
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

青森県 有限会社美濃吉 4420002014381 新！完全非対面型！個室とモニターフォンでラーメン＆焼肉居酒屋

青森県 ＲＹＯフォトスタジオ － 見本写真閲覧のための非接触空間の実現とＨＰによる販路開拓

青森県 焼肉・冷麺としぞう。 － 新しい生活様式に対応したテイクアウト・デリバリー強化

青森県 ｉｃｏｎａｍ － ＥＣサイト改修及び店舗デザイン変更よる店舗認知と新規顧客獲得

青森県 シャンプーロボットｃｏｕｐｅクープ － シャンプー・スパコースの自動化による非接触型サービスへの転換

青森県 株式会社イチカワファーム 5420001014225 非対面型ビジネスモデル構築による八戸毬姫牛知名度アップ計画

青森県 株式会社沼周 7420001006369 仕出し屋の挑戦～「持ち帰れるお膳料理」の開発

青森県 株式会社ＫＩＺＡＳＨＩ 8420001015674 新たな接客のカタチ～配膳ロボットが届ける安心安全～

青森県 ダイニングバー鈴木 － 安全、美味しいをご家庭へ！テイクアウト・デリバリー事業拡大

青森県 居酒屋＋洋食くつろぎ － テイクアウト対応の新商品開発と店内の安心・安全な飲食空間確保

青森県 Ｇ．Ａ．Ｕ．Ｐ － 非対面型シャンプー台への転換による顧客・売上増加事業

青森県 ６かく珈琲 － ネット販売用新商品開発とウェブサイト構造改築による販路拡大

青森県 きもの處　好 － デジタルを活用した和文化の伝承と新規展開

青森県 馬渡商店 － ホームページ作成とネット販売による販路拡大事業

青森県 Ｂａｒ　Ｓａｕｄｅ － 真空包装機の導入で作業効率と生産性を向上！そして事業拡大へ

青森県 有限会社ふたば 9420002016984 安心安全写真館ＰＲ！非対面セレクト＆接客時間短縮での収益確保

青森県 有限会社夏茱萸 7420002011285 コロナに負けない縫製製品の受注強化とＨＰ構築による販路拡大

青森県 大衆酒場トモダチ － 新しい生活様式の実践に向けた店舗改装とテイクアウト新事業

青森県 居酒屋くるまざ － テイクアウト予約システム構築と看板・店舗改装による販促事業

青森県 株式会社日本ツアーサービス 5420001012443 ＡＩチャットボットを活用したＨＰによる非対面型の販路開拓事業

青森県 ｅａｓｔｆａｍｉｌｙ　ＧＯＫＩＧＥＮ － カットスペース増設による距離確保と親子に優しい店づくり

青森県 レストランパザパ － 非対面型テラス席の新設と新メニュー開発による売上回復事業

青森県 有限会社八戸屋 1420002019763 ホームページ・ＳＮＳを利用した新たな販路の拡大

青森県 石郷岡モーター商会 － Ｗｅｂ商談の強化と万全のコロナ対策で安全安心の販売促進事業

青森県 Ａｎｇｅｌ　ｏｆ　Ｍｅｓｓａｇｅ － 非対面サービスに対応するＷＥＢ強化及び販路拡大と顧客サポート

青森県 舘山商事株式会社 7420001009966 ウイズコロナの時代に向けての事業の再構築と新規事業の推進

青森県 めし処かさい － ホームページ・ＳＮＳを利用した新たな集客

青森県 居楽屋　十三代目　七左ゑ門 － 感染症に負けない強い飲食店の実現－２０２０－

青森県 オステリア・エノテカ・ダ・サスィーノ － 自社ブドウを活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

青森県 リラクゼーション心虹 － お客様の健康維持のサポートと安心して利用できる環境作りの徹底

青森県 株式会社感動ハウス弘前 1420001013288 ＷＥＢオンライン相談の実施とその告知による新規顧客の獲得事業

青森県 サカナバル　サンチャン － 漁師直送の魚介類をご自宅で。テイクアウト本格再開！

青森県 旬肴鮨所季楽 － テイクアウトサービスを基に仕出し部門の構築を目指す取り組み

青森県 八戸製氷冷蔵株式会社 2420001006431 温度管理システムの導入により職員のテレワークを推進

※重要
　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。
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青森県 ＬＩＶＥ　ＨＯＵＳＥ　ＲＯＸＸ － オンラインライブ配信による非対面型ビジネスモデル転換事業

青森県 食堂いずみ － テイクアウト、デリバリーによる販売強化・感染予防の店舗改装

青森県 株式会社ＮｅｘｔＴｈｒｅｅＳ 8420001015947 ＥＣモール出店と広告出稿による販路拡大と自社認知拡大

青森県 有限会社川西商会 5420002019553 タイヤのＥＣ販売と遠隔立ち合いサービスによる販路開拓事業

青森県 Ｗｉｌｌｏｗ’ｓファーム － 赤菊芋を活用した新製品開発と屋外イベント販売による売上向上

青森県 ＳＯＵＬ　ＣＨＩＬＤ － テイクアウト、デリバリー事業の実施による売上回復事業

青森県 七輪焼肉・ホルモン　新世界 － 真空包装機による新たな事業の展開

青森県 ｉ　ｄｅｓｉｒｅ． － 光を届ける「明るい家族計画」オンライン化プロジェクト

青森県 焼酎酒家ＯＺ － 惣菜・弁当店併設型居酒屋事業への業態変更

青森県 Ａｒｔｓ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － 既存、新規顧客への安心感ＰＲと利用訴求

