
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

福井県 株式会社デライト 6210001017082 広告のインターネット契約システム（非対面）の構築

福井県 やきとりごとう － 予約システムの構築と店舗の衛生管理強化による安全と信頼の回復

福井県 有限会社ｍａｘ 8210002008533 出張タイヤ交換サービスをきっかけとした自動車整備業務受注事業

福井県 株式会社ＤＥＴＡＩＬ 9210001008946 商品の使用方法チュートリアル動画付きＥＣサイトの構築事業

福井県 山元菊丸商店 － 『巣ごもり需要の消費者ニーズに応える、多品種少量生産体制の確立』

福井県 Ｌａｊｉｔｔｏ － コロナ禍でも安定した売上を上げ続けるための環境整備事業

福井県 Ｎｉｇｈｔ　ｓｗｅｅｔｓ　ＢＡＲ　Ｓａｌｉｃｅ － アフターコロナを見据えた魅力的な店づくりとＥＣサイト開設事業

福井県 千秋自動車株式会社 8210001017485 非対面型による顧客相談実施

福井県 Ｍａｔｏｆ合同会社 2210003000940 オンラインネイルスクール開校及び訪問爪切り事業の新設

福井県 Ｒｉｕｍ － 新メニュー『セルフ脱毛』にて非対面ビジネスの確立と販路開拓

福井県 フラワーショップ開花園 － 生花店向け「販促手描きポップデジタルデータ」の販売事業

福井県 有限会社西陣 2210002002665 “ふたりだけの結婚式”と“ＷＥＢ婚”の導入による販路開拓

福井県 株式会社川上自工 7210001018113 インターネットを活用した中古車及び関連商品販売事業

福井県 アクアフーズ株式会社 2210001015115 旬鮮！新鮮！丸ごと福井青果市場直行便で身体に優しいクッキング

福井県 有限会社嘉源 5210002004114 見本展示によるオンライン商談を用いた提案型営業への転換

福井県 有限会社サービスクリエイト 8210002009127
『テイクアウトと食品通販事業の拡充』と『Ｗｅｂ面接とＷｅｂ混雑状況システム
導入』

福井県 ブライダル西陣 － オンラインを活用した振袖レンタル商品の非接触販売事業

福井県 株式会社大脇萬蔵商店 6210001000666 Ｗｅｂと実店舗を組み合わせた、海藻ふのりの新規販路構築事業

福井県 ひろのスタイル － 北陸女性のためのオンラインサロン形式スクールの創設

福井県 株式会社メドルフ 7011101091326 大手ＥＣモールでの店舗構築及びＳＮＳ情報発信による新規販路開拓事業

福井県 クッチーナ － ウィズコロナ時代での新生活様式に対応する店舗改装計画

福井県 株式会社ＷＥＬＬ　ＡＯＳＳＡ 1210001015735 テイクアウト商品のＨＰ、ＳＮＳ活用によるＰＲ及び新規顧客獲得

福井県 タッセイエンジニアリング株式会社 1210001016287 ホームページ、パンフレットの新規作成による新規顧客の獲得事業

福井県 ポーラザビューティー福井米松店 － 完全個室による非対面型施術の実施でお客様獲得を図る

福井県 有限会社パレットワーク 9210002002907 コロナ時代に対応できるホームページの制作と新規顧客の獲得事業

福井県 株式会社シー・エス・ケー 9210001004706 ホームページの更新による新規顧客の獲得、売上獲得事業

福井県 イタリア － お店でお召し上がりの味を家庭でも味わえるテイクアウト事業の展開

福井県 水野公文堂 － ・コロナ対応非接触型へのビジネススタイルへの転換

福井県 スパイスタリテマスカ？ － ｗｉｔｈコロナに向けたテイクアウトの販売生産拡大

福井県 料理屋　みや﨑 － 炭酸水を内製化し炭酸水の安定した供給および生産性向上事業

福井県 有限会社岩井商店 5210002001689
テイクアウト商品の開拓、非接触型システムとスピーディーな会計システムを
導入

福井県 有限会社公楽商店 3210002001237 真空パック機を活用した新商品開発と販売による売上の獲得事業

福井県 島田整骨院 － オンライン治療の構築・新自費治療メニューの提供

※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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福井県 有限会社松本自動車工業 5210002008833 新品交換に頼らない樹脂製自動車部品の修理・修復体制の構築

福井県 有限会社ＰＩＮＯＣＣＨＩＯ 8210002008970 非対面型テイクアウト強化のためのＥＣサイト構築及び設備導入事業

福井県 フィットネススタジオＰｕｒｅ・Ｓｕｐｐｏｒｔ － リモートフィットネス教室の開設とＥＣサイトの新規作成

福井県 株式会社たくみ創建 3210001011393 アジアン風住宅のバーチャルショールーム開設とＥＣサイト構築

福井県 株式会社畠商店 8210001010705 お米のネット注文宅配サービスを実装したＥＣサイトの新規作成

福井県 株式会社ビジネス竹野旅館 4210001011310 Ｗｅｂ予約システムを新設したＷｅｂサイトの刷新による販路拡大

福井県 ＪＥＷＥＬ － 新生活様式に順応し現状を打破する為のセルフエステ事業

福井県 印章ミタニ － ハンコレス対策として新商品を開発！自社ＥＣサイトの新規制作

福井県 ａｌｊａｎｎａ － リモート仕入・販売可能な非対面「アフリカ布・専門ＥＣ」の充実・宣伝

福井県 Ｐｅｎｓａｒ（ＦＩＳＫ外語学院） － オンライン授業のあらたな取り組みで売上回復を目指す

福井県 土橋印刷 － コロナで加速ＢｔｏＣ　ＥＣサイト　サービス強化

福井県 サカシタユニフォーム － 設備購入による商品の安定供給・顧客満足度向上を図る！

福井県 お好み焼きひろの － 対面型から委託販売へ売上割合をシフトし安定した経営を目指す

福井県 有限会社シャーク運転代行サービス 7210002009953 キャッシュレス化による非接触型サービスと配車のデジタル管理

福井県 お食事処しもむら － 「３密」を回避する、お客様とスタッフの動線を考慮した店舗改装

福井県 株式会社ＧＯＲＡＫＵ 6210002010012 ホームページの予約注文機能追加と看板改装による訴求力向上事業

福井県 滝本ふぁーむ － 新商品開発及び自社ＨＰのＥＣサイト追加による直販体制構築事業

福井県 有限会社山下薬局 7210002013971 配達事業拡大、ホームエステでｗｉｔｈコロナを乗り切る！！！

福井県 有限会社井上菓匠 2210002013654 個食ニーズに対応した卸・通販向け商品開発及び設備導入事業

福井県 株式会社グロース 9210002013152 眼鏡部品の一貫生産体制の技術と製品をインターネットで受注する

福井県 吉村ピアノ教室 － ｅラーニング市場の急拡大に伴うピアノ教室のリモート化事業

福井県 中矢製麺所 － 新規包装機の導入による一般顧客向けの「生麺」販売促進事業

福井県 有限会社クリエ 8210002012931 宣伝広告効果・ＳＮＳへの訴求がある大型見本市への出店

福井県 株式会社宮田食品 9210001013327 ご当地の農産物を活用したお土産商品の開発および販路開拓事業

福井県 ホテル赤星亭 － 老舗ホテルのお料理を活かしたテイクアウト・デリバリー事業

福井県 明道館出版合同会社 4210003001235 オンライン上での講演活動と電子書籍の出版ビジネス開始

福井県 井上忠右衛門漆器店 － 越前漆器が創り出すライフスタイルを提案するＥＣサイト制作事業

福井県 株式会社学彩 6210001016506 映像授業・ライブ配信授業のためのホームページ制作事業

福井県 有限会社丸憲物産 1210002011948 プライベートトレーニングルームの新設による新たな売上構築事業

福井県 ｔｗｏｃｌｅ － 新しい生活スタイルに対応するためのキッチンカー導入事業

福井県 Ｌｕｍｉｅｒｅ － ストレッチ指導のオンライン化による新しい売上構築事業

福井県 株式会社エステージジャパン 9210001009052 これからの未来に向けてのセルフエステ事業

福井県 Ｆｌｕｔｉｓｔ　ａｒｉｓａ － フルート演奏・フルート教室のリモート化による売上拡大事業
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福井県 へいりん堂 － 売上の偏りをなくすことによるコロナ禍に強い経営体質創造事業

福井県 株式会社チャーミー 4210001014387 メニューと立地を活かした宅飲み需要獲得のための設備投資事業

福井県 株式会社ＮＡＫＡＴＯ 8210001017733 新規顧客獲得へ！ホームページ作成による情報発信強化事業

福井県 株式会社Ｂｅｔｔｅｒ　ＷＥＢ 8210001017881 福井県内在住者限定の異性紹介及びマッチングサービス

福井県 ぷりんと屋サイト － 試作機器の導入による非対面商談の実現とホームページの刷新

福井県 げんぶん接骨院 － お客様との接触を減少させる受付及び会計処理管理システムの構築

福井県 一心 － メニューの豊富さを活かした宅飲み・中食ニーズの獲得事業

福井県 氷坂屋食料品店 － 街の八百屋による“待ちのビジネス”脱却のためのデリバリー事業

福井県 株式会社グロウプス 6210001014699
新サービス『ブログ・ＳＮＳ投稿代行』による新規顧客獲得と顧客単価向上事
業

福井県 腸整Ｎｕｋｕ’Ｎｕｋｕ － 企業向け新規事業「腸活で健康経営」サポートのオンラインサービスの提供

福井県 焼肉家優 － 焼肉家優テイクアウト商品販売促進事業

福井県 江戸屋 － テイクアウト商品の受注拡大及び厨房の整備事業

福井県 そばＤＩＮＩＮＧ一福 － そばＤＩＮＩＮＧ一福テイクアウト商品販売促進事業

福井県 ＳＩＺＥ株式会社 7210001015432 非対面での顧客獲得強化のための商品分析ツール紹介ＨＰ改定・宣伝

福井県 有限会社笏谷そば 9210002001801 幅広い顧客への対応とテイクアウト商品の拡大

福井県 旬食彩つぼみ － テイクアウト強化のためのホームページ作成

福井県 ほぐし処こころ － インターネット販売の強化とＰＲ活動強化による販路拡大事業

福井県 株式会社Ｂｅコーポレーション 4210001013612 服と髪のトータル提案！お客様から発信してもらえるシステム作り

福井県 小田工業 － 解体見積もりの出来るホームページの活用による非対面営業の実施

福井県 株式会社ＣＳミタムラ 6210001011663 感染症対策を徹底したブドウ栽培の実施による新規顧客の獲得事業

福井県 株式会社美和 3210001008563 ＢｔｏＣからＢｔｏＢへの転換。ネットを通じた商品販売による新規顧客獲得

福井県 有限会社ハーベスト８１ 1210002008705 福井のセミナー運営会社のＥＣサイト・ＷＥＢ広告を活用した顧客拡大策

福井県 旨み処　一笑 － コロナリスク０に向けて！安心店舗へのリニューアル事業！

福井県 合同会社ドローンワーク 4210003001053 ドローンを活用した感染症対策と新サービスによる売上獲得事業

福井県 明城ファーム株式会社 8210001014664 非対面型のテイクアウト専門店を出店し既存店の顧客離れを防ぐ

福井県 丸ベーカリー － ＷＥＢ活用によるパン屋のファン拡大と事前注文予約獲得事業

福井県 株式会社ベストエージェンシー 3210001008398 コロナ禍におけるデジタルを多用した次世代型保険営業体制の構築

福井県 株式会社ホリチューボー 2210001003598 飲食店に特化した「居抜き物件＋厨房機器」のネット提供事業

福井県 株式会社越前隊 5210001016226 オンラインを活用した、伝統薬味「山うに」販売力強化事業

福井県 フィールドワークス － タップマシン導入とフィールドコイルスピーカー公式ＨＰの制作

福井県 Ｃａｓａ － オンラインでオリジナルグッズを販売し３密回避で売上確保

福井県 アップゼミ － ＳＮＳ・オンラインを併用活用したコミュニケーションレッスン

福井県 株式会社志保重 7210001013956 コロナ禍における通販事業、新たな販売スタイルの確立事業
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福井県 本道坊 － ダシが決め手の地場カレー、キッチンカーデリバリーで販路開拓

福井県 庄境屋 － 老舗蕎麦屋テイクアウト商品販路開拓事業

福井県 株式会社ＧＫコンサルティング 7210001008510 ホームページ内容の充実によるコロナ禍での新規顧客獲得事業

滋賀県 有限会社藤三郎紐 7160002001263 組紐による和テイストの商品開発とネット販売による新規顧客獲得

滋賀県 ラウンジほし － 「星さんちのもろみ納豆」販路拡大とおふくろの味テイクアウト

滋賀県 株式会社ブレインズ 1160001001757 スマートロック導入による非接触無人テナント案内

滋賀県 Ｍｉｃｈｉ－ｔｅｃ － コロナ対策　ＣＣＦＬ抗菌ライトによる販路拡大

滋賀県 株式会社三井寺力餅本家 5160001001910 老舗和菓子店のインターネット販売事業

滋賀県 ＨａｉｒＷｏｒｋｓＫｉＲｉ － ２０周年イベントの開催と、非対面ビジネスへの転換の取り組み

滋賀県 株式会社一花 9160001021913 ネット販売へのシフトと法人・個人に向けた新たなサービスの提供

滋賀県 利休楽 － コロナ状況下での古物販売に関する非対面ＥＣ販売事業の充実

滋賀県 おで湖 － ＣＡＳ冷凍近江牛の全国通販と実店舗の近江牛メニューの充実！

滋賀県 大正電機販売株式会社 2160001001260 ホームページの作成とネット販売強化計画

滋賀県 ＫＲＯＶＩＮ － ＥＣサイト作成及びＷＥＢ集客による新規顧客開拓

滋賀県 ｊｕｂｉｌａｎｔ　ｓｈａｎｔｉｒ － ホームページ内での美肌セルフケアと体幹トレーニング配信

滋賀県 伊藤工務店 － 非対面型バーチャル展示場を導入したＨＰ改良による新規顧客獲得

滋賀県 有限会社グロウジャパンフード 9160002004231 焼きふぐテイクアウトと団体客依存脱却のための取組み

滋賀県 合同会社Ｒａｘｉｓ 1160003001706 ＳＮＳやアプリを利用したオンラインでの新規顧客獲得と既存顧客の復帰

滋賀県 光触媒株式会社 3160001022818 新事業「光触媒による抗ウイルス・抗菌コートの施工業務」の展開

滋賀県 Ｂ．Ｂ　Ｐａｕｌｅｌｅ － コロナ禍で始める新たなビジネスモデルの確立

滋賀県 麺家えん － コロナ禍における業態変化とテイクアウト周知による販路拡大

滋賀県 小料理屋彩華－ＩＲＯＨＡ－ － ホームページを活用したテイクアウト販売の拡大

滋賀県 ＧＯＬＤＥＮ　ＬＩＦＥ　ＧＯＤＤＥＳＳ株式会社 5160001022601 オンラインやＳＮＳ展開による新規顧客獲得事業

滋賀県 株式会社ＴＯＮＯメディカル 8160001019314 動画を使って治療の見える化計画

滋賀県 ＣＨＯＢＩＴＴＯ菜～喰海～ － テイクアウト事業の周知と業務効率化

滋賀県 有限会社ぎおん 7160002006444 コンセプト重視「昭和テイスト」な地域一番の焼肉店を目指します

滋賀県 カトル・カール － テイクアウト販売の強化とコロナ対策による来客数増加事業

滋賀県 嶋司法書士事務所 － ＺＯＯＭで相続・登記のお気軽相談！認知度ＵＰによる顧客獲得

滋賀県 株式会社タケツネ 7160001006775 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへの転換！ＥＣ機能を強化したＨＰの構築

滋賀県 ライズグローバル通商株式会社 8160001019603 滋賀県発信の無添加ドッグフードの開発と自社ＥＣサイトの構築。

滋賀県
ａｒｏｍａ＆ｈｅｒｂｍａｌｌｏｗ（アロマアンドハー
ブマロウ）

－ コロナ対応型アロマサロンの実現とオリジナルアロマ精油の開発

滋賀県 中川農園株式会社 5160001022238 ウイズコロナを見据えて新たに取り組むいちご自動販売機の導入

滋賀県 ｉ－ＢＥＡＮＳ　ＣＯＦＦＥＥ　＆　ＴＥＡ － 非対面型テイクアウト仕様への店舗改装
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滋賀県 株式会社粋屋やす井 3160001021893 料亭の味をご家庭で！通販向け商品開発とＥＣサイトの構築事業

滋賀県 有限会社ハナコバンケット 5160002008938 新たな人材活用のＰＲ・登録スタッフの研修サイト構築

滋賀県 合同会社丸藤楽器 1160003001210 デジタル送受信による遠隔レコーディングシステムの整備

滋賀県 株式会社Ｆｉｅｌｄ　ｐｌａｎ 6160001020967 非対面によるビジネススタイルの構築で効率的な販路開拓の実現

滋賀県 株式会社松村 7160001010983 羽毛布団のオンライン洗濯＆リフォームで非対面ビジネスへの転換

滋賀県 株式会社Ｋ－ＤＡＳＨ 6160001017220 コロナに打ち勝つ！完全非対面型キャンピングカーレンタル事業！

滋賀県 ＢＯＮＨＥＵＲ － ルアー生産強化で事業拡大を図る！

滋賀県 有限会社すいーとすぽっと 2160002011151 美リンパ●講座の完全オンライン化で在宅での技術修得を支援

滋賀県 整体ヨガ教室 － オンライン・ヨガと、非日常的空間でのリアルヨガの二本立て展開

滋賀県 近江畜産　本多商店 － 近江牛をより美味しく！！県外デパ地下客への非対面型販売事業

滋賀県 コスガ印判 － コロナに対応したオリジナル非接触グッズの開発とネット販売

滋賀県 ＯＫＳシステム株式会社 5160001011265 建設現場の遠隔支援システムによる立ち会い確認環境の構築

滋賀県 株式会社あいゆう広告 3160001000432 ＥＣサイト製作依頼に対応した自社ＨＰリニューアル

滋賀県 八日市清掃株式会社 8160001010306 入孔調査のクラウドシステム導入で３密防止！直行直帰！

滋賀県 高橋賢司建築事務所 － リモートワーク環境の整備で全国の建設需要を獲得し売上拡大

滋賀県 飲水思源みのる － 冷めても美味しいオーダーメイド和弁当によるテイクアウト強化

滋賀県 有限会社モリマサ瓦店 6160002010042 ドローンによる空撮と屋根瓦積算見積システム導入により顧客獲得

滋賀県 ハムンダー・ベーカリー － 赤ちゃんの記念日をお祝いする一升パンをオンライン販売にて展開

滋賀県 株式会社八日市ロイヤルホテル 5160001010300 宿泊施設の安全と衛生を強化しホテルでの大人数ＷＥＢ会議の提供

滋賀県 合同会社カフェトレ美塾 2160003001779 オンラインを利用した個別指導型ダイエットの取組み

滋賀県 たいよう鍼灸院・整骨院 － 施術室の個室化・個室での感染予防でのエステ事業

滋賀県 株式会社アットスクール 2160001014320 オンラインによる学習支援、相談検査サービスの提供

滋賀県 湖風（着物お手入れつるや） － 伝統的な対面でのしみ抜き作業をオンラインに革新し販路開拓

滋賀県 山田酒店 － 人口増加エリアにおけるテイクアウト需要取り込みによる販路開拓

滋賀県 ２Ｂ：ＷＯＲＫＳ － 自社商品の魅力を広く発信し、顧客の購買意欲を高める

滋賀県 株式会社広宣 6160001012808 ネット販売による一般向け商品の提供・非対面式の販路拡大

滋賀県 ｖｅｒｄａ － オンラインでおうちでできるケアの提案と、来店時の安心を提供

滋賀県 ＫＡＨＬＵＡ － ホームページとＥＣサイト立ち上げによる物販商品の促進

滋賀県 株式会社エターナル 9160001017011 宣伝から販売まで全てオンラインで完結！ｗｅｂの花屋さん

滋賀県 奥野　敦 － モノづくりもやるオモロイ音楽教室への非対面事業転換

滋賀県 守建設株式会社 5160001013146 生産性向上と密の回避の両立：ＩＴ建設で売上と従業員を守る

滋賀県 ゴスペルミッション － 小さなチャペル内での“小さな結婚式”による販路拡大

滋賀県 有限会社クサツパイオニアファーム 8160002012045 雇用、農地確保、生産・販売拡大に向けたサイト全面改新
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　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。

