
令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第４回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 ａｔｅｌｉｅｒ　ＳｈｏｅＣａ － ３Ｄ計測を活用した非対面でのオーダーシューズの開発

福岡県 有限会社スゥィンク 3290002026235 接客に伴う空間確保及び、新商品開発・開拓・宣伝

福岡県 オートクチュール衣織 － ネット（ＥＣサイト）で着物リメイクを展開して販路開拓

福岡県 福岡競艇場食堂株式会社 7290001009939 自社サイトでのペラ坊饅頭の全国販売による販路開拓

福岡県 もん － 揚げたて本場大分中津唐揚げをテイクアウト！自宅・職場へお届け

福岡県 株式会社Ｆｉｖｅ－Ｃ 5290001081873 コロナ時代の新形態への進化－非接触方式による市場拡大

福岡県 川口イベント企画 － キッチンカーでの移動販売で日常にお祭りをお届け！！

福岡県 株式会社Ｗ．Ｃ．Ｐ 4290001072106 非対面型介護サービスで利用者の満足度向上と新規顧客の拡大！

福岡県 福岡メディア株式会社 6290001076311 仕入れの品質管理を徹底することにより訪問しなくても出来る経営の強化

福岡県 那珂川水上観光 － 博多那珂川水上バスのリスタートに向ける再生事業

福岡県 株式会社アド志堂 1290001072769 非対面で旅館に広告ツールが販売出来るＥＣサイト構築事業

福岡県 株式会社仮屋 2290001076604 製造直販！オリジナル商品をネット販売し、新規顧客を獲得。

福岡県 株式会社ソーシャル・ステップ 9290001060072 ホームページの刷新及び非対面カウンセリングへの対応

福岡県 株式会社カイミン 1290001048224 安眠を守る！！自宅で行えるスッキリ睡眠対策！！！

福岡県 ｒｅｓｔ － ストレッチ動画配信により安定した自宅で出来る健康管理

福岡県 リーガル不動産株式会社 5290001056652 『オンライン接客サービス』による新商圏開拓と店舗ＰＲ

福岡県 ＩＴワールドトレード － オンライン販売に関する経営支援業務を非対面型に転換する事業

福岡県 ＫＡＷＡＳＡＫＩ－Ａ － 主に外国人（中国人）をターゲットにしたＷＥＢ通販

福岡県 岡部　正美 － キャリアカウンセリングのオンライン化と差別化

福岡県 株式会社エイド 2290001027664 研修事業のオンライン化及びネットを通じた新規顧客獲得

福岡県 Ｎ－ＳＴＹＬＥ － Ｗｉｔｈコロナ時代のパソコン教室はじめました

福岡県 プロメディカル株式会社 5290001061603 サプリメントのオンライン販売による販路開拓への取り組み

福岡県 株式会社モンテリブロ 1290001055633 美味しく健康に！九州名産絶品干物を楽しめる店頭販売兼飲食店舗

福岡県 鶏白湯ラーメン絶好鳥 － おうちで鶏ざんまい！博多水炊き・鶏料理のデリバリー強化

福岡県 酒処二代目博多っ子ラーメン － コロナ禍における家飲み需要を取り込むための出前事業の開始

福岡県 株式会社ＣＪ 4290001057065 コーヒーのネット通販で販路拡大・売り上げ確保！

福岡県 株式会社ピークスマインド 5290001058137 非対面型ビジネスモデルへの転換と映像マーケティングの創造

福岡県 株式会社つなぐ 2290001082296 新規事業開始による新たな顧客の開拓

福岡県 株式会社ＬＵＳＳＯ 5290001062964 店内ライブ配信とキャストブログで顧客の来店欲求の向上！

福岡県 リトルハニー大名店 － テイクアウトのみによる業態への変更とインターネット販売の強化

福岡県 ｈａｉｒ　ＢＯＴＡＮＩＣＡＬ － ヘアから全身ケアへ！ＥＣサイトによる全国展開へ新たに挑戦！

福岡県 ホテル東興　博多・祇園 － 宿泊施設におけるフロント業務での非対面型ビジネスへの転換

福岡県 ＴＷＥＥＮＥＲ － テイクアウト及び自家焙煎豆販売促進のための店舗リニューアル

福岡県 西門蒲鉾 － 新製品開発及び新サービスの導入による新顧客開拓と生産性改善

※重要
　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。
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福岡県 焼き鳥あれん － ネット予約、注文、決済システムで生産性の向上及び新規顧客開拓

福岡県 株式会社アジアソリューション 9290001028425 ＨＰからオンラインコンサルとセミナー集客支援ＰＲで販路拡大

福岡県 アンドマイ － 講演・研究のオンライン化とオンラインコンサルティングの提供

福岡県 ＬａｎｇａＪａｐａｎ株式会社 1290001086983 本格冷凍ピッツァの通信販売の強化と販路拡大

福岡県 グローリートレーディング株式会社 6290001065149 オーガニック商品をもっと身近に！日本を元気に！

福岡県 株式会社ブレイズ 3290001066546 オーダースーツＷＥＢ受注サービス及びＥＣサイト商品販売の実施

福岡県 株式会社Ｈａｋａｔａ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｔｒａｄｉｎｇ 8290001074008 Ｗｅｌｃｏｍｅ外国人！中古車＆ケバブＯｎｌｉｎｅ未来型店舗

福岡県 Ｐｉｓｓｅｎｌｉｔ（ピサンリ） － テイクアウト方式を活用した販路拡大策「トレトゥールピサンリ」

福岡県 株式会社ＺＯＮＯＳＴＹＬＥ 2290001088723 店舗外売上確保へ向けたＥＣサイト＆デリバリー事業の導入

福岡県 皆嶋　真由美 － コロナ危機をチャンスに！民泊稼働回復策と非対面対応の仕組み

福岡県 ＹＩＭ － ハーブケアＨＰ改変と動画ＰＲ非対面型集客で新規顧客獲得事業

福岡県 株式会社ＯＤＯＮ 4290001086700 ネット活用のテイクアウト・通販事業と来店客への魅力創出

福岡県 株式会社もつ鍋仙頭 2290001071811 テイクアウト・ネット通販商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

福岡県 ＰＯＷＰＯＷＰＯＷ！！ － 福岡で唯一の本格的レゲエバーの開設と動画配信による売上獲得

福岡県 株式会社カマタテクナス 6290001019550 製造業のこだわりで極めたヘルシーピザ、イタリアンのネット通販

福岡県 錦山亭金太夫 － 博多筆師・錦山亭金太夫のオンライン個展＆物販の開始

福岡県 ＦＯＯＤ＆ＷＩＮＥマルコ － レトルトパウチによる通信販売と薬膳ドッグフードの販売

福岡県 ＹＭｄ － 介護事業者・飲食店専門の空調設備を導入支援サービス

福岡県 アドバンス － 動画を活用したＥＣサイト構築とＳＮＳによる新規顧客開拓

福岡県 石橋武道具店 － グローバル化したホームページ改築により販路拡大事業

福岡県 株式会社ミライカ美術 7290001085468 ホームページリニューアルによる、新規顧客の拡大

福岡県 とり唐さんわ　井尻店 － あなたのご自宅へコロナシャットダウン安心安全なさんわの味をお届け！

福岡県 株式会社Ｃ＆Ｈコネクトｃｏ． 8290001085509
介護事業部のＶＲによる拡大事業【高齢者及び障がい者がＶＲで気軽に行け
る日本（世界

福岡県 Ｈｉ－Ｆｉ食堂 － 荒江より始まる！これまでに類を見ないテイクアウト事業の展開！

福岡県 有限会社タケシゲ 8290002002116 インターネットでの情報発信強化によるＥＣ通販成長と販路拡大

福岡県 中州真屋 － 自宅で楽しめる鍋セットのインターネット販売で販路拡大

福岡県 Ｍｉｇｈｔｙ　ｆｉｖｅ　ｓｔａｒ － あなたのおうちが安価で楽しめるイタリアンレストランに！

福岡県 居酒屋　あまや鳥 － 感染対策をしっかり行ったランチ営業とテイクアウトと配達の強化

福岡県 ＳＴＲＥＥＴ　ＳＰＯＴ　ＣＡＦＥ － 商品選びから会計までお客様のスマホで完結！宅配＆テイクアウト

福岡県 株式会社ランフィット 5290001089371 コンディショニング専用シリコン製多面体ボールによる遠隔指導事業

福岡県 ＵＳＤＯＧ － 移動販売から飲食展開！ソーシャルディスタンスに特化した戦略

福岡県 おそうじ本舗　今宿店 － 遠方に居住のご両親見守りと親孝行お掃除サービスの新規顧客獲得

福岡県 馳選 － ３密回避する為、席数の縮小と全席個室化計画及びお持ち帰りの強化

福岡県 押忍冬月 － 福岡西新地区から始まる新しい飲食業のカタチ！！
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福岡県 本田　和加奈 － 時短でキレイに！働く女性のための美容関連商材通販化事業

福岡県 有限会社博多の宿旅館まいだし 7290002019672 ウイルス対策＆博多の宿のスマート対応を目指した機能性アップ

福岡県 有限会社豊島蒲鉾 1290002016527 新商品開発と自社ＥＣサイトのリニューアルによる販売強化

福岡県 Ｌａ　Ｔｅｒｒａ － 専用窓口設置と新商品追加による飲食テイクアウトサービス事業

福岡県 ももちはまワインクラブ － ワインのネット販売強化とオンラインワイン会の構築

福岡県 丸木屋サンロード店 － ＨＰ作製とＥＣ販売の構築、販促用チラシの作製、店舗改装です。

福岡県 磯吉 － 新型コロナ対応型飲食業態への転換とオリジナル商品の販路開拓

福岡県 株式会社ｏｒｇ 9290001051658 ＩＣＴによるモバイルワークの整備及びネットセキュリティの強化

福岡県 パーフェクトビューティリアウェイク － 三密防止の安心サロンへ改修とＥＣサイト構築による販路拡大事業

福岡県 株式会社プロテクノ 8300001008525 社内も車内も抗菌・抗ウィルスコーティングで販路開拓

福岡県 ３ｐｏ　ｃａｆｅ － 焙煎量の増加により機会損失を防ぎ且つ珈琲による新商品開発。

福岡県 株式会社マル小食品 2290001055855 非対面ビジネスモデルへの転換！ＥＣサイトの開設で新規商品の拡販を図る

福岡県 創菓堂素人残月 － リモート＆ネット＆リアル“三味一体販売”で「幸齢社会」へ貢献

福岡県 十段家 － 超時短接客と唐揚げ饅頭で固定客拡大、コロナ不況からの新復活！

福岡県 蛍川　うかれ包丁 － ＥＣサイト構築による新販路開拓で手軽に本格和食を！

福岡県 ＦＥＬＩＺ － 非対面「店舗アプリ」＋顧客管理ＰＯＳシステムによる販促強化

福岡県 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｇｒａｐｐａ － ＳＮＳを活用したナチュラル成分の美容商材のオンラインショップ導入

福岡県 株式会社Ｇｒｏｕｎｄ　Ａ　ｆｉｅｌｄ 2290001082486 非対面で顧客がセルフで行うホワイトニングサービス事業

福岡県 Ｃａｆｅ　ＰＥＡＣＥ倉庫 － どこでもＰＥＡＣＥ！テイクアクト・移動販売でいい時間ＧＥＴ！

福岡県 甲子園三代目あつい飯 － ホームページ等を利用したテイクアウトの販売強化事業

福岡県 株式会社リエゾン 1290801022535 非対面型研修の構築とネット・チラシを活用した新規顧客獲得

福岡県 有限会社エンジェルスマイル 4290802018397 ＨＰでの通信販売の強化及び店舗テイクアウト開始による販路拡大

福岡県 株式会社セイゴ会 3290803001948 カキ小屋衛生管理面強化の実施と広告による新規顧客開拓

福岡県 シマダ酒店 － 店舗移転に伴う非対面型ビジネス構築による地域貢献事業の確立

福岡県 億和通商株式会社 2290801018235 デジタルパンフレット導入による営業非対面化推進と事業継続強化

福岡県 村上商店 － 他店舗商品を組み合わせたセット商品の宅配及び通販事業の実施

福岡県 有限会社美容室マドモアゼル 8290802015119 コロナ対策万全な個室を完備したトータルビューティーサロン

福岡県 ＤＩＧＮＵＳ株式会社 3290801025305 ＥＣを充実化させた自社ＷＥＢサイトの制作

福岡県 成田屋 － ネット活用で新規顧客獲得と獲れたて北九州名物のネット通販

福岡県 ＩＴＯＨＥＮ － 日本地図型バッジ・箸置き開発とＳＮＳ相互連携で販売力強化

福岡県 有限会社小川印刷 2290802012435 ドローン撮影動画の活用とコロナ関連商品開発による販路拡大

福岡県 パン工房リーブル － サンドイッチテイクアウト・配達販売

福岡県 ライトグリーン株式会社 2290801017237 ホームページを活用した事業ＰＲとオリジナル商品販売の販路拡大

福岡県 有限会社大門薬局 6290802004057 ＨＰを活用したオンライン通話相談と顧客管理による新規顧客獲得
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福岡県 Ｐｉｚｚｅｒｉａ＆Ｂａｒ　Ｌａ　Ｌｕｎａ　Ｒｏｓｓａ － テイクアウト商品の開発とＷＥＢ販売環境構築および集客拡大

福岡県 ＴＥＡＢＲＥＡＫ　折尾店 － 店内改装及びネット販売と来店予約システムの導入による販路開拓

福岡県 フランス菓子マシェリ － 洋菓子店が製作するペット用ケーキの販路拡大と認知度向上事業

福岡県 株式会社ＭＴＫ 3290801026220 ネットを活用した非対面型オンライン美容サロン＆スクール事業

福岡県 Ｌａ　ｃａｓａｌｉｎｇａ　ｄｅｌ　ｃｕｏｒｅ － 対面型料理教室のオンライン化による非対面型事業への転換

福岡県 Ｖｏｉｌａ － ギフト利用を中心としたネット販売、販促の強化

福岡県 フラワーサロン花みずき － ＨＰ作製・ＥＣ構築と教室整備による華道文化発信と販路開拓

福岡県 株式会社たのやく 8290801026513 オンラインによる新しい薬局サービスの提供

福岡県 Ｋａｎｏｋｏ － 予約時の非対面ビジネスモデルの導入

福岡県 宗家 － コロナ対策を徹底したテイクアウト事業開始による売上拡大

福岡県 フタゴ亭 － テイクアウト、お取り寄せメニューの充実と開発

福岡県 江戸前鮨二鶴株式会社 4290801022004 ミシュランガイド２つ星鮨店のデザートをテイクアウト

福岡県 エステサロンＬＵＮＯＮ － サービスのオンライン化による新規事業展開

福岡県 ＰｅｔＰｈｏｔｏ＋ＬＯＶＥ － マスホで撮った写真を使ってグッズが作れるＥＣサイト

福岡県 ｍｉｚｕｔａｍａ　ｋｉｔｃｈｅｎ － アレルギーがあっても食べられるお菓子やパンのオンライン販売

福岡県 Ｈａｐｐｙ　Ｃｌｏｖｅｒ － 時短＋低ダメージの弱酸性デジタルパーマでコロナ禍の売上確保

福岡県 株式会社クロスオーバー 5290801024981 中食商品開発とデリバリー事業のネット広報による新規顧客獲得

福岡県 株式会社安田生花店 8290801010772 易学オンラインセミナーの導入による非対面ビジネス販路拡大

福岡県 株式会社寿百家店 7290801026539 感染拡大防止・商圏拡大を目的としたオンラインマーケット

福岡県 株式会社サン友創作工房 1290801018500 フルオーダー型パーテーションで新型コロナ飛沫防止対策！

福岡県 有川写真館　岡田神社スタジオ － 衣装等の抗菌対応と除菌、非対面型による写真セレクトと接客

福岡県 ｂｌａｎｋ － オンラインの一眼レフカメラ撮影講座

福岡県 株式会社ケーワン 3290801001280 販促ツールやウェブの活用による非対面型の営業・受注活動の推進

福岡県 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｇｙｍ　Ｌｉｖ － 整体×パーソナルトレーニングの開始とオンラインサービスの提供

福岡県 味菜酒房ちーちゃん － 高齢者の健康状態に合わせた弁当宅配事業

福岡県 ｊｏｕｊｏｕＢｏｉｔｅ － 日常生活を彩るアートでポップな自社ブランド商品開発と販路開拓

福岡県 サロンドチョコ － できる限りのオートメイション

福岡県 ＳＡＮＬＩＦＥ － 安心安全な撮影環境の確立によるプライベート写真提供

福岡県 ０１工房 － いつまでも注文を頂けるお弁当屋として事業の継続・発展を図る

福岡県 合同会社ＡＩＣＵＢＥ 6290003006423 子育てママに向けたオリジナル商品のブランド化と新規顧客獲得

福岡県 サルト　アズーリ － 新型コロナウイルス感染症対策に対応したアンテナショップの開設

福岡県 有限会社Ｗｉｌｌｍａｋｅ・１４３ 6290002056171 オンライン健康教室とコンテンツのネット販売による新規顧客獲得

福岡県 有限会社Ｍａｋｅｆａｓｔ・１４３ 6290002056262 非対面型へ転換！オンラインセミナーと相談システムで販路開拓

福岡県 ママドライ － スキー・ボードウェアクリーニングに特化した販路拡大事業
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福岡県 綏芬河 － テイクアウトによる売上増加及び感染防止対策による常連客再獲得

福岡県 田中茶舗 － 立礼式茶道教室開催とお抹茶の飲食提供による販路拡大

福岡県 大功建設株式会社 4290801014777 新測量システム導入による作業時の感染防止対策

福岡県 手づくり天然酵母パンこむぎ日和 － 大切な食を選び当店のパンと安心が身近に届く事業の展開

福岡県 合同会社ジーシステム 2290803002690 非対面での営業活動による「高精度金型用プレート」の受注拡大

福岡県 米貴 － ホームページでオーダー可能な農家直送有機肥料米で個人客を開拓

福岡県 ＡＫＯはりきゅう院 － お客様に安心感を与える為の出張サービスとＷｅｂシステムの導入

福岡県 株式会社ライズアップ 2290801020711 専用アプリでの顧客囲い込みと近隣商圏即日配達による販路拡大

福岡県 合同会社ファーム貞光 4290803003282 自社採蜜の蜂蜜等のネット販売による売上・利益増加

福岡県 こうげん － ホームページ作成とオンライン販売で認知度向上＆売上アップ！

福岡県 ｌｏｕｎｇｅ　ＹＡＮ　ＹＡＮ － 安全安心コロナに負けない新たな顧客や雇用を増やす取り組み

福岡県 しまたて商店 － 食とワインの提案とインターネット販売による新規顧客の獲得

福岡県 リーベンホーム株式会社 2290801026840 ホームページ作成とｗｅｂでの集客戦略

福岡県 遊食膳　○勝 － テイクアウト対応による新規顧客獲得および販路開拓事業

福岡県 株式会社やまひら 9290001054933 一棟貸し施設「夜明の宿」非対面型提供とＨＰ制作による販路開拓

福岡県 有限会社北原 7290002053192 店舗集客力の改善と新商品開発の取り組み

福岡県 野口イ草染色 － ＥＣサイトとブランディングの強化による販路拡大

福岡県 天心堂Ｌ＆Ｃコンサルティング － ＷＥＢ・動画セミナー開催とオンラインコンサルティングの提供

福岡県 茶餐無垢 － 新商品のブランディングによる通販サイトの販路拡大

福岡県 株式会社ＯｎｅＷａｙ 4290001084984 コロナ感染症対策のための施設見学ＨＰ作成と洗面台設置

福岡県 カーメイトきはら － 内製化による他社に依存しないサービス体制の構築

福岡県 菊水 － 老舗うなぎ店の変わらぬ味をご家庭で！通販で販路拡大と作業改善

福岡県 浦野醤油醸造元 － ウィズコロナを生き抜く１００年蔵の改造計画と新たな販促計画

福岡県 有限会社金龍 9290802022221 信頼とともに安心安全な環境づくりとコロナ収束後の販路開拓整備

福岡県 有限会社北斗観光 1290002053933 来店せずに、旅行代金が支払える「カード決済システム」の導入

福岡県 Ｌｏｕｎｇｅ　ｆｌｅｕｒ － 「Ｗｉｔｈ　コロナ」に向けた営業体制の確立及び情報発信

福岡県 坂木商店 － 「冷凍・冷蔵システム」導入による高付加価値商品の安定供給

福岡県 有限会社ラピュタファーム 9290802024770 非対面型ビジネスの強化によるレストラン事業の再生

福岡県 Ｆｌｏｗｅｒ　Ｂｉｒｄ － Ｆｌｏｗｅｒ　Ｂｉｒｄオンラインアレンジ教室

福岡県 いずみ整骨院 － 筋膜に特化した自費治療とオンラインカウンセリング開拓事業

福岡県 大石青果 － カット野菜の品揃え拡充による非対面型販売事業の売上拡大

福岡県 久留米かすり池田絣工房 － 自社ブランド直販で販路拡大し事業安定化を図る計画

福岡県 カイセイ株式会社 3290001063452 ＳＮＳを活用した自社サイトにて羽毛ふとんリフォームの需要拡大

福岡県 ａｔｅｌｉｅｒｃａｆｅ椛 － 看板のぼり・屋外無人販売台の設置とネットを通じた新規顧客獲得
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福岡県 野歩ほん － 広々とした屋外スペースを活用した食事の提供スタイルを確立

