
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

岐阜県 株式会社セレス・コーポレーション 9200001011158 ３ＷＡＹマスクホルダーの開発・オンライン販売による売上アップ

岐阜県 リサイクルトータルサポート － 自社ＨＰの制作とオンライン査定・商談活用で新規顧客層を開拓

岐阜県 株式会社オワリヤ楽器 4200001000925 ネットを通じた楽器オンラインレッスンによる新規顧客獲得

岐阜県 ここいろ － 『テイクアウト・全国発送主体の業務形態へ移行するための改修事業』

岐阜県 ポポラスピアノ教室 － 遠隔による音楽指導と感染対策をした大人のためのピアノ教室

岐阜県 有限会社ラ・フラール 7200002009112 ホームページの改良、強化し売り上げを向上

岐阜県 日建工業株式会社 5200001004033 ＢＩＭ対応ＣＡＤで公共工事の獲得強化とテレワーク環境の整備

岐阜県 コスミック － 店舗型学習塾からオンライン化へ！非対面型授業で新規客獲得戦略

岐阜県 合資会社丸万広瀬商店 5200003000773 ネットショップの開設とＨＰの刷新、タウン誌掲載による販路拡大

岐阜県 有限会社寿司よし 1200002002460 宅配サービスによる新規顧客の獲得

岐阜県 キラークイーン － 国民食【餃子】のイートイン、ネット販売、テイクアウト事業

岐阜県 ミワボディクリエイション － オンラインでの健康相談の新規広報

岐阜県 ハヤシ技工 － 新型コロナウイルス感染症対策と新店舗・新分野の新規顧客獲得

岐阜県 ＣＯＣＯⅰＲＯ － 障がい者関係支援事業のための設備投資とＥＣサイト開設

岐阜県 有限会社アールティグループ 2200002000109 テイクアウト・通販事業の体制構築

岐阜県 ＢａｒＳＣＲＵＭ － 朝から購入できるドリンク（コーヒー類）テイクアウト専門店

岐阜県 有限会社赤地加工 1200002000134 プライマー処理のライン化による製品のハイクオリティ化

岐阜県 田口美術 － 国内外向けＨＰ作成及びネット販売・新聞広告による新規顧客獲得

岐阜県 株式会社丸大大熊果実店 9200001005052 フルーツデザートのテイクアウト需要新規開拓事業

岐阜県 ひっぱりだこ　岐阜駅前店 － テイクアウト強化で新規顧客獲得しコロナ禍の売上改善を図る

岐阜県 イタリア文化食堂「ふぉすき」 － コロナ禍のピンチをチャンスと捉えたイタリア風テイクアウト販促

岐阜県 こう季。 － メニューの開発による新規客創出・安心して食事の出来る席の増席

岐阜県 ＯＮＥＬＩＦＥ － 「出張洗車などの新サービスを個人向けに展開し顧客の数を増やす」

岐阜県 船町湊まちづくり株式会社 8200001015192 「お家で旅」サービスの展開による観光客誘客と販路開拓

岐阜県 鶴岡屋本店 － 伝統の味「鶴岡屋秘伝のオリジナルソースカツ丼」のパウチ商品化

岐阜県 大恵電化株式会社 5200001013843 コロナウイルス禍をチャンスと捉えた提案営業による新規顧客開拓

岐阜県 株式会社ＳＨＩＺＡ 4200001028446 中食需要獲得のためのオンライン惣菜販売

岐阜県 マーブルカフェ － 公園利用の地域のママ向けのテイクアウト販売に伴う設備導入

岐阜県 ガチブタ － 新商品開発で、新たにテイクアウト販売を開始して売上アップ事業

岐阜県 株式会社ライフ 5200001033354 新たなライフにマッチするＩＴツールをミックスした販路開拓事業

岐阜県 フラワーショップあや － ＷＥＢとアプリの活用による新たな販促とリピート率向上

岐阜県 株式会社カーくる 4180001106469 非対面型で車のイベントを楽しむスマホアプリ開発プロジェクト

岐阜県 有限会社音羽屋 5200002025061 飛騨の伝統菓子を守り伝えるＥＣサイト充実と宣伝広告で販路拡大

岐阜県 職人社秀平組有限会社 2200002026327 左官技能を発想転換した商品開発による通販事業

※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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岐阜県 マルイチ 6200001025672 自宅で衣装・ロケ地選びの結婚式

岐阜県 寺脇　知美 － 飛騨高山の魅力を届ける情報発信サービスのためのオンライン整備

岐阜県 高山きものレンタル一華 － 着物レンタル事業の非対面化および地元顧客との「つながり」強化

岐阜県 有限会社弘文舎 9200002025215 「高山祭地区ＥＣサイト構築事業」

岐阜県 前畑点心堂 － 前畑点心堂ＥＣサイト販路開拓事業

岐阜県 有限会社みずま 9200002026007 みずまＥＣサイト販路開拓事業

岐阜県 椿原美紀 － 国内旅行者をターゲットとしたリゾート気分を味わえる宿泊事業

岐阜県 株式会社多治見トレーディング 6200002022529 テーブルウェア全般を扱うウェブショップの構築

岐阜県 有限会社加藤研磨 3200002020064 オンライン受注可能な陶磁器研磨加工専門ＷＥＢサイトの構築

岐阜県 渡辺精肉店 － テイクアウト販売の拡大とお客様に安心して来店頂けるコロナ感染対策強化

岐阜県 株式会社安藤進晤商店 2200001020454 ＨＰ制作とＥＣサイト構築による美濃焼の新規顧客獲得と販路拡大

岐阜県 ｉｃｈｉｗａ － デジタルアート教室のオンライン授業の充実と拡充

岐阜県 合同会社Ｍａｙ’Ｓ 1200003003615 新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

岐阜県 美濃焼和食割烹　二代目　浪花 － 中食メニュー開発のための設備導入およびパッケージ・チラシ制作

岐阜県 株式会社魚関 3200001020494 テイクアウト・通信販売強化のための材料保管設備導入事業

岐阜県 株式会社澤千 2200002020222 徹底した感染症対策を行うための店舗改装事業

岐阜県 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　ＬＡＢＯ　Ｐｒｉｍｅｒａ － 既存客失客を防ぎ、新規顧客を獲得するためのエステ部門強化事業

岐阜県 株式会社上野製作所 6200001035837 ハサミ市場のＮＯ．１ブランドを目指せ！町工場から世界へ。

岐阜県 株式会社クリメイト 2200001019109 非対面で不足物資を必要な方へ！開封したくなるＤＭプロジェクト

岐阜県 ＆ＣＡＦＥ － “インスタに上がる新商品”テイクアウト事業！

岐阜県 やまもと接骨院 － 最新検査機と動画指導で接触時間短縮。安心接骨院で膝痛サラバ！

岐阜県 中濃印刷株式会社 6200001019352 時代に合わせたオンライン受注システム導入による新規顧客開拓！

岐阜県 ペット葬儀あなん － ペットにも葬儀を！コロナ禍におけるペット葬儀・供養集客事業！

岐阜県 中洲電機株式会社 3200001019421 ＷＥＢでの動画公開を利用した非対面型の販促ツールの確立

岐阜県 有限会社宮井建築事務所 2200002023613 ＬＩＮＥと動画を活用した非対面型ビジネスモデルへの転換

岐阜県 有限会社マジョリカ 8200002024523 ネット配信を活用した新しい音楽ＢＯＸをつくる

岐阜県 喫茶たなか － ＳＮＳを活用した利便性向上と安心して滞在いただける店舗づくり

岐阜県 ＴＨＯＭＡＳ’ＥＮＧＬＩＳＨ － 健康面から見た珈琲の効能と新鮮豆のアピールを地元から広める

岐阜県 有限会社恵文社 1200002023291 ネットを通じたオリジナルプリント製品の個人向けサービス

岐阜県 Ｄａｎ・厨 － 真空機導入によるテイクアウト強化と看板設備で新規顧客の獲得

岐阜県 三友精機株式会社 4200001023364
コロナ対策として環境を整備しお客様の保護と溶接機増設による金型修理の
効率化

岐阜県 有限会社タケイ電器 2200002023381 オンライン提案型営業のための撮影スタジオ制作とホームページ強化

岐阜県 ＤＣＴスクエア － オンライン講座の開始と対面講座の再開・増設

岐阜県 Ｍｅｅｔｓ　Ｎａｋａｓｅｎｄｏ合同会社 9200003004770 持続可能な観光地経営のためのウェブサイト構築事業
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岐阜県 ハロー英数教室 － 「時代の要請にアップデート」映像授業導入と個別ブースの設置

岐阜県 中濃ガス － 無線ユニット導入により非接触率を上げ、高齢者等を守る。

岐阜県 株式会社うなぎ横綱 9200001035132 ガイドラインの順守による営業と従業員の安全対策

岐阜県 （山）山村商店 － 食品自動販売機導入による当店への誘致及び地域活性化事業

岐阜県 正村接骨院 － コロナ禍こそ免疫力を上げる！体、心、美の総合力で売上アップ

岐阜県 株式会社みやがわ陶器 2200001021601 ＷＥＢを活用した陶器及び店舗用品の提案販売

岐阜県 有限会社メープル 9200002021726 ＷＥＢ商談会に向けた什器開発と商品の動画制作による販路開拓事業

岐阜県 有限会社城山製陶所 9200002021247 非対面ビジネスを可能としたオンライン注文と新商品開発事業

岐阜県 明治屋 － スポーツ用品ＥＣサイト構築と自宅トレーニング機器の販売強化事業

岐阜県 樹窯 － 非対面ビジネスを目指し、遠隔レッスンによる販路開拓事業

岐阜県 土木タイル加工 － 新たな技術を取り入れ、新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

岐阜県 ファクトリーカカム － ＥＣサイトによる販路拡大と新商品開発事業

岐阜県 有限会社日比野石油 3200002021517 集客に向けた看板設置と利用客向け店舗改装事業

岐阜県 株式会社恵陶 6200001021762 ＥＣサイト構築による新たな事業柱を構築し販路拡大

岐阜県 健康工房瑞浪 － 非対面型ビジネスモデルとして自社ＥＣサイトを構築

岐阜県 森田屋 － ＥＣサイト構築、機器導入による新規顧客や販売経路獲得

岐阜県 中島醸造株式会社 9200001021859 ＥＣサイトで繋がる魅力発信と潜在顧客の発掘と本物の継承

岐阜県 有限会社ブルーグラフィック 1180002039786 「サンデーブランチ・テイクアウト」で新しいターゲットの獲得

岐阜県 おおい整体 － 腰痛で悩む方にインソールを提供し自宅での矯正を行う

岐阜県 有限会社菊水堂 7200002023781 恵那で一番の老舗の商品販売拡大計画

岐阜県 株式会社日本温浴研究所 6200001027413 天然由来の入浴剤開発と自社ＥＣサイト構築による新規顧客獲得

岐阜県 合資会社仲野屋 3200003001121 インターネット販売等で新規顧客開拓と顧客満足度向上計画

岐阜県 アップル学習管理型個別指導教室 － 新しい生活様式に対応した学習塾知名度アップによる新規顧客獲得

岐阜県 ヤスエサイクルショップ － ヤスエサイクルショップ　インターネット戦略事業

岐阜県 湯麺戸塚　各務原店 － 湯麺戸塚の特製餃子・唐揚げ、テイクアウト始めます

岐阜県 Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎ小猫 － テイクアウトと店内衛生環境整備で安心・安全事業

岐阜県 マイスターコーティング各務原店 － マイスターコーティングとお掃除本舗複合店化による新規顧客獲得

岐阜県 ぎふ初寿司各務原分店 － 離れていても通販でお客様を笑顔に！ぎふ初寿司のギフト初寿司！

岐阜県 どくだみ草 － 最前線・宅だみ草２４時！ステイホームでも通販できます！

岐阜県 株式会社ドゥ・カリテ 2200001027045 フランス人講師人脈を利用し遠隔でネットを通じた製パン製菓研修

岐阜県 株式会社セサミライフ 2200001007220 デザインと商品伝達の向上を実現する攻めのＥＣ販売事業の展開

岐阜県 旬彩処たけとも － テイクアウト利用促進で売上確保

岐阜県 オートギャラリー宮川 － 非対面型出張所開設で修理の利便性をアップし、新規顧客獲得

岐阜県 山一段ボール株式会社 9200001007602 生産管理システム導入による少量多品種生産とリモート管理の実現
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岐阜県 株式会社みなも 2200001007567 大口テイクアウト注文を取り込み売上確保

岐阜県 ラヴイアンローズ　蘇原店 － 美容商品のネット販売とコロナ感染リスク低減で新規顧客を獲得

岐阜県 有限会社マイン 5200002008314 体感・体験のアプローチを重視した攻めのＥＣサイト構築

岐阜県 那加印刷株式会社 4200001007383 リモート相談体制等のオンラインによる非対面型営業体制の導入

岐阜県 ＲａｃｋｅｔＳｈｏｐ　ＨｉｇｈＦｉｖｅ － 新しい生活様式に対応したネット販売開始と満足度向上計画

岐阜県 パティスリーＫＡＧＵＮＯＭＩ － お客様の満足度を高める～新生活様式に対応した洋菓子店～

岐阜県 有限会社ヴァンドール柴園 1200002007030 新生活に対応した、お客様の満足度を高めるお店づくり

岐阜県 市橋　禎永 2200001035799 オンラインショールームで中古タイヤ輸出の継続＆増加を狙う

岐阜県 ピッツァ＆グリル　Ｌａ　ｐｏｒｔａ － テイクアウト強化＆周知強化で売上アップへ

岐阜県 珈琲陣家 － テイクアウトによる非対面サービスの提供による販路拡大

岐阜県 蝶々堂・呉服の丸藤 － オンラインによる着物コーデの新しい提案型モデルへの転身事業等

岐阜県 Ｂｅｂｅ － 新しい生活様式に対応したテイクアウト商品の強化事業等

岐阜県 ｃａｆｅ　ａｎｄ　ｐｕｂ　ＢａＢａ， － お家で海外旅行気分！世界のクラフトビールをテイクアウト

岐阜県 有限会社川登 6200002007694 織物事業の継続と発展！そして歩みを止めない積極投資！

岐阜県 ロータスダイニング － 瞬間冷却機導入で、高付加価値商品の製造で利益アップ

岐阜県 りーべるて － 顧客満足度・認知度向上作戦で新規顧客獲得へ

岐阜県 くに井 － おうち時間を楽しく！親子の愛が深まる「枝豆アイス」ｂｙくに井

岐阜県 ファインズ株式会社 6200001012976 テレワークの活用による販路拡大事業

岐阜県 株式会社アースコンシャス・ジャパン 8090001016252 ＥＣサイトによる販路開拓と当社のＰＲ事業

岐阜県 洋風田舎料理シエスタ － ＥＣサイト制作とテイクアウト強化で販路拡大・売上増加

岐阜県 大きなきりかぶ － ホームページリニューアルと自社ＥＣ通販サイトで新規顧客獲得

岐阜県 有限会社ライン工業 4200002020897 ＰＲ動画によって対面せず説明可能とすることで営業力を強化

岐阜県 ｉｎｔｈｅｆｉｅｌｄ － 「動画レッスン付き花材キット」の通信販売による新規顧客獲得

岐阜県 秀英ｉＤ予備校桂ケ丘校 － 高校生を対象とした当校オリジナル映像コンテンツの作成

岐阜県 株式会社シルヴァンブリーズ 6200001018825 高校生新指導システム導入・ＰＲ強化による生徒数・売上の拡大

岐阜県 キムラソーイング － 縫製加工業者から脱却を図り、自社製品販売の為の販路開拓事業

岐阜県 エステサロンローズストーリー － 地域の『プロエステセラピスト・オンラインカウンセリング』事業

岐阜県 カノンピアノスクール － 完全個室によるリモート指導が受けられるピアノ教室のＰＲ活動

岐阜県 豊まる － ３密を避ける！屋外スペース等の有効利用で安全な串カツのご提供

岐阜県 鮪ｃｈａｎ － 鮪販売用ＥＣ通販サイトの構築および、鮪の自動販売機設置

岐阜県 三谷卓球アカデミー － 「オンラインレッスン・教材」の提供と告知用ホームページの改修

岐阜県 株式会社Ｗｉｎｓ　ｓｕｐｐｏｒｔ 7200001031232 ＨＰ上での注文ページの開設とネットを通じた新規顧客獲得・周知

岐阜県 ＬＯＡＯＬ　大垣店 － 新型コロナウィルス感染症拡大防止を伴った売上増加のための店舗改装

岐阜県 株式会社あさひ 5200001000156 ネット販売強化と入出荷・在庫管理業務の効率化
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岐阜県 嚥下リハサポート － ウェブ開催と会場開催の両輪で行う嚥下セミナー事業

岐阜県 ＪＵＳＴ１９株式会社 7180001085438 ＥＣサイトを活用した新規顧客獲得およびカタログ注文の受注獲得

岐阜県 有限会社味路久 3200002005511 コロナに負けない！ＥＣサイト構築による新規顧客獲得事業

岐阜県 株式会社Ｒｉｖｅｒ　Ｆｉｅｌｄ 7200001028922 自社商品の販売を見据えた品質の向上とＷＥＢサイトの製作

岐阜県 株式会社篠原コーポレーション 7200001035828 営業のオンライン化による売り上げ拡大と効率的な対面販売の実現

岐阜県 株式会社ネクストホーム 7200001033699 連作できる茄子ポット栽培！安価な自動潅水システムの確立

岐阜県 Ｎ－ＦＯＲＣＥ － ホームページ制作及び看板作成による商品認知度の向上

岐阜県 有限会社セレソン 2180002056302 インターネット広告を活用した非対面型営業活動体制導入

岐阜県 花んな － ＨＰ上での注文ページの開設とネットを通じた新規顧客獲得・周知

岐阜県 羽島顆粒工業株式会社 9200001011364 非対面へ転換することにより得られる集客の増加と信頼の獲得

岐阜県 有限会社ホープ岐南 2200002011188 スマホ１台で受け渡しが実現！非対面型ＢＯＸによる安心安全なサービス

岐阜県 カットハウス恵那 － ＩＴ活用での３密回避でお客様が安心して散髪できる店づくり

岐阜県 ｅａＺｙ － 新規ホームページでオンラインライブ配信会場提供事業を訴求する

岐阜県 株式会社丸モ高木陶器 5200001021045 温冷感転写技術を活かしたＢｔｏＣ商品開発およびＥＣ販売強化

岐阜県 カラオケ喫茶まりも － 共食の大切さを伝える子どもサロン開設とテイクアウトで売上増加

岐阜県 株式会社ＨＣｃｏｍｐａｎｙ 9200001030620 非対面型対応の機械装置を用いた、コロナ下での各種治療の提供

岐阜県 ｓｏｉｌｇａｒｄｅｎ － コロナ禍でも庭で楽しもう普及事業で販路開拓

岐阜県 味和居ほっこり － ニューノーマルにおけるテイクアウト型販路開拓による売上向上策

岐阜県 有限会社間下製作所 9200002016230 大量生産部品の調達先を地域内へ、提案営業可能な社内体制の確立

岐阜県 Ｋ－ｍｅｄｉａ － ネット通販販路拡大・商品開発事業

岐阜県 横山精肉店 － 自社ブランド肉で新規販路拡大を目指すＥＣサイトの構築

岐阜県 合同会社一豚 3200003004157 岐阜県産ボーノポークしゃぶしゃぶセットＥＣ販売で新規顧客獲得

岐阜県 ナチュラルカフェ蔵 － 多国籍料理のテイクアウト販売をするキッチンカーでの新販路開拓

岐阜県 株式会社オプティマル 1200001008995 美しく健康であり続けたい女性のエステ＆整体サロンの販路開拓

岐阜県 サンセリテ － キャッシュレス決済導入による新規顧客の獲得と感染防止対策

岐阜県 ＣＡＮＯＷ（カナウ） － 新サービス「映像婚」の認知度アップとホームページによる顧客獲得

岐阜県 まいもん － テイクアウト丼ぶり販売に伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

岐阜県 株式会社棚からボタ餅 8200001016744 コロナ禍におけるテイクアウトの強化及び質の向上と販売促進の強化

岐阜県 ＣＡＦＥ　Ｃｏｔａ　Ｃｈｉｏｔ － 魅力的なＨＰを開設し、テイクアウトによる売上回復を目指す

岐阜県 鉄板スポットＧ － 店内改装により３密への対策をしつつ、効率のよい配席を目指す

岐阜県 ガレージシンディー － 非対面ビジネスモデルを構築し販路拡大と顧客の囲い込みを図る

岐阜県 ブルーカフェ － 店内をテイクアウト販売改装＆ＩＴ受注強化で新たな販路開拓へ

岐阜県 日本茶専門店　虎渓山はおと － 既存商品のテイクアウトメニューへの改良による販路拡大

岐阜県 株式会社エミネンス 4200001006889 自社ＰＢ化粧品のネット販売とブライダル強化による売上げアップ
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岐阜県 焼鳥　鶏次郎 － テイクアウトメニュー鳥カツ丼の提供による販路開拓

岐阜県 株式会社米金商店 5200001002053 ＷＥＢサイトを活用した生コン運送車の空き状況の見える化

岐阜県 有限会社萬慶呉服店 9200002026948 デザイン刺繍を施したオリジナル商品の通信販売

岐阜県 ＦＬＯＲＩＳＴ　ＳＵＮ　ＦＬＯＷＥＲ － ２４時間お花を購入できる自動販売機設置による売上アップ

岐阜県 株式会社エムズミッション 5200001032926 ＥＣサイトでの売上の向上及び安心して食事ができる環境づくり

岐阜県 たなはし動物病院 － 電話、ネット受付システム導入による簡便診察予約による顧客確保

岐阜県 Ｎｅｓｔ　ｒｏｏｍ － ＥＣサイトによる非対面販売と新店舗ＰＲのための広告宣伝

岐阜県 株式会社プラスエー 2200001029966 競争優位性を確保する歯科診療所向けポータルサイトの開設

岐阜県 株式会社サンホームズ 5200001002284 お客様に喜ばれる為のＥＣサイトリフォーム事業

岐阜県 有限会社Ｇ・プラン 6200002006671 室内緑化に伴うガーデニング用品のＥＣサイト制作

岐阜県 株式会社ランデックス 3200001034560 非対面で物件案内ができるＷＥＢサイトの制作

岐阜県 株式会社ハウスマーケット 1200001009671 非対面でのヒアリング・提案が可能なＷＥＢサイトの開設

岐阜県 株式会社Ｍｕｓｏｕ 1200001031007 『テイクアウト・通販事業の構築』

岐阜県 昇龍 － 真空パックによるテイクアウトの認知度アップで販路開拓

岐阜県 合同会社ｉｍｐｅｒｉａｌ 5200003003999 オンラインキャバクラの構築と店舗における感染拡大防止策

岐阜県 有限会社長森食品 1200002003401 「テイクアウトメニューの拡大と広報活動」

岐阜県 有限会社カムライフノジリ 3200002001072 安心できる来店型リモート商談による顧客集客アップ

岐阜県 株式会社　山嘉 6200001008446 住宅設備の施工事例型「ホームページ新設」による受注獲得事業

岐阜県 株式会社ＡＤベイシス 2200001012880 ホームページリニューアルによるオンラインでの顧客対応の推進

岐阜県 ＪｅｗｅｌｒｙＳｔｕｄｉｏＴａｋｅｎａｋａ － ＥＣサイトにて通信販売・既存ホームページの非対面ビジネスの強化

岐阜県 株式会社亀甲 8200001031818 テイクアウト販売の事業化とＷＥＢを活用した販路開拓の取り組み

岐阜県 ヤマテック株式会社 9200001032922 コロナ禍を乗越える顧客分析による情報発信・提案力の強化

岐阜県 日本料理雅味近どう － 「安心・安全なテイクアウトブースの作成と売り上げの向上」

岐阜県 喫茶ル・マン － 岐阜産ジビエを活用した新商品開発とテイクアウト販売

岐阜県 株式会社ウィッシュ 8200001018848 エステサロンで行うセルフ脱毛機導入事業

岐阜県 有限会社三輪塗装 4200002019196 動画コンテンツとオンライン商談で、営業力アップ

岐阜県 ＨＯＣＣＯ － オンライン集客システムの充実

岐阜県 ｅｔｏｉｌｅ　ｆｉｌａｎｔｅ － ＥＣサイトを活用したエステ用品の通信販売

岐阜県 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｎｇ　Ｈｏｍｅ － 非対面でのコーディネートやヘアスタイルの提案

