
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

徳島県 フィート技建株式会社 9480002001171 新設備導入による非接触化推進・売上向上事業

徳島県 鈴江　展衣 － 非対面型問診、カウンセリングの周知と新規獲得のための取り組み

徳島県 ＮＣタカシマ － 地場産業の木工加工技術を強みとした新たなＥＣ顧客層の獲得

徳島県 西洋料理　懐花亭 － テイクアウト事業参入と店舗ブランド向上・イメージアップ大作戦

徳島県 株式会社ユーロハビット 5480001006514 新規ホイール輸入先の獲得とネットを活用した新規販売方法の構築

徳島県 株式会社オデッセイ 4480001007975 移動販売車の導入による販路開拓事業

徳島県 ＡＬＣ　Ｋｉｄｄｙ　ＣＡＴ　英語教室北矢三校 － 非対面、遠隔サービスの充実による生徒維持及び新規顧客開拓

徳島県 株式会社トリプルグレイシス 8480001009175 コロナに負けない貯筋運動はじめよう！

徳島県 株式会社ＨＡＴＧＲＡＰＨ 4480001007918 非対面型ビジネスモデル構築及び新たに動画の撮影による販路開拓

徳島県 株式会社那賀川興産 9480001003697 ＩＴを活用した「コロナ収束後」に向けた取り組みへの対応

徳島県 街の食堂大地 － テイクアウトで新規客獲得！売上維持・拡大事業計画

徳島県 有限会社ヤマノビューティメイト 4480002005144 オンラインスクール開設！非対面型ビジネスによる新規顧客獲得

徳島県 ハマモトフラワーショップ － ＨＰでドライブスルーフラワー、教室ＰＲ！顧客獲得

徳島県 ｅｖｅ株式会社 1480001010536 コロナに負けない新たなリラクゼーションへの道

徳島県 有限会社渡辺中華製麺 9480002005610 自社ブランドの開発とＩＴを活用した新たな販売網の確立

徳島県 株式会社四季乃味 1480001000891 自社の生き残りをかけた「自社ブランドの確立」

徳島県 合同会社ＫＩＴＡＮＯ 7480003001131 本格イタリアン「デル・クオーレ」のテイクアウト提供体制構築事業

徳島県 公文式昭和ウィリング教室 － 非対面事業取組により認知度上昇、会費収入拡大事業

徳島県 鳴門レジャーランド株式会社 7480001005101 顧客満足・消費単価アップの為のセルフ型プレミアムラウンジ設置

徳島県 株式会社今儀 9480001004919 ＳＮＳと連携したＥＣ販売等による新規顧客開拓事業

徳島県 ドム有限会社 4480002012116 ズッファプロースト発信！ドイツ家庭料理の通信販売プロジェクト

徳島県 ロジックシステム株式会社 7480001005183 ＮＥＴ予約・動画活用事業並びに地域特産品店舗販売事業

徳島県 株式会社トモエ 8480001010959 自社製品のストーリー性を前面に出したＨＰの制作による販路開拓

徳島県 有限会社ヤマハチ八幡商店 4480002010961 ＨＡＣＣＰ取得による品質強化とチラシの配布による営業力強化

徳島県 有限会社コスモエナジー 1480002001724 取り戻せ！持続可能な生産活動　創り出せ！新しい価値

徳島県 ゼイワイエス有限会社 1480002007812 コロナ禍の中で生まれ変わるカフェ＆焼肉店

徳島県 ＨＡＩＲ　ＡＬＫＵ － スタイリングチェアー間を広げ、安心快適リラックス空間を演出

徳島県 おこめパン工房 － 全自動分割丸め機導入による密接軽減と雇用の維持

徳島県 株式会社翔 9480001007822 家庭でも美味しく！「中華そば猪虎」を、お持ち帰りで！！

徳島県 株式会社西田企画 1480001010049 非対面型営業活動のためのＨＰリニューアル事業

徳島県 豊富木工有限会社 1480002000016 新型焙煎機導入による、コーヒー豆販売に特化した店づくり

徳島県 株式会社ファインシステムズ 7480001004284 製品ＰＲ及びデモをオンライン化し、非対面型ビジネスへ転換

徳島県 株式会社ドクトル 6480001010309 民泊事業再生とリモートワーク用物件の新規事業

徳島県 有限会社メゾン吉田 1480002004974 テイクアウト販売とオンラインショップ強化のための店舗改装

※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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徳島県 谷防水工業 － ホームページ構築による防水工事施工業者のＰＲ・販路開拓事業