青森県 Ｇ．ＬＯＹＡＬ（ジーロイヤル） － より安全・快適に受講できるカルチャーセンターを目指す！

青森県 エステティックサロンＧｌａｍａｚｏｎ － ・ホームページの作成・ＥＣサイトにて独自のセルフケア商品販売

青森県 ナリノ整骨院 － オンライン診療・オンラインアドバイスシステムの導入

青森県 ＡＲＥＡ５２ － ソーシャルディスタンスを意識した空間作り

青森県 株式会社オファーズ 5070001029176 Ｅラーニングサイトを通じてのメディア構築サポート

岩手県 イナちゃん飯店 － テイクアウトを加えたメニュー開発とメニュー版一新。その周知

岩手県 株式会社八幡創活サポートセンター 2400001013842 『餃子』に特化したテイクアウトで新規事業

岩手県 丸亀　吉田　良平 － コロナ禍でも、ホームページでより安心で安全に老舗の味と真心を

岩手県 ロッシュマーノ － テラス席構築による、テイクアウト販売と三密回避の環境づくり

岩手県 かっぱ仙北町駅前はり・きゅう・整骨院 － ラジオ波導入により時間短縮且つ患者の満足度を上げ新規患者獲得

岩手県 ドライブインろばた － 激辛ラーメン「路山」の味をご自宅で楽しむための販売事業

岩手県 まんとく家 － お持ち帰り専門店（キッチンカー）の強みを活かした販売促進事業

岩手県 株式会社心明 1400001014775 宅配とテイクアウト・店内改装による３密回避で売上拡大

岩手県 自家焙煎珈琲六月の鹿 － ネット販売を活用した新規顧客獲得とテイクアウト珈琲の普及

岩手県 ８ｂｉｔ － 個別相談からの情報技術提案による新規法人顧客獲得事業

岩手県 ｋｉｔｃｈｅｎ　ｃｏｃｏ － 製菓の移動販売とネット販売でコロナ禍を乗り越える

岩手県 株式会社ちわく 6400501000808 自社ＥＣサイトの構築によるネット販売での新規顧客の獲得。

岩手県 ビックベル株式会社 3400001014732 大ちゃんメシを自宅でどうぞ！テイクアウトにより売上アップ

岩手県 野菜たっぷりタンメンの店大久保 － テイクアウト商品の開発と行政とも連携した展開による売上回復

岩手県 リトル・ガーデン － 非対面型のカラー（毛染め）サービスの強化でコロナ禍を乗り切る

岩手県 Ｃｈｅｅｒｆｕｌ － ＥＣサイト導入・新たなジャンルの商品提供による新規顧客獲得

岩手県 魚菜亭すみよし － 在庫の安定確保で新メニューを開発し販路拡大で売上を伸ばす

岩手県 有限会社せきぐち生花店 6400002010694 生花店を主体とする事業から造園部門への転換による売上回復

岩手県 ビューティーサロン千代 － 非接触を可能とする設備導入と店舗改装で売上アップ！
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岩手県 フジオ合同会社 9400003002011 ３Ｄプリンター増設とＥＣサイト構築　新規顧客の獲得と売上ＵＰ

岩手県 ひらい商店 － 販売チャネル・サプライチェーンの多様化でコロナ禍を乗り越える

岩手県 有限会社内田販売システム 1400002011227 ＨＰの改修並びに通信販売を行うためのＥＣサイトの構築

岩手県 Ｒｅ＋Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ － 非対面でも可能なセルフ脱毛サービスの導入による収益源の多角化

岩手県 丸一食品工業株式会社 8400001005495 新しい財務会計ソフトの導入で業務効率化と惣菜部門への参入

岩手県 ギャルソン － サービス形態の全面変更とテイクアウト開始による売上回復

岩手県 株式会社水沢米菓 6400601000550 ＥＣサイト構築による新規顧客獲得と自社独自の販路開拓

岩手県 有限会社会津ネーム 9400602000010 オリジナルマスク販売に伴うＥＣサイト及び専用企画室の設置

岩手県 株式会社水土環境 1400001014800 Ｗｅｂサイト導入による非対面型営業活動と販路開拓の構築

岩手県 茶房　偉人通り － 当店オリジナル「偉人通り弁当」の配達と店頭販売による売上回復

岩手県 Ｂｅａｎ’ｓＧｒｏｕｐ － ネットを利用した技術のテイクアウトと販路開拓の取り組み

岩手県 かしわサービス － 農機修理全般を内製化しコロナ禍を乗り越える

岩手県 株式会社クラムボン 1400001014429 ＶＲを活用したオンライン講座でコロナ禍を乗り越える

岩手県 ｎｕｌｌ　ｎａｉｌ － 非接触空間で安心して来店できるネイルサロンのための設備投資

岩手県 たこ焼き家まぁ坊 － 非対面型・非接触型の接客を行うために機材を導入する

岩手県 花遊 － ホームページを使ったＥＣサイトの販売受付・販路開拓

岩手県
オーガニック＆ナチュラルサロンＣｅ－ｌａｖ
ｉｅ

－ 安全性遡及と施術作業向上のための自動シャンプー機導入。

岩手県 中村商事有限会社 2400002012959 「新たな顧客層獲得への店づくりと利益確保のための販路拡大事業」

岩手県 合同会社フリーライン 9400003002473 ３Ｄを使った非対人ビジネスモデルのアバター制作販売拡大事業

岩手県 ヘアーギャラリーやよい － 新たな客層に向けた新サービスの提供と販売促進

岩手県 株式会社Ｃａｌｉｅｎｔｅ 6400001009325 自社ホームページ及びオンラインストアの統合整備事業

岩手県 ＮＡＵＧＨＴＹＢＯＹ － 非対面商談で車移動の安全性とカーライフの楽しさを伝える

岩手県 ハピスコーヒー － オンラインショップ開設による自家焙煎コーヒー豆の全国展開

岩手県 合同会社ＦＡＢＩＴ 3400003001984 ブライダル関連の非対面販売用ＷＥＢページ構築と販促強化

岩手県 有限会社バルーン・スケッチ 3400002004583 オンラインで「感動」を届け、販路拡大。

岩手県 有限会社盛岡せんべい店 4400002003378 ＥＣサイトを通じた新規販路への取り組み

岩手県 株式会社菅原工務店 6400001005720 ＷＥＢオンライン相談と動画広告による新規顧客の獲得事業

岩手県 株式会社桜 6400001006529 自社ＰＲ動画を作成し、受注獲得に取組む

岩手県 ＳＯＬｉｎｓｐｉｒｅｓ － クラウドファンディングを活用した輸入商品の販売

岩手県 株式会社ＳＥＩＫＯＴＳＵ 4400001009475 オンライン健康診断とオンライン販売の合わせ売り構築

岩手県 しょうちゅう・かふぇ田苑 －
新型コロナウイルス感染症予防ガイダンスに基づき、店内改修工事により新
規顧客獲得。

岩手県 小野光魚店 － 新たな広報活動による通信販売の強化と品質向上にむけた取り組み

岩手県 千葉　千一 － 岩手一ノ関の色鮮やかな竜胆をご自宅にお届けします。

岩手県 エステサロンビテラス － 奥州市初のハイフ導入で、女性を綺麗にすることにコミットする
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岩手県 特定非営利活動法人ライフデザイン花巻 9400005003305 変化をチャンスに！ＥＣサイトの展開による新たな販路開拓