福岡県 實商業グループ株式会社 9290801023658 ～宮若海岸海の家～リゾート気分で７種の唐揚げバイキングを提供

福岡県 株式会社ＭＫカンパニー 3290001086998 「子供の活動　見える化」の「ホッとステーション」開設

福岡県 有限会社クマガエ食品 2290002043512 密を回避した多彩な注文方法とＤＢ化で顧客満足度アップ

福岡県 ダイニングカフェＣｕｅ’ｓ － テイクアウト事業と新生活様式に合わせた換気設備の導入

福岡県 お田屋 － ホームページによるテイクアウト商品の販路拡大と設備強化

福岡県 株式会社デリーズナガサキヤ 2290801012618 ホームページ制作と自社ＥＣサイトの構築

福岡県 にわ菓 － ・ＥＣサイト構築による新規販路の確保及び生産性の向上

福岡県 ホテルクワトロヴィラ平尾 － 民泊でのＷＥＢとフードボックス活用による接客の非対面化への取り組み

福岡県 塩野谷　絵梨 － 非対面による個人向けマイル講座の開始と法人向けサービスの開始

福岡県 ｈｏｐｌａｂｏ（オップラボ） － 地元に特化した高品質オンライン配信サービスの提供。

福岡県 株式会社アールプロ 2290001030825 テイクアウト・デリバリーの長期化を見越した強化事業

福岡県 ラプリプレジー － オンライン矯正による非対面型ビジネスへの転換

福岡県 Ｂ．Ｉ．ＴＲＡＤＩＮＧ － クラウドファンディングを活用した新商品の開発と取引先開拓

福岡県 有限会社かわかみ 5290002025689 ｗｉｔｈコロナ「生き残りをかけた居酒屋の新たな挑戦！」

福岡県 ＪＩＭＯＮＯ － 九州・沖縄の果物おとりよせカタログ構築事業

福岡県 株式会社ＧＲＡＺＩＥ 3290001081082 店舗売上減少を打破するハイクォリティーＥＣサイトの構築での新規顧客獲得

福岡県 パワーストーンアスラ － 音叉ケア非接触型にシフトした新サービスとチラシによる販路開拓

福岡県 オフィス・サトウ － 既存事業のオンライン化及びネットを通じた新規案件獲得

福岡県
株式会社サスガトレーディングイノベー
ション

1290001065021 動画を活用したオンラインマネースクールの開講と事業拡大

福岡県 宗像念珠 － 自社サイトの新規立ち上げおよびネット通販による販路拡大

福岡県 カフェアターブル －
お店の味をご家庭へ。フランス風アイスクリームのテイクアウト及びネット販
売。

福岡県 株式会社キシヤＵＳ 4290001081032 ホームページ・ＥＣサイトの開設、及びネット型新規顧客獲得営業

福岡県 美容室ｎ（エヌ） － Ｗｉｔｈコロナ衛生面の更なる強化と取組を告知する事業

福岡県 よつば治療院 － 非対面ビジネスモデルの確立による認知度向上と新規顧客獲得

福岡県 有限会社渕上熔接 5290002049944 オリジナル商品拡販　新しい営業スタイル・情報宣伝方法の確立

福岡県 有限会社Ｃ－ＮＡ企画 9290002037978 人気商品「ＪＡＣＫバーガー」宅配事業への進出

福岡県
Ｐｕｐｉｌ株式会社（ピューピルカブシキガイ
シャ）

4011001132389 地産地消のおばんざい飲食店及びテイクアウト事業への設備投資

福岡県 欧風料理ボンシェフ － デリバリ商品を開発して新規顧客獲得のため

福岡県 カフェテラス外苑 － 本格ハンバーグと自慢のドレッシングをテイクアウトで需要拡大

福岡県 株式会社龍宮 6290001040390 オリジナルメニューのテイクアウト開始と店舗改装による売上拡大

福岡県 株式会社ダイナリ 5290001087623 博多名物の自慢のとりかわをテイクアウトで需要拡大

福岡県 Ｍｉｍｉ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ － ＥＣサイトでのエコサンダルによる販路開拓

福岡県 有限会社吉岡スタジオ 2290002046102 外注業務の内製化と３密回避におけるロケーション撮影の構築
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福岡県 株式会社ＩＺＢＩＺ 7290001063168 新規販路クラウドファンディング、自社ＥＣ、自社ブランドの構築

福岡県 ボストン・シューシャイナー株式会社 6290001067979 ネットを活用した集客、非対面型オンラインショップ事業の展開

福岡県 ファイブ・イエローズ － 対面をせずに営業が出来るセールスの仕組み作り

福岡県 ブクラボ － 法人向けホームページ制作・動画製作による販路開拓

福岡県 株式会社伸正 3290001001387 新しい日常を楽しく演出する珈琲キャンペーン

福岡県 ナベフーズ株式会社 4290001080686 （女性限定）一口豚まんによるネットを通じた新規顧客獲得事業

福岡県 株式会社エイチツー 4290001076651 ３Ｄアバターを用いた、非対面型プロモーション事業

福岡県 壺や西新店 － テイクアウト・デリバリーの開発モーニングを実施し新規顧客獲得

福岡県 Ｓｍａｌｌｃｏｍｐａｎｙ株式会社 3290001069318 福岡老舗もつ鍋一藤の商品開発とネット通販での新規顧客獲得

福岡県 株式会社ＧｏｌｄＥｘｐｅｒｉｅｎｃｅ 6290001083225 アクセサリー・アパレル商材のＥＣ販売注力による事業構造転換

福岡県 ＢＡＳＩＬＷＯＲＫＺ － 非対面型のライブ配信スタジオの提供、撮影による新規顧客獲得

福岡県
やきとり１番餃子は２番博多はとりかわ彦
次郎

－ 博多名物焼き鳥の自社ＨＰ販売での販路拡大

福岡県 株式会社Ｏｒｉｇｉｎ 7290001082036 マイノリティな方対象の人生相談及び企業サポート

福岡県 テーラーグレイス － ＷＥＢ販売システムの導入と販路開拓のための店舗改装

福岡県 まりも家 － 国産若鶏の唐揚げ専門店、佐川急便と提携しネットでの通販事業

福岡県 株式会社ネイビー 7290001087712 人型ロボットを導入した接客業務事業

福岡県 大衆酒場焼肉亀屋 － デリバリー事業の本格実施とセントラルキッチン設置で収益を確保

福岡県 有限会社イシケン機工 1290002048165 ＨＰリニューアル、ならびにＤＭ／チラシの活用による新規顧客獲得

福岡県 渡邊　茂幸 － 釘打機導入事業

福岡県 ＵＡ　ＦＬＯＷＥＲ － ＳＮＳ連動対話型サイトによる生花の情報提供と新規顧客の獲得

福岡県 ビストロときつ － お手頃価格な本格洋食弁当をテイクアウト・宅配で需要拡大

福岡県 株式会社門田提灯店 9290001012247 ＨＰのリニューアルによる販路拡大と経営基盤の強化

福岡県 株式会社リユース 5290001034105 ハイブリッド型リユースシステムでリサイクル店舗様を支援する

福岡県 株式会社デイアンドスパイスカンパニー 4290001055382 新製品の提供によるランチ営業および通販による販路拡大への取組

福岡県 ファインピース株式会社 1290001083543 非対面型営業モデルの構築による全国への販路拡大事業

福岡県 株式会社エクラビューティサイエンス 7290001035968 福岡の女性達がプロデュースした優しく潤すボディクリーム

福岡県 有限会社子どもの学び館 3290002028652 一人芝居のインターネット生配信　～相互コミュニケーションも～

福岡県 プチ・レストランやながわ － ＥＣサイトを活用したオリジナル商品の非対面販売展開と販路拡大

福岡県 Ｃｕｔｉｅｎａｉｌ＆ｅｙｅｌａｓｈ － サロンとスクールのオンライン化による新規顧客の開拓

福岡県 合同法務事務所オフィスナオ － コロナ禍でも安全安心に無料相談会を！【デリバリー相談室】

福岡県 株式会社サンツリー 5290001068045 ギフト事業進出及びテイクアウト事業強化による収益性強化

福岡県 Ｗｉｔｔｙ（ウィッティ） － 「コロナに負けない」　一人ひとりの意識を改善する事業

福岡県 きた乃屋 － テイクアウト事業開始に伴うメニュー開発及び販促活動

福岡県 合同会社Ｇｒａｎｄ・Ｒｉｒｅ 5290003009872 ＥＣサイト及びオンライン講座の立上げに伴う収益モデルの構築事業
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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）
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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。

福岡県 ｈａｉｒＯＰＵＳ － ケアドライ導入による非対面化とヘッドスパ導入での単価アップ！

福岡県 だるま鍼灸整骨院 － エアコン新設およびオンライン健康相談教室による新規顧客獲得

福岡県
グランドライン・ホールディングス株式会
社

1290001088030 非対面型による空間設計サービスの提供！！

福岡県 株式会社ライブ 4290001032968 非対面ビジネス導入とＨＰ作成による新規開拓、感染症対策徹底

福岡県 合同会社榮福 3290003008125 企業向けデリバリーと人気商品のデリバリーの開始

福岡県 株式会社スマイルグループ 2290001082924 プライベートサロンセルフサービス展開による販路開拓

福岡県 めでた屋 － 缶詰通販システムとＳＮＳを通じた新規顧客獲得

福岡県 ＢＲＡＮＤ　ＮＥＷ　ＤＡＹ － 自社ブランドはちみつの販売に伴うＥＣショップの開設

福岡県 アートネオン有限会社 3290802016286 クラウドサービス製作及びＥＣサイト開設

福岡県 Ｈ．Ｉ．プランニング － キャリア支援と広報支援のオンライン化で新規顧客の獲得

福岡県 Ｓ．ｔａｒｔ．ｉｎｎ（エスタルティン） － 新商品開発とネット販売への進出

福岡県 割烹やまだ － 高級プリン卵蜜寄販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

福岡県 魚楽処　佳颯 － テイクアウト・デリバリーの拡充で本格的な魚料理を家庭に提供

福岡県 ひなた家 － 鬼トレ式オンラインレッスンと非対面型ダイエットサポート事業

福岡県 ウィリーウォン － 焼酎バーの昼間時間を利用した新事業、レンタルスタジオの開始。

福岡県 有限会社ピパラ 6290002041090 美容最新機器導入で、生産性の向上と顧客満足度の向上に取り組む

福岡県 株式会社Ｆａｒｏｌ 6290001074380 テイクアウト拡大のためのプロモーション

福岡県 レストランかだん － 新規顧客獲得とテイクアウト販売の拡大への取り組み

福岡県 ＢＯＯＺＥ甲斐 － 本格スパイスカレーのデリバリー・テイクアウト販売

福岡県 株式会社アドヴァンス保険サービス 6290801006938 安心・安全・清潔な環境での接客による販路開拓

福岡県 ｎｉｇｉｗａｉ　よっちん － ＨＰでテイクアウト、貸しスペース、ライブ配信等の情報発信

福岡県 Ａｎｔｏｉｌｅ － 非対面での顧客対応体制の構築と新規事業への取り組み

福岡県 ｔｒｏｎｃｏ － コロナ感染症防止強化で売上ＵＰを目指す！

福岡県 有限会社Ｂ－ａｉｒ　ａｒｍｓ 8290002056475 自働洗髪機導入によるカラー品質向上と売上アップの取組み

福岡県 合同会社ビリオン 9290803003484 ライブ配信により新たな売り上げ確保・非対面型事業の推進

福岡県 株式会社ユニライズ 8290801019517 全国に発信！！　ライブ配信事業における新たな販路開拓

福岡県 株式会社キュリアス 5290001075710 急速冷凍で鮮度抜群！ネットで簡単注文、市場直送鮮魚と絶品寿司

福岡県 Ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｔｈｅｒａｐｉｓｔ － 非対面型の施策による顧客の獲得へ

福岡県 有限会社ほしのグループ 2290002008903 ホームページ・システムの導入により、収益化向上へ

福岡県 有限会社野田電気 7290802020029 オンラインサロンの開設

福岡県 ＳＰＩＴＡＬ － 珈琲とホットチョコの新規テイクアウトメニュー開発

福岡県 Ｐｅｔｓａｌｏｎ　ＮＯＡ － 感染対策を行い、安心してペットを預けていただける環境づくり

福岡県 江島家 － テイクアウトカウンター設置により中食需要の新規顧客を獲得

福岡県 株式会社カネ若水産 3290001012269
河太郎の集客状況に影響されないいかしゅうまい等の加工食品の卸および
直販（ＥＣ通販
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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。

福岡県 ヘアーサロンニュー福岡 － 新しい生活様式に対応した店舗環境整備と女性向け施術事業の強化

福岡県 株式会社ＰＲＯＭ　ＷＥＤＤＩＮＧ 6290801019816 非対面でも「ツナガル」オンライン結婚式で新ビジネスモデル転換

福岡県 株式会社ステッカートレーダージャパン 1290001040809 動画による非対面営業で販路開拓！

福岡県 有限会社風水 1290002029842 テイクアウトとデリバリーの再構築と商品の質のアップ

福岡県 ＳＯＲＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ － オンラインで美容カウンセリング！自宅で安心美容プロジェクト

福岡県 株式会社ポルテ 9290001084542 ★通販でも商品説明がオンラインで対応しちゃいます★

福岡県 株式会社ＲＡＩＮＴＲＥＥ 6290001086970 「放課後等デイサービス事業のおける非対面型ビジネスへの移行」

福岡県 リストランテ　鶴ノ荘 － 本格イタリアンのテイクアウト販売とオンライン料理教室事業

福岡県 合同会社アクリエイト 6290803002522 オンラインキャバクラサービスの構築と全国への販路拡大

福岡県 此之美西新店 － 【テイクアウト及び通販ホームページを通じた宅配新事業開始】

福岡県 日中カルチャー事務所 － オンライン授業実施による非対面ビジネスモデル化

福岡県 ｆｅａｔ．株式会社 7290001084016 非対面ビジネスの促進

福岡県 モトフサアラキ －
インスタ映えするフォトジェニックな料理のテイクアウト及び冷凍加工食品の
販売

福岡県 ｐａｎｒｕｓｈ － 鳥取県産大山ハムを活用し新商品とテイクアウトでの新規顧客獲得

福岡県 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　ＭＯＭＯ － 非対面型ビジネスモデルを活用した新たな取組

福岡県 有限会社はやかわ漢方薬局 2290002046853 駐車場受け渡しサービスの開始とホスピタリティの強化

福岡県 ＦＢジャパン株式会社 8290001076532 非対面型オーダーシステムの導入により飲食店テイクアウト販売の拡大

福岡県 株式会社アイム 3290801002147 新たに大日精工㈱製の軸傾斜丸のこ盤を導入して内製化を進める

福岡県 町屋食堂かし和 － 『昼事業の拡大と秋月産古処鶏を活用した店外売上獲得』

福岡県 株式会社シーアール 1290001018945 非対面型で御社の記事を制作！「リモート取材サービス」！！

福岡県 Ｌｉｆｅ　ｉｓ　ｆｕｎ － 携帯電話のオンライン修理業務で久留米エリアの販路拡大

福岡県 合同会社Ｗｉｎｗｉｎ 7290803003230 会場はリアルからウェブへ！安心安全マルシェイベント開催計画

福岡県 ギャルリドアッシュ － インテリア＆パラアートの力で幸せな居住環境を創る

福岡県 岩橋塗装工業株式会社 8290001048416 非接触受注と光触媒の除菌・抗菌効果による新規個人顧客の獲得

福岡県 糸島旬送和食喜友 － 人気商品のレトルト化とテイクアウト＆デリバリー対応

福岡県 大海貿易合同会社 8290003008896 新事業ライブ中継とネットを通じた新規顧客獲得

福岡県 とりのくらし － 片付けのオンライン動画コンテンツの作成・販売

福岡県 合同会社ｆｉｆｔｙｏｎｅ 2290003008951 動的ストレッチマシン導入による非対面型セルフケアの提供

福岡県 パーソナルトレーニングｃｈｅｅｒｆｕｌ． － 対面・非対面の混合指導サービスによる販路開拓

福岡県 たこ焼きすたん堂 － テイクアウトの強化をし、感染やクラスターを阻止し乗り切る

福岡県 アロマ＆スリムサロンヒトカ － 自宅で使用する化粧品の販路開拓および周知活動

福岡県 カンボジアトレーディング株式会社 4290001068178 オンライン学習ＷＥＢサイト構築と販路開拓

福岡県 花アトリエＳＣＨＥＬＭＩＮ － 非対面型ビジネスモデルによる新規客獲得と顧客の満足度の向上

福岡県 天然酵母パンひまわり － お好きな、お好みの刻（とき）にひまわりの天然酵母パンをご提供
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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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福岡県 株式会社ＥＳＴ 2290001054989 サブスクリプションサービスを活用した非対面ビジネス

福岡県 有限会社音ワ 5290802018025 「新規市場オンラインフェイスファッションマーケットの開拓！」

福岡県 Ａｉｒｕベビーシッターサービス － レスパイトケアから拡大する母親向けパーソナルエステ事業

福岡県 ドッグサロンＭｙｕｕ － 非対面事業への展開と既存事業の業務効率化

福岡県 Ｌｕｃａ－ｓｕｚｕｍｏｔｏ － テイクアウト事業のための新商品開発とネット販売網の構築

福岡県 エムズプランニング合同会社 1290003008531 テイクアウト強化と２業態でのデリバリー参入での新規顧客獲得

福岡県 株式会社ＣＨＡＭＰ 8290001013849 パンの品揃えを増やし、移動販売強化で新規販路開拓・顧客獲得

福岡県 ＩｗａｙａＮ － カフェからキッチンカー導入による移動販売事業への転換

福岡県 Ｍｙ　Ｓｔｏｒｙ株式会社 6290001026159 ファッションショーイベントを無観客で収録、オンライン配信

福岡県 火炎樹株式会社 3290801023671 在日ベトナム人をターゲットにしたベトナムチマキのオンライン販売

福岡県 株式会社博多程よし 1290001025438 非対面マーケティングによる料理のテイクアウト・通販拡販

福岡県 有限会社平安工芸 9290002038357 在宅用墓石カタログ・チラシ開発とネットを通じた新規顧客獲得

福岡県 博多こうじ屋 － コロナに負けるな！キッチンカーによる移動販売で新規顧客開拓！

福岡県 千じゅ － ネット広告による販売促進とデリバリー事業による販路開拓

福岡県 焼き鳥と金 － 伊達鶏のおやこ丼テイクアウト向けＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

福岡県 株式会社ユニシーズ 7290801020525 【非対面のオンライン相席】ネットを通じ出会いの場をご提供。

福岡県 株式会社しんすけ 3290001065077 「ゆずみそ漬け」を主軸とするネットツールによる商品販売

福岡県 アサヒ醸造株式会社 4290001052594 自社ＥＣサイトの構築による非対面営業の推進と新規販路開拓

福岡県 西田チェンバロ教室 － 上級者用楽器設備導入とオンラインレッスンによる生徒維持開拓

福岡県 Ｒｉｒｅ － ＥＣサイト及びオンライン講座の立ち上げに伴う収益モデルの構築事業

福岡県 株式会社山口オートサービス 9290001054685 リモート接客、非対面ドライブスルー洗車で新たな販路開拓

福岡県 ぱぷりか － 女性に嬉しい！時短＆選べるスープで販路開拓・起死回生！

福岡県 ＣＨＡＲＭＥ － 自社ＨＰでオンラインによる映えるメイクレッスンと新規顧客獲得

福岡県 ｌｅ．ｃｏｕｒａｇｅ － オンラインを活用した新サービスの開始と新規顧客獲得

福岡県 ｕｒｕｐｈｏｔｏ（ウルフォト） － 貸切空間でフォトウェディング！ＨＰ作成で新規顧客獲得！

福岡県 ＥＬ　ＣＡＳＴＩＬＬＯ － テイクアウト事業の周知及び、直接販売強化での販路開拓・拡大事業

福岡県 紙音Ｒ・Ｔ株式会社 3290001051606 海と八女市の架け橋計画

福岡県 お弁当のやすもり － 新メニュー開発及び備品倉庫の拡張工事と自社ＨＰの製作

福岡県 株式会社ｗｉｌｌ 7290001076483 保育と保育周りを学ぶ保育者のためのオンラインコミュニティ

福岡県 ＣＲＥＡ － オンラインメニュー導入による新規顧客獲得と売上拡大

福岡県 鰻ちまきもりやま － 新路開拓のためのホームページ作成及びブランディング構築

福岡県 アイミュージックスタジオ － 音源制作や動画作成とネットを通じた顧客獲得事業

福岡県 福祉訪問美容ハッピース － 福祉訪問美容におけるに認知度向上と販路拡大のための新事業

福岡県 ｖｅｒｙｓｍｉｌｅ． － ＥＣサイト活用・非対面型サービスの提供による新規顧客の獲得
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福岡県 井上有 － オンラインレッスン他独自性を打ち出したウェブサイトの作成

福岡県 いけす鯛吉 － ホームページ開設によるお店丸ごとＰＲ事業

福岡県 Ｌａｒｅｉｎｅｄｅｓｃｈａｔｓ － ハイフを使用したセルフケアメニューの導入による新規顧客獲得

福岡県 ファンキーズダンススタジオ － ＺＯＯＭ連動型グローバル規模でのオンラインダンスレッスン

福岡県 福田社労士事務所 － オンライン相談および情報発信機能強化による顧問契約企業獲得

福岡県 整体×写真ＳｔｕｄｉｏＳＭＩＬＥ － オンライン整体の開始と撮影業務拡大による非対面事業の推進

福岡県 此乃美舞鶴本店 － 「清潔感のある空間作りとお持ち帰り＆お取り寄せ商品販売」

福岡県 ショットバースモーク － Ｅコマースを活用したテイクアウト販売

福岡県 ラーメンＴＡＩＺＯ －
本場博多ラーメンの店の味をおうちで完全再現！創業１６年約７６万人が愛し
た博多ラー

福岡県 馳走なかむら － 九州産黒毛和牛の贅沢珍味「肉胡椒」の通信販売事業

福岡県 有限会社カースペースゼロ 2290002007830 リアリティを求めたＶＲ機能搭載車内閲覧システムによる販路開拓

福岡県 株式会社ＣＧＥ 6290001035878 オーディション用高性能カメラの購入、ユーチューブ事業立上

福岡県 株式会社ディーキューブ 7290001031265 オンラインショールームを開設し新規顧客開拓

福岡県 焼肉Ｄｉｎｉｎｇ玄武苑 － 焼肉真空パック販売に伴うネット通販・真空包装機の導入

福岡県 ひでしま整骨院 － 動画×予防ニーズ確保とオンラインメニュー構築

福岡県 なかみち － 寿司のテイクアウト開始及びＨＰや告知動画作成と業務効率化

福岡県 ファッションなかがわ － 業務の効率化とＥＣ対応ＨＰと動画による販路拡大

福岡県 焼き鳥ＩＣＨＩ － ホームページ・システムの導入により、収益化向上へ

福岡県 剛株式会社 2290001055814 自家製明太子テイクアウト向けＷＥＢ決済・真空包装機の導入

福岡県 とん平　本店 － テイクアウト・デリバリーの開発、休日の営業実施し新規顧客獲得

福岡県 有限会社スタンダードフーズ 1290002019736 ①非対面サービス②店舗改装③業務改善を通じた成長戦略

福岡県 株式会社Ｃｕｉｓｓｏｎ 1290001051566 焼きたてパンの通信販売による販路拡大

福岡県 株式会社チェック・リーシング 2290801026361 ＩＴを活用した不動産売買賃貸のオンライン営業とテレワーク推進

福岡県 トミタデザイン － ＥＣサイト活用によるデザイン商品の非対面型ビジネスモデルへの転換

福岡県 株式会社ライフスタイルマネジメント 8290001083586 遠隔オンライン型声紋分析システムを使った人材採用育成支援事業

福岡県 Ｃ－バウンド株式会社 8290001086886 「リモートによる外国人留学生サポートでコロナを克服」

福岡県 合同会社フィーカ 1290003009785 ネットショップ展開を絡めたテイクアウト事業の販路拡大

福岡県 ＦＩＶＥ・ＡＲＲＯＷＳ　不動産販売株式会社 1290001059378 問い合わせ～契約のお手軽リモート化で新販路開拓・顧客獲得

福岡県 有限会社徳風堂 5290002029095 お弁当通販事業で新たな販路開拓

福岡県 Ｌｅｅｄｓ　Ｇａｒｄｅｎ － 「つくるものは自由！色あわせ済みフラワーキット」のネット通販

福岡県 ＬＯＡ株式会社 6290001079883 Ｚｏｏｍを活用した美容室シークレットコンサル事業

福岡県 有限会社まるとめ 4290002017720 博多の土産物屋による通信販売本格参入事業

福岡県 お母さんの味あおぞら － 感染防止カウンター席増加とテイクアウトへの取組による売上拡大

福岡県 和酒屋ＳＡＤＡＫＡＮＥ － デリバリー・テイクアウト強化で販路開拓・新規顧客獲得
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福岡県 株式会社スマートリンク 8290001083339 オンライン体制構築によるお弁当販売事業の強化