岐阜県 美容室ローズマリー － オンラインシステムを駆使したサービス展開で売上獲得

岐阜県 共感マーケティング株式会社 7200001037114 ３Ｄ着せ替えイメージを利用したＷＥＢ非対面営業システムの構築

岐阜県 株式会社Ｃａｎｔｅｒａ 1120001193664 製造業向けオンラインセミナーの開発・販路開拓

岐阜県 ＣＨＡＲＧＩＥ － ＥＣサイト販売とオリジナル商品販売にｙる売上アップ

岐阜県 輪 － 輪（リング）の感染対策ＰＲとテイクアウト事業の充実
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岐阜県 Ｍａｎｇｏ － オンライン動画教材の製作

岐阜県 グラフィカルチョーク － リモートレッスンによるチョークアートの魅力発信プロジェクト

岐阜県 ＷＡＴＡＮＡＢＥ　ＢＡＳＥ － ＥＣサイトを利用した自動車部品販

岐阜県 株式会社五喜 8200001032997 インターネットによるコロナウイルス感染による売上減少対策

岐阜県 バレッドキッズ　高山北教室 － ヴァーチャル授業の開講で子どもの学びを支える

岐阜県 かしここ株式会社 7200001020334 ＥＣサイトでの新規顧客の獲得とギフト販売での販路拡大

岐阜県 焼肉旬やさいファンボギ － ミシュラン獲得店品質・ブランドによる飛騨牛商品の小売ＥＣ展開

岐阜県 Ｃｕｅ　ｃｒｅａｔｉｖｅ　ｗｏｒｋｓ － 稼ぐ力を身につける！Ｙｏｕｔｕｂｅｒ養成オンラインスクール事業

岐阜県 池戸建設株式会社 1200001023623 新規事業の販路拡大とオンライン打合せのためのホームページ更新

岐阜県 後藤古太郎 － オンライン面談の導入により新規顧客を獲得する。

岐阜県 Ｒｅｓｔｏ － ＬＥＤ電飾看板及びホームページによる広報及びテイクアウト強化

岐阜県 株式会社フランセ　ヤノ 5200001004611 オンラインショップによる非対面型ビジネスを使った販路開拓

岐阜県 Ｌａ　Ｍａｎｃａ（ラ　マンカ） － テイクアウトで密回避！コロナ禍を生き抜く集客ＵＰ術

岐阜県 ＲＥＥＬ　Ｍｏｖｉｅ － 動画クリエーターサポート事業

岐阜県 株式会社豊成精工 4200001014231 専門家支援による新たな販路拡大と製造現場の改善に向けた挑戦！

岐阜県 サニーデイズカリフォルニア － オンラインでのステーキ弁当の販売とメニューのリニューアル

岐阜県 ＴＨＡＫＵ　コーポレーション株式会社 2200001034099 ＨＰ改修とオンラインショップを立ち上げ、ヘアケア商品の販売

岐阜県 Ｃｕｃｉｎａ　Ｆｕｔａｍｕｒａ － オンラインショップ付き自社ホームページで集客ＵＰ

岐阜県 有限会社ヴィーボヌール 6200002014880 非対面型オンラインボイストレーニング事業

岐阜県 株式会社細野瓦店 4200001016087 「ＭＩＮＯＵ（仮称）」の立上げ、並びに伝統産業文化の伝承。

岐阜県 有限会社しゃん亭 1200002006734 自社オンラインショップを使った販路開拓

岐阜県 上田整骨院 － 予約ＥＣサイトの新設とバリアフリー化による集客

岐阜県 串焼の店　呑気家 － テイクアウトの販売拡大と店舗トイレの改修

岐阜県 備長吉兆や　大垣店 － テイクアウト利用の拡大事業

岐阜県 おそうじ本舗可児広見店 －
新規事業への取り組み（エアコンフィルターリース事業・サーマルカメラ販売
等）

岐阜県 居酒屋天魚 － テイクアウトチラシの作成・玄関の二重扉改築事業

岐阜県 株式会社ｄｅｓｉｒｅ 4200001036119 完全非接触型トレーニングジムの開設

岐阜県 細川設計 － ソリッドワークス（３Ｄ－ＣＡＤ）プラスＺＯＯＭ（ズーム）活用

岐阜県 株式会社匠建 6200001017158 ナノゾーン施工による「安心安全空間」の提供

岐阜県 大東園 － 若い世代の新規顧客獲得のため、新たな事業開始と告知

岐阜県 有限会社パティスリー　ヌーヴ 1200002014951 オンラインショップによる非対面型ビジネスの構築と販路開拓

岐阜県 三光設備 － 少人数制で安全に体験できるモデルルームによるリフォームの販促

岐阜県 株式会社人視企画 3200001021889 オンラインを有効活用したパソコン教室事業の拡大

岐阜県 花笑み － プライベート空間の整備・店外でのテイクアウトの開始
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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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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。

岐阜県 猿田彦　彩旬ごはん － テイクアウトの周知・宣伝と　利用しやすい２階

岐阜県 株式会社ながら商店 9200001036865 ネット環境を活用した非対面による販路開拓

岐阜県 おもてなしダイニング　いっ福 － ＥＣサイトによる販路拡大と店舗改装による客席距離の確保

岐阜県 株式会社メディアス 6200001030516 ＥＣサイトにて健康器具等の販売を実施！新規販路開拓！

岐阜県 セピア住建 － ＳＴＡＹＨＯＭＥを好機に！思い出を繋ぐ商品で全国を商圏に！

岐阜県 株式会社アルバーク 1180001135652 動画マニュアル完備で取り組む障碍者施設のオンライン化

岐阜県 東美濃運輸株式会社 5200001035160 自社ホームページ開設による新規顧客獲得と非対面型輸送方法の構築

岐阜県 桜製麺蔵うどん － ホームページとＥＣサイトを用いた非対面型ビジネスの導入

岐阜県 ＦＬＡＰ株式会社 4200001034667 就労支援Ａ型事業所の事業オンラインで定着支援促進

岐阜県 株式会社クラウド 1200001030388 リモートによる非対面型商談システムの新設

岐阜県 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｍａｔｕｄａ － コロナに負けない店と新規顧客確保計画

岐阜県 ＬＩＮＫ株式会社 7200001037320 ご自宅に当店自慢の味をお届け！！テイクアウト＆デリバリー！！

岐阜県 株式会社村瀬煙火 9200001005366 花火革命！全国へ笑顔とエンターテイメント花火を届ける

岐阜県 サカモトサービスグループ － ＥＣサイト制作アパレル売り上げアップ計画

岐阜県 Ｍａｕｒｎｏｕｃｈｉ　ＧＯＬＦ － 自社ホームページ制作による試打予約システムの導入事業

岐阜県 北村直也建築設計事務所 － 新しい業務様式実践プロジェクト

岐阜県 プティカシェット － 「シセイカルテ」によるＡＩ姿勢分析の導入

岐阜県 美上質ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮ － マイクロラーニングで学ぶオンライン美脚レッスンの販売促進

岐阜県 有限会社Ｋｕｃｈｅ 9200002008756 ネット販売、地域連携宿泊宴会プラン、ＩＴ導入補助金支援事業

岐阜県 株式会社ＨＤＺＯＯＭ 1200001028374 ＯＥＭパッケージ請負サイト構築による非対面型営業開拓の実現

岐阜県 ヤマキュウ畳店 － 【襖の生産性向上・効率化によるサプライチェーンの毀損への対応】

岐阜県 株式会社つづく 4200001030658 ＳＮＳ活用型観光地の空き家活用型テレワーク用住居提供事業

岐阜県 月下美人合同会社 7200003002933 「非対面型エステ」と「動画配信による在宅美容」モデルへの転換

岐阜県 有限会社梅屋薬局 9200002000531 子育てママ向けのＥＣサイトを活用した非対面型販売事業

愛知県 株式会社オフィスＫ 8180001090602 ＨＰの改良による仕入れ先の複数獲得・販路拡大・雇用拡大

愛知県 株式会社ゲイン 6180001061175 輸入を最大限活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 株式会社ピアコネクト 3180001137515 テレワーク環境構築および展示会によるクラウド製品の販促

愛知県 株式会社丸増商会 3180001062135 ２４時間気軽にタッチ！自分にあった不動産情報を簡単にＧＥＴ！

愛知県 ナゴヤ鳥福合同会社 9180003020060 当店自慢の名古屋コーチン鍋セットのテイクアウトと販促事業

愛知県
株式会社スライブステージコーポレーショ
ン

4180001059709 ＥＣ・宅配・持帰りサイト構築による非対面経営基盤獲得事業

愛知県 やきとりのやまとや － 非対面強化！！安全な飲食環境の構築とテイクアウト事業の強化！！

愛知県 株式会社ヒューマンネットワーク 1180001116033 新商品のネットを利用した非対面型販路拡大

愛知県 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｃｈｅｚ　Ｂｕｎ － フランス菓子カヌレの店頭販売（テイクアウト専門）

愛知県 株式会社ハセ・リョウ 1180001120530 アンチエイジング美容鍼　長谷川亮　非対面型ＤＶＤ購入型セミナー
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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。

愛知県 果物屋　貫目 － テイクアウト販売を新規開拓し売上確保

愛知県 有限会社プレイジ 7180002053633 ＷＥＢ広告によるテイクアウトの宣伝と予約機能を活用した集客

愛知県 仲建設株式会社 1180001026488 自然素材で創る安心のテレワーク空間　「座居卓」　の商品開発

愛知県 三陽株式会社 6180001036136 ＳＮＳを活用した商品展示とネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 株式会社ＬｅａｄｉｎｇＭｅｒｃｈａｎｔｓ 2180001123986 タイでマスクの商品開発とクラウドファンディングを使った販売

愛知県 株式会社ＣＢＡ 5180001060384 ＥＣサイト感染症対策キットと非対面コンサルサービス

愛知県 株式会社クレイド 6180001122035 新卒学生と中小企業を繋ぐ証明写真撮影事業

愛知県 ぶるーベリー － 通販とテイクアウト、ファミリールーム新設で感染症対策

愛知県 寺コンシェルジュ　神山　里美 － 非対面型オンラインでのお寺めぐり講座と寺めぐりツアーの参加費

愛知県 近江牛炭火焼肉太郎也 － ＥＣサイトで自社製品販売とＷｅｂサイトで販路拡大

愛知県 レストランＢＡＲあさりちゃん － ＥＣサイト開設とランチ、テイクアウト、出前サービスの開始

愛知県 株式会社モニターユ 9180001011243 オンライン接客塾の開発とウエブによる顧客開拓

愛知県 焼肉小次郎 － テイクアウト販売とＥＣサイト、Ｗｅｂサイトで販路拡大

愛知県 アペティート化粧品株式会社 2180001009806 ヘアーカラーシミュレーターの開発と利用

愛知県
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　中区広小路
本町店

－ デリバリー実施による非対面ビジネス型での新規顧客獲得

愛知県 株式会社Ｃａｌｍ 4180001114100 オンライン環境を活用した非対面型企業研修メニューの構築事業

愛知県 バーズアイビュー － コロナ過の売上減を補うキッチン改修による料理提供サービス

愛知県 有限会社かどまつ 7180002058335 宅配＆インターネット販売

愛知県 Ｕｎ　ｒｅｐａｓ　ｄｅｌｉｃｉｏｕｓ － オンライン動画による健康的な料理の発信と販路拡大

愛知県 ＲｏｓｅＦｒａｎｃ － 高品質なオリジナルオーガニック商品のオンライン販売強化

愛知県 味暦ふた葉 － 安心安全なふた葉の料理をご家庭で！テイクアウト販売の拡充

愛知県 株式会社柴田電機製作所 9180001019682 事業内容、取り扱い商品の周知とネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 有限会社近藤食品 3180002056838 デジタル・アナログ新規顧客集客事業およびルートプログラム事業

愛知県 セントラルフォトプレス － 既存事業の挽回！そして新規事業獲得に向けての取り組み！

愛知県 ＥＬＭＯＤＥ（エルモード） － 自社ホームページによる情報発信とＥＣサイトによる販路開拓事業

愛知県 株式会社イノウエ商会 7180001058229 ＨＰのリニューアルとＥＣサイトの構築による非対面販売の推進

愛知県 はな有限会社 5180002042448 顧客、新規顧客への機器による対面接客の減少時短と感染予防対策

愛知県 株式会社ｉｆ　ｍｅ 9180001116471 キッチンカーを使用した障害者福祉施設向け宅配弁当の提供

愛知県 株式会社レスト 8180001113957 新商品開発によるテイクアウト事業とＥＣ事業

愛知県 名古屋工業株式会社 7180001008984 「フューネラル（葬儀）ビジネス市場におけるｗｅｂ戦術の実践」

愛知県 ソレイユ接骨院本山 － 姿勢評価オンライン化事業を中心とした新規顧客の取り込み

愛知県 恒川商事株式会社 4180001031436
リモート接客システム導入とＥＣサイトのシステム一元化と改修による集客力
強化

愛知県 喜分屋　元祐 － 家庭でも使用できる新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 タイペイズ － 新事業テイクアウトスイーツで新規顧客獲得を目指す
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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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愛知県 株式会社Ｇ－Ｐｌａｃｔ 2180001113104 専門的なヘアセットを学べるオンライン形式によるスクールの再開

愛知県 小枝ワークス － オンラインショップ、ＰＲ動画、ＨＰ拡充でクッコルの認知度ｕｐ

愛知県 株式会社アースデザイン 9180001119631 結果をコミット、オンライン英語学校を日本で開設する。

愛知県 はみがきやＨＥＡＲＴＳ － オンライン「口腔ケア」研修と、新規顧客獲得に向けた販促事業

愛知県 リソナンス － ヒプノセラピー資格取得オンラインスクール開校とネット広告強化

愛知県 株式会社ゼット・プラス 5180001118554 不動産物件がオンラインで内覧・商談できる事業

愛知県 Ｐｒｉｍｅ　Ｈａｉｒ　ＲＯＳＥ － 感染防止策を施した非対面式アイソレーション型サロンへの転換

愛知県 株式会社ＭＡＲＵ 8180001137675 電話予約を開始するためＨＰを改修し、かつ衛生的安心な店舗作り

愛知県 株式会社ＳＡＩＮＴＥ 7180001142528 換気窓設置による飛沫防止対策と新規顧客獲得

愛知県 Ｌｏｔｕｓ　Ｆｌｏｗｅｒ株式会社 6180001067610 濃厚エビ出汁のパエリアキット販売

愛知県 Ｓｙａｌａｌａ － ・オンライン講座の開講とオリジナルハーブティーのネット販売

愛知県 パソコンジム藤が丘 － チラシ配布・看板リニューアル・ＨＰ製作による販路開拓

愛知県 株式会社ｄｉｃｉｏｔｔｏ 8180001129953 顧客満足度向上への取り組みによる販路拡大事業

愛知県 株式会社ＢＬＦ 7180001139417 真空包装機を使って販路拡大と未来型オーダーシステム

愛知県 株式会社宮田楼 9180001041216 テイクアウトの販売強化、新商品開発、ＭＩカード新顧客の獲得

愛知県 アトリエニムラ － ＨＰ＆ランディングページによる勝負服オーダーで集客

愛知県 こぐま － ＥＣサイト・ＷＥＢ予約の導入による、感染症予防・販路拡大

愛知県 Ｆａｍｉｇｌｉａ　Ｃｏｖｏ － 子連れ主婦に優しいリラックスメニュー拡大と万全なコロナ対策

愛知県 ａｎｄ － ＥＣサイト導入やＳＮＳ等による情報発信に向けた店舗改装

愛知県 有限会社サクラ 4180002050856 楽器のオンライン商談を取り入れたウェブサイト構築

愛知県 ユーチューブビジネスサポート － ユーチューブを活用した、ホテル向け非対面型集客

愛知県 株式会社スマートコーポレーション 2180001104986 バーチャルモデルハウス導入！ホームページで建物見学可能

愛知県 株式会社ＤＩＯ　Ａｇｅｎｃｙ 4180001129148 ＥＣサイト新規開設による大学関連先の顧客開拓とサービス拡充

愛知県 三愛インテリア（オアシス・アート） － インターネットによる制作販売、非対面による全国へ販路拡大

愛知県 Ｄｏｕｄｏｕｊｏｕｏｎｓ － 尾州生地でメイド・イン・愛知の子供服開発とＥＣサイト拡充

愛知県 株式会社平野商店 7180001005164 ｗｅｂサイト・ＥＣ開設とコンテンツ配信によるｗｅｂ販売事業

愛知県 渡辺清乃 － ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇやオンライン配信など非対面商品の開発

愛知県 オーガスタラボ株式会社 3180001119612 ＲＰＡ導入支援事業の販路拡大とテレワークの環境整備

愛知県 株式会社アビリティ 9180001117164 バス業界復活を支援する！オンライン社員研修＆コンサルティング

愛知県 Ｖｅｎｕｓ － 夜の街とＷｉｔｈコロナで繋ぐ新しい非対面ビジネスプラン

愛知県 華墨ｈａｎａｓｕｍｉ陽水書の教室 － オンラインを活用した非対面書道教室ビジネスモデルの構築

愛知県 有限会社寿チェーン 6180002027679 インターネットライブ配信の高画質化及び客席感染予防増席対策事業

愛知県 有限会社まるみ 9180002033006 老舗鉄板焼店を守り抜き、顧客・地域とともに発展を目指す

愛知県 株式会社ＲＥＤＩＯ 5180001136011 テイクアウト・デリバリー専門業態の開発による販路の拡大
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採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

※重要
　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

愛知県 株式会社コアアルファ 8180001119343 居酒屋店舗の個室化と大型アクリルパネルによる感染予防対策

愛知県 有限会社新甫 2180002004384 魚料理を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 有限会社ケイ・イー・エス 3180002042004 自社商品の自動消毒ドライミスト噴射装置の販路拡大

愛知県 株式会社ライフィング 7180001072246 リモートアクセスシステムを活用した販路開拓

愛知県 株式会社イベリアン 8180001061033 ネット販売とテイクアウト販売による新規顧客の獲得

愛知県 山田曲物株式会社 2180001033252 テイクアウト需要獲得のための新商品開始とＥＣ販売の強化

愛知県 有限会社神企画 3180002087206 ネット予約システム導入で密回避と撮影サービスの展開で機会創出

愛知県 カラータクト・ブランディング株式会社 8180001120078 ・学びをとめないデジタル化・非接触型似合う色提案教育アプリ開発

愛知県 社会保険労務士事務所ｇｕパートナーズ － 中小事業者および役所に向けての非対面型営業、手続き業務完了への転換

愛知県 合資会社ＳｈｅｒｐａＲｅｐｕｂｌｉｃ 1180003016470 飲食店舗での非接触型ＥＣサイト構築（新規顧客獲得）

愛知県 有限会社吹上文化サロン 8180002005121 ライブ配信スタジオ化による音楽活動再開支援と販路開拓

愛知県 マニュモビールズ － 展示会出展による販路拡大及びオンラインストアへの卸売の強化

愛知県 名東紙工株式会社 6180001013622 抗菌対応の新製品の告知と異業種顧客獲得の為のＨＰリニューアル

愛知県 ゴトー酒店株式会社 5180001008276 業務用卸販売からの脱却、非対面型ビジネスへの転換

愛知県 接骨院三幸堂 － オンライン活用のサイトを作成し、慢性痛を解決する取り組み

愛知県
プラーナ・トランスミット・エンターテインメ
ント株式会社

1180001128697 ＨＰリニューアルにより、情報発信、オンラインレッスンの配信事業

愛知県 ＡＸＩＡＥｄｕｃａｔｉｏｎ株式会社 2180001111751 電子黒板の導入による非対面型保育事業の体制構築

愛知県 有限会社ＩＤＦ 6180002003011 アートフェアへの出展及び画廊・ＥＣサイトの拡充による販路拡大

愛知県 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　ｌｕ－ｖｉｔａ － Ｗｉｔｈコロナの時代にも負けない！！新しいネイルサロン作り！

愛知県 株式会社ナゴヤカタン 8180001007060 公共事業、一般産業機械分野への部品安定供給を図る取り組み

愛知県 食のアトリエ　ゆいの森 － 家庭でできる発酵料理のオンライン講座事業

愛知県 和のＷＡ － ＥＣサイト活用及びテイクアウト事業による販路開拓

愛知県 ＨｏｗＨｉｇｈＴｈｅＭｏｏ － テイクアウトカウンターと新メニューのＥＣサイト化で売上ＵＰ

愛知県 株式会社スターポイントＲ 1180001140347 「ＶＲ技術を活用したオンライン住宅展示場支援事業」

愛知県 株式会社シンボリ 7180001051737 ＥＣサイトとＨＰ更新で集客活性化による経営継続事業

愛知県
発達障害コンサルティングりあん　水月ひ
なた

－ 女性の発達障害者への社会参加手法のオンラインレクチャーの新設

愛知県 株式会社ジルダール 1180001065387 『アートのある暮らし』をバーチャルでプロデュースします！

愛知県 株式会社Ｂｅｒｉｔａ 2190001014020
『現地販売告知と非対面プレゼンテーションによる早期受注に向けた取り組
み』

愛知県 株式会社Ｓ．Ｉ．Ｃ． 8180001140027 非対面による販路拡大計画

愛知県 イズム進学会株式会社 3180002058124 中学受験オンライン個別指導のためのクラウドシステムの改修・構築

愛知県 青山都市設計株式会社 9180002035126 テレワーク設備と非対面プレゼンテーションの確立

愛知県 有限会社アレ 1180002048119 もっとテイクアウト！持ち歩きもできるフード開発

愛知県 合資会社伏繁商店 1180003003436 非対面ビジネスへの取り組みで信用度向上による販路拡大戦略

愛知県 ＣＬＵＢスターダスト － オンライン接客サービスによる新規顧客獲得事業
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愛知県 株式会社ラパンセＰＲＭ 2180001130215 いま求められる都市型美容院づくり