徳島県 株式会社リル 1480001011113 新店舗出店による新規客の獲得とＥＣサイトを導入し新たな販路拡大

徳島県 株式会社櫻商 4480001007926 ライブ配信を可能とするシステムと新たなビジネスモデルの導入

徳島県 坂東大工 － ホームページ構築による建築施工業者のＰＲ・販路開拓事業

徳島県 株式会社エクセルホーム 4480001004865 「非対面オンライン商談導入で新規顧客を獲得」

徳島県 アウトクラスカーズ株式会社 1480001004397 動画配信とオンライン商談の非対面型ビジネス構築による拡販戦略

徳島県 居酒屋陽はまた昇る － 既存事業の深化と新市場開拓による両輪成長戦略

徳島県 とば作　阿波の夜まち店 － 夜のまちからご自宅へ！

徳島県 Ｂ．Ｉ．Ｏ－ＮＣ － 地産地消で注目のフランス風野菜アチャールをネット販売

徳島県 株式会社ＦＪＭサービス 5480001011101 ドローン事業及びホームページによる販売促進

徳島県 ｃｏｔｏｃｏｔｏ － 親子で笑顔の食卓に！ＥＣショップでのオリジナル商品の販売

徳島県 ＴＡＪＩＭＡ株式会社 8480001010918 郊外へ移転！個室型焼肉店でＷＩＴＨコロナ時代に売上アップ計画

徳島県 創和建築設計 － ＢＩＭソフト・構造ソフトを使った新ビジネスモデルへの変革

徳島県 久米　夏子 － 着物リメイクとＨＰお手入れで顧客とりこみ事業

徳島県 ネオサイズ株式会社 3480001009832 電子商決済システムの導入と感染症拡大を防ぐ店舗改装

徳島県 谷口薬店 － 取り扱い商品の宅配サービス開始や最寄品の充実

徳島県 フラワーガーデン　ミモザ － メディアミックスによるミモザ非対面型ビジネスモデルへの転換

徳島県 有限会社龍宮 6480002013863 テイクアウトに向けた感染症対策でのクオリティアップ事業

徳島県 有限会社フクタレコード店 7480002003896 商品宅配サービスの開始やニッチ商品ラインナップ充実

徳島県 有限会社料亭まちだ 9480002013860 料亭まちだテイクアウト強化＆店舗改装による新たな販路開拓事業

徳島県 和風レストラン大潮 － 船内改装＆ウェブページ構築による感染対策＆新たな販路開拓

徳島県 パティスリージュン － 店舗改装による増産体制強化と看板改装で売上向上

徳島県 Ｄライフサポート株式会社 9480001011031 非対面でもできるお客様への情報提供と価値共有で新規契約の獲得

徳島県 株式会社Ｔ＆Ｎダイナー 5480001010879 テイクアウト受注用予約システム付ホームページ制作

徳島県 有限会社笹田木材 8480002001569 テーブルの小売販売とＷｅｂを通じた新規顧客獲得

徳島県 中華桃李 － 中華桃李お持ち帰り専門店での非対面型かつ新たな販路開拓事業

徳島県 シオンテニスクラブ － 感染症対策で更衣室・トイレ改善による新たな販路開拓事業

徳島県 徳島麻婆屋善 － コロナ禍長期化を見据えたテイクアウトメニューと食材管理強化

徳島県 株式会社丸菱 4480001008998 新映像技術８Ｋ動画制作とそのオンライン販売による新規顧客獲得

徳島県 ＳＴＵＤＩＯ　ＮＥＥＤＯ － インターネットを活用した非対面ビジネス構築事業

徳島県 株式会社クオリティオブライフ 1480001010040 新型コロナ感染症を防ぐ店舗改装とオンライン相談

徳島県 株式会社ももたろうホールディングス 3480001010534 自社ＨＰ作成とオンライン買取＆販売システム構築による売上獲得

香川県 有限会社多田機工 8470002004432 ホームページ作成及び非対面型営業ツール導入による営業力強化

香川県 縁結びばーテンダリー － オンライン化サービスによる商圏の拡大と売上拡大
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香川県 株式会社つばめ家 9470001015248 真空冷凍商品（『親鳥ジンジャーカレー』）の開発と販路拡大