岩手県 有限会社川原商会 7400002000884 非対面型セールスへの転換と販促強化施策の推進

宮城県 Ｌａ　ｆｌｅｕｒ　ｄｅ　ｃｅｒｉｓｉｅｒ － 自社サイトとテイクアウト専用サイトの活用による売上の向上

宮城県 日焼けサロンＢＲＩＧＨＴ － セルフホワイトニング機器導入による年間を通した売上増加策

宮城県 ほけんの匠 － 非対面で行う集客方法の構築と商談のオンライン化

宮城県 個別指導ＷＥＬＬ － 非対面型の仕組み作りとＷＥＢマーケティングによる新規顧客獲得

宮城県 株式会社リンクロノヴァ 4370001045508 会いたくなる！顧客と協力店・職人が気になるホームページ！

宮城県 Ｒｉｅｌ － セルフホワイトニングの導入とＨＰ構築、販促による新規顧客獲得

宮城県 アロマテラピーＫａｏｒｉｅ － 女性の社会活動創出のための講座オンライン化とサポート事業

宮城県 桜木製麺所 － 新店舗の感染対策万全での運営と看板設置による新顧客の獲得

宮城県 有限会社モーリ 3370002017928 キッチンカーで積極的に移動販売、新規顧客獲得・販路開拓事業

宮城県 株式会社ホームケア 4370001041572 自社ＨＰ作成と家具のＥＣサイト構築による新規顧客獲得

宮城県 ＳＵＮＮＹ　ＳＩＴＥ　ＣＯＦＦＥＥ － 焙煎機導入・ＥＣサイト構築による売上アップと販路開拓

宮城県 有限会社ピーボックス 6370002014757 冠婚葬祭のライブ配信事業と写真教室によるＢｔｏＣ事業の展開

宮城県 株式会社マカナ 3370001020882 新たな設備導入、コロナ禍をチャンスに変える販路拡大へ

宮城県 有限会社イーワイエム 5370002015673 国分町海鮮屋／こだわりの焼き魚・煮魚弁当テイクアウト事業

宮城県 たけ整骨院 － オンライン活用の免疫向上と運動不足解消パーソナルトレーニング

宮城県 らあめん花月嵐　上杉店 － 仙台市民に愛されるラーメンのデリバリー事業

宮城県 有限会社魚清 6370002009831 対面販売と併用したテイクアウト事業導入による新規顧客開拓事業

宮城県 プレゲート株式会社 2370001024612 商品グレードアップ・製造個数増量・予約システムで新規顧客獲得

宮城県 株式会社マツウラ 5370001004025 「ありがとうホームページ」作成で顧客創造・「喜」のお手伝い

宮城県 有限会社あおぞら 7370002017379 障がい者雇用の創出と、販路開拓に繋がるＥＣサイト強化事業

宮城県 ビストロアンプル － テイクアウト、ベニエの販売カウンター設置工事

宮城県 ｍａｉｓｏｎ　ｄｅ　ｃｈａｒｃｕｔｅｒｉｅ　Ｌｕｍｉｅｒｅ － ホームページでのネット予約でお家でフレンチを

宮城県 面白庵 － オンライン茶道教室・次世代型多目的茶室による茶道文化の発信

宮城県 フォトウィン － 新レンタルスペース利用者の非対面型ビジネスモデル実現支援

宮城県 株式会社レンサ 9370001019903 配信ライブによる有観客パブリックビューイング

宮城県 ＴＯＹＯＫＩＮＧ商事株式会社 6370001018148 プッシュ通知機能搭載公式オンラインアプリによる売上拡大事業

宮城県 能伸スクール － 教室学習とオンライン自宅学習が選択できる学習塾

宮城県 株式会社ＴＧＭ 3370001023415 ブランド古着専門店ＬＩＦＥオンラインショップＯＰＥＮ！

宮城県 運転代行七福 － コロナに負けない！運転代行の完全予約による売上拡大事業

宮城県 定額個別の櫻學舎 － 授業予約、授業報告システムの導入とオンライン個別指導の実現

宮城県 ゆめ出版 － 紙書籍用のＥＣサイト構築とＷＥＢ広告による販路拡大

宮城県 うえのかすみピアノ教室～ｃｌａｉｒ～ － 非対面の可能性を追及した販路開拓と教育支援の強化
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宮城県 スターガーデンベジバイワイ － 食品開発とオンライン事業新規開設によるビジネスモデル転換