愛知県 ＢＡＭＢＯＯ庵 － 自家栽培無農薬野菜類・しじみ料理のテイクアウト及び直販

愛知県 ＯｅＣ合同会社 7180003020938 既存事業の売上需要減によるテイクアウトへの移行

愛知県 荒川理恵 － トランスジェンダー専用のマッチングサービスの提供

愛知県 川口法律事務所 － オンライン相談とテレワーク環境整備の促進

愛知県 株式会社ブライタス 7180001126910 ＬＰ（ランディングページ）開設による訪問営業からの脱却

愛知県 ＦＬＡＶＯＲ　ＯＦ　ＨＡＩＲ － ＥＣサイトの販売力強化と「密」を軽減による安心サロン

愛知県 焼肉那古野 － 一頭買い和牛をリーズナブルに『おうちｄｅ和牛焼肉』ネット通販

愛知県 株式会社華導 3180001124629 ＥＣ展開で新たなペット向け冠婚葬祭ビジネスへの転換を図る

愛知県 株式会社Ｂｌｕｅ　ｄａｉｓｙ 7180001090462 時代に合った新しい非対面型コロナを拡散させないネイルサロン

愛知県 有限会社レッドポイント 2180002038449 野外クライミング場の新規開設及び野外人工壁の改修と増築

愛知県 おがわ株式会社 4180001046707 非対面型販路拡大のためのＨＰ改修とＷＥＢマーケティング施策

愛知県 トレマタンブーランジェリー － 感染対策の強化と通販事業拡大による通路開拓からなる売上倍増

愛知県 乙味あさ井 － 本格的な創作和食料理を手軽にテイクアウトで食卓に笑顔を届ける

愛知県 株式会社リバース・コバヤシ 8180001043915 新たな暮らし方の提案、新規顧客獲得・既存顧客受注ための販促

愛知県 八剣伝　一社店 － 店外にテイクアウトブースを設置し、新規顧客獲得する。

愛知県 株式会社ＪＲＳ 2180001072845 ＰＨＪＡＰＡＮ　ＰＲＥＭＩＳＨなどネットを通じた直販、新規顧客獲得

愛知県 Ｔｏｍｍｙ　Ａｌｏｈａｓ － オンラインと出張によるサロンの多角的運営への転換

愛知県 ふうせん工房 － ＥＣサイトの制作と新商品の告知、また店舗の改装

愛知県 株式会社ＣＩＡ 3180001130024 キッチンカーによる非接触型飲食店の開発

愛知県 有限会社ＭＯＮＫＥＹ　ＢＵＳＩＮＥＳＳ 4180002056399 非対面型ライブハウス新規事業　ライブ動画配信サービス

愛知県 合資会社大西人形本店 1180003004871 自社技術を活用した新商品開発とネット販売を通じた新規顧客獲得

愛知県 株式会社ＭＣＭ 6180001113694 電気治療器導入と外看板を明るく一新する事による新規顧客獲得

愛知県 株式会社ＢＡＣＣ 3180001066103 あんかけソースの全国ネット通販およびテイクアイトの開始

愛知県 株式会社ＮＯＥＬ 6180001113653 コロナ禍にあっても懐かしい音楽とお酒で笑顔を届ける事業

愛知県 合同会社ＹＲＹ 7180003018247 カウンター増設による対面、密の削減

愛知県 まなびやぺぺ － 古民家利用（教室等）時のリモート対応への移行、新事業への着手

愛知県 Ｂａｋｅｒｙ　ｎｉｃｏｔｔｏ － ドウコンディショナーによる生産体制の強化

愛知県 ｔｒｅｎｔｏｔｔｏ（トレントット。） － 街の洋食レストランが考える地域住民のためのテイクアウト事業

愛知県 スクールＩＥ平針校 － オリジナルＨＰとオンライン相談会＆体験授業実施で集客力を向上

愛知県 北川工務店株式会社 7180001042109 自社ＨＰの作成とオンライン商談・見積機能で新規顧客を獲得する

愛知県 ＲＢプロジェクト － 「簡易樹脂成品を含む試作意匠デザイン開発の内製化」

愛知県
エイムマーケティングエージェンシー株式
会社

2180301024414 ＷＥＢサイトによる自社ブランド・ノウハウのライセンス販売事業

愛知県 株式会社わがんせ 1180301028944 ホームページ制作・テレワーク環境整備で販路拡大と業務効率化
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愛知県 ハウステックナルセ － “家のお困りごとならお任せ！地域の便利屋さん”ＷＥＢでＰＲ

愛知県 ＦＵＪＩＹＡＭＡ　ＰＲＯ － 珈琲の移動販売とＥＣサイトの充実による売上アップ

愛知県 Ｓａｎｔｏ　Ｓｐｉｒｉｔｏ － お家でみんなで、ゆっくり、じっくり、ワインとＴボーン

愛知県 すしの善衆 － コロナ禍でもご自宅で寿司屋の弁当を！テークアウト対応します。

愛知県 エコママ － 顧客が自宅から在庫がわかるシステム導入と密を防ぐ店舗改装

愛知県 有限会社トップウェイ 2180302002047 『非対面で契約から納車まで行えるオンライン商談に取り組む』

愛知県 株式会社ＴＡＴＳＵＭＩ 3180301012533 【ライブハウスを非対面型のオンラインライブスタジオへ転換】

愛知県 岡崎魚株式会社 3180301000307 魚介類処理場リニューアル　～安心・安全・新鮮～

愛知県 エジソン岡崎校 － 専用バイクの導入でデリバリーサービス開始および広告での告知

愛知県 石嶽石工業有限会社 3180302000272 対面は空間！非対面式で売上アップ！信頼・安心を伝える販路拡大

愛知県 ａｂｃリトミックスクール － ホームページの制作とオンラインレッスンの開講

愛知県 ｈｏｎｏ／ｈｏｎｏ／ｃａｆ － 店舗経営からの脱却と農産物を使った６次化商品開発へ転換

愛知県 株式会社Ｊｏｙｓｓ 6180301026373 ＥＣサイトオープンで販路拡大とテイクアウト新メニュー

愛知県 合資会社くすや呉服店 8180303000151 ＥＣサイト開設＆オンライン染め体験講座による新規開拓

愛知県 株式会社ハローテック 1180301030743 家電・住宅設備の商品・サービスを通じたオンライン新規顧客獲得

愛知県 手ごねパン教室Ｌｅａｆ － サンプル＆材料キット付きオンラインパンレッスンの導入

愛知県 丸石醸造株式会社 6180301001979 ＷＥＢシステム構築による商品の安心・安全の訴求と新規顧客の獲得

愛知県 ＯＭＥＮ　ｒｅｌａｘ　ｓｈｉｓｈａ　ｌｏｕｎｇｅ － ネット販売を可能にし、水たばこを安心して利用出来る環境作り

愛知県 有限会社大広社 3180302002137 売り上げ上昇、非対面型ビジネス計画

愛知県 ｄａｙｔｉｍｅ　ｂｅａｕｔｙ　ｃｌｕｂ　ＬＯＯＰ － 個室による非対面型施術とネットを活用したカウンセリング

愛知県 メナード化粧品　高塚南 － ＨＰでの動画レッスンとサロンのイメージチェンジと感染症対策の為の改装

愛知県 ＤＧ　Ｉｎｄｕｓｔｒｙ － 感染症対策商品の開発と既存商品の売上回復する為のＥＣ販路拡大

愛知県 有限会社水月 8180302001530 ＥＣサイトによるテイクアウトから当店の魅力を伝える事業

愛知県 イルソーレ － ＥＣサイトによるテイクアウト事業とＷＥＢ広告による販路開拓

愛知県 ｒｉｓｏｒｉｓｏ － “「台湾風！酵素玄米ちまき」を家庭で楽しむ！”通販サイト

愛知県 このみ － 「テイクアウト“ワンコインやきとり”でＶ字回復！！」

愛知県 有限会社鮨の松由 6180302001615 出前・テイクアウト限定、江戸前バラちらしの新メニュー開発

愛知県 マンツーマン英会話Ｉ－ＭＡＫＥ　ＦＣ － 外国人向け新サービスのオンライン展開による販路拡大事業

愛知県 株式会社Ｊｏｉｎｘ 1180301033985 テレワークに特化したワーケーション運営事業

愛知県 株式会社エムツープラニング 3180301000463 手軽でコスパなセルフ脱毛『ビューティープチボックス』事業

愛知県 三州屋 － 小売（新規開拓）と不動産（差別化）で攻めの事業持続化作戦。

愛知県 有限会社下條屋 2180302007310 非対面による感染予防対策の新たな試飲販売の確立による売上拡大

愛知県 Ｒ－ｎｅｘｔ合同会社 8180303004532 セルフ脱毛器の導入による非対面型ビジネスモデル転換事業

愛知県 ＣＨＩＬＤ　ＲＥＣ － スケートボードイベントの映像ライブ配信に対応する設備投資計画
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愛知県 パソコンサポートフルカワ － 非対面型サポート構築と外注作業内製化による事業拡充

愛知県 有限会社Ｏｏｌｏｎｇ 3180302012004 テイクアウト新商品開発とホームページ作成による販路拡大事業

愛知県 有限会社オザワ 5180302006862 地元情報誌を利用したテイクアウト事業展開による売上アップ事業

愛知県 吉キ － テイクアウトメニューの周知と店内の快適空間創出による顧客満足度アップ

愛知県 株式会社ブライトワークス 1180001133565 障がい児の安全を確保する為のバギー用接触リスク低減装置の開発

愛知県 のんのぐらす － 事業継続のため巧妙な作品作りとネットショップへの販路拡大

愛知県 有限会社丸富商会 4180302009932 非対面・非接触型の小売店を実現する店舗リニューアル

愛知県 株式会社協和クリーニング 6180301008727 高級ブランドダウンジャケットのネット宅配クリーニング事業

愛知県 桃華堂 － ネット販売の販路開拓および実店舗オーブンに向けての感染対策

愛知県 筆工房　由季 － 豊橋筆の技と魅力を活かした髙付加価値商品の開発及び販路開拓

愛知県 ＣＡＰＣＥＬＬ － ＥＣサイト及びＳＮＳを活用した非対面での販売マーケティング

愛知県 洋食厨房キッチン　Ｄｅｍｉ － 本格洋食の真空保存でテイクアウト強化とムダの排除で売上アップ

愛知県 ｅａｓｅ．ｎａｎｉ － 対コロナ・新しい生活様式に適合した新しい美容室スタイルの構築

愛知県 有限会社ゲッツマーケティングベンチャー 1180302012583 ウェディングＥＣサイト立ち上げによる商圏・販路拡大

愛知県 髪工房ｍｕｓｕｂｉ － お家にいながら綺麗になれる、非対面型ビジネスの導入

愛知県 有限会社安食建設 6180302006291 コロナ対応型自社パンフレットとオンライン見学会で集客率ＵＰ！

愛知県 テーラージャソール － ウェブとサンプル試着でオーダースーツ接客時間大幅短縮！

愛知県 青山柔整 － コロナ以外で脊椎の後方移動が由来となる咳の出る患者の緩和ケア

愛知県 リンクデザイン株式会社 2180302012590
ビデオ通話等を利用した非対面による、不動産のコンサルタント及びセミナー
の提供

愛知県 霧下そば　十勝庵 － テイクアウト事業の強化と新型コロナウイルス対策

愛知県 Ｓｅｅｄｓ　ｏｆ　ｈａｐｐｉｎｅｓｓ － オンラインヨガの設備投資及びスタジオ集客の回復に向けた販促活動

愛知県 ハウスオブクレイジー － 配信設備完備と感染予防強化による未来型ライブハウスづくり

愛知県 株式会社竜笑 4180301009066 「笑顔をとどける移動販売事業」

愛知県 安藤貴金属工芸 － 体験型ジュエリーショップとネット通信販売、加工への転換

愛知県 ｉｎｃｃ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － オンライン情報発信と施術接触の軽減スペース確保による顧客維持

愛知県 株式会社シカンリゾート 6180301009403 オリジナル商品のネット販売と新たな店舗仕様を通じた売上回復

愛知県 ｙａｍａ９ － アンティーク商品の魅力を伝える動画制作により新規客獲得。

愛知県 株式会社オークリウールドゥヴァン 3180301033109 テイクアウト事業、デリバリー事業、将来的にはネット販売事業

愛知県 合同会社ＭＡＴＵＢＡ 8180303004334 ＥＣ導入！！ほこほこと共に愛と健康が世界に広がった！！

愛知県 げんこつやま － 豊橋産　味付米こうじ味噌、味付豆味噌販売

愛知県 ａｃｃｏｒｄｄｏｕｘ － 新しい生活様式に対応したリラックスできるサロン作り

愛知県 ファルコはりきゅうマッサージ － 対面機会が少ない物販とジム機器の個人利用推進で＋αの売上確保

愛知県 セラピーサロン　レムリア －
ホームページを利用して、ＷＥＢ注文受付とオンラインでのカウンセリングを
販売拡大す

愛知県 麺屋　陣 － 自慢のラーメンをご自宅で！テイクアウトで収益確保！！
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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。

愛知県 三元紙業株式会社 6180301007308 自社における一貫体制の構築の発信並びに下請け体質からの脱却

愛知県 アトワタン － 東三河の旬を味わうお弁当の開発とデリバリーによる販路拡大

愛知県 ラクレフローリスト － コロナ対応型の店舗作りとシステムの実現による新規顧客の獲得

愛知県 ＵＮ１ＣＡ　ｄｅ　ＢＩＥＭＯＮ（美右衛門） － 訪問美容の新たな選択と美容の楽しみ方を形にしたＥＣサイト

愛知県 スナックＫｏＭａＣｈｉ － ママの絶品プリンをご自宅で！お店もクリーンに！

愛知県 コーチ・クライブ － オンラインカラー診断＆サブスク買い物同行の認知度アップ事業

愛知県 有限会社エス・エス・シー 8180302006645 非接触型治療機器の導入によるコロナに負けない安心治療

愛知県 ＭＳＳソリューションズ株式会社 7180001128782 自社サイトに後付できる新型ＥＣサイト構築で新規ネット顧客獲得

愛知県 株式会社タミーフーズ 4180001094078 ブランド力を生かした販路拡大戦略

愛知県 株式会社ＭＳ 8180001095527 タイヤ販売の専用サイトで顧客接点を増やし、新規顧客を獲得

愛知県 ＷＥＢ制作クリップ － 顧客満足に応えるプロ作成の安全・安心の１ページＨＰを全国へ展開

愛知県 四季の味　華晄 － 安心安全の完全個室化とＨＰ活用のテイクアウト拡充計画

愛知県 ニイミ理容 － 『ＥＣサイトを立上げによる、非対面型の新規売上の構築』

愛知県 食の蔵　酒菜 － 大人気商品を安心してご家庭へ！酒菜の味で宅飲み！

愛知県 有限会社Ｂダッシュ 7180002088836 ホームページリニューアルによる、「販路拡大」

愛知県 有限会社マイコム 5180002084003 クラウドサービス提供・パソコンリモートサポート

愛知県
株式会社アジアンブリッジインターナショ
ナル

3180001110587 古物競り市場のオンライン化とＳＮＳ媒体でのライブコマース導入

愛知県 西洋食堂Ｃｏｃｈｏｎ － テイクアウト事業販売強化のための宣伝広告及び店舗改装事業

愛知県 有限会社オトタ 7180002086451 テイクアウトに向けた料理を新商品開発し売上獲得

愛知県 有限会社一番鳥チェーン 8180002029839 『安全性向上の取組みとテイクアウト事業のスタート』

愛知県 ＲＩＡＮＧＢＡＬＩ － 徹底ウイルス対策！ネット動画で安心安全なサロンをアピール

愛知県 特定非営利活動法人リナスト 7180005016364 サンチュのオンライン販売と施設の感染症対策で売上基盤強化

愛知県 株式会社ＭＯＡＴ　ＷＩＤＥ 6180001131317 新型コロナウイルス感染症対策対応型店舗の新設

愛知県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ａｎｉｌ － 顧客ニーズと顧客特性に合致した、外見戦略術のオンライン提供

愛知県 有限会社ワンダーホーム 3180002084161 非対面のオンラインで、現地見学レベルの住宅見学会を実現

愛知県 だいえい接骨院 － 新しい生活様式に合わせた健康維持・増進への移行事業

愛知県 会徳建築 － 自分にあった椅子・テーブルをＥＣサイト販売で新規顧客獲得

愛知県 川村屋賀峯総本店 － スマホアクセス可能なＥＣサイトと新たなＨＰ構築で新規顧客獲得

愛知県 神野金属 － プラスチック焼却炉の活用で業務効率化と処分費削減及び環境保全

愛知県 株式会社コーワ精工販売 5180001085209 ＨＰを開設してＥＣサイト内で非対面コンサル営業

愛知県 株式会社デパレル 5180001142034 非対面型営業補完ツールの整備によるスマートウェア等の販路拡大

愛知県 有限会社かしの木 5180002078161
『美味しいテイクアウトで“おうち時間を楽しむ”＆ＧＯ　ＴＯキャンペーン愉しい
外食

愛知県 美容室ポワゾン － お客様の不安解消。更に“絆”を深める美容室への革新

愛知県 金銀花酒造株式会社 4180001082529 清酒発祥の地とされる尾張の銘酒をロサンジェルスへそして世界へ
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愛知県 有限会社プラスターラー工業 3180002078717 外構屋さんが教える「手渡しできる手作りの庭／おうち園芸」の販売

愛知県 ＶＩＡＵＲＡ －
『アフターコロナ時代へのエステオンラインカウンセリング＆ＷＥＢ通販の構
築』事業

愛知県 ＴＨＥ　ＤＡＹ　ＣＯＦＦＥＥ　ＳＴＡＮＤ － ＥＣサイトを利用したオンライン販売が可能な環境整備

愛知県 ｆｌａｐｐｅｒｓ － コロナ禍でも安心して通える環境づくりと施術時間短縮と満足度ＵＰ

愛知県 グッドプライス　名岐バイパス　一宮店 － 非対面サービスを強化し、新たなビジネスモデルにチェンジ

愛知県 有限会社ＦＬＡＴ 1180002077869 自動車の電動化に係る修理後の検査工程の内製化

愛知県 プレイスオブヘアーイトウ － 『女性も行きたくなる理容室アピールで新規顧客獲得』事業

愛知県 いちのみやいちご研究所 － 移動販売車によるいちご直売の売上増及び新規夏期需要の創出

愛知県 カレーナンハウス － ＣＮＨ（カレーナンハウス）弁当のテイクアウト販売

愛知県 エステ・ド・ベル － オンライン「美肌改善強化！」自宅にいても魅力を引き出す事業

愛知県 Ｍｏｎａｄｏ　Ｇｌａｓｓ － 初めてのホームページでブランド集約と販売を実現

愛知県 料亭　菊水 － 「守れ！一宮最後の料亭を！時代の変化に立ち向かえ！」

愛知県 茶房迎賓館一宮店 － テイクアウト需要に応えるパン製造・販売事業と店内改装

愛知県 ビストロプティル － 新型ウイルスに負けない、隅々まで安心安全なテイクアウト商品の提供

愛知県 株式会社ヒューマン・エンターテイメンツ 9180001086649 非接触を希望し外食を敬遠する消費者へのテイクアウトデリバリー事業

愛知県 株式会社ブレス 3180001132722 完全に差別化できる独自のフィットネス事業

愛知県 有限会社五藤住建 6180002076346 動画を活用した営業戦略で非対面型ビジネスの確立

愛知県 株式会社ユニセレクト 9180001109418 自社サイトを通じた自社オリジナルブランド商品の非対面販売を拡大

愛知県 ハレヘアーメイク － 完全マンツーマン施術を導入し、コロナ後のニーズに対応する

愛知県 株式会社ジック名古屋 8180001082756 オンラインで潜在顧客を掘り起こし対面販売及び宅配強化する事業

愛知県 有限会社サン・オリオン 8180002076393 ジャカード織り独自商品・技術魅力×伝える力（画像・動画）で新規販路開拓

愛知県 株式会社Ｋｅｎｔ’ｓカンパニー 4180002079887 テイクアウトの販売強化および別棟新設による売上増進策

愛知県 有限会社エブリセキュリティシステム 1180002081532
『非対面商談【オンライン商談システムｄｅガードマン】新設～ガードマンの手
配をもっ

愛知県 ほどほど家一宮グルメ通り店 － 脱居酒屋　おばんざいテイクアウト古民家お食事処への改装等

愛知県 キオン・ステューディオ － 地場素材のデッドストック収集と非対面型の販売拠点づくりに挑戦

愛知県 ＣＯＦＦＥＥ　＆　ＤＥＬＩ　ＬＵＮＡ － お持ち帰り商材、軽食、アルコール等の提供

愛知県
株式会社フューチャーアセットマネジメン
ト

1010601042843 （１）非対面式集客システム　（２）新しい生活様式に対応した設備導入

愛知県 株式会社リアルアイ 7180001120483 ８割非対面で新規取引ができる商談システムの構築

愛知県 株式会社ユーアールエー 4180001106196 対面営業からの脱却、ホームページによる集客拡大

愛知県 有限会社アイックス 4180002071456 クリーニングサービスのオンライン受注と店舗リニューアル

愛知県 Ｄ’ｓｍａｅｄａ － 顧客の自分磨きをトータルサポートするＥＣサイトの開設

愛知県 Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ａｃｔ　ＯＵＴＳＩＤＥＲ － オンラインによる非対面型販売と芝居小屋の環境整備事業

愛知県 株式会社タカシマ 4180001078997 新キャラクターの開発とオンラインを含めた商品の販売拡大

愛知県 陶磁工房ｍｏｎｏｋｏ － ネット販売の強化と、トイレの設置によるお客様の安心の確保
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愛知県 株式会社喜楽梅むら 3180001140394 少人数の個人客を虜にしお客様の望むスペシャルな空間提供計画！

愛知県 中京クリニカルセンター － 病理医専用在宅勤務ソフトウェアの導入によるテレワークの推進

愛知県 くつろぎ居酒屋　花 － ＥＣサイトの構築と電話予約で繁盛するお店作り

愛知県 有限会社創美 1180002073926 ○ＥＣシステム導入による『ＤＩＹｅｒ』層を狙った販路拡大

愛知県 ＣｉａｏＢｅｌｌａ － 非対面型新規ビジネスで現状打破

愛知県 合資会社宗仙製陶所 2180003010704 ＥＣサイト構築による非接触型陶芸体験の開発

愛知県 株式会社コリーナ 2180001064594 ＶＲを活用した非対面物件紹介システムの構築

愛知県 株式会社はらセラム 1180001079172 オンライン営業システム構築による新規販路開拓

愛知県 春暁陶器株式会社 9180001078877 個人向け商品の開発とオンラインショップの開設

愛知県 有限会社ココ・アソシエイト 5180002074160 楽天ＥＣサイト構築による売上アップと新規客獲得及び店内塗装

愛知県 路美容室 － 非対面のオリジナルヘアのアドバイスとネットを通じた商品販売

愛知県 フェイスＵＰサロン　ハナ－ｈａｎａ－ － オリジナル化粧品の開発と化粧品のオンライン販売

愛知県 ミノア産業株式会社 4180301032035 自社サイト設置による非対面窓口の確立と業務の見える化

愛知県 有限会社ミキヤ家具店 5180302015938 ポストコロナ対応のハイブリッド販売拠点（店頭＋通販）整備事業

愛知県 みゆき塾 － 子どもたちの学びを止めない『安心・安全な学びの場』の提供

愛知県 Ｙ＊ｒｏｏｍ － 店舗リニューアルによる満足度向上でリピート客増加＆売上拡大

愛知県 串揚げ居酒屋　亀福 － ニューノーマル対応に向けたテイクアウト強化および店内整備

愛知県 株式会社蒲郡養鶏 8180301024648 自動販売機の増設による自社ブランドたまごの販路拡大

愛知県 有限会社プロシード 4180302013918 ＥＣサイト構築による直販強化及びＷＥＢ広告による新規顧客獲得

愛知県 アスカプランニング － ＢｔｏＢ＋ＢｔｏＣへ挑戦！新ペン習字教室【ペン習チャンネル】

愛知県 カロリートレードトヨカワ － オンライントレーニングサービス開始とスポーツ整体院の開始

愛知県 株式会社三輪屋商店 9180301010267 自社ブランドの“ツインハーツの木製時計”のＰＲと販路拡大

愛知県 ＤｉｎｉｎｇＢａｒ８ － 真空包装機の導入等でテイクアウトによる新たな販路開拓

愛知県 有限会社秀哉 5180302018395 ＨＰ・ＥＣサイト強化による、製造卸から製造販売店への転換

愛知県 お好み焼き　小町 － テイクアウトの周知チラシ作成と店の良さが伝わる看板への変更

愛知県 有限会社ケイ・エス（金寿司） 7180302019029 デリバリー専門店の立ち上げとホームページの開設により新規顧客獲得

愛知県 ラトレ － マシン操作をＱＲコード動画説明とし非対面対応を実現！

愛知県 有限会社大泉建設 9180302018078 ＷＥＢ会議やテレワークを取り入れて仕事の効率化を図ります

愛知県 ｃｏｈａｃｏ．ｉｎｄｕｓｔｒｙ － 作品制作キットの制作・販売

愛知県 株式会社リライアンス 6180301032990 ＥＣサイト開設と３Ｄプリンタで金型サンプル造成サービス

愛知県 Ｇｌｏｂｅｉｎｇ合同会社 1180303002724 お客様から愛される商品のテイクアウトと感染防止対策事業

愛知県 Ｊｕｎｅ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ － 『人に・環境にやさしい美容室』の非対面な美容の取り組み