香川県 株式会社ｅｃｏｎｅｗｓ 1470002001700 非対面で有害鳥獣対策を指導し、ＢｔｏＣ販売体制を構築する。

香川県 有限会社永森時計店 3470002005113 インターネット販売とデジタルサイネージを使用した新規顧客獲得

香川県 ＮＯＡＨ　ＩＮＶＥＳＴＯＲＳ株式会社 7470001013658 新施設でのオンラインライブハウスの設備導入と店舗改装

香川県 株式会社ホリ 1470001003747 レンジ対応冷凍食品の新規開発・販路開拓と３密対策及び衛生管理

香川県 都楽鍼灸院 － 最新式美顔器導入による新メニュー開発と予約サイトの開設

香川県 有限会社百足屋 1470002006848 非対面型顧客受注システムの開発とネットを通じた新規顧客獲得

香川県 有限会社プログレス 6470002005993 オンラインレッスン導入及び衛生・教室環境向上のための一部改装

香川県 宮井雅規税理士事務所 － 低価格で税理士が互いに支援し合う新規会員制ＷＥＢサイトの構築

香川県 有限会社宮地醤油醸造場 5470002006811 地域資源を使用した高付加価値商品の販路開拓

香川県 入船農園 － 自社サイト構築による一般顧客への販路を拡大する

香川県 ラ・トラッターレ － ウーバーイーツなどデリバリーを主とした店舗作りやコロナ対策

香川県 チーズ店アレグリア － ３密の回避に伴う設備強化で売上ＵＰを図る

香川県 株式会社国立公園城山温泉 2470001008935 新型券売機を活用した非接触型販売体制による顧客獲得

香川県 有限会社タカオカ 1470002017317 地元の食材を活用した欧風料理のテイクアウト事業。

香川県 焼肉じゅじゅ庵 － テイクアウト需要に対応した販路拡大事業

香川県 株式会社シコクマネジメント 4470001016168 ワンピカ（車・船・キャンプ用品の総合レンタル事業）

香川県 彩食健美ＨａｃｈｉＢａｋｏ － 働く女性を応援！テイクアウト事業

香川県 小山音楽事務所 － 生育環境整備と非対面販売確率による販路拡大事業

香川県 有限会社おおにし酒みせ 6470002015836 自社ＥＣサイトを通じて全国に四国の名産を届けよう！

香川県 シュシュライフ － おうち時間を充実するための非対面型片づけ推進事業

香川県 株式会社原三松堂 5470001011457 葬儀の一部オンライン化による参列者の非対面化

香川県 冬葉 － 書道の非対面指導及び書道サロンの経営

香川県 有限会社クリーニングタカヤ 4470002002547 難洗衣料特殊クリーニング機導入にてサプライチェーンの毀損対応

香川県 ケーキカフェ　もなみ － 非対面ネット販売体制構築を軸とした事業持続化対策事業

香川県 ヘアーサロン美ＳＴＯＲＹ － 頭皮改善ヘアケアオンライン販売サブスクモデル構築事業

香川県 月の柱 － ホームページの機能・情報発信強化による売り上げ拡大事業

香川県 八田　奈緒美 － 「リモートでもできる骨盤底筋専門サロン」事業

香川県 株式会社ウィアトール 3470001015385 瀬戸内の魅力とストーリーを発信する商品企画およびＥＣサイト制作

香川県 しらき行政書士事務所 － 外国人関連業務に特化したＷＥＢ面談システム活用による売上向上

香川県 富士事務所 － ネットを通じた新規顧客獲得

香川県 株式会社事業承継プランナー 5470001006432 非対面型事業承継オンラインサービスの提供とテレワーク環境整備

香川県 株式会社クールライド 1470001006171 中古タイヤの新たな販売ルートのためのＥＣサイト作成

香川県 株式会社ナヤズダイニング 1470001004373 デリバリーに代わるインターネット販売の自社商品の開発・販売事業
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香川県 丸剛産業株式会社 8470001014878 販路拡大のため、ＨＰ及びＥＣサイト販売による新規顧客獲得

