要を取り込む

栃木県 株式会社丸萬 2060001016624 オンライン祝賀イベントで新規顧客を開拓し着物文化を継承！

栃木県 ダイニング蒼 － キッチンカーによる店舗外販売での売上拡大事業

栃木県 ハートフルママ － 店舗外販売を構築し販路先開拓を行う事業

栃木県 おちあい整骨院 － 看板リニューアルとネット予約システムの導入で顧客開拓

栃木県 サロンドカフェ　いかくら － テラス席の充実で楽しくウィズコロナ

栃木県 有限会社岸印刷 3060002031860 ＳＮＳ広告で自社商品をＰＲして非対面型ビジネスを確立

栃木県 栃木グランドホテル株式会社 6060001016505 シティホテルの屋上における非対面貸切グランピング事業展開

栃木県 株式会社エー・ジー・エム 2120001160861 新たなるＥＣサイトの構築による新規客層の開拓

栃木県 株式会社渡辺冷機 1060001004737 ホームページを活用した集客力の向上と配管作業の効率化

栃木県 株式会社Ｒ－ｍｏｎｋｅｙ 5060001023832 コロナ禍でも介護を止めるな！非対面営業用ＷＥＢサイト構築

栃木県 有限会社髙田ふとん店 5060002005747 ふとんのたかだ通信販売網構築

栃木県 株式会社ＭＡＳＳＡＮ 3060001031812 「対人非接触型移乗リフト」の販路拡大事業

栃木県 ＥＣＣジュニア八椚町教室 － 学びをやめないための「オンライン」と「教室」レッスンの併用

栃木県 有限会社小池経編染工所 8060002036054 竹繊維生地を新開発してマスク等を肌弱者にネットショップで販売

栃木県 うなぎ金箱 － 拡大するテイクアウト需要に対応する為の真空パック機等の導入

栃木県 フラワーショップりぼん － 生花の移動販売による新規顧客獲得

栃木県 ＡＮＤ　ＮＹＣ － 『非対面型ビジネスモデル』の環境整備と販路拡大

栃木県 有限会社前三 7060002037326 非対面型エステ事業による新規顧客獲得

栃木県 有限会社和泉専 2060002035458 新規ＨＰとＥＣサイト開設による非対面ビジネス導入で販路拡大

栃木県 株式会社三光技研 2060001018637 新生活様式対応品の開発・製造とネットを通じた新規販路開拓

栃木県 ヂサイ印刷有限会社 7060002037879 コロナ禍における事業継続の為の内製化強化と販路拡大

栃木県 株式会社ブーランジェリーパルク 4060001028147 セルフレジ導入での感染防止対策と、新分野に挑戦し売上増を狙う

栃木県 ＧＵＥＳＴＨＯＵＳＥわ家 － ３密を避け心身ともに安心してお過ごしいただくための宿内改装

栃木県 エルムンド － テイクアウト販売の環境整備と非対面兼密接防止への環境整備事業
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栃木県 有限会社山本鉄工所 8060002037671 新規顧客獲得による機械加工の稼働効率向上計画

栃木県 ヘアーメイク紗来 － おうちでできるエステ、おうち美容のためのＥＣサイト設立

栃木県 恵－ＭＥＧＵＭＩ＝ － テイクアウトのＨＰ構築と新商品開発による販路拡大

栃木県 株式会社和ダイニング一蔵 6060001022791 会社の運命を担うテイクアウト・デリバリー事業への参入

栃木県 Ｂｏｄｙ　Ｍａｋｅ　Ｓａｌｏｎ　ＬｕｎａＰｌｕｓ － 妊活オンラインプログラム販売促進事業

栃木県 Ｒｅｐｌａｃｅｓ足利店 － 迷わずに出会える「理想」を手に入れるフェイシャルサロンに！

栃木県 もろっちファーマ株式会社 1060001028884 患者様が安心して利用できる感染防止を講じた安全な薬局づくり

栃木県 有限会社高弁木工所 9060002020437 全受注の完全内製化とオリジナル製品開発

栃木県 有限会社小林製作所 8060002020099 ホームページの全面リニューアルによる非対面営業活動環境の構築

栃木県 ポニーテール － 衛生面の向上と接触時間短縮で、安心感を与える美容室に！

栃木県 ブティックＡ－１ － ＥＣ販売の開始と広報強化によるｗｉｔｈコロナ販路開拓

栃木県
株式会社渡辺健太郎不動産鑑定士事務
所

2060001015717 インターネットを介した顧客獲得と非対面での対応窓口強化

栃木県 株式会社一等賞 8060001016148 人気カウンター席の改修による女性客とファミリー層の来店促進

栃木県 とちぎうさぎ・ことり・ちびっこ動物の病院 － ＥＣ販売で販路開拓を図り生産性の向上と持続的発展の取組み

栃木県 チャイニーズレストランＳａｋｕｒａｉ － 非対面型モデルを対象とした二極化の営業スタイル

栃木県 ワンハンドレッドキッチンスイッチ － 笑顔を届けるフードトラック　キッチンカーによる出店と店舗ＰＲ

栃木県 株式会社ミナクル 6060001015688
ウイズコロナ時代のニーズに対応した店舗環境整備及び新たな営業形態の
構築

栃木県 株式会社進駸堂楽器 9060001016155 オンラインレッスンの導入による売り上げアップ

栃木県 株式会社丸栃銘木センター 1060001014620 仕入れ先を活用したＤＩＹ商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

栃木県 ビューティースタジオＡ－１ － 非接触型セルフエステの導入による新しい販路開拓

栃木県 株式会社ＡＸＩＡＲＣエンターテインメント 9060001031113 ３密を避けるための配信サービス充実と打合せのリモート化

栃木県 有限会社ＥＣＯ山本 1060002031128 ６次産業認定の強みを活かした自社商品のＥＣ販路拡大計画

栃木県 有限会社フーパー 7060002029967 自社ブランドの販売・開発とネットを通じた新規顧客獲得。

栃木県 株式会社成進建設 3060001027769 営業スタイルの改善と業務効率を上げるウェブシステム

栃木県 オ・ジラソーレ － 薪窯が走る！　ナポリの職人ピッツァをお気軽に！

栃木県 中華そば一楽 － 近隣の方に求められているお持ち帰りラーメンを提供

栃木県 サラン株式会社 3060001025582 お客様との対面を控えるようにタブレットでのオーダー方式への転換

栃木県 有限会社北野谷商店 2060002014841 ネット販売強化による売上拡大と新商品のブランド開発事業

栃木県 有限会社鬼怒川温泉岩本 5060002016042 新たなシステム構築による、非対面型ビジネスモデルの提供

栃木県 三依渓流つり場 － ＥＣサイト開設に伴うＨＰリニューアルで自家商品の販路拡大

栃木県 バンマリー － 急速凍結による高品質な商品のテイクアウト・配送事業

栃木県 合同会社柴田設備工業 6060003002908 クラウド環境の整備と高機能ＣＡＤ導入による販路拡大

栃木県 有限会社岡繁商店 7060002025173 テイクアウト配達業務とネットショップで新たな売上の柱に！

栃木県 たわら寿（たわらことぶき） － コロナ対策とテイクアウト商品をＰＲできる看板とチラシの作成
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栃木県 有限会社清水実業 4060002025382 テイクアウトメニューの開発・導入とＰＲ強化で新たな売上の柱に

栃木県 有限会社応竜 2060002025211 「お家」×「中華」による新商品開発と販路開拓

栃木県 株式会社スリーエス 5010501034846 “お宅のお庭まで”をキャッチフレーズに園芸資材の宅配サービス

栃木県 ハニーラルヴァ － オンラインフィットネコース（有料動画配信）開設で販路開拓

栃木県 サロン・リノ － オンラインセミナーを効果的にアピールするためのＨＰ作成

栃木県 有限会社三岩 8060002040139 ＊デジタル内蔵大型厨房機による作りたて同時大量調理の推進

栃木県 魚食楽　山心 － テイクアウト事業の本格化

栃木県 美・サンテ － トータルビューティコンサルタント事業

栃木県 ＳａｉｃｈｅＺＦＲＯＺＥＮＹＯＧＵＲＴ － フローズンヨーグルトアイスのネット販売・卸販売強化

栃木県 株式会社ＴＡＭＵＲＡ 3060001021367 佐野ラーメン、手作り餃子のテイクアウト、ドライブスルー販売

栃木県 ヤマネギターズ － ギター製作者のホームページと展示試奏場設置による販路開拓

栃木県 さのらーめんしんざん － 新接客システムと業務効率化によるテイクアウト強化

栃木県 リストランテジャポネーゼ － テイクアウト強化のための設備投資と安心できる店内飲食

栃木県 東京鈴蘭株式会社 6060001025613 自社サイトＥＣにおけるＲＨ（健康衣料品）新規顧客獲得

栃木県 ｓｏｙｏ － 古民家カフェのテイクアウト事業強化

栃木県 株式会社エクリュ・アート 1060001021022 非対面型教室とＥＣサイトでの販路拡大・ガーデニング事業の強化

栃木県 ＨＡＩＲＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮＢＥＬＬＥａｉｌｅ － ホームページ再構築による美容室専用商品の非体面販売拡大

栃木県 シゲヤマエンタープライズ株式会社 8060001026089 中食産業への設備投資、新型コロナウイルスの感染防止対策

栃木県 美容室ブランシェ － 衛生環境の徹底による既存顧客の回復とＨＰ作成で新規顧客獲得

栃木県 フラッグ株式会社 1060001020619
輸入販売から、国内開発への転換！おいしい国産ゆず甘酒の開発と新規顧
客の獲得

栃木県 明光義塾　佐野教室 － オンライン授業の導入と広報またネットを通じた新規顧客獲得

栃木県 有限会社松本雛人形店 7060002039479 リモート商品閲覧、ネット販売網の拡充と安心できる対面販売。

栃木県 トゥモローアート － コロナウイルスに負けない営業スタイルの確立への挑戦と飛躍

栃木県 有限会社ホテル三吉野別館 3060002039466 安心してお寛ぎ頂ける空間でのご宿泊と、テイクアウトの充実

栃木県 美食磊茘株式会社 1060001025469 とちぎ和牛肉使用のテイクアウト及び食肉関連商品販売事業

栃木県 株式会社匠ネットワーク 3060001023256 安全・安心なショールームにリニューアル！で顧客獲得事業

栃木県 株式会社大泉エンジニアリング 9060001009274 ＩＣＴ導入による接触リスク低減と生産性向上

栃木県 有限会社日下田材木店 2060002017563 コロナ禍の販路拡大用広告作成及び非対面型ＷＥＢ接客システム構築

栃木県 建築家やなぎた － 非対面接客で、３Ｄ・ＶＲを用いて提案することで新規顧客の獲得

栃木県 有限会社藤村商事 8060002017582 テイクアウトの強化、デリバリー、通販営業の開始プロジェクト

栃木県 小野ピアノ工房調律センター － 日本ピアノ調律師協会に従った安全な訪問調律獲得事業

栃木県 ＡＧＲＩＸ合同会社 1060003003423 無農薬スペルト小麦と国産ハーブのＥＣサイト事業

栃木県 アズミュージックリンク － 第二スタジオの整備・オンライン環境の整備・配信ライブ環境構築

栃木県 サロンドヴァリエ － 店内の刷新（個室化と照明変更）で顧客満足を高め集客力アップ！
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栃木県 あおぞら珈琲 － 自動販売機による非対面コーヒー豆販売と２４時間営業の両立

栃木県 フルールショコラ － インターネットを活用した非対面型営業で新規顧客を獲得する。

栃木県 ｓｅａ　ｍｏｍｍｙ － 非対面型パン菓子製造販売及びｗｅｂ販売

栃木県 株式会社安堂プランニング 9060001019471 経営指導と研修業務のオンライン展開による新規顧客獲得

栃木県 有限会社山根自動車販売 8060002039610 オンラインシステムを使った商談とネットを通じた新規顧客獲得

栃木県 有限会社スリーク 5060002005177 三密をつくらず、安心安全な新しいサロン様式で客単価アップ

栃木県 サロン・トリート － 非対面カウンセリング導入による新事業構築

栃木県 有限会社プラスワン 2060002012168 非対面型ビジネスモデルの構築とテイクアウト商品の開発及び販促

栃木県 美容室ＮＯＮ‐ＮＯ － 「新しい生活様式に対応した安心・安全の美容室を目指す」

栃木県 株式会社ハコニワ・ファーム 4060001030664 茜たまごを使ったスイーツ等を商品化し、オンラインで販売！

栃木県
ＫＳエネルギー有限会社　日光インター給
油所

9060002016740 売上減少に伴う、自動車メンテナンス商品の販売強化による増収。

栃木県 蕎遊庵 － 新たな顧客獲得に向けたテイクアウトメニューの開発と販路強化

栃木県 株式会社ホームメイク山越 9060001031682 高齢者へ高いリフォーム技術による工事のＷＥＢ販路拡大事業

栃木県 Ｏｆｆｉｃｅ　Ｍ．Ｒ．Ｃ － 企業・個人のオンライン化を推進！動画の撮影・編集請負事業

栃木県 有限会社岩上商店 5060002025101 オンライン化による業務効率化と非対面営業で新規受注数アップ

栃木県 こまめ工房 － ＨＰ作成による販路拡大、自動販売機導入による非対面型事業強化

栃木県 アーバンコンセプトストア － ハワイの最新トレンド商品をインターネット上でお客様へお届け！

栃木県 株式会社叶 7060001032071 地域の高齢者を救う！薬の宅配サービス認知拡大事業

栃木県 株式会社菊地漆器 9060001001322 ホームページの再構築でＥＣサイトを刷新！売上拡大を狙う

栃木県 有限会社長島食品 8060002032425 豆腐の新商品開発とテイクアウト事業の参入で売上拡大

栃木県 株式会社ＭＡＷ 5060001013577 キャッシュレス決済端末導入で安心・利便性向上による売上増加

栃木県 有限会社明星商販 3060002008933 加工場の整備と機械導入による自社製品開発および販路拡大

栃木県 株式会社ユーズプロセス 2060001023488 そば処の環境整備と非対面営業体制の構築

栃木県 有限会社三ッ星 3060002008702 ３密を避ける宅配クリーニングの認知拡大事業

栃木県 Ｏｒｔｈｏｐｉｃｋｓ － 医療機器ネットオーダーシステムの販促並びにチャット機能の作成

栃木県 有限会社菜音 7060002016750 新規顧客獲得する為のレトルトパックとネットを含む販売の商品開発。

栃木県 株式会社アドバンスグリーン 2060001007532 弁当のテイクアウト・デリバリーの開発と販売。

栃木県 手打ち中華蕎麦　麺屋　工藤 － 密を防ぎ、効率化向上、売上増のためのレジの非対面、セルフ化

栃木県 カフェテラスＬＩＯＮ － 効率的なテイクアウト予約受注と三密を避ける青空席の新設

栃木県 有限会社アルボー 3060002014601 インターネット販売の拡大・オリジナルパーツカタログ製作。

栃木県 いちげん － 名物唐揚げのテイクアウト化による新規顧客獲得

栃木県 おんがく教室ぷりまヴぇーら － 隣接のリモート専用レッスン室での新生活スタイルレッスン

栃木県 村岡商事株式会社 6060001022288 食券機導入による、新型コロナ対策と業務効率化による固定費削減

栃木県 株式会社平成太田本陣社中 6060001025381 冷凍餃子・冷凍チャーシューのＥＣサイトを通じて新規顧客獲得
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栃木県 つちや印刷広告舎 － 販促素材ＥＣサイトの改良と宣伝広告、商品デザインの効率化

栃木県 肉の丸玉 － 「こだわり塊肉の焼肉セット」販路拡大事業

栃木県 ＯＳＴＥＲＩＡ　ＰＯＲＴＡ　ＲＯＳＳＡ － 商品のテイクアウト強化（真空パック機利用による総菜販売）

栃木県 マツガミネコーヒービルヂング － ＥＣ事業販路開拓に伴う菓子製造開業および販売

栃木県 有限会社旭産業 2060002000791 オンライン見積と三密回避打ち合わせスペースで売り上げアップ

栃木県 有限会社エム・アール・ピー 1060002002046 三密回避のためのテラス席改装とＩＴ営業ツールの導入

栃木県 株式会社新日本農業 2060001027258 香港での催事出展と海外販路の拡大

栃木県 塩原カフェ － 移動販売車による販路拡大事業と窓口販売事業

栃木県 有限会社丸善工業 3060002032652 デジタルとアナログの融合によるコロナ禍対応販促計画

栃木県 株式会社伊藤電設 5060001012744 オンライン見積による非対面営業と販売促進

栃木県 まるとも。 － オーダーシステムの変更とテイクアウト販売による新規顧客獲得

栃木県 有限会社旅の宿丸京 6060002016149
当社が取り組む新型コロナウイルス感染症拡大防止のＰＲ動画の制作と公
開

栃木県 菊地酒店 － 当店オリジナルグッズ・イベント企画・リモート営業体制構築

栃木県 馬カモン － 九州料理を使った新商品開発とテイクアウトを通じた新規顧客獲得

栃木県 吉田鍼灸院 － オンライン妊活プログラムの構築とネット集客

栃木県 株式会社ハートワン 4060001023560 地域住民に安全と安心を与えられる施術所の確立による患者獲得

栃木県 株式会社トライブ 2060001031557 テレワーク対策拠点でスタート！『リアルタイムＧＰＳポスティング』

栃木県 株式会社ＢＡＳＩＳ 9060001029470 非対面商談システム搭載ホームページ制作

栃木県 便利屋ｓａｋｕｒａ － 「リモートお話相手サービス」をオンラインショップで事前決済販売

栃木県 日光湯波巻全 5060001031686 湯波巻と日光の極上グルメをご家庭に。

栃木県 自然茶寮廻 － テイクアウトとネット販売で販路拡大と新規顧客の獲得

栃木県 ＭＩＹＡ － 列が出来ても密にならない！ドライブスルーで感染拡大防止モデル

栃木県 ミッシェル・グリーン － 非対面型集客ウェブサイト制作による新規顧客獲得

栃木県 株式会社ハチ・ビット 2060001032588 メイド・イン・ジャパン商品のネット販売網を活用した販路開拓

栃木県 株式会社古川商店 8060001003947 歴史ある古川商店の魅力と美味しいナッツをＷｅｂで広めよう！

群馬県 四季窯 － 新しい生活様式に対応した経営環境の整備による新規顧客開拓事業

群馬県 株式会社山里建設 2070001009726 オンライン営業の強化で紹介に頼る集客スタイルからの脱却を図る

群馬県 ＢＹＲＳＡ － ホームページ開設及び通信販売システムの構築による販路開拓

群馬県 株式会社リプラス 9070001030881 高機能ドローンとインターネットを活用した非訪問型営業への転換

群馬県 株式会社ライフファクトリー 6070001035660 テイクアウト事業の感染対策の強化および生産性の向上

群馬県 ＲａｉＡｎ － 非対面型の会話を強化し、来店頻度回復と飼い主との信頼関係強化

群馬県 株式会社ＧＲＡＩＺ 8070001033225 ホームページ改修による非対面販売・買取強化事業

群馬県 株式会社もぎたて完熟屋 9070001035501 冷凍商品の開発によるテイクアウト・通販での非対面型販売の強化

群馬県 有限会社シャーベット 3070002015359 全商品を掲載したＨＰを開設、ＷＥＢカメラによる非対面型販路開拓
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群馬県 株式会社葉伽梵 4070001027841 フードデリバリーサービス等の周知による新規顧客獲得

群馬県 有限会社プロペラコーポレーション 1070002007969 デリバリー専門レストラン（通称デリトラン）への新規参入

群馬県 みっけ！のタネ企画 － 安心の、顔の見えるウェブ通信講座作成で新規顧客の獲得

群馬県 ほしかわ工務店株式会社 9070001025502 ネット上で住宅パースの展示会を開き新規顧客の獲得を図る

群馬県 ＷＡＬＬ工房株式会社 7070001026989 安心信頼の施工技術でネットを通じた新規顧客獲得

群馬県 株式会社協進サクセス 8070001006619 「除菌液を商品とした新規事業のインターネット販売」

群馬県 有限会社えびすこ本場所 5070002012494 えびすこ本場所のデカ盛りテイクアウトの情報発信事業

群馬県 ｏｉｔｅｔｔｅ － アンチエイジング・スイーツのネット販売を通じた新規顧客獲得

群馬県 ｐｅｇｕ合同会社 2070003002893 オンラインレッスンを通じた新規顧客獲得

群馬県 リストランテ・パティスリーシムラ － ＥＣサイトによる販路拡大と看板および照明の改装による集客拡大

群馬県 株式会社小谷野電気 3070001006937 ウエブサイトを活用した非対面取引の確立とＢｔｏＢ販路拡大

群馬県 ＦＬＡＳＨＪＡＰＡＮＦＩＴＮＥＳＳ株式会社 1070001032852 ＩＴ活用によるオンラインセミナー・トレーニングの実施

群馬県 一路堂ＣＡＦＥ － テイクアウトドリンク、焼き菓子の販売による新たな顧客の獲得

群馬県 株式会社ＷＡＢＩやまどり 8070001030370 テイクアウト拡充施策と店内換気等の再整備

群馬県 マロン美容室 － 新しい日常で選ばれるサロンへ

群馬県 株式会社しみづ農園 2070001007218 商談ルームＯＮＥ　ＷＡＹ化と看板等の設置によるＢｔｏＣの促進

群馬県 靴修理・合カギの店ＨＯＰ － ＨＰリニューアル、雑誌掲載による新規顧客獲得

群馬県 クルール － 「オンライン飲み会」とウェブサイトによる広報活動・販路開拓

群馬県 有限会社矢嶋園 7070002012501 『ドリップティー』のパッケージ刷新とオンライン販売の強化

群馬県 株式会社ｓｍｉｓｅｅｄ 5070001036180 お弁当業態を活用した新規顧客の確保

群馬県 株式会社ひかり工房 3070001025631 ｗｅｂ商談システムと非対面型ショーウインドウ等による販路開拓

群馬県 ＬａＬａｐａｎａ～栞～ － ＥＣ機能付ホームページ作成による新たな販売チャネルの構築

群馬県 ａｔｅｌｉｅｒ　ｍｅｋｏ．　アトリエメコ － ＨＰショッピングサイトでの販路拡大事業と、新規事業のための人員確保

群馬県 株式会社清水商事 3070001007217 ＷＥＢサイトの構築による売上アップ

群馬県 合同会社ＮＩＣＨＩＲＩＮ 6070003003418 太陽光発電所の遠隔監視システム導入等による保守管理体制の確立

群馬県 株式会社ｆｏｒｙｏｕ 5070001010904 キャンピングカーで巡る、感謝と思い出を綴る旅「旅婚」

群馬県 ビブリープラス － テイクアウト事業の強化による販路開拓

群馬県 株式会社横山製菓　芳房堂 5070001008700 新商品開発及び店内衛生環境の向上による非対面型販売強化事業

群馬県 居酒屋十八番 － テイクアウトとネット販売強化による売上回復、販路拡大

群馬県 ＣｈｉｎｅｓｅＤｉｎｉｎｇ猪八戒 － 地域密着型テイクアウト事業強化による新たな営業スタイルの構築

群馬県 ザ　ダンススタジオ高崎 － 当スタジオの広告内容の見直し及び映像収録配信用インフラを導入

群馬県 株式会社スター商会 1070001007334 コロナ感染対策に役立つ「おふろｄｅマスク」の開発

群馬県 株式会社群馬イートレンド 7070001010852 中食事業のＰＲ広告による、新規事業者とユーザーの獲得

群馬県 株式会社米田横堀建築研究所 3070001003406 オンライン相談会の実施による新規顧客獲得事業
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群馬県 有限会社萩原電子システム 3070002011523 リモートメンテナンス機能付検査装置の開発

群馬県 有限会社縁 1070002012928 「ネットによる地元牛肉販売とお弁当販売」

群馬県 ハミングバード音楽教室 － 非対面型で全国の生徒・音楽愛好家へのオンライン講座の提供

群馬県 株式会社ママダスポーツプロダクト 4070002012124 新しい生活様式に合わせた安心・安全な店の環境づくり

群馬県 蒼 － ニューノーマル！「小さなお店の新しい形」の販路開拓

群馬県 ラクジュアリークラブバニラ － 新業態「会員制昼カラ夜カラＢａｒ」の販路開拓

群馬県 ＡＲＩＧＡＴＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 7070001025883 オンライン窓口開設とＷＥＢ再構築による非対面型営業強化

群馬県 株式会社三光ファーム 3070001026869 ＥＣサイトの拡充とＷＥＢプロモーション

群馬県 ＬＡ　ＣＨＯＵ　ＣＨＯＵ － オンラインによる、ジュエリー制作・加工・修理の受注拡大事業

群馬県 株式会社ＴＡＧＯ　ＳＴＵＤＩＯ 7070001028151 ミュージシャンと開催者側のマッチングアプリの開発

群馬県 バルカバペロ － 店舗リニューアルとテイクアウト事業強化による売上拡大事業

群馬県 タケシデザインブース － ホームページ・ＥＣサイト作成による認知度及び売上向上事業

群馬県 希望の丘農園株式会社 3070001027917 自社栽培果実などをインターネット販売し新規顧客を獲得

群馬県 ＲＥＡＬ　ＷＯＲＫＯＵＴ　高崎駅前店 － 非対面式パーソナルトレーニング事業の開始による新規顧客獲得

群馬県 Ｃａｓａ　Ｆａｍｉｌｉａｒ － テイクアウト販売強化と積極的なプロモーションのためのＨＰ改修

群馬県 パティスリーアトリエシュシュ － 非対面型販売強化のための新商品開発並びに店舗改装

群馬県 ＴＡＮＩＴＡ　ＦＩＴＳ　ＭＥウニクス高崎店 － ソーシャルディスタンスに対応した店舗リニューアルと会員増強

群馬県 樋口豆富店 － 豆腐デリバリーサービスを中心とした販路開拓事業

群馬県 美容室Ｂｉｒｔｈｄａｙ － ネットによる販路開拓と店舗改装によるリピーターの創出

群馬県 Ｄｅｎｔａｌ　Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｙ － 歯科技工の営業・受注をデジタル化し、非対面と顧客開拓の実現

群馬県 Ｔｏｙ　Ｔｒｉｃｋ － ホームページ作成やＣＭによる新たな顧客獲得

群馬県 エピテみやび株式会社 7070001035288 非対面型のヒアリングと動画テキストで新たな販路拡大を目指す

群馬県 株式会社モーカルインターナショナル 3070001004809 ＭＡツールの導入と楽天店舗リニューアルによる直販比率の向上

群馬県 有限会社タカミザワ 4070002003429 自社サービスの認知向上を目的とした販路回復と拡大施策

群馬県 株式会社朝日ぐんま 1070001000149 新設動画サービスとデジタルマルシェでコロナに負けず販路開拓

群馬県 かつどんなかや － コロナにも負けないお弁当の製造販売の為の事業

群馬県 有限会社アイズ 9070002006526 インターネット環境を活用した非対面型物品販売による新事業への参入

群馬県 有限会社グローバルファクトリー 3070002007380 親方焼肉弁当の製造販売、おうちで親方（ＥＣ商材）の製造販売

群馬県 株式会社大道 7070001001934 コロナに負けるな！ＩＴで営業強化・新規販路開拓

群馬県 株式会社ＴＡＫＥＨＡＹＡ 9070001035006 テレワーク導入によるサテライト校開設と新規顧客の開拓

群馬県 ケースバイケース合同会社 2070003001689 販路拡大に向けた日本初の国際間オンラインコンクールの開催

群馬県 公文式鶴光路教室 － オンライン語学教室の開講による新規顧客層の開拓

群馬県 株式会社中央自動車硝子 9070001004935 大型インクジェットプリンター導入によるスポーツマーク内製化

群馬県 ルイドール － ＳＮＳ連動のＥＣサイトによるお取り寄せ商品の販売強化
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群馬県 有限会社群馬音楽アカデミー 4070002001721 オンライン授業を活用した防疫対策、及び生徒募集と授業の開発。

群馬県 Ｄｒｅａｍ　Ａｓｓｏｒｔ － 来店不要・自宅で簡単オーダーメイドウィッグ

群馬県 ＣｏｆｆｅｅＦａｃｔｏｒｙ宮の森 － 自家焙煎の強みを生かした売上・販路拡大の為のＨＰ・ＥＣ構築プロジェクト

群馬県 株式会社丸川屋 3070001027157 飲食店営業から食肉加工品等の卸・小売り販売参入への環境整備

群馬県 株式会社ＮＥＸＴ 6070001029679 「郵送・引き取り修理と法人営業を伴う新規顧客の獲得」

群馬県 十坊 － パンチングデータ制作の内製化によるサプライチェーンの確保

群馬県 江戸っ子寿司 － 寿司職人の技術を活かした季節のちらしでテイクアウトを拡大する

群馬県 御菓子司香雲堂 － オンライン受注システムの整備と発送対応可能商品の新規開発

群馬県 ＳＴＵＤＩＯ－ＲＹＵ － リリースカッターの導入による安心施術サービスの提供

群馬県 株式会社ソフトキュービック 5070001028698 新型コロナに対応　新しいインターネット販売と働き方

群馬県 株式会社ｐｅｒｋ 9011001109647 キャンプのためのオリジナルクラフトビールの非対面型販売事業

群馬県 ＭＩＮＯＲＩ － 「美容師が教えるセルフカットの方法」等オンラインＷＥＢ講座の開催

群馬県 株式会社群馬デスコ 6070001015910 小ロット向けライン増設による第一作業工程生産増強リフターの導入

群馬県 有限会社樋口製作所 8070002024487 金型修理の注文対応強化と、ＨＰ制作による新規受注獲得

群馬県 ネオプランニング株式会社 7070001022666 オンライン商談の導入とインターネット販売での新規顧客獲得

群馬県 サロン・ド・Ａｒｉａ － 新規顧客獲得のための、ＥＣサイトの構築とオンライン講座の開催

群馬県 欧風料理シェフハヤカワ － オリジナル特製アイスクリームの非対面販売による売上拡大戦略

群馬県 キャリアジャパン株式会社 4070001016811 ＨＰ改造とＤМ配布で宅配・テイクアウトをＰＲ強化する

群馬県 仙人 － 新しい生活様式対応のテイクアウトメニューの開発と新規顧客開拓

群馬県 分福酒造株式会社 5070001021975 本格的なネットショップ構築と新しいファン作り事業

群馬県 有限会社楠庵 8070002034271 店舗エントランス扉を非接触型自動ドアへ改修

群馬県 美容室ＲＥＧＡＬＯ － 美容室のオンラインサービス提供と感染防止対策を講じた個室創出

群馬県 有限会社松本建設 5070002019779 脱・紹介！オンライン営業の強化で集客力高め、売上を伸ばす！

群馬県 株式会社翼創建 2070001014379 オンラインのセミナーや打合せで、非対面のまま契約に結び付ける

群馬県 株式会社マイホーム 1070001015428 ＷＥＢサイト＆オンライン営業の強化で来場者数の回復を目指せ！

群馬県 東和住販株式会社 1070001035525 新ブランド「平屋専門店　健康平屋」の設立とＰＲ

群馬県 いち笑 － 非対面型オーダーシステムの導入と外観改良による新規顧客開拓

群馬県 ｒｏｃｏ．ｙｏｇａ － 新しいレッスンスタイルによるヨガの普及と売上拡大

群馬県 小久保運送有限会社 4070002018914 オゾン発生装置を利用した「除菌・消臭サービス」

群馬県 有限会社マイウェイ 4070002022040 非対面型受付・返却ロッカー設置に伴うリニューアルオープン

群馬県 須田技巧株式会社 5070001030992 リモート打ち合わせを取り入れて新規顧客獲得。

群馬県 株式会社アイロックス 7070001028052 自社ＥＣサイトによる非対面販売・音楽、映像の収録配信の強化

群馬県 株式会社エコーアーチスト 3070001013140 スタジオ及び出張ライブ配信事業

群馬県 農と漁の酒縁　のりち家 － こだわりの料理を自宅で味わうテイクアウト事業による販路開拓
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群馬県 クリーンライフ環境株式会社 9070001035278 ＨＰによる非対面の集客及び顧客獲得

群馬県 有限会社髙京 7070002021312 オンラインによる販路開拓と絵画レンタルと画廊貸出での受注拡大

群馬県 株式会社忠治茶屋 2070001014668 移動販売車で焼きまんじゅうを販売し販路拡大と雇用の維持

群馬県 株式会社この街 7070001015232 『オンラインツールを利用した物件及び会社のブランディング』

群馬県 リンパデトックスサロンメビウス － ＥＣサイト構築による「非対面型ビジネスモデルへの転換」

群馬県 フローエスゲグルンツェ － ＥＣサイト構築による全国からの新規顧客獲得

群馬県 Ｆｌｕｆｆｙ－ｃｏｗ － 専用機械を活用した新作製品発表とネットを通じた新規顧客獲得

群馬県 キリンジ － スマートレジ導入による非接触型注文システムの構築

群馬県 有限会社さくらドライ 7070002034826 無人お預かりＢＯＸ設置による非対面型店舗の実現

群馬県 ＩＬ．ＰＩＮＯ － キッチンカーでの出店による公共空間の活用とイベント出店

群馬県 香萬 － キャッシュレス決済で機会損失を防ぎ新商品のＰＲで販路開拓

群馬県 ＭＡＰＬＥ　ＭＵＳＩＣ － デジタル音楽による「日本の歌」を世界中のステイホーム者へ配信

群馬県 有限会社萩原製材所 6070002026700 鉋屑処理施設導入による内製化と新製品開発・販路開拓

群馬県 今成優太 － ショップ広報および品質確認のための試作品発注

群馬県 有限会社バケーション 2070002017678 除菌サービスの内製化と非対面営業による新規顧客の獲得

群馬県 有限会社カネダコーポレーション 9070002017275 ホームページの改善、充実による新規顧客獲得

群馬県 藤の丘　美夜之窯 － ＥＣサイト構築とテラス設置による新たなビジネスモデル確立

群馬県 こわた音楽研究所 － オンラインレッスンによる売上確保と商圏拡大

群馬県 ＯＨＡＮＡ　Ｃａｋｅ’ｓ株式会社 6070001032823 ＥＣサイトによる群馬県発の美容・健康に良いお菓子の販路開拓

群馬県 クリエーションゴルフ工房 － 来店せずに購入できるゴルフクラブ販売リシャフトサービスの提供

群馬県 若フードサービス － やきとり屋さんのフライドチキンと唐揚げで販路開拓

群馬県 ＩＬ　ＭＯＮＤＯ － ＥＣサイト構築・テイクアウト用チラシの作成及び店内改修事業

群馬県 株式会社ギヤ 6070001032055 廃材から新たな価値を生み出し、ＥＣサイトで販路開拓

群馬県 伊勢崎カイロプラクティックセンター － 除菌効果のある空気清浄機能ある空調（エアコン）の設置

群馬県 高橋接骨院 － セルフトレーニング機器の導入による感染症対策と顧客獲得

群馬県 株式会社三陽住建 4070001016076 オンライン営業の強化で紹介に頼る集客スタイルからの脱却を図る

群馬県 株式会社かなう家 1070001032019 一歩先行くオンライン家づくりとオンライン展示場作戦

群馬県 有限会社津久田クリーニング 8070002019363 お渡しロッカーによる非対面型クリーニングサービスの構築

群馬県 豚骨らーめんれん － テイクアウト事業の新規立ち上げによる販路拡大

群馬県 雑貨と喫茶と宿題カフェ木下商店 － コロナ対策のための店舗改装とメニュー開発

群馬県 有限会社太田マロニヱ 9070002028371 非対面型受注システムと受注増に備えた冷蔵設備の整備

群馬県 有限会社シャンティー 4070002034837 冷凍・冷蔵コンテナで、チャンスロスの解消

群馬県 株式会社ｃｒｅａ 4070001035118 タッチパネル式オーダーシステム導入による店内飲食の顧客獲得

群馬県 有限会社ラ・リューシュ 5070002012775 テイクアウト事業の併存による売上確保とリスク分散
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群馬県 竹林酒菜　座忘 － テイクアウトの提供時間短縮とメニュー拡充による販路拡大

群馬県 株式会社ティーン 9070001025312 非対面型営業の構築と新たな販路開拓

群馬県 有限会社関口瀧次郎商店 1070002034889 設備投資による農産物安定供給で、地元地域と消費者を食で元気に

群馬県 有限会社大木金型 8070002022862 放電加工内製化によるサプライチェーン毀損への対応力強化

群馬県 株式会社ユタカペイント 6070002015488 ＷＥＢ配信型「塗り替えセミナー」の推進のための広報活動

群馬県 株式会社トータル・レスポンス 7070001005547 ＩＴ投資による新規顧客獲得と非対面型サービスの実現

群馬県 株式会社ＡＬＴＥＲＮＯ 8070001032796 セルフオーダーシステムとネット注文可能なホームページの制作

群馬県 有限会社真澄 9070002004991 ホームページリニューアルによるオンライン相談と新規サービスのＰＲ事業

群馬県 武徳 － 移動販売車導入による感染症対策及び収益力向上事業

群馬県 ＨＥＩ － インターネット通販による事業拡大、そのための設備増設。

群馬県 るづぼる堂 － 非対面型販売形式を構築し、ＥＣサイトに誘導する販促物を制作

群馬県 株式会社ユアステージ 2070001021409 オンライン相談からも顧客の信頼を得るためのマーケット作り

群馬県 有限会社水香苑 6070002026436 ＥＣ販売による伝統製法「水香苑・水沢うどん」の再生計画

群馬県 株式会社ＴＭＲ 2070001034856 発熱パスポートシステム（法人向け）の開発

群馬県 株式会社ドラード 4070001026199 会員様対象のエクササイズのオンライン配信の新事業の開始

群馬県 株式会社ライフデザイン 6070001024861 ＷＥＢ面談による代表と同世代の若年層、新規顧客獲得事業

群馬県 株式会社新和 7070001016156 新規アイテム用金型製作及び商品の製造販売

群馬県 株式会社アールズ解体工業 7070001036253 オンライン面接導入とサイトリニューアル、看板設置

群馬県 株式会社藤和 5070001017825 オンライン授業による非対面ビジネスへの転換

群馬県 株式会社Ｄｉｏｓａ 9070001032779 新しい日常に合わせたお客様のニーズに応えるリモートワーク

群馬県 株式会社ドリームエポックカンパニー 6070001033499 テレワークの環境構築と派遣スタッフ募集サイトの構築

群馬県 合同会社福善旅館 8070003001758 旅館における非接触型の新たな営業と宿泊プランの導入

群馬県 常見企画 － 情報誌のＨＰと電子書籍化、サイトで非対面で予約注文販売を実現

群馬県 株式会社シュウワエンジニアリング 6070001007263 非対面型営業の構築と新たな販路開拓

群馬県 株式会社おしゃれ 1070001006419 ＩＴ化による非対面対応・スマホアプリによるマーケティング計画

群馬県 株式会社エイト 2070001029732 オーダースーツ等衣料品販売サイト新規構築

群馬県 株式会社深沢組 3070001002746 オンライン見積りによる家庭内感染予防リフォーム販路拡大事業

群馬県 有限会社アジール 8070002013548 ＨＰによる美容衣類の販売問合せによる販路拡大事業

群馬県 株式会社ＢＥ　ＡＭＢＩＴＩＯＵＳ 5070001032584 冷凍餃子自動販売機設置での２４時間販売化による販路開拓

群馬県 株式会社慶禄 5070001036081 内視鏡シールドの販売と非対面のためのＨＰ改修と看板の設置

群馬県 ｉＺｍＺ － ＥＣサイト構築及び商品充実化・店名改名による看板改修事業

群馬県 楽読　上州高崎スクール － レッスンのオンライン化に伴うＷＥＢサイト新設と広報活動

群馬県 株式会社ヤマト 2070002019947 新しい生活様式に向けた予約システム及びＨＰ強化

群馬県 有限会社井野口自動車整備工場 2070002033072 先進安全装置搭載車両のハイテク整備ワンストップ受注事業
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群馬県 沼田きのこ園 － ＥＣサイト改修を核とする非対面型販売の強化

群馬県 根岸物産株式会社 5070001012545 オンライン営業窓口の創設と営業システムの改善

群馬県 リーベルオン合同会社 9070003003381 非対面で行う管理代行事業の拡大

群馬県 株式会社Ｇｏｗｌｚ 6070001036527 個室・半個室への改装、テイクアウト用の肉販売の実施

群馬県 株式会社リーブライト 9070001027630 非対面商談システム搭載ホームページ制作

群馬県 有限会社ＩＷＡＴＡＹＡ 3070002033253 ＨＰでの非対面型接客及び来店予約受付と安心に繋がる店舗の改装

群馬県 山王接骨院　山王整体院 － 患者様に安心を！非対面型相談システム搭載ＨＰとチラシ製作

群馬県 株式会社文化店舗 3070001035416 販路開拓のための住宅向けＨＰ新規作成プロジェクト

群馬県 群馬エナジー株式会社 2070001035755 地域密着型結婚相談所ＨＰ作成及びＨＰ内セミナーやイベント開催

群馬県 Ｌａ☆Ｌｕｎｅ － 非対面型カウンセリング環境整備とＷＥＢ集客の強化

群馬県 松山　凌典 － 教室廃業に伴う、感染対策を施した自店舗の開業とオンライン化

群馬県 アニー英会話教室 － Ａｎｎｉｅ’ｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｃｈｏｏｌ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｃｌａｓｓｅｓ（アニ

群馬県 中南米料理幸せの扉ボルデ － テイクアウト用オーダーシステム導入による生産性向上と販路開拓

群馬県 株式会社グリーンワークス 9070001025056 ウイズ・アフターコロナに対応した営業スタイルへの転換

群馬県 ヘアーモードなぐも － 感染症予防対策でお客様に安心・安全に来店いただける環境づくり

群馬県 有限会社安楽岡 5070002034027 設備の拡充による非対面型チェックインの導入

群馬県 株式会社スイッチ 5070001030472 デジタルネイティブ世代を購買ターゲットとする顧客販路開拓事業

群馬県 ラナクラニ － リフレクソロジーを自宅で学べるノウハウ提供事業

群馬県 株式会社女屋スポーツ工事 2070001000676 非対面営業を実現するスポーツ施設災害対応工事訴求サイトの制作

群馬県 壽 － ネット・紙媒体活用による集客力向上事業

群馬県 ８ｈａｍｍｅｒ株式会社 6070003003062 群馬県初の大規模動画撮影スタジオに設営によるテレワーク推進

埼玉県 陽だまりの唄 － デリバリーの強化と業務効率の改善で売上を獲得していく

埼玉県 有限会社スガ人形店 1030002073825 安心してご来店頂ける店舗展開とネットを通じた新規顧客獲得

埼玉県 有限会社初かり亭 9030002074618 お店でもお宅でも自慢の味を楽しんで！初かり亭のリニューアル

埼玉県 髪工房るえら － レジドロアーとエアコンの新規導入によるコロナ対策ＰＲ

埼玉県 有限会社伊藤商事部 9030002072290 新型コロナ感染症対策の為の館内環境整備事業

埼玉県 田中　邦和 － 地産地消、移動販売での農と食を結びお客様との架け橋創り。

埼玉県 ｃａｆ　ｔｒｉｌｌ － ｃａｆ　ｔｒｉｌｌオンラインショップ新商品開発と販路拡大

埼玉県 株式会社鈴木研磨 1030001058397 自社ホームページ制作による非対面営業の実現

埼玉県 ウツギフード株式会社 5030001070308 お客様と従業員の安心安全を担保する環境作りを実施する

埼玉県 みんなの森（Ｒ）整骨院川越宮元院 － 院名変更に伴う広告宣伝と電療機器導入による非接触自由診療定着

埼玉県 株式会社石喜 2030001130980 ｛Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ｋａｗａｇｏｅの御当地限定酒の非対面販売｝

埼玉県 有限会社轟屋 5030002074357 ２０・３０代へ食育を通じ日本の乾物文化を次世代へ伝える

埼玉県 株式会社ラ・フォーレ 4030001069004 ＨＰおよびＥＣサイトの構築でお手頃価格でジュエリー販売！

16 / 122 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。

埼玉県 合同会社ＤＳＣ 8030003012825 安心安全な店舗環境設備の構築とカウンターサービスの強化

埼玉県 ひだまり日和 － キッチンカーでのランチテイクアウト事業による販路拡大

埼玉県 有限会社ベニーノコーポレーション 8030002078446 新型コロナウィルス感染症を乗り切る為の店舗設備の改修

埼玉県 さく膳 － 『テイクアウト・デリバリー開始による売上の回復』

埼玉県 有限会社本山企画 1030002075342 広告を活用した、直受けの新規顧客獲得

埼玉県 ＬＡＶＩＬＬＡＧＥ － オシャレ空間を提供しつつ、安心安全な店舗経営スタイルの確立

埼玉県 有限会社おぎの 4030002072650 エステの安全対策及び、ＬＩＮＥ活用による非対面接客の強化

埼玉県 株式会社Ｐｉｅｃｅ 2030001124256
非対面営業に変わる、水面下にて検討する顧客に対するＤＭによる新しいア
プローチ

埼玉県 ＹＴＨサービスストア － 個人向け中古カメラ宅配買取事業

埼玉県 有限会社大樹電線 4030002104445 ファクトリーオートメーション及び潜在案件の獲得

埼玉県 株式会社ツヅキ 5030001082633 ＨＰリニューアルとＥＣサイト開設で新マーケット開拓

埼玉県 株式会社バードハウス 2030001099267 ＥＣサイト構築によるオンラインショップ導入による販路拡大事業

埼玉県 ダンスファクトリィー － 貸しスタジオの改装及びＰＲ促進による利用率向上事業

埼玉県 花工房Ａｋａｌａｐｕａ － インターネットを利用したＢｔｏＢに対応した販売の確立

埼玉県 アール・スリー株式会社 5030001119245 ３Ｄプリンタを活用した新商品開発とネット販路獲得

埼玉県 株式会社サカエ商工 2030001075061 エンターテインメント業務の変革と新しい業務の発掘

埼玉県 有限会社浅井技研 8030002111438 ＨＰの新規制作による自社の強力なＰＲと事業のオンライン化計画

埼玉県 株式会社ボルテージ 1030001108490
非対面対応・テレワーク環境の整備と感染対策を徹底した顧客待合室の整
備

埼玉県 ＡＭＡワールドビジョン株式会社 8030001102116 新しい形の空間のご提供による、新しい学びサポート事業

埼玉県 水沢商店東川口店 － ＰＲ強化と配達車両の導入による近隣企業向け弁当配達サービス開始

埼玉県 井上式典 － ホームページを開設し非対面による営業、業務遂行と販路拡大事業

埼玉県 有限会社トコ－モデル 4030002105336 創業６１年の型技術をインターネットで認知拡大・顧客創出

埼玉県 川口統合整骨院・鍼灸院 － スパイラルテーピング療法の診断治療器の購入による単価ＵＰ事業

埼玉県 ペルレ － 自社ＥＣサイトによる母と娘の作品の遠方や若年層への販路開拓

埼玉県
株式会社メディカルアンドインシュランス
コーポレイション

9030001008345 オンライン配信で安全にキックボクシングイベント再開！

埼玉県 土屋和伸税理士事務所 － テレワーク有効活用による雇用促進及び事業拡大

埼玉県 ＩＯＲＩ － はちみつのクオリティを証明して、自社の強みを生かした販路開拓

埼玉県 ブラッサム － 【非対面型オンラインレッスンの開設とＷＥＢによる集客】

埼玉県 美容室ウッドヴィレッジ － 非対面型の営業形態の構築とプリントネイル機を使った新規客獲得

埼玉県 鮨ふく － テイクアウトの強化とウイルス除菌対策の店舗改装で売上アップ

埼玉県 株式会社アロマテリアネット 4030001019099 ホームページ等の再構築による非対面型ビジネスと新規顧客獲得

埼玉県 鶴見行政書士事務所 － ニーズ対応の非対面型相談とオンライン研修会による顧客獲得事業

埼玉県 株式会社ＡＲＡＭＡＫＩ 1030001126443 一貫制作の事業拡充とネット販売の新規顧客獲得

埼玉県 株式会社鈴木人形 6030001019642 文化財修復事業への新規参入
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埼玉県 新潟工業株式会社 1030001006595 当社の理念や業務をホームページにて発信し新規開拓を目指す事業

埼玉県 有限会社コジマガレージ 4030002021095 ネットを活用した自動車リサイクル部品販売とオンライン商談

埼玉県 株式会社カミゼン 6030001017794 外国人を対象に加えた、ＩＴを活用したＰＲと通販事業の拡充

埼玉県 Ｒｅｐｏｓ（ルポ） － 新規顧客層の増加とリピーター数維持を目標とした事業計画

埼玉県 株式会社エス・ピ 3030001122242 テイクアウトに特化した新サービス

埼玉県 有限会社活きの魚政 5030002001360 町の魚屋さんがデリバリー『魚政便』始めます

埼玉県 株式会社ベイプランニング 6030001018999 『販路拡大を狙う広告宣伝と、防災用品販売ＥＣサイトの構築』

埼玉県 Ｅａｔ　Ｎａｔｕｒａｌ － 情報サイトとＥＣサイトをＯＰＥＮし取引先と個人顧客を新規開拓

埼玉県 株式会社イーズ 7030001137039 販路拡大を狙う広告宣伝と、ＥＣサイトの構築

埼玉県 ビューティーライフアンドホメオパシー － ビューティーライフアンドホメオパシー　「リジョイスウェルネス」

埼玉県 合同会社つくりえ 2030003007005 ＥＣサイト「むさしのものこと」事業展開による販路開拓

埼玉県 梵ｓｏｙｏｇｉ － アロマ・整体用品の開発と通販。積極的プロモーションで事業拡大

埼玉県 有限会社パドメ 7030002019839 気アロマトリートメントによる事業多角化とオンライン教室の展開

埼玉県 株式会社ＳＥＩＫＥＩ 6030001122487 安心安全を目的とした店舗改装と販路開拓の強化による経営安定化

埼玉県 サザンクロス武蔵浦和店リヒロ － リモートオンライン型カウンセリングと多種の広告への挑戦

埼玉県 クロスハート大宮カイロプラクティック － リモートを使った睡眠栄養コンサル事業による販路開拓

埼玉県 有限会社コンノ 2030002005232 安心・便利なオンライン診療とカウンセリング事業

埼玉県 株式会社おりとみ 7030002087233 工具盗難撲滅！３方良しの中古市場ショッピングサイトを確立！

埼玉県
有限会社オーケーエー企画　花の店おか
ラ・コリーヌ

2030002002551 ＷＥＢシステムの再構築と新たな様式へ対応する為の店舗整備

埼玉県 ＳＡＴＯＳＨＩＰ合同会社 8030003013377 デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）推進事業

埼玉県 自然派発酵ごはん教室のはら － 発酵料理教室の動画付きレシピ販売に向けた取り組み

埼玉県 株式会社テイクフォー 1011101046590 リアルタイムに変更できるデジタルＷＥＢサイネージ（電子看板）

埼玉県 高山園 － 新たな時代に非対面型販売ＥＣサイトの構築と感染防止対策の充実

埼玉県 ちちぶエフエム株式会社 7030001126743 在宅放送システム導入と新サービス提供による顧客価値創造事業

埼玉県 有限会社太田甘池堂 4030002121928 コロナに負けるな！創業以来初のＥＣサイト立ち上げ計画！

埼玉県 甲子 － 点心マイスターによるオリジナル点心の開発と通販サイトの構築

埼玉県 株式会社秩父ファーマーズファクトリー 9030001098741 会員制通販サイトと農福連携ワインの展開による売上拡大事業

埼玉県 株式会社インテリアコスゲ 5030001090660 業務効率化と顧客管理による販売促進活動の展開

埼玉県 有限会社三恵モーター 4030002122678 車両診断の悩みを解決する新サービスの導入

埼玉県 株式会社テラサワ 1030001091349 ＤＭ＆リモートによる営業強化と新規マーケット開拓事業

埼玉県 有限会社浦島商店 1030002121195 外注刺繍加工の内製化

埼玉県 こいずみ － 急速冷凍機導入による新たな商品開発とＥＣサイトでの販路拡大

埼玉県 和銅バーベキューセンター － ＨＰリニューアルによる魅力強化とオンライン販売の確立

埼玉県 らー麺ＣＨＯＰ － 非接触型決済機導入による感染症リスクの低減で効率化と売上拡大
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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。

埼玉県 有限会社尋商 2030002118125 空間に配慮したまごころの葬儀「遺族に寄り添う安心安全の開拓」

埼玉県 カプア － 紅茶販売ＥＣサイト立上げと高齢者も入り易い店へのリニューアル

埼玉県 有限会社ＨＩＲＡＴＡ 3030002082238 自慢の串焼きのテイクアウト客への満足度アップによる顧客開拓

埼玉県 Ｍｅｎ’ｓＨａｉｒＳａｏｎＬＵＭＯ － 男性の脱毛ニーズを実現するための販路拡大と新規顧客獲得

埼玉県 有限会社肉の白石 2030002080812 安心して買い物に行ける揚げ物専門店としてリニューアル

埼玉県 株式会社ゴールドコスメ 7030001093819 お肌にやさしい、新商品開発とネット販売を通じて新規顧客獲得

埼玉県 株式会社たきじ 9030001087892 インターネット活用による販売体制構築及び包装デザインの充実

埼玉県 有限会社寺田商会 5030002116976 ＥＣサイトで、若手農業者へ革新的アプローチ

埼玉県 株式会社ａｎｄ　ｌｏｔｕｓ 4030001121094 自家焙煎コーヒーの非対面型販売（自動販売機）による販路拡大

埼玉県 有限会社アイビ 8030002116346 対面営業から非対面営業へ、ネットで全国へ販路拡大顧客獲得計画

埼玉県 アミ美容室 － コロナ禍の中三密を避けて安心してご来店頂ける様に店舗の一部改装

埼玉県 オイスターバーＵＯＩＣＨＩ － テーブル売上のみの居酒屋から複数の販売チャネルを持つ飲食業へ

埼玉県 有限会社千登勢 6030002030193 仕出し及び宅配・テイクアウト事業実施

埼玉県 ＴＲＯＮＣＯＮＥ － プロの味をおうちで！ワインと簡単真空パックの惣菜のセット販売

埼玉県 有限会社河野製作所 3030002028868 自社の強みＰＲ強化と商談環境の構築による顧客対応のスピード化

埼玉県 フロンティックス株式会社 8030001078067 「巣ごもり需要」に対応した宅飲みテイクアウト事業の推進

埼玉県 焼肉　ＫＥＮ － テイクアウト販売及び店内改装による販路拡大事業

埼玉県 四国屋 － 新しい生活様式に対応した昼飲み需要の開拓とテイクアウトの強化

埼玉県 理容クラウン － オンライン導入による店舗状況開示及び店舗改装による販路開拓

埼玉県 株式会社藤井不動産 1030001021999 ３６０度カメラでバーチャル内覧を実現・非対面サービス対応

埼玉県 株式会社食堂会館やまがたや 2030001021049 ＥＣ事業の拡充により販路拡大　並びに日本全国にメキシコ料理を！

埼玉県 Ｊ－Ｔｙｒ － コロナ渦に負けない新しい美容室への変革と広報事業

埼玉県 有限会社ａ．ｏ．ｉ 2030002026336 老舗眼鏡店が目指す新しい販売スタイルへの挑戦

埼玉県 有限会社小田島商店 4030002025773 生産者直売店へのビジネスモデルの転換とＳＮＳ等での販売促進

埼玉県 株式会社Ｓｋｙｈａｎｄ 7030001119895 武道大会の在り方、感染拡大防止モデルの構築及びＷｅｂ稽古

埼玉県 ｃａｆｅ　ＣＯＴＡ － 移動販売事業による収益向上計画

埼玉県 株式会社サン・フィールド 3030001094473 都内からベットタウン店舗へ！新店舗の認知向上と販売強化

埼玉県 ふく福 － ワンコインテイクアウトお好み焼！店内で安心来店増

埼玉県 有限会社根岸工機 6030002026209 ホームページを活用した非対面型ビジネスモデルの構築と拡販

埼玉県 株式会社ひより農園 2011101039387 野菜の宅配システムによる非集客ビジネスモデル構築と通販商品の開拓

埼玉県 合同会社ＷＡＬＬ 8030003014284 ＳＳＰ複合治療器による非接触治療、および非対面問診、物販の導入

埼玉県 シューティングスターズ － 自社動画サイトの活用によるネット販売強化と商談ルームの増設

埼玉県 ホルモンほるちゃん － 真空包装機の導入による、お家で楽しむホルモン屋のもつ煮の提供

埼玉県 有限会社ケー・ワイベンディングサービス 1030002053661 既存事業の骨子を新規事業に応用し非対面ビジネスのＥＣサイト構築
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埼玉県 台湾物語 － 通販開始による「桂木ゆず旨辛味噌ダレ」の販売拡大

埼玉県 ＡｕｔｏＨｏｂｂｙ － クラシックカーデモカーの制作と、ＨＰ改修による訴求力強化

埼玉県 有限会社石田園 5030002033222 日本茶の継続的輸出のためのビジネスモデル構築

埼玉県 株式会社中国家庭料理蓮華 3030001103408 コロナでもおうち蓮華、おうちで中華、テイクアウト事業で売り上げ獲得

埼玉県 大河原整骨院 － 電磁波治療の開始と、安心して来院してもらうＡＩ検温導入

埼玉県 イタリア料理店ろくすけ － ＊空調新調による店内環境の改善、およびテイクアウト事業の強化。

埼玉県 石井貿易株式会社 2030001034661 新規得意先で桐たんすのＰＲと販売ツールの刷新で、Ｖ字回復

埼玉県 ここます － 機器導入による生産量の安定化、非対面式販売へのシフト計画

埼玉県 Ａ＆Ｉ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ － 完全オンライン完結型セミナー導入による新規顧客開拓

埼玉県 有限会社エスポルト 9030002050825 無添加のラーメン、つけ麺、餃子を通販して全国に新規顧客を獲得

埼玉県 ＤＡＵＣＨＯ　ＷＩＬＤ　ＫＩＴＣＨＥＮ － ・ＨＰ整備によるネット販路構築と顧客の開拓、新商品の包装改良

埼玉県 獨協大学理容室 － 予約サイト導入による非対面化と新規顧客の獲得

埼玉県 株式会社ＷｒｉｔｉｎｇＷｏｒｌｄ 1030001134066 インターネットを通じたレッスンと、ペンの販売で事業継続

埼玉県 麺ダイニングナンバーナイン － ＨＰでテイクアウト注文受付、カフェイメージ改装で女性客獲得

埼玉県 株式会社レイワレイズ 5030001130771 非対面によるオンライン指導サービスの開始による販路開拓

埼玉県 株式会社ミツワ硝子工芸 6030001035631 ネット販売拡充

埼玉県 株式会社ＣＯＭＰＡＮＹ 9030001039968 チャットポットやＰＲ動画等による新規顧客・販売経路の獲得

埼玉県 ハピネス株式会社 7030001067252 オーダーカーテンＥＣサイトとＳＮＳを利活用した新規販路開拓

埼玉県 角田電気 － 非対面での電気工事用現調、打合せシステムの構築事業

埼玉県 株式会社おおはま 1030001100638 海老料理を提供するキッチンカー事業の開始

埼玉県 小峰医心堂ゆりのき鍼灸整骨院 － 患者様に配慮する安心安全空間の創造

埼玉県 ＡＴＥＬＩＥＲＰｕｒｅ － 新メニューへの挑戦と感染防止対策で地域一番のスマイルサロンへ

埼玉県 有限会社日本総研 8030002069032 リモート誘導型不動産内覧方式の構造改革（ｃｏｖｉｄ－１９）

埼玉県 杉のチカラ株式会社 3030001136267 ＥＣ卸サイトの活用による非対面型ビジネスモデルへの転換

埼玉県 鈴菜 － 駅前の立地を活かし、テイクアウトで有意義な家のみを提供

埼玉県 アトリエクルールＳＡＣＨＩＫＯ － 非対面型オンライン講座による販路開拓とＷｅｂブランディング

埼玉県 ラー麺専門店こしがや － テイクアウトに特化した丼ものの開発と宣伝による新規顧客獲得

埼玉県 有限会社イージーゴーイングス 7030002090971 映像撮影を目的としたホールレンタルの誘致とテレワークの促進

埼玉県 清水屋せんべい店 － 既存及び新規開発商品の拡販、認知向上を見据えたＥＣサイト導入

埼玉県 アルファー写真 － インターネットを利用した非対面型写真販売の開始

埼玉県 有限会社ビストロ 9030002087636 近隣住民のお客様に求められている商品のテイクアウト

埼玉県 アカデミックブレーン － オンラインでのネイリスト育成×ネイルサービス導入店舗支援事業

埼玉県 株式会社サトイ設計工務 3030001114099 施工管理システムの開発により１ランク上のテレワーク環境整備

埼玉県 合資会社ジョイントワン東京 3030003000603 結婚式のライブ配信サービス　～新たな需要、新規顧客獲得に向けて～
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埼玉県 有限会社ゲートサイド 2030002004531 非対面による新規顧客獲得のためのホームページリニューアル

