
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５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

鳥取県 メディカルエステサロンＳｈｉｎｙｏｕ － 売上を上げるための販売ＨＰ作成・ＥＣサイト導入

鳥取県 美容室ルリエ － 新型コロナ感染防止対策による安心・安全な地域密着型美容室へ

鳥取県 株式会社海産舎 8270001006367 個人向け通販の開始及びＢｔｏＣ向け新商品開発

鳥取県 ＬＥＶＯ　ＪＥＷＥＬＲＹ － ホームページ・ＥＣサイト開設と受注増加対応の為の機械導入

鳥取県 アイスネイル － オンラインスクール事業による売上向上計画

鳥取県 四川担担麺虎嘯 － テイクアウトによる販路開拓と、非対面接客による安全確保

鳥取県 合同会社ＧｒｅｅｎＧａｒｄｅｎｓ 7270003001152 非対面営業による潜在顧客の獲得と売上向上

鳥取県
株式会社ＴＥＡＭ　ＳＴＵＤＩＯ　ＡＲＣＨＩＴＥＣ
ＴＳ

6270001004364 オンライン対応による売上回復と新部門立上げによる販路拡大

鳥取県 合同会社Ｃａｓａ 9270003001241 オンラインセミナーの取り組みによる売上向上計画

鳥取県 株式会社いまむらワイン＆カンパニー 6270001007383 ３密回避のファームフロント・テラス席活用で客足回復

鳥取県 有限会社杉本地所 2270002010134 スマートフォンページの作成と非対面ビジネス展開

鳥取県 ｆａｃｅｓふぇいせす － コロナウイルスに対する完全抗菌対策

鳥取県 有限会社米川 9270002007330 ドーナツ部門の製造卸売への業態転換に伴う製造拠点の新設

鳥取県 株式会社レイズ 9270001007604 オンライン個別指導とオンライン自習室新設による、新規顧客の獲得

鳥取県 有限会社福島商店 5270002006848 あなたの生活に漬物を！オリジナル漬物のＥＣサイト構築

鳥取県 株式会社ポラリス 8270001007836 オンラインを活用したリモートで行うフィジカルケア！

島根県 紅茶専門店Ｐｕｎｇｅｎｃｙ － 自社ＨＰ・ＥＣサイト開設及びオリジナル紅茶ギフトボックス開発

島根県 株式会社高宮電気 3280001003021 元請依存からの脱却に向けた訪問営業に頼らない営業体制整備

島根県 イマジン．珈琲店 － 非対面で２４時間コーヒー豆を売るための自動販売機導入

島根県 株式会社ＹＵＲＥＨＡ 7280001005897 ライブハウス部門の店舗移転による有料ライブ配信新規構築事業

島根県 ＴＲＩＢＥＣＡ － スタイリングサービスの非対面化および動画制作事業への参入

島根県 岡真志建築設計事務所 － ３Ｄ・ＶＲ活用によるオンライン打合せの円滑化と県外顧客開拓

島根県 有限会社ナガサワ 8280002005796 ネット販売サイトの開設とネット広告による効率的な販売促進

島根県 株式会社ＦＵＬＶＵＭ 1280001007420 おうち時間で楽しめる！オンライン型ネイルサロンの開設

島根県 ＬＡＮＧＥ － オリジナル自販機を活用した高たんぱく質商品販売による顧客獲得

島根県 有限会社ニチデン 3280002005842 自宅セルフエステサービス提供のためのＥＣサイト付ＨＰの構築等

島根県 料理仕出し　つねまつ － テイクアウト商品増産のための冷蔵設備拡充と広告宣伝の強化

島根県 ＤＥＬＩ＆ＫＩＴＣＨＥＮ　ｈａｌｏ － 宅配システム導入による販路開拓強化

島根県
薬膳スープカレー８，０００，０００（ヤクゼ
ンスープカレーハッピャクマン）

－ 真空パックによる冷凍・冷蔵商品の開発および販売事業

島根県 ヘアーサロンヨシミ － 家族や身近な者で祝福する新たな結婚様式「自宅婚」の提案

島根県 Ｋ’ｓｔｕｄｉｏ － 非対面型ビジネス（ホワイトニング事業）主力化の為の取組

島根県 株式会社島根イズム 1280001007049 テレワーク整備でコロナ禍でも変わらぬ業務環境の実現

島根県 有限会社富田茶舗 3280002001569 テイクアウト販売の開始

※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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島根県 加藤完一商店 － 国産無農薬コットン１００％の衣服の開発による新規販路の構築

島根県 いづも縁結び整骨院 － 松江市初！売上増と感染拡大防止を図る最先端セルフ医療器の導入

島根県 Ｓｍｏｋｅ　ｂａｒ５１５０ － 「飲食業＋α（リース業）の相乗効果を狙った兼業ビジネスモデルへの転換」

岡山県 Ｔｒｉｐｌｅ　Ｏｎｅ株式会社 5260001026055 ＷＥＢを活用したセミナーとオンライン相談による新規顧客確保

岡山県 株式会社アスコルバイオ研究所 5260001008516 独自研究開発の安定型ビタミンＣ栄養補助食品等の本格的ＥＣ展開

岡山県 三雅株式会社 2260001002819 ホームページリニューアル！オンライン相談で新規開拓

岡山県 株式会社岡田植物園 1260001001565 国際ガーデンエキスポ２０２０（展示会）への出展にて全国展開を図る

岡山県 ｓｈａｌｏｍ　ＡＩ － 美しく年を重ねる介護脱毛の推奨と拡張

岡山県 ＷＡＮＴＩＭＥ － 日本初トイプードル雑貨専門Ｗｅｂショップの増設による売上拡大

岡山県 有限会社ぶっかけ亭さいとう 9260002008825 出前・小ロットに最適麺の茹で方を実現する高制御ボイラーの導入

岡山県 株式会社Ｒａｙ 7260001017259 非対面型ＷＥＢカタログ作成と車内改装による遠隔地営業効率化

岡山県 京進スクール・ワン　大元駅前教室 － オンライン授業による新規生徒の獲得及びさらなる商圏の拡大

岡山県 碧い森 － 開放的で快適な、屋外テラス席のリニューアル工事

岡山県 株式会社クリック 5260001012014 美容材のＥＣ販売と年配者向け新サービスの実施、業務効率化

岡山県 株式会社ＫＵＢＯＴＡホールディングス 8260001023710 うどん店のテイクアウト対応型アプリ構築、運用、販路開拓

岡山県 有限会社広谷屋 5260002008390 従来の学校教材対面販売からネットを通じての販売

岡山県 株式会社小倉商店 7260001001618 水産物加工の強みを活かす提案活動非対面化とＥＣ展開への取組

岡山県 株式会社リノ 5260001023069 ネット通販向け新商品の開発と販売管理業務のテレワーク化

岡山県 アマキカメラ － 動画撮影を非対面で行うための設備導入による販路開拓

岡山県 理容大番 － 快適な空間の創造、バックシャンプー導入で顧客満足度アップ

岡山県 有限会社ＵＩＣ 5260002024157 配管製作業を内製化するための設備導入による販路開拓

岡山県 ＮＢＣ － オンラインレッスン管理宣伝充実の為のＨＰリニューアル

岡山県 お好み焼いこや － テイクアウト事業の拡充と出張販売強化で販路開拓

岡山県 有限会社テックイシハラ 5260002019784 車内清掃の内製化と非対面営業の強化による販路開拓

岡山県 Ｎａｉｌｓａｌｏｎｌｏｖｅｌｙａ － オリジナルネイルチップのネット販売の仕組構築による販路開拓

岡山県 Ｃｒｅｐｕｓｃｕｌｅ － 新規ネット販売等により新規顧客獲得と店舗販売で売上向上を図る

岡山県 有限会社オフコ 6260002022341 高品位ＥＣサイトによる通販・業務販売の新規顧客開拓事業

岡山県 有限会社エレクト興産 4260002016873 非対面営業システムの構築でオンライン商談への転換

岡山県 Ｍｏｍｏ　Ｎａｉｌ － セルフ利用の脱毛機の導入により販路開拓で売上増加を目指す

岡山県 株式会社プロコンサービス 7260001017143 店内飲食と新規テイクアウト事業の融合で市場の機会を拡大する

岡山県 株式会社カツウラ 3260001030926 オンライン塗装診断での非対面営業システムの構築

岡山県 ｓｔｕｄｉｏＣＨＥＲＩ － 大切な記念日を思い出に残すレンタルフォトスタジオの開設

岡山県 株式会社Ｌａｉｄｖａｃｋ 3260001016958 商品開発の為の設備導入による作業内製化とＨＰリニューアル
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岡山県 エスブライト株式会社 3260001034910 ＵＶ印刷機導入による内製化と販路拡大に向けての取り組み