愛知県 ＡＬＬ株式会社 7180301020656 ウィズコロナを見据えた店舗改装とテイクアウト商品陳列の工夫

愛知県 いす屋の武田 － 「宅配を利用した食卓イス張り替え」のＨＰ作りと宣伝広告
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愛知県 株式会社インヴェスト 4180301021161 アメリカンバス×ハンバーガーの移動販売で新規売上を獲得する

愛知県 ｉｔａｌｉａｎ＆ｗｉｎｅ　ｃｈａｒｃｏａｌ － ご家庭で手軽にプロの味！おうちで楽しむ本格イタリアン

愛知県 中澤石材店 － 石の魅力、お墓の大切さを個別対応で発信。こだわり客獲得へ！

愛知県 有限会社ドリーム産業 6180302022850 デジタルによる新規集客活性化とテイクアウト需要への対策

愛知県 旬香亭ふじ － 地産地消を積極的に取り入れたテイクアウト等の販売強化事業

愛知県 Ｓ．ＨＯＰＥＳ － オンラインカルテ導入による“効果の視える化”で正しく若返る

愛知県 タナヲ屋呉服店 － 非対面接客・対応型ホームページ＆ネットショップの新開設

愛知県 肉の館　清州園 － オンラインを活用した新商品開発とＥＣ事業による販路開拓

愛知県 とりとり亭　碧南中央店 － 本格焼鳥居酒屋の味を自宅で

愛知県 株式会社小笠原木型 5180301016276 コロナの空気を吹っ飛ばせ！クリーンな空気で部品を生み出す

愛知県 ｅｙｅｉａｓｈ　ｒｏｏｍ　ｃｈｅｒｉ － 眉メイク用品ＥＣサイト構築による非対面ビジネスへの転換事業

愛知県 安城建築株式会社 5180303001945 ＶＲによるモデルルームを活用した非対面による営業力の強化

愛知県 安城ソフト整体院 － 波動検査装置ニュースキャンセラピー導入による非接触施術の実現

愛知県 株式会社クリニカルサポート 4180301016186 「エコーの先生」ブランディングで新規顧客獲得

愛知県 アイ・プランニング － オンライン腸活事業で美容＆健康意識の高い女性を新規獲得！

愛知県 みきともカイロプラクティック － 整体院が取り組むオンライン施術・運動・ケア指導で新規顧客開拓

愛知県 有限会社吉野屋 6180302017396 ホームページリニューアルを軸とした、広報、ＳＮＳ、テイクアウト強化

愛知県 有限会社立希 6180302020755 営業資料Ｗｅｂ動画化による非対面型営業の構築と商圏の拡大

愛知県 ＨＩＤＥ和太鼓Ｓｃｈｏｏｌ － 和太鼓による青少年育成を見据えた練習・レッスン環境の提供事業

愛知県 二葉鍼灸院 － 患者との対面時間短縮のためのリモート対応策

愛知県 炭焼き酒場ＴＯＲＩ－ＹＡ炭の助 － コロナを克服！名古屋コーチン料理のテイクアウトで新規顧客開拓

愛知県 株式会社ままやタイガー 2180301027524 テイクアウト予約と非接触営業強化による新規顧客開拓

愛知県 整体院一葉 － 提案型オンラインメニューと既存メニューの認知度向上

愛知県 玉木屋 － ＥＣサイトとキャラクター人形作成による販売促進事業

愛知県 Ｉ＆Ｉ　ｅｄｕｃｅ － ３密を回避、屋外・短時間での高付加価値５本指健康靴の販売事業

愛知県 合資会社坂辰商店 3180303002747 密集、密接回避のための接客動画配信、接客スペース新設計画

愛知県 桜庵 － ホームページ作成でテイクアウト始動を。スムージーに賭ける！

愛知県 旬彩石川 － 「旬彩石川」日本料理店としてのブランド力向上計画

愛知県 エサキ建設株式会社 8180301022338 予約システム導入による販路拡大と地域密着サービスの展開

愛知県 リブラ － エステ施術の接触時間短縮とオンライン講座開講で売上減少を克服

愛知県 アヤンセラピーサロン － 「チベット体操」をきっかけに、トータルビューティサロンをＰＲ

愛知県 ヘアーサロンオクヤ － 脱毛機の導入で若年層の集客アップ＆セルフ脱毛で感染症対策

愛知県 あかしろ蕾 － ＷＥＢによる新規顧客の獲得とリモートによる非対面型への移行

愛知県 徹底塾 － コロナに負けないための、プログラミング授業オンライン化
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第４回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

※重要
　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

愛知県 ヤマヒロ石原海苔店 － お客様目線に立ったオリジナルパッケージとＨＰの作成

愛知県 株式会社吉良のまほろば 2180301034041 ｗｉｔｈコロナ！ＷＥＢ活用による新規顧客開拓！

愛知県 株式会社魚とら 9180301022329 オンラインで「攻めて」売る老舗飲食店の売り方リノベーション

愛知県 有）ピエロキッズ 8180302027526 セルフ施術機械導入により他店と差別化を図りコロナ禍を乗り切る

愛知県 愛知西尾カイロプラクティック － オンライントレーニングの新設と非対面事業の取り組み

愛知県 株式会社ムトウ 7180301022834 制服採寸予約システムによる非対面型ビジネスモデルへの転換

愛知県 Ｒｏｓｅｙ　Ａｐｈｒｏｄｉｎａ － オリジナルグッズオンライン販売事業

愛知県 おそうじ本舗碧南店 － 新サービス導入事業非対面式清掃サービスの展開

愛知県 ＬａｖｉＢａｌｌｅｔ － Ｗｉｔｈコロナでの発表会の開催で生徒に夢と元気と楽しさを！

愛知県 田畑建設株式会社 9180301022948 家づくりもリモートで　非対面型営業システム構築で新規顧客獲得

愛知県 Ｃａｆｅ　ＨＯＴＣＨ　ＰＯＴＣＨ － オリジナルスイーツのテイクアウト事業で販路拡大

愛知県 ＴＥＡ　ＳＴＡＮＤ　ＲＯＢ　高蔵寺店 － 地域の方に喜んで頂くためのテイクアウト専門店の新メニュー開発

愛知県 有限会社星山建築 3180302027489 予約システム導入及び打ち合わせ室改修による販路開拓

愛知県 居酒屋　蒼 － コロナ感染症に負けない安心・快適な店づくり！

愛知県 まる豚らーめん － 感染防止対策の強化で安心・安全な店づくり！

愛知県 沢戸燃料店 － ＬＰＷＡ（省電力広域無線通信）遠隔無線検針システムの導入

愛知県 美ーＰｕｌｌ株式会社 2180301028340 自社サイトを構築して、新規顧客獲得、売上増加

愛知県 Ｔｚミュージックスクール － オンラインレッスンの構築とピアノ受講者の集客による販路拡大

愛知県 有限会社フォーレ 6180302018881 焼き菓子（ギフト）商品の強化のための商品開発とパンフレット制作

愛知県 株式会社ワンダーサービス 6180301029946 他に負けない安心感で高齢者を受け入れるナーシングホームに

愛知県 さくらや。ｃａｆｅ － 地元名産の抹茶を使った持ち帰り新スイーツの開発と販路拡大事業

愛知県 吉村紳　一級建築士事務所 － オンラインとＶＲを使ったリアルな家づくりをＷＥＢ広告で集客

愛知県 ホッタスポーツ － ＥＣ販売強化によるスポーツ業界初の非対面ビジネスモデルの構築

愛知県 株式会社ＧＥＴＴＩＮＧ　ＯＵＴ 4180001098780 テイクアウトとリモートトレーニングＨＰ作成等による販路開拓

愛知県 Ｓｅａｓｏｎｃａｆｅ茶の間 － 地元の魅力再発見！歴史空間で地産地消のランチ・雑貨の提供

愛知県 山蔵産業株式会社 6180001096667 ＥＣ販売による新規顧客獲得

愛知県 はぴねすくろーばー － 非対面型施術サービスの提供による新規顧客の獲得

愛知県 株式会社丸文自動車 9180001125150 大手ディーラー作業の内製化によるサプライチェーンの毀損への対応

愛知県 あまつしま不動産株式会社 2180001116602 ３６０度カメラを利用しＶＲによる内見およびリモートによる接客スタイル事業

愛知県 ＹＯＳＡＰＡＲＫ葵 － 非接触のマッサージを可能にした再生カブセルによるセルフエステ

愛知県 ｐｌｕｓ　ｋ － ヒンメリの周知・販売チャネルの展開

愛知県 合同会社ＧＴＯ 9180001113262 ＥＣ広告運用による売上拡大と非対面ビジネスへのシステム開発

愛知県 株式会社恵那シルク 1180001073794 オンラインでの商品販売のためのＷＥＢページの作成と新商品開発

愛知県 株式会社オガッシダイニング 1180001104450 【Ｔａｋｅｏｕｔの拡充】
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第４回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

※重要
　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

愛知県 株式会社ファーストステップ 5180001100108 コロナ感染リスクの低い自立学習『ＲＥＤ』を立ち上げる

愛知県 株式会社Ｆａｉｔｈ 4180001133455 地域に密着！住宅と保険のオンライン相談の予約サイト

愛知県 株式会社ヒロセ 3180001074824 ドローン点検による新規ビジネスモデルの構築による販路拡大

愛知県 サブカルビルあにめろでぃ － ラジオ広告による宣伝とオンラインライブ配信による販路開拓

愛知県 百笑 － 非接触のためのテイクアウト事業の推進による売上確保

愛知県 ふたばプロジェクト － 気心の知れた仲間・家族と安心して気兼ねなく過ごす宿「あ・うん」

愛知県 株式会社イトウ 5180001073700 『さらなる独自化へ！～自社オンラインショップ精度向上～』

愛知県 株式会社ＴＡＮＴＡＮ 2180001131709 テイクアウト用機器導入と商品受け渡しカウンター設置

愛知県 いな穂 － 近隣の方に求められるランチを、なるべく非対面で提供

愛知県 Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ － テイクアウトによる売上の底上げ・新規外国人顧客獲得の環境整備

愛知県 有限会社雄俊 5180002071190 オンライン授業と映像教材システム導入による非対面型学習塾事業

愛知県 有限会社オスロ 3180002034562 非対面型営業の推進による集客力強化と下請からの脱却

愛知県 三代目ひょうたんや － ソーシャルディスタンスを保ちつつ、安心して食事できるお店作り

愛知県 株式会社エー・アイ・システムプロダクト 8180001073763 ヒト・モノ・環境に優しい抗ウイルス・抗菌剤の開発と販売強化

愛知県 株式会社開心 8180001077351 新メニューで新規顧客獲得による売上増加

愛知県 株式会社ユニコン 2180001075154 ＷＥＢでのＢｔｏＢおよびＢｔｏＣの開設

愛知県 株式会社ヴィックライン 5180001108877
気密性能測定器を使用した建築工事現場の接触機会低減及び新規顧客獲
得

愛知県 有限会社ビー、エス、ティー 8180002012357 換気の良い空間での食事提供とテイクアウトの量産体制

愛知県 薬師神商会 － ネットを通じた紹介・注文専用販売と貸出事業での新規顧客獲得

愛知県 春日井電気株式会社 4180001073899 工事管理システムの導入によるテレワーク環境の整備

愛知県 プチマリ － 新規顧客獲得のための動画作成とＨＰ改修、ＤＭの送付

愛知県 永田自動車 － ＦＦＦ（Ｆｅｅｌ　Ｆｒｅｅ　Ｆｉｅｌｄ）レンタル事業立ち上げ

愛知県
合同会社訪問看護ステーションヘアカット
プラス

6180003020699 非対面での、広告、動画、ネットワークを活用しての利用者の獲得

愛知県 株式会社アース・トラベル 3180001073578 オンラインで販売可能な自社ＨＰの作成とペット事業への業態変更

愛知県 株式会社オギハラ 3180001073850 新規顧客獲得の為のテイクアウトメニュー開発と広報活動

愛知県 アルファーラベル株式会社 4180001042160 「水に強いお名前シール」による販路拡大

愛知県 ウェルネスエイド整骨院 － ＨＰを新規作成し新規顧客の獲得、オンラインサービスの提案

愛知県 ＣＵＴ　ＳＡＬＯＮ　ＢＯＯＭ － 新シャンプーシステムとゆったり個室化によるプライベートサロン

愛知県 株式会社Ｌｅ　ｂｅｌ　ａｇｅ 3180001117756 地道な店外販路の開拓とオンライン販売による「場の脱却」事業

愛知県 株式会社ティーコレクション 2180001091077 リモート、非対面型営業への切り替え事業

愛知県 株式会社Ｌｏｏｐ 6180001077799 非対面型での販売強化と多目的店舗化

愛知県 ＨｉｒａｔｅＲｙｏＤａｎｃｅＳｔｕｄｉｏ － 動画撮影・編集を売り出すホームページ開設で新規顧客獲得

愛知県 ＴＩＮＩ（ティーニ） － 非接触セルフエステでマスク肌荒れなどに悩む新規顧客獲得

愛知県 まいまいＳＭＩＬＥ － パーソナルトレーニングのオンライン指導の確立と認知度向上
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第４回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

※重要
　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

愛知県 石窯ピッツアｍｏｏｎ － テイクアウト事業の拡大による販路拡大と新規顧客獲得

愛知県 合同会社Ｔｓｕｍｕｇｕ 1180003016702 オンラインシステムを新規導入し全国から新規顧客開拓で売上ＵＰ

愛知県 株式会社ワイズトップ 4180001075367 コロナ対策商品等、新商品ラインナップ増加ＨＰによる販路開拓

愛知県 株式会社創コーポレーション 8180001088407 会席弁当の商品開発及び販路拡大事業、店舗空間の充実

愛知県 株式会社まるすぎ 1180001077754 弁当、仕出しを非対面で注文できるホームページのリニューアル

愛知県 セイ行政書士事務所 － リニューアルＨＰ制作およびＷＥＢ会議・打合せの実施

愛知県 株式会社リンクアップ 8180001078052 感染予防・除菌対策業務の強化及びＳＮＳを利用した新規顧客獲得

愛知県 吉田建築 － 資材置き場増築によるコロナ禍での事業継続・売上確保

愛知県 アトリエイジュウイン － 映像コンテンツを用いたＷｅｂ広告による販路開拓

愛知県 洋食カフェグリルオニオン － テイクアウト商品の移動販売事業と、認知度ＵＰで新規顧客獲得！

愛知県 株式会社インターリンク 3180001077083 感染症対策品の開発とホームページと商品チラシにて新規顧客獲得

愛知県 株式会社末広 2180001074296 テイクアウト、オープンスペースでの販路開拓

愛知県 合同会社ジンバルワークス 4180003018497 最先端アプリケーション導入による業務効率と高度化

愛知県 株式会社カネオク 9180001078480 アフターコロナ時代へ～新しい生活スタイルの提案～

愛知県 株式会社ディーフェイス 2180001077670 ・感染症対策と、テイクアウト用メニュー開発及び、ＰＲ

愛知県 有限会社原石材店 8180002081105 石のスペシャリストによる翡翠アクセサリー製造・ネット販売事業

愛知県 有限会社野村緑華 6180002081049 ログハウスの魅力を伝えます！ＶＲ見学会で開催

愛知県 株式会社永井水道設備 5180001085992 地域にＰＲ！水のトラブルを水道屋が迅速に解決します！

愛知県 有限会社ラルゴ 2180002081390 Ｗｉｔｈコロナに対応したネット通販とバリアフリー化

愛知県 ＣａｆｅＲｉｅｃｃｏ － テイクアウト販売の認知度向上と安定した販売体制の確立

愛知県 月田 － 換気の良いテラス席の拡張

愛知県 えびす勘吉 － 新規顧客の獲得とテイクアウトの売上げアップ

愛知県 動フィット － 新サービスにおける売上自社直比率の向上と認知度の向上。

愛知県 ＫＩＮＵＮ － 顧客集客と管理を目的とするシステム導入及びコロナ対策への投資

愛知県 ヘアーサロン・カキタ － 半個室化によるプライベート空間で地域Ｎｏ．１の理容室へ

愛知県 ゴジラーメン阿由知 － チラシ、情報誌、看板にて店の告知をし新規顧客と固定客を獲得！

愛知県 あっとぷらす － コロナショックで変わったライフスタイルへの挑戦！

愛知県 Ｍａｒｂｅｌｌｅ － 非対面を可能にする機械の導入と新たなサロンのイメージで集客

愛知県 合資会社吉野屋 2180003013161 ＨＰとＥＣサイトで新たな未来へ！！勝つぞコロナに！

愛知県 ウィンフォ － アフターコロナ、変革の時！デジタルコンテンツ事業への参入！！

愛知県 有限会社常滑給食 5180002086172 キッズルームの整備でコロナ渦でも安定供給できる体制づくり

愛知県 有限会社山源陶苑 1180002086366 【常滑焼の甕（かめ）を使った甕パンでネットを通じて新規顧客獲得】

愛知県 Ｂａｓｅ　Ｃｏａｓｔ － 自社サイト構築及びギフトパッケージ開発によるＥＣ強化事業

愛知県 司法書士しょうむら法務事務所 － 次世代型ＩＴ受注システム構築によるＣＳ向上と業態のリーン化
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第４回受付締切分）
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※重要
　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

愛知県 福女 － おばんざいが実現する新しい店舗運営

愛知県 二宮　愛 － ウェブ会議を活用した新製品の仕入れとネット販売

愛知県 長谷川自然療法院 － ネット予約による非対面型システム構築と予防整体サービスの導入

愛知県 ＤｅｎｔＡｒｍｏｒ － 歯科従事者のための感染対策オリジナル診療衣を全国へ！世界へ！

愛知県 株式会社マエダモールド 2180001093305 ネット活用による非対面型営業とサンプルキットでの情報発信強化

愛知県 魚文 － テイクアウト事業展開による新規顧客の獲得とそれに伴う店舗改装

愛知県 岩田電設 － 新規ＨＰによる非対面サポート導入及び高齢者に優しい店舗作り！

愛知県 平五郎 － 非対面型のネット店舗開設とオリジナル布地の着物・帯の開発

愛知県 マーガレットヘアワークス － 動画活用と新技術導入で時短施術実現と新規顧客の獲得

愛知県 宝友シール株式会社 1180001093280 非対面型商談強化とソリューション提供型ビジネスへの転換事業

愛知県 株式会社古窯庵 5180001102566 お客様ファーストな非対面型店舗空間の構築

愛知県 株式会社暮布土屋 4180001119140 テイクアウト用冷凍食品の開発とホームページ新設によるＰＲ強化

愛知県 Ｓｏｇ．（ソグ） － コロナ禍でも安心安全な店舗づくりとネット予約で新規顧客拡大！

愛知県 武馬織布合資会社 3180003012385 製織技術向上設備導入及び非対面ビジネスへの転換による販路開拓

愛知県 アンジュマリー － セルフマシーンを導入した非対面型サービスと新規顧客獲得

愛知県 有限会社古田電機 2180002082158 街のでんきやさんの新たな挑戦による販路拡大

愛知県 Ｃａｆｅ　ｊｕｊｕ － テイクアウト用新メニュー開発・販売活性化による認知度向上

愛知県 鈴木珈琲館 － 自家焙煎所への業態転換による新たな収益源の確保と販路拡大

愛知県 クレオ株式会社 4200001009628 新型オリジナル遊具の全国への販路拡大のための展示会出展事業

愛知県 在宅子育て支援ちゅーりっぷ － 感染症対策による安心安全な環境の施設による事業展開

愛知県 株式会社Ｒａｉｎｂｏｗ 2180001118292 生徒に安心して利用できる非対面型（オンライン）指導環境の構築

愛知県 有限会社カスヤドアー製作所 9180002000360 自社ホームページの制作によるＰＲ媒体の確立と販路開拓

愛知県 フタエボリ鍼灸整骨院 － 非対面セルフケア事業の新規展開に必要な店舗改装と新規顧客獲得

愛知県 株式会社ダイバージェント 5180001136390 サプライチェーンの毀損解決を図る設備導入による新規顧客獲得

愛知県 Ｌｉｖｅ＆ＢａｒＢａｃｋＤｒｏｐ － ホームページを活用したライブ配信とチラシを使った新規集客

愛知県 ローゼ・アルモニー － 一般向け予防医学に関するオンラインスクール講座の開設

愛知県 Ｃｈｅｚ　Ｃｈｏｕｃｈｏｕ － コロナ対策で安全性と安心感をお客様に伝える

愛知県 株式会社ＮＩＧＨＴ　ＣＡＦＥ 3180001077414 郷土料理の非対面販路開拓による新たな事業展開

愛知県 有限会社Ｔ’Ｓ８ 1180002070717 タッチパネル券売機を活用した非対面型オペレーション改善

愛知県 太田屋小牧店 － テイクアウト・ギフト商品開発及び真空包装機設備導入

愛知県 株式会社ＷＥＢＤＥＡ 6180001138535 中小企業向け低価格の広告動画開発と非対面接客ツールの導入

愛知県 株式会社自家製麺いづみ 1180001137665 新型タッチパネル券売機と呼出機で接触と待ち時間を大幅カット！

愛知県 中部テラーサービス有限会社 5180002069441 変わりゆく環境と活動に適応できる販売

愛知県 Ｌａｄｙ　Ｐｏｒｔｉａ － 過去の経験を生かした業態転換で新型コロナウイルス感染症に対応
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第４回受付締切分）
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※重要
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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。

愛知県 心香堂 － おうち時間を充実させる新商品開発とＥＣ販売による新規顧客獲得

愛知県 サハシ施術院 － オンラインを活用した新たなカイロプラクティック事業

愛知県 スタヂオふうしゃ － オンラインビジネスに向けての動画コンテンツ強化の提案

愛知県 株式会社ＪＴ 9180001120713 弊社の事業内容の認知度を全国的に拡大し、売上回復を狙う事業

愛知県 有限会社志村プレス工業所 1180002069172 ＢｔｏＢとＢｔｏＣの相乗効果を発揮して異業種参入販路拡大を目指す。

愛知県 有限会社佐々木塾 7180002074308 少人数指導強化とコロナ対策のための教室環境整備

愛知県 居酒屋八起 － 店内環境と新商品の開発による新規客と既存客の増加

愛知県 自然薯工房 － キッチンカー導入による自家栽培自然薯料理のアウトドア販売

愛知県 茶亭　椿 － 高齢リピーターが安心して寛いで頂くための環境整備

愛知県 萱場コンクリート工業株式会社 5180001080770 飲食業向け安価な製品開発と自動商談型ホームページの製作

愛知県 ラカサビエハ － 本場ペルー料理のテイクアウト販売と店内改装

愛知県 リスタートダンスクラブ － 社交ダンスでサクセスフルエイジングを実現する新提案

愛知県 焼肉　水谷 － キッチンカー導入によるコロナ禍に打ち克つ売上アップ大作戦

愛知県 有限会社パブリカ 4180002058858 少人数向けのメニュー開発とインターネット開設による顧客獲得

愛知県 合同会社ＧＡＴＴＳＵ 2180003017096 ＨＰを活用したコロナ対策表記と自己ケアや外傷の基本知識を発信

愛知県 ＡｒｒｏｗｓＨａｉｒあいば － 光脱毛機導入・セルフ脱毛による非接触営業への取り組み

愛知県 株式会社知多不動産 5180001092601 「大府住まいる応援隊」ＷＥＢ整備による賃貸事業の生産性向上

愛知県 有限会社人形の川秀 6180002085017 自社新規開発商品をＥＣサイト販売と周知・ペルソナ設定の見直し

愛知県 有限会社青い鳥 4180002084549 テイクアウトサービス拡充と１人カラオケ無料化で売上アップ事業

愛知県 ホンダトーヨー住器株式会社 8180001092706 住まいの施工事例型オンライン会員向け見積システム構築事業

愛知県 株式会社Ｑｕａｌｉｔｙ　ｏｆ　Ｌｉｆｅ 1180001127773 ＥＣとＹｏｕＴｕｂｅ及び脱毛による新規事業で売上アップ！

愛知県 有限会社日邦精工 2180002085012 汎用旋盤の導入による生産性の向上と内製化による売上アップ

愛知県 ｃａｆｅ　ｋａｙａ － 菓子製造キッチンを増設してテイクアウトの販売拡大！

愛知県 縁家 － コロナに負けない！顔の見える大工さんでＷＥＢ集客。

愛知県 保育園さくらんぼ － 感染対策掲載ＨＰの作成により安心・安全を届け顧客の新規獲得へ

愛知県
フォノン技術士・労働安全コンサルト事務
所

－ スマホで誰にでも簡単に当事務所の魅力を伝えられる仕組みの構築

愛知県 アトリエＹＵＫＩ － ＥＣショップ構築による非対面型商品販売事業の実施

愛知県 清雅屋 － 自宅で買える「非対面オーダースーツ」による販路拡大

愛知県 ウェレア鍼灸院 － 非対面ビジネス展開による顧客の発掘・販路拡大事業

愛知県 ダンスケイト合同会社 8180003016745 コロナ禍におけるカタログ通販強化対策事業

愛知県 株式会社ゼロガナイズ企画 2180001118739 クレーム“ゼロ”のコンサルが挑むＷｅｂ営業マン構築事業

愛知県 林海商事株式会社 9180001064316 格安ＳＩＭカードオンライン契約による新規顧客の獲得

愛知県 Ｃａｒａｖｅｌｌａ － 溶接機械の導入による修理の短納期化と非対面事業の強化

愛知県 鮨京 －
天然物魚介類を活かした、「手巻き寿司セット」を販売し、インターネット販売
及びテイ
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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。