香川県 スマイルハンド － ホームページからのオンライン予約システムを活用した患者獲得

香川県 コドモフクとコモノ　ｍｅｇａｎｅ － ネット販売の環境整備による、オリジナル子供服の販路拡大事業。

香川県 株式会社山一 5470001016290 非対面営業やエイジング塗装など新しい取組みをＰＲしていく！

香川県 合同会社海都 1470003000809 店舗改装による感染症対策とテイクアウト導入

香川県 株式会社シーテック 7470001011835 テイクアウト用メニューの開発と設備等の充実で売上拡大をめざす

香川県 ＯＲＩＧＩＮ１１１９ － オンライン＆アクティブレッスンのダンススタジオの開設

香川県 株式会社Ｅｕｐｈｏｒｉａ 5470001016530 店販商品のＷＥＢ通販＆エステ部門３密解消のための店舗増設

香川県 株式会社さのや 7470001014986 真空調理商品と店舗改装による新規顧客獲得および売上１５０％増

香川県 ミヤモト惣菜店 － 感染症対策を伴う店内外改装とテイクアウトの販売促進

香川県 イキナ株式会社 2011101069814 ホームページ開設によるコロナ対策ＰＲ強化と新規顧客の獲得

香川県 合同会社ＧＢＩ 8470003001346 ＷＥＢ広告と店舗改装によるアフターコロナの販路開拓事業

香川県 株式会社スミダ・リ・オリジン 8470001015100 自社製造のスイーツの非接触型販売機の導入

香川県 ＢＯＲＤＥＲ － 複数プラットフォームでの販売開拓仕入卸の開拓

香川県 Ｌｏｔｔａ　Ｎａｉｌ＋Ｆｏｏｔ － ホームページ開設による販路拡大と蜜を避けた新たな営業スタイル

香川県 株式会社エルネストジャパン 3470001016334 自社タレントＰＲの対面イベント依存の脱却と新サービスの提供

香川県 有限会社ケンシン 7470002014531 新規コンテナの導入による販路拡大

香川県 株式会社鷺岡漢方堂薬局 5470001007488 非対面型営業のための通販サイト作成及びオンライン相談窓口開始

香川県 吉本文具株式会社 5470001007736 生産性の向上とテイクアウトメニューの開発、充実、強化

香川県 有限会社真田嘉商店 9470002003210 ホームページ・販売機能構築による知名度向上および販路拡大事業

香川県 山口工業株式会社 3470001007721 店舗改装と座席の非対面化

香川県 合同会社ぼくときみ 6470003001496 ＥＣサイトを活用したオンライン教室の開催／教材キットの販売

香川県 株式会社ＳＡＮＵＫＩ　ＮＡＰＯＬＩ 5470001017826 冷凍ピザのネット販売に伴うＥＣ作成・調理機を導入

香川県 合同会社ＲＫＰ 4470003001457 最大級のビル看板設置で新事業展開を行い新規顧客の獲得

香川県 Ｌｉｌａ － トータル美容コーディネイト美容院おすすめのオイルのＥＣサイト

香川県 株式会社ア・ル・ク 6470001008832 「中橋メソッド」をｗｉｔｈコロナの時代にも！

香川県 ＣＯＡＴ株式会社 2470001017382 事業者様の経費削減サービスの新規販路開拓

香川県 株式会社シティレンタカーアンドリース 9470001013986 非接触型レンタカー事業

香川県 有限会社菜を里 8470002013020 ＨＰ制作と業態変更及びテイクアウト弁当とお食事回数券の導入

香川県 香川県ファミリーハート株式会社 8470001014614 ウィルス除去で洗濯代行、就労訓練により雇用創出

香川県 焼菓子工房ボンボニエール － 香川の食材を取り入れた新商品開発とネット販売を通じた顧客獲得

香川県 なないろ不動産 － 動画を活用した不動産賃貸・売買仲介のオンライン化

香川県 華～Ｈａｎａ～ － 華～Ｈａｎａ～が提供するテイクアウト事業

香川県 Ｒ－Ｖｉｓｉｏｎ　ＳＨＩＰ株式会社 4470001015450 「遠隔読影依頼システム」の開発
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香川県 株式会社ゴールドストリーム 4470001005039 子育て世代向け家づくりオンライン講座集客事業