岡山県 みずぐち － リーズナブルな会席料理のテイクアウト・通販用メニュー開発

岡山県 Ｙｏｕ　ｓｔｙｌｅ － オンラインレッスン及びＥＣカート決済活用による売上高の拡大

岡山県 Ｄｏｖｅ　＆　Ｏｌｉｖｅ － 販売促進用ＰＶの作成とショッピングカート設置及びＨＰの外国語対応

岡山県 プラナ － 非接触を可能にする機器導入による非対面型メニューの導入

岡山県 ＺＩＣＣＡ － 安心・安全な対応・販売体制の構築

岡山県 株式会社橋本鉄工所 1260001014451 販路開拓の為のオンライン営業システムの構築

岡山県 ｋａｍｅｙｏｇｏｈａｎ － 料理教室のオンライン講座導入に向けたＨＰ新設とシステム構築

岡山県 ＨＡＩＲＳＴＡＧＥＡＶＡＬＯＮ － 非対面オンライン予約・相談でカット時間を短縮し三密時間削減

岡山県 株式会社水島凸版 4260001014853 デジタルシフト　プロジェクト

岡山県 ｅｍｍａ　ｎａｉｌ － ネイルチップのインターネット販売とコロナに対応したお店づくり

岡山県 株式会社ゲンデル・ジャパン 5260001033984 自宅で本格カレーを作るスパイスキットの通販事業

岡山県 株式会社三洋サービス 2260001013386 抗菌ハウスクリーニング事業と衛生用品商品のネット販売開始

岡山県 株式会社Ｂａｍｂｉ 2260001033285 テイクアウトでも親子で外食の仮想体験と豊かな食育のサポート

岡山県 有限会社トップワン 5260002019900 スマホ買取・中古販売及び修理事業実施ための広告宣伝強化

岡山県 徳光左官 － ホームページを活用した非対面型ビジネスモデルでの販路拡大

岡山県 ｇａｒｄｅｎ　ｇａｒｄｅｎ － オンライン・通信販売で陰陽五行アロマの鑑定・講座・販売を全国に提供

岡山県 有限会社アントレ中央 3260002016313 新規設備導入による整備体制強化と新規顧客の囲い込み

岡山県 備中和紙製造所 － 品質の高い雁皮紙、三椏紙で新規需要開拓

岡山県 ヘアーメイクｎｉｃｏ － フラット式シャンプー台、換気システムの導入による感染防止対策

岡山県 Ｄｅａｒ．．． － 岡山発ネイルサロンの非対面化＆レンタルサロン売上拡大

岡山県 株式会社暮らしき編集部 5260001024587 倉敷のモノづくりから始まる「暮らし」が買えるＥＣサイトの構築

岡山県 オートサービス難波 － 専用機器の導入によるエアコン点検の見える化、のぼりを用いた宣伝

岡山県 有限会社カーブティックオンリー・ワン 6260002017390 ＨＰ新規開設で他にはないマニア車を広域ＰＲにより新規顧客獲得

岡山県 有限会社長谷屋 7260002022910 インターネットを活用した占いによる非対面型の営業形態への移行

岡山県 株式会社ハートバード 4260001030165 新型コロナ対応ハイブリッド消毒＆強力脱臭で新規顧客開拓

岡山県 サロン＆スクール　アンジュ － 非対面ビジネススキーム構築でカウンセリング＆化粧品販売拡大

岡山県 からだリセット － オンラインで完結する運動管理・栄養管理で姿勢改善とダイエット

岡山県 有限会社中村工業所 4260002029058 生産性向上による大口失注案件の取り込み

岡山県 居酒屋　三枝春 － 当店自慢の多種多様なお弁当の製造と近隣のお客様への提供

岡山県 有限会社住吉 9260002028617 カフェから、洋菓子販売への転換

岡山県 千代堂 － 【大型冷凍庫導入による生産性向上と冷凍商品の販路拡大】

岡山県 ｋｏｓａｅｌ（コサエル） － 動画コンテンツを入れたホームページ制作の販路拡大
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岡山県 Ｓａｌｏｎ　Ｍａｒｉｅ（サロンマリー） － オンラインカウンセリングサービスと物販でコロナ禍での売上拡大

岡山県 有限会社ビレッジウッド 8260002020715 商品をなるべく非対面で提供するためにドライブスルー設置

岡山県 株式会社テクニカルワークス 9260001031464 新事業展開、噴霧器でのウイルスの除菌・抗菌・微粒子消毒事業

岡山県 株式会社西建設 7260001014330 ウィズコロナ時代に対応！オンライン商談導入による販路拡大計画

岡山県 玉島バルＢＲＵＮＯ － テイクアウト事業の開始による売上増加と更なる感染症対策

岡山県 Ｌｕａ － 自社アプリを活用した非対面型セルフ脱毛オペレーションの開発

岡山県 高木金属株式会社 8260001016813 新サービス提供による広報活動の強化及び販路開拓事業

岡山県 株式会社備中屋 3260001014540 地元倉敷・瀬戸内のこだわり地酒・食材のＥＣ販売構築事業

岡山県 株式会社アイムス 3260001012437 品質表示作製業務の内製化

岡山県 花田食品株式会社 7260001014470 ガムテープ上下貼り封函機及び印字機を導入し作業効率の改善。

岡山県 三鉄工業有限会社 9260002018477 高品質、生産性向上に向け鉄骨柱大組立溶接ロボットシステム導入

岡山県 有限会社橋本屋 7260002020451 ホームページで非対面衣装選び導入と店舗のコロナ対策と換気対策

岡山県 有限会社ディーシャイン 2260002022304 オンラインで、ダイエットサーポート＆パーソナルトレーニング

岡山県 おにぎりのくに － 販路拡大のためのおにぎり移動販売事業

岡山県 美容室フルール － 完全貸し切り！抗菌対策床材の全面交換による安心安全な店舗事業

岡山県 揚げ処春夏秋冬 － 店内の感染症対策と１年を通したテイクアウトで非対面売上の強化

岡山県 有限会社オーシーファーム 2260002032889 目に見える形で「安全安心」を！愛犬と健康に暮らすために

岡山県 Ｍｏａｎａ（モアナ） － ズームを利用した非対面による完全個室のセルフエステサロン事業

岡山県 玉野魚市場株式会社 2260001034283 瀬戸内ブランドの加工品販売強化とＥＣ事業での新規顧客獲得

岡山県 デリカびわ寿し － 地域に根差した飲食店の持帰り専門店への業態転換事業

岡山県 株式会社宝来 4260001031980 玉野地域における下請けから元請けへのビジネス転換

岡山県 グリーンウェイ英会話スクール － 英語教育のオンライン化事業

岡山県 有限会社ツジツウ 6200002006484 お客様が感染するリスクを下げるビジネスモデル

岡山県 有限会社Ｋｌａｘ－ｏｎ 9260002023262 自社製品一部内製化による顧客への更なるパーソナルな対応の向上

岡山県 ＴＥＴＯＲＡ － ファクトリーブランドの立ち上げ・ＥＣサイトを活用した販売

岡山県 有限会社アルガー関西 8260002020830 施設改修による非対面ビジネスと資材の安定供給による事業継続

岡山県 松家製麺 － キッチンカーで製麺所から直接届ける作り立てのうどんの提供

岡山県 まま楽楽 － リサイクル品のＥＣ販売、片付けセミナーのオンライン化

岡山県 有限会社スペシャル 8260002022298 ＡＮＴＧＡＵＧＥブランド構築による着やせコーディネートの提供

岡山県 ＡｎｙＷｈｅｒｅ　ｃｌｏｔｈｉｎｇ －
公式ホームページによる非対面での販路拡大と展示会出展によるオーダー業
務の効率化

岡山県 レスプリリビエラ － 不揃いの黒いちじくを南仏風コンフィチュールに仕上げご家庭へ

岡山県 まるみ屋 － お客様との非対面作業システム導入と予約システムによる販売促進

岡山県 真鍋島ニンニク栽培研究会 － ふるさと納税などオンラインショップでの贈答品販売
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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５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。

岡山県 大西畳工業 － 畳表を使った小物の試作及びホームページでの販路開拓

岡山県 株式会社西部観光バス 7260001018257 観光×スマートフォンの修理をキャッシュレス決済で！

岡山県 木村興楽園 － 非対面型ビジネスモデルの構築及び新規顧客の獲得

岡山県 西林鈑金塗装 － ＨＰリニューアル及び個人客顧客獲得に向けた事業整備

岡山県 株式会社備前の夢 7260001031565 防災カレー試食会による新事業立ち上げ及び新規顧客獲得

岡山県 ゼロホームデザイン有限会社 3260002032533 新しい店舗様式の在り方を考えたオープンショップの建築

岡山県 片上埠頭開発株式会社 3260001021512 取扱い貨物保管場所増設に対応するフォークリフト増車

岡山県 有限会社嘉数燃料 6260002032489 ＬＰガス集中監視システム導入による非対面型ビジネス

岡山県 想心建築 － 住まいの安心・安全を支える住宅リフォームの継続と生産性向上

岡山県 肉のやまさき － パーティーを楽しむローストチキン＆ビーフのテイクアウト展開

岡山県 すぎ庵マルク － ３密を避けながら屋外ショールームと看板で新規販路開拓

岡山県 株式会社松本 5260001018944 飲食店のテイクアウト商品差別化の竹皮食品容器のＥＣサイト強化

岡山県 インドレストランナマステアガン － アジア香るインドカレーとタンドリーのテイクアウトメニュー展開

岡山県 有限会社石井洋品店 8260002026687 ＥＣと実店舗を連携させ、それぞれの強みを生かす

岡山県 ＢＡＳＥ　ＳＥＮＯＴＥ株式会社 5260001032004 新抗菌施行サービスの非対面型での受注システム構築で売上拡大

岡山県 合同会社八十八商店 4260003003292 テイクアウトへの業態転換に向けた生産性向上の生産・販売の展開

岡山県 ｒｅｃｈｅＲｃｈｅ（ルシェルシュ） － 洋服オンライン販売スキームの構築で自宅での巣ごもり消費拡大

岡山県 福田商会 － タイヤ組み換え内製化による自動車整備工場の顧客開拓と売上拡大

岡山県 ＲＵＡＮＡ － サロン専用マシンを気軽に使える非対面型セルフエステの開設事業

岡山県 株式会社日東社 3260001019218 グッズ製作の内製化による売上拡大

岡山県 Ｂｏｎｉｔａ － 電気バリブラシ導入による非対面型ビジネスモデルへの転換

岡山県 ミゾテ経営コンサルティング － 「非対面型の新規事業として下駄のＥＣサイトによる製造販売」

岡山県 ブラッスリーセルポワ － 「おかやまジビエの高級テイクアウト事業に必須なホームページ開設」

岡山県 合同会社ＬｏＬ 7260003002969 岡山初の無人セルフ脱毛サロンで経営の安定を狙う

岡山県 ゲストハウス磨屋町 － ４Ｆ改修で機会を創設し、ＰＲ冊子制作と両面で国内販路を開拓。

岡山県 シュペルノーヴァ・ネイルズスタジオ － 爪のアフターケアをオンラインでカウンセリングする

岡山県 理容アリモト（フェイスビュー） － 新しい生活様式に対応したステイホーム美容

岡山県 ナッツモーターサイクル － コロナを乗り切る！ＨＰを使ったピンストライプ認知度アップ事業

岡山県 ｏｒｉｅｎｔａｌ　ｄａｎｃｅ　ＳＨＵＫＲＡＮ － ホームページ作成と動画＆オンラインによるペリネ対策の普及

岡山県 アトリエグリッター － 販路開拓の為のホームページ作成、サロン内換気と消毒の強化

岡山県 Ｋ・Ｉプランニング － 大衆演劇向けの着物のＷＥＢサイト構築で販路拡大

岡山県 あまね整骨院 － 地元に根差した整骨院のオンライン診療への取り組み

岡山県 ＬＩＶＩＮＧ　ＮＩＮＥ株式会社 2260001027527 ＶＲによる物件映像の提供とＶＲゴーグル貸与による受注獲得
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岡山県 有限会社ブルーマン 3260002012948 商品出荷に用いる梱包資材販売のＥＣサイト構築で販路拡大