愛知県 株式会社リヴァストン 8180001122322 会員制注文システムによる非対面型販売の拡充

愛知県 名城企画株式会社 3180001055659 オンライン商談を活用した新規用地獲得のためのネット環境の構築

愛知県 株式会社エクシオ 7180301024715 来店不要！配車＋引取りサービス開始と広報強化で販売促進事業

愛知県 株式会社ＣＯＷ・ＣＯＭ 2180301009027 ネットショップを利用した非対面接客型の販路開拓事業

愛知県 フラワーデザインオフィス － 販路拡大！カフェスペース併設アンテナショップ開設事業

愛知県 株式会社芳蘭亭 9180003004815 ＥＣ販売での消費喚起と新たなテーブル配置による間隔確保

愛知県 合資会社角重 3180003004283 テイクアウト・デリバリー新規参入事業

愛知県 ｐｏｃｋｅｔ． － 初心者でも安心のファブスペース運営と３Ｄデータの入稿受付開始

愛知県 サコロッケ － ネット通販とテイクアウトでフェアトレードを広めたい！

愛知県 音楽ライブスタジオフラム － オンラインでライブと音楽練習ができるライブスタジオ

愛知県 岡田生花 － 新規ネットショップ運営による鉢植え・観葉植物等販売強化事業

愛知県 合同会社あかみ 4180303002639 楽しむ会によってそれぞれ選んで使って頂くテイクアウト料理

愛知県 オン・タイム有限会社 4180002058206 新しい日常に合わせたリモートスタジオサービスの開発

愛知県 株式会社ヨシダインテリア 5180301019543 リモートでも提案型のオーダーカーテン販売で売上アップ

愛知県 勲碧酒造株式会社 1180001087720 こだわりのお酒、自慢の酒蔵を全国へ発信！地産を目指します

愛知県 ピアノ＆ヴァイオリンスクールアンジュ － 新規事業の立ち上げとオンラインレッスン・非対面型営業の実施

愛知県 株式会社松浦 9180001013462 展示会での販路開拓とネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 株式会社ｃｏｋｏｒｅ 6180001058543 ＷＥＢ・紙媒体を活用した非接触・非対面型販売方法の構築

愛知県 誠山会 － 初心者用新規講座を訴求し非対面オンライン講座を提供し販路開拓

愛知県 株式会社Ｇｒｏｗｔｈ 1180001126461 ミラーロイドの導入による集客および顧客満足度アップ

愛知県 株式会社ＮＯＢＵコーポレーション 3080401018242 自家製麦そばを全国販売！ＥＣサイトで販路開拓！

愛知県 株式会社愛和物産 7180001108826 食材紹介の新ＥＣサイト「十一代目　伊平治」で新規顧客獲得

愛知県 株式会社ＡＺ・ＷＯＲＫＳ 7180001064755 非対面撮影の構築と販路開拓へ

愛知県 Ｇｏｌｄｅｎ　Ｂｅａｒｓ － 団体宴会に頼らない個人ファン拡大への事業転換

愛知県 株式会社ＭＡＶＥＲＩＣＫ 4180001142258 Ｗｅｂサイト製作による、非対面型営業と販路開拓

愛知県 株式会社サン・プール・サン 4180001068882 非対面型営業と写真のネット販売を可能にするＷｅｂサイト製作

愛知県 田中モータース有限会社 3180002014176 ＨＰを活用し非接触型の車関連のＥＣサイトを構築し売上アップ

愛知県 有限会社アイシープラス 1180002058076 オンラインセミナーによる非対面ビジネスモデルへ転換

愛知県 株式会社ＬＣＷＯＲＫＳ 4180001140609 機材導入で可能となる新メニュー展開とデリバリー人気獲得

愛知県 株式会社セリフードサービス 2180001139652 キッチンカーで食文化に活力を！

愛知県 麺日和千秋店 － 人気大盛りメニューと新テイクアウトで車椅子に優しいラーメン店

愛知県 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　２２３（ドゥードゥートレ） － テイクアウト・通販を宣伝注文フォローまで構造化する仕組み作り

愛知県 株式会社エムズダイナー 4180001050691 競合他社の生産停止に伴う新商品の生産要請に応ずる設備投資事業

愛知県 喫茶ＮＩＳＳＩＮ － テイクアウト事業の拡大と店内環境の整備
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愛知県 ＭＥＲＣＡＤＯ － コロナ時代の店舗空間快適化及びブランド力の向上

愛知県 源フリーザー － 見積りから施工予約まで非対面行えるＨＰ／ＥＣサイト構築

愛知県 株式会社栗田看板舗 3180003002287 非対面型での顧客の開拓と内製化への取り組み

愛知県 サカエトレーディング株式会社 3180001036238 ポータブル蓄電池とソーラーパネルのインターネット販売

愛知県 株式会社大心 9180001090634 ＢＩＭ対応ＣＡＤ導入で生産性向上とＨＰ情報発信で新規顧客獲得

愛知県 ＳＡＸＯＰＡＲＫ － サックスレッスンの非対面型スクール開設よる売り上げ確保

愛知県 株式会社アルブル 3180001137151 非対面活動促進によるコロナウイルス対策と家賃・入居率の改善

愛知県 有限会社アミューズ 4180002043026 ウェブ見積・受注と広告出稿による販路拡大事業

愛知県 有限会社日吉屋製菓 9180302011900 ネット販売による販路拡大とネット販売用新製品の開発

愛知県 株式会社中部国際オークション 7180001138583 ＨＰの多言語対応で海外からのオンラインオークション需要に対応

愛知県 株式会社アド・ジャパン 2180001053192 新商品の窓型空間演出ディスプレイ「空」の開発

愛知県 株式会社菓子工房くむら 5180001093806 ＥＣサイトを活用し、当社のお菓子をオンラインで販売する。

愛知県 株式会社モルフ 8180001088101 Ｗｅｂサイト・Ｗｅｂ会議システムで集客力向上と業務効率向上

愛知県 りんごのまんま － 新型コロナで孤立するママたちが元気になれるＨＰ作成

愛知県 家来るドクターＪＡＰＡＮ株式会社 9180001137055 広告を利用して三密回避による受診を控えた方々へ安心をお届け

愛知県 おさかな居食家鮮良 － ＷＥＢ経由のＥＣサイト開設で非対面による販路拡大計画

愛知県 株式会社間瀬織布工場 1180301007122 新ブランド立ち上げに伴うインターネット販売の開始

愛知県 Ｒｉｓｕｅｎａ － ＨＰと動画による営業力の強化とオンライン研修の普及促進事業

愛知県 株式会社塚本鍛冶工業 1180301018689 溶接機導入により溶接技術を強みに土木分野へ新規開拓を目指す

愛知県 株式会社リブレ神楽家 2180001041890 「テイクアウト事業を更に拡大させる為、機械装置、衛生用品の購入」

愛知県 株式会社トラシア 9180001130968 訪問に代わるリモートサービスで利用者の方の利便性向上計画

愛知県 訪問療育＆Ｋｉｄｓ　Ａｎｄ　Ｎｅｔ協会ｍｅｅｔｅ －
訪問療育サポーター育成オンライン講座を確立し、全国の広範囲で登録者獲
得

愛知県 株式会社丸八食肉店 7180003003273 『ショッピングサイトの新設による新規顧客の開拓事業』

愛知県 カフェ百時 － ＥＣサイトによる新規顧客獲得とフリーザー購入による品質向上

愛知県 ＢＬＯＣＫ　ＨＡＩＲ － 多目的チェア導入と個室化により新しい販路開拓と客単価アップ

愛知県 公文式　共和西教室 － 感染症対策を徹底し、生徒の安全と保護者の安心を確保する。

愛知県 株式会社アトムヘルスラボ 7180001125672 生産体制の変更と展示販売会での新規顧客獲得

愛知県 株式会社パトリッチ 3180001089178 オンライン面談・商談のためのホームページのリニューアル事業

愛知県 レスト　Ｋ　ヤマウチ － 当店の「地産地消」をテイクアウト・デリバリーで提供する事業

愛知県 株式会社ｃｈｅｒｉｓｈｈ 2180001107312 ＨＰを活用した非対面での集客と面貸しビジネスの展開

愛知県 株式会社ＢＴダンススタジオ 1180301028473 非対面型オンラインレッスンの拡大とオンライン発表会への転換

愛知県 有限会社寿屋 2180002083387 シェアオフィス事業立ち上げとＷｅｂ・看板による非対面集客

愛知県 株式会社祖父江運動具店 8180001014742 自社ＥＣサイトの構築による新規顧客獲得

愛知県 有限会社立花商会 9180002028261 専門通販サイト開設に伴うＥＣ事業の拡充
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第４回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

※重要
　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

愛知県 バル　ハヤシ　カーサディハヤシ － ワインを中心にテイクアウトに本格参入の為機械装置の導入

愛知県 有限会社鮮味フーズ 3180002035453
円滑なテイクアウト事業を軌道に乗せる機械装置導入と感染防止する消耗品
の購入

愛知県 そくゆセラピー － オンラインレッスンの導入と動画による魅力発信

愛知県 Ｓｗａｇ － イベントコンテンツをオンライン動画配信するサービスの構築

愛知県 有限会社古澤木型製作所 2180302018910
新型３Ｄ－ＣＡＤの導入し顧客からの３Ｄデータを直接編集することで短納期
を実現

愛知県 株式会社ライフワークス 4180001070533 広報室代行業務「中小企業のための動画制作と配信サービス」

愛知県 ＢＲＩＬＬＥ　ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ － 近くてもお家で買えるネット通販とマスク美人はマツ育、マユ育で

愛知県 株式会社カレン 5180001056325 誰も自叙伝の発行を通して、幸せになる社会の実現化。

愛知県 株式会社グランディー 1180001108848 プロポーズ大作戦によるジュエリー販売強化プロジェクト

愛知県 株式会社ヒューマン教育ネット 4180001048975 自立指導型ＯＬ学習法開発と推進

愛知県 株式会社Ｃ．Ｃ．Ｏ 5180001065219 動画ＰＲとオンライン相談を活用したレストアＭＩＮＩの新たな販売活動

愛知県 株式会社アイキョウ 1180003016413 「舞台を全国へ！」ＹｏｕＴｕｂｅでアイドル教室を盛り上げよう！！

愛知県 株式会社ＯＹＡＪＩＤＩＮＩＮＧ 3180001072902 キッチンカーを利用した新メニュー・新販路開拓による売上拡大

愛知県 有限会社サクラ 2180002087710 インスタライブ中継！ヴァーチャルモデルルームで販路拡大事業

愛知県 ガイオジム － モニター越しでもわかりやすい！オンライン格闘技への販路転換！

愛知県 ＭｏＥｎ － 非対面のネット販売と対面時間の削減による売り上げアップ

愛知県 株式会社燕システム 1180001054035 ターゲットを絞った業界特化型のウェブサイト更新計画

愛知県 有限会社中野築炉 8180002087911 耐熱煉瓦ＢＢＱコンロ開発と自社ホームページ開設による新規顧客開拓

愛知県 てとてキッチン － 大型キッチンカーの導入・設備の充実による販売拡大と機会創出

愛知県 韓味処ふぁんふぁ － コロナ禍を踏まえた事業体制の再構築

愛知県 株式会社販促ファクトリー 4180001058875 特許商品ＱＲマジックを非対面型で販売する印刷業界活性化事業

愛知県 有限会社大島食品 7180002075181 看板商品である鮮魚料理をテイクアウトにより提供する事業

愛知県 ＷｈｉｔｅＣａｍｅｌｌｉａ － ホームページのリニューアル・非対面型の美容教育指導のスクール事業

愛知県 創作キッチンＢＯＯ － テイクアウト事業の開始とお客様が安心できる店内作り

愛知県 有限会社ウイル電子 8180002061585 商品毎の動画の説明イメージ製作によるＥＣサイトへの導線構築

愛知県 有限会社かしみや 2180002015654 カスタムオーダーのＩＴ化とブランディング

愛知県 ラウンジのり － 客数を減らしても収益を確保できる店づくり

愛知県 マタニティ整体一宮店　恵・めぐみ － オンライン販売と安心安全で顧客が喜ぶサロンづくり

愛知県 株式会社豊南設備 6180301027198 「飲食業で培った技術をご家庭に」非対面でのリフォーム営業活動

愛知県 株式会社リアリティバイツ 5180001095661 冷凍手羽先セット販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

愛知県 株式会社酒伊 8180001063946 宅配サービスと感染防止対策の徹底で売上回復

愛知県 Ｃｏｊｉ－Ｃｏｊｉ － ポン菓子の移動販売と出張カフェ事業で３密回避

愛知県 ビューティースタジオラボーテ － オンラインショップとセルフエステで、非対面ビジネスへ転換

愛知県 株式会社ガラパゴスワークス 9180301021917 デジタルボード導入で５感活用・非対面コンサルティング事業
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第４回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

※重要
　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

愛知県 Ｂｏｎｉｔａ（ボニータ） － ＥＣサイトの導入による事業の安定化＆サロンの新規客獲得

愛知県 有限会社大嶽商会 6180302018064 動画を取り入れたＨＰのリニューアルで「技術とこだわり」を訴求

愛知県 株式会社トランソニックソフトウェア 2180001104581 安全安心に学べるコミュニティ型ワークスペースの提供

愛知県 有限会社みどり菓房若葉 7180002085172 ＥＣサイトを活用し、当社のお菓子をオンラインで販売する。

愛知県 サンリフレサポート株式会社 4180001129172 ホームページの作成による販路拡大と在宅業務のための環境整備

愛知県 こだま建設株式会社 6180001135912 鳥獣被害対策用品「撃退ドットマン」のネット販売事業

愛知県 株式会社花年 1180001061584 オンライン販売とオンライン生け花教室による売上回復の取組み

愛知県 株式会社キヨタフーズ 7180001094059 自社ブランド商品のオンライン販売スタート

愛知県 株式会社平田創建 4180001095258 リフォーム領域の特設サイト開設とオンライン受注の仕組みづくり

愛知県 峯月流　いけばな教室 －
多くの目に触れるオンライン花展を実行するためのオンラインレッスンの取組
み

愛知県 Ｏｒｉ　Ｈｉｎａ　Ｙｏｇａ － 新メニュー「よもぎ蒸し」追加によるサービス拡充と広告強化

愛知県 株式会社近藤印刷 6180001019421
自社サイトを新たに立ち上げ、非対面型ビジネスモデルへの転換と新規顧客
獲得を目指す

愛知県 株式会社アイコー 2180001122212 ホームページ開設とオンライン商談ができるシステム導入

愛知県 山下路代司法書士事務所 － ＨＰを活用した不動産の相続・贈与に関するオンライン相談開始

愛知県 株式会社トリニティー 4180001056730 非対面・非接触メンテナンスサービスの開発と特設サイトの開設

愛知県 ＪＡＣ株式会社 6180001137446 しじみ出汁自動販売機導入及びＥＣサイト新設による販路開拓

愛知県 日電株式会社 1180001083372 空調衛生工事の集客アップと非対面型営業への転換

愛知県 Ｎｅｊｉ － 店舗の感染防止対策の為の取り組みとテイクアウト事業の立ち上げ

愛知県 有限会社阪野オリジナル 6180002033917 「新しい日常」向け高付加価値商品のＢｔｏＢネットショップ構築

愛知県 Ｌｉｆｅ　Ｂａｎｋ　Ｐｌｕｓ株式会社 1180001132022 オンラインシステムの導入による新規顧客と人材獲得

愛知県 伸立電機株式会社 4180301018463 機械周辺設備の一括受注を目指したＨＰ等改修による新規顧客の獲得

愛知県 株式会社シナジー 8180001090478 オンラインカウンセリングと動画プロモーションの導入

愛知県 株式会社ＬｉｎｅａｎｄＨａｌｆ 4180001087247 自社ＥＣサイト立上げ・既存店の新規集客に向けた販促強化

愛知県 株式会社ＴＭ．ｓｏｈｋｏｈ 9180001136908 家でも店でも！シビ辛担々麺でココロもカラダも元気に！

愛知県 福寿亭 － 非対面型のｗｅｂ予約とデリバリー体制の構築

愛知県 みずたま － アロママッサージオイルの開発とネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 豊和住建有限会社 1180002085120 豊和住建の紹介！インターネットを活用した非対面営業活動の強化

愛知県 株式会社ＫＨエンジニアリング 4180001103722 「お悩みを一気に解決」新サービスの周知とオンライン商談の実現

愛知県 株式会社シマテック 6180301020830 ３Ｄプリンタによる軽量治具製造　営業のデジタル化による横展開

愛知県 株式会社ピーステック 1180301012477 コロナ禍の需要増加に非対面で取り組む受発注システムの導入

愛知県 株式会社スタートリビング 5180001095513 「ＨＰ活用等による非対面営業活動に取り組み新規顧客獲得を目指す」

愛知県 株式会社アッシュデザイン 7180301016010 チラシデザインデータがネットから注文できるＥＣサイト

愛知県 雪見コンプレッサー － ＨＰ、ＥＣサイトの制作による中古良品コンプレッサーの販路開拓

愛知県 株式会社エムケイ空調 4180001085358 最新ＣＡＤの導入で、図面作成の効率化と協力会社との連携強化
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第４回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

※重要
　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

愛知県 株式会社ＳＴＡＮＤ 6180001117010 ネットでの新規顧客獲得と無添加無化調テイクアウト商品の開発

愛知県 榊原純社労士事務所 － 婚活事業のオンライン集客と感染防止を徹底した出会いサポート

愛知県 株式会社Ａｓｓｈ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 4180301026978 キッチンカー販売拡大による次世代飲食事業のバックアップ

愛知県 笑顔ファクトリー － 製本事業からボディーケアー事業への転換

愛知県 鶏だし×手創り料理こまち － テイクアウトサービス強化と感染防止対策による売上回復計画

愛知県 ファーハイジャパン薬業株式会社 7180001128650 ＩＣＣ事業をＰＲするためのホームページリニューアル計画

愛知県 Ｎ’ｓコンサルティング － スマホ動画編集や動画マーケティングのオンラインスクール事業

愛知県 株式会社ＡＬｉｖｅ 1180301027491 インターネットを活用し当社の教育指導を徹底解説！

愛知県 株式会社奥田内装 3180001119281 販路拡大・下請け体質脱却のための販売戦略転換事業

愛知県 株式会社アイセツ 9180301026081 Ｗｅｂ通販と知財保護による非対面型ビジネス開始

愛知県 ジュニアワークス株式会社 6180001117753 テイクアウト（非対面型ビジネスモデル）へ対応するための設備投資

愛知県 合同会社尾張珈琲館 2180003014572 対面ビジネスの中で可能な限り非対面を目指す新たなカフェ

愛知県 株式会社ＳＨＩＰ 8180001126513 バズるキッチンカー導入による非対面サービス提供モデルの構築

愛知県 株式会社半熟堂 4180301029023 タッチパネル式券売機の導入によるコロナ対策と客単価アップ

愛知県 ＢｅｓｔＰｌａｎｎｅｒ － オンライントレーニングと新機器の導入による新規顧客開拓

愛知県 ふみ鍼灸院 － ＨＰで当院を周知、オンライン指導開始と治療方法の充実

愛知県 有限会社うな賀 6180302006580 浜名湖うなぎのテイクアウト＆ネット販売用メニューの開発

愛知県 Ｓ．Ｙ．Ｓ　ｔｒａｄｉｎｇ － 輸入商品の日本総代理店としての確立、ブランドイメージの定着

愛知県 Ａｔｅｌｉｅｒ　ｐｅｋｏｅ － 販売促進のためのオンライン環境強化

愛知県 ＳＥＥＫ － ＷＥＢサイトＥＣサイト作成でテイクアウト・通販開始！

愛知県 株式会社メビシステム 5180301015996 ＨＰと工事情報共有システムによる非対面ビジネスモデルへの転換

愛知県 株式会社ユナイトひまわり 8190001018412 福祉用具のレンタル品の清掃・消毒業務のネットによる見える化

愛知県 Ｒｉｏｎ　Ｍｕｓｉｃ　Ｈｏｕｓｅ － オンラインライブ配信、コスプレ撮影スタジオ事業による販路開拓

愛知県 Ｂｒａｉｎ　Ｖｉｄｅｏ　Ｍａｒｋｅｔｅｒ － インターネット放送局の開設サポート

愛知県 株式会社アフロイア 4180301029907 美容師の為に美容師が開発した奇跡の毛髪改善メニューを全国展開

愛知県 つるや食品 － 衛生安全策とホームページ作成による顧客獲得

愛知県 ＭＡＲＬ株式会社 6180001136431 セミナーやレッスンのオンライン化による新ビジネス構築事業

愛知県 株式会社ジョワ 7180001114519 『ホームパーティー用の新商品開発とＷＥＢを活用した販路拡大事業』

愛知県 ビーンズワーク － 顧客の社外秘匿を守るオンライン・テレワークブースの設置

愛知県 あいゆう治療院 － オンラインサービスの提供と鍼治療の業務拡大

愛知県 有限会社たから屋 8180002016283 テイクアウトで非対面接客、ウィルス対策で安心な店内の実現

愛知県 美楽 － オンラインレッスンを使った新たな収入源の確保と顧客層の拡大

愛知県 ｄｅｌｉ － お食事からおやつまで！！フードトラックで運びます

愛知県 善進印刷有限会社 1180002048093 新規事業の開発とオンライン注文受付による販路開拓
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愛知県 株式会社ニューヨークカンパニー 3180301019009 音楽と食の感動体験を支える！オンライン販路拡大及び販売促進