香川県 ヒトツブビーズ店 － 店外で注文を受けテイクアウトできる小屋型施設の設置

香川県 株式会社レベル 5470001013684 非接触型レジの導入と自宅用持ち帰りラーメンの開発

香川県 三豊オリーブ（株） 1470001015049 ＥＣサイトへの出店を軸とした通信販売における非対面型ビジネス強化事業

香川県 ＡｎＢｏｕｆｆａｎ － 完全予約制のコロナ対策サロンと非接触型オンラインセミナー開催

愛媛県 株式会社ヒロケンテクノス 4500002007988 四万十川の奥支流米のネット販売において新規顧客獲得・商品開発

愛媛県 有限会社リフレエンタープライズ 4500002006420 顧客要望に応える個室で安全・安心の環境を提供し売上アップ

愛媛県 有限会社久万の台ゴルフセンター 7500002002433 ソーシャルディスタンス対応のゴルフ練習場

愛媛県 Ｅパーク － 混雑しないスムーズで非接触型決済な入出庫

愛媛県 株式会社ＫＡＮＳＨＡ 3500001020514 ピアノとサックスのオンライン音楽教室

愛媛県 株式会社シライシプランニング 2500001018963 非対面型ビジネスモデルと感染防止対策にて店内注文や蟹宅配事業

愛媛県 エコバイオ株式会社 9500001013504 使用済み天ぷら油を活用した生分解性チェンソーオイルの開発

愛媛県 Ｓｐａｒｋめがね － キッチンカーで攻めの集客を行い新規顧客獲得

愛媛県 美容室ＰＡＬ － 非接触型オートシャンプー台　ＡＱＵＡ　ＦＯＲＴＥ　ｐｌｕｓ導入事業

愛媛県 有限会社マキノ海産 9500002006275 新規ＥＣサイトの開設と新規ギフト商品のデザイン開発

愛媛県 クロスローズ有限会社 9500002002497 コロナの先のグローバル人材育成と海外取引ビジネスサポート

愛媛県
ＬＡＮＴＡＮＡ　ＦＯＯＤ　ＳＥＲＶＩＣＥ株式会
社

6500001022334 冷凍チーズケーキの工場立ち上げ、通信販売及び工場直販

愛媛県 Ｍ．Ｓ．Ｓ株式会社 3500001016272 新規顧客獲得に向けた新商品販売に伴う非対面型の店舗販売計画

愛媛県 タイ古式ＫＥＲＯ － 「３密」回避のセルフ脱毛

愛媛県 タイ古式マッサージサバイサバイ － ＨＰ更改＆動画配信によるスクールのオンライン化

愛媛県 株式会社薄墨羊羹 5500001003013 薄墨羊羹Ａｎｋｅｔｔｅ店を三密回避できる店舗へと拡張をする

愛媛県 レディース鍼灸サロン華 － 岩盤エクササイズを用いた自己免疫力向上プログラムの導入

愛媛県 株式会社ＨＡＲＵＮＡ 2500001013849 移動販売事業の販売拡充と販路開拓

愛媛県 株式会社ＩＲＩＳ・ＰＡＲＵＲＥ 1011001047499 マスクチャームの販売強化とＥＣサイトによる国内外顧客獲得事業

愛媛県 株式会社コバヤ 9500001015814 冷凍食品の新商品開発及び個包装化による販路開拓

愛媛県 株式会社ヴィスター 1500001019384 非接触ストレッチ器具導入と感染症対策で安心の店づくりをＰＲ

愛媛県 どっこいしょ － 魚釣り体験でリピート客を獲得し仕入原価も削減！ＷｉｎＷｉｎの関係を構築

愛媛県 株式会社豊島塗装 4500001015463 非対面見積機能付きホームページ開設による受注増加

愛媛県 株式会社創建カンパニー 9500001019154 ドローンで高所現場調査と非接触による状況確認で新規顧客獲得

愛媛県 Ｃｒｅｓ． － アパレル通販・オーダーシステムのＷＥＢ構築による販路拡大

愛媛県 有限会社スタイリッシュガーデンみたか 9500002019590 安心して受けられる体幹を鍛えるエステ事業の強化

愛媛県 株式会社石井水産 1500001018584 安心安全を実現するコロナ対策への設備投資と事業拠点の集約

愛媛県 株式会社ザ・ドアーズ 6500002018249 写真の新商品開発とＨＰを通じた非対面型ビジネスモデルの構築

愛媛県 美香ピアノ教室 － 感染予防に特化したレッスン室の増設
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愛媛県 有限会社ビレッジアップ 5500002019933 整備作業内製化による収益の向上及び顧客との信頼関係の醸成

愛媛県 かわさき － 雨天時休業から雨天時営業できるスタイルへの改修工事

愛媛県 ｔｏｉ　ｔｏｉ　ｔｏｉ＊ｃａｆｅ － テイクアウトに特化した新メニュー開発のための設備投資

愛媛県 いで住設 － 工作機械導入による新製品開発とネットを通じた新規顧客獲得

愛媛県 関西興業株式会社 9500001011375 コロナ禍の影響による業態転換と二拠点間のテレワーク

愛媛県 ダイニングバーなでしこ － 瞬間冷凍庫導入によりお店の味をご家庭で

愛媛県 株式会社ゆず 6500001021526 オンラインレッスン導入による顧客維持と動画による魅力発信

愛媛県 滴翠荘 － 貸し教室の環境整備と非対面型授業モデルスタジオの構築

愛媛県 Ｂ．Ｈ．３　ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ － ホットペッパービューティー活用による予約管理・物販等の強化

愛媛県 ＢＬＥＺＰｉｌａｔｅｓ － リモートレッスンで松山エリアの既存顧客の取込みと新規顧客獲得

愛媛県 ドンぶり屋 － キッチンカーを使用した移動販売による新規顧客の獲得

愛媛県 株式会社ライズ 7500001013844 アーユルヴェーダを活用した新商品開発とネット販売による新規顧客獲得

愛媛県
Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　Ｃｈｅｒｉｒ～シェ
リール～

－ エステ商品・サービスの販売促進事業

愛媛県 有限会社魚茂 8500002013999 金属探知機導入による安心・安全作りとＨＰでの販売強化事業

愛媛県 酒乃さわだ － コロナ禍の今、アフターコロナを見据えて、古民家に新店舗出店

愛媛県 大坂整術院 － 『新店舗での感染症対策及び顧客満足度の向上と新規顧客獲得』

愛媛県 陽城建設合同会社 1500003001951 自社サイト構築による非対面での営業と業務効率の向上

愛媛県 株式会社アンサー 1500001016150 首都圏と中四国を視野に入れたオンラインによる事業拡大構想

愛媛県 合資会社ピアレス・ロード 2500003000176 自社ＨＰの作成と非対面化を取り入れた新たな美容室の形

愛媛県 東洋水道株式会社 7500001013761 充実した装備の小型油圧ショベル購入で単独作業を可能にする

愛媛県 イスタンブール・テラス － キッチンカーを活用した移動販売＆ケータリング営業による売上獲得

愛媛県 合同会社いよくぼのファーム 1500003002396 ホタルの里の清流で育てたエコ野菜をネットで訴求し新規顧客獲得

愛媛県 株式会社べぇーっ 3500001016157 リモートネイルスクール、ネイル物販販売、セルフ日焼け

愛媛県 成龍酒造株式会社 5500001009290 酒蔵ＥＣサイト開設による新規顧客獲得と新分野発酵食品の流通拡大事業

愛媛県 いちくらカフェ － キッチンカー（いちくらカフェ号）による売上アップ

愛媛県 有限会社ムラセ 3500002006792 テイクアウト販売専用口設置のための店舗ファサード改装

愛媛県 有限会社バラ 2500002005432 ネットを使った店舗や商品の宣伝とネット販売事業

愛媛県 合同会社フォーチュン 4500003001560 フォーチュンショッピングサイト構築による販売力強化

愛媛県 和咲家あおい － テイクアウトの本格実施による新規顧客開拓

愛媛県 ジュエリーセントベル － オンライン接客を用いたジュエリー販売のＥＣサイト制作

愛媛県 楽家 － ＳＮＳで情報発信強化とコロナ対策による安心安全な店づくり

愛媛県 合同会社ＡＲＫ 3500003002007 デリバリー営業、ランチ営業に取り組むための店舗作り

愛媛県 株式会社ＧＬ　Ｐｈａｒｍａ＆Ｔｅｃｈ 3500001021363 ３密回避、お待たせしない安心の薬局で売り上げ増を図る

愛媛県 ステップスクール合同会社 3500003001875 ネット導入の取り組み強化と広報活動、並びにコロナ衛生管理
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愛媛県 うどん　ダイニング　ばっちこい － 非対面型オーダー会計システム券売機の導入