埼玉県 有限会社アサヒ写真工業 4030002099693 ネコマニアのための商品製作・オンライン販売事業

埼玉県 株式会社レゾンデートル 8030001043871 「リモートアクセスよる新たな営業提案スタイルの構築と販路拡大」

埼玉県 株式会社フリースタイル 7030001033948 新規顧客開拓を目的とした販路拡大と既存顧客の安定的来客戦略

埼玉県 ＲｏｓａＮａｈｅｍａ － コロナに負けない心身の健康向上のためのウェブ教室サイト運営

埼玉県 朝日屋有限会社 6030002067748 事業名：空気清浄機エアコンと新機能冷蔵庫の導入で売上を向上

埼玉県 有限会社ヒーリング・システム 7030002019137 ウェブサイト改修によるオンラインツールの活用と自費診療の強化

埼玉県 株式会社スピアヘッド・プロジェクト 5030001010965 オンラインコミュニティを中心とした新たなネット販売事業

埼玉県 長尾　理恵 － アーユルヴェーダ鍼灸院のオンライン診療・新規顧客獲得事業

埼玉県 株式会社クリーニングオリジナル 9030002001076 ２４時間無人クリーニング受け渡しロッカー導入プロジェクト

埼玉県 武者虎 －
Ａ，テイクアウトの充実　Ｂ，今の店舗を活かした感染対策テイクアウト＆ス
ペースを作

埼玉県 株式会社きくちライフサービス 6030001049193 「オンライン商談」を活用した新規顧客獲得

埼玉県 Ｋ＆Ｃ － 非対面型の商談用ホームページによる販路開拓と売上増加の構築

埼玉県 Ｙｏｇａ　Ｙ－Ｓｔｙｌｅ － オンラインによる「ヨガを通じてのストレス軽減」「自己開発」

埼玉県 株式会社葉川 1030001134710 自社生産プロダクトを販売する国内及び海外対応ＥＣサイトの開設

埼玉県 ＴＳＵＮＡＧＵ － オンラインＨＰとオンライン各サービスの開設による新規事業の展開

埼玉県 ＬｉＭｉＣ　ｓｏｕｎｄ　ｃｒｅａｔｅ － オンラインレッスンの開講と動画制作・配信による新規顧客獲得

埼玉県 和皿三笑 － 厳選素材豪華一品料理のデリバリー・テイクアウト販売の開始

埼玉県 有限会社幸和外装工業 5030002079199 営業活動の非対面型のための公式ホームページ、集客ホームページの作成

埼玉県 遠大株式会社 5030001116440 タブレットによる非対面での注文、支払システムの開発、導入

埼玉県 株式会社ＮＳＴ 3030001113472 獣医師向けＷｅｂセミナーの仕組み構築と画期的新製品の販促施策

埼玉県 やざきＦＰ事務所 － オンラインを活用した集客・顧客教育の自動化プロジェクト

埼玉県 株式会社サカエホームプラス 2030001087321 ニューノーマル時代の住みやすい家の周知に関わる非接触営業確立

埼玉県 株式会社カーショップリベラリスモ 3030001132282 来店不要！いつでもどこでもビデオ相談サービス！

埼玉県 なないろ整骨院 － オンライン相談への取組みと自社サイトによる訴求

埼玉県 有限会社圓 8030002032808 テイクアウト出前強化店内の味をそのままに自宅で楽しむ職人の味

埼玉県 巧リフォーム － 高齢者・チラシ集客から、子育て世代・ネット集客への事業転換

埼玉県 株式会社光塗装 8011301023524 コロナに負けるな！雇用促進にも繋がるウイルス対策事業

埼玉県 有限会社コムネットサイタマ 9030002113292 「北はち」の鮮魚のお値打ち感を活かしたデリバリー、宅配事業

埼玉県 株式会社阪東印刷 3030001085134 コロナ感染防止掲示物の製造提供サービスへの展開

埼玉県
株式会社ティーエフエー一級建築士事務
所

4030001005586 デザイン性の高い校舎づくりで学校ブランディングに寄与する事業

埼玉県 新鶏 － 新店展開によるコロナ環境に合わせた店舗運営

埼玉県 もつやきどらごん － お店の味を自宅で楽しむ人気商品を改良したネット販売

埼玉県 株式会社ミツ電工 1030001066409 計装工事付き電気工事の請負受注拡大で業績を立て直す
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埼玉県 有限会社シューツアンドトーン 4030002032225 リアル及びオンラインレッスン同時型事業

埼玉県 Ｃｏ－Ｃｈａｔ － 教室増設、オンライン事業開設！コロナ禍でも売上を増やす取組み

埼玉県 株式会社バンプ 3030001070177 ＥＣサイト構築と新商品・新サービス導入に対応させる店舗改装

埼玉県 合同会社Ｂｒｅｗｓｔｅｒ 3030003006872 セラー大規模集客オンラインセミナー構築事業

埼玉県 有限会社レムロード 8030002109507 痩身エステセルフサービス展開による販路開拓

埼玉県 有限会社クレアガーデン 1030002071366 非対面型の“密な営業”でお客様の想像力をかき立てる外構造り

埼玉県 株式会社日輝 1030001128183 看板設置、チラシ・ポスター作成配布およびお店のＨＰ作成

埼玉県 株式会社タストプラン 9030001014863 ＢＩＭ対応ＣＡＤの導入で業務の効率化と品質向上による販路開拓

埼玉県 株式会社ケイハート 1030001013583 ＥＣサイト事業の開始及び施工提案をオンライン化

埼玉県 株式会社スピリット 1030001107922 コロナ禍における非対面型中古車販売店

埼玉県 ＡＯＹＡＧＩ未来計画 － カウンセリングと本格整体・矯正でコロナ禍の不調を改善する事業

埼玉県 ロックキューブクライミングジム － 予約システム及び記録システムの開発

埼玉県 立花工業株式会社 7030001126025 外装応急処置工事に伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

埼玉県 原町カフェ － テイクアウト品展示設備と外ベンチ設置による売上と新規顧客拡大

埼玉県 有限会社ケイワイ企画 2030002016337 非接触型サービスと防犯設備の向上に向けた設備投資

埼玉県 帯津　由香子 － オンライン営業システムの構築による非対面ビジネスモデル化事業

埼玉県 ＲｉｔａＨａｉｒ＆Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ － 美容室における非対面型サービスの開始による販路開拓

埼玉県 川越開運堂株式会社 5030001063195 農家と連携した川越ブランド商品のＥＣ販売開始による販路開拓

埼玉県 Ｂｉｅｗ － 非対面型サービスに取り組み売り上げ拡大！

埼玉県 株式会社エムイーエス 4011801026880 コロナ渦でＩＣＴ活用による新規顧客の開拓と業務の電子化

埼玉県 Ｙ．Ｙ　Ｍｕｓｉｃ　Ｃｏｍｐａｎｙ － スタッフ非常駐化、非対面型音楽スタジオへの転換

埼玉県 Ｈ．Ｃ．Ｓ合同会社 2030003005272 デリバリー及びテイクアウトの開始、新メニュー開発

埼玉県 加圧トレーニングジムトップフィット － コロナ時代の新パーソナルジムの取組と施術予約システムの導入

埼玉県 株式会社オリオン 3030001034215 真空包装機と広報強化によるテイクアウト対応

埼玉県 株式会社北国からの贈り物 8460001003675 北海道食材のＢｔｏＢ向け非対面型オンラインセールス事業

埼玉県 株式会社ティーエフエー企画 3030001005587 集合住宅の見込客に高品質・低コスト建築の情報を非対面で提供

埼玉県 アーバンレント株式会社 6030001000098 新たな営業手法～対面販売指向から非対面販売への転換を図る

埼玉県 株式会社日本リメイク 9030001011068 シロアリ安心パックの非対面サービスの構築事業

埼玉県 有限会社須賀食品 4030002021236 ＥＣサイト構築によるＢｔｏＣの販路拡大と非対面ビジネス化

埼玉県 長部　愛 － 非対面型ビジネスモデルへの転換、オンラインスクール開設

埼玉県 クリーンワーカーズ － 店舗、オフィスの耐ウイルス、耐細菌仕様化工事・設備開発

埼玉県 日本メンテナンス株式会社 1180001002729 「専門家が徹底指導！オンライン塗装アドバイスサービス！」

埼玉県 さきたま風月庵 － 新サービスで宅配事業を始める

埼玉県 ＢＥＹＯＮＤＷＡＸ － ボディカラーリングの認知と集客及び販路開拓
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埼玉県 株式会社スタディクラン 9030001135643 反転学習を特徴とする新教室開講による売上拡大・経営基盤安定

埼玉県 ＷＯＬ － 非対面ビジネスを構築するためのＥＣサイト構築と動画制作事業

埼玉県 Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｃａｒｅ　Ａｃａｄｅｍｙ － 女性の心身のストレス問題をＰＢＣＡサイクルで＼カイゼン／

埼玉県 ＩＮＡＳＵＮＴＡＢＬＥ － 家飲み需要、健康志向の高まりに向けたテイクアウトの充実化

埼玉県 ＮＩＮＯＫＵＲＡ － 雑貨販売拡大に伴う売場設置とインターネット販売の開始

埼玉県 ＦＰ＆コミュニケーション － コロナ禍における新米ママへのオンライン子育て相談事業の展開

埼玉県 Ｍｄｍ　Ａｎｔｏｉｎｅｔｔｅ － ＩＴ講師養成講座のオンライン展開

埼玉県 株式会社空室救急社 4030001030329 【“マンション管理コスト見える化”営業用ＥＣサイトの運営】

埼玉県 ｕｎ　ｄｅｕｘアンドゥー － 『オンラインレッスン・パーソナルレッスン実施による会員増強計画』

埼玉県 ＨＥＡＬＩＮＧＲＯＯＭ　ＣＬＥＡＲＷＡＴＥＲ － オンラインサービスの実施・チラシとＷｅｂで認知度向上

埼玉県 アンテリジャン －
通販ホームページ開設とＳＮＳ・ＭＡＰでの来店促進、店内除菌によるウイル
ス対策

埼玉県 有限会社新興工業 8030002023303 裏波溶接の技術力を映像で表現し、ウェブ会議で顧客開拓する。

埼玉県 株式会社プレスト 5030001025798 学習塾向けＷＥＢサイトによる非対面型教材受発注システム

埼玉県 Ｌａｂｄａｎｕｍ － Ｚｏｏｍオンラインレッスンの導入とインターネット集客へのシフト

埼玉県 株式会社ヒロ電子 7030001062088 対面型と非対面型ビジネスの共存事業

埼玉県 スタイルエイチ － 美容商材専門ＥＣサイト販売事業

埼玉県 有限会社ラ・リーヴ 6030002014849 Ｗｅｂとデジタルサイネージでの動画による販路開拓

埼玉県 サムライ整体　新都心本院 － 非対面型オンライン整体サービスの開始

埼玉県 有限会社自修浦和音楽館 9030002006422 コロナ禍における、特許オリジナル技術の向上と新規事業の展開

埼玉県 合同会社ＡＸＩＶＥ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 7030003015738 セルフ機器導入と関連化粧品開発及び周知と集客の実施

埼玉県 Ｒｉｇｈｔ － オンラインでのメンタルヘルスケア事業

埼玉県 ファーストネットワークサービス株式会社 9030001010490 ＨＰから新事業を周知させ開始する

埼玉県 香麦 － ＨＰによる顧客確保及びスチームオーブンによる商品開発

埼玉県 栄和貿易株式会社 3030001114900 国内向けＥＣサイト制作とコーポレートサイト制作

埼玉県 ユキ商事合同会社 8011403002120 中国向けに良質な日本製品をリユースするサービスサイト制作

埼玉県 魚処　たいら － コロナウィルス感染対策でデリバリー事業へ本格参入

埼玉県 ＳＨＩＨＯ書法 － 非対面型のオンライン化を実施し、販路拡大を図る。

埼玉県 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 7030001127114 非対面型健康予防サービスの展開による新規顧客開拓

埼玉県 こが整骨院 － オンラインカウンセリングサイトの構築と自費治療患者の開拓事業

埼玉県 仙臺屋 －
・ホームページ開設とチラシ配布による認知度の向上と出前販売の新規顧客
獲得

埼玉県 Ｌａｕｒｉｓ　ｓｔｏｒｅ － ＴＯＥＩＣ対策教材販売と地元メディア運営のオンライン環境整備

埼玉県 ｉｄｅａｌ － キッチンカーでインスタ映えの提案、屋外ウェディングの推進

埼玉県 Ｍｅｒ － 美容商品の販売の非対面化とオンライン販売への完全移行

埼玉県 Ｆｅｌｉｃｉｔａ － 自店ＥＣサイトでのオンライン販売化とブランド力向上
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埼玉県 ＣＩＲＣＯＯＬＥ合同会社 6030003015004 チャレンジ販売から自社ＥＣと展示会出展による販路形成事業

埼玉県 有限会社リズミックキーブ 3030002033026
「いつでも、どこからでも」のオンライン配信システムを活用した音楽・文化事
業

埼玉県 麺楽屋 － 安心安全の店内飲食と美味しいテイクアウトで売上強化事業

埼玉県 日本料理あおき － 和食の強みと、洋食のアレンジで新メニュー開発と料理パックの配達

埼玉県 ＤＰＳ株式会社 9030001118417 お茶の体験・販売収益拡大のための自社サイトのリニューアル

埼玉県 株式会社ロイヤルエンターテインメント 5030001011864 ＥＣサイトでの物販販売推進による店内売上依存からの脱却

埼玉県 株式会社ＶＯＨＩＳ 2030001084194 認知症予防トレーニングノートの販売

埼玉県 香渡　誠 － オンラインによるライブ配信・打ち合わせ・商品販売

埼玉県 ウェルスチール － ＷＥＢ商談、ＷＥＢ見積もりを軸にした非対面販売への取組

埼玉県 株式会社ティーシーイーコーポレーション 4030001044072 抗菌コーティングキットのＥＣサイト販売

埼玉県 有限会社スタジオ・プラネット 3030002050830 演奏動画の配信による新規顧客の取り込み及び顧客予備軍への訴求

埼玉県 ＳＯＭＯＮ － オンラインでの月額会員システム導入と通販でステイホーム美容

埼玉県 坂本ゆか － 新規オンラインサービス販路開拓のためのＨＰ作成、ＰＲ動画導入

埼玉県 ａｋＦ株式会社 3030001135129 ホームページリニューアルによる販路拡大及び非接触化施策の実施

埼玉県 ＴＩＦ合同会社 6030003006820 ホームページの新規作成による集客およびオンライン面談の促進

埼玉県 株式会社ライフタイムサポート 2030001104299 アフターコロナの営業体制構築とそれを伝える看板による販路開拓

埼玉県 合同会社テオドーラン 1030003008318 非対面ビジネスの強化

埼玉県 フィットネスアートアイザックリンク － リモートフィットネスレッスンの定着化による収益構造の強化

埼玉県 有限会社サイワ塗装工業 5030002019824 情報発信力の強化と非対面型商談の実現による潜在的需要の開拓

埼玉県 ＷＡＴＣＨＪＯＹ － 常識を覆す画期的な新素材で創る商品をＥＣサイトを通じて世界へ

埼玉県 株式会社Ｔｏｉｖｏ 1030001134355 ＷＥＢサイト見学会で非対面型集客へのビジネスモデル転換

埼玉県 ＦＲＵＩＴＦＵＬ　ＣＯＦＦＥＥ － 自社ＥＣサイト本格販売と異業種パッケージ商品の販売拡大事業

埼玉県 風の森キッチン － テイクアウト事業の拡大と屋外テラスを活用した体験付き宿泊

埼玉県 有限会社ステイ 8030002115042 徹底したコロナ対策で、安心安全なジャズライブを提供！

埼玉県 株式会社ＭＩＭＯＺＺＡ 2030001132440 浦和発、ジュエリー小売業と卸業の滞在市場開拓ｂｙウェブ

埼玉県 大衆ビストロＰＩＮＥ － ターゲットマーケティングによる非対面化の宣伝強化

埼玉県 ビューティーサロンジュノン － ホームページ・ＳＮＳを利用した新規顧客獲得・売上向上

埼玉県 株式会社ヴァンドガルド 4030001010941 ワイン＆オードブルの通信販売による売上アップ戦略

埼玉県 串や吉衛門 － テイクアウトブースの設営と密を避けた客席づくり

埼玉県 有限会社アップオンリープロデュース 8030002000814 ダンスを通じて高齢者と子供たちの心と身体をアップオンリー！

埼玉県 有限会社石田電解研磨工業所 8030002100382 販路拡大および人材確保のためのホームページリニューアル

埼玉県 株式会社トーセン 9030001083157 製品紹介のＰＶ作成とＷＥＢ会議システム導入で販路拡大

埼玉県 有限会社三角製作所 4030002047909 販売サイト制作による販路拡大

埼玉県 株式会社ワールドトップ 4030001079770 サプライチェーン毀損の対応として、ウエットブラスト作業の内製化。
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埼玉県 有限会社川口屋 9030002003543 非接触型宅配とリュッククリーニングで新規顧客獲得！

埼玉県 美容室パピー － 新規顧客習得の為のＨＰ作成、ＷＥＢを活用した物販への業務転換

埼玉県 細川ギター教室 － オンライン環境の強化とウェルネス事業の展開で新規顧客獲得

埼玉県 フルムーンライツ － サービスのオンライン化とインターネット集客力の強化

埼玉県 永田ピアノ教室 － 安心安全な空間作りとホームページ活用のオンラインピアノ教室

埼玉県 合同会社ワンフラット 9030003014325 密回避！非対面型ダイエットプログラム提供による売上拡大計画！

埼玉県 有限会社みな寿し 7030002121801 岩魚寿しを主体としたテイクアウト店の改装とホームページの改修

埼玉県 Ｌｕｃｅ＋ － ネットショッピングを展開したい事業者のための技術

埼玉県 株式会社Ｒｅｖｉｅ 7030001126891 セルフエステマシン購入で安心・安全の非対面化サロンを実現

埼玉県 株式会社ジュンテクノサービス 4030001015412 オンラインによるドローンスクール（座学）の構築

埼玉県 有限会社立ち華葬祭 1030002078576 ＩＴ技術を活用して「ありがとう」をカタチに

埼玉県 有限会社幸和貿易 9030002071730 粉砕機購入による、国内販売先の開拓

埼玉県 肉バル　タンジン商店 － 店舗人気商品のＷＥＢ販売による販路拡大とマルチ販促強化戦略

埼玉県 合同会社ティーボックス 7120003012627 集客コンサルとプログラミング・ロボット制作オンライン教室

埼玉県 榮　康照 － “選挙当選ノウハウ”オンラインサロン事業の展開

埼玉県 株式会社エスアールピー 1030001104440 非対面型ビジネスモデルへの転換

埼玉県 ことぶき鍼灸整骨院 － 動画にて自宅で出来る健康法を伝え、動画収益、新規顧客強化

埼玉県 株式会社イデアル 4030001131721 当社通販サイトを活用した直販体制とコト消費ＰＲによる売上向上

埼玉県 有馬　優 － オンライン講座構築による、非対面型ビジネスへの転換

埼玉県 阪上　裕明 － ３６０度ＶＲ内覧環境の構築と下水道接続による住環境改善計画

埼玉県 株式会社Ａｔｌａｓ 7011001109946 ＵＲ賃貸の申込みから内覧、契約の準備までを遠隔でサポート

埼玉県 株式会社Ｔａｋａｍｉｅ 4030001127091 家を守り家族を守る非対面接触営業構築により皆の家族を守れ

埼玉県 東京貿易株式会社 9011801018485 ＥＣ機能付きホームページの制作

埼玉県 株式会社ｇｒｅｅｎ　ｇｌｏｖｅ 2030001115916 ネット販売システムの構築とテイクアウトの商品開発とＰＲ強化事業

埼玉県 ４Ｆ整骨院 － オンラインセルフケア事業、出張整体

埼玉県 株式会社クルーズ 1030001103509 株式会社アースカーのシステムを使ったカーシェア事業

埼玉県 サロンサンティ － 【オンライン化を推進しＷＥＢ講座チケット販売での売上増加計画】

埼玉県 株式会社Ｓｃａｒｌｅｔ　ｈｏｕｓｅ 7030001060091
ライブカメラを利用した新型接客やショップ内動画・新商品画像によるインター
ネット販

埼玉県 ＡＴＴＥ － 生産性向上と再生美容への貢献

埼玉県 すずはら　かのん － 非対面型アイドル！オンライン事業で販路開拓

埼玉県 大町　浩之 － 『死中に活を求める』事業

埼玉県 株式会社東京義賊 1030001019804 グッズ展開を企画から製作まで受注することによる新規顧客獲得

埼玉県 株式会社スリーウィズ 3030001016477 店内小上がり改装による新規顧客獲得

埼玉県 有限会社夢久 2030002031641
自動車をクラシカルでかわいくデザインした新商品開発とネットを通じた新規
顧客獲得
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埼玉県 株式会社ｍｅｘａｓ　ｗｏｌｆ 6030001116332 「おこもり美容」と「在宅医療」の需要に対応するＷＥＢ戦略展開

埼玉県 株式会社ＨＰ 2030001011132 医療用ウィッグの非対面型販促ツール導入および海外販路開拓推進

埼玉県 株式会社ノスコ 4010401118576 通販サイト制作による非対面ビジネスモデルの構築

埼玉県 株式会社大崎 7030001020104 本場ナポリピザのネット販売を通じた新規顧客の獲得

埼玉県 口笛奏者　柴田晶子 － オンライン音楽配信、オンライン口笛教室の開講

埼玉県 ＴＨＥＰＯＲＫＳＨＯＰ － 『真空と湯煎』で店内とテイクアウトの両立

埼玉県 株式会社Ｇｉｖｅｓ 5030001044278 非対面・無観客のイベントのライブ動画配信事業を開始

埼玉県 株式会社リバティエステート 8030001053838 高齢者見守りサービス開始を動画制作とＹｏｕＴｕｂｅ広告で宣伝

埼玉県 株式会社ＤＩＯＮＥ 8030001095500 生産力強化と売上獲得の為のＥＣサイトショップ構築とコロナ対策

埼玉県 株式会社大久保不動産 9030002000400 ＩＴ活用での非対面型ビジネス転換と地域プラットフォーム事業

千葉県 有限会社花清 6040002085897 インターネット販売の強化による売上拡大とブランド力の向上

千葉県 有限会社かねまた水産 5040002085361 インターネット販売開始による売上拡大とブランド力の向上

千葉県 合資会社島彦本店 8040003003492 真空包装機・冷凍庫活用で品質保持とサンプリングによる販路開拓

千葉県 株式会社ここ 2040001103374 農業を通して障害者が輝く地域づくり～働きがいも経済成長も～

千葉県 ａｔｅｌｉｅｒ　ｎａｇａｎｏ － ＨＰを活用したカラー剤の販売とスチーマー導入による時間短縮

千葉県 株式会社ＬｉｆｅＣｌｏｖｅｒ 1040001102716 インターネットを活用したオンラインヨガ・ヨガ配信動画

千葉県 ちばまるまる部株式会社 1040001101783 フリースクールの検索促進とオンライン授業など新規講座の拡販

千葉県 株式会社サウスオーシャンズ 6040001025029 リモートウェディング計画

千葉県 株式会社アトリエＰＯＳＹ 5040001109534 植物パズル療法Ｒのパッケージ化・非対面式講習システムの確立

千葉県 株式会社ａｎｄ 4040001083929 苦境に立つスポーツ選手を助けたい！セルフトレーニング環境の提供事業

千葉県 Ｉ・Ｃ・Ｈ株式会社 8040001025175 非接触型治療機器の導入及びＨＰリニューアル

千葉県 Ａｍｉｅ国際行政書士事務所 － 非対面型ビジネスへの転換及び販路拡大による事業拡大計画

千葉県 株式会社ＡＱＵＲＡＳ 1040001090548 販路拡大と業務効率アップ！「オンライン打ち合わせ」サービス

千葉県 有限会社葵総合アート企画 5040002000023 リモートでの着物試着システムを導入した新しい着物レンタル

千葉県 川合学習珠算学院 － 【新しい生活様式に対応したオンラインによるそろばん教育の実現】

千葉県 縁や － 「出張弁当販売事業＆デリバリー事業」を新設するための取り組み

千葉県 ヘルシー・スポーツ建設株式会社 3040001012120 ホームページ再構築による自社ＰＲと新規顧客の獲得

千葉県 さくら堂レディース整体院 － 不妊症などの女性疾患に悩む女性応援事業オンライン化と周知強化

千葉県 ストレス解放ジムＭｏＭｏ － 「経営基盤強化のための非対面新規事業立上げ及びスタジオリニューアル」

千葉県 株式会社マシンテック中澤 8040001020135 オンライン展示会出展とカタログ作成を活用した新規顧客開拓

千葉県 建成産業株式会社 7010601017550 新たな販売方式による新規顧客獲得

千葉県 ＢＡＮ‐ＹＡ － テイクアウト売上の拡充

千葉県 パスエイド － 自宅が個別指導塾になるオンライン授業開始！

千葉県
オーシャン・アンド・パートナーズ株式会
社

9040001022816 ネットでの新規顧客の認知獲得と非対面での成約プロセスの強化
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千葉県 小川旅館 － コロナ対策をした客室の換気改善とネットを通じた新規顧客獲得

千葉県 アルフォート株式会社 8040001023121 非対面型パノラマ内見ホームページ作成とリモート接客の推進

千葉県 ＋ｎａｔｕｒｉ － 見てＨａｐｐｙ食べてＨａｐｐｙ♪「腸美人弁当」で免疫力ＵＰ！

千葉県 株式会社生活文化舎 2040001021857 ＢＣＡＡ「アミノフィール」の高齢者に向けた新規顧客開拓

千葉県 株式会社バックヤード 2040001034495 模型飛行機用被覆和紙の新規開発と市場の安定化

千葉県 九‐ＮＩＮＥ‐ － 国産牛串焼と自家製おでんを活用したテイクアウト事業

千葉県 株式会社ビーオアシス 6040001029896 非対面型ビジネスモデル構築による新たな販売方法の確立

千葉県 理容室ピース － ・取り組む事業名「安心安全でご家族全員にニーズのあるサロン作り」

千葉県 ｍａｇｏｍｅ　ｃｏｆｆｅｅ　ｐｒｏｊｅｃｔ － 珈琲専門店による洋菓子の非対面販売のための店舗改修事業

千葉県 英語ライフサポート － ３ヶ月で一生モノの英語力を身につけるオンライン英語コーチング

千葉県 Ｈａｊｉｍｅ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ － 演劇の動画配信による新たな収益獲得のための事業

千葉県 株式会社フラワー商会 4040001018612 抗ウイルス全品加工による衛生対策の新基準

千葉県 株式会社ＡＲＴＤＩＶＥ 6040001010666 着物生地を新たな形に再生しＥＣを活用した新規顧客獲得を目指す

千葉県 株式会社ＪＡＭＭＵ 2010601033692 廃業支援の顧客開拓の為のＦＡＸＤＭ活用及びＰＲの複合施策

千葉県 トラスト行政書士事務所・ＦＰ事務所 － 顧客のニーズに寄り添う！　選べる面談方法でのコロナ対策と周知

千葉県 新生水産株式会社 8030001093116 食品安全マネジメント導入による安心安全な海産加工品製造事業

千葉県 くみこ音楽教室 － ＨＰリニューアルと教室のプロモーション動画の制作

千葉県 タイ料理バルチャンカーオ － ネットを利用した冷凍惣菜の販売とコロナ対応店舗への改装

千葉県 ＳＴＡＩＬＥ － ＥＣサイト運用開始＆新商品開発で新規顧客獲得

千葉県 株式会社シュガーシャック 9040001024234 オンライン決済、電子マネーシステム導入及びの告知用広告の作成

千葉県 Ｅｉｇｈｔ　Ｌｅａｆ　Ｔｒａｄｅ － 歯科業界の原材料と備品調達サイトを構築し、販路開拓

千葉県 行政書士横山事務所 － 遺言・相談セミナー開催による販路開拓

千葉県 合同会社エスケービー 7040003011595 感染予防に対応した既存事業の体制強化と新事業の開始

千葉県 染野経営研究所 － 非対象型ビジネスモデルによる新規顧客獲得

千葉県 ゴルフスクールＤＵＣＫ～Ｐｌａｙｗｅｌｌ～ － オンラインスクール開設による新規顧客の開拓で売上ＵＰ

千葉県 有限会社オレンジカウンティー 3040002026697 アンチウイルスフェーズオレンジカウンティー　セーフティフィット

千葉県 地魚料理　たいこばし － 料亭における新型コロナウイルス感染防止対策のモデルケース構築

千葉県 株式会社大和リーディング 9040001017907 テレワーク環境の整備による成約増加及び業務効率化

千葉県 いせもとカフェ － こだわりのスープカレーをご自宅で！テイクアウト事業の広告周知

千葉県 松貴商事株式会社 4040001085751 ネット販売（非体面）を中心とした販路拡大への取組み

千葉県 Ｋｉｙｏｍｉｄａｉ　Ｃａｆｅ － デリバリーが主軸の生産・加工・消費を繋ぐサプライチェーン構築

千葉県 有限会社ハマダヤ食器 9040002067488 ニーズに対応、ＥＣサイトの構築・オンラインワークショップの周知

千葉県 有限会社タク 2040002067172 木更津の目利きが作ったおつまみセットの開発とネット販売の取組

千葉県 Ｍｏｍｍｙ’ｓ　ＢＥＡＵＴＹ　ＡＢＯＶＥ － セルフ脱毛機を導入、ニーズに対応したトータルビューティー事業
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千葉県 ヨガスタジオ　Ｖｉｓｈｕｄｄｈａ － 受講生のニーズに対応したオンラインレッスンサービス周知事業

千葉県 輝　きらら － 三密解消、ニーズに対応したオンラインセルフエステ導入事業

千葉県 さくらＫｉｔｃｈｅｎ － テイクアウトメニューの強化と厨房改修によるキャパシティの向上

千葉県 株式会社ティースタイル 5010001173046 ＶＲやオンライン見積り等の導入による非対面受注システムの構築

千葉県 合同会社房総山業 3040003010840 冷凍ジビエ商材の非対面販売転換に伴う保管設備強化事業

千葉県 株式会社北島ファイナンシャルデザイン 6040001060843 自社ＥＣサイト構築で新規個人顧客獲得と新規法人顧客を獲得

千葉県 有限会社ホクシン 5040002042585 ガーメントプリンター導入による商品品目数の増大と販路拡大

千葉県 株式会社ｇｏｂｙ 3040001031517 近隣在住・勤務の方向けの弁当販売、市内の企業様向け配達事業

千葉県 株式会社エフピーブラッサム 8040001109481 ゴールベース資産形成実践会

千葉県 株式会社木村グリーンガーデナー 7040001033294 非対面ＷＥＢ販売による新規顧客獲得事業

千葉県 有限会社馬場印刷 5040002039730 ウエアプリントの内製化による販路開拓

千葉県 サノシーテック株式会社 1040001037482 小荷物用巻上機開発による新たなサプライチェーン構築と売上確保

千葉県 合同会社Ｋ＆Ａホームズ 9040003009910 障碍者グループホームを非対面で利用者に直接営業するＨＰ開設

千葉県 株式会社行木堂 3040001063642 ネット配信用動画の収録・制作事業・オンラインレッスン事業

千葉県 魚文 － 真空包装による既存商品の販路拡大・安定売上商品の開発

千葉県 有限会社粟飯原瓦工業 2040002086635 販路開拓・新規顧客増加に対応するための事務所新築

千葉県 万年屋 － コロナに負けない！新規販促とＥＣサイトで百年愛される万年屋へ

千葉県 松下総業有限会社 9040002087156 非対面型レッスンとプール設備強化で売上回復と顧客満足度向上

千葉県 株式会社いっぷく堂 7040001091235 通販部門の受注力向上と直売所のスペース拡充でコロナに打ち勝つ

千葉県 有限会社藤森不動産 7040002087447 オンライン型接客ウェブサイトの開設で狙う新規顧客獲得

千葉県 有限会社永偲舎 9040002088253 専門葬儀社からトータルライフエンディングビジネスへの転換

千葉県 株式会社山崎屋酒店 2040001063701 小江戸佐原のお酒、調味料、日本一の最上味醂の特産品を買おう！

千葉県 有限会社麻生屋 4040002086641 うなぎ商品のテイクアウト化と長期保存化による販路の拡大

千葉県 株式会社板倉 8040001013064 新メニューのインターネット及びテイクアウトによる販路拡大

千葉県 合資会社岩立本店 3040003003613 オンライン販売とオンライン用の新商品開発による新規顧客獲得

千葉県 株式会社馬場本店酒造 4040001064565 ＥＣサイトの構築と顧客分析による販売促進及び拡大

千葉県 癒し雑貨らぱん － ＥＣサイト・テイクアウトによる非対面型販売への取り組み

千葉県 Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｂａｒ　ＬＡ　ＣＵＮＡ － アメリカンバーにおける新型コロナに対する経営改善事業

千葉県 有限会社フレンド美容室 7040002081508 対面式洗髪台を非対面式全自動洗髪機に改善してコロナ感染予防

千葉県 レストラン～Ｌ’ｈｅｕｒｅ　ｂｌｅｕｅ～ｉｋｅｄａｙａ － 密を避けオープンガーデンで楽しむフレンチスタイルＢＢＱの提案

千葉県 株式会社朝水技研 3040001113406 テレワーク導入に伴う施工能力確保事業

千葉県 貴美有限会社 1040002098251 清潔を担保に安心で信頼をサービスの向上でコロナに負けるな！

千葉県 ＥＫＥＫＯ － ＥＫＥＫＯ制作のオリジナル品と中南米の布のネット販売

千葉県 新井梨園 － 通販サイト制作による来園感染リスクの抑制と代替販路開拓
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千葉県 有限会社増山製作所 9040002063751 会社案内を活用した非対面型の営業活動により、医療機器分野へ参入！

千葉県 株式会社アトリエ　ヤナギサワ 2040001050071 インターネット通販の開始と新素材で作る楽器部品の開発

千葉県 Ｃａｋｅ’ｓＬｅａｆ － 洋菓子移動販売から直営店販売へ転換のための新規販路開拓事業

千葉県 有限会社西村製作所 6040002077639 安心・安全な店舗運営を支援するＥＣサイトの構築

千葉県 フラワーショップひまわり － 配達体制強化（専用車両導入）による販路開拓

千葉県 有限会社ウェーブワン 4040002078837 音響業務のデジタル化による新しいイベント形態提案事業

千葉県 有限会社市東肉店 9040002077363 長期保存冷凍庫を活用した輸入肉安定供給による売上増加事業

千葉県 Ｗｏｎｄｅｒｍｏｍ－ｅｖｅｎｔ － オンラインパーティー及びオンライン教室の導入による販路開拓

千葉県 株式会社Ｒａｄｗａｖｅ 7040001111991 音楽教育・ライブのオンライン化／非接触型サービス推進事業

千葉県 カワズ靴工房 － オンラインツールを利用した販路拡大とワークショップ等の開催

千葉県 ＣＩＮＥＭＡＴＩＣ　ＦＩＬＭＳ － コロナでも安心して撮影できる自社スタジオ及び撮影プランの作成

千葉県 有限会社後藤武夫商事 6040002089790 新販売方式（ＥＣ販売）による市場の拡充と顧客満足度の向上

千葉県 株式会社Ａｇｅｌｅｓｓ 1040001070616 【オリジナル商品の開発、新サービス提供開始について】

千葉県 中野　茂 － ＩＴ投資による新規顧客獲得とセッション完全オンライン化

千葉県 ＡＺ＿ＯＮＥ － 非対面型運動指導サービスの開発とネットを通じた新規顧客獲得

千葉県 株式会社ランドホース 4040001102878 ホームページを作成して、ポニーイベントの商圏を拡大する

千葉県 株式会社サイドバイサイド 4040001056372 ローカル版“ＵｂｅｒＥａｔｓ”！からあげデリバリー事業の立ち上げ

千葉県 有限会社東洋医会 4040002075834 ポータブル電気治療器導入による出張治療とリモート診察の導入

千葉県 株式会社ＡＳＰＥＮ 9040001100704 新抗除菌塗料の提供と、施工までの工程全面非対面化への取組み

千葉県
株式会社サンセットブルバードインターナ
ショナル

8100001030409 完全個室の非対面カウンセリングによる新しい時代の脱毛環境整備

千葉県 株式会社園部 1040001092924 受注オーダーシステム及びテイクアウト等に対応したＨＰの構築

千葉県 株式会社秋津鍼灸マッサージ治療院 5040001015328 換気能力強化、設備更新及び広告強化による顧客獲得・維持

千葉県 島崎熱処理株式会社 9040001014499 外注先廃業リスクに対応する高周波焼入品質保証社内体制の構築

千葉県 有限会社グリーンヒルズ 9040002040750 セルフ美顔・痩身コーナー設置による新規顧客開拓

千葉県 Ｂａｒ　Ｒｏａｄ － オンラインバーテンダー講習と広告戦略

千葉県 アーユルヴェーダサロン翡翠 － 非対面カウンセリングの導入と個室改装による販路拡大

千葉県 Ｆｌｏｗ － オンライン受講対応ＨＰ導入で生徒維持と新規拡大・広報活動

千葉県 Ｈａｉｒ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｅｒ－Ｇｏｌｌｉｓｔａ － ピーシャンセット公式ＨＰ開設及びオンライン販売開始

千葉県 やちよスパイス食堂 － ワンコインカレーとワンコインおかずメニューのテイクアウト事業

千葉県 やちよ絵手紙の森美術館 － 広告宣伝による通信販売の売り上げ増と美術館への来場者増

千葉県 栄香楼 － デリバリー・テイクアウトの提供時間の短縮及び生産性の向上

千葉県 ぶるーあーす － 委託販売の強化とキッチンカーの外装変更による新たな販路開拓

千葉県 自家焙煎珈琲　Ｃａｆｅ　ふくろう － 非対面サービスと販売による売上確保

千葉県 髙津珈琲 － ステイホームでもお店の味を手軽に！ドリップバッグのＥＣ販売
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千葉県 有限会社ゴーウエスト 7040002043821 軟水機の導入で、お持帰りでも美味しい麺類の提供と店内環境改善

千葉県 ふじさわピアノ教室 － 安定したオンラインピアノレッスンの提供と生徒維持・獲得事業

千葉県 ＡＫＡＳＨＩＣ　ＴＲＥＥ － 純銀製オーダーメイドアクセサリーの完全非対面での作製・提供

千葉県 イタリア食堂　Ｄｅｃｏ　Ｂｏｃｃｏ － テイクアウトとデリバリーによる販路開拓

千葉県 Ｌａ　Ｆｌｏｒｅ － オンラインメイクレッスン開催と店舗改修による新規顧客獲得事業

千葉県 豊後由美 － オンラインでぴったりな靴をご提案、足トラブルを改善する講座。

千葉県 アンティーピアノ教室 － コロナ対策の衛生換気整備とオンラインレッスンによる売上向上

千葉県 湖畔の宿つばきもと － 「安全と安心を最大限にした自然への旅の提供」

千葉県 ラーメンまぁぶる － テイクアウト事業等の実施における販路拡大策の推進

千葉県 寺尾塗装 － 下請けから脱却し、非対面に配慮しながら強みの技術の売込事業

千葉県 藤平酒造合資会社 6040003002777 生産面、販売面に対しての非対面に配慮したビジネス展開

千葉県 トータルビューティーＢｉＢｉ － 施術時間の短縮とコロナ対策で安心した来店づくり

千葉県 株式会社エムピーシステム 9010001144464 デリバリーサービス展開とクーポン付きチラシによるサービス再興

千葉県 大澤梢 － オンライン講座開発と新スタイル対面講座で市場拡大と新規顧客獲得

千葉県 チョコ丸 － キッチンカーで培った経験とノウハウを生かした飲食店の開業

千葉県 スラキャリ － サービスのオンライン化による新規事業展開

千葉県 株式会社山田人形店 5040001038477 生き残りをかけたネット販売強化事業

千葉県 中華食堂　じへどん － 宅配代行の活用と移動販売で持続可能な営業体制を構築

千葉県 木の実 － 感染防止とテイクアウト強化に向けた客席と厨房のレイアウト改善

千葉県 ロックオンキング － 実店舗ショーケースのネット展開。ワールドワイドな顧客開拓。

千葉県
株式会社セントラルパークトラベルズアン
ドカフェ

9040002050072 海外コネクションを活用したＥＣサイトでの輸入雑貨販売

千葉県 株式会社ＣＵＰＩＤＯ 6040001087944 コロナに対応したレッスン環境や内容の転換・イベント開催

千葉県 キジカフェ － コーヒー豆及びドリップパックの販売による非対面ビジネスの展開

千葉県 Ｍ’ｓダイニング － 統一感のあるお店づくりで新規顧客を開拓

千葉県 株式会社トラストワーク 8040001080823 ウイルス対策抗菌・除菌施工の導入と販路開拓事業

千葉県 チャンプス南流山 － 新しいお店作りで時短メニューとネットやチラシを通じた新規顧客獲得

千葉県 アトリエ　アキ － 新たにオンラインで作品の販売を実施し新規顧客を獲得

千葉県 ｃａｆｅ＆ｄｉｎｉｎｇＣＯＮＣＥＲＴＯ － テイクアウト拡充とインターネットによるミールキット販売事業

千葉県 堀内龍文税理士事務所 － オンライン面談で顧客満足度向上、面談の維持継続と新規顧客開拓

千葉県 有限会社割烹新川 5040002051314 屋内と屋外のお客様の動線分離、ガーデンサロンの顧客満足度向上

千葉県 株式会社アカシバ 3040002050937 ・アカシバ大変身？・駅前不動産屋から脱皮し、令和の不動産屋を模索

千葉県 麺屋　まる勝 － フードトラックによる配達と移動販売への挑戦

千葉県 ＡＬＴＥＲＮＡ　ＤＩＮＥＲ － 安心安全な感染症対策完備の店舗作りと地域住民囲い込み顧客戦略

千葉県 櫻川宝飾 － 半貴石も活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得
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千葉県 有限会社更科 4040002051546 当店の肴を持ち帰りも可能にして新たな事業展開を図る

千葉県 株式会社ハート 2040001039750 コロナ対策の設備導入・客導線変更で全世代安心型店舗を目指す

千葉県 株式会社フラッシュバック 8040001040868 非対面型買取の強化と感染拡大防止徹底による富裕層の取り込み

千葉県
鶏笑松戸新田店・キッチンあがいてぃー
ら

－ キッチンカー販売の新規顧客と非対面ビジネスモデルへの転換

千葉県 ごはんｃａｆｅ　ＭＯＩ － テイクアウトメニューの導入でさらなるお客様の獲得へ！

千葉県 ざおう接骨院 － 『３密を最小限に抑えた環境整備と、新しい施術様式の導入』

千葉県 司法書士法人アクシス 1040005004743 オンライン葬儀サービスによる相続手続業務拡大

千葉県 株式会社ノボダ 6040001082838 商品販売用ＥＣサイトの構築及び新商品サンプル検査

千葉県 株式会社フロッグキューブ 4040001094463 果樹苗木事業の拡大を見据えた機械設備の導入

千葉県 株式会社東葛レッカーサービス 8040001076029 非対面・接触リスク低減のお客様待合室設置にて集客回復。

千葉県 西郷　隆幸 － Ｗｅｂサイト制作によるテニススクールの紹介と関連商品販売

千葉県 江黒公認会計士事務所 － 中小・ベンチャー企業向け広告撮影の非対面型販路拡大事業

千葉県 株式会社ファンガス 6040001052881 今後のコロナウイルスに対しての安心・安全面の配慮事業

千葉県 株式会社メランジュ 9040001096455 オンライン動画と広告で顧客満足の最大化と新規見込み客を獲得。

千葉県 整体院の星 － ＷＥＢを活用した治療家向け技術講座の非対面型ビジネスへの転換

千葉県 木村　雅史 － 訪問美容事業の新規顧客獲得のためのホームページ制作

千葉県 天笙株式会社 4040001102408 ＥＣサイトによる竹資源を活用した商品群の非対面販売の実施

千葉県 Ｐｈｏｔｏｇｅｎｉｃ － 完全非対面式に向けたサイト構築とブランド力発信で販路拡大

千葉県 合同会社エス・エフ 9040003005802 店内テイクアウト商品の強化及び、デリバリー事業展開

千葉県 合同会社ＣＨＡＤＩＮＩ 1040003006353
オンライン飲み会や家飲みニーズに対応した総菜の販売とＷＥＢマーケティン
グの強化

千葉県 日本脳機能トレーニングセンター － ニューロフォードバックオンラインサービスの開発提供

千葉県 株式会社地域教育工房 8040001105951 オンラインによるＢｔｏＢビジネスの拡大、ＢｔｏＣビジネスの展開

千葉県 株式会社シュアショット 2040001085514 新型カスタム車開発とＥＣ導入によりバイクと部品を全国展開

千葉県 鈴木　愛海 － オンラインレッスンによる非対面型ビジネスモデルへの転換

千葉県 ヘアーサロンエンドウ － 安心してご利用いただける店舗づくりによる販路開拓事業

千葉県 株式会社リトルベアーズ 8040001103798 看護師国家試験対策リトルベアーズ　通信生コース導入事業

千葉県 美容室Ａ－ｏｎｅ － ホームページ活用でウェブ集客と顧客データ管理

千葉県 三作株式会社 1040001024588 テイクアウト受付専用サイト制作他

千葉県 妊活・妊婦・ママ整体ハグミー － 新事業の集客、オンライン講座販売のホームページ制作

千葉県 有限会社安村給食 7040002011836 厨房内の密を避け安定的に仕入れられるよう室外機付き冷凍庫を導入

千葉県
ＨＡＩＲ　ＣＵＴ　ＣＬＵＢ　１０００　ヘアーとく
はし

－ 自販機導入による接触回数低減

千葉県 株式会社Ｋｉｋｏｈ 4040001072634 メッキ加工のオンラインサポート体制の確立による新販路拡大

千葉県 空、奏で　音楽教室 － 環境の整備による新規生徒確保と退会防止

千葉県 有限会社櫻華林 7040002044753 テイクアウト商品の開発及び販売
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千葉県 有限会社ウシク 6040002063077 通信販売商品開発による販路開拓事業

千葉県 Ｈａｎｄｏｗｏｒｋ　ｒａｉｒａ － バック作成、ネットオーダーカウンセリング事業

千葉県 Ｍｏｏｎｄｒｏｐ　ｈｅａｌｉｎｇ　ｓａｌｏｎ － アロマとヒーリングサロンのオンライン化プロジェクト

千葉県 株式会社プロセミ 2040001089135 ホームページリニューアルによる営業強化とオンライン講座の提供

千葉県 あおばセレモニー株式会社 2040001042325 手元供養Ｗｅｂサイト開設によるオンラインでの集客力強化

千葉県 栗田鑿岩機株式会社 8010601017491 フライス盤導入による切削加工工程の内製化で工期短縮

千葉県 株式会社ＳＴＡＧＥＣＯＭＰＡＮＹ 7040001100441 コロナ対応型稽古場スタジオへの改装と予約ページの新規開設

千葉県 全日本習字協会 － ２０年の対面指導ノウハウを活かしたネット書道教室の開設

千葉県 まるのひと － コロナに打ち勝つ！テイクアウトによる新規市場の開拓戦略

千葉県 トリミングハウスアミー － 自社ＥＣサイト作成と犬の撮影による新規顧客獲得

千葉県 鳥一精肉店 － スライサー導入による生産性向上および販路開拓事業

千葉県 株式会社石良 3040001084928 粉骨事業を全国展開し、新規販路開拓

千葉県 蕎麦おおつか － 安心安全化学調味料不使用、自宅で蕎麦懐石

千葉県 有限会社銀和商事 6040002053879 テイクアウト事業拡大、及びコロナ対策の為の機械導入と店内造作

千葉県
アトム市川船橋弁護士事務所弁護士法
人

9040005019577 ネットの誹謗中傷など発信者情報開示を完全非対面対応サービス

千葉県 Ｃａｆｅ　Ｐｏｏｈｙｏｎ － テイクアウト販売強化ならびに安心した店舗環境整備事業

千葉県 癒しの小部屋ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｃｈａｒｉｓ － サロン事業のオンライン化に伴う新規事業展開

千葉県 田中　芽佳実 － 教室のオンライン化に伴う新規事業展開

千葉県 株式会社Ｄジョイナス 3040001072817 「テイクアウト」及び「デリバリー」による非対面提供の強化

千葉県 池田不動産鑑定株式会社 4040001088226 非対面ワンストップ情報提供サービスによる売上向上計画

千葉県 有限会社フリーステップ 1040002010174 非対面でも結びつきを持続できるオンラインサロン

千葉県 クッキングＤＥＮ － 地元食材を用いた冷凍食品の通信販売による販路開拓

千葉県 ＣＵＴＳＡＬＯＮＳＨＯＧＯ － ブランド再構築と低対面型サービス提供環境の導入による店舗再生

千葉県 ＯＮＥ　ＲＥＰ　ＧＹＭ － レンタルジム事業の訴求強化による新規顧客の獲得

千葉県 有限会社丸正鈴木建工 9040002011033 ＰＲ動画で販路拡大＆オンライン見積りシステムでラクラク対応！

千葉県 有限会社割烹やまもと 5040002063202 老舗の味を非対面で持ち帰り＋新常態ソーシャルディスタンス宴会

千葉県 有限会社ナラ・トレーディング 6040002035745 自社ネットショップ構築による顧客獲得と安定収益

千葉県 伊藤有美 － パソコン音痴な女性起業家向けオンライン講座構築サポート事業

千葉県 有限会社見山自動車工業所 9040002086026 タイヤ交換業務の開始によるワンストップでの足回り交換事業

千葉県 有限会社ワールド商会 7040002026413 直販のＥＣ事業開始による収益の増加とテレワーク環境の構築

千葉県 株式会社雅 6040001114698 テイクアウトメニューＰＲと店舗の認知度向上に向けた販売促進

千葉県 ディクト － ●デジタル設備導入による非対面型事業への転換と顧客エリアの拡大

千葉県 有限会社ゴメス 8040002094062 テイクアウト用焼肉セット・お弁当の開発による新規顧客獲得及び売上増加

千葉県 株式会社アイピープロファクト 1040001078849 非対面型別荘清掃サービスのＰＲとオンライン決済サービスの導入
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千葉県 ＧＲＯＷＩＴＨ株式会社 8040001084568 ほっと安心帽　カラー帽子／紅白帽子の販路拡大

千葉県 ＭＩＳＴＹＷＩＣＫ有限会社 3040002095321 紅茶での優雅なひとときとともに、生活を豊かにする紅茶専門店

千葉県 有限会社スパーク 5011702017706 店内環境改善およびＷｅｂ集客による顧客単価向上と新規顧客獲得

千葉県 訪問マッサージアシスト － ＷＥＢ集客促進とオンラインカウンセリングの確立

千葉県 ＣＡＮＮＥＳ株式会社 1040001097964 メニュー及びＨＰ刷新による新規顧客獲得事業

千葉県 はちどり先生の接骨院 －
コロナ新時代に合わせたプライベート骨盤専門調整院へのリニューアルと地
域限定チラシ

千葉県 ＳＥＮＳＥ － 化粧品のオンライン販売の開始と新メニュー追加による売上拡大

千葉県 株式会社ＨＡＲＵＥ　ＦＬＯＷＥＲ 8040001070329 動画の導入によるフラワーマインドフルネスの販路拡大

千葉県 マルショー・コーポレーション株式会社 8040001107700 オンライン活用新販路開拓と高機能性新商品開発

千葉県 Ｉｎｉｚｉｏ － 手作りに拘った本格イタリアンのデリバリー

千葉県 株式会社ＧＷＰ 8040001080435 オンラインショップの構築とＷＥＢサイトを活用した新規顧客開拓

千葉県 山本印刷株式会社 5040001043254 超厚紙印刷を実現！デジタル印刷によるカレンダー供給の維持拡大

千葉県 株式会社リンク・ベル 8040001105233 女性目線で理想の住まい探しを！オンラインサポート事業

千葉県 株式会社ＨＦＰカンパニー 6040001014114 栄養満点！地鶏の水炊き鍋セットと馬肉のオンライン販売

千葉県 サイクルコネクション － 自社ブランドのオリジナルバッグで取り組む非対面型ビジネス

千葉県 金丸タイヤ株式会社 3040001075885 非対面型新サービス提供による高付加価値商品の販売促進事業

千葉県 花みずき － 少人数会食メインとした店舗、ランチ営業開始への営業転換

千葉県 蕎麦屋おば田 － 鴨せいろセット及び鴨鍋セットのテイクアウト通信販売。

千葉県 株式会社矢作製作所 4040001047818 精密加工業のＷｅｂ展示会による医療機器関連部品業への販路開拓

千葉県 マイレ・アストロヒーリング － ネットショップ構築および動画を用いた非対面型販路拡大

千葉県 Ｃｈｅｅｒｙ　ｎａｉｌ（チアリィーネイル） － ホームケア商材のＥＣ販売とオンラインカウンセリングで売上拡大

千葉県 食事処くつろぎ － 店内設備改善と間借ビジネス（店舗の空き時間を利用）事業

千葉県 株式会社イーネクスト 8040001101513 ドローンでＰＲ事業＆自社サービスのネット通販事業

千葉県 Ｅｄｕｃａｓ － 非対面方式販売手法「Ｅｄｕｃａｓ　Ｏｎ　Ｌｉｎｅ」の構築

千葉県 株式会社ディアフォロン 8040001107667 Ｗｅｂサイトの構築による非対面での営業強化と新規販路開拓

千葉県 新日本テクノサービス株式会社 9040001054041 オンライン併用型ハイブリッドプログラミングスクールへの転換

千葉県 株式会社棋創社 8040001092521 新型コロナウイルスからの脱却を図る将棋ビジネスの非対面化

千葉県 ＷＩＳＥ　Ｖｏｃａｌ　Ｓｃｈｏｏｌ － 高音質、高画質なビデオカメラでＹｏｕＴｕｂｅデビュー！！

千葉県 株式会社デイズ 6013201014324 リモートによるライブプリントＴシャツＧＩＦＴ

千葉県 千葉中央興業有限会社 9040002007618 手作り料理のテイクアウト事業

千葉県 キュウリガン － キュウリガンのライブ配信によるリアルクッキング通販企画

千葉県 Ｍａｄａｍ　Ｓａｙｏｋｏ　Ｓａｌｏｎ － シニア女性向けオシャレのオンラインサロンとＥＣサイト立ち上げ

千葉県 みならい屋 － 地魚を利用した高鮮度総菜加工品の開発とＥＣ通販による販路拡大

千葉県 株式会社グッドフェロー 2040001086751 真空包装機、食器洗浄機とテーブル型冷蔵庫の導入
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千葉県 Ｆｕｔｕｒｅ　ＹＯ － 非対面を主とした子育て家庭への教育アドバイスの実施

千葉県 株式会社アイプランツ 7040001032073 アーティストのオンラインイベント・オリジナル商品プロデュース

千葉県 ｍｙｔｈｏｓ　ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ － 「家族で手軽に何度も安心して楽しめる新しい非対面ショー事業」

千葉県 株式会社フローラボ 1040001108960 Ｗｅｂ、ＳＮＳ、メールマガジン等を活用した販路拡大

千葉県 Ｆａｔｔａ　ａ　ｍａｎｏ － 自社ＨＰを生かした販路拡大と新規顧客獲得の為のデリバリー事業

千葉県 有限会社ホテル銀河 6040002067689 防犯カメラで密接回避と空気清浄機で密閉回避を両立する事業

千葉県 新見　和美 － 中小・ベンチャー企業向け広告撮影の非対面型販路拡大事業

千葉県 行政書士コータロー事務所 －
ホームページを一から作り直し、新たな顧客集客とサービス・業務の充実と拡
大

千葉県 ｎｅｃｏｍｏｓｓ － 海外輸入品から自社生産品への転換と新規国内取引先の開拓

千葉県 株式会社ＭＭフードインターナショナル 7040001089270 テイクアウト強化の為の販促活動開始

千葉県 株式会社ラムカーナ 4011801022483 新商品の開発やテイクアウト・デリバリー部門強化で販路拡大

千葉県 クレーマーレーシングジャパン有限会社 9040002059155 ポルシェ部品通信販売に伴うＨＰ作成・オンライン決済の導入

千葉県 株式会社ＴＮアセットマネジメント 8040001104813 非対面営業型パーティスペースと自社サイトの開発による顧客獲得

千葉県 齋藤礼那 － 演奏・作品発表・ワークショップなどイベントのオンライン化

千葉県 オリジョリ － ＨＰの改修と新店舗移転による非対面サービス実施と販路開拓

千葉県 株式会社ソーヨー 4040001003886 千葉でリモートワイン会を開催！飲食店とテイクアウト連携します

千葉県 滝本　愛 － ＥＣサイトの構築によるサービス提供方法の拡大

千葉県 株式会社ＧＬＯＳＳ 5040001114451 ＷＥＢサイト作成を通じた非対面型ビジネスによる新規販路の開拓

千葉県 株式会社空風 6040001069884 イタリアン料理のネット販売導入と店内換気工事の実施

千葉県 アロマリア － 免疫力向上カウンセリングメニュー新開発と非対面での本格提供

千葉県 株式会社３Ｔｅｃ 4040001107101 事業所改装及びホームページ改修による業務効率の向上

千葉県 株式会社ＢＨＵＭＩＫＡ 6040001109995 テイクアウトおよび出前用メニュー開発による新規顧客獲得

千葉県 牛志 － 店舗の宣伝活動とオンラインキャバクラシステムの導入

千葉県 ロップス株式会社 6040001110846 オンライン情報発信強化と企業向けコンテンツプロモーション事業

千葉県 株式会社フィット 9040001021925 ＬｏｃａｌＢｅｎｅｆｉｔによる企業の福利厚生への取組

千葉県 有限会社フィアックアマル 8010702010742 カーコーティング剤のネット販売と抗菌・防カビ効果の新商品展開

千葉県 ＲＯＯＭ　ＡＹＵＤＡ － 【アーユルヴェーダ・よもぎ蒸し】オンラインでもできる体内浄化サロン

千葉県 エムズフリーク株式会社 9040001109720 非対面型による販路開拓と雇用創出のためのホームページの構築

千葉県 株式会社ＧＥＴ 1040001114967 弊社で企画する事業・イベントの情報発信ツール構築

千葉県 ヘアメイクシュガー － ウイルス対策用セット面工事事業

千葉県 石戸谷　斉 －
オンラインレッスン、オンラインレコーディングなどの移行計画とインターネット
上での

千葉県 リサイクルショップ東葉 － 相続関連ニーズに着目したオンライン集客環境の整備・強化

千葉県 鵜澤商事合同会社 8040003004870 新体験、新事業開発（屋上キャンプ）

千葉県 株式会社Ｉ・Ｓ・Ｅ 4040001087624 梁反転機導入での作業効率化による販路開拓
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千葉県 Ｗｅｂ工房ふぁうべる － ＳＮＳ広告＆動画配信によるＰＲと高画質オンラインセミナー構築

千葉県 リリース五香整骨院 － ホームページリニューアルとＳＮＳを活用した新規顧客獲得

千葉県 Ａｚａｌｅａ　Ｇｒｏｕｐ株式会社 6040001109467 ＩＴ分野を活用した新規生徒獲得と安心安全な教育環境整備

千葉県 株式会社ＨＥＲＯ－人 2040001041054 鮮魚を活かしたテイクアウト販売のための商品開発事業

千葉県 株式会社まちづクリエイティブ 2040001073618 コロナ禍に対応した地域発のコンテンツ制作環境の配備

千葉県 まなびのハコ －
ＷＥＢを活用した教育支援事業、及び、在宅でレッスン可能なコンテンツ企画
制作

千葉県 Ｍｉｎ　ｔｅ　Ｌａｓｈ － 非対面型ビジネスへの移行と導線の再構築

千葉県 Ｅｕｒｅｋａ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｒｏａｓｔｅｒｓ － お客様との結びつきを活かしたテイクアウト事業のシフト化

千葉県 株式会社ＳＡＫＵＬＩＦＥ 7040001082622
配送用ＥＶ・バイクで地域の高齢者に光を！コロナに負けない安全・安心な配
食事業。

千葉県 保険ＧＰ － 次世代保険代理店を目指す！非対面型営業と広告集客

千葉県 株式会社ベクトルコーポレーション 9040001108846 ＩＴツール導入によるサプライチェーンの確保と非対面型事業の実現

千葉県 株式会社　花車 7040001041512 「新生活形態」が求める割烹料亭の新業態と環境負荷低減策の構築

千葉県 澄美栄門 － 福祉訪問美容の拡大と安全確保、ネットを通しての新規顧客獲得

千葉県 株式会社アース・リー 3040001063452 非対面型設置工事の開始に伴うＨＰ作成・オンライン決済の導入

千葉県 ホリスティックケアサロンＡｎｔｅｌｏｐｅ － ＷＩＴＨコロナのサロン運営！安心安全を伝えるＨＰリニューアル

千葉県 Ｍａｇｅｎｔａ － オンライン美容コンサルに伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

千葉県 ＨｏｐＳｔｅｏＪｕｍｐ工房 － 社会不安オンラインカウンセリング導入とＨＰ作成による新規集客

千葉県 ゆうあい整骨院 － ＷＥＢを活用したオンライン相談の実施と専門サイトの構築

千葉県 株式会社アイランドヴィーノ 9040001113417 自社サイトを利用したオンラインカウンセリングによる集客施策

千葉県 有限会社富永 4040002070323 保険のオンライン相談に伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