滋賀県 株式会社駅前米屋 5160001014615 精米工場直送のお米をオンラインで。“精米したて”は当社だけ！

滋賀県 株式会社酒のかなざわ 4160001012850 オンラインで届ける地酒の魅力と地域のチカラ！

滋賀県 株式会社ダイワ住研 3160001014897 コロナ禍対応＿販路開拓及び非対面型販促推進事業

滋賀県 朝日屋セトモノ店 － 自社オリジナルネットショップ構築による新たな顧客の創出

滋賀県 デンタルハウス － 歯科技工のデジタル化による非対面営業への転換と業務の効率化

滋賀県 有限会社クエストセブン 2160002014542 チャット機能搭載したスペシャリティー珈琲豆のＥＣサイト

滋賀県 ベルビューティック － ミドル世代に対してオンライン・ナチュラルメイクレッスンの提供

滋賀県 アルケミスト株式会社 5160001016677 オンラインでリユース品の買取・販売が可能な新しいＨＰの構築

滋賀県 フルールデリス － プリザーブドフラワーのＥＣサイトで販売して収益の向上

滋賀県 井入農園 － 和ハーフプランター商品の販売・普及促進による新規顧客開拓事業

滋賀県 アクアヒーリング株式会社 7160001021394 水草の自社生産化とブランド育成による売上拡大

滋賀県 京滋ピアノ調律 － 無観客ライブ配信のためにグレードの高い録音をするための事業

滋賀県 コイ美容室 － 完全個室のセルフエステの実施と店舗の感染症対策整備事業

滋賀県 和太鼓くみこ － 和楽器の音色を世界に広めるｗｅｂ配信システムの構築

滋賀県 有限会社宮川燃料 7160002013770 ＬＰガス無線通信による自動検針システム構築と販路拡大

滋賀県 タスケル合同会社 6160003001619 コワーキングの遠隔運営のための取り組み

滋賀県 守山ギター道場 － コロナショックで落込んだ既存受講者の満足度向上と新規顧客獲得

滋賀県 ありがとうやっちゃん － コロナ対応している事に伴うホームページ広報で新規顧客開拓

滋賀県 有限会社竜王とらわか 4160002011026 ふるさと納税返礼品提供事業者への参入とネット販売の開始

滋賀県 株式会社メディカルグリーン 2160001016878 産後・骨盤矯正セルフトレーニングオンライン開設による販路開拓

滋賀県 スタンダードアップ － オリジナルＷＥＢサイトとＥＣサイト登録による販路拡大計画

滋賀県 大阪ギョーザ天珉 － テイクアウトに最適な天珉冷凍ギョーザ。

滋賀県 ＳＩＴＡＮ － 木工用旋盤を用いたデザインによる新商品の開発

滋賀県 杉本建材 － クラウドファンディングを活用し、特許商品を日本中に広める

滋賀県 ＳＨＳ株式会社 5160001015101 日本の中古品をＥＣサイトで東南アジアに販売する

滋賀県 ＫＥＮＩ－ｓ　ＺＡＫＫＡ＆ＤＲＩＮＫ　ＣＡＦＥ － 店内改装により弁当置場確保！テイクアウト参入でコロナ脱却！！

滋賀県 Ｇｅｒｍｏｇｌｉｏ　ｄｉ　Ｂａｍｂｕ － 顧客回復と感染対策のためのボックス席増設による売上ＵＰ！

滋賀県 株式会社大西デンキシステム 1160001016631 ホームページ改修ｘＷＥＢ広告ｘオンライン商談による販促強化

滋賀県 髪空間　心 － 店頭での対面販売から非対面販売へ転換

滋賀県 オパ処あさひ － 【オンラインでチョイスから施術まで！新しいセラピー様式の提案】

滋賀県 株式会社ゆるやか堂 9160001011749 自殺させない、ストレスケア・オンラインコンテンツ構築事業

滋賀県 株式会社Ｂｕｉｌｄ－ＫＡＪＩＭＡ 2160001020772 遠隔操作ができる魚群探知機でガイドサービスの非対面化

滋賀県 ＭＩＬＦＯＲＤ － ステイホームを豊かにするアイテム開発とネットショップ開設
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滋賀県 有限会社駒吉 4160002010564 出前売上増加のためのネットページ作成とネット広告出稿

滋賀県 株式会社Ｉ．ｍａｒｋｅｔ（アイ．マーケット） 1160001019386 新規出店による商圏拡大と非対面商談の開始による新規顧客の獲得

滋賀県 株式会社オーエムテクノ 2160001010674 バーチャル住宅展示場を入口とした遠方及び隣市町の新規顧客獲得

滋賀県 コジコジガイドサービス － 魚群探知機の遠隔操作でお客様とソーシャルディスタンス確保

滋賀県 ベジラブ － キッチンカーを使ったお惣菜カフェ

滋賀県 ＴＩＡＵＴＯＧＡＲＡＧＥ － プロテクションフィルムのＷＥＢ販売参入による非対面事業

滋賀県 沢村バルブ株式会社 7160001017137 ホームページの内容刷新とネット広告戦略

滋賀県 株式会社ウイング 6160001018466 居酒屋店のためのデリバリー専門プラットホームサイトの作成

滋賀県 株式会社モトス 3160001014443 バイクレストアのＷｅｂ配信で自社ブランディングと売上向上

滋賀県 カーオーク － 取引業社向けに自社買取情報をＷｅｂ経由で発信し機会損失を防ぐ

滋賀県 静　彰生 － コロナ禍で取組む次世代型法務オンライン衆生救済活動事業。

滋賀県 株式会社田尻 4160001016422 当店の高級和牛のテイクアウト事業立ち上げのための設備投資

滋賀県 創作和菓子かわもと － 能登川銘菓の苺大福を全国で味わえるＥＣサイト制作

滋賀県 Ｒ＆Ｄ株式会社 8160001019198 非対面型美容カウンセリングによるＥＣサイト化粧品販売事業

滋賀県 株式会社ＧＯＯＮＥ 4160001021769 中国・タイ輸入商品販売のためのウェブサイト新規作成と販促用ＰＲ

滋賀県 有限会社湖東メグロ商会 5160002009523 自動車ガラスコーティングの非多面を実現するＷＥＢ決済導入事業

滋賀県 旬菜旬魚煌 － 全国１位近江亀井牛の高級牛肉お弁当開発

滋賀県 ウッキー膳所駅前店 － キッチンカーを購入し、イベントや移動販売で販路拡大

滋賀県 大石食堂 － 宣伝・販売ツールの充実による弁当のテイクアウト販路拡大

滋賀県 お野菜バル　ＥＭＩＳＡＩ － テイクアウト予約用のＷｅｂサイトと店頭タペストリーの作成

滋賀県 美容室ティアラ － インターネットの活用で、ウィズコロナ時代に選ばれる美容室へ！

滋賀県 ｎｉｃｏ＋ － オンライン『料理教室』＆『メイク教室』のライブ配信事業。

滋賀県 林　右典 － コロナ禍でも安心な生活を支援するオンラインＦＰ事業

滋賀県 横江青果 － インターネット活用でフルーツサブスク事業を新規立ち上げ！

滋賀県 株式会社らぴっぴ 1160001015039 ネットＳＮＳ動画などの新たな非対面型商品説明システム構築展開

滋賀県 株式会社バイオセラー 1160001020550 ウェブサイトを活用した非対面型営業による販路拡大

滋賀県 想　ｏｆ　ｈａｉｒ － オンラインサービスの拡充によるコロナ対策を講じたサービス提供

滋賀県 特定非営利活動法人百菜劇場 7160005007299 滋賀県産有機農産物および加工食品の供給安定と商品ブランド力強化

滋賀県 カラダＤｅｓｉｇｎＬａｂ． － 身体機能を高めるツール・コンテンツを開発、ネット上で販売

滋賀県 有限会社造景美花 6160002010975 公式ＨＰ作成・非対面型対応システム構築（求人／新規顧客獲得）

滋賀県 有限会社　ごはん屋 6160002004184 店舗改装及び通信販売事業・デリバリー事業による新規顧客獲得

滋賀県 高野　修平 － 姿勢矯正＆筋力増加に特化したオンライントレーニング事業

滋賀県 株式会社Ｄｏ．ベガＨＯＭＥ 9160001018711 『パース図面で地方の工務店のサービス向上のサポート』

7 / 99 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。

滋賀県 株式会社アート企画 6160001009259 非対面式の営業ツールを開発して、新規顧客を開拓する

滋賀県 博善社わかるデザイン株式会社 8160001021220 非対面セールスに貢献する「自由な形のポストカード」のネット販売事業

滋賀県 ＳＴＡＲＢＲＩＤＥ － テレワーク環境の整備とオンライン動画配信・制作による販路開拓

滋賀県 株式会社インダストリー 5160001014978 車を非対面修理できる時代！現車確認の効率化が今後のカギ！

滋賀県 Ｍａｋａｎａｎｉ　Ｈｕｌａ　Ｓｔｕｄｉｏ － フラダンスのオンラインレッスン＆オリジナルグッズ販売事業

滋賀県 ＳＴＵＤＩＯ　Ｔｅｔｌ／トレーニングジムａｌｂａ － オンライン、オフラインの設備の充実による新規顧客の獲得

滋賀県 うどんと天ぷらのりんかい － ホームページ作成と宅配バイクによる中食産業での販路開拓

滋賀県 ヤマグチカイロプラクティック － 自宅で健康！ホームケア支援オンラインサービス提供事業

滋賀県 有限会社今村商店 2160002011886 農機具レンタルサービスの開始と非対面販売システムの構築

滋賀県 長住建設株式会社 6160001006859 ＨＰ改修によるＶＲコンテン導入による新規顧客獲得と雇用整備

滋賀県 株式会社ムツミ技研 6160001001934 高度な施工技術をアピールする営業ツールによる売上確保

滋賀県 ブライト株式会社 2160001018932 ＥＣサイトを活用した付け合わせの通信販売

滋賀県 貴園 － 音楽生ライブ配信と刺繍雑貨販売のネットを通じた新規顧客獲得

滋賀県 小久保　貴博 － レイキヒーリングホームケア事業と健康・美容ＥＣサイト構築事業

滋賀県 株式会社ｇｒｏｗｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 8160001016815 オンラインレッスンを強化したスタジオ作り

滋賀県 株式会社クールエンターテイメント 6160001022204 プロのスタイリストが作った女性向けヘアケア商品の新規販路開拓

滋賀県 岡部ギター教室（スタジオケロンパス） － ギターとウクレレのオンラインレッスンの設備充実とその宣伝。

滋賀県 英数マスタープログラム － オンライン個別授業システムの構築とＳＮＳを利用した販路拡大事業

滋賀県 エクスピーエナジー合同会社 9160003001459 既存事業を有効活用した省エネルギー推進事業

京都府 麺好坊蓮 － 【テイクアウト導入及び新たなメニューによる販路拡大】

京都府 株式会社翔華 4130001067996 オンライン接客を提供するＥＣサイト制作及びその周知

京都府 祇園つじや － 通販商品開発とＥＣサイト制作及び広告による販路開拓

京都府 叶　松谷 － ホームページ開設及びネット販売の開始による非対面型販路の確立

京都府 澄虹書道 － 書によるサブスクリプションアービス等を活用した新規顧客獲得

京都府 Ｂｅ　Ｔｈｉｎｋ　Ｐａｒｔｎｅｒ － オンラインを活用した長期契約クライアントの獲得事業

京都府 小林　呉服店 － 振袖専門ＷＥＢサイト構築による非対面型ウェブ集客

京都府 株式会社ＭＡプランニング 4130001063442 非対面型痩身事業の強化とセルフエステ・ＥＣ導入による販路拡大

京都府 岩井染工 － 新商品ブランド＆小物商品の開発とネットを通じた新規顧客獲得

京都府 株式会社ヤマト商会 9130001019167 ＷＥＢビデオチャット搭載サイトを活用した非対面による顧客獲得

京都府 有限会社三幸社 1130002005363 京都の土産物復興と国産化に資する製造装置導入と供給体制の整備

京都府 ＲＥ：ＡＲＴＨ － 移動販売によるしいたけの収穫体験を周知させるためのネット戦略

京都府 アイデータ株式会社 8130001027204 高齢者住宅、リモート内覧システムとリモート見守りシステム導入

京都府 株式会社バイオベルデ 7130001026693 脂肪由来間葉系幹細胞用凍結保存液の開発と新規販路開拓
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京都府 株式会社リフェイス 9130001042540 作業効率化による対面回避でビル・マンション清掃の新規開拓！

京都府 千本出水しせい治療院 － 外出せずに健康になるオンライン配信とネットでの新規顧客獲得

京都府 ＤｅｚａＥＭｏｎ － ダンスグッズの新商品開発、ＷＥＢ販売による販路開拓

京都府 有限会社清課堂 4130002106639 ３６０°カメラを使ったＶＲ展覧会および作品オンライン販売

京都府 ＧｌａｙａｇｅＫＹＯＴＯ － 定額（サブスクリプション）制靴磨きサービスの販売事業

京都府 おばんざいと純洋食アイサニ － 予約販売用ＥＣサイトの構築とツールによるユーザビリティの向上

京都府 ヤスダ徽章株式会社 8130001022915 ＷＥＢカタログやネットショップで非対面販売での新規顧客開拓

京都府 小川京介 － 元プロスポーツ選手によるオンラインレッスン事業

京都府 有限会社大同商事 7130002005622 店舗販売から非対面販売への移行、現場におけるＷｅｂ会議の推進

京都府 ＤＲＯＰ（ドロップ） － 新たな販路開拓・顧客獲得を行う音楽セレクトサービス

京都府 おくでん － 当店自慢のお好み焼きを真空冷凍、いつでも手軽に簡単に。

京都府 株式会社キュリアス 9130001063561 Ａｍａｚｏｎ、楽天その他ＥＣサイトの売上・転換率アップ作戦

京都府 株式会社亀匠 8130001004541 業者向けの木材の加工とネットを通じた営業活動と販路開拓

京都府 ＴＧ　ＴＥＣＨ － ウェブサイト活用と効率販売活動で非対面ビジネスモデル確立

京都府 ＳａｆｆｙＨａｉｒＲｅｓｏｒｔ － 非対面での美容サービスを提供できる仕組みの新スタイルの美容室

京都府 株式会社フジヘルシーコネクション 8130001050404 地域循環型・妊婦様・乳幼児・小学生に向けての「子育て支援通販事業」

京都府 ＣＲＥＴＥ　Ｄ’ＯＲ － オンラインＢＡＲ用ＥＣサイト制作及び感染予防と防犯対策

京都府 株式会社大橋弌峰 6130001000654 商品開発とＥＣを含めた双方向の非対面商談による新規顧客獲得

京都府 組みひもＭｕｓｕｂｉ － 「組紐」専門のＥＣサイト構築による新しい販路開拓と伝承発展

京都府 株式会社オフィスセブンマエダ 4130001016805 ＥＣサイト開設による新規販売網構築と国内・海外の新規販路開拓

京都府 酒処籠目 － オリジナル鯖寿司の販売と事前予約システムの導入による来店促進

京都府 祇園和肴ＲＩＮ － 非対面型テイクアウトで新規獲得とネットを通じて外国人集客

京都府 株式会社サポートどれみ 3130001062065 高齢者に優しい京都観光旅行を提案する安心バリアフリートラベル

京都府 ふじい接骨院 － 超音波器導入により外傷の新しい非接触型治療を京都市に広める

京都府 居酒屋　一旦 － 店でのテイクアウト事業拡大による、新規顧客の獲得

京都府 株式会社カントリーファーム 7130001047509 地域特性を生かしたオンラインサービス付帯の国内旅行手配事業

京都府 株式会社Ｔｈｒｅｅ　Ｇｒａｍｓ 6130001067128 新規販路、顧客開拓のためのＥＣサイト構築とホームページ製作

京都府 株式会社Ｗｉｔｈ　ｉｔ 2130001058584 評価時における非接触型システムの導入

京都府 株式会社リフレコーポレーション 4120001120112
スマートＨＡＣＣＰ（簡単、便利、低価格なＨＡＣＣＯシステム）「小規模飲食店を
ターゲットに必要最小限に絞って簡単で安価なＨＡＣＣＰ構築を目指す」

京都府 株式会社Ｐｒｏｆｉｄ 3130001057619 コロナ禍に対応できる営業スタイルへの転換

京都府 カドヤ － テイクアウトによる非対面型ビジネスモデルの強化

京都府 サンセイブライトシステム株式会社 9130001046946 ＨＰを活用した非対面型営業システム事業

京都府 株式会社ＣＯＭＴＡＳ 5130001045860 テレワークで密を避け、業務効率化を図り、売上増加！
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京都府 ぼんち食堂 － 子供でも簡単に焼けるよう開発したオリジナル西京漬けの販路開拓

京都府 株式会社藏屋はしもと 7130001060016 ＥＣサイトを立ち上げ「美術刀剣」を世界に発信！

京都府 健康和惣菜ながいきおまめ － 作りたてそのままの惣菜で作った“冷凍”健康弁当を自宅でどうぞ

京都府 株式会社Ｍ・Ｈ 8130001046872 売上増加と新規顧客獲得のための在日外国人向けＥＣ事業

京都府 相川建工 － 独自開発した伸縮モルタル目地枠の販促媒体の作成

京都府 井上修造園 － 土を使用しない盆栽の開発とオンラインによる販路開拓

京都府 株式会社ロイヤルマジック 9130001027938 対面販売からネット販売への転換と客層拡大商品の開発

京都府 ｃｈａｃｈａｒｈｙ － 非対面型販売システムの構築と新商品の開発及び販路開拓

京都府 ＡｔｓＣｏｍｐａｎｙ － ハイブリット除菌とＥＣサイトによる除菌商品販売

京都府 有限会社マルカ製作所 2130002009347 板金加工品の受注が可能なＥＣサイトの構築

京都府 南国サンサン食堂 － 沖縄県産ブランド豚を活用した新たな販路の開拓

京都府 有限会社北原精華堂 8130002016049 海外市場向けの非対面型接客販売ビジネスモデルの構築

京都府 秀彩陶房 － 京都町家で作陶される陶磁器のＥＣサイトでの販路拡大

京都府 有限会社村田堂 9130002017558 ＥＣサイト構築と非接触型販売方法の確立による新規売上獲得

京都府 株式会社京都ヘルスラボ 3130001067460 オンライン問診・施術導入と『健康寿命を向上させる』事業の確立

京都府 ｓａｌｏｎ　Ｅａｒｔｈサロンアース － 最新マシンを活用し非接触でも美と健康を保てるサロンで売上回復

京都府 エステティックサロン美空 － セルフエステ美容機器導入によるサロン売り上げ回復施策

京都府 Ｌｉｌａｂｏｃｈ － フィットネスと物販販売の非対面化型事業

京都府 大河内ゆかり － 海外向けオンライン料理教室とテイクアウト弁当の委託販売事業

京都府 ＮＩＫＵＢＡＲＪＩＧＯＲＯ － ＥＣ販売事業拡大のための自社ＥＣサイト強化と福利厚生への起用

京都府 ＸＩＮＣＯＳＵＧＵＩ － ネットショップ開設と３Ｄプリンター導入による製造工程の革新

京都府 個別指導学習塾 － 「通信制高校生の学力向上」のための非対面型授業の販路開拓

京都府 常久 － コロナ禍による営業の制限を打破するためのホームページ制作

京都府 株式会社ＮＡＶＹ 7130001060073 Ｗｅｂ配信によるデザイン講座開講

京都府 株式会社ビアンコジャパン 6130001018519 【動画による製品紹介＆施工協力店発掘を目指したＨＰ再構築事業】

京都府 株式会社ＣｅｓｔＣｅｌａ 1130001057125 非対面型販売への移行に向けた新ブランドの立ち上げ

京都府 ｇｒｏｗｉｎｇｕｐ有限会社 2130002020469 顧客・当社・職方をＷＥＢ会議で結びタイムリーな工事でＣＳを向上！

京都府 京都イタリアン欧食屋Ｋａｐｐａ － 通信販売事業の参入とテイクアウト・デリバリー等の拡大計画

京都府 カラオケＢＯＸ音屋 － ミラールーム設置とＨＰにより情報発信・ネット販売事業

京都府 米家商会 － キッチンカー導入（移動販売）による商圏及び売上拡大事業

京都府 御菓子司　若狭屋久茂 － ネット限定「口どけ最高の和三盆」新商品の開発と新規顧客の開拓

京都府 株式会社位田友禅 2130001019834 異業種との商品開発とＥＣサイトの立ち上げによる販路拡大事業

京都府 株式会社福住商店 6130001011564
自社独自の色彩シリーズの塗料の開発とＥＣサイトを通じての新たな塗料需
要の開拓。
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京都府 有限会社富川つけもの 4130002019113 京都ならではのハートフルな漬物をキャッシュレスでご自宅に！