愛媛県 Ｏｅｕｆｃｏｍｐａｇｎｉｅ（ウフコンパニィ） － 感染対策をしたゆとりある会場でのランチ営業による新規売上獲得

愛媛県 有限会社塩屋呉服店 4500002003285 ＹＯＵ　ＴＵＢＥ広告を利用したＷＥＢ集客による新規顧客獲得

愛媛県 なかしま － 店舗改装と非対面型のテイクアウトによる売上拡大

愛媛県 シナモンゲストハウス道後 － ＡＩコンシェルジュ導入による窓口業務の無人化と相部屋の個室化

愛媛県 農ぷらす愛媛株式会社 1500001019335 受発注のシステム導入による業務効率化における新規顧客の獲得

愛媛県 鍼灸整骨院ＳＱ － オンラインを活用した新規事業による販路開拓

愛媛県 アネカレシピ合同会社 1500003001720 テイクアウト＆デリバリーで市場開拓

愛媛県 たんぽぽ － 店頭販売開始による６次産業の強化と収益アップ

愛媛県 有限会社博多屋 9500002005310 非接触型セルフオーダーシステムの導入

愛媛県 イヤーシャリンパサロン － リンパ節子の、美容配信及びＥＣサイトの構築

愛媛県 ＣＬＯＵＤ９ － ＥＣサイトを通じた販路開拓とコロナ対策事業展開

愛媛県 株式会社Ｆｕｔｕｒｅ　Ｓｅｌｅｃｔ 3500001019928 非対面な就職・採用定着支援サブスクモデルによる販路開拓

愛媛県 お食事処　小ずち － テイクアウト「手作り和食弁当」の開始と安らぐ食環境への改善

愛媛県 ｐｅｔｉｔ　ｂｏｎｈｅｕｒ － オープンテラス席導入による新規顧客獲得事業

愛媛県 有限会社石丸弥蔵商店 9500002000988 自社サイトでの動画営業と一般消費者向けオンライン販売

愛媛県 ラナイクラニ － 商品の動画配信・新設備による商品製作で新規の販路・顧客獲得

愛媛県 株式会社ＫｏＫｏＲｏ 5500001019298 幼児教育へ効果的な手作りおもちゃのインターネット販売

愛媛県 株式会社上浮穴ホーム 3500002001190 販売・賃貸管理の非対面化と新サービスのネットを通じた新規客獲得

愛媛県 有限会社ヴォーチェ 9500002010319 手頃な高品質スーツを、広く知ってもらい販路拡大

愛媛県 株式会社秋山魚市場 5500001009209 密を避けた新商品の開発とＨＰを通じた新規顧客獲得

愛媛県 Ｎａｔｕｒａｌｌｙ － ＥＣや個室完備で安心安全な非対面非接触型サロンにより顧客獲得

愛媛県 株式会社魅せるぜえひめ愛 3500001021933 オンラインプロレスの実施及び新規ＷＥＢ広告で集客強化

愛媛県 中ちゃん － テイクアウト需要への対応強化並びに店内空間改善

愛媛県 やきとり処ｙｕｍｅｄｏｒｉ － テイクアウトの認知と安心して利用できる店舗づくり

愛媛県 ｍａｒｅ株式会社 4500001021569 キッチンカー導入による移動販売と宅配販売

愛媛県 ｍｉｔｒａ　１ｓｔ － ＨＰの作成とタブレット決済「エアレジ」の導入

愛媛県 ジョンテーラー － ＨＰ認知度アップによるＷＥＢ活用宣伝事業

愛媛県 和洋菓子心 － ＥＣサイト構築・広報強化で販路開拓、作業効率向上で利益拡大

愛媛県 株式会社グッドハウス・ゼン 1500001019376 自社ＨＰを改良し建築のよろず相談会から新規顧客獲得

愛媛県 株式会社ＭＡＳＵ　田 9500001022141 コロナ直撃！自社にて加工用野菜の生産に関わる設備導入！

愛媛県 Ｂａｒ　Ｃａｅｓａｒ（バーシーザー） － 未来を見た現状からのお店の再構築！！

愛媛県 株式会社エム・アイ・シー 9500001001005 プレゼンテーションソフトを活用した新規顧客獲得

愛媛県 株式会社たさわ堂サービス 4500001020439 接触を最低限に抑え、高齢者でも安心の美容室に！
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愛媛県 トータルケア西条 － 地元で唯一の、痩身専用ボディケアサロン事業