千葉県 赤松留美 － ウェブサイトリニューアルによる栄養指導数増と面談システム構築

千葉県 株式会社ロック 9040001040140 韓国フライドチキン　キンパのテイクアウト・デリバリー専門店

千葉県 ペットサロンチャーミング － オンラインを使用したご自宅でできるペットトリミングの普及

千葉県 鵜澤 幸弘 － 旅館屋上キャンプ場新事業開発

千葉県 株式会社キミツコラム 2040001052720 大型ワイヤー台車導入によるＮＤコアの生産性向上

千葉県 ｗｉｔｈ　ＡＬＩＣＥ － オンラインコーチング事業、ＷＥＢ広告による新規販路開拓

千葉県 株式会社パクチー 5040001086617 コワーキングスペースを再起動、ウェビナー配信体制強化で集客を

千葉県 有限会社千代田屋 3040002023694 船橋市場内における「弁当」の非対面販売による売上向上計画

千葉県 株式会社トリスター 4040001110930 「喜び」「感動」「幸せ」を呼ぶ、清掃業の非対面販路拡大

千葉県 ＣｈｕｒａＢｏｄｙ － オンラインのＯ脚改善商品と店舗転換により新規顧客を獲得する

千葉県 ＨＯＴＥＬ　ＪＡＳＭＩＮＥ － 小規模事業者をターゲットとした非対面占いサービスの提供事業

千葉県 株式会社ＥＳＴ 3040001095173 セルフホワイトニングによる非対面型ビジネスへの転換

千葉県 エルデロ合同会社 7011203002271 リモート面会で収益アップ

千葉県
Ｂ．Ｂ．Ｑ　ｒａｖｅ　ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｍｅｄｉｔｅｒｒａｎｅ
ｏ　ｃａｓａ　Ｔｓｕ

－ テイクアウト開始のアピール動画を制作してＳＮＳと広告で拡散
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千葉県 ＡＲＯＸジャパン合同会社 2120903001576 スマートロックの導入によるチェックイン・アウト業務の無人化

千葉県 有限会社竹之内建設 8040002090524 ＶＲ画像による非対面接客の推進

千葉県 合同会社Ｆ３ 5430003006046 ＬＩＮＥの活用による既存顧客との関係性強化と予約チャネルのシフト

千葉県 株式会社ＤＥＰＡＲＴＵＲＥ　ＧＯＬＦ 5040001012333 有料動画コンテンツの販売及びオンラインゴルフレッスン

千葉県 ミオ　プレフェリート － 地域密着イタリアン店のテイクアウトで、リモートワイン会を実施

千葉県 有限会社小山プランニング 4040002029055 カフェの内装工事による店員‐顧客の接触頻度減少のよる顧客獲得

千葉県 ベイビーズブレス － 店舗移転によるテイクアウト専用スペースの確保と売上向上

千葉県 株式会社アヴィスト 1040001064758 オンライン会議システム及びテレワークタスク管理のための整備

千葉県 株式会社源平 9040001035347 「テイクアウト・宅配事業による販路拡大と環境整備」

千葉県 アリスミュージック － リモートレッスン拡販に向けた音楽教室Ｗｅｂサイト構築

千葉県 ＵｎｄｅｒＣｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ － 部品調達困難の解消とより魅力的な商品開発のための加工機の導入

千葉県 合同会社ＳＡＣ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｃｏｍｐａｎｙ 7040003009433 非対面型、ヘアカラー専門のコーナーを増設

千葉県 万屋越渡 － ３Ｄプリンター・スキャナー導入で、安定した国内製造

千葉県 合同会社田中会計事務所 7010003014584 非対面型サービスへの転換及び財務コンサルティングツールの開発

東京都 株式会社Ｕ　Ｂｅｈｉｎｄ　Ｃｌｏｕｄｓ 7010001212545 非対面型ビジネスモデルの導入で新規営業と業務効率化を図る

東京都 株式会社ＹＴ＆Ｈ 5010601055387 ＷＥＢサイトによる新たな営業方法の確立と生産体制の整備

東京都 黒澤音楽教室 － 防音の改装工事を行い、オンラインでの音楽教室事業の開始

東京都 ユニークタイム株式会社 2010501043750 非対面型紹介型新規開拓営業による食料品販売事業

東京都 Ｆｉｅｌｄ－ＵＰ － マッチングＷＥＢシステムを活用したメンタルサポートサービス

東京都 有限会社ＡＥＲＯＳＭＩＣＨＯＵ 4013202011495 新しい撮影空間・方法　ＥＣサイトによるネット販売・ネット講習

東京都 株式会社日本教育機器販売関東 9011101016347 完全非対面販売・テレワーク業務　構築プログラム

東京都 Ｈａｉｒ　ｃｈａｎｇｅ　ｐｌａｃｅ　Ａｙａ － 願いを叶える完全個室・差別化計画で自店ブランディング強化

東京都 株式会社ＬＵＮＡＮ 2030001119421 写真映えする可愛いテイクアウトメニュー導入による新規顧客開拓

東京都 深堀事務所 － 電子書籍出版用作品の開発、ＷＥＢでの宣伝強化による新規販路開拓

東京都 株式会社サプリメント工坊 7010001192481 新商品開発と国内のネット通販のオムニチャネル化による販路拡大

東京都 有限会社アーバン 5011802021665 非対面型集客ＨＰ制作による新規顧客獲得

東京都 株式会社テロワール・ジャポン 9010001179510 自宅で楽しむスペシャリテＥＣ・ＤＭを中心とした販路開拓

東京都 株式会社ライステラス 4021001053403 クッキング材料のＥＣ販売とオンラインクッキングスタジオの運営

東京都 合同会社アンブレラ 1011403002036 宅配ボックス設置による安全性向上と需要拡大

東京都 株式会社アカツキ 3010901015836 非対面の音楽制作納品とＢＧＭ販売を目的としたＥＣサイト構築

東京都 公文式ベルズ綾瀬教室 － 非対面型学習の導入で新学習スタイルを構築し、生徒増を図る。

東京都 フィットネススタジオＭＫＤ － 非対面型のダイエットサポートプログラムの提供による顧客獲得

東京都 クリーンダイヤモンド － 日英対応のマーケティング戦略を構築しグローバル顧客を開拓する

東京都 ボナ・フォルトゥーナ株式会社 8011801021770 リーフレットやカタログでの非対面販売・ウェブサイトの事業拡大
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東京都 株式会社グリーンズインターナショナル 4010801023120 サロン求人サイトの構築運営と商材サプリメントの新規顧客開拓

東京都 アンドイメージ － オンラインサービス構築事業

東京都 株式会社Ｖｒｉｌ 6010001100684 本物のイタリア製雑貨・アクセサリのインターネット販売

東京都 株式会社アールクリエイト 3011401016829 非対面型集客のためのホームページ制作およびＥＣサイト制作

東京都 株式会社ＪＰｓｔｒｅａｍ 2011701021109 すまでこシステム自社ＥＣサイトの開設による新規顧客獲得

東京都 紙岡はり灸院 － 「健康長寿」・「不妊治療」・「美容」でＱＯＬ向上をめざす

東京都 株式会社そらまめ 1010401143437 オンラインサロン（ファンクラブ）コンテンツ製作体制の構築

東京都 ＢＡＲ　ＳＥＲＡ － テイクアウト用新商品の開発とコロナ対策室内環境整備機器の設置

東京都 Ｈｅａｌｉｎｇ　Ｓｕｐｐｌｅ（ヒーリングサプリ） － 筋トレ痩身機器の非対面型販売による販路開拓とサロンの客層拡大

東京都 株式会社メディカル・ブランド・デザイン 6010701021783 動画講座の展開およびオンラインによるプロモーション事業

東京都 ホームサロン柴田 － 物販強化とサービスのオンライン化による新規事業展開

東京都 株式会社ブロネット 2010801010681 ダイニングをレストランにする！宅配料理の開発と通販機能の構築

東京都 坂田明生 － 新規顧客獲得のためのウェブサイト作成およびデリバリー事業開始

東京都 近谷鍼灸治療院 － ウェブサイトによる新規顧客獲得と他地域への出張治療の推進

東京都 株式会社耳勉 3010501042743 『耳勉／宅建士版』の利用促進に向けた販促活動

東京都 前津ひろみ － オンライン研修の開始に向けたシステムの導入

東京都 株式会社グラスフィール 2011201016922 男性用下着の新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 ソーシャルインテリジェンス － 対面型経営コンサルティングサービスの、非対面型への完全移行

東京都 株式会社ＬＯＲＩＭＥＲ 3010901043457 動画対応力強化・壁紙業者マッチングサービス開始による販路拡大

東京都 有限会社タブリーズコーポレーション 4011802022326 ネットを通した販路開拓

東京都 西村　歩 － 非対面型を行う事による新規顧客獲得

東京都 有限会社篠崎硝子工芸所 3010602002472 新たなターゲット層獲得を図る、ホームページ・ＥＣサイトの開設

東京都 和　馳走　藏屋 － 居酒屋から新型コロナウイルス対応型和食店への転換

東京都 有限会社東京ダイニング企画 3011102018323 卓上排気ダクト整備による『３密回避』業態への転換

東京都 ＪＯＹ英語教室 － 双方向デジタル教材を使用した自立学習の強化による新規顧客獲得

東京都 ざくろ － 店舗の改修工事と炭火焼のテイクアウトによる販路拡大

東京都 宮わき － 拘りの食材を用いた高級カレーテイクアウト事業における店舗改築

東京都 合格感動塾 － オンライン授業の提供と広告宣伝活動を通じた新規顧客獲得

東京都 妊活夫婦支援センター － ３組に１組がご懐妊！オンライン妊活塾で学ぶ自宅妊トレ

東京都 株式会社カナデルミュージック 2010701034806 オンラインによる非対面型の音楽制作で売上拡大

東京都 二代目傾奇者 － テイクアウト窓口の設置による感染防止と新規顧客の獲得

東京都 ＢｌｕｅＭｏｒｐｈｏ６６ － メンタルコーチオンライン化事業で商圏を全国拡大新規顧客獲得

東京都 マティエ・マリー － 感染リスクを抑えて新規客を獲得！非接触機械＆ＥＣサイト導入

東京都 合同会社Ｌａ　Ｍｅｒ 8010903004139 コロナに負けないオンライン販路拡大で売上アップ
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東京都 ベーカリーカフェここぱん － 食パン贈答セット製造およびネット通信販売

東京都 株式会社ｋａｎｎｏｎ　ｂｅａｕｔｙ 9011701023263 非対面型リハビリルーム開設（人との接触を最小限にした施術）

東京都 山崎靴修理店 － ＬＩＮＥを利用した受注システムの構築とそれに伴う新規顧客獲得

東京都 エネルギー書家及川麗泉 － ＨＰリニューアルと自社内ＥＣサイト開設による販売活動の促進

東京都 株式会社シミズファーマシー 1010401135839 Ｎｅｗ　ｎｏｒｍａｌ下での地域包括ケア体制の構築

東京都 株式会社ディアファルマ 7010001120120 コリビングで叶える、新しい働き方と暮らし

東京都 アロマディーテ － オンライン講座導入と動画配信講座による顧客維持と新規獲得

東京都 株式会社オポチュニット 6010401081104 オンラインスクール導入とＬＩＮＥ・ＳＮＳ活用による全国展開

東京都 Ｊ’ｓ　Ｃａｆｅ － 「沖縄料理カフェのテイクアウト販売システムの構築」

東京都 古屋　智子 － フルデジタルによるコミック・３Ｄイラスト分野での新規顧客獲得

東京都 イタリア食堂ファリーナ － 自家製生パスタを活用した新商品開発とネットによる新規販路開拓

東京都 株式会社ＭａｒｉＱｕｉｔａ 4011001107713 オンラインショップ販売強化・カタログ等にて販路拡大。

東京都 株式会社日本指圧研究所 6010901033694 マタニティーサポート　ＳＨＩＡＴＳＵネットプロジェクト

東京都 Ｖｉｖｏ　足立 － ＴＡＫＥＯＵＴ事業の開発、衛生面の徹底、新規集客の強化

東京都 有限会社ミキコーポレーション 3013202006125 健康補助食品の非対面型販売による新規事業展開

東京都 ひもろきじゃぱん － 日本伝承文化を目的とした日本茶・ジュエリー・小物の販売

東京都 株式会社ｖｏｙｓ 6010401155048 インターネットを活用したリサーチプラットホームの新規顧客獲得

東京都 株式会社スポーツシンクタンク 4011101080744 非対面型ビジネスへの変換による新規顧客獲得と持続化経営

東京都 株式会社ビー・フードサービス 4010801015076 自慢の味をご家庭で！デリバリー・通販・テイクアウト推進事業

東京都 東制作事務所 － 非対面での配信動画制作とＥＣサイトやＳＮＳ向けの商材撮影

東京都 株式会社シザーストリート 6011001095403 商品ホームページ開設による商品ＰＲと新規顧客獲得

東京都 株式会社チチリ 8010901033387 除菌・抗菌施工の非対面受注システム構築および受注増対策

東京都 株式会社ＣＯＮＮＥＣＴ　ＨＥＡＲＴ 3010801030134 大田区の空き家活用における非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 Ｔｗｉｎｆｌｕ株式会社 5013301046004 大学生向けオンラインイベントの企画・運営事業

東京都 株式会社イリス 9011001115827 非対面型ビジネスへの転換と、新規事業用ホームページの充実

東京都 フェティア株式会社 6011801026648 自社ＥＣサイトの構築とブランディングによる売上増加

東京都 ｎａｎａ’ｓｋｉｔｃｈｅｎ（ナナズキッチン） － 昼は「弁当の売り台」が夜は「立ち呑みスポット」へ変身する！

東京都 有限会社セレナカンパニー 8013202003745 指導・講座のオンライン化による新規顧客獲得（販路開拓）と業務改善

東京都 ＳＣＲＥＡＭＩＮＧＴＲＥＥ合同会社 4011003009932 貿易仲介業ＰＲサイト構築にて非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 Ｒｅｎｔａｌ　Ｒｏｏｍ　Ｍｅｇｕｒｏ － “歴史ある和室空間”で「現代ビジネス」を応援！

東京都 株式会社アプリシア 6010901023778 企業向けオンライン研修事業展開＆Ｗｅｂ経由で新規顧客の獲得

東京都 株式会社サルーク 2013201013577 オンラインでもできる！中高年期から取り組むべき予防事業

東京都 株式会社シルバートン 8011001065858 オンラインレッスンによる非対面型ビジネスへの転換

東京都 株式会社ティーズガレージ 3011501019368 「リユース」「リメイク」促進リセールＥＣサイト受発注システム
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東京都 Ｌｕｎａ　ｖｅｒｄｅ － 「三密回避のオンラインウエディングサービス」

東京都 東京和晒株式会社 9011801003198 らくなマスク屋さんと非対面型お客様相談室による新規顧客獲得

東京都 Ｃｏｑｕ株式会社 1011001119562 コロナ対策を意識したレッスンシステムの導入と集客強化

東京都 坂井　靖恵 － 動画＆オンラインによる非対面ビジネスへの転換

東京都 合同会社Ｍ＆Ａ企画 9011003010398 サロン専用美容アイテムのＥＣ販売で新規顧客開拓＆売上アップ

東京都 Ｗｒｉｔｉｎｇ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ － オンライン開催、つながりを生む「問題解決型」の旅

東京都 株式会社フタバ 3020001068429 インターネットを活用した卸売と小売の非対面サービス事業

東京都 株式会社第六夜 2010501042265 ＳＮＳ広告による集客力向上及び部品・工程内製による安定供給化

東京都 安田佑子 － オンラインレッスン／良質な宅録システムの整備

東京都 冬将軍 － テイクアウトサービスのＰＲの為のＨＰ開設と感染拡大防止対策工事

東京都 株式会社ジーニアスノート 3011001035411 中国商標登録サービスの商品登録サイト制作

東京都 Ｒａｖｉ　Ｙｏｇａ（ラビヨガ） － オンラインでのヨガ・マインドフルネス瞑想のレッスン提供

東京都 葛西　亜理沙 － 非対面型ビジネスモデルへの強化

東京都 有限会社林記 1010002051758 お客様に安心安全の信頼あるお店作りと共に販路開拓を図る

東京都 ＴＨＥ　ＥＬＲＩＣ － 国内旅行者の取り込み及びオンラインによるお料理レッスン

東京都 株式会社アイウィル 1011201018597 先生、講師業向けの、ビジネスオンラインスクールの新設

東京都 ＰＤＸ　ＴＡＰＲＯＯＭ － ポートランドのクラフトビールＥＣサイト構築とテイクアウト強化

東京都 株式会社Ｓ－Ｃｌｅａｒ 2011101071027 従来の顧客、新規客に向けた通販メニューの開発、販売

東京都
株式会社パーソナルビューティーカラー
研究所

5010401142451 非対面式で受講可能なオンライン講座の構築および販売

東京都 ジュエリーサショウ － ジュエリー製造の内製化とＥＣサイトによる販路拡大

東京都 Ｅｎｊｉｎ株式会社 3011101086684 自社サイトへの非対面型コミュニケーション機能の追加

東京都 Ｌ’ｈａｂｉｔｍｉｄｉ　（ラビィミディ） － 洋裁手作りキットの新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 そば処　梓 － 十割そばとうどんを軸に新商品開発とデリバリー宅配事業

東京都 株式会社深谷水産 9010001055744 国産出汁を活用した新商品開発と販路拡大による新規顧客獲得

東京都
株式会社マインドスクワッドディストリ
ビューション

9011501014941 自社企画商品を中心としたＥＣサイト直販ルートの構築。

東京都 株式会社家撮り部 1011001116733 講習会ビジネスのオンライン化及び動画ビジネス強化

東京都 有限会社ＣＡＳＡ．Ｍ 5011002033809 サロン向け内装デザインとＳＮＳ集客を組合せたコンサル事業

東京都 織田　孝 － 個人ネイリスト向けオンラインネイルサロンへの転換・販売事業

東京都 Ｒ’ｓ　ＢＡＲ － ネットを駆使した歌手活動の再開とコロナ禍における店舗づくり

東京都 有限会社東陽館 8011002035513 『ウエブサイトの構築によるオンラインビジネスの導入』

東京都 株式会社サンショウ 5013301004647 非対面型営業による弁当事業参入者向け「掛け紙シール」販路開拓

東京都 スタジオキャドル株式会社 6011101061643 オンライン会議ツールの導入と「出張カメラマンＪＩＰ」ＬＰ作成

東京都 ｓＴＥＫＩＹＡ（ステキヤ） － レトルト食品のネット販売による販路拡大

東京都 福田　栄美子 －
「静止画から動画までふり幅広く。顧客のニーズに全て応えるカメラマンへの
転身！」
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東京都 カラフルライフヒストリー － オンライン導入とサロン営業を強化した販路拡大と新規顧客獲得

東京都 藤田　美穂 － ネットを使った心理カウンセリングのメニュー化

東京都 ユアムーン株式会社 7011001124425 ウェブサイト／オウンドメディア／自社商品開発を通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社芝鉄 8011601012185 ＩＴＣ活用による安全確保と熟練技術の活用による新市場開拓

東京都 ＴＯＴＡＬ　ＢＯＤＹＷＯＲＫ　ＬＡＢ － 非対面型、ＨＰ予約受付とオンライン相談による新規顧客獲得。

東京都 分銅会計事務所 － テレビ電話会議システムを利用した新時代の税務会計の会社の実現

東京都
ライフ＆キャリアカウンセラー　中尾　あ
ずさ

－ ＨＰとＥＣ、広告による新規顧客の開拓と事業のオンライン化

東京都 ＬＯＧＯＥＡＲＴＨ － 非対面型日英ウェルネスビジネスオンラインシステム構築・運営

東京都 明日屋靴店 － 昔ながらの職人技と最新の３Ｄ技術で、あなたにピッタリの一足を

東京都 鍼灸整骨院ホスピスト － 「体調スキャン」の導入と予約受付の非対面化

東京都 本多劇場 － アフターコロナの劇場経営～劇団・観客との再会～

東京都 有限会社フィンフ 9010702007077 店内イメージチェンジとＥＣサイト構築による新規顧客開拓

東京都 スタジオマイク － 非対面型ビジネスへの転換と新規事業立ち上げによる販路拡大

東京都 株式会社オフィステイルウインド 2012701014762 新商品開発とネットコンテンツによるプロモーション・新規獲得

東京都 株式会社本多企画 5020001015981 アフターコロナの業績回復～感染対策と顧客獲得～

東京都 柴田　周治 － リモート型コンサルティングとＷｅｂ活用による新規顧客開拓

東京都 ＴＵＮＥＤ　ＳＰＩＮＥ．（チューンドスパイン － ネット商品販売とオンラインカウンセリング、機械導入で効率ＵＰ

東京都 ｏｎｅ　ｃｕｓｈｉｏｎ － 名作「たためる椅子」（商品名）のｗｅｂサイト新規開設と販売

東京都 ＳＡＬＯＮ　ＲＯＮ － 非対面型カウンセリングの実現とメンズ脱毛サービスの販路拡大

東京都 江戸川名倉整骨院 － 非接触型の最新設備導入による施術効果の増大及びコロナ対策

東京都 株式会社ＡＶＡＮＴＯ 2011101090407 ショールームの体験をＷｅｂ上でできる映像・ライブ配信事業

東京都 有限会社エビス花園 3011002001156 生け花の花材等販売のための自社ウェブサイト及びＥＣサイト作成

東京都 株式会社ソーシャルインパクト・リサーチ 1011101085696 非対面型デモシステムの開発

東京都 シェアーズカフェ株式会社 6011601019166 ＨＰの刷新とウェブマーケティングによる商圏拡大と新規顧客獲得

東京都 株式会社中條企画 7010001050144 人気メニューがお家に届く！ＥＣサイト構築とテイクアウト販売

東京都 Ｋｕｕ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 2012401018849 本格料理をご家庭で、お一人でも大勢でも楽しめる通販事業

東京都 オフィスふたつぎ － ＷＥＢ告知、オンライン受注対応の非対面型ビジネスをつくる

東京都 彩食亭　輪 － チラシ、看板で赤坂の輪を広げ、ホームページ開設による販路拡大

東京都 ＨＡＰＰＹＯＮＥ － 若手ＩＴ会社員のうつと孤立を癒やすオンラインセラピーを提供

東京都 有限会社丸の内 8040002019011
新商品であるパウンドケーキおよびオリジナルドリップバッグコーヒーのリアル
及びネッ

東京都 株式会社ＲＨＹＴＨＭ 7011001048327 自社ＥＣ強化とクラウド型在庫管理による売上改善と生産性向上

東京都 合同会社ＷＥＤＤＩＮＧＣＹＣＬＥ 3350003003549 感染対策に特化したキャンプ婚サービスの提供

東京都 ＡＷＥＳＯＭＥ　ＴＯＫＹＯ　ＳＯＨＯ － ＷＩＴＨコロナ時代のテレワーク対応型レンタルスペース

東京都 株式会社リヴァリュ 1011101086307 インターネットを利用した食品デリバリーサービス
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東京都 株式会社ＮＵＴ－ＴＨＩＮＧ 1011001131229 バーチャルレッスン導入と動画等情報配信による教室運営維持

東京都 Ｂａｂｙ　Ｄｏｌｌ　Ｔｏｋｙｏ － ＳＮＳ、ＥＣサイトを軸とした販売方式への転換と新商品の開発

東京都 なすはりきゅう事業所 － あはき業・療養費支給申請代行業および患者斡旋業

東京都 暮らし　Ｓｔｙｌｅ － 【顧客の安心安全！】全国から依頼がくるオンライン事業への拡大

東京都 鷲尾　京子 － 書道オンラインレッスン

東京都 株式会社コザカヤモーションピクチャーズ 8010001166550 自社スタジオを活用したオンライン配信の強化事業

東京都 Ｃａｎｔａｎｔｅ　Ｌｉｒｉｃａ株式会社 7011201017635 対面レッスンと同レベルの教材の提供・コンサートの動画配信

東京都 有限会社ヴォルガヴォルガ 7010002050630 こだわりの物作りを動画で紹介　世界の顧客に向けＥＣ販売の開始

東京都 株式会社クリート 1010401141705 事務センターによる業務環境の整備と営業強化に向けた取り組み

東京都 株式会社ＹＡＧＯＫＯＲＯ 5011001113017 スマートゴルフ・オンラインレッスンの実施

東京都 合同会社サロンドシェリ 1013303004905 自社ブランドの拡大による物販の強化及び新サービスの提供

東京都 さかねあつこオリジナルニット － ネットショップの開設とオンラインレッスン及び小物商品の拡充。

東京都 ＦＯＲＲＥＳＴＥＲ － 自宅で楽しむスパイスミックスの販売とレシピ動画の制作と配信

東京都 おかめ工房 － 新たなネットショップ展開による非対面型ビジネスモデルへの変換

東京都 株式会社ＩＮＶＥＳＴＡ 2011001121880 【がん患者への相談支援およびケア用品の非対面型販売への転換】

東京都 トーキョーサンマルナナ株式会社 6010401113146 新規顧客発掘に向けたオンラインメディアの運用事業

東京都 有限会社薫る寿司 6010802003383 温度管理を徹底し、安心安全なテイクアウト用寿司の販売事業

東京都 有限会社ガーデン 7011102014847 オンライン講座及び動画配信とＥＣサイトの調味料キット販売

東京都 ＣＬＥＡＲ － 「時短メニュー新開発とコロナ感染防止対策強化による顧客の獲得」

東京都 株式会社ＣＳＭＳ 8010001195938 企業ＰＲ及びイベント等動画のオンラインによる編集・配信の受託

東京都 ビートインク有限会社 3013202014284 （１）日本人アーティストｙａｈｙｅｌ（ヤイエル）の公演＋ストリーミング配信を実施

東京都 株式会社おへや研究所 5010601044712 ＷＥＢ集客強化と非対面オペレーションの実現

東京都 株式会社カリス 2010801002803 マルチメディア学習システム導入で新市場開拓！

東京都 ナチュラルライフ合同会社 3010003033084 オンライン販売による新たな販路拡大施策の実施

東京都 株式会社魁秀コーポレーション 3010601039623 お相撲さんの湯どうふ鍋のタレの通販商圏を全国拡大新規顧客獲得

東京都 ＢＭＺジャパン株式会社 6030001119624 自動溶接機導入による国内製造能力増強

東京都 合同会社ゆはな 1010903002834 非対面による安全・安心・清潔なレンタルスペース運営

東京都 合同会社ａｎｄｂａｌａｎｃｅ 6011003010780 オンライントレーニングを提供し非対面式のビジネスモデルに移行

東京都 株式会社ＨＩＴＯＫＵＣＨＩ 5011001131126 クラウドファンディングやＥＣを活用したオンライン販売事業

東京都 合同会社Ｂｅｎｉｃｏ 2011803002080 非対面型集客ＨＰ制作による新規顧客獲得

東京都 ウインセンス株式会社 2010001126097 【ＥＣサイトの構築による新市場の開拓と業務の効率化】

東京都 アンカーデザイン株式会社 2010701035829 新規営業先開拓およびテレワーク環境の整備

東京都 株式会社ワイヤージャパン 7010001163045 【急務】店舗の非対面型ビジネスへの転換　ＩＴインフラの整備

東京都 エステフィット自由が丘 － プロテインパウダーを主成分とする菓子の開発・製造・ＥＣ販売
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東京都 有限会社Ｔｒｉｐｌｅ　Ｃｒｏｗｎ 7013202013902 多様な酒類とセットにした新メニューによるテイクアウト事業参入

東京都 柴田印刷株式会社 5010801005456 小ロットオンデマンド印刷業務の内製化による新規販路開拓

東京都 有限会社鈴木映画 4010002011544 フィルム映写機を中心とした非対面販売・レンタル事業の環境整備

東京都 がじゅまるの樹 － バスクチーズケーキのオリジナルブランドと事業基盤の構築

東京都 はちおうじみずき通り整体院 － オンラインによる運動指導コースの新設による新規顧客獲得

東京都 株式会社ハーヴェストアース 3010101013839 健康的な無農薬野菜、加工品を非対面に流通させる仕組みの構築

東京都 イアス整骨院 － 体成分分析装置導入とオンライン相談による健康管理サービス

東京都 レーゾンデートル － 完全自主制作化による経費削減と自己技術および商品力の向上

東京都 有限会社和多屋 5010102007499 通販強化・自社商品による販路拡大と社内整備による生産性向上

東京都 五常合同会社 9010103000730 ネットショップを開き、料理と加工食品のテイクアウト展開

東京都 株式会社ｎＳｅｌｅｃｔｉｏｎ 4012401031065 取扱全商品をアピールする新規ＥＣサイトの構築

東京都 ネオスアイランド － ＨＰ等の宣伝活動と店舗リニューアル、新製品開発

東京都 ひむか治療院 － 感染対策しながら効果も維持できる非接触パーソナルトレーニング

東京都 株式会社ＯＦＦＲＥ 1010101009665 ドローンを活用した空撮とインターネット受注による販路開拓

東京都 株式会社イーマックス 3013101005624 たいやきの冷凍開発と店舗アプリ導入によるインターネット販売

東京都 カットショップコパン － コロナ時代の安心安全と新規顧客獲得作戦

東京都 吉祥じ和こん － テイクアウト事業による非対面ビジネスへの転換

東京都 新光電気株式会社 3012401011266 新型コロナウイルス対応のための設備投資

東京都 ａｍｏｒｐｈ． － ＥＣサイトでの焼き菓子販売による若年層の新規顧客の開拓

東京都 合同会社アプリールクッキングスタジオ 9012403002571 自社ＨＰでのオンラインレッスンとケータリングの新規顧客獲得

東京都 株式会社シンカー 1012401032958 新規見込み客獲得強化のためのＨＰリニューアル

東京都 渡辺　秋夫 － 非対面型ＥＣサイト「渡辺あきおＯＮＬＩＮＥ　ＳＴＯＲＥ」

東京都 スマイルネット株式会社 6012401012146 ホームページを利用した非対面接客強化による新規顧客開拓

東京都 株式会社ショーヨー 8012401013836 ホテル理美容室向サニタリー商品のネット販売による新規顧客獲得

東京都 株式会社翳 7020001058541 オーダー対応機能のある、新規ｅコマースシステムの構築

東京都 ＹＯＳＡ　ＰＡＲＫ　ｋｉｒｅｉ　三鷹北口店 － サービスのオンライン化と物販の強化による事業展開

東京都 ｙｏｍｏ　―羊毛― － 通販テイクアウトと子育てに優しい店づくりによる新規顧客開拓

東京都 松村　美由起 － 非対面型営業に向けた、ウェブサイトや作品ファイルの制作。

東京都 グランテック株式会社 4012701015206 新型コロナウイルスによる販売機会の損失を動画の公開により払拭

東京都 ｗｏｒｌｄ　ｋｉｔｃｈｅｎ　ＢＡＯＢＡＢ － テイクアウト事業とオンライン販売による販路開拓

東京都 ＴｒｕｓｔＭａｒｒｉａｇｅ － アナログからデジタル、接触から非接触へ、新しい婚活の提案

東京都 すてんどぐらす西蔵 － オンラインによるリモート教室と三密を避ける為のアトリエ改装

東京都 丸福木工株式会社 2013101008215 一般消費者向けの自社商品の開発とネット通販の開始

東京都 有限会社柳丸 9013102006987 青梅銘菓で地元を元気にプロジェクト
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東京都 ラウレア整体院 － オンライン姿勢分析導入とネット販売およびＨＰ改修で販路拡大

東京都 株式会社ＡＲＰＤ 7012801010046 来店促進とテイクアウト注文を促すアプリでコロナ対策と売上回復

東京都 Ｄｒｉｅｄ　ｆｌｏｗｅｒ　ｎａｔｕｒ － オンライン販売拡大と新たな販路開拓の為の実店舗オープン

東京都 有限会社ともやすアンドカンパニー 9012802004788 ＥＣサイト・オーダー専門ページの構築及び既存ホームページ改良

東京都 株式会社横瀬建装 1012801007295 コロナ禍でも安定した新規事業進出と工事現場の感染防止対策事業

東京都 立川ＦＰ事務所 － 動画制作・ＺＯＯＭ年間契約・ＨＰリニューアルによる販路拡大

東京都 有限会社ダブル・イーグル 9012402015665 宅配サービスの導入とテイクアウトに適した包装材の開発

東京都 三商事 － 飛び込み営業等の対面営業に依存しない新規顧客の獲得

東京都 株式会社ＭＩＴＥＣＨ 2012401034359 お客様とのテレワーク環境の構築と非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　Ｖｅｎｉｒｅ － 店舗ＰＲ用ＰＶ制作及び、ホームページの改修、フライヤー作成、

東京都 株式会社Ｍ’ｓｐｌａｎｎｉｎｇ 8012301010958 店舗人気商品の全国へ向けた自社ＥＣサイト販売による新規顧客獲得

東京都 株式会社エッチ・エル・ピー 4012301000335 建設業界の無料見積もりの手間を軽くする商品の開発ＷＥＢ販売

東京都 手造りハム・ソーセージ独逸屋 － 非対面販売を強化する為の、ＨＰリニューアルとデリバリー事業

東京都 有限会社魚隆 7013202000917 宅配事業の新規導入に伴う業態開発、環境整備および販路拡大策

東京都 株式会社天職プロデュース 8010401082918 新規事業立ち上げ起業・副業希望者向けオンラインスクール構築

東京都 株式会社ＳＳ工房 3012401024739 リモート環境における企業ＶＰのオンライン配信化

東京都 東洋産業株式会社 3011701020472 解体業のホームページ制作と業務の一部非対面化

東京都 株式会社御雷 7012301011701 映像、音源制作の自社スタジオの構築による、売上拡大

東京都 合同会社クリエイターサポート 9010703002564 非対面及び対面での円滑かつ安全なコミュニケーション環境の構築

東京都 合同会社ＢＬＵＥＬＩＮＥ 7011003009137 非対面でのコンサルティング提供ページ及び販売促進ページの構築

東京都 株式会社ネスプリックス 3011801035734 売上向上のためのオンライン集客強化とテレワーク導入

東京都 株式会社カウンタック 6011001053633 コロナウイルス後の新しい働き方

東京都 花やのはな菜 － 花ギフトのリモート提案事業とＥＣサイト構築による販路拡大

東京都 株式会社プルーブ 8010401084699 インターネット広告ＡＰＩ自動レポート作成システムのアド商人

東京都 Ｌａｓｈ＆Ｗａｘ　Ｂｒａｖｅ　ｎｙｃ． － 商品のＥＣ販売並びに非対面型接客・予約システムの導入と店舗改装

東京都 Ｓｍａｒｃｌｅ　Ｊａｐａｎ株式会社 6010001184694 化粧品販売ＥＣサイトの構築事業

東京都 株式会社プラネットウエーブ 8010701008820 ＷＥＢ席予約の利用促進とオリジナルランチボックス新商品開発

東京都 ＳＡＴＯ製作所 － 開発素材による新顧客獲得と皮革分野のシェア獲得による商品直販

東京都 株式会社フォーアースリングス 5011601022749 オンラインに特化したＨＰ制作とネット広告を活用した事業転換

東京都 佐々木写真事務所 － ＶＲ映像制作の新規事業展開およびリモート撮影の環境整備

東京都 株式会社花岡海苔店 7010001054186 小売領域拡大と３密回避を実現する加工場の改装

東京都 株式会社ダリア 7013201013762 ダリアブランドの商品開発とネット販売の構築

東京都 ＳＭＩＦＥＮＥＣＴ － オーダーメイド商品開発とＥＣショップの構築による販売拡大事業

東京都 株式会社ＮＯＢＵ 5010001156538 現在の顧客確保と物販の新規開拓
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東京都 株式会社ＴＣウィング 9010401009003 シャンソン歌手のライブ及びコンサート映像の生配信による売上アップを図る

東京都 株式会社ファンライン 9010401099845 やどかん　感染症防止対策の強化による安心感回復事業

東京都 花鳥風月 － 動画サービスによる観光体験の非対面化とテレワーク導入

東京都 株式会社カワナ 1010501019363 アウトドア用靴紐販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

東京都 ＰＥＲＲＯ株式会社 9010601052182 ペット写真のネット販売サイトを利用しての販売利益獲得。

東京都 カノン・ミュージック －
コロナ感染拡大予防ガイドラインに即した公演による非対面型集客モデルへ
の転換プロジ

東京都 株式会社エム・エフ・ビー 9013301023924 ビジネスマン向けオンライン英会話ＨＰの制作ｂｙマブハイ

東京都 株式会社ＭＣクラフト 3011301020229 展示会のＣＧブース製作とホームページリニューアルによる販路開拓

東京都 ｂｏｄｙｂａｌａｎｃｅ（ボディバランス） － コロナに負けない！　自然浴が出来るオープンエアスタジオ

東京都 アモエニタス － オンラインレッスン・イベントの配信、ＥＣサイトの構築

東京都 株式会社１０８＆Ｃｏ． 5010601055759 新規ＥＣサイトで高級ヨガマットの販売

東京都 アトラス － Ｖチューバ―を導入した非対面メイドバーの経営

東京都 有限会社エグチ 4011802001107 非対面での打ち合わせ・営業活動の開始にかかるＨＰ改修

東京都 株式会社山文 6011101043121 ホームページリニューアルによる情報発信の拡大

東京都 株式会社ａｌｌｕ 7012801017413 ネットを通じての集客を強化し、感染症対策による売上拡大

東京都 藤門太郎 － 非対面型オンライン・レコーディング事業の開発と導入

東京都 株式会社フィナンシャルアローズ 8010001191929 保険相談のＷＥＢを通じた販路開拓とＷＥＢ面談サービスの設置

東京都 株式会社インプレサリオ東京 3013301038267
オンライングッズショップの開設及び新商品開発、ネットを通じた新規顧客獲
得

東京都 株式会社セールスアシスト 8010401097742 展示会による販路拡大と非対面型ビジネスモデルの構築

東京都 株式会社カネトミ 9050001025834 インターネットを使った販売サイトの構築と成果を生む運用

東京都 株式会社アイジーエー出版 8011101034614 オンライン書店出店による非対面型ビジネスへの転換

東京都 有限会社彰美企画 5013302021328 できたて本格点心を家で楽しめるテイクアウトとデリバリー！

東京都 第一製靴株式会社 8010501007709 自社ブランド品をネット販売し、新ソフトでテレワークを推進

東京都 高田事務所 － ネット集客で成約に近づけるためのシステムづくり

東京都 Ｒｅｌｉｇｈｔ － アデプトプログラム推進プロジェクト

東京都 株式会社ＮＥＸＴＬＥＶＥＬ 1011001072225 店舗リニューアル、新規飲食店開業応援サイト設立

東京都 ａｔｅｌｉｅｒ　ｎａｔｓｕｉ － ストレッチ性生地を活用したマスク開発とネットによる顧客獲得

東京都 株式会社アンドチャッピー 1010901027494 自社ＨＰで「はたけなう真心化粧品」の非対面販売！

東京都 株式会社Ｓｔｕｄｉｏ　ｃｏｏｄｙ 1010901025928 テーブルウェアレンタルサイト制作で売上増

東京都 炭火串焼　鶏翔 － デリバリー事業の導入

東京都 ２ｐｅａｃｅ（ツーピース） － 喫茶店営業の開始とＰＯＳレジ導入による非対面決済

東京都 株式会社アークズ 6010401149702 「子供の体を守る」革新のランドセル・オンライン事業

東京都 株式会社アレス経堂 4021001053584 自社ＨＰとＥＣサイト作成・アプリ開発で売上拡大

東京都 株式会社ｉ．ホールディングス 7010001193645 ３６０度ＶＲ映像を利用した施設内バーチャル見学
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東京都 Ｓ－Ｖｉｓｉｏｎ － オンランを活用したキャリア支援システムの構築

東京都 株式会社ムタシオン 8010701033315 自社ホームページでのセミオーダー婦人服のネット通販事業

東京都 アイリス合同会社 1012403003107 内見のオンライン化によるシェアハウスの入居率向上事業

東京都 株式会社イノセンティブ 1010001147383 コロナ禍におけるリモートワーカー向けのコワーキングスペース活用

東京都 株式会社ウォーターネットＳＧ 7011601011956 動画配信公演の展開と講演資料集の作成、発送で新規顧客の開拓

東京都 ハイク － 除菌コーティングサービスの開発および非対面での販売体制構築

東京都 ワールドキャリア株式会社 5021002071122 対面型からオンライン型集合研修への事業モデル変換

東京都 ａｓａｕｍｉ　ｍｕｓｉｃ　ｓｃｈｏｏｌ － レッスンの成果を高音質で伝える、オンライン発表会の開催

東京都 株式会社ｐｅｏｐｌｅ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆｆｉｃｅ 9010901045002 資料のデザインをセミオーダーで発注できるＥＣサイトの設置

東京都 株式会社ひこうき雲 3010701019335 就職支援事業のオンライン化プロジェクト

東京都 ｂｌａｎｋ － ＳＮＳ広告を活用し「ｂｌａｎｋ　ブランド」を東京から世界へ発信

東京都 株式会社チーム・オースリー 7010901014966 純オーガニックコットンの新商品開発と非対面式販売のＥＣの強化

東京都 株式会社サントレイブ 5011701023291 フィットネス製品のＷｅｂを活用した販路拡大計画

東京都 ダイニングバーＫＵＵ － 安心、安全、快適な食事空間の整備とテイクアウト等の販売強化

東京都 玉川学園鍼療所 － 「電気誘導翻訳機能付分電盤」導入による鍼灸治療と新規顧客開拓

東京都 ｏｍｅ　ｓｅｗｉｎｇ　ｌａｂ － アトリエ設備充実と情報発信により顧客拡大と売上向上を目指す

東京都 株式会社高嶋家 5010003007235 コロナ禍を乗り越え、１４０年続く老舗鰻屋の歴史と伝統を守る

東京都 鮨和さび － 鮨和さびのテイクアウト販売と大改装で販路開拓

東京都 株式会社カラダスイッチ医学研究所 1040001102419 安心して来店できるオンライン予約システムと個室施術室の設置

東京都 株式会社Ｃｏｗａｌｋｉｎｇ 5011001096039 ウォーキングオンライン講座構築と街歩きのコンテンツ化

東京都 有限会社とみ 1011402017968 デザイン性を追求した転倒骨折予防下着トータルプロモーション

東京都 あおば鍼灸整骨院 － オンライン問診・アフターフォロー、鍼灸訪問マッサージ事業拡大

東京都 オフィスハマ － テキスタイルメーカーによるアパレル製品企画とＥＣ販路の開拓

東京都 株式会社ホワイトナイト 1020001097421 インターネットマーケティングを主とした新規顧客獲得

東京都 株式会社Ｇｅｒｂｅｒａ 7011701022226 オンラインを活用して販路拡大とテレワーク関連の商品開発

東京都 鍼灸スペースあんじゅ － 本を活用した開脚エクササイズのオンラインサポートで販路開拓

東京都 トゥモロー株式会社 3010501038766 自社販売サイト開設によりアパレル商品の拡販を推進する！

東京都 株式会社川上 5010401130316 コロナゼロ宣言！安全安心でエキスパートな事務員達

東京都 株式会社ＪＴＴ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 3020001122697 “目指せ全国展開！”Ｗｅｂ活用による販売チャネル拡大戦略

東京都 Ｒａ‐ｓｈｉ‐ｋｕ合同会社 9011303003630 オーダーメイドジュエリーを通販にて展開し新たな顧客を増やす

東京都 ＭＡＸエネルギー株式会社 7010101011104 スマホ給油サービス導入による顧客の集客と経営の安定化

東京都 松尾経営コンサルティング － ホームページ刷新によるコンサル事業及びオリジナル手帳販売拡大

東京都 鉄板ごせん － 新型コロナ対策とテイクアウトメニューでの新規顧客獲得

東京都 合同会社Ｂｉｔｔｅｌ 9011003008715 オーガニックチョコレートのテイクアウト・ＷＥＢ販売
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東京都 シンセイアライフ株式会社 8011801034112 【高齢者向け買物代行サービスの強化・お総菜販売の強化】

東京都 ＢｌａｎｃｃｏｃｏＤｅｓｉｇｎ － デザイン思考を用いたオンライン講座の開発

東京都 居酒屋とおるちゃん － 板前の本格料理テイクアウト展開のための厨房設備改修

東京都 エミリオン － 動画を活用した非対面型ｗｅｂサロンの構築

東京都 Ｖｉｏｌｅｔｔａ － インターネット販売の為のＥＣサイト立ち上げと販促活動開始

東京都 Ｊａｐａｎ　Ｈａｒｍｏｎｙ　Ｔｒａｖｅｌ － 訪日・国内旅行者獲得のためのオンラインツアー掲載サイト作成

東京都 株式会社ＫＴＸ　ＤＥＳＩＧＮ 4010401141207 クリエティブ性を活かしたオンラインセミナー制作事業展開

東京都 有限会社カラーズ 6010002035310 非対面・無人営業を可能にする紙製パッケージ什器等の導入

東京都 ニャンフェス実行委員会 － イベント会場の感染症対策とオンライン検定での新規顧客開拓

東京都 Ｂｏｏｊｉｌ（ブージル） － オンラインショップ「ＯＮＬＹ　ＯＮＥ　ＮＡＭＥ」

東京都 Ｍｕｎｉｃａ － ＩＴを活用し非対面サービスを取り入れた美容室の新たな挑戦！

東京都 株式会社ことぶきや 5010601041180 「非対面型営業方法の確立」

東京都 株式会社マイテックス 8013301033998 業務用仕様を消費者向け仕様に変更切替えし、新規販路を獲得する。

東京都 株式会社ＮＮＣ 8110002004872 佐渡米セレクトブランドの立ち上げによるＥＣ販売事業開発

東京都 株式会社Ｖｓｐｅｃ 6010601049116 ご自宅でお手軽に産地直送の御食事を！

東京都 静心Ｓｈｉｚｕ－Ｋｏｋｏｒｏ合同会社 7010503004812 英語オンライン茶道ワークショップ

東京都 株式会社ＷＡＣＲＡ 1010701038031 国産特殊機能繊維を活用した商品開発と自社ＥＣによる販路構築

東京都 株式会社こそでや 6010901004150 新しい“ハレの日”を提案し家族の素敵な想い出の場を増やす！

東京都 司法書士松田事務所 － 顧客の財産保護を実現する家族信託手続きサービスの非対面型事業

東京都 有限会社うるまでるびスタジオ 5011002017596 ホームページの拡充で、海外を中心に事例の拡大を目指す！

東京都 Ｒｏｏｍ１２１３　合田　三知花 － 非対面ビジネスのための環境整備とホームページリニューアル

東京都 株式会社アング 8011001096696 オンラインサロンの構築と運営による新たな販路開拓

東京都 有限会社ディー・アイ・オー 6011402006009 衛生管理を徹底し安心な店付作りＷＥＢ再構築でテイクアウト拡大

東京都 行政書士稲益伸江事務所 － ＺｏｏｍとＨＰ開設による相談、安全な非対面型集客システム

東京都 有限会社フォレスト 1010802012422 新製品：蒲田切子ＮＥＸＴの開発

東京都 卓球ラウンジぴんぽん － 卓球ロボットでの非対面ビジネスで新規顧客獲得

東京都 有限会社山本メールサービス 4011402009228 従業員の在宅勤務化及び事務所内作業の機械化による売上向上計画

東京都 株式会社カイセイ産業 8010101004420 “焼肉で人々に元気を！”Ｗｅｂ活用による集客拡大戦略

東京都 ブルスケッテリア・デッリ・アルティスティ － フードビジネスの多角化展開、および新たな需要と価値創造

東京都 Ｃｉｒ－ｃｌｅ － スタイリング剤セット販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

東京都 株式会社エムアールシージャパン 3010001070880 完全非対面型の国内離島ツアーの予約販売サイトの立ち上げ

東京都 株式会社光和 5011802027852 外壁リフォームのオンラインサポートによるＢｔｏＣ取引の拡大

東京都 上海大飯店株式会社 2010001149081 顧客の携帯端末を生かして非対面型の飲食サービスに転換する事業

東京都
株式会社ミーティング・インフォメーショ
ン・センター

9010001094354 研修施設の動画配信サービスとコロナ対策用品の販売
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東京都 Ｌｅａｐｓ＆Ｅｎｇｌｉｓｈ合同会社 2010003032310 点数保証付き！オンラインＴＯＥＩＣ対策マンツーマンプログラム

東京都 ＭＩＴＳＵＷＡ（読み：ミツワ） － 全国からオーダー釣具を受注！非対面での通販ビジネスで販路拡大

東京都 株式会社ビジネスパスポート 4010001093559 デジタルツールを活用した新規顧客獲得戦略の実行

東京都 株式会社Ｍ＆ＨＲＥパートナーズ 7010101012110 オンラインによる非接触型営業ツール構築による新規顧客の獲得

東京都 デザインスタジオリーフ株式会社 8011101089179 画像を活用した３Ｄ計測とアプリ開発

東京都 株式会社ＡＵＴＥＮＴＩＣＯ 8010701029239 コロナ禍後の新しい企業支援・教育支援・販売モデルの構築

東京都 株式会社ますけん 5012301011785 非対面型買取及び骨董品ネット販売事業への転換

東京都 有限会社ケー・エム・シー 7010902024469 弁当販売と焼鳥タレの通販

東京都 株式会社ニオ 6010901039279 セルフヘアケア商品販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

東京都 安積商事有限会社 3010002006751 テイクアウト・デリバリーによる販売強化のための設備とＰＲ

東京都 有限会社世羅 5010602029679 お客様にとって本当の意味で安心・便利なデリバリー専門部門創設

東京都 株式会社ＮＡＩＬＵＸＥ 2010701019724 安心ネイルサロンを目指して・・・来店とセルフネイルの両立

東京都 玉井博 － 新規機材導入によるオンライイベントの実現

東京都 株式会社ＰｉｎｅＬｕｃｋ　Ｊａｐａｎ 1011201020909 コロナウイルス感染症対策とテイクアウト事業による販売促進

東京都 ＬｏｖｅＹｏｕｒＬｉｆｅ － 組織開発マネジメントオンライン講座の開発・販路開拓

東京都 パティ株式会社 7010901009735 テイクアウトとインターネット販売用商品の開発と販売

東京都 Ｐｌａｎ　Ｉ株式会社 8011001124283 企業ＨＰ作成とＬＩＳＴＥＮ掲載による総合的情報発信と販路開拓

東京都 有限会社ストロバヤ 3010502016449 店頭販売食品のメニューの充実と食品衛生の向上

東京都 有限会社中央エイペックス 4011802026070 売上増加に向けたオンライン打ち合わせと人材採用のシステム導入

東京都 株式会社ロビアン 5011701008441 ＨＰのカウンセリングフォーム活用による非対面ビジネスへの転換

東京都 スピリチュアルカウンセラーＧＥＮＫＩ － カウンセリング用オンラインサロンの立ち上げ事業

東京都 こぐれ接骨院 － 非対面型治療を行う低周波・超音波複合治療機器導入

東京都 ソフィアライト株式会社 4020001063230 勤怠管理システム開発と動画制作事業による販路開拓

東京都 ルリオン － オンライン営業の強化・コロナ対策会議スペース整備

東京都 ＶＡＳＵジャパン株式会社 8010001202017 法人向けへのインターネット販売拡大の為の自社ウェブサイト拡充

東京都 景虎ホールディングス株式会社 6011101067987 景虎の名を新宿に轟かせる事業、とセルフオーダーシステム導入

東京都 喫茶よしの － 健康に重点を置いた新商品開発、ネットを利用した販路拡大

東京都 東和マーク株式会社 7011501003319 アクリル名札のサプライチェーン毀損対応による販路拡大事業

東京都 有限会社ラブフラワー 1011402009726 非対面営業とＥＣショップ拡大への取り組み

東京都 合同会社ファインスコープ 3010003025651 コロナ禍に対応する２元中継オンライン配信スタジオの開設とＰＲ

東京都 有限会社山正商事 8010902006656 予約システムの導入と非対面営業の拡大

東京都 株式会社イーナ 6010401040423 ブランド名の認知拡大と商圏拡大のための広告拡大事業

東京都 株式会社フードスタッフ 7010001163144 国内生産者と海外バイヤーをつなぐ和食プラットフォームの構築

東京都 芳澤屋 － ＢＬＵＥ　ＰＬＡＮＥＴ　ＣＯＦＦＥＥキッチンカーサービス
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東京都 有限会社ディーアール 7011102026306 テレワーク体制の構築とＨＰの改善で新規顧客の開拓を行う

東京都 ホーショー株式会社 6010001029247 コロナ禍ニーズがあるパーテーションの開発と新たな販路開拓

東京都 株式会社ＳＭＣ 6020001115921 撮影現場における非対面型テイクフリーのケータリング事業

東京都 Ｍ － おうち時間を楽しくする新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 リエールファクトリー株式会社 9010501038430 非対面化ビジネス推進のためのＨＰの一新による事業継続

東京都 オフィスＴＥＮ － 『新規２店舗の商品開発ならびにウェブマーケティング』

東京都 カラーフラワーアンドガーデン － 非対面営業とＥＣショップ販売への取り組み

東京都 株式会社ＢＡＧＵＳＢＡＲ 1010401096255 〈洋食弁当のテイクアウト及びデリバリー〉

東京都 ＣＯＬＯＲＹＯＵＲＬＩＦＥ － 新規集客とオンライン講座販売の決済機能付きホームページ開設

東京都 浦島フードカンパニー株式会社 7010501041782 テイクアウト対応メニューの改定と店舗リニューアル及び集客強化

東京都 ブレステイキングジャパン合同会社 3010903005372 自社ＥＣサイトの新規開設とデジタル広告等による集客

東京都 株式会社Ａｐｐｒｅｎｔｉ 6010501041172 テイクアウトとデリバリーの強化とネットを使った新規顧客獲得

東京都 宇田川　潔 － ◇ネット販売や持ち帰りに適した贈答品や普段使いが出来る商品開発

東京都 孝本真子ブックワークス － オーダーメイドの和綴製本サービスの開発による新規顧客の獲得

東京都 フラメンコ衣裳ブレリア － ホームページを使った非対面営業の推進

東京都 株式会社マリアド 1010001197172 非対面！リモート・コミュニケーション研修をＷＥＢで宣伝！

東京都 有限会社畠山紙器 4011802017318 新オンライン営業の確立による飲食テイクアウト市場開拓

東京都 ベトナミーズキッチン有限会社 8010402031502 ベトナム料理のテイクアウト及びお取り寄せ新商品開発と広報活動

東京都 株式会社小林事務所 3011401013487 剣道部所属学生対象の企業合同説明会のオンライン化と新規開拓

東京都 株式会社ヨシムラシャシン 9010901018866 オンライン導入とコロナ禍における販路開拓事業

東京都 株式会社アバスター 9011201020208 テレワーク導入サポートを非対面型ビジネスモデルで実現

東京都 鮨処　銀しろう － 老舗寿司店の美味しいランチデリバリー！

東京都 株式会社尾粂 8010001173258 非対面販売実施のために冷凍自販機を導入して販売強化

東京都 株式会社テネイシャス 6030001130374 【日本唯一のパイナップルパン】オンライン販売促進プロジェクト

東京都 株式会社風土木 2010001129273 新感覚・創作フォー＆カレーのＥＣサイト販売と新商品開発

東京都 株式会社エスティーム 6010003023982 悩める女性へのｏｖｅｒＥオンラインカウンセリング＆ＥＣサイトの立上げ

東京都
株式会社ＳＴＡＧＥ　ＴＯＫＹＯ　ＭＯＤＥＬ
ＡＧＥＮＣＹ

6010401061972 日本人モデル事務所の設立と非対面によるプロモーション活動

東京都 テックエクシア株式会社 9010001197116 顧客開拓のためのＨＰリニューアルとオンライン面談移行への取り組み

東京都 株式会社パッゾ 2011001067430 自社ＥＣサイト構築によるモバイル端末利用顧客への販売促進

東京都 株式会社ｅｃｈｅｌｌｅ 7011001129903 ＣＢＤ商品の定期通販とターゲット別販促活動による新規顧客獲得

東京都 合資会社フラワーコーポレーション 3011503001605 新規顧客獲得の為の「低価格競技用レオタード」の開発

東京都 Ｏｌｉｖｅ　Ｏｉｌ － 持ち帰り販売と商圏拡大のための広告拡大事業

東京都 フォトショップ　ひまわり － ＥＣサイト開設強化による非対面営業への転換事業

東京都 株式会社アーキスタイル 2011001072595 集客率ＵＰを図るチャンネルの構築と建築設計の３Ｄ化事業。
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東京都 上原和広 － 寝具類洗濯オンライン受付サイト

東京都 株式会社Ｄｅｎｔａｌ　Ｄｅｆｅｎｓｅ 5012401033944 オーラルケアのオンライン研修サービスの販路拡大

東京都 株式会社Ｈｕｂ　ｗｏｒｋｓ 3010601054011 完全非対面式に向けたサイト構築と新システム導入での販路拡大

東京都 株式会社ウェルライフ 1011101081092 コロナ感染防止対策及び新規顧客獲得事業

東京都 有限会社石塚商店 5011602000984 コイン式サーバーの導入による非対面型販売の提案と確立

東京都 Ｃｉｔｒｏｎ　Ｓｈｉｒｏｋａｎｅ － リアルとネットのＷアプローチで、健康と美しさがより加速する！

東京都 有限会社しほまねき 1011202011931 お食い初め専門サイトの制作により祝い事の非対面化を図る

東京都 株式会社アメリカンホリデーズ 7010601042466 顧客管理システム構築によるテレワーク対応と非対面での販路拡大

東京都 ヘアグレース － 非対面型サービスに取り組み売り上げ拡大！

東京都 ｋａｎｏｙａ － 多彩な売り方で相乗効果に期待『店＋ＳＮＳ＋自動販売機』

東京都 ワールドトラベルアソシエイツ株式会社 2011101040329 国内・海外航空券・ホテルのオンライン予約システムの開発

東京都 株式会社モビー 1011001120322 非対面型ライブ映像配信事業の実施と顧客開拓

東京都 ＧＯＤＺ － 潜在顧客の開拓とオンラインストアでのグッズ販売強化

東京都 仁丸こまち株式会社 6010001209468 シリカの新商品開発と卸売販売、ＥＣサイトでの新規顧客獲得

東京都 株式会社翔栄 8011301022336 テイクアウト事業と３密を防ぐテラス席飲食事業の開始

東京都 エナジリソース株式会社 9010001130010 新型コロナウイルス対策　小型・高効率紫外線殺菌装置の開発

東京都 加藤周介ダンスアカデミー － コロナ対策を徹底した社交ダンス教室の宣伝を通じて新規顧客獲得

東京都 凛音 － バストにお悩みの方向けエステ商品、サービスの販売促進事業

東京都 株式会社タクテック 7030001080387 動画ＣＭの配信による非対面型販促活動の展開

東京都 有限会社イージープラス 2230002014592 ゴルフスクールの会員獲得の為のホームページの製作

東京都 アールアイジー王子株式会社 5011501020761 ＩＴを活用した販売や情報提供や配達を行い非対面による業務活動

東京都 合同会社バージョンアップ 2011003008639 巣ごもり需要に対応するＥコマース・アパレル商品の開発と拡販（２９文字）

東京都 日本制震システム株式会社 6012401021072 ホームページリニューアルによる非対面型販売の販路拡大

東京都 野菜＆果実バル　クルール － 近隣の方へ極力非対面で食事を提供する為のテイクアウト販売

東京都 リンパ整体サロンビオス － オンライン化と店内改装を通じたサービス向上による新規顧客獲得

東京都 ＭｉｅＤｅｓｉｇｎＯｆｆｉｃｅ － 非対面型・ＢｔｏＢ型インテリアコーディネーター研修事業

東京都 三村　悟 － ３Ｄプリンタで独自商品を開発し新規事業！ＥＣサイトで販路開拓

東京都 オーラム薬局 － ＩＴサービス「あなたの調剤薬局」の導入

東京都 ｎｕｕ － ＥＣサイト開設とオンラインワークショップによる販路拡大

東京都 株式会社コンプレックス 7013201011683 テイクアウト、デリバリー受注のＥＣ化による収益の増加

東京都 株式会社ソフィア通商 7010001099009 新規欧米ドレスブランド開拓と展示会他広報活動での新規顧客獲得

東京都 株式会社フジプロデュース 1011501015014 無料オンラインセミナーやオンライン個別相談による販路開拓

東京都 アトリエ　ビバ － 非対面型サービスの提供による新たな新規顧客の獲得と販路開拓

東京都 株式会社アイディーシー 9011001047211 海外販路拡大と自社ＥＣ売上拡大で新たな分野の売上獲得
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東京都 ねりベジや － 地域の農産品を活用した新商品開発とＥＣサイト開設

東京都
むささんじんジャパニーズヌードルサービ
ス株式会社

3010501038980 ＥＣサイトによるラーメン等の通信販売と店舗改装

東京都 株式会社芋匠 1011001135007 移動式販売車（キッチンカー）での鯛焼きの販売

東京都 株式会社Ｆｒｅｅ　Ｅｄｇｅ 2011301020808 充実したコンテンツとＥＲサイトを基礎とした非対面型ビジネス

東京都 武山佳世 － ヒーリングボイスの講座のオンライン化プロジェクト

東京都 株式会社フェリーク 4013201012148 受注・発注システムを持つＨＰの制作とネットを使った顧客獲得

東京都 山一鋼管株式会社 8010601016386 ホームページリニューアルによる新規顧客開拓

東京都 株式会社プロジェクトプロデュース 1010001107965 非対面型オンライン研修事業へのシフトによる売上回復と顧客開拓

東京都 株式会社ＩＮＶＩＣＴＵＳ 4011001091684 不動産とリフォームのコンセプト商品開発とメディア広報

東京都 株式会社Ｂ－３ 5011301023626 自社ＥＣサイト作成・ＷＥＢ広告による新販路拡大に伴う新商品の製作・販売

東京都 アールアイジー蒲田株式会社 2010801025787 ＩＴを活用した販売や情報提供や配達を行い非対面による業務活動

東京都 アトリエレオン － トリートメント時間短縮のための機器導入と広報活動

東京都 ｖｉｔａｍｉｎＧ － 食事も楽しめるバーへの変更および新規と常連顧客の集客事業

東京都 株式会社クレイン 6010701028580 売上確保のための従業員採用と拡販、テレワーク環境整備

東京都 株式会社ジャパン国試合格 5011101063038 ＩＣＴを活用し当校の教育システムを日本全国に宣伝販売する。

東京都 もり川食堂 － 弁当販売の告知を強化し、店舗と弁当で昨年並みの売上を目指す。

東京都 株式会社抜型の杜 7010501045461 オンラインを活用してコロナウイルス感染防止対策品の販売促進

東京都 ｔｒｅａｔｍｅｎｔｒｏｏｍＬＯＣＡ － オンラインサービス強化と新サービスの導入による新たな販路開拓

東京都 有限会社スタジオ・パワー 6013302013902 顧客が遠隔で撮影情報を共有する「三密無縁スタジオ」を作る

東京都 吉田カラダバランス研究室 － オンライン指導への転換とＷｅｂ構築による新規顧客獲得

東京都 ｓｏｕｐ － コロナウイルス対策としての無観客ライブ配信環境の構築。

東京都 せい家 － 非対面型ビジネスで安全・安心対策強化による顧客開

東京都 有限会社福福堂 5011002028115 バーチャルギャラリーの構築事業

東京都 株式会社の弥七 8011101077670 「家庭で食べられる高級中華料理店の味」オンライン販売強化事業

東京都 Ｓｕｇａｒｓｏｕｌ株式会社 5013201018598 ケバブドッグをメインにしたテイクアウト・デリバリー事業

東京都 有限会社ル・グランクール 5011002024031 自爪育成ネイルケア士育成講座オンラインプログラムの開発

東京都 Ａｚｕｌｅｅ　ｏｎｌｉｎｅ　ｈｅａｌｔｈｙ　ｌｉｆｅ　ｐａｒｔｎｅｒ － オンラインによるヘルシーカウンセリングの事業拡大

東京都 宇宙館 － 【ライブストリーミング、ＶＯＤによる小劇場演劇の活性化プロジェクト】

東京都 ａｍｅａｒａｒｅ － 新しい生活様式に配慮した非対面型セルフエステの導入事業

東京都 株式会社ｂｕｙＬａｂ 8011001065602 テレワーク環境の整備及びコーティング事業の開始

東京都 有限会社ＤＦＡフローリスト資格認定協会 4011002029758 新たな時代に対応したＥＣサイト構築による花レッスン・販売事業

東京都
株式会社ダルクモデルズアンドファクト
リー

6010001095306 非対面式営業用ウェブサイトを活用した新規顧客獲得

東京都 ガイアブラザーズ株式会社 3010701033534 テイクアウトを専用サイトで、「新しい生活様式」の店づくり

東京都 ＡＡＡメディカル株式会社 4011202010708 オンライン動画を活用したセミナー＆相談会による新規顧客獲得
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東京都 ポコフードサービス株式会社 2010903002206 テイクアウト事業の充実とオリジナル商品による販路拡大

東京都 東京ドミニカ株式会社 7011701015295 通販商品開発とｅコマース販売の為のＨＰ開設

東京都 株式会社リアライズ 8011301022501 コロナを味方に！オンラインＷＥＢ＆ＬＩＮＥ構築プロジェクト

東京都 カリーカフェレストランＣＯＳＴＡＤＥＬＳＯＬ － テイクアウトの拡大と加工品の小売・宅配で売上アップ

東京都 株式会社ＣＨＩＹＯ 5010001108308 新規事業：丸玄　錦糸町弁当販売

東京都 株式会社オブザーバー 1010501024140 「探偵協会」の商圏拡大のための広告拡大事業

東京都 ＴＯＫＹＯ　ＰＡＳＴＡ　ＷＯＲＫＳ － 家で作れる生パスタセットの開発とお惣菜のテイクアウト販売

東京都 春眠舎 － 非対面型上映への転換

東京都 ふじの接骨院 － 非接触をテーマにしたセルフ施術による新たな戦略

東京都 株式会社イデア 3140001093340 近隣の会社員、住民に店舗の認知度を上げ、非対面販売を増やす。

東京都 株式会社色川 1011101073057 テイクアウトシステムの導入と非対面営業の宣伝拡大

東京都 有限会社いいたか 2013302006389 テイクアウト事業開始にかかる蕎麦の増産体制構築およびＰＲ強化

東京都 神田第一接骨院 － 非対面型治療へ転換するための低周波・超音波複合治療機器導入

東京都 ｍｏｃｏｅｌ － 美女と廃墟の写真集のオンライン化計画

東京都 ＬＯＶＥ　Ｃｒａｆｔ　Ｄｅｓｉｇｎ － 生産設備の拡大、内製化で、量産数アップと新商品の開発

東京都 モノコトデザイン株式会社 6011001120524 販売戦略の見直しと、その体制の再構築

東京都 株式会社ＨＹＰＥＲＭＩＸ 9010601051548 レッスンのウェブ配信＆オンライングッズを販売する事業

東京都 有限会社結プランニング 2010902015811 ＺＯＯＭ活用による受験対策講座のオンライン授業

東京都 株式会社リバーワン 6010901043553 コロナに負けない個別指導塾としての地域の認知拡大戦略

東京都 Ｌｉｆｅ＆Ｃａｒｅｅｒ　Ｓｔｙｌｅ － 非対面型ビジネス導入とオンラインコンテンツ開発による販路開拓

東京都 喫茶シャトー － テイクアウトとインターネット活用による新規顧客獲得と売上拡大

東京都 有限会社一秀 6012302000530 テイクアウト実施とテラス席の新設による集客増加、売上の確保

東京都 株式会社タイニーコーポレーション 2011103004158 人気フードメニュー３品のネット販売用商品開発と販路開拓

東京都 和食屋ともり － 和食屋からＢａｒへの事業転換を図り事業継続を目指す

東京都 ＰＡＲＡＡＭＯＲ － 非対面型「セルフエステ」サービスの提供とその販路開拓

東京都 株式会社ぎんざ寿し幸 2010001183972 当店自慢の玉子焼きの生産量産化とオンライン販売と卸販売の推進

東京都 インブルーム株式会社 8010401091588 動画やオンラン化を活用し、女性人材の再就職支援を活性化させる

東京都 有限会社メルティングポット 3012702013119 テイクアウトをＰＲし、売上を拡大するための販売促進活動

東京都 両国さいち整骨院 － 在宅でも健康になりたい顧客を獲得するためのオンライン構築事業

東京都 リラクゼーションサロン　ｆｌｏｗ － Ｌｅｔ’ｓ　ｍｅｄｉｔａｔｅオンライン化プロジェクト

東京都 株式会社ＦＲＥＸＩＡ　ｓｔｙｌｅ 9011801030036 オンラインコンテンツを用いた相談会、及び遠隔診療、物販の導入

東京都 有限会社大塚金具製作所 2010602008818 ホームページを通じたがま口金具のブランド化と新規取引先拡大

東京都 株式会社モノト 6012801019922 工作機械カタログ情報に特化したマッチングサイトによる販路開拓

東京都 株式会社Ｗｉｌｌｉｎｋコンサルティング 4010501037924 オンライン型金融ソリューション事業
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東京都 ｃａｎｄｙｕｎｉｖｅｒｓｅ株式会社 1010901044003 「通販＆お持ち帰り予約サイト」の構築と、新商品の開発

東京都 トータルフィット株式会社 9010601053908 カウンセリングおよび店舗見学のオンライン化と新規販路開拓

東京都 伸和商事株式会社 8010501006834 ～自社商品をＥＣにて販売～　ＢｔｏＣを事業の柱へ

東京都 株式会社スクラッチスイープ 6010901023365 非対面とリアルを組み合わせた隠れ家バー開業支援による販路開拓

東京都 株式会社ミスターマーケティング 7010901024206 Ｗｅｂを活用したセミナー及びオンライン個別相談による販路開拓

東京都 株式会社牛久工務店 7010601009317 映像を活用したオンライン見学会で受注回復・販路拡大

東京都 ＩＴＳＧ株式会社 3011801036724 インターネット活用による新規リサイクル事業の顧客開拓

東京都 ＳＫＹ　ＡＲＴ　ＪＡＰＡＮ　株式会社 6010701032079 フライトシュミレーターの非対面ビジネスモデルへの転換

東京都 合同会社Ｆａｒｍ　ｍａｄｅ 5010903004174 テイクアウトの展開とＥＣサイトの導入による販路の新規開拓

東京都 レイズユーア株式会社 6010801029082 通学型とオンライン授業を併用したハイブリッド学習開拓戦略

東京都 株式会社ギャルリー志門 5010001041616 対面型と非対面型の併用によるオンライン展示会と顧客の獲得

東京都 ＣＵ － オンラインコミュニケーション講座の販売及び実施

東京都 株式会社ライトドア 6010001208874 顧客対応の非対面化とオンライン上での新規顧客開拓事業

東京都 合同会社漢満堂 9010803002423 講座コンテンツのオンライン化と低接点店舗の構築・顧客拡大事業

東京都 有限会社小進庵 8010602002773 テイクアウトの販売と周知活動　密や飛沫感染を防ぐ店内改装工事

東京都 株式会社シンボシ 4011001090562 非対面接客で新規顧客獲得と販路拡大を実現するバーチャル展示会

東京都 オフィスドリームパレット － オンラインを活用したハイブリッド型コーチングの提供

東京都 三慶株式会社 8010901004504 非対面型営業でのファッションから他産業型商品への販路開拓推進

東京都 有限会社トラスト・ウェイ 7011402006560 ＥＣ販売で新たな販路開拓＆売上構築

東京都 ＫＥＩＩＣＨＩ　ＪＯＮＥＳ　ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮ － 業務リモート強化＋オンラインライブ配信による販路開拓計画

東京都 有限会社一大 8011102029662 とりしんの人気商品をデリバリーとテイクアウトで売る。

東京都 イタリア料理グレッキオ － テイクアウト導入によるこだわりの手打ちパスタ＆ピザの販路開拓

東京都 有限会社藤井商事 2010002027872 非対面型強化による安心安全な環境整備・販路拡大を目指して

東京都 ｔｗｏｅｄｇｅ合同会社 3011003009256 バーチャルセミナー充実に向けたＳｌａｃｋアプリの開発

東京都 ＡＮＮＥＸ　ＮＡＭＩＫＩ － 対面手技の転換、機器導入と密回避の新メニューで新規顧客を獲得

東京都 株式会社ココロミル 5011001068293
オンラインの新規顧客の開拓および動画・音声コンテンツ・教材の制作、製
造、販売事業

東京都 株式会社アルファエージェンシー 4011001047546 俳優の営業用アーカイブ制作による非対面営業の強化

東京都
プレステージコンシューマーリサーチ株式
会社

5010401059183 新規事業の開発に伴う、オンライン消費者座談会の構築

東京都 廣渡寿子 － オンラインによる非対面型コーチング及び講座のモデル構築

東京都 株式会社フードイズムラボ 2010401114692 ネットを通じた商談及び展示会出展での販路拡張

東京都 ｎｕｌｕｌｕ（タイムトラベル専門書店ｕｔｏｕｔｏ） － オンラインビジネス強化

東京都 株式会社Ｏ２Ｏ２ 3010901030942 映像コンテンツのオンライン制作サービスによる映像制作の受注増

東京都 佐藤　美奈子 － 自身がプロデュースした出汁パックをオンラインにて販売

東京都 株式会社Ｔ－Ｈｏｒｓｅ 2010401143106 新橋駅周辺のサブスクリプション型飲食店『新橋満腹ランチ』
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東京都 株式会社フィッシュレコード 5010901032210 動画配信及びテイクアウト業態を視野に入れたメニュー開発事業

東京都 望インターナショナル株式会社 2010001064999 本格インド料理のお弁当をテイクアウトや移動販売で提供

東京都 有限会社神田クラフトインダストリー 8010002029467 新たな顧客層を獲得するための、徹底した感染拡大防止策

東京都 血液循環療法　パッチ・まーくん － パッチ療法　整体カウンセラー育成事業の展開

東京都 ル・プチ・ボヌール － パン教室講師養成オンラインスクール

東京都 日本お茶ごころ研究会 － 通信講座の開発、運営及びお茶や道具の通販事業

東京都 有限会社グランディール 5010002036375 自家製チーズパン販売に伴うネット通販及び冷蔵・冷凍設備の導入

東京都 ＳＫコンサルティング株式会社 2010401115518 会員サイトによる１００％非対面サービス提供体制の構築

東京都 Ｃｏｌｏｒｚ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 8010001143211 オンラインとテレワークの営業体制の構築で売上アップ！

東京都 Ｇｉｎｚａ　Ｚｅｎｉｔｈ － ＊新規顧客開拓と新商品開発事業

東京都 株式会社リヒト 6010001188828 オンラインによる非対面型ビジネスモデルの構築と販路拡大

東京都 株式会社ｆｍ 7011301018566 オンラインで簡単リフォーム診断＆見積もりサービス

東京都 株式会社荒井製作所 5010001000456 インターネットを通じた販売網（ＥＣサイト）の構築とプロモーション活動の充実

東京都 ナハール株式会社 3013301033516 リニューアルオープンによる女性客・中国人観光客の獲得事業

東京都 株式会社アンデルセン 8011601000396 非接触型決済で客回転を増やし、密と機会ロスの回避を目指す

東京都 合同会社タバブックス 9011003004623 Ｗｅｂの積極活用による小規模出版社の販路拡大

東京都 ｋｏｎｅｌ － 非対面型パン教室オンライン講座新設

東京都 株式会社リバード 7011001117528 ＷＥＢ及び店舗による自社ブランドの販売

東京都 株式会社プラスアクト 1011401018918 事業競争力を高めるためのＷＥＢで完結するテレワーク環境の整備

東京都 株式会社Ａｐｐ　Ｃｒａｆｔ 5013301042358 窓ガラスフィルム販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

東京都 株式会社ＢＡＯＢＡＯ 1010401142034 他では味わえないモンゴル家庭料理の通販とテイクアウトの強化

東京都 株式会社ハイスタイル 8010401091084 完全非対面でのオーダーメイド製品の受発注システム

東京都 ＹＳコンサルタント株式会社 1011101043373 非対面型へ転換！オンライン研修事業の開発とその販売促進

東京都 株式会社スパイディー 4011001073831 中古マンション販売のオンライン化とＢｔｏＣ事業による販路拡大

東京都 エンザイム株式会社 1010701022522 生活・農業分野のＢｔｏＣ製品ブランド構築及びネット販売事業

東京都 株式会社泰陽不動産 7010601025215 敏感肌の方向けエステ商品・サービスの販売促進事業

東京都 株式会社ワングリット 8010501029736 ＬＰおよびＥＣサイトの構築による書籍販売の非対面化

東京都
有限会社国民の食と健康日本の農業を
守る国産産直

7010002009734 生産者と消費者を繋ぐ安全・安心国産雑穀のオンラインストア事業

東京都 平塚商事株式会社 1010001054836 非対面で卸業を行う事による新たなビジネスチャンスの開拓

東京都 株式会社シナプス 9010401086380 自社の強みに特化したサイト改修とオンライン授業で売上増を実現

東京都 ＣＳＩ株式会社 9011001063828 出版事業のネットワークを活用して非対面型ビジネスを創造する

東京都 株式会社宝プランニング 6011501024258 オンライン相談による新規顧客の獲得

東京都 株式会社同窓会事務局 2011801014573 リモート同窓会開催のためのコミュニティ構築

東京都 株式会社昇文堂 5010001018894 【昇文堂オリジナルトランプ】オンライン販売促進プロジェクト
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東京都 ＳＨＡＮ－ＤＥＲＩＪＡＰＯＮ － 「オンライン（非対面）ビジネス展開による販路拡大事業」

東京都 ＣＥサロンフロンティア － ＷＥＢ情報発信強化とＥＣサイト・ＷＥＢカウンセリングの実施

東京都 シンクロア株式会社 3010801021447 除菌液＆タンパク質可視化ライトのオンライン販売で新規顧客獲得

東京都 エメラルドサーフ － インターネットを利用した非対面でのサーフスクール講習

東京都 株式会社福本園 4013301011504 日本茶の非対面型販売促進：伝統の味と文化をオンラインでも

東京都 東谷慶太 － 非対面型への転換、ＹｏｕＴｕｂｅ配信音楽番組製作とＥＣサイト事業

東京都 弥栄 － カウンセリング・コンサルティングサービスのＥＣ化による売上拡大

東京都 池村税務会計事務所 － スタートアップ向け「クラウド会計式・税務顧問業務」のＰＲ

東京都 株式会社アルプスシューズ 7013301000891 歩行姿勢測定システムを使った新たな非対面型ビジネスモデルの構築

東京都 株式会社松生 1010901025705 オムニチャネル事業の実現に向けたツールの構築と販売強化

東京都 株式会社ＰＩＲＥＥ 9010501043777 モニター越でも映えるジュエリーを非対面販売し笑顔を取戻す事業

東京都 靴修理かみとり － ＷＥＢを介した修理依頼の非対面化

東京都 ハイアーブリッジ合同会社 7013303002952 在日外国人向けオンライン海外渡航サポート事業

東京都 株式会社ＲＯＭＡＮＣＲＥＡＴＥ 2010701025441 ＥＣ機能付きホームページの作成によるパスタセットの販売

東京都 エル・カミーノ － 感染セキュリテイ向上とネットによるライブ演奏配信システム構築

東京都 ＣＡＲＡ － オンラインレッスンの開始と案内用のランディングページの制作

東京都 カウンセリングサロン長瀬涼香 － オンラインカウンセリング導入のためのホームページ制作

東京都 株式会社Ｃ６０ 3010001119067 集客・授業のオンライン化

東京都 星野祐一 － ＨＰ作成による非対面ビジネスモデルの導入及び女性層の開拓

東京都 有限会社トラヤ薬局 4010002023077 ＩＴサービス「あなたの調剤薬局」の導入

東京都 株式会社ライトス 9012301010180 ＨＰ・オンライン面談による既存顧客のＬＴＶ向上と新規顧客獲得

東京都 株式会社ＣＯＯＫ　ＡＲＴ 7010501039158 ご自宅でも出来るオンライン料理教室で売上拡大！

東京都 ＶＩＲＵＳＯＵＬ合同会社 5020003008769 『有料動画配信を中心としたＥＣサイトの構築による販路拡大』

東京都 株式会社マガジンランド 1010001029697 「通販サイト新規作成＋動画による広告訴求による売上拡大」

東京都 ビューティープランナー － 感染症対策の徹底とメイクレッスンのデジタル化による非対面事業の推進

東京都 株式会社アロットオブ 6010001186690 初のオリジナルブランド商品の展開と非対面販売の取り組み強化

東京都 株式会社エスディアール 3011001047786 動画制作部門立ち上げに伴う受注拡大計画

東京都 鍼灸マッサージ治療室ゆうⅡ － 不妊の悩みオンラインで解決～非対面型妊娠しやすい体作り講座～

東京都 株式会社ｕｔｏ 8010801024180 Ｗｉｔｈコロナに対応－非対面ケータリング・デリバリー事業参入

東京都 村山　有希子 － ホームページ新規開設による新規顧客獲得と売上増加

東京都 株式会社ファイン 7430001073383 テイクアウトに対応するべくランチ営業を開始し、非対面化を強化

東京都 東京音楽制作合同会社 1011203002269 音楽ライブ配信事業

東京都 竹花ノート － ＨＰ制作し販路拡大と受注の機会損失を防ぎテレワーク化の推進

東京都 中川ワニ珈琲 － 焙煎機の煙突導入による焙煎環境改善とネットでの新規顧客獲得
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東京都 有限会社伊藤又右衛門之商店 9010502000926 ウェブサイト改善による新規顧客獲得と非対面型販売の構築

東京都 オトガル株式会社 4010001197616 事業性評価のオンラインコンサルテイング、研修サービスの販促

東京都 有限会社ビーエムカラーワークス 7010102005699 全国に商圏を拡大しＤＩＹ用塗料のネット販売により販路開拓

東京都 有限会社ポリティカ 8013202013141 ワインセラーを活用した接触回数減少のためのセルフシステムの導入

東京都 白光香苗 － 小江戸川越の地域性向上と非対面型マンションモデルの構築

東京都 Ｆｅｌｉｚ株式会社 3013201018625 業態転換およびグリーンバナナパウダーを使ったＥＣ向け商品開発

東京都 Ｋａｄ　Ｋｏｋｏａ　Ｊａｐａｎ － Ｋａｄ　Ｋｏｋｏａチョコレートのオンライン販売プロジェクト

東京都 株式会社ＩｎｔｅｒＨｉｔｓ 7030001022488 動画配信事業（ゲームウォッチチャンネル、お笑いライブ）

東京都 Ｇｉｖｅｒｓ　Ｃｒｅａｔｉｏｎｓ － 英会話スクールの非対面型オンライン集客への取り組み

東京都 株式会社Ｓｙｎｋ 6011301022098 配信コンサートへの設備投資、施工事業の販路拡大

東京都 有限会社伊藤ウロコ 2010002016685 ＥＣサイト運営にチャレンジして、非対面型販売に転換

東京都 ワンニャンけあステーション － ホームページ開設・ＥＣサイト構築による非対面サービスと販売

東京都 有限会社メディカル・バランス・サポート 7010902020022 オンラインボルサリーノ・Ｔ・三澤

東京都 株式会社食彩雲南 1011501023644 雲南料理のお取り寄せ商品販売による販路開拓

東京都 株式会社ＭＡＪＵＲＱＵＥ 1011001132301 撮影スタジオの機能強化とＷＥＢ集客強化による新規客層の獲得

東京都 株式会社エル・エー 6010101009066 新型コロナウイルス対策を機に新たなビジネスモデル構築

東京都 Ｆａｉｒｌｉａｎｔ － オンラインシステム構築による新規販路開拓

東京都 株式会社グローカルアース 3011401020228 非対面併用集客イベントの開催とホームページによる告知

東京都 ｏｆｆｉｃｅＢｌｅｎｄｅｒ － 外国人向け和楽器のオンラインレッスンシステムの構築

東京都 Ｂｏｄｙ　Ｔｈｅｒａｐｙ　ＴＥＮ － 自社ブランドの新商品開発とネットショップ制作で販路開拓

東京都 株式会社矢野整骨院 2011301020213 店舗改装による新型コロナウイルス感染対策の地域一番化

東京都 合同会社ＥＴＨＯＳ 6010903002350 特化型オンライン英会話スクールで売上のＶ字回復を図る

東京都 株式会社シーイー・フォックス 2430001044612 高齢者の健康改善に向けたオンライン型の介入への転換

東京都 ＷＡＲＰ　ＣＲＥＡＴＩＶＥ － 非対面型クリエイティブアカデミー講座事業

東京都 有限会社セラニティー 7013202003746 オーガニックトータルビューティー販売ＥＣサイト構築

東京都 合同会社倉田屋 3011503004104 新商品の開発と倉田屋ＨＰを通じたインターネット販売の構築

東京都 有限会社北清米店 4010002009084 業務効率化による感染リスク低減と新生活様式に応じた顧客開拓

東京都 ガナ・ジャパン株式会社 6010101011154 テレビショッピングと実演販売動画作成による新規販路開拓

東京都 株式会社トライキッツ 9010801008562 ネットショップの立ち上げとオンライン商談の推進

東京都 花葱 － 長期保存可能な新商品開発とネットからの新規顧客獲得

東京都 株式会社紅谷製靴 4011501008634 ブランドサイトの構築とＥＣストアーでの販路拡大と売上げ獲得

東京都 株式会社宗本製作所 1012301002540
多品種対応力強化と非対面方式営業展開により取引先を分散し経営安定化
を図る

東京都 有限会社クライス企画 3013202002173 ライブ動画配信スタジオによる非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社シルワ 1020001117831 自前謎解きイベント製作および運営
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東京都 肉もつ土穂本店 － 店内換気の強化による安全対策、およびテイクアウト販売の拡充

東京都 若林　麻理子 － コロナでも売上を下げない！エステオンライン事業化計画

東京都 株式会社アミティー 4011001106913 メスカル・テキーラとテイクアウト事業の宣伝拡大

東京都 有限会社エス・ティー・アイ 7011302001562 大豆ミートや自家農園野菜使用の料理をオンラインサイトで販売

東京都 有限会社味の小筐 1010602025632 商圏拡大のための広告拡大事業

東京都 有限会社デザイナーズユニオン 9011202011511 テレワークによるＣＡＤデザイン能力の向上で新規顧客を獲得する

東京都 フクロウ商会 － 格安販売促進動画制作／オンライン実演販売の検証実行

東京都 有限会社ポース企画 3011002032556 ポスチェアーのネット販売施策

東京都 株式会社プレジール 7011801036373 コロナ禍で悩む小規模事業者向け月次決算・業務オンライン化支援

東京都 株式会社Ｐａｒｉ　Ｂａｒ 8010701026979 肉バル特製テイクアウトメニュー開発による新規販路開拓の取組

東京都 株式会社ハピネス 9011801028245 非対面型のオンライン結婚相談サービスの導入と自社化粧品の販売

東京都 ＥＮＤ＋Ａ　ｈａｉｒｓｅｔ＆ｍａｋｅｕｐ － 販路拡大の為のオリジナル商品の開発とホームページ制作

東京都 旭モールディング株式会社 3011501005137 ホームページとＩＰＲＯＳを活用したＬ－ＣＵＢＥの新規顧客獲得

東京都 株式会社物流研究所 2012401031810 店舗向けＥＣサイト事業（農産物の販売）の開始

東京都 株式会社Ｊ．Ｉ．Ｓゴルフアカデミー 4010601033526 オンラインレッスン導入による生徒維持と動画等による魅力発信

東京都 株式会社サト・テクノ・ミュージック 6010001066083 短時間での修理を提供、ネット販売にて新規顧客獲得。

東京都 Ａ－Ｓｔｕｄｉｏ株式会社 4013201012098 インターネット広告と着物レンタルの拡充で販路拡大をする

東京都 ＴＨＥ　ＦＡＲＭ　ＣＡＦＥ － 手作り料理の加工食品を主とするネット販売による新規顧客獲得

東京都 株式会社ユニキャットプロジェクト 2010901043177 電子楽器・ライブ配信コンテンツのＥＣ販売による新規顧客獲得

東京都 株式会社なないろの空 5011701014266 人間力を活性化させるオンラインレイキヒーリング事業

東京都 はりきゅうマッサージサロンＲａｉｚ － 鍼灸治療で心身共に健やかに。免疫を上げて病に勝てる身体を作る

東京都 ＮｅｗＣａｓｅ株式会社 7010101008744 当店自慢の味を八王子から全国に非対面で提供する

東京都 株式会社Ｍｏｖｉｇａｔｅ 1011101088930 民泊施設の完全無人個室型のフィットネスジムの転換

東京都 株式会社ペンデル経営研究所 2011101019414 ＤＸ支援に向けたＩＴ投資による新規顧客獲得とオンライン営業の実現

東京都 ジュースバーロケット － 地域に密着したテイクアウト・宅配事業の構築

東京都 株式会社マルイシ 4010001057869 顧客のＤＭ戦略における消費者アプローチのワンストップ化

東京都 合同会社ＫＴＹ 4011103009460 非対面型での仕組みを構築し、売上の向上へ

東京都 鍼灸・ボディケア達治療院 － 近隣に求められるケアを、非対面で提供。

東京都 糸　ＩＴＯ－ＨＥＮ － ＨＡＣＣＰ対応　古民家和食店によるケータリングの販促事業

東京都 令和出版株式会社 6010001116268 ウェブ上で完結させる自費出版システムの開発

東京都 ＢＩＧ　ＷＥＳＴ　ＢＲＯＴＨＥＲＳ合同会社 3010403021787 ポストコロナ時代のコンサル・セミナー事業オンライン化戦略

東京都 株式会社モードプラス 8010601045427 非接触による音楽教室運営への取組

東京都 Ｍｏｋｙ － リモート録音環境の構築と音楽イベント配信事業の展開

東京都 吉田商店 － キッチンカーを活用した「巣鴨の唐揚げ」ブランディング戦略
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東京都 株式会社ホンマ 2011601006333 ホームページを活用した非対面営業活動による新規先の開拓

東京都 有限会社Ｖスペック 1010902024177 午前深夜無人化、有人時間帯のレジ撤廃、女性、富裕層獲得計画

東京都 株式会社昌也 4010601002002 非対面型新サービス開発と営業活動のオンライン化による販路開拓

東京都 ＳＡＴＨＩ株式会社 3011001058734 “テイクアウトデリバリー”と“テラスの改修”で集客力向上

東京都 インド・ネパールレストランＳＡＩＮＯ － ランチの非対面提供拡大とカフェタイムへの取組

東京都 隆富Ｆｏｏｄｓ株式会社 5012701009215 新商品の開発とネットを通じた一般消費者への販売

東京都 株式会社ＳＢＣ 2010401146091 コンテストとレッスンのオンライン化による新フィットネス事業

東京都 雑色駅前つばさ整骨院 － 非対面型治療へ転換するためのセルフ治療の提案

東京都 合同会社リロア 7013303001979 小規模店舗を活用したデリバリー専門店への店舗改修事業

東京都 株式会社アジアビジネスクリエイト 3010001157249 イージーオーダー家具の販売促進及びオンライン化

東京都 株式会社エム・ミューズ 1011601015979 自社ＥＣサイト構築によるオーガニック白髪染め「ｍｙｓｔｉｃ」の拡販

東京都 株式会社リセ・プランニング 2011601013552 ・スタジオでのインターネットを利用したライブ配信やオンラインレッスン

東京都 株式会社一心 5010501016415 職人の紹介及び面談のＷＥＢオンライン化と自社サイトの再構築

東京都 日本エムテクス株式会社 8010901011590 エコ建築資材メーカーによる抗ウイルス塗料の非対面型販売の推進

東京都 いいコム株式会社 3011701021875 ＷＥＢを活用した非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 有限会社コスモサンクリーン 4010602011150 顧客・案件管理等のＩＴ活用による営業活動とリモートワーク実施

東京都 まいくろ商店株式会社 2010001198590 オンラインを活用した物販の取組強化及び新規集客

東京都 たんぽぽ － お惣菜の真空パック販売による非対面型サービスへの転換

東京都 カムイ株式会社 8010401143216 新規ホームページ開設による認知度向上とオンライン営業の推進

東京都 株式会社ＮＡＴＵＲＡＬＳＥＥＤＳ 7010001103570 地域密着型のデリバリー対応型レストラン事業

東京都 株式会社東方食堂 1010901025481 イートイン売上以外の商材開発及び流通開発

東京都 株式会社ＪＥＷＥＬ　ＲＩＮＧ 6010401151022 非対面ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社ツチヤ 3010501008190 ネット利用により抗菌繊維商品の双方向情報発信

東京都 創研Ｂｉｚ株式会社 3011101011015 リモートシステムを活用したＩＳＯコンサル・教育の新たな展開

東京都 Ａｙａｉｒｙ　Ａｒｏｍａ － オンラインでのレッスン対応と新商品の販売

東京都 有限会社マーフィーズ 9010902017900 客室改装と他業種連携でインバウンド客から国内宿泊客へ顧客拡大

東京都 寺島久美子 － 自社オリジナル革製品の企画・生産・オンラインでのＢｔｏＣ販売

東京都 西堀　菜津子 － フィットネスビキニ用の新商品開発

東京都 ボディモーション － オンライン販路の開拓と高齢者が安心して来店できる環境づくり

東京都 ＳＰＩＣＥ　ＭＯＤＥ株式会社 4010901046161 組織・店舗に縛られない働き方オンライン・コンサルティング

東京都 ＤｏｇＳａｌｏｎしっぽと －
１．獣医師とトリマーが教えるＺｏｏｍを使ったおうちトリミング講座２．しっぽと
Ｚ

東京都 結婚相談所ｅｎｓｏｌｅｉｌｌｅ（アンソエイエ） － オンライン集客増強と、オンラインカウンセリングのスタート

東京都 株式会社アンセム 9013301033725 非対面型ゴルフスクールオンラインセミナーとコースレッスン

東京都 株式会社全就連 5010001117011 中小企業の「ＳＤＧｓ推進」を支援するためのコンテンツ販売事業
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東京都 プリュネ － コロナ感染拡大防止のサロン整備と新規顧客開拓のネット活用

東京都 ＭＫコンクリート株式会社 8010901040747 近隣へのお寿司・海鮮丼デリバリー販売事業

東京都 株式会社ＧＩＶＥＲＳ 3010001195959 オンライン販売強化用商品の開発と販売促進

東京都 ライフストラテジー株式会社 7010601039776 個人事業主・起業家のための事業計画「アイデアノート」の販売

東京都 株式会社Ｙａｎｏ　Ｒｉｎｇ 5010401135967 パッケージ刷新・新商品開発とインターネット利用で販路拡大

東京都 株式会社グラフィ 4010901042425 写真・動画の販売による非対面型事業の構築

東京都 株式会社ＭＹＷＡＹＤＥＳＩＧＮ 9010901040630 ＷＥＢでの情報発信力強化と顧客導線確立による新規顧客の獲得

東京都 株式会社ＭＧＴ 6011001048963 新規事業「コーポレートグラフィックス」の販促ＨＰと非対面営業

東京都 鮪屋かおるちゃん － 魚介が自慢の居酒屋から新鮮海鮮丼をお届け＆お持ち帰り作戦！

東京都 小倉星羅 － コロナ渦のオンラインでの情報配信や少人数セミナーへの事業転換

東京都 有限会社アスペン 5010402000501 非対面型ビジネス転換に向けた新たな自社サイト構築

東京都 株式会社ＬＯＮＧＡ 7011301023723 出産祝いギフトを新設する自社サイトで企画製造販売

東京都 コトナ株式会社 8010501031898 海外に向けたＥＣサービスの展開と問い合わせ対応の設置

東京都 合同会社Ｅメタル 8010803001392 技術力をアピールし、取引先との接点の構築するＷｅｂサイト開設

東京都 株式会社ダイチ 4010601028963 オンライン営業と新規顧客獲得を目指したホームページの制作

東京都 株式会社祥平館 4011101009446 環境変化に柔軟に対応し進化するためのスタート事業

東京都 西洋菓子周五郎 － ネットを駆使し日本中の猫好きにゆめねこを知って頂く

東京都 株式会社プレグロ 5011301025688 「広告運用コンサルティングを分かり易い漫画動画で販路拡大」

東京都 ＶＥＲＭＡ株式会社 5011101056339 健康指導の完全オンライン化及びホームケア製品販売推進事業

東京都 Ｐｌｕｍｅ － 非対面型オンラインダイエットとスクール構築

東京都 株式会社ｒａｒａ 7010001204633 動画制作事業を目玉商材としたＷＥＢ集客による新規顧客獲得

東京都 永井法律事務所 － ステイホーム下で依頼者の信頼を獲得する法律相談体制の構築

東京都 ＪＣＴ株式会社 1010801026869 自宅で楽しめる旅行をＷｅｂで提供し、新規顧客の獲得を目指す。

東京都 ＭＩＲＡＩＲＩＳ株式会社 6010501043557 全ての科目を指導できる完全オンライン化へ塾の進化

東京都 山田　晃子 － ヨガ事業の継続のための準備とその集客事業

東京都 株式会社ウエルプデザイン 9010101008370 物件管理システムの導入により、非対面化及び売上拡大を実現する

東京都 株式会社マルヨシ 8010401115925 魚を題材にしたオンライン料理教室の開講

東京都 株式会社ＴｉｒｅＳｕｐｏ　ＹＡＮＡＤＡ 1011701022917 「タイヤコンシェルジュ」を目指してブランディング！

東京都 株式会社リードインテリジェンス 9010401146572 ネット通販で非対面型販売導入と新規ＥＣサイトで販路拡大

東京都 株式会社スリーストーンズ 6011001121720 予約機能付きＥＣサイト制作による非対面化ビジネスへの転換

東京都 株式会社ダヴィンチインターナショナル 5010401108790 集客ＷＥＢサイトの大規模リニューアルとＷＥＢ広告の戦略的配信

東京都 Ｖａｌａｎｃｅｄ　Ｔｏｎｅ　Ｌａｂ － オンラインレッスンの導入とインターネット集客へのシフト

東京都 リトルヤミー － 非対面販売の導入による新たな顧客、販路開拓

東京都 尾澤美香事務所 － ＢｔｏＢ撮影関係者向けオンライン子供服レンタル＆スタイリング
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東京都 Ｊｅｗｅｌｒｙ工房ＪｉＯ － レーザー機導入とホームページ作成、チラシ配布で新規お客様の確保

東京都 株式会社サーバントコーチ 6010401076368 オンライン配信での映像・音声改善非対面型ビジネス転換事業

東京都 ＪＩＧＩ株式会社 3011001117201 デジタル環境を利用した非対面型での商品の創作・販売

東京都 Ｖｉｚｚ － Ｗｉｔｈコロナ時代に適した店舗改装及び郷土料理居酒屋への転換

東京都 Ｇｏｎ－Ｓｏｕｊｉｒｏｕ株式会社 2010901026082 テイクアウトの提供とテラス席の設置による、新規顧客の獲得

東京都 有限会社ひまわり堂グループ 7011802025524 オンライン相談の実施とサイトリニューアルによる集客力の強化

東京都 ピュアトーンアーツ・ジャパン株式会社 7010501045528 オンライン時代の演奏家向け動画名刺撮影事業

東京都 株式会社ソーシャルマッチ 5010001178598 オンラインでのマッチングサービス開始と販促強化

東京都 株式会社ＴｕｆｅＣｏｍｐａｎｙ 4011301021523 施設のコロナ対応を周知する３６０コンテンツ製作

東京都 Ｃａｆｅ＆Ｇａｌｌｅｒｙ　Ｒｏｏｍｅｒ － 犬用無添加フードのｗｅｂ販売とテイクアウトで新規顧客獲得

東京都 ヒーリング整体Ｌｕｎａ － 女性の美と健康を支える、非対面型セルフケア＋対面施術サービス

東京都 合同会社クロコワークス 1020003012857 フェイシャルサロン一押し！アイテムのＥＣ販売で売上アップ

東京都 アルヴォリーニ － ポルトガル満喫弁当のテイクアウト販売による新規顧客の獲得

東京都 株式会社シェルパ 8010001143533 ウエアラブルツールを活用した非接触型スキーレッスンの開発

東京都 十八番 － ＳＮＳでの広告宣伝活動を通じた新規顧客開拓と感染対策事業

東京都 エル・アバンダンス株式会社 2010601054937 需要が拡大するリフォーム工事の非対面型集客モデルへの転換事業

東京都 ありか☆ｅｌｅｎａ － コロナに負けるな！オンライン鑑定とヒーリング構築プロジェクト

東京都 株式会社アイキャンディ 7011001093892 ＶＲによるパフォーマンス提供及びＨＰ制作

東京都
インテグレーションアレクサンダーアカデ
ミー

－ 双方向オンラインピアノセミナー及び動画コンテンツのＰＲ事業

東京都 台湾席茶　蓮月庭 － ネット販売による全国展開とテイクアウト・デリバリーの顧客獲得

東京都 有限会社ゼネラルエージェント 9011002032063 受験生に向けたテッパンダのＥＣサイトによる販路＆売上拡大

東京都 ｂａｒ　ｃａｃｏｉ － ティードリンクとテイクアウトによる新しいバー様式の確立

東京都 合同会社ザ・ゴール 4010003019009 セルフレジ設置による食品（和牛餃子）の無人販売直売事業

東京都 有限会社宮庄 8011302009092 非対面型ビジネス構築の為のウェブサイト出店と商品開発

東京都 株式会社スピカ 4010401072328 自宅で簡単にできる革小物のオーダーメイド体験サービス

東京都 株式会社カルボ 9010501036649 通信販売用冷凍食品「炒めスパゲッティ」の開発事業

東京都 天昌　丼丸 － ＥＣ販売の本格化とデジタル店舗への移行による収益力アップ

東京都 株式会社ココロックス 8011001115745 ライブ配信事業等に伴う自社ＨＰの拡充とＷＥＢ広告・パンフ制作

東京都 有限会社ＣＯＮＶＯＹ＆ＦＵＮＫ．ＣＯ 4011002029551 ＥＣサイトの構築とウェブカタログ作成を通じた新規顧客獲得

東京都 スタイリスト長友オフィス － オンライン型パーソナルスタイリングとＥＣサイトの制作

東京都 株式会社カメラのキヨシ 3011301001716 ネットプリントによる販路拡大とサテライトラボ導入

東京都 株式会社ファイン 7011001121744 感染予防対策実現に向けた店舗改装とＰＲ活動による販売促進展開

東京都 合同会社ＭＡＹ 6013103000645 ‘こだわりの焼肉のたれ’のネット販売による新規顧客開拓

東京都 株式会社　Ｄｉ　ｖｉｓｉｏｎ． 4011701017740 販路拡大のためのＥＣサイト構築事業
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東京都 三徳接骨院 － ＥＭＳを用いた非対面トレーニングと予防治療の提案

東京都 エコアクア株式会社 9010401108226 節水装置事業　自社情報の電子化による非対面型営業への転換

東京都 株式会社ひのや 6011101018123 「テレワーク・国内旅行応援パック」の制作・サービス導入

東京都 ＣＯＵＺＴＣＡＦＥ － オンラインショップ事業とテイクアウト事業を主とした感染症対策

東京都 ＭｏｏＭｏｏＷｏｒｋｓ － ＬＰ、Ｗｅｂ広告などを活用した非対面型の販路開拓策

東京都 株式会社アイメゾン 8010601053966 ＥＣサイトの構築による非対面型の販路開拓

東京都 金仙花 － オンラインを利用した新メニューの開発

東京都 和小物藤乃 － レーザー加工機を活用した新商品開発、ネット販売の新規顧客獲得

東京都
ＡＳＥＡＮＪＡＰＡＮＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ株式会
社

8030001044028 オンラインによる海外市場調査・コンサルティングサービスの提供

東京都 有限会社メイユウ商会 5010602015002 新規ホームページによるネット販売・営業力強化、ブランド構築

東京都 コネクテック株式会社 3010001174351 在留カードチェックアプリの販促用サイト構築及びＷＥＢ広告

東京都 Ｍａｒｉｔｅｒｒａ／４４３ｃａｒａｔｓ － 対面販売からＥＣへの転換

東京都 のじま行政書士事務所 － 専用サイト構築を通じた新規顧客獲得

東京都 小板由樹子 － おうち時間の料理をスムーズにする検索ツールを非対面で拡販

東京都 チキン南蛮大衆酒場あんじゅ － あんじゅ、下町から世界へ！日本一のチキン南蛮を多くの方に！

東京都 有限会社岡正 8011802001573 希少価値ある鮪の頭の部位の非対面式ビジネスによる販路拡大事業

東京都 茂木あゆみ － 非対面型集客の強化・ＳＮＳによるブランディング強化

東京都 セルフメンテナンスサロン心華 － 新規顧客獲得を目指した最新機器の非接触型セルフエステ事業

東京都 フィットライフ合同会社 7010903003463 新たな運動器具導入・ＥＣサイト開設で新規顧客獲得と売上向上

東京都 株式会社ＮＡＯＫＩ 9010401132993 安心、安全なプロのお料理を自宅で。

東京都 ＩＰＴｅｃｈ特許業務法人 5011005007693 オープンイノベーションを促進するオンライン知財塾事業

東京都 株式会社ＣＯＭＭＥＰＡＲＩＳ 5010401119045 フランス焼き菓子の伝統と新しい需要を融合させた販路開拓事業

東京都 株式会社日本ブレイス 1010001146815 リモート診療患者向け薬剤当日配達便オンラインシステム開発

東京都 Ｄ－ｓｔｙｌｅ－ｔｏｋｙｏ － ＥＣサイトを活用して新規顧客開拓

東京都 株式会社モノトライブ 2010001138563 オンライン営業に向けた社内体制の構築と販路拡大

東京都
エコール・ドゥ・フルーリール・アロマテラ
ピー東京

－ 日本全国からこだわり国産精油を厳選し国内外へネット販売の構築

東京都 株式会社トレジャーリンク 8010001134251 フレキシブルなレンタルサービス事業開発・発信による顧客開拓

東京都 小山　比呂志 － 社交ダンスを身近に！ＨＰ再構築による販路拡大事業

東京都 日本成長戦略研究所株式会社 2010401080935 【非対面】で時と場所を選ばないリモートコンサルティング

東京都 米氏国際貿易株式会社 4010101011949 ネットショップ開設、料理テイクアウトと点心配送

東京都 株式会社まるっと 6011501023978 中古カメラのオンラインレンタルサービスの認知度向上

東京都 てつしイラストレーション － オンライン導入による新規販路開拓

東京都 株式会社ひまわり 8011301019051 不妊に悩む女性の完全非対面型カウンセリングサービス導入・広報

東京都 株式会社ＧＲＥＴＥＣＨ 3011101041656 コロナ禍を乗り越えるメディアアプリ開発会社の非対面事業強化

60 / 122 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。

東京都 Ｒ＆Ｒ株式会社 7013301022630 物販品ＥＣサイト構築による非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社シンメトテック 6010001176386 アフターコロナも見据えた自社開発とテレワークの推進

東京都 株式会社百日草 9013301010476 『ウィルス感染拡大対策を施した遠隔地非対面型講習活動事業の構築』

東京都 株式会社テイクスリー 1010401132563 通販事業の拡大に伴う受注システム並びに販売物流体制の構築

東京都 つるやｖｉｎｏ － 新生活様式、テイクアウトで本格フレンチを自宅で楽しむ

東京都 齋藤諒介 － 感染不安低減の店づくり及び非対面物販による顧客獲得・売上拡大

東京都 高木　祐香 － ホームページ開設による非対面型ビジネスモデルの構築と販路拡大

東京都 株式会社ｇｒｏｏｖｅ 6011001069340 非対面型ビジネスモデルの構築とファンコミュニティの創出事業

東京都 ＣＡＣＨＩＴＯ（カチート） － 美容ＷＥＢサイト構築と顧客拡大及びコロナ対策の美容衛生環境整備

東京都 レイキサロン＆スクールＳｏｎｏ－ｍａｍａ － ヒーリング講座及び顧客サポートの非対面型モデルへの転換事業

東京都 株式会社ＤＹ２ 4010901043299 食券機導入により非対面型ビジネス実現による新規顧客開拓

東京都 ｅ－Ｌｉｆｅ株式会社 8012401034881 赤外線カメラ搭載ドローンの導入とＨＰ改修による新規顧客開拓

東京都 株式会社オーエンス 5010001094845 オンライン採用管理ツールで販路開拓！中小企業の受注数増加

東京都 個人事業主 － 新たな健康食品の開発と、ブランディングによる売上向上

東京都 シフトアップ株式会社 2010601025640 アフターコロナを見据えた新規顧客開拓の為の生産工場整備事業

東京都 若井　健太郎 － リモート監視・制御可能なシステム導入による売上向上と効率化

東京都 株式会社Ｋ－ＣＯＲＥ 1010001145313 美容サロンオンラインカウンセリング販売システムの開発

東京都 ＲＥＡＤＹＭＡＤＥ株式会社 2011101082107 新規スキンケアブランド事業立ち上げ

東京都 Ｊｕｂｉｌｌｙ　Ｄａｎｃｅ　Ｃｒｅｗ － チアダンススクールオンラインレッスン導入

東京都 株式会社ランドワーク不動産 4010701004071 自社サイト上でのオンライン接客・内見による新規顧客獲得

東京都 村上　翔太 － 美容関連業務用器具卸売ＥＣサイト構築・販路開拓

東京都 ミツノギ舎 － 剣道用マスクのオンライン通販とオンラインでの広報活動

東京都 穀雨ｋｏｋｕ － マリッジリング強化と新商品開発や翻訳による顧客獲得

東京都 Ｊ＆Ａ商事株式会社 6010001195320 テレワーク導入による感染対策と生産性の向上

東京都 さくら整骨院 － オンラインスマホ首専門サイトの作成とＥＣ事業の導入

東京都 株式会社とんぼ八 2011101073881 海外向けＷＥＢマーケティングによる日本人形の潜在顧客訴求へ！

東京都 株式会社アクシアスペース 2010401145820 レンタルスペースの動画撮影・配信需要取込みと自社ＨＰ集客強化

東京都 足もみほっこり家 －
（集客のための取り組み）Ｅパーク広告のクーポンや施術メニュー・特典の充
実、新た

東京都 大二郎の小籠包 － ネット通販およびテイクアウトでの新規販路の獲得

東京都 合同会社Ｒ＆Ｊ 7011203002825 非対面型ビジネスモデル構築における新しいライフスタイル対応設備の導入

東京都 株式会社グリーンライト 7011701018364 動画制作と設備強化による顧客獲得と非対面ビジネス体制の整備

東京都 株式会社新日本電波吸収体 7010401060775 非対面の打合せ営業のためのホームページ作成と資料デジタル化

東京都 株式会社ＡｌｂａＬｉｎｋ 4010401091724 動画制作とネット広告による買取強化と非対面ビジネス体制の整備

東京都 ＴＣＴ － 日本茶の体験ツアー・販売のオンライン化
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東京都 日本きくらげ株式会社 2010001182520 頒布用の冊子「日本きくらげレシピＢＯＯＫ」の制作

東京都 株式会社イノーヴェ 2011101063560 自宅で楽しむ“シャンパン＆ワイン”サブスプリクションサービス

東京都 アイエン株式会社 8010401149139 業務システムの対面販売を非対面販売とするコロナ克服事業

東京都 株式会社トラウド 5011701022541 テレビ番組でできるクロージング営業部隊

東京都 青い手のマミ － 非対面型天然石レジンアクセサリー教室への転換と新規販路拡大

東京都 アジアジャパン合同会社 4010603007123 オンラインを活用したリフレッシュＰＣ販売・および技術者育成

東京都 株式会社オールドアンドニュー 8013301019320 「国内消費者向け販売サイト構築と新商品開発」

東京都 ｍｉｓｔｅｌ － コロナ禍に負けないボードゲームショップへ！

東京都 有限会社ティアラワイズ 2030002019100 自分でデザインした指輪を自宅でオーダーメイド

東京都 株式会社ＬＩＶＥＳＣＡＰＥ 6011201011300 配信を活用した安心・安全なライフスタイルによる新規顧客獲得

東京都 Ｃｏｎｆｅｔｔｉ　ｆｌｏｗｅｒｓ － 手軽なアレンジメントフラワーが楽しめる地域密着花屋計画

東京都 株式会社ＴｓｕｃｈｉｎｏｋｏｎｏｋｏＺ　Ｊａｐａｎ 8013301041084 コロナ対策を完備した終活映像作品制作事業

東京都 株式会社ワイルドボイス 7011301018186 閑散時間帯の需要増を可能とする安心安全のカラオケ店

東京都 株式会社ビーブロード 2012701008748 Ｗｅｂマーケティングシステムを導入して、「非対面ビジネス」を構築

東京都 株式会社寿楽 6012401013904 店舗に足を運ばずにネットを通じた新規顧客を獲得する。

東京都 株式会社中田屋 1012401035589 安心・安全を第一に日本人をターゲットとした新規顧客開拓

東京都 あだちや整骨院 － 非対面型治療のため低周波・超音波複合治療機器導入

東京都 株式会社日本ギフトアイデア 7010001033025 ＥＣサイト立上事業

東京都 株式会社井上製作所 1010501040393 ｗｅｂ活用によるヴィンテージウォッチの市場開拓計画

東京都 株式会社タツミ楽器 2010601046595 コロナウイルス感染症による市場変化に伴うＷＥＢ直販強化プロジェクト

東京都 株式会社Ｓｕｒｅ　Ｂｉｚ 8010801019899 ストリーミングサイト構築による新商談スタイル構築と受注率向上

東京都 キャップコミュニケーションズ株式会社 2010401085744 自社ペットＥＣショップの立ち上げ＆完全リモートワーク化

東京都 株式会社ワンダー４ 4010001173435 ３Ｄによるオンラインプレゼン、ＷＥＢプロモーション事業

東京都 Ｋｉｎｅｔｉｃ　Ｌａｂ　ｆｏｒ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ － オンラインを活用した新しい集客モデルの構築

東京都 株式会社ＩｎＢｒｉｄｇｅｓ 3010401131415 ＷＥＢセミナーおよび録画プラットフォーム用ウェブサイト制作

東京都 株式会社インターセプター 1010801018940 非対面ビジネス・テレワーク化に対応した新規ビジネス開拓

東京都 株式会社Ｋ－ＷＩＬＬ 5012301007577 ４Ｋ映像ＡＩ型新製品のＩｎｔｅｒＢＥＥ２０２０オンライン出展

東京都 株式会社ビッグノーズ 5010401112198 実体験を気軽にできる、オンラインアートギャラリー

東京都 Ｓｏｌｅｉｌ　ｄｕ　Ｍａｔｉｎ － フレンチ調理技術を活用したデリバリー商品販路拡大事業

東京都 ＯＮＯ － コロナ感染対策・非対面対策による安心なバー

東京都 アドニス － ヨガ教室におけるオンライン事業の活性化

東京都 有限会社シーボイスインターナショナル 5010002032151 オンライン版コミュニケーション能力検定講座の開発・販路開拓

東京都 株式会社マイルポスト 1010601035062 オンライン指導に対応した学習支援事業への転換と新規顧客獲得

東京都 株式会社ワンキャビン 5010501032809 コロナ禍を新たな生産性向上・新規雇用拡大につなげる事業
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東京都 アースアンドライフ株式会社 8010001035664 食肉のＢｔｏＣの売上拡大と健康補助食品のシリーズ化による売上増

東京都 女鹿利奈通訳事務所 － プロ翻訳者による月額制オンライン翻訳提供サービス

東京都 株式会社ミライズアイリ 9010701038255 自社ウェブサイトへのテイクアウト販売機能具備による販売促進

東京都 株式会社ターム 5010001116921 経営に関するオンライン相談に伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

東京都 カナデラボ － オンラインによるサービス充実と潜在顧客認知向上の仕組みづくり

東京都 株式会社ｔｅｔｔｏ 1010901037411 ＥＣサイトとオンライン接客を実施し、新規客開拓を強化する

東京都 梶田商店 － 販路開拓（テイクアウト、ネット予約）取組による新規顧客獲得

東京都 つきじ魚惣 － テイクアウト専用海鮮焼の販売と魚惣秘伝醤油漬の販路拡大の取組

東京都 カフェドパティスリーＣＨＡＣＯＲＩ － コロナ禍影響を最小化する長期保存可能なスイーツのＥＣ体制の構築

東京都 株式会社ＢＲＩＮＧＲＯＷ 8011401021733 オンラインスタジオ設置による非対面ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社ＢｌｕｅＭｏｏｎＷｏｒｌｄ 9013401005384 無人予約化システムとライブ配信システム導入による新規顧客開拓

東京都 有限会社ＩＣＨＩＲＩＮ 5012402001157 弁当事業拡大と新規顧客の獲得・商品開発による売上アップ

東京都 株式会社きものりさいくる着道楽 5012301008666 着物リサイクル強化のための買取りと３密低減販売の促進

東京都 株式会社ｓｏｕｎｄ　ｄｅｓｉｇｎ． 1011701018849 コロナ下でのアーティスト新規露出手段の創出による新規顧客開拓

東京都 いなげ家 － 来店客への環境整備と経営強化を目指す設備の改修

東京都 有限会社不忍画廊 6010002020808
リアル（展覧会）×オンライン（全作品掲載のＷＥＢ展）×ビジュアル（ＤＭによ
る通販

東京都 ＮＯＯＤＬＥ　ＤＩＮＩＮＧ　鵺 － 通気による衛生対策と生産性向上・持続的発展

東京都 株式会社ＳＬＡ 7011101068539 非対面オンライン講義の確立＆Ｗｅｂ集客で全国展開・新規開拓

東京都 有限会社ブーランジェリー龍月堂 2010702009071 パン製造拡大による密接回避で売上拡大

東京都 歯科医療印刷株式会社 5013301013549 ＥＣサイト構築による非対面での新規顧客獲得及び顧客ニーズ収集

東京都 有限会社三協鈴木 1010002002629 Ｗｅｂページ制作およびテイクアウト事業による販路開拓

東京都 株式会社エスプリ・ドゥ・ソーリュー 8011001050736 ＥＣサイトによる物販開始と通販に対応した商品づくり

東京都 Ｇｏｏｄ英会話 － 首都圏の医療機関の外国人患者対応能力改善プログラム

東京都 興和サイン株式会社 8011201001720 オンライン商談システムとリスティング広告による営業の非対面化

東京都 株式会社Ｒｅプレイス 7011001113709 新事業の完全非対面型に向けたサイト構築で販路拡大

東京都 学研　下赤塚教室 － オンライン授業の導入による会員維持と動画発信等による魅力発信

東京都 株式会社北浜商会 2010001040851 ネットとチラシでコロナに打ち勝つ店舗営業

東京都
土地家屋調査士法人なないろ合同事務
所

6010405008111 顧客とのコミュニケーションをオンライン化できるウェブ制作事業

東京都 株式会社清菱建設 8011801009056 オンライン内覧会、相談会の開催による顧客獲得の取り組み

東京都 株式会社ｎａｎｅａ 7011001102496 非対面で国民に健康づくりをサポートできるオンライン講座の提供

東京都 有限会社築地にっしん太助 1010002041073 デリバリーを中心にした住宅地における新たなニーズの取り込み

東京都 株式会社ジンナイ 7011501002106 特殊機能ユニフォーム商材専用のウェブサイト開設

東京都 東馬国際株式会社 2010601046892 中国人富裕層向けオンライン観光と越境ＥＣで販路開拓

東京都 ちゃんぷるぅ整体 － オンラインと動画を活用した施術、セミナーによる新規顧客獲得
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東京都 株式会社カラースペース・ワム 7011001005831 色彩関連のオンライン講座・配信による販路開拓

東京都 株式会社アドバンテージ 5012701009000 ウイズコロナを乗り切る安心オンライン健康相談窓口の構築事業

東京都 株式会社Ｃｏｌｌａｂｏ 8010901039236 食（地中海料理）で健康を広げるテイクアウト事業

東京都 ＬａＳｃａｌａ － イタリア郷土料理のネット用商品開発とネット販売による販路開拓

東京都 株式会社ＫＩＺＵＮＡＦＡＣＴＯＲＹ 5011101070372 ホームページを活用した非対面による集客と査定体制の構築

東京都 ＨＡＮＡＭＵＲＡ － リアルでもオンラインでも　筋膜リリースで整える心と体

東京都 株式会社くちけん 9012401024477 通販サイトの開設と、オリジナル品の開発・製造用フライヤー購入

東京都 Ｍｏｎｉｑｌａ － 起業コンサルティングの非対面化とＥＣサイト構築事業

東京都 ネイルサロンレア － 形状記憶ネイルチップのネットでの製造販売

東京都 フォーユー・フォーイー － オンライン版「経営者の心が定まるコーチング」

東京都 伝える力研究所株式会社 3011101086494 オンラインビデオ講座の制作とネット広告で売上拡大を目指す！

東京都 合同会社システムクリエーション 5030003005757 オンライン打ち合わせ、オンライン現場サポートの促進

東京都 株式会社鈴木商店 8010001047420 ＥＣサイト『帯プロジェクト』周知拡大による新規顧客獲得

東京都 株式会社財成リアルティ 2011701020903 コロナ対応型、非対面物件案内システム導入と広告活動

東京都 株式会社サンファーム商事 1010001017792 オンラインカウンセリングによるお家で本格ハーブティー＆アロマ

東京都 合同会社セカンドギフト 8010003030242 新規顧客の獲得とリモートワークの推進

東京都 有限会社プフッツェ 2011002036599 ＥＣサイト構築および広告での認知拡大による売上促進

東京都 株式会社Ｗｉｌｌ　Ｃ 4010901042227 楽天市場やその他ＥＣサイトを活用しての販路拡大

東京都 株式会社ＰＭＣ 8010701022805 素敵に歳を重ねたシニア・シルバー世代専門の写真撮影

東京都 株式会社成光ネクタイ 2010101001919 コロナ禍の売上減少を補う非対面販売による新規顧客開拓

東京都 ＴＡＫ整体院 － リモートによる不調を自宅で改善させるオンライン事業

東京都 株式会社アーキシンクデザイン 2011301023488 キネシオロジー講座のオンライン化による全国展開

東京都 株式会社岩田商会 2011101002196 ＥＣサイトを活用した商品販売とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社スロブモア．Ｃ 1010901040919 ＥＣカスタムオーダーによる非対面ブランド事業

東京都 株式会社三田花店 1012801001587 【非対面受注システムと新サービスＰＲ戦略】

東京都 カオスクリエイション株式会社 9012401035292 非対面型を実現する『テレワークオフィス（カオス）』への事業転換

東京都 合資会社コビー 2011103002351 ビリヤード用具の非対面型修理メンテナンスサービス事業への転換

東京都 株式会社Ｂｅ．ＲＹＵＺＵ 7011001090741 アーユルヴェーダアロマ新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 Ｒｉｅｎａ＆Ｄｅｃｏ． － ネットを通じた集客・コンサルティング・お試しジュエリーの実施

東京都 株式会社ＡＶＶＥＲＡＲＳＩ 3010401148005 栄養療法ベースのＥＣ連動トータル妊活情報サイトの構築と販促事業

東京都 Ａｃｕｔｅ－ｔｈｅｒａｐｙ － ダイエット商品・自宅で美容鍼の販売強化等による新規事業展開

東京都 株式会社Ｌｕｘｙ 7013301037785 オンラインで完結する広告マッチングサービスの開発と販路開拓

東京都 ビストロ割烹　酒場留 － 肉料理メインへの業態変更とテイクアウト販路の強化

東京都 ＴＨＩＤＡ － オンライントレーニングサービスの提供および販路開拓事業
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東京都 居酒屋　海坊主 － 地域コミュニティ型居酒屋のオンライン戦略

東京都 株式会社シーエス・ワークス 6010001202225 医療情報システム「かかりつけナビ」開発とオンラインでの販路開拓

東京都 米田　まりこ － ＨＰ新設、非対面ＰＲ／販促による売上拡大

東京都 たんめん本舗　ミヤビ － アンチメジャー型タンメン店のコロナ戦略

東京都 有限会社ＷＯＲＫＳ　ＬＩＫＥ　ＭＡＧＩＣ 2010402033504 動画とウェブサイトの組み合わせによる非対面ビジネスモデルの構築

東京都 株式会社ＤＦＦ 6010001175826 高タンパク質で高栄養価の鹿肉で作る無添加鹿ジャーキー通販事業

東京都 アカネ株式会社 1013301038822 ＥＣサイトによるオンライン販売と設備拡充による販路拡大事業

東京都 株式会社ＴＯＫＩＷＡ 5011801030403 新規顧客獲得のための新ホームページの構築

東京都 株式会社トーヨー 9011401004563 本場の高級食材をご家庭で♪毎日の食生活への彩をプロデュース！

東京都 山田事務所 － 企画～納品まで、ワンストップ制作プロセスを非対面へ転換

東京都 はしば － デリバリー販売のための商品開発マーケティング事業

東京都 合同会社カシカリ 7010003022372 新規レンタル商材の導入とネットを通じた広告業の売上増加

東京都 中臣昌広 － オンライン研修会・講習会導入による受講者維持向上と魅力発信

東京都 株式会社広味屋 8011101073876 ヒロミヤの味、知名度を利用した通販事業と宅配事業

東京都 株式会社ＥＤＵＣＡＴＩＯＮＡＬ　ＭＥＤＩＣＩＮＥ 9013301039532 ビジネスユーチューブとその国内外事業展開への応用技術講座

東京都 株式会社オフィス・ドリニ 2010501033751 新しい有機グルテンフリー食材グリーンバナナの粉の販売促進

東京都 株式会社ｉｆｏｒｃｅ 5021001045564 パーソナルトレーニングによる非対面型ビジネスへの転換

東京都 ＹＭＣ － 非対面型ビジネスによる世界のコスメによる美の活性化

東京都 株式会社アズーリ 9010501045393 インターネットＴＶ型ラジオによる非対面型ビジネスへの転換

東京都 株式会社江南舎 7010001084150 新規顧客流入とインバウンドに向けてのＷＥＢ配信営業戦略

東京都 株式会社ｇａｆｆ 5011101090817 コロナに対応できる新店舗作りとウェブ戦略による新規顧客の確保

東京都 有限会社海鮮片岡 9010002018568 店舗外面の広報活用強化とテイクアウト販売のＰＲなど

東京都 萬和国際株式会社 4011001063551 顧客の携帯端末を生かして非対面型の飲食サービスに転換する事業

東京都 海楽水産　栄 － コロナ時代にＩＴシステムを活用した飲食店での非対面サービス提供。

東京都 合同会社ＦＬＹ　ＡＷＡＹ 4010603005333 非対面型ビジネスへの転換及び自社サイト作成による新規顧客開拓

東京都 株式会社パーン 2010401092105 ＥＣ販売開始に伴う商材写真撮影と照明・商品陳列棚の整備

東京都 株式会社ミルハピネス 2011001108713 ネット販売対応の菓子商品開発と大量受注可能な現場システム構築

東京都 大塚晶太 － キッチンカーでのお弁当配達及び食品の移動販売を通じた新規開拓

東京都 こきあん工房 － 新しいイベント販売の形とネット販売を通じた新規顧客の獲得

東京都
株式会社ＷＩＮ　ＷＩＮ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　Ｊａｐ
ａｎ

8010901039426 非対面販売・オンラインセミナー開催による販路拡大事業

東京都 ムーンクラフト株式会社 2010401029098 ライブ演奏配信から始める非対面型ビジネスモデルの構築

東京都 ＭＭＡ空手道場　鷹 － 格闘技を楽しむ！ＦＯＲＣＥ大会オンライン開催！

東京都 株式会社ｂｅｌｌｅＶｉｅ 6012801009411 対面研修をｗｅｂ上で完結するオンラインプログラムへと移行

東京都 アニーヴィンテージ － 認知度向上、非対面型販売の導入による販路拡大２本立て作戦

65 / 122 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。

東京都 サンスペクトメディカル株式会社 1010901044688 脊椎内視鏡用器械輸入販売事業

東京都 株式会社ファインハート 7011101040828 ジアマックスを中心商材とした通販事業参入のためのＨＰ作成事業

東京都 コロリーダス株式会社 4011001119106 購買決定力の高い通販サイト構築による対面販売に頼らない経営

東京都 ナビゲーションロジスティクス株式会社 2020001119991 下請けからの脱却！オンライン商談で直接荷主を開拓していく！

東京都 株式会社千葉総建 8021001056204 相模原で一番安心できるリフォーム店としてのオンライン営業戦略

東京都 リリカ東京国際行政書士事務所 － オンラインを用いたサービスの開発・提供と販路開拓

東京都 有限会社ＪＵＮＥ 4011102029501 動画の活用や冷蔵ショーケースを設置することによる販路拡大

東京都 株式会社ブレス 3010501032843 インターネットＴＶ型ラジオを使って自社の認知度を高める

東京都 株式会社ファーストウォーク 5011001071000 オンラインで行えるライフプロファイリングを活用した子育てサポート

東京都 株式会社希世舎 2011101087832 タクシーフードデリバリーサービスの市場拡大と新規顧客獲得

東京都 株式会社ＨＡＪＩＭＥ　ＫＯＴＯ 3010601054903 フランス料理シェフによる料理・お菓子の通信販売事業

東京都 株式会社Ｇｉｖｅ　ａｎｄ　Ｔａｋｅ 4030003008876 非対面型による「消費者と地球に優しい」オンライン販売事業

東京都 ペガサス１０１０教室 － ＱＲコードとリモート授業による非対面型集客への転換

東京都 株式会社江角商事 9010001137617 四季旬彩「こだわりの料理」のテイクアウトによる新市場開拓

東京都 シルキーグレイス株式会社 1011501024072 販売製品の集客、営業活動のオンライン化・非対面化による売上獲得

東京都 株式会社大都商会 1013301020796 新規事業の立ち上げおよび販路拡大のための第三者機関の認証取得

東京都 株式会社コダマメディカル 4013301021965 眼科向け人材紹介サービスの販路拡大施策と非対面での新規顧客獲得

東京都 シンテック株式会社 3010001114984 ホームページの改修よる営業効率の向上

東京都 株式会社エアートーヨー 6010401035217
オンライン航空券予約システムを活用した法人顧客の維持と新規取引先の
獲得

東京都 株式会社Ｑｒｅｅｐ＆Ｃｏ 1011001111833 マッサージの非対面化と美容特化で、コロナ禍でもお客様を幸福に

東京都 合同会社Ｊａｐａｎ　Ｃｕｔ　ｇｌａｓｓ　Ｓｔｕｄｉｏ 1011703002628 ニュー・スタンダードにピッタリなガラス工芸教室はじまる！

東京都 大栄物産株式会社 3010601052873 ＨＰと広告記事で生産者への認知度アップと非対面取引を増加させる

東京都 下矢　中小企業診断士事務所 － 中小企業専門の「ストーリー型新規事業・新商品開発」支援

東京都 越後一笑 － 商圏分析レポートを駆使した実践型の個別リモート販促コンサル業

東京都 株式会社Ｋ－ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 8010601038364 ＷＥＢ／動画制作による非対面型での事業活動の実現

東京都 Ｖｅｒｙ　Ｍｅ － 栄養、健康に関するオンラインレッスン、コーチングサービス

東京都 エクスプレッサー －
キッチンカーを活用した移動販売の強化とテイクアウトメニューの開発による
新規顧客獲

東京都 株式会社イゾラマニフィカ 4010501029186 伝統の味わいを自宅で再現することができる新商品の開発

東京都 株式会社シード 6012801009543
オンライン研修用スタジオ構築による非対面型ビジネスモデルへの転換およ
びテレワーク

東京都 丸昇フルーツ － 旧態店舗営業からの改革と広域市場へのチャレンジ

東京都 有限会社エイビックサウンズ 5010402025671 プロジェクションマッピングを取り入れた先進的ライブ配信システムの構築

東京都 株式会社日吉 9010501032755 真空パック包装機導入による新食品保存方法と販路拡大

東京都 株式会社ＫＯＵＪＵＮ 1010001211874 オンライン予約システム導入による非対面指導の販路拡大

東京都 アプリオリ・ミュージック合同会社 1010003023343 非対面イベントのチケット販売システム構築による利益向上計画
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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。

東京都 株式会社モリノオーログラーノ 2011601015821 製造直売店舗の設備増強・製品開発による「ＢｔｏＣ事業」の強化

東京都 株式会社トミテック 4011801010554 微細加工力と責任生産・販売体制を活かした非接触型企業活動

東京都 有限会社ｎｏｂｕｔａ 9010802020104 中小組織向け・情報システム部門請負サービスによる販路開拓

東京都 株式会社ｉＫｏｙｏｏ 3010901032971 アイデアを事業プランに昇華、エンジニアのための起業塾

東京都 有限会社ヘルスビジョン 6010002052933 海外販路強化のためのオンライン商談付き多言語ＬＰ制作事業

東京都 株式会社鈴木製作所 1011801008898 非対面によるインターネットを活用した新しい営業活動の確立

東京都 ＭＩＸ　ＳＥＮＳＥ株式会社 1013201015269 ＥＣサイト開設によるオンラインショップ事業強化及び販路開拓

東京都 レストランかざみどり － 動画とチラシで持帰りと配達を広告し冬季もテラス暖房で客数増加

東京都 ＬＵＮＡＳＯＬ － 『メイクレッスン動画配信、オンラインスクールへの事業拡大』

東京都 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ＤＵＭＢＯ － 新規事業「移動式美容室」のホームページ作成による集客活動

東京都 フリージアース － オンラインによる非対面でのハンドリフレ講習会の開催

東京都 水月株式会社 5010501006853 ホームページ制作とネット予約システム導入による非対面型の営業効率促進

東京都 株式会社ネモフアー 5010601014104 テレワーク型縫製業への変革による生産性向上事業

東京都 株式会社Ｈ・Ａ・Ｓ 5011101055076 【ネット広告での新規客獲得と感染対策強化での売り上げ維持・回復】

東京都 パーソナルトレーニングジムｅｖｅｒｇｒｅｅｎ － オンラインサービスとオリジナルサプリメントによる健康増進支援

東京都 株式会社Ｆｉｖｅ　Ｓｅｎｓｅｓ 5010001182906 インターネットを活用したオンライン公演の新規顧客獲得

東京都 ＣＯＯＫＥＲＳ － カレーの新規開発と冷凍カレーのネットを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社バイツ 8013301043114 オンラインサロンの開設と法人向けサービスの受注率の向上

東京都 株式会社キャバリー 3010401102267 テイクアウト販売を行うためのテイクアウトスペースの導入

東京都 株式会社ＧｏｏｄＴｈｅＷｈａｔ 4010901040098 ＥＣで展開をするスパイスの手作りキットの開発とブランディング

東京都 株式会社アンスタイル 7010401144685 障害者の見守り無人化と安全確保による新規障害者の獲得

東京都 フェアネス土地家屋調査士法人 9011405002076 感染リスク削減・効率化・提携同業者確保のためのオンライン化

東京都 株式会社ハイブリッドブレイン 2100001027740 強みである料理技術を活用したビストロスタイルへの業態転換

東京都 ＹＵＵＢＩ － レンタルサロンのオンライン化。及びセミナーの主催。

東京都 吉本勝也税理士行政書士事務所 － 中小企業への会計リテラシー向上研修を中心にした関与先拡大戦略

東京都 株式会社スタートコンサルティング 8010001189733 ＥＣサイトの開設・イベント開催による新規顧客の獲得

東京都 ピザ＆ワインライブラリーＥＳＯＬＡ － 移動式キッチンカーによる、若年層の新規顧客の開拓

東京都 マレックス株式会社 4010001205147 非対面型商談システムの導入と販路開拓

東京都 株式会社イー・ピー・ケイ 6011101001657 「訪問なしの非対面型営業ツール作成による販路拡大事業」

東京都 株式会社ＦＩＤＥＳ 3010001151821 コロナ逆境に打ち勝つための非対面レッスン事業展開作戦

東京都 株式会社郷土菓子研究社 9011001129034 世界の郷土菓子をご自宅で！生菓子配送はじめます

東京都 佐々木　健人 － オンラインによるボイストレーニング教室の開講

東京都 株式会社ＡＤＶＩＮＴＡＧＥ 6011001135530 ナノ酸化チタン光触媒コーティングのオンライン販路開拓

東京都 ケンブリッジジャパン合同会社 8011803002430 生産者・飲食店ネットワークを活用したＥＣ食品販売事業
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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。

東京都 株式会社アート蒼 6010401088925 コーポレートサイト改修と広告活用によるネット販売の拡大

東京都 株式会社ミスターブランディング 7010001205177 Ｗｅｂを活用したセミナー及びオンライン個別相談による販路開拓

東京都 株式会社御田製作所 4010601030390 ＥＣサイト構築による新商品開発と販路拡大

東京都 株式会社フレックスヴァリエーション 9011201017591 ＷＥＢマーケット戦略でＨＰ・ネットを通じたお客様対応の新規顧客獲得

東京都 合同会社ＭｉｉＰＲ 6011003007067 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

東京都 株式会社Ｍｉｎｏｒｕ 2410001012281 不動産投資家プラットフォームサイト開発による販路開拓

東京都 鈴木＆パートナーズ法律事務所 － 専門分野特化ＷＥＢページと非対面型相談による全国への販路拡大

東京都 ベストミライクル株式会社 8290001062937 ＥＣサイトによる維持管理システムのコーディネート事業拡大

東京都 株式会社ＡＩＴＥＣＨＣＡＭＰ 1010401146514 スクール生新規獲得のためのマーケティング戦略とＷｅｂ広告

東京都 ｍａｓｈ　ｒｏｏｍ － 動画を活用したライブコマース事業を新規立ち上げ

東京都 エイジコンシャストウキョウ合同会社 2010003029059 ＺＯＯＭを利用したオンライン講座とＥＣサイト開設で事業強化

東京都 有限会社フリークワークス 7013202012334 非対面型商品販売を円滑に行うためのネット環境整備。

東京都 加藤　ゆかり － オンラインによるライブ配信・商品販売

東京都 株式会社ライトハウス 3010601039160 “音”のスペシャリストにより最高の音を届けるライブ配信事業

東京都 株式会社ダブルトップ 9010401043794 肉専門店の三密防止の為のテイクアウト及びデリバリー事業

東京都 松原　竜男 － オンライン配信・勉強会

東京都 大都ホールディングス株式会社 2013301024359 ホテル再開に設備再稼働及び新規ホームページによる集客施策実施

東京都 ひらがなネット株式会社 7010601042656 外国人に伝わる「やさしい日本語」オンライン研修事業

東京都 有限会社精香園 1010402031525 通販・テイクアウトメニューを開始するためのサイト開設

東京都 株式会社モダンタイムス 8010001201927 非対面・非接触スマートテイクアウト飲食事業の販路拡大事業

東京都 ワインバルＫＩＫＵＯ － デリバリーでの販売を始め、新規顧客の獲得。

東京都 焼肉ありらん　新宿本店 － ＥＣサイトとホームページで非対面型ビジネスを開始する

東京都 株式会社ハウシーズ 6010701017055 非対面物件案内システム導入とインターネット広告強化

東京都 福嶋　みゆき － 需要拡大に向けたオンラインビジネス環境強化への取組み

東京都 株式会社ＳＬ 8010401096505 デリバリー事業販路拡大のための専用商品開発事業

東京都 舞弦美音 － 舞弦美音

東京都 株式会社テトメ・メディカルサービス 8012701012752 オンラインカウンセリングサービスの新事業立ち上げ

東京都 株式会社ウィル 3011001116384 非対面ビジネスモデルの構築　ＢｔｏＢ卸販売事業開始

東京都 ＴＯＴＡＬ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＰＲＯＧＲＡＭ － 完全オンラインでの新トレーニングの販路開拓

東京都 株式会社Ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｇａｔｅ 7011603002144 オンライン受注管理システムの導入

東京都 株式会社コールサック社 8011401012014 俳句かるたミックス販売促進に向けたＨＰ改修、ＰＲ動画作成。

東京都 株式会社ＨＡＴＡＧＯ 8010001120061 旅行に同行せず展開するオンラインガイドサービス提供事業

東京都 有限会社グリーンテック 2012302005913 川崎氏で一番安心できるリフォーム店としてのオンライン営業戦略

東京都 株式会社ユーファースト 9011801030201 ＬＰ作成とオンライン説明会の開催によるＦＣ展開の強化
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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。

東京都 日本料理あづま 2010002002776 宅配専用のホームページによる新しい飲食店のカタチ

東京都 坂林公認会計士事務所 － 非対面による「御用聞き」ビジネスモデルの構築

東京都 ＴｈｉｎｋＸ株式会社 6010401116248 販路拡大のための展示会出展及びレンタルスタジオ事業の開始

東京都 屋号ナシ － 企業から委託された映像を低価格で行う映像制作

東京都
株式会社エム・ケイ・コネクションインター
ナショナル

4010401005353 ウェブサイトによるテイクアウトの認知向上と自社商品のＥＣ販売

東京都 株式会社ＡＬＬ　Ｆｒｅｅ 7010001193496 コロナに負けるな！非対面転換でＦｒｅｅ　ＧＯ

東京都 株式会社ｉｎｓｉｄｅ 8011101090962 ＨＰ作成及びコンサルティングの非対面化

東京都 株式会社フォー・ツリーズ 7010401085376 物販品のネット販売による売上アップ

東京都 ＴＲＵＥＣＯＬＯＲＳアロマ＆ボディ － 非対面型動画講座の制作と自社ＥＣサイト制作で販路開拓

東京都 スプライングローバル株式会社 7010401149346 非対面型オンライン対談配信による新規顧客接点創出スタジオ

東京都 リブート株式会社 6010801022525 ウェブ集客支援のパッケージ化と非対面での新規顧客獲得

東京都 株式会社Ｄａｙ－Ｓｔａｎｃｅ 2010001140049 ＥＣサイト活用によるフードのテイクアウト、及び情報発信による集客拡大

東京都 心に響く会社合同会社 8010403021386 オンライン導入による新規販路と新規顧客の開拓

東京都 合同会社ルネッサンス 3010403020780 真空包装機を活用した新商品開発とデリバリーによる新規顧客獲得

東京都 ときめきコンサルティングＣ’ｓ － 旅をしながら仕事する非対面型で完結するワークスタイルを広める

東京都 合同会社キミドリ 4012303001001 おしゃれなカフェが提案。家族写真で元気な姿を伝えようプロジェクト

東京都 株式会社獏 2010801030184 買取・販売方法のオンライン化で促進する市場の活性化

東京都 ベストコミュニケーションズ株式会社 7010501038523 ＨＰリニューアルとオンライン商談、オンライン見積もりの導入

東京都 株式会社ＡＩＫＡ 1010001205001 動画ＳＮＳを利用したオンラインでの集客装置の構築

東京都 Ｌｉｃｏ＆Ｍｏａｎａ － ネットショップ新設及びオーダーメイド品を可能とする機械購入

東京都 ＬｉｂｅｒｔｙＴｏｋｙｏ － オリジナル新商品販路拡大！商品製作過程動画で認知度向上作戦！

東京都 株式会社ティーツーシー 7010001185056 営業・契約促進型オンラインシステムの構築

東京都 株式会社ビジネスベース 8011601011138 オンライン営業システムの導入とホームページ・ＤＭによる宣伝

東京都 バランシア株式会社 8010001109419 自社ＨＰの作成によるオンライン販売と固定客の来店回数の向上

東京都 町田コンディショニングジム健介 － 無人営業システムの導入と環境整備、新規収入源と新規顧客の確保

東京都 ｅｎ～ｎａｔｕｒａｌ － オンライン上でのヘアケア・美容商品の販売強化

東京都 湯会株式会社 8011001109086 配信型トークイベント「推シ宴」の定期開催

東京都 有限会社ア・ラ・ターブル 1013202000047 新規Ｗｅｂページ作成で営業力強化とオンライン教室の導入

東京都 株式会社ジョイフィオ 9011701021184 外国人特化型お部屋探しサービス「Ｒｏｏｍ　ｉｎ　ｊａｐａｎ」

東京都 加圧スタジオ　Ｓ－ｌｉｎｅ － オンライントレーニングの提供とＷｅｂでの集客

東京都 株式会社アバ（ＡＢＡ） 6011701016286 カーアクセサリー販売の一般顧客向けＥＣサイト事業の開始

東京都 ジェイワークス合同会社 4020003008324 メディアＰＲのためのオンラインライブ配信サービス事業

東京都 ロビーエム・カンパニー株式会社 9010801029807 高性能・用途別撮影機材導入によるリモート改善指導体制の確率

東京都 ショップ花凛 － 巣籠り需要に対応した新商品開発と販路拡大および梱包材の内製化
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東京都 新銅　康晃 － リモート録音＆Ｍｉｘ、テレワークスタイルの構築

東京都 株式会社ユー・スタッフ 6010001133800 越境型ＥＣサイト構築による自社ブランドの確立と販路拡大

東京都 株式会社想隆社 8470002013623 プログラミング教育のパッケージ・プラットホームの開発と販売

東京都 ＭＡＰＲＩＬ － ワークショップ、レッスンのオンライン化と知名度アップ

東京都 森山剛 － サイトの充実化、酒類通販事業の拡大

東京都 和柄ファクトリー － Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＷＡＧＡＲＡ

東京都 株式会社福水戸家 6010001171924 「ＤＸプラットフォーム構築によるコンテンツマーケティング」

東京都 Ｓｐｉｅｌｐｌａｔｚ － 車を販売するための、ＥＣサイトの構築

東京都 ギャラリー龍 － 絵画販売の非対面型ビジネスモデルへの転換と販路開拓

東京都 株式会社峰盛 1011101077173 シンガポール料理ランチ及びティクアウト、デリバリーをする。

東京都 ＧＹＫ － ＳＮＳでの集客力強化と、ＥＣサイトとチラシによる業務効率化

東京都 株式会社生活デザイン研究所 6010901025510 地産地消！日本の食材を食べる旅～ナチュラルストアの実施～

東京都 株式会社イーズライフテクノロジー 6010001202415 国内産業の新たなセキュリティ指針を示す、販路開拓の取り組み

東京都 株式会社シンフォニー 4010901038233 脱旅行予約サイトにより差別化・ホテルブランディングの強化

東京都 株式会社ソラノイロ 5010001151753 製麺機導入による「パン×麺」のテイクアウト拡大で非対面推進

東京都 株式会社エイチバランス 7010901045838 ホームページ改良し、接触時間を短縮し、チラシ広告で販促！

東京都 笑顔日和 － 自宅が健康美人サロンになるセルフケア・オンラインスクール開校

東京都 株式会社ＭＯＣＯＰＬＡ 9011101082488 放課後スクールＭＯＣＯＰＬＡの非対面で安心教育実現事業

東京都 有限会社礒谷式力学療法 5011202000559 オンラインを活用した非接触・非対面型診療の導入

東京都
株式会社ＴＲＡＣＥ　ＨＯＴＥＬＳ　＆　ＴＲＡ
ＶＥＬ．

9010001182191 コロナ対策が行われたゲストハウスへの改修

東京都 千先　岳 － ワンオペ映像制作業務への転換と顧客拡大に向けた取り組み

東京都 クリブワークス株式会社 3010901039380 お家コーヒー向けグッズ・ギフト開発によるＥＣ新規顧客獲得

東京都 株式会社ユアリゾート 9080101015749
当社コンドミニアムホテルの強みを活かした現場作りとＰＲ・販売販促の強化
による新規

東京都 鶏笑府中店 －
店舗改装と設備投資による安心・安全の実現と集客機能強化による売上拡
大計画

東京都 トレッサ株式会社 5010001005653 自社ＥＣサイトによる非対面販売の強化と全国販路の開拓事業

東京都 ネイルサロンステラステラ － ホームページとパンフレットを活用して、幅広い年齢層へ癒しネイルを提供

東京都 株式会社マリアナブルーコーポレーション 1010001198690 マリアナブルーの魅力を伝えるアパレル商品のＥＣ販売事業

東京都 株式会社ドクターシアーズ・ゾーン 5010001136952 主力商品の新たなＢｔｏＢ販路開拓と販売会社サポート事業

東京都 株式会社ＦｉｎＣｕｂｅ 7010401108921 ファイナンシャルプランニングのネット宣伝充実事業

東京都 ＳｔａｒＴｒｙ　Ｓｐｏｒｔｓ － オンラインフィットネスＨＯＯＭ　ＦＩＴ！の運営

東京都 堀山　勇治 － ＥＣサイトを通じた「プロ御用達の美容商品」のオンライン販売

東京都 株式会社シェフズステージ 7011801030038 コロナウィルス対策換気工事とテイクアウトメニューの充実

東京都 株式会社自治体研究社 8011101009038 ＨＰ刷新によるオンラインイベントをはじめとした非対面新規事業

東京都 株式会社ｉｔｓｕｂｅ 4010601052798 革新的美容パック機器の自社ＥＣページによる直接販売の確立
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東京都 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＡＮＥＬＡ － セルフホワイトニング関連の販売拡大のための対策

東京都 日本料理とＪＡＺＺのお店さくたみ － ＥＣサイト構築によるアロハシャツ等の販売

東京都 集客データ解析研究所 － オンライン相談の実施とそれを訴求する自社サイトのリニューアル

東京都 Ａｎｒｉｒｅ － 美容機器を用いた非対面型セルフエステと家族間ケア通信講座導入

東京都 株式会社フロンティアスピリット 1010601048857 テイクアウト事業の拡充による販路開拓

東京都 株式会社バロン 8010901042768 新商品の重炭酸入浴剤のＰＲとＷｅｂサイトを通じた新規顧客獲得

東京都 グローバル茶道 － 「利休の侘茶の茶道」を非対面型で継承するための販路開拓

東京都 合同会社エドエックス・ラボ 5010603005010 オンライン研修、打ち合わせ設備導入による新規顧客開拓

東京都 株式会社蔵 8010901018710 オンライン宅配買取サイト事業の構築

東京都 ヴィゴラスマインド － ウェブセミナーやオンライン講座などのリモート商品の開発販売

東京都 隠れ家ぎょうざやみつき － 冷凍餃子の製造許可取得で販路を拡大し、新規顧客獲得。

東京都 ＪＡＩ　ＨＩＮＤ － ‘テイクアウト’受注拡大のための情報発信強化と設備能力の増強

東京都 シフト株式会社 2011101082882 インバンド旅行者に日本ならではの商品をＥＣサイトで販売する

東京都 ブルシナール － 顧客が接触しない店舗構造と感染防止対策強化による集客力の向上

東京都 オギャー株式会社 4011001103613 オンライン完結クリエイティブ制作サービス

東京都 ディートエル株式会社 8010901027703
新規路面店舗を通じたオンライン接客・販売への移行と販路拡大の為の商品
開発

東京都 合同会社ＰＥＡＲＬ　ＤＥＷ　ＭＵＳＩＣ 8011603002143 アクセスしやすいウェブサイトに！もっと音楽を身近に！

東京都 メディカルサポートスクール株式会社 6011001064812 再び顧客に寄り添う全面的オンライン講座と集客システムの構築

東京都 ＮＡＫＥＤ － 独自のスパイス配合で開発したスープカレーの非対面販売拡充

東京都 株式会社サンオー 7010501005119 ホームページとＩＴを活用した非対面ビジネスモデルの再構築

東京都 鉄板焼きｎｏｔｅ － 近江牛を活かした通販事業への新規参入

東京都 株式会社イナタヤ商事 2010001146995 ネットショップ店舗を開設し国産鴨肉を消費者へ直接販売する

東京都 とんかつ太志 － 冷めても美味しいテイクアウトとんかつ！

東京都 株式会社デジタルドロップ 5010001195577 動画編集をビジネスの軸とした新規顧客の獲得

東京都 株式会社キューテン 8012301006865 オンライン営業による薬局向け還元型Ｑ１０卸売販売への転換

東京都 株式会社ｈｏｉｆｏｉ 1012401019336 ソーシャルディスタンスの為の店舗改装と映像配信事業の開拓

東京都 株式会社たまき家 3011001057521 ＥＣサイト開設による非対面新商品販売と総合的販路開拓計画

東京都 安藤さゆり － オンラインイベント及びオンライン健康コンサル商品の販路拡大

東京都 菅井　秀一 － ネットで映像配信サイトを構築し営業手法の転換、新規顧客獲得

東京都 Ａｋｉｈａｂａｒａ　Ｄｅｓｉｇｎ － ウェブマーケティングおよび顧客データ分析のサポート業務

東京都 ＳＵＧＡＴＡ青山 － オンライン対応スタジオとしてのＨＰ構築と動画等による魅力発信

東京都 やぎおか堂 － 新患集客と新たな生活様式により生じる疾患への対応と感染症対策

東京都 田中　純弥 － ＳＮＳを強化し新作グッズを通販で販売＆店の動員にも繋げる

東京都 フォトグラファー － 新たな撮影方法、自宅での商品撮影を可能に
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東京都 植村　由理 － 接触を減らしたヨガ事業と新規写真事業・作業効率向上と販路開拓

東京都 葉山房 － テイクアウト販売を活用した新規顧客獲得

東京都 株式会社Ａｒｂｅｔａ 6011001092086 「Ａｔａ　ｕｐ　ｔｏ　ｙｏｕ」食事をプレゼントするという新しい食の提案。

東京都 痩身＆根本改善専門店ＲＥ＿ｐｌａｃｅ － アフターコロナ時代の新しいサロン作り

東京都 ＫＩＮＧＤＯＭ　ＣＡＦＥ預言 － テイクアウト、オンライン化に特化した業務転換の為の設備投資

東京都 株式会社Ｖａｒｍｅｎ 1011001113540 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社マイティー 9010801026069 太陽光発電所向け防草シートの販売・施工強化事業

東京都 Ｌｕａｎａ． － ホームケア商品のネット販売とオンラインカウンセリングの実施

東京都 有限会社フジヤマコム 8010902025037 フェス会場（屋外イベント）の携帯用除菌スプレーの無料配布

東京都 Ｂｅｌｌｅｇａ － ランディングページの開設とオンラインレクチャーによる販路開拓

東京都 Ｏｎｅ　Ｔｒｉｃｋ　Ｐｏｎｙ － テイクアウトとテラス強化による販路拡大

東京都 ＩＬ　ＢＩＧＮＥ － 新商品開発とインターネットを活用した新規顧客獲得事業

東京都 彫刻リンパＣＨＵＲＡ － ｗｅｂ媒体強化による新規販路開拓

東京都 Ｃｏｄａ　Ｓｙｏｔｏｋｕ　Ｏｎｅ合同会社 4011003010634 テークアウト・デリバリー認知度向上、新規ＥＣ販売事業の創設

東京都 株式会社池田製麺 4011301000576 ・老舗製麺屋のＥＣサイト構築及びＳＮＳ活用による売上増加計画

東京都 株式会社守半海苔店 6010801011949 既存のお客様、新規顧客獲得のためのインターネット販売

東京都 Ｙ＆Ｍ　ＤＡＮＣＥ　ＬＡＢ． － オンラインレッスンとＥＣサイトで新顧客創出

東京都 株式会社Ｎａｋａ優 3030001098540 国産牛１００％のハンバーグの通販事業とＷＥＢサイト販促

東京都 株式会社イッツネット 7010901016574 新たな加工方法による新商品開発とネット販売による新規顧客獲得

東京都 本堂　尚美 － 非対面マーケティング強化によるカウンセリング事業の拡大

東京都 ＧＩＮＺＡ　ＣＲＹＯ － オンラインマーケティング強化し新規顧客を獲得する

東京都 株式会社Ｗｏｎｄｅｒｅｒ’ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ 2010001155121 国内産とうもろこしを活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 ＭＡＮＤＡ株式会社 5010001193028 Ｍ＆Ａ検索サイトの登録促進と売買促進ツール導入

東京都 株式会社ハーマン 3011101017202 老朽化した看板の張替と販売方法の非対面化による新規顧客獲得

東京都 Ｉｎｎｏ　ｄｅｓｉｇｎ － ＶＲ・ＷＥＢミーティングを用いた空間デザインの非対面業務拡充

東京都 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｐｅｃｈｅ － オンライン顧客開拓及び店舗の非対面型サービスによる有効活用

東京都 Ｂａｒ　Ｎｏｉｒ - ショッピングカート付ウェブサイトでの通信販売

東京都 有限会社東京ガーデン 3013202007197 植物のＷＥＢサイト販売による販路開拓と新規顧客獲得のためのＰＲ活動

東京都 紅花食品株式会社 7010001028801 ＥＣサイト改良・構築による食用油のＢｔｏＣ販路拡大

東京都 有限会社ケイ・ピー・ディ 4011802027837 ＨＰ・パンフレット・テレワークの非対面ビジネス構築で顧客獲得

東京都 ジェットエイト株式会社 2010001089303 テレワーク環境整備のための通信機器導入

東京都 株式会社サイファーポイント 6011201013123
当社のプランディングサービスに関する、オンラインを軸としたプル型営業体
制構築事業

東京都 ＫＡＲＥＮ結婚相談所 － オンライン結婚相談・カウンセリング及び会員拡大の取り組み

東京都 ＩＰ　ＦＯＲＷＡＲＤ法律特許事務所 －
インターネットを活用した新規サービス（中国商標出願）とネットを通じた新規
顧客獲得
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東京都 株式会社アートランド 1010001000170 シニアの「笑いの健康づくり」オンラインプログラムの構築

東京都 ランヴィボーテスクール － オンラインレッスン導入によるスクール維持と動画による広報事業

東京都 リファイン南千住整骨院 － 予約の非対面化による感染防止とネットを通じた新規顧客の獲得

東京都 ＫＭ美装株式会社 1011801037823 遺品の買取り・販売するためのＥＣサイト・ＨＰによる販路拡大

東京都 Ｂｅｆｏｒｅ　ｍａｒｒｉａｇｅ．ｃｏｍ － オンラインセミナー・お茶会による女性顧客の確保・開拓

東京都 株式会社プレジャーフィールド 8011301016478 キッチンカーによる非対面式移動販売

東京都 オフィス・マニフィカ － 国内ツアーへの転換とウェルネス・ツアーの新商品企画と販路開拓

東京都 株式会社ビードゥー 4013201016586 ＨＰリニューアル＆オンライン化＆ＥＣサイト導入にて物販の促進

東京都 ロウスクワードトウキョウ株式会社 8011001065924 個人と専門家向け電子出版マーケティング支援事業の構築と販促

東京都 弁護士法人Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ法律事務所 1013305002741 ＹｏｕＴｕｂｅ動画配信によるオンライン法律相談の獲得

東京都 グリルハンター － お客様自身でお会計をするセルフレジスターの導入

東京都 株式会社豊明社 3010401027340 「オンラインでも親身に相談できる新しい時代の営業ツールの開発」

東京都 株式会社翠鳳 1011302011245 新商品開発によるテイクアウト事業の実現

東京都 株式会社ジェイフラッグ 3010001130016 既存商品およびコロナ禍対応商品を活用した新規顧客獲得

東京都 船木綾希子 － オンラインを活用した集客・顧客教育の自動化プロジェクト

東京都 堤　真友子 － オンライン取材・Ｗｅｂライティングの非対面型販路拡大事業

東京都 株式会社Ｌａｍｉｅ 1011001117987 ＳＮＳを活用したブランドイメージＵＰとＥＣサイトの充実

東京都 Ｓｔａｒ　Ｂｒａｉｎ　教育研究所株式会社 3010901033805 非接触型ネット集客の実現と非対面型学習支援サービスの追加

東京都 株式会社ジオン 9011601008059 公演から非対面のコンテンツ販売へと移行。高付加価値な商材開発

東京都 ＦＬＯＷＥＲ － 国内新規仕入れ先開拓と新販路の楽天の取り組みと物流の外注化

東京都 安芸フードサービス株式会社 9013301023528 広島レモンを使ったスイーツの開発とＥＣサイト構築による販路開拓

東京都 有限会社宝亭 3010002052622 テイクアウト＆デリバリーの開始による非対面ビジネスの実施

東京都 株式会社東京デュース 6011701013069 完全独立型　非対面式アレンジメント教室による新規顧客獲得

東京都 Ｋｉｉｔｏｓ株式会社 6010401110952 非対面型（商品預かり／リモート）撮影を中心とした販路開拓

東京都 株式会社アクア 5010001109099 教育関連事業者向けの双方向オンライン授業クラウドサービス

東京都 ｔｈｅ　Ｒ　ｎａｉｌ　ｃｏｍｐａｎｙ － ホームページからアクセスできる施術動画制作とＥＣサイトの構築

東京都 合同会社ＹｕＭＫ 2030003011147 マーケティングを学習する会員制オンラインコミュニティの運営

東京都 株式会社ｄｅｅｐ　ｚｏｎｅ 7010601054908 アフタ－コロナ１９における非対面型ビジネスへのアプローチ

東京都 アレックスジェイコレア有限会社 4010402034186 テイクアウト弁当、キムチ、総菜販売

東京都 モバイルモバイル池袋店 － ログイン機能付きホームページによる非対面取引の増加計画

東京都 株式会社３ＮＡＩＬＳ 8011001090600
ＥＣサイト導入によるケア用品やネイルチップの販売とサロン環境改善のため
の店舗移転

東京都 ＨＩＭＩＫＡ　／　ヒミキヨノ － ＳＮＳやＷＥＢサイトを有効活用したオンラインの販路拡大

東京都 ＳＩＫＩ　ｈａｉｒ － カウンセリング・レクチャーのオンライン化とその宣伝

東京都 株式会社ルベルグロウ 2010901038169 いつでも、どこでもあわいの料理を食卓に！
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東京都 エミアブル － ＥＣサイト開設による免疫力向上サプリメントのネット販売

東京都 クチュリエールボーテ株式会社 8010001143054 オンライン授業完全予約制で非対面式施術サロンへ

東京都 ねこのかぎしっぽ株式会社 3010401137040 新規紙・ネット広告による新規顧客獲得事業

東京都 Ｓｔｕｄｉｏ２ｎｄＳｃｅｎｅ － オンラインレッスンの実施・新規販路開拓

東京都 株式会社アマテラス・イタリア 8010401093618
バーチャルでリアルイタリアと出会う！旬のイタリアを配信、オンラインスクー
ル＆ショ

東京都 株式会社越路 9011801033716 スイーツＯＥＭ販売の非対面型オンラインマーケティング事業

東京都 浅野尚志 － テレワークでのプロ品質のオーディオエンジニアリングの提供

東京都 有限会社Ｓｉｘ・Ｓｉｘ・Ｓｉｘ 2011002032160 ３Ｄプリンター輸出販売オンラインサイトの開発・販路開拓

東京都 ＨａｎａＳａｋｉｅ － 自社サイトでの造花ブーケ・髪飾りレンタル事業新規参入

東京都 ＨＡＶＥＦＵＮ － 非対面型のための動画コンテンツを含めたＥＣサイトへの制作

東京都 株式会社ライブアクト 1010001193849 売上及び商圏拡大の為のアプリ作成とホームページのリニューアル

東京都 株式会社スカイピーク 6010401131651 問合せ～報告の非接触化システムによる外壁点検事業への新規参入

東京都 さんごさん － 長崎・五島の地域資源を生かした商品のＥＣ化事業

東京都 ３ｐｅａｃｅ株式会社 6011601024083 自社ホームページ構築をきっかけとした非対面型ビジネスへの転換

東京都 株式会社なつコーポレーション 2011001016882 完全無人対応のレンタルスペース事業と新サービスのＥＣ販売事業

東京都 ＪＩＰ株式会社 4013301033119 地方創生に寄与する外国人人材採用サービスのオンライン化

東京都 工藤晃太 － 新型コロナウイルス対策及び売上回復・向上のためのセルフ型機材導入

東京都 鍼灸サロンＦｉｎｅ　Ｌｉｆｅ　Ｆｉｎｅ　Ｌｉｆｅ整骨院 － オンラインウェブ施術、およびセルフケアの動画配信事業

東京都 行天宮鍼灸院・接骨院 － 感染防止対策の徹底、往診強化、オンラインお灸指導で売上アップ

東京都 Ｊｏｕｒｎｅｙ　Ｓｃｒｅｅｎ － ドライブインシアターによる非対面型映画イベントの導入

東京都 アウルム － 副業スクールのオンライン学習サイト構築事業

東京都 Ｓｍｉｌｅｖｏｉｃｅラボ － 動画配信とテキスト販売による非対面レッスンでの新規顧客の獲得

東京都 株式会社ジョシュアツリー 5011001125029 デジタルマーケティングのオンラインプラットフォームサイト構築

東京都 セルモ目黒本部教室 － 新規オンライン授業、オンラインセミナーの提供と広告宣伝活動

東京都 株式会社Ｄｅｓｉｇｎｅｒｓ　Ｐａｒｋ 7011001116389 高価格帯に特化した会員制売買サイトのＷＥＢ広告による販路拡大

東京都 株式会社ラッキー 7011001068143 自社ＥＣサイト開設に伴う製品販売による非対面事業での売上作り

東京都 櫻井ゴルフスタジオ － スイング動画と弾道解析結果を用いたリモートゴルフレッスン

東京都 株式会社ＭｉＣ 2010001149313 ＥＣサイト構築及びチャットポット導入による非対面ビジネス化

東京都 サケハイブリッジ － 非対面型への転換！営業活動とウェビナー時の実施

東京都 ナギムラレフティーゴルフ － 「左利き用ゴルフクラブセット」の開発及び新規顧客獲得の販促活動

東京都 Ｋ　コンツェルン 3013301036411 全国各地から仕入れる旬の魚介を使った自家製干物の通信販売

東京都 阿部翼 － マジシャンスクールの創設とＥＣサイトとＳＮＳの運用

東京都 ＩＶＥ － 非対面型授業に向けてＥＣサイトの作成と動画教材の制作

東京都 ＲＡＫＵＧＡＫＩＪＡＰＡＮ合同会社 3010403017991 非対面型販売への取組における映像配信及びブランド力強化
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東京都 株式会社タスクインタラクティブ 9010001141890 飲食事業の強化、宅配事業・持ち帰り販売の拡充

東京都 株式会社イクヌーザ 8011001050190 非対面商談とＥＣサイト構築による販路拡大と業務効率化

東京都 ＦＬＯＧＩＥＩＡ（フロージア） － 癒しを届けるアロマ空間デザインとオイルのＥＣサイト販売。

東京都 砦アドバンスフーズ有限会社 1011002029414 自社ＨＰ制作及びネット通販の立ち上げによる販路拡大事業

東京都 株式会社Ｈｕｌｔｙ 6011001119962 対面施術に代わる業務用小顔矯正クリームの一般向け販売促進事業

東京都 Ｋａｒｌｓｓｏｎ　Ｗｏｒｋｓ合同会社 9010403010264 オンライン商談とオンライン試飲

東京都 株式会社クリエイターズ 5040001109286 自社ＥＣサイト拡充によるシルクスクリーン印刷機の販売促進

東京都 鈴木電鍍工場 － 受注内容の大幅な拡大とＤＭ送付による顧客再来に期待

東京都 株式会社Ｇｒｏｏｖｅ　Ｄｅｓｉｇｎｓ 7010501042946 オンライン市民参加型まちづくり支援のための販路開拓事業

東京都 株式会社Ｈ＆Ｃ 8010003020061 新たに非対面型での水素オンラインセミナーの開講

東京都 有限会社ティー・ケー・ワン 1010902010029 ３Ｄプリンター及び動画を活用したオンライン商談サイトの構築

東京都 ゆめはん合同会社 5020003008760 ＷＥＢからのケータリング受注とカレーうどんのＥＣ戦略

東京都 株式会社スマートコンテンツ 7011101072672 人材事業におけるＨＰとシステム開発、面談スペースの確保

東京都 株式会社Ｍ＆Ｉ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ　Ｆｉｒｍ 2011101068353 新型コロナ感染症対策事業のオンライン相談機能付きＷｅｂ構築事業

東京都 Ｔｒｉｃｏｌａｇｅ株式会社 2010701039482 対面型と非対面型を併用した国内及び海外顧客の獲得と事業実施

東京都 山永株式会社 5011401017957 オンラインシステム導入によるテイクアウト事業による顧客拡大

東京都 株式会社Ｓｔｒａｉｎ 2010401134947 親子で成長！音とアクティビティのオンラインスクール事業

東京都 株式会社ＧＫＩ 9010401128422 コロナの影響を乗り越えるオンライン物販事業の開始と抗菌環境の整備

東京都 青山からす亭 － 洋食の老舗の味を家庭でも楽しめるレトルト食品開発とＥＣ販売

東京都 焼肉ホルモン恭や － ＨＰとＰＲ動画による非対面型ビジネスの実現

東京都 株式会社Ｓｈｉｎｏｎｏｍｅ 8012301010685
社員テレワーク環境の改善をサポート　～社内完全テレワーク化＋従業員モ
チベーション

東京都 有限会社サムリット 7011002036603 テイクアウト事業強化に伴うＳＮＳプロモーション

東京都 株式会社ヒューマンウェア 9010001108741 温泉宅配のネット予約販売ＥＣサイトの構築で新規販路の開拓

東京都 株式会社ＣＲＯＯ－Ｚ 7011301018319 テイクアウト事業の広告宣伝とお店の受入体制整備、商品開発

東京都 亀井　亮一 － オンライン完結研修事業の為のオンライン新規顧客獲得

東京都 株式会社オガワリバイタル 1011001131369 オンラインコンサルティング＆トレーニング『体コンサルニング』

東京都 ＯＹＳＴＥＲ＆ＲＯＴＩＳＳＥＲＩＥ　ＲＥＧＡＬ － 感染を防止していつもの味を！事前予約型テイクアウトシステム

東京都 株式会社イブ・コミュニケーションズ 8010701001032 オンラインレッスンの環境整備と宣伝強化による集客回復

東京都 トート株式会社 9011001067234 「新しいスタイルのオンラインレッスンによる音楽教室事業」

東京都 株式会社雅 5011101087490 テイクアウト商品開発に伴う機器装置購入と販促

東京都 株式会社Ｐｉｚｚａ　Ｐａｒｔｙ　Ｆｉｌｍ 6011001121563 新規オンラインコミュニティ事業への参入による販路開拓

東京都 ＡＲＴｉＦａｃｔ　Ｒ’ｓ株式会社 4010001203068 各種業務のオンライン化の促進及びネットでの新規顧客獲得

東京都 株式会社ＧＩＯＮ 6011201020912 株式会社ＧＩＯＮ　ネイルチップマッチングサイト　Ｎｉｍａｏ

東京都 品川ゼミナール － オンライン授業を利用した非通塾型学習事業モデルへの転換
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東京都 上田　聡 － 透過スクリーンによるデジタルアート演出による事業の周知

東京都 ｅａｒｔｈ　ｔｒｅｋｋｉｎｇ株式会社 3010801028772 山登り講座オンライン化と登山グッズのネット販売による販路拡大

東京都 株式会社ａｓｕｆｕｎ 9010401150277 自社ＥＣサイト構築とクラウドファンディングを活用した販路拡大

東京都 株式会社アメ横魚草 6010501039753 オリジナルのワゴン用いた、「密」を避ける新しい「街呑み」スタイルの提案

東京都 合同会社アカデミア 1011003009167 動画配信による非対面型授業への取り組み

東京都 酒楽いしだ屋 － 看板、ＨＰ、チラシによるお店のテイクアウトの宣伝・周知。

東京都 株式会社ＡＬＬＲＡＫＵ 2020001088980 カート付きｗｅｂサイトとＭＥＯによる新規顧客獲得

東京都 有限会社チルファクトリー 9010802009353 ポップアップストア出店や展示会出展による新規顧客獲得

東京都 Ｊｕｉｃｅ８． －
インターネットと非対面式ケータリングを通じた販路開拓および新規顧客の獲
得

東京都 株式会社創遠 8040001026660 キッチンカーを用いたテイクアウト販売に伴うＰＲ強化

東京都 有限会社ダディーフィンガー 1011102021840 自宅に居ながらお店の料理が楽しめるＥＣを活用した新規顧客獲得

東京都 株式会社オイコス庭園計画研究所 6010901044477 設計施工実績を活用した商材販売および新規販路の獲得

東京都 万通株式会社 9010001154216 シンガポール料理ランチ及びテイクアウト、デリバリーをする。

東京都 ｌｉｅｎ － 配信場所としてのレンタル事業

東京都 合同会社セカンドエフォート 1010403020428 ＨＰの開設・自社保有物件の賃貸リセールに際する内見案内のＶＲ化

東京都 株式会社グリッターライン 6011001111804 広告代理業の営業の非対面化とオンライン自社サービスの新展開

東京都 有限会社グラット 2010002031486 テイクアウト・デリバリー事業強化のための商品開発マーケティング事業

東京都 合同会社サントラスト 3013303001801 地域密着型宅配サービスによる販路開拓等の取組

東京都 株式会社ワールド・アメニティー 2011401013835 対面接触の縮小化・テレワーク環境強化とホームページ改修

東京都 サンリニア株式会社 9020001026645 テイクアウトメニュー増強および販路拡大事業

東京都 東京ＭＹ合同会社 4011703001387 【テイクアウトの開始と広告宣伝の強化】

東京都 Ｈａｎａ．ｙｕｉ － 顧客満足は非対面型で安心とオンラインで繋がる信頼プロジェクト

東京都 株式会社大拓商事 8010001139812 シンガポール料理ランチ及びティクアウト、デリバリーをする。

東京都 株式会社Ａｄｖａｎｃｅ 3013301028747 ランディングページによる新規顧客の獲得と非対面営業の実現

東京都 株式会社ＨＹＵＢＥＳＴ 2012801020280 オンライン推進×業務効率化が生む、新しいコンサルティングの形

東京都 株式会社ＣＬＡＰ 6011101050951 音声＋写真＋動画、３軸のアウトプットで読者にリーチ

東京都 トータス株式会社 6010601023896 自社の強みを活用した新ブランド立上げとネットでの販売強化

東京都 ＳＡＹＥＳ株式会社 8010001178983 オンラインへの転換による非対面スクール事業立ち上げ

東京都 ワンダーランド － ＮＥＴ販売の認知向上のための宣伝及び店舗内在庫棚の新設

東京都 有限会社ブレインダンス 2013402007287 老若男女への非体面型によるさまざまな学びの提供

東京都 Ａｕｔｏｕｒ　ｄｅｓ　ｆｌｅｕｒｓ花空間 － 動画等を活用した非対面型オンラインフラワースクールへの転換

東京都 株式会社ＩＨＣ 3010401129483 冷凍ケーキを活用したＨＰ・ＥＣサイトを通じた新規顧客獲得

東京都 有限会社グリーンライト 2010402004265 個人・小規模化粧品会社の草の根広告とブランディング事業

東京都 ファンクシビリティ合同会社 6011803003570 ＨＰ作成による非対面型サービスの導入
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東京都 有限会社シャーベッツ 9011002024622 新サービスによる新たな客層の開拓と来店頻度増加

東京都 株式会社ミ・ク・ライズ 3011701016181 ＥＣサイトの構築および店内環境の改善による事業拡充

東京都 ヘアーロッソ － 髪質改善メニュー導入で顧客満足の更なる向上へ

東京都 ワイド・リンク株式会社 9012801020051 障害児支援の療育動画制作とオンライン配信サービスの構築

東京都 株式会社ロカピリカ・ジャパン 9011301018721 テラス席設置に伴う三密回避と視認性向上による収益モデル転換

東京都 Ｈ＆Ｓ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ合同会社 6012403003291 生ハムのネット広報による国内外の新規顧客獲得とＥＣ販売の確立

東京都 株式会社ＨＩＲＯＷＡ 3011001042903 法人向けオンラインセミナーの提供による新規顧客の獲得

東京都 日野アビリティ法律事務所 －
コロナ禍に伴う過重労働等で労災に遭った場合の手続解説のホームページ
制作

東京都 合同会社ＮｅｘｔＧｒａｄｅ 1010003032369 大家業に特化した「格安家電レンタルサービス」事業の拡充

東京都 株式会社ＬＩＴＡ 6013301033281 ＳＮＳ専門秘書のマッチングサービス開発とｗｅｂページ制作

東京都 株式会社ＰＡＳＳＩＯＮＥ 3011501024822 オンライン化による非対面型ビジネスモデルへの転換事業

東京都 武田塾　日本橋人形町校 － オンラインサービスと教室の感染対策強化、広告宣伝による集客

東京都 オーイーエスインターナショナル株式会社 4040001067345 新規事業用キャンペーンの立上げおよび動画コンテンツ制作

東京都 松井商店 － ユニークな感染防止グッズの販売

東京都 アーユルヴェーダ専門店Ｐａｄｍａ － お家でできる毒出しオンライン事業と地元密着トリートメント事業

東京都 岩橋良太 - 「困りごとはなんでも相談！オンライン商談サービス」

東京都 ホワイト法律事務所 － ウェブサイトの機能の充実とＹｏｕｔｕｂｅ、ＳＮＳによる販路拡大

東京都 Ｌｉｇｈｔレイス － 「非対面型のオンラインコンサルサービス」

東京都 白金サロンフューム － 一次商圏範囲の顧客認知度の強化と非対面型ビジネスの開拓

東京都 エガオノミー株式会社 4011201022373 中古携帯買取・販売オンラインサービスの非対面型販路拡大事業

東京都 下北沢ガレージ － ネットを通じたライブ配信・コンテンツ制作・グッズ販売

東京都 ＶｅｇｅｔａＡＫＡＳＡＫＡ － テイクアウト・デリバリー事業強化のための商品開発支援事業

東京都 興栄株式会社 5010801029422 Ｗｅｂページ開設とテイクアウト事業による販路開拓

東京都 永井一 － オンラインベースでの音楽制作

東京都 アールイー株式会社 4010101012294 非接触、非対面を前提とした新たなコンシェルジュ事業の構築

東京都 個人立石タクシー － キャッシュレス端末導入

東京都 ＣＯＱＵＩＡ － おうちエステのケア商品・サービスの販売推進事業

東京都 株式会社ＪＡＢＳ 4010401144630 レンタル衣裳に頼らず自社努力でオリジナル衣裳の増産を目指す

東京都 アルディナ － 非対面で取り組む　リラクゼーション提供で新規顧客の獲得

東京都 ライフ＆ワークデザイン合同会社 8010403018886 マンション管理組合と飲食店へのオンライン営業活動・コンサル

東京都 光風法律事務所 － 非対面型での継続的交渉支援とホームページを通じた新規顧客獲得

東京都 ＺＥＮＮＥＩ株式会社 5010101007896 農産物の収穫の喜びを子供達に！ノー三蜜の八王子ファーム！！

東京都 株式会社ラストリゾート 5012301006182 電気工事士がデジタルサイネージをウェブサイト販売で販路開拓

東京都 三方商会株式会社 1010701039194
オンライン「営業・実証実験」システムの構築による非対面ビジネスモデル化
事業
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東京都 ＫＥｉＲＯＷ　大田区北ステーション － 痛みを抱える在宅患者に直接選んでもらう為の体制つくり

東京都 ラフ＆ピース合同会社 2010703002323 ラフ＆ピースオンラインサロンの開設事業

東京都 株式会社ほしぐみ 5010901028068 持帰り用ホームページ及びＰＲ動画の導入・飛沫防止対策事業

東京都 ＩＳ　ＤＡＮＣＥ合同会社 8012403002242 新しい生活様式に対応した、安心と愉しみのあるダンス環境の提供

東京都 株式会社ＦＯＯＤ　ＰＡＲＴＮＥＲＳ 8010001193520
新規ケータリング事業とロケ弁の強化に関する非対面販売にて新規顧客の
獲得

東京都 ＹＫＧ株式会社 4011001099083 アート作品のリースを中心とした非対面型プロモーションの展開

東京都 クオンタムリープアジア株式会社 7010001147576 非対面型営業により対象顧客を海外から国内へシフトする

東京都 アイビスジャパン株式会社 2011101041830
ＩＣＴを活用した宅配試飲サービス及びそのフィードバックの公開・ＤＭ戦略に
よる販路

東京都 株式会社ＣｏＣｏ 5010401120085 現代の働き方を支援！非対面型コワーキングスペースの販路開拓！

東京都 株式会社アイホールディングス 2010501031904
非対面型キャッシュレス決済端末の導入と【代行レーダー】サイトの販売促進
強化

東京都 金子公認会計士事務所 － 全国対応による新規顧問先獲得・非対面型会計税務サービスの提供

東京都 ａｎｔｎｉｏ株式会社 3011601019350 パーソナルトレーナーによるサプリメント開発と販路開拓

東京都 炭火焼き魚弁当　すみさわ － 和食割烹の技術を活かした「お昼の割烹弁当」宅配事業

東京都 ７スタイル株式会社 6011801030559 千葉県産ブランド豚を活用したテラス営業による新規顧客獲得

東京都 デンタルソリューション株式会社 6050001017999 歯科技工のデジタル化投資による、安全な歯科技工環境の確立

東京都 半田酒店 － 家飲みの提案、ホームページ誘導の為、ＬＩＮＥ広告を打つ。

東京都 ガウディ株式会社 9011001041718
ＷＩＴＨコロナ時代を見据え、ボーカルスクールの拡充とオンラインレッスンの
導入

東京都 株式会社コモコーメデザインスタジオ 4011501014186 一元化テレワークシステム＆越境ＥＣカート導入プロジェクト

東京都 アルル楽器製造株式会社 6011101001426 新型バイオリンの製造・販売および音楽練習教材のネット通販

東京都 株式会社ＭＫＲ　ＪＡＰＡＮ 6011101089890 ホームページを活用し予約・販売・決済まで非対面での顧客拡大

東京都 僖績経営理舎株式会社 7010001141323 非対面型セミナー・コンサルティングのオンラインでの販路拡大

東京都 Ｋ＆Ｍ　ミュージック － 高品質なイベント配信による新規顧客の獲得

東京都 星見華理奈 － オンラインでの継続的なマヤ暦鑑定等のビジネスモデルを作る

東京都 ＬＩＶＩＮＧ（リビング） － ネットを通じた物販の販売、個室美容室の認知での新規顧客獲得

東京都 有限会社オーククリーク 6012402023150 専業主婦からの起業家育成事業～個性に合わせた非対面型サポート

東京都 株式会社マザーミー 8021001056303 女性向けの起業・副業支援のオンライン事業化

東京都 株式会社サンワールドエアーサービス 3011001047893 ＨＰリニューアルによるアフターコロナのアフリカ観光事業拡大

東京都 有限会社ビノエパスタ 5011002010304 コロナ禍でのテイクアウト販売への取り組みと家賃負担軽減。

東京都 株式会社ソウルメイト 5011001051134 イベントスペースを貸し会議室と配信スタジオ利用で新規顧客開拓

東京都 株式会社羽鳥書店 8010001124442 海外向け販売機能の強化、およびコロナ後の電子書籍需要への対応

東京都 関口　祥香 － サテライト・オンライン化による新たな顧客獲得と売上アップ

東京都 池尻ぶらいあん － 本格料理を自宅で楽しめるＥＣサイト構築

東京都 個別能力開発プラスアルファ － ｚｏｏｍシステムを活用したオンライン個別指導サービスの展開

東京都 アンラポール － 総合オンライン通販サイト利用による新規顧客獲得と販路拡大事業

78 / 122 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。

東京都 ｉｌ　ｖｉｎｖｉｎｏ － コロナを乗り切るためのデリバリー販路拡大と感染防止対策

東京都 トワフィス株式会社 7010501042351 浅草の新定番土産をＥＣサイト活用により非対面型で販売する

東京都 株式会社ティファレス 8011001098726 サロンのオンライン化プロジェクト

東京都 フジタカ食堂 － 下高井戸の地域住民への還元プロジェクト

東京都 ＰＲＯＣＲＥＡＴＥ － 移動式ライブ配信スタジオの構築と非対面型販促サイトの製作

東京都 Ｌｅｄ　Ｂｏｏｔｓ － 音楽・動画配信ライブ、音楽・動画配信事業への参入

東京都 株式会社Ｐｌｕｓ　ｏｎｅ 4010401142700 チャレンジ販売からの定番商品づくり事業

東京都 株式会社日本不動産戦略センター 8010001211447 物件管理デジタルコンテンツによる非対面型ＷＥＢ営業へ転換

東京都 有限会社ナル 7010002013034 ジャズの醍醐味を楽しめるライブ配信サービス基盤の構築

東京都 Ａｎｇｅｌｉｃａ － オンライン宣伝ツールを活用した美容サロン事業

東京都 アラキ・アートオフィス合同会社 5010403017560 映像やアートで贈る心豊かなクリエイティブ・オブ・ライフ

東京都 森本　ナオコ － 非対面型オンライン導入と展示会参加による新規顧客の開拓

東京都 株式会社アイ・ピー・エス 6010701000151
①実店舗を構えた自社販売への転換　②オンラインショッピング需要の高まり
に沿ったサ

東京都 株式会社ＦＥＥＬ 3010001139429 アクリルシールドのホームページでのＥＣ販売

東京都 株式会社興進 2011701002827 Ｗｅｂサイトの構築による、自社の信用力向上と新規取引先の開拓

東京都 株式会社ＰＩＮ－ＢＩＲＤ 6011001057700 輸入酒類のインターネット販売による新規顧客開拓

東京都 １９ｕｎ－ｎｅｕｆ － 世界に一人だけのあなたに世界に一つだけのジュエリーで顧客獲得

東京都 サンズドリーム株式会社 1010001181003 非接触型営業の環境整備とＨＰ及びＬＩＮＥ活用による販路拡大施策

東京都 株式会社ニチモ 8370001039638 ＷＥＢサイトを使用した新規顧客の開拓、商品の販促

東京都 月の井 － 完全電話予約制による非対面型テイクアウト販売開始の為の改装

東京都 株式会社研修屋 5010001108514 オンラインセミナー及びオンラインマンツーマン講座開催

東京都 株式会社食ＳＴＯＲＹ 9010601051515 動画及びオンライン講座による非対面型講座の販売促進事業

東京都 ｓｔｒａｗｂｅｒｒｙ　ｏｎｅ　ｐｉｃｔｕｒｅ株式会社 6010401143085 ＥＣサイト構築による非対面型ビジネスの確立

東京都 本多芳樹 － ＷＥＢ集客への転換及び法律相談のオンライン化

東京都 Ｗａｓｙｏｋｕ　Ｔｏｋｙｏ株式会社 8010901036976 北海道産ウニを活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社Ｓｍａｒｔ　１　Ｂｅａｕｔｙ 3010701032882 オンライン美容講座の開始による販路拡大事業

東京都 有限会社海里 6011502001363 ＷＩＴＨコロナ時代を生き抜くための非対面対応へ向けた取組事業

東京都 夕日鍋と焼肉のお店うえだ － 夕日鍋を全国のご家庭で楽しむネットショッピング

東京都 瀧仙堂 － 看板設置と非接触システムによる地域に広く貢献できる店舗の設置

東京都 カウリ・ホリスティック・ヒーリング － 各サービスのオンライン化でコロナに負けない経営に！

東京都 有限会社アルバ 8010402036757 オンラインを活用した感染症対策型スタジオ運営

東京都 株式会社フードキーパーズ 4011201012449 お店の味を自宅で簡単に再現できる通信販売による顧客獲得

東京都 佳利株式会社 2011101078476 コロナ対策アピールの為のグルメサイトでの継続的な宣伝

東京都 有限会社もん吉 3010002031378 ランチの非対面型提供とコロナ対策リフォーム
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東京都 株式会社ｌｏｔｓ　ｏｆ　ｐｏｃｋｅｔｓ 5011001054707 衣・食・住を中心とした企業様の動画制作・編集の受注

東京都 ボディケアパーソナルサロン　ａｉｒ － パーソナルサロンとオンラインカウンセリングの併用ビジネス構築

東京都 東京ベイクルーズ拓海屋 －
キッチンカーによるテイクアウト販売拡大と地域やお客様への貢献、新規顧
客獲得

東京都 有限会社山屋商店 4013302010430 動画プロモーション活用による販促サービス

東京都 ＫＺ　Ｋｉｔｃｈｅｎ － テイクアウトの強化と絶対感染させない飲食店の環境作り

東京都 エルテック株式会社 2010001001374 Ｗｅｂによる製品案内強化と非対面型デモンストレーションの適用

東京都 株式会社クララ 8020001061404 顧客管理のデータベース化によるテレワーク推進と効果的販促活動

東京都 Ｅｒｉｋｏ’ｓ　Ｔａｉｌｏｒ－Ｍａｄｅ　Ｔｏｕｒｓ － 自宅から日本全国を旅するオンラインツアー

東京都 株式会社湧久屋 5010901039874 集客、店舗ブランド強化の為のＨＰ兼ＥＣサイト新規制作事業

東京都 ｂｅｅｔ　ｅａｔ － ジビエを使用したペットフードの提供による健康サポートＰＪ

東京都 株式会社クレサ 3010401129797 自社ＥＣサイトにおけるヴィンテージアイテム及びオリジナル商品の販売

東京都 株式会社イフネット 7012401002781 自社開発システムの販路拡大とＩＴエンジニアのマッチングサイト

東京都 Ｗｅｂ　Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎｓ　Ｅａｓｔ合同会社 1010703001912 有料コンテンツのオンライン販売事業の体制構築

東京都 株式会社ＳＯＰＨＩＡ 7011201016802 コロナ対策の電解水の開発とオンライン広告による販路開拓の実現

東京都 レッドウッド英会話 3010401079068 小中高生・聴覚障害者向けオンライン英会話教室で世界人材を育成

東京都 ＣＦコンサルティング株式会社 4010401139589 教育用デジタルコンテンツによる非対面型ＷＥＢ指導への転換

東京都 高尾コーチング＆コンサルティング － 双方向のオンライン社員研修プラットフォームＨＰの構築

東京都 ｓｕｐｅｒ　ｅｉｇｈｔ － 『身体を美しく鍛える』をテーマとした新商品、販売網の開発。

東京都 グンジョーズ － 自社ブランドを立ち上げ、能動的な事業への転換

東京都 卓球処やまぶき － 高性能卓球マシンを活用した非対面練習の提案

東京都 有限会社イン・ザ・ブリーズ 4013202013698 オンライン化による既存国際関連事業の見直しと新規事業展開

東京都 山本　隼人 － 遠隔によるホームレコーディングにおける品質向上、確立

東京都 石川　直樹 － 非対面で行える撮影の推進と、ネット配信技術の向上。

東京都 株式会社デュマンＥＳ 5010401089494 マーケティングに特化した写真・映像撮影のオンラインサロンの充実

東京都 ブレイブ会計事務所 － オンラインによるアウトソーシングサービスの提供

東京都 ＭＥＲＣＥＲ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ株式会社 5010401095996 看板メニュー牛鍋セットの、ネットを通じた新規販売ルートの開拓

東京都 歩楽里 －
地方食材を活用した飲食店メニューの商品化とＥＣサイト新規構築による非
対面型ビジネ

東京都 デコット　高山りえ － アート教室での新手法開発とネットを通じた新規顧客獲得。

東京都 株式会社りょくけん東京 5011401016315 Ｌｏｃａｌは安定させ、Ｒｅｍｏｔｅで伸ばす。

東京都
株式会社ＥＶＥ・ＧＡＲＤＥＮコーポレーショ
ン

7010401066830 地域のアパレル小売のサロンオーナーをオンラインで育成する事業

東京都 ｕｎｉｖｅｒｓＹ － テレワーク・巣ごもり需要で高まるインテリアグリーンの販路開拓

東京都 株式会社ＫＯＹＯ 5010601057177 ＨＰリニューアルとＳＮＳ及びｗｅｂを活用した新規顧客獲得事業

東京都 アライド・インベストメント株式会社 1010001155031 米国内の新規広告（ライトハウス　ロス）、榊専用のサイト作成

東京都 株式会社ライセント 3011601022916 時代に合わせたネット事業の新規開設で顧客の確保と売上ＵＰ
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東京都 株式会社Ｃ２Ｌ 1011101035593 オンライン公演のＥＣサイト構築による非対面型新ビジネス事業

東京都 有限会社アビーロード 5011102000650 安全安心な環境と売上の確保、ＤＸ活用による生産性向上の取組み

東京都 株式会社ミュー 8011001031389 新たな販路顧客開拓を実現する商品開発と自社ウエブサイト構築

東京都 株式会社イデアル 7010001180841 オンライン採用コンサルティングの非対面型販路拡大事業

東京都 Ｃａｐｈ．ｅｙｅｌａｓｈ　＆　ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ － 簡単にセルフネイルを楽しめる方法を、オンラインで伝授

東京都 株式会社ビジネスリノベーション 4010401120796 人事評価時の“演じた回答ができない”思考特性評価システム開発

東京都 Ｓｔｕｄｉｏ　ｐ－ｂｏｄｙ － 集客強化の為の動画・リーフレット制作及び新聞折込広告の実施

東京都 株式会社ＩＧＧＹ 9010401121765 非対面とサステナブルを両立させてファンも売上も拡大計画！

東京都 山地　彩香 － 非対面による撮影を可能に、自宅をスタジオ化

東京都 白岡会計事務所 － Ｗｅｂ集客と非対面サービスに向けたＨＰとロゴ作成での販路拡大

東京都 有限会社ワティス 7010402029480 ホームページ強化による新規顧客販路開拓

東京都 有限会社菅原製本所 8011802014385 新型コロナウイルス感染症防止のための安価に使えるマスクケースの開発

東京都 Ｎａｓｕｎｏデザインワークス －
セミナー他各種コンテンツのオンライン化およびオンライン販売による新規市
場開拓

東京都 株式会社ＦＦｐｒｏｊｅｃｔ 8010901044343 コロナ禍での宿泊需要を安定化させる為の非対面型モデルの拡大

東京都 株式会社ＭＯＫＫＥＩ 9011801023964 バーチャル展覧会とネットショップ開設で新規顧客獲得

東京都 ディパーチャーズ株式会社 5010001124412 ご家族様の「旅立ち」を非対面で提案し、新規顧客を獲得

東京都 木々 － 非対面によるサービスの導入と新規固定客獲得を目指した環境整備

東京都 株式会社グルメグローバル 4010901040164 既存顧客維持に向けた日配部門の毀損への対応、及び販路開拓

東京都 日本酒ＢＡＲ　袂 － コロナ対策のためのデリバリー強化と生産性の向上を行います

東京都 合同会社ＭｏｔＤｅｓｉｇｎ 6030003006309 天然成分１００％の「麹パウダーパック」開発と販売サイトの構築

東京都 株式会社ＢＨＹ 7011001043633 オンライン体質判定システム導入によるリピート率の向上

東京都 株式会社ＣＡＬＩＣＯ　ＤＥＳＩＧＮ 1010001181738 オンライン対応できる研修ツールの開発による事業展開の推進

東京都 小川　秀樹 － 金融商品の知識が学べるオンラインサロンの構築

東京都 ＭＡＮＡＹＯＧＡ － ＩＴ媒体を活用した非対面型ビジネスモデルへの転換事業

東京都 株式会社Ａｚａｂｕ－Ｒｅｓｏｒｔ 7010401109184 ネットによる新規事業立ち上げと、非対面メニューの確保

東京都 株式会社軽井沢流 5010001186337 チューダーハウス・オンライン・プロモーション

東京都 ＡＫエッセンシャル － 販売促進ツールの充実によるアロマミストの販路拡大

東京都 株式会社三立 3011701003601 物販用自動販売機での飲料用品の販売による新規顧客獲得事業

東京都 有限会社鴨川 2010402003639 事業承継を見据えたと新サービスの導入と店舗リニューアル

東京都 株式会社ハングオーバー 6012301010786 カリブ料理×キッチンカーで町田に新たな販路を創る

東京都 株式会社ついてる 4010401110095 地域密着型の高齢者と老人ホームのマッチングビジネス

東京都 蕎麦処　西原 － 西原蕎麦の料理を活用した新商品開発とネットでの新規顧客獲得

東京都 株式会社ＳＫカンパニー 2010901033005 『非対面モデルへの転換に伴う販売機会の拡大と業務効率化推進』

東京都 株式会社ＴｕｍａＶｅｎｉ 2010001172678 ネイル商品ＥＣサイト販売と非対面サービスの開発・販路拡大
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東京都 Ｎｕｍｅｒｏ　５　Ｐａｒｉｓ － カヌレ型の冷凍ケーキをご自宅へお届け

東京都 池内美奈子 －
オンライン・スクールを含むオンライン指導方法を開発し、ネットを通しての宣
伝

東京都 有限会社みずほ調剤 9011402018356 ＨＰとスマホアプリの組合せによる処方薬受取の完全非対面化

東京都 Ｍａｉｓｏｎ　Ｇｒａｎｄｉｒ － 本当は美味しい「マカロン」のネットを使った普及事業

東京都 株式会社ＣＨＥＴ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ 6011001070018 環境変化に合わせたクラウドサービス導入による生産性の向上

東京都 東京語学学校株式会社 2011801029621 独自テキストによる日本語オンライン授業講座

東京都 ＣＯＵＬＵＣＥ － 自宅でお手軽！セルフまつエクレッスンサービス事業

東京都 株式会社Ｆｉｏｒｉ 6010401093710 ＥＣショップ開設による新たな顧客層の取り込みと周知力アップ

東京都 Ｕｎｉｔｙ合同会社 7010403009226 自社の情報配信メディアの再構築

東京都 キングスキッズ － オンラインレッスンを活用した非対面英会話授業とサービスの構築

東京都 東神貿易株式会社 6012301012080 お墓デザインのＩＴ化による非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　ＯＨＡＮＡ － インターネットを経由した、お客様と非対面営業戦略

東京都 有限会社シャルム 6011002020285 ＰＲ動画配信及び双方向オンラインサロンの実施

東京都 ＶＯＬＴＡ　ＭＡＲＫＳ合同会社 2011003005933 安心安全と楽しさを両立したＭＥＤＩＡ　ＳＰＡＣＥ事業の高度化

東京都 関根　忠一 － アフリエイト（ネット広告）による新規事業の構築

東京都 有限会社エイチツーワン 7010402036659 Ｗｅｂ制作およびＷｅｂ広告運用のオンライン受託モデル

東京都 伝わるドットコム － ＩＣＴやネットを通じた授業の取組と新規顧客獲得

東京都 ちょりっとサロンリノベ － リノベーションオンラインショップ（仮）の開設

東京都 株式会社メガネの染谷 2011801004863 リモート検査導入等による強みを強化した非対面ビジネス拡大

東京都 株式会社ＡＬＴＲＵＩＳＭ 7011001072351 店頭で大人気の自家製ビーフジャーキー商品化事業

東京都 Ｋｅｅｙｌｓ株式会社 3011003005924 古民家再生ワーケーションホテル非対面型鍵渡しシステムの導入

東京都 株式会社ＴＯＵ 4010401135687
「家飲み」需要への新商品開発およびテイクアウトへの取り組み強化と自社Ｅ
Ｃサイトの

東京都 株式会社Ｔカンパニー 5011401016059 家でもスッキリ！遠隔カウンセリングによる新・整骨サービス

東京都 株式会社オプテック 7011101030894 多言語表示と非接触チェックイン化ホームページの制作

東京都 株式会社ＬＩＮＣ 2030001053034 ライブ映像配信による新規顧客獲得と在日外国人経営者支援事業

東京都 Ｌ’ａｎｇｅ（ロンジュ）美容室 － 新規事業「セルフ脱毛器導入」による新規ターゲットの獲得

東京都 株式会社ワンダービルド 3430001075508 新規に制作するＷＥＢサイトを利用した、加盟店の卸売業務の支援

東京都 株式会社カンナム 8010001139473 自社ＨＰ改良ならびに会員向け専用販売促進サイト製作

東京都 Ｂ．ｍｏｏｎ － ＷＥＢサービスを活かした販路開拓とセルフメニューの構築

東京都 榎本　裕介 － オンラインによる音楽制作とレッスンの新規顧客獲得

東京都 岡田　保 － 課題解決型営業代行受託ＥＣサイトを構築・販路開拓

東京都 株式会社アマステージ 1010001192099 配信サービスを使用したオンライン営業

東京都 ビストロフェーブ － テイクアウトメニューの充実とテラス席の作成

東京都 株式会社サンワールド・ツアーズ 5011001009561 個人顧客向けホームページによる旅行事業の拡大
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東京都 株式会社大吉漢方メル薬局 6020001122190 オンラインカンセリングによる漢方薬の通信販売

東京都 森和保 － 非対面でのトレーニング指導による売上確保への取り組み

東京都 アンド・ワン司法書士行政書士事務所 －
対面型顧客モデルから非対面型オンライン顧客モデル始動による顧客販路
開拓と生産性向

東京都 ＡＳＨＩＴＡ・ＳＴＹＬＥ株式会社 6011101077012
『通信型教育事業アシタスタイルＲアカデミー』事業立ち上げによる新販路開
拓と生産性

東京都 株式会社ベターソリューション 9010001176251 企業ＨＰ開設と非対面型営業活動構築による新規販路開拓と生産性向上

東京都 株式会社ポトペリー 8010601043645 新製品発表を目的とした自社オンライン商談会の実現

東京都 ヴェルデッジャーレ － テイクアウトメニューの強化と地域への周知徹底による販路開拓

東京都 アークワードコンサルティング株式会社 9030001128408 新規メディア立上げで非対面型ビジネスモデルへの転換事業を

東京都 瑠璃色の地球 － 実店舗の開店及びオンライン講座の構築

東京都 Ｍ．Ｅ．Ｇ．トラベル株式会社 1011501022522 販路開拓のためのオンライン営業ツールの構築

東京都 株式会社ｋｅｙｓ 7010801024792 学習塾Ｃｒｅｄｏークレドーのオンライン授業販路拡大事業

東京都 アイファースト － 医療搬送に転換しネットでの認知度アップと新規顧客獲得

東京都 ルナ憲一音楽事務所 － 非対面型ビジネスモデルへの転換をはかる。

東京都 有限会社アイークリエイション 3010402022621 非対面型のセルフエステの新設と化粧品販売の強化

東京都 合資会社大藤ミロク貿易 2130003002193 新規顧客獲得のためのＥＣサイトの開設。

東京都 住宅宿泊事業業（民泊） － ネットを最大限に活用し個人の快適テレワーク設備環境を提供

東京都 Ｇｅｎｅｒｏｓｉｔｙ － 非対面型ＷＥＢサイトによる受注・アフターフォローの導入事業

東京都 Ｓｏｅｄａ　Ｍｕｓｉｃ　Ｓｔｕｄｉｏ － 高音質自宅スタジオの構築による非対面録音ビジネスの拡大

東京都 株式会社Ｃａｒｉｏｎｓ 2010001189904 キャリアコンサルティングのｗｅｂ対応とターゲット地域の拡大

東京都 合同会社裕ドリーム 4010903003441
コロナに負けない！安心・安全なネイルサロンのための内装工事とＷＥＢ整
備

東京都
株式会社ホスピタリティリソーセスジャパ
ン

5010401034302 「ホテルスタッフのキャリア開発支援」ネットによる新規顧客開拓

東京都 ＭＹＵ株式会社 2011401013595 エステ店における新型コロナ対策と新規顧客獲得プロジェクト

東京都 ティーズ・エス・アイ株式会社 7010001125268 新規客開拓定着の為のＷｅｂサイト開設と顧客管理、新規清掃事業

東京都 バリュークリエイト － 顧客ニーズを踏まえた新商材を活用したＥＣサイトによる顧客開拓

東京都 Ｂｌｏｓｓｏｍ　Ｏｎｅ －
ＳＮＳ配信システムの非対面営業と非対面サービスの開始をホームページで
発信

東京都 株式会社ＦＡＩＴＨ 4011101060325 自社ＥＣサイトの構築による個人向けデリバリー事業

東京都 Ｃｒｅａｘｉａ株式会社 9011301025313 ＷＥＢコンテンツの充実によって貸会議室の利用価値を高める

東京都 藤井行政書士・不動産鑑定士事務所 － 新たな収益の柱を確立するための非対面型の販路開拓計画

東京都 Ｃｒａｆｔｂｅｅｒ　Ｇａｕ’ｓ － 冷蔵テーブル導入による非対面デリバリー参入と店内営業品質向上

東京都 らせん流株式会社 7010401151533 コロナでも売上を下げない！オンラインビジネスの構築

東京都 有限会社魔法招会 4011502014821 魔法でハッピー！　マジシャン・パフォーマー移動販売車だよ！

東京都 株式会社スターコンサルティング 6010401113971 ＩＣＴ・クラウドを活用した遠隔経営支援による商圏の拡大

東京都 株式会社アラモ制作所 8011501016220 非接触システムの導入・新商品ネット販売による新規顧客獲得

東京都 ＳｔｅｌｌａＭｙｔｈ － アロマディフューザーの販売とネットを通じた新規顧客の獲得
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東京都 株式会社エアリス 4010001143280 オンラインお見合いサービスと独身者専用のＳＮＳサービスへの取り組み

東京都 椚山　真紀子 － ＷＥＢ簡易鑑定から集客・予約・決済・鑑定をオンライン完結

東京都 株式会社自分スタイル 6011001073020 冷めても美味しいカキフライを広める事業

東京都 アイジャパン株式会社 8030001058630 非対面型キャッシュレス決済端末の導入と自社サイトの作成による売上強化

東京都 株式会社Ｏｎｅ　ｔｏ　Ｔｒｅｅ 5010501041306 会員制サイト構築による、非対面型の集客・ブランディング促進

東京都 株式会社晩鶏 6010401110424 テイクアウト用の特設サイト構築及び集客の強化

東京都 株式会社フードカスタマイズ 4010901030710 「コロナに負けない！顧客が安心して楽しいひと時を過ごせる店舗作り

東京都 株式会社アイ・ジー・エム 4010001090829 ＥＣ販売強化、非対面販売用動画作成並びに海外輸出

東京都 リトルフォレスト － インターネットサイトや動画配信での集客とセルフエステ

東京都 ユキイロファーム － 新潟県産「雪彩米」のブランド確立によるネット販売強化

東京都 ラ・マール － オンラインでの食・健康指導及び販売を主とした新規顧客獲得

東京都 ええがな － 気軽に通える鉄板料理居酒屋「ええがな」の新様式スタイル

東京都 煌心会空手道場 － オンライン空手道場のマーケティング

東京都 －ＭＡＯＬＩ－（マーオリ） － ＥＣサイト構築とＢｅａｍ　ｏｎ　ｏｎｅの導入、店舗の感染症予防環境設備

東京都 有限会社キタハラ商会 8010602010355 宅配クリーニングパックに伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

東京都 株式会社アルモニイサービス 7013301035120 時流に強い【防疫設備】付帯不動産の非対面型営業を推進する事業

東京都 いっぱち － 非対面店舗型オンライン飲み会サービスの販路開拓！

東京都 哉子デザイン － 箪笥に眠る着物ｄｅリメイク。ステイホームで簡単オーダー。

東京都 Ｊａｐａｎ　Ｄｉｎｉｎｇ　１８ － イベント動画配信で販路開拓

東京都 ＣｏｌｏｒＳｕｐｐｏｒｔ － 新規ホームページと非対面オンライン予約システムの導入の取り組み

東京都 ｃａｆｅ　ａｎｄ　ｋｉｔｃｈｅｎ　ＲＥＧＡＬＯ － テイクアウト・デリバリーの商品開発、自社ＥＣサイトの構築

東京都 吉田敦子 － オンライン相談、オンライン講座。会員制オンラインサロン

東京都 ａｎｄＵ（アンドユー） － 女性向けキャリア支援製品開発とネットによる新規顧客獲得

東京都 株式会社ハイ・スタンダード 5010401135835 店舗現状回復ＬＰと個人ＤＩＹサポートによる新規顧客集客事業

東京都 株式会社ウノ 6010401003776 ネット用新商品の開発とオンラインリアル接客販売で新規顧客獲得

東京都 ろび屋 －
ホームページをひらけば、知る人ぞ知る高い技術のネイルサロンに出会え
る！ネイルサロ

東京都 イクチャム －
テイクアウト用の商品開発と新商品開発に必要な機材導入及びデリバリー導
入

東京都 有限会社平澤製餡所 5012402017599
製餡技術を活用した、オーダーメイド・自社オリジナル製品をネットで全国に
届ける事業

東京都 株式会社プラチナエンジェル 1012301012242 非対面型ビジネスの総合ブランディング構築による販路拡大

東京都 サンブリッジコンサルティング株式会社 3010001181249 人事・組織コンサルティング等のオンライン型モデル新規展開

東京都 ザ・クロークルーム株式会社 6010001178770 ＥＣサイトを利用した非対面の販売及びＰＲによる売り上げ確保

東京都 村上奈穂 － 職人手作りの革靴のオンライン販売プロジェクト

東京都 株式会社ｈｏｐｅｆｕｌ 3010901035685 ＹｏｕＴｕｂｅでの動画配信による収益機会拡大と既存事業強化

東京都 ＣａｆｅＹｅｌｌｏｗ － 飲食店の強みを生かした新しいかたちのテイクアウト販売
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東京都 社会起業大学株式会社 8010001207569 オンラインコンテンツ開発及びデジタルプロモーション事業

東京都 大倉公認会計士税理士事務所 － 非対面型税務コンサルティング及び業務電子化よるテレワーク導入

東京都 株式会社福寿アセット 8011801034780 地域密着型相続コンサルティング事業のための相続サイト構築

東京都 ＪｅｘＷｏｎｄｅｒｓ株式会社 8011001130380 動画サイト新規構築による収益化と日本人観光客取り込みへの改善

東京都 レストランモロッコ － 宅配対応などの販売チャネル増加と認知度アップによる顧客獲得

東京都 株式会社フロムＪ（屋号：角打ちせ・ぼん） 4010601034557 イベント出張・宅配事業の立上げと若手客増加の為の店舗改修

東京都 株式会社適材適所ＡＲＴＳ 4010401121175 これまでの条件を活かし新しい価値を生む場の提案で売り上げを創出

東京都 Ｌｉｎｏ － Ｚｏｏｍ講座（初級・上級・サポートプログラム）

東京都 株式会社ＭＵＺＥＮ 2011801030018 感染症対策を徹底すると共に売上早期回復を目指してＰＲを実施

東京都 株式会社コープニュース 3010401072964 オンライン取材システムを搭載した公式サイト再構築事業

東京都 株式会社近江屋牛肉店 1010001109342 日本の食文化を築地から！近江屋ブランドを世界へ届けるＨＰ構築

東京都 有限会社よねもと 7010002026275 築地から「よねもとコーヒー」を世界に！海外向けＥＣサイトの整備

東京都 三鷹のやまちゃん本店 － 動画配信とＥＣサイトでファンづくり、地域で暮らす方へのＰＲも

東京都 株式会社ツクルラボ 9010601042290 非対面見積もりの促進、新商品開発とｗｅｂサイトの作成

東京都 株式会社ワールドスクエア 6011301007768 海外向け会員制不動産投資情報サイトの構築

東京都 合同会社ｄ．ａ．ｃ 6011003009204 システム導入で顧客の業務効率化＆満足度向上で規模拡大へ

東京都 株式会社アーク 1010701000180 コインランドリーの潜在性をあげるＷＥＢ活用とテレワーク

東京都 株式会社Ａ　ｌａ　ｎｅｉｇｅ 4011001132372 オンラインレッスン・コンサート・イベント等の開設

東京都 カルム － デジタルが苦手な昭和世代に伝わるビジネスオンライン化事業

東京都 村尾　謙一 － オンラインｄｅ副業希望者向けＦＰ講座からの新規販路開拓

東京都 ＡＣＣＯＲＤ整体院 － 自宅で簡単に出来る「ながら整体」の動画販売と非対面型集客強化

東京都 株式会社トゥルーディレクションズ 9011001119530 新たな顧客層を対象にしたＥＣサイト制作とネット広告活用

東京都 株式会社Ｌｏｃａｒｅ 2010001146384 オンラインコンサルティングによるプロジェクト進行と販路開拓

東京都 株式会社ア・テール 6010001171817 固定客向けのオンライン物販サイト構築とその販路開拓

東京都 ぺっとのきもち株式会社 4011001116895 新商品開発Ｗｉｔｈ情報配信型ＥＣサイト

東京都 合同会社ときめき 4010403018345 働き方改革にマッチしたロングステイ＆ローコストホテルの実現

東京都 株式会社グッドウィン 8011101071566 国内外におけるＥＣサイトのさらなる充実で安定した売上を目指す

東京都 株式会社ＡＣＣＯＲＤ－ＴＲＡＮＳ 5010901043587 より強固な申請サポートを！オンライン完結損害保険申請サポート

東京都 ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ　Ｋａｒｉｎｅ － Ｅｘｐｏｒ　ＴＡＮ－ＭＯＮＯ　呉服反物を世界の市場へ

東京都 有限会社柳橋　小松屋 6010502011645 キャッシュレス決済対応と通信販売経路の強化

東京都 司法書士・税理士高柳総合事務所 － 非対面型を含む相談執務の拡充及び業務広報による新規顧客獲得

東京都 フードダイバーシティ株式会社 9010401114091 オンラインで提供する食に関する教育プログラム事業

東京都 桜若主 － オンラインサロンでのオンラインコンテンツ販売

東京都 株式会社イマココ 8010401112336
【１】オリジナルストーリー仕立て・動画＆電子ブックの制作事業　【２】新規ＥＣ
ポー
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東京都 株式会社ＳｍａｒｔＲｙｄｅ 5130001059489 国内旅行者向けハイヤーサービス展開とネットを通じた顧客獲得

東京都 株式会社アイディア・ウーマン 2010401140937 「女性活躍推進」のための社会人向けオンライン講座の構築

東京都 株式会社シェアレコ 5020001115237 「有休資産活用支援」の非対面サービスで販路開拓・拡大

東京都 株式会社イークル 7011101069322 営業オンラインビジネスマッチングサービス

東京都 株式会社Ｈｕｍａｎ＆Ｆｉｅｌｄｓ 3010001144313 脱毛器の導入及びＥＣサイト構築による新サービスの提供

東京都 千住　洋平 － オンラインコーチングとオンラインカウンセリングの実施

東京都 株式会社ＴＳＵＢＡＫＩ 1010401084094 季節の和菓子をご自宅で！スペシャルな和スイーツをお取り寄せ

東京都 株式会社ＤＥＳＩＧＮＦＯＯＤＳ 9011201021478 ガーリックシュリンプの商品パッケージ化及びコロナ対策改装

東京都 合同会社ＷＡＫＵＭＡＲＩ 6011003008750 非対面型システムへの転換と、自社サイトによる販路開拓。

東京都 アクアム株式会社 8010903003504 ＷＥＢ集客による宅配買取と催事買取事業

東京都 株式会社ドウーリーブル 3012301001706 手作り天然酵母パンをネットを通じた新規顧客獲得。

東京都 有限会社ピーターバード 5011602008210 個性ある輸入商品をインターネット販売で楽しくお買物を

東京都 株式会社新エネルギー研究所 6013301014323 オンライン販売による新たな顧客層開拓の取り組み

東京都 株式会社武蔵 5011001022936 中小企業向けリモート型企業研修（人材育成）の提供

東京都 有限会社青山プラネット 4010902025775 子育ての正しい支援が出来る人材を増やすためのオンライン講座

東京都 ビリビリ － レトルトＶＥＧＡＮ／ＶＥＧＥＴＡＲＩＡＮ　Ｃｕｒｒｙ

東京都 Ｕｎｉｖｅｒｔｅｘ株式会社 3010001156011 新製品のネット販売による非対面販売及び販促事業

東京都 ユーズドセレクトショップそよかぜ － ＥＣサイトやＨＰでトータルコーディネートを提案し販路拡大

東京都 株式会社ＴＡＣＨＩＡＯＩ 4010801030678 非対面の集客システムを活用した美容商材販売促進

東京都 松本　真二 － オンライン商談の導入による新規契約獲得

東京都 友接骨院 －
感染予防と非接触型物理療法器導入による売上向上と新規、リピーターの獲
得

東京都 ＳＴＵＤＹ８－ＹＥＰ － 完全オンライン学習塾サービスの地元地域でのＰＲ活動による新規顧客開拓

東京都 大菊 － レンタル着物を中心としたＥＣサイトの新設

東京都 株式会社繁盛塾 1010701025806 Ｗｉｔｈコロナ時代対応型コンサルティングの構築ならびに受注機会創出事業

東京都 Ｌ＆Ｃトレーニング株式会社 8010001171988 オンライン型研修ゲームとＷｅｂサイトの開発、および販促活動

東京都 ＦＰハーベスト － 非対面でのセミナー・無料相談会の開催と営業の拡大

東京都 プレシャスライフプロデュース研究所 － オンラインコーチング事業、ＷＥＢ販促を中心とした新規販路開拓

東京都 有限会社東松建設 2011702008055 オンライン商談による案件取込みの為のホームページ改修

東京都 小林法務会計事務所 － ＩＴツールを活用した販路拡大戦略及びテレワーク環境の整備

東京都 株式会社城北エステート 9011801019806 地域密着広告とテレワーク導入による売上拡大・生産性向上

東京都 六福中華 － 端午の節句・台湾ちまきの販売促進

東京都 坂下　幸雄 － 副業ニーズを捉えた非対面でのＦＰ講座と塾生からの販路開拓

東京都 Ｍｏｒｎｉｎｇ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｓａｍｕｒａｉ株式会社 4013301043051 ＡＩ人材育成研修コンテンツのオンライン化と全国展開

東京都 フォトグラフィック・トゥルーバリー － 集客サイト及び非対面型ネット見積システム構築
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東京都 株式会社ＨＫサティエイト 3011801027277 テイクアウト販売の主力化に伴うＰＲ能力強化

東京都 ＡＬＤＥＢＡＲＡＮ（アルデバラン） － キッチンカーを利用したテイクアウト用ホットドックの販売

東京都 株式会社アンビエックス 2013201007629 ＩＴ活用×ＨＰ維新による、非対面取引の強化で新規顧客獲得

東京都 株式会社Ａｃｔ 7013301034519 ホームページリニューアルを行い、オンライン営業を可能にする

東京都 株式会社日進 6010501025514 対面営業モデルからネット販売で非対面型営業への転換

東京都 株式会社ＥＣＬＡＴ 7011001129770 ＨＰ作成×非対面での美容コンサルティング事業

東京都 コシミズ － 対面営業からリモート営業の切り替えによる新規顧客獲得

東京都 ｗｏｎｄｅｒｗａｌｌ － ＩＴ活用によりプロサッカー選手を夢見る子供たちに機会を届ける

東京都 株式会社シーエスシステムズ 7011501010579 会社ＨＰ大幅更改による、営業力強化と顧客サポートの充実

東京都 合同会社Ｙ＆Ｙ 1020003012964 サブスクリプション形式の食事券の販売による新規顧客獲得

東京都 Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｔｒａｉｎｅｒ　Ｍｉｔｓｕｈｉｋｏ － ＷＥＢ配信本格導入によるワールドワイドなエクササイズレッスン

東京都 株式会社渋谷クラス 3010001210189 内食に対応する商品開発とＥＣサイトを通じた顧客獲得

東京都 ブルック・コンサルティング株式会社 1020003014309 Ｍ＆Ａコンサルティングサービスのコロナ対応型新規販路開拓

東京都
株式会社ＬＵＸ　ＷＡＶＥ（ラックスウェイ
ブ）

4010901016503 現地ハワイの商品が買える、通販クラブ（仮称）ＥＣサイトの新設

東京都 Ｔｈｅ　Ｂｅｅ’ｓ　Ｋｎｅｅｓ － 英語教室“オンライン＆対面”ハイブリッド授業化計画

東京都 渋谷ダイニングーバーＡ － 非対面型の新サービス・オンライン占いバーの販路開拓

東京都 有限会社ジオコーポレーション 2010902020373 ◆自在なリモート発信が可能な新規「作品展示スペース」の構築

東京都 Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｃｏｌｏｒ　Ｔｏｋｙｏ － 非対面型のヘアケア用品販売と予約システムによる密対策

東京都 ＶＣＶ合同会社 8010403020371 広告とオンラインイベントを通じた新規顧客獲得

東京都 ＹＯＫＯＴＡ　ＢＡＳＥ　ＳＴＵＤＩＯ － コロナ時代に向け、配信ライブスタジオ増設による音楽業界の活性化

東京都 ＮａＮｏ　Ａｒｔ（ナノアット） － ＳＮＳを駆使したＮａＮｏ　Ａｒｔの認知度向上、世界を視野に入れた販路開拓。

東京都 ヤオヨロズＰｈｏｔｏＬｏｂｏ － 非対面営業で府中市内新生児記念写真の出張撮影を拡大

東京都 丼丸福　平井店 － 非対面型商品販売と新商品による販売開拓

東京都 株式会社ＪＮコーポレーション 7010001134962 自宅にいながらプロから学べるオンライン美容講座＆動画配信事業

東京都 須田　花香 － 妊活セミナー＆オンラインカウンセリング

東京都 株式会社ぴあぷる 2011001108093 ＳＮＳを活用したＷＥＢメディア事業の開発

東京都 株式会社アット・ザ・スカイ 9010401055947 非対面化ビジネスモデルに向け航空券自動予約販売システム導入

東京都 茂木　凌人 － 非対面型ビジネス、オンラインセミナーやコンサル実施。

東京都 合同会社ＨＡＲＵ 5012403004349 ホームページの制作

東京都 株式会社ａＭｂｅｌｌｉｒ 7010401119729 新コース！接触時間３分骨盤底筋から体を変える非対面式エステ

東京都 株式会社ＰＡＳＣＯＭ 2013301029812 【経費削減シミュレーションＥＣサイト非対面型営業への転換】

東京都 プレミアムステージ － ヤフオクを中心としたオンラインでの中古車販売

東京都 キミ・プロジェクト － 演歌と地方のコラボレーションでグッズ通信販売

東京都 株式会社アミザージ 2010401084481 農業の技術でコロナから守る！！
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東京都 Ｎｅｏ　Ｔｏｋｙｏ　Ｓｔｒｉｎｇｓ － 終日営業に向けメニュー開発と蜜を避ける店舗改修事業

東京都 Ｍｏ２　ｄｅｓｉｇｎ － メンズパンツブランド「ＶＡＬＡＡＤＯ」の設立。

東京都 合同会社ｏｏｏｏｏ 7010903004932 自社デザインの製品製造の内製化とＥＣ販売のシステム構築

東京都 株式会社ニューアクション 1011001064809 おうち時間の充実にも！レストランのパスタソース宅配のＰＲ

東京都 Ｕ＆Ｔ　ｖｅｓｓｅｌ法律事務所 － ＩＴを活用した非対面型サービスによる新時代の弁護士事務所

東京都 Ｏｒｉｊｉｎｅ　Ｏｒｔｏ － 【キッチンカーによるオーガニック食品販売、テイクアウト飲食営業】

東京都 合同会社おもてなし便 6011803001723 おもてなしドライバー事業の販路開拓・ＦＣ募集

東京都 株式会社ＲＥＣ 7010001169835 非対面でも十分なサービス提供を可能にするビジネスモデルの構築

東京都 ａｕｘ － 店舗コロナ対策・ａｕｘデリバリーでの新たなサービス制作

東京都 株式会社ｊｉｉｋ 7010401110398 Ｗｅｂ会議ツールを用いたオンラインレッスンのシステム化

東京都 株式会社ｉｔ．ｐｉｅｃｅ 8010401144866 ＥＣサイトと新規パッケージ開発で販路拡大と新規顧客開拓を図る

東京都 器とアンティークのお店 － 新アイテムの開発とオンラインストアでの新規売上げ開拓

東京都 エンカイロプラクティック池袋 － 【デジタル化と新施術導入で接触リスクを低減し販路拡大】

東京都 有限会社西風 8011002035678 日本とスペインの懸け橋になるレストラン予約サイトへの転換

東京都
結婚へのとびら（すまいる行政書士事務
所併設）

－ オンライン婚活を広めて、一人でも多くの人を成婚に導く婚活事業

東京都 有限会社グレイス・サクシード 2010402023769 ネットによる商品販売の販路開拓とリピーター獲得の為の店内整備

東京都 株式会社アブロード 3011401010724 ＨＰリニューアルによる非対面営業の強化と直販促進

東京都 Ｃｏｍｍｉｏ英語教育ラボ － オンライン宣伝媒体での新規顧客獲得、オンライン教材試作開発

東京都 日本平版印刷株式会社 9010001005971 インターネットでの見積提供による非対面型ビジネスの強化

東京都 望月　太左衛　鼓樂庵 － インターネットによるオンライン稽古と愛好者増加を促進する事業

東京都 ＣＥＲＩＳＩＥＲ（ － オンラインエステ、キャリアカウンセリングのＷＥＢサイト構築

東京都 ａｄａｃｈｉ＆ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ合同会社 5010403023229 建設業コンサルタントがウェブサイトでリモート対応で販路開拓

東京都 株式会社Ｃｏｎｆｉｄｅｎｔ 1011101089672 美術作品のインターネット販売システム構築及び広告強化

東京都 株式会社ＮＩＴＡＣＯ 7010901046010 非対面ビジネスを駆使した新規事業の展開と販路拡大の取り組み

東京都 有限会社セイエイ建設 8012702003222 リフォームも店舗改装もＩＴ化で勝機を勝ち取る

東京都 マイプレイス － 賃貸不動産オンライン閲覧システムの構築

東京都 株式会社キャリア・ストラテジー 6010401128235 研修・セミナー及び相談業務のオンライン化による新たな販路開拓

東京都 株式会社Ｅｍｐｏｗｅｒｍｅｎｔ 1010401150400 オンライン物販サイト構築・オンラインカウンセリングと販路開拓

東京都 Ａｔｔｒａｃｔ東京 － 非対面型サービスの認知向上・集客に向けたＳＮＳ運用の外部委託

東京都 Ｓｕｉｔｅ　Ｃｈｉｃ － スナックのポテンシャルを超えた対面非対面サービス同時提供事業

東京都 ミラ・フローレンス － 非対面で販売できるネットショップとオンライン講座の提供

東京都 小寺由莉 － カリブ海諸国の食と音楽を届ける新商品開発とネットを通じた販路開拓

東京都 有限会社アイケイ・オフィス 1011002023053 川井郁子　奏劇「細川ガラシャ」　びわ湖ホール公演

東京都 株式会社モンド・バリュー 3010601046033 テイクアウト・デリバリー中心の店舗コンセプトの変更
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東京都 鹿田　和樹 － 「アニメーション動画で伝える」映像制作による新規顧客の獲得

東京都 株式会社アルファトラスト 1011101036815 物件見学や重要事項説明のオンライン化で業務プロセス向上

東京都 株式会社アビリティＸ 2010501026937 フリーマーケット出店から、ガレージエールとネット販売に移行

東京都 だい八 － 「心地良く安全で安心な居酒屋店舗以外での販路開拓」

東京都 株式会社マクロスジャパン 8010501014283 顧客管理システム導入によりよりタイムリーな売上提案を実施

東京都 中野　悟朗 － オンライン音楽レッスンシステムによる非対面型販路拡大事業

東京都 株式会社アイランズ 1011101077339 ホームページの新規作成とウェブ受発注投資による配達効率アップ

東京都 ｎｏｍｉｎａ － 【非対面型テイクアウト商品の販売、及びネットショップの創設】

東京都 株式会社ｅｎｇｉｎｅ 8011002029762 インテリア設計会社が仕掛けるプロユース素材のＥＣ販売事業

東京都 日本リスクマネジメント有限会社 1011302011971 顧客訪問からオンライン商談へシフトし顧客接点の回復を図る

東京都 株式会社ディーアール 3011801034075 革製品のオンライン販売事業とオンライン修理相談サイト構築事業

東京都
ヴォケイション・コンサルティング株式会
社

8010701028521 サブスクリプション型教育コンテンツ動画配信事業

東京都 株式会社１３ｘｂｏｒｄｅｒｓ 8010901034146 新サービスの提供開始と事業の全面オンライン化

東京都 ＴＨＥ　ＨＡＰＰＹｍＡＮ　ＣＨＥＡＫＳ － デリバリー開始に伴うバイクの購入

東京都 株式会社マック 9013301012679 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社キャリア・ブランディング 4120001109345 ＨＰリニューアルとマッチングサイトの制作、及び広告出稿

東京都 琉球家なんくるないさ － オンライン集客サービスの構築とテレワーク導入

東京都 風太朗 － 鉄板焼き新商品開発とテイクアウト開始による新規顧客獲得

東京都 株式会社ムーンテラス 4010601049555 取扱品目の認知度を上げ非対面での受注を可能にするＨＰ再構築

東京都 Ｌａ　Ｆｉｌｏｓｏｆｉａ　ｄｉ　Ｙａｓｕｓｈｉ　Ｓｅｋｉｎｅ － ＨＰ・ネットショップ開設と新商品開発販売での新規顧客獲得

東京都 三部事務所 － 非対面型リモート撮影とスタジオ・機材の貸出

東京都 有限会社萩原防水 5011802023455 ＨＰ改修×ｗｅｂ面談の推進×営業代行による事業促進

東京都 イノバゼスト株式会社 2010001152176 オンライン発信スタジオ併設のシェア・オフィス

東京都 株式会社ケイエヌコーポレーション 5010701019622 デジタルＰＯＰ・リーフレットで楽しく商品アピール

東京都 株式会社Ｋａｙ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ 6011001109567 コロナ対策型スタジオの運営

東京都 株式会社インファスエンタテインメント 2011001055583 ソロキャンパー向けに対応したキャンプ釣り用品販売ＥＣサイト

東京都 株式会社サクラ前線 9020001113864 中小企業を救うブランディングセミナーのオンライン化事業

東京都 ひねりや － 小千谷縮洋服のインターネット販売サイト構築

東京都 株式会社モーニング・グローリー 7010001145588 多様な広告への試験対応とオンライン営業ツールの社内整備

東京都 熊本　誠 － 企画から撮影・編集まで行い、ＳＮＳを活用した新規顧客獲得戦略

東京都 株式会社ＢＥ　ＧＬＡＤ　ＰＲＯＤＵＣＥ 3010701020549 配信事業

東京都 株式会社ナチュラルリンクス 1020001103245 ＷＥＢマーケティングスクールのオンライン学習サイト構築事業

東京都 翠秀塾 － 翠秀塾にオンラインシステムを構築し事業展開を図る。

東京都 株式会社アクシス 8010001009668 ＥＣサイトを再構築することで「ＰＵＬＬ」型の販路開拓を実施
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東京都 株式会社グランツーク研究所 5010001196336 空間美容器の実演動画作成による非対面ビジネスモデルへの転換

東京都 モビール株式会社 9011101052103 ウェブ配信によるアート、商品の非対面販売・映像撮影事業への新規参入

東京都 ｍａｃｕｉｌ　ｄｅｓｉｇｎ　兼子　淳 － 女性にウケる！Ｗｅｂデザインテンプレート提供サービス

東京都 株式会社トップレベルサクセス 9010401097915 非対面型授業システムの構築

東京都 佐藤　浩司 － 遠隔音楽指導システム、音楽家ポータル・動画ＥＣの導入

東京都 合同会社葉月 7011103008204 テイクアウトと、自社従業員のデリバリーによる売上増加計画

東京都 合同会社デイライトサンライズ 5010003018496 動画と連携したプロモーションを使ったＥＣショップ事業

東京都 ＭｙＬＴ合同会社 5012703001913 面談予約と会議システムの連携で保護者面談の非対面化と効率化

東京都 株式会社リッチライフサービス 7011001071948 Ｗｅｂ内覧・申込・契約・発注システム

東京都 アールアイジー戸越株式会社 3010701031042 ＩＴを活用した販売や情報提供や配達を行い非対面による業務活動

東京都 森と魂のセラピースペース畔 － 科学的根拠に基づく薬学・心理学を融合させたアプローチの発信

東京都 ほじゃひ － お好み焼デリバリー専門店としての別屋号の立ち上げ

東京都 株式会社お招き屋・ディデアン 2010601035524 食で元気ＵＰ！Ｙｏｕ　ａｒｅ　ｎｏｔ　ａｌｏｎｅプロジェクト

東京都 Ｔｈｅ　Ｍｏｋｓｈａ　Ｊａｐａｎ株式会社 5020001124246 ＥＣサイト改良と新商品開発による非対面型ビジネスへの転換

東京都 株式会社ＴＯＭＯＮＡＲＩ 5010901033984 ＳＮＳを利用したＷＥＢ　ＳＨＯＰへの集客導線の構築

東京都 ビューティサロン美樹 － デジタル化による顧客獲得と訪問美容

東京都 株式会社ラズリジャパン 3010401127710 アメニティでのノウハウをＥＣサイトで活用し売上を戻す

東京都 株式会社スリジエボーテ 1011001118911 非対面化を採り入れる事で新たなエステの経営モデルを作る

東京都 有限会社桃源 9010002050364 ●卸販売ネットショップの開設とホームページの大幅改善

東京都 ＲＩＧ新宿株式会社 9011101073900 ＩＴを活用した販売や情報提供や配達を行い非対面による業務活動

東京都 株式会社スパイスマインド 3180001101660 健康サポートレシピの提案と新規ＥＣサイト作成・広告活動

東京都 有限会社ステップファクトリー 8010402031898 新規事業としてのＥＣサイト制作による、新たな非対面の販路構築

東京都 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｓｅｎｔｉｍｅｎｔ － テイクアウト、デリバリーコースでの新規顧客獲得と地域への貢献

東京都 株式会社いちは 4010601049530 いちは流おもてなしＩＴ事業

東京都 株式会社ハイランド 8011001093594 密を避け配信機材活用の結婚式／イベント生中継で新規顧客開拓

東京都 ダスティミラー － 無観客ライブなど非接触型配信による販路開拓

東京都 株式会社大都 5010401016589 通販ホームページ開設とＭＡＰでの来店促進、厨房改装での効率化

東京都 株式会社ネクストライフプラインニング 4010001176891 無料書籍の発行・配布による広告宣伝事業で集客アップ

東京都 株式会社システムプラス 4011801033299 クリーニング宅配サービスの開始による販路開拓

東京都 株式会社ｖｉｓｕｍ 6011101088810 オンラインでの就活相談事業とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 ＩＮＣ　ＣＵＲＡＴＩＯＮ株式会社 1010501043099 海外の市場に適したラベルを作成、ラベルデザイン事業の立ち上げ

東京都 株式会社エムエスエンタープライズ 8010501031064 ワインをより楽しく、そして安く。新規オンラインでの販売事業

東京都 ＵＮＬＥＡＳＨ － ウォーキング事業のオンライン講座構築と配信による新規顧客の獲得

東京都 Ｎａｎａ － フラワーアーティストが自社ウェブサイトでオタク市場に販路開拓
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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。

東京都 株式会社三河屋鈴木商店 8011301006834 ＥＣモール及び動画紹介型ＥＣモールへの出店による非対面化

東京都
株式会社Ｊｏｙｅｕｘ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ　Ｆｉｔ
ｎｅｓｓ

5012301012172 健康運動指導士がオンラインレッスンエクササイズで販路開拓事業

東京都 株式会社ＬＩＧＯ 5010401150297 オンライン採用コンサルティングの非対面型販路拡大事業

東京都 ｇｏｃｈｉｓｏｕ － ＥＣサイトの充実・強化と新製品開発による売上拡大

東京都 アレテー株式会社 5012401024968 法人向け健康弁当及び地域住民向けパーティーフード開発

東京都 京橋ララサロン － 動画配信特化型スペースレンタルとダンス教室のオンライン化事業

東京都 サンテフルーツ合同会社 4010703004623 フルーツギフトのオンライン販売

東京都 銀杏 － テイクアウトのため窓口と看板設置と外観改造工事。

東京都 ｆｕｚｋｕｅ － 読書の時間の共有サービス「＃フヅクエ時間」による販路の拡大

東京都 株式会社ＴＯＥ　ＴＨＥ　ＬＩＮＥ 3010401123577 オンラインセミナーと独自ＳＮＳによる非対面コミュニティ活性化

東京都 板垣写真事務所 － クラウドサービス活用による撮影環境の改善と動画制作への対応

東京都 スリールドットミュージック － うたのオンラインレッスンと動画配信

東京都 ブタまんズ － 自社ＨＰで「豚まんあんまん類」の非対面販売で販路拡大！

東京都 株式会社Ｅｎｈｉｔｔｏ 5010901046648 店舗の改装と新商品開発による新たな販路開拓

東京都 株式会社アンジュアインターナショナル 9010001139316 書道オンライン講座モニタリング事業

東京都 Ｐｉｑｕａｎｔ － 共同オンライン営業システムおよび顧客サポートシステムの構築

東京都 オフィス２４７ － 「働き方」でクリエイターとクライアントをつなぐサイト構築事業

東京都 株式会社やなぎ 5010001007955 出前と持ち帰りで、さらなる販路拡大し売上アップ

東京都 はら社会保険労務士事務所 － リモートを活用した非対面型の業務体制

東京都 タタミ株式会社 1010001141361 動画制作受注特化型Ｗｅｂサイト構築と広告による販路拡大

東京都 株式会社ａｎｇｅ 1010401129097 オンライン型　銀座クラブ　ベイアムール

東京都 Ｌｉｎｔｕｋｏｔｏ（リントゥコト） － オンラインスクールのツール開発及び新規オンラインショップ開設

東京都 ＣｒｅｄｏＨｏｍｅ　株式会社 5011701022954 簡単見積りサービスによる新規顧客獲得

東京都 株式会社ビルド 7011101084701 移動販売車（キッチンカー）導入による新規販路開拓事業

東京都 新宿氷業株式会社 3011101009868 インターネットを活用した新規販路（法人、個人販売）による売り上げ回復

東京都 スキルアップＡＩ株式会社 2011001122086
ＡＩ人材育成事業のツール導入による販路拡大と運営業務の効率化・リモート
化促進

東京都 ボンズヘアーサロン － オリジナルシャンプー、トリートメントのＥＣ展開

東京都 株式会社Ｃ・Ｉ・Ｔ 1012701014383 “まだ見ぬ世界へ”（ＺＯＯＭ利用　バーチャル旅行）

東京都 株式会社ＳＴＵＤＩＯ　ＣＩＲＣＵＳ 6013201018291 オンラインレッスン専用のスタジオのオープン準備

東京都 株式会社ＦＬＡＰＴＵＲＮ 2010001124225 中古店舗用品・厨房機器のＥＣサイト構築・運営による新規売上獲得

東京都 株式会社ジュエルサンショウ 4010601034276 ロングテール検索に特化した新集客システムによる新規顧客の創出

東京都 小林ミサ子税理士行政書士事務所 － オンライン面談の導入と感染症対策等店舗改装による新規顧客獲得

東京都 株式会社知財ビジネスリンク 5010901034520 商標出願書類自動作成プログラムの開発による新規顧客の獲得

東京都 保護猫カフェＣａｔｉｏ － 感染症対策とオンライン対応による新しい事業形態の展開
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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。

東京都 Ｎｉｓｈｉｋａ株式会社 7010701037548 求人メディア・コンペ事業のネット広告による販路開拓

東京都 あけび書房株式会社 3010001009185 非接触型のＥＣへの転換、リモート出版イベント、広報強化

東京都 株式会社在宅秘書ラボ 5010001196427 オンラインの説明会と研修による、在宅ワーク普及プロジェクト

東京都 稲田喬晃 － デジタル写真集の新規制作とネット販売事業

東京都 株式会社輪設計 8012301010339 ホームページリニューアル計画

東京都 株式会社アカウント・プランニング 2120002063865 Ｗｅｂ広告作成システム事業

東京都 株式会社トリプルコア 2010901041882 非対面型でサービスと提供する「非対面型演劇配信事業」の開始

東京都 株式会社野本 8011101089781 寝具販売のオンライン化による新たな顧客開拓と事業拡大への挑戦

東京都 株式会社マナヴィスコーポレーション 1010001197940 オンライン養成講座販路拡大およびＥＣサイトの立ち上げ・広報

東京都 株式会社ＲＵＢＹ 7010801030584 コロナ禍を乗り越える非対面予約自動チェックインシステム導入

東京都 ＤＡＴＥＲＲＡ株式会社 2011001113291 オンライン展示会による商品受注の確立

東京都
アジアファッションコンサルティング合同
会社

2010703004831 アロマ製品の商品開発と、インドネシアの展示会にリモート出展

東京都 ＳＨ－ＧＡＭＥ企画開発室 － 小規模事業者で海外を狙うハイパーカジュアル開発事業

東京都 株式会社Ｆｌｉｅｄｅｒ 3010701035704 動画広告とＷＥＢ宣伝の活用で売り上げ挽回

東京都 株式会社ＫＨ企画 7012701010204 動画を生かしたＷｅｂ展示会サービスサイトの構築

東京都 株式会社フジケン 3011701014490 ３６０°カメラやＶＲを用いた新しい内覧サービスで顧客獲得

東京都 株式会社ココエミ 5010601049158 オンライン講座拡販・充実のための新ＨＰ構築と配信制作環境強化

東京都 ウェリナマリッジコンシェルジュ － 防音ユニット設置による非対面型のオンライン結婚相談所の実現

東京都 鍼灸治療室ＨＯＳＨＩ － オンラインで継続！ヨガ＆セルフケアで妊活のための体質改善

東京都 アクティス株式会社 3010001180234 顧客面談、セミナーの非対面環境整備とＨＰ再構築による集客強化

東京都 ジャムハット － 国内サプライチェーンの形成及び帽子生産内製化による販路開拓

東京都 ＭＫトレード － リモートワークに寄与する関連新商品の提案とＥＣでの顧客獲得

東京都 ソーハツ株式会社 6013401001254 工場内のソーシャルディスタンスと英語対応のＨＰ・会社案内作成

東京都 アスリード株式会社 5012301007924 気軽に自宅学習に取組める「動画コンテンツ」管理システムの導入

東京都 アンド・ナウの会 － Ａｍａｚｏｎを活用した電子書籍販売と書店での一般流通による新規顧客獲得

東京都 株式会社ザ・スポーツコネクション 6010901004737 非対面・非接触によるスポーツジム受付システム構築

東京都 ＯＫＩＮＡＷＡ　ＩＭＰＥＲＩＡＬ　ＲＥＳＯＲＴ － 国内旅行者ターゲット層の取り込み兼インバウンド復活に向けて

東京都 ミライエ税務会計事務所 － クラウドシステム活用によるリモートワーク環境整備と集客活動

東京都
株式会社グリーンエコエナジー・アセット
マネジメント

6010001181015 非対面コンサルティングへの転換と新規事業の開発

東京都 遠忠食品株式会社 1010001038979
ＥＣサイトの追加のためのＷｅｂサイト更新と新商品開発により、新たな生活
様式への対

東京都 ＰＢＪ株式会社 6011801026169 化粧品のオンライン販売への転換及び新規顧客獲得

東京都 倉石　友美 － 研修サービスおよび営業活動のオンライン化による新規顧客開拓

東京都 株式会社ポレポレ東中野 4011201020798 イベントの有料配信事業

東京都 有限会社ケイエフジー 3011802026699 ネットショップ機能付きのＨＰ構築で非対面売上の獲得
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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。

東京都 株式会社レム・インプルーブメント 1011801028095 非対面型「オンライン経営相談」のサービス提供とその販路開拓

東京都 株式会社ＦＬＯＷ 9010001133921 アイブロウパターンを活用したオンライン眉研修事業

東京都 株式会社メトロファーム 4011701016478 ＨＰ事前予約を受けた生鮮品をドライブスルーテイクアウトで販売

東京都 Ｔｕｌｉｐａ　Ｓｔｙｌｅ合同会社 8011003008360 ネット配信活用による新非対面型レッスンを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社ｋｏｂｅｔｓｕＧＰ 1011701009658 教室の感染防止対策、ＷＥＢ広告を活用した短期集中募集強化

東京都 株式会社ａｕｒａ 7021001031100 三密を避けた環境下での映像・ＣＧ制作による販路拡大

東京都 合同会社Ｆｒｉｅｎｄｓ　Ｕｐ 8010803001368 非対面型の授業への転換と全国が対象となる新規顧客層の獲得

東京都 株式会社リーンスプリング 5010901032359 消費者向けＥＣサイトでの海外サスティナブルブランド直販

東京都 ＢＡＲ　Ｓｈｅｐｈｅｒｄ’ｓ － テイクアウト開始をＨＰでアピールし、非対面売上の獲得を狙う

東京都 株式会社ナックル 1010801017637 新商品「音楽関連什器」の開発及びネットで販売する

東京都 有限会社ＲＥＧＡＬＯ　ＳＴＹＬＥ 4010402032801 ジュエリーマスクの企画、デザイン！ＥＣ販売事業

東京都 森のお仕事株式会社 2013101007274 地元産間伐材を使ったモバイルハウスｓｕｂａｃｏのネット販売

東京都 株式会社メディアクラフト 7010001102408 映像編集機器の導入による密集回避と遠隔作業システムの構築

東京都 クロイツェル － 店内業務の生産性向上と非対面Ｗｅｂ販売への誘導システムの両立

東京都 クロシェット － 非対面式セルフエステメニューＨＩＦＵマシン導入

東京都 株式会社アッシュ・エー 5010901046565 「濃密」→「ＮＯ密」撮影への転換と写真素材のネット販売事業

東京都 有限会社　末ッ子 6010502015571 老舗の挑戦！　６０年目の経営改革

東京都 蒼樹株式会社 2120001211020
自社のお茶ブランド「ＣＨＡＳＵＲＵ」のオンライン事業による販売チャネルの多
角化

東京都 株式会社ＭＩＤＯＲＩＥ　ＢＩＯ　ＪＡＰＡＮ 1013202013305 有機惣菜のネット販売による新規顧客獲得とテイクアウト推進事業

東京都 サロン・ド・ハープ － レッスン動画と非対面型レッスンの融合ＥＣサイト

東京都 株式会社文化ビジネスサービス 3010401025930 Ｗｅｂ　ｔｏ　Ｐｒｉｎｔを活用したクラウド型受発注システム

東京都 ロータス整骨院 － おうちでお手軽治療院～スマホ操作で痛みもお肌も心も簡単ケア～

東京都 株式会社社会の広告社 1011001122343 新規顧客獲得のための自社動画チャンネル及び自社サイト開設事業

東京都 株式会社エブリスマホ 3010403013561 アプリが試用できるＨＰの作成と通信販売用ＥＣサイトの構築

東京都 株式会社Ｌａｕｇｈｅｓｔ 6010001143535 国内販売強化に向けたホームページ機能の強化

東京都 Ｂｅｓｔ　Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ　Ｊａｐａｎ － 新規サイト構築・イベント開催による新規顧客およびリピータ獲得

東京都 株式会社ホーン 5010001190132 「ソロメシ事業」の非対面型の販路拡大モデル構築

東京都 アンディープランニング － 非接触の通販事業の開始を皮切りとした事業多角化

東京都 熊澤峰人 － 弁当移動販売の予約・決済サイトの構築による売上向上

東京都 株式会社ＯＫユリシーズ４４ 7010801019660 オンラインでの打ち合わせ・イベント告知に対応したＨＰの製作

東京都 アカウンティングサポート株式会社 5010701037839 クラウド会計ソフト需要の高まりに応じた販路開拓事業

東京都 歌と声の教室　ＶＯＩＣＥ　ＱＵＥ － 趣味に！仕事に！気軽に受けられる３つのボイトレオンライン講座

東京都 株式会社セレンディピティ・トレーディング 7010001134509 自社サイトリニューアルによる販路拡大

東京都 株式会社プロモデルスタジオ 2011001066358 広告起用を目指すモデル向けレッスンのオンライン化事業
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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。

東京都 Ｓａｌｌｙ．Ｔｏｋｙｏ － コロナ等の外部要因に負けない強いショップ作り

東京都 ＭａｋｅＨｏｕｓｅ株式会社 6010001178556 オンラインによる住宅提案販売事業

東京都 東京トラベルパートナーズ株式会社 5011001109270 ホームページ革新による、営業効率化・潜在顧客発掘

東京都 株式会社サンエスコーポレーション 6011101048285 オンラインによるセルフマッサージの指導

東京都 合同会社フレアーブルーム 5011303001497 フリーランス専用！非対面型キャスティングシステム事業への挑戦

東京都 株式会社ミリ 5011001091246 ｅラーニングを利用したヘルスケア教育による収益改善

東京都 石井道場 － オンライントレーニングと非接触型リカバリー機器の導入

東京都 株式会社Ｔｏｋｙｏ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｓｔｕｄｉｏ 6010001192152 インターネット販売やデリバリー販売等の非対面式の販売方法

東京都 ジェー・アール・シー株式会社 6011101008355 非対面でのサービス提供体制の整備とネット販路開拓の強化

東京都 田中博之公認会計士事務所 － 非対面型サービスへの転換及び標準化ツール開発による生産性向上

東京都 株式会社エクシード 6010001200609 モール型ＥＣサイトの構築及び広告宣伝の拡張により販路拡大

東京都 合同会社Ｇ＆Ｎ 7011003008444 ＩＣＴ・クラウドを利用した遠隔経営支援による業務の非対面化

東京都 株式会社カイラススタイル 5010001188390 媒体リニューアルによる会員獲得強化と採用活動のオンライン化

東京都 株式会社ｅｎｃｏｕｎｔｅｒ 7010701033720 スポーツ医学セミナーの非対面型オンライン配信事業

東京都 株式会社ソシエタス 9011601020071 オウンドメディア戦略によるオンラインでの販路拡大

東京都 株式会社オブラブ 5010501020648 ネットを通じたギフトの販売強化とＳＮＳ集客及び倉庫改装

東京都 株式会社日本カビ対策プロジェクト 4012401035826 「素材を傷めず擦らず落ちる」業務用カビ洗浄剤の一般向けＥＣ販売

東京都 有限会社かづさや質店 7011002002976 自社ＥＣサイトでのネット販路拡大と店内拡張による販売事業の強化

東京都 中小企業コーディネーター岩城 － リモート業務利用とネットワークの拡大のためのテレワーク環境整備

東京都 エボル株式会社 1011301014190
ＥＣサイト増強から和文化発信サイトへの発展、オリジナル商品・サービスの
開発

東京都 株式会社エスター 1011701012199 オンライン商談システムとＥＣサイトによる新規販路の獲得

東京都 М－Ｓｔｙｌｅ － 自分らしいキャリア、人生づくりを支援するオンラインコーチング

東京都 株式会社レプリネット・カンボジア 7010401123499 カンボジアに於ける日本商材のバーチャル展示・販売会

東京都 Ｍｉｎｔｏｍｏ株式会社 2010801022578 コロナに負けない！『顧客サービス』を維持する非対面サポート！

東京都 株式会社ブレーンバスターズ 4010901030727 中小企業の海外販路を拓く越境型『ライブコマース事業』の展開

東京都 有限会社ネイチャーワークス 4010902017112 非対面型研修の体制構築とＷｅｂサイトＰＲによる導線の確保

東京都 株式会社デンタルオレンジ 5010401091418 歯科学生向け教育サービスのＩＴ化と個別化による新規顧客獲得

神奈川県 ｗｉｔｈ　Ａｆｒｉｃａ － 直輸入とオンライン試飲会でサプライチェーンの毀損を好転

神奈川県 レジナ鎌倉通商合同会社 9021003002510 三密を防ぐ店舗改装とＩＴ活用による販路拡大

神奈川県 株式会社ｉｋｕｍａ 8020001092267 新商品（物販）導入とＥＣサイト・ネット集客で新規顧客を獲得

神奈川県 Ｊ’ＡＤＯＲＥ － 花のアート作品オンライン営業と販売、その為の作品制作・開発

神奈川県 サンセットインポート合同会社 5020003011830 ペット用品を扱う新ブランドの立ち上げとＥＣサイトの構築

神奈川県 株式会社ワークルームジャム 9020001095558 新しい生活様式に伴った３つの事業改革

神奈川県 パティスリーカフェエムロード － テイクアウト商品の拡大とイラストケーキによる新規顧客の獲得
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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。

神奈川県
ヨコハマＳＡＳユニバーサルデザイン研究
室

－ 「ネット展示」で生き返るコロナ禍の障がい者アート

神奈川県 合同会社ＴＫＣ 7020003017223 ＩＴサービス「あなたの調剤薬局」の導入

神奈川県 Ｎａｉｌ＆Ｅｙｅｌａｓｈ　Ｓａｌｏｎ　ｅｎ － 地域密着トータルビューティサロン　コロナで学んだ新たな取組み

神奈川県 うつわの弥土 － コロナ感染予防の取組と非対面ビジネスの構築・販売促進実施

神奈川県 野村パン教室 － 麹料理オンラインレッスン、動画配信の販売促進事業

神奈川県 髙﨑順子 － 横浜野菜を利用したオンライン講座の構築と新規顧客獲得

神奈川県 エコロジカル － ＨＰ、ＳＮＳを活用し新規顧客獲得及び既存顧客の定着

神奈川県 株式会社かもめパン 5020001012707 天然酵母パンの拡販とプレハブ冷蔵庫増設による増産体制の整備

神奈川県 ヨコハマスープカレー　シンペー － 非対面チャネルへの挑戦

神奈川県 ＳＹＢ株式会社 2020001127532 ・消毒のプロが行うハウスクリーニング「クリアップ」の販路拡大

神奈川県 株式会社ＫＡＺＵＫＩ 4020001053974 インタラクティブなストリーミング配信放送局開設で新販路開拓

神奈川県 株式会社アクセシア 3030001083988 オンラインイベント、セミナーの総合プロデュースによる売上回復

神奈川県 Ｂｒｉｇｈｔそろばん教室 － 在宅学習システムの新規構築とオンラインによる指導動画の構築

神奈川県 酒飯屋味家 － 新型コロナに打ち勝つテイクアウト事業のためにレイアウト変更

神奈川県 きのこむし － ファンクラブサイトを通してエンターテイメントを提供する事業

神奈川県 株式会社アサイ・エンジニアリング 9020001058135 「非対面・オンライン営業に効果的な商談ツールの制作」

神奈川県 有限会社ミナト商会 9020002036049 非対面営業プロセス構築と「見える感染症予防サービス」で新規開拓

神奈川県 合同会社トカロント 7020003015524 コロナに負けない！！新時代の仕入れ・販売のシステムづくり

神奈川県 理科クラブ － 子供向けオンライン理科教室の開発と新規販路の開拓

神奈川県 餃子と地ビールいち － ｗｉｔｈコロナ時代に向けた、冷凍餃子を含むテイクアウト需要への対応

神奈川県 株式会社フラワースタイル 2020001106882 ウェブ配信と動画ムービーで花事業の新たな販路の開拓

神奈川県 合同会社エイト 1020003011677 ＥＣサイトでの非対面販売開始とテイクアウト販売サービスの導入

神奈川県 株式会社伊勢佐木町フード・サービス 2020001087561 非対面型・非接触型事業（テイクアウト・デリバリー事業）の新設

神奈川県 スタイリッシュ － 自社ＥＣサイトを構築し、地元の工場で作った製品を日本中で売る

神奈川県
日本リーダーシップ・オブ・マネジメント株
式会社

4020001121938 顧客獲得・サービス履行プロセスのＩＴ化とＷＥＢ会員制度の確立

神奈川県 株式会社Ｐｕｋａｌａｎｉ 7020001088927 新型コロナウイルスに負けない顧客獲得

神奈川県 宇宙棋院 － レンタルスタジオ『おひとり様』

神奈川県 株式会社ヒュミング 6020001055218 非対面オンライン講座開発による新たな販路開拓

神奈川県 ユーフライト － オンラインによるゴルフレッスン

神奈川県 有限会社鈴よし 5020002038726 鈴よしの味を家庭でも楽しんで貰う！テイクアウトでも顧客獲得！

神奈川県 オールブルー株式会社 9410001011822 キッチンカーによる移動販売でお客様のいる場所に販売に行く！

神奈川県 野田真写真事務所 － 非対面型撮影と密回避のためのリモート撮影への転換と環境作り

神奈川県 ＡＮＡＬＯＧ株式会社 5020001130632 ３Ｄモデルによる建築内装設計を非対面型ビジネスモデルで提供

神奈川県 うつみ家具製作室 － オリジナル木製照明器具の販路開拓のためのホームページ開設
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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。

神奈川県 株式会社七福 6020001062214 介護食弁当宅配事業の新規立ち上げ、衛生的な拡大ビジネス

神奈川県 株式会社調味商事 1021001040750 通販事業の拡充と展示会における遠隔取引先の開拓

神奈川県 Ｅｌｆ　Ｇａｒｄｅｎ － 子育てママのためのオンラインレッスンの拡張・物販の強化

神奈川県 衣笠洋画研究所 － 三つのバリアを打ち破れ！コロナ・オンライン・バリアフリー！

神奈川県 ナチュア － 感染拡大防止対策のサロン整備とネット活用による新規顧客開拓

神奈川県 有限会社丸伸商事 1021002066984 簡単揚げたてコロッケ等の開発と自社サイト改修等による販路拡大

神奈川県 株式会社アンカー 4021001066883 （１）デリバリーの強化

神奈川県 食堂ほうらい － 宅配食堂ほうらい

神奈川県 合同会社たけなが 1021003007896 予約オーダー機能付自社ホームページによる販売促進

神奈川県 株式会社横須賀シフォン 4021001044955 個包装機導入によるコロナ感染防止と作業効率向上

神奈川県 走水フーズ － 食堂の非対面化と弁当などのケータリングによる販路拡大

神奈川県 Ｆ．Ｆ　ＬＡＢＯ － 予約サイト・ホームページ・ＳＮＳを活用したコロナ対策のアピール

神奈川県 株式会社ＹＳＢＬ 8020001133500 鍛えにくいインナーマッスルをスマートにセルフトレーニング！

神奈川県 蒼空屋ｋｉｔｃｈｅｎ － 業務用真空包装機とガス焼き鳥器導入で焼き鳥真空パックを販売

神奈川県 有限会社花う 4021002066247 『はなうなう』今、欲しい時に花と緑を自販機する，，，花う

神奈川県 アスレ出版 － ＳＮＳを使った広告宣伝による商品紹介やセミナー開催

神奈川県 株式会社アレス遊園 5021001053583 自社ＨＰとＥＣサイト作成・アプリ開発で売上拡大

神奈川県 有限会社長寿庵 3020002098020 玄蕎麦自動選別機導入における効率化による出前の販売強化事業

神奈川県 Ｔａｂｌｅ－Ｌｅａｆ － 動画を使ったオンラインレッスン

神奈川県 ＵＭ　ＰＲＯＪＥＣＴ － 集客の仕組み化と新規顧客獲得、非対面ビジネスモデルへの転換

神奈川県 みんなのケーキ屋さんＣｈｏｃｏｔｏ － 地域大企業と連携した新商品開発と量産体制の整備及び通販事業

神奈川県 こどもリトミックｓｔｕｄｉｏ － オンラインレッスンと大人向け音楽教室に関わる新規事業展開

神奈川県 有限会社ＫＰＰ 4020002105015 効率的なテイクアウトシステムの導入～本格タイ料理をご自宅で～

神奈川県 クルクチキン － コロナ後の特撰ロティサリーチキン、手作りお弁当の売上拡大

神奈川県 ＧＥＺＥＬＬＩＧ株式会社 8020001133938 顧客様とのつながり。ネットワークビジネスの新設でケアを強化。

神奈川県
Ｅ－Ｐ　ＥＱＵＩＰＭＥＮＴ　ＪＡＰＡＮ有限会
社

6020002103421 軽量・省スペース・簡単操作の電動物流運搬車のＰＲ動画作成

神奈川県 スモールターン － ロボットオーナーへロボット用商品をネット販売、専用アプリ配信

神奈川県 有限会社ｌａ　ｐｌａｑｕｅｍｉｎｅ 9020002105092 来店しないでポチっとバースデーケーキ

神奈川県 シナリーマダムポット営業所 － 健康美肌事業への非対面型の販路開拓

神奈川県 有限会社タチバナ製作所 3020002097724 ３Ｄスキャン＆３Ｄ部品作成サービスの開始

神奈川県 蕎麦旬菜梅好 － コロナに負けない！テイクアウトのＰＲで新規開拓！

神奈川県 有限会社ミュージックワンダーランド 1020002095069 小ホールからの脱却！ライブ配信で集客力アップ！

神奈川県 株式会社リキジャパン 8020003006316 クラウドでの受注システム事業

神奈川県 株式会社高喜商店 1020001069643 ハイブランドシリーズの新規商品開発によるオンライン販路拡大
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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）
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。

神奈川県 斎藤　俊文 － 本格居酒屋「源八」の味をオフィスやご家庭で！

神奈川県 いこい訪問マッサージ － 痛みを抱える在宅利用者に直接選んでもらう為の体制作り

神奈川県 ＭＴＡ合金株式会社 4020003012037 ＷＥＢオンライン展示会出展によるＭＴＡ合金の宣伝営業活動

神奈川県 有限会社多摩スバル販売 5020002092582 スキャンシステムを活用した新サービスとＷｅｂを通じた新規顧客獲得

神奈川県 えｂｃ－ｙａｎ合同会社 9020003006232 テイクアウト事業とウェブサイトによる販路拡大

神奈川県 株式会社フードラック 1020001128176 お弁当、惣菜等でデリバリービジネスへの参入

神奈川県 株式会社ビズタイズ 5020001113397 オンライン販売の販路拡大・販売商品の拡充による売上拡大

神奈川県 株式会社リープ 6021001058111 オンライン会話の販売プラットフォーム構築による新規顧客獲得

神奈川県 有限会社清風楼 6021002052245 ホームページの活用によりテイクアウト拡大と調理場の備え

神奈川県 サンリバー株式会社 8021001045256 ＥＣ販売と新商品開発によるテイクアウト等の販売強化事業

神奈川県 湯河原温泉地所株式会社 3021001033521 新商品販売のＷｅｂサイト構築と温泉遠隔管理システムの構築

神奈川県 あきさわ園 － 次世代に繋ぐ！農園発！ＥＣサイトでリニューアルプロモーション

神奈川県 株式会社済生堂薬局小西本店 9021001032666 薬博物館でもある当店での新規漢方薬の製造・ネット販売の導入

神奈川県 おだわら整骨院 － ３密回避！通院も安心！リハビリテーション施設大改造事業

神奈川県 株式会社エンドレスラーニングバンク 8021001062268 通塾用の塾から、オンライン双方向リモート塾への完全転換事業

神奈川県 ミハシダンススクール － オンラインで健康作り・仲間作り・みんな元気な社交ダンス事業

神奈川県 ぶどう畑のさんぽ道 － 松風ストリートに集うアート、食、文化のコラボＥＣサイトの制作

神奈川県 合同会社フリーライドカスタム 8021003006669 ＥＣでの商品販売と、非対面型のサーフィンスクールの確立

神奈川県 株式会社和風生活 5021001004594 ネット販売拡大で非接触型販売比率ＵＰとチラシによる新顧客確保

神奈川県 株式会社森蔵厨房 6021001042973 無人レジ等を用いた非対面型接客手法の導入による販売力強化事業

神奈川県 株式会社徳志満フードインターナショナル 6021001010971 お弁当・惣菜のテイクアウト＆サービス向上で販路拡大と売上増

神奈川県 株式会社ユウキフレッシュ 2021001002700 青果物の宅配サービスとカット加工による小売販売の強化

神奈川県 株式会社鼈甲屋商店 2021002008309 日常にお祭りを！駄菓子屋の連携出店と地域限定宅配サービス

神奈川県 ＫＵＧＥＮＵＭＡ　ＲＩＣＥ（クゲヌマライス） － テイクアウト需要に対応した店舗改装と委託販売による新販路開拓

神奈川県 片瀬鍼灸院 － 施術室及び待合室での感染防止を図るための院内改装事業

神奈川県 有限会社池田水産 4021002071296 リモートカメラ・冷凍ケース・空調による売り場改善と小売強化

神奈川県 Ｇｏｏｄｍａｎ　Ｃｏｆｆｅｅ － 湘南発コーヒーカルチャー事業の持続可能な営業スタイルへの転換

神奈川県 有限会社イン・タウン 6021002000526 インターネット通販売上５０％目標計画

神奈川県 クーカイ － フードロス削減とテイクアウトメニューや新メニューの開発

神奈川県 ミレッティ － 通信販売チャネルの構築と、通信販売対応商品の新規導入。

神奈川県 株式会社セダーフィールド 3021001059285 名物！自家製タレと塩こうじで味付けた湘南餃子のキッチンカー販売事業

神奈川県 ｈａｎｄｍａｄｅ＆ｏｎｌｙ　ｏｎｅＴＳＵＢＡＫＩ － 機材導入で世界に一つだけのオーダーメイド製品づくりと販路拡大

神奈川県 ＋ＰＬＡＮ － 新たなＥＣサイト構築によるハンドメイド市場の販路開拓

神奈川県 Ｓｕｚｕｒａｎ　ｎａｉｌ － ＨＰ作成での通信販売や悩み相談の実現による非対面型事業の開始
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神奈川県 郡山　かおり － オンライン講座・オンラインカウンセリング事業

神奈川県 株式会社グッドエイジングカンパニー 9021001056178 参入障壁が高い食肉製品製造所を設立し中食事業への参入

神奈川県 株式会社極東窒化研究所 5021001022464 ＥＣサイト制作による自社商品販売

神奈川県 株式会社三益 6021001021102 非対面で設備据付・試運転を行うためのサポートツールの制作

神奈川県 ＫＩＢＡＣＯＷＯＲＫＳ株式会社 3021001046093 ＥＣサイトの大幅リニューアル

神奈川県 株式会社パティスリーカルヴァ 4021001049129 オンラインショップでの販売強化に向けた改装工事及び生産機械導入事業

神奈川県 有限会社すばる進学セミナー 7020002024039 非対面型を含む新規事業「かまくら国語塾」コンセプトブック作成

神奈川県 後藤税理士法人 9021005011352 ＷＥＢ会議システムを活用した、クラウド税理士サービス

神奈川県 さくらちゃ － 整体による新規顧客獲得とネットによる会員制ビジネスの展開

神奈川県 株式会社鎌倉エヌワイエスエー 3021001045657 新たな形態として、テイクアウトやデリバリーに特化した商品の開発と販売。

神奈川県 Ａｎｄｙ’ｓ　Ｓｔｏｒｅ　ａｎｄ　Ｃａｆｅ － テイクアウト売上の強化とデリバリーサービスによる売上の獲得

神奈川県 花実 － インターネットでの販路開拓と生産販売拡大への設備一新

神奈川県 あんどう　えりこ － 展示会出展と年鑑掲載による販路拡大と非対面型ビジネスの構築

神奈川県 バーチーズ － 看板商品の真空パックによるテイクアウト、デリバリーの販路拡大

神奈川県 八幡優子ヨガ研究所 － オンラインレッスン顧客取得の為のホームページ作成と環境作り

神奈川県 Ｌａ　ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ － ネットショップ構築とその周知

神奈川県 有限会社ｓｔｕｄｉｏ　ａｃｃａ 1021002016527 施設利用促進・オンライン出店受付サイト及びＥＣサイトへの出店

神奈川県 Ｒｏｍｙ － オンラインベリーダンスレッスン・動画販売による新規顧客の獲得

神奈川県 株式会社高梨農園 2021001043579 【三浦ブランド商品を全国に届けるＥＣサイト構築による販路開拓】

神奈川県 株式会社山田工芸 1021001065665 ＨＰ改修による販路開拓とテレワーク環境の構築

神奈川県 株式会社スーリール 2021001050360 オンラインによる商品の予約受付、冷凍特注ケーキの地方配送

神奈川県 有限会社西條食品 7021002020432 改装による衛生管理徹底及びＨＰによるテイクアウト客への訴求

神奈川県 有限会社ビー・エー・ティー 6021002026901 リモート相談窓口の設置を含むＨＰの刷新と実店舗の集客アップ

神奈川県 有限会社たけみや 5021002030012 美と健康を提供する新施術とオンライン事業の開始

神奈川県 株式会社サインビクトリー 2021001015859 “人を楽しませたい”から始まるオリジナル商品のＥＣサイト設立

神奈川県 アイベックスポーツ株式会社 4021001017878 オリジナルブランドｂｌａｃｋｋｎｉｇｈｔのネットショップ展開

神奈川県 有限会社オトダ技研 8012302001056 テレワーク環境の構築と生産性向上によって持続的な経営の実現

神奈川県 サガミセイコー有限会社 4021002020311 装置の設計、部品加工、組立、電気工事の一気通貫製造の拡大

神奈川県 関根　博子 － 大人可愛いレディースネットショップのファンマーケティング事業

神奈川県 株式会社ライフチアーズグループ 2012403002289 オンラインフィットネスプログラムを活用した新規会員の獲得

神奈川県 株式会社オフィス樹エージェンシー 7020001091476 非対面型のオカリナ愛好家向けサロンおよびスクールの販売促進

神奈川県 有限会社カミノ 7021002040562 新メニュー「イーマサウンドセラピー」と「ネット販売」による新規顧客獲得

神奈川県 長井製作所 － 自社ホームページ開発による非対面式営業と末端請けからの脱却

神奈川県 株式会社フアラホーム 1020001097446 動画を活用して、非対面型集客・面談の確立による新規顧客の獲得
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神奈川県 有限会社サロン・ド・ＭＩＣＨＩ 3021002048873 「新型コロナ対策のための店舗改装、新商品開発、新規顧客開拓事業」

神奈川県 株式会社サト 9021001068776 新しい生活様式の定着に伴う非対面事業の確立及び顧客満足度向上

神奈川県 パティスリー　プティパ － ＨＰの活用による非対面ビジネスの構築と地元市民への販路拡大

神奈川県 株式会社ペペドルチェ 3021001065374 “テイクアウト商品の販売強化及び新規顧客獲得”

神奈川県 吉田電気工事株式会社 9021001026107 「計装工事における光通信ケーブル端末処理技術獲得による販路拡大」

神奈川県 有限会社ロリアン 5021002045860 【受注・梱包作業場所確保のための事業所拡大事業】

神奈川県 株式会社むげん 9021001027798 マルヨシ水産の味をご自宅で。テイクアウトで新規顧客獲得！

神奈川県 株式会社ヘミングアーツ 2021001064757 商品紹介の動画制作と非対面型（ｚｏｏｍなど使用）販売

神奈川県 Ｒｅｘｙ． － 動画販売等を実施するＨＰを作成し非対面での顧客開拓へ転換

神奈川県 肉料理専門店　瑞流 － 飲食店の非対面事業展開における物販事業と肉料理専門弁当の仕出

神奈川県 有限会社はたの 4020002064707
インターネット販売による新規販路の開拓およびテイクアウト新メニューの開
発

神奈川県 ヘア＆ネイル　イミュン － オンライン使った髪質カウンセリング対応でコロナ禍を乗り切る

神奈川県 占金堂 － リモート占い内容周知のための設備投資及び情報発信

神奈川県 合同会社サロンドバンビーノ 7020003013172 非対面型子育てコンサルティングとオンラインセミナーへの特化

神奈川県 カイロプラクティックセンター小池整体院 － テレワークなどのコロナ疲れに感染症対策済みの安心な施術を提供

神奈川県 ジェイステージ － 非対面型ＷＥＢ講習店舗への転換と対面型店舗の営業力強化

神奈川県 釣り具の通信販売業 －
Ａ型：サプライチェーン毀損対応として現商品で使用している材料の確保と内
製化　Ｂ型

神奈川県 株式会社グランマップ 9020001036207 カーナビ新３大機能の商品開発で新規顧客の獲得

神奈川県 有限会社全国学生引越センター 2020002092395 スマホを使ったＷＥＢ・リモート見積りによる廉価引越しの実現

神奈川県 ＨＡＮＡＳＨＯ － 格安ＳＩＭで日本を元気に！ＷＥＢサイトとチラシを活用した非対面の宣伝

神奈川県 合資会社キッズシティ 8020003003404 動画を中心としたホームページ制作環境の整備による販路開拓

神奈川県 ゴルフリサーチ株式会社 5010401141370 コロナ対策万全！ゴルフコンペ総合支援サイト「コンペやるぞう」

神奈川県 原善伸ギター教室 － クラッシックギターＷＥＢ指導に伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

神奈川県 株式会社プリンシパル 5020001103489 オンライン語学レッスンに伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

神奈川県 まほう堂 － 自動販売機を活用した非対面ビジネスモデルでの新規顧客獲得

神奈川県 株式会社オレンジビット 5021001060398 テレワークとＲＰＡ導入による宅配ビジネス支援事業の強化

神奈川県 株式会社宮古寿司 8020001033758 店内の感染症対策と看板商品のテイクアウト販売の強化

神奈川県 株式会社坂本写真 2020003002725 オンライン写真学校に伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

神奈川県 ＡＮ’Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ合同会社 9020003017725 日本初上陸のベルギービールをＥＣ通販で先行販売開始！

神奈川県 Ｅｉｇｏｃｉｓｅ － 英会話オンラインレッスンの強化＆子供英会話学校の開校

神奈川県 株式会社Ｍ・Ｍ・Ｋコーポレーション 6021001054804 キッチンカーを利用した新規顧客の獲得

神奈川県 いせ山クリーニング － 業務用ミシンを活用した衣類リペアの内製化と看板リニューアル

神奈川県 Ｃａｆｅ　Ｋｕｃｈｅｎ － テイクアウトによる非対面型ビジネスモデルへの転換と販路開拓

神奈川県 有限会社芦ノ湖ペンション森 1021002050410 テイクアウト主とした冷凍餃子と手打ちそばの販売
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神奈川県 ｂａｓｅｍｅｎｔ　ｂｌｏｏｍ － ギフト用胡蝶蘭のネット販売による非対面ビジネスモデルへの転換

神奈川県 ＳＡＬＯＮ　ＮＥＷ　ＤＡＹ － 生産性向上と新規サービス導入のための事業

神奈川県 中里明日香司法書士事務所 － 女性起業家向け中小企業再生支援のＷＥＢ相談窓口の開設

神奈川県 有限会社濱進 7020002008719 テイクアウト販売に伴う客単価増とネット通販に伴う新規顧客開拓

神奈川県 株式会社湘南洋食器 3021001001115 オンライン集客によるグラス販促ノベルティ制作事業の販路拡大

神奈川県 株式会社ＧＩＧＳ　ＧＲＯＵＰ 3020001126830 映像配信機能の常設による新しいライブハウス事業

神奈川県 有限会社田舎路 6011001071172 配合を調整できるＡ５ランク和牛入りハンバーグの通販強化

神奈川県 湘南オーガニックスタジオ － 非対面サービス・３密回避の店舗づくりとオンライン相談の導入

神奈川県 Ａ．Ｌ．Ａ株式会社． 5021001069290 【非対面型郊外ショールーム設立事業＋ブランディング事業】

神奈川県 株式会社エルエーピー 5021001052073 ＷＥＢ広告の活用と非対面型営業方法の確立による売上回復と拡大

神奈川県 あくわ整骨院 － 交通事故治療ホームページ開設により新規来院患者を創出する！

神奈川県 株式会社山成薬局 2040001112532 お薬宅配などの新サービス・新商品提供による新規顧客獲得

神奈川県 アシスト運転代行 － 運転代行サービスの商圏拡大のための広告拡大事業

神奈川県 松原裕代 － コロナでも売上を下げない！エステオンライン事業化計画

神奈川県 株式会社スポーツリング・ジャパン 5021001045481 自律神経に特化したＨＰリニューアルで新規顧客獲得

神奈川県 リムロスタイ － 自家製ソースレトルトパック製造及びインターネット販売事業

神奈川県 リリアーナ － ハイフでセルフ、サブスクでの非接触コースメニューの導入

神奈川県 今井　義頼 － 防音室完備でリモート新規事業開拓＆レッスン生新規獲得戦略

神奈川県 株式会社Ｌｉｇｈｔｓ　Ｌａｂｏ 8020001086938 ステンドグラスキット販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

神奈川県 おでんバー信濃屋 － 非対面化に向けたテイクアウト促進並びに店内抗菌化

神奈川県 Ｐｈｏｔｏ　Ｗｏｒｋｓ － 動画撮影・制作・配信事業による新規顧客開拓

神奈川県 有限会社ラーズ・ワン 4020002067016 「スクエア反転授業」

神奈川県 株式会社五條ビルメンテナンス 8040001090541 ＷＥＢを活用した非対面方式での販路開拓

神奈川県 株式会社キャンドリィ 3020001101817 非対面販売システムの構築と個人消費者向けアロマ商品の開発

神奈川県 鮮蕎豊作　みず野 － 味の向上と新商品の開発で新規客の獲得と売上向上を図る。

神奈川県 株式会社ストーンスープ 5020001098770 コンサルティングサービス提供のための契約顧客専用ページの作成

神奈川県 レストラン　マルシェ － 新生活様式と顧客ニーズに応えた店舗環境向上とテイクアウト強化

神奈川県 ＰＡＲＴＹ　ＰＡＲＴＹ　ｈａｉｒ － 新シャンプー台導入による新サービス提供と売上高・利益率ＵＰ

神奈川県 リゴレッティーノ － 店内飲食とテイクアウトの両立、新調理器具で食材ロスゼロに

神奈川県 株式会社ランドウッド 6020001063641 ホームページ、チラシ等を活用したリフォーム工事の新規顧客開拓

神奈川県 株式会社さっちーＳｗｅｅｔｓ 6020001137288 アマンデン洋菓子店３密回避の取組

神奈川県 高田写真事務所 － ＹｏｕＴｕｂｅによる広告収入の確保と知名度上昇による既存ビジネスの拡充

神奈川県 有限会社金田製作所 9020002005697 自社の強みを活かしたコロナウイルス感染症対策事業

神奈川県 株式会社ジャパネスク 9021001032179 「富士箱根ゲストハウス」のオンライン販路開拓プロジェクト
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神奈川県 プラスミー合同会社 6021003007280 中食である惣菜テイクアウト事業

神奈川県 有限会社まると 7021002053168 客数減の補完を目的とした顧客目線のＥＣサイトの新規構築事業

神奈川県 株式会社銀美堂 9021003000010 時計修理のオンライン相談に伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

神奈川県 合同会社湘南プレミアムＷｅｄｄｉｎｇ 4021003005501 インバウンド婚専用ホームページ作成による非対面ビジネスの実現

神奈川県 株式会社国恵 8020001136734 「人気メニューをテイクアウトできる販売体制と情報発信力の強化」

神奈川県 株式会社アライバル 9021001066029 出張買取とＷＥＢ査定（非接触型ビジネスモデル）による売上向上計画

神奈川県 横浜元町Ｌｅ　Ｓｏｕｒｉｒｅ － お客様の不安を解消する新施術方法で既存客再来・新規集客ＵＰ

神奈川県 株式会社エス・エム・ジェイ 6021001024971 Ｅ－Ｓｐｏｒｔｓ用ＢＬＮＱブランド眼鏡の自社ＥＣサイト販売

神奈川県 有限会社マース 8020002040217 店内安全対策と、新規テイアクアウト事業による新規客開拓

神奈川県 有限会社協栄加工 9021002031386 新規設備投資により２社依存の売上構成を改革する販路開拓

神奈川県
十人十色なヒーリングスペースにじい
ろＣＲＥＡＴＩＯＮ

－ 女性の自己改革プロジェクトのオンライン化

神奈川県 ＡＦＡＮ　Ｒｉｃｈｅ － セルフエステサービスの導入による非対面化と売上確保の取り組み

神奈川県 株式会社イノベーション・パートナーズ 3020001130972 後継者不在企業向ワンストップサービスのオンラインセミナー販促

神奈川県 白坂大知 － ＥＣサイトでのサンプル演奏動画の提供を併せたリード販売

神奈川県 公海 － 「三浦のキンメダイ」を活用した新商品開発と巣ごもり需要開拓

神奈川県 有限会社クリブキルト 8020002082993
既存顧客のキルト教室利用増加と新規個客獲得に向けたオンライン教室開
講

神奈川県 愛家 － 片づけオンラインコンサルティング・リモート作業への転換

神奈川県 たいち鍼灸整骨院 － 自律神経に特化したＨＰリニューアルで新規顧客獲得

神奈川県 ＲＫＰデジタル・アート・プロダクション － オンラインイベント配信サポートサービス事業

神奈川県 株式会社相模家庭電気 5021001012168 お客様が簡単にオンラインで相談できるチャットシステムの導入

神奈川県 有限会社原地印刷 8020002044523 開運おみくじ入れ「吉むすび」のＨＰ・ＥＣ制作による新規顧客獲得

神奈川県 湘南エステート株式会社 6021001040523 非対面型モデルルームによるインテリアコーディネート事業の拡大

神奈川県 有限会社インテリアオフィスゼロ 4020002103539 直販のＥＣ販売強化による収益の増加とテレワーク環境の構築

神奈川県 ステップチェンジ株式会社 7020001052676 コワーキングスペースのオンライン会議ブースの追加

神奈川県 カフェナチュール － テイクアウト窓口を設置した植物園内カフェでの販売促進

神奈川県 ｍａｍａｎａｔｕｒａｌ － ホームページ作成と動画販売

神奈川県 排毒屋 － 若年層向けセルフエステで新規顧客開拓事業

神奈川県 有限会社トクラアクティブ 1020002027451 非対面営業とＥＣショップ拡大への取り組み

神奈川県 株式会社Ａｐｐｌｅ　Ｔｒｅｅ　Ｋｉｄｓ　Ｇａｒｄｅｎ 1020001102973 オンラインレッスンの環境整備と販促強化対策

神奈川県 整体サロンＳＵＮＲＩＳＥ － ネットで動画コンテンツの販売と写真・動画等による魅力の発信

神奈川県 有限会社スタイルＹ２インターナショナル 4020002104504 来日できない海外バイヤーと協業する、和食器等のＢｔｏＣ向け輸出販売

神奈川県 フリーアナウンサー「きたおか　まお」 － 高音質ナレーション自宅録音の実現

神奈川県 株式会社ＷＥＬＬＩＮＴＥＲＣＡＲＥ 3021001068220 ２０～４０代女性をターゲットにした非接触型の鍼灸院事業

神奈川県 株式会社笑顔育 1021001068008 笑顔トレーニングのオンライン化及び動画配信サービス等の提供
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神奈川県 ｙｏｌｋ　ａｎｄ　ｃｏｍｐａｎｉｅ － 親鶏を活用したレトルト新商品開発とネットでの全国販売

神奈川県 Ｍａｒｉｃｔｉｏｎ － 結婚相談・婚活イベントのオンラインサービス化と顧客拡大

神奈川県 カウンセリングチームＭＡＫＡＮＡ － ライフリノベーション手帳術講オンライン講座の開発・販路開拓

神奈川県 ふじがおか整骨院 － 非接触型の接客に移行するために無人の治療機器導入

神奈川県 鵠沼．風味堂． － 新商品開発付きネット販売・卸売による新顧客獲得と従来顧客復活

神奈川県 ナマシヴァーヤ・ヨーガ － ヨガのビデオ学習プログラムによる新規顧客獲得

神奈川県 漆戸写真事務所 － 在宅撮影環境の構築と非対面型ビジネス支援動画の制作

神奈川県 インサイト － 健康肌育研究所ホームページ制作と非対面カウンセリングの実施

神奈川県 堀越美和 － 音楽療法セッションのオンライン化による非対面ビジネスへの転換

神奈川県 横浜らーめん峰の家 － 新たなテイクアウト事業による販路開拓

神奈川県 株式会社うお時 2020002068684 新規顧客獲得の為のＨＰリニューアル、及びＥＣサイト化

神奈川県 株式会社バッドアスコーヒー 9021001045131 配達専用車両の導入でハワイアンテイストの食事をデリバリー

神奈川県 有限会社石川建築 4020002077774 リフォームオンライン相談提供向けＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

神奈川県 株式会社ランドマスター 8020001083613
感染症対策のための、非対面型の商用車買取査定システムへの移行とウェ
ブ集客

神奈川県 神奈川中央建設有限会社 4021002040532 内装用化粧ボード制作におけるシート裁断加工の内製化事業

神奈川県 長後製パン株式会社 2021001004481 パン生地の冷凍冷蔵製法による生産工程改善と新たな販路開拓

神奈川県 わきたけいこの木彫の世界 － オンラインによる通信教育に伴うＨＰ作成・オンライン決済の導入

神奈川県 サレーヌフェイシャルサロン　青葉台 － オンラインケアもできるメンズエステ・ヘッドスパ事業の開発

神奈川県 株式会社リック 4020001016428 ウィズコロナ時代の雲丹しゃぶ中食化戦略

神奈川県 株式会社ＫＥＩＳＵＫＥ　ＫＯＹＡＭＡ 4021001063328 ダイエットオンラインサービスの拡大

神奈川県 株式会社ソナスリンク 7020001130498 非対面式の展示会を利用した顧客開拓と顧客層の拡大

神奈川県 株式会社ＣＵＲＡＲ 9021001053349 ＷＥＢ上でのカウンセリング及びアフターフォローシステムの導入

神奈川県 株式会社伊吹商事 4020001014299 ライブ配信を利用した新サービスの提供と動画配信による販路開拓

神奈川県 株式会社ビーアイパルマ 6020001115616 「セルフよもぎ蒸し部屋」と「化粧室」の改装

神奈川県 肩こり腰痛サロンＬａｋｕａ － 『パッ』と自分でセルフケア！安心安全な非対面サービスの展開

神奈川県 有限会社ＣＡＴ 1021002070895 修復作業専用スペース増設によるレストア事業拡充

神奈川県 ビデル　ホセン － キッチンカーで「ホセンさんの家の味」をお届け！

神奈川県 株式会社ＣＬＵＥ 6020001112217 ＷＥＢサイトの環境強化と機械導入による新規顧客の獲得

神奈川県 有限会社佐々木空調 8021002070939 ペレットストーブ等の通販に伴うＨＰ作成・オンライン決済導入

神奈川県 株式会社東洋ランドリー 4021001040806 インターネット宅配クリーニングの強化事業

神奈川県 Ｔｒｅｓａｌｌｉｒ － 人生をワクワクさせる！ネイルと心のカウンセリング

神奈川県 にじいろ整骨院 － 幅広い年齢層に安心して利用して頂く為の広告を通じた顧客獲得

神奈川県 Ｇｉｒａｆｆｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ － テイクアウト用冷凍食品の開発と非対面事業開拓

神奈川県 東日本テクノ株式会社 6040001108634 現地調査診断等の非対面でのインターネット活用事業
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神奈川県 株式会社Ｌｅａｆ 4021001067857 移動販売を通じた新規・リピート顧客の獲得

神奈川県 スパイスボックス － 集客支援をオンラインで完結！ＩＣＴ活用による個人事業主応援事業

神奈川県 株式会社カワサキ 3012301007232 在庫商品の充実化とロボットハンドの内製化による受注拡大

神奈川県 株式会社スズコウ 6020001054467 レーザーマーカー導入による工程の内製化で納品継続・販路開拓

神奈川県 株式会社シン 7020002010014 テイクアウトの販路開拓とイートインの集客回復！

神奈川県 株式会社アサヒプリンティング 4020001071893 オンデマンド機で短納期の印刷に対応して小口商材ＥＣ販売強化

神奈川県 有限会社藤井 9020002010565 『和』の新商品開発と専用ＥＣサイト新設による非対面販売

神奈川県 Ｐｉａｃｅｒｅ　Ｍｕｓｉｃ　Ｓｃｈｏｏｌ － 新規生徒獲得とオンラインによる現役生徒のレッスンの再開。

神奈川県 株式会社Ｃｒｅａｔｅ　Ｖａｌｕｅ 3020001128430 『完全予約制の非対面受付及び無人レジでの新型美容室の出店』

神奈川県 Ｓｗｅｅｔｓ　ｐｉｐｉｐｉ － オリジナルケーキのテイクアウトによる新たな幸せの価値の提供

神奈川県 坪田工務店 － 営業手法の転換による「三密」解消と新規顧客の開拓事業

神奈川県 中野雅仁 － 非対面型の音楽制作を一括受注して売上げアップ

神奈川県 花菜 － テラス席の設置およびテイクアウトメニュー強化による販路開拓

神奈川県 合同会社大倉山ｄｅｎｔａｌｌａｂ 1020003017492 ３Ｄプリンタを活用した歯科矯正装置製作による新型コロナ対策

神奈川県 村上環 － たまちゃんのオンラインセッションプロジェクト

神奈川県 有限会社パーパス 9021002066184 コロナ禍における新しい焼肉店スタイルの確立

神奈川県 セフティー電気用品株式会社 3020001004086 分電盤事業における、ダイレクトメールを使用した新規顧客開拓

神奈川県 ＬｏｃｏＫｉｔｃｈｅｎ － オンライン注文システムの導入と折込チラシによる周知の取り組み

神奈川県 株式会社熊谷空調設備 3021001045533 エアコンショップ・オンラインＫＵＭＡＧＡＩ

神奈川県 ひだまり日和治療院 － 非対面でもできるセルフ灸で免疫力向上する灸活の新サービス実現

神奈川県 ストレッチスタジオい～ねす － ＥＣサイト活用と個人レッスン強化コロナ時代のジム経営

神奈川県 株式会社亀山商事 2020001094442 テイクアウト・デリバリーサービスの強化とイートインでのコロナ対策の強化

神奈川県 株式会社ライフプラス 2021001068849 対面営業から動画配信による非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 株式会社シゲキッチン 1020001087232 お家で絶品焼肉弁当販売に伴うＨＰ作成・オンライン決済の導入

神奈川県 アイアールエス株式会社 8020001098826 顧客要求に応えられる機械導入と要員の最適ミックスで販路開拓

神奈川県 ステーキハウスＴ＆Ｔ － 感染症対策の出来ているテイクアウト販売の為の店舗作り

神奈川県 株式会社リメイク 2021001050195 オンラインを活用した非接触型の営業活動と顧客対応機器の導入

神奈川県 有限会社富士見庵 9020002101001 真空包装機を導入し、安心・安全なテイクアウトと出前を！

神奈川県 テンスケ － 鎌倉ブランドハイボール製品の製造販売

神奈川県 株式会社さわの 8021001040455 インターネットを利用した非対面型ビジネス転換と販路拡大の整備

神奈川県 ＫＩＴＣＨＥＮ－３１０４ － 店舗内外改装によるコロナ後の新しいカタチのダイナー事業

神奈川県 ＰＯＺＤＩＮＩＮＧ － 非対面型ビジネスモデル推進のための広告事業及び感染防止対策

神奈川県 双実堂コーヒー － インターネットと宅配での自社焙煎コーヒー豆販売事業

神奈川県 合同会社ＲＥＶＥＮＩＲ 9020003017345 リトミック・ピアノ・チアダンスの非対面レッスンへの取り組み
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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。

神奈川県 ローカス － オンライン授業・小学生向け英語新教材開発に伴う販路拡大

神奈川県 Ｗｉｌｌ　Ｖｉ － ＥＣサイト立ち上げと物販による非対面ビジネスへの転換

神奈川県 合同会社凛々香 5020003014461 集客経路の拡大とオンラインアロマスクールの開講

神奈川県 株式会社ココプラス 6020001122959
自社ホームページ作成とＷｅｂ会議システム導入による新顧客獲得及び弊社
パンフレット

神奈川県 ベトナムダイニングシクロ － テイクアウト販路開拓のための設備導入。感染症予防対策

神奈川県 株式会社ロボット人事研究所 7020001079488 『オンライン組織コンサルティング受注プロジェクト』

神奈川県 Ｂｅｌｌｅ　ｌａ　ｖｉｅ － 美容師の挑戦！クラファンで最新の海外美容系ガジェットを販売

神奈川県 株式会社ドゥーマリ 7021001061568 会員がオンラインチャットで気軽に相談できる結婚相談所の開設

神奈川県 有限会社幸せの丘 8021002031908 ＥＣサイトを活用した洋菓子の非対面型販売への転換

神奈川県 有限会社鈴幸商店 6020002026829 秘伝のタレを使ったマグロ漬けパックの新規商品開発とネット販売

神奈川県 有限会社飛川工務店 3020002039313 ホームページを活用した販路開拓と新しい生活様式のご提案

神奈川県 ピアノ教室ピアチェーレ － 自宅で気軽に！『メンタルヘルス×音楽』オンラインへの転換

神奈川県 株式会社ディーアンドディー 8010001109402 販売商品の内製化を構築し新手法の新商品を新規事業として販売

神奈川県 さかえ － テイクアウトと通信販売によるオンラインの新規顧客獲得

神奈川県 うらがＴＶ － うらがＴＶ元気サロンプロジェクト

神奈川県 フェリッタ － チラシ・ネット訴求によるレンタルスペース新規顧客獲得

神奈川県 株式会社カルペディエム 1021001052837 オンラインショップのリニューアル及び店舗改装による販路強化。

神奈川県 株式会社ヤミーネイル 3021001045979 ＨＰ改装・チラシ広告・ＥＣサイト導入による販路開拓事業

神奈川県 株式会社グッドイズグッド 3021001061299 パッド印刷機導入によるプリント内製化と販路拡大

神奈川県 全国通訳案内士 － リバイバル・オブ・ジャパンツアー！横浜から新しい観光の提案

神奈川県 株式会社ＧＵＬＣＨ 3020001089631 自宅でも楽しめるワインと料理のマリアージュをテイクアウトで！

神奈川県 株式会社ケーシード 7021001068381 ＷＥＢ商談システム付ＬＰと自社ＨＰの作成

神奈川県 有限会社天神屋 3021002022531 ホームページ、チラシ等のリニューアルによる非対面販路拡大

神奈川県 アロハエクササイズ － アロハエクササイズ＆菅野式料理教室を日本中で広めるための事業

神奈川県 株式会社エスフィールド 6020001052966 デリバリー用の新メニュー開発による非対面強化事業

神奈川県 株式会社晴月舎 1021001067711 ホームページ制作とＥＣサイトによる非対面型販売強化事業

神奈川県 ビストロ居酒屋ソーレ － デリバリー・テイクアウト事業開始と自社マーケティング強化

神奈川県 株式会社ＳＵＮＤＡＹ 1021001054107 非対面式販売確立のために自社企画製造新ブランド「日曜製作所」

神奈川県 合同会社胡桃ヶ谷デザイン室 4021003009254 非接触による新規顧客獲得のための自社ＨＰ開設

神奈川県 Ｐｉｎｇ－Ｐｏｎｇ－Ｓｔｕｄｉｏ － 箔押し機による自社商品への氏名刻印サービス

神奈川県 人事ＢＯＸ株式会社 8020001131322 非対面営業による新規顧客獲得

神奈川県 株式会社ｈａｒｂｏｒｓ 9020001132344 インターネット広告による非対面型営業と経理代行の非対面型支援

神奈川県 株式会社エスエフソリューションズ 4020001100280 自社開発の勤怠システムアプリに伴う販路開拓と非対面強化事業

神奈川県 株式会社湘南ダイニング 7021001002621 抗ウイルスペイントで安心・安全の非対面・非接触レストラン
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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。

神奈川県
佐藤壮大（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

神奈川県 マンゴタンゴ － 産直フルーツ使用の新しいメニューの開発、販路開拓、デリバリー

神奈川県 ハプラス湘南鍼灸Ｒｏｏｍ － コロナに勝つ！女性や家族の為の非対面型不安解消・健康増進事業

神奈川県 株式会社エフデコレーション 4020001056473 新しい結婚式の形。幸せと感謝を私たちからお届けします。

神奈川県
株式会社スタンダードランドスケープデザ
イン

7021001059637 新ラインアップの開発とネット展開による売上拡大の取組

神奈川県 家飲み横丁 － デジタル居酒屋「家飲み横丁」による新たな販路開拓

神奈川県 恵芯 － ＶＲ技術の導入による不動産物件情報サイトの再構築事業

神奈川県 株式会社ワイビー 9020001100904 新事業除菌清掃に伴う新規販路開拓と非対面営業強化

神奈川県 平井克昌 － バーチャル内見による非対面型ビジネスへの転換

神奈川県 株式会社ＴＷＩＮＧＯ 9021001062498 非対面型温泉宿で自由に過ごす新しいＳＴＡＹで新規顧客開拓

神奈川県 株式会社エムズファン 6020001119765 ハワイ終活ツアー及び終活・生前整理セミナーの新規顧客拡大

神奈川県 株式会社Ｓｉｅｎｓ 3020001053967 オンライン講座で日仏美容交流の輪を広げ事業拡大を実現する

神奈川県 有限会社光暉食品 5021002051685 食肉流通における信頼向上と継続的な販路拡大

神奈川県 渡辺　健太郎 － ライター＆写真家のハイブリッド経営。最新機器導入で売上向上！

神奈川県 猪瀬真里子 － 夜間個人ピアノレッスンおよびオンラインレッスンの事業化

神奈川県 美容室　Ｍａｕｎａ　ｋｅａ － 接触時間短縮で客単価ｕｐ

神奈川県 有限会社眞汾商事 1021002053941 ＥＣ機能追加によるオンライン販路開拓

神奈川県
Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｃｕｌｔｕｒａｌ　Ａｄｖｉｓｏｒｓ株式会
社

4020001130617 ネット広報による新規顧客獲得とｅラーニングによる効率化

神奈川県 株式会社京谷 3180001100423 整体の総合学習オンラインサロン「とんぼ塾」

神奈川県 ＢＳＫ － 予約システム改修を主とした感染症に負けない顧客回転率向上計画

神奈川県 パブスナック　しるば～ － しるば～再出発計画

神奈川県 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｏｃｅａｎ 4020001102021 新しい生活様式に対応した非対面型店舗運営モデルの確立事業

神奈川県 合同会社ラッキースポーツ 3020003013432 スポーツイベント配信等による大会利用団体数の増加

神奈川県 Ｍａｙａｎ　ｃａｆｅ － 非対面サービスを充実させ心と体の健康増進・売上補填を目指す

神奈川県 株式会社ＴＵＴＥＴＯＮＳ 7021001010228 湘南発の着物の文様を使ったアロハシャツの制作・インターネットによる販売

神奈川県 フェイシャルサロンＭａｈａｌｏ － 脱毛専門店が行うハイフによるセルフエステ

神奈川県 仁愛中国鍼灸院 － 東洋医学式オンライン診療及び映像配信による健康増進に関する事業

神奈川県 株式会社ココハダＬＡＢ 5021001031688 地域活性化事業への転換とサブスクモデル導入による売上強化

神奈川県 ブライオンズ株式会社 3020001080482 直営の飲食店・宿泊施設の立て直しとワイン通販の拡大事業

神奈川県 株式会社クラヤ・エデュケーション 4020001058148 電子黒板・Ｗｅｂ会議システムによる非対面生の新規獲得

神奈川県 有限会社大石商店 2021002071348 ＥＣサイトを活用した無添加漬け魚の拡販

神奈川県 唐揚げどっこい酒場にそろ － ホームページによる新規顧客獲得

神奈川県 合同会社ロシェプランニング 5020003008819 オンライン授業の高品質化、新規集客

神奈川県 リノベーション株式会社 7020001111531 非対面営業強化に伴う新規販路開拓
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神奈川県 株式会社エル・エス・シイ 3021001029651 オンライン授業導入による生徒維持とホームページ等による宣伝

神奈川県 Ｔｈａｎｋｓ　ｍｏｔｈｅｒ － オンラインによる企業研修と個別フォローサービス

神奈川県 二井　宗臣 － コロナに負けない非対面型でできる映像制作

神奈川県 株式会社アージュ 1020001122229 アージュ・オンラインフィットネスＬＡＢＯ（オンラインフィットネス事業）

神奈川県 温石会 － オンライン講座用サイト・サービスの構築

神奈川県 ぽぴーネットショップ － 越境ＥＣ利用による非対面型ビジネスでの販路拡大事業

神奈川県 カルラ － 「ＴＯＥＩＣスコアアップ」オンラインスクール構築

神奈川県 Ｂａｍｓ － ＨＰ制作とＰＲ動画制作による非対面型ビジネスの実現

神奈川県 株式会社ワン・プラス・ワン 6011001073160 新商品開発とＥＣサイトによる販路拡大プロジェクト

神奈川県 合同会社小梅堂 8021003002305 ＷＥＢサイトによる来客促進及びＥＣショップ開設による販路拡大

神奈川県 やきとり伊勢原まるや － テイクアウト事業の導入と生産性の強化

神奈川県 グランデ商会株式会社 4020001119239 伝説の家政婦志麻さんを起用した商品ブランディング宣伝戦略

神奈川県 ＤａｉｒｙＢｅｖ株式会社 9020001134530 自社ＨＰ及び通販サイトを立ち上げ、ネットを通した新規顧客獲得

神奈川県 リンクナチュラル － オンラインでのワークショップ開催と新規顧客開拓

神奈川県 株式会社Ｔ－ＰＬＵＳ 6021001066320 オンライン健康診断と予防メニューの導入

神奈川県 ａｍｂｅｒ － ホームページ、動画とＳＮＳ活用による新たな新規集客事業

神奈川県 小田原フラワー －
コロナに負けない安心・安全にお届けできる宅配カタログチラシ配布による新
規顧客獲得

神奈川県 株式会社リアルエリア 5020001083608 配信で音楽活動再開と感染予防対策強化・ＥＣサイトで販路拡大

神奈川県 株式会社クールテック 6021001063409
オンライン「営業・実証実験」システムの構築による非対面ビジネスモデル化
事業

神奈川県 株式会社スズアコーヒー店 3021001032779 「スズアコーヒー」ブランディング及び通販による新規販路開拓

神奈川県 ＳＡＴＩＶＡＷＡＸ － ＥＣサイト立上と認知拡大施策によるブランド構築

神奈川県 株式会社Ｖｉｒｔｕｏｕｓ　ｃｉｒｃｌｅ 7010901035665 障がいを持つ児童向け算数・計算教材の開発事業

神奈川県 空組　住環工房 － 住宅リノベーションオンラインサービスによる販路拡大事業

神奈川県 株式会社ショコラボ 1020001111925 製菓ＥＣ通販サイトの全面改修による顧客管理と販路拡大

神奈川県 小財梨佐写真事務所 －
高速長距離通信機材を導入することによる、密を避けた納品のリアルタイム
化。

神奈川県 株式会社ｉリファイン 3020001123217 ホームページ作成してネットを通じた新規顧客獲得

神奈川県 川田　香奈 － オンライン発表による新しい魅せ方のブランドへの取り組み

神奈川県 日本酒バル森 － 近隣の方に求められるテイクアウトなるべく非対面で提供。

神奈川県 いただきます食堂 － 移動販売車を活用した、新規開拓と店舗ＰＲの挑戦

神奈川県 美咲 － 在宅を余儀なくされている方のためのオンラインヨガスクール設立

神奈川県 株式会社ＮｏｔｅＢｕｄｄｙ 6020001122802 コロナ時代の今と先を見据えた３アプリサービスの浸透と開発

神奈川県 ウィズ東京株式会社 3020001076844 ＷＥＢを活用した内見システムとＩＴ重説による新規顧客獲得

神奈川県 合同会社キナルカナ 1021003007269 不動産賃貸業のＶＲ活用と非対面システム構築

神奈川県 グラシュー・ドゥ・リス － 魂活カウンセリング（話し相手）事業
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神奈川県 ＪＯＹＣＯＲＴ － デジタルを取り入れた新しい来場型イベントの開催と新規顧客開拓

神奈川県 ＳＨＡＰＥＥ　ＢＥＡＵＴＹ － 対面販売からネット販売に移行することでの新規顧客の獲得

神奈川県 橙灯 － 菓子テイクアウトと通信販売の拡充

神奈川県 肉の松屋 － 販路拡大のためのＥＣサイト構築・通信販売促進事業

神奈川県 株式会社カルペディエム 4020001088780 コロナ時代にニーズのある海外製品のオンライン販売と販路拡大

神奈川県 ジョニー整骨院 － 地元に根付いたブランディング構築とオンライン診療の導入

神奈川県 合同会社フットメディカル 8020003010045 非対面対応およびテレワーク対応のためのシステム開発

神奈川県 株式会社ドメニカ・ドーロ 8020001099510
ネット通販事業の拡大とオンライン料理教室（非対面型ビジネス）による新規
顧客獲得

神奈川県 似て非ｗｏｒｋｓ株式会社 9020001084008 非対面リモートによる地域の活性化計画

神奈川県 ＴＯＲＩＤ － テイクアウトによる新規顧客獲得、地域起業者が集う場の周知

神奈川県 ＪＳＴ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 6021001067467 自社ウェブサイトを通じたコンテンツ配信とアフィリエイト事業

神奈川県 株式会社テイクハンド 9020001134241 会社のホームページのリニューアルにより販路開拓と人材の確保

神奈川県 ヨガ体幹トレーニングサロンアイキャヨガ － オンラインレッスンの提供により非対面ビジネスに転換

神奈川県 株式会社エデュケイティング 5020001063163 ＳＮＳの強化による販路拡大及び非対面型コンサルティング

神奈川県 株式会社ＷｈｅｅｌｓＵｐ 2020001133720 オンライン上での転職サポート及びウェブサイトを活用した転職者開拓

神奈川県 矢野鍼灸治療院 － ＨＰ広告、ＳＮＳ広告を活用した、非対面営業による顧客獲得

神奈川県 Ｙｕｋｉｙｏ’ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ － 「食で心と体のヘルスケア」非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 いこい接骨院 － ①機械装置　②ネット予約システム　③パーテーション

神奈川県 大園蓮珠 － スタイリストが提案するニューノーマルウェア

神奈川県 たまプラーザネイルサロンＳ － オンラインスクール開設による店舗改装と販路開拓事業

神奈川県 ＶＢＯＸ　ＪＡＰＡＮ株式会社 6020001084159 非対面での問い合わせやコミュニケーション対応と販促事業

神奈川県
パーソナルダイエットジム　ＥＶＥＮ　ＭＯ
ＲＥ

－ フィットネスメニューのオンライン化を行うＷＥＢサイト構築事業

神奈川県 株式会社星野薬局 7020001119574 マルチタッチディスプレイ導入による非対面ビジネスモデルへの転換

神奈川県 合同会社ｂｙｈｏ 7020003010789 お客様同士の非対面を実現するセット面の再構築

神奈川県 株式会社食ＪＡＰＡＮ 1020001136377 外食から中食へ自宅で楽しむこだわりの「食」をＥＣで販路拡大

神奈川県 ＡＱｕａ司法書士事務所 － 非対面型営業及び新事業に展開するためのＨＰ活用と体制の整備

神奈川県 合同会社楠山 2080103001092 日本の森を育むための国産精油製造事業

神奈川県 前田福祉社労士事務所 － 福祉事業者向けの研修動画配信事業

神奈川県 アクティブ・レファレンス株式会社 4021001038429 設備投資により新規顧客を獲得し外部環境に左右されない販路開拓

神奈川県 若鍋由美子 － コロナ自粛からの心身解放とオンライン導入による運動継続支援

神奈川県 ＢＴＸ株式会社 9020001135264 利用者が安心してトレーニングできる完全個室型ジム事業

神奈川県 株式会社Ｔ．Ｇ．Ｔ 3021001049170 オフィス業務のテレワーク化によるグローバル展開体制の整備

神奈川県 佐藤友美 － 新規事業による非対面型ビジネスモデルへの転換と販路開拓事業

神奈川県 ＣＵＢＥコミュニティグループ － サイトリニューアルおよびオンライン会議システム導入の実施

107 / 122 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）
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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。

神奈川県 有限会社ＭＡＮＮＡＪＡＰＡＮ 2020002071770 食物販のインターネット販売、ドリンクメニューの拡大

神奈川県 ＋Ｃｈａｒｍ － アフターコロナ禍でも対応できるマツエク店

神奈川県 株式会社ＲＡＩＮＢＯＷ＆ＣＯ． 1020001107725 コロナ禍でも安心を提供するアメリカンダイナー

神奈川県 ＶＩＮＴＡＧＥ　ＢＥＡＣＨ　ＬＩＦＥ － コロナ対策、ＥＣ販売の強化と女性客獲得で売上向上を目指す

神奈川県 株式会社ＷＥＬＬ－ＬＩＮＱ 4021001069069 健康痩身プログラムの開発とオンラインでの新規顧客獲得

神奈川県 ニワヤ小谷 － ＨＰリニューアルとチャットポットの導入、ＷＥＢ広告による新規顧客の開拓

神奈川県 佐藤農園 － 湘南にある笑顔溢れる農園のｐｉｚｚａのキッチンカー

神奈川県 オフィスハッピーアワー － 新しい次世代型イベント、フェスティバルのオンラインサイトの構築

神奈川県 アンブロシア株式会社 9010401076290 検査キットオンライン販売システムの代理店対応と新商品試作開発

神奈川県 合同会社ＷＩＴ 5120003013619 マグロ研究所のＥＣサイトを活用した販路開拓

神奈川県 スタジオＰ－ＣＡＴ － オンラインでの翻訳家の養成講座による新規の非対面サービスの構築

神奈川県 有限会社沖冷熱工業 7020002105284 業務用エアコンの設置工事収入を増やすための、ＥＣサイト構築

神奈川県 株式会社ビルドデザイン 2020001081787 ＷＥＢマーケティングを活用した非対面集客方法の確立

神奈川県 株式会社エターナル 9020001122683 ラーメン店とキッチンカーのコラボ

神奈川県 株式会社グローリー 7020001113866 真空パックを使用したラーメンセットの販売と充実したコロナ対策

神奈川県 有限会社五島製作所 2020002086356 生産性の向上と新たな得意先の開拓

神奈川県 Ｔａｂａｓａｍｕ － 自宅でできるヘアメイクのやり方動画と材料の販売ＥＣ

神奈川県 有限会社ライオットオブカラーズ 2020002104167 購入型クラウドファンディングを活用したコア顧客の獲得

神奈川県 Ｄｅｎｔａｌ　Ａｒｔｓ　Ａｃａｄｅｍｙ株式会社 3020001095068 対面歯科医師研修をオンライン化でいつでも誰でも非対面化事業

神奈川県 ビューティーファクトリーＨＡＮＡ － 美と健康をテーマにしたネット通販事業の構築

神奈川県 クレイン不動産流通株式会社 7020001103413 不動産知識習得ＷＥＢセミナー開催による新営業体制構築と事業再建

神奈川県 ホリスティックアロマ＆ヒーリングｎａｎｏｈａ － オンラインでのサービス提供システム構築及びオリジナル商品開発

神奈川県 株式会社今村ゴルフアカデミー 8020001108155 「ＺＯＯＭオンラインレッスン」の利用者促進ウェブサイト制作

神奈川県 ドイドイケバブ － テイクアウトスペース拡充およびウエブサイトによるＰＲ強化

神奈川県 株式会社健美研究所 2180001102734 女性マーケティングで顧客を増やし女性特化の新ＥＣサイトの構築

神奈川県 前山沙耶 － コロナでも売上を下げない！エステオンライン事業化計画

神奈川県 大和卯月 － 新商品開発とオンラインショップによる国産そばの通信販売

神奈川県 株式会社ＤｒｅａｍＱｕｅｓｔ　Ｓｏｕｎｄ 3020001095159 ステージを劇場集約型から配信型に転換して販路拡大

神奈川県 株式会社ＯＣＨＩ企画 8020001131966 講座の動画化と広告宣伝

神奈川県 有限会社スーパーアスリート 6012402019033 定期イベントとオンライン教室の開催による新規顧客獲得

神奈川県 株式会社ＢＯＭプロモーション 4021001051159 Ｇｅｔ　ｏｖｅｒ　ｔｈｅ　ＣＯＶＩＴ－１９

神奈川県 田中販売企画株式会社 6020001121993 オンラインを活用した非対面式生活習慣病改善コーチング事業

神奈川県 ネイティブキャラバン合同会社 8021003006735 非対面型顧客対応システム導入事業

神奈川県 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｒｅｇｉｓｔａ － 高級志向のアナログ型インフルエンサー獲得に向けた販促サービス
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神奈川県 アースリフォーム － 新たな時代に適応するＩＴを利用した住宅設備リフォーム事業

神奈川県 株式会社アール 2020001083453 アプリを活用し、オンラインサロンのような会員制サロンに！！

神奈川県 株式会社ナチュラルリード 6380001023535 ホームページの改定、ＷＥＢ広告の実施によるＥＣ機能の強化

神奈川県 エコライフ － ＬＩＮＥを活用した非対面による買取強化で新規顧客獲得

神奈川県 石﨑冬貴 － 飲食店専門オンライン法務コンサルティングの販路拡大事業

神奈川県 合同会社ｕｎ－Ｌｉｍｉｔｉｄ　Ｓｃｈｏｏｌ 1020003014705 ＨＰ作成及び非対面型商品販売導入による販路拡大・新規顧客獲得

神奈川県 サイコライブ － オンラインコンサルティングをあなたに！寄り添うサイトづくり

神奈川県 株式会社ＴＲＣ 3021001059021 非対面型によるヒアリングシステム構築事業

神奈川県 ブルック・サービス合同会社 6020003013248 個々人に合った副業探しセミナー向けオンライン動画による集客

神奈川県 ＮＥＸＴ　ＳＴＡＧＥ － 高級スパイス専門店！ブランドデザインとＷＥＢサイト企画費用

神奈川県 Ｈａｒｍｏｎｙ － オンラインセミナー導入とウェブサイト作成による新規顧客開拓

神奈川県 ショコラボックス － 商標取得講座、対面講座のオンライン化強化事業

神奈川県 合同会社ＩＮＤＥＸ 3020003016641 副業・起業のなんでも相談所～オンライン学習事業～

神奈川県 麻心 － テイクアウトに対応するためのリニューアルとイメージアップ

神奈川県 トコグラフィックデザイン － ＷＥＢ強化及び非対面型のデザインコンサルティング案件を受注

神奈川県 ＳＥＡＳＯＮＳＷＯＲＫＳ株式会社 6020001084027 オンラインスクール等の非対面コンサルティング構築及び集客

神奈川県
リアルアイランドグループ横浜パック株式
会社

5021001045184 ＩＴを活用した販売や情報提供や配達を行い非対面による業務活動

神奈川県 ｍｉｅｕｘ － 女性起業家向けワンストップ相談窓口のオンライン化事業

神奈川県 森音楽事務所 － ウクレレソロ・オンライン講座とオンラインサロン構築

神奈川県 レイサーフィンスクール＆クラブ江ノ島 － オンラインによる非対面型技術指導システム構築事業

神奈川県 株式会社湘南つなぐ 6021001061800 オンラインカウンセリング・セルフメンテナンス指導環境構築事業

神奈川県 ヨガスタジオココチ － ターゲットはシニア層！自宅でできるオンラインヨガ教室の展開

神奈川県 箱根ＬＥＯＮ － 予約やお客様とのやり取りを明確にしたホームページ制作

神奈川県 有限会社トパンガ・コーポレーション 5020002056018 オーダーシステムの導入とテイクアウトの集客強化

神奈川県 サーファーズ合同会社 8021003005233 オンラインスクールと会員サイトの構築及び集客の強化

神奈川県 ありがと結び － オンライン料理教室事業による新規販路開拓

神奈川県 良酒屋 － ウェブサイト構築によるテイクアウトの注文受付と集客強化

神奈川県 耳つぼダイエットサロンＬｉｌｙ － オンライン耳つぼダイエット、食事指導による新規販路開拓

神奈川県 寿屋 －
・湘南スイッチ：オンラインサイト刷新計画　・デザートフェイスペイント：サービ
スの

神奈川県 株式会社ブリッジコンテンツ 1020001091647 撮影案件とカメラマンの人員マッチングシステム構築

神奈川県 頭痛肩こり研究所たまゆ － 頭痛・肩こりセルフケア事業、ＷＥＢ販促による新規販路開拓

神奈川県 株式会社森屋酒場 6020003001401 飲食業での売上安定及び売上向上を見据えた取り組み

神奈川県 合同会社アロンザ 6020003011730 感染対策のため換気扇の設置及びテイクアウト事業の拡充

神奈川県 ＨＯＬＤ司法書士事務所 － ホームページチャット機能とキャッシュレス決済よる非対面型新規事業創出
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神奈川県 株式会社かえもん 6020001125292 ラーメン屋経営・テイクアウト・接客再建プラン

神奈川県 株式会社メディカルプロダクション 7020001079983 サーマルカメラによるリモート検温で医療衛生環境を管理

神奈川県 横浜整骨院 － 『地域に根差した治療院』と『感染予防の徹底』

神奈川県 株式会社ＬＦＣ　Ｅｘｃｈａｎｇｅ 6020001083078 自社ネットショップを開業し非対面販売を強化

神奈川県 株式会社ラトリエヒロワキサカ 8020001133120 ＥＣサイト・予約システムを通じた新規顧客獲得・リピーター獲得

神奈川県 ａｔｅｌｉｅｒ０４５ － ネット販売強化のため、ＥＣサイト開設による新規顧客獲得計画

神奈川県 ＢＲＯＴＨＥＲ探偵事務所 － 非対面打合せの導入に伴うホームページのリニューアル

神奈川県 西洋菓子海援隊 － オンライン予約＆認知拡大

神奈川県 株式会社ＥＧＩＨＯＬＩＳＨ 2020001095754 ＥＣサイト及び自社ｗｅｂサイトの制作・チラシによる広告

神奈川県 ブルーガレージ － 整備用自動車リフトの購入による代替サプライチェーン補強事業

神奈川県 有限会社竹内紙器製作所 8020002008387 ＥＣサイト構築を図り非対面型販売方式を導入することによる受注拡大

神奈川県 カサデノッパーラ － テイクアウト強化のための商品開発マーケティング事業

神奈川県 ＺＨＩ． － ＷＩＴＨコロナ時代、美容の新しいかたち。

神奈川県 株式会社ａｎｄ　ｌｉｆｅ 6020001137404 ホームページ制作による新規販路開拓と非対面営業強化

神奈川県 横浜リライアブル株式会社 1020001137020 長期効果抗菌コートをウェブサイトで非対面販売施工する販路開拓

神奈川県 Ｙ’ｓＣＩＲＣＬＥ株式会社 1020001126601 非対面型外壁リフォーム提案サイトによる戸建て住宅への販路開拓

神奈川県 株式会社たかの家 8330001017977 多言語対応非対面型チェックインおよび鍵渡しシステムの導入

神奈川県 箱根Ｋｉｔｃｈｅｎ＆Ｂａｒ － 「テイクアウトメニューの開発による事業継続及び拡大」

神奈川県 プロテック株式会社 8020001080552 厨房設備の見直しによる業務効率化、コロナ感染予防対策の徹底

神奈川県 株式会社フォトデリバリージャパン 5020001087030 写真活用事例を動画で紹介するネットを通じた新規顧客獲得

神奈川県 産後骨盤矯正サロンサルビア － オンライン商材販売による新規顧客層の開拓

神奈川県 フォーチュンダイニング － ワイン事業を軸にしたライフスタイル事業

神奈川県 Ｇｌｏｂａｌ　Ｂｒｉｄｇｅ － 「コロナ巣籠りの今こそオンラインで英語力アップ」キャンペーン

神奈川県 合同会社ＶＩＯＬＡ 3020003008993 これからの時代に需要が増す、リモート収録への堅実かつ柔軟な環境づくり

神奈川県 株式会社コクピット厚木 2021001019744 顧客の安心・安全を担保する非対面で行う車の点検・整備サービス

神奈川県 株式会社キョーワハーツ 1020001055791 自社技術を活かしたコロナ対策商品の開発による新市場開拓

神奈川県 株式会社三響堂 2020001034332 オンライン予約機能を備えたスマホ対応ホームページの整備

神奈川県 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　ＯＣＥＡＮ 2020001128638 焼餃子のテイクアウトとオンライン販売開始による新規販路開拓

神奈川県 株式会社スライブ 5020001098713
「焚き火台」オンラインデモンストレーション環境の構築よよる、非対面型営業
活動への

神奈川県 合同会社オフショアテクノロジーズ 6020003014147 海洋観測プラットフォームおよびセンサの国内外販売拡充事業の編集

神奈川県 國分良嗣 － プロレスグッズ専門の自社ＥＣサイトの構築・運営による販路開拓

神奈川県 株式会社フリーダム 9020001089155 ＥＣサイトの強化でコロナウィルスに負けない経営体制の構築

神奈川県
日本カイロプラクティックセンター横浜西
口研究室

－ 非来店型整体と冠ラジオ番組で非対面型新規顧客開拓

神奈川県 株式会社創英 6020001057494 バー形態からテイクアウトやラーメンによる新規顧客獲得
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山梨県 有限会社ロイヤルトレイディング 3090002006199 レーザー溶接機による生産工程の内製化と供給の見直し

山梨県 株式会社サドヤ 3090001012859 日本の四季に合せた、魅力的な商品をカタログでお客様に届ける。

山梨県 の村便利軒 － 非対面型ビジネスモデル導入による事業の認知度アップと販路開拓

山梨県 株式会社キャンディッドジャパン 9090001003555 ＷＥＢカタログ付きホームページの開設とオンライン商談の確立

山梨県 株式会社前進 3090001012883 弁当事業とテイクアウト事業の強化による売上拡大

山梨県 エンポリアム － ＣＡＤの導入で低価格、多品種を制作し新規バイヤーを取り込む

山梨県 有限会社永光 6090002004984 ＥＣサイトを構築しＤＭ送付による周知とネット販売での販路開拓

山梨県 有限会社奥野旗店 6090002000570 ＨＰリニューアル、ＥＣショップとＳＮＳの開設で新商品が販路拡大

山梨県 ｒｅｓｙ － キャッシュレス決済及び出張サービスと新メニュー追加

山梨県 是色 － 山梨県産の豚肉を使用したとんかつで新たな顧客や観光客の獲得

山梨県 有限会社牛奥商店 6090002000389 山梨県産のお肉を全国に普及する

山梨県 弱音を話せる電話 － 対面カウンセリング相談から、オンライン電話相談への転換

山梨県 株式会社古屋 6090001001900 ・情報発信サイトによる魅力発信と個人見学客への直接的アプローチ

山梨県 Ｔｅ　Ｔｉａｒｅ － ハーブテント・ホットストーンの導入による非対面型セラピー

山梨県 アロマハウスＲｕＮａ － コロナ禍でも安心安全な寛ぎ空間で心身をリラックス！

山梨県 岩田食品 － ホームページ・ＥＣサイト新設による名産品のＰＲ・販売強化事業

山梨県 リンク企画 － 感染症対策徹底とエコツアーを絡めた宿泊施設運営での販路開拓

山梨県 一級建築士事務所ＳＩＮ設計 － 顧客とのコミュニケーション力向上と内製化の為の３Ｄ　ＣＡＤ導入

山梨県 大森パン店３７７６Ｌａｂｏ － インターネットを活用した注文販売と新商品の製造による売上向上

山梨県 有限会社ホリイ 1090002012447 小売事業への転換のためのＥＣサイト「キャリー」販売促進事業

山梨県 マルシン石油株式会社 8090001010164 スマートタンク等の導入をホームページによるＰＲで販路開拓

山梨県 ツヤ髪サロンｅｃｌａｔ　エクラ － いつまでも綺麗でいたい女性のためのオンラインサロン開設事業

山梨県 有限会社勝俣造園 8090002011863 ＥＣ販売による個人のおうち時間を活用した庭園ＤＩＹ促進事業

山梨県 ｔｏＵ － 新規顧客開拓の為の新商品開発及びホームページの構築

山梨県 株式会社スワ 6090001010356 「自社ブラント製品の販売促進用のアピール動画製作」

山梨県 オートボディハル － コロナ渦における店舗内外の環境整備と故障診断の内製化

山梨県 有限会社ハルーピノキオ 9090002012398 伝統文化と今の要望にお応えするホームページ・ＥＣサイトの構築

山梨県 秋政商店 － カット野菜やだしパックを使って自宅で簡単オリジナル調理！

山梨県 Ｍｏｕｎｔａｉｎ　Ｔｒｅｋｋｉｎｇ　Ｇｕｉｄｅ　Ｓｏｌｅｉｌ － 登山ガイドのオンラインカウンセリング☆お悩み解決塾

山梨県 ピッツァカーポリーナ － 人気商品ピクルスのネットを通じた新規顧客獲得

山梨県 宮下織物株式会社 8090001010189 新たな販売先の開拓に向けたＥＣサイトの新設と海外販路開拓事業

山梨県 橘田燃料住設店 － ビデオ会議機能を用いた安心安全な工事相談を実現し、周知徹底

山梨県 株式会社富士山アグリファーム 8090001015312 移動販売車の導入による顧客への新販売チャネルの確立

山梨県 堀ノ内設備 － 商談スペースを確保することによるＢｔｏＣ取引への販路開拓
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山梨県 喫茶ラフィン － エアカーテンの設置等によるお客様が安心して来店できる店作り

山梨県 富士見食堂Ｄｉａｇｏ － 新型コロナに対応したテイクアウト需要向けの機器導入と販路拡大

山梨県 株式会社クリエイトタカノ 4090001009508 ＣＡＤソフトと造形機等の導入によるジュエリー原形製作の内製化

山梨県 有限会社桃フードサービス 8090002007003 中華料理ネットショップの開設と実店舗のテイクアウト対応強化

山梨県 オンリートラベル － スマートデバイスを用いたウィズコロナ時代の観光ツアーガイド

山梨県 株式会社フジコン 5090001010051 インターネットを活用した宿泊予約及び生コン業務受注

山梨県 鈑金塗装クルール － 最新車輛診断機導入による新規顧客の獲得に向けた販路開拓

山梨県
Ｃ＆Ｐストラテジーコンサルティング株式
会社

6090001005414 小規模店舗向けスマートフォンアプリ事業の販路開拓

山梨県 ＳＴＥＥＺ － オリジナルアパレル及びエスプレッソキューブのオンライン販売

山梨県 じゃら － セルフオーダーシステムの導入及びコロナ感染防止機器の導入

山梨県 むすびのえん　八ヶ岳本店 － テイクアウト販売の開始と通信販売の強化

山梨県 有限会社オフィストゥエンティワン 5090002008945 「ネットを活用した非対面式バルーン販売システムの構築」

山梨県 株式会社日本引越センター 9090001006962 自社サイトとチラシ広告を活用した引越サービス誘導事業

静岡県 株式会社日本教育研究所 2020001090516 教材商品ラインナップの増強、及びＳＮＳを利用した宣伝及び販売

静岡県 株式会社日本経営労務マネジメント 5080002007403 リアルセミナーからオンラインセミナーへの変革

静岡県 焼肉ＳＵＭＩＫＡ － 接客システムとしてタッチパネルシステムを導入

静岡県 ヒロコー － 自社新工場開設における販路開拓

静岡県 杉山基礎工業 － 型枠鉄板でスムーズに素早く枠を組んで丁寧に基礎工事を行う

静岡県 Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ａｒｃａｓ － コロナ対策がしっかりされたプライベートサロンへの改装

静岡県 志田接骨院 － 三密回避のための院内リフォーム工事とウイルス対策

静岡県 カット・ハウスＲスクエア － 新メニューの開発と感染症対策を施した内装のリニューアル

静岡県 有限会社静岡住設 6080002010050 ショールームをリモートで！プロ集団が提案する最適エクステリア

静岡県 コルポカンパニー － オンライン型技術スクールの発信と施術スペースの拡張

静岡県 草薙バル　ｓｅａ－Ｄｚ － 量販体制を整える設備投資によるテイクアウトの販売強化

静岡県 株式会社ＫＡＷＡＢＡＴＡ 8080001020560
自社サイトを活用した「ふじさんげんきしょうゆ」及びやきとりの拡販と新規顧
客獲得

静岡県 株式会社フルスロットル 7080001022855 焼肉丼のテイクアウト商品の開発

静岡県 テクノス株式会社 3080001003586 天然系製剤を中心にＥＣサイトへ情報公開し新規顧客と利益確保

静岡県 蓬莱亭 － そば屋の味を手軽に摂取できるそば粉ブレッドの販売強化

静岡県 有限会社リカーショップおきつ 4080002011620 安心してお酒を楽しむ環境とクラフトビールの持ち帰りによる販促

静岡県 鷹匠和京 － 本格和食をリーズナブルに楽しめる！テイクアウト事業の開始

静岡県 ＬｏｕＬｏｕ　ｅｔ　Ｍｉｎｅｔｔｅ － 通信通販の新設とギフト対応による新商品発売と生産性の向上

静岡県 ピュア － ウェブを使った当犬舎の宣伝強化とそのための設備投資事業

静岡県 山田産業株式会社 8080001005438 自社ブランドによるメーカー直販ＥＣ事業（ＤｔｏＣ）

静岡県 ｈａｖｅ　ａ　ｇｏｏｄ　ｏｎｅ － 本心と真心で創るデトックスウェディング事業

112 / 122 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。

静岡県 有限会社深沢製帆店 5080002011074 電子パターン縫いミシンの活用による生産体制強化

静岡県 菓子処　白木屋 － 卸業への参入による販路拡大と、店舗販売の改革。

静岡県 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｓｐｅｒａｒｅ － 店舗外壁を活用したウォールアートによるテイクアウトピザの販売促進

静岡県 株式会社ＡＲＩＧＡＴＯ 7080001010884 コロナ禍でも家庭で簡単に作れる在来蕎麦の開発による販路開拓策

静岡県 ＴＨＥ　ＢＩＢＡＮＤＡＭ － テイクアウト注文受付と来店時間の分散化を目的としたＨＰの作成

静岡県 株式会社白形傳四郎商店 5080001002181 茶の実油を繊維に練り込む「抗菌マスク」の開発と販路開拓

静岡県 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ｕｎ　ｐｅｕ　ｄｅ － フードプリンター導入による顧客のニーズに合わせた運営

静岡県 株式会社ベルエキップ・プラス 6080001017914 ＥＣサイトでの販売強化に伴う作業工程の効率化

静岡県 有限会社岩久本店 9080002000676 オール静岡の素材を使った蕎麦セットの販売による販路開拓

静岡県 青木農園 － 生産者の加工品に関する新たな営業スタイルの確立

静岡県 有限会社マルテ 5080002011322 手漉き紙の新しい活用方法の提案による販路開拓と商品開発。

静岡県 ごっちゃぁん － ブランド戦略による認知度向上とテイクアウト事業の展開

静岡県 ハワイ食堂ｌｅａＬｅａ － キッチンカーでの新たな販路＆販売スタイル開拓事業

静岡県 隠れ場　喰海 － 静岡の小規模店の味を全国へ

静岡県 株式会社キチジツ 5080001018475 中食需要に対応したラーメンと静岡おでんの通販・宅配サービス導入

静岡県 ともえ鍼灸整骨院 － 非接触型のトレーニング、リハビリ、ＨＰ改修とスマホサイト構築

静岡県 坂田和基税理士事務所 － 無料オンラインセミナーを通じたオンライン契約での新規顧客獲得

静岡県 美蒸リラクゼーション － 今までの経験を活かした美容サービスの拡大・展開

静岡県 鮨処おがさわら － 「江戸前鮨デリバリー強化と新商品開発による販路開拓」

静岡県 株式会社美草 1080401018178 オンラインでの「ボトリウム●」制作体験教室の実施

静岡県 ＭａＭａしゅ － 主力商品のさらなる新たな販路開拓の取り組み

静岡県 小泉建築株式会社 6080001007964 非対面型（オンライン映え）インテリアショールーム開設

静岡県 株式会社杜建築設計事務所 3080001005293 ＩＴソフトによる非対面型ビジネスモデルとテレワーク環境の整備

静岡県 克弥屋 － ネット販売の環境整備と、ネット販売が入口となる新規顧客の獲得

静岡県 赤堀鍼灸接骨院 － 脳内バランスを整えコロナ社会に順応する

静岡県 株式会社アンドアビリティ 1080001023652 ＷＥＢメディア求人ポータルサイトの構築とネットを通じた新規顧客の獲得

静岡県 有限会社村松建材 6080002007237 ハイセンス職人に向けたＥコマース・ネット通販事業の開設

静岡県 海野酒店 － 宅配サービス強化のための店舗改装と販売促進

静岡県 ＢＬＵＥ　ＷＡＶＥ － テイクアウト用お弁当事業展開のための設備導入と販売促進事業

静岡県 株式会社ケイ・エフ・シー 8080001011329 自前ＨＰ構築による集客及びＥＣサイトによる宅配事業強化

静岡県 株式会社三日月 5080001005060 看板商品の天然とらふぐの宅配サービス化による販路開拓策

静岡県 ｆｉｇｓ － テラス用テイクアウトのための商品開発と販売

静岡県 株式会社スリー 2080001010757 自社ＥＣサイトでの抗菌・除菌関連商品の広告宣伝強化

静岡県 鍼灸スポーツマッサージ　エバーバランス － ウイルス感染リスク低下のための設備導入と販売促進事業
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静岡県 株式会社アイデアル 6080001019027 ＧｏＴｏ青葉おでん街！起死回生の飲食業の環境整備・販促事業

静岡県 有限会社梨本化成 3080002010846 非対面型調色システムの構築による新たな営業方法の確立

静岡県 Ａ－１合同会社 3080003002446 キッチンカーによる飲食物の移動店舗販売

静岡県 麺屋ｓｕｇｕｈａ － 在宅需要に向けた持ち帰り商品販売強化とリアルタイム宅配事業

静岡県 若葉治療院　清水院 － ｗｉｔｈコロナに対応した治療院へ！安心安全な治療環境の提供

静岡県 行政書士ＬＩＫＥ法務事務所 － 非対面のネットを利用した相続手続導入による販売促進事業

静岡県 株式会社ホテル盛松館 6080001004747 『フロント業務の非接触化で安心チェックイン』

静岡県 有限会社後藤豆腐店 1080002002044 コロナ禍での高齢者の健康維持の為に、販路開拓とコロナ対策

静岡県 茶ッ葉屋 － 動画視聴や工場見学による非対面型ビジネスモデルへの展開

静岡県 万菱調機株式会社 7080401004478 ＢＩＭ／ＣＩＭに対応したＣＡＤを導入し、コロナ対策と作業改善

静岡県 ワンズレンタカー － レンタカー業務における非接触型モデルの確立と運営

静岡県 株式会社桝形 9080401004955 非接触型ビジネスモデルの新様式の確立とテイクアウト事業の育成

静岡県 有限会社エイチツーワイ 8080402014582 完全に淹れたてコーヒーを提供する移動式キッチンカーの導入

静岡県 エイエイチ株式会社 4080401022565 ホームページとＳＮＳ、ＥＣサイトとの連携による販売促進

静岡県 株式会社グラン・エトワール 4080101020588 ウェブサイトの多言語化と非対面型事業の推進による新規顧客獲得

静岡県 有限会社村越コーポレーション 3080402013291 うなぎの蒲焼きの真空パックにおけるネット販売

静岡県 株式会社ブングボックス 1080401018624 海外需要に対応した多言語ＥＣサイトの構築

静岡県 株式会社テクソル 6080401003290 非対面型モデル構築による全国オーディオ好き個人顧客の販路開拓

静岡県 株式会社アムズ 6080401019064 子ども向けオリジナルトレーニング機器開発とオンラインレッスン

静岡県 おしゃれ工房Ｙｏｕ友 － 非対面で来店客と同等の相談ができるシステムの構築と販路の拡大

静岡県 アマネイル － 全国向けオンラインネイルスクールの開講と新商品開発

静岡県 有限会社ディ・アール・シー 6080402010699 新商品ウインターリングのＥＣサイト販売開始

静岡県 ファッションきものいしばし － 浜松注染の魅力をＥＣサイトと店舗から広く届ける

静岡県 ＧｒｅａｔＭｉｎｄｓ株式会社 9080401022189 各店舗の名物商品のテイクアウトやネットを利用した通信販売

静岡県 株式会社おびや 4080401001131 低価格テイクアウト商品の開発と広報活動による知名度向上

静岡県 有限会社ＫＥＹＵ　ＦＡＣＴＯＲＹ 7080402016885 オンラインショップの開設及びオリジナルヘリテージパーツの制作

静岡県 浜松南・星座館（笑カフェ・ぱぴぽん） － 心と体を元気にする腸活カフェのＥＣ及び店舗安全対策の取組み

静岡県 ＲｉｓｔｏｒａｎｔｅＤａＫｕｍａ － 「テイクアウト専用厨房」設営による非対面型事業の開始

静岡県 ＴＨＥ　ＳＭＯＫＥ　ＣＬＵＢ － 非対面型販売（オンライン、委託販売）における商品製造所の設置

静岡県 株式会社アクセスライズ 6080401011112 「３密」回避モデル構築による派遣社員・派遣先企業の増加

静岡県 香りの小瓶 － ＨＰリニューアルによる通販サイト開設

静岡県 ヒノン農業株式会社 7080401014056 ヒノンの天使音マスクメロンとメロン加工品のＥＣサイト販売開始

静岡県 谷野ファーム － 健康意識の高い顧客層に向けた新商品ムクナ豆の販路開拓

静岡県 酒井製糀本舗 － 独自発酵技術による糀商品の販売拡大に向けた取組み
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静岡県 バルーンパフォーマーＹＯＨＥＩ － 世界へのオンライン市場進出とバルーン市場認知度強化

静岡県 鍼灸院　二 － 新型コロナウイルスに対応した販路開拓事業

静岡県 Ｇｒｅｔ － 店舗販売に依存しないオンライン販売事業の確立

静岡県 ダンスカウンティ － ＥＣサイトを整備活用し新規顧客の獲得。

静岡県 合同会社ｐｅｒｍａｃｕｌｒｕｅ　ＤｅｓｉｇｎＬａｂ． 5080403004057 オンラインによるワークショップ・モデルガーデン見学会の実施

静岡県 酒肴楽縁笑門 － 近隣住民が「安心して店舗利用」「テイクアウト」できる対策

静岡県 さぎさか菓子研究所 － 冷凍チーズケーキによる新たな通信販売の展開

静岡県 株式会社Ｌａｎｄｖａｔｅ 3080401022987 三次元ＣＡＤ導入による生産性向上とリモートワークの整備

静岡県 株式会社アイギス 7080401022042 完全予約制による非対面型の水素カフェ営業体制の構築

静岡県 Ａｔｅｌｉｅ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ｂａｒ　Ｌｉｇａｒｅ － 自家製パンのテイクアウト・卸売実施による新たな収益事業の確立

静岡県 柊設計事務所 － 非対面型業務の構築・法人顧客向けＰＲ活動事業

静岡県 シュガー＆スパイス － 新商品シュウマイのＥＣサイトでの販売とテイクアウト事業

静岡県 ＥＮＧＬＩＳＨ　ＣＥＮＴＥＲ － 英会話教室の非対面型オンラインサービスの実施による販路開拓

静岡県 株式会社豆乃木 6080401018413 オンライン新サービス提供のためのＷＥＢページのリニューアル

静岡県 株式会社しんや 3080401024034 日本料理店のブランディング及び非接触型オンラインサービス実施

静岡県 ししゅう屋ｅｍｅｃｏ － 「刺しゅうギフト」に特化したサイト制作による新規顧客獲得

静岡県 中野亮建築設計事務所 － インターネット物販による自社商品販売

静岡県 有限会社アイ・エクセル 3080402010462 洋服リフォーム・リメイクのインターネット受付

静岡県 有限会社家具の松家 8080402001960 リペア・リメイク事業の販路拡大と事業・申込方法の見える化

静岡県 いちとせ － ホームページでコロナに負けないお店を作り集客につなげる

静岡県 株式会社ＴＯＭＯＲＵＮ 9080401021711 非接触に配慮したオンラインランニング教室の実施・事業拡大

静岡県 ＯＭＧＫＩＴＣＨＥＮ（オーエムジーキッチン） － 既存ノウハウと冷凍技術を活用しＥＣ販売による非対面型営業展開

静岡県 株式会社緑風 7080401005856 特殊紙による販売促進のための設備投資

静岡県 餃子の店かめ － ＥＣサイト構築による商圏拡大と青森産にんにくを使った餃子開発

静岡県 株式会社モック 7080401009766 ウイルス飛散防止用アクリルパーテーションのマーケティング強化

静岡県 株式会社Ｒ．Ｙ 6080401023652 オーダーメイド福祉用具、自助具の通信販売事業

静岡県 あいのて － 視力回復トレーニング等の動画オンラインサービスによる実施

静岡県 Ｐｅｔｉｔ　ｒｅｐｏｓ － イベント・新型コロナに対応するキッチンカーの導入

静岡県 株式会社芹工務店 7080101000934 動画視聴等オンラインサービスの提供による新規顧客創出事業

静岡県 株式会社プレヴナンス 2080101017446 自宅では作れない本格的なスペイン料理をテイクアウトにより提供

静岡県 オステリア　イル　パリオ － 簡単・時短で料理できるイタリアンミールキットの開発及び販売

静岡県 さき亭 － 新事業「ミスユニバース静岡代表のレッスンスタジオ整備・ＰＲ」

静岡県 有限会社古屋魚店 4080102003187 ホームページ開設・高齢化地域への宅配サービスで新規売上獲得！

静岡県 スタディ株式会社 1080101020665 テイクアウトできる「麺」の新商品開発、販売を通じ移転情報の拡散を図る
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静岡県 オーペールラパン株式会社 9080101017464 コロナに負けず本格的なフレンチの「外食」・「中食」を楽しもう

静岡県 酒菜あかなし － 洋風居酒屋としてのメニューのテイクアウト展開による販路開拓

静岡県 ＡＲＢＯＳ － 携帯ＨＰからのメール配信システム導入とサロン内空間除菌実施

静岡県 アルノインターナショナル有限会社 6080102000216 Ｖｉｄｅｏ授業配信システムと教室内空間除菌で安心な環境づくり

静岡県 ＳｐｅａｋＥＺ － キッチンカーによる弁当などの移動販売

静岡県 有限会社栗原製作所 6080102010090 箱根乾燥野菜のＥＣサイトでの販売体制の確立

静岡県 野中労務管理事務所 － ネットを活用し、障害・遺族年金の非対面での相談による全国展開

静岡県 株式会社ケイズ 8080102012795 コロナ感染防止対策：換気対応した安心安全な店舗改装

静岡県 有限会社割烹古登富貴 9080102010195 多くの方に自慢の味を知っていただくためのテイクアウト事業開始

静岡県 オリバーラボ株式会社 2080101017636 マスクによる熱中症・眼鏡曇り対策商品開発による売上増加事業

静岡県 ｋｉｔｃｈｅｎ味彩 － 新持ち帰りメニューで新規開拓。機材導入で安全と売上を手にする

静岡県 はしば接骨院 － 適切で効果的な治療を受けていただくための情報提供による集客

静岡県 原デザイン － アトリエ兼作業スペース開設に向けた内装工事とＥＣサイトの開設

静岡県 くらしーぼ － オンライン教室と託児付き少人数制教室の体制構築

静岡県 ピッツェリア　バール　ディチョット － 新商品（薪窯料理・地域産品利用）のテイクアウト事業による販路開拓

静岡県 藤田治療院 － 非接触型オンラインによる健康相談やトレーニング指導の実施

静岡県 三嶋和食わ － 全国向けうつぼの真空パック販売と新商品開発による集客力向上

静岡県 河野米店 － 販売方法の新たな取り組みと新商品製造・販売による新規顧客獲得

静岡県 酒場　三カドヤ － 女性客集客に向けたトイレ改装と真空器導入による業務効率化

静岡県 丸見屋酒店 － 全国の日本酒・ワインを愛する方々との「縁」繋ぎ

静岡県 東海ウイングライト株式会社 7080101020957 ホームページへの利用者専用ページ実装による在宅支援強化事業

静岡県 株式会社ヒュッゲ 9080101019031 短時間施術オーガニックカラー専門店の新規出店による集客

静岡県 雲晴株式会社 2080101017603 新商品開発によるテイクアウト販売強化事業と外部サイトでの販売

静岡県 日本濾過工業株式会社 6080101009266 外国語版カタログ資料の新規作成

静岡県 株式会社ライフアート 2080101010574 自社ホームページのリニューアルと宣伝事業

静岡県 有限会社池幸 2080102013279 予約システム導入によるネットレンタルサービスの展開とＰＲ活動

静岡県 株式会社イケタニ 6080101008094 「おうちで居酒屋」安心安全なテイクアウトによる売上確保

静岡県 株式会社三誠 7080101010710 産業機械製造過程における設計段階からの一貫生産体制の確立

静岡県 株式会社建築工房わたなべ 5080101008467 ホームページのリニューアルとオンライン集客の強化

静岡県 マーノ・エ・マーノ － テイクアウトでお店の味をそのままに、自宅で食べる安心感の提供

静岡県 株式会社金時 8080101010593 テイクアウト強化と通販事業への参入による新たな顧客の創造

静岡県 ＹＵＨＯＢＩ　Ｃａｆｅ － 予約システム導入とターゲット広告によるテイクアウト事業の進展

静岡県 中華そば漢風 － テイクアウト強化による非対面型ビジネスモデルの確立と売上増強

静岡県 有限会社美研堂 4080102014754 ウェビナーを活用した、新たな集客方法と営業スタイルの確立
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静岡県 株式会社ラビアンプロ 5080101009993 自社独自のＥＣサイトシステムの構築による販路開拓・拡大

静岡県 ＳＥＥＤ － 飲食デリバリー事業参入による新たな売上の確保

静岡県 神谷工業株式会社 1080401016743 在宅ワークの為の設備導入と作業効率化の設備導入

静岡県 人形の天世 － 閑散期かき氷テイクアウト事業開始に伴う販路開拓事業

静岡県 静香園製茶株式会社 2080401015843 のれん及び垂れ幕の店舗設置とネット販売を通じた新規顧客獲得

静岡県 松下製茶場 － 磐田市唯一の抹茶スイーツのテイクアウト事業の実現

静岡県 呑み食い処辰味家 － 新メニューのテイクアウト販売による非接触型ビジネスへの転換

静岡県 アルページュ － 自宅で過ごす時間に彩をそえる通信販売事業

静岡県 Ｋｉｔｃｈｅｎ　マーブル － テイクアウトによる新顧客の獲得とフードロスの徹底！

静岡県 株式会社石井石材 6080101013342 お墓のお参り代行サービス事業のＰＲで収益拡大

静岡県 イロハブリック合同会社 1080103001250 コアなファン層を獲得する「動画作成・配信」事業

静岡県 有限会社キャスコンサルタント 4080102019753 「インターネット経由での非対面型保険加入方法による顧客開拓事業」

静岡県 株式会社伊豆ハウスクリーン 5080101013145 当社事務作業に係るテレワーク環境の構築

静岡県 株式会社いっしん 7080101013977 商品紹介を充実させたホームページによる通信販売事業の強化

静岡県 有限会社熱海ダイハツ 9080102017942 自動車保有業務のワンストップ化とタイヤ大型化への対応

静岡県 宝フーズ株式会社 7080101019438 伊豆の食材を活かした新商品開発とオンラインショップの事業展開

静岡県 ｃｏｆｆｅｅｈｏｕｓｅ茶々 － 夢への挑戦！コーヒー専門店への移行事業

静岡県 株式会社ソリク 3080101014104 【予約制貸切りジム】次世代型フィットネスビジネスの開発

静岡県 株式会社常盤木 7080101012756 通販可能なＨＰを構築する事で、販路拡大と売上向上を目指す

静岡県 有限会社フタミシティサービス 6080102018571 板長こだわりの熱海の味をご家庭でも楽しめる惣菜商品の開発と販売

静岡県 株式会社楽一 3080101020192 Ｗｉｔｈコロナ時代を生き抜くホステルの営業モデル確立

静岡県 多田板金 － 会員様の安心・安全確保　ジム移転によるコロナ対策事業

静岡県 株式会社ｍａｃｈｉｍｏｒｉ 1080101016003 顧客管理システム導入による売上改善と業務の効率化

静岡県 マニファトゥーラ － 地元人気デザイナーの大胆空間で新規顧客獲得と料理教室開催

静岡県 熱海パーソナルコンピュータ教室 － 「ＶＲ／ＡＲを活用した非対面遠隔授業移行のための設備導入」

静岡県 スギモト鍼灸・接骨院 － ネットを活用した非対面カウンセリング、栄養指導と運動指導。

静岡県 有限会社五條ドライクリーニング工場 6080002013573 取扱店舗への無人返却ロッカー設置による人的接触機会の削減

静岡県
カレーハウスｃｏｃｏ壱番屋　島田中央町
店

－ 安心安全を保障する店舗作りとカレーらーめんの新規導入

静岡県 株式会社大丈 6080001003105 ・非対面型営業活動の為にＨＰを活用した新規顧客の開拓

静岡県 マナマードレ － ウイズコロナ、ポストコロナ時代に向けた新店舗による事業拡大

静岡県 有限会社江戸菊 9080402017849 「季節感のある料理と居心地の良い空間の提供による顧客開拓」

静岡県 べりーらんど萩田 － 新商品『完熟冷凍イチゴ』の通販による販路拡大

静岡県 キウイフルーツカントリーＪａｐａｎ － コロナ禍で情報発信と商品開発による観光農園の経営力向上計画

静岡県 季伝 － 本格的な炭火焼き料理のテイクアウト販売による販路拡大
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静岡県 株式会社梅木屋 7080401014774 インターネットを利用した予約システムの導入などで密を避ける

静岡県 有限会社アトラクティブ 4080002017246 既存の冷凍ピザの改善と新たな販路開拓による新規顧客獲得

静岡県 有限会社山内屋 5080002018086 お客様が安心して注文、お食事ができるお店作り

静岡県 有限会社ますだや 3080002018022 テイクアウトサービスによる非対面型ビジネスモデルの強化

静岡県 株式会社松田商店 3080001016786 紙媒体通販ノウハウを活かしたウェブ通販事業の確立

静岡県 有限会社佐野石材 1080002017554 安心安全な相談窓口づくりとオンラインでの墓石販売

静岡県 丸益産業株式会社 2080401017328 非対面型営業活動（リモート営業）を取り入れたホームページの構築

静岡県 ＰＯＰＦＯＯＤ － テイクアウト、ＥＣ事業の強化に伴う販路拡大並びに環境設備導入

静岡県 ＡＮＩ＆ＩＶＡＮ － 通販によるインドネシア家庭料理のレトルトパック販売

静岡県 株式会社プラシア 5080401024016 非対面型の仕入ツールの導入および自社ＨＰ作成に伴う認知拡大

静岡県 メロンカフェ － お客様との対面を最小限にするテイクアウトスタンド事業の取組み

静岡県 プラネットクライミング株式会社 9080401019276 初回講習のリモート化と屋外クライミングウォールの設置運用

静岡県 ＬＩＮＫｓ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ － リモートによる買取り査定と販売によるデジタル化への取り組み

静岡県 だいこん亭 － ウィズコロナにおける宅配サービスの多様化と総合的運営改革

静岡県 株式会社ナノコスメテック 5080401013332 製販管理システムクラウド化によるテレワーク環境整備

静岡県 株式会社ベル・エージェント 7080401022190 作業療法士のノウハウを活かした動画レッスンや講義

静岡県 ＴＷＩＮＳＰＡＲＫ － 新商品開発と自社サイト構築による新規顧客の獲得

静岡県 株式会社ＩＨＩＳ 6080101020768 冷凍イチゴの自動販売機による非対面ビジネスモデルへの転換

静岡県 株式会社Ｓ＆Ａキャリア 4080101021834 受発注システム導入による利便性の高いサービスの提供

静岡県 有限会社竹山鉄工所 1080402004846 ＥＣサイトによる新規顧客の獲得

静岡県 合同会社晴耕雨読 2080103001951 非対面型買取サービス実現のための取組

静岡県 ＳＥＣＯＮＤ　ｂｙ　Ｆｏｕｒ　Ｓｅａｓｏｎｓ － Ｗｉｔｈコロナで選ばれるサロンへ

静岡県 株式会社岸商店 2080101012653 ホームページ刷新で、観光客の増減に左右されない経営を実現する

静岡県 愛美株式会社 2080101011060 海外進出に向けたホームページや販促ツールの制作

静岡県 株式会社スターズ・クルー 3080101015473 非接触型の決済方法導入とレコーディングスタジオ設置

静岡県 有限会社ヒットクリエイション 8080002004819 Ｚｏｏｍを活用したオンライン接客を中心としたＥＣサイトの制作

静岡県 有限会社ほりかわ 7080402007364 新規顧客の獲得と既存客の掘り起こし

静岡県 フェアリーホーム株式会社 9080002015749 ＨＰの改修とユーチューブ広告で新規顧客の開拓と受注の獲得

静岡県 株式会社菓南 2080101007612 自宅で美味しく食べられる新スイーツの商品開発と通販事業の展開

静岡県 貴幸 － 富士山の恵みを活かした商品開発とＥＣサイト開設による販路拡大

静岡県 有限会社三ツ安製作所 5080402019964 ３Ｄモデル活用による非対面下での販路拡大事業

静岡県 有限会社アンズ 2080402014745 オンライン指導の告知とメイクアップ指導の動画作成

静岡県 ＢＥＬＬＡＧＩＯ － ＥＣサイト活用などによる新たな営業スタイルの確立

静岡県 ＣＯＡＬＯＮ － ホームページリニューアルと紙媒体での宣伝による新規顧客獲得

118 / 122 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。

静岡県 Ｓｗｉｎｇ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｓｔａｎｄ － 高品質コーヒーに特化したショップのネット販売構築事業

静岡県 株式会社ＫＯＮＡＹＡ 9080001021062 テイクアウトＨＰとＥＣサイト構築による非対面型での新規客獲得

静岡県 花味月 － ・ＳＮＳの活用と店内の環境改善による販路開拓

静岡県 株式会社アールサンプル 1080001017646 ホームページと紙媒体による宣伝・販促による更なる売上アップ

静岡県 エトウ写真館 － 申込みから打ち合わせまでネットで完結！新出張撮影サービス事業

静岡県 有限会社凡太 1080402007312 券売機導入により、販路開拓と非対面型接客を実現させる事業

静岡県 Ｗａｌｌ　Ｗｏｒｋ － 販路拡大のためのＰＲと非対面での営業活動

静岡県 居酒屋とまと － テイクアウトに対応した店舗の一部改装と新規顧客の開拓

静岡県 株式会社モコディック 6080401018231 ホームページリニューアルによる新規顧客の販路開拓

静岡県 有限会社アローズコーポレーション 8080102016111 インターネット等を活用した自動車部品販売事業の展開

静岡県 やまぜん・鈴木園 － 直接販売推進による市場開拓と新商品開発

静岡県 株式会社日進堂 2080001017562 【三密回避】新型コロナ対応型店舗運営安心強化事業

静岡県 株式会社エムウィンド 2080001019162 Ｗｅｂを活用した無料相談及びオンラインセミナーによる販路開拓

静岡県 有限会社アーキ工房 1080102008957 リフォームパック販売に伴うＨＰ作成・オンライン決済の導入

静岡県 きむら音楽教室 － オンラインレッスン対応で、安心安全に音楽を楽しむ環境作り

静岡県 有限会社ホームランド 4080102015967 インターネットを活用した非対面型物件案内および契約締結

静岡県 駿河プロモーション － 非対面型ビジネスモデルによるネットを活用した販路開拓

静岡県 ｉｄｅａ　ｌｉｆｅ － ブランド認知度向上・売上拡大を図る為のプランディング事業

静岡県 合同会社ＦＧ 2080003002471 非対面式セルフ特化型脱毛機を活用したセルフ脱毛サロンの構築

静岡県 和ぁ坊 － 外部との接触機会を減らし安心安全な個室型店舗の運営・整備

静岡県 Ｃａｒｓまるく － ＨＰの開設及び動画配信による販路開拓と新規顧客の獲得

静岡県 笠縫 － テイクアウトと店舗消毒の徹底による売上増加

静岡県 和らぎ － Ｗｉｔｈコロナ時代の居酒屋経営（販路開拓と決済の非対面化）

静岡県 原田電工 － 非対面型・接触時間削減を推進し、コロナ禍を乗り越え飛躍へ

静岡県 有限会社志太塗料店 7080002018506 システム導入とサービス向上による営業エリア・取引先の拡大

静岡県 みぃのシフォン工房ふわふわ － 自動販売機によるシフォンケーキ販売の非対面化促進と販路開拓

静岡県 よいこ共和国 － 【焙煎所付き移動販売車による販売強化プロジェクト】

静岡県 株式会社才茂組 8080001001610 ドローンによる建物調査ＨＰの構築による非対面型での新規客獲得

静岡県 山本工業所 － 静岡特産品お取り寄せギフトでご家庭や地域を盛り上げよう

静岡県 Ｍプランニング　みのわあい。 － 動画開発と販促による非対面型の講演スタイルの確立と販路開拓

静岡県 渡辺建築 － オンラインでの営業強化と認知度向上による新規顧客開拓

静岡県 ネクストプラン株式会社 9080003001491 オンライン親子面談システムの導入による非対面化の取り組み

静岡県 三毛猫ワークス － 非対面型ビジネスモデルへの転換とブランディング

静岡県 炭火ヤキトリとりんちゅ － 配食サービス拡充等による非対面型ビジネスモデルへの転換
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静岡県 ｓｏｒａ合同会社 5080103001544 商品のオンライン販売とＷＥＢセミナーの実施

静岡県 株式会社ＫＲＴ 9080402002685 剣山専用のＥＣサイトを制作し、新規販路開拓を行う

静岡県 Ｋｉｒｋｅｋａｆｅｂａｋｅｒｉ（シリケカフェバーケリ） － テイクアウト新商品の開発　及び　感染対策型販売への転換事業

静岡県 青透園 － 個人顧客獲得のための緑茶ＥＣサイトの構築

静岡県 株式会社一期一会 9080101016945 治療院業務におけるメール・Ｌｉｎｅ相談の有料化

静岡県 有限会社みどり 4080402015626 コロナ禍における新たな演奏会スタイルの確立と新規顧客の獲得

静岡県 Ｂ－ＦＲＩＴＥＳ － 新メニュー開発とテイクアウト重視による新規顧客確保

静岡県 大装工業 － 多彩な宣伝手法による当社認知施策

静岡県 有限会社つた野 4080002003923 和食小料理屋が行うオンライン販売の専用サイト構築事業

静岡県 株式会社寺岡銈吉商店 5080001015035 ＥＣサイトリニューアルによる安心・便利なお買い物促進事業

静岡県 株式会社エイトソルーション 1080401020506 オンライン経営コンサルティングで新規販路開拓を図る環境構築

静岡県 焼肉獅子蔵 － おうちで楽しむ高品質な獅子蔵のお肉の味

静岡県 株式会社ＣＵＢＥ 9080001021715 積極的な宣伝とＥＣサイト構築による売上拡大施策

静岡県 有限会社ＷＡＴＡＫＯ 7080102008885 カウンターバー設置による店内改装での新規顧客獲得

静岡県 有限会社ナカヤマ 8080102011186 田苑の味が家庭で楽しめるテイクアウト事業

静岡県 有限会社佐藤塗装工業 3080002015829 ＨＰを活用した非対面営業と生産性向上

静岡県 有限会社大沼工業 3080402001701 建設関連分野の高精度部品生産要請に応える工場見学体制の整備

静岡県 ｍａｈｏｌｏｂａ－ｃｏｃｏｎａｒｕ － 新たな顧客層への集客とオンラインクラスの設定

静岡県 白井建設株式会社 6080001020273 ホームページ・非対面営業システムによる顧客満足度向上施策

静岡県 ＩＳＩリラクゼーション － 予約可能ＨＰと電気刺激治療器でコロナに配慮した出張施術の実現

静岡県 株式会社アシスト 7080401021705 キャッシュレス＆非対面営業で売上を確保しつつ感染対策を！

静岡県 ヘアーサロンシバヤマ － ランディングページでのカウンセリングと宣伝

静岡県 ダイニングバーＹｕ－ － メニュー電子化による感染予防対策とＨＰ作成による集客力強化

静岡県 ｏｈａｎａ － ホームページを活用したテイクアウト＆デリバリー事業の開始

静岡県 株式会社ジェミニ 2080101003900 寿司ダイニング志摩津・本気のテイクアウト

静岡県 大場製粉有限会社 2080402017211 特産品「おはたき餅」含む餅製品の販促、製造力強化

静岡県 株式会社金田工務店 9080401022882 自然素材にこだわった新築建売住宅のＷＥＢによる展開

静岡県 喫茶ペイザンヌ － コロナ対策抗菌トイレ＆テイクアウトで安心なお店作り

静岡県 有限会社亀屋旅館 1080102016563 コロナに対応した「富士山一望展望風呂」の環境設備改装とＰＲ

静岡県 行政書士あかつき法務事務所 － 「事業計画作成で右腕社員を育てる」オンラインコンサル事業

静岡県 有限会社アテネスタヂオ 9080102016333 写真撮影のオンライン相談事業の広報事業

静岡県 Ｃａｆｅ　居酒屋　琥珀 － ホットサンド等テイクアウト宣伝による売上増加

静岡県 居酒屋Ｄ－ＧＯＬＦ － テイクアウトメニューの宣伝による売上増加

静岡県 メンテナンス赤坂 － 出張クレーンメンテナンスによる新規顧客の獲得
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静岡県 駄菓子カフェせせらぎ － 三島の名物を集めた新商品を開発し、ネット通販で新規顧客を開拓

静岡県 お照ん友 － キッチンカーでの移動販売による非対面ビジネスモデルへの転換

静岡県 有限会社ミラベル 3080002018063 ソーシャルディスタンスの確保と、ＳＮＳ映えするテラス席の増設

静岡県 株式会社丸平 7080001013301 ＥＣサイト作成によるネットを通じた固定客の維持と新規顧客の獲得

静岡県 工房ＴＯＫＩ － 馬の預託事業のホームページ広報とチャット型健康管理ツール構築

静岡県 シバタ照明株式会社 6080101000794 ・オンライン来店実現と自社サイト強化の相乗効果による売上拡大

静岡県 こねこのて － 在宅クリエイターをつなげて雑貨制作などのｔｏＣ事業を開拓

静岡県 ＲＡＴＯ　ＣＡＲ（ラトカー） － オンラインで修理費用を見積＆自動車部品のＥＣ販売でＶ字回復

静岡県 合同会社あさひ 3080403003928 新商品の開発

静岡県 Ａｎｒａｎｊｙｕ　アンランジュ － オンラインエステの広告で非対面型での売上アップを実現

静岡県 スマル水産株式会社 1080001014932 マイカー旅行客を新たな顧客ターゲットとした店舗改装

静岡県 株式会社オートステップ 5080101021668 予約システムのオンライン化による顧客獲得体制の構築

静岡県 ラ・ペコラ － 非対面型事業促進のための個人客向けＷｅｂサイト制作

静岡県 株式会社心 8080101009974 ネットワーク機器導入によるスタジオレッスンＩＴ事業

静岡県 サンフラワーピアノ教室 － コロナ禍でもピアノをエンジョイしよう事業

静岡県 酒のやまき － 地酒・地ビールの通販の強化で挑む販売拡大事業

静岡県 ＴＡＣ － 中古車販売のオンライン商談事業

静岡県 ＨＯＴ　Ｌｉｐ － キャッシュレス決済で便利に安全に

静岡県 Ｌｏｎｇ　Ｒｏａｄ　ｈａｉｒ － カウンセリング力を活かし、パーマに力を入れていく取組み

静岡県 有限会社メルシー 9080402017832 動画制作事業の本格参入に向けた取組み

静岡県 ハヤシダコンサル － オンライン研修事業によるコロナ禍でも可能な業務への変革

静岡県 合同会社サンフラワー 2080403004092 レンタルスペースに新しい付加価値（オンライン教室）を提供

静岡県 ＪＡＺＺ － 帰ってきた！ＪＡＺＺの人気フードメニューをテイクアウト

静岡県 Ｒ３ファーム － ＷＥＢを活用した直販強化と作業効率化、環境改善

静岡県 カナメ商事株式会社 8080101008365 インターネット販売の認知度向上による売上拡大

静岡県 Ｂｕｌｌｍａｒｅ － コロナに負けるな！非対面によるネットからの集客と販路拡大計画

静岡県 株式会社勝亦丸山建築計画 8080101019718 ３Ｄカメラを利用したオンライン内見と販売促進

静岡県 株式会社静光化学 9080001002418 オンライン商談・相談窓口実装Ｗｅｂサイト制作ならびに販促事業

静岡県 有限会社ドルセ 7080102002608 ネット対面型ケーキオーダーと「パテシエちゃんねる」動画配信

静岡県 株式会社ととや新兵衛 6080001016123 新設したＥＣサイトの販促事業

静岡県 株式会社リアライズ・コーポレーション 1080101015616 オンラインとサテライトオフィスを活用した営業体制の構築

静岡県 林総合会計事務所 － オンライン面談システムの導入による非対面化の取り組み

静岡県 中華料理心苑 － 清潔で衛生的なお店作りと、安全な料理の提供

静岡県 共有技建工業株式会社 1080401020836 下請けからの脱却！強みを活かして、工場塗装の直接受注を実現！
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採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

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

静岡県 古式腱引き植田内膳道場 － オンライン運動指導システム構築と運動指導用動画配信

静岡県 土谷印刷株式会社 6080001010225 紙折り機の導入による外注工程の内製化

静岡県 長田建設株式会社 3080001000914 チャットとＷＥＢ追客ツール導入で顧客対応をオンラインシフト
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