
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

新潟県 健康美芯 － オンラインダイエット講座の開発とネットを活用した新規顧客獲得

新潟県 めぐみＣｏｆｆｅｅ － ソーシャルディスタンスを保てる店舗作り

新潟県 訪問美容フクロウ － 時間短縮型施術と対面人数削減型施術の確立

新潟県 株式会社ラグボ・アカデミー 1110001035207 「集団授業」から三密対策を徹底した「個別授業」への転換

新潟県 有限会社オーティーエス 7110002014906 自動車ガラスに関する自社開発商品のＷＥＢ販売と販路開拓！

新潟県 地鶏と汁もん汁平゛ － 越の鶏を使ったテイクアウト商品の開発・周知と受取時の安全向上

新潟県 株式会社ニュータウンエステート 6110001028429 リスティング広告を活用した集客率向上と非対面型住宅見学の導入

新潟県 Ｒｈｅａ．ｃｏｍｐａｎｙ － 非対面販売に向けたＥＣサイト構築と材料加工の内製化

新潟県 ＴＯＭＯＫＯ　ＦＩＮＥ　ＡＲＴ － 非対面型販売で美術品を日常に取り入れる、楽しむ、安心安全販売

新潟県 モモコミート － ネットを通じた新規顧客獲得と新商品開発

新潟県 有限会社ナマラエンターテイメント 8110002006134 「ＮＡＭＡＲＡ流ＳＤＧｓ」社会課題をエンターテイメントする

新潟県 株式会社Ｊａｐａｎ　Ｈａｐｐｙ　Ｓｍｉｌｅ 1110001033458 リアルからオンラインへ移行。体験イベント、接客のオンライン化

新潟県 株式会社グレイトフルクレイン 4110001031021 テイクアウト弁当開始、近隣へのチラシ配布、グランドメニューブック刷新。

新潟県 Ｋｉｔｃｈｅｎｓｔｕｄｉｏいべまり － キッチンカー利用による店外テイクアウト販売の強化事業

新潟県 有限会社附船屋 8110002023113 だし巻き玉子の販路開拓と贈答品化・客室のテレワーク滞在受け入れ

新潟県 シーラボ － ホームページ制作　オンライン指導導入で新規顧客獲得

新潟県 土の香工房ｃｏｔｏｃｏｔｏ － 「ＥＣサイト強化のためのホームページリニューアル・新商品ＰＲ事業」

新潟県
特定非営利活動法人街なか映画館再生
委員会

3110005010014 高田世界館ウェイティングサービス

新潟県 有限会社ライフネット 3110002024248 Ｙｏｕｔｕｂｅチャンネルを活用した動画配信、月額課金サービスの導入

新潟県 クリーニングチャオ － ネット予約の導入と店舗看板の刷新による新規顧客の開拓事業

新潟県 ショットバーベスト － 家飲み需要へのアプローチと、改装による安心・安全な空間づくり

新潟県 京屋旅館 － 宿泊時共同入浴の改善によるシャワー室新設で新規顧客の獲得

新潟県 有限会社島田商店 2110002027929 巣ごもり需要を捉えた商品のネット販売経路の構築

新潟県 Ｇａｌｌｅｒｙ沙蔵　Ｃａｆｅ茶蔵 － 安心・安全な店舗づくりとバーチャル美術館プロジェクト

新潟県 株式会社エストマゴ 2110001030504 アプリ販売事業の拡大のための新アプリ試作

新潟県 株式会社Ｓｔｒｅｎｇｔｈ　ｔｏ　ｌｉｖｅ 9110001034457 完全個室空間で、新しい楽しみ方と安全を提供する飲食事業

新潟県 まーちゃん － キッチンカーでの販売にシフトした営業戦略の構築

新潟県 三清酒店 － ＷＥＢによる個人客強化と、ワインと新潟地酒のこだわりの提供

新潟県 画廊かしわ崎 － ＷＥＢによる非対面営業化と古物市場の定期開催のための改修

新潟県 株式会社丸小鮮魚店 5110001017597 ハレの日商材の開発とＷＥＢ販売拡充により、巣ごもり需要を開拓

新潟県 有限会社エクセルサービス 5110002021350 ウィズコロナに備え非対面Ｗｅｂツールで“繋いで継なごう”

新潟県 株式会社小竹食品 9110001017172 非対面型配送サービスと地域限定産直サービスの導入

新潟県 有限会社魚兵 8110002016868 キッチンカーによる料亭のお弁当の移動販売と新規販路開拓事業

※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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新潟県 株式会社和佐美 2110001027426 製造工程の内製化と新規国内顧客・販路の獲得

新潟県 なごみ整骨院 － リモート整体・カウンセリングによる新規顧客獲得と既存客確保

新潟県 ネイル＆アイラッシュ　ラ・シュエット － セルフ脱毛メニューの導入・新規顧客獲得＆既存客の単価アップ

新潟県 株式会社精香苑 1110001013550 コロナ防疫対策効果からの売上Ｖ字回復計画

新潟県 Ｓ，Ｄ，Ｆ株式会社 7110001031175 ドローン導入による非対面型でのメンテナンス事業

新潟県 えびす － 冷凍・十割蕎麦の開発とお昼営業の新規客獲得による販路開拓

新潟県 とんかつ久兵衛 － 安心・安全を提供する店舗改装による来店頻度向上、利益率改善

新潟県 いずみ接骨院 － 短時間で治療効果を発揮する新機器導入による三密対策

新潟県 株式会社Ｓ・Ｂ・Ｓ 5110001031169 非接触形態のランチ営業開始による売上増加計画

新潟県 Ｒｕｃｏｌａ － テイクアウトの新商品販売による新たな増収増客事業

新潟県 株式会社金カ加藤茶舗 1110001007107 テイクアウトドリンク販売による新規顧客獲得

新潟県 櫻井精機株式会社 1110001015811 ・製造現場での３密回避「ニューノーマル工場」への取組

新潟県 株式会社オールウェイズ 7110001016762 非対面による自社商品の展開と販路拡大

新潟県 株式会社魚がし 5110001021558 魚がしの原点を生かして水平展開する地域に根差す非対面型営業

新潟県 北陸アグリ開発株式会社 9110001032444 農業から健康生活支援メーカーへ転換「フルボ酸ルネッサンス」

新潟県 株式会社傳兵 5110001032803 移動販売車の導入による販路拡大及び認知度向上

新潟県 ひすいの宿有限会社たつみ 9110002026503 ネットによる新宿泊システムによる顧客獲得とひすい加工販売

新潟県 株式会社ふじまき 3110001021907 新テイクアウトメニューの開発と既存メニューのテイクアウト強化

新潟県 株式会社高志塾 5110001030014 高校オンライン予備校の設立～中３生継続と新規生の獲得～

新潟県 有限会社Ｆ＆Ｃヨシザキ 9110002025026 企業教育訓練のオンライン化で目指す新規顧客獲得とノウハウ移転

新潟県 株式会社りらく庵 6110001020798 おひとり様歓迎の店づくり～非接触型店内飲食モデルへの転換～

新潟県 ＣＨＩＮＡＭＩ － 店舗・キッチンカー改修とネット予約システム作成で売上アップ

新潟県 オトノハコ株式会社 6110001010766 音に拘ったオンライン動画配信システムの構築とビジネス化

新潟県 有限会社大嶋屋呉服店 9110002013600 「おうちで日本文化を楽しむ」アプリ導入で新たな販路開拓。

新潟県 株式会社近藤コーポレーション 8110001029986 顧客開拓と新サービス内容ＰＲを目的としたホームページ制作

新潟県 菜の花 － ＥＣサイトへの掲載で売上＆認知度アップ

新潟県 株式会社ＢＬＯＷ 7110001028345 インターネット販売もできる自社サイトの作成

新潟県 ＩＥＣＳ株式会社 2110001030000 Ｃａｌｌａｎメソッド英会話のハイブリッド授業システムの構築

新潟県 ありがとうの森株式会社 9110001021414 テレビドアホンセット導入により受付等業務の完全非対面化

新潟県 株式会社オマージュ・ア・パリ 5110001028248 ＥＣ販売開始に係る成分表ラベルプリンター導入

新潟県 大家雄二（スクールタムタム） － 遠隔学習塾「スクール　タムタム」の新設

新潟県 パン工房　Ｄｒｅａｍ　Ｈｏｕｓｅ －
①納品販売依存から脱却し地産材料を取り入れた非対面ビジネスとしてパン
の発送、テイクアウトとデリバリー販売　②非対面型　冷凍パンの新開発、製
造

新潟県 有限会社まるいち 7110002032354 自家製そば・お酒のネット販売で日本全国から新規顧客を獲得する
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新潟県 株式会社ＢｌｕｅＳｋｙ 7110001034995 テイクアウトによる売上増のためＷＥＢやチラシによる集客を強化