愛知県 魚々屋豊橋石巻店 － Ｗｅｂによる非対面集客への転換と顧客クレーム解消による満足度向上

愛知県 有限会社デック 9180302008574 スキャニングサービス開始に伴う非対面型集客・営業への転換

愛知県 かげ山 3180002027368 店舗の３密回避の改装の上ＷＥＢ集客による来店動機の向上事業

愛知県 ファースト接骨院八事日赤駅南院 － ＷＥＢ集客と非対面ビジネスの確立による販路拡大

愛知県
株式会社ＨＡＰＰＹ　ＢＲＩＤＡＬ　ＰＲＯＪＥＣ
Ｔ

4180001105280 スタジオ開設とリモート相談による非対面型ウエディングサービス

愛知県 Ｂｕｆｆａ　ＧＹＭ － お家でもできる「心身を鍛えるトレーニング」講座

愛知県 株式会社ＣＯＳＥＶＡＴＩ 4180001071762 ミシン工具ＥＣサイト・ＨＰで注文体制確立による経営継続事業

愛知県 居酒屋　いまい － 本格的な家飲みを楽しめるオリジナルメニューの提供

愛知県 水野このみ － ＥＣサイト構築による非対面ビジネスの本格化

愛知県 株式会社安城スタイル 2180301017731 きーぼーグッズ販売強化プラン

愛知県 ＱＵＥＥＮ　ＭＡＲＹ － 新メニュー開発による販路開拓

愛知県 スライドアクト － オンラインセミナーと動画撮影コンテンツによる販路拡大事業

愛知県 ＷＥＮＳ株式会社 1180001134150 オンラインプログラム、インターネット活用による販路拡大

愛知県 株式会社創建コーポレーション 6180001065639 抗菌事業立上げ、ホームページで新事業非対面営業し販路拡大

愛知県 三企工株式会社 3180001129339 動画コンテンツ活用による教育体制構築及び新規顧客獲得

愛知県 Ｃｏｃｏ　ａｌｏｅ － アロエサプリ開発・ＨＰ作成・オンライン講座開設での販路拡大

愛知県 株式会社ハンサムバーガージャパン 5180001119619 コロナ感染拡大防止対策とテイクアウト利用しやすいお店への改装

愛知県 株式会社ニューシステムテクノロジー 1180301006743 抗菌・抗ウイルスコート事業への参入に伴う非対面ビジネスの構築

愛知県 株式会社ライフ・オン 5180001130773 コロナ禍における安心・安全を目指すエステサロンの新しい取組

愛知県 ｃｈｕｃｈｕ － ウイルスに負けない心身の健康を維持するバレエレッスンを提供

愛知県 株式会社葵．トラスト 1180301028341 「店舗開発のプロ」営業のデジタル化による新規顧客獲得作戦

愛知県 株式会社ＬＩＮＫＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 2180001112139 当社の教育指導を徹底解説！インターネットを活用した営業活動

愛知県 株式会社愛知ライフサポート 2180301028571 生前の相続相談の価値を地域に広める非対面サービスの展開

愛知県 欧風レストランＬａ．Ｃｕｏｒｅ　ｄｉ　ｔａｋｕ － ハンバーグ・お惣菜のテイクアウト事業への取り組みによる販路開拓

愛知県 ＬＩＦＥ　ＭＯＲＥ　Ａｃｔｉｖｅ － 子供の可能性を伸ばす幼児かけっこ教室・親子コミュニケーション

愛知県 サインワークス松本株式会社 6180001132918 ３６０　バーチャルＥＣサイト立ち上げ

愛知県 株式会社マグロ魚河岸日本列島 4180001122771 デジタルサイネージの活用でテイクアウトという新たな販路を創出

愛知県 西久保塗装店 － ＷＥＢ集客による下請け業務の脱却と非対面ビジネスの確立

愛知県 有限会社祖父江段ボール 9180002080733 商品のＰＲとＥＣサイト作成による販路開拓

愛知県 ビットイノベーション株式会社 6180001131861 未来を繋ぐ！オンライン商談でブロックチェーン技術の営業促進

愛知県 古民家宿菊の屋 － 新型コロナウィルス感染防止のための衛生環境改善

愛知県 ＩｔｏＭｏｔｏｒｓ － 視覚で体感できるオンライン商談にも使える撮影ブースの設置

愛知県
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　西区ミユキ
モール店

－ ■テイクアウトへ誘導ｗｅｂシステムの強化。
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愛知県 ＩＨＡＷ　ＩＨＡＷ － フィリピン料理用キッチンカーの導入により、新規販路開拓

愛知県 アトリエ織づ朗 － オンラインショップの構築とＳＮＳライブのよる実演販売の促進

愛知県 シンセイ建設株式会社 2180001092538 営業活動の非対面化と動画広告による新規顧客獲得増進事業

愛知県 合資会社みどり 6180003006252 老舗河豚料理屋が挑む非対面型ビジネスモデルへの転換と売上増大

愛知県 サロンドパリス － コロナに負けない！美容店が進めるＥＣと来店安心感向上策の実施

愛知県 ＭＵＳＩＣ　ＢＡＲ　ｉｆ 5180001127472 ライブ配信設備の導入でミュージシャンの活躍の場を提供する販促

愛知県 株式会社快 3180301022136 従来の対面型から非対面ビジネスに転換しても安心・安全を

愛知県 株式会社エスケイイー 8180001140365 リモート作業を可能にするＣＡＤシステム導入と販促用のＨＰ作成

愛知県 ＹＵＵＰＡＲＫ － オンラインによるバランスボールを使用したメンタルヘルスケア事業

愛知県 株式会社メイセイ 5180001108027 ＹＡＧレーザー溶接機を用いたステンレス箔加工製品事業の拡大

愛知県 香り考房アイドーマ － ウェブ整備して取り組むアロマ・パワーストーン・エステ展開事業

愛知県 ウィズ － デザイナー提案の想いの遺骨壺【Ｖａｓｅ】オンライン販売

愛知県 スワン － 「ネットでも会える」を実現する課金制サービスで販路開拓

愛知県 Ｈｏｋｕ　Ｌｅ‘ａ － すべての人の心と身体の健康を願う、自身でできるホームケアプロジェクト

愛知県 社交酒場イム － テイクアウト向けＷＥＢ決済・テイクアウトカウンターの導入

愛知県 Ｏｖａｌ　Ｓｔｕｄｉｏｓ － 自社ＥＣサイトを活用した機材レンタルサービス

愛知県 株式会社Ｓｐｅｓ 4180301024825 ウイルスをのりこえ、新たな魅力を伝える空間づくり

愛知県 株式会社ＲＥＧＡＲＥ 4180301027803 ＨＰとムービーで営業を強化し衛生面で安心を提供！ＶＳコロナ！

愛知県 Ｂａａｎ　Ｔａｗａｎ　バーンタワン － オンラインで注文できる『惣菜と揚げ物』コーナーの新設

愛知県 合同会社ツウ・ワン 6180303004278 テイクアウト販売に伴うＷＥＢ決済の導入及びちらし制作を実施

愛知県 セイロンカフェ＆バー － スリランカ食文化の更なる発信・販路開拓による日錫文化交流

愛知県 有限会社岩瀬 5180302026241 帽子専門店カブールホームページのオンラインストア化

愛知県 鍼灸院ｈｕｇ － ＨＰ開設による治療方法の解説とオンライン講座での新規患者獲得

愛知県
株式会社グローバル　フーズ　コネクショ
ン

9180001121281 肝料理専門店が挑む！ＴＡＫＥＯＵＴ＆デリバリー事業

愛知県 株式会社ＯＺＥ－ＨＡＮＡ 3180001128869 ＥＣサイトの販路拡大・販売力強化のためのツール導入！

愛知県 桃栄学院 － オンライン会議／動画を活用した新時代の少人数指導の確立

愛知県 極 － 自社運営の高品質デリバリーサービスサイト作成による販売促進

愛知県 株式会社フーズサポート・クリエイツ 8180301012322 オンラインを活用した営業・広報活動の推進＆販路拡大

愛知県 花ざかり － 自店ホームページの開設及びインターネット購入システムの構築

愛知県 株式会社寿商店 2180001003998 通販ニーズをキャッチ！魚加工店が挑む通販用海鮮商品の販亮促進

愛知県 株式会社脳科学美容 7180001133089 非対面ホームケアエステへの事業転換によりコロナを制する

愛知県 ＣｉｔｙＤｉｎｉｎｇＭＡＣＹ’ｓ － メイシーズテイクアウトＷＥＢ決済・専用販売スペース導入

愛知県 偶偶ケイカク株式会社 8180001124731 非対面の採用・就活をけん引し、コロナ禍でも中小企業のパートナーになる

愛知県 山鶴株式会社 4180001023045 非対面型ビジネスモデルへの転換、広報活動強化で売上拡大
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愛知県 有限会社クリア・キラ 5180302026695 非対面での商取引の実現と効率的な樹脂成形加工の体制強化

愛知県 ＳｉｇｎＣｒａｆｔＡＮＤＯ － ネットを通じた看板製作とドローン撮影の相乗効果で新規獲得

愛知県 株式会社やまだや 2180001096035 駅の台所から家庭の台所へ！居酒屋テイクアウト事業の販売促進

愛知県 株式会社ウラシコ 1180001114598 店舗の原状回復専用ＨＰとＷＥＢ相談システムによる販路開拓事業

愛知県 ＴＳＵＹＯＭＩ株式会社 6180001128627 口腔ケア製品の新製品開発とＥＣサイトを活用した販路開拓

愛知県 タスクールビジネスサービス株式会社 8180001142931 スタジオ兼モデルルーム改装によりオンライン商談開始事業

愛知県 行政書士近藤法務事務所 － ◆ＨＰリニューアルによる外出不要のオンライン完結事業

愛知県 炉ばた焼　日吉丸 － テイクアウトメニューの充実・周知と店内環境の整備

愛知県 ＬＩＢＥＲＡＬ　ＦＬＯＷＥＲ － ドライフラワーを使用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 株式会社タスクールソリューションズ 7180001142932 新しい生活様式に基づいた営業活動推進のためのオフィス改装

愛知県 合同会社ｃｉｔｙｒｉｖｅｒｓｔｙｌｅ 1180303004290 真空包装機の導入による保存用商品のメニュー開発

愛知県 株式会社ＷＩＮＬＩＮＫ 5180001129460 遠隔でも安心感を提供するオンライン商談システムの導入

愛知県 風之音珈琲 － ＥＣサイト開設による非対面型ビジネスへの転換と販路の開拓

愛知県 あさい瓦店 － 営業から施工完了まで一貫して完全非対面型での屋根工事受注事業

愛知県 有限会社キンセンカ 9180002038987 コロナ禍でも安全・安心の店舗づくりと情報発信の取組

愛知県 砂灯 － キッチンカーでの地産地消商品の提供による販路拡大

愛知県 鶏酒房　彦や － テイクアウト限定　鶏屋が作るチキンサンド

愛知県 丼丸　名東水産 － テイクアウトメニュー強化により販路拡大と地域認知度向上

愛知県 ｄｉｇｉ－ｂａｔａｋｅ － 非対面型への転換を促す高機能なＷｅｂサイト制作メニューの構築事業

愛知県 株式会社ライフアンドサポート 2180001062508 久坊オリジナル食品通販用ＨＰ作成・商品製造設備機器を導入

愛知県 株式会社インターテック 8180001065447 食器棚のパッケージ化による非対面型ビジネスの展開

愛知県 株式会社中日メディアブレーン 1180001056279 ローズ倶楽部のデジタル化とＷＥＢ配信

愛知県 パチキ一宮店 － ネット注文を可能にさせる自店サイトの改良及び店舗環境の整備

愛知県 若松屋食品株式会社 3180001111461 安心安全なお店で、女性に喜ばれるランチを極力非対面で提供

愛知県 株式会社ビセコ 2180001095094 ＨＰやＹｏｕＴｕｂｅを利用した非対面型のセルフクリーニング

愛知県 有限会社ひかりネーム 4180002028794 単頭ＮＣ刺繍機の導入による、オンライン個人市場への参入

愛知県 トゥモローハウス株式会社 6180001123223 シェアハウス事業・不動産相続事業の非対面ウェブマーケティング

愛知県 株式会社エクラ 5180301031333 コロナに打ち勝つための広報強化＆事務所改造プラン

愛知県 オンソー有限会社 8180002053161 内装工事の施工事例型「法人向けＨＰ新設」による受注獲得事業

愛知県 株式会社Ｇｌｏｂａｌ 3180001125940 サーマルカメラの販売及び施工業

愛知県 ＳＡＢＡ　ＬＬＣ合同会社 1180303004563 全ての美容を発進して、おこもり美容顧客を獲得する！！

愛知県 グラシエ・イクス － 予約・配送販売による非対面化でケーキと安心をお届け

愛知県 ｇｒｅｅｎ　ｔｈｕｍｂ草の根 － 完全非対面ながら、提案型販売を可能にする新規チャネルの確立

愛知県 加屋ながれ木 － 生活様式の変化に対応！クラウドキッチン改装による販売促進
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愛知県 栄会 － 手作り被服のＥＣサイト構築による売上アップ

愛知県 よしむら － テイクアウトの強化を見据えた店内の省人化

愛知県 オフィスシネマレスト － シネマサロンの開設によるコンテンツ強化と情報発信の拡大

愛知県 ミルヒト － 精密検査＆オンライン販売であなたにベストな眼鏡を！

愛知県 株式会社東洋医学ケアシステム 2180301027268 ホームページ大改造＆「海野　広明」ブランド化計画

愛知県 旬肴焼場一十 － ホームページ開設とテイクアウトによる非対面型販路拡大

愛知県 ピッコロモンド － ホームページとオンラインショップを活用した盆栽ファン獲得作戦

愛知県 有限会社いこい 2180002003584 テイクアウト・デリバリー事業や新商品開発による新規顧客層開拓

愛知県 合同会社Ｂｉｆｒｏｓｔ 8180003019566 自社ホームページ開設による非対面販売形態の拡大事業

愛知県 メンバーズ華粋 － 高機能換気工事の実施による集団感染対策とオンライン接客の導入

愛知県 合同会社ｏａｏａ 9180003020531 オンラインとバーチャルによる非対面型フィットネス事業

愛知県 みそかつかつみや鶴舞分店 － ＨＰ作成でのテイクアウト強化とコースＰＲでの少人数宴会獲得

愛知県 株式会社昭和自動車 5180001075944 非対面型接客への対応と車両買取及び販売戦略

愛知県 株式会社ｐｒｅｍｉｅｒ　ｐｒｉｎｔｅｍｐｓ 1180001141733 ＥＣサイト構築で販路開拓、Ｗｅｂサイトで攻めの求人活動

愛知県 有限会社ティーエムコーポレーション 8180002050349 ホームページ開設による焼き鳥テイクアウトの認知度向上

愛知県 株式会社ジップライフ 6180001106376 ホームページとＷｅｂ会議システムで未来を切り開く

愛知県 株式会社マイジュエル 8180001131166 ＥＣサイト設立による非対面での販売促進

愛知県 合同会社ｖｍｃ 9180003017775 テイクアウトスタイルによる非対面型飲食物販売の構築

愛知県 株式会社金子商店 8180301011811 ＷＥＢサイト導入＆環境整備による販路開拓で買取力アップ！

愛知県 Ｓａｌｏｎ　Ａｋｉ － ＥＣサイトでの商品購入、ホームページでの新規獲得

愛知県 株式会社Ｓｈｉｎｓｈｉ 5180001142109 オンラインで提供する「ジム」と「スーツ」の非対面型サービス

愛知県 花水月 － 花のプレゼントの新サービス＋ホームページ開設と新規開拓

愛知県 気ＭＡＸ － 来店不要で遠隔でも安心して中古車の購入が完結できるシステム作り

愛知県 ヒューマンライフ株式会社 4180001026849 感染症対策をとりつつ、地域の宅配強化で販路拡大

愛知県 共進発条株式会社 1180001014344 〈工場設備品のコンサルタント事業を中心とした非対面への転換〉

愛知県 有限会社大新製作所 8180002011805 刃物研削盤・内径測定機導入による内製化への対応事業

愛知県 名古屋カーボン印刷株式会社 7180001017696 弊社ＨＰのＳＳＬ対応とスマホ対応ページの開設による新規開拓

愛知県 税理士法人あいき 5180005006020 事業承継・相続に関する経営者向け相談窓口のオンライン化

愛知県 ａｑｕｓｈ － キレイの定期便！サブスク方式ネット販売と顧客満足度向上計画

愛知県 Ｌｉｎｏ　ｈａｉｒ － プロが選ぶお任せ便と感染症防止徹底宣言の店作り

愛知県 グリムエスシー － 対面不要な受付システムを構築し、新規顧客獲得、商圏拡大

愛知県 ＢＵＭＰＹ　ＧＲＡＰＨＩＣＳ － 自社ＨＰ開設とＳＮＳ活用による非対面型営業の強化で販路拡大

愛知県 にじいろｋｉｔｃｈｅｎ － 動画付きレシピ集による非対面型料理教室の実施

愛知県 有限会社ディースリー 9180302005514 非対面販売強化、ＰＯＳレジ導入による業務効率化とコロナ対策
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愛知県 有限会社瀬戸オイル商会 8180002046479 油剤コンサルタントによるオンライン技術サポートの導入

愛知県 株式会社エッグ 8180001106151 クラシックカー顧客を中心に販路開拓をおこなうウェブ構築

愛知県 Ｓｏｎｏｅ　Ｍｕｓｉｃ　Ｓｃｈｏｏｌ － オンラインレッスン強化による新規生徒獲得事業

愛知県 アテリア・サポート株式会社 8180001105913 ウィルス感染症防止清掃事業および抗ウィルス施工事業の展開

愛知県 メキシコ料理ロシータ － テイクアウト強化とＨＰ一新によるメキシコ料理の販路開拓

愛知県 株式会社サントラスト 9180001121397 コロナ時代の新しい営業スタイルによる販路開拓事業

愛知県 ＴｉＬＬ　ＨＡＩＲ － 一流美容師によるヘアカタログ・ヘアメディア・検索サイトの構築

愛知県 株式会社みどり 3180301019396 ＶＲによるバーチャル内覧と中古住宅の売買に特化した地域戦略

愛知県 自由宅工房株式会社 6180001064302 街の建築屋さんがＩＴの利活用によって非対面での販路開拓！！

愛知県 Ｅｌａｓ　ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ － 顧客層を広げるための販促・販路拡大事業

愛知県 ＧＡＩＡ　ＣＲＹＳＴＡＬ － オンラインでのレッスンや物販をメインに新規事業展開していく

愛知県 有限会社中国料理ピカ一 9180002004691 ネット通販拡充及びデリバリー事業強化を通じた新規顧客獲得

愛知県 こども英会話教室Ｔｗｉｎｋｌｅ　Ｋｉｄｓ － 講座のオンライン化及びボイスオーバー事業の拡大

愛知県 株式会社モットハウス 5180301028684 お客様との非対面工事可能システム導入による新規顧客獲得

愛知県 名古屋大橋ボクシングジム＆フィットネス －
感染対策システム導入による非対面型サービス、Ｗｅｂ広告・チラシによる認
知拡大

愛知県 株式会社八事財産コンサルティング 6180001133908 オンラインＭ＆Ａスクール集客と配信ルームの設置

愛知県 ＴＡＴＥＧＡＭＩ　２ｎｄ － ＨＰ製作によるテイクアウト体制の強化と当店の認知度向上

愛知県 株式会社松栄堂薬局（ＫＡＭＰＯ松栄堂） 7180001105484 健康と美容の商品総合ＥＣサイトで新規顧客を獲得

愛知県 株式会社ダイゴ・クリエイト 7180001012565 新たな商材開発によるワンストップ多店舗展開支援事業の強化

愛知県 合資会社イメージスキャン 9180003000640 自社製造商品の販売促進に向けた設備投資

愛知県 中ノ瀬株式会社 8180301030852 テイクアウト（非対面型ビジネスモデル）対応のための設備投資

愛知県 エンパワースリープ・ジャパン株式会社 5180001114256 ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇの導入及び営業ツールとして活用するカルタ制作

愛知県 ｉｎｔ．ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆｆｉｃｅ － ｚｏｏｍと打合せ室新設によるオンライン打合せ環境の整備

愛知県 ベレーハウス － 対面型集合講座からオンラインでの起業支援講座の開講

愛知県 Ｔ＆Ｎバーベキュー － キッチントレーラー出張型とオンラインの新ＢＢＱスクール

愛知県 株式会社ライズ 4180001065161 オゾンによる中古車の除菌（ウイルス対策）・脱臭サービスの提供

愛知県 竹内　道子 － 「いつでも」「どこでも」対応可能！お金について学べるＰＲ事業

愛知県 ＢＡＲ　ＹＬＡＮＧ　ＹＬＡＮＧ － 若年層に対するプロモーションによる新規顧客の獲得

愛知県 一伸建設有限会社 6180002061562 ＩＴ技術を活用したオンライン自動面談の導入による販路開拓事業

愛知県 株式会社大創庭 4180301027191 高いデザイン力を活かし、魅力あるガーデニング商品を独自ＰＲ

愛知県 Ｙ’ｓ会計（吉田公認会計士事務所） － ホームページを利用した個別対応による新規顧客の獲得

愛知県 合同会社しゃばらむ 2180003017971 美味しい魚料理をネット通販により販売を行う事業

愛知県 ルクラ － オンライン教室によるセルフケアと発酵食品作りで免疫力アップ

愛知県 Ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　＆　Ｂｅａｕｔｙ　Ｒａｆｅｅｌ － 新たな顧客の開拓を見据えたＥＣサイトの構築
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愛知県 ＫＡＰＵＡ～Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ＆Ｂｅａｕｔｙ～ － 電子決済導入し売上げ機会損失解消と広告による新規顧客獲得

愛知県 栗田建築 － ＷＥＢサイトを制作し、非対面による打ち合わせと人材の育成

愛知県 バレッドキッズ　江南教室 － 非対面でも体感できる、独自のオンライン授業の確立

愛知県 有限会社ＮＩＳＨＩＫＯ 5180002056497 店内の飛沫感染対策徹底により安心できる地域の拠り所へ

愛知県 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ｑｏｏｌｉｏ － ＨＰによる営業力の強化とテイクアウト新事業による売上拡大

愛知県 株式会社ＳＨＯ 7180001128089 今日味のコース料理をお弁当で再現、お家で本物の味を

愛知県 和美心 － 音のヒーリング絵本作成とＥＣサイトでの販売による販路開拓

愛知県 岡野　翔太 － オンライン講座への切替えのためのホームページ制作

愛知県 株式会社東海電化工業所 4180001020216 アルミ製品販売用のＥＣサイト構築による新規顧客獲得事業

愛知県 スラプラ株式会社 6180001137157 ＥＣサイトを活用した非対面型でのコンサルティング事業

愛知県 スタジオライフ － 現地に来られなくても！リモート発表会・卒園式・セミナー！

愛知県 株式会社東海装美 2180001048399 新事業展開に伴うＷＥＢ受注システムの構築

愛知県 株式会社フジコウセラミック 8180001079208 瀬戸物の技術継承とモノづくりの内製化と効率化

愛知県 ＳＰＩＮＤＬＥ　ＡＵＴＯ　ＳＥＲＶＩＣＥ － ＥＣサイトを利用した自動車部品販

愛知県 田奈加商店 － 新規商品の開発及び既存ホームページのリニューアル

愛知県 株式会社ｉＤＥＳＡＭ 2180001141682 自然素材でつくる快適な住空間づくりの推進、感染症に対応した店舗づくり

愛知県 株式会社お墓のおざわや 5180001068312 非対面式の営業販促ツール作成と新規顧客動員の仕組み構築

愛知県 新地　雅博 － オンライン面談の導入により新規顧客を獲得する。

愛知県 五福楼 － テイクアウト・デリバリー専門ＨＰの開設及びプロモーション事業

愛知県 株式会社ユーシン 7180001033280 テイクアウト及びネット販売事業の立ち上げ

愛知県 株式会社空き家ソムリエ 3180001141426 空き家オーナー向けオンライン相談サービスの開発と提供

愛知県 エヌモード － 感染症対策商品の販売とネット販売対応店舗向け提案で販路開拓

愛知県 細井工業 － ＥＣサイトの開設・半自動溶接機の導入による新規顧客獲得事業

愛知県 トラスト・ワン有限会社 9180302007221 デジタルタコグラフ導入による業務効率化とテレワーク環境構築

愛知県 新川大清商店 － ＥＣサイトを活用した古材インテリア雑貨の販売促進事業

愛知県 株式会社ＵＰ 9180001130737 非対面営業を行い、落ち込んでいる錦三丁目の街を復活させたい！

愛知県 ファームいちじくの葉 － ＨＰ開設と販売場設置による直販強化事業

愛知県 株式会社リードプラン 7180001063352 地域に根付くＨＰの作成とクラウド構築

愛知県 株式会社ＴＥＫＮＩＡ　Ｊｐａｎ 8180001019972 新商品の売上拡大の為のＥＣ販売機能の導入と非対面接客の導入

愛知県 株式会社ふじさわ 8180001116596
氷感庫の追加導入によるサプライチェーンの維持、販路拡大及び満足度向
上

愛知県 Ｌｉｆｅ　ｉｓ　Ｍｏｖｅｍｅｎｔ － 短時間で安心安全　コロナに負けず自分の身体は自分で守る！

愛知県 株式会社あえる 7180001137206 オンライン化の波に乗る！動画と配信で非対面集客へ転換作戦！

愛知県 隈家 － 割烹料理を移動販売車にて販売

愛知県 株式会社杉井鉄工所 4180001045477 ＨＰを活用したリモートによる非対面営業とサーモカメラによる感染防止対策
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愛知県 株式会社未来クリエイト 1180001142459 ＷＥＢ集客、ＰＲ動画でＷＥＢコーチングの売上拡大