福岡県
アルファ・トータル・エデュケーション・セン
ター

－ オンラインレッスン開始に伴うサイト制作及び開講枠の増加

福岡県 株式会社ｒｉｃｈｅ　ｂｅａｕｔｙ 1290001066688 顧客満足度の高い技術提供で安定的リピーター新規獲得、売上向上

福岡県 二宮　佐和子 － 二宮佐和子刺繍作品の販売・オーダー受注用のウェブサイト構築

福岡県 ツアーデザイン － オンラインマーケティング強化による国内旅行の拡販

福岡県 有限会社ｊｕｓｔｇｒａｐｈｉｘ 3290002022853 【博多から発信！オーダーＴシャツオンライン販売で販路開拓】

福岡県 璃久 － オンライン販売体制構築のための、ＥＣサイト構築

福岡県 株式会社オフィスやまもと 1290001081745 地元新規顧客の増加を見込んだ、オンライン体制の整備

福岡県 藤野建設株式会社 4290001046943 テイクアウト、デリバリー売上増加のための売上拡充

福岡県 薬院ひかり整骨院 － オンラインサービスでの顧客管理とセルフメニュー構築

福岡県 パティスリーパ・ド・ドゥ － 人気シリーズ商品の開発による販路拡大とブランドの確立

福岡県 ＩＣＨＩＧＯ　ＩＣＨＩＥ － ＥＣ対応ＨＰによる販路拡大及び動画、チラシ等による広報活動

福岡県 株式会社Ａ．Ｇ．Ｔ 4290001069606 社内システム構築による業務効率化及びＨＰのレスポンシブ化

福岡県 Ｌａｌｕｃｅ － Ｓｈｏｐｉｆｙを使ったバースデー戦略

福岡県 原総建 － オンライン商談システムの導入による非対面化への取り組み

福岡県 銀嶺ラーメン － ６０年以上愛され続ける「銀嶺ラーメン」のネット販売

福岡県 ＡＳＴＢＡＮＧ株式会社 8290001077464 中古ブランド品の通信販売に伴うＨＰ作成・オンライン決済の導入

福岡県 株式会社Ｆ．ＡＧ 6290001063284
「ＥＣサイト誘導へのＳＮＳ媒体事業開始とテイクアウトの開始、及び接触時間
の短縮の

福岡県 Ｍａｎｕａｌ　Ｊａｐａｎ株式会社 8290001087728 アルコールジェルの海外販路開拓と越境ＥＣサービスの展開

福岡県 くまのみ堂焼菓子店 － 新たな生活様式に対する販売方法及び商品開発事業

福岡県 Ｍｅｍｂｅｒｓ　Ａｎｉｔａ － 情報発信による売り上げの増加と新たな収入源の獲得

福岡県 明煌堂 － マインドフルネスとコルギの融合施術で心と体をケアする新事業

福岡県 株式会社ＰＲＯＪＥＣＴ　ＦＡＭＩＲＹ 2290001052423 ＬＩＶＥ　ＨＯＵＳＥ　ライブ映像配信への取り組み

福岡県 株式会社ｅｉ－ｌｉｆｅ 3290001061522 痒いところに手がとどく、クリエイティブ具現化提案サービス

福岡県 スナック並木 － 自社ホームページの再構築と非対面オンライン接客ツール事業

福岡県 株式会社ピュア・クリーン九州 3290001086866 「訪問日程変更・問い合わせ用　顧客対応チャットボットシステム」

福岡県 ノリケラトプス研究所 － 商品紹介動画のＥＣサイトへの再構築と店頭ＰＯＰで動画と連動

福岡県 一成建設株式会社 2290001036913 ホームページリニューアルで３６０℃の物件リモート紹介を展開

福岡県 株式会社ｗａｌｋｏｎ 2290001064658 エステ事業、サプリ販売事業の販路開拓

福岡県 Ｇｒａｎｄ　Ｃｒｕ　Ｆｕｋｕｏｋａ － 感染症対策の機械化等による非対面型店舗の実現

福岡県 Ｎプラス行政書士事務所 － 資格取得のためのリモート講座等開始に伴うＷＥＢ集客

福岡県 大洋装備株式会社 1290801002363 感染対策仕様イベントの提案に特化したＨＰリニューアル

福岡県 Ｓｏｕｐｃｕｒｒｙ　ｋａｊｕ － 果樹園直送ジェラートのテイクアウト新メニューを発信

福岡県 ＡＳＧＹＭ － 新たな非対面型で売上向上のための仕組みづくり
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福岡県 下川司法書士事務所 － テレワークの導入による業務効率化に伴う販路開拓

福岡県 ＡＲＭＯＯＮ － 感染対策を施した店舗づくりとオンライン販売体制の構築

福岡県 若久たんぽぽ保育園 － ホームページリニューアルによる集客方法の確立

福岡県 株式会社トライルーツ 4290001082591 不動産取引オンライン化推進事業

福岡県 居酒屋健太郎 － 新サービスと「チラシ×インフルエンサーで新顧客の獲得に挑む！

福岡県 Ｂａｒ　Ｚｕｃｃａ － ズッカの味を自宅で再現！お取り寄せグルメウェブ販売

福岡県 ビストロ・ド・シュマン － 「シュマンのお取り寄せグルメ」ネット販売事業

福岡県 さめじま精肉店 7320002010181 自社サイトを作成して、ネットショップの開設

福岡県 ヴェルデマネジメント株式会社 1290001058099 個室化により安心して寛いで頂ける空間づくりと新規顧客獲得

福岡県 平島農園太陽梅 － オンラインでの料理教室や体験講座による、新規顧客と販路開拓

福岡県 ＥＣＨＯ．ｃｏｍ － レスポンシブ対応と、チャット、依頼受注システムの追加

福岡県 Ｔｈｅ　ａｒｏｍａ　ｏｆ　ｂｅａｎｓ － 店頭販売から通信販売へ、個人客への直接販売から卸取引への転換

福岡県 ｓｗａｎ　ｍａｒｉａｇｅ － 販路開拓、集客に向けてのホームページ制作

福岡県 有限会社パラダイムチェンジ 9290802002685 ランチタイム営業でのこだわりとんかつ弁当の販売

福岡県 設計＋制作／建築巧房 － 自然素材×賃貸空間　ＳＮＳで「一緒に育てる」サイト

福岡県 ａｕｒａｍｏｒｅ　アウラモア － テイクアウト＆ネット販売のシステム構築と商品開発・宣伝強化

福岡県 株式会社フランクミート 6290001082037 ＡＬＬ久留米で作る「久留米もつ鍋」の商品化

福岡県 鳥かげ － 焼鳥とお酒のテイクアウトとデリバリー

福岡県 株式会社エンセン 4290001000875 オンライン販売体制の構築による、非対面営業の推進事業

福岡県 長浜ナンバーワン長浜店 － 非対面化に向けた改装とＰＲ強化

福岡県 握り屋 － テイクアウト販売開始の為の冷凍冷蔵庫とショーケースの導入

福岡県 炭火焼・辛麺とんぱち － 人気商品テイクアウト、新メニューにより新規顧客を集客

福岡県 焼肉桃太郎 － 新商品ジビエ加工料理を、ポスティングにより発信

福岡県 合同会社ＺＥＳＴ 8290003007741 非対面型ビジネスによるオンライン集客の実現

福岡県 パームテラス － 新メニューで開拓と店販の客単価向上、従業員間の接触負担軽減

福岡県 森田　良平 －
ステイフォームを逆手に取った非対面型ビジネスへの転換に伴うＷＥＢ強
化！

福岡県
ＧＬＡＤ　ＧＬＡＳＳＥＳ　ＭＥＴＲＯＰＯＬＩＴＡ
Ｎ株式会社

9290001066433 新時代に向けた公衆衛生アイテム開発とカスタマイゼーション

福岡県 株式会社甲斐建設 5290801007631 ウイルス対策と同時に居心地のよい空間づくりミラクトロンＺ

福岡県 かすうどん大福 － ソーシャルディスタンスを保つための新しい営業スタイル

福岡県 肉のひみつ基地　東月隈店 － 肉のひみつ基地による、ひみつのネット販売！！

福岡県 祇園大しま 1290002037754 ネット販売による非接触型販路開発による新規売上確保事業

福岡県 良盛実保堂 － オンライン導入と新規ホームページ作成による新規開拓

福岡県 ウキウキＲＥＢＯＲＮ － 予約システム導入、店内改装、オンライン化のコロナ対応事業

福岡県 株式会社貴商 8290001080955 コロナ対策店舗への改装
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福岡県 菊池　省三 － ほめ言葉でポジティブな意識にする非対面型セミナーの啓発と開催

福岡県 ＴＯＲＵＳ　ｈａｉｒ － 会員制ＥＣサイト導入による新たな販売促進と可能性の模索

福岡県 癒心房 － 通販事業開始による売上増と、システム開発等での告知活動

福岡県 ＳｕｎｎｙＤａｙｓ － ネット販売開始にかかる整備と地域のお客様の利便性アップ

福岡県 大皿と魚　とびこ － 新商品開発およびインターネット販売による新規販路開拓事業

福岡県 松島修楽館 － オンラインを取り入れて、対面指導依存からの脱却

福岡県 株式会社ヒラコー 5290001081106 新規ポータルサイト制作とテレワーク管理システムの導入

福岡県 株式会社ＴＡＢＩＳＡＩ 4290001083111 旅館業法の許可への変更とオンラインチェックイン導入

福岡県 アルム技建 － ホームページおよびパンフレット作成

福岡県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｖｉｔａ － オンラインＤｅレッツダンス！新規ｚｏｏｍ生徒開拓計画

福岡県 エフコネクト株式会社 1290001059064 テレワークオフィス利用客促進のためのホームページ更新等

福岡県 株式会社フジタ 5290001083614 卸業者直送！お魚通販事業！

福岡県 伊佐亜希子 － 管理栄養士によるオンライン・対面の健康料理教室の開催

福岡県 書道研究「筆聖会」 － テーマ別書道教室開講及びオーダーメイドの商品化による販路拡大

福岡県 ＫＯ　ＳＹＳＴＥＭＳ － 調達と販売の効率化と、韓国の玩具愛好家向けの販路開拓

福岡県 ＡＰＥＲＩＴＩＶＯ － ピザのテイクアウトによる新規顧客獲得

福岡県 森特許商標事務所 － ウェブツールを活用した非対面型ワンストップ知財サービス

福岡県 ヘアー　プレジス － Ｗｅｂサイト活用で非対面営業と動画配信による販路拡大

福岡県 有限会社マキオ 2290002028447 焼き鳥屋ゆるりの味をネット販売

福岡県 元永　洋子 － 最高品質・セグレタシリーズのインターネット販売用販路開拓

福岡県 コウタカンパニー株式会社 3290001076017 日常に彩を～テイクアウトでお店の味を家庭でも～

福岡県 発酵食品＆甘酒スイーツ糀ナチュレ － 佐賀県産米を活用した甘酒スイーツ＆ネットを通じた新規顧客獲得

福岡県 鉄板　楽久平 － ハンバーグ通販とボトルワイン販売での客単価アップ

福岡県 ケイプリントオフィス － 業務用大判プリンター導入によるアナログとデジタルの融合

福岡県 八田　公子 － 山笠公認カメラマン八田公子による博多伝統工芸品の紹介用ＨＰ作成

福岡県 有限会社東洋 5290002008529 飛沫防止パーテーションの新製品開発、新しい生活様式への対応

福岡県 自然派ビストロＣＯＲＥ － 通信販売用新商品開発とＥＣサイトを使った新規顧客獲得

福岡県 ビストロマツシマ － 地域の食材を活用した商品開発とネットを通じた全国への魅力発信

福岡県 株式会社サンマップ 9290001003188 新規事業にて行う光触媒コーティングの施工と非対面ウェブ販売

福岡県 株式会社ＴＡＢＵＮＫＡ 5290001082327 オンライン授業でコロナウィルスに負けない日本語教育を発信

福岡県 本場インド料理専門店ＭＩＲＡＮ － 新ホームページと事前オーダー、事前決済システムで新規客獲得

福岡県 ちくし整骨院 － 非対面セルフ脱毛と広報活動による新規患者の獲得！

福岡県 株式会社クマガイ設計測量事務所 9290001000185 ＩｏＴ技術の活用で非対応面ビジネスの確立による販路開拓

福岡県 やま志 － テイクアウト及びデリバリー事業の構築
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福岡県 株式会社セネカ 9290801024383 オンライン簡易査定で買い取り業務の強化

福岡県 ネイルサロンｅａｒｔｈ － 新サービスを告知するＨＰと動画の作成と既存の業務の効率化

福岡県 株式会社だるまクリーニング 3290001014595 非接触型受付ロッカーの設置事業

福岡県 フレーム － リモートレッスンとＳＮＳを活用した新たなスクールシステム

福岡県 株式会社ＡｃａｄｅｍｉｃＰｈｉｌｏｓｏｆｉａ 5290001079331 人気塾の授業が全国に届くプロジェクト

福岡県 濱田　貴士 － ＳＮＳを活用したＬＧＢＴＱの社会的認知向上・新規顧客獲得

福岡県 ごっつお屋　まるきち － ホームページを活用した集客・販売活動

福岡県 株式会社ディーアールエージェンシー 3290001060251 問い合わせ～契約のお手軽リモート化で新販路開拓・顧客獲得

福岡県 渡辺倫太郎 － オンラインマジックショー等新規事業取組及び広報計画

福岡県 ＰＡＲＫコーポレーション株式会社 6290001080759 飲食店における換気の強化と店員とお客様の接触機会を減らす

福岡県 ルリユール書店 － ホームページの刷新＆専門性を活かしたオンライン・イベント開催

福岡県 味処　げん家 － 様々なニーズに対応したテイクアウト販売及びデリバリー販売

福岡県 株式会社マニュアルプラス 9290001031973 自社の強みを活かせるソフトの導入とテレワークで売上アップ

福岡県 Ａｎｄ　ｔｏｄｄｌｅｒ － 非対面販売ＥＣサイトの強化と刺繍ワンポイントサービス

福岡県 株式会社ＧＲＡＤＪＡＰＡＮ 3290001070952 動画販売ＥＣサイトの構築と店舗ＨＰリニューアルで非対面型へ転換

福岡県 福岡クリーンサービス － 専門家にスマホですぐ聞ける！住まいの除菌対策相談室！

福岡県 このみ株式会社 8290001047426 地域の誇る名産品「八女茶」を全国に発信していくための挑戦

福岡県 株式会社やじ美味 1290801021537 戸畑名物「勉強屋の唐揚げ」を通販で　認知度向上と販路拡大事業

福岡県 株式会社ハヤシ 7290001080015 国内旅行者に福岡の民泊の良さを伝えるＷＥＢサービスの開始

福岡県 筑豊ダンススタジアム － スマートフォンのシステム導入及び動画配信開始による売上構築

福岡県 神威ＧＲＯＵＰ － セルフ整体事業及びスマートフォン用システム導入と広報活動

福岡県 ブランジェ・カイチ － ニーズにマッチした高品質のパンのネット販売と生産体制の強化計画

福岡県 藤木商事株式会社 1290001037937
新車・中古車両販売、トラック全般の二次架装・車両塗装などネットを通じた
新規顧客獲

福岡県 株式会社ローズテーラー 2290001081240 ＥＣサイト開設とオーダーで婦人服・別商材販売で販路拡大

福岡県 株式会社プランニングエン 1290001045717 非対面営業を意識したフリーペーパーのデジタル化

福岡県 アンダンテ － アプリ導入における非対面型ビジネスモデルの新たな取り組み

福岡県 株式会社シティインコーポレーション 4290801001899 リモートワーク用オフィスの新規顧客

福岡県 Ｒｏｍｙ － テイクアウト販売開始による売上拡大

福岡県 ウェルネス　いろは － ネットを活用した個別オンライン運動指導の拡充と新規顧客獲得

福岡県 株式会社ＺＩＯＮ 3290001089464 ＷＩＴＨコロナの時代のカラオケバーのビジネス構築と販路拡大

福岡県 韓国語の翻訳・通訳 － 通訳の顧客対象を広げるための取組

福岡県 株式会社ＴＪ　ｆｏｏｄｓ 9290001072019 ＥＣサイトに自社商品の販売とホームページからの店内誘導

福岡県 鍼灸院　白庵 － オンラインセミナーに取り組み、自社の治療枠を増やしていく

福岡県 合同会社ＶＯＬＴＥＸ 4290003009980 ＨＰ制作による営業戦略と新規顧客の獲得
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福岡県 株式会社Ｑｕａｎｔｉｚｅ 7290001063408 ＳＴＡＹ　ＨＯＭＥ　ウェディングを軸にした新規顧客・商圏開拓

福岡県 株式会社クロラス 7300001010300 ＨＰによるサービス促進とリモート商談開始による販路拡大

福岡県 和食と肴　べーやんキッチン － 新サービス等の新たな取り組みにより新規の販路拡大を目指す

福岡県 あるある整骨院 － 非接触施術の導入による新規顧客の獲得及び収益向上

福岡県 ココロオドル　ＶｏｉｃｅＣｏｍｐａｎｙ株式会社 6290001074554 メンタル・ボイストレーニング事業オンライン化プロジェクト

福岡県 クリスタルフェイス － 新生活様式に順応する為の新メニュー・セルフエステ事業

福岡県 株式会社インプルーヴ 8290001089815 加盟店事業を非対面で行うビジネスモデルで新規会員獲得

福岡県 株式会社クローバーコンサルティング 4290801018836
テレワークによる感染対策とホームページとパンフレットを活用した広告営業
展開

福岡県 松本　詠美 － 非対面で撮影をレクチャー！リモートフォトレッスンで販路開拓！

福岡県 福岡書道学院 － オンライン・通信でも学べる書道教室サイト作成による販路拡大

福岡県 株式会社Ｒプロモーション 7290001086929 Ｗｅｂを中心とした販路開拓及びマジックのライブ配信等広報活動

福岡県 ＦＫハウジング － オンラインサービス開始に伴うＨＰフルリニューアル＆業務効率化

福岡県 しゃぶしゃぶの店縁－ＥＮＩＳＨＩ－ － 予約システム導入と新メニューの開発による販路拡大と業務効率化

福岡県 博多グルメ・カンパニー株式会社 4290001073112 非対面型ビジネスの主力化に伴う宣伝強化

福岡県 株式会社ＦＰサンライズ 8290001078842 自社セミナー室開設による売上拡大

福岡県 Ｓａｌｉｎａ － 出張施術や、オンラインサロンを取り入れ新規顧客を開拓する事業

福岡県 ＣＡＦＥ　ＦＬＡＣＯＣＯ８ － ターゲットマーケティング×ＥＣサイト機能の利用

福岡県 株式会社筑紫工芸 5290001003497 オンラインによる新規顧客獲得事業

福岡県 ラリクラ － オイルマッサージのホームケア動画配信で新規顧客拡大事業

福岡県 有限会社ＴＯＭＯＳ 4290002028049 テイクアウトを使った新規顧客の開拓

福岡県 株式会社ウエダ 4290801017210 電子黒板によるオンライン商談の実施とエアレス塗装機の導入

福岡県 達成工業 － 鍛冶工事等の受注、打ち合わせ、決済までを行える仕組みづくり

福岡県 本格炭火焼鳥鉄馬 － 博多和牛のローストビーフのテイクアウト販売による販路拡大

福岡県 楠田佳世ＯＦＦＩＣＥ － 授業のオンライン型・ＥＣサイトビジネスモデルへの転換事業

福岡県 博多もつ炊き餃子一門 － テイクアウトビジネスの主力化のための

福岡県 焼鳥酒場ブリッジ － テイクアウト・配達事業への販路強化

福岡県 ｍｏｏｎ　ｓｅａ　ｆｌｏｗ　Ｊｙｏｇａ － オンラインレッスン、動画配信事業開始と心のケアで新規獲得

福岡県 フロンティア九州株式会社 5290001060241 自社ホームページを作成し、動画を用いた新規の販路拡大

福岡県 ＮＡＩＬ　ＳＡＬＯＮ　ＳＨＥＬＬＹ － 自社サイトを作成し動画共有、商品販売を行い新規顧客獲得

福岡県 第十八勇正丸 － 大島の素材を全国へ！海の幸通販サイト

福岡県 居酒屋たぼ田 － 焼魚などの魚惣菜のテイクアウトによる売上向上と新規顧客開拓

福岡県 縁フラワー － ＥＣ販売、ＷＥＢ受付の開始と展示会への出展による販路拡大

福岡県 Ｂｏｙ’ｓ　Ｂａｒ　Ｌｕｓｔｙ － 自粛時の宅呑み世代をターゲットとした、ＷＥＢサービス販路開拓

福岡県 株式会社先崎測量 3290001079481 自動視準測量機導入による一人で出来る新しい測量方式の実現
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福岡県 ほるもん酒場ＨＡＮＡ － 女性向け新メニューのテイクアウトにより、新規顧客の獲得