宮城県 株式会社ＣＬＵＴＣＨ 6370001043303 自社アプリ活用のＥＣ販売による新規集客と顧客満足度向上

宮城県 喫茶ビジュゥ － テイクアウトの生産力・商品訴求力による売上拡大と作業効率化

宮城県 株式会社アイショウ 4370001006740 自社ビル遊休空間活用によるテナント離脱防止の取り組み

宮城県 有限会社花板 2370002011618 安心・安全の店舗運営とテイクアウトで楽しむ生活様式の新提案

宮城県 志摩接骨院 － ソーシャルディスタンスを確保した完全個室でのセルフ美容

宮城県 やきとりカラオケつがる － 室内環境改善のための高機能空調設備の導入

宮城県 ＭＥＧＡＮＥＴ　ＷＯＲＫＳ － 出張撮影を取り入れたホームページ改修による新規顧客の獲得

宮城県 バウンダリ行政書士法人 5370005010077 創業後初の試み！チャットとＷＥＢ会議での非対面相談サービス

宮城県 ぬいぐるみと手紙の店ぷちぽっけ － 情報誌への広告掲載とインターネットを通じた発信で新規顧客獲得

宮城県 えむ☆きっちん － 地域食材を活用した惣菜とネット販売による新事業展開

宮城県 千松しま － お家で千松しま。居心地の良い店舗で非日常のひとときを

宮城県 有限会社鈴規商事 1370602001003 地域密着型眼鏡店のオンライン相談・深視力検査等新サービス事業

宮城県 合同会社田代島水産 2370003004637 対面営業のほかに、通販サイトを構築し非対面営業の強化をする

宮城県 株式会社トライベリーファーム 8370301003392 ソーシャルディスタンスを考慮した直売での新規顧客の取り込み

宮城県 ｒｏｃｃａ － 増毛エクステのオンラインカウンセリング（非対面型）の導入

宮城県 レストランＢＲＵＮＣＨ － 感染症対策を徹底したお弁当販売所の設置による販売拡大

宮城県 有限会社菊武商店 1370502000229 自家製味噌・麹、および自家精米のＥＣ販売による新たな販路開拓

宮城県 有限会社ケイ 5370502000695 とりもどそう　企業努力で売上を　世界に通ずるケイの味・技

宮城県 有限会社メディコ 3370202003604 ネットと新聞広告等を使用した漢方相談による新規顧客の獲得

宮城県 株式会社ケルヒ 9370001023277 バーチャルオンラインによる、ブライダルリングのオーダーメイド

宮城県 株式会社白根興業 4030001108587 外構工事における独自サービスの提供、及び自社ＨＰの構築

宮城県 株式会社パーフェクトスマイル 6370001023651 広告商品およびＰＲのＷｅｂ化

宮城県 株式会社ミライジュ 8370001038730 営業エリア拡大のためのオンライン営業ツールの整備

宮城県 株式会社ヤース 7370001015714 非対面による集客、打合せ及び現場確認のシステム構築

宮城県 魚ぎん － ご家庭でも「魚ぎん」の味を！テイクアウト強化で売上拡大

宮城県 株式会社アールプラス 8370003004227 ＥＣサイトを構築し、物販事業への進出することによる販路拡大

宮城県 株式会社インプレイス 7370001015466 独自のコロナ禍対応オンライン求人サイト管理システムの構築

宮城県 有限会社クリップクラブ 7370002007272 市民が撮った８ミリフィルム、ライブラリーオンデマンド配信事業

宮城県 ＢＩＴＯＷＡＳＴＡＮＤＡＲＤ株式会社 7370001045505 福祉美容の非対面型営業強化で既存事業と新事業の新規顧客獲得

宮城県 株式会社ｙｕｚｕｋｉ 6370001023692 ＥＣサイト制作及び店舗一部改装による新規顧客獲得

宮城県 株式会社ＡＶＯＣＥＴ 6370001042065 新規ホームページ構築によるオンライン診療推進事業

宮城県 有限会社グローバル企画 5370002005294 安心安全を作り上げ、コロナ対策を万全に！集客アップ＆販路拡大

宮城県 もつ処まひろ家 － セルフオーダーシステム導入によるオペレーション効率化
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宮城県 株式会社貝茶舗 1370201000100 ネット販売で新しい古代米の食べ方を紹介し販路を広げる事業

宮城県 ｌｏｕｎｇｅ　Ｓ － オンラインスクール開始の為のＨＰ改修、宣伝、環境設備の準備

宮城県 寿屋寿庵 － 当店自慢の冷肉そばを全国に！～自宅で楽しめる超絶品そば～

宮城県 有限会社元祖仙台駄菓子本舗熊谷屋 3370002010395 インターネットによる販売促進と新規顧客獲得事業

宮城県 グッドライフ － 自宅で簡単に痛みを早期改善！動画での健康指導・セルフケア指導

宮城県 Ｃｉｅｌ　ｅｔｏｉｌｅ － ＳＮＳとＥＣサイトを活用したオーダーメイドネイルチップの拡販

宮城県 合同会社ＴＭソリューション 7370003004244 ＷＥＢ注文を利用したテイクアウト事業販路拡大による収益向上

宮城県 株式会社エール 8370201003897 真心を込めた野菜を全国へ。オンライン販売の開始

宮城県 株式会社エステート齋藤 2370001022905 相部屋を個室に改装しコロナ対策と新規顧客開拓を行う

宮城県 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　ＬＩＮＫ － コロナに打ち勝つ！他店と差別化した技術メニューで新規顧客獲得

宮城県 吉田屋 － テイクアウトメニュー開発と販路拡大による非対面型ビジネス事業

宮城県 新とみやはりきゅう整骨院 － ネットやメールで行う非対面型の負傷相談実施で新規顧客獲得

宮城県 ＢＡＣＡＲＯ風見鶏 － キッチンカーでの移動販売による３密を販路開拓施策

宮城県 よしなり動物病院 － 自動受付と自動会計システムの導入、オンライン診療の実施。

宮城県 株式会社旅ゆかば 6370001024575 顧客と非接触でも販売できるオーダーメイド靴の開発と販路構築

宮城県 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＢＯＮＤ － 壁で区切った半個室化の改装と白髪染め専門店の折込広告