岡山県 オーエムエス有限会社 1260002024920 オリジナル漢方薬のネット通販による非対面ビジネスの販路拡大

岡山県 株式会社ユニシー 8260001024436 パッケージシステムの販売力強化で１業種依存からの脱却への挑戦

岡山県 有限会社セナ 7260002019147 営業活動のオンライン化による販売促進及び顧客獲得

岡山県 株式会社白壁不動産 5260001017500 オンライン営業システム構築及び物件情報のデジタル化

岡山県 株式会社ニチドウ 8260001030608 多能工育成による低価格な店舗・住宅リフォーム工事のネット受注

岡山県 福原英数塾 － ホームページの開設による生徒募集とオンライン授業の開始

岡山県 讃岐の男うどん能勢 － 近隣の方に求められるうどん・弁当を、なるべく非対面で提供

岡山県 株式会社ブックランドあきば 2260001005904 個人向け雑誌宅配開拓のための移動車によるマーケティングと販売

岡山県 たにもと接骨院 － セルフトレーニングとオンラインセルフケアによる新規顧客獲得

岡山県 錦門丸松工業株式会社 3260001015877 デジタル機器対応とテレワーク環境整備でクライアント満足の向上

岡山県 アクロス － コロナをバネに新しい働き方で売上げＵＰ！

岡山県 小鳥食品株式会社 4260001029901 焼鳥事業の売上回復・コロナに対する安全対策の実現

岡山県 有限会社三協観光 2260002004343 ＥＣサイト構築と多機能ＰＯＳレジ導入によるセルフ会計

岡山県 ウエルネスデザイン － 「オンライン姿勢改善サロン～ＡＩ姿勢診断、カウンセリング、オンライン指導～

岡山県 ｅ‐ｓｅｌｅｃｔ株式会社 4260001017311 安定的な買取商品の獲得及び販売強化による経営基盤の構築

岡山県 近藤治療院鍼灸部 － 「鍼灸セルフケアセット」の認知・販売促進のためＨＰ新規作成

岡山県 株式会社伊地知工業 3260001012627 一次加工における完全内製化と高い品質の確保、販路開拓

岡山県 株式会社たにもと 2260001021562 非対面での運動パフォーマンス向上サービス提供による顧客獲得

岡山県 Ｎａｉｌ＆Ｂｅａｒｔｙ　ｓａｌｏｎ　ＣＯＣＯＬＯＢＡ － ＥＣサイトでのデコレーショングッズの販売による販路拡大

岡山県 Ａ－ｎａｉｌｓ － チップのネット販売及び歯のホワイトニング新サービスの導入

岡山県 株式会社ＦＵＫＵ 4260001033242 人気メニューの繁華街への配達事業の開始

岡山県 株式会社片山運輸商事 9260001008826 ホームページの開設と、テレワーク構築でコロナを乗り切る！

岡山県 茅原　弘和 － 農産物コイン販売機設置による非対面型無人直売所の開設

岡山県 表町イタリアンＭＡＲＩＯ － 揚げピッツァ販売の非対面型販売への事業転換と新規顧客の獲得

岡山県 － テイクアウトの本格参入と、３密回避対策による客足回復事業

岡山県 はじまる整骨院 － 【非接触型施術機器の導入による売上高の拡大】

岡山県 小野事務所 － 非対面型での相談業務の構築と広報強化

岡山県 ボディコアひいろ － ≪身体ではなく心に触れる≫ウェブを活用した物販・イベント強化

岡山県 新見観光株式会社 7260001019197 ご自宅にて、自家製タレで本物のお肉を楽しんでもらう

岡山県 有限会社協実 6260002003052 オンライン接客及びオンライン会議によるテレワーク推進事業

岡山県 株式会社アルドゥール 9260001008578 感染防止対策を徹底した店舗環境への改装・ＰＲによる販売促進

岡山県 株式会社ＷＩＳＨパートナーズ 7260001023521 動画配信を活用したクレドマネジメントプログラムの販路開拓
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第５回受付締切分）
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岡山県 有限会社香洛園 2260002018079 テイクアウトシステム構築で非対面を強化し持ち帰りを強化する

岡山県 株式会社佐藤瓦 5260001009142 オンラインで屋根工事、屋根リフォームの無料相談・ご提案を実施

岡山県 有限会社末澤たんす店 2260002028565 ＥＣサイトによる新規顧客獲得＆リアル店舗への集客アップ！

岡山県 合同会社アーメットビーテ 7260003003001 ４０代以上の女性向け健康・美容商品ＥＣサイト構築＆サポート事業

岡山県 ワタナベ映像事務所 － 業務用空撮ドローン導入による非対面型映像制作への転換

岡山県 株式会社ＦＲＥＥ　ＳＴＹＬＥ 6260001032102 自社ブランド商品展示の為のショールーム製作

岡山県 丘の上のぶどう畑 － 鳥獣害・盗難被害の監視、及びハウス内環境制御のリモート化

岡山県 株式会社ＦＲＵＴＡＳ 7260001031730 岡山県産の果物を活用したテイクアウトや宅配により販売出来るスイーツ開発

岡山県 株式会社ＨＯＴＥＩＳＯＮ 7120901042460 入居者を守る非対面サービスの導入

岡山県 株式会社ティースリー 1260001028006 完全非対面化を実現。コロナ禍でも安心・安全な「集い」を提供！

岡山県 株式会社ランドワン 6260001010322 豚焼肉大衆化に向けた店舗コンセプトデザイン改革事業について

岡山県 Ｙ’ｓオフィス（ワイズオフィス） － 小さな組織のためのリーダー育成講座のオンライン教材製作・販売

岡山県 麺酒一照庵 － ラーメンギフトセットのネット販売開始に伴うＥＣショップ制作

岡山県 みからく株式会社 5260001028885 非対面型シャンプー台設置と新メニュー「ヘッドスパ」で新規開拓

岡山県 有限会社髙塚 5260002023828 ホームページ等を活用した非対面型営業体制の構築による売上増加

岡山県 ＫＮＩＧＨＴ － メンズセルフエステの導入による新規顧客獲得と売上安定施策

岡山県 ウィーフハリサ － 品質向上による新規顧客開拓

岡山県 Ｇｏｏｄ　ｈｕｍｏｒ － ＨＰ開設によるオンラインサービス開始と新サービスの開発

岡山県 有限会社パックマンフーズ 5260002007855 非対面型ビジネスの導入により新たな売上の軸をつくる

岡山県 パーソナルトレーニングスタジオＲｉｐｐｌｅ － トータル・トレーニングとオンラインレッスンによる売上増加

岡山県 肩こり腰痛専門ＬＡＢサンヴィア －
オンライン店舗立ち上げによるオンラインセルフケアサポートの収益化と認知
拡大

岡山県 Ｔ－ｔｒａｉｎｒｅ’ｓ　ｒｏｏｍ － スポーツ選手のための新しいトレーニング生活支援システム構築事業

岡山県 ｆａｎ　ｐａｌｅｔａ － コロナ禍でも安心して過ごせる施術スペース改装及び新規開拓

岡山県 有限会社西口ベンダー工業 4260002007419 非対面ビジネスと下請け脱却を加速する３Ｄ技術ソフトウェア導入

岡山県 有限会社畠瀬本店 7260002007861 【テイクアウト、ＥＣサイトの販路拡大とコロナ対策の為の店内改装】

岡山県 カゼミチ株式会社 9260001012340 オンラインカウンセリングの導入と安心安全のお見合いルーム設置

岡山県 有限会社シルバープランニングセンター 9260002022743 ＨＰ開設で気軽に非対面型相談が出来る窓口を設け顧客獲得へ

岡山県 有限会社サン・アイカンパニー 1260002017313 非対面営業への転換に向けたＷＥＢの活用

岡山県 株式会社グラスト２１ 6260001027647 メガネレンズ交換の非対面化、及び修理用品のオンライン販売

岡山県 株式会社トキラボ 4260001011784 インクジェット看板のプリント工程の内製化及び販路開拓

岡山県 まーちゃん － 昼営業への転換及びテイクアウト商品販売による販路開拓

岡山県 株式会社ＭＩＣ 4260001032673 高付加価値化のための食品の新製品開発・営業代行サービス

岡山県 株式会社アクティブ 1260001026232 非対面オンライン商談システムの構築で販路開拓
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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。

岡山県
有限会社ウエルアップ・ディティ・カンパ
ニー

4260002016675 最新機器を活用した補綴物の提供

岡山県 有限会社ＫＡＴＯ．コーポレーション 6260002015592 オンラインフォローで自宅学習を応援！非対面しシステムの構築

岡山県 有限会社山田塗装工芸 4260002010298 非対面（オンライン）を前提としたＢｔｏＣビジネスモデルへ転換

岡山県 豊前うどん　いしば志 － 家で味わう「豊前うどん」テイクアウト事業開始

岡山県 さんぱつひろば － ◇非対面型ビジネスへ転換のためのＥＣサイトの導入

岡山県 美容室Ｒｅｅｆ － コロナでも美しさを維持していただく新しいコミュニケーション

岡山県 有限会社ブルズ・エージェンシー 5260002015412 オンラインによる非対面型エージェントシステムの構築

岡山県 オオタテーラー合同会社 6260003002499 オーダースーツのオンライン販売システムの導入

岡山県 貝鮮屋まー坊 － ネット商品開発及び強化による新規顧客獲得

岡山県 株式会社ＨＯＴＳＴＡＦＦ 2260001011241 ライブ配信を活用したネット飲み会による新規顧客集客事業

岡山県 昇鶴園 － 席や持ち帰りの予約が可能なＨＰの開設

岡山県 米粉シフォンケーキ専門教室ｋｏｎａｙｕｋｉ － オンライン授業と、製造販売開始による相乗効果で売り上げ拡大

岡山県 オーシャンフリークス株式会社 4260001029240 釣り具ＥＣサイト開設とホームページ作成による販路拡大事業

岡山県 株式会社ＵＭＩＨＩＴＯ 6260001030436 秘伝のたれのしみだれチャーシューのテイクアウトメニュー展開

岡山県 ＹＯＳＡ　パーク　Ｐａｃｅ － 個室化とセルフ機器導入による非対面型サービスへの転換

岡山県 倉敷サンドキッチン － ＥＣサイトの立ち上げによる、非対面ビジネスの構築と商品強化

岡山県 株式会社ＣＯＳＭＯＳ８ 3260001027336 非接触でのサービス提供とネットを通じた新規及び固定客獲得

岡山県 Ｈｉｔｏｍｉ＆Ｃｏ － ブランディング戦略のオンライン学習サイト（ｅラーニング）構築

岡山県 Ｄ－ＷＯＲＫＳ － 内装業のオンライン見積受注の開始に伴う新規事業拡大

岡山県 株式会社マルシンカンパニー 5260001030362 コロナ禍における非体面にて新規顧客開拓事業

岡山県 ジール整骨院 － 施術者向けオンラインスクールを周知するためのＷＥＢサイト制作

岡山県 バーマエダ － ネットを使った人気メニューのテイクアウト事業の拡大

岡山県 株式会社貼屋 7260001026350 ＥＣサイト・予約サイトの構築と広報

岡山県 フラワーショップＰＥＰＥ － 新商品、ＥＣサイト構築及び移動販売事業の取り組みによる売上高の拡大

岡山県 整体理楽 － 非対面で提供可能なサービスの拡充と広告集客の効率的な強化

岡山県 フェザーフィールド株式会社 7260001027118 テレワークで２店舗間の情報共有とオンライン会議をする

岡山県 ＨｉＦｕＭｉ － ハンドメイド雑貨のオンラインショップ開設による販路開拓事業

岡山県 株式会社ＴＭ　アンビション 4260001034703 「食と音と」イベント企画による販路拡大

岡山県 オーガ － 左官技術力を活かしたリフォーム提案と非対面営業による売上向上

岡山県 三宅管工 － 非対面型営業体制の構築による売上向上

岡山県 合同会社インフィールド 3260003002089 お客様の利便性向上と「３密」を避けたＩＯＴシステムの導入

岡山県 株式会社瀬戸内活魚 4260001013764 高鮮度・高熟成が選べる朝採れ・活きじめ鮮魚の提供

岡山県 ＣＡＦＥ　ＢＵＴＴＯＮ － 安全なメニュー提供の迅速化と自社他社の広告による顧客の開拓
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岡山県 株式会社ＶＡＳＩＣ 2260001032329 一点物感覚のアメカジ＆ストリートのリメイクファッションの提供