愛媛県 合同会社ＭＯＤ 9500003002034 愛媛県産の食材を活用したフルーツ飴の移動販売で新規顧客獲得

愛媛県 株式会社Ｉ－ＹＴＭ 5500001017021 オンラインストア・イベント出店で更なる知名度ＵＰ作戦

愛媛県 おもに亭 － テイクアウトの売上アップと店内環境改善

愛媛県 ＱＵＥＥＮ － セルフエステで女性の美を最大限に追及

愛媛県 ＤＩＧダンススクール － オンラインレッスン導入による生徒確保とモチベーションの向上

愛媛県 ビ－ハイブギフト株式会社 6500001021807 ホームページ作成による半個室型美容室の宣伝とリクルート

愛媛県 ｌｉｖｉｎｇＢＡＲ　ｉｔ’ｓ － ＨＰの作成とタブレット決済「エアレジ」の導入

愛媛県 株式会社七福芋本舗 8500001017191 安心・安全なアンテナショップによる七福芋の認知度アップ

愛媛県 株式会社サンフィールズ 6500002010882 新ＣＡＤでの設計・施工で販路開拓と作業効率化で人材育成へ注力

愛媛県 株式会社グッドアライアンス 4500001016651 オンラインでの営業とオンラインサイトでの商品販売

愛媛県 有限会社サロンキティ 2500002007593 新しい生活様式に対応したインターネットライブ配信事業

愛媛県 らぽーる整体院 － 感染症予防対策の強化と、セルフメニューの構築

愛媛県 ＣＯＣＯＷＡ整骨院 － 新たな販路開拓と、セルフ、レンタルメニューの構築

愛媛県 株式会社ＲＥＧＩＯＮ　ＰＩＥＣＥ　ＧＲＯＵＰ 1500001021844 非対面を重視した皆が活用出来るプラットフォームの構築

愛媛県 日野建築 － 自社ホームページからのオンライン商談による新規顧客の獲得

愛媛県 ベイスタジオ － マンガ資料販売サイト構築とブランドプロモーションＰＶ制作

愛媛県 株式会社阿彩都 4500001020422 天然ハチミツの新商品開発と非対面での商品販売強化

愛媛県 有限会社靴工房 6500002002392 ワークショップができるネット配信スペースの改装工事とＨＰ改修

愛媛県 ＷＴＮＢ　ＩＮ　ＴＨＥ　ＨＯＵＳＥ － テイクアウト商品のブランド化による収益向上事業

愛媛県 ｅｎ － テイクアウト収益増加のためのホームページ制作

愛媛県 健美漢 － ＥＣサイト構築による人気商品のネット販売

愛媛県 ウィルオブヘアーＷｉｌｌ　ｏｆ　ｈａｉｒ － ネットショッピング導入による継続的な収益確保

愛媛県 アウルカフェ － インターネットを利用した非対面式デジタル化デリバリー事業、通販事業

愛媛県 ＳＩＬＶＡ － ＥＣサイトを使用したお客様へのヘアケア用品の販路拡大

愛媛県 六兵衛坂新倉花店 － コロナ対策に対応した新しいお店の形の確立

愛媛県 株式会社愛紀 2500001021273 インターネットを活用した美容講座及び商品販売事業

高知県 大進ホーム － ウェブサイト活用による販路開拓と非対面見積システムの構築

高知県 オフィスもこん － ＷＥＢカウンセリングと新商品のネット販売による新たな収益源確保

高知県 株式会社ＧＩＩＮＯＧＲＯＵＰ 4490001005631 ご自宅で本場高知のカツオを楽しんでいただくための設備投資

高知県 岡崎牧場 － まるごと高知を利用した効果的な商品ＰＲとオンライン販売の開始

高知県 ｊａｍ＆ｐｉｃｋｌｅｓＰｅｒｒｉｔｏ － コロナ禍を乗り越えるためのＥＣサイト事業への取り組み

高知県 岡田住建 － オカケンウキのリニューアルと販路拡大事業

高知県 名城苑 － テイクアウト販売の実施と効果的なＰＲ実施による販路開拓
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高知県 おやつ屋さんｕｉ － 焼菓子・生菓子のデリバリーサービス開始による新規顧客開拓