宮城県 ティーアルファ － ウレタン体操器具の新商品販売とリモート教室

宮城県 株式会社ナレッジスター 7370001046189 高専教育に特化した非対面型授業への転換にともなうＨＰ制作と広告

宮城県 インクレイス株式会社 4370001024809 オンラインの予約システム作りと新規顧客開拓のための取り組み

宮城県
株式会社ニュースサービス・コミュニケー
ション

7370001012323 新聞販売網を活用した飲食宅配事業

宮城県 えみふくじゃぱん － オンラインで仕入先開拓、独自ネットショップ売り上げ安定

宮城県 Ｗｉｎｅ　Ｂａｒ　Ｈａｕｔ－Ｎｕｍａ － オンラインワインスクールの開校と在庫増加による経営効率化

宮城県 株式会社アーリージャパン 2370001020041 製造ライン拡充によって新型コロナウイルスを乗り切るＰＲＪ

宮城県 有限会社ＴＳＡ 3370002018587 ＥＣサイト開設・雑誌広告で販路開拓＆感染防止対策・働き方改革

宮城県 株式会社旅エール 9370001023392 旅を通しホッとできる関係を。宮城と日本全国をむすびます。

宮城県 （仮名）しんちゃんの韓国語 － オンライン定額会員制の韓国語スクール導入等の構築

宮城県 株式会社ｑｕａｌｉａ 2370001021337 キッチンカーを活用した新規顧客の獲得

宮城県 宮城訪問看護ステーション株式会社 6370001021424 看護・介護訪問サービス・人材育成のオンライン化へ

宮城県 トレボン食品株式会社 3370001005727 ホームページからのオリジナルサイダー受注システムの構築

宮城県 株式会社せいる 7370001003280
（１）密にならないスキー場、キャンプ場施設の整備で安心安全をアピールし
集客を伸ば

宮城県 株式会社日新 4370001009735 インターネット広告・ＬＥＤ事業への販路拡大とＢＣＰ対策強化

宮城県 株式会社イノベーションスイーツ 1370001043646 グルテンフリーのガトーショコラを全国に！ＥＣサイトの新規開設

宮城県 樅の木 － ログストーブの新商品開発及び非対面型の販路拡大事業

宮城県 株式会社閣 6370001039342 売上向上のためのＥＣサイトのリニューアルおよび広告配信
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宮城県 株式会社２９２９ 3370001045013 売上向上のためのＥＣサイトのリニューアルおよび広告配信

秋田県 ファーマーズキッチン旬 － 家庭では作れない一流の料理をテイクアウト販売

秋田県 居酒屋しんちゃん － 秋田県産天然ふぐを活用した新商品開発とネット販売の新規開設

秋田県 サロン・ド・ベル － 非接触型の施術台導入による非対面サービスの確立と施術高質化

秋田県 有限会社秋田植物園 6410002000356 インテリアグリーンのＥＣサイト構築と自社ＨＰ改良で販路拡大

秋田県 合同会社千企画 3410003003336 全室個室＆ｓｅｌｆ飲み放題居酒屋への転換

秋田県 秋田カウンセリングオフィス － オンラインカウンセリングで若者の心を救う！

秋田県 有限会社梅屋 9410002000766 秋田初！オンライン和楽器教室で販路開拓

秋田県 有限会社鷲谷土建 8410002004917 移動販売車による歯科オーラルケア用品の提供で販路拡大

秋田県 Ｈａｉｒ＆Ｍａｋｅ　ＰＥ’ｚ － ソーシャルディスタンスで安心安全　自分だけの空間リフレッシュ

秋田県 かねもと － 販路拡大のためのＥＣ機能サイトの開設

秋田県 有限会社オーツーダイニング 2410002004138 テイクアウト事業強化による非対面型ビジネスモデルへの転換

秋田県 Ｋｉｖａｎａ株式会社 4410001011884 ネット配信の内覧会で掴む新規顧客・売上獲得事業

秋田県 有限会社柴田慶信商店 9410002008529 自社ホームページのリニューアルによる販路構築

秋田県 遊食三昧一息 － 新オーブン導入によるテイクアウト等での比内地鶏の販売

秋田県 有限会社三浦商店 6410002013218 飲料用自動販売機を活用した地域産品販売事業で販路拡大

秋田県 レ・メエル秋田有限会社 5410002013557 メガネ・コンタクトレンズ販売のＥＣサイト構築による販路拡大

秋田県 学校橋雑貨店 － ＥＣサイト構築による販路拡大と新規顧客の獲得

秋田県 （屋号）ＦＩＮＯ － オンラインエステによる販路拡大事業

秋田県 株式会社フリースタイル 5410001009201 オンライン展示会ツールによる販路拡大事業

秋田県 有限会社イベントプロデュース・ヴォイス 1410002012356 映像関連部門の体制強化による販路拡大事業

秋田県 三浦理容室 － ＨＰ新設による安心安全ＰＲと看板改装・ＥＣサイトで売上アップ

秋田県 タカハシインサツショ － 小回りの利くプリントショップ事業への挑戦

秋田県 株式会社フィールド 4410001009648 利用者同士の接触を防ぐパーソナルトレーニングブース新設

秋田県 合名会社大曲タイヤ 5410003001916 ＷＥＢサイトの構築と次世代からも選ばれる店舗づくり

秋田県 鍼灸整骨院　絆 － オンラインを活用したサービスで既存顧客の継続と新規顧客の獲得

秋田県 株式会社かんぶつの吉田 3410001012140 伝統の味を全国に！ＨＰリニューアルと新製品開発により販路拡大

秋田県 サトウフーズ － キッチンカーによる全国名産品＆地元名産品コラボ弁当の販売事業

秋田県 根子写真館 － 動画制作事業の拡大とオリジナル商品の開発

秋田県 ワインバー蔵しこ － ブルワリーの隣で飲み比べ！昼のカフェ業態強化で新規顧客獲得

秋田県 有限会社成田塗装店 4410002002890 凍害を防ぐ！ウェブ外壁点検＆塗装サービス事業の展開

秋田県 歩摘亭 － ＥＣサイトによる新商品販売で販路拡大

秋田県 石井建築設計事務所 － ホームページとオンライン商談の活用で集客のデジタルシフト

山形県 有限会社ヨシダ歯科技工所 5390002006704 内製転換で外注先問題を解決し、併せて増収を図る為の設備投資計画
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山形県 カントリーマーケット － テイクアウト用新商品の開発と店内外の改装工事