岡山県 有限会社バランス 3260002008021 Ｄ２Ｃを実現するＥＣサイト「経年変化していく次世代のサイト」の構築

岡山県 チームモデレーション － 販路拡大に向けたホームページの作成・ＥＣサイト誘導チラシの制作

岡山県 攸圭有限会社 1260002011423 オゾン発生装置の自社販売の開始に伴うオンライン受注化

岡山県 祐建設 － 工事における応対を全てオンライン化を導入し業務効率を向上

岡山県 有限会社五感 1260002018088 新商品開発しネット販売と新たな卸先開拓で売上を拡大する事業

岡山県 株式会社ベーシックプロダクト 4260001005992 テイクアウト・通販商品パッケージの一貫制作サービスの提供

岡山県 株式会社オートグランドスーパーセブン 5260001023614 新商品開発とパンフレット作成及びオンライン展示商談会への出展

岡山県 株式会社リトル 6260001000257 建築材料卸販売のオンライン見積・打合せの開始による新規事業

岡山県 ＨＵＭＡＮＦＬＹ － ネットショップを活用したデザイングッズ等の販売による売上拡大

岡山県 有限会社コンチェル 2260002022667 テイクアウト・ケータリング用キッチンカーのレンタル＆販売事業

岡山県 リージョン株式会社 6260001017482 非対面オンライン活用によるパートナーとの連携強化による営業の強化

岡山県 株式会社メディアクリエイト 7260001008669 非対面型対応のオンラインコンテンツ販売事業への転換

岡山県 株式会社平野瓦工業所 6260001014570 非対面バーチャルショールームシステムを活用した新規販路開拓

岡山県 ＲＩＧＨＴ　ＡＮＧＬＥ株式会社 8260001028049 「壁紙付き、自宅でオリジナルドッグウエア！」販売の新サイト制作

岡山県 江長自動車工業株式会社 9260001028642 設備導入による品質向上と新規顧客の獲得

岡山県 株式会社Ｗｅｅｄ 3260001027716 新型コロナウィルスに打ち勝つ、井原デニム製品の販売強化

岡山県 サンテック株式会社 6260001017532 販路開拓に向けた新事業への進出と既存事業の非対面強化

岡山県 聖和株式会社 4260001015587 既存海外検品から新規国内生産簡易加工及び検品業務への販路拡大

岡山県 株式会社サンメイ工業 2260001029622 コロナウィルスによる売上減少を回復する管工事施工能力の強化

岡山県 株式会社アヴェンタエステート 7260001033314 コロナ感染対策商品のＷＥＢコンサルとネット販売事業

岡山県 株式会社インプランツ 9260001023305 発表の場を持つＤＪや音楽制作のオンラインレッスンの提供

岡山県 有限会社泉田マイカー 7260002000742 車／バイクのトラブル相談室とオリジナルパーツ通販事業

岡山県 有限会社大橋商店 9260002002051 畳製造工程内製化による一貫生産体制構築と自動見積りサイト作成

岡山県 有限会社佐藤技研 5260002018448 自宅からのプログラミングによるテレワーク環境の確保

岡山県 カイロプラクティック健寿 － 一人ひとりの生き方を支えるオン＆オフラインボディケア

岡山県 株式会社太陽 4260001004020 ＩＴ事業の営業～納品のオンライン化で新規顧客を取り込む！

岡山県 ｔａｋｉｚａｋｉ　ｌａｂｏ － 得意先への特別パッケージングとＩＴ活用による打ち合わせ効率化

岡山県 林電化工業株式会社 9260001011350 機械加工研究所による修理部品・試作のエンジニアリングサービス

岡山県 フェイス － 講師業を営む事業者のための動画教材作成講座の完全オンライン化

岡山県 写真館ｉｔｏｒｙ － 初心者向けカメラ講座のオンライン化事業

岡山県 ｍｉｎａ － Ｗｅｂセミナー・ＥＣサイト構築とＹｏｕＴｕｂｅ配信による宣伝

岡山県 株式会社ＤＴ．ＭＴ 6260001033042 客席間の距離を空け、換気機能を向上させて店舗環境を整備
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岡山県 中華快席　福幸 － 「本格中華をご家庭でも」非対面型インターネット販売と販路開拓

岡山県 ＡＮＩＫＵＬＡＰＯ － オンラインカウンセリング導入のための新ショールーム改装事業

岡山県 株式会社センス 9260001031448 ネットを活用した商品在庫公開・非対面型営業スタイルへの転換

岡山県 藤元将太 － 建築施工のオンライン見積り開始による販路開拓事業

岡山県 有限会社脇本電気工事 4260002024554 非対面による受注獲得活動強化と企業イメージ向上戦略

岡山県 株式会社ＦＯＲＴＹ　ＦＩＶＥ 7260001029626 自社アパレルブランド宣伝と従業員のテレワークを推進する事業

岡山県 株式会社ワールドプロジェクト 2260001030381 コロナに負けない！ウィズコロナで飲食店を活性化に！！元気に！！

岡山県 Ｂｉｓｔｒｏ　ｎａ菜（ビストロナナ） － 顧客管理システムの導入によるデーター活用と電子決済

岡山県 株式会社ステップ 5260001009150 コロナ禍とコロナ後に向けた経営転換事業

岡山県 有限会社中島鈑金塗装 2260002016066 コロナ禍における、これからの営業と整備の確立

岡山県 合同会社ハジマリニワークス 3260003002114 ヴィーガン菓子工房及び新しい生活様式に対応した新店舗オープン

岡山県 株式会社アイビー・リール 2260001031289 新感覚オンラインエステ「おうち時間で美心化計画」

岡山県 ログマネジメント － ＥＣサイトを活用した新商品販売による売上アップ

岡山県 フジセットパワー有限会社 5260002022581 自社設備増強による幅広い顧客への対応

岡山県 川口企画 － 遠隔監視システムと防草シート導入による電力安定供給環境の構築

岡山県 ハウスペイントグループ株式会社 3260001024317 非対面化の実現による個人客の取り込み事業

岡山県 株式会社ＮＩＳＨＩＮＯ 9260001032776 ホテルラウンジをテイクアウト特化型の飲食店へ改装事業

岡山県 有限会社上吉経営研究所 5260002010586 オンライン打ち合わせとシステムのクラウド化による販路拡大

岡山県 ＣＲＯＳＳＴＡＬＫ英会話カフェ＆バー － オンライン英会話レッスンによる非対面型ビジネスモデルの構築

岡山県 株式会社アイルズ 4013301030743 直接訪問営業から非対面営業による新事業の新たな営業手法の確立

岡山県 株式会社シディック 2260001019821 オンライン非対面式「相続税対策　測量相談」による新規顧客獲得

岡山県 岡山ひかり法律事務所 － オンライン非対面式「弁護士相談」による新規顧客獲得

広島県 焼きたて食パン専門店　一本堂 － 市場が拡大する高齢者配食サービスによるデリバリー事業の開始

広島県 リカーショップマツヤ － 『決済機能付き自社サイトの新設にともなうお米の販路拡大』

広島県 株式会社３ｒｄＰｒｏｊｅｃｔ 9240001045838 通販サイトでの販路開拓で全国にＦＩＲＯのパンを拡げよう！！

広島県 アルステックデンタルラボラトリー － 「個別門営業から資料郵送型営業への転換による販路開拓事業」

広島県 有限会社ア・ボン 1240002020005 店舗営業依存から脱却したテイクアウト事業によるの販路開拓

広島県 瀬戸内倶楽部株式会社 4240001048630 観光事業部門・海洋生物調査研究部門の非対面・高効率化

広島県 株式会社文友 3240001018717 新たな非対面型Ｗｅｂサイトへの改修で販路拡大！！

広島県 有限会社エヌビイ興発 5240002002412 セルフチェックシステムによる非対面型テニススクールの構築

広島県 株式会社なぎ 5240001049470 Ｗｅｂを駆使した広報でｗｉｔｈコロナ時代の売上回復への挑戦

広島県 有限会社ハンダヴ 8240002038296 販路開拓拡大へのテイクアウト、デリバリー開始

広島県 ｎｏｏ． － パラフィンコートフラワーの販路開拓に向けた取り組み
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広島県 ＰＥＡＣＯＣＫ － 『売上減少を補うデリバリー事業の開始とスパイス等のネット通販の開始』