新潟県 株式会社ＳＩＮ食品 4110001034759 サプライチェーン毀損に伴う成型工程内製化のための設備導入

新潟県 ＰＬＵＭＥ － 非対面ＷＥＢ予約・チャットシステム導入と少人数貸切りサービスの開始

新潟県 株式会社最上企画 9110001033434 非対面セルフオーダーシステム導入およびテイクアウト販売開始

新潟県 ＨＡＳＥＧＡＷＡ － 自社のコロナ対策のための店舗改装とオンラインＰＲ

新潟県 たなべ不動産株式会社 8110001033121 新事業開始に伴う自社サイト改修と情勢に則した非対面相談の実施

新潟県 ブラッスリーロランジュ － テイクアウトで楽しむ本格フレンチ

新潟県 フロア・バーテクニック新潟 － 自社主催、オンラインレッスンの確立と新エクササイズメニュー

新潟県 株式会社ストレイト 4110001033018 営業活動のリモート化を図るための商品説明動画とＥＣサイトの作成

新潟県 有限会社熊倉自動車 8110002017032 自動車整備工場のメンテナンス体制強化による販売拡大事業

新潟県 有限会社利金型製作所 8110002019706 自社オリジナル製品のネットを通じた販売強化

新潟県 ハチバスターとしお － Ｗｅｂ予約システムの構築及びＨＰなど非対面営業ツール作成

新潟県 株式会社諸橋工務店 1110001007321 超一流の家づくりを魅せる！プロモーション動画制作事業

新潟県 ＨＡＰＰＹ　ＦＡＣＴＯＲＹ － Ｗｉｔｈコロナ時代の非対面ブライダルトータルプロデュース

新潟県 株式会社六本木 4110001028736 接触機会を減少させる導線構築による非対面型モデルへの転換計画

新潟県 有限会社ゼロワン・サプライズ 8110002030349 テイクアウト販売と衛生管理徹底によるブランド発信

新潟県 串揚亭 － テイクアウト面型ビジネスへの転換

新潟県 ソーシャルアソシエイト合同会社 1110003002576 ＥＣサイト構築によるデリバリー事業の強化と新規顧客開拓

新潟県 株式会社アークリード 7110001033683 ＥＣサイト構築による新たな事業戦略と直販体制の構築

新潟県 ａ．ｎｏｂｌｅ株式会社 5110001010676 クレジットカード登録なしでネット販売を楽しめるサービスの提供

新潟県 株式会社ＭＳエージェンシー 6110001033478 食と映像のバーチャル体験パッケージ

新潟県 道しるべ － オンラインカウンセリング事業への転換

新潟県 にわ彌 － オンライン商談とキャッシュレス導入による新規顧客開拓

新潟県 株式会社吉井金型製作所 8110002020102 Ｗｅｂ商談環境整備及びＷｅｂサイト立上げ事業

新潟県 蔵 － 店内衛生環境強化とテイクアウトメニューの作成及び充実化

新潟県 株式会社レリエンスメディケア 6110001031688 ネットショップを活用した乳がん患者用人工乳房の新たな販路開拓

新潟県 喜楽亭 － キッチンカー導入による日中の出張営業

新潟県 株式会社ＫＡＮＡＩ 9110001033269 店舗改装による新型コロナ対策とサプライチェーンの毀損対応事業

新潟県 ＲｅｉｒａＣｒｙｓｔａｌＯｆｆｉｃｅクリスタルレイラ － オンラインスクール構築並びにネットを通じた新規顧客獲得

新潟県 株式会社ハイブリイ 9110001032345 弁当・オードブル強化の為のＷＥＢ注文システムと広告販促の実施

新潟県 株式会社パルメソ 2110001025925 オンライン展示会出展に向けたデジタルマーケティングシステム

新潟県 増田　美佳子 － 新規ＨＰ構築と商品ＰＲ動画の制作

新潟県 Ｓｉｅｓｔａ － ＳＮＳ構築、美容機器（ネクスト）導入による売上増加
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新潟県 株式会社ローランサン 6110001023727 新たなエステサービスの提供とオンラインショップを活用した物販

新潟県 ｅｎｎ株式会社 4110002006047 非接触型寿司流通マネジメントシステムの実現

新潟県 株式会社皆川製作所 1110001015332 ＥＣサイト活用で検品・修理を含めた電化製品販売形態の確立

新潟県 Ｍ’ｓヘアスタイル － 高級トリートメントを活用した感染防止のための新しい試み

新潟県 Ｄｏｇ　ｃａｒｅ　Ｌａｂｏ　ＨＯＰＥ － 出張シャンプーによる販路開拓

新潟県 株式会社Ａｇ－工務店 7110001032306 Ｉｎｓｔａｇｒａｍを使った非対面営業体制の構築

新潟県 機能改善専門スタジオｔｈｅＲＥＦＯＲＭＥＲ － ホームページリニューアルと外看板設置による新規顧客の獲得

新潟県 ボタンとリボン － 手作りご飯でオンライン飲み会の開催とランチ、弁当販売の再開

新潟県 ミノル製作所 － 自社商品のＥＣ販売と「へら絞り」の情報発信による脱・下請け

新潟県 有限会社エコ・ライス新潟 1110002030306 新型コロナ対策で冷凍食品・日本酒のカタログ・ネット・ＹＯＵＴＵＢＥで販売

新潟県 ベストイーコマースサービス － 非対面型オンラインビジネスモデルの導入強化事業

新潟県 株式会社ユナイトハウス 9110001023955 非対面型営業へ最適化した自社サイトへのリニューアル

新潟県 ルーツ － コロナ禍における様々な課題を乗り越えるための個室新設事業

新潟県 ＡＤ　ＬＩＦＥ合同会社 3110003003985 デリバリー事業強化のためのＥＣサイト構築と広告戦略

新潟県 株式会社シモリュウ 3110001034966
非接触型ＥＣサイトによる直販体制の構築及び不良品の再生による新商品
の開発

新潟県 ｍｏｕｎｔａｉｎ△ｇｒｏｃｅｒｙ － ①自社商品の発送での販売　②予約制／少人数のお客様への対応

新潟県 合同会社中村 4110003004322 魚沼産の絶品お米を全国にお届け！ＥＣサイトによる直接販売

新潟県 有限会社吉原屋 7110002029557 新生活様式に対応した地元の特産品「非対面型ギフト販売」推進

新潟県 金寿司 － コロナ渦に負けない、生き抜く為の販路開拓

新潟県 株式会社全国ドライバーズサービス 2110001008888 衛生管理徹底で安心安全な運転代行運行と自社リモートワーク化

新潟県 有限会社吉田屋 3110002029544 地元産大豆の「人気商品」「新商品」を二本柱とした新規販路開拓

新潟県 Ｌａ　Ｇｅｍｍａ － ①郊外から街中への移転②スイーツの店頭販売開始

新潟県 中華大吉 － 「大吉特製手作り餃子」をもっと身近な存在へ

新潟県 株式会社武蔵野酒造 1110001032939 唯一無二、インスタ映えするオリジナルなパッケージの製作

新潟県 有限会社イリオス新潟 9110002000953 新規顧客を獲得する越境ＥＣサイトの構築と販路開拓事業

新潟県 有限会社ＷＩＮ－ＷＩＮ 2110002024562 オンラインパーソナルレッスンによる「美」と「カラダ」の若返り

新潟県 株式会社ミューズ・コーポレーション 4110001006849 オンライン受注システム導入による新規顧客獲得

新潟県 有限会社木村造花店 8110002018518 コロナウイルス感染防止対策の充実による新規顧客の獲得

新潟県 有限会社永松動物病院 4110002004612 「ＷＩＴＨコロナ時代に対応した獣医療サービスの提供と感染症対策」

富山県 有限会社リカーポケットみずはた 7230002003962 ウィズコロナに対応する反響型営業体制の整備

富山県 有限会社学習相談室わかば会 1230002003679 ２か所の３Ｆ和式トイレを洋式に変更し、衛生環境を整備する。

富山県 Ｒｏｕｎｄ　ｔｒｉｐ　Ａｎｔｉｑｕｅｓ － 国内（海外）に向けたネット販売を強化していくためのＨＰリニューアル事業

富山県 有限会社神通町田村 2230002000741 非対面型ビジネスモデルとして通販事業の立ち上げによる売上構築
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富山県 株式会社Ｊ－ＷＥＴ　Ａｄｖｅｎｔｕｒｅｓ 8230001016007 ターゲットを世界に広げるオンライン講座開設と広告活動

富山県 いるかホステル － 非対面型オペレーション及びテレワーク環境の拡充による顧客獲得

富山県 ナープアオカハラ富山校 － オンラインレッスン導入のための自宅教室環境整備と新規顧客獲得

富山県 中華そばつぼみ － 非対面型営業スタイルでの安心安全の店舗運営

富山県 有限会社竹林堂 5230002002074 コロナ禍での菓子需要拡大に向けた高付加価値製品の開発と提供

富山県 株式会社ｓｔｏｃｋ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ 1230001017275 オンライン上（アプリ）でのバスケットボールの技術指導の提供

富山県 無線パーツ株式会社 3230001003224 オンライン技術コンサルティングのサービス開発と販促事業

富山県 さくら株式会社 3230001000642 ＥＣサイト開設によるＢｔｏＣ事業進出とコンサルティング機能の強化

富山県 有限会社ヴィルアップ 3230002005748 ウィズコロナに対応する顧客の美容ケアトータルサポート体制構築

富山県 スタジオＤＵＣＫ － テレワークでの動画コンテンツ制作支援体制の構築

富山県 ビストロ　カドゥー － キッチンカーでの情報発信力強化によるスモールトラベル需要喚起

富山県 株式会社ホーリー・ワン 3230001015269 カウンセリング・コンサルティングサービスのオンライン提供

富山県 Ｍｅｗ‐ｓｔｙｌｅ － 自宅で綺麗になる！オンラインでファッション＆メイクレッスン

富山県 株式会社ＨＡＳＥ　ＧＡＲＡＧＥ 9230001009562 オリジナルカーパーツの品質強化による販路開拓

富山県 株式会社白川 7230001001315 高精度リベット世界シェア奪取に向けた販路開拓の実行

富山県 合同会社新村こうじみそ商店 8230003000982 オンライン味噌づくりの実施並びに、事務作業の簡素化を図る

富山県 プランニング想 － 葬儀関連サービスをＷＥＢで受注、完結する為のホームページ制作

富山県 ＨａｉｒＤｉｍｅｎｓｉｏｎＡｒｉａ － 美容サービス工程の非対面化とコロナ対策充実訴求による売上向上

富山県 かねひらイーシーパートナーズ株式会社 1230001015246 Ｙｏｕｔｕｂｅチャンネルの動画制作支援による販路拡大事業

富山県 ライフタイムピヨコ － オンラインを活用した営業形態の変革による販路開拓

富山県
特定非営利活動法人金屋町元気プロ
ジェクト

2230005008699
安心・安全の非対面化拡充システム開発と朝食サービス提供を通じた新規顧
客獲得

富山県 ｃｏｌｌｅｇｅ　Ｊｒ． － ギフトカタログをオンライン化したネット販売

富山県 炭谷三郎商店 － 情報発信型ショールーム設置及び通販による販路拡大

富山県 株式会社金七金物店 1230001009859 高品質金物の内製体制の確立による、モノづくりへの貢献

富山県 ボディーショップナガタ － 非対面型直接受注サービスの実施による生き残り策

富山県 株式会社渡辺板金工業 5230001011191 建築部材加工体制強化による生産性向上と安全性向上

富山県 有限会社成和 8230002013746 感染対策と経済活動を両立させていく生産体制の構築

富山県 サンフーズ株式会社 5230002011117 安心・安全・安定供給のための新規顧客獲得及び販路拡大事業

富山県 有限会社津田医療器 2230002012456 医療機関向けＷｅｂミーティングによる営業活動とテレワークの推進

富山県 びーだま２号店 － ターゲットの変化に伴う業務体制の再構築による販路開拓

富山県 株式会社高岡仏壇仏具センター 7230001011594 伝統工芸品「香炉」の新しい使い方の提案及びＥＣサイトの構築

富山県 重原佐千子 － オンライン配信による非対面研修サービスの開始

富山県 金谷工業株式会社 5230001009863 非対面型オンライン商談体制の推進による新規顧客開拓
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富山県 株式会社高辻製作所 4230001010351 自社ブランド「ＣＡＳＴＩＮ’」新商品開発及び「ててて商談会」出展

富山県 株式会社Ｗ・スカイエンジニアリング 7230001017939 対面型業務の削減に向けた環境の整備と設備の導入

富山県 パピーくらぶ － Ｗｉｔｈコロナでのペット環境の事業見直しによる販売促進の強化

富山県 森永牛乳米田販売店 － 顧客管理システムの取り入れ

富山県 らーめんキラリ － テイクアウトの販路拡大と広告販促の強化事業

富山県 八っ寸亭 － 一切の妥協無し！プライドと収益構造改善の両立テイクアウト提供

富山県 三助焼 － ウェブサイトを活用した非対面型サービスによる販売力強化事業

富山県 株式会社ジュニパー 6230001008468 新メニュー『セルフ脱毛』にて非対面ビジネスの確立と売上の向上

富山県 農工房長者株式会社 7000020162086 ＨＰ開設とチャイム導入による非対面型ビジネスモデルへの転換

富山県 有限会社カネカ水産 5230002008872 すり身製造工程の改善による安定・継続供給体制の整備

富山県 有限会社コバヤシ 2230002008900 コロナ禍における安定した食の提供を可能とする保存体制の整備

富山県 グランツ － コロナ禍での除菌ニーズを捉える新クリーニングサービスの提供

富山県 有限会社リバース工房 7230002008739 新装開店！感染症対策を施した応接室・トイレ改修にて販路開拓！

富山県 ままごころ － 安心・安全・まごころがこもった手作り洋菓子販売で販路開拓！

富山県 第一工業株式会社 2230001007366 職人技術の繊細さが光るアイアン家具販売による販路開拓！

富山県
Ｓｍｉｌｅｌａｂｏ．乳卵を使わないお菓子なお
店

－ 全国のお客様へ店の特色をアピール生産性ＵＰと販売再開をめざす

富山県 有限会社ヴィ・ウエスト 4230002006935 ＥＣサイト付肌診断機とＨＰリニューアルによる販路拡大

富山県 ラーメン一心富山駅前本店 － 通販とテイクアウトの訴求力＆生産力ＵＰと販売促進事業

富山県 澤井建設株式会社 9230001006469 ＨＰ改修及びＳＮＳ媒体を活用した潜在客発掘のための販売促進の実施

富山県 売木林業株式会社 6230001010102 新規設備導入による屋敷林伐採新サービスで販路開拓

富山県 ヘアーサロン・オオミ － 医療用ウイッグ販売の非対面対応と県内ニーズ獲得による商圏拡大

富山県 共創テクノス株式会社 8230001006255 非対面での営業・採用活動への転換と社内サーバーのクラウド化

富山県 有限会社北陸コピーサービス 2230002003257 ＷＥＢサイト再構築によるコロナ禍における情報発信と販路拡大

富山県 合同会社えがお相続サポート 3030003001333 「オンライン×業務効率化」相談業務強化事業

富山県 合同会社ＣＩＢＯ 2230003001417 真空包装機と急速冷却機の導入で衛生的な調理環境と量産化の実現

富山県 日本水力開発株式会社 6230001016512 次世代にクリーンエネルギーで安心を！ＩＴツールで事業推進

富山県 有限会社チームオールウェイズ 2230002002085 券売機導入によるサプライチェーンの毀損への対応

富山県 株式会社ビルドアップサービス 7230001012031 自慢の食材提供機会創出のための「前清算システムの導入」

富山県 本格手打ち蕎麦福籠 － 手鞠寿司のテイクアウトによる売上回復事業

富山県 ドリアリーボ － 「テイクアウト市場の開拓による非対面型ビジネスモデルへの転換」

富山県 トゥスリー・システム株式会社 1230001015493 ＥＣサイト導入による新しい生活様式対応型電気通信工事の拡大

富山県 読売センター富山東部 － 販路拡大・地域活性化を図るべくローカルモール型ＥＣサイト設立

富山県 株式会社北庄 2230001009445 テイクアウト・卸売の販路開拓による非対面型ビジネスへの転換
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富山県 株式会社オリーブ 8230001017632 ＨＰリニューアルによる自社サービス周知および非対面営業の推進

富山県 株式会社バイヤーズエージェント 3230001017686 抗菌効果の高い新商品開発と自社ＥＣサイトの構築

富山県 Ｓｐｉｒａｌａｒｔｓ － 個室型オフィスＰＯＤの販売およびオンライン営業体制の強化

富山県 サーティーワンアイスクリーム － コロナ禍で売上げを上げるための非対面型での課題解決事業

富山県 暮らしいな － 【オンラインセミナー開講＆個別相談受付】で非対面ビジネス転換

富山県 株式会社イズミックス 4230001014146 密を回避しつつ顧客を確保する為の新規事業展開

富山県 株式会社アドセンター企画 2230001001939 特殊マテリアルを活用した売上回復と新規開拓

富山県 カラオケ喫茶　咲来 － 自宅から“来店”してカラオケができるオンラインシステムの導入

富山県 串道楽 － 少人数グループ対象及びテイクアウトを主体としたビジネス転換

富山県 有限会社細川 1230002013117 精肉部門の新販路開拓と店舗部門の弁当・テイクアウトの拡販

富山県 いろは － オンラインで簡単確認！車のお化粧サービス

富山県 有限会社エスエスジャパン 4230002007388 特殊マテリアルを活用した売上回復と販路拡大

富山県 ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー魚津教室 － オンライン教室を開催するためのＷＥＢ構築・システム導入

富山県 有限会社神保手芸センター 4230002007636 オンライン講座の開催とオリジナル商品の販路拡大

富山県 株式会社田中工業 5230001005557 製缶加工事業への進出とオンライン受注体制の強化

富山県 株式会社中日本ラバー 8230001015693 新たな販売手法の確立と新規顧客獲得のための仕組み作り

富山県 Ｉｒｏｎ　Ｗｉｌｌ株式会社 7230001017988 オンライン英会話サービスシステムの構築

富山県 有限会社ジョイマリンエンジニアリング 6230002013467 ボートレンタル・上下架のオンライン予約システムによる販路開拓

富山県 有限会社のと作銘木店 8230002011758 ホームページに在庫写真を乗せることでの非対面ビジネスの効率化

富山県 有限会社ローザ大成堂 9230002004001 オンライン販売、相談の構築とスマホ対応改良HPとの連動 。

富山県 株式会社　ＫＡＫＥＲＵＰＬＵＳ 1230001016145 完全非対面型のセルフエステ店への転換と確立へ

富山県 株式会社喜泉閣 2230001007639
安全対策重視の地産地消にこだわった新宿泊プラン販売食事と入浴時に３
密を避ける為の構造建築を行い新しいスタイルで顧客を獲得する事業

富山県 株式会社Ｔ－ＳＯＵＬ 4230001017165 テイクアウトシステムを取り入れたＨＰのリニューアル

富山県 株式会社ナカキ 2230001007151 販促物の内製化による衣料関連商品とノベルティの販売拡大

富山県 株式会社富士機工 6230001010770 焼きばめホルダの刃物取付販売による新規の販路拡大

富山県 雑貨屋ＴＯＢＩ － 非対面型スタンプ作成機導入とＥＣサイトでの販路拡大

富山県 株式会社けやき 6230001005829 焼肉けやきの味をご自宅でも　テイクアウトで販路拡大戦略

富山県 特定非営利活動法人村おこし隊 4230005008945 舟橋村のコシヒカリを活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

石川県 株式会社兼六鈑金塗装工場 4220001002630 サプライチェーン毀損に備えた樹脂製自動車部品の修理体制の構築

石川県
株式会社ランゲージ・ラーニング・デザイ
ン

8220001022807 アスリート向けに特化したオンライン英語授業の全国展開事業

石川県 ＳＡＫＥ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ － 【ミニボトル利酒オンラインセミナーでのアジア圏日本酒広報活動】

石川県 アスタライフ株式会社 7220001023748 インターネットによる全国に向けたペットサプリ販売事業

石川県 北野淡水魚株式会社 1220001002328 金沢発世界へ挑戦、江戸焼鰻ブランディング販促事業
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石川県 ネイビーブルー － ＥＣ事業強化とオンラインレッスン・販売による新事業展開

石川県 但馬鮮魚店 － 老舗鮮魚店のネット販売ならびに宅配サービス新規事業

石川県 居酒屋らくすけ － 田舎居酒屋の「初」テイクアウト挑戦事業

石川県 株式会社シンヤ 1220001012079 ＥＣサイト、ＳＮＳ、リユース、実店舗を融合させ新規売上アップ！

石川県 株式会社Ｄ’ｓ 9220001023696 スマートキーを使用したワンタイムキー自動発行予約システム

石川県 小倉織物株式会社 2220001011781 老舗繊維企業による整経体制内製化事業

石川県 エステサロンパリス七尾店 － 非対面型セルフエステを起点としたウィズコロナ期の顧客育成

石川県 株式会社ワイケイゴー 8220001021453 券売機設置とデリバリーによる非対面型による新規顧客獲得

石川県 ＣＨＥＥＲ　ＨＡＩＲ － 首から上のトータルケアサービスの展開による客単価向上作戦

石川県 オープンスペースゆっくりどころ － 「リモート交流（相談）」サービス開始と広報・周知の強化

石川県 冨士断熱工業株式会社 9220001015495 焼成炉導入による高機能レンガの内製化で不安定供給からの脱却

石川県 山崖松花堂 － リアル・オンライン融合のハイブリット型販路開拓事業

石川県 Ｋプランニング合同会社 4220003002463 感染防止対策の為、お客様のスマホから注文できるシステムの導入

石川県 株式会社ＣＥＭ 1220001008416 クーラント自動希釈装置のＷＥＢでの商品ＰＲ及び販路の拡大

石川県 株式会社セブン綜合開発 5220001012067 ＩＴ・ＥＣ活用による非対面型販路開拓と店舗運営

石川県 たかなり税理士法人 9220005007489 オンライン税務会計サービスによる販路開拓とテレワーク環境整備

石川県 株式会社舟楽 2220001003457 急速冷凍技術を活用した非対面型販売モデルの構築

石川県 アロマ香房焚屋 － 巣ごもりの香り需要拡大に対応する新サイト構築

石川県 有限会社小室商事 6220002006546 のどぐろ飯を日本全国に向けてネット販売し新規顧客を開拓

石川県 スタジオオーバードライブ － ＥＣを活用した非対面型スタジオ体験と目的別プログラムの強化

石川県 さいがわ接骨院 － 慢性腰痛オンラインエクササイズ導入による販路拡大

石川県 株式会社興和ゼックス 5220001002695 デジタルアーカイブ・データベース構築、提供による販路開拓

石川県 金澤　斉や － 店内営業とテイクアウト継続の料率と業務効率化、新規販路の確保

石川県 表　隆浩 － 店舗改装による認知度向上で顧客層拡大、非対面型店販ブース新設

石川県 古川行政書士事務所 － オンラインセミナーを入口とする外国人雇用の顧問契約倍増計画

石川県 株式会社オンラクル 5220001022108 自社ネットショップのリニューアルとブログ開設による売上拡大

石川県 有限会社クリーニングショップ平木屋 4220002007380 大切な衣類を綺麗にしませんか？非対面によるしみ抜き技術の提供

石川県 ＭＡＧＩＣ － コロナ時代とＳＤＧｓ消費に対応するＥＣでの独自製品の販売

石川県 合同会社グッドネイバーズ 6220003001975 ワーケーションを活用した新商品開発と法人向け営業を通じた新規顧客獲得

石川県 株式会社ＦＫゴルフスポーツ 4220001015087 非対面型・非接触型を実現！革新的オンラインゴルフレッスン事業

石川県 合同会社トシ久 9220003002426 誰でもおしゃれが楽しめるユニバーサルファッション事業の展開

石川県 宮創製陶所株式会社 9220001023390 九谷焼の窯元がコロナウイルスを乗り越えていくＥＣサイト！

石川県 弁護士竹内克昭 － 企業の労働問題に特化したオンライン弁護士顧問パッケージ事業
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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５回受付締切分）
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石川県 株式会社ＭＥＧＬＩＹ 8220005008372 ＨＰリニューアルによる新規顧客開拓および非対面型の販売強化

石川県 ジェニファー英語教室 － Ｚｏｏｍを活用したオンライン英会話授業で新たな生徒を獲得

石川県 株式会社ビオビト 7220001014425 ホームページを利用した非対面型内見会の開催

石川県 木倉町バルランプ － 宅配・テイクアウトによる販路拡大事業

石川県 サバイデーマーケット － 顧客との接触を減らしお互いが安心できるための運用作り

石川県 菓子工房Ｙｏｄｏｇａｗａ － 新たなＷＥＢサイト（ＥＣ含）とテイクアウトで新規顧客獲得

石川県 ほっともみ － 器具の販売ができる予約システムがついたＷＥＢページの制作

石川県 金澤よこ山 － テイクアウト事業の強化に伴うホームページ等の情報発信力の推進

石川県 株式会社和台 8220001020587 テイクアウト強化による新たな魅力づくり

石川県 ワインと地酒もりたか － 店主の実体験に裏打ちされた『ウンチク満載の通販サイト』事業

石川県 株式会社サンコーすまいる 5220001002910 お客様の来店・訪問を非対面化する新たなビジネスモデルの構築。

石川県 有限会社西村商店 4220002004428 ホームページの改良とチラシ作成による発信力の強化

石川県 株式会社マグアーキテクトオフィス 9220002007467 非対面型内見による新たな顧客獲得手段の確立

石川県 株式会社マスターキー 9220001006569 オンラインを駆使した鍵屋の新業態へ挑戦

石川県 Ｌｕｃｅ（ルーチェ） － キッチンカーでクラムチャウダーの移動販売

石川県 有限会社ライフ・コンパス 4220002008222 自分に悦びを与える人を繋ぐオンラインによる実践型の塾

石川県 ｓｏｉｌ株式会社 6220001020341 ダブレットレジ・デジタルカタログで直営中心の業態への転換

石川県 株式会社モグ 4220001020087 冷凍商品開発とホームページによる非対面での商品案内。

石川県 有限会社パルファン 6220002004789 文化の街・金沢から世界の最新モードを！ＥＣサイトの開設

石川県 株式会社田谷漆器店 8220001016544 新事業、輪島塗のシェアリングのブランディング事業

石川県 ｐｌｕｓｈａｉｒ － 美容院の空間改革に挑め！手厚いサービスとクールなディスタンス

石川県 アイリ―カレーハウス － 冷凍カレー、テイクアウトへの販売の転換

石川県 未有企画 － 新しい生活様式に対応した職場環境の整備と非対面営業方法の確立

石川県 安田屋製菓株式会社 2220001009479 インターネットを通じてＢｔｏＣの販路を開拓

石川県 合同会社ｓｅｅｄｓ 4220003002629 クラウド型ＰＯＳシステムとデータ連携する非接触型セルフレジの導入

石川県 小関行政書士事務所 － ＨＰを活用した非対面型ビジネスモデルで個人のお客様の販路開拓

石川県 有限会社モロイケ美芸工房 6220002012949 ＥＣサイト構築による伝統工芸品「加賀蒔絵」のＢｔｏＣ販売事業

石川県 エステティック・あんじゅ － 最新プラズマ機器で行う定額制セルフエルテにより顧客増大

石川県 ＮＫアカウンティング株式会社 1220001022508 テレワーク導入に伴う社内環境整備とサービスラインナップの拡充

石川県 タツノ自工 － 新型コロナに対応した女性向けクイック修理及び集客率向上事業

長野県 丸屋建設工業株式会社 2100001032245 ホームページの活用で、手づくり住宅施工の住宅を周知する事業

長野県 株式会社テクロスサーバント 1100001010549 ＥＣサイト構築とサイト誘導広告検証によるモデル化事業

長野県 合同会社Ａｓｉｓｏｌ 5100003005700 非対面型営業からはじまる！ドローンで予知・予防マッピング！！
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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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長野県 ＫＥＮビルワークス － 別所温泉「ワーケーションの宿」ＨＰ作成で新規顧客獲得

長野県 ＢＯＬＥＲＯ － 自社サイトを構築し、ネットを通じた新規顧客獲得

長野県 晄明商事合同会社 9100003005283 多様な供養の在り方に対応する卸・小売オンラインサービス

長野県 第一サービス株式会社 1100001024920 非接触型の製造工程と販売方法を確立しＥＣサイト活用で売上ＵＰ

長野県 株式会社Ｋ＆Ｋカンパニー 8100001029509 テイクアウトの導入と店舗改善による販売強化、販路拡大事業

長野県 バル酒場　たくの店 － お持ち帰り・配達専用の注文サイトによる非対面ビジネスの展開

長野県 有限会社中松屋旅館 8100002014501 旅前・旅中・旅後のおもてなしＤＸでいつでも旅気分を

長野県 株式会社村田工務店 1100001032287 ネットを活用したオンライン見学会、非対面商談の実現

長野県 株式会社ｋｎｅｘｔｆｕｔｕｒｅ 6100001031433 ＨＰ刷新によるネット販売強化と３密回避を考慮した店舗改装

長野県 株式会社サイキョー 3100002014051 リモート・デモンストレーションによる自動化ニーズの見える化

長野県 豚骨商店ゆい六助 － 可能な限りの非対面型ラーメン店改装

長野県 ＪＵＮＫ．Ｓｔｕｄｉｏ － リモートプログラミングレッスン＆サポートシステム導入事業

長野県 シードジャパン株式会社 1100001011035 移住希望者のためのオンライン完結型ＨＰリニューアルと感染防止

長野県 有限会社あさま企画 5100002013506 消毒・遺品整理などの特殊メニューの強化とホームページ制作

長野県 ベーカリーまるた － インターネット販売販路拡大による売上アップ

長野県 スタジオＰＡＬ － 自然と歴史の「まちなかグランピング」による非日常体験の提供

長野県 合同会社遊心道 1100003005514 非対面での弁当の宅配の仕組みつくり

長野県 有限会社トミー企画 6100002015294 新分野進出と印刷物の内製化

長野県 有限会社　淡水魚　鯉西 8100002014352 コロナに必ず打ち勝つ！時代のニーズに合った非対面販売の大導入

長野県 ＬＩＴＥＮ　ＢＡＫＥＲＹ － 自店開発のハード系パンで新規ファンを拡大

長野県 ささら食堂 － 室賀の蕎麦をブランド化！　ＥＣショップで販路拡大！

長野県 ピザハウスミッキーズ － 冷凍ピザの商品開発及びインターネットの販売による販路拡大

長野県 有限会社　東洋ルーフ工業 5100002014462 ソーシャルディスタンスのため訪問営業からＨＰ営業への転換

長野県 有限会社オカダ 2100002000960 オリジナル・ハンドメイドのバッグ製造

長野県 有限会社ライフサポート 4100002007005 テイクアウトと通販の導入と販路拡大、積極的販促による新規開拓

長野県 ＰＲＩＮＣＥＳＳ － セルフエステ導入で感染予防と新規顧客獲得

長野県 ｈａｉｒｓｅｔ＆ｅｙｅｌａｓｈ　Ｌ － 新メニュー導入とネットを通じた商品の販売及び新規顧客獲得

長野県 株式会社大丸屋 7100001001807 ＥＣサイトの製作によるネット販売の強化

長野県 合資会社長喜園 9100003000193 長野産の魅力的なフルーツを使った門前名物の焼き菓子の開発

長野県 有限会社シマダ生花 8100002002415 花を「モノ」から「コトとヒト」へ目線カメラで動画配信サービス

長野県 合同会社ホメテ 7100003004683 ２次元バーコードを活用した集客・販売促進システム販路開拓事業

長野県 株式会社スマイルワン 8100001029905 ●新メニュー導入とインターネットからの注文で新規顧客開拓！

長野県 第一企画株式会社 3100001004532 レスポンスの高い自社サイトとウェブ型営業ツールで受注拡大！
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長野県
スピリチュアルクリニック水野和ｍｉｚｕｎｏ
ｗａ

－ 全国・海外市場に販売できるスピリチュアルオンライン講座の提供

長野県 インドネパール料理ビアホールトピ － ネットを通じた新規顧客獲得と安心安全なライブ空間の実現

長野県 株式会社丸増ストアー 7100001003365 ネット販売による顧客の獲得と安心安全な店舗販売

長野県 Ｇｏｏｏ　Ｍｕｓｉｃ － フューチャーレッスンシステム

長野県 はる真 － 本格的なテイクアウト・デリバリーの実施とコロナ対策の店舗改装

長野県 株式会社リーゾ 4100001028646 買い物代行サービスによる新規顧客開拓

長野県 赤沼整骨院 － 超音波骨折治療器の貸し出しによる潜在患者開拓事業

長野県 Ｔ・Ｌ・Ｓ株式会社 6100001027514
１．デリバリー商品のウェブ・ＥＣサイトのスマホ対応とＬＩＮＥによるＣＲＭ導入
で顧客管理強化。　２．急速冷凍庫によるストック食材利用で、当日注文が受
けられる生産体制強化。