山形県 はせがわ美容室 － オゾン泡メニュー導入で技術の効率化と感染リスク軽減

山形県 ＧＬＡＮＺ － 新サービスの開始と作業効率化、感染症予防対策

山形県 株式会社曙印刷 3390001000032 ウェブ動画広告活用によるマーケティング効果の向上

山形県 珈房たかせ － 小型焙煎機導入によるオーダー焙煎珈琲豆販売の導入

山形県 ヘアーバランス － ソーシャルディスタンス確保のための店舗改装

山形県 有限会社えぐち美容室 3390002000485 自社製品開発とネットを通じた新規顧客獲得

山形県 株式会社オーエフ 9390001000332 旬の商材及び新商品の詳細を非対面で弊社独自の切り口で提案

山形県 ジーエル － ＥＣサイト立ち上げを通じた新規顧客獲得

山形県 株式会社峰月堂 1390001001734 ホームページを強化することによる非対面型ビジネスの構築

山形県 サンライズ英会話教室 － ＨＰからサポート体制まで全工程でのスマホ応対システムの導入

山形県 Ｋｏｔｏｎｏｗａ株式会社 1390001015560 ブライダル事業に左右されない自社生産性向上及び店舗販売の強化

山形県 創食厨房　橋本屋 － 改装レイアウトの変更をし蜜を避け新業態立ち上げによる売上向上

山形県 合同会社モリデル 4390003001399 住まい診断・建築営業支援ＷＥＢシステム開発と新規顧客獲得

山形県 だるまや南二番町 － ・個室空間のレイアウト変更によるソーシャルディスタンスの確保

山形県 株式会社スプリングス 3390001005997 リモートで受発注作業が出来るテレワーク環境の構築

山形県 株式会社はとや 6390001001564 自社ＥＣサイトでお届け「食のまるごと山形」顧客満足と売上ＵＰ

山形県 株式会社ＮＯＲＩ 7030001033477 シュトレンのネット販売の為のＷｅｂサイト開設と包装機械導入

山形県 合同会社古梦 7390003001512 「世界に一つだけのワガママ焙煎」のＮｅｔ販売

山形県 株式会社本間建具店 4390001006549 ＢｔｏＣ事業強化と生産効率の改善　－曰く、所以あるものづくり－

山形県 ツアーサポート東北 － Ｗｅｂ上の自社店舗による新たなお客様の獲得と新規事業への挑戦

山形県 ヘアーメイク　ブルーム － フェイスアップと脱毛をセルフで行うメニューの提供で顧客の獲得

山形県 Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｃａｆｅ　Ｍｉｃｈｉ － 夜型営業からテイクアウトへ移行！新生活様式への環境整備

山形県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＲＯＳＡ － ＥＣ通販強化とソーシャルディスタンスを確保する為の店舗改装

山形県 有限会社旅館琴平荘 1390002009909 セルフレジ導入で接触機会削減！完全防止対策徹底事業

山形県 小島荘グループ － ＷＥＢでアパート見学

山形県 株式会社坂野農機 3390001014783 フォークリフトを活用したコロナ対策と新規顧客獲得

山形県 永井家具店 － 米沢箪笥の魅力や希少性を伝え注文につなげるホームページ作成

山形県 株式会社福副 1390001016204 「接触機会の減少による感染拡大防止の為の券売機の設置」

山形県 二代目一心太助 － 立ち食いうどんの新規営業とテイクアウト事業の強化

山形県 有限会社一心太助 9390002013746 一心太助ブランドの確立と押し寿司の販路拡大事業

山形県 イタリア料理パパクチーナ － 「テイクアウト事業」で取り組む新規顧客獲得による売り上げ向上

山形県 サンホーム － バーチャル内覧会による非対面型ビジネスへの転換

山形県 Ｃｕｒｉｏ － 洋菓子と異業種コラボ商品のネットを通じた新規顧客獲得
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山形県 ＡＶＡＮＧＡＲＤＥＲＥＶＥＲＢ － ＥＣサイト構築で非対面ビジネスモデルへの新たな挑戦