広島県 ななほし堂鍼灸院・アロマトリートメント － オンライン妊活相談　／　おうちでセルフケア教室　（オンライン決済を含む）

広島県 株式会社一力 9240001020163 来店型から出前型へのビジネスモデルへの転換

広島県 Ｇ．Ｏ．Ｄ － 売上減少を補うネット販売事業の開始

広島県 株式会社サジエス 3240001021316 非対面でのデータの受注を実現し補綴物の受注事業強化とそのＰＲ

広島県 有限会社西部総合写真 3240002008704 『ＨＰ構築とＥＣサイトの立ち上げによる非対面写真販売』

広島県 合同会社心乃花 3240003003865 対面施術事業のＥＣサイト販売・商品開発・非対面講習の展開進出

広島県 手打ちパスタと自然派ワインＭＯＮＯ － 【自宅レストラン　極上イタリアンをご自宅で】事業

広島県 フリーダム特許事務所 － ホームページを活用した接触回数低減型の知的財産権保護施策

広島県 京蒸 － 新しい生活様式に「オーガニックライフ」をプラスで健康に。

広島県 ピエナ　コーチング　プロジェクト － スクール及び各講座のオンライン化による業務改善と販路開拓

広島県 株式会社アームス 4240001018484 非対面での国際交流を支援する国際交流プラットホームの開発

広島県 株式会社ＴＫプロジェクト 9240001052108 コロナ禍の新しい“非対面婚活”に必要なホームページ作成

広島県 Ｐｕｒｉｔｙ　Ｍａｇｉｃ － 『売上減少を補うリモートのセルフケア指導及び通販事業の開始』

広島県 有限会社一丁目でよりみち 7240002022648 売上減少を補うテイクアウト販売の強化

広島県 千代延整体院 － 加圧トレーニングの遠隔指導と新型医療機器導入で新サービス開始

広島県 多慶家 － 対面型（店内飲食）から非対面型（弁当販売）にビジネスモデルを転換する

広島県 株式会社オフィシャルサイト 2240001016977 ＷＥＢを活用した独自のオンラインプログラム開始により販路開拓

広島県 株式会社正弁丹吾 2240001005402 自社製造ポン酢をネット通販で全国に売るシステム構築

広島県 株式会社ＴＧＰ 9240001055143 新サービス提供による売上アップの為の内装変更とネット販売強化

広島県 株式会社ＡＧＲＩ 2240001029236 Ｗｉｔｈコロナを見据えた弁当、惣菜のデリバリー事業の開始

広島県 ソウルキッチンえん家 － テイクアウトと人気商品キムチのネット販売の強化で販路拡大！

広島県 株式会社ヒューマン・モア 7240001016287 「オリジナルだしパック」通販強化のための加工場新設等体制整備

広島県 株式会社キャンプドアーズ 7240001054147 一般消費者向けの小売業を開始する為に必要なネット通販システム構築

広島県 水主町食糧企業組合 － 非対面型の御用聞きお届けサービスの開始による個人客の新規開拓事業

広島県 山椒魚 － 『売上減少を補う新規商品の開発と販売及びネット通販事業の開始』

広島県 ピアノバー下本 － 『生演奏の有料オンライン配信化と録音サービス事業の開始』

広島県 株式会社燈花 2240001040424 ≪着物販売・レンタルのネット通販と着物便利屋業のリモート化≫

広島県 玉家 － 「売上減少を補う為のネットによる通信販売サービスの開始」

広島県 株式会社ワールドコーヒー 5240001012354 新たなＰＲ手法「音表現」を用いた珈琲豆の通販サイト構築～販売

広島県 ｃａｋｅ　ｈｏｕｓｅ　ＡＫＩＲＩ － こだわりのアレルギー対応菓子をＷＥＢ通販で全国へ販売する

広島県 有限会社伸陽電化設備 2240002007991 非対面型ビジネスモデルの構築のためのホームページリニュアル

広島県 鉄板焼・お好み焼き元就 － 店内販売からキッチンカーによる非対面型での弁当販売事業
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広島県 ＮＡＴＳＵ　ＰＨＯＴＯ － 『女性ターゲット広報支援について非対面への事業転換』

広島県 株式会社ａｄ・ｊｕｓｔ 1240001052206 オンライン研修に切替える為のＷＥＢ集客体制の構築

広島県 株式会社Ｍｉｌｋｙ　Ｗａｙ 7240001056044 「お絵かき動画ムービー」を使った集客を開始し、ネット販売事業を開始

広島県 中谷商店 － ネットによる新たな販売チャネルの構築し新顧客創造する

広島県 ＧＡＬＬＥＲＩＡ － 売上減少を補うＶＲ動画ウェブセミナー及び脱毛サービスの開始

広島県 株式会社竹名屋 2240001051636 自社サイトでの新規顧客獲得と固定客確保

広島県 友愛不動産建設株式会社 6240001012089 非対面で内覧が可能！新たなサービス開発による直案件販路拡大

広島県 焼肉かばち － 当店素材を生かした弁当テイクアウト事業開始並びにその体制整備

広島県 ネイルアトリエシャイニー － ＨＰと広告媒体で脱毛機導入のＰＲとＷＥＢマーケティング事業！

広島県 武蔵坊 － 新たな顧客層に向けたネット通信販売の開始

広島県 ゴールデンフェロージャパン株式会社 7240001055954 『ＥＣサイトで小売販売開始』

広島県 喜久屋製菓有限会社 2240002004436 ３密をさけるため、オンラインサロンでパン売りからトキ消費へ

広島県 ＦＯＣＵＳＧＹＭ － フィットネスジムの完全非対面化とその周知による販路の拡大。

広島県 たかや鮨 － 増収に向けたテイクアウト本格参入のための設備投資・広報活動

広島県 株式会社夢の希 6240001044223 テイクアウト強化とデリバリー開始周知用ＨＰ修正と対応設備購入

広島県 株式会社リック 9240001012573 非対面化によるコンサルティング事業と住宅ＦＣ事業の販路拡大

広島県 有限会社広亭タナカ 7240002005735 テイクアウト等事業の強化で販路拡大、売上げアップに取組む

広島県 元祖　へんくつや － 全員でコロナ対策に取り組み、テイクアウト強化で売上の回復を！

広島県 有限会社ビットラージ 1240002024435 福祉に事業所向けのウェブシステムのＰＲとテレワーク環境の整備

広島県 株式会社光商事 7240001044791 テイクアウト事業の強化で売上回復・雇用確保・感染防止を図る！

広島県 株式会社浜田樹苗園 6240001008883 「ＥＣショップを開設し、対面型販売から非対面事業へ転換」

広島県 株式会社アミ 8240001000579 オリジナル商品「花びら茶」のブランド化とネット販売構築

広島県 ＡＩＸコンサルティング株式会社 3240001053788 従前の対面型営業をｗｅｂ活用した非対面型プロセスの移行事業

広島県 横川酒場かくれ小屋 － 売上減収を補うための『やきとん・カツサンド』テイクアウト開始

広島県 株式会社モイスティーヌ広島販売 5240002025454 美容アドバイスと新規顧客獲得ができる化粧品ＥＣサイト構築

広島県 ヘアーサロンムラタケ － ＥＣサイト制作による、新たな販路構築への取り組み。

広島県 株式会社ミライワーク 5240001055618 対面型営業スタイルからｗｅｂを活用した非対面型の集客スタイルへの転換

広島県 山創 － 売上減少を補うテイクアウト事業の開始周知と待合場所の整備

広島県 Ｄｉｏｎｅ広島舟入店 － 売上減少を補うＥＣサイトでの通販・ＰＲ

広島県 ダーツヤブル － 気軽にカジュアルに食べられるポットカリーのテイクアウト販売

広島県 和　ｐｒｏｄｕｃｅ － 新和装商品「華帽子」の開発とネットを通じた新規顧客獲得

広島県 Ｔｏｙ　ｂｏｘ株式会社 1240001056207 新しい生活様式に対応すべくテイクアウト事業を通じて新規顧客の獲得

広島県 Ｐｒａｓａｎｎａｔａ － 新事業『整体×エステ』のオンライン講座による販路拡大
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広島県 有限会社エムフジタ 3240002026371 非対面型チェックインシステム活用によるホテル無人運営の導入

広島県 株式会社Ｔサポート 2240001054234 オンラインショップ開設による遠隔での営業活動強化

広島県 Ｃｈｉｚｕ － 減収カバーのためのオンライン授業開始に向けた配信体制整備実施

広島県 オステリアブリランテ － 新規設備導入によるテイクアウトへの本格参入で新規顧客開拓

広島県 有限会社エスワンファクトリー 6240002052101 独自ＥＣサイト開設・新商品開発で、非対面強化と売上向上！

広島県 ヘアサロンドア － お客様に安心して利用いただける店舗環境改善と来店客数の拡大

広島県 有限会社バブルス 4240002052350 キッチンカーによる売上拡大と新規顧客の獲得

広島県 Ｒｉｂｌｅ － ＳＮＳを活用した集客コンサルティングサービスの新設

広島県 有限会社大元商店 1240002050142 自社ホームページの作成およびネットショッピングモールへの参入

広島県 鳴滝工業有限会社 6240002051094 ＨＰ新規作成と非対面型営業による歯車事業の広報強化と顧客開拓

広島県 ４Ｓｅａｓｏｎ － イベント用資機材のネットレンタルサービスの開設による販路開拓

広島県 株式会社花菱 2240001038419 『薩摩芋焼酎　花菱』自社ＥＣサイト構築による販路拡大

広島県 音楽喫茶サカジャムベース － 酵素ジュースのテイクアウトとドライフードのネット販売の導入

広島県 ＣａｒＦａｃｔｏｒｙα － ホームページ制作による見積書作成・ＳＮＳ広告による販路開拓

広島県 有限会社理興 5240002051905 ウェブツールを活用した非対面ビジネスへの転換および販路拡大

広島県 みよこ水産株式会社 8240001038594 店頭販売ブース設置によるお弁当・惣菜販売促進で新規顧客獲得

広島県 合同会社尾道ラーメンたに 2240003003569 惣菜製造設備及びテイクアウト・通販事業ＰＲによる市場開拓計画

広島県 アクロスインターナショナル有限会社 4240002051880 機械導入で作業効率・生産性向上と販売の強化事業

広島県 ＰスクールＡＢＣワールド － おうちで外国人講師と学べるオンラインレッスン

広島県 株式会社梶山製作所 6240001025628 信頼性の高い製品製作で新規顧客獲得。

広島県 寿食堂 － 新たにネット注文を活用し、テイクアウト事業・お弁当事業に参入

広島県 花水記 － オートシャンプーを活かした、直接接触しない洗髪工程の実現

広島県 有限会社プロジェクト・ケイ 5240002035412 ブランディング性の高いＨＰへ改修、付加価値の高い新商品開発

広島県 ノスベモス珈琲 － オンラインショップの強化とテイクアウトによる販路拡大事業

広島県 ごはん処宮園 － テイクアウト導入による非対面型サービスの強化

広島県 メゾンドシェフごはん － 自店ホームページ開設と受渡小窓新設によるテイクアウト部門強化

広島県 ナツメダ商事株式会社 2240001031555 自社ＥＣサイトの構築・ＨＰの刷新によるおからちゃん販売強化

広島県 株式会社フルーヴ 7240001055335 キッチンカーの導入による販売エリア拡大・新規顧客獲得

広島県 株式会社ＧａｒａｇｅＲｉｎｋｓ 1240001035235 多車種対応スキャンツール導入で、診断作業外注依頼体制の脱却

広島県 ｌｏｖｅｍｎａ∞ － ＥＣサイト構築・オンライン決済機能追加による販路拡大

広島県 服部屋 － ネット販売開始とテイクアウト周知による非対面での販路開拓

広島県 有限会社ビーケイ 2240002042411 ホームページリニューアルと楽天市場出店等による新規顧客の獲得

広島県 ｄｉｐｏｒｔｏ合同会社 2400030047771 オンラインネイルスクール事業導入による販路拡大
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広島県 株式会社アキト興運 3240001035258 新規事業『松永かき氷カフェ』開始とテイクアウトによる売上拡大

広島県 有限会社遊湯 5240002047531 サブスクリプションの導入及び広告宣伝の強化による新規顧客開拓

広島県 有限会社ピエロトーイ 7240002042415 ネット販売の拡大で希少価値のある商品を全国にお届けする店作り

広島県 ビジネスホテル大善 － 客室環境改善「安全・安心」による顧客満足度および売上向上

広島県 有限会社江原仏具店 8240002039658 お香のインターネット販売による新規顧客獲得と新商品開発

広島県 有限会社土味 3240002041998 新商品開発の実現およびインターネットを活用した販売戦略の構築

広島県 昭和舗道建設株式会社 3240001030928 当社独自の非対面営業システムの構築でオンライン打合せ

広島県 株式会社岡本亀太郎本店 6240001030173 鞆の特産品「保命酒」「本味醂」のネット販売による新規顧客獲得

広島県 Ｃｏｃｏｎｉａｌｙ － ＥＣ決済機能を導入、孤立を防ぐオンライン子育て講座の実施

広島県 クイックマッサージディライト － コロナ禍で医療従事者監修のマッサージ店で安心のサービス提供

広島県 株式会社なごみ不動産 8240001054897 非対面オンライン商談事業導入による新規顧客の獲得

広島県 オーガスト － ネット販売事業導入の為にＥＣサイトを構築し、販路拡大を図る

広島県 Ｊｏｇｅｎ － テイクアウト専門店を立ち上げ、既存店舗との併設運営を図る

広島県 黎アドバイザーサービス合同会社 4240003004318 新商材のデリバリー洗車の拡販による事業再建

広島県 アルジェント株式会社 2240001044227 新規顧客獲得を目的としたネット販売・買取と予約システムの導入

広島県 中華レストラン北京 － 接触低減と売上げ確保に向けたテイクアウト強化型厨房改修と広報

広島県 ＴＡＫＥマネジメントオフイス － ＳＮＳ自動連携機能付き自社ＨＰ構築で業態転換し新規顧客獲得

広島県 ＳＥＥＤ － サロンで使っている女性向け美容製品ＥＣ販売による事業再建

広島県 Ｓｏｎｏ　Ｆｅｌｉｃｅ． － ＥＣサイトの立ち上げと足に関する相談をお受けします。

広島県 森下裕子税理士事務所 － オンラインによる非対面型コンサルティングでの新規顧客獲得

広島県 有限会社大平電機 9240002046694 ホームページ開設による顧客開拓と予約・問合せシステム構築

広島県 藤本被服 － ホームページ作成とＷＥＢでの小売店支援による販路開拓事業

広島県 有限会社エグゼ 7240002027067 オンラインとホームページを活用したパタンナー育成教育の取組

広島県 ホリスティックブレイン学院株式会社 6240002046499 オンラインカウンセリング・授業開設による新規顧客獲得

広島県 鉄板焼き十々 － 売上回復・拡大を目指すためのデリバリー開始

広島県 Ｐｅｒｅ　ｍｅｒｅ　しあわせなパン。 － 非対面営業への取組と食パン等の量産体制の強化

広島県 曙工芸株式会社 1240001033552 ＷＥＢ展示会の開催による新規顧客獲得

広島県 ピカワン有限会社 2240002052253 動画コンテンツのＷＥＢサイトでの活用による新規顧客の獲得

広島県 喫茶ティノ － テイクアウトボックスの開発による新規顧客開拓

広島県 プレーゴ美容室 － 個室化空間で三密回避・非接触型機械導入で売上増強・新規客獲得

広島県 橙 － 飲食店営業の経験を活かした地産地消の弁当・仕出し事業の開始

広島県 有限会社エグゼ 5240002030859 非接触型オーダーシステム＆代金精算システムの導入

広島県 株式会社デンタルラボトラスト 9240001056975 デジタル機器導入による販路拡大と働き方改革。
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広島県 バルールコーポレーション有限会社 2240002030770 美味しくて彩あふれる料理をお届けする、新しいスタイルの仕出しに挑戦

広島県 スナックＪＵＮ － 安心安全な店内飲食の出来る店づくりとテイクアウト事業の開始

広島県 大広観光株式会社 7240001037283 コロナ対策を徹底し、安心・安全な新サービスを広くＰＲする

広島県 有限会社ビューティベース佐野 8240002049590 接触が減るオートシャンプー導入による安全安心高品質の施術提供

広島県 山本呉服店 － 非対面ビジネス環境の整備とネットを通じた新規顧客獲得

広島県 ＣＨＵＲＣＨ． － コロナ対策のための店舗改修とテイクアウトの新規顧客開拓

広島県 はっさく工房まつうら － ＨＰリニューアル・商品を通じて得られる新たな体験を生む

広島県 Ｋｉｒａデンタルサポート － 新設備導入とＩＴを活用した進化し続ける歯科技工所

広島県 よし成 － 自店ホームページ開設と予約システム構築による非対面化強化

広島県 Ｃａｒｏ　ｈａｉｒ＆ｈａｎｄｍａｄｅ　ａｃｃｅｓｓｏｒｙ － 安心・安全に心も体もリフレッシュ非接触事業で販路開拓

広島県 有限会社サンセイ工業 9240002027686 院内感染予防のための仮設診療所開設と広報

広島県 ブーメラン － 女性店主のラーメン店で、テイクアウト事業による販路開拓

広島県 キリン工房 － タペストリーの販売で、新たな顧客の獲得

広島県 別府燃料株式会社 9240001022770 ＬＰガス集中監視システムの導入で非対面型ビジネスモデルへ転換

広島県 株式会社ハウスクリエイト 3240001023709 賃貸不動産非対面型契約及び管理の構築

広島県 はじめに母ありき － 起業ママ向けオンライン講座プログラムの新規開発及び新規顧客獲得

広島県 株式会社ＡＴＨＥＲ 4240001023583 オンライン＆屋外トレーニングで販路開拓し低体力者を減らす事業

広島県 ＯＲＩＯＬＩ － ＥＣと卸売に特化した瀬戸内の産品を活用したブランド開発事業

広島県 ユルソン株式会社 7240001022905 好況と不況時での生産体制の変化により毀損へ対応し販路開拓

広島県 お好み焼きくらげ － 広島のソウルフード冷凍お好み焼きで全国展開

広島県 岡田酒販 － 西条の地酒をＥＣサイトで販売することで、新たな顧客の開拓

広島県 有限会社あおぞら・がんぼ事務所 9240002027190 クラウド会計とリモートワークの環境整備による販路拡大

広島県 Ｏ・Ｌ・隠岐 － 健康づくり運動の動画制作及びその宣伝による販路拡大

広島県 リングイイネ － 東広島西条の日本酒、酒粕を使った持ち帰り専門の焼きそばの提供

広島県
コンディショニング×ピラティススタジオ　Ｓ
ｔｅａｄｙＧｏ

－ オンライントレーニング開始およびＨＰとスタジオのリニューアル

広島県 合同会社晴れる屋 2240003003791 新商品開拓・開発事業で新たな販路獲得

広島県 クドゥー － 車内改装と新商品販売及びインターネットによる広報事業

広島県 有限会社東広島内装センター 6240002028258 サービスのパッケージ化で在宅新規顧客からの非対面で受注と決済

広島県 炭と肴と酒　いこる － 新型コロナ感染症に対応した内装工事とテイクアウトの販売強化

広島県 介護タクシーはつかいち － 車椅子・ストレッチャー対応の福祉車両で幅広い顧客獲得

広島県 プライベートキッチンｉｎｇ － テイクアウト・新商品の開発と店舗改装による新規顧客獲得

広島県 ｇｉｒａｆｆｅ（ジラフ） － 動画事業の新規顧客開拓と非対面型ストックフォト事業の強化

広島県 公文式宮内教室 － オンライン学習＆面談で非対面型強化！
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広島県 たがへい － 改装により飲食店第３類免許取得。テイクアウト事業の販路拡大

広島県 株式会社ＮＮサポート 8240001028777 メーカー依存型から独自で工事案件をインターネットを通じて商談

広島県 しげる整体院 － 『整体＋パーソナルジム事業の開始およびオンライン対応』

広島県 ＰｉｚｚｅｒｉａＮａｐｕｌ － 生産能力を向上させテイクアウト事業強化！

広島県 株式会社マルヨ木材 8240001028125 ストックヤード場増設と配送効率向上よる売上機会ロスの改善

広島県 やさか鍼灸治療院 － オンライン問診と新メニュー導入による既存客の掘起しと新規開拓

広島県 Ｆａｎｓ － ブランド変更による店内改装と新規出張サービスの販促

広島県 インド料理スーリヤ － デリバリー事業への参入と安心して飲食できる店づくり

広島県 ウィルリングハンズ － テイクアウトメニューの改善・開発と新たな顧客層獲得

広島県 有限会社フロンティアスカッシュスポーツ 5240002037466 オンラインレッスン開始、対面時間短縮とネット通販の強化

広島県 堀越車体株式会社 6240001028119 自社ＨＰのＷＥＢショールーム化＆ＷＥＢ商談機能の構築

広島県 レストラン　プチボヌール － テイクアウト事業参入で新規顧客の獲得で売上増加を図る！

広島県 佐竹鉄筋工業株式会社 8240001046515 インターネットを活用した非対面型営業及び新規サプライチェーン

広島県 出張整体　うえの － 全身ＥＭＳを取り入れたフィジカルトレーニング整体の開始

広島県 Ｖｉｎｎａｔｕｒａｌ（ヴィンナチュラル） － ネットによる惣菜販売事業会社の開始

広島県 パーソナルカラールームＴ・Ｉ － オンラインを活用した新講座提案及び宣伝と新顧客獲得

広島県 ＲＯＳＳＯ － ＥＣサイトを制作し、全国の髪にお悩みの方への髪質アドバイス

広島県 合同会社ＢＲＡＮ 4240003004672 ＢｔｏＣからＢｔｏＢに転換し、非接触型ビジネスへチャレンジ

広島県 有限会社彩工房 6240002050765 ＱＲコード活用と動画コンテンツ充実による非対面販売強化

広島県 ポプリアート － アットホームな新店舗での営業の安定化

広島県 ＩＴＬプランニング － 小規模事業者への動画制作サポート事業

広島県 宗永鍼灸整骨院 － コロナに負けない！オンラインによる顧客サポートシステム構築

広島県 有限会社椿庵　博美屋 7240002033414 テイクアウト販売強化の為のＷＥＢサイト制作・ＶＲ導入

広島県 インパルスレザワークス － オンライン受注ＷＥＢサイト強化・通販サイトリニューアル

広島県 株式会社モースト 7240001046689 ＥＣサイト開設・ＨＰリニューアルによる新規顧客、販路拡大

広島県 Ｖｉｖｉｄｅｂｏｘ － 「自宅でも続けられる！ダンス・ピラティスのオンラインレッスン事業」

広島県 自転車屋ちゅう吉福山店 － 自転車部品のオンライン販売で非対面ビジネスを強化する

広島県 アカプルコ － メキシコ料理専門のテイクアウト事業の実施

広島県 株式会社三宅水産 6240001026618 直営店舗での感染防止対策とＥＣサイトで売上アップを図る

広島県 魚ｄｅバールＺｉ－ｃｏ － 新型コロナウイルス対策のための新商品開発と店舗内装工事事業

広島県 有限会社とね原田 5240002033218 テイクアウト事業強化ＨＰ制作、ＶＲ・ＧｏｏｇｌｅＭａｐ導入

広島県 株式会社松下商会 7240001026559 オンライン商談＋テレワークシステム・ＷＥＢサイト新規制作

広島県 ＢＡＲ　ＳＯ － テイクアウトメニュー強化の設備投資とＶＲ導入したＨＰ制作

16 / 22 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５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。

広島県 株式会社フリーラック 2240001020632 下請け経営からの脱却！オンライン展示会で新規顧客の開拓

広島県 テフレＳｈａｎｔｉ － オンラインエステスクール強化ＨＰリニューアル＋ＶＲ導入

広島県 株式会社アクレス 2240001034814 『ラベリング加工の内製化による商品安定供給』

広島県 さらすわてぃ － 非対面ＥＣサイト構築による販路拡大と密を避ける庭喫茶席新設

広島県 アイビー花物語 － 非対面型のビジネスモデル構築による販路開拓事業

広島県 株式会社イチコト 4240001050363 密を避けてアウトドアで体験できるメニュー「焚き火体験」！

広島県 美味いろいろいろは － テイクアウトメニュー周知と店内一新による新規顧客獲得事業

広島県 有限会社成孝実業 9240002046059 解体・アスベスト処理のオンライン査定による販路拡大事業

広島県 株式会社クローバー 9240001044939 美容鍼や不妊・女性のための新たな鍼灸サービスの実施

広島県 槙原建設株式会社 4240001034432 オンラインを活用した新たな営業スタイルによる新規顧客獲得事業

広島県 相互工芸株式会社 5240001034290 新規顧客獲得と非対面での営業→受注→製造プロセスの確立

広島県 フラワーガーデンみやがわ － 商品のネット販売開始とフラワーアレンジメント教室の開校

広島県 ＣＯＮＮＥＣＴＩＮＧＤＯＴＳ － 新業態テイクアウトビジネスと美容院とのコラボ事業の展開

広島県 株式会社キハラ 9240001041696 産後・骨盤矯正トレーニング教室（オンライン）による販路開拓

広島県 元祖へんくつや　可部店 － お好み焼きのデリバリー展開とチルド商品の拡充による販路開拓

広島県 株式会社朋建 7240001028737 ＩＣＴシステム導入による非対面商談の構築

広島県 株式会社ＭＩＹＡＺＡＫＩ 4240001052748 新規取引先獲得の為ホームページ開設と非対面型営業システム導入

広島県 株式会社いろは 6240001050361 非対面による在宅学習環境の構築

広島県 株式会社新米 5240001042426 テイクアウトメニューの新設とオンライン販売への転換

広島県 株式会社一心工業 6240001036105 非対面で取り組むコロナ対策の新事業展開

広島県 有限会社笑福 9240002008626 広島名物を全国にお届け！ＥＣサイト構築による牡蠣ラーメン拡販

広島県 有限会社川添商店 3240002004204 オンライン化・非対面ビジネス化により、販路・売上拡大を図る！

広島県 有限会社王 5240002002692 新商品のＥＣ販売＆ＳＮＳ・動画集客で売上Ｖ字アップ

広島県 有限会社佛誠堂 5240002042846 本店とアマゾン店の新規出店および広告によるネット販売の拡大

広島県 ＳｅｖｅｎＯｃｅａｎｓＴｒａｄｉｎｇｓ株式会社 8240001040848 環境変化に対応できる自社ショッピングサイトの構築及び運営

広島県 如稲 － ＷＥＢショップを中心とした非接触型販売と新規顧客獲得モデルの確立

広島県 株式会社ケイスタイル 2240001017463 感染予防対策のできた店舗づくりと近隣の販路開拓事業

広島県 有限会社泉自動車 5240002049981 非対面型ビジネスモデルを自動車鈑金塗装事業で確立する

広島県 株式会社よつば 4240001051015 商圏拡大！宅配クリーニングアプリ開発で新規会員獲得を狙う！

広島県 クリーニングセンター － ＩＴを活用した新サービス導入とネットを通じた新規顧客獲得

広島県 ｓｏｕｒｉｒｅ － レッツゴーＰＡＮテイクアウト事業の開始

広島県 有限会社藤本生花店 3240002053580 ＥＣサイト開設によるＳＮＳユーザーからの新規顧客獲得をめざす

広島県 広島筆産業株式会社 2240001036570 ネット通販用の新商品開発と自社ネット通販を開設し販路を全国に広げる
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広島県 山栄建設株式会社 4240001034250 アプリ開発プラットフォームを活用したＷＥＢ住宅見学会の開催

広島県 株式会社森の香人 5240010511939 実店舗と同等のオンライン接客による通販拡大と新商材販路拡大

広島県 守山桐箱 － 非対面営業による新規取引先開拓事業

広島県 株式会社もみじ水産 8240001027795 「しらすのオイル漬け缶」のＥＣ通販ビジネスで販路開拓

広島県 株式会社Ｌａ　Ｍａｉｎ　ｄｅ　Ｄｉｅｕ 6240001054024 歯のセルフホワイトニング事業への業態転換

広島県 有限会社ウィン 3240002032205 コロナ禍でも美しくなれる伝統ある施術力の見える化

広島県 てっぱん食堂 －
「うまいお好み焼き」で日本を元気に！広島風お好み焼きのオンラインショップ
構築

広島県 シドニー英会話教室 － オンライン授業システムの構築と新ホームページ立上げ

広島県 株式会社　ダンボ 7240001051169 移動販売、ケータリングを通して顧客様の戻りと新規顧客獲得

広島県 尾道らーめんベッチャー － 尾道らーめんベッチャーの美味しい冷凍餃子等のネット販売開始

広島県 株式会社ビリープ 4240001022040 専用ホームページと動画制作により新商品販売体制を構築する事業

広島県 寿し　古まん － ホームページ運用でテイクアウト推進・広告で感染予防を周知

広島県 尾道中華そば渡なべ － 食券機導入とホームページを通したテイクアウト予約の活用

広島県 Ｒｅｍｉｎｉｓｃｅ － システム化したＥＣサイト開設とイベント知識を活用した販売促進

広島県 あめかんむり － 猫雑貨の新ブランド立上げとＥＣサイト開設し販路拡大を図る

広島県 株式会社ナルサ 9240001046200 店舗集約化と訴求による売り上げ増加

広島県 有限会社三谷フーズ 3240002016174 自社サイトによるデリバリー・テイクアウト注文システム

広島県 合同会社とりえる 8240003004867 非対面型の接客に資するキャッシュレス決済可能な発券機の導入

広島県 ことのは － オンラインによる非対面型の占いの導入及びカフェ営業への転換

広島県 有限会社リフトアップ 7240002045153 オンライン買い取り事業を実施する為のホームページ作成

広島県 株式会社クレーンメンテ広島 2240001022843 非対面のウェイトレンタル事業強化で、販路拡大

広島県 株式会社Ｄｅａｒ　Ｓｔａｇｅ 9240001055770 ご自宅で手軽に美しく！美容ケア商品のインターネット通信販売

広島県 株式会社益池松寿園 7240001026550 自社製ブランドの確立及びＥＣサイト導入による販路拡大事業

広島県 株式会社瀬良忠建設 6240001031114 バリアフリー施工のオンライン相談と決済による非対面事業の展開

広島県 株式会社マイ・コック 2240001010864 健康和食弁当のテイクアウト販売強化による非対面戦略展開

広島県 株式会社クレシア 2240001050828 リモートロックシステムの導入による完全非対面型のホテル事業

広島県 料理天国やまもと － 宅配便とテイクアウトフォーム導入による売上向上

広島県 広島空調工業株式会社 4240001009178 コロナ禍でも安心！非対面工法導入とＨＰ、ＤＭによる販路拡大

広島県 合同会社ハピモア 6240003004068 売上アップのための新商品の開発とオンラインでの販売

広島県 Ｅｎ．Ｌａｂｏ － サブスクとネットショップで経営の持続化を図る

広島県 ウォーターポイント株式会社 8240001005751 新事業のお酒ＥＣ・宅配水ＥＣサイト制作、テレワーク環境整備

広島県 ＲＭＳＣＯＡＣＨＩＮＧ － 【ウェブマーケティングシステム導入による集客システムの構築】

広島県 株式会社Ｓｈｅｒｌｏｃｋ 3240001056576 非対面でのＤＶ・ストーカーなど探偵業務可能なホームページの制作
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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。