愛知県 イチゴスタジオ株式会社 2180001031272 ＨＰ、ＳＮＳの強化によりオフライン型集客プロセスをオンライン型へ

愛知県 ＳＡＹＡＲＯＳＥ － オンライン集客とオンライン診断をする仕組みを構築

愛知県 岡田税理士事務所 － 新しい税理士事務所様式！税務オンラインクリニックを提供

愛知県 細江　智佳 － ＨＰ作成による非対面販売での５割の売上獲得と新規顧客獲得

愛知県 株式会社Ｓｗａｙｔ 6180001102334 花で名古屋をもっと華やかに。ＥＣサイト開設で非対面ビジネス推進

愛知県 株式会社カナザワ 8180001042231 オンライン自動面談の導入による販路開拓事業

愛知県 川村屋 － 来店なし（ＥＣ販売）で老舗の美味しい和菓子を、ご家庭で

愛知県 株式会社アオマツ 5180001061275 ＩＴ技術を活用したオンライン自動面談の導入による販路開拓事業

愛知県 サロンエリ － 肌の悩みを解決するエステサロンのオンラインカウンセリング販売

愛知県 株式会社ｒｕｓｔｌｉｃａ 3180301030972 非対面型クラウド導入による生産性向上と新規顧客開拓

愛知県 株式会社昌盛産業 5200001020344
集客専用サイトとオンライン打合せ機能を組み合わせた新たな集客サイト構
築

愛知県 ｃａｆｅ＆ｇａｔｅａｕｘ　ｋｎｏｈｄ － フルオーダーケーキの販路拡大とテイクアウトブランド設立事業

愛知県 合同会社名古屋夜間介護センター 6180003014536 非対面型人材採用ソフト導入とチラシ広告制作

愛知県 ＦＰ　Ｏｆｆｉｃｅ．Ａ － ＦＰ事務所の認知拡大とセミナー及び個別相談の集客力アップ

愛知県 Ｃａｒｅｅｒ－Ｒｉｎｇ － 法人・個人向けコンサルティングの非対面ビジネスへの転換・促進

愛知県 心音 － 電子温灸器導入による非接触型サービスの提案と美容鍼灸の強化

愛知県 合同会社Ｍｉｋｅｓｔａｒ 9180003020746 クラウドファンディングやネットショップを活用した雑貨輸入業

愛知県 プライベートサロンｂｒｉｌｌｅ － 肌トラブル専門のオンラインサポートサイト構築事業

愛知県 ＭＡＲＵＹＯＫＯ－ＳＴＹＬＥ － 既存の業務に影響を与えずネットを活用したＥＣサイトの立上げ

愛知県 株式会社ＭＥＢＡＥ 3180001142259 集客専用サイトとインターネット広告を組み合わせた新たな集客方法の開拓

愛知県 ぷれじゅーるちとせ － 新ＨＰによるタクシーデリバリー導入で商圏拡大

愛知県 株式会社住まい工房ストローハット 4180301030096 ひのきの家の魅力を伝えるオンライン販促および見学会の導入

愛知県 焼肉さわぎ － 冬の生き残りをかけたテイクアウトと選択と集中

愛知県 三方良し株式会社 6180001122679 動画配信・ウェブサイト＆専用アプリ活用とＥＣ予約サイトの導入

愛知県 ＢＯ：ＤＩＯ － ＷＥＢ配信によるセミパーソナルトレーニング事業の展開

愛知県 鈴八庵 － テイクアウト強化で売上の安定とクリーンな店舗づくり

愛知県 モーターガレージ　マザー － 新しい生活様式で迎える楽しいカーＬＩＦＥサポート

愛知県 司法書士事務所さんた － ＥＣ・ＷＥＢサイトを活用したオンラインセミナーでの販路開拓

愛知県 株式会社ＬＩＴＥ　ＴＩＭＥ 3180001135023 お客様の人生を変えるサービスを提供する美容室の新たな販路開拓

愛知県 ヤスイ住設株式会社 4180001024431 自社サイト構築と、一般消費者に商品を販売するＥＣサイトの開設

愛知県 有限会社コアフール高木 9180002013692 オンラインによる『綺麗をより手軽に』バックアップ事業

愛知県 トヨオカ地所 － ウィズコロナ社会に対応する不動産オンライン事業

愛知県 ゆる～いイタリアンもふもふ － 居酒屋からレストランへの業態変化と非対面販売の新規創設
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愛知県 ＰｏｓｉＰｏｓｉ株式会社 4180001100447 ＶＲを活用した新事業部の立ち上げ

愛知県 パーラーＨＡＮＡＫＯ － コロナ対策抗菌トイレ＆テイクアウトで安心安全なお店作り

愛知県 株式会社菜花むら 6180301030573 自社オリジナル「梅干しプリン」ネットショッピング拡大事業

愛知県 ｓｅｃｒｅｔｂａｒ　ｙ’ｓ － 料理テイクアウト・デリバリー展開によるメイン商材の転換

愛知県 メゾンドビオラ － 広告による新規顧客獲得と無人販売導入による業務効率化事業

愛知県 Ｒｏｓｉｅ（ロージー） － 新商品開発とネット活用した新規顧客開拓、感染予防対策店舗改装

愛知県 Ｖｅｇｅｔｔｏ － オンラインによるカウンセリングとＥＣサイトによってお悩み解決

愛知県 株式会社Ａｉｍ． 6180301030664 印鑑及びスタンプの一般家庭における需要の新規開拓

愛知県 カキ小屋フィーバー名古屋大曽根店 － ＥＣサイトを活用した牡蠣販売

愛知県 ピクシーインベスター － 自社独自アプリによる集客宣伝力の強化を実現！

愛知県 Ｚｅｎ － 美容室によるコロナ禍に配慮した販路開拓の取組み

愛知県 五洋企業株式会社 8180301005607 店舗の座席稼働数アップとテイクアウト販売による顧客開拓

愛知県 山田税理士事務所 － 個室ブースの設置とエントランス改修による非対面化事業

愛知県 株式会社京の味極庵 7180001102374 新ホームページによるデリバリー事業の強化

愛知県 田口板金株式会社 9180001129234 ＩＴ技術を活用したオンライン自動面談の導入による販路開拓事業

愛知県 ＫＪヴィレッジ株式会社 1180001111868 テイクアウトシステム導入によるテイクアウトの販路拡大

愛知県 髪職人心 － カントリー風店舗を活かし理容業界に新たなイメージを取り込む

愛知県 有限会社アット・ウィルコーポレーション 6180002001403 ウェブ活用しての占い・パワーストーン販売事業

愛知県 株式会社ブランディング 5180001093839 ｗｉｔｈコロナに対応した店舗とテイクアウト需要のための屋台をＰＲ

愛知県 ちから企画株式会社 1180001038228 『ショッピングサイトの新設による新規顧客の開拓事業』

愛知県 Ｒ．Ｄ．株式会社 6180001142041 業務効率システムの導入と自社ＨＰ制作での販路拡大

愛知県 アルファホーム刈谷株式会社 1180301013608 オーダーキッチンのショールーム展開と打ち合わせオンライン化

愛知県 株式会社ケイズテクノ 4180001086728 公共事業参入による販路開拓と非対面環境による生産性向上

愛知県 一つ山ホールディングス株式会社 9180002046800 ＥＣサイト制作による非対面ビジネスモデルへの転換を図る

愛知県 ＷＨＩＴＥＯＵＴＷＯＲＫＳ － サービスの認知度向上による顧客数と売上増加

愛知県 日本のイタリア料理店　ｓａｉ － テイクアウトメニュー開発とＷＥＢサイトによる告知

愛知県 株式会社友楽不動産 9180301014581 オンラインキッチンカープラットフォームの創出事業

愛知県 カワイユウイチ写真事務所 － 強みの明確化×非対面対応の充実・感染防止徹底で訴求力向上

愛知県 ＹＡＲＮ － コーヒースタンドの設置と非対面型メディアを活用した販路開拓

愛知県 アトリエアトム － 動画活用による非来店型結婚相談所の展開

愛知県 ルアナアイナ　アネックス － セルフエステ機器の導入による非対面化と新規顧客開拓

愛知県 アールチェンジ株式会社 3180001133002 空き家オーナーを救え！オンライン空き家メンテナンス事業の推進

愛知県 Ｃｌｅｏ － ライブ配信機能付きＨＰ作成による新規顧客獲得事業

愛知県 コミュニティサロン＆カフェつづみ － ＥＣサイトを活用して、テイクアウト・宅配サービス開始

36 / 46 ページ
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愛知県 ジュンオート株式会社 7180001087178 感染予防対策！自動車内の空気クリーン化事業

愛知県 ｔｕａ　ｈａｉｒ　ｇａｒｄｅｎ － 保育士を常設する美容室による新たなサービス提供への取組み

愛知県 株式会社ミネルバ 5180001103498 ネットのライブ配信による中古車販売で新規顧客獲得

愛知県 サロン・ビラビ － 新たなメニュー作りとデジタル対応による未来店客の販路開拓

愛知県 ｓｔｕｄｉｏ　スタートライン － ＷＥＢ活用オンラインスクール・サロン事業へ転換、新規顧客獲得

愛知県 エコール・ド・ガストロノミ・ラフィネ － オンラインレッスンと講師養成講座の開講、集客の仕組作り

愛知県 ＲＩＳＥ（ライズ） － オンラインショップの販売強化と新規顧客獲得の為の機器導入

愛知県 有限会社ライズ 1180002058118 非対面型ビジネスモデルへの取り組み

愛知県 有限会社清水庵 8180302007783 店舗改装による新規顧客獲得事業

愛知県 ＧＩＦＴ － ＯＥＭ商品のオンライン販売に伴うホームページ改修

愛知県 株式会社ダイコー 7180001073178 地域密着を目指す「販路開拓」の受注オンライン化への移行

愛知県 株式会社エービーシー 3180001091588 愛されるソウルフードの継続の為のデリバリー事業開始

愛知県 合同会社Ｗｉｎｋ－ｕｐ 1180303003862 集客から講座まで非対面・非接触で行うオンラインブログ教室

愛知県 漢方サロン　ちのわ － 漢方講師のオンラインでの指導・販売による非対面ビジネスの挑戦

愛知県 Ｌ＆Ｄコミュニケーションズ株式会社 2180001089369 コロナ禍で悩む経営者に寄り添う新サービスによる商圏拡大戦略

愛知県 株式会社アイリアライズ 5080101017419 Ｗｅｂサイト改修による非対面営業モデルへの完全移行

愛知県 株式会社ＢＢオアシス 8180001104295 アフターコロナで活躍する為の店舗計画

愛知県 あい美す東海株式会社 9180001130183 コロナ禍におけるデータ連携と業務効率化によるサービス向上

愛知県 Ｆａｓｈｉｏｎ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｇｉｆｔ － 新サプライチェーン純日本産による新オーダースーツブランド開発

愛知県 ジャパンエナジー株式会社 1180001132468 店舗からの依頼受注を促進する、ＷＥＢの効率化に向けた取り組み

愛知県 オートメカドック － 脱下請け！ＨＰ製作と非対面でのＷＥＢ集客の確立による

愛知県 東海イオン株式会社 5180001020198 女性や子供も安心して釣れる！エサがいらない錘の販売促進事業

愛知県 ヒガキＭＳ － 対面回数を７割削減。オンライン面談を活用するホームページ作成

愛知県 ひろえＦＰ社労士事務所 － 非対面型ビジネス導入、広告強化による集客ＵＰ、感染防止対策

愛知県 株式会社ＩＸＩＺ 1180301030553 サービス紹介パンフレット作成と非対面型営業による新規顧客獲得

愛知県 Ｐａｓｓｉｏｎａｔｅ　Ｆａｂｅｒ － ホームページ、ネットショップ、動画などの制作業務への転換

愛知県 キャプテンクック － テイクアウトでの販路開拓と販売数、空調改善への設備導入

愛知県 かわ村 － 通信販売用の新規商品開発とホームページ改訂による顧客獲得

愛知県 マイクロシステム － 老朽設備故障遠隔診断見積システム「設備１１９番ネット」設立

愛知県 株式会社ニューフロー 6120001172928 消費者参加型の製品開発、及びダイナミックプライシングの導入

愛知県 Ｃａｒｅｅｒ　Ｅｓｔａｔｅ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ － 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

愛知県 株式会社ブライトン・プロジェクト 3180001107848 リキッドの内製化と卸売市場への販路拡大

愛知県 株式会社シャイニングハーモニー 1180001113402 非対面型アフターサービス強化による新規、リピーターの拡大

愛知県 有限会社前田管工 9180002077507 ＷＥＢサイトを活用した非対面ビジネスでの新規販路開拓
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愛知県 藤木商店 － 【遠隔での火災保険診断】

愛知県 株式会社ＨＡＴＡＲＡＫＵＮＮ 3180001132796 オンライン面談・人材管理システム導入による販路開拓

愛知県 有限会社ミドリメンテナンスサービス 5180002026657 コロナ禍のエクステリア商品開発とオンライン化で新規顧客獲得

愛知県 エープランナー － 新型コロナをぶっとばせ！オンライン展示会で経済復活事業

愛知県 ｃｈｏｃｏｌａｔ　ｆａｃｔｏｒｙ － おうちでフェイシャルエステ！オンラインで美の提供事業

愛知県 Ｌｉｌｙｒａｓ － ネイルレッスン事業のオンライン化

愛知県 有限会社ピッグシェイブ 4180002043232 美容師向けオンライン技術講習

愛知県 ＢＡＲ　ｓｅｃｏｎｄ － ＥＣ事業の開始と屋外看板を使った新規顧客獲得。

愛知県 織田　健太郎 － 【オンラインパーソナルトレーナー事業】

愛知県 株式会社ＡＳＵＲＡＩＴＯ 2180001120612 集合研修方式の講座からオンライン講座サービスへの転換

愛知県 株式会社Ｈ・＆・カンパニー 5180001118744 既存ホームページ改修によるＷＥＢ集客力の増強事業

愛知県 株式会社パニーノ 7180001094067 進物用の新商品の開発とＥＣサイトで新たな顧客を獲得へ！

愛知県 カイロプラクティック花 － オンラインによる宣伝活動で新規顧客の開拓を図る

愛知県 株式会社イノベーター 7180001110633 【ｌｉｎｅ＠　ｗｅｂ動画を使用し非対面型体調不調改善仕組事業】＿

愛知県 株式会社日創 8010801021401 看板事業のデジタル化とＷＥＢ販売

愛知県 株式会社ｆａｉｒｙ　ｇｏｄ　ｍｏｍ 8180001128195 ジビエレザーに伝統工芸の金箔加工を施した商品の開発と販路開拓

愛知県 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｖｉｃｅ－ｖｅｒｓａ － ＷｅＢサイトの充実とオンライン指導と物販促進による売上拡大

愛知県 ＳＯＳＥＩ　ｌｉｆｅ　ｄｅｓｉｇｎ － ＥＣサイト構築とオンラインサービス拡充による販路開拓

愛知県 成田　奈美 － 防草シート・遠隔監視システムによる非対面の設備管理・販路開拓

愛知県 株式会社メイプル名古屋 9180001056354 対面営業に代わる鍼灸院向け動画・ＶＴＲレターによる販促活動の取組み

愛知県 ＴＯＲＩＫＯ － ＴＯＲＩＫＯ　ｍａｒｒｉａｇｅｌａｂ～男性のための結婚研究所～

愛知県 ロスマリン － 顧客獲得のためのオンラインサービス事業

愛知県 株式会社リード 8180001140662 不二流護身術を全国へ！オンラインの活用で非対面稽古の実現

愛知県 Ｒｉｒａｋｕ＆Ｂｅａｕｔｙ　ＧＡＬＡＮＴＥＲＩＥ － お客様の満足度ＵＰで、美容院の新しい形へのステップアップ！

愛知県 アミィ株式会社 6180001123537 非対面型アフターサービス強化による新規、リピーターの拡大

愛知県 株式会社ケービーデライト 1180001142269 スチコンの導入による生産性の向上でテイクアウト進出

愛知県 株式会社ラ・パレット 4180001060625 自社ウェブサイト更新と専用ＥＣサイト構築による販路開拓

愛知県 有限会社ジョイフル 6180002066181
ふとんクリーニングを認知して頂くことと非接触型決済を取り入れて売上拡大
をめざす

愛知県 株式会社森部重量 4180001099317 新規設備会社開拓の為の新設備導入と業務のリモートワーク化の推進

愛知県 株式会社テイストワン 2180001100894 ＨＰ＆ＥＣでオリジナルデザインデータの販売と新規顧客開拓。

愛知県 シーオーエム株式会社 8180001113247 システム導入とＨＰリニューアルによる非対面ビジネスモデルの構築

愛知県 きょうえい接骨院 － ＥＣサイトを通じた新規顧客獲得とボイスコミック動画での集客

愛知県 エイトプライズ株式会社 4180001139650 フィットネス事業の認知度拡大とマシン販売

愛知県 株式会社ジェガット 9180001106530 非対面で販売可能な建築資材販売サイトの開設
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愛知県 バレッドキッズ大里教室 － 非対面でも体感できる、独自のオンライン授業の確立

愛知県 彩 － 不易流行の心で新しい時代に沿った新規顧客獲得と販路の多様化

愛知県 株式会社シャインズ 4180301021715 非対面施設案内を実現するためのホームページ制作と販路拡大

愛知県 合同会社文睿 3180003017269 ＯＥＭ製品のブランディングとネット販売

愛知県 有限会社ゴシップス 5180002042258 『新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う、ライブ配信推進事業』

愛知県 株式会社Ｍ‘ｓ　Ｂｒｉｄａｌ 2180001064586 新しいＨＰ及びＳＮＳ広告での顧客の利便性向上と新規顧客の獲得

愛知県 有限会社メディストリー 3180002078782
新型コロナウイルス感染拡大防止の為の非対面型・非接触型移行と生産性
向上の両立

愛知県 平出接骨院 － 全身整体・筋トレが特徴的な接骨院の集客強化と３密防止策の実施

愛知県 アダチデザイン － 『飲食店を応援する新しいメニューづくりの提案とネット事業の構築』

愛知県 太田事務所 － 非対面営業の為のホームページの作成とリスティング広告

愛知県 小坂行政書士事務所 － 非対面型ビジネス体制の整備

愛知県 株式会社ライフメイト 7180001064846 全国の美味しい商品を自宅にお届けするための非対面ビジネス

愛知県 株式会社ヒライワ 3180001108292 ナゴヤメシを届けよう！アンカケスパ！

愛知県 株式会社サイドスペース 4180301033363 インターネットを使って働き方改革を支援！

愛知県 有限会社片山内装 9180302019919 ＷＥＢ動画の活用と新看板により非対面での会社ＰＲを強化！

愛知県 ビーウェイブ株式会社 4180001132399 本格グランピング施設に向けた露天風呂とＨＰ・チラシによるＰＲ

愛知県 株式会社ティーエイチエー 7180301001986 コロナ後の自動化推進に向けた新戦略としてのＨＰの作成

愛知県 株式会社シーマスト 8180001120177 図面作成サポートＨＰを新規に立ち上げ営業窓口として活用する事業

愛知県 理宝株式会社 5180001085381 ＥＣサイト開設で自社製品の販売強化

愛知県 魚兼商店 － 老舗マグロ卸会社が挑戦する消費者向けオンライン通販事業

愛知県 ぶどうの木不動産株式会社 4180001136367 物件内見・接客のオンライン化等による新規集客強化と売上アップ

愛知県 有限会社タイセイ商事 3180002087800 歯のホワイトニング事業提案強化でＥＣサイト売上を上げる

愛知県 本州衣料株式会社 2180001027056 ワーキングウェアをオンライン販売！ＥＣサイトで販売促進

愛知県 ＦｕｌｌＨｅａｒｔｓ － 全国進出！オンラインメイクレッスンおよび通販事業の販売促進

愛知県 ３Ｇサポート株式会社 7180301030572 対面のコンサル業から無／省人化ソリューション提供企業への転換

愛知県 ヨガハーモニー － おうちでヨガタイム！おうちで決済まで可能なＥＣサイト構築

愛知県 オカバーゴ － 自分用の料理・飲料にできる、非対面型「微弱電荷ルーム」の開設

愛知県 ｏｃｔｏ合同会社 8180003021209 ＳａｌｔｙＳｃｅｎｔの非対面ＥＣ販売構築

愛知県 ハレプラス株式会社 5180001136176 オンライン講座による非対面型ビジネスと教室の衛生管理強化

愛知県 ОＴＡ　ＳＴＡＧＥ － 中古車の買い取りと販売事業拡大！オンライン集客による販売促進

愛知県 株式会社金丸製作所 3180001094244 生徒に安心・安全に使ってもらえる飛沫防止パネルの開発

愛知県 コメダ珈琲店　大杉店 － 【テイクアウトの販売強化・広告媒体による集客率アップを目指す！】

愛知県 株式会社Ｓｕｎヒーリング 2180001088684 足の専門院化とケアグッズの販売

愛知県 ゴルフボーイ － シュミレーションゴルフの導入で非対面スクールビジネスの構築
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愛知県 株式会社デイジー 9180001072095 ニューノーマルに対応した家事代行サービスとアドバイザー事業

愛知県 Ｓｅｒｅｎｄｉｐ株式会社 2180001061939 全国代理店向け、３ＤＣＧによる高度オンラインセミナーへ転換

愛知県 徳和建設有限会社 3180002006735 ＶＲ活用でバーチャル内覧、感染リスク０で売上ＵＰ

愛知県 株式会社　正武館柔術 5180001121797 ３カ国語対応非対面指導用ビデオ作成とＥＣ対応ＨＰ作成・国内外広告

愛知県 京都かたおか税理士事務所 － 税理士オンラインビジネスサポートの構築（主に個人顧客、観光業者向け）

三重県 ＹＯＳＡ　ＰＡＲＫ　ハーブハッピー － Ｗｉｔｈコロナ時代の適した新設備導入による非対面型メニューで売上ＵＰ

三重県 有限会社バイオネイチャー 5190002004827
手による施術をすべて最新の機器に置き換え、非密着、完全予約制のビジネ
スモデルに転

三重県 サムソン＆デリラ　センシン － エステマシン導入によりメンズエステ参入と感染防止を同時に実現

三重県 Ｈａｌｅ　Ｍｉｎｏ’Ａｋａ － 利便性を高め顧客ニーズに対応したＨＰ制作による新規顧客の開拓

三重県 喜楽器ガンクドラム － 非対面型のライブ配信やＳＮＳの動画を活用した販売数増加計画

三重県 株式会社サンケークラフト 8190001027264 ＨＰ開設で元請比率向上モデルへの変換と非対面ビジネスの実現

三重県 四日市ゴム商工株式会社 7190001016706 タイヤ小売店の接客の非接触化と新規顧客の獲得

三重県 株式会社プロットシステム 2190001016132
ＷＥＢ活用で内覧代行サービス等によるＷｉｔｈコロナにおける新しいビジネス
モデルを

三重県 ｔｈｉｎｇ　ｓｔｉｎｇ － 生活スタイルの変化に対応するアパレル店の販路開拓計画

三重県 有限会社アライヴ 8190002023428 多様な顧客ニーズを取り込むためのＨＰ制作とオンライン対応導入

三重県 ファーストホーム株式会社 4190001026856 顧客の家づくりまで責任を持つ土地販売事業への転換

三重県 日本ワード株式会社 7190001015906 自社で開発した彫刻＆印材製造機を活用した販売促進

三重県 髪倶楽部Ｂｅ‐Ｆｉｎｅ － 新たな対面型接客方法の構築

三重県 株式会社スギノトーキ 3190001015216 多目的スペースへの改装とＨＰ再構築で新規顧客の開拓を目指す

三重県 株式会社アクシス 8190001014163 ウェブサイト作成による新たな販路開拓とオンライン対応の促進

三重県 櫻井美容室 － Ｗｉｔｈコロナ時代にマッチしたサロンスタイルのための設備投資

三重県 中山製菓舗 － 「四日市市マスコットキャラクターを使った商品開発とＥＣ販路拡大」

三重県 株式会社旅くらぶ 2190001024390 海外事業に加え手作り国内バスツアー“旅くらぶ”の事業開始

三重県 染と織飛鳥 － 呉服屋が作った「白装束」を新たな商材としてＷＥＢや葬儀社にて多角販売

三重県 割烹日向 － 仕出し及びテイクアウト事業の展開による販路拡大と売上増加計画

三重県 有限会社ＯｆｆｉｃｅＬａｎ 6190002004289 三重に元気！アプリ導入による非対面営業の新たなＥＣ事業展開

三重県 丸井屋老舗 － 新商品によるオンラインでの売り上げ増加計画

三重県 ＢＡＳＥ　ＯＮ － 三重県産デカフェ飲料のインターネット販売事業

三重県 Ｋａｓａｎｅ　Ｂａｋｅｒｙ － 安定した売り上げの為の通販開始

三重県 株式会社佐トカン 4190001026708 インターネット事業強化で新規顧客開拓・販路拡大・収益増！

三重県 ワイン食堂グリ － 三重ブランドを使用した新商品開発とＥＣによる売上拡大

三重県 リストランテシスティーナ － テイクアウト事業強化による販路拡大及び新規顧客獲得

三重県 森瓦店 － 非対面・遠隔型オーダーシステムを導入して目指せ稼働率アップ！

三重県 浜口整骨院 － 感染防止対策に対応した新治療サービスの提供による売上確保
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三重県 ＮＯＯＫ － コロナ渦でも繋がりを絶やさない！オンラインサービスの展開

三重県 合同会社ＰＩＥ　ＭＥＤＩＡ 7190003003132 機材導入によりオンライン需要に応え新規顧客数増加計画

三重県 ｓａｌｏｎＨＡＳＵ － オンラインスクール事業及び香りお届けサービス事業の展開

三重県 ＨａａｒＨａｉｒＤｅｓｉｇｎ － ２名体制での完全個室・完全予約型高付加価値サロンへの転換

三重県 細野　和美 － オンライン授業の配信による顧客拡大、売上増。

三重県
パティスリー＆カジュアルフレンチドゥクル
ル

－
コロナ禍によりランチ＆イートイン中止。テイクアウト事業による売上拡大計
画

三重県 行政書士法人Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ 8190005011215 テレワークを進めて、最強の建設企業サポーターとなる！

三重県 ボディーショップ白川 － 自社ホームページの開設、デジタル広告配信・パンフレット配布

三重県 有限会社原真堂 5190002020056 ＥＣでの特殊色印刷受注による販路の開拓・収益構造の転換

三重県 ＳａｋｕｒａＢｅｒｒｙ’ｓＧａｒｄｅｎ － ネットショップ（ＥＣサイト）新規開設で非対面ビジネスの販路拡大

三重県 株式会社森田デザイン事務所 5190001001180 非対面での販売体制構築とリユース・リメーク商品による販路開拓

三重県 Ｐｉｚｚｅｒａ　ｅ　Ｂａｒ　ＩＬ　ＢＬＵＥＮＯ － ネット販売や通信販売を行うための機械の導入

三重県 お食事処たんぽぽ － もっと、たんぽぽママの味を食卓へ！安心満足助かる食事で笑顔に

三重県 有限会社大西畜産 2190002002684 セミセルフレジ導入による、接触機会低減と業務効率化

三重県 ＬＩＮＫ　ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ － 接触軽減カウンセリングの導入と癒しの融合で売上回復

三重県 喫茶ＳｙａＬｕＬｕ － 遊休空間を新たに活用しながら新商品、新分野に挑戦する

三重県 ＣＨＥＬＢＡＮ － 「公式ＷＥＢサイト及び販路拡大の為のＥＣサイトを構築」

三重県 光近代塗装工業株式会社 6190001000883 粉体塗装設備導入による地域内のサプライチェーンの構築

三重県 ボア・ド・ローズ － ｗｉｔｈコロナ時代における新しいアロマテラピーの提案

三重県 菓子工房和楽 － 仕入商品をオーブン導入により自社で製造し経費削減．利益向上

三重県 Ｌａ　ｍａｉｎ　ｄ”ａｍｏｕｒラマンダムール － 『対面＋オンライン』のハイブリッド型サロンへの業態転換事業

三重県 ＳＳＣＫ商会 － 新規設備導入による非対面型への転換・点検作業の充実化事業

三重県 ＰｏｎｉＡｎｅｌａ（ポニアネラ） － 最新型ワインセラー導入でワインの価値・特徴を「見える化」

三重県 株式会社グリル片山 3190001024803 真空冷凍商品の販売促進と生産拡大のための冷凍貯蔵庫の設置

三重県 水色レコード － オンラインショップの充実化による新規顧客獲得

三重県 有限会社アビアンジュ 7190002004437 コンテストによるブランド力強化と非対面型販売手法の確立

三重県 レストランルサンク － 急速冷凍冷却機を用いた安全な量産・保存によるテイクアウト対応

三重県 濱田茶園 － コロナ禍における新たな生活様式に対応した営業体制の構築

三重県 川合写真事務所 － オンライン相談システムとホームページ開設による新規顧客獲得

三重県 有限会社中幸青果 6190002009271 ジュース・スープスタンド併設による８０８（八百屋）再生事業

三重県 株式会社ＡＩＰ 9190001025300 オンラインと自由度が高い会場での対面によるハイブリッド講演会

三重県 秘密基地プロジェクト － Ｗｅｂページ併用集客強化及びオンライン決済の導入

三重県 Ｊパール － 赤ちゃんに贈るアコヤ真珠のギフト商品開発・ＥＣサイト立ち上げ

三重県 有限会社ふぐや 6190002009577 店内の一人鍋、テイクアウト商品開発、通信販売によるコロナ対策

41 / 46 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。

三重県 ちょこっとカンパニー － バルーンアートのネット販売とオンラインパフォーマンスへの挑戦

三重県 株式会社あしすと 3190001007221 非対面営業促進に伴うＷｅｂリニューアル及びリモート指導環境の拡充

三重県 三重田村薬品株式会社 1190001010631 ｗｉｔｈコロナ、安全を確保しながら新規顧客開拓

三重県 株式会社エクステンド 4190001026121 非対面型のリハビリ・リラクゼーションの充実と新たな集客方法

三重県 株式会社福屋 4190001026666 新規店舗出店、新型コロナウイルス対策陳列台の導入

三重県 前川料理教室 － 非対面型講習を進める為のネット環境の整備とコロナ対策の強化

三重県 株式会社Ａ－Ｌｉｆｅ 6190001011435 オンライン相談の導入による非対面型ビジネス強化

三重県 明彩塗装 － オンライン相談・概算見積りシステムの導入と動画配信による販路拡大

三重県 創牛料理はまにく － テイクアウト商品開発、ＩＴ力強化による販路開拓

三重県 有限会社八千代 5190002014603 テイクアウト商品の開発と店舗改修による販売機会の向上

三重県 コキーユ（Ｃｏｑｕｉｌｌｅ） － テイクアウト強化への取組みと老朽化した設備の改装、看板の設置

三重県 株式会社東村呉服店 1190001010508 見る、探す、学ぶ！東村呉服店まるごとオンライン化計画

三重県 松井モータース有限会社 5190002014388 コロナの影響による不安定な外注を減らし、自社整備範囲を拡充

三重県 ＩＺＡＫＡＹＡ　ＤＩＮＩＮＧ　海住 － 店内を広げ席同士の間隔を広く取り、席の間に仕切りを作成する。

三重県 株式会社とりいちフードサービス 6190001026061 アフターコロナの新生活に向けた新しい店舗改装とネット販売の強化。

三重県 小池や － テイクアウト需要への対応と衛生管理の向上を図り販路拡大

三重県 株式会社八幡屋寝具店 3190001010670 動画広告を使った非対面型営業と店舗改装による新規顧客の開拓！

三重県 有限会社中井時計店 1190002014193 ジュエリーリフォームの非対面接客による幅広い年齢層の顧客獲得

三重県 時の足音 － 新しい生活様式に適合した「新しい喫茶店」づくり

三重県 株式会社ワイズカンパニー 9190001011837 オンラインでの非対面による販路拡大

三重県 野ばら － 「オンラインアレンジメントレッスン」の開始

三重県 アースエディション株式会社 2190001011810 自社ＥＣサイトを活用した直販事業とテレワーク環境の整備

三重県 春隆 － ホームページ開設、ネット予約システムの構築等による集客力向上

三重県 うらら花 － オンライン販売・オンライン教室の開始と教室改装で販路拡大

三重県 ＣＲＵＩＳＥ － タイヤチェンジャーとバランサーを導入し、自宅で作業を行う。

三重県 ＳＡＫＵ３９ － テイクアウト新メニュー開発と看板設置によるテイクアウト事業の強化

三重県 有限会社不二ビジネス 2190002014341 ホームページ作成、ドローン販売による営業活動の強化

三重県 レストランプラネット － 真空包装機導入によるテイクアウトの販路拡大と調理の効率化

三重県 齋藤整骨院 － オンライン診療・相談をホームページ等で周知し販路拡大

三重県 越後屋健ジ郎商店 － お取り寄せスイーツの開発とネット販売

三重県 割烹若松 － テイクアウト販売の強化と、座敷のバリアフリー化で新規顧客獲得

三重県 Ｊｅｎａ　ｆｒａｍｅ － 非対面型のペットサロン開設による新規顧客の獲得と売上増加

三重県 くろねこ屋 － 通販対応、キャッシュレス決済導入による非対面型販売方法の確立

三重県 株式会社イナバ 1190001010103 新サービスの提供とホームページのリニューアルによる販路開拓
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三重県 有限会社司生堂薬局 9190002013923 オンライン相談・予約システム充実による新規顧客獲得と三密改善

三重県 株式会社ノアーズワークス 4190001026402 看板製作技術を活かした新商品をネットで販売、売上高向上を図る！

三重県 株式会社味国屋 2190001011430 キッチンカー導入によりイベントや集客施設での新規販路開拓

三重県 株式会社柳屋奉善 8190001010674 新商品の開発と、非対面型イベント販売用、特別サイトの制作

三重県 我道Ｔｒａｄｅ（ガッツトレード） － 設備補強で新規開拓、作業効率・精度向上で事業持続力を強化

三重県 ８ＬＵＭＥＮ８ － 自動ネイルプリンターの導入による安全性とお客様満足度の向上

三重県 有限会社ペースエージェンシー 1190002007610 コロナになんか負けるなドローン業務と非対面で新体制ＧＯ

三重県 有限会社ラップトレード 5190002008035 ＩＣＴ等の利活用で安心・安全・安価な車選びを提供する

三重県 桜電気設備 － Ｗｅｂを利用した新サービス「遠隔現場診断」で新たな顧客層獲得

三重県 夜鳴ラーメンいとうや － テイクアウト事業の拡大　できるだけ非対面で提供

三重県 理容丸山 － Ｗｉｔｈコロナでも負けないメニュー展開のための機器導入

三重県 ひだまり治療院 － ＥＭＳ機器を活用したプログラムによる新規顧客獲得

三重県 平林純二事務所 － 新型コロナウイルス感染防止型店舗へのリニューアル

三重県 株式会社ｆｉｒｓｔ 4190001027152 三重初！フレイバーブラスタードリンクをキッチンカーで提供

三重県 Ｃａｎｄｙ　Ｐｏｃｃｈｉ － バルーンギフト販売強化のためのネットショップ作成と店舗改装

三重県 ナッジ株式会社 8190001026480 非対面型ビジネスモデル構築の為のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル作成

三重県 アートスペース美園 － “新しい生活様式”に対応した美園オンラインギャラリー

三重県 ＫｉＫｉ － キッチンカーを利用した出張料理

三重県 樋口　智美 － 運動系フィットネスのオンライン商材化支援事業

三重県 呑虎 － 出張居酒屋の事業化と販促ツール開発による知名度アップ大作戦

三重県 伊藤建築 － チャットボット付きコーポレートサイトと看板で売上拡大！

三重県 加圧トレーニングスタジオＡＳＡＫＡ － ハコジム型での非対面トレーニングシステム導入で安心安全を提供

三重県 株式会社ヒラマツ 1190001026999 中食需要の高まりに対する店外への販売強化と作業生産性の向上

三重県 ＬＡＮＩＨＯＫＵ － ハーブエステでお肌のお悩み解決！オンラインカウンセリング事業

三重県 ＯＮ　ＴＨＥ　ＲＯＣＫＳ － 自宅では困難な煮込み料理をメインとする持ち帰りで売上増加

三重県 合名会社平木製菓 4190003000999 ＥＣサイト刷新と新商品開発による非対面型販売の強化

三重県 京立工業株式会社 8190001008776 ホームページ構築による販路拡大とテレワーク環境の整備

三重県 小辻ますみ － 宅録ナレーター始動にあたっての宣伝・広報事業

三重県 ブーランジェリー　エ　カフェ　リエゾン － ネットで新規顧客獲得し、ＥＣサイトで販路拡大し継続、発展する

三重県 志摩パール － 『ＥＣサイトによる販路拡大と、非対面型商談スペースの確保』

三重県 ニカク食堂 － クラフトビールとテイクアウトメニューによる販路拡大

三重県 株式会社菊野商店 8190001008446 ＥＣサイトの作成及びネット広告活用による販路拡大・売上増加

三重県 有限会社ステージコラボレーションＩＧＡ 6190002012201 新規事業（会議システム・配信サービス）に向けた器材導入

三重県 洋菓子専門店メルヴェイユ － ソフトハード両面で対面と機会ロスを同時に削減するモデルに転換
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三重県 糸伍株式会社 5190001008325 非対面型販路開拓および業務効率化を推進するホームページ制作

三重県 ｍａｌｌｉａ－ｈａｉｒ（マーリャヘアー） －
感染防止を望む顧客向けの完全個室型カラースペースを新設するための店
舗改装と情報発

三重県 有限会社瑞宝軒 6190002004719 ＰＯＳクラウド売上管理システムで、非対面接客・テレワークを進める

三重県 ＤＩＳＨ　ＤＲＥＡＭ　天天 － 移動販売による個別対応による事業

三重県 Ｓｍｊｕｋ － いつでも、どこでも、自分が好きな時に、気軽に身体や心のケアをしよう！

三重県 ＲＡＧＴＩＭＥ　ＨＡＩＲＷＯＲＫＳ － 感染防止策の徹底及び効果的なＰＲによる新規顧客獲得

三重県 株式会社アグリー 8190001019419 テイクアウトメニューの開発と非対面型の屋外飲食スペースの新設

三重県
ＦＩＴＮＥＳＳ　ＧＹＭ　ＳＷＡＧ／ごりら整骨
院

－ オンライントレーニングの開始と広告事業による顧客獲得

三重県 清風亭 － スチコンを導入し、うなぎを活用したテイクアウト部門の強化

三重県 有限会社Ｆａｉｒｙ 8190002013412 高額な式場挙式でなく地元の神社や店舗を使った挙式披露宴

三重県 有限会社フィールド 4190002012335 昇華プリンター購入による生産性向上と売上拡大

三重県 京風イタリアンらんぽ － ウィズコロナ時代キッチンカーと完全予約型ビジネスモデルへ転換

三重県 特定非営利活動法人アガペの家 8190005006173 【ホームページ作成に係る売上改善及びＳＮＳによる法人周知事業】

三重県 株式会社森脇商店 4190001009530 ＥＣサイト立ち上げによる計画的販売体制の構築と売上向上事業

三重県 ろーどるーぱ － 海の幸１０００円ガチャの自動販売機設置で非対面販路開拓

三重県 Ｓｈａｎｔｉ　Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ －
オンラインサイトを作り販売、宣伝、紹介（レシピも含む）などネットを通じての
展開

三重県 うえ久 －
食事処の個室化によるお客様のプライベート空間の創出と非対面ビジネスへ
の取組

三重県 くざき鰒おべん企業組合 9190005010307 アカモクを手軽に食べられる小売用加工品の新商品開発と販路獲得

三重県 カネマン水産株式会社 4190001022228 多言語ＥＣサイトの構築による海外市場への進出と新たな顧客確保

三重県 株式会社ファーム海女乃島 5190001022532 インターネット販売で「伊勢志摩のＪＧＡＰ認証野菜」を全国に！

三重県 へあーさろんつかさ － 持続可能なエコ理容店を目指すための情報発信力の強化

三重県 エスジェイトレーディング株式会社 6190001017639 ＳＪＫＯＢＥ　サンクスキャンペーン

三重県 Ｏｒｇａｎｉｃ　ｈｅｎｎａ　ｓａｌｏｎ　Ｓｏｍａｒｉ － 自宅でできる簡単ヘナ染め、オンラインで教えます！

三重県 マルヤスギフト館 － ギフトで心を伝えるお手伝い。オンラインショップの拡充。

三重県 ＮｕｕＡ － コロナ禍での新規売上獲得等のためのセルフ脱毛サービスの導入

三重県 ＭｕｕＵ － コロナ禍においても安心な個室等及びセルフ脱毛等サービスの導入

三重県 伊勢塾 － ＩＴを活用した非対面学習でコロナに負けない塾作り！

三重県 株式会社やまもとヘルスリンク 2190001027336 新ダイエットメニューとセルフ治療器による非接触の施術

三重県 株式会社縁屋 7190001024089 飲食依存経営からの脱却と非対面型での新商品の販路拡大の推進

三重県 株式会社伊和新聞社 1190001009285 発注から入稿までオンラインで行える印刷事業

三重県 株式会社多喜不動産 3190001023425 非対面チャネルの整備と土木工事の事業化による売上高拡大戦略

三重県 落合　宣文 － 大工ののりちゃんＷＥＢで集客

三重県 ＭＯＣＣＡ　ＳＵＲＦ　ＢＯＡＲＤＳ － 非対面型ビジネスへの取り組みと店頭販売の為のリフォーム

三重県 ＤＡＩＳＹ － 再生美容のＥＣサイト制作とセルフホワイトニング機器の導入
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三重県 コンパスホールディングカンパニー － Ｗｅｂ等を活用した非対面型ビジネスへの転換・強化と客単価向上

三重県 Ｐｅｎｓｅｅ － ＥＣサイトの新設による全国フラワー需要対応プロジェクト

三重県 有限会社さどおけさ 3190002020355 目指せ！お家居酒屋。テイクアウトで売り上げ確保

三重県 株式会社ＭＯＡＮＡ 2190001025983 ３６０°カメラを用いた住宅紹介による非対面型商品説明力の強化

三重県 まるふたつ － 非対面型の顧客の獲得と環境整備

三重県 コトノハ － エスプーマーを使ったこだわりの料理を自宅で気軽に楽しめる！

三重県 株式会社ＤＡＧ 7180001129954 ＨＰ作成および予約フォーム構築による販路拡大戦略

三重県 株式会社沖植物園 7190001004900 「リモート商談会」の開催とオンライン販売による顧客獲得

三重県 そば切りきそうらい － 生蕎麦テイクアウトの開始と店内改装・販売強化で売上アップ

三重県 株式会社Ｋコーポレーション 1190001025316 「新しいニーズ」に着目した高級和牛料亭の革新プロジェクト

三重県 株式会社Ｍ－Ｑｕａｌｉｔｙ 5190001027234 ＨＰ作成で自社ブランディングの向上による新規顧客獲得事業

三重県 開発工業株式会社 7190001020988 ホームページ構築による非対面型の販路拡大

三重県 山宝株式会社 4190001024620 新サービス「コロナ対策家電の販売・リース」開始による販路拡大

三重県 学習塾Ｋ＆Ｋ － 映像授業の導入でｗｉｔｈコロナのビジネスモデルに！！

三重県 株式会社南景製陶園 9190001015747 新商品の開発及びオンラインでその魅力を伝える環境整備

三重県 株式会社テンクリエイション 9190001024970 非対面型オンラインスクール設立による販路拡大

三重県 Ｗａｔａｎａｂｅ設備 － ＥＣサイトでのエアコン販売と設置工事事業の販路拡大事業

三重県 株式会社煌 6190001023827 Ｗｅｂでの非対面販売への転換で新規顧客を獲得する事業

三重県 株式会社田辺真珠養殖場 9190001020697 自社商品でＷｅｂ広告とＥＣによる販路開拓で新市場創出

三重県 炙り焼肉専門店　にく福 －
テイクアウトメニューの開発のよる販路開拓及びＳＮＳによる広告での認知度
の向上

三重県 株式会社加藤塗装工業 4190001022319 衛生環境向上の為の非対面型新サービスによる売上拡大事業

三重県 株式会社桂 9190001018799 新商品開発によるテイクアウト等の販売強化事業

三重県 株式会社バトルファクトリー 3190001005943 販売管理とネットショップのデータ共有で販路拡大

三重県 株式会社アトリエ・ハル 9190001013701 目にも鮮やかなオーダーメイドペーパーアイテムの開発と販路拡大

三重県 三厨建築 － コロナウイルスの影響に伴う新規販路開拓の為のＥＣサイト構築

三重県 株式会社水都 9190001025886 言葉の壁を超えるグローバルウェブサイトでＩＴ契約

三重県 ユーゴイメックス株式会社 5190001003623 非対面情報発信サイト（強みサイト）へのリニューアルと販路拡大

三重県 有限会社中部産業 8190002004477 オンライン指導導入と店舗の拡充

三重県 株式会社デパール 1190001013147 非対面型業務の拡大と店舗運営の効率化のための設備導入

三重県 城組 － 「チャットシステムによる打合せのリモート化」

三重県 ここからかふぇ － 非対面型カフェへの転換と客層付加による売上向上

三重県 Ｇｒｏｗ　ｕｐ － コロナ禍に対応！非対面サービス・コミュニケーションへの取組

三重県 ＮＥＸＴＳＥＥＤ － 助成金活用型コンサルティングのプログラム開発と販路開拓

三重県 中村　修 － 完全非対面の「宅配型手ぶらでＢＢＱ」参入による売上拡大
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三重県 株式会社サンエル 3190001011826 新規に立ち上げたプログラミング教室事業の遠隔オンライン授業化の取組

三重県 ｃａｆｅ　ｑｕａｒｋ － テイクアウトの強化と販路拡大、換気機能の向上

三重県 ＥＦ．ｊｐ － 熊野の海・山・里で遊べる民宿のユニバーサルツーリズム推進
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