山形県 ＰｒｅｓｅｎｔＴｉｍｅ － 非対面型ビジネスモデルへの転換とホームページリニューアル

山形県 昭和製麺株式会社 4390001004395 ホームページ改修で当社自慢の商品をネットを通じ販路拡大

山形県 インプレッションアイール株式会社 2390001005098 アンバサダーマーケティングの開発で自社スキンケア商品のネット販売

山形県 あじあんダイニングＹＯＲＯＺＵ．屋 － 新型コロナからの復活・衛生管理強化・新規客獲得戦略

山形県 カラービート － 「オンラインサロンおよびオンライン講座の開設による販路開拓

山形県 株式会社エスアンドエフ・アクティブライフ 9390001005298 自社ＨＰでの「ヘルスケア商品」の通販で非対面営業拡充！

山形県 ＯＷＬ　ＭＯＯＮ － 新たな販売ツールでナッツ＆ドライフルーツの販路拡大

山形県 ハイヌーン　ダイナー － 非接触型営業スタイル移行と新しい生活様式への転換で売上向上

山形県 有限会社ウッド・メーク 7390002013707 非対面型ビジネスモデルのＥＣサイト構築による営業力の強化

山形県 合同会社ｄａｎｏ 2390003001582 ｄａｎｏ＆アフロりゅうじＨＰ作成と配信品質向上の為の機材導入

山形県 株式会社オフィスカキ 2390001015337 コンサルのオンライン化で新規顧客獲得

山形県 株式会社ＣＯＬＡＢＰＬＡＮ 7390001012833 顧客の悩みをオンラインで解決

山形県 株式会社Ｗ－ｉｎｇ 5390001013569 オンライントレーニングでボディメイク

山形県 居酒屋　鬼次 － ＥＣサイトを利用しておうちで居酒屋気分に！

山形県 ｓｌｏｗ － ＥＣサイト活用でベスパ愛好家同士の懸け橋になる！

山形県 イノヴァ － ＥＣサイトでの効率的なテイクアウトの提供と決済システムの導入

山形県 株式会社ＭｏｏｎＬｉｇｈｔＪａｐａｎ 5390001005822 美容商品ネット販売促進プロジェクト

山形県 串屋まつ浦 － 「大人数から少人数へ」カウンターフロア拡張とメニューの見直し

山形県 Ｈａｐｐｙ－Ｇｏ－Ｌｕｃｋｙ　Ｗｅｂ　Ｓｈｏｐ － 複数の販売チャンネルを利用したインターネットショッピングサイトでの小売業

福島県 珈琲舎雅 － 自家焙煎珈琲豆自動販売機の設置とＥＣサイト構築で販路拡大

福島県 いろはコンサルタント株式会社 2380001025048 非対面オンラインサービスの開始による新たな販売戦略の構築

福島県 南福島ミュージックルーム － 遠隔演奏と動画撮影の方法が学べる音楽教室！差別化で新規個客獲得

福島県 有限会社あんぜんなたべものや 7380002004450 おばちゃんたちにも使いやすい！新規ＥＣ事業立ち上げ

福島県 有限会社Ｔ．カンパニー 9370002014052 テイクアウト事業の拡大及び自社ＨＰ開設による情報発信の強化

福島県 工房久遠～Ｋｕｏｎ～ － 「非接触型ビジネス展開のため、ＨＰを活用した販売とマルシェ告知の強化」

福島県 株式会社ファーストクリーニング 5380001028436 新看板によるイメージアップと非対面型宅配サービス拡大事業

福島県 有限会社うから家から 9380002006924 テイクアウト商品の開発及びＳＮＳを活用した新規顧客の獲得

福島県 ウェディングプロデュースＣｈａｙｕｋａ － 新しい生活様式に対応したふたりらしい結婚式プロデュース事業

福島県 占い由梨の店 － オンライン占いで全国へ販路開拓・売上拡大事業

福島県 １２菓月のお菓子教室 － 感染対策のための、対面と非対面のダブルレッスン化事業

福島県 クリーニング北沢 － インターネット注文による顧客増加事業

福島県 有限会社京香 7380002008641 『京香オリジナル弁当販売促進事業』

福島県 プルシャ － ヨガと飲食を非対面型ビジネスモデルへ転換、ネットフル活用作戦
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福島県 有限会社ゴア・ガジャ 4380002009709 ＥＣ中心型販売形態の構築

福島県 有限会社アキ生花店 9380002007419 商品パンフレットの作成・配布とＥＣサイト構築で売上増と新規顧客

福島県 有限会社美翔 1380002014091 複合痩身美容機器導入によるコロナ太り解消と健康増進事業

福島県 中国名菜華林 － 福島県産麓山高原豚の焼売関連商品の開発による新規顧客獲得

福島県 有限会社東北慶応アカデミー 1380002011122 オンライン家庭教師ホームページ作成

福島県 有限会社矢吹燃料 8380002012799 ホームページ開設と顧客満足による売上増計画

福島県 音楽喫茶わをん － 音楽喫茶事業

福島県 カフェ・ショコラティエ合同会社 1380003003333 贈答用高級スイーツの開発とネットを通じた新規顧客の獲得

福島県 株式会社フェイスコーポレーション 5380001007068 ギャラリー及びＥＣサイトによる郡山の自然・歴史・文化発信事業

福島県 合同会社ｇｒａｎｄ　ｊｅｔｅ（グランジュテ） 1380003002608 脱毛・エステ複合美容機器導入による非対面型サービスの確立

福島県 Ｄａｒｔｓ　ｓｐａｃｅ　ＲＯＵＴＥ７０８ － ダーツバーからダーツショップへ。コロナ禍における業種変更事業

福島県 ｈｉｙｏｒｉ － 画像および動画素材販売に伴う非対面型ビジネス確立事業

福島県 メガネのサトウ － 非対面式の度数測定器導入、密を避けて聴力検査で補聴器販路拡大

福島県 鈴木飯店 － 券売機・餃子焼器導入とネットシステム構築で顧客獲得＆販路開拓

福島県 リラクゼーションサロンＲ － セルフエステ開始とコロナ太り対策メニュー追加による販路拡大

福島県 山田商店 － 会津伝統文化を守る！絵ろうそくの新たな販路開拓への取組み

福島県 株式会社風道技工 4380001022670 自社ホームページを活用した知名度向上と非対面営業体制整備

福島県 庵はづき － 「新サービスの展開とホームページ充実による広報の実施」

福島県 有限会社澤井園商会 1380002031938 ケーキ等のテイクアウト商品増産と新商品開発による新規顧客開拓

福島県 有限会社すえひろ 2380002032150 酒蔵スイーツテイクアウト商品の開発＆販路拡大！

福島県 麺や大一 － 業務効率化の為の食洗機導入と店内環境の整備による感染症対策

福島県 仙波塗装工業株式会社 5380001017538 インターネット経由の受注拡大および新規顧客開拓

福島県 合同会社ＤＭＣ 7380003002346 リモート会議室設置による打合せのオンライン化と感染症対策

福島県 株式会社フロンティア 4380001019015 住宅請負事業に特化したホームページ再構築による販路拡大

福島県 ｃｏｎｏｎ接骨院 － オンラインを活用した相談受付、物販販売の為のＨＰ作成

福島県 Ｂｏｎｄ＆Ｃｏ． － 安定的な農産物加工品販売促進事業

福島県 居食・居酒屋なごみ － 自宅で居酒屋気分、真空包装楽々お持ち帰りメニューの開発・販売

福島県 株式会社Ｏｍｎｉｂｕｓ 1380001025024 ＥＣサイトによる間伐材を利用した木製遊具の開発・販売

福島県 陶芸教室かたち － 陶芸作品の通信販売事業拡大による新たな販路開拓

福島県 みふみや － テイクアウト販売と新しい生活様式のための設備導入、店舗改装

福島県 穏心書道会 － 書道のオンライン教室開催と筆文字グッズ開発の取り組み

福島県 株式会社郷邑舎 8380001020638 非対面ビジネスによる、顧客へのサービス向上と新規顧客の獲得

福島県 有限会社中華レストラン八宝 3380002024840 テイクアウト需要喚起とお一人様新規顧客開拓のための店舗設計

福島県 合名会社さわきや 8380003000935 別棟を利用した頒布会等による商品の受渡やドライブスルー販売
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福島県 有限会社東海林石油 5380002024137 広域配達を可能にする体制強化と宣伝強化

福島県 新よね旅館 － 旅館の味にこだわった弁当のデリバリーサービスの実施

福島県 おやしろカフェ － 野生のコーヒーでコロナに打ち勝てるほど豊かな時を

福島県 株式会社探山堂 7380001013337 ネット販売による新たな販路開拓とブランド構築による販売力強化

福島県 ベネシュいわき鹿島 － コロナを追い風に！唯一無二のサービスで人生を満喫しよう！

福島県 合名会社粋家 8380003004176 牛肉を活用した新商品開発、グルメサイト等を通じた新規顧客獲得

福島県 有限会社ヤナイコーヒー商会 7380002026486 自家焙煎のテイクアウトコーヒー専門店

福島県 合同会社アールコーポレーション 2380003004207 リフォーム業界初！各種保険・補助金・対応オンライン見積り

福島県 髪乃ＦＥＥＬＧＯＯＤ － ホームページ予約システム・ＥＣ機能導入等による販路拡大

福島県 ポピンズサービス － 『ホームページ開設、除草体制強化による新規顧客獲得』

福島県 たむら中小企業診断士事務所 － 非対面型コンサルサービス構築と会議ツールによる営業支援の実現

福島県 株式会社ほたる浪漫 1380001011016 ６次化商品の自社ＥＣサイトと情報発信で新規顧客開拓

福島県 こまや合同会社 6380003000904 オンラインサービス事業の拡充による販路開拓

福島県 桜接骨院 － 高次元の物理療法を用いた非接触型診療による新規顧客獲得事業

福島県 大福家 － 子供向け新メニュー開発と新規開拓で売上増進

福島県 株式会社中野屋 2380001015718 遊休スペースを利用した非接触型カフェの展開

福島県 ＭＩＷＡ合同会社 4380003003553 Ｕレジシステム導入による非対面型サービスの構築で新規顧客獲得

福島県 株式会社須賀川シューパーツ 9380001011256 新たな販路獲得に向けた設備導入とＨＰ作成事業

福島県 株式会社阿部農縁 6380001022306 安心して購入できる直売所づくりとリモートによる手作り情報発信

福島県 株式会社福島タネセンター 5380002020193 「新農法の広報と会社のイメージブランディング事業」

福島県 日本料理利休 － 「テイクアウト新商品開発と既存商品充実による販路開拓事業」

福島県 株式会社ホテル虎屋 9380001011388 デリカテッセン開始に伴うＰＲ活動事業

福島県 有限会社山吉吉田商店 2380002020320 米の自社生産による商品安定供給と非対面型配達サービスの導入

福島県 橋本　香織 － ホームページ開設による個人ガイドの新規顧客獲得

福島県 株式会社ダイヤモンド・テイスト 2380001019917 おうちで食べられる、安心・美味の熟成魚のテイクアウトに挑戦

福島県 海鮮和食処くろさか － 新店舗立ち上げとテイクアウトメニュー対応の展開

福島県 株式会社灯り 2380001029742 チラシのポスティングによりテイクアウトの販路を新たに開拓

福島県 株式会社大須賀企画ビルド 3380001023380 特殊部材の加工・製造環境の整備事業

福島県 有限会社大桑原つつじ園 1380002019693 大桑原つつじ園と福島の工芸品を組み合わせたオンライン販売事業

福島県 キッチン瓦・モーモー鈴吉 － 『お客様・従業員に、時代を超えて愛され続ける、会津の洋食文化』

福島県 アットイーズ株式会社 1380001024934 食の販売ＥＣサイト構築と非対面型チャネル構築による販路開拓

福島県 美容室サンドリヨン － さわって、顔の見えるＥＣビジネスへの業務転換

福島県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　美優 － スマートフォンサイトによる集客とＷＥＢ管理システムの開発

福島県 株式会社ＭＨＧ 2380001030254 オンラインパーソナルトレーニングでの販路拡大事業
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福島県 株式会社ヨシマツ 3380002013026 インターネットやＩＴをフル活用した新たな営業活動方法への転換

福島県 草野建材 － 私有地を生かした、非対面型整備事業サービスの提供と事業安定化

福島県 株式会社Ｔ－Ａｄｖａｎｃｅ 3380001024049 ギフト販売のためのＥＣサイト構築とＰＲによる集客促進

福島県 ワインバーＲｅｙ’ｓ － 福島地酒好きに地元ワインを拡げるオンライン戦略

福島県 有限会社フォルツァ　コンテッサ 1380002025725 視覚・聴覚芸術を味わえる街のギャラリーへのネット活用集客

福島県 Ｂｉｓ　Ｃａｒｉｎａ － 洋菓子ヴィーガン食のネット通販で新規顧客開拓

福島県 Ｐｉｌａｔｅｓ　ｒｏｏｍ　ＰＥＯＮＩＡ － オンラインピラティスのメニュー開発による販路開拓事業

福島県 株式会社松本製菓 6380001002539 非対面販売用新商品開発と、材料置き場設置による生産性向上

福島県 株式会社Ｘ－ＭＡＲＫ 1011101083089 オンラインでの生活習慣改善事業の構築と動画等による魅力発信

福島県 巴里界 － テイクアウト用高級弁当の開発とネットを通じた新規顧客の獲得

福島県 ＡＫＩ大学進学セミナー － オンライン・受験数学専門進学塾

福島県 合同会社栄光マンツーマン学院 5380003002083 オンラインと映像授業を活用した新コースで新入生を獲得

福島県 有限会社舞酒 4380002033106 自宅でお店の味が楽しめるテイクアウトの実施

福島県 ＦＯＲＥＳＴ　ＢＲＥＡＴＨ － オンラインカウンセリングサービスの構築と拡販事業

福島県 株式会社森山 8380001001729 カラオケ宴会場をテレワーク室に！ワーケーションの為の改修事業

福島県 有限会社金丸精肉店 2380002031557 ＰＢ商品のブランド力強化と、ＨＰ・ＥＣで販路開拓

福島県 有限会社滝田工業 8380002024687 ワンストップ・テイクアウト店を実現することによる売上強化

福島県 株式会社ＢＥＬＬ　ＴＲＥＥ 6380001026406 ホームネイルの充実を図るネイルグッズのネット販売促進

福島県 エム・ティ・ケイ株式会社 4380001009156 インターネットを介した非対面型商談による新たな販路開拓
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