長野県 グローバルキッチン株式会社 9100001026331 冷蔵庫・冷凍庫購入によるテイクアウト参入での売り上げ拡大

長野県 株式会社Ｔｏｗｎ 2100001031833 プロが教えるＤＩＹ！オリジナルＤＩＹキッドのＥＣ販売

長野県 Ｃ＆Ｅ英会話教室 － 「非対面型英語教育活動」実施への環境整備

長野県 有限会社武井工芸店 7100002002861 農民美術「牛に引かれて」の商品開発とネット通販の強化

長野県 かくおか醸造株式会社 5100001000595 ワインを中心とした酒のインターネット販売事業

長野県 ｒｏｃｃｏ － 「３密」防止で安心感を与える美容室の開店に伴う新規顧客の拡大

長野県 有限会社ケーブライト 9100002001564 ネットによる非対面の販路開拓・販路拡大の為の整備及び商品開発

長野県 長野アップル社 － 配信は世界を救う！　僕も私も、気軽に配信できるスタジオ整備

長野県 ＬＡＢＯ　ＨＡＩＲ － オートドライ機器導入、パーティションの設置、宣伝広告の拡大

長野県 合同会社ＰＥＬＡＮＧＩ 9100003003361 和カフェ「フルーツ大福」の開発とデリバリー、テイクアウト事業の強化

長野県 ザダイニング株式会社 7100001006797 肉穂高　新しい生活様式に対応したお店への改修と販路拡大事業

長野県 有限会社名神エンタープライズ 6100002005221 ＥＣサイト新設と専門誌への広告掲載による新規顧客獲得と売上増

長野県 有限会社定鑑堂 1100002003246 新型コロナウイルスに負けない、サービス向上による売上確保

長野県 フローラルスタジオ　ハナナ － 商品制作・販売とアレンジメント教室のオンライン化

長野県 ＲＯＯＴＩＮＧ合同会社 8100003003449 オンライン介護予防トレーニングの非対面型の営業への転換

長野県 アートエステまりこ － コロナ感染拡大によるＥＣサイト構築、自社ＨＰのリニューアル

長野県 株式会社ファインピクサー 1100001027997 新制作システムの導入でテレワークを実現し生産性向上＆売上拡大

長野県 Ｐｈｏｔｏ　ＩＲＯＨＡ － 顧客とカメラマンが直接マッチングする受注戦略

長野県 蕎麦　一房 － ＨＰ作成に伴う生蕎麦販売用のＥＣ機能の作成

長野県 有限会社ヒサトラ 6100002008190 自社製品通販拡大計画　手打蕎麦の卸売りから通販への転換

長野県 Ｓｎｏｏｚｅ － ＥＣサイトによる販路拡大と施術スペースの完全個室化の実現

長野県 アトリエハトリ － ネットを活用した新規顧客獲得とオンライン対応の整備

長野県 株式会社フリーウェイ 5100001028232 ライブ配信における音響照明映像業務の自社一括受注化

長野県 季節料理　藤しげ － コロナ対策！換気設備充実で顧客が安心！テイクアウト収益確保
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長野県 株式会社プレシャール 7100001031449 ペット合葬サービス及びオンライン墓参り

長野県 有限会社風沢舎 1000020244500 ＥＣサイトによる非対面型の営業・販売方法で売上確保をする事業

長野県 グラムヘアーワークス － 水素吸入器のレンタルサービス開始による新事業展開

長野県 有限会社倉惣茶商店 3100002019819 ＥＣ活用による売上向上・販路拡大とＨＰからの様々な情報発信

長野県 株式会社大漁 1100001012735 大広間の個室化による非対面での小規模会食の誘起

長野県 Ｔｈｅ　Ｓｏｕｒｃｅ　Ｄｉｎｅｒ － テイクアウト再開と酒類・つまみの店頭販売による売上拡大事業

長野県 モイモイ － テイクアウト事業への転換につながる新事業で販路拡大

長野県 ラジオパーソナリティ塚原正子 － コミュニケーションの技術をオンラインで提供する新規事業

長野県 株式会社信州蜂蜜本舗 1100001013238 蜂蜜ブランド活用による自社サイト集客アップと販売強化

長野県 株式会社エルドラド 2100001016553 脱居酒屋！”燻製”をつかった新業態への転換

長野県 でんでん － テイクアウト専用の窓口を作り、新規利用者を増やす。

長野県 合同会社チャレンジャーグループ 7100003005244 当店自慢オリジナルカレーを自社でレトルト加工し販売事業

長野県 小松装飾 － コロナからのＶ字回復とメイドイン松本を残す縫製体制の強化

長野県
株式会社エフエス・リノベーションプランニ
ング

3100001016924 テイクアウト獲得を狙った事業転換のための新店舗出店

長野県 パンの店ショコラ．ン － パンを急速冷凍し委託のインターネット販売。全国へ販路開拓

長野県 加賀家 － テイクアウト事業強化による販路拡大の設備投資、ＥＣサイト立上げ事業

長野県 株式会社テヅカ 7100002020839 ＥＣサイトを活用した新品・リユース学生衣料品の販売事業

長野県 こよみ料理鼎 － テイクアウト、仕出し弁当販売開始による販路拡大

長野県 善哉酒造株式会社 5100001014348 ＥＣサイトを作成して非対面型への転換と新規顧客獲得

長野県 星空のあかり － アフターコロナを見据え、外国人再集客及び国内連泊旅行者の獲得

長野県 奥原税理士・不動産鑑定事務所 － 相続人の負担を減らすＺＯＯＭを活用したビジネスモデルへの転換

長野県 株式会社日本レストラン野菜生産者組合 6100001033421 安心できる作業環境作りと非対面による業務効率化

長野県 Ｇｉｖｅ　ｍｅ　ｌｉｔｔｌｅ　ｍｏｒｅ． － 対面型ライブからライブ配信への転換による売上アップ

長野県 Ｋａｉｎａｉｌｓ． － ＰＯＳシステム連動型アプリを活用した新決済導入と新顧客獲得

長野県
スギ・ミュージカル・インストゥルメンツ有
限会社

1100002022840 ＥＣサイトの構築による非対面化と国内外での新たな販路開拓

長野県 株式会社国際サービスセンター 1100001013089 自社ＥＣサイトを中心とした非対面販売ビジネスモデルの構築

長野県 株式会社ＫＡＮＳＥＩ 3100001023821 店頭引渡しから宅配へ移行し３密を避けての一般個人への販路拡大

長野県 有限会社美鈴荘 3100002022533 コロナ禍で新規客層を獲得するための非接触型キャンプ施設の新設

長野県 株式会社ＳＴＯＲＣＨ 2100001028945 新たなテイクアウト事業を確立するための厨房機器導入と販売促進

長野県 戸部商店 － 置き配するお惣菜を、安心安全にお届けする

長野県 株式会社ＣＵＢＥ 9100001023584 【非対面型】新しいイベント運営とレンタル業務の構築

長野県 株式会社ローカリズム 5100001023480 非接触レジによる従業員の安全確保と店舗の利益改善

長野県 株式会社飯田ツーリストセンター 5100001022359 ＷＥＢ活用による非接触型での営業活動強化と新商品のＰＲ
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長野県 レノーズ飯田店 － セルフエステメニューを活用した新たな美容提案

長野県 ヨガスタジオＡｘｉｓ － レッスン予約システム整備とタウン誌広告掲載による知名度アップ

長野県 ＩＷＯＮＴＧＩＶＥＵＰ株式会社 9100001030457 コロナに負けない！居酒屋の激辛マーボーの商品化ＰＪ

長野県 有限会社ハリカ飯田 2100002037094 店内作業場配置移設による非対面化と衛生環境整備でコロナ対策

長野県 有限会社松岡屋醸造場 7100002037338 ネットショップの充実によるコロナ渦時代に合った販路拡大

長野県 各務メンズベルト － 革製品のオリジナル商品開発とホームページを通じた販路拡大

長野県 株式会社宮坂製糸所 9100001020020 動画での製品紹介ツールによる非対面型での販売促進

長野県 有限会社丸山精工 5100002031813 当社の技術力アピールで新しい分野での新規顧客の獲得事業

長野県 株式会社ＮＡＫＡＭＵＲＡ 6100001029898 ３密を避ける店内改装と新サービスの提供による売上アップ

長野県 株式会社ユードリーム 2013201018460 「自社内ＩＴ情報発信術」を用いた業務効率化支援ビジネス

長野県 株式会社ＴＫキャリアデザイン 9010001179948 コワーキングのリモートワーク環境強化による新規会員獲得

長野県 有限会社芝野電機 4100002031368 高機能エアコンの提案による個人事業者・消費者への販路拡大事業

長野県 諏訪書店 － 外商強化と顧客サービス向上のための顧客販売管理システムの導入

長野県 株式会社舞姫 2100001027063 コロナ禍を乗り越えるためのＥＣサイト構築による直販強化

長野県 株式会社ティーダ 1100001023807 信州高原・鹿肉カレーのＥＣ展開

長野県 株式会社オールエリア 5100001032663 お客様との非対面ビジネス・商談の実施による車両販促事業

長野県 酒ぬのや本金酒造株式会社 2100001018319 「車椅子の杜氏」の挑戦。最新技術で事業存続と販路開拓を実現

長野県 株式会社フェイス 2100002029273 家庭で楽しむ鍋スープの開発と卸売・通販を通じた新規顧客獲得

長野県 有限会社大阪屋常太郎商店 6100002027876 ・オンライン健康サポート事業による新規顧客獲得

長野県 有限会社山猫亭 1100002029407 リデュース食材で食品ロスの減少と新商品開発

長野県
ヤマネコクオリティアンドデザイン株式会
社

4100001020149 蕎麦店の素材、調味料を応用した人気の漬物をネットで販売

長野県 株式会社健祥 2100001030034 ホームページを活用した製造業のトレーサビリティ営業

長野県 有限会社林屋川魚店 9100002028756 １階の椅子席化による来店の回転数と業務効率の向上

長野県 デライト株式会社 7100001032926 コロナに打ち勝つ！更なる安心を求めた店舗造りで売上アップ！

長野県 有限会社壱斗弐升五合 6100002028247 お客様の満足度向上のために、今ある環境を活かす店創り

長野県 すわ湖苑（有限会社ケー・ジー・エス） 4100002029338 ＨＰの再構築で多言語化とテイクアウトサイトを構築して販路開拓

長野県 有限会社ぎん月 2100002028060 コロナ対応案内システム・客室専用端末導入による顧客満足度向上

長野県 杉山塾 － オンラインを活用した教室説明会と個人面談で、新規生徒を増やす

長野県 夕ごはんとお酒　あかり － テイクアウトメニューの強化とＥＣサイトを構築し販路拡大をする

長野県 大増旅館 － コロナ後を見据えて長期滞在に向けた準備とインバウンド需要開拓

長野県 株式会社梅月 4100001032929 密を避ける新しい結婚式の企画販売事業

長野県 Ｗａ花 － クラフト作品のＥＣ販売、オンラインレッスンで新規販路開拓

長野県 カラオケ空間ＡＮＯＮ － カラオケ目的以外の飲食、テイクアウトの新規顧客の取込み
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長野県 美楽園 － ３密回避のためのテイクアウト事業及び店内環境改善事業

長野県 まるみ － テイクアウト強化による売り上げ回復と安心・安全の為の店舗改装

長野県 ブーケ － 換気力向上で地下でも安心スナックのＥＣ予約で３密対策営業事業

長野県 Ｐｕｎｋｉｅｓｔ － ロッカー型自動販売機による食パン等の非対面販売で安心購入

長野県 ＬｉｑｕｏｒｓＩＲＩＴＡ － 真空包装機導入とテイクアウトの商品の開発

長野県 株式会社アイリンク 2100001031635 オンライン面談を活用した、非対面相談拡充プロジェクト

長野県 株式会社塩尻ファーム 1000001030243 信州塩尻産ワインと米粉パンのネット販売

長野県 エイケイカンパニー株式会社 2100001004665 オンライン英語レッスンサイト導入による新規顧客獲得

長野県 有限会社かねみつ漆器店 8100002025688 ＥＣサイトによる売上拡大と既存客へのメルマガ配信システム構築

長野県 株式会社信州高齢者介護研究所 7100001032240 介護システムの非対面型機能強化と新規顧客開拓

長野県 パティスリーナンフェア － 長野・塩尻ブランド商品を長野から全国へ、そして世界へ

長野県 ビューティーサロンボブ － コロナ禍を乗り越える為の、美容室の新たな取り組み

長野県 美容室まりこ － 新個室でのケアドライ導入と新メニューマツエクで新規顧客獲得

長野県 ハグタップルーム合同会社 2100003005249 非接触型決済対応ポスレジの導入と新商品開発による販路拡大事業

長野県 市川石材店 － ＨＰによる事業内容（墓じまい等）の周知、非対面での打合せ実施

長野県 株式会社音羽 2100001029340 小規模結婚式を行うための、パッケージ開発と広告宣伝

長野県 Ｓｉｌｋｓｕｎ（シルクサン） － トータルビューティーサロンへの転換で売上と新規顧客アップ

長野県
特定非営利活動法人　アルティスタドリー
ムプロジェクト

7100005007767 ＨＰリニューアルによるアカデミー入会フロー改善と業務簡素化

長野県 有限会社菊一屋本店 5100002017853 「リモート着付け教室」と「ネットショップ」で利便性アップ

長野県 助六 － ＥＣサイトの強化で新規顧客獲得。機会ロスを減らし売上アップ。

長野県 インドネパールレストランＳＡＲＩＫＡ － いらっしゃいませ！お客様もお店も笑顔になるテイクアウト

長野県 悠合の森レストラン＆グランピング － テラス及び屋外スペースでの滞在時間充実のための改修とその広報活動

長野県 トライライフ信州 － 「オンライン研修プログラムの販売促進事業」

長野県 ゲストハウスゆみち － 非対面型宿泊のための玄関・席数の増加のためのテラス新設

長野県 プチペンション蓼科壱番館 － 「テイクアウト対応」と「部屋食サービス」による非接触型事業の強化

長野県 ビジネスフロー合同会社 6010903002961 ＣＭＳ導入による非対面情報発信力・説明力向上

長野県 ふじもり治療院 － 『非対面型の個室「冷え取りブース」新設で免疫力向上サービス開始』

長野県 有限会社コイケ技研 4100002030353 超極細高精度加工製品（プローブ）の半導体市場向け売上の拡大

長野県 サンロクカフェ － 敷地内の「スイーツ小屋」での大人気チーズケーキの無人販売

長野県 株式会社あさもやの雫 6100001020072 「空間除菌剤プロトン水」の非対面販売への転換と販売促進

長野県 有限会社梅月 1100002030323 ・定番商品「どらやき」の非対面型ネット販売で販路開拓

長野県 株式会社店舗情報 7100001019155 独自のオンラインクラスのパッケージ化による新規開拓

長野県 よつ葉セラピー － ＥＣ開設によるオンラインカウンセリング・システムの導入
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長野県 トレーニングスタジオフィジーズ － 動画レッスン・オンラインパーソナルトレーニングの事業開始。

長野県 アニバーサリーチロル有限会社 1100002030174 来店できない遠方顧客へのネット販売とそれに伴う増産体制の構築

長野県 有限会社ワンズプラス 7100002032297 「理容・美容専門のプロ用ハサミのネット通販開始と作業場の改善」

長野県 個太郎塾佐久平教室 － コロナ対策のための教室環境の整備と安全安心な教育環境の構築

長野県 中島木材株式会社 9100001007430 ＣＧを活用し顧客とのオンライン非対面型商談の実現と各種販促活動

長野県 長野県佐久市岩村田７５８番地 2100001009251 「新時代の教育へ　非対面教育支援事業の構築」

長野県 焼肉食堂彩華 － テイクアウト事業・自店ＰＲ強化による売上回復と新規顧客開拓

長野県 有限会社長野住環境企画 2100002011776 ＨＰリニューアルによる知名度ＵＰと非対面による新たな接客構築

長野県 合資会社清水屋商店 2100003000852 一般顧客への店頭誘導とＨＰリニューアルによる新規顧客獲得

長野県 有限会社新栄開発 6100002010832 ＥＣサイトの構築と３密回避の事業体制の確立

長野県 腰・背中の痛み専門　整体爽 － アフターコロナへの新たな試み！オンラインによる個別運動指導

長野県 ｃｈｅｒｉｌｅ － 売上回復に向けた既存のＨＰのリニューアルと最新脱毛機導入

長野県 スマイルキッチン － テイクアウト販売強化のための店舗コンセプト刷新

長野県 ワレもこウ － 設備導入によるテイクアウト商品開発で新たな販路開拓

長野県 協立電機株式会社 5100001011824 ウェブを活用した工事見積もり相談窓口による新規市場開拓

長野県 有限会社ソレーユ 6100002017183 新規設備の導入で販路開拓＆非対応型ビジネスで事業継続を図る

長野県 大寿司 － エアコン新調によるコロナ対策と店舗改修で安心・快適空間を提供

長野県 宮下カーランド株式会社 1000001006412 ホームページによる新規顧客獲得と衛生対策でお客様満足度向上

長野県 更級花織工房 － 伝統の技と作品を後世に継承！オンラインで世界にアピール

長野県 清水機工株式会社 8100001006160 ネットを通じた新規顧客獲得及び求人活動の強化

長野県 原山農園 － 未来に届け！後継者確保に繋げる革新的ＡＩ農業！！

長野県 有限会社みやざわ商事 6100002009577 ホームページ作成によって、商品ＰＲを通じた新規顧客獲得を行う

長野県 ファイブシーズンズ有限会社 5100002010032 花の力でみんなを笑顔に！自社ブランドＥＣサイト構築へ！

長野県 塚原建設株式会社 1100001006200 ホームページリニューアルと業務改善による新規客開拓と販路拡大

長野県 株式会社田仲建工 7100001006780 業界の新進経営者の挑戦！新時代に適応した持続可能な企業へ！

長野県 Ｓｃｈｉｆｆ － 離れていても寄り添えるように。高品質なオンライン配信実現！

長野県 エステティックサロンＬａｃｈｏｕｃｈｏｕ － 日本一の五黄のトラ女！最強エステサロンへの挑戦！

長野県 ＤＥＳＩＧＮ　ＯＦＦＩＣＥ　ブレスト － スタジオ撮影機材導入による売上拡大と新規顧客開拓

長野県 姿勢矯正院 － 改革！オンラインカウンセリングで新時代の安心と予防の未来へ！

長野県 ＭＳＧ株式会社 5100001031203 日本国民の命を守る！　河川堤防を強化する防水シート供給能力ＵＰ

長野県 クリエイティブワース株式会社 8100001006433 まだ見ぬシンデレラを迎えに～王子が作るガラス（金属）の靴～

長野県 更埴シャーリング株式会社 5100001006139 ホームページ開設による新規販路獲得および知名度向上事業

長野県 アンドクラフト株式会社 3100001032368 手仕事の温もりを届けるａｎｄｃｒａｆｔ　ｃａｆｅ　＆　ｍａｒｋｅｔ
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長野県 カットクラブギャルソン － 自動式シャンプー機器導入による感染症対策強化と業務効率化

長野県 ネーム工房ハヤシ － 新規顧客需要に応えるための機器増設による受注量拡大強化

長野県 青木　一勝 － 非対面に向けた業務対応とコロナ対策に向けた事務所環境の整備

長野県 株式会社来夢ツアー 5100001018753 「ＧＯ　ＴＯトラベル」オンライン＆オフライン集客プロジェクト

長野県 ｅ９ｔｈ（イーナインス） － 長野のパーソナルジムのＥＣ強化による売上拡大策

長野県 シンクロニシティ － 非対面型のカウンセリング実施や学習サイトの構築

長野県 ＦＯＲＥＴ　ＣＯＦＦＥＥ － テイクアイト、店先（屋外）席利用による非対面型ビジネス事業

長野県 サンラウンジ長野店 － サイト構築や店内改装による新たな集客方法の確立

長野県
特定非営利活動法人食育体験教室・コラ
ボ

2100005007747 新たなオンライン食育講座で子どもたちの生きる力を育む事業

長野県 北村会計事務所 － 財務顧問制度導入とオンライン面談による販路開拓事業

長野県 株式会社フロンティア蓼科 1100001020283 主力商品のテンディングページ新設と広告等による顧客獲得

長野県 合同会社グッドダイニング 9100003004013 スイーツ開発とＥＣ販売による新規顧客獲得と売り上げアップ

長野県 株式会社ながのサービス 6100001029452 コロナ禍を乗り切る！ＨＰ活用した新規顧客獲得と広告宣伝の強化

長野県 株式会社キャンバリー 9100001025102 配信ライブによる新規イベントの開催

長野県 ＷＥＢＦＡＣＥ － 【ＳＥ必見・システム開発特化！超現場主義オンラインサロン事業】

長野県 みずの企画 － ウェブサイトを活用してＢＣＰ対策を普及させる

長野県 有限会社丸山写真館 7100002018288 写真修繕パックのオンライン決済で非対面事業をスタート！

長野県 カフェ・ヒルバレー － 非接触・非対面型のスマホオーダーシステムの導入とＰＲ

長野県 千歳屋果樹園 － 受注・出荷業務のＩＴ化による非対面型販売への移行・拡大

長野県 株式会社シミズ 6100001022498 信州名物おやきＰＢ商品開発でネット通販事業を通じて新規客獲得

長野県 有限会社袖山 9100002002744
季節の伝統文化を楽しもう！お家で出来るワクワク？お節句カスタマイズサ
イト！

長野県 月の木ガラス － 高付加価値商品の開発とカタログによるＥＣ事業への転換

長野県 菊寿司 － テイクアウト事業の強化で非対面なビジネスへと拡大する

長野県 氣賀澤農園 － 非対面型ビジネスモデルの転換によるＥＣサイトの強化

長野県 株式会社Ｈａｐｐｙ 6100001024478 非対面販売を可能にするＥＣサイトの制作とホームページの改修

長野県 株式会社エデュケーショナル長野 5100001028496 進学ポータルサイト開設のよるマッチング支援と広告主新規開拓

長野県 香吃大食堂 － 飲茶の技術を生かした新商品開発とＥＣの販売を通じた販路開拓

長野県 株式会社アンジー 5100001016848 マスクでも美しい表情をつくる、まつ毛パーマ事業への進出

長野県 有限会社ベルパーム 5100002021426 髪のエイジングケア強化とそれに伴うアプリ・ウェブサイトの構築

長野県 ブループラス － ダイビング中級者に向けたＥＣ販売の開始とＨＰリニューアル

長野県 詩おり － 安心安全な非日常空間づくりによる販路拡大とテレワーク環境整備

長野県 フジ精工株式会社 2100001033598 日本製ＣＡＤ／ＣＡＭ導入によるリードタイム短縮と販路拡大

長野県 やまあいの地 － ＥＣサイト構築、メディア掲載、無人直売所利用による非対面化
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長野県 有限会社Ｎｅｔｐｌａｃｅ 6100002007894 ホテル宿泊者に特化したデリバリー情報提供システムの構築

長野県 食育キッチン野味一 － 栄養士が作る農産物加工品の生産拡大と通信販売での新規売上獲得

長野県 ＷｏｒｋｓＰａｒｔｎｅｒ － 非対面接客で地域の窓の安全を守る情報の発信。

長野県 株式会社マイルストーン 1100001006951 活動自粛にテイクアウトと通信販売で非対面型販売の強化

長野県 オールユーニーズ － 自社ＥＣサイトによる「小林商店」ネットショップ開設

長野県 サイクルファーム － 収穫代行事業開始のためのオンライン受注サイト作成

長野県 株式会社琵琶 2100001002941 販路開拓のための配信用撮影／録音スペースの拡充とシステム構築

長野県 スタジオママル － オーダーキッチン情報サイトの構築と非対面営業用ツールの開発

長野県 青柳夏苗行政書士事務所 － オンライン診断システムによるＷｉｔｈコロナ時代の新規顧客開拓

長野県 ｌａｒｍｅ － オンラインカウンセリングの導入による密の回避と満足度の向上

長野県 有限会社松本コンタクトレンズセンター 8100002021514 予約サイト構築とポータル機器導入による目の健康状態を保つ取組

長野県 栗林建設有限会社 6100002001518 最高の信州ライフを届ける「魅せる家づくり」オンライン販促事業

長野県 畑野商店 － 手作りを全国に届ける！旬な菜のオンライン販売構築事業

長野県 スパイスカリーくらっちぇ － 本格スパイスカリーを家で味わう！テイクアウト注文対応事業

長野県 株式会社オアーゾ 4100001006817 人工温泉システムの新営業チャネル確立と個人顧客への販路開拓

長野県 もんじゃ焼き佐榮 － 非接触型新オーダーシステム導入による業務効率化と感染予防対策

長野県 ＮＥＵＭＡＮＮ －
ポーカーを通じて若者と大人のコミュニケーションを活性化！コミュニティ化で
顧客数増加！

長野県 ベースキャンプ － オリジナルスパイスと品質向上させたナンをＥＣとチラシで拡販強化

長野県 ジェイカラープロジェクト － 短納期対応・付加価値向上を可能とする生産体制強化事業

長野県 甘味処みつばち － テイクアウトや予約注文できる商品の開発と販路拡大

長野県 有限会社原田本店 6100002012663 テイクアウトや予約注文できる商品の開発を販路拡大

長野県 ＣＯＷＢＯＹ　ＧＲＩＬＬ － 当店の弱点である地元客の誘客を図るための活動計画

長野県 小料理石亭 － 長野県産の食材を活用した新商品の開発と広告等で顧客獲得

長野県 株式会社キャトルナ 1100001030340 新生活様式を取り入れたクラシックバレエの発展した未来

長野県 おこづかいラボ合同会社 5100003005873 非対面型親子向け金銭教育活動と非対面型コンサルティング事業

長野県 株式会社ししとうフーズ 3100001006578 五分一店テイクアウト・持ち帰り弁当推進事業

長野県 長野住宅環境有限会社 3100002003616 ＨＡＣＣＰの考え方を取り入れた商品広報による新規顧客の獲得

長野県 ａｔｅｌｉｅｒ　Ｎａｔｕｒ － ＷＥＢによる新規開拓と非対面型の実現、新規客のための改装

長野県 信州勝美商会 － “骨董品特化”ＥＣサイト事業＆遺品整理オンラインサロン事業

長野県 合同会社東信エコエネ研究所 3100003003350 オンラインカウンセリングの環境構築による新規販路開拓

長野県 有限会社木島平振興会 2100002017121 ＥＣサイトの作成に伴う、オンライン事業展開

長野県 日本建装 － チラシとＷｅｂを活用した非対面型営業モデルによる受注の獲得

長野県 ｋａｗａｊｉキッチン － テイクアウト商品生産性向上事業
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長野県 Ｇａｔｉｓａｒｉ － 展示販売所の設置とネット販売参入による事業継続と販路の拡大

長野県 西川　暁子 － オーダー商品開発とカタログ設置で自社ＥＣを主力事業化

長野県 ＡＰＩＴＳ　ａｒｔ　ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ － ウエディングカメラマンの非対面営業モデル開発

長野県 有限会社プライムシステムズ 1100002030447 ＳｏＣ半導体を利用した高性能・高機能な新商品開発

長野県 株式会社平林軽金属工業所 8100001006227 遺品整理・不用品回収事業のサービス認知度アップで売上ＵＰ

長野県 ウォーターシステム株式会社 1100001029250 内製化を実現し、ワンストップ化することで受注を獲得します！

長野県 山和製本株式会社 9100001001185 コロナ禍における脱対面作業の効率化

長野県 丸山製本工業株式会社 8100001003182 生産効率向上とリモート化で内製化と商圏の拡大を実現します！
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