高知県 だるま味噌株式会社 5490001003650 「土佐の赤かつお」の量販店用、ギフト用商品製造の為、機械導入

高知県 有限会社都まん 9490002005056 生産性向上とコロナ対策によるＥＣ販売と県外スーパーの販路開拓

高知県 Ｈａｉｒ＆ＳＰＡ　ａｎ　ｃａｒｅ美容室 － ソーシャルディスタンスの確保可能な個室サロンへの店舗改装！

高知県 いただきます！ラボ － 動画撮影用の機材を導入しＨＰで動画販売及び食育教室の開始する

高知県 Ｌａ　Ｍａｉｓｏｎ．　ｄｅ　Ｄｅｕｘ － ＨＰの作成およびインターネット販売による販路拡大

高知県 株式会社アルペジオ楽器 8490001003796 買取楽器発掘のための広告宣伝。

高知県 まるちゃん家 － 高性能冷蔵庫と焼き機の導入による廃棄ロス削減と失注の防止

高知県 有限会社福辰 7490002004448 「巣ごもり需要」開拓のためのインターネット販売サイト構築

高知県 有限会社ダイゾー葬祭 7490002003029 ＨＰの改修と葬儀中継の実施により顧客の維持と獲得を目指す

高知県 博多乃風らーめん大郷 － １００％自家製スープに自家製麺のテイクアウト開始で販路拡大

高知県 トータルサロンラグナ － ライブレッスンで健康寿命を延ばそう！

高知県 弁当屋唐あげｔａｋａ － コロナ禍の需要急増に対し貯蔵量の多い冷蔵庫導入による供給増加

高知県 日本イーメディカル株式会社 5490001005977 完全非接触によるサービス提供とテレワークの実施

高知県 有限会社ゆとり建設 8490002005461 非対面型ビジネスモデルを推進するための自社ＨＰの作成

高知県 エムフォトオフィス － 非接触型スタジオへの転換による販路開拓

高知県 株式会社ウッドエステート 3490001004337 オンライン内覧システムを活用した非対面型ビジネスモデルの推進

高知県 株式会社土佐蒲鉾 7490001001537 直接販売体制の構築により収益性の向上を図る。

高知県 有限会社タッチ 6490002005810 “学び”を止めない！リモート授業の開始。

高知県 旅Ｃａｆｅ＆Ｂａｒ　Ｏ　Ｍｕｎｄｏ － テイクアウト販売の開始とスイーツメニューの拡充による販路開拓

高知県 滋味創菜たちばな － たちばなオリジナル商品の開発および販売による非対面化

高知県 有限会社中西呉服店 3490002003791 ＥＣサイトの作製による非対面ビジネスモデルへの転換

高知県 ｇｒｅｅｎ． － オンライン販売体制整備と金属加工体制整備による販路拡大

高知県 ＶＡＬＰＡＲＡｉＳＯ － １階部分を利用した、コーヒーテイクアウトによる新規顧客の獲得

高知県 暮らしに寄り添う整体はまだや － 整体院のＥＣサイトによる新たな物販とサービス、新店舗の開設

高知県 ＰＡＬＭ　ＢＥＡＣＨ － ペット用カービングレザーのオリジナル商品のネット販売

高知県 ＣＨＩＬＬ　ｃａｆｅ／ｂａｒ　ｌａｕｎｇｅ － コロナ禍を生き抜く為の「出張バー事業」開始による販路開拓

高知県 有限会社メロディー 7490002005181 ＨＰ作成による非対面ビジネスモデルの転換

高知県 Ｓｔｙｌｅ　Ｔｏｎｉｎｇ － 自宅レッスン用動画配信とパーソナルレッスンの強化

高知県 ラ・シ・ド・レソーダポップ － 地元産素材を使ったシフォンケーキのＥＣ販売と冬季商品の開発

高知県 アールデザインスタイル － ＥＣサイトの構築およびリモート教室による新規顧客獲得

高知県 株式会社ｍ．ｅ．ｗｏｒｋｓ 6490001006677 ３Ｄプリンター活用によるサプライチェーンの再構築

高知県 Ｓａｒａ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｍａｇｉｃ － コロナを乗り切る！自宅で簡単クスミケア商品の販売開始

高知県 尾崎農場 － 土佐ジロー生産者が進める６次産業化で事業を拡大
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高知県 ｓｈａｒｅ － キッチンカーによるテイクアウトサービスの強化

高知県 有限会社オフィスりぼん 5490002005828 新製品「ハッピーシールド」をきっかけとした首都圏への事業拡大

高知県 中村魚市株式会社 6490001004929 地元鮮魚の加工商品の開発と生産体制の構築

高知県 呑み喰い処　楽々 － 若者を取り込むためのテイクアウト販売とお店作り

高知県 おこのみ焼きよっちゃん － 車両の移動販売用の改修による客単価向上（新規顧客獲得）

高知県 居酒屋千都 － 人気メニュー「餃子」の非対面型によるテイクアウト事業

高知県 ｃｕｃｉｎａ　ｐａｓｓｏ － 新しい生活様式に対応したデリバリーによる新規顧客獲得計画

高知県 Ｍｕｓｉｃ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｓｗｅｅｔ　Ｂｏｘ － オンライン配信用設備の導入による顧客数の増加と商圏の拡大

高知県 ここさうんど － 音響業の持続可能なサテライトオフィス環境作り

高知県 有限会社ほざき 5490002008789 日中営業を始め冷凍保存した旬の食材で差別化し売上向上を図る。

高知県 有限会社吉永 4490002008856 自社ＨＰ開設により加工製品の販路拡大、地元の魚の魅力もＰＲ

高知県 株式会社ＴＥＲＭ 1490001007688 クラファン、自社ＥＣ＆予約サイトで物販・宿泊事業の販路開拓

高知県 合同会社ゆいまある高知 9490003000898 オンライン面談の導入告知で対面型販売の限界を補強する

高知県 輝クレーン － クレーンリースの新規顧客獲得のための販路開拓事業の実施

高知県 株式会社国虎屋 8490001006782 情報発信強化による新規顧客の獲得とＰＢ商品の販路拡大

高知県 株式会社土佐心 1490001008455 テイクアウトとネット販売での外食自粛対策

高知県 Ｐｉｃａ　Ｐｉｃａ　Ｐｉｎｔｘｏｓ＆ＲＥＤ　ＣＡＷ’Ｓ － キッチンカー導入による新規顧客獲得

高知県 チェルベロコーヒー － シーズン焼菓子の新商品開発と実店舗の新規顧客獲得への店舗改装

高知県 エターナルクリエイト － 非対面型への転換、及び新事業ＥＣサイトによる販売事業

高知県 有限会社ベークショップフジムラ 7490002013044 地域資源を活用した新商品開発及び販路開拓
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