京都府 カフェ　マノワール － 新店舗「眞乃」でしか味えないカツサンドのサンドイッチ専門店

京都府 ＶＯＩＣＥ － テイクアウトサービスの導入とそれに伴う店内改装

京都府 合同会社京いちご 2130003004347 オンラインと非対面自主トレクラス創設で新規顧客獲得と環境整備

京都府 ラ・ポルト・ド・ヴェリテ － 電子決済サービス導入による非対面モデルへの転換と新規顧客開拓

京都府 株式会社ハウス・スタート 8130001064610 左京区専門「ＷＥＢ店舗」の構築で売上アップ！

京都府 ヘルシービューティサロンピンクマジック － ＨＰで非対面カウンセリングを実施しＥＣサイト販売を行う

京都府 丸源 － 自社ホームページ作成とＺｏｏｍによるＷＥＢ商談で新規顧客獲得

京都府 株式会社田内設計 2130001001230 オンラインシステムを活用し建築顧客を確保するプロジェクト

京都府 有限会社アキノヤ印房 2130002015510 印章の非対面販売転換と御朱印自社製造化による売上の拡大

京都府 マインリーフデ株式会社 5130001056288 セルフエステの商品開発と新規顧客獲得のためのＥＣサイト強化

京都府 株式会社シンバコーポレーション 3330001007529 ＥＣサイト開設と専用商品の開発、ロス部位活用による利益改善

京都府 株式会社ｆｅｌｉｃｅ 5130001066270 美容ホームケア商品のオンライン販売による売上向上

京都府 団兵衛五十川商店 － 高齢子育世帯在宅生活応援地域密着お米無料配達プロジェクト

京都府 ら・うぃあ － 介護支援者向けオンラインアロマスクールと新商品のＷＥＢ販売

京都府 キッチンにしまち － オンライン料理教室の新設およびネットを通じた販売とＰＲ活動

京都府 株式会社ＥＶＥＲＥＳＴＲＹ 8130001044595 非対面型に対応したコワーキング事業を立ち上げて売上獲得

京都府 近藤徹也 － 新パッケージで若年層を取り込み、全国に向けた通販を開始する

京都府 株式会社近清 6120001036520 ちりめん山椒の内製化と自社ＥＣサイトの構築による販路開拓

京都府 株式会社　金箔押　山村 4130001017101 金箔押し技術とその技術を魅せる商品のネット動画による海外展開

京都府 スマイリングホーム２１ － リモート物件案内による非対面ビジネスへの転換

京都府 ＴＡＭＡＭＯＮＯ　ｄｅｓｉｇｎ － インターネット販売による非対面販路の拡大と生産体勢強化

京都府 株式会社Ｔ’ｓ　Ｐｅｐｅｒ　ｃｏｍｐａｎｙ 5130001059869 ＨＰでのＥＣサイト販売、オンラインセミナー、スクールの開校

京都府 祇園２４５ － 北海道産牛タンと高級食パンの新商品開発とＳＮＳの活用

京都府 有限会社ナイスミキ 5130002014484 京都ブランドの手描き雑貨、マスク等のヤフーショッピング出店

京都府 有限会社月ヶ瀬 7130002016850 あんみつ等のお土産、お取り寄せ販売の拡大事業

京都府 Ｒｏｓａ（ローザ） － まつげ美容液等の通販とマツエクの効果を高めるセルフエステ導入

京都府 京ごちそういしまる － 「ふるさと温ライン　宴むすび」と「京の料理屋お持たせシリーズ」

京都府 株式会社アイ・サポート 6130001060339 ＷＥＢからの集客による新たな販路開拓強化事業

京都府 株式会社クリッド 3130001053650 ＷＥＢ集客に悩む小規模事業者のためのオンライン無料診断会

京都府 株式会社サンエイ 5130001017422 自社ＨＰ改修・ＥＣサイト構築によるネットを通じた顧客獲得

京都府 お宿梅夜 － レンタルスペースとして活用！オンラインコンサートを開催。

京都府 株式会社フルーツドロップス 6130001059620 創業支援ｗｅｂサイトでのパッケージプラン販売で販路開拓
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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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※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。

京都府 株式会社エクスペリメンタル 3130001065605 顔の見える問い合わせフォームを組み込んだ企業サイトの構築

京都府 京都いくた － 新規開業を周知し非対面の営業基盤を整える商品カタログ製作

京都府 古都舞貴（和み座） － ＩＴ活用による着物振興・「和みブランド」販売強化と発信事業

京都府 株式会社関製菓本舗 3130001004975 卸売事業からの脱却に向けた新商品開発と自社の販路開拓

京都府 日本胎教協会 － 非対面型事業モデルの商品開発とチラシによる新規顧客の獲得

京都府 株式会社安神 4130001061462 非対面型、漢方健康相談システムの構築

京都府 ハヤシ治療院 － 外国人顧客の開拓とオンラインカウンセリングによる売上向上

京都府 株式会社　横田商店 8130001019218 ホームページによる商品紹介及びＷＥＢ展示会よる新規顧客獲得

京都府 ピットイン － スマートロックを活用した営業・マンション増設で新規顧客獲得

京都府 コトブキ － ＥＣサイトにおける販売エリア拡大と新商品開発

京都府 Ｓ－ｓｔｙｌｅ － オンラインによる非対面式の経営起業スクール開設と新規開拓

京都府 ｔａｖｅｒｎａ　ｅ　ｂａｒ　ｉｌｃｏｎｔａｄｉｎｏ － 本格イタリアンチャーシュー＆パスタを真空パックでご家庭に

京都府 株式会社ＴＯＭＡ 3130001053691 お問合せ（予約注文）システム導入による店舗滞在時間の削減

京都府 ｆｌａｖｏｒ９ － テレワーク及び受注管理システム導入による非対面化の促進

京都府 株式会社ＲｅＷＯＲＬＤ 1120001201113 自社サイトとＥＣモール作成による販路拡大と広告での知名度向上

京都府 Ｃｈａｒｍｅ － ＳＮＳ・ネットを通した新規顧客の獲得と既存顧客の維持

京都府 岡本織物株式会社 7130001002678 撮影・オンライン交流を快適にできるスタジオを仕事場に作る

京都府 パストジェネラーレ － 「ご家庭の日常の食卓に」配達と店頭受け取りの予約販売サービス

京都府 株式会社京都きもの会 8130001042483 ＳＮＳとリンクしたホームページによる宣伝・アプローチ戦略

京都府 お灸堂 － コロナ渦社会に対応したセルフケア特化型治療院へシフトする事業

京都府 ゲストハウス　聚楽庵 － 国内向け旅行サイト・施設外帳場の新設と衛生改善で集客拡大

京都府 株式会社ＣＡＲＥＥＲ　ＬＡＢＯ 3130001068145 集客・運営のオンライン転換事業

京都府 たくま針灸院 － コロナ禍でも安心な治療院作りとネットを通じた新規顧客獲得（２８文字）

京都府 Ｓｍｉｌｅ － ガスパールの商品をアレンジしたフードデリバリー事業への進出

京都府 株式会社阪田製作所 9130001049222 経営基盤強化のための、非対面営業による新規取引先開拓事業

京都府 西島　正彦 － 【オンラインによるコンサルティングとＷｅｂセミナー開催】

京都府 株式会社岡忠 5130001002671 自社ホームページ・ＥＣサイトを作成し、販売方法の多様化へ

京都府 シービーズ － 舞鶴の特産品を使用したピザの手作りキットを通信販売

京都府 倉木石材工業 － ＷＥＢサイトの充実、映像発信による新規顧客開拓と販路拡大

京都府 株式会社衣川製材所 7130001041437 ドローンを活用した外装リフォーム事業により新規顧客の獲得

京都府 以心伝心 － デリバリー事業開始で、新規顧客の確保と売上アップ

京都府 株式会社丸茂商店 9130001041336 ＨＰ・ＥＣサイト開設リモート商談での新規顧客の獲得と売上増加

京都府 株式会社オクムラ楽器 5130001040977 商品確保のための倉庫賃借と感染防止を施した教室環境整備
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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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京都府 株式会社牧野漆工芸 8130001062688 ＨＰ作成、漆を活用した新技術開発とネットを通じた新規顧客獲得

京都府 株式会社近畿 1130001032508 ホームページの全目改定により、非対面ビジネスモデルへの事業展開

京都府 マルイ印刷 － 特殊印刷技術による新規開拓とデザイン作成の業務効率化

京都府 都フーズ － お客様のために、給食弁当で「安全・安心・おいしい」を届ける

京都府 彦ずし － 宅配用バイクを使用した出前による新規顧客開拓

京都府 ファリーナキッチン － オンライン講座「ファリーナキッチンアカデミー」による販路開拓

京都府 Ｖｉｓｔａｇｅ合同会社 4120003010204 動画パンフレットの開発とウェブ注文システムの構築

京都府 有限会社エクセルプラン 7180302020911 レンタルスペース貸出専用の非対面型予約管理システムの構築

京都府 ｉｖｏｒｙ － オリジナル・フラワーボード販売のためのネットショップ構築

京都府 株式会社Ｂ＆Ｃ 1130001028539 サロンの新規出店のためのＥＣサイトの構築

京都府 株式会社橋立印刷所 1130001040568 「短納期・小ロット」に対応した設備導入及び体制づくり事業

京都府 海鮮かわさき － 新規ネット販売のための冷凍庫導入事業

京都府 ＰＨＯＴＯ　ＳＮＯＷ － コロナ禍でも安全な広告写真撮り体制づくりによる売上拡大事業

京都府 Ａｙａｋｏ　Ｓａｓａｋｉ　ｐｏｒｃｅｌａｉｎ － 撮影スペースのある広いアトリエ作り

京都府 ＥＸＳＴＡＧＥ －
大型物件への移転とトレーニングマシン導入による非対面型トレーニングジ
ムへの転換

京都府 宝田工業株式会社 3130001001254 高付加価値自社製品の販売促進による市場開拓と新規顧客の獲得

京都府 藍染工房京ふう美 － リモート阿波藍染体験教室による新規顧客確保・既存顧客維持

京都府 ヘアーデザイン・ハンズ － ソーシャルディスタンスを確保し、安心してくつろげるサロン！

京都府 株式会社メディカルアート 7130001058605 ピラティスリフォーマーとオンラインを活用した新規顧客獲得

京都府 長尾接骨院　鍼灸マッサージ院 － ネット予約可能な接骨院・鍼灸マッサージ院のＨＰ開設　看板設置

京都府 トップランクレンタカーサービス － 積載車を活用するレンタカーの納車代行の非接触型ビジネスの展開

京都府 みきのセラピールーム － カウンセリング・講座・講演事業のオンライン化

京都府 ＢａｋｅｒｙＣａｆｅ吉 － ドライブスルー方式販売強化のためホームページの再構築

京都府 株式会社神組 9130001038332 業者間の相談プラットフォーム構築による新規事業と販路拡大

京都府 有限会社神工建設 2130002031359 新規広告コンテンツの制作と予約システムの導入による販路拡大

京都府 ＆ｂｒｏｗｎ － オンライン型による栄養学と料理講座カリキュラムの運営

京都府 合同会社紅々葉 5130003006893 新商品開発と地域創生のためのランディングページの構築

京都府 シャフテックツチハシ株式会社 9130001039363 既存技術とスマート農業技術の融合による省人化および売上の創出

京都府 なんり鍼灸指圧治療院 － 免疫力向上につながる鍼灸治療とマッサージ施術

京都府 株式会社セイコーハウジング 9130001041121 システム改良・ＨＰ改修による非対面型の新規顧客獲得事業の推進

京都府 ｏｎｉｎｏ． － ホームページ改修とＷＥＢＳＨＯＰの強化＆販促活動

京都府 有限会社鴨東 5130002009749 京都の旅館おすすめの京都の特産品の通信販売

京都府 魚倶楽部　錦はたなか － 非対面型モデルにむけてテイクアウト事業の構築

13 / 99 ページ
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京都府 シナモ有限会社 4130002018544
シナモ式ピザの高品質生産とネット等販売による新規顧客獲得及び売上確
保

京都府 ＳＯＬＥ　ＣＡＦＥ － ソーシャルディスタンスを取り入れたプレミアコンサート空間

京都府 株式会社嵐山辨慶 2130001000141 オンライン物販スキーム構築－ＥＣサイト新設とブランディング／販促

京都府 城州ゆたに山口製茶処 － 自然栽培宇治茶の非対面型販売促進のためのＥＣサイト構築事業

京都府 株式会社ＲＩＤＥＮ 1130001064773 次波コロナ対策新規開拓に向けたＷＥＢ改良と非対面ビジネス強化

京都府 浜辺造園 － ＥＣサイトを使った盆栽販売で売上増加へ！

京都府 株式会社むろい 3130001067304 真空パックを活用した新商品開発と通信販売による販路・売上拡大

京都府 ケーズファクトリー － カーコーティングオンライン相談サービスの非多面ビジネス事業

京都府 株式会社アイ・ティー・ケーパートナーズ 4130001056009 ＡＩ（ＲＰＡ）を活用した業務配分によるテレワークの実施

京都府 有限会社笑い屋 1130002020461 焼き鳥のネット通販開始とＰＲ動画の作成による販路拡大

京都府 株式会社京小宿 1130001046730 サービスと顧客意見の回収・反映の非対面化ビジネス改革

京都府 なごみ“旬” － ＥＣサイト制作し日本全国へ懐石料理をお届けしコロナ禍に対応

京都府 ことのは園藝研究所 － インターネット配信に特化したホームページのリニューアル

京都府 株式会社植村防音工務店 3130001058071 ＺＯＯＭのビデオ通話機能を用いた、非対面オンライン商談機能の導入

京都府 株式会社松や 1130001025354 ●新規ジュエリーリフォームの為の型サンプルの制作

京都府 学まる個別 － 「頼れる塾の授業」をオンラインで配信するための集客プロモーション戦略

京都府 有限会社下寅商店 8130002007246 店舗改装により新商品の提供の場をひろめ、新たな顧客の獲得

京都府 スポーツＸ株式会社 6130001060859 スポーツクラブの新たな魅力を伝えるＥＣサイトの立ち上げ

京都府 特定非営利活動法人ＮｅｘｔＳｔａｇｅ 8130005013935 親や他施設ともオンラインでつながる放課後デイサービス構築

京都府 ビラージュフィットネスクラブ － オンラインレッスンの構築と認知拡大のための宣伝活動

京都府 ステッラ －
自社サイトを立ち上げて、当面は国内のお客様、またコロナ後を見据えて海
外のお客様に京都を中心とした日本の魅力を発信し、売り上げの拡大を計る
事業　自社サイトを利用した国内外向けオンラインツアーを提供する事業

京都府 合同会社ヘルスアンドハピネス 8130003005422 肩甲骨はがし運動オンライン教室（ＨＰ）新設による販路開拓

京都府 ヘアーハナレ － ＷＥＢサイトでのオンライン美容相談による新たな客層の開拓

京都府 島本株式会社 8130001038424 羽毛布団販売ＥＣサイトの構築による新規顧客開拓事業

京都府 株式会社ＨＹＭＧ 7130001053028 オンラインセミナー、セミナーＤＶＤ・動画のネット販路開拓

京都府 京プラ － 測定事業の安定化とホームページを活用した非対面営業体制の確立

京都府 有限会社和壯 3130002031812 新しいテイクアウトスタイルのＷｅｂサイト構築

京都府 極　藤之嘉株式会社 9120001196791 ギター・ウクレレ・ピアノのオンラインレッスン事業

京都府 ＤＩＣＥＴＴＡ － 住宅設計相談オンライン化による非対面型ビジネスモデルへの転換

京都府 洛北ビニール有限会社 2130002006427 コロナに負けない社運を賭けた新商品の開発と販売

京都府 ヘアーサロンやまもと － お客様との新しい信頼関係の作り方

京都府 ＦＲＡＭＥ － ＥＣサイトの構築とオリジナル商品のネット販売

京都府 野田商店 － コロナ対策と鍋用の鶏肉のテイクアウトでご自宅に団らんを提供
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京都府 株式会社竹内 6130002014260 錺金具「錺之－ＫＡＺＡＲＩＮＯ－」のＥＣサイト構築事業

京都府 株式会社たきものゑびす 2130001031335 ＳＮＳ広告と連動するスマホに特化したＥＣ事業

京都府 ＡＬＩＡＲＥ（アリアーレ） － テイクアウト商品開発とネット予約による新規顧客の案内数の増加

京都府 コッチラボ株式会社 1130001052209 新商品のさんざしドリンクを販路開拓するため新たにＳＮＳ広告を出す

京都府 ゲストハウス田中家 － 安心・安全おこしやす田中家！ＨＰ刷新で新規顧客販路を開拓

京都府 キセキ整体院 － コロナに負けるな！　リモート治療で売上増加！

京都府 株式会社祇園鳴海屋 1130001028761 ネット販売の強化で売上増加と菓子体験教室で新規顧客の増加

京都府 三滝モータース －
創業１００年！オンライン活用による新事業立ち上げとそれに伴う新規顧客
の獲得！

京都府 京都ジャパンスタジオ － 新規事業「輸入国内販売」の開始＆既存販路の強化で売上利益増！

京都府 ＧＴＳ株式会社 2120001194918 ＥＣサイトの構築及び動画解説付き中古車販売サービス事業

京都府 株式会社ＧＡＰ－１オート 6130003004285 鈑金技術ＷＥＢセミナー向けオンライン決済の導入およびＨＰ作成

京都府 株式会社クラスタ 9130001031725 テレワーク環境下でのハイクオリティサービス

京都府 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｌａｂｏ　Ｐｒｉｍｏ － 光触媒コーティングとキャッシュレス決済でお客様に安心感を。

京都府 株式会社左近太郎 8130001026429 料亭の味を自宅で楽しむ！テイクアウトで非対面ビジネスへの挑戦

京都府 株式会社大原商店 7130001016752 ＢｔｏＢ用のＥＣサイトの立ち上げ

京都府 京都心理臨床研究所 － オンライン心理相談療法に伴うＷＥＢ決済機能付きサービス展開！

京都府 株式会社桃園亭 7130001027460 新たなテイクアウトメニューの創出とＨＰ作成による販路拡大

京都府 山本拓生司法書士事務所 － 非対面型ビジネスの確立と新たなサービス提供に向けて

京都府 株式会社カステラハウス一番館 5130001012489 インターネットを利用した洋菓子の販路開拓事業

京都府 株式会社プログレス・アイ 4130001028809 対面型のみの事業からオンラインセミナー、動画による経営革新

京都府 合同会社タノシオトナワークス 2130003006459 発達障害児コンテンツを充実させたホームページ制作事業

京都府 株式会社野崎染色 6130001035968 抗ウイルスのマスクを開発し、インターネットで販売する。

京都府 和装研究室 － 障がい者の方も着れる着物の動画サービスとＥＣサイトを構築

京都府 うろん居酒屋直さん － お弁当宅配事業参入の為の自社ＷＥＢ受注サイトの構築

京都府 有限会社矢尾治 7130002008055 オンラインによる精進料理の普及と営業拡大に繋がるＨＰ制作事業

京都府 株式会社アネクト 2130001050376 業務用エアコン販売サイト制作と販売サイトでの従来業務顧客開拓

京都府 ｃｈｅｒｉ － キャッシュレス決済システムの導入と光触媒コーティング

京都府 堀口社会保険労務士事務所 － ウェブを活用、お客様に助成金のリモート申請をご提案

京都府 株式会社長城 2130001009521 新たなテイクアウトメニューの創出とＨＰの改修による販路拡大

京都府 ＡＧＥＨＡ　ＣＬＡＳＳＩＣ － 世界を目指せ！ＥＣサイトで当店のベーグルは世界へと羽ばたく

京都府 有限会社さわだ書店 8130002028928 書店からの大変革、学習塾・絵本に特化し教育に寄り添う経営

京都府 Ａｔｅｌｉｅｒはなはる － インターネット販売を通して世界で一つだけのお花を安全に届ける

京都府 貸衣裳ＡＹＡ － 浴衣・小物のネット通販展開・新たな顧客層開拓事業
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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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　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。