福岡県 合同会社ＳＡＦＡＲＩ 1290003003391 非対面媒体による新規顧客の確保

福岡県 天ぷら茶屋ぎょう天 － 弁当・惣菜をメインとした店舗滞在時間を短縮する新たな営業展開

福岡県 松山堂 － ネット販売開始による売上拡大と店舗改装による新規顧客獲得

福岡県 ＢＯＤＹＬＡＢ（ボディラボ） － オンラインでの健康相談や運動指導、物販流通が出来るＨＰ作成

福岡県 カオサン原店 － Ｕｂｅｒ等の配達システムを利用した新規出店による販路開拓

福岡県 ファインフーヅサービス株式会社 7290001049489 テイクアウトデリバリー強化のための商品開発マーケティング事業

福岡県 ＴＴＯＡＨＩＳＵ － オリシナルスイーツの開発と自社ネット通販事業による新顧客獲得

福岡県 有限会社東京堂 3290802017499 ＰＯＳレジ導入による非接触決済の導入と施術時間の短縮

福岡県 Ｔｅａｍ　Ｙｕｋｉｃｈｉ株式会社 9290001059866 ホームページ等の導入により青果物をオンライン上で紹介・販売

福岡県 和だん － 少人数や高齢者向けテーブルセッティングと換気の店内改装実施

福岡県 ＹｏｇａＳｍｉｌｅ －
オンラインレッスンの拡大周知、ホームページを含む動画販売による新規顧
客獲得。

福岡県 日向の国の地どり屋 － 自社サイトを活用した販路開拓及び換気設備導入によるＣＳ向上

福岡県 水野ＦＵＫＵＯＫＡ法律事務所 － 特化型法律相談サイト（交通事故）の制作・拡充を通じた新規顧客開拓等

福岡県 株式会社かぼす 8290001085054 「ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ」国内・海外ＥＣサイト事業

福岡県 笑顔やハナタレ － テイクアウトメニューを自社ＨＰ内の動画でＰＲし認知向上

福岡県 アトリエルアック － 通販機能付ＨＰ構築による販路拡大とデジタル・アナログ広報活動

福岡県 モルトジェンティーレ株式会社 5290001089578 ＥＣサイトの構築と顧客管理の一元化

福岡県 株式会社ジープニー 9290001087025 ＺＯＯＭによる来店不要のリモート接客サービスで新規販路開拓

福岡県 ぱんとたまねぎ林舞 － 幻の織物「箱崎縞」の商品化とＥＣサイトでの新規顧客開拓

福岡県 ｉｌｅ － 非対面型店舗とテイクアウトのための設備、新商品開発

福岡県 株式会社ファボリ 5290801008662 宅配サービスの宅配エリア拡大と新店舗配送効率の改善

福岡県 クローバー － 非接触型セルフケア（ホワイトニング＆水素吸引）事業への取組

福岡県 合資会社広屋センター 5290003000286 配信、レコーディング事業における非対面ビジネスモデルの開拓

福岡県 Ｖｏｌｔ　Ｌｏｃａｌ　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃ　Ｓｔｏｒｅ － 陳列レイアウト改良と自社サイトのリニューアル

福岡県 博多ふじ本 － 博多雑煮をご自宅で！！販路拡大・新規顧客獲得

福岡県 ネイルアラモード － オンラインセミナー、オンラインセッション、化粧品ネット販売

福岡県 徳永　球 － 教材販売可能なカート機能付きＷＥＢページの開設

福岡県 （株）ｔｏｍａｔｏ　ｃｒｅａｔｅ 3290001080729 スーパーマーケット等で当店商品を販売する為の真空包装機の導入

福岡県 株式会社辻利茶舗 2290801002412 ポストに入るお茶やスイーツギフト【ポ進物】、新たな価値に挑戦

福岡県 有限会社ぶたまん屋さん 3290002003498 セルフレジ導入でお客様にも従業員にも安心・安全な店鋪づくり

福岡県 写真スタジオ　チャボフォト － 動画制作の新サービスと動画とネットを活用した新規顧客獲得

福岡県 行政書士宮川法務事務所 － リモート企業支援及びウェブセミナーの開発

福岡県 アツシタンノフォトグラフィー － 非対面で撮影を前提としたスタジオ制作、販路開拓の為の広告活動
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福岡県 株式会社ハコブネ 9290001035594 スマートグラス活用植物工場で非対面型ビジネスを確立

福岡県 リトルルックス － ホームページ含めたインターネット販売の構築でテレワークの実現

福岡県 ラートリー － ネット販売システムの構築

福岡県 株式会社セゲル 3290001034643 自社サーバー設置にもとづく新規顧客開拓機能の強化

福岡県 トラストライフ株式会社 5290001054664 ＩＣＴを活用したバーチャル内覧システムの推進プロジェクト

福岡県 三密対策研究所　ＲＯＰＰＯＮＧＩ － 「三密対策研究所ＲＯＰＰＯＮＧＩ」リニューアルオープン！

福岡県 株式会社古家空家調査連絡会うきは 3290001068922 地域と連携したＥＣサイト開設と非対面型サービスシステムの構築

福岡県 株式会社ＨＩＧＧＳ　Ｏｒｇａｎｉｃ 7290001086854 ＥＣ販売事業構築による販路拡大・商圏拡大での売上強化計画

福岡県 有限会社パソコンドクター 5290002039937 ＩＯＴ非接触見守りシステム開発と非対面型営業による拡販

佐賀県 立ち呑み屋のん － 牛タンシチューの新メニュー開発とネットを通じた新規顧客獲得

佐賀県 古賀道場 － テコンドー古賀道場の非対面型モデルへの転換による会員増

佐賀県 有限会社旅館あけぼの 7300002001653 老舗の味と品格を受け継ぐ本格特製懐石弁当で新規顧客獲得

佐賀県 ツースリービル合同会社 4300003001366 自社製イタリア菓子の開発およびオンラインショップで販路開拓

佐賀県 城島弘幸ギター教室 － ピンチをチャンスに！コロナに負けないオンラインレッスン計画

佐賀県 株式会社キャリアサプライ 4300001001319 オンラインで完結する派遣事業及び教育研修事業の構築

佐賀県 株式会社Ｓａｇａ　ｓｔｏｒｙ 4300001010823 自社オリジナルグッズのネット販売で注文から決済まで

佐賀県 真島武道具 － コロナ感染対策を施した店舗づくりによる販売強化

佐賀県 イタリア酒場ＫＩＮＧ　ＫＩＴＣＨＥＮ － 間仕切りでの飛沫感染防止とピザ窯による顧客拡大と売上向上

佐賀県 情熱酒場　俺の空 － 真空包装機を導入して新たな宅配メニューの開発と売上増加

佐賀県 株式会社エコール・ジ・マーサ 5290002026927 キャラクターを生かす番組制作で差別化するオンラインレッスン

佐賀県 藤本　幸一郎 － ドローンを使った美しい「動画＋写真のセット販売」で売上増！

佐賀県 株式会社椿 2300001007862 唐津の恵み、絆でつながる「未来ギフト」（ＥＣサイト）事業

佐賀県 有限会社川原酒店 7300002010225 ＥＣサイトを含めた新規ホームページ制作による新規顧客の獲得

佐賀県 からつまるえんのぱん － コロナ対策としての新製品開発及び販路拡大事業

佐賀県 有限会社御宿海舟 4300002010582 テイクアウト事業への本格参入及び新たな海舟スタイルの広報事業

佐賀県 ＨＡＩＲ＆ＭＡＫＥ　Ｍ’Ｓ － コロナ対策としての設備導入によるヘアエステ強化事業

佐賀県 カフェ・エルスター － コロナ対策－カフェと民泊との一体的な運営による売上拡大事業

佐賀県 ＳＫＹグループ株式会社 1300001009901 ＥＣサイト導入と店の味を再現した冷凍餃子開発で販路開拓と売上ＵＰ

佐賀県 ｍｏｓｓｙ　ｓｔｏｎｅ － 多角的ネット販売力の強化

佐賀県 いのうえ酒店 － 地域御用達のお酒屋さんの自家製甘酒カフェで健康増進

佐賀県 有限会社港栄商事 7300002007782 ＷＥＢでの営業活動による新規顧客獲得

佐賀県 合名会社ひさご 6300003000416 テイクアウト、宅配業務を行うためのホームページ開設

佐賀県 いちりん舎 － 仕入とコーディネートの技術を活かすネット販売で新たな絆づくり

佐賀県 甍産業株式会社 3300002007654 自社生産による瓦チップの販路開拓事業
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　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

佐賀県 ＳＴＡＲＴ　ＨＯＵＳＥ株式会社 7300001011827 “ｓｔａｒｔ”若い世代を応援　息づくローコスト住宅ＷＥＢ展示場

佐賀県 株式会社坂井工業 5300001010319 ホームページを使った、個人客への非対面での営業活動の挑戦

佐賀県 ラウンジＲａｄｙ・Ｂａｒシリウス － オンラインで行う、新しい生活様式でのスナック営業

佐賀県 株式会社ＧＲＯＷＴＨ 6300001012165 オンライン服薬指導による新規販路開拓とキャッシュレス決済の導入

佐賀県 有限会社天野精肉店 4300002010046 創業６８年の精肉店のテイクアウト部門設置と鳥栖地域創生事業

佐賀県 浦上　拓也 － 動産品一括査定のウェブサイトを用いた非対面型買取事業

佐賀県 有限会社山下屋酒店 9300002009257 ドライアイス・氷専門店による営業力強化及び宅配事業

佐賀県 あきこバレエスクール － 非対面型の情報発信とサービスの展開

佐賀県 株式会社ネオ広告 5300001006820 ホームページでの企画提案による非対面ビジネスモデルへの移行

佐賀県 Ｓｔｏｃｋ － 販路開拓および自社商品力強化

佐賀県 株式会社勇和 3300001005312 ＥＣ構築によるオンライン販売の設立

佐賀県 有限会社久保田稔製陶所 6300002008261 多孔質セラミックスの新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

佐賀県 有限会社李荘窯業所 3300002008611 ＥＣサイト立上げによる販路開拓

佐賀県 ラッキーソックス － 新商品開発とオンラインＢｔｏＢシステム構築を通じた販路拡大

佐賀県 白峰堂 － ネットショップを通じた新規顧客開拓と販売ルートの充実

佐賀県 ＤＭ　ＡＵＴＯ － 民間車検工場認定取得の為の改装と情報発信による認知度向上

佐賀県 工房賜光窯 － ホームページ及びＥＣサイト構築によるオリジナル商品の販路拡大

佐賀県 ＤＡＲＡＭＡＬダールアマル － 美容大国モロッコのオイルコスメブランディング開発とＥＣの強化

佐賀県 おさかな処小山 － 真空パック商品の開発と仕出し料理配達を通じた新規顧客獲得

佐賀県 ふくや商店 － オンラインの相談・商談窓口を開設することによる新たな顧客獲得

佐賀県 有限会社八頭司傳吉本舗 9300002004407 非対面型モデルとテレワークモデルによる新サービスでの業務改革

佐賀県 有限会社佐賀メイト 8300002007831 オンライン化による一斉かつ懇切丁寧なｏｎｅ　ｔｏ　ｏｎｅメンテナンスの実現

佐賀県 クリーニング毎日屋 － 独自のウエットクリーニングでより衛生的な生活を提供する

佐賀県 創作会席えん － 「祐徳稲荷鍋セット（仮称）」の商品開発と通販事業の開始

佐賀県 有限会社トラスト 8300002006825 ネット予約設置による顧客満足度向上と相乗効果の発揮

佐賀県 那加川～ｓｅｃｏｎｄ～ － レーザー加工機を使用した新サービス展開による売上増加計画

佐賀県 マキザラーメン － 自社ＥＣサイト構築による自家製創作ラーメンのネット販売

佐賀県 株式会社Ａ．スペース 2300001011071 リース調達が困難となった足場設備の自社所有化で効率収益アップ

佐賀県 ＬＩＮＥ　ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ － 密接を回避でき空気循環できる理想の非対面美容室

佐賀県 シェービングエステティックサロンＥａｒｕ － 「新たな生活様式」に合わせたヘッドスパ導入による販路拡大

佐賀県 ＢＡＬ　ＴＡＰＡＳ － ランチタイムとイベントの需要を取り込むキッチンカーの移動販売

佐賀県 ＬＩＢＣＯＦＦＥＥＩＭＡＲＩ － 地域資源を活かした菓子製造による通販の販路開拓事業

佐賀県 なかまさ － 「近隣工場への弁当配達事業の強化に伴う店舗設備の改善」

佐賀県 ｔｏｔｅｌｌ － プログラムのオンライン化による顧客満足の向上と新たな顧客獲得

19 / 43 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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佐賀県 株式会社松華堂 5300001005847 最大級モール出店と電子カタログで“売りに行けない”現状打破

佐賀県 タケオバルＳＯＬ　ＤＥ　ＶＥＲＡＮＯ － 【企業向けのお弁当とテイクアウトドリンクで、非対面で提供】

佐賀県 五城苑 － 女性目線でのテイクアウトメニューを強化、新規顧客の獲得

佐賀県 株式会社ハーベスト 8300001009779 化粧品サンプル配布による販売促進

佐賀県 海鮮居酒屋第一三吉丸 － キッチンカー導入による販路拡大

佐賀県 株式会社九州シグマ 5290001006954 経験豊富なパートナーと地の利を生かしてネット販売するコスメ事業

佐賀県 ＥＬＩＯＮ － コロナに負けないサロン事業をホームページでＰＲ

佐賀県 株式会社川副青山 5300001005500 ＥＣ需要増による各サイトリニューアル及び伝統工芸ブランド強化

佐賀県 やまなん － テイクアウト、デリバリー事業の開始と新商品の開発

佐賀県 キャリアみそコ － オンライン型企業研修の導入に向けたＰＲ動画・ＨＰ作成

佐賀県 かつき美知子法律事務所 － オンライン相談事業の開始と事務所情報発信のための看板設置

佐賀県 居酒屋　心源 － 密を避ける為、あなたの家で焼き鳥焼きます

佐賀県 株式会社樋口 9300001009530 ぎょうざの開発・販路開拓

佐賀県 トータルボディケアルーム樹 － オンライン・非対面型ビジネスモデルの導入に関する取り組み

佐賀県 株式会社サークルサポート 4300001010724 施設利用者が農作業を受託できる体制づくりで販路開拓

佐賀県 晴れる～や － テイクアウト弁当、夕食宅配弁当をなるべく非対面で提供

佐賀県 有限会社桜月堂 9300002004530 どこにもない自動販売機で非対面型販売の実現と伝統産業の活性化

長崎県 株式会社ＡＹＥＲ’Ｓ 7310001014498 需要変化に対応したオンラインサービスと設備拡張での販路拡大

長崎県 有限会社長崎屋 3310002003883 コロナに負けない！小さな和菓子屋の『宅配』と『店先販売』事業

長崎県 バンザイバーコバチ － 店舗の非接触性の向上とＥＣサイトを活用した自社商品販売事業

長崎県 フルーツいわなが － 新型コロナ克服のためのホームページ制作による通信販売の強化

長崎県 長崎珍味株式会社 8310001003137 高級干物の小売向け商品開発とＥＣによる売上・販路拡大

長崎県 株式会社炭蔵 2310001014957 個室化とセルフオーダーシステム導入による顧客安心度向上

長崎県 有限会社髙野屋 1310002003051 長崎産からすみ加工のための設備投資とネット通販の販路拡大

長崎県 合同会社四季咲 3310003003593 全国チェーンとバイク配達による弁当配達事業参入での販路開拓

長崎県 ＢＲＯＳ － 楽しく学ぶ体験型新事業の取り込みによる顧客の増加及び売上拡大

長崎県 合同会社ＩＭＳ 1310003003208 全国チェーンとバイク配達を活用した弁当事業参入による販路開拓

長崎県 森中音楽事務所 － 美しい長崎・大浜焼の陶器商品開発とネット販売で販路拡大事業

長崎県
ライオンズ笑店くじびきランドお好み焼き
勝星

－ キッチンカーによるプレスロール焼の移動販売への取り組み

長崎県 マラヤ － 【新たな顧客獲得にハラルメニュー対応＆デリバリー等の販路開拓】

長崎県 ハーキュリンフィットネス － 非対面型及び安心安全トレーニングの為のＨＰ制作と設備整備

長崎県 株式会社ジェイ・エー・エス 3310001014493 非対面式対人折衝能力開発特化型結婚相談所

長崎県 Ｓａｌｕｔｅ － キッチンカー導入による非対面型の移動販売の実施

長崎県 Ｂｅｎｅｆｉｔ　Ｍｉｎｄｓ株式会社 6310001004814 非対面型オンライン資格取得養成講座の提供で販路拡大事業
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長崎県 かりーにょ － コロナに負けるな　安心安全の有機野菜を使ったスープを全国へ

長崎県 ありえや － 全国に向けてＷｅｂで島原のおいしい青果果物の通信販売を行う

長崎県 有限会社西村真珠養殖場 8310002007616 長崎老舗真珠販売店のＥＣサイト構築による販路開拓と新規顧客獲得

長崎県 花古賀蒲公英 － 当店独自の心を贈る花ギフト開発及びネットによる販売とＰＲ強化

長崎県 ＵＫＡＷＡ　ＰＨＯＴＯ＆ＤＥＳＩＧＮ － コロナ対策専用スタジオ設置事業とその広報事業

長崎県 漢方薬局キンカン健康館 － 保存可能な甘酒＆薬膳粥パッケージ商品開発による販路開拓

長崎県 株式会社永石エンジニアリング 5310001006175 非対面にて拡販が期待出来るホームページの拡充と展示会出品

長崎県 ＰＬＡＹ － ウィズコロナ時代を見据えた非接触型サロンへの転換

長崎県 尾崎陶器株式会社 1310001005222 危機状況化の下、データ共有による新たなご提案で新規獲得へ

長崎県 株式会社おさるのかご屋 6310001011521 国内唯一の肥前六方石の非対面型販売拡大

長崎県 本格炭火焼肉　閃 － 新しい店舗情報の発信と新型コロナ対策の強化

長崎県 ヘアーショップ恵 － 創業２０年目の危機を顧客と共に元気に乗り越える設備投資事業

長崎県 お食事処みっこ － テイクアウトとデリバリーによる非対面型ビジネスモデル構築と業態変更推進

長崎県 ビューティーリサーチ北川 － 居心地の良さと作業性向上を兼ね備えた半個室美容院で収益向上

長崎県 合同会社廣喜屋 5310003003294 炭火焼オーブン新規導入「ご馳走九十九島の幸イタリアン」通販

長崎県 旬の味一粋 7310003003466 和食の板前がつくったまかないカレーの売り上げ増加と販路拡大

長崎県 ルアナ － ホームページやチラシ作成による販路拡大と感染対策の改装工事

長崎県 ＬＡ　ＤＯＲＡＧＯ － 非接触型機器導入で取り組む美容室の生産性向上と販路開拓

長崎県 有限会社わかばビル 6310002018177 サービス向上のための店内改装、ＷＥＢ・ＥＣショップで販路拡大

長崎県 有限会社横浜屋 3310002018163 オンラインレッスン・発表会システムの新構築による売上拡大

長崎県 株式会社マツオファーム 4310001009996 新商品パウチにより新規海外販路拡大

長崎県 Ｂｅｌｉｅｖｅ　Ｓｐｏｒｔｓ　ｇｙｍ － 新サービス開始による非対面・対面型双方ビジネス強化と販路拡大

長崎県 有限会社上田宝飾時計店 2310002017868 個室商談スペース設置とコロナ対応の店舗改修による売上拡大

長崎県 タイゲン株式会社 3310001012588 キッチンカーであなたの街へ鳥料理専門店の味をアツアツでお届け

長崎県 株式会社諫早スイミング 1310001007870 見学・体験入会のＶＲ化とコロナ対策ＰＲによる新規会員獲得事業

長崎県 合資会社木村屋 5310003001604 視認性あるＨＰの構築とチラシを併用した非対面型サービスの確立

長崎県 理容室Ｔ・Ｄ・Ｐ － 新時代に対応した理容業のビジネスモデル

長崎県 合資会社めがねのエイキ 1310003001640 ハンディレフの機器投資で新規市場開拓による売上拡大の取組み

長崎県 アロマセラピーサロン縁～ｅｎ～ － 心と体を整える嗅覚反応分析、オンライン着付けセラピー事業

長崎県 カラオケＣＬＵＢ　ＤＡＭ長崎諫早店 － 非対面型モデルとしてのレンタルカラオケ取り組み事業

長崎県 小中尾石材 － 自動ソフト導入による彫塑精度の向上、高単価顧客の獲得計画

長崎県 株式会社タメナガ造園 1310001008803 インターネット活用による販促戦略の構築と新規顧客獲得

長崎県 ジュエルきしかわ － 新規ＨＰ作成ならびにＥＣサイトを用いた非対面型ビジネスモデルの導入

長崎県 株式会社Ｋ＆Ｌ＇ｓ　ｆａｃｔｏｒｙ 1310001014974 【ファミリー層の顧客獲得に向けたネット販売】
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長崎県 美容室マーズ － 「安心・快適」最新式設備導入による生産性向上計画

長崎県 教育プロジェクト清水塾 － 「事業所の書籍貸出・返却におけるリモート型システムの導入」

長崎県 和食ほりた － テイクアウトで気分は京旅行＆席間確保で安全安心の店づくり

長崎県 有限会社リード靴店 1310002006062 足つぼマッサージの感染症対策のための個室化

長崎県 エースハウス株式会社 4310001009559 オンライン相談の導入による非対面型ビジネスモデルへの転換

長崎県 大衆酒場どんく － 居酒屋気分をテイクアウト＆席間確保で安全安心の炭火居酒屋

長崎県 中華酒家てんねんｍａｒｋｅｔ － 感染対策の徹底による客席稼働率と持ち帰りテイクアウト増加事業

長崎県 ＲＡＰＨＡＬ － 段階移行式サブスクリプションの構築と非対面式接客の取組

長崎県 株式会社坂本電気通信 5310001012116 地元の数少ない飲食店としてテイクアウトメニューを強化

長崎県 虹花 － テイクアウト販売と店内改装による効果に乗じた売上ＵＰ事業

長崎県 ビストロ　ボン・モマン － テイクアウト（おうちでフレンチ　～ボン・モマン～）

長崎県 株式会社泰光 8310001015933 非接触型施術機器の新規導入による販路拡大と業務改善

長崎県 横尾石材工業有限会社 3310002005962 ビデオ会議予約システムを実装したウェブサイトの活用

長崎県 株式会社くくり 8310001014745 ３Ｄプリンターで製造した車いす陸上競技用グローブのネット販売

長崎県 合資会社長崎自動車検査場 8310003001799 利便性の高いサービスメニューを開発して、新規顧客獲得に挑戦

長崎県 東京クリーニング店 － ＨＰを活用した宅配クリーニングサービスで非対面ビジネスへ転換

長崎県 ＨＩＲＯマート － 地域密着型青果店から非対面型青果通販への新業態開発事業

長崎県 株式会社桜簾 5310001007818 オンラインコミュニティの構築による新たな非対面飲食事業の確立

長崎県 株式会社いぶき地 9310001011898 飲食店におけるＷｅｂ集客型非対面モデルへの転換事業

長崎県 ＰｓｙｃｈｅＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅｓ － 発明新商品ＥＣサイト・ＳＮＳ活用とデザイン戦略で販路開拓

長崎県 ＮＤＪ企画 － ネット活用したドローン講習会及び空撮活用した観光ガイド作成

長崎県 ソエルト － コロナ禍に対応した新商品「甘酒スムージー」の販路拡大

長崎県 有限会社くすりのたんぽぽ 6310002009770 佐世保市の女性向け薬店が行うウェブによる販路開拓事業

長崎県 株式会社小島工作所 3310001000592 ビルトイン食器洗い機販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

長崎県 ＳＯＥＲＵＴＥ － コロナ対策を徹底した安心してご来店できる腸活サロン

長崎県 株式会社ＨＡＧ 7310001012840 広報媒体の刷新による非対面での新規顧客の獲得とテレワーク環境の整備

長崎県 風乃詩株式会社 9310001016641 長崎の焼き物を内製化・新商品の開発とネット販売での顧客獲得

長崎県 株式会社宜祥堂 7310001005282 食器リース事業で飲食店を応援したい！小規模事業者の新たな挑戦

長崎県 株式会社ＡＲＲＯＷＳ　ＮＡＧＡＳＡＫＩ 1310001014396 屋外型人工芝スポーツ施設における安全で安心のある環境整備

長崎県 株式会社入来屋 8310001000175 自社開発製品のオンライン販売

長崎県 Ｒ　ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙ － オンライン・コンテンツ事業による新しいターゲットと販路拡大

長崎県 ヘアーサロンＴ・Ｙ － 非対面と換気・空気清浄の強化で安心安全を提供するコロナ対策

長崎県 みはらマルシェ － インターネットでの通信販売の確立と、デリバリー事業の拡充

長崎県 麺や潮風 － お弁当事業の拡大、弁当作業スペース拡大と保存能力向上
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長崎県 サロンジュファミ － 特設ＬＰからＺＯＯＭカウンセリングへ繋げ、施術契約アップ

長崎県 株式会社和吉 5310001016430 インターネットを活用したテイクアウトの充実

長崎県 株式会社メリサジャパン 7310001002189 抗菌と電磁波遮断効果が期待できる銀イオン生地の商品拡大事業

長崎県 Ｃｕｔ　ｉｎ　ＮＯＧＵＣＨＩ － コロナから顧客と仕事を守る為の非対面新設備の導入計画

長崎県 株式会社田上自動車 5310001013543 ドライブスルー対応タイヤ交換で販路拡大

長崎県
アンドメディカルコンサルティング株式会
社

2310001013851 医療データ（画像、血液生化学）を用いた日中遠隔受診サービス。

熊本県 Ｏｃｅａｎ　Ｈｅａｒｔ － オンラインによる婚活イベントで新規顧客獲得事業

熊本県 株式会社ａｘｅ 3330001006613 ３密回避のコロナ対策テラス席増設で新たな顧客層を獲得する事業

熊本県 小料理富み － 持続可能なお店へ！テイクアウト事業推進の為の環境整備事業

熊本県 やおっぱ － 直ぐに調理できる熊本県産の冷凍野菜果物を全国にお届けするモン

熊本県 ワンプラスワンストア － 実店舗とネットショップを融合させた安心安全な買物環境づくり

熊本県 株式会社ＫＵＤＯＨ様 4330001023624 テイクアウト開発と戦略販促で新規・既存客のシナジー効果創出事業

熊本県 株式会社クマモトコレクション 5330001016544 リアルとネットを融合した新規農業ビジネスの売上拡大

熊本県 株式会社サイプレス 5330001008566 『セルフでお気軽お手軽☆小顔・ボディケア』の構築

熊本県 三和文化企業株式会社 2330001002142 電子決済による非対面型チケット発券システムの構築

熊本県 株式会社平誠商社 9330001007952 化粧品ブランドＭａｒｉｅＲｉｓｅの開発と拡販

熊本県 もぐもぐ － 新しい生活様式に沿ったテイクアウトビジネスへの挑戦

熊本県 株式会社火の国ペガサス 2330001012637 ネットを通じた販売業態変更と新規ＯＥＭ商品開発

熊本県 株式会社ロアジス 6330001016948 ネットでテイクアウトの事前注文で新たな販路開拓

熊本県 株式会社ｎｉｃｏ 2330001026455 餃子等の加工食品を非対面販売で販路を獲得する新事業展開

熊本県 有限会社西口晴秀堂 6330002007780 健康意識の高い高齢者に対する健康茶の通信販売強化事業

熊本県 佐藤のちゃんぽん － ウェブ集客とテイクアウトの環境構築と広報用動画制作

熊本県 ぎょうざ屋ちゃおず － 地産地消商品の新商品開発とネット等を通じた新規顧客の獲得

熊本県 夢あり（Ｋｕｍ　Ａｒｉ） － 新商品開発に伴う宅配、テイクアウトによる販売拡大事業。

熊本県 ＧＯＯＤ　ＢＲＩＤＧＥ合同会社 1330003008378 自社サイト構築とギフトショー出展による販路拡大

熊本県 株式会社フルコート 3330001006910 機械的作業の自動化とクラウド化による事業改善と新型コロナ対策

熊本県 合同会社丸五産業 3330003007568 ご家庭に、大切な人にＡ５ランク黒毛和牛を届ける幸せ通販事業

熊本県 株式会社田吾作 7330001002848 熊本産の新規商品開発とＥＣサイト立上による事業拡大

熊本県 株式会社魚万生駒 3330001000426 生鮮品の加工による個人向け新商品開発とネット販売による販路開拓

熊本県 チャイナダイニング天翔 － 新型コロナ感染防止に留意した安全安心の空間創出と新商品の開発

熊本県 熊本三和貿易有限会社 8330002003415 オンラインショップのシステム構築と情報発信

熊本県 合同会社二郎 6330003005767 テイクアウト商品の販売による販路開拓

熊本県 リトルヴィンテージ － ホームページによる通販と定額商品の提供による販路開拓

熊本県 ＰｉｌａｔｅｓＰＯＮＯＡＨ － 独自に開発する「オンラインプログラム」による差別化で販路開拓
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熊本県 串かつビリケン － キッチンカーでいつでもどこでも気軽に大阪グルメ＠熊本

熊本県 ピッツェリア　ダ　ロッコ － テイクアウト販売動線整備の為の内装工事と機械装置の購入

熊本県 有限会社一坊 8330002013868 ライス焼の新商品開発、ネット販売強化と店舗移転による経営改善

熊本県 株式会社リハブインテリアズ 8330001008563 講座オンライン化による販路開拓と業務改善

熊本県 Ｋ’ｓガレージ － 整備工場が行うＥＣサイト構築による新規事業の展開

熊本県 エース出版株式会社 6330001007914 旅ナカ・旅アト通販サイトのスタートアップ事業

熊本県 中葉旬菜　燕燕 － コロナ渦に対応する為ＥＣサイトの立ち上げと厨房機器の導入

熊本県 キムタコ本店 － 新商品開発＆ＥＣ販売強化により拡大を図る

熊本県 Ｃｏａｔｏｌｉｅ － オンラインを活用した非対面でのセミオーダー受注サービスの販路拡大事業

熊本県 株式会社アイラコーポレーション 8330001021715 地方学生市場を獲得する非対面型集客及びオンライン塾事業

熊本県 株式会社丸尾本店 2330001027676 ①和柄生地を活用した新商品開発と②ネットを通じた新規顧客獲得

熊本県 Ｒｕｓｈ　ｇｒａｓｓ － 安心安全な店舗作りと、顧客満足度を高めるシステム導入

熊本県 継ぎ足しとんこつ二刀流 － 券売機の導入で接触機会を減らし、安心安全な店舗へ

熊本県 宮崎園 － 産直販売サイトの拡充と省力化農機具等の導入

熊本県 有限会社中国四川料理秀峰 5330002012542 店内の非接触化とテイクアウトの導入で新たな顧客開拓

熊本県 株式会社ＨＯＳＨＩＫＯ　Ｌｉｎｋｓ 2330001025250 ＥＣサイト販売等を軸とした国内外における販路拡大

熊本県 合同会社立田の森くれよん 7330003006343 オンライン見学等の導入による放課後等デイサービスの安心感向上

熊本県 下田典子行政書士事務所 － リモート相談とオンラインサポート事業で販路拡大

熊本県 株式会社アイスマイル企画 8330001019098 遠隔での相続・不動産コンサルティングサービスの認知度向上事業

熊本県 有限会社熊日熊本駅西販売センター 9330002003091 ＬＩＮＥ、ウェブ上での広告メディア事業で広告収入を新たに創出

熊本県 合同会社カーピット九州 5330003004638 新設備を活用した安心安全な新たな販売方法により新規顧客獲得

熊本県 学生服リユースＳｈｏｐさくらや － 蜜にならないＷｉｔｈコロナ時代対応の予約販売形態への展開事業

熊本県 有限会社パワーズ 6330002008449 「料理のデリバリー」と「お燗酒の拡充」を主軸にした販路開拓

熊本県 Ｇｉｒａｓｏｌｅ － ＥＣサイトを通じた新販売方法と宣伝広報強化により新規顧客獲得

熊本県 株式会社天草海食まるけん 3330001013428 目と耳で楽しみ購買意欲を掻き立てるオンラインストア制作

熊本県 日本パスート株式会社 4330001004863 駐車場コンサルティング事業による新規顧客獲得の取り組み

熊本県 アズィンプロダクション － 新規事業、オンライン配信制音楽アカデミーで売上アップ

熊本県 キャリアコンサルタント事務所ヒトト － オンラインコンサルティング

熊本県 株式会社ＲＯＷＬＡＮＤ 2330001024137 ＥＣサイト開設による美容カウンセリング新サービス提供事業

熊本県 株式会社Ｓａｓｓｉ 9330001019584 ホームページ再構築による販路開拓事業

熊本県 リラックスマッサージ　のん － コロナ対策店舗改装、ホームページ開設と予約システムの構築

熊本県 ｂｅ　ＬＩＦＥ － オンライントレーニング及び出張トレーニング事業

熊本県 蘇月 － 熊本県産の食材を活用したテイクアウト及び贈答用商品の開発

熊本県 おやこスタジオＲＡＦｉＴ － 子ども達が安心できる居場所を創る、オンラインアフタースクール
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熊本県 株式会社ボウコレクション 4330001018582 新しい生活様式へ向けたテイクアウト商品の強化

熊本県 株式会社みはら 5330001020595 熊本県食材を活用し新商品開発とテイクアウトでの新規顧客獲得

熊本県 Ｆａｍ　ｏｒｉｅｎｔａｌ　ｂｉｓｔｒｏ　ｃａｆｅ － 自店の強みの国産Ａ４ランク以上の肉料理でテイクアウト強化！

熊本県 ＴＲＩＧＧＥ －
完全予約制バイク便『熊本ハイクオリティデリバリーＦＯＲＷＡＲＤ』定着化事
業

熊本県 ＲＡＮＡ － 非対面型新技術メニューによる新規客開拓事業

熊本県 Ｋｅｎｔ　Ｍｅｒｒｙ　ｃｈｉｆｆｏｎ　ｃａｋｅ － 包装紙の材質変更や設備の準備などによる非対面、販路拡大事業

熊本県 イタリア料理トレ・ステッレ － 自宅でレストランクオリティーのお食事を！自社ブランドの商品化。

熊本県 いちごお － テイクアウトの強化とオンラインショップの開設

熊本県 有限会社エストゥディオ・アレグリアス 2330002014293 オンライン講座の開発とネットを通じた新規顧客獲得

熊本県 宮崎理容院 － 移動式シャンプー台の導入による感染対策とリラックス効果の両立

熊本県 Ｉｎｓｐｉｒａｔｕ　Ｓｔｕｄｉｏ － オンラインによるアルバム制作で新規顧客獲得

熊本県 Ｈａｉｒ　ｒｅｃｉｔ － ヘアケア用品のネット販売導入と顧客誘致の為の広告宣伝戦略

熊本県 株式会社日動 8330002024717 ホームページ制作とＷＥＢマーケティングによる非対面型営業活動

熊本県 ＪＩＲＯ２６ － 肉、海鮮バーベキューセット販売でネットを通じた新規顧客獲得

熊本県 Ｎｏｒｍａｌ美容室 － 非対面シャンプー台導入による３Ｄ増毛メニューで売り上げアップ

熊本県 Ｃｉｎｑ　Ｓｅｎｓ － ウィズコロナ　～　ラグジュアリーワーケーションの提案

熊本県 問天パソコン教室 － 安心　安全な教室づくりとオンライン講座の導入

熊本県 床屋さんふみ － 女性理容師の生き残りをかけたコロナ対応型店舗への取組み

熊本県 合資会社高濱屋呉服店 3330003003220 オンライン販売・ＳＮＳ活用による未来の顧客の獲得作戦

熊本県 株式会社濱大松園 7330001022656 ３密を避けるネット販売とテイクアウト販売環境の確立

熊本県 株式会社かめやま 1330001020814 希少高いバイカラーとうもろこしネット通販事業

熊本県 株式会社ＧＬＯＲＹ 7330001026211 人との接触を減らす取り組みと既存契約施設からの販路開拓

熊本県 ｖａｇｕｅ － ＨＰのシステム改善と癒しの空間づくりで客単価ＵＰ↑

熊本県 セイコーテクノ株式会社 5330001012064 ネットによる受注及びサンプル提供による面談回数の削減

熊本県 あらお整骨院 － 女性への認知度向上の為の非対面型の対策を備えた販路開拓

熊本県 吉田安夫 － ＥＣサイト・オンラインでのカスタマーフォローのシステム構築

熊本県 小代焼中平窯 － 紙媒体やＷＥＢ広告を利用した顧客獲得・ネットショップへの誘導

熊本県 株式会社ケン・ショウ 1330001027297 業務のテレワーク環境整備と個人向けの販路開拓の為の広告宣伝

熊本県 らーめん龍風 － テイクアウト商品の充実を図る機械導入により美味しい食卓提供へ

熊本県 三宅養鶏場 － 安心安全な卵を使用した新商品開発・提供による販路開拓事業

熊本県 有限会社白石商事人吉レンタカー 9330002030227 人吉レンタカー店の店舗充実化による販路開拓事業

熊本県 有限会社おおがスイミングスクール 7330002030014 「非対面型サービスを含めた販路開拓と安全対策」

熊本県 髪切屋 － 高齢者でも安心！完全個室　福祉に特化した美容サービスの提供

熊本県 アージェひげのみせ － カウンター機能強化によるテイクアウト事業で目指す新たな販路開拓
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熊本県 有限会社九州観光物産社 1330002027742 当店自慢の貝汁としらす丼のインターネット販売に伴う商品開発

熊本県 カットハウスジュラン － ヘアケア製品のＥＣ販売事業参入による売上増・販路拡大

熊本県 Ｈａｍａｒ’ｓ － 「増産設備導入とインターネット販売によるファン獲得と売上拡大」

熊本県 株式会社八千代 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

熊本県 有限会社ウラタ種苗園 6330002028265 野菜、花苗鉢物等の移動販売による売上向上と食育運動

熊本県 Ｍａｇｉｃ＆ｂａｒ　ＢＡＳＫ － 少人数で非対面型マジックショーの出張サービス

熊本県 株式会社グリーンフィールドプロジェクト 9330001018719 家庭でできるスプラウト栽培容器の安定生産体制の構築と販売強化

熊本県 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｂｒａｎｃｈ － オリジナル美容用品をＥＣサイト販売による販路拡大事業

熊本県 ＳＡＫＵＲＡＧＹＭＪＡＰＡＮ － リモートパーソナルトレーニングよる販路拡大事業

熊本県 ＬａＬａＬｉａ － セルフ型機械により対面施術なしのデトックスコース導入

熊本県 大畑広告準備室 － 「デザインでモノ・コト・ヒトを結ぶ新規ＥＣサイト事業」

熊本県 コットン － テイクアウト商品の販売チャンネルの多様化により売上を拡大する

熊本県 古美術　五葉 － 問い合わせ機能の充実による買取り強化及び販路開拓

熊本県 株式会社晴エンタープライズ 5330001007205 ソーシャルディスタンスを図るための間仕切り設置

熊本県 有限会社ラップ 3330002012783 オンライン動画配信によるペット生体販売の販路拡大事業

熊本県 株式会社アシスト・コミュニケーション 4330001007560 オンライン仮想会議室の設置による売上回復事業

熊本県 ＴＩＧＨＴ － 通販サイトを強化リニューアルし非対面型ビジネス化事業

熊本県 株式会社ＩＤＥＡ　ＧＲＥＥＮ 5330001025470 建設業職人マッチングサイトによる非対面型職業紹介サービス事業

熊本県 有限会社ディ・アール 5330002015710 美容系店頭商品のＥＣサイト構築＆販売とＷｅｂ予約システム導入

熊本県 トラットリアフェデリコヌォーヴォ － テイクアウトの販路拡大と店内感染症対策の実施

熊本県 丸尚商店 － 天草産水産物のＥＣサイト販売による新規販路開拓と新商品開発

熊本県 佐多石油株式会社 5330001002057 インターネットを活用したレンタカー事業で新規顧客獲得を図る

熊本県 九州日商興業株式会社 4330001001191 定期点検オンライン打合せによるメンテナンス業務受注拡大事業

熊本県 手打百藝　中の森 － 非対面型　そばテイクアウトセルフサービス取組事業

熊本県 Ｃａｆｅ　＆ｓｔｅａｋ　ＲＯＯＴＳ － 感染リスク軽減し、テイクアウトを周知し普及させる

熊本県 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｂｅｒｅｎｉｃｅｓ － １日１人限定で安心してご利用頂くための販路開拓事業

熊本県 有限会社マエダスポーツ 6330002021195 ＨＰ・パンフレット作成と非対面型打ち合わせシステムの導入

熊本県 上海厨房　龍々宝 － テイクアウト・出前の新サービスによる販路開拓事業

熊本県 株式会社アクアテック 6330001000051 ＨＰを活用したブランディング強化及び販路開拓

熊本県 有限会社山路 1330002021258 ３密を避ける店づくりと自店ウェブサイトで新たな売上確保

熊本県 カフェ　クルーチ － 店舗移転・テイクアウト・新メニュー開発によるコロナ不況克服

熊本県 有限会社ＳＰＩＣＥコーポレーション 8330002022019 セルフ決済導入による接触機会削減と硬貨からのウイルス付着防止

熊本県 有限会社ビバ 7330002015915 仕切りを施工しお客様同士を非対面化にする

熊本県 麺や樂笑 － 感染防止に取り組み、回転率を上げていき、売上を増加させる
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熊本県 らくや － ホームページを活用した店舗の広報強化による集客アップ事業

熊本県 Ｄａｇｏｃｏｍｆｙ － 音楽教室業務、音楽プロダクション業務における受注拡大事業。

熊本県 ソウヨウファーム株式会社 8330001007020 自社ブランド米の商品開発とＥＣサイト拡充による多販路拡大

熊本県 株式会社Ｓｔｙｌｅ　Ｓａｔｏｍｉ 2330001020664 オンラインセミナー開講事業

熊本県 コクーン株式会社 6330001015834 テイクアウト販売口設置により新たな顧客獲得と周知を図る

熊本県 株式会社ブリエ 5330001008062 ホームページと通販事業の導入による販路開拓

熊本県 創作からあげの新星 － 総合スマートフォフォンサイト等を活用した非対面型経営の確立

熊本県 有限会社堀内自動車 2330002024680 きめ細かなサービスと・お気軽来店体制の構築による売上向上

熊本県 Ｃｏｍｐｌｅｘ　Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ株式会社 1330003001903 「錯体ナノコロイド抗菌」サービスの事業化とＷＥＢサイト開設

熊本県 ラ・コンテス － 新しい生活様式に対応した新商品の開発と自社ＥＣサイト立ち上げ

熊本県 有限会社アイランドフーズ 8330002021499 飲食スペースを解放空間にする野外飲食スタイルの構築

熊本県 カノン － ホームページ作成、オンラインコンサート

熊本県 ＰＲＯＳＴ　ＯＮＥ － ホームページの拡充及び他ＳＮＳとの連携による新規顧客の開拓

熊本県 株式会社ベスト 4330001011579 小ロット製品、防災用品の拡販とリモートによる非対面商談

熊本県 有限会社益田養鶏場 1330002026364 サブスクリプションによる卵とお菓子の産直ＢＯＸの販路拡大事業

熊本県 株式会社コマンドディー 6330001024785 特殊撮影網羅型展開事業（ライブ配信、マイクロドローンＶＲ）

熊本県 メンバーズゆきや － 強みであるアラカルトのテイクアウト化によって新たな販路を開拓

熊本県 株式会社ｈ＆ｔ不動産コンサルタント 4330001021454 オンライン内見・オンライン商談の実現化による販路開拓事業

熊本県 まよみ堂 － ＥＣサイトによる「お楽しみナッツセット」での販路拡大事業

熊本県 株式会社ＮＥＷ　ＵＰ 2330001022529 ｗｉｔｈコロナを戦い抜くためのデリバリー強化による販路開拓

熊本県 株式会社ビ・アレイド 5330001007733 ＥＣサイトの作成と接触機会を減らす予約システムの融合

熊本県 ＪＵＭＰ（ジャンプ） － オンラインライブ配信をして販路拡大・高齢者施設へ新規開拓

熊本県 ＭＹＧギター教室 － 新しい生活様式に即した音を楽しむ為のオンラインレッスン事業

熊本県 Ｃａｌｆｓ合同会社 4330003008301 医療ガーゼのインターネット販売による販路拡大

熊本県 株式会社クリーニングアイアイ 3330001017486 非対面型ビジネスの導入による顧客満足の向上事業

熊本県 有限会社熊本製本センター 3330002020935 補助金を使って構成した自社のネットショップの活用での販売による利益

熊本県 株式会社リヴァ―ジュ 7330001012632 かぐらの味をご自宅で！　テイクアウトで「おいしい」を届けます！！

熊本県 株式会社若新 5330001012642 ＥＣサイト開設と認知度向上による商圏拡大と新規顧客獲得事業

熊本県 株式会社ビーンズ社 2330001003850 自社ホームページ構築による非対面営業への転換

熊本県 株式会社リバティ 2330001015730 ＡＩチャット導入サイト構築による非対面型営業事業

熊本県 株式会社清流荘 7330002018562 非対面接客への挑戦　お客様及び従業員の接触削減プロジェクト

熊本県 ウイルシステム株式会社 1330001015013 農家も当社も非対面型、農作業日報電子版の普及

熊本県 有限会社ウルトラハウス 8330002001170 非対面型営業推進のためのＨＰ改善と告知強化による新規客の獲得

熊本県 ＢＡＲＯＣＣＳ（バロックス） － 肉バルの国産牛テイクアウトによる新規ビジネスで販路拡大
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熊本県 津曲工務店 － 感染症拡大防止と事業持続を目的としたＩＴ導入事業

熊本県 エスポワール － 宅配デリバリー事業を活用した新規顧客獲得と販路拡大

熊本県
とろけるハワイアンロミロミ＆天草リフレ
～碧い海ａｏｉｕｍｉ～

－ ＨＰリニューアルに伴いオンラインショップを開設し売上増加！

熊本県 伊藤写真事務所 － スピーディ且つ上質に。貸切空間・屋外で撮る現代の記念写真。

熊本県 有限会社丸恵本館 9330002030540 コロナ感染防止に向けて対策を徹底する

熊本県 ワンネス － 非対面導入。だけど信頼のある安心した店舗展開事業

熊本県 有限会社マーサ 7330002009644 ＥＣ事業への本格参入と既存顧客への新たなＷｅｂサービス展開。

熊本県 合同会社エイシン工業 5330003007475 ホームページ新設とポスティングによるエンドユーザーの獲得

熊本県 八代園芸加工株式会社 1330001013792 泉水などの全国販売強化と既存客非対面型化ＥＣサイト事業

熊本県 個室居酒屋　居心地 － 新規通販サイト構築による非対面型ビジネスへの転換

熊本県 姿勢改善スタジオ　Ｌｅｒｉｓｔ － オンラインサロン（オンラインパーソナルトレーニング）

熊本県 株式会社プロースコミュニケーション 1330001021507 調理機器導入によるネット販売での販路開拓

熊本県 株式会社ＩＷＡ 5330001025529 ニューノーマル時代の店舗内装のお悩み解決に特化したプチ内装工事事業

熊本県 有限会社山田衛研サービス 2330002010904 ホームページ制作及びＷｅｂ商談・テレワークシステムの導入

熊本県 Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ　ｓａｌｏｎ　Ｌｏｖｅ　Ｂｏｄｙ － ホームページ構築による非対面型コンディショニング指導の導入

熊本県 ティーチャーズ － 通販型オンラインライブ機能サイト開設し非対面事業の開始

熊本県 エトワールピアノ教室 － 非対面・非接触による集客と、リモートレッスンへの転換

熊本県 三興商事株式会社 1330001001954 ラジオショッピングを活用した非対面型の営業による販路開拓戦略

熊本県 スナックプリズム － ＰＲ動画制作で新規顧客獲得＆客足回復作戦！

熊本県 下田整骨院 － 「３０万人」を施術した筋トレ診断士のいる整骨院としてブランディング

熊本県 株式会社ピンクアフロディーテ 4330001026107 既存商品ネット販売による売上補完事業

熊本県 株式会社やまと技研 7330001024000 ウォールソー導入で切断工事の受注拡大と非対面営業の実現

熊本県 株式会社ＳＨＩＮＢＯＲＩ 4330001025694 ギフト商品開発による新サービス提供と遠方顧客獲得事業

熊本県 Ｂｏｏ（ブー） － 店舗外で売れる商品の開発及びネット販売拡充の事業モデルの転換

熊本県 Ｊｓｐｅｒｅ － バリコレメークアップアーティストのＷＥＢレッスンプロジェクト

熊本県 有限会社斉藤時計店 9330002004247 老舗時計店の安心・信頼訴求の非対面型及びＯｔｏＯビジネス参入事業

熊本県 株式会社第一コーポレーション 8330001002681 ＥＣサイトによる輸入家具販売及び非対面型Ｗｅｂ制作業務実施事業

熊本県 Ｊａｚｚ　ｉｎ　おくら － 自店サイトのリニューアルとｊａｚｚライブアーカイブ配信

熊本県 整体ｓａｌｏｎあかつきの空 － 非対面化や三密回避によるコロナに強い整体院への転換

熊本県 ル・コントワール － 量産設備導入でＢｔｏＢ及び通販事業の拡大

熊本県 株式会社村建 5330001004607 住宅トータル検索サイトでの新規住宅工事の受注拡大事業

熊本県 ｐｅｔｉｔ　ｃａｆｅ　Ｌａｐｉｎ － 感染症に影響されない強いクレープ屋さん作り

熊本県 ｃｈｏｕ　ｃｈｏｕ　ｍａｒｙ － 部屋数増設・内装工事に伴うコロナウイルス感染症対策と売上増加

熊本県 ＶＵＷＳ － 自社サービス動画配信によるコマーシャル活動と販路拡大
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熊本県 株式会社シカオ 6330001016717 非対面型オーダー受注システムの確立

熊本県 有限会社堺建設 9330002026704 業界初の住宅トータル検索サイトでの新規住宅受注拡大事業

熊本県 イタリア食堂　雅 － デリバリーピザのない地域で【焼き立て・本格ナポリピザを！！】

熊本県 かえで整骨院 － 非対面型の健康運動指導システムと３密を避ける治療計画の導入

熊本県 相良藩　田 － 提供商品均一化による顧客満足度向上

熊本県 株式会社たっちあっぷ 6330001024736 事業ＰＲ動画制作＆ＳＮＳ発信で新規顧客獲得事業

熊本県 パソコンスクールフィーロ － ＡＩ応答機能付きＷｅｂサイト構築及び非対面型ＰＣスクール運営事業

熊本県 株式会社Ｆ＆Ｐ五車堂 4330002004029 老舗洋食屋の非対面型集客及び販売（テイクアウト等）強化事業

熊本県 合同会社ＣＲＫ 5330003004844 無人エステとＷｅｂ集客で、安心の環境と収益率の向上を狙う

熊本県 やさい巻串屋くるくる － 地元食材の料理をテイクアウトでオンライン販売し新規顧客開拓

熊本県 株式会社利庵 4330001024300 名物料理のテイクアウト需要の喚起とＥＣ販売の強化

熊本県 ジェックコーヒー － コーヒーに合うお菓子の開発で需要を喚起！客単価向上の取組み

熊本県 ＡＴコンサル － 全事業をオンライン形式へ移行するための仕組みづくり

熊本県 麺屋いぶき － Ｗｉｔｈコロナ時代で生き抜く為の店舗改革

熊本県 株式会社肥後肉匠宮もと 5330001027310 熊本市内へ当日発送＆送料無料の非対面型販路開拓と売上増加事業

熊本県 アロマエステ凛 － オイルマッサージのホームケア動画の販売で新規顧客獲得事業

熊本県 渫了 － ・ＥＣサイトによる非対面販売の構築と新エステサービスの導入

熊本県 株式会社キズナびと 6330001027128 ホームページ再構築によるネット販売での販路開拓事業

熊本県 有限会社アクセンツ 7330002029915 チャットを使った接客と、クラウド在庫管理テレワークの効率アップ

熊本県 株式会社ＣＥＮＯ 7330001023431 施工実績からより求めやすいＥＣサイト構築による物販販路開拓

熊本県 焼肉和民 － 季節毎の焼肉のたれによるテイクアウト・通信販売事業

熊本県 酒菜工房水あかり - コロナ禍による非対面型ビジネスによる拡販事業

熊本県 Ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　Ｋｕｎｉｏｋａ － お客様に応じたトータルコーディネート相談と提案の仕組みづくり

熊本県 ＱＷＡＮＴ株式会社 8330001026929 九州全域の新鮮食品をウェブサイトで販売する非対面販路開拓事業

熊本県 有限会社岩崎実業 6330002025551 ホテルフロントでの非対面販売への転換としての自動販売機導入

熊本県 株式会社アステール 9330001027637 職人マッチングサイトによる非対面型職業紹介サービス事業

熊本県 株式会社ＦＥＴＩＡ 8330001027381 「非対面型設備導入による新規顧客獲得と売上拡大」

熊本県 有限会社ＪＣＦ 5330002014794 新販売チャネルの創造！飲食店向け加工食品のＥＣ展開

熊本県 珈琲あずま － 厳選したコーヒー豆のインターネット販売サイトの構築

熊本県 スナックミスティー － 飲食店を含む地域情報紹介事業への参入

熊本県 ＲｉｔｏＨ　Ｌｏｃｕｓ（リトーロカス） － ＥＣストア販売でのオリジナル製品の強化

熊本県 マルヒロショウテン － 非接触事前決済で、野菜などの「置き配移動販売」への転換

熊本県 合同会社リラクケアＢ＆Ｈ 4330003008037 オリジナルハーブティーのオンラインショップ化で収益向上

熊本県 串鉄板喜禄 － ＥＣサイトでの非対面事業と店内誘導への取り組み
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熊本県 炭火焼め組 － 積極的販売実施のための行商スタイルでの商業地への販売事業

熊本県 そのだ整骨院 － 柔道整復師によるオンライン整体レッスンによる販路拡大事業

熊本県 株式会社ｆｏｏｄ　ｌｉｆｅ菜果 1330001021936 「人との繋がりを最重視　交通弱者・高齢者へ青果物の移動販売」

大分県 Ｒａｉｎｙｄａｙ　‘ｓ　Ｃｏｆｆｅｅ － テイクアウト販売の強化によるサービス拡大と販路開拓

大分県 フロンティア・プラス株式会社 8320001005181 テイクアウト専門店の集合店舗「ｔｅｉｘ」の開発

大分県 山村製靴店 － セミオーダー製品と既製靴の開発とネットを通じた新規顧客の獲得

大分県 有限会社別保自動車整備工場 6320002006131 非対面「オンライン接客」による中古車両のネット販売強化！

大分県 株式会社ＭｏｎｋｅｙＭｏｕｎｔａｉｎ 5320001016413 非対面型販売サイト構築による新規客獲得及び生産効率の向上

大分県 鴨平 － 老舗弁当店の承継とテイクアウト事業の取組による販路拡大

大分県 株式会社Ｊ‐Ｃｈｏｒｄ 4320001009847 ライブ配信や映像配信事業

大分県 株式会社ＨｉＴＯパートナー 3320001016373 人材紹介事業の非対面ビジネス推進による販路拡大

大分県 梅乃庵 － “生き残りをかけて”「麺工房居酒屋」の個型客席対策による顧客開拓

大分県 日田合同椎茸株式会社 9320001010156 ネット配信を利用した乾椎茸入札システム構築事業

大分県 天領日田洋酒博物館 － ～洋酒の素晴らしさを発信し、まだ見ぬ洋酒の発掘を！（非対面型）～

大分県 ゆりかご － 安全・安心な空間で１．２次会をして頂く事による売上増計画

大分県 虎ノ助 － 自宅で開けてすぐ美味しい！当店人気『虎手羽』のチルド販売戦略

大分県 ＨＡＺＥＢＯ　ＣＯＦＦＥＥ － ［顧客の新規獲得］と［新たな市場開拓］による売上増加プロジェクト

大分県 カラオケステーション日田 － 感染症対策のガイドラインに沿った新たなビジネスモデルの構築

大分県 有限会社割烹山城家 2320002016472 冷凍食材の通販事業の準備とホームページ・ＳＮＳによる販売促進

大分県 活整骨院 － サプリメント開発とオンライン施術によるＥＣサイト構築

大分県 朝日新聞サービスアンカー　ＡＳＡ津久見 － ＥＣを含む自社ページを活かした、新規物販・サービスの展開

大分県 広戸菓子舗 － 非対面型の販売チャネルのシステム構築、整備と製造、保管強化

大分県 一級建築士事務所たかせａｏ － ＥＣでの新たな販売チャネルの構築と自社オリジナル商品の販売

大分県 合同会社グッドマーキュリー 1320003002704 ワンストップな製缶加工を可能にする特殊溶接機と切断機の導入

大分県 株式会社協同産業 5320201000200 モノラック施工の請負体制の強化整備と直販・修繕の広報強化

大分県 合資会社イーシス 5320003000935 オンラインによるパソコンサポートの新規顧客獲得とインフラ構築

大分県 Ｌａ　ｓａｎａ － オンラインショップ開設による新規顧客獲得

大分県 カウス・クザー － 販売経路拡大、ドライブスルー対応型の店舗販売開始！

大分県 いつものところ － 新たにテイクアウト、配達対応店舗を展開し新規顧客を獲得する

大分県 菓子禅髙田屋 － コロナに負けんぞ！ネットで販売、売上挽回

大分県 合同会社ＮＯＯＫ 3320003003279 自社ブランド販売サイトデザイン刷新と新規顧客獲得

大分県 有限会社ミライエ不動産 3320002005160 予約制オンライン個別相談会のビジネスモデル導入

大分県 ゲストハウス茶吉 － 【新サービス展開と客室改装による客数回復の取組】

大分県 喫茶アップル － 安らぎ空間どこへでも！ＨＰとテイクアウトで守るいつもの日常
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大分県 ｓｗｅｅｔｓ　ｓｈｏｐ　Ｓｈａｍｒｏｃｋ － 消費者行動の変化に対応した新しい経営スタイルの構築

大分県 博多ラーメン　七萬 － 家族でワイワイ♪お家で作る豚骨ラーメン（替玉付）セットの販売

大分県 ｌｅ　ＧＯＵＴ（ル・グー） － テイクアウトサービスを起点とした宣伝、広報による知名度向上

大分県 内成棚田　千年紡ぎ屋 － 内成棚田の農産品とキャンプ需要のネットを通じた新規顧客獲得

大分県 Ｊ‐Ｆａｎ★Ｄｏｇｓ － オリジナル商品の強化とＥＣサイトを活用した販売推進

大分県 有限会社サングループ浜田 6320002016766 テイクアウトの強化とお客様が安心して来店できる環境の実現

大分県 株式会社Ｇｏｔｔｓｕ 8320001015255 テイクアウト部門の強化及びキッチンカーによる新規顧客獲得

大分県 日光食品株式会社 3320001006449
新商品開発とＷＥＢ商談会での新規取引先の開拓。インターネットを利用した
ＢｔｏＣで

大分県 有限会社大分フラワー 7320002010421 ＥＣサイト構築による販売強化・販路開拓への取組

大分県 ＳａｋｅＢｅｒくらっぷ亭 － 三密とは無縁の空間創りで新規顧客獲得

大分県 美容室Ｖｉｌｌａ － 非対面で顧客が商品を購入できるＥＣアプリを導入する計画

大分県 株式会社ＭＨａｍｉｅ 1320001013331 新型コロナウィルス等、感染症に対応できるサロン作り

大分県 有限会社野中建具製作所 2320002005310 高品質建具製品の安定供給のための生産力向上への取組

大分県 食欲気分 － 職人が作るとっておきのメイン料理を自宅で楽しむ方法

大分県 ＯＳ－いづみ － 非対面、テレワークによる在宅業務環境の構築

大分県 株式会社ＭＩＴテクノロジー 9320001016310 日本製部品によるプローブの製作

大分県 株式会社８－えいと 7320001013838 観光業から独立した飲食業のテイクアウト事業展開

大分県 カットハウスＢａｒｂｅｒｒｙ －
非対面型サービスの開発による新規顧客の獲得及びリピート期間の短縮の
実現

大分県 整体院Ｃｕｒａｒ － オンライン整体院Ｃｕｒａｒ

大分県 有限会社ホテル臨海 6320002012410 観光に依存しない地元客を対象としたテイクアウト事業の展開

大分県 創作Ｄｉｎｉｎｇ　ＫｉＲＡＲＡ － 感染防止対策の店舗改装と新商品販売による新規顧客獲得

大分県 佐々木社会保険労務士事務所 － オンラインコンサルで職場改善をサポート！

大分県 こだわりもん　だんや － 「宅配からあげ専門店」＋「商品開発」でおうち時間への販路開拓

大分県 ＳＴＥＡＭ　ＭＡＧＩＣ － ワーケーション及び非対面型サービスへの転換

大分県 有限会社東和石材 3320002004815 墓守代行サービス提供に伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

大分県 別府漬物有限会社 2320002012348 広告宣伝・看板設置・ネット（販売を含む）改良で新規顧客獲得

大分県 有限会社堀防水工事 5320002006289
ホームページのリニューアルをし、集客を上げ、ネットからの仕事を受注す
る。

大分県 ｉｄｅａｌ － ３分セルアケアで理想の健康ボディを手に入れるオンライン指導

大分県 ＦＬＯＲＡ　ＷＯＲＫＳ － ヨガ教室・薬草蒸し等のオンライン化で業務改善と販路開拓事業

大分県 ｃｏｃｏｌａｔｅ － テイクアウト商品の販売強化による新規顧客獲得と販路開拓

大分県 焼肉かねだ － こだわりのお肉を家庭で味わえるセット販売と安心な店舗づくり

大分県
ＢＥＰＰＵ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｌａｎｇｕａｇｅ　Ｓｃｈ
ｏｏｌ

－ オンライン授業と日本語教室の広告宣伝による新規受講者獲得

大分県 有限会社クラウンネーム 4320002011307 最新プリンター導入によるプリントの自社対応

大分県 株式会社Ｄｉｒｉｇｏ 4320001011753 世界中から英語授業受講可能な新しいオンラインサイト構築
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大分県 Ａｌｙｃｉａキッチン＆カフェ － 健康的な家庭料理の作り方を伝える「オンラインアトリエ」の開催

大分県 田中　アイ － オンラインにて「イメージアップセミナー」を展開し、売上向上を図る。

大分県 竪琴舎（たてごとしゃ） － ハープのオンラインレッスン

大分県 薪窯ピッツァ＆Ｇａｌｌｅｒｙ　花民 － 薪窯ピッツァの冷凍販売による販路開拓事業

大分県 学研南大分ひらめき教室 － 非対面化講座開講で具体化する幼少期からの言葉教育推進事業

大分県 理容首藤 － 「お客様同士が接触しないレイアウト改装と新サービスによる売上向上」

大分県 グレープシード株式会社 7320001017319 店舗認知度アップとＥＣ販売による販路開拓事業

大分県 アイトフランス － 新サービス「プレジデントフォト」開始およびｗｅｂ活用での販路開拓

大分県 ななにん － ウィズコロナに適応した店づくりと、テイクアウトニーズへの対応

大分県 Ｎ’Ｅｃｏ－ＷｏｒｋＳ － オンラインおよび出張モノづくり講習と焼き芋移動販売の強化

大分県 めぐちゃん工房 － 地域産品のＥＣサイト販売とコロナ対策を施した料理講座の実施事業

大分県 からから － 焼き鳥事業への転換による新規顧客獲得とテイクアウト商品販売

大分県 ＭＩＹＡＫＯ１－２３ － 大分初上陸！バイキング形式のり弁当専門店で新規販路開拓

大分県 有限会社荒金綿店 4320002010853 納得と安心の非対面型エコおふとんアピール大作戦

大分県 和食工房新 － 日田の食材ロスを無くし美味しく加工！付加価値を付けた商品販売

大分県 橘家 － 新商品開発によるテイクアウト等の販売強化事業

大分県 合同会社ＧｏｏｄＳｏｕｎｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎ 6320003001585 参加者の感染対策を施した、ラジオ・音楽・動画製作の環境づくり

大分県 ホテルアーサー株式会社 2320001006755 大浴場の密回避でコロナ対策とネットからの新規顧客獲得

大分県 株式会社Ｌｅａｄ 2320001006656 ＷＥＢを活用した新しい非対面での営業とＥＣサイト販売

大分県 ＶｉａＤｅｌｌａＣｈｉｅｓａ（ヴィアデッラキエーザ） － 「おうちｄｅ生パスタ」販路拡大事業

大分県 株式会社豊後本廛 1320001009882 完全非対面方式への改造車両による移動型試食販売事業

大分県 株式会社臼杵屋 8320001016609 新商品ＰＲのためのＣＭ動画制作及びプロモーション強化事業

大分県 ＷＡＶＹ　ＣＯＦＦＥＥ　ＳＴＯＲＥ － コロナ禍でも気軽に！スペシャルティコーヒー展開事業

大分県 クロメカンパニー株式会社 3320001004667 たこ焼き屋の非対面式販売の構築

大分県 有限会社メジャープラン 3320002008642 ターゲティング変更で非対面型営業の確立

大分県 味どころさど屋北鶴崎店 － ＥＣサイト制作と冷蔵庫導入によるテイクアウトサービス強化事業

大分県 有限会社大樹 9320002014908 ネット通販事業と宅配事業への参入プロジェクト

大分県 別府ＣｏｐｐｅｒＲａｖｅｎｓ － 生演奏と配信の相乗効果で新しい音楽体験を提供するライブハウス

大分県 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　ＬｉｔｔｌｅＮｅｗＹｏｒｋ － ハンバーガーを中心としたテイクアウトメニューの開発と拡販

大分県 割烹佐藤屋 － 新商品開発とＥＣサイトによる新規顧客獲得

大分県 セレモニープランニング株式会社 3320001004262 自動給茶機の導入と自社ｗｅｂサイトの活用

大分県 たかひろ工務店 － たかひろ工務店オンライン営業システムの構築

大分県 株式会社コンクレタス 9010401134420 Ｗｅｂ顧客等より求められる製品・販促物製作と広告による新規顧客獲得

大分県 カモシカ書店 － 街角無人古書店設置事業による新規顧客開拓と地域振興
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大分県 酉玄 － 大分県湯布院産地鶏を使用した「高付加価値テイクアウト」事業

宮崎県 ＳＨＵ　ＡＲＴＳ　ＬＡＢＯ － テイクアウトのロールピザとドリンクのお店を新設

宮崎県 株式会社せとやま弁当 9350001008065 新商品冷凍駅弁の開発及び製造強化・販路開拓事業

宮崎県 株式会社香餌莉屋 4350001011239 ＨＰ制作・ポスティングによる非対面ビジネスの販路拡大

宮崎県 栄楽鮨 － 自社ブランディングによるテイクアウト事業及び店舗改装

宮崎県 株式会社富田美装 1350001009095 ３密対策を行った非集合型集客方法と非接触による営業方法の確立

宮崎県 炉ばた柳 － コロナに負けない！ビジネスモデル転換のためのテイクアウト事業

宮崎県 そば処　正香 － ＨＰ開設及び看板、のぼりによるテイクアウト売上拡大事業

宮崎県 Ｍａｋｅ　ｕｐ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｗｉｓｈ！ － 新サービスの展開（非対面ビジネスモデル）による売上・客単価向上

宮崎県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｏｈａｎａ　鍼灸整骨院 － 県内初・非接触型全身セルフエステと非対面予約・受付アプリ導入

宮崎県 たんぽぽ鍼灸整骨院 － 持ち運び可能な治療機械による３密対策・社会復帰スピードの向上

宮崎県 有限会社森本テント室内装飾 6350002004974 コロナと共存　製作効率アップと地域産業活性化に伴う新規開拓

宮崎県 Ｓｉｐｐｏのおやつ － 世界にひとつだけのケーキを作る、自宅を利用した工房作り

宮崎県 株式会社Ｇｏｓｓｏ 6350001011212 Ｗｉｔｈコロナへの個室仕様への改装と新メニュー開発

宮崎県 らーめん　わらじ － 冷凍対応の生ギョウザ開発とテイクアウトによる新規顧客獲得事業

宮崎県 有限会社サンショー 5350002001997 通販事業、ＬＰを用いた個人・法人向け外商事業の販路拡大

宮崎県 株式会社ビックリサイクルコム 4350001011321 ネット買取りサイトの構築で買取りＵＰ！社員を守り販路開拓！

宮崎県 鳥炭火太一 － テイクアウトと加工品販売の推進

宮崎県 ＳＰＩＣＥＣＨＵＮＫＹ － テイクアウト専用窓口の設置及び新商品開発設備の導入

宮崎県 有限会社宮崎エヌフーズ 9350002008865 オンラインビジネス強化並びに商談会出展による販路拡大事業

宮崎県 株式会社海鮮 2350001011091 加熱殺菌工程の生産環境の改善と非対面式販売の推進

宮崎県 和膳旬彩つちや － 新商品開発と自社メニューを活用したテイクアウトと仕出し。

宮崎県 スマイリーズバルーン － 宮崎産農産物を活用したドッグフードの新商品開発とネット販売

宮崎県 株式会社ＦａｒＥａｓｔ 8350001012654 インターネット通販機能を盛り込んだホームページの開設

宮崎県 美容室　髪芝居 － 感染症拡大防止対策としての身体的距離確保のための改装事業

宮崎県 Ｂｉｏバル － 若者と旅行者も利用しやすいテイクアウト型カフェバーの新設事業

宮崎県 ライブハウス絃 － 安心してご来店いただく為の店内システム

宮崎県 鉄板ＢＡＲ　ＳＥＶＥＮＴＷＯ － 安心してご来店いただく為の店内システム

宮崎県 株式会社ｒｉｍ 2350001011166 動きのあるリアルホームページ作成への挑戦

宮崎県 株式会社ＳＡＩ 2350001010498 地元と欧州の食材を活用した商品開発とテイクアウト商品の充実

宮崎県 やき肉大仙 － 生ハム等製造に関する冷蔵設備導入及び付帯工事について

宮崎県 辛麺本舗さやか － 延岡発祥「元祖辛麺」の味を全国の食卓に届けたい

宮崎県 株式会社グレース 6350001007375 オンラインカウンセリングとＳＮＳでの販売及びＥＣサイト構築

宮崎県 Ｗｉｎｄ　Ｎｏｔｅ － コロナに負けるな！オンラインでイベントをプロデュース
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宮崎県 食堂ｔｅｔｏｔｅ － 持ち帰り用冷蔵ショーケースとＨＰ導入によるギフト需要喚起計画

宮崎県 アイシンパートナーシップ － 移動販売・テイクアウト新規事業展開による販路拡大

宮崎県 株式会社ライフ・ラボ 9350001006151 コロナに打ち勝つ！地元産テイクアウト商品（餃子七人衆）の開発

宮崎県 株式会社ポルト 1350001010953 Ｗｅｂ予約システムを活用した新規患者獲得及び患者滞在時間の短縮化

宮崎県 日向茶業有限会社 7350002010897 法事・海外輸出需要開拓の為の設備導入及び専用ＨＰ等の更新

宮崎県 餃子の里 － ご当地食材使用の８種の彩り餃子をふるさと納税・ネットギフトに

宮崎県 有限会社バッケーロ 7350002011615
オリジナル食材やコーヒー関連商品販売の設備環境を整える（非対面型ビジ
ネスモデルへ

宮崎県 炭火焼ふくろう － 宮崎県産「橘地鶏」の新商品開発とネット販売による新規顧客獲得

宮崎県 株式会社風々々 5350001013259 お客様の安心安全に配慮した店舗作り改善、並びにＥＣサイト構築

宮崎県 ＬＯＦＴ　ｈａｉｒ　ｐｌａｃｅ － 安心・安全・健康・効率を重視したヘアーサロンへの転換事業

宮崎県 カレーカフェ靜 － ギャラリー併設のゆとりある空間づくりとお土産品開発販売

宮崎県 鵜戸民宿ドライブン － 海産加工商品の自社製造・販売における新たな収益向上計画

宮崎県 スパイスカフェヒトツブ － 燻製を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

宮崎県 焼きとりどんたく － テイクアウトを周知する為の広報ツール整備と店内衛生環境の改善

宮崎県 株式会社河宗本店 5350001009422 『隔離スペース３坪の‘ＫＯＹＡ　ＰＲＯＪＥＣＴ’』新事業

宮崎県 合同会社ＨＩＤＡＫＡ 4350003003440 非対面型セルフオーダー端末導入による回転率・客単価アップ計画

宮崎県 太陽農園有限会社 2350002017600 高畝成型管理機による作業効率化とネット通販による新規顧客獲得

宮崎県 有限会社ドライブイン大海 2350002016718 非対面での商品提供サービスの構築及びコロナ感染防止対策

宮崎県 馬酔木 － テイクアウトとおひとり様食堂の新事業の為の改装や備品購入

宮崎県 株式会社種子田フルーツ 3350001015620 インターネット販売を軸とした発送売上（非対面型）の強化

宮崎県 西ノ村果樹園 － 新鮮果物をお家で注文。「西ノ村果樹園、ネット販売始めました」

宮崎県 有限会社白川清月堂 1350002017849 創業１００年老舗菓子店が挑む販路開拓強化事業

宮崎県 アトリエＭｉｎｏｒｉ　ｎｏ　ｃｏｒｏ － ＳＷＥＥＴＳ薬膳ネット販売スタートアップ事業～心身を内側から元気に！

宮崎県 おにつか農園 － 安心・安全な観光農園への転換！発信力を強化するための販促事業

宮崎県 きみどり工房合同会社 2350003003120 リフォームとペレットストーブ販売促進の為のＥＣサイト構築事業

宮崎県 株式会社ア・ポイントやまぐち 3350001013054 非対面型セルフネイル及び訪問美容サービス導入による新事業展開

宮崎県 有限会社内野水産 6350002017349 鮮魚加工品の販路確立の為のＥＣサイト構築及び店舗視認性の強化

宮崎県 宮崎果汁株式会社 7350001009684 催事顧客向けグァバ商品等の品質改善及びＤＭ・ネット通販事業

宮崎県 株式会社エフエンタープライズ 9350001013478 レッスン動画配信サイト運営事業

宮崎県 Ｍａｔｅｒｉａｌ － 自宅にいながらお悩みを解決する非対面カウンセリング事業

宮崎県 株式会社エスジーケイ 5350001005636 ＨＰの製作とチャットボット設置による、非対面型営業への転換。

宮崎県 みつばち － 非対面型オンラインを取り入れた新たな事業展開

宮崎県 スナック　ＤＯＬＣＥ － ＥＣサイトの構築により非対面型販売の展開

宮崎県 ＣａｆｅＳｔｙｌｅＧＥＭ’ＳＢＡＲ － たまたま金柑、生ライチのネット販売
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宮崎県 きんちゃん家 － 非対面ビジネス展開と焼き鳥・串揚げのテイクアウト事業展開

宮崎県 丸目粘土瓦株式会社 5350001008886 オンラインによる雨漏り相談、リフォーム相談

宮崎県 ル・ソレイユ合同会社 5350003003282 商品供給継続の為の投資　及び　持ち帰りメニューの商品開発。

宮崎県 ＳＨＡＰＥ　ＵＰ　ＤＯＪＯ － オンライン相談とネットショップで非対面式営業への展開

宮崎県 胡蝶 － ホームページ構築による非対面型ビジネスの導入

宮崎県 ＫＵＭＩＫＯ． － 非対面ビジネスを開始し、全国展開を目指す

宮崎県 森本　節子 － ＥＣサイトの構築、非対面型営業への転換

宮崎県 有限会社藤澤酒店 9350002004006 オリジナルＨＰでネットショップとオンライン相談等の構築

宮崎県 能勢商店 － ネットショップで新たな販路拡大とオンライン活用

宮崎県 品質住宅合同会社 8350003003032 「非対面・３密回避」型営業手法の拡充と広報活動の強化。

宮崎県 株式会社ぎょれん丸 2350001013591 冷凍食品の販売とテイクアウト販売のオンライン化による販路拡大

宮崎県 合同会社ムスヒ 6350003003273 コロナ禍で強く生き残る　充実のデリバリーと広告の強化

宮崎県 日本酒ＢＡＲ眞 － 非対面型営業を取り入れ新規顧客獲得と新規事業の開始。

宮崎県 池田ミシン商会 － オンラインお問い合わせなど非対面による事業の展開

宮崎県 ＮＢ　ｎｅｔｗｏｒｋ － 訪日外国人に向けた武道ツーリズムシステムのＥＣサイト作成

宮崎県 森盛 － 森盛の健康べんとう宅配プロジェクト

宮崎県 有限会社スマイルクリエイトカンパニー 2350002008541 テイクアウトの事業展開とゆず胡椒のインターネット販売

宮崎県 株式会社Ｓ・Ｈ・Ｇ 7350001015798 非対面型営業活動及びテイクアウト事業

宮崎県 ｐａｐｐａｃａｒｂｏｎｅ － ネットショップ開始と販売に伴う設備、顧客管理システム導入事業

宮崎県 麺道而今宮崎松橋店 － 「コロナ」にも、「競合店」にも負けない店舗運営の受け皿作り

宮崎県 有限会社大八産業 6350002002680 新テイクアウト名物開発とＥＣサイト作成非対面型ビジネス転換

宮崎県 ＬｉｆｅＣｒｅａｔｉｏｎ株式会社 5350001013688 非対面型の販促物制作により住宅新築リフォーム受注ＵＰ事業

宮崎県 株式会社日本武道宮崎 1350001005103 パリ実店舗を活用した顧客ニーズ対応の英・仏版ＥＣサイトの構築

宮崎県 株式会社オモシロホンポ 5350001012640 無料オンラインサロンで見込客との交流と情報提供により販路拡大

宮崎県 Ｓｅｌｅｃｔ　Ｂａｒ　ＬＡＴＥＲＮＥ － テイクアウトと感染対策の徹底への取組で実現するＢＡＲ復活計画

宮崎県 炭火焼　司 － 店舗提供料理の商品化による売上向上・経営安定

宮崎県 ｃａｆｅ　ＴｉｎｋＴｉｎｋ － 宮崎県産無農薬・無化学肥料の米粉を使用した米粉麺の販売

宮崎県 株式会社桜屋酒店 2350002004284 ２０２０年コロナ対応型転換の広報事業

宮崎県 ソーイングボックスミシンの都 － ソーイングボックス・ミシンを一般家庭に提供！

宮崎県 株式会社Ｓｕｎ食品 1350001013147 ホームページの改修と直売所運営による販売先拡大と経営改善

宮崎県 ろばた焼き明石 － 店内人気メニューの冷凍食品加工および通販事業の展開

宮崎県 Ｊ－会話 － オンラインレッスン・マッサージ予約システム導入のＷｅｂ制作

宮崎県 輝く笑顔が生まれる靴屋 － ＨＰの再構築で、非対面型オンラインの構築

宮崎県 株式会社ＣＡＲ　ＬＯＣＡＴＩＯＮ 3350001010943 ＥＣサイトの構築＋非対面型営業の組込み
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宮崎県 株式会社ＹＣＤプロジェクト 3010401085677 販路開拓できるテイクアウトの展開

宮崎県 株式会社ネイバーフッド 6350001015907 自社柑橘と加工品を非対面型販路へ向けて販売を拡大する事業

宮崎県 アイコムティ株式会社 4350001001652 ＬＩＮＥ公式アカウントとＷＥＢ連携による非対面型営業ツールの開発と集客

宮崎県 有限会社パリサンク 8350002003719 ウェディングに遠隔地からリモート参加するための設備導入

宮崎県 ベルスーズ － ネット販売進出による事業展開と店内改装で更なる安心安全の確保。

宮崎県 かふぇ＆ばる　Ｄｏｕｃｈｉ － コロナに負けない！お家（Ｄｏｕｃｈｉ，自宅）で沖縄料理を楽しもう！

宮崎県 コア・ジュニアクラブ － ネットを通じた新規顧客獲得と安心安全の教室作り

宮崎県 株式会社ふくろう 8350001015822 無農薬商品の販売においてオンライン化の促進による販路開拓

宮崎県 ＨＡＷＫ　ＷＯＯＤ － 非対面型新事業「オンライン専門学習塾」展開による売上回復

宮崎県 ルーデリー － テイクアウト対応の為の店舗改修・及びコロナ対策

宮崎県 株式会社カタヤマ 4330001018913 「ｗｉｔｈコロナ」を見据えた非接触型機器の導入による売上回復

宮崎県 豆の樹だんご地蔵堂 － お客様も従業員も安心！ウィズコロナ時代の店へと改装

宮崎県 サトミプラス － 機器レンタルとＥＣサイト販売で非対面型ビジネス転換へ

宮崎県 ＤＡＹＢＹＤＡＹ － オンラインセミナーによる新規顧客獲得

宮崎県 有限会社一心鮨 4350002000406
おうちで食べれる高級鮨店の新商品開発に伴い、ＥＣサイト構築の新規プロ
ジェクト

宮崎県 ちょっとＢａｒてげてげ － 餃子消費日本一！！お酒にあうテイクアウト餃子の製造販売事業

宮崎県 Ｓｗｅｅｔ　ＭＯＣＯＭＯＣＯ － オンライン教室とオンライン販売事業の構築

宮崎県 公文式檍北教室 － リモート学習システムの導入による新たな学習環境の構築

宮崎県 株式会社飛来幸鶏ファーム 9350001015524 非対面型である自動販売機導入による販路開拓事業

宮崎県 合同会社五和 6350003002309
新型コロナ感染予防対策及び店内管理システム構築（非対面）による労力の
選択と集中

鹿児島県 株式会社サーティーンズ 8340001015393 テイクアウト・デリバリーの拡大及びニーズに合致した店舗改装

鹿児島県 有限会社与熊屋 8340002010170 鹿児島県産黒豚１００％使用の安心、安全「黒豚餃子」のＥＣ販売

鹿児島県 株式会社太 4340001021123 新しい生活様式に対応したテイクアウト専門店の出店事業

鹿児島県 有限会社日本製菓技術研究所 4340002007451 対面型洋菓子店を基盤としたテイクアウト事業への新規参入

鹿児島県 フカセデザインオフィス － オンラインレッスン・相談システムの構築による販路拡大

鹿児島県 京山吹屋 － 杖が必要とする方に、転ばぬ先の杖、歩きたくなる杖、の専門店

鹿児島県 株式会社秀巧社 5340001002155 靴のオンラインショップ販売による非対面型ビジネスへの転換

鹿児島県 塩満工務店 － 銘木廃材を再利用して工務店が製作した木工品のネット販売事業

鹿児島県 ＡｒｉｎＣｏ － アボカド料理専門店のアボカドスイーツを冷凍でテイクアウト

鹿児島県 有限会社わくわくコーポレーション 9340002004452 「オンライン商談」支援のためのイラスト活用型研修事業

鹿児島県 笑船 － 料理で笑顔を！コロナ対応型安心・安全な店舗作り

鹿児島県 Ｂｌｕｅ　Ｃａｍｅｌ － ＥＣサイト構築で、自宅で気軽に素敵なワインライフを提供

鹿児島県 有限会社まるはちふくれ菓子店 7340002009156 さつま郷土菓子‘ふくれ菓子’のネット通販事業の立ち上げ

鹿児島県 株式会社ライジング 9340001017884 一般消費者向けインターネット販売強化事業
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鹿児島県 株式会社アド・オリエント 8340001000321 「ＡＲ／ＶＲ・デジタルマーケティング」

鹿児島県 有限会社興六舎 2340002011967 非対面で打合せから申込みまで完結する為のリモート体制作り

鹿児島県 麺の房雨ニモマケズ － 「テイクアウトの追加による売上アップのための改装」

鹿児島県 有限会社寿司孝 6340002005189 テイクアウト新規事業と座席の洋式化に伴う店内改装

鹿児島県 麺匠　一松 － 顧客・スタッフ満足度向上によるコロナ対応型ラーメン店計画

鹿児島県 洋食＆カフェＫｉｍｕｒａ － 【家事時短や家飲みニーズに対応したテイクアウト専門店への転換】

鹿児島県 有限会社創建設備 5340002005479 『新たな設計・見積ソフト導入による事務所外での作業への転換』

鹿児島県 株式会社福見興産 7340001017523 「非対面型リモートワークの活用とＷＥＢ広告を活用した集客」

鹿児島県 株式会社こまち 2340001006274 ソーシャルディスタンスを考慮したセット面にするための改修工事

鹿児島県 北野商店 － 【コロナ禍に対応した安心・安全な買い物空間創出事業】

鹿児島県 個人 － 「ＤＪスクール、イベントライブ配信、映像制作」

鹿児島県 株式会社宮内洋行 6340001004200 箔押し印刷機の購入による内製化

鹿児島県 株式会社ディマンシュ 5340001009613 「ＳＮＳと連動したＥＣサイト構築による販路拡大と新規顧客獲得」

鹿児島県 合同会社ＳＬＬ 6340003003068 「働くデイ（高齢者が安心して、楽しく活躍できる環境創り）事業」

鹿児島県 ギャラリー陶夢有限会社 4340002013276 来店せずとも明確で簡単に安心して買物ができるＥＣサイトの構築

鹿児島県 和風ダイニング路のカフェ － 人気で自慢の料理を美味しさそのまま冷蔵・冷凍でネット販売事業

鹿児島県 ＴｏｒｉｋｋｏＯｈｎｉｋｕ － ＰＯＳレジで非対面型オーダー受注とトイレ改装で感染症対策強化

鹿児島県 合同会社ＰＬＥＡＳＵＲＥＭＡＤＥ 7340003002052 「新規顧客獲得と売上ＵＰを目指すデリバリー販売の範囲拡大と強化」

鹿児島県 株式会社ローカルフードサポート 3340001021132 居酒屋から業態変更、テイクアウトへの新規取組み

鹿児島県 有限会社ノーティス 8340002011243 「アフターコロナのメンタルヘルスケア提供モデル」

鹿児島県 有限会社谷元食料品店 8340002006086 ＥＣサイト構築と事前注文商品引渡しのドライブスルー方式の導入

鹿児島県 有限会社みうらホームパーティズ 1340002009211 オンライン受注の為のホームページ新設と集客の為のサインの一新

鹿児島県 崎原製茶 － 自社ＥＣサイト構築と英語版ＨＰ作成による、売上増加計画

鹿児島県 ベスト青果株式会社 4340001008673 自社ＥＣサイト構築による販路拡大

鹿児島県 有限会社南州製菓 9340002016935 工場内温度調整による販売体制改善で販路拡大

鹿児島県 ４ｕ　ｆｉｔ － ソーシャルディスタンスを保ったフィットネスジムへの改装計画

鹿児島県 パティオ － 除菌効果のある洗浄剤をＥＣサイト構築と講座開設で販路開拓

鹿児島県 有限会社健考社 1340002025398 商品ＰＲ動画配信によるネットを通じた新規顧客獲得販売促進事業

鹿児島県 洋丸水産有限会社 1340002026710 勘八一筋！ぴんと張った魚体を全国にネットでお届けする

鹿児島県 肉のクスハラ － 移動販売車の導入による新鮮なこだわり肉のデリバリー事業

鹿児島県 サビーショップ － オープンエアーで乾杯！　三密をさけて空の下で楽しくワインを

鹿児島県 有限会社善ＳＴＹＬＥ 4340002027111 券売機導入によるお客様との非対面型レストラン事業

鹿児島県 自己満足系俺風ｋｉｔｃｈｅｎ　ＧＯＵＴＥＲ － 近隣の方に求められるランチをなるべく非対面で提供

鹿児島県 株式会社綜合印刷 1340001013973 デジタル関連事業の拡大と自社ＥＣサイト構築による販路開拓事業
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鹿児島県 有限会社スカイピーシー 3340002026824 中食需要に対応する新商品開発及びＥＣサイトの構築

鹿児島県 ヘアーステージブランツ － 美容室の密接回避で、安心して通えるサロンづくり

鹿児島県 あらたま株式会社 3340001019242 こだわり玉子焼の新商品開発・ＥＣサイトによる販路拡大

鹿児島県 サロン・ド・ルパン － 新型コロナ感染対策に向けた他店との差別化を図る第一歩

鹿児島県 居酒屋食堂　つちふまず － キッチンカー導入による非対面化と売上増への取り組み

鹿児島県 有限会社上脇石油 9340002022330 新サービス「デリバリー洗車」の展開により売上利益アップを図る

鹿児島県 有限会社かわしま 5340002022326 寝具のネット販売と寝具レンタル受付開始による新たな顧客獲得

鹿児島県 有限会社尾塚水産 6340002023240 ウニ加工品を活用した新商品開発で販路拡大

鹿児島県 お茶工房田中園 － 企業ブランド確立とＨＰ・ＥＣサイトを活用した新規販路開拓

鹿児島県 西島生花店 － コロナに負けるな！ＩＴを使って地域Ｎｏ．１生花店を目指す！

鹿児島県 株式会社椨 7330001022144 テイクアウトメニューの充実とデリバリー新規参入による販路拡大

鹿児島県 有限会社出水観光旅行社 2340002022188 電子決済付ＨＰの構築と少人数向け商品・企業への営業で顧客獲得

鹿児島県 梅小鉢 － 当店自慢の味を我が家で楽しむためのテイクアウト事業と販路拡大

鹿児島県 珈琲館アニマート － 商圏分析に基づいたプレミアム新商品開発とテイクアウトＨＰ販促

鹿児島県 酒飯よねや － 移転先でのテイクアウトメニュー充実による販路拡大

鹿児島県 鶏匠Ｄａ楽 － テイクアウトの事業展開とたこ焼き粉のネット販売＆ＦＣ展開

鹿児島県 株式会社大田 2340001018856 店舗型経営から新たな販路開拓・ネット販売に向けた商品開発

鹿児島県 とよひかり珈琲店 － １日１組限定の珈琲宿の展開による新規顧客の獲得

鹿児島県 ヌーベルマリエ － おうちでできるアートフラワーのオンライン事業展開

鹿児島県 株式会社祐司 9340001010063 デリバリー専用バイク購入による高級低価格焼肉弁当の販路拡大

鹿児島県
アルクＫｉｄｄｙ　ＣＡＴ英語教室Ｇｌｏｂａｌ　Ｋｉ
ｄｓ

－ 対面とオンラインのハイブリットレッスン体制でコロナを乗り切る

鹿児島県 ＭｉｌｋｙＦｌｕｆｆｙ － カウンセリングとセラピスト養成講座のオンライン化

鹿児島県 株式会社響堂 9340001022331 ランチタイム営業のスタート（テイクアウト販売を含む）

鹿児島県 コーヒーソルジャー株式会社 1340001019590 オンラインセミナーによる顧客獲得と物販販売強化の取組み

鹿児島県 株式会社いぶすき紬 3340001017139 テイクアウトに方向転換　シルク果実ジャムの製造販売と卸し事業への移行

鹿児島県 ライジングス・フォーエバー株式会社 6340001020560 ソーシャルディスタンスを考慮した改装と非接触型売上対策

鹿児島県 株式会社シュウエイ 8340001009387 ＨＡＣＣＰとテレワークで守りを固めＥＣチャネルで攻めに転ずる

鹿児島県 有限会社協同スペース未来 5340002013192 吉野温泉「コロナ対策および安心安全情報の発信」事業

鹿児島県 Ｃｅｌｅｂｒａｔｉｏｎｓ － 「コロナ禍での野外結婚式とオンライン申込みによる離島フォト」

鹿児島県 株式会社鶴亀堂 5340001016320 事業多角化のための自社物販商品の開発とＥＣ通販ビジネスの確立

鹿児島県 株式会社栞 5340001006032 リフォーム工事パックに伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

鹿児島県 中原水産株式会社 4340001017906 オンラインおだし教室の新開発と自社サイト改良による売上獲得

鹿児島県 らーめん食堂元斗好軒 － 鹿児島ラーメンの販路拡大のための非対面ビジネスモデルへの転換

鹿児島県 株式会社エルソレイユ 2340001006076 ［オンライン整体ヨガ　やわなる］スタジオの運営
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鹿児島県 エージェントラビス － エージェントラビス

鹿児島県 有限会社岩切美巧堂 2340002013435 作業の自動化による密を防ぐ非対面型作業モデルへの取組み

鹿児島県 ＯＣＥＡＮＺ － ＥＣサイト制作と「３密回避」のための店舗改装通じた新規顧客獲得

鹿児島県 有限会社ダスキン里中 4340002005991 鹿児島県武岡地区限定の清掃事業で高齢者と家族に安心を！

鹿児島県 ゆんぬ整骨院 － オンラインアフターケアによる非対面型ビジネスモデルの構築

鹿児島県 株式会社晃 6340001017045 ダシを活かした商品開発およびＥＣ事業への参入

鹿児島県 せきこあん － オンライン健康相談機能がある公式ＷＥＢサイト構築事業

鹿児島県 株式会社福満 8340001008091 不動産管理を非対面で実施する新たな取組と設備投資

鹿児島県 株式会社アピール 1340001022124 チャンスよ届け！鹿児島企業を支えるＷＥＢ運営コンサル事業

鹿児島県 ＯＦＦＩＣＥ　ＮＡＯＫＯ － 非対面型での体質改善プログラムの構築と販路開拓

鹿児島県 サツマヤ有限会社 8340002016655 「香典返しの非対面化に対応するためのＥＣサイト導入計画」

鹿児島県 テクニカルオフィス有限会社 4340002017558 「外注依存の脱却と自社内製化計画」

鹿児島県 この路 － テラス席の設置による非接触型サービスの提供で集客を図る

沖縄県 株式会社Ｇｏｔａｓ 2360001017443 ＥＣサイトの構築・運用とそれに伴う周知・広告活動

沖縄県
エクスクルーシブ・クルーズ沖縄株式会
社

6360001026754 コロナ禍を乗り越えるための新チャータークルーズ事業

沖縄県 有限会社美華園フードサービス 5360002008463 ネット注文による食事の宅配及び持ち帰り事業

沖縄県 株式会社ＪＣビジネスコンサルティング 5360001016062 オンライン授業導入と新コース開設による新規生徒の獲得

沖縄県 Ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ｇａｒｄｅｎｉａ　ｆｌｏｗｅｒ － キッチン設備の導入による販売アイテムの増強及び販路拡大事業

沖縄県 酔処玉川（よいしょたまりば） － 持ち帰りメニューの開発体制を整備し非対面営業体制を整える

沖縄県 Ｖｏｌａｒｅ　Ｏｓｔｅｒｉａ － 自家製フォカッチャ・パスタの販売による新規顧客開拓

沖縄県 くいもの市場夢島 － 安心安全テイクアウト販売事業

沖縄県 合同会社Ａｋｕｓｈｕ 5360003007984 ウェブメディア構築と連動したＥＣサイトの構築による販売強化

沖縄県 訪問美容キュア － 動画で学べる「いつでもどこでも爽快シャンプー」

沖縄県 首里東道Ｄｉｎｉｎｇ＠なぎいろ － 沖縄の味を全国へ、首里味噌ラフテーの製造ネット卸販売事業

沖縄県 Ｙｕｇａｆｕ － 施設変革、情報発信、収益多様化の三面強化による経営安定化

沖縄県 昭花園 － ＨＰ開設による新規顧客（一般、法人）獲得に向けたＩＴ活用事業

沖縄県 とまり食堂 － デリバリー、テイクアウトによる売上増を図るための広報宣伝事業

沖縄県 株式会社さぷり 8360001007208 ネット販売システム構築に向けた新規ホームページ作成事業

沖縄県 ＭＯＮＴＥＣＲＩＳＴＯ（モンテクリスト） － 「ＥＣとテイクアウトによる新たな販路開拓と新規顧客獲得」

沖縄県 有限会社Ｙ．ｓｐｉｒｉｔ 2360002009695 弁当を中心としたテイクアウト新商品販売強化事業

沖縄県 才谷屋（サイタニヤ） － 【差別化した高級弁当のテイクアウトの開始で新たな販路の開拓】

沖縄県 オロチョンラーメン － 感染防止策を徹する店内改造と物販・通販の新事業立ち上げ

沖縄県 しゃぶしゃぶと島豚料理みなみ －
キビまる豚専門店としてのＥＣ販売及び、加工商品の製造・販売による販路
開拓

沖縄県 アロマサロンＣｈｉａｒａ － 非対面型アロマレッスンと新講座開発をｗｅｂで販路拡大
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沖縄県 Ｂａｃｃｈｕｓ（バッカス） － 「ホームページの作成と新たなサービスの開始で販路開拓を目指す」

沖縄県 合同会社ＪＡＩＬ　ＨＯＵＳＥ 4360003006500 ライブ配信で自宅でもＯＬＤＩＥＳを満喫しよう

沖縄県 割烹司 － 味・イメージをそのままに、コロナ禍での新規顧客獲得計画

沖縄県 ベトナムバイク屋台コムゴン － 『自家製パンの開発と店内改装、通販物販での新規顧客創出事業』

沖縄県 カットインシャンゼ崇元寺店 － 店内滞在時間短縮、ロスタイム無しの安心満足バーバー

沖縄県 島バルＡＷＡＭＯＲＩ＋（旧：紗鼓めし） － 美容と食を追求した新商品開発とＥＣサイト活用による販路拡大

沖縄県 ゆうな整骨院 － オンラインを使っての健康グッズの販売

沖縄県 おままごとらぼ － オリジナル商品開発とネット販売及びオンライン講座の開設

沖縄県 クリエイティブイマジネイション － 既製品を使った空間デザインとミーティングルームの設営

沖縄県 酒家とりふく － ・ホームページ作成、テイクアウトの販促アップ

沖縄県 千尋 － ＷＥＢによる居酒屋貸切予約と飲食デリバリー

沖縄県 ゲストハウス羊屋本店 － 非対面チェックインシステム導入とコロナ感染対策と予防

沖縄県 ＩＣＨＩＹＡ － テイクアウト日本酒販売事業と酒器のインターネット販売事業

沖縄県 ＢｌｕｅＧａｔｅＣａｆｅ２ － テイクアウトの確立及び店内の喚起でより良い安心空間へ

沖縄県 ｆｕｗｅｒｌｕ（ふわーる） － 免疫力アップに繋がる「手前味噌づくり」のオンライン講座

沖縄県 有限会社くすりのミドリ 4360002011658 【ミドリ薬局ドライブサービス】

沖縄県 洋食てぃん － 真空包装機を活用したテイクアウト商品開発とトイレの衛生改善

沖縄県 下地女性起業グループ － 沖縄県産豚肉を活用した新商品とネットを通じた新規顧客獲得

沖縄県
農業生産法人株式会社シーフォーグルー
プ

1360001014045 アロエの商品開発とテイクアウト＆オンラインショップの強化

沖縄県 ５＋１ｓｅｎｓｅ　魔法のアトリエ　ピカイ － 宮古島の健康食材、自然素材とこだわり商品のオンラインサービス

沖縄県 居酒屋　かず － 「家庭で楽しめる東北の味」ネット販売による新規顧客獲得事業

沖縄県 がじまるそば － 新たな店舗運用の改善と営業時間の延長による顧客獲得

沖縄県 株式会社山青果 8360001019673 ネット通販の運営と企業認知度向上

沖縄県 合同会社善心 2360003008531 ホームページの作成、通信販売とテイクアウトメニューの強化事業

沖縄県 島ま～るまみむめも － （案１）大人気のあの店が！ついにデリバリー始めました！

沖縄県 ＢＡＲ　かりす － キッチンカーを活用し３密回避した販路拡大と新規顧客獲得

沖縄県 トータルプランアルフ － 移動販売車を利用したビジネスモデルの転換による新規顧客の獲得

沖縄県 株式会社オフィスハート 6360001017150 非対面型木育（もくいく）キッズコーナーの開発とネットの活用

沖縄県 Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｓｔｙｌｅ　Ａｃａｄｅｍｙ　おきなわ － 「ＳＮＳ広報」の自動受講システム構築、事業拡大・新規顧客獲得

沖縄県 有限会社マイクロセル 1360002004053 新商品開発に伴う新たなＥＣサイトの構築と販路拡大の推進

沖縄県 Ｔａａｍｉｉ．ｃｏｍ － コロナウイルスに負けない！バーチャルツアー地元企業応援事業

沖縄県 ＳＥＫＩＧＥＮ － 全自動切木材加工機導入とＥコマースサイトによる販路拡大

沖縄県 Ｆｒｉｅｎｄｌｙ　Ｂａｒ　ＨＥＲＯ’Ｓ － 地本民も楽しめる！うちなんちゅのパフォーマンスバー新規顧客獲得

沖縄県 宮バール　ＰＥＡＣＥ － ウェブやＳＮＳ注文とテイクアウトで非対面型の販売促進
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沖縄県 株式会社ミックス 7360001007209 非対面で効率アップ！オンラインでハウスクリーニング受付

沖縄県 株式会社座敷グループ 3360001021865 ＥＣサイト制作と加工・ブランディングによる沖縄農産物の販売拡大

沖縄県 くずし割烹　粋 － テイクアウトサービスの提供

沖縄県 ねま寿司 － 移転をし固定費を下げ、出前・テイクアウト専門店にする

沖縄県 株式会社ＴＯＰ　ＯＮＥ 2360001020050 ウェブサイトリニューアルとＷＥＢ広告・チラシでの新規顧客獲得

沖縄県 株式会社ぬくｍｏｒｉ 1360001023525 配達サービスの強化、来店利用客数の回復、通信販売での収益確保

沖縄県 宏信株式会社 1360001019275 自社ＥＣサイト構築と新商品開発による販路拡大

沖縄県 麺家しゅんたく － 自宅でしゅんたく！テイクアウトでラーメンを！

沖縄県 グリーンオフィスサービス － 非対面型の　集客　申請　手続き　受付　管理方法への転換

沖縄県 キッチンスタジオ　いづみ － 琉球創作料理をユーチューブで配信する事業の展開

沖縄県 株式会社よしみや 6360001022927 沖縄産加工黒糖を活用した新商品開発とＨＰを通じた新規顧客獲得

沖縄県 有限会社たらま農産 5360002022745 非対面型ビジネス強化による販売拡充と新規顧客獲得

沖縄県 あかがーら － 地元宮古の皆さんに元気なってもらいたい！バイクでお料理の配達

沖縄県 Ｃｈａｒｋｈａ － ＥＣサイトによるサロン運営でのサービスの提供と新規顧客獲得

沖縄県 ステーキハウスビックリ大将 － 幻の「宮古牛」を全国の皆さんへ食べていただきたい

沖縄県 サウスｔｏサウス有限会社 2360002014349 オンライン講習の実施による販売機会の創出と沖縄滞在時間の有効活用

沖縄県 ＮＯＮＡ － 非対面・非接触型サービスの導入による顧客確保

沖縄県 ローストチキン　マヒマヒ －
沖縄県産若鶏を使用した冷蔵商品の開発とフリーペーパー・フライヤーによ
る新規顧客獲

沖縄県 アナログ － コロナに負けない！美味しい韓国料理のテイクアウトで販路開拓

沖縄県 テラス居酒屋ＲＯＯＦ　ＴＯＰ － ホームページのリニューアルとデリバリーシステムの構築

沖縄県 屋台けんちゃんラーメン － キッチンカーを購入し、移動販売開始

沖縄県 ｍｏｄｏｏ － 販路開拓の為の、ＨＰ改善・ＨＰ新規開設

沖縄県 沖縄リムジンバス株式会社 3360001021568 「ＩＴ点呼」導入による非対面型ビジネスモデルへの移行

沖縄県 大高酵素沖縄販売 － オンラインでの販売・営業体制の確立

沖縄県 株式会社エービーシーサービス 2360001005456 ｗｉｔｈコロナ時代の新しいレンタカーライフの推進

沖縄県 ＬＵＸＩＴＡ（ルクシータ） －
ＳＮＳを活用した市民・事業所・市をつなぐ地域の総合情報アプリの制作と新
規顧客獲得

沖縄県 株式会社ベンサム 6360001026028 インスタグラムでｔｈｅ　ｓｅａオリジナルかき氷を発信

沖縄県 南西食堂株式会社 5360001014537 島野菜の定期宅配スタートによる新業態スタート及びテイクアウトの強化

沖縄県 Ｂａｒ　ＭＪ － ＷＥＢサイトと動画配信サイトを活用したオンライン集客事業

沖縄県 株式会社アクシア沖縄 7360001016770 オフライン革命！ＷＥＢを活用した新しい人材派遣・紹介スタイル

沖縄県 オキナワックス － 対面売上重視から、ＥＣサイトでの商品販売とオンラインクラス。

沖縄県 サザンカムフォート － 貸オフィス（個室ブース）

沖縄県 株式会社ＥＧＬＯＫＩＮＡＷＡ 2360001019150 感染症対策に寄与するＵＶ－Ｃ関連新商品の提案と販路の拡大

沖縄県 ヘアーサロンＭ － 安心安全な理容店のサービス向上計画
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沖縄県 ごはんやうらら － 沖縄食材を使用した通販型商品の開発と販路開拓

沖縄県 ＨＡＩＲＧＡＲＡＧＥＳＴＯＲＹ － 小規模サロンのオートシャンプー導入によるコロナ対策事業

沖縄県 肉バル　ヒッキーズ － 宅配による新たな販路開拓事業と店内環境改善事業

沖縄県 長嶺革物店第二 － 自社製品の開発とＥＣサイト制作による販路開拓

沖縄県 株式会社スマイレージ 8010701025155 独自サイト構築とＰＲで販路開拓する、沖縄文化マンスリー事業

沖縄県 Ｃｕｔ　ｉｎ　シャンゼ読谷店 － オンラインショップによる売上強化とその宣伝

沖縄県 びようしつｙｕｌａ － 席間仕切りの内装工事施工とＨＰの導入で集客に繋げ売上アップ

沖縄県 大衆酒場三ツ星 － 当店自漫の餃子テイクアウトを本格導入することで販路開拓

沖縄県 キャッツインケラマ － ワーケーション型テレワーク施設のホームページ開設

沖縄県 全色本店 － テイクアウト＆ドライブスルーで感染症対策

沖縄県 炉ふと － テイクアウト＆デリバリー強化による新規顧客獲得、販路拡大

沖縄県 株式会社インハウス 3360001018283 コロナで需要拡大のサプリメント市場に参入！売上増＆雇用維持！

沖縄県 ワンダーキューブ － ホームページ制作、ＥＣサイト強化による非対面の新規・販路拡大

沖縄県 株式会社ＦＬＡＰｓ 5360001020386 ホームページ開設で認知度ＵＰ！コロナで沈んだ気分もＵＰ！

沖縄県 炭火串焼　鶏坊 － 起死回生！テイクアウトの本格導入で自慢のフードの販路拡大

沖縄県 すず菜 － ＨＰリニューアルとＥＣ販売の導入で「すず菜の味」を全国へ発送

沖縄県 ラウンジ櫻 － オンラインの導入でアットホームな「櫻」の想いを伝えて顧客拡大

沖縄県 我如古鮮魚 － 小回りの利く小売り配達事業で新規顧客の獲得

沖縄県 有限会社ボーノ 3360002020156 中高年に特化した音楽配信も展開するアットホームなライブハウス

沖縄県 島唄　遊び処　てぃんさぐぬ花 － 琉球民謡のライブ配信による伝統文化の活性化

沖縄県 琉球ダイニングあれんじ － デリバリーとテイクアウトの強化による顧客回復

沖縄県 株式会社３９エンターテインメント 2360001026808 オンラインでの焼き肉店の非対面テイクアウト事業立ち上げ

沖縄県 居酒屋　ヤンバルクイナ － デリバリーの増強とホテル提携による新規客開拓

沖縄県 株式会社テラ・ウェブクリエイト 7360001010492 Ｗｅｂセミナーの自社開催事業

沖縄県 大衆居酒屋　みやらび － テイクアウトサービス強化による業績回復と新規客開拓

沖縄県 ＭＡＦＡＬｉ　ｃａｆｅ － 徹底した動画配信による新規客開拓とデリバリー・テイクアウトの強化

沖縄県 旬菜庵　豚球 － 人気メニューテイクアウトとネット販売の導入

沖縄県 沖縄の味　石嶺食堂 － 名物沖縄料理と惣菜のパッケージ化とネットを通じた新規顧客獲得

沖縄県 株式会社三栄木工所 2360001022633 ネット通販で提供、ＤＩＹで木工製品を暮らしの一部に

沖縄県 エステティックサロンＤＯＵＢＬＥ － セルフケアの部屋を設け、セルフ脱毛をして頂く。

沖縄県 株式会社ＨＲＤ　ｌａｂｏ　ＯＫＩＮＡＷＡ 3360001005141 ホームページの大改修で揺らぎない事業基盤の確立を目指す

沖縄県 ひららバルＫＯＳＵＭＩ － テイクアウト強化により既存顧客維持と新規顧客獲得の販路開拓

沖縄県 ラウンジ梓音 － 新型コロナに負けない！接待のオンライン化事業

沖縄県 クラウン －
クラウドシステム導入によるマーケティング強化による売上増加と接触機会削
減プロジェ

42 / 43 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。

沖縄県 ＣＡＲ　ＣＨＡＮＧＥ　Ａ１ － オンライン買取査定システムの構築

沖縄県 串焼ＫＥＭＵＲＩ屋 － 近隣に求められる持ち帰りを、なるべく非対面で提供

沖縄県 有限会社高江木工 3360002013985 非対面型受注と生産性向上で取り組む医療向け感染症防止内装事業

沖縄県 ｃｏｆｆｅｅ　ｓｈｏｐ　Ｍａｊｙａ － 『宮古島から全国へ！自家焙煎珈琲＆自家製スイーツの販路拡大』

沖縄県 富士珊瑚 － 『セルフケア』とウェブの活用で非対面型に転換

沖縄県 Ｈｏｔｅｌ３８５ 9360002014326 アクティビティグッズレンタル・予約システム構築事業

沖縄県 沖縄塗装株式会社 3360001025528 カメラ付きドローンによる新たな非対面対応システムの拡充

沖縄県 株式会社フレンドリーアジア 6360002005633 Ｚｏｏｍによるオンライン研修とそれに伴う環境の整備

沖縄県 株式会社ちゅら婚ラボ 8360001019467 オンライン商談予約システムの構築

沖縄県 株式会社財全エステート 9360001002744 スマートロック導入による非対面化感染症予防対策と業務効率化

沖縄県 株式会社リッチグリーン 5360001002186 ネット販売強化・動画配信・看板設置による売上と利益拡大

沖縄県 株式会社スカイ・リビング 9360001015473 キーレス自動ドア制御装置による非対面対応と広報活動

沖縄県 株式会社ムーリンプロダクション 6360001025624 新規顧客獲得と営業内製化に向けたクラウド営業支援サービス導入
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