広島県 プレジャー － 既存顧客向けに会員制ＥＣサイトの開設

広島県 讃岐うどん　こむぎ － 季節野菜の惣菜「副菜上手」の開発及びＥＣサイトによる販路拡大

広島県 創菜酒房　縁 － 店内環境の整備による感染症対策実施と出張料理人サービスの展開

広島県 株式会社たびびと 3240001045050 感染症対策実施とテイクアウトサービス展開のための店内環境整備

広島県 ＳＰＹリレーションズ株式会社 4240001052228 オンライン・多言語・非対面に対応した無人宿泊受付システムの導入

広島県 Ｍａｒｉｓｓａ　Ｎｅｗ　Ｌｉｆｅ － ＨＰを活用した特定技能の情報発信とオンラインで外国語授業

広島県 株式会社チーム論 5240000154735 オンラインでも楽しめるカフェ＆バー

広島県 まちかど中華　白鳳 － サービス、メニュー等情報を公開するための掲示板設置

広島県 タフコム株式会社 2240001034310 動画コンテンツ作成およびオンライン商談による新規顧客の獲得

広島県 株式会社日野折箱店 4240001031776 ＥＣサイト開設とチラシ配布による販路拡大事業

広島県 有限会社フルスイ 9240002029261 ＥＣサイトとＬＩＮＥ＠を使用した非対面ビジネスモデルの展開

広島県 面館 － 自動券売機の導入による回転率・来店頻度向上を通じた売上拡大

広島県 株式会社Ｔｉｍｅｐｅｄｉａ 8240001046630 店舗と商品紹介動画を作成し、ホームページの改修を行います。

広島県 合同会社日本不動産情報センター 3240003003650 遠隔監視システムの導入による接触人数の削減

広島県 合同会社いばらぎエコエネルギー協会 3240003003931 遠隔監視システムの導入によるテレワーク環境の整備

広島県 広進特機株式会社 9240001003317 オンライン商談、テレワーク環境の整備による感染症対策

広島県 Ｔｅａｍ朝日エコ － 徹底したデータ管理とオンライン非対面化での相乗効果で顧客獲得

広島県 株式会社和田工舎 5240001026718 新規事業「オリジナル商品のネット販売開始」で販路開拓に取組む

広島県 有限会社バイクショップ神田 6240002028191 高性能リフトを用いた効率的修理の実現とオンライン商談の導入

広島県 日本住宅宿泊管理株式会社 1240001053187 非対面型チェックイン及び決済システム開発事業

広島県 株式会社Ｓ．Ｅ．Ａ．Ｍｓ 1240001054854 ホームページとＬＩＮＥを活用したオンライン相談サービスの整備

山口県 合同会社ＥＰＩ．ＲＥＩＮＥ 1250003002620 自社オリジナル商品の開発とＥＣ販売による売上増加

山口県 お好み焼き　なには － 老舗お好み焼き屋の「鉄板キッチンカー」による販路開拓

山口県 株式会社兼重建具 5250001001579 新たな生活様式で必要とされる木工商品開発による販路開拓

山口県 株式会社ブライダルミミ 2250001001771 ＥＣサイト拡充で非対面営業の躍進と、新店舗移転で売上回復！

山口県 有限会社マンボ 7250002001469 オンラインと実店舗を融合させた新たな販売形態の構築

山口県 東洋住販株式会社 8250001000454 物件の視覚情報充実化によるオンライン内見可能なＨＰの作成

山口県 株式会社うめのや 7250001016096 日帰り入浴とテイクアウト弁当の新サービスで老舗温泉旅館の再始動

山口県 株式会社日本伝統濁酒研究所 6250001015256 造りたて「冷凍　なまどぶろく」のＥＣサイト販売による売上アップ

山口県 日本書畫有限会社 5250002003310 西日本屈指の美術品販売店が行うネットを通じた作品の展示・販売

山口県 Ｍ’ｓキッチン － コロナ禍に負けず地域を「幸せます」にするキッチンカー事業

山口県 合同会社エンジン 5250003002344 自社開発オリジナルヘアオイルの通販とリモートによる使用アドバイス

山口県 合同会社ＳＯＬＢＬＡＮＣＯ 2250003002041 ウィズコロナでのサッカー関連事業の非対面事業化
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山口県 有限会社金子明緑園 6250002002947 自社農場生産の季節毎の花苗を顧客に直接お届けする移動販売事業

山口県 和学塾　糀（こう） － オンライン授業の拡充とその広報活動強化による販路拡大

山口県 Ｐ－ＳＡＬＵＤ － 事業のリモート化と新規事業開始による販路開拓事業

山口県 長広グリーンサービス株式会社 1250001018081 クサカルゴン導入による作業の効率化で、大規模維持管理業務の獲得

山口県 Ｐｒｉｅｒ － 非対面で学べるハンドメイドのオンライン講座販売事業の開始

山口県 有限会社マエダ洋服店 1250002015318 ＨＰを通じたオンライン販売の導入による非対面型販売の推進

山口県 ナチュラルスクラップ － 受賞で高まった認知度を活かし、オンライン教室の開講と販路拡大

山口県 株式会社桜プリント社 1250001000270 コロナ対策に特化したテイクアウト併用の和フレンチ店新規開業

山口県 ギャラリーまねき猫や － 『希少価値の高い作家作品を店舗販売からネット販売へ転換』

山口県 三晃自動車株式会社 7250002018059 ホームページを介した非対面営業への転換に伴う販売拡大

山口県 Ｌｕｋｅ１９合同会社 3250003002684 オンラインスクール・ＥＣ販売と予約制プライベートサロン化

山口県 日栄興業株式会社 3250001011555 民間・不動産情報のＨＰ開設による民間工事及び不動産事業の強化

山口県 ＲＩＮＧ株式会社 6250001015041 非対面型への環境整備、新サービスによる安心安全・増収増益事業

山口県 有限会社Ｔ．Ａ．Ｇ 5250002019348 安心してください！非対面で洗濯物を受け渡し、家事代行サービス

山口県 有限会社涌喜寝具装飾店 7250002018777 巣篭もり層へのオンライン快眠相談サービスと寝具購入のサポート

山口県 株式会社藤沢設計 2250001011614 「テレワークと新技術（ＣＡＤ）の導入による業務の効率化」

山口県 Ｓｕｇａｒ　ａｔｅｌｉｅｒ － オンライン教室受講料のＥＣ決済体制構築と通販事業の開始

山口県 オフィスサキムラ － テイクアウト商品の開発による販路拡大とサイトのコロナ対応

山口県 株式会社フューチャープログノシス 4250001015968 オンラインによる一般向け健康講座とセラピスト向けの健康講座

山口県 うえもり － テイクアウトの販売の充実、拡充とウエブからの予約及び販売

山口県 串かつ癒酒屋えみもり － コロナ禍でも安心！個室完備店舗への移転と居抜き物件の課題解決

山口県 あいころりん － 店舗営業から移動販売車への販売方法の転換による利益確保

山口県 ＬＯＶＥ＆ＢＬＵＥ － 水中撮影動画を使ったＳＮＳ営業およびオンライン講座の開設

山口県 ミルデリス － ご当地スイーツのオンライン販売による販路拡大

山口県 マロマロファーム － 自然豊かな憩いの場を活かしたテイクアウト飲食事業の新展開

山口県 東亜電子機材株式会社 9250001010824 プラズマクリーナー開発による販路拡大・新規分野への参入

山口県 カラーセラピースクールＬｅｖｅｒｓｅａｕ － 自社独自の学習コンテンツの開発とオンライン化による販路開拓

山口県 １鳥万宝 － タッチパネル式　セルフオーダーシステムの導入

山口県 いも太郎 － 熊本産シルクスイートを餡子にした新商品鯛焼開発で新規顧客獲得

山口県 株式会社一期一会 4250001015729 非対面型オーダーシステムの導入による感染症対策と生産性向上

山口県 株式会社ななほし 1250001013900 地産地消食材を使った弁当宅配事業への進出と新規顧客獲得

山口県 株式会社マルチカラー 9250001018306 テレワークシステムの拡充による未来型歯科技工所の構築

山口県 有限会社エイチ・ワイ・コーポレーション 3250002016330 テイクアウトを強化するための看板設置と冷凍ショーケースの導入
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山口県
ＮＰＯ法人アジア生態環境・農産技術研究
交流学会

7250005008511 農生産性効に繋がるＩＯＴシステムをネット通販で販売するシステム構築

山口県 株式会社卯 2250001007380 アプリでテイクアウト販売、自社のアホエンオイルのＥＣ販売開始

山口県 Ｈａｉｒ＆ＲｅｌａｘａｔｉｏｎＬｕａｎａ － 「非対面型ネイルサービスの導入による省力化と販路の拡大」

山口県 虹とおひさま － 特別支援教育指導者のための演習型オンラインセミナーならびに動画配信

山口県 合同会社アクト・スリー 3250003002313 動画と広告配信をサポートするオフラインコワーキングスタジオ

山口県 ａｎｉｈｏｂｉ －
新サービスの開始、新商品の差別化並びにインターネットを通じたサービスの
提供

山口県 有限会社アメージングカンパニー 7250002019536 Ｗｉｔｈコロナに対応したメニュー開発および新事業展開

山口県 アース不動産合同会社 1250003002380 オンラインセミナー、オンライン面談の導入による新規顧客の獲得

山口県 焼肉くろんぼ － ひとりキャンプ、お家キャンプ用のテイクアウトメニューを開発

山口県 ４Ｕ　Ｌｉｆｅ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ株式会社 8250001017746 新規ライフプランニングサービスのための店舗改装と非対面広報

山口県 株式会社ユーアイ商事 5250001006537 非対面かつ商品説明力の強みを生かしたネットショップの構築

山口県 ラウンジ一逢ＩＹＯＲＩ － コロナに勝つ！色々な女の子と話せるオンラインラウンジへの挑戦

山口県 酔処泰人 － 家族で自宅で安心ウマいをＩＴをフル活用し販売戦略確立事業

山口県 カラオケ喫茶円 － ＨＰ等でテイクアウトサービスの認知度向上による販路開拓事業

山口県 戸谷悟デザインオフィス － 国産ドローンを中心としたリモート講習遠隔検定の実現

山口県 微笑療整院 － オンライン整体・メンタルケア講座の開講で全国へ販路開拓

山口県 平田　真士 － 専門店の味をオフィスで！法人向けデリバリー注文アプリ開発

山口県 明光義塾西岩国教室 － 徹底した感染予防で生徒が不安なく学べる教室作り

山口県 株式会社玉林 4250001007825 干物と明太子セットのオンライン販売での販路拡大と売上向上事業

山口県 特定非営利活動法人チャイルド・ケア 7250005006606 ウィズコロナの健康ニーズに応えるジム及びＢｔｏＢサービス

山口県 ｃａｆｅおだやか － キッチンカー（移動販売車）による非対面販売への転換

山口県 小川豆腐店 － 小売店への販路拡大に際しての新たな包装方法

山口県 株式会社湯免企画 3250001008493 巣ごもり需要に対応した設備の拡充と、通販事業の開始

山口県 株式会社平岡興業 9250001011038 顧客獲得のためのオンライン見積もり、テレワークの開始

山口県 株式会社エイム 2250001016844 Ｗｅｂを活用した元請業への転換とスマホ版報告書で段取りの管理

山口県 ｇｅｌａｔｏ＆ｃｏｆｆｅｅ　Ｐｅｌｏ － 非対面型販売のネット販売と自動販売機による売上向上

山口県 Ｄｉｎｉｎｇ　ｂａｒ　ＦｅｅＨａｔ － テイクアウト事業開始と予約システム構築による新規顧客獲得

山口県 ｎａｔｕＲａｌ － 昼のテイクアウトと夜のバーの売上向上につながるアプリの導入

山口県 しんしも整骨院 － 体幹トレーニングのオンライン化拡充による顧客の獲得

山口県 株式会社土網商店 5250001012510 ドローン導入によるサービス提供の安定化と新規販路開拓

山口県 公文式菊川教室 － ＥＣサイト構築によるオリジナルジュエリー販売

山口県 株式会社ＲＡＩＺＩＮ 2250001016984 リモートでのマーケティング報告サービスの構築

山口県 金光酒造株式会社 4250001000136 「詩情の酒　山頭火」の一日一句３６５種類記念商品開発とＥＣ販路拡大

21 / 22 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５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。

山口県 株式会社うるとらはまいデザイン事務所 6250001007625 抗ウイルス対策医療用白衣の新商品開発及びＥＣサイトによる販路拡大

山口県 あいわ社会保険労務士事務所 － 人事制度による働き方改革の推進とネットを通じた新規顧客の獲得

山口県 有限会社田中醤油醸造場 8250002009882 ドレッシングの効率的な製造に向けた自動充填機の導入で販路拡大

山口県 三輝トラスト株式会社 9250001015880 「衛生データ・ドローン・ＩＴツールを融合させた新伐採事業」の実現
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