京都府 大亀谷しみず接骨院 － 身体と心の健康で楽しい人生をサポート！ＷＥＢ活用にて新規顧客の獲得！

京都府 京都瓶詰（屋号） － 【３密を避けた屋外テラス席の設置】

京都府 株式会社サリー 1130001027929 海外事業者向けＥＣサイトの新設で日本食レストランへの販路開拓

京都府 合同会社金星 1130003004372 創業４３年！京都の味をご自宅で！ネット通販サービスの開始

京都府 株式会社がじゅまる木 9130001047721 保育士と保護者のコミュニケーションをアプリで！

京都府 Ｔｈｅ　Ｉｎｆｉｎｉｔｙ株式会社 6120001224010 豪州スタイル新メニュー宣伝のためのホームページと動画広告作成

京都府 Ｋｅｎ’ｓＴｏｕｒｓＫｙｏｔｏ － 国内旅行客向けＮＯ三密な食体験作成とＳＮＳ広告で新規顧客獲得

京都府 岩本印刷株式会社 9130001010035 営業力強化のためのＥＣサイト作成及びコーポレートサイトの改修

京都府 株式会社Ｇｌｏｂａｌ８ 4140001103239 オンラインセミナーの開催と集客用新サイト制作で新たな販路開拓

京都府 姜家 － 国産牛の焼き肉弁当のテイクアウトで、安心安全を届けます

京都府 株式会社エモブランチ 2130001060012 舞妓飯の料理をご自宅で楽しんで頂くインターネット通信販売

京都府 上田コンサルティング合同会社 9130003004753 コロナ禍での増収増益を目的とした自社製品開発と通信販売事業

京都府 やまざき接骨院 － オンラインによる診断及び怪我再発防止指導による売上向上

京都府 株式会社白川産業 9130001066192 ＨＰ制作、リスティング広告、チラシを活用した非対面の顧客獲得

京都府 株式会社デジタルスタイル 4130001005155 ＷＥＢ会議システム導入により非対面のコンサルティングを行う

京都府 ａｎ － ホームページを作成し、新規顧客獲得を目指す

京都府 明秀館 － 「毎日通える」地域密着学習塾から「毎日学べる」オンライン塾へ

京都府 有限会社河合由朗事務所 9130002022277 日本製・手作り・天然素材にこだわった衣料品ＷＥＢブランドの設立

京都府 塚本光文堂 － 地域初！空きスペースを活用した非対面型レンタルスペース事業

京都府 有限会社ヘアーサロンスワロー 5130002012760 自店の特徴を活かした、明朗会計・安心安全なメンズセルフ脱毛

京都府 炭火焼肉　一番 － 当店人気メニューのテイクアウト事業立ち上げのための設備投資

京都府 ＬＡＰＩＳ － 新しいコミュニケーションで売上ゼロを防ぐアプローチ作り。

京都府 ｅｍｉａｎ － オンラインを利用したリアル店舗集客強化と物販への業務転換

京都府 清水恒輔 － 音楽ソフトの海外流通の準備と、国内外の原盤供給先の開拓

京都府 株式会社オーヤマホーム 8130001028474 非対面で行うリノベーションオンライン相談事業

京都府 にしたに化粧品店 － 化粧品ブランド別ＥＣサイトの構築と来店予約システムの導入

京都府 株式会社ＡｎｉｃｃａＣｏｎｓｕｌ 8130001060543 オンライン専門：経営相談の窓口開設で事業主をサポート！

京都府 株式会社Ｆｕｊｉｙａ－Ｃｈａｈｏ 2130001024999 日本全国どこでも楽しめる宇治抹茶　～ふじや茶舗～

京都府 三善工芸株式会社 5130001022810 オンライン販売に向けた動画発信の強化と自社サイトの再構築

京都府 株式会社アフターホーム 2130001048049 顧客目線のＨＰ、リモートでの物件内覧・打合せによる顧客獲得

京都府 無痛整体　心之助 － 児童・女性・アスリート向けの、自律神経不調を改善する無痛整体

京都府 ＣＩＭ有限会社 2130002022829 非対面型施術システムとホームページ制作による販路開拓

京都府 有限会社空間デザインワークス 1130002005157 ＶＲ活用の設計・建築サービス、ＥＣによる販路開拓事業
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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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京都府 ＵＶＡ　ＡｅｓｔｈｅｔｉｃｓＳｐａｃｅ株式会社 3130001057569 おうちで楽しめる本格派台湾料理のデリバリーサイトの構築

京都府 コーヒーと雑貨ＵＮＯ － 焙煎環境を整え、販売体制を強化する

京都府 太子織物株式会社 9130001021412 ＣＧシュミレーションの活用による非対面型ワークフローの確立

京都府 株式会社紅梅殿 8130001027609 オリジナル商品の開発とデジタルメディアでの広報強化事業

京都府 イタリア家庭料理オッティモ － テイクアウト事業による販路拡大に伴う設備導入

京都府 株式会社Ｚｅｎｄｅｎ 5130001060265 新プラン「お部屋でエステ」と非対面型チェックインシステム導入

京都府 五明金箔工芸 － 選定保存技術の「縁付け金箔」存続をかけたオンライン事業の展開

京都府 京つけもの　かたやま － 京はっこう野菜シリーズの販売促進と非対面型受注チャネル構築

京都府 坂東株式会社 5130001035762 コロナ禍における賃貸マンションの非対面対応化事業

京都府 有限会社アトリエコスモス 6130002006596 ホームページの開設と情報発信による攻めの営業体制への転換

京都府 晃住宅 － ステンドグラス建具のオンライン受注販売・無人展示場の造作

京都府 Ｋ．Ｊ．Ｃａｒｓ － オンライン商談システム導入による非対面営業での新規顧客獲得

京都府 有限会社プラスワン 4130002021283 地域需要に応えるキッチンカー（移動型食品販売）事業の創造

京都府 かおり鍼灸接骨院 － 非対面診療と動画を使ったオンライントレーニング配信の開始

京都府 癒し本舗京都店 － ＷＥＢサイトによる販路開拓とオンラインによるセルフケアを実現

京都府 コトブキ工業株式会社 3130001049748 ウィズコロナ時代におけるネイル・エステサロンの非対面化事業

京都府 万屋 － 完全会員制セルフエステ！非対面事業でコロナ対策及び販路拡大

京都府 クラスジャスミン － 部分痩せ！ラジオ波痩身セルフケア！

京都府 荒川印刷株式会社 1130001002477 オンデマンドプリンタでの本物の朱印、和紙印刷及びＥＣ販売

京都府 第一旭ラーメン桂店 － 家食需要を満たすため！京都老舗ラーメンのテイクアウト事業

京都府 百寿ｊａｐａｎ － 自社開発した在宅訪問に特化した情報システムのパッケージ化と販売

京都府 シェルパ株式会社 2130001034528 オンラインメンテナンスの実施やＥＣサイトの作成

京都府 山本幸雄 － ホームページ開設による、オンラインゴルフレッスン提供

京都府 日本ギャバフーズ株式会社 6130001051791 腸活に大活躍する「京ぐると」オンライン販売推進事業

京都府 なかの孝株式会社 3130001027398 品定めから申込がウェブで一貫通貫！サブスク着物レンタル事業

京都府 直傳靈氣研究会 － ホームページの大幅なリニューアルで、時代に合ったページ制作

京都府 株式会社陽向 3130001065596 弁当テイクアウト及び廃棄食材を活用した加工食品の製造販売

京都府 有限会社赤尾照文堂 6130002015507 コレクター向け彩色木版図案の通信販売体制の強化・ＥＣ販路構築

京都府 株式会社ＦＬＯＷ 6130001060529 動画を使ったハサミ販売のホームページ構築

京都府 豊岡工務店株式会社 1130001038926 旧車・絶版車のプレミアムＥＣ販路の構築

京都府 楓えくぼ － オンライン型セルフケアトレーニング講座実施事業

京都府 株式会社サガテクノ 1130001000828 営業力を強化し、アパート・マンション塗装の直接受注を獲得！

京都府 すえおき － ウィズコロナに対応できる陶磁器に特化した販売サイトの構築
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京都府 平和製菓株式会社 3130001052413 新商品の開発でネット販売によるターゲット拡大を目指す事業

京都府 ＩＦＰ株式会社 6130001054241 教育サービスを立ち上げるためのＷｅｂサイト構築と資材充実化

京都府 株式会社きのえ 5130001052097 オンライン・システムとクラウド型システム導入による非対面化

京都府 有限会社宮崎能力開発研究所 8130002022922 オンライン教室を開催するための環境整備事業（ＷＥＢ構築・システム導入）

京都府
ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー　京都六地
蔵教室

－ オンライン教室を開催するためのＷＥＢ構築・システム導入

京都府
ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー京都左京
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

京都府 有限会社そば処やまざき 3130002000932 グループ旅行・飲食サービス訴求ＰＲ動画販促と特設Ｗｅｂページ開設

京都府 ビジュシャンテ － 京都と美にこだわった「ＫＹＯＴＯ　ＩＴＥＭ　ＳＨＯＰ」サイト事業

京都府 株式会社ＯＮＬＹ 5130001028832 店舗のコロナ感染防止対策支援「除菌抗菌の非対面清掃」事業

京都府 ｆｌｏｗｅｒ－ｍｏｎ－ａｍｏｕｒ － ＩＣＴを活用したフラワーアレンジメントのオンラインレッスン

京都府 株式会社ＶＯＧＡ 8130001062481 大学と連携したリクルートスーツ販売によるローコスト事業の開発

京都府 株式会社ＨＩＮＯＤＥＹＡ 5130001052320 倉庫改修改装により自社在庫を充足し販売機会損失を回避する取組

京都府 株式会社３ＦＥＥＬ 8130001053134 オリジナルアイテムの開発とネット販売を通じた新規顧客獲得

京都府 きねや株式会社 9130001020414 コロナ禍における営業対策

京都府 合同会社みらい会計研究所 1130003005957 地方公共団体への会計コンサルティング・研修業務のオンライン化

京都府 株式会社吟舞 1130001054097 オンラインでの芸能指導および店舗における新規事業の創出

京都府 株式会社田中ポンプ工業所 9130001008434 ＨＰ制作によるオンラインでの非対面型ビジネスの実現

京都府 ｇａｒｄｅｎ － 非対面カウンセリングと会員限定ＥＣサイト機能のＨＰを作成

京都府 ＲＡＶＥＮＡＬＡ － 自家焙煎豆の製造と販売およびＥＣサイト構築による販路拡大

京都府 株式会社ＧＡＲＤＥＮ１６００ 4130001053963 ＶＲ動画やＳＮＳやＨＰを活用した告知拡大とオンライン相談による集客

京都府 このん商店 － アフターコロナ・ウィズコロナに向けたオリジナル商品の開発

京都府 ウィークエンドジャーニー － 家具・木工雑貨の自社ブランド立ち上げ及びＥＣ販路構築

京都府 株式会社サノ 6130001064819 非対面による販路拡大の為のＷＥＢチャットシステム導入計画

京都府 コスモスタジオ － 新しい生活様式を取入れ非対面で行えるスタジオ事業

京都府 株式会社モアークリーン 5130002009419 動画配信による非対面型の営業活動からのリピートモデルの確立事業

京都府 ティ・エス・エス株式会社 8130001039769 従業員の気持ちをアップ！するユニフォーム販売サイトの制作

京都府 エルグレコ美容室 － ＨＰを活用し新規顧客獲得・ＥＣサイト開設による商品販売

京都府 ＢｏｈｅＭｅｓｈｏｐ － ＨＰで非対面カウセンリングを実施しＥＣサイト販売を行う

京都府 株式会社和 8130001060097 ペットサロン実店舗に対するキャッシュレス対応と新規顧客の獲得

京都府 洛東産業株式会社 2130001013531 ＥＣサイト構築と式場メインのホームページの改定

京都府 ＦＲＯＮＴＩＥＲＦＡＲＭＦＡＣＴＯＲＹ安田裕美 － 高齢化と接触作業から農業を守り改革に繋げる若者ドローン援農隊

京都府 エスティーワイ株式会社 1150001019858 日本茶で「おうちカフェ」の販路開拓と旗艦店オープン

京都府 ＭｉｙａｔａＤｅｓｉｇｎ － 京都人脈を最大活用した「京都オンラインショップ」の開設
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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）
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
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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。

京都府 株式会社今西電気商会 1130001019892 老舗家電販売・電気工事業の新たな店舗活用

京都府 株式会社シェアリングティービー 1130001031930 動画販売システムの構築による非対面型ビジネスモデルへの転換

京都府 ａｉｒ－ｐｈｏｔｏｇａｒｐｈｙ － 非対面型の衣装レンタルサービスによる新規顧客開拓事業

京都府 京の大衆酒場　辰五郎 －
ＳＮＳを利用した宣伝と真空包装機を導入することによるデリバリー事業への
転換

京都府 株式会社コーディアルアート 7130001029151 コロナ対応型手づくり市サイトリニューアル事業

京都府 ボディケアサロンプリエール － オリジナルバストクリームの商品開発と通販での新規顧客獲得

京都府 株式会社Ｋａｅｄｅ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 8130001064197 オンライン現調および打ち合わせの実施による顧客の呼び戻し

京都府 アーム税理士法人 7130005015726 広告戦略による新たな集客とテレワーク環境の整備

京都府 株式会社シード 1130001062067 キャッシュレス決済による非対面型ビジネスへの転換

京都府 株式会社マンマルフードジャパン 4130001060679 近隣住民の家庭食ニーズに応えるデリバリー業態転換事業

京都府 京町屋サロンこいやまＣａｆｅ － 女性起業家向け起業塾・コンサルティング事業のオンライン化

京都府 Ｒｉｖｅｒ　ｔｏｎｅ（リバートーン） － 個性ある新商品の開発とＥＣサイトへ連結した動画配信で販路拡大

京都府 株式会社ＳＴＵＤＩＯ　ＣＩＲＣＵＳ 2130001057339 ＳＴＵＤＩＯ　ＣＩＲＣＵＳ　ＬＩＶＥ制作事業

京都府 株式会社松彦建設工業 6130001008701 コロナに負けない、ＨＰを見れば伝わる！非対面型営業広告事業

京都府 Ａｍｏｕｒ － 自動肌診断機をＥＣサイトによる非対面型サロン

京都府 寺町ハンバーグ　極楽蜻蛉 － 寺町ハンバーグブランディング大作戦

京都府 有限会社西村商店 3130002002739 非対面型工房見学での販路拡大

京都府 ＣＯＯＬ　ＢＡＮＡＮＡＳ　Ｇｕｉｄｅ　ｓｅｒｖｉｃｅ － コロナ禍でも釣りを安全に楽しむための工夫・取組

京都府 関西モデル － ＥＣ販売システムと３ＤＣＡＭソフト導入による非対面ビジネスモデルの構築

京都府 創作料理　わ － 設備導入によるテイクアウト事業強化への取り組み

京都府 工房蘭華　尾関　佳惠 － アート系商品の質感を双方向、非対面で伝える共同利用サイト構築

京都府 株式会社石川建設 7130001026941 リアル＆オンラインによる舗装用粘着テープ：アステープ販路拡大

京都府 Ｏｎｅ　ｄｒｏｐ － 簡易宿泊施設を使用した京都初の「産後ケア専門宿泊施設」の運営

京都府 ピーチフェイス － ネット予約・カウンセリングシステム導入とサロン集客事業

京都府 京阪興業株式会社 1130001009241 ネット販路開拓と来店者に安心感を与える店舗でコロナ禍に克つ

京都府 マウンテンエベレスト － 店内の感染症対策とテイクアウトのＰＲ

京都府 株式会社Ａｒｒｏｗｓ 6130001048458 新型コロナ対策に有効な光触媒コーティングの販促体制の構築

京都府 着物レンタル京さくら － 国内需要の掘り起しのためのホームページ作成

京都府 Ｐｒｏｄｏｖｉｌｌａｇｅ － 京都特有の和柄をインフルエンサーと告知しＥＣサイトで販路拡大

京都府 株式会社ｆｒｉｅｎｄｓ 7130001059207 引っ越しビジネスで非対面の安心ときめ細かなサービスの両立を！

京都府 株式会社ブリス 2130001065928 オンラインカウンセリングサービスを取り入れた美容整骨事業（新規事業）

京都府 Ｓａａｓｈｉ＆Ｓａａｓｈｉ － ＥＣサイト開設による非対面販売体制の確立と新規販路開拓

京都府 清水農園 － ホームページ制作とＥＣサイト構築による新たな販路開拓事業
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京都府 アクセル嵯峨教室 － オンライン授業、オンラインセミナーの提供と広告宣伝活動

京都府 株式会社京都医療コンシェルジュ 7130001062978 職場環境整備による販路拡大と新たなサービス提供方法の確立

京都府 合同会社ＴＥＢＡＮＤ 2130003004413
宿泊ゲストの安全・感染対策強化のための改装工事　冬場も暖かく過ごしや
すい宿にするための設備工事

京都府 株式会社マツモト 9130001026799 コロナ禍でもショッピングを楽しむためにＥＣサイト強化＆ＰＲ

京都府 京都丸和ハウジング － 玄関ドアに特化した新規ＥＣサイトの構築

京都府 株式会社カワニシ 3130001033982 新規商品（瞬間冷凍）の開発・販路開拓

京都府 株式会社スリーパーソンズ 1130001055434 ＥＣサイト作成と販売商品の包材開発、非対面型オーダー導入

京都府 株式会社めい 2130001047026
アート×市場をテーマとした省接触型のサービス開発と長期滞在型サービス
の計画

京都府 魚ぴち千本丸太町店 － デリバリー強化、新商品開発、ネット販売を視野に入れた経営転換

京都府 株式会社おかだ 1130001016774 和装草履開発によるサプライチェーンの確立、顧客開拓事業

京都府 ＭＡＫＯＳＨＯＰ － 厨房拡大による生産量の増加と新規顧客の獲得

京都府 スマートコスメ有限会社 6130002023195 新規顧客獲得のためのＷＥＢ活用販促活動

京都府 南友興業 － ＨＰ作成による販路拡大及び人員確保

京都府 株式会社小林ふぁーむ 8130001061574 移動販売で地元顧客のほりおこし・コロナに負けない仕組みの構築

京都府 あだちデンタルラボ － 切削加工機導入による歯冠補綴物の内製化で地域歯科医療への貢献

京都府 Ｈｅｒｏｅｓ　Ｎｏ．１　ｈａｉｒ　西京極店 － サロンの多角化と商材のオンライン販売による事業拡大計画

京都府 ＥＤＧＥ － 店頭のみの販売からＥＣサイトによる非対面販売への転換

京都府 零露 － Ｗｅｂを活用した　おうちから感謝を伝える道具の販売

京都府 株式会社ＲＡＳＣＡＬ’ｓ 8130001052004 非対面型フィットネストレーニングの販売促進事業

京都府 Ｂｅ　ＭＡＲＩ＆Ｃｏ． － 美と健康のオンラインウォーキングレッスン＆ＥＣ事業

京都府 都製麺所 － 目先の売上より遠くの利益率を目指す取り組み

京都府 ビリーフスポーツ株式会社 9130001036294 アフターコロナにおいて持続可能な体操指導体制の構築

京都府 株式会社ニシザワステイ 9130001060245 公式ホームページのリニューアルとＥＣサイトの構築

京都府 有限会社スタジオ貳拾壹 9130002003896 ＥＣ販売の発送業務、在庫置き場の拠点としての事業所の改装

京都府 ＡｒｃｈｉＴｅｃｈ株式会社 9120001217003 『複合的なオンラインツールの活用による新規法人顧客の獲得』

京都府 プランニングオフィスジュラ － 機械導入による刺繍・プリント加工の内製化

京都府 株式会社ＦＡＳ会計事務所 6130001036314 顧客と従業員にやさしいオンライン対応とテレワークの推進事業

京都府 ＫＹＯＴＯ　Ｌｅａｔｈｅｒ株式会社 6130001057657 アフターコロナの新時代を見据えた新商品開発とオンライン訴求

京都府 ぱんなり。 － 認知度を高めて新規顧客獲得＆非対面で新たな販路開拓

京都府 むらかみ整骨院 － 在宅での免疫力強化とサプリの新たな販路による経営の安定化

京都府 株式会社Ｈａｙａｎａｒｕ 6130001058829 通販用の自社ＥＣサイト制作による栗商品の通信販売体制構築

京都府 株式会社イサムモリタ 1130001050864 自社ＥＣサイト開発による非対面での新ブランド販路拡大事業

京都府 Ｇｕｌｆ　Ｔｒａｄｉｎｇ － 非対面サービスのＰＲ
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京都府 株式会社８０＆Ｃｏｍｐａｎｙ 7130001063191 ｗｉｔｈコロナ時代をチャンスに変えるための新規事業プロモーション

京都府 株式会社扶桑プレシジョン 8130001018665 コロナ禍に対応した京土産自販機の販路開拓とネットショップ開設

大阪府 株式会社伊藤商事 3120901000158 植物の安定生産による壁面緑化一貫請負事業の販路拡大

大阪府 株式会社ケイエイ 4120001023208 “新規戦略による販路拡大を目的としたガーメントプリンター等購入”

大阪府 有限会社メガネのフクザワ 2120002028579 ネット利用高齢者・家族向け新ホームページによる新規顧客獲得

大阪府 株式会社プリオリコスメ 8120001088866 消費者と代理店をオンラインで繋ぐ非多面型化粧品販売事業

大阪府 合同会社Ｓ＆Ｓ　ＪＡＰＡＮ 7120003012437 ホームページとＳＮＳなどを活用した新規販路と顧客の獲得

大阪府 ＫＵＭＡＰａｒｔｎｅｒｓ合同会社 8120003014688 ＬＩＮＥを用いた新規顧客獲得サービス提供の仕組み構築

大阪府 ＦＰコンサルオフィス株式会社 8120001144207 非対面ビジネスへの転換とネットを通じた新規顧客開拓

大阪府 株式会社Ｃプライム 4120001203016 自社ウェブサイトの再構築によるＥＣ販売事業の展開

大阪府 株式会社ローザロッチェ 9120001164674 オンラインチャット弁当受注による非対面型事業促進と顧客拡大

大阪府 ＭＡＹＤＡＹ株式会社 2120001225482 高画質なオンライン動画配信による非対面ビジネスの実現

大阪府 本気メディア株式会社 9120001100745 号外ＮＥＴ広告管理システムの構築

大阪府 三友株式会社 3120901027275 消臭剤の非対面型ＥＣサイト構築と付加価値向上及び店舗支援

大阪府 有限会社第一フードビジュアル企画 9120002065236 コロナで変わる『試食販売中止でも売り上げＵＰの仕掛け』に挑戦

大阪府 株式会社ワンダーホーム 3120001011469 ＨＰを使った非対面型窓口の設置と対応エリア拡大アピール

大阪府 株式会社エナジーデザイン 1120001212969 ホームページ刷新による非対面型営業活動の構築

大阪府 １８０株式会社 8140001110990 ソーシャルプロダクツ販路拡大に向けた新商流への施策

大阪府 アンカー・アンド・カンパニー株式会社 1120001163205 テレワーク導入支援およびレンタルパソコンサービス

大阪府 株式会社ＲＩＮ 1120001116253 対面型レッスンから２種類の非対面オンラインレッスンへの転換

大阪府 フェリーチェ － ネットでの商品販売・新規集客と、セルフエステのマニュアル化

大阪府 株式会社ジョイフィール 6120001183842 インターネット通信販売（ＥＣ）事業の新規立ち上げ

大阪府 太陽ＲＩＤＩＭ － 韓国コスメのネット販売開始で売上ＵＰ、コロナを乗り切る！

大阪府 かどや食堂 － テイクアウトによる新規顧客獲得と充実したメニューの提供

大阪府 畑山税理士事務所 － ホームページ作成やＷＥＢ広告の活用による新規顧客開拓事業

大阪府 株式会社ＺＥＲＯ 8120001136385 ウィズコロナ時代のテレワーク環境と自社ホームページの構築

大阪府 山田　有生 － 非対面チェックインシステムの構築と販売システム構築による集客活動

大阪府 株式会社Ｈｅａｒｔｓ 6120001114319 オンライン姿勢分析の「インナーマッスル・トリートメント」

大阪府 快生整骨院 － カイロプラクティックの知識を活用した非対面型再発予防施術提供

大阪府 ダイコクロッカー － 対面接客機会を減らし、収容能力倍増・２４時間営業店への改装

大阪府 深空株式会社 8120001206856 ＷＥＢサイト再構築＆ネットショップ販売強化

大阪府 有限会社フェスタジョイア 9120002059444 オンラインを活用した情報発信強化と新規顧客の獲得事業

大阪府 新世改９４ダイニング誠 － 串カツテイクアウト・デリバリー拡充とオンラインスクール事業
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大阪府 炭焼き・幸 － 発酵鍋で大好評の酒粕万能だしの全国オンライン販売事業

大阪府 三浦伸司 － 新型コロナ対策、非対面型モデルの導入による販路拡大と経費削減

大阪府 シティスタジオなんば － 「オンライン大阪観光案内システム」による集客拡大戦略！

大阪府
Ｍａｔａｔａｂｉｗｏｒｋｓ（ハａハａハａＨａｙａｓｈｉＲｉ
ｃｅ＆Ｊｅｗｅｌｒｙ）

－ “ハａハａハａと笑顔なキッチンカーｐｒｏｊｅｃｔ”

大阪府 焼肉上戸 － 新商品の開発とデリバリー＆通信販売での新規販路開拓

大阪府 ＰＩＺＺＥＲＩＡＳｃｕｇｎｉｚｚｏＤＡＳＨＩＧＥＯ － テイクアウト開始とテーブル席設置によるファミリー層開拓事業

大阪府 株式会社幸コーポッレーション 6120001222105 コロナに打ち勝つ新販路開拓及び持ち帰りメニュー開発

大阪府 株式会社ＫＨＳメディカルサポート 1120001205543 医療従事者の転職サポートを非対面型の面談と面接でご縁を運ぶ

大阪府 株式会社ドールアップ 1120001085952 自社サイトによるＥＣ及びリモートによるファッションアドバイス

大阪府 ｉｍａｍｕｒａ － 新たに商品販売のためのＥＣサイト構築とＰＲによる売上拡大

大阪府 有限会社カジャグーグー 4120002070694 店舗コンサルニーズへのサイト改装とオンライン相談環境の構築

大阪府 扇町和庵　青空 － 宅配弁当とオリジナル食パンの通販サイト開設による新分野進出

大阪府 ファンワールド株式会社 2120001192054 ＺＯＯＭで相談！オンラインでできる不動産探し！

大阪府 Ｂａｎｈｍｉ　ＷＩＮ － バインミーのキッチンカーを導入し、新規顧客を獲得する。

大阪府 有限会社Ａｎｄ－Ｏｎｅ 7120002066442 完全非対面型ビジネスモデルの構築及びレンタルスタジオ販路開拓

大阪府 ライフサービス － 不用品買取り及び販売をＷＥＢで完結させる事業

大阪府 桜鍼灸整骨院木川東 － 対面から非対面型の問診、ネット予約システムの導入

大阪府 絶対唐揚 － お店の味を自宅で堪能！通信販売導入による売上増大計画

大阪府 炭美酒菜　一馬力 － 新規事業で時短営業とロス０化！ネット販売を通じて新規顧客獲得

大阪府 ｍｉｍａ　ｎａｉｌ － 非対面で行えるスクール事業とＷＥＢ上での商材販売

大阪府 株式会社本気イングリッシュ 8120001225411 幼稚園・保育園・特別養護老人施設でのオンライン英語学習事業

大阪府 ＶＩＮＥ　ＶＡＬＬＥＹ － ドローンでの映像ライブ配信を使用したインフラ現場の施工管理。

大阪府 株式会社創彩 6120001128995 店舗外収益のモデルづくりと時代に合わせた営業スタイルの構築

大阪府 株式会社丸三福寿園 1120001047622 コロナ対策容器・小容量飲料ボトルの無料宅配事業

大阪府 （肴）日本酒処　力鯱 － 日本酒専門店として日本酒量り売りと酒の肴のテイクアウト事業

大阪府 株式会社イサ 4120001074432 テイクアウト商品の開発とインターネットを通じた新規顧客の開拓

大阪府 株式会社システム工房 5120001044252 インターネット及びウラウドを活用した通訳派遣管理システム

大阪府 ＢＵＳＨＩＤＯ － 非対面型レッスンの導入。店舗環境を整えて更なる集客。

大阪府 株式会社Ｐｒｏｓｐｅｒｉｔａ 5120001226263 ＰＣ教室用コンテンツをｅラーニングコンテンツとして自社販売

大阪府 ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　Ｂｅｌｌｅ － ウェブ広告と自社型ＥＣサイトで非対面型小売事業への転換へ！

大阪府 ミックステイスト － ホームページを制作、オンラインショップで商品・サービスの販売。

大阪府 増井研磨工業所 － 非対面型受注獲得へのオンライン化に伴う環境整備

大阪府 株式会社ＦＵＧＡ 9120001231111 家具のリノベーション事業を展開し、新たな顧客の獲得
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大阪府 Ｌｕｍｉｎｕｓｅ － 痩身機器ハイフ導入によるセルフエステでの非接触接客の実現

大阪府 ｂａｒ　連 － 店内飲食以外で売上を創出するためのオンライン進出

大阪府 肉炭火酒場　力虎 － 名物ローストビーフ弁当と日替り弁当の近隣企業病院への配達事業

大阪府 長芋ざんまい　とろろん － 長芋１００％のお好み焼きを急速冷凍しＥＣ販売で健康食を宅配

大阪府 有限会社丸福 8120002065311 ◎非対面型販売強化とネット販売強化の為の撮影スタジオ開設

大阪府 サクセス合同会社 4120003015608 オンライン美容セミナーＱＲコードによる販売

大阪府 上田英子 － ＨＰ制作とオンラインプログラム導入による新規開拓

大阪府 株式会社ｕｒａｌｏｇｉｃｐｒｏｊｅｃｔ 7120001194112 ｕｒａｌｏｇｉｃｐｒｏｊｅｃｔインターネット通信販売事業

大阪府 株式会社販促企画室 4120001211786 自社サイト開設によるオンライン営業＋オフライン広報活動

大阪府 サロンみわにわ － ホームページ改修での通販開始と非接触型接客の強化

大阪府 株式会社ブォナージョ 4120001210581 ブォナージョの料理を自宅で楽しんで頂くインターネット通信販売

大阪府 ＷＡＮＤＥＲＦＵＬ － ウェブサイトの立ち上げにより新規顧客の獲得。

大阪府 ＥＭＩＥＬＵ － 非接触ブースサロンで行うサポートと婚活イベントによる集客ＵＰ

大阪府 木工房「あ」 － ＥＣサイトを通じた新規顧客開拓と非対面型特注家具製作事業

大阪府 ＢａｎＭｕｓｉｃ － オンライン音楽レッスンのＷＥＢ広告運用による新規生徒獲得

大阪府 お好み焼き’ＯＨＡＮＡ － 鍋需要への個別対応とテイクアウト事業の拡大

大阪府 焼肉松お － 自社紹介ＨＰ制作＆こだわり肉のＥＣサイト販売

大阪府 ハイパーコンチェルト株式会社 1130001049394 非対面型チャットシステム導入と自社サイトリニューアル

大阪府 コリとりドラゴン － 淀屋橋店の日祝営業、桜川店のリニューアルオープン

大阪府 Ｄｉｏｎｅ北浜店 － 非対面売上向上のための「セルフホワイトニング」事業拡大

大阪府 和おん株式会社 5120001187968 ＥＣサイト構築と商品開発による販路拡大と新規獲得事業

大阪府 Ｓｏｃｉａｌ　ｙｏｇａ － 自宅で楽しむためのヨガとダンスのオンライン講座

大阪府 嶋村　雄輝 － コロナ禍における新しい撮影スタイルの取り入れと実施

大阪府 そのだや八万 － ＥＣサイト構築によりテイクアウト・デリバリーの販売強化

大阪府 堀江酒場 － 堀江酒場の挑戦！テイクアウトメニュー充実による女性客の集客

大阪府 ＣＯＣＯＮ’Ｓ － 既製服販売とホームページでのネット販売

大阪府 焼肉笑成 － コロナ禍を元気に乗り切れ！焼肉笑成のテイクアウト弁当

大阪府 株式会社ココン・スタジオ 4120001115070 自社製品開発とＥＣ活用による販売促進と新規顧客獲得

大阪府 株式会社こころざ志 5120001195707 テイクアウト新商品の販売と栄養豊富なコオロギクッキーの開発

大阪府 株式会社ＹＭ工房 4120101053237 狐ノ沢オリジナルキャラクター企画商品の開発とＥＣサイト制作

大阪府 ルアナヨガスタジオ － ヨガのオンラインレッスン開始による新規顧客獲得

大阪府 スリーアローズ株式会社 7120001115794 ＥＣサイト構築によるブランド価値の向上及び非対面事業の拡大

大阪府 ｍｉｎｕｎ　ｍａｋｕｕｎｉ － ＷＥＢサイト作成による通販事業の販路開拓と教室スペースの改善
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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）
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
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大阪府 キッチン＆バーＺＥＮ － テイクアウト事業の開始に伴うパッケージ開発と厨房設備の補強

大阪府 菓子工房エリオス － 独自開発スイーツのネット販売サイト構築でコロナ禍でも売上拡大

大阪府 コローレ株式会社 1120001195644 宮城県産漢方和牛を活用したテイクアウト用商品開発と販路拡大

大阪府 稲葉染工有限会社 1120002014522 祭伴天や神社伴天の新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 ＪＵＪＵ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ － ＮＥＴを活用した非対面服飾小売業及び卸売り業への進出

大阪府 ＣｏｍｍｏｎＳｔｙｌｅ株式会社 8120001230675 「新しい常識」Ｌｉｖｅ配信によるオンライン着物着付け教室

大阪府 ＮＥＷＴＯＮＥ　ＲＥＣＯＲＤＳ － デジタル音源の取扱いのためのオンライン・ショップの構築

大阪府 東大紙器株式会社 6120001024583 非対面用、東大紙器（株）テイクアウト・ギフト箱販売促進セットの全国送付

大阪府 Ｏｈ　ｏｕｉ　ｏｕｉ － コーヒー豆販売のブランディングと店頭・ＷＥＢでの物販の強化

大阪府 ＳＵＩＳＯ－ＳＩＮ － 事前オンライン問診で対面時間短縮とオンラインセミナー環境整備

大阪府 株式会社ウエディングベル 1120001041575 ＷＥＢを活用した非対面宝石販売モデルの確立

大阪府 日本酒＆ワイン　ｔｏｉ － オリジナルのレトルトカレーを開発し、オンラインでも販売する

大阪府 ＮｅｘｔＤｅｓｉｇｎ － オンライン商談での顧客獲得とｗｉｔｈコロナ型店舗への改修提案

大阪府 ＭＩＭＯＺＡ美容鍼灸院 － オンライン問診システムの導入及び販路開拓の為の機器導入

大阪府 宮川音楽事務所 － リモート合奏用楽譜の販売とリモート音楽レッスンの展開

大阪府 ｃｏｗｌ － ヘアサロンで歯のホワイトニング導入とＨＰ作成での販路開拓

大阪府 株式会社ブリコラージュ 5120001028107 対法人・個人営業用ウェブサイトの新規構築・更新と販路開拓

大阪府 こころ整骨院 － オンライン問診システムの導入

大阪府 ｃｌｏｖｅｒ株式会社 1120001231804 抗菌コーティング作業の受注プロセスを完全非対面化にする取組

大阪府 株式会社スカット 8120101027906 ホームページ改良やウェブ営業による販路開拓と新規顧客獲得

大阪府 株式会社ＦＲＩＥＮＤ 1120001144576 ＥＣを利用した非対面の販路開拓、巣ごもり需要に応える商品開発

大阪府 株式会社ビーハイブ 9120001029695 和牛商品の開発と既存顧客から出前・持帰りの新規顧客へのシフト

大阪府 株式会社ＧＢ 9120001192114 食品ロスの再加工販売・自社商品のインターネット販売

大阪府 フラワーアンドグリーンプランニング － 花や植物のお家での楽しみ方を配信、オンラインで販路を拡大

大阪府 株式会社ハウスサポート 9120001223521 水漏れや詰まりのオンライン現場調査・見積もり作業

大阪府 肴谷 － 密を避ける為の予約システム導入に伴うＨＰ制作で新規顧客獲得事業

大阪府 Ｍｅｇｕｒｉ － 顧客に合わせた漢方果実茶サロン内＆ＥＣサイト内販売開始

大阪府 和洸通商株式会社 6120001137468 インターネット広告による新規顧客の獲得と店舗販売強化計画

大阪府 株式会社インサイトバリュー 5120001134094 相談予約可能な非対面型ホームページ制作による新規販路開拓

大阪府 株式会社オフィス・アンク 7120001138184 ホームページの更新により非接触型の営業スタイルへの転換

大阪府 木下産業株式会社 6120001182984 美味しい魚料理を多くの方に！出前通販での販路開拓

大阪府 株式会社韓日 1120001169994 自社ＥＣサイトを構築し、一般顧客まで販路開拓

大阪府 アトリエジュメ － 「非対面式オンライン授業の確立」と「新たな販路開拓」
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大阪府 幸福餃子館 － 非対面の売上（テイクアウト・デリバリー）でコロナを乗越える

大阪府 ｃｏｎｄｓ２４ － 新たに国内需要の獲得に向けての取り組みと清潔で安全をアピール

大阪府 炭焼肉酒場ＧＯＬＡＺＯ － ＨＰを活用した新規顧客獲得とテイクアウトと宅配の開始

大阪府 セカイウェブリミテッド － 非対面上での自動多言語ホームページのコンテンツ制作サービス

大阪府 株式会社オクト 2120001022748 ・オクトインターネット展示会　・インターネット展示会からの受注の獲得

大阪府 てんぷらシュワッチ心斎橋本店 － てんぷら料理を自宅で楽しんで頂くインターネット通信販売事業

大阪府 有限会社エンジョイ 8120002067539 自所施設の安全安心を動画配信し非対面営業で顧客増加

大阪府 株式会社ニシカゼ 1120101025528 ＳＮＳでの販売、宣伝強化とＥＣサイトのリニューアル

大阪府 株式会社キャリアサーカス 8120001188360 通学型フリースクール事業から不登校者支援の為のＩＣＴ教育事業への転換

大阪府 リベルテ司法書士事務所 － 非対面サービス提供のためのＨＰ・Ｗｅｂ予約システム作成

大阪府 有限会社麻布珈琲店 7120002036073 美容意識の高い女性向けコラーゲンシパンのネット販売の強化

大阪府 Ｏｆｆｉｃｅ　Ａ － サービスのオンライン化による新規事業展開

大阪府 株式会社Ｃａｆｅ　ＡＢＳＩＮＴＨＥ 2120001142199 デリバリー・テイクアウト強化に必要なＷｅｂシステム、広告費

大阪府 なおかん － 非対面販売を実現する為の自動販売機設置とネット事業販売開始

大阪府 株式会社エル 4120001201523 オリジナルセルフネイル商品のＥＣサイトによる非対面型販売事業

大阪府 ＢＬＵＥ　ＭＯＯＮ － ラジオ派フェイシャル・オンライン販売促進事業

大阪府 株式会社グロウランス 1120001218363 ネット通販事業での販売開拓と企業向け会議弁当への販路拡大

大阪府 コップフキノ － 化学調味料や油を使わない薬膳カレーと世界のデリで健康をお届け

大阪府 ＴＥＰＰＡＮ　華 － デリバリーとテイクアウトの体制を拡充するための設備導入と広告

大阪府 社会保険労務士法人ダブルリード 2120005020087 ＷＥＢサイトを通じたビジネス系検定の展開による人材育成と販路開拓

大阪府 英語ファミリー － ＩＴが苦手なママでも使えるオンラインイベントのシステムの構築

大阪府 株式会社シアリード 4120001218360 既存事業のノウハウを活かした、弁当製造・デリバリー事業の展開

大阪府 株式会社ゼロワンアース 5120001132791 自社通販サイト「すこぶる健康通販」での新規顧客獲得

大阪府 株式会社Ｇ．Ｔ．インターナショナル 4120001198074 非対面営業による自動予約システム開発とネットを通じた販路拡大

大阪府 株式会社キタキュー 7120001146427 外注工程内製化による社内検査体制の構築及び短納期対応

大阪府 フォトステーション桃谷店 － 店内受付からインターネット注文による非対面ビジネスに移行

大阪府 株式会社ＲＥ＆Ｓ　Ｊａｐａｎ 2120001141382 日本産水産品の輸出拡大及び大阪万博へむけたＰＲと販売ルート構築

大阪府 あかりマッサージ治療院 － 新メニューの確立とホームページ作成による新規顧客獲得

大阪府 クリスタルエヌ株式会社 4120001204278 新規技術導入におる市場獲得及びＨＰ開設による新規顧客獲得事業

大阪府 ファンカンパニー株式会社 7120001202147 新規動画マーケティング事業の拡大をＨＰで実現！

大阪府 株式会社ＣＵＲＲＹＦＯＲＮＩＣＡＴＩＯＮ 6120001228928 近隣の方に提供するランチの新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 株式会社大阪電撃作戦 3120001048924 密を回避、外気で安心。既存の屋上を魅了の撮影スペースへ！

大阪府 有限会社フェイス 1120002067603 オンライン営業への移行とウエブセミナー・動画配信の開始
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大阪府 株式会社ナガイコーポレーション 1120001021115 ＥＣ通販サイトの立上げによる新規市場開拓、並びに新規顧客獲得

大阪府 株式会社ビーハイブ 9120001029695 和牛商品の開発と既存顧客から出前・持帰りの新規顧客へのシフト

大阪府 株式会社ワールドマーケット 7130001037195 商品開発とブランディングによる新規マーケットの開拓

大阪府 有限会社龍神ＪＡＰＡＮ 5120102010871 オリジナル商品の開発と直接買い取りのネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 行政書士未来法務事務所 － 障がい福祉サービスサポートのＨＰ開設による新規顧客獲得！

大阪府 メガヒット株式会社 3120101061967 ホームページ作成等を通じた顧客情報獲得と販路の拡大

大阪府 夢屋 － テイクアウト及び出前サービス対応による新規顧客獲得

大阪府 株式会社ヤマトステンレス 8120101007775 未対応サイズのステンレスパイプ加工機械導入による付加価値向上

大阪府 株式会社ＹＥＹメディカルケア 2120101049666 オンラインによる痛みや美容ケアと非接触治療事業の構築

大阪府 株式会社ホリスティックヘルス研究会 7120101056360 運動指導事業オンライン化による非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 燈芯舎 － 地元の町工場で開発した商品を、ＥＣ機能付きＨＰで販路開拓

大阪府 ふぐ政津久野店 － テイクアウトの導入でご家庭に厳選ふぐ料理をお届けし、販路拡大

大阪府 光フォーム印刷株式会社 6120101005896 多色刷りを可能にする為の版胴導入による付加価値向上

大阪府 アンソレイユルシエル － 当店独自のテイクアウトとインターネットによる販路開拓

大阪府 有限会社椿本 2120102003077 ホームページの改修と海外での認知度の向上と販路の開拓

大阪府 丸秀食品 － 非対面型のビジネスモデルを導入する為の、もつ鍋のテイクアウト

大阪府 株式会社ＫＧテック 2120101054468 授業と個別相談のオンライン化への取り組み

大阪府 オアシス整骨院 － ウィズコロナ時代に対応したリモート整体と運動指導

大阪府 株式会社ＪＵＲＡＳＳＩＣ　ＨＯＭＥ 2120101055697 ネットを利用した関西全域の不動産を扱うＷＥＢ型不動産サービス

大阪府 美食空間　今摩志ん － てっちりセットの通販に係るＨＰ作成・感染症対策用の座席改修

大阪府 ＴＫ工業 － コロナ禍だからこそ品質向上を目指し技術の継承を次に繋げる取組

大阪府 ＨＴオーガナイザー － ＷＥＢを利用したパーソナルアシスタントの業務改善と販路開拓

大阪府 有限会社きいちご畑 1120102013011 地域に愛される！オンライン相談支援によるサービス拡大戦略！

大阪府 株式会社ＪＥＮＮＹ 5120101023767 コロナ対策！レジの無人化のための券売機購入

大阪府 寺田印刷 － 非対面ビジネスへ転換の為、ＷＥＢ受注・販路開拓と内製化の構築

大阪府 奏商事株式会社 6120101055966 ウィズコロナ時代にける新規顧客獲得のためのウェブページ構築

大阪府 ｃａｌｍｅ　ｈａｉｒ － 顧客満足度を高め、単価ＵＰと商品販売の非対人化を進める

大阪府 株式会社カワサキ 9120101001645 コロナによる受注増加に対応する為の新規設備導入

大阪府 株式会社仁志乃 2120101029701 デリバリー＆テイクアウトの強化で売上拡大！！

大阪府 鍼灸地藏院 － 鍼灸臨床に特化した、リモート臨床コンサルティング全般

大阪府 ＢＥＴＴＥＲＬＵＣＫ － 街角の気軽に寄れる非対面型アミューズメント

大阪府 オリーブ鍼灸整骨院 － オンライン環境下でＡＩ動作姿勢解析アプリによる新業態の構築

大阪府 毎日新聞初芝販売所 － 新聞屋の販売網と地域密着性を活かした新たな営業スタイルの構築
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大阪府 デザインスタジオ　アドラクション － ＷＥＢサイトリニュアールサービスによる売上アップ事業

大阪府 株式会社グラッドユーケイム 4120101058772 魅力ある自社ＨＰとネット予約を生かしたコロナ禍での新販路設計

大阪府 株式会社ナカジマ 4120101005122 抗菌布マスクの開発とＥＣサイトによる販売

大阪府 株式会社ＪＯＹ　ＭＡＫＥ 9120101061788 ネット販売、無観客ライブでの広告、宣伝、集客、売上の強化。

大阪府 自宅トリミングマハロ － オンライン受付機能の導入と店舗移転

大阪府 音遊株式会社 7120101056641 非対面型で伝える着物イベントと新カジュアル着物発信事業

大阪府 株式会社Ｊ・グローバル 1120101053322 コロナによるテイクアウトと安心安全な利用が可能な店舗改修事業

大阪府 なおちか － テイクアウト販売、デリバリーサービス開始による販路開拓

大阪府 アイデスク － オンライン打ち合わせサービスＰＲのためのＷＥＢ広告の実施

大阪府 Ｇｒｉｌｌ　Ｋｉｔｈｅｎ　ＡＰＯ － ウィズコロナ対策！テイクアウト事業への転換

大阪府 ｐｌａｉｓｉｒ － 来店客減を補うネットカウンセリングシステムの構築

大阪府 株式会社ザメディア 2120101051119 新商品開発による非対面型ビジネスモデルへの転換事業

大阪府 エスニックＭａｔａｈａｒｉ － テイクアウト用カレーナンドック販売を拡充し事業継続化する

大阪府 とんかつ・洋食の店ＩＣＨＩＢＡＮ － 宅配・テイクアウトによる販路拡大とＨＰを介したＩＯＴ営業

大阪府 株式会社松原工務店 7120101048110 リモート対策における作業の効率化とお客様への迅速対応

大阪府 株式会社宮本工務店 5120101007134 リモートワークによる業務効率化及び品質向上推進事業

大阪府 キョーセイ設備株式会社 9122001024701 ホームページ新設によるウェブ受注、在宅作業の為のクラウド導入

大阪府 美容室モノトーン － ホームページ作成（予約システム）及びコロナ対応による販路拡大

大阪府 株式会社ユウキ建設 7122001034074 建築現場デジタル化！新たなレールを敷きスマートワーク開始！

大阪府 株式会社北畠特殊金属 1122001025285 金属ブラシ用鋼線の内製化に向けた設備導入事業

大阪府 株式会社ＡＱＵＡ　ＴｉＯ２ 7122001033704 非対面型ビジネスモデルに移行する動画配信サービス

大阪府 ビューティーサロンツミ － Ｗｅｂ、スマホ活用による集客事業と安心安全な店づくり

大阪府 株式会社夢絆 9122001030939 コラーゲンたっぷり韓国風出汁オリジナル「クエ鍋」ＥＣ販売

大阪府 株式会社カワキタ 1122001001501 新たな抱っこカバンの開発とブランドサイト構築による販路開拓

大阪府 株式会社ＭＡＣＨＩＣＯＣＯ 6122001031758 密集、密着を回避した店舗改装とオンラインでの技術相談事業構築

大阪府 有限会社コザキ工業 3122002001837 人との接触を減らして安心安全の作業現場へ

大阪府 株式会社詩風花 2122001026357 顧客満足度アップと新規顧客獲得のＥＣ販路拡大事業

大阪府 合同会社ミンカン 7122003001238 新店舗ＰＲチラシ作成とテイクアウトで売上集客ＵＰ！

大阪府 株式会社からだ 5120001176681 オンライン動画配信×インナーマッスルトレーニングプログラム

大阪府 有限会社エモーション 9122002006491 運動指導者特化！オンライン講座構築サポート事業

大阪府 Ｐｌａｇｅ － オンラインスクールとネット販売での新規顧客獲得とシミケアで単価アップ

大阪府 大衆居酒屋ＳＡＫＩＣＨＩ － 非対面によるお弁当予約販売用自社ＥＣサイトの構築

大阪府 アネストリー株式会社 4120901017267 非対面型オンラインスクール集客・運営の仕組作り
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大阪府 株式会社クララ 6120901017240 リノベーション見込客向けＥＣサイトの構築（仮称；宝島）

大阪府 ケイズアーク株式会社 4120901016640 動画による非対面販売とＥＣサイトの構築

大阪府 株式会社ＯｎｅＦｏｕｒｔｈ 7120901040233 店内導線確保による感染対策及び販路拡大とテイクアウトの強化

大阪府 有限会社楠本書院 8120902010069 ひとりで悩む経営者の支えとなる『理念書道家●』の全国展開

大阪府 Ｇｒｉｌｌバル　飛擦技 － ネット通販による販路拡大と感染リスク対策のための改装

大阪府 ワラビー － シニアもジュニアも女性も集まれ！ビリヤード場コミュニティ！

大阪府 株式会社フィルディア 8120901031256 筑波ゼミナールオンライン授業

大阪府 紺屋町整骨院 － 滞在時間短縮の予約ツールとソーシャルディスタンスを保つ院作り

大阪府 オステオパシーいざなぎ － コロナ対策に治療機器導入による非接触型治療コースの構築

大阪府 和ダイニング四季彩々 － ◎弁当・仕出しの拡充とコロナ感染防止強化によるお客様来店促進事業

大阪府 あまかわヤード株式会社ガレージツルワ 1120901010654 地域産業の発展の為に、応援します地域の事業主様！

大阪府 重駒 － 出張打合せ削減のＷＥＢ見積・会議と人脈に頼らない販路拡大

大阪府 アン　ヴォーグ － アパレル実店舗閉店に伴うＥＣモール出店における販路開拓計画

大阪府 呑喰処うすい亭 － 店内換気向上による感染症対策とデリバリーによる新規顧客の獲得

大阪府 野口フード株式会社 8120101037384 自社ＢｔｏＢ－ＥＣサイトによる食品卸の販路拡大と成長市場参入

大阪府 ルフレ大阪 － オンライン相談とＥＣサイト開設による非対面営業での販路拡大

大阪府 有限会社フィールドアプローチ 2120102023042 ストレス社会にうち勝つ心豊かなくらしの庭案自然浴生活推進事業

大阪府 ＳＵＮ　ＰＲＩＮＴＥＣＨ － 製造工程を見直し受注量増加に対応した設備増強計画

大阪府 蛸よし － テイクアウトメニュー開発とデリバリー事業による新規顧客獲得

大阪府 株式会社メガネのフクダ 5120101037701 ホームページで補聴器故障相談と電池販売のＥＣ化

大阪府 株式会社ＨａｔｓＣｒｅａｔｅ 5120101061445 研修・授業のオンライン化ならびに撮影用シェアスタジオ事業

大阪府 アイラブチキン － テイクアウト販売の強化事業による売上および新規顧客の獲得

大阪府 マダモット － おうち時間を楽しむものづくりの提供とネット販売強化

大阪府 彩鳥屋てっちゃん － 家庭に笑顔を！テイクアウト事業強化、売上アップ大作戦。

大阪府 ネイルスクール＆サロン　ＣＥＣＩＬ － オンライン上で行うネイルスクール・ネイルチップ等の販売

大阪府 Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｐｅｎｓｅｅ － 非対面型レッスンの導入による販路拡大と活動周知のためＨＰ制作

大阪府 クローバースタイル法務事務所 － オンラインを相談活用して独自性のＰＲで商圏・事業拡大

大阪府 ぶぶさぼん － コールドプロセス石けんの製造とネットショップでの販売

大阪府 グランファブリック　インク － オンライン設備導入＆店舗改装で、魅力向上！新規顧客開拓へ！

大阪府 東洋整骨鍼灸院つむぐ － オンライン治療を取り入れたホームページ制作で新たな販路開拓

大阪府 のぼり刃物店 － 自社ＥＣサイトの製作での非対面ビジネス強化での販路開拓

大阪府 株式会社ＮＫＫソリュージョンズ 1120901040981 ＺＯＯＭ面談×非対面営業力強化による新規生徒獲得事業

大阪府 ＳＨＵ － 自宅で本格ケアができるサロン専売美容健康商品の通販
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大阪府 三木伸介海事法務事務所 － 海事産業で新ターゲットを非対面で掘り起こすブランディング事業

大阪府 株式会社ＴＯＰ　ＧＥＡＲ 5120901032892 新たに音響映像配信事業の取組み、動画、音声配信に対応

大阪府 ＷＥＢＥＲ － 在宅ワーカーをオンライン育成し、外注先として育てる！

大阪府 韓食　ペゴッパ － テイクアウト・デリバリー事業の新規開拓ならびに新商品の開発

大阪府 株式会社アモル 6120901035705 利用者を支援する介護スタッフと家族の非対面化を図るＩＴ事業

大阪府 有限会社クラックス 8120902005969 ホームページリニューアルによる新規顧客獲得と輸入品販路拡大

大阪府 株式会社ライフデザイン 5120901014552 非接触型の提案営業への設備改善と社員の士気高揚

大阪府 鈴木　あゆこ － コロナ時代の表現者を育てるリモートサポート指導サービスの展開

大阪府 町の酒屋古木 － 「お家での楽しい時間」のご提案

大阪府 有限会社キクイ 5120902005856 コスメショップ併設型サロンへの転換と非対面販売方法の確立

大阪府 日豊化学産業株式会社 3120901007830 新工法掲載の販促用カタログによる販路拡大とリモートワーク対応

大阪府 メソンアスタマニャーナ － テイクアウトメニューの増強と店舗高級化、感染防止対策

大阪府 ＲｏｕｇｈＤｅｓｉｇｎ － 会えない人へセミオーダーで作って贈る、お祝いギフトサービスの強化

大阪府 株式会社アルクス 2120901018291 オンライン珠算・書道学校の構築による生徒維持と教室の見える化

大阪府 葉山珈琲　千里山駅前店 － テイクアウトによる売上向上、及び各種ＳＮＳを通じた認知度の向上

大阪府 濱野建材株式会社 9120901008030
動画での商品説明や発注・採寸・施工方法説明で全国展開を目指す（３０文
字）

大阪府 株式会社飛人ｄｅｓｉｇｎ 6120901029475 コロナ禍の飲食事業としてのオンラインサービスへの適応と構築

大阪府 株式会社Ｉｓｈｉｎ 3120901032234 子育て家族支援コミュニティスペース事業（カフェ）の開始

大阪府 テックマート株式会社 5130003003940 非対面型のデータベース操作学習サービス事業

大阪府 Ｊ．ｄｅｓｉｇｎ＆Ｃｏ． － ＥＣサイト開設による販路開拓と自社印刷によるコストの削減

大阪府 ノブレス薬局 － ネットでの医薬品販売・オンライン服薬指導を実現する事業

大阪府 あおぞらファーム － コロナ渦で注目される家庭菜園のブランド化と非対面型指導事業

大阪府 緑地スポーツクラブ株式会社 1120901008839 ＷＥＢシステムを活用した非対面型アプローチの拡充

大阪府 エピテーゼクリエイトラボリント － ポストコロナ時代に向けての持続可能な非対面ビジネス事業

大阪府 株式会社国際メディカル研究所 4120901006014 コーポレートサイト再構築による非対面型の長寿相談事業

大阪府 トゥルヌッソル － 事業継続の為のＨＰ改修と生産効率の改善による１０年目の挑戦

大阪府 カウンセリングＯｎｅＳｅｌｆ － コロナ禍で一層深刻に悩む女性を支援する事業のブランディング

大阪府 Ｍａｒｖｅ　ｂｅｌｌｅ － 天然石で豊かで健康的な暮らしを皆様に！！

大阪府 ＵＫパートナーズ株式会社 6120001171995 業界特化型サービスのリリースとウェビナーによる販路開拓

大阪府 北本紙業株式会社 9122001001799 抗菌抗ウイルス光触媒コートのＨＰ作成による販路拡大

大阪府 中川敬舟書院 － 動画を活かしたオンライン教室とバーチャル展示会の開催

大阪府 ＨＫ電気システム株式会社 2122001025615 自社ウェブサイトを利用した顧客へ新しいスタイルでのプレゼン

大阪府 株式会社ケアサポート・トーケン 9122001025501 けんちゃんちテイクアウト＆青空計画＆３密対策
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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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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。

大阪府 第一木材工芸株式会社 5120001098190 ＨＰ改修とＥＣサイト構築によるお仏壇販売強化計画

大阪府 片山左官工業株式会社 4122001033806 コロナ危機を乗り越え非対面式、安心安全に取り組む為の強化事業

大阪府 株式会社ＭＳＳ 8122001033249 非対面式セルフ脱毛機器を使用した新規顧客取得

大阪府 鉄板厨房広島焼きお多福 － 新規デリバリー事業のシステム構築化。

大阪府 醤油らーめんピース東三国店 － ＷＥＢ活用を通じたテイクアウトによる販路拡大事業

大阪府 株式会社セイワ技研 8120901024301 配線自動機械内製化による受注拡大・生産性向上プロジェクト

大阪府 株式会社ヘイセイ 2120901042746 珍味食材のオンライン販売開始と常温商品展開による新規顧客獲得

大阪府 オフィス　Ａ　Ｐｌａｎ － オンラインを活用した新規顧客獲得スキーム作り

大阪府 株式会社ビューティライフジャパン 5120901027661 非対面型のセルフ脱毛で新規顧客獲得

大阪府 株式会社ゼロベース七 4120001206737 唐揚げ専門店　バイク購入により宅配サービスエリアを拡大

大阪府 株式会社鯖や 1120901028234 良質の国産サバを非対面のオンライン営業で実現するシステム構築

大阪府 コーチング・武道魂 － 非対面型の心理アドバイスを中心としたサービスの販売促進事業

大阪府 ブルックリン　サンセットパーク － キッチンカーによる地元食材のランチ、ヴィーガンドッグの販売

大阪府 株式会社グロウ 8120901038086 非対面型営業による医療機関・学校等向けＷＥＢ研修の販路開拓

大阪府 ｎｉｋｕｌ － コロナ禍における売上安定化の仕組みづくりとＥＣサイトの構築

大阪府 株式会社ヤマデラ 4120901026012 測定精度向上と感染症対策を実現する測定機導入による販売促進

大阪府 ダーザインプロジェクト株式会社 8120901034713 ＨＰからのネット販売でタイ料理を自宅で手軽に楽しんで頂く取組

大阪府 株式会社ニュービューティ 6120901033510 ＥＣサイト構築による非対面販売ルートの確立

大阪府 株式会社ＮＩＣＯ・Ｊａｐａｎ 3120001193233 増え続ける空き家を活用する、地方への外国人集客事業

大阪府 エステティックルームＹＵＫＩ － 美容・健康物販のネット販売強化と改装による売上拡大

大阪府 株式会社画屋 7120901028427 漫画動画による新規商品の開発とＷＥＢでの非対面営業の確立

大阪府 株式会社すまいるぴーぷる 9120901028887 大阪産・産直しらすのＥＣ向け商品開発による食品販売の強化事業

大阪府 株式会社フロンティアコーポレーション 4120001047207 オーディション・打合せ等の非対面化による効率ＵＰ計画

大阪府 あすよし整骨院 － ＷＥＢ上でのリモート施術と非接触型施術への転換

大阪府 まろん鍼灸整骨院 － ＬＩＮＥシステムによる非対面ビジネス収益化プロジェクト

大阪府 とりや富衛門 － キッチンカーを活用した攻めの弁当販売拡大と新規顧客獲得

大阪府 合同会社和音 9120903002519 オンライン予約システムの導入と予約増加のためのブランディング

大阪府 株式会社オルガン 7120901019450 テイクアウトの強化と感染防止のための店内改装

大阪府 ＭａｒｃｄｅＩｇｕｃｈｉｄｏ － チョコレートの缶詰「ＡＴＥ－ｃｈｏｃｏ」の開発

大阪府 株式会社グットハーベスト 7120901031604 ＥＣサイト構築によるネット通販事業開始

大阪府 株式会社フォーゲル 5120901034410 常連の復活と３０代以下の若年層顧客獲得の為の出張パン屋さん

大阪府 サンスポーツ株式会社 3120901019603 新型コロナ感染防止、非対面接触対策に伴う機械装置等の導入事業

大阪府 魚々市 － テイクアウト窓口の設置と専用商品の開発による新規顧客の獲得
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大阪府 Ｃｈｅｒｉｓｈ　Ｎａｉｌ － 予約システム導入のためのホームページ作成

大阪府 Ｍａｎｇａｎ － ウーバーイーツ等のデリバリーサービスに頼らない出前事業

大阪府 株式会社アイコス 2120101057512 偏差値３５からの４５の高校生のためのオンライン授業

大阪府 エヌ・ケイ化学株式会社 7120101039464 技術力向上及び新製品の開発とＩＴ環境整備による販路開拓

大阪府 美・ｅｓｔｈｅ － 顧客の接触時間の短縮、安全・安心な非接触型エステコースの新設

大阪府 株式会社イチキコーポレーション 8120001152135 非対面手法を活用した成形業界に対する水浄化システムの拡販

大阪府 Ｔａｉｙｏ　Ｓｔｕｄｉｏ － ３密リスク回避による販路開拓事業

大阪府 株式会社カリオン 1120001153858 ホームページを使ったお菓子のネット予約、ＥＣシステムの構築

大阪府 有限会社一力総本店 5120002072203 伝統の和菓子と催事限定ブランドのオンラインショップ開設

大阪府 － 販路拡大キムチパッケージ方法改善とテイクアウト容器開発

大阪府 有限会社秋山産業 3120002072147 ＳＮＳ，動画等による発信とオンライン営業による非対面営業活動

大阪府 Ｂｅｅ　ｆｏｒｅｓｔ － 遠方でも大丈夫！安心のオンライン講座で新規顧客獲得

大阪府 ａｆｆｅ＋ｔｏｔａｌ　ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ － 自社ＥＣサイトとＳＮＳをリンクさせ新規販路と顧客獲得への取組

大阪府 合同会社ＵＭＫ 2120003013613 高校生対象、海外大学進学の資格取得をするオンライン事業

大阪府 株式会社中野重機 6120001150264 ３ＤＣＡＤ導入による非対面型ビジネスと安心できる商談環境整備

大阪府 Ｊａｒｄｉｎ　ｄｅ　ｆｌｅｕｒｓ － 非対面型美容ビジネスの展開

大阪府 合同会社ジョーシン 8120003012948 抗菌効果のある光触媒コーティング事業と非接触型接客体制の確立

大阪府 株式会社みどりの大地 1120001209866 当店自慢のプレミアム匠食パンを含む改良パンのセットを通販

大阪府 株式会社フォーアイ 6120001192793 非対面ビジネスモデルのためのオンライン販路開拓

大阪府 ＭＥＡＴ寝屋川店 － 高齢者と共働き世帯の日常を支えるミールキット配送サービス

大阪府 ＳＨＡＰＥＳ － フィットネス指導のオンライン化

大阪府 マホロバ珈琲堂 － 非対面ビジネスの拡充、及びテイクアウト型カフェへの転換

大阪府 田中電機工業株式会社 8120001156193 革新的メッキ装置管理システムの非対面型受注拡大事業

大阪府 中島　雄一 － 宅配ボックスの設置で安心安全が担保され新規顧客の販路拡大

大阪府 ヨシムラ商店 － 新規顧客獲得に向けた「相談・工事予約機能付ホームページ」作成

大阪府 創作和食料理やわらぎ － キッチンデリバリーカーを利用した新しい創作料理の提供

大阪府 アヤマダイ株式会社 9120001155137 郵送ＤＭ・ＨＰ構築から非対面式での商談、新規顧客獲得を図る。

大阪府 有限会社インヴィジブルグリーン 7140002026948 移動販売車＋実演販売で小籠湯包の魅力を伝える

大阪府 大日自動車商会 － ネット取引開始に伴う自社サイトの確立及び既存店舗の衛生面向上

大阪府 レストランマリン・ブルー － ホームページとジャンボのぼりでテイクアウト弁当メニューをＰＲ

大阪府 株式会社ＲＩＷＯＮ 6120001190491 韓国商品を日本へ、現地限定商品をネット販売

大阪府 ヘアーズシーパワー － 感染拡大防止策を講じた非対面型サロン設置による新規顧客獲得

大阪府 株式会社ワイエイチケイジー 2120001225433 赤外線カメラ搭載ドローンの導入による非対面での屋根点検の取組
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大阪府 株式会社マザーズカンパニー 7120001192074 自社サイトによる提案型の商品販売と非対面型コミュニケーション

大阪府 阪本道場 － 空手オンラインレッスン化とコロナ対応型道場開設

大阪府 珈琲館　大和田店 － 地域に愛され２４年の喫茶店本格メニューを地域にお届け

大阪府 花屋花村 － 洋風仏花の新作考案とＥＣサイトを活用した新規顧客獲得事業

大阪府 マルイチエクソム株式会社 9120001159518 オンライン展示会・工場見学会を活用した新規受注獲得事業

大阪府 廣岡中小企業診断士事務所 － オンライン相談設置と業務効率ＵＰで支援可能件数を増加

大阪府 株式会社小山良印材製作所 3120101025204 日本の伝統でコロナに対抗！生産体制の強化による販路拡大

大阪府 有限会社ツムラ本店 7120102014359 ブランド力でコロナに対抗！生産体制強化による販路開拓

大阪府 有限会社バーテックス 6120102016182 『コロナに負けない。』感染防止策と指導メソッドの動画販売

大阪府 御菓子司吉乃屋 － 若い世代の女性に向けた新商品開発とネット通販で新規顧客獲得

大阪府 鉄板竜 － 他店との感染症対策差別化による売上回復及び新規顧客の獲得事業

大阪府 株式会社Ｍ’ｓトレーディング 4120101028783 タイヤレンタル、取り付けサービスのＥＣサイトによる展開

大阪府 村岸産業株式会社 7120101025811 自社商品のネット販売強化事業

大阪府 鳥治物産株式会社 5120101025499 ＨＰのリニューアルで非接触営業＆情報の整理・効率化の実現

大阪府 株式会社アマブン 1120101053660 女性向けアクセサリとアパレル商品「タイ輸入」の販売

大阪府 有限会社上西工業所 1120101203936 コロナに対抗！施工管理体制のデジタル革命で生産性向上！

大阪府 有限会社木寺建設 7120102028169 ドローンとウェブサイトを活用した遠隔点検手法の確立事業

大阪府 鉄板居酒屋　あいま － テイクアウトとソーシャルディスタンスに対応した新店舗改装事業

大阪府 株式会社サカイ環境クリーン 8120101022700 非対面営業の仕組み構築

大阪府 ムジカスケッチ － オンラインレッスンの強化と楽曲制作による販路拡大事業

大阪府 有限会社グランビー 5120102005509 ソーシャルディスタンス、店内換気に特化したコロナ対策事業

大阪府 カフェピアチェーレ － 地産地消で出来るお弁当開発とテイクアウト等による３密回事業

大阪府 株式会社ＳＡＩＫＯＨ 9120901043077 初代の慣習を終わらせて２代目体制を確立するオンライン事業

大阪府 ＬＯＶＥＥＤ － キレイを維持させるＬＯＶＥＥＤオリジナル商品のＷＥＢ販売と広報事業

大阪府 ｎａｓｈｕ － 新設備導入での単価アップと通販開始による売上回復

大阪府 株式会社Ａｄｅｓｉｇｎ 8120901041957 リモートＤＥ店舗建築の販路開拓を始動させる！

大阪府 生活応援団 － 地元野菜使用の「農家食堂」＋デリバリー事業強化

大阪府 ハワイアンジュエリーショップＫａｉ － Ｗｅｂ化強化により非対面型接客で顧客の裾野拡大

大阪府 株式会社オズ建築事務所 6120001160453 ネットや動画を活用して建築リノベーションの販路開拓

大阪府 小野ふとん店 － 訪問販売メインだった小野ふとん店のＥＣサイト販売進出事業

大阪府 おぎの鍼灸院 － 陸上競技を中心としたフォーム改善プログラムの指導

大阪府 株式会社Ｔｏｍａｒｉ 9120001218034 オンライン販促動画の制作、及びネット販売の新規構築

大阪府 マタギ － ジビエ料理専門店「マタギ」の新規テイクアウト事業計画
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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。

大阪府 はりきゅう敬祥庵 － おうちでのセルフケアのサポートとｗｅｂ予約システムの構築

大阪府 小林商店 － お宅に鮮魚をテイクアウトとデリバリー

大阪府 Ｈｉｔａｒｉｂｉ － デザイングッズのネット販売による新規売上及び顧客の獲得

大阪府 グローバルウェイ株式会社 6122001032599 ベトナムと日本を結んだオンライン面接で即決採用！

大阪府 ｄｏｃｋｅｔ － コロナに負けない非対面販売！オリジナルアイテム開発販売！

大阪府 アトリエラパン － ランディングページの活用でニーズの合った新規顧客獲得

大阪府 Ｒ　ｗｏｒｋｓ － Ｗｉｔｈコロナ時代の女性のウェルネスサポートオンライン事業（仮）

大阪府 りそう整骨院 － オンライン決済・カウンセリング事業

大阪府 株式会社三桝屋 3120901040146 オンライン授業の確立と十分な換気の行える教室づくりの両立

大阪府 巽ビル － 感染拡大懸念の梅田で感染予防のため完全非対面でのビル経営

大阪府 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｃｌｏｖｅｒ － 家族に寄り添う、お手伝いサービスの非対面化と広告集客の実施

大阪府 株式会社ＳＯＵ 7120901032024 「５００℃で焼き上げる本格薪窯焼きピッツァのデリバリー事業」

大阪府 玄氣食堂　ゆいまる － テイクアウト商品強化並びにネット環境等を通じた新規顧客獲得

大阪府 株式会社八兎 7120901038517 テイクアウト需要の増加。ネット販売の強化。

大阪府 サロン凛 － ＥＣ・ＳＮＳ分野への注力とトータル美容サービス

大阪府 ＪＵＮＫ　ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮＳ － 「帽子専門ＷＥＢ展示会」をきっかけとしたコロナ対応ビジネス

大阪府 株式会社ケイ・ジェイ・ワークス 4120901021995 非対面型のＷｅｂ活用によるイベント集客のためのオンライン配信環境整備

大阪府 株式会社イルヒート 7120101060965 ｉｒｕ　ｃｏｉｎ　ｄｅ　ｒｕｅ　皆で取り組むコロナ感染症対策施策！

大阪府 餃子　立山 － インターネットを活用した餃子の全国販売事業

大阪府 株式会社Ｋ－ｐｌａｎｎｉｎｇ 7120101056955 工期短縮による業務効率化のための重機導入

大阪府 株式会社ａｔｏｒｉｅ 2120101053593 お客様を離さない！お客様を育てる技術のオンライン配信事業

大阪府 居酒屋千広 － テイクアウトとデリバリーの新たなＰＲ戦略

大阪府 でみず鍼灸整骨院 － 筋肉改善と水素吸入による免疫力回復機器を通じた新規顧客獲得

大阪府
特定非営利活動法人進路サポートセン
ター大阪

4120105008922 ネットによる高校生・保護者・教員の情報提供

大阪府 株式会社さぬき造園土木 3120101041481 タテ型！ステキ！葉野菜の栽培ポールポットのインターネット販売

大阪府 和泉砿油株式会社 2120101041193 新型コロナウイルス時代のオンラインによる車両販売事業

大阪府 株式会社北坂塗装 2120101055342 ホームページ作成と外国人実習生も操作可能な社内システムの構築

大阪府 合同会社青空ひまわり 1120103002194 心のこもった手作り商品のネットショップ事業

大阪府 有限会社ＫＭＧ 5120102001227 自社開発商品のネット販売事業

大阪府 株式会社ＣｏＣｏ　ｉｅ 9120101057555 特設サイト作成による非対面営業システムの導入事業

大阪府 株式会社毎日 2120101041937 ＥＣ・ＷＥＢサイト導入によるＢｔｏＢからＢｔｏＣへ販路拡大

大阪府 株式会社一竜小野建築 1120101061894 廃材を再利用したインテリア雑貨販売のためのＥＣサイト構築

大阪府 株式会社ＣＨＡＴ 1120101058346 いのちをつなぐオンラインシステム構築事業
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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）
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。

大阪府 天平 － Ｗｅｂサイト・ＥＣサイト構築による経営力強化

大阪府 Ｐｅｔｉｔ　ｂｉｊｏｕ － 新生活様式に順応する為の新メニュー『セルフエステ』

大阪府 株式会社ＮＩＮＡ 5120103001911 新規顧客を取り込むための自社ホームページのシステム移行

大阪府 牛堂勝広 － 対中国マッチング＆非対面コンサルタント業務全般

大阪府 株式会社サンソリッド 9120001146714 非対面営業スタイルへの転換と周知拡大による個人客の新規開拓

大阪府 大協テックス株式会社 4120001083342 農業に活路を！「ＫＡＭＩＴＡＭＡ　ＲＩＣＥ」ブランド確立による販路拡大

大阪府 株式会社ＪＯＩＮＴ 2122001028361 「コロナに影響されない、わたしの倉庫」

大阪府 株式会社国際グループ 4120001211118 ホームページ新設による外国人材有料職業紹介事業の推進

大阪府 アットクリエイト株式会社 7122001028704 作業空間の密状態をさけ、高品質な機械設備を製造できる体制構築

大阪府 ＯＳＡＲＵ　ＣＯＦＦＥＥ － テイクアウトを主とする店舗改装（下記、改装後図面）

大阪府 株式会社ＦＩＬＯ 6120101056287 オンライン非対面講座を取り入れ、全国へ新規顧客開拓をします

大阪府 Ｙｓｔｙｌｅ株式会社 3120901040583 バースデーケーキ予約アプリ導入による非対面ビジネスモデル構築

大阪府 にがおえ屋ぽん太 － ＨＰ制作し非接触型似顔絵で全国への新規顧客開拓を目指します

大阪府 株式会社オオイシ 1120001212589 熟練職人による型枠工事請負オンラインコンサルティングサロン

大阪府 スタジオカルマ － 動画制作による非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 合同会社ＬＩＡ 1140003014239 オンラインを活用したイベント人材派遣事業

大阪府 株式会社サンエスファイル 1122001024997 文具を起点にした既存ビジネス及び新規ビジネスのオンライン展開

大阪府 ルートロック － 自分だけの服が作れるＥＣサイトの構築

大阪府 オーシャンインターツーリスト － 【旅行ＥＣサイトショップとテレワークの導入】

大阪府 エムダブ株式会社 3120001114313 ＷＥＢサイト管理サービスの受注増マーケティング

大阪府 サザン・スター － ＨＰ制作し非接触型ビジネス！全国へボイストレーニング動画販売

大阪府 株式会社ＮＦＬ 8120001122724 【残布を使ったテディベアのネット販売】

大阪府 伊川板硝子鏡工業所 － Ｗｅｂ活用による効率的非対面型集客システムの構築

大阪府 ｇｌｉｔｔｅｒ － ネットショップの整備と販路拡大による新たな収益源の確保

大阪府 地域密着お家型サロンＨｉＭａｗａｒｉ － リラクセーション岩盤浴非接触セルフ完全個室ビジネスへの転換

大阪府 株式会社コスモスシード 2120901015553 ホームページリニューアルと展示会開催による販路開拓事業

大阪府 ＮｅｖｅｒＶａｌｕｅＣｒｅａｔｉｏｎ株式会社 2122001029533 【ＨＰリニューアルとＤＭ送付による売上拡大】

大阪府 ヤスダ建設 － ネットを通じた新規顧客の獲得と、販促用チラシの制作

大阪府 上等カレーＢＲ － テイクアウトのオンライン注文導入と宣伝活動による新規顧客獲得

大阪府 北堀江　鮨与志 － 高級食材を使った海鮮料理や鍋、寿司のケータリング

大阪府 京すし － コロナ禍での新生活様式対応すし店運営事業

大阪府 株式会社ビジョンアカデミー 1120001203613 自宅でできる小腸ケアを配信するオンラインサロンの構築

大阪府 ＡＤＩＴＹＡ － レッスンから顧客管理まで一括で行えるＨＰの構築
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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）
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。

大阪府 株式会社上方ビール 3120001215648 日本初！銭湯跡地を活用した工場で造ったビールを全国に！

大阪府 有限会社柳金属製作所 3120002047116 動画配信によるオンライン工場見学の取組事業

大阪府 錬鍼灸整骨院 － 密防止予約システム及び、非対面患者コンタクトシステムの構築

大阪府 ＢＡＲ　Ｓｉｍｂａｒ（バー　シンバ） － 人気のフードメニュー、カレーなどをテイクアウトで

大阪府 サーレ　アンド　ペペ － ホームページ新設とテイクアウト予約システムによる売上回復計画

大阪府 株式会社Ｓ－ＢＲＡＩＮ 7120001106554 オンライン研修・経営相談体制整備で新規顧客を獲得

大阪府 有限会社一期一会 6120002066369 ホームページ改修で新規顧客獲得

大阪府 株式会社Ｍｅｚｚｏ 5340001014828 ＥＣモール事業での販路拡大とランディングページ制作による売上増加

大阪府 セイルシステム株式会社 6120001116728 輸入車で悩むユーザーと整備士の機会創出事業（メンラボ）

大阪府 株式会社トラストビジョン 4120001100881 テイクアウト・デリバリー事業の強化で、新規顧客を獲得

大阪府 雅モールド － 製品製造・加工を発注できるＥＣサイトの構築

大阪府 株式会社キョウドウ 2120001078179 インターネットによるＭ＆Ａ事業への新規海外顧客の獲得

大阪府 ａｔ　ｔｈｅ　ｂａｒ． － 人気の燻製やチョコレートなどバーフードのテイクアウト

大阪府 ヒラタ鍼灸整骨院 － 非対面での問診・動画・販売開始で、新たな整骨院の形をつくる！

大阪府 株式会社ユージン 3120001071653 テレワーク設備の導入による就業環境整備

大阪府 完植造園 － インターネットを通じた新規顧客開拓

大阪府 有限会社末藤コーポレーション 2120002078533 業務内製化とＷＥＢ会議・テレワーク導入による新事業業施策

大阪府 株式会社ユナイテッドホーム 9122001028512 ＨＰリニューアルによる、オンライン商談対策

大阪府 株式会社ネクサスジャパン 6120001108535 非対面による不動産仲介業促進事業

大阪府 ＳＴＲＡＹ　ＣＡＴ　ＣＡＦＥ － 珈琲焙煎機導入によりオリジナルブレンド豆をネット販売

大阪府 株式会社トライアングル 2122001032124 自社の強みを活かした新規事業　家電販売の自社ＥＣサイト構築

大阪府 株式会社ＧｒａｎｄＭｅｒｃｉ 5120001200391 ＥＣサイト制作で非接触型に転換、全国の髪のお悩みを解決します

大阪府 有限会社イシキチ 5120002063359 ＥＣサイト「タイヤグッドプライス」及び「タイヤ良販本舗」での拡販

大阪府 合同会社ＨＩＴＯ‐ＴＯ‐ＨＩＴＯ 8122003001682 ＨＰのリニューアルとＥＣ販売で、非対面で販売促進事業

大阪府 グランプラス － テイクアウト主体のオープンカフェバリアフリー化店舗改装工事

大阪府 ＧｕｅｓｔＨｏｕｓｅＨＡＲＵ － 自社ＥＣ構築と宿泊サイト活用によるゲストハウスのコロナ克服術

大阪府 総合事業サポート株式会社 8120001214109 オンライン対談と動画コンテンツによる非対面型コンサルへの転換

大阪府 合同会社あずみプク 4120003015599 ＥＣサイト・非対面収録によるゲームの開発・グッズ販売計画

大阪府 ビューティーエスジャパン － コロナに負けず、大手に負けず！無名ＥＣ世界進出への販路拡大

大阪府 株式会社イディアム 4130001040441 非対面型の健康食品販売サービス！

大阪府 ＡＬＩＭＡＮＯ － “アコヤ真珠”アクセサリーの開発とネット販売の導入

大阪府 有限会社Ｋ・Ｆ・Ｐ・エイジェンシー 6120002082011 動画とＳＮＳを駆使した黒毛和牛の通信販売促進と新規顧客開拓

大阪府 株式会社えくぼ 1122001034039 自社ＨＰ開設とチラシ制作による非対面型営業への転換と事業拡大

35 / 99 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。

大阪府 くれは整骨院 － オンライン健康相談＆運動指導ＨＰの新設による売上増

大阪府 株式会社ユニファイン 5120001199146 和菓子「和ごころ」のブランディング化・ＷＥＢ通販事業の展開

大阪府 江島　朋洋 － イベント型ビジネスマッチングオンライン化推進事業

大阪府
まつげエクステ専門店ＥｙｅｌａｓｈｓａｌｏｎＲｕ
ｃｈｅ

－ 店舗外の販路開拓（ＥＣ）と新商品開発による顧客単価向上

大阪府 アポロ印刷株式会社 2120001073980 新サービス「自撮り動画編集サービス」での新規販路開拓

大阪府 Ｍａｙｕｍｕ － 子育てママがイキイキするオンラインサロン開設＆販売促進事業

大阪府 大人の学び舎～ガナパティ～ － 人生を豊かにする大人の寺子屋の販路開拓

大阪府 ナルンドコムアカデミー － 非接触型に転換。オンライン指導システム導入に伴う広報活動

大阪府 ＴＳＫハウジング株式会社 1120901011529 ＷＥＢ商談ツールを活用した非対面営業体制の構築

大阪府 ＧｌｏｂａｌＬｉｎｅｓ株式会社 7120001199516 インターネット販売による新たな販路開拓事業

大阪府 株式会社創意技巧 6120101061576 オンライン展示会への出展及びホームページ充実による販路拡大

大阪府 沖縄料理島酒たろんち － 店舗改善でコロナ対策強化とランチ営業、テイクアウトの販路拡大

大阪府 むかしむかしあるところに － 新商品開発とＥＣ活用による非対面販路の導入事業

大阪府 Ｍカッセ － コロナ対応している事に伴うホームページ広報で新規顧客開拓

大阪府 有限会社龍泉 5120002080437 安全な店内とテイクアウト販売で経営強化。

大阪府 串揚げ・旬菜いかるが － 店頭スペースを改装して行うテイクアウトと串カツ実演販売事業

大阪府 Ｈｅａｒｔｙ － オンライン配信を活用した非対面サービスの導入による販路拡大

大阪府 有限会社ダンス夢ファクトリー 3120002031466 オンラインレッスンによるダンスの非対面ビジネスを確立

大阪府 株式会社アルファ設計工務 8120901010350 Ｗｅｂチャットシステムによるオンライン商談の取り組み事業計画

大阪府 株式会社オーピーエス 6120901016639 和紙と木毛のクッションの転用による販路開拓と生産性向上

大阪府 河内堂 － ＥＣサイトを設立し全国のパチンコ店への効率的な備品供給を実現

大阪府 有限会社ダブファンクション 7170002006162 ＡＩシステムとＩＣＴ、動画を活用したリモートコンサルティング

大阪府 アドアステラ株式会社 2120001211755 「ＹｏｕＴｕｂｅ広告やＬＩＮＥなどのＳＮＳを活用した非対面下での顧客獲得事業」

大阪府 シナジムくずは店 － 非接触型に特化した身体の機能改善のための設備投資

大阪府 株式会社昭和 5120001012556 ＷＥＢ販売事業の構築「紙屋の本格ＥＣサイト」

大阪府 ｓｉｍｐｌｅ － オンラインによる相談、消毒作業で、快適な心地よい空間を提供

大阪府 株式会社セブンブリッジ 2120001082643 自社ホームページ刷新による新規法人顧客獲得とＢｔｏＣ事業への進出

大阪府 株式会社Ｌｅｉ　Ａｌｏｈａ 5120001192431 店舗内外改装とＥＣサイト構築、新商品とチラシ配布で売上アップ

大阪府 株式会社ニコソル 8120001139801 テレワーク可能な営業支援システムの導入による新たな販路等開拓

大阪府 栗山縫製株式会社 9122001002236 アイソレーションガウンの国内供給体制確立のための延反機導入

大阪府 新誠プロパティマネジメント株式会社 4120002068061 非対面型宿泊施設への転換及び新規宿泊施設の開設

大阪府 Ｍｏｎｄ － ＨＰリニューアルによるオンライン講座の導入

大阪府 ａｎｆｒｕｍ － ＨＰリニューアルと新型コロナ対策を徹底した店舗の内装工事
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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）
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。

大阪府 スナックメリー － 事前来店予約導入による対応時間の削減と新規顧客開拓の宣伝活動

大阪府 株式会社ＭＣＣ 8480001002519 ホームページ公開とテレワーク推進による販路開拓

大阪府 知新風月 － テイクアウトのオンライン注文導入と宣伝活動による新規顧客獲得

大阪府 株式会社タカラトランスポートサービス 3120001194363 オンライン商談機能を搭載したホームページへの改修。

大阪府 リラクゼーションサロンＦｒｅｈｅａｄ － 設備導入により非接触でのメニュー強化と近隣への認知度アップ

大阪府 株式会社Ｌｅ　ａｒｃ　ｅｎ　ｃｉｅｌ． 5120001211018 オンライン美容相談および訪問美容のためのＷＥＢサイト構築事業

大阪府 有限会社メガネは長江 2120902007871 非対面で目や耳の不調を改善するサービスを提供する取り組み

大阪府 ｇａｄｇｅｔ４ｇｉｆｔ － 自社ＥＣと買取サイト構築、既存販路強化・仕入向上・業務効率化

大阪府 里美はりきゅう整骨院 － オンラインケアによる免疫力ＵＰ＆ＷＥＢ広告による販路拡大

大阪府 株式会社優和工業 8120901037402 自社ＨＰを利用したオンライン相談会を開始する

大阪府 合同会社アセットニュース 8120003013277 オンライン商談可能なホームページによる非対面販路の構築

大阪府 株式会社ウインクｗ 2120001143643 オンライン商談の導入と、抗ウィルスコスチュームへの刷新

大阪府 Ｐｒｉｖａｔｅ　ｓａｌｏｎ　アキ － 男性専門サロンオープンに伴いオンライン予約サービスの導入

大阪府 有限会社ネックス大阪 8120002052466 ネットを通じた遠方客の新規開拓・趣味カー販売と中古パーツの通販

大阪府 株式会社ここからフードサービス 9140001094655 アプリを通じた新規顧客獲得・予約管理と「肉」のＥＣ販売へ転換

大阪府 株式会社ティーオークリエイト 8120901040884 カタログ及びホームページの更新、並びにリモートワーク適応化

大阪府 ステップバイステップ － オンラインレッスンの導入とチラシ配布による新たな販路開拓

大阪府 かたの整骨院 － 「自宅への訪問施術モデル」を強化、非対面のための機器貸出。

大阪府 ヘアーズにゅう５ －
ＰＯＳレジシステム活用による新規顧客獲得及び既存客固定化による売上向
上

大阪府 有限会社イノキ 9120002012519 コロナに対抗！感染対策を徹底しＣＳと安心の向上と強化事業

大阪府 Ｒａｔｉｋａ－ラティカ－ － 雑貨販売のＥＣサイトの立ち上げ

大阪府 シード株式会社 2120001015982 トラブル防止用業務確認カメラ設置及びホームページ制作事業

大阪府 ＳＡＫＩＡＪＩ － オンライン営業による新規顧客の獲得

大阪府 日高産業株式会社 5120001036200 消耗部品の加工内製化と新規事業との営業連携

大阪府 Ｔａｍａｏ　Ｙｕｇｅ － オンラインショップを新設し新たな購買層の販売ルートを獲得する

大阪府 合同会社ふたば 7120103003195
感染拡大期の集団授業のオンライン化と近隣家庭への周知をするための広
報

大阪府 合同会社シュイコーポレーション 9120903002510 オンラインセミナーやカタログ、動画を活用して営業強化！

大阪府 アジマリ － オンライン中心の結婚相談所

大阪府 永和空調株式会社 6120001022455 「オンライン販売システム構築」による設備機器の新規販路開拓

大阪府 株式会社ＫＩＥＫＯ 8120001219314 ウィズコロナ渦での売上アップを目的とした非対面ビジネス進出

大阪府 株式会社ＣＯＭＰＬＥＴＥ 7120001113534 ロケーションサービスによる地域活性化と貸切バスへの紐付け計画

大阪府 合同会社ジャグラー商店 9120003016353 テイクアウト設備の導入による中食利用の強化

大阪府 株式会社ＭＡＫＥ 4120901032654 コロナに負けない体作りオンラインストレッチ講座構築事業
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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）
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。

大阪府 大元住建 － 非接触非対応の宿泊型モデルハウス見学会募集用ホームページ新設

大阪府 ｓｔｕｄｉｏ　Ｓ － 障害児を持つシングルマザーのエステサロン・ビジネスモデル再構築

大阪府 桜花整体院 － オンラインでの腰痛相談、オンライン診療が可能なホームページ制作

大阪府 ときわ管財センター株式会社 8120001157844 大阪万博に向けグループ・家族利用に最適、民泊非対面化事業。

大阪府 株式会社光明きゃん 5120001126711 非対面で出来るデザイン事業に注力する

大阪府 キッズスマイルＧ株式会社 2120901035808 高槻魅力館（高槻の企業・活動を紹介するサイト）

大阪府 有限会社医学の友社 5120002065818 ｗｅｂ配信を活用した非対面型看護セミナーで新規顧客獲得

大阪府 インテグラーレ － 中高年、介護者向けの本格イタリアン宅配事業

大阪府 株式会社とり竹グループ 8120901019838 非対面型ビジネスによる販路拡大事業

大阪府 劇団タルオルム － ＩＴを活用したオンライン配信・演劇レッスンの開始

大阪府 ヂャストリー株式会社 9120001084352 コロナ禍対策による非対面販売・リモート営業活動に実施

大阪府 ＭＯＺＵ　ＨＯＵＳＥ － ゲストルームの完全非対面化による国内居住者の新規利用獲得

大阪府 ｃｕｇｎｅｔｔｅ － コロナをチャンスに！新規顧客獲得への道

大阪府 株式会社ｍ．ｇＲＡＤ 1122001032570 ＥＣサイトで自社製品の販売強化の取り組み

大阪府 株式会社オートグラスジャパン 3120001200435 ホームページを改修により新規顧客獲得

大阪府 西中の森鍼灸整骨院 － オンライン治療動画及びＥＣサイトをＬＥＤ電飾看板で販路開拓

大阪府 ＢＡＲ２３ － 宅飲み応援！本格手ごねピッツアのテイクアウト化で売上拡大

大阪府 健康整体院 － オンラインを活用したセミナーと通販サイトによる新規顧客獲得

大阪府 株式会社アール・オー・アイ 5120001133195 Ｗｉｔｈコロナ時代の保険代理店への転換

大阪府 株式会社ＫＮＣ 2140001029386 新販路専用のホームページの開設と非対面商談で販路を開拓

大阪府 有限会社幸楽 5120902020566 非対面型省エネコンサルティング営業による販路開拓事業

大阪府 よし留 － 鯖の棒寿司テイクアウト販売開始に伴うＷＥＢ決済の導入事業

大阪府 自然療法院　あさひ － ３密を避ける！ネットとチラシを活用した新規顧客の獲得

大阪府 ｍａ　ｃｈｅｒｉｅ － ＨＰとＥＣサイトで当店を体感して頂き、ファン顧客を増やす事業

大阪府 株式会社田村道場 8120001126477 モバイルオーダーシステムの導入とテイクアウト用冷蔵庫の増設

大阪府 心水 － 自社養鶏場「花屋鶏」でのネットショップ開設と顧客管理システム

大阪府 御食事処　月時 － 新事業（テクアウト）を柱とした自社ＥＣサイト構築

大阪府 ＣＲＯＭＡ － ＥＣサイトで物販を強化。非対面型ビジネスモデル促進で売上拡大

大阪府 ネイルサロンメルシー、ｐｏｂ － 腸内美容をオンラインで提供し全国の女性をきれいにする

大阪府 Ｄａｎｔｅ － ネット販売を利用した非対面ビジネスの構築

大阪府 マツダ画材株式会社 8120001006415 学生用に画材・デザイン用具を販売するためのＥＣサイト作成

大阪府 Ｍｐｏｗｅｒ － 『デザイン専用ＥＣサイト制作とオンライン商談で販路拡大』

大阪府 ＢａｒＩＮＦＩＮＩＴＹ － 日中を活用したＥＣサイト上でのアパレル販売
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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）
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。

大阪府 ＨＩＲＯ株式会社 7120001211791 オンライン授業動画及びＬＥＤ電飾看板動画配信での販路開拓

大阪府 株式会社一二三 7122001023531 ホームページを活用した広告宣伝とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 ｈａｉｒａｔｅｌｉｅｒａｌｆｒｅｄ － 安心してご来店頂けてリラクゼーションも味わえる半個室美容室

大阪府 ＡＢＣＷＯＲＬＤＷＩＤＥ株式会社 1122001031952 編み図販売仲介サイトの作成

大阪府 株式会社いなかもん 4120001215300 お家時間のお供に～ギフトマーケティング戦略～

大阪府 トータルフットケアプログレス － ネットでの化粧品販売と施術メニューの増加

大阪府 ＩｔａｌｉａｎＢａｒＰＩＯＧＧＩＡ － ①フードデリバリー事業と、②ＥＣサイトによる物販事業。

大阪府 株式会社マクシー 9120001190803 ウェブによる販路開拓と会員制サイトによる付加価値向上

大阪府 鍼灸治療院健美堂 － オンライン診療の推進と灸のネットショップの構築

大阪府 株式会社珠光 1120101003434 オンライン営業に方向転換し、非対面化ビジネスへの転化を図る

大阪府 ヨガスタジオｒｕｔｉｅ － 健康増進！コロナ対策しながらチラシ・ネットで新規集客

大阪府 欣栄株式会社 1120001173542 中国産ウナギの真空パック加工とインターネット販売事業

大阪府 株式会社バード・デザインハウス 8120001068983 『生産体制強化で新製品開発・ウィズコロナ時代の地域企業を活性化』

大阪府 いしざき治癒院 － 完全予約システムとオンライン整体で集客アップの取り組み

大阪府 Ｔｅｘ‐ＫｎｉｔＪａｐａｎ有限会社 8120002064899 ＥＣ販売事業の新構築

大阪府 株式会社花材や本舗 5120001210060 バイクを購入して宅配エリア拡大、冷凍唐揚げも販売、廃棄削減

大阪府 ＳｍｉｌｅＫｉｔｃｈｅｎ － テイクアウト・オンライン注文の告知向上にての販路開拓

大阪府 個別指導ライトアップ巽校 － オンライン授業などの特徴を動画配信した生徒募集の販路開拓

大阪府 有限会社イノ 7122002016170 感染対策及びオンラインによるセルフケア指導からの物販販路開拓

大阪府 シルバー商会 － 完全非対面スマホで完結カーシェア＆カーデリバリー

大阪府 株式会社マインド 8120901036338 オンラインショップの開設と移転・新メニュー導入

大阪府 株式会社十三花園 9120001055948 商品カタログを起点としたネット販売の強化

大阪府 ピラティススタジオオリーブ － 「機能回復」を目的とするオンラインピラティススタジオ

大阪府 株式会社日本障害者雇用総合研究所 2120001188779 非対面による障害者の新規採用及び雇用定着支援の実施

大阪府 酒菜鮮房にし家 － お持ち帰りも可能であるお店の宣伝を含むホームページの開設

大阪府 Ａｓ　ｉｓ　ｍｕｓｉｃ合同会社 5120003007414 映像配信の設備拡大と自社サイトによる価値訴求

大阪府 ココエキスプレス － オンライン見積りができるホームページとチラシで非対面集客

大阪府 株式会社エタニティポラリス 6120001190005 日本との架け橋になる非対面ビジネスへの転換

大阪府 柳瀬ワイチ株式会社 4120001091171 コロナ禍における自社ＥＣサイトの構築による販路開拓

大阪府 ポルトガル・トレード株式会社 9120901036122 ポルトガル産ワインに特化したＥＣでの新規顧客獲得

大阪府 株式会社エーデザイン 3120001226348 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ　非対面型ビジネスモデルによる販路開拓

大阪府 ティアラ － ＨＰ作成とＳＮＳ運用でサロンのＷＥＢ集客向上で新規顧客獲得

大阪府 古山綜合法律事務所 － チャットシステム・オンライン相談開始と周知ＨＰで集客アップ！
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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）
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
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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。

大阪府 Ｈａｒｉ　Ｃｕｒｅ（ハリキュア） － ホームページリニューアルによるコロナ対策の告知と通信販売・営業力強化

大阪府 ＳｈｏｗＹｏｕｒＳｍｉｌｅ － ホームページ制作し、コロナ対策告知による新規顧客開拓

大阪府 株式会社タカダ 3120001026566 自社ＥＣサイトの構築と受注システムの完備

大阪府 株式会社西川技建 7120101061377 非対面型（現場調査）による新規顧客強化事業

大阪府 株式会社しるし堂 6260003001427 中高年層向けのグッズ製作とホームページのリニューアル

大阪府 Ｓａｌｏｎ－ｄｅ－Ｇｏｌｄｓｈａｐｅ － 新事業「セルフエステ」事業の導入＆認知度向上

大阪府 株式会社ジェイケア 5120101047403 親や他施設ともオンラインでつながる放課後デイサービス構築

大阪府 株式会社セイコーライフ 3120001213189 非対面型営業への転換で、再度大阪の不動産を動かしていく

大阪府 ふくろう － ホームページなどを使った非対面販売

大阪府 ＭＡＩＳＯＮ　ＤＥ　ＳＴＥＬＬＡ － 「ＥＣサイトでの物販開始」と「個室で非対面セルフエステ」

大阪府 フジワラセイシロウ － セルフヘッドスパ促進とＥＣ決済オリジナルスマホアプリの開発

大阪府 貝と海老そして蟹 － 店主の自信作・大人気漢方カレーを自宅で楽しめるレトルト商品の開発

大阪府 華潾荘 － 民泊への日本人観光客の集客とリモートワーク等での活用

大阪府 創造荘 － オンライン商談可能なホームページにより、非対面の販路構築

大阪府 株式会社帆希 4120001215044 障がい者グループホームのオンライン面会ページ制作

大阪府 蔵満正樹 － ライブ配信と動画収録のカンタンで上質なお手伝い

大阪府 我妻塗装 － ドローンで遠隔屋根点検、環境対応型塗料で東大阪を明るくします

大阪府 株式会社アバンス 6120001167688 顧客管理システムと保険提案シミュレーションのＷＥＢ化

大阪府 株式会社ブッシュマン 7120001088693 外国人向け商品の開発と非対面型販路開拓

大阪府 合同会社Ｙ＆Ｓ 1120003012335 デリバリーとＥＣサイトにより非対面販売でアジア食材をお届け！

大阪府 まる徳ラーメン白鷺本店 － 人気ＮＯ１油そばのテイクアウト！店の看板を変えしっかり宣伝作戦

大阪府 株式会社アーバンコキタ 6120001155206 Ｙｏｕｔｕｂｅを利用した不動産内覧紹介とオンライン営業

大阪府 パーソナルトレーニングジムＫＰＲ － オンラインでのトレーニング指導ＷＥＢサイト及び動画作成

大阪府 ｅｎ　ｆｒｅｒｅ　堺店 － 頭皮改善セルフヘッドスパ非対面型ビジネスモデルへの転換事業

大阪府 まる徳ラーメン泉大津店 － 汁物以外店内の全てをテイクアウト可能に！看板設置で宣伝強化

大阪府 株式会社クマノテック 6120001224126 オンライン工場見学で新規受注大作戦！

大阪府 有限会社イートデザイン 6120002067474 鳥の味にこだわった「鳥の焼き肉店」が行うテイクアウト事業

大阪府 井内純一郎 － コロナ禍のニーズに対応する映像収録から配信への業態転換

大阪府 株式会社ＥＸＣＥＥＤ 6120001178173 映像資料を用いて新事業の提案、広報活動を行い新規顧客獲得

大阪府 フロレスタ泉ヶ丘駅前店 － デリバリーとＥＣ販売に取り組み、非対面化ビジネスモデルの推進

大阪府 ハンターストア株式会社 4120901040062 オンライン販売強化と集客拡大に向け魅力あるＰＲ用動画制作

大阪府 Ａｕｔｏ　Ｔａｓｔｅ － ウエットブラストマシン導入による業務効率化と製品供給安定化

大阪府 株式会社ＳＰＩＥＬＥＮ 9122001031904 店舗の安全対策の充実とオンラインサービスによる顧客獲得
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大阪府 株式会社フラッシュ企画 3120001145804 自宅で簡単！ＥＣサイトで家道キットのネット販売で新規顧客開拓

大阪府 ＭＯＺ　ＣＲＡＦＴ　（モズ　クラフト） － ３Ｄプリンター製品開発とレストアパーツオンライン販売事業

大阪府 川崎農園 － コロナ禍でも動画・ＳＮＳを駆使しての地域顧客との信頼向上

大阪府 ナカムラシステムサービス株式会社 4120901019932 ＷＥＢを活用したリモートワークに必要な資料印刷サービス

大阪府 株式会社ＤＴ　Ｓｗｉｆｔ 4120001197778 インターネットを活用した非接触型不動産営業事業による売上拡大

大阪府 株式会社小嶋印刷 7120001063837 印刷物からデジタル化『電子ブック＆動画作成』事業

大阪府 竹原千惠 － プロが教えるオンラインメイクレッスン及びＥＣ運用事業

大阪府 株式会社ウイング 4122001029358 医療面談サービスがオンラインでも可能になりました

大阪府 株式会社飛弾創建 8120001057929 ズーム・ユーチューブ・ＬＩＮＥ・ＥＣサイト活用で完全非対面化

大阪府 株式会社ｓｕｃｒｅ 6120001153060 エスプレッソマシンを活用した本格派珈琲テイクアウト

大阪府 山野酒造株式会社 2120001147248 ネットとリアルの酒蔵見学・酒蔵視察による新規顧客開拓

大阪府 Ｄａｙ・ｂｙ・Ｄａｙ － きれいな空気の店内と、オンラインスナックスタート。

大阪府 牛尾 － ＥＣサイトによる真空×ミールキット通販

大阪府 有限会社クレール 9120002067307 ＥＣで実現・製造直販、この商品がこの価格！これは買いだ！計画

大阪府 株式会社ｌｅｇａｍｅ 1120001196493 好評の燻製料理を当店の目玉商品にし、設備を内製化する。

大阪府 株式会社サンコー 9120101059616 改修リフォームのオンライン相談窓口の構築

大阪府 カフェ遊夢 － 写真や文字ではなく実物を目にして見た目で購入作戦

大阪府 株式会社プラグワークショップ 7120001181440 「地方スーパーのドライブスルー化の遠隔営業でＶ字回復」事業

大阪府 ｌｅａｆ － セルフホワイトニング機導入で新規顧客開拓！

大阪府 株式会社フェローズ 7120001088223 オンラインレッスン＆ライブ「ＨＭＳ．ｔｖ（仮）」

大阪府 Ｋ．Ｏｆｆｉｃｅ － ＥＣ向け完全非対面での撮影サービスと新規顧客の獲得

大阪府 お晩菜なみさん － ホームページを利用したランチのテイクアウトによる非対面販売

大阪府 株式会社やっすんこーぽれーしょん 7120001219950 厳選したお酒のＥＣサイトによる販路開拓

大阪府 株式会社アスリートプラス 4120001218096 自社ＥＣサイト構築による販路開拓と売上回復

大阪府 株式会社ｔｈｅ　ｌａＢ．ｍｅｄｉａ　ｓｏｌｕｔｉｏｎ 3120001141316 ＡＲコンテンツ開発・ＥＣサイト構築・オンライン販売促進

大阪府 Ｔ＆Ｄ株式会社 7120001146047 飛距離計測機器等の非対面ゴルフ練習場運営及び関連商品開発販売

大阪府 吹田不動産販売株式会社 1120901014812 オンラインで完結　非対面型の不動産個人売買サイトの構築

大阪府
Ｂａｓｅ－ｃｈｉｃ　ｄｅｎｔａｌ　ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ（ベー
シックデンタルラボラ

－ Ｗｅｂ活用して、オンラインデーターの受注で売り上げＵＰ

大阪府 コロナ株式会社 8120001049570 ショールームを新設して非対面型ビジネスモデルの営業活動事業

大阪府 ハッピーロード － 社会的弱者に優しい店づくりとＨＰによる出張散髪サービスの周知

大阪府 阪都管財株式会社 8120001198888 ＷＥＢコンテンツの活用で効率的に新規開拓活動を実施していく。

大阪府 ＣａｆｅＦｒｅｅ’ｓ － テイクアウトを活用することで、新たな顧客開拓を目指す。

大阪府 株式会社ＧｏｏｄＦｏｒｔｕｎｅ 3120001217099 ＥＣサイトとサブスクモデルの構築による経営基盤強化事業
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大阪府 株式会社プラセルボ 2120101051622 営業活動のオンライン化による新規開拓事業

大阪府 株式会社ＮｉｎｅＨｏｍｅ 1120001201245 非対面予約システムと店内の新型コロナ感染防止対策

大阪府 株式会社ｏｆｆｉｃｅ７５ 5120101051545 看板をリニューアルしテイクアウト販売を大きく宣伝する！

大阪府 関西シティライフ建設 － ホームページのリニューアルで不動産販売事業強化

大阪府 有限会社ジューク 3120002064697 コロナを打ち飛ばせ。オンラインゴルフレッスン事業

大阪府 株式会社ｇｅｒｍｉｎａｔｉｏｎ 5120001174751 消費者向けＥＣサイトの制作とプレス向け販売促進の実施

大阪府 結志企画 － ウィズコロナ実践！レッスンのオンライン配信とジム内感染予防

大阪府
少人数制のヨガとピラティススタジオ＆サ
ロンＢｅａｕｔｙＢｏｎｅ（ビューティーボー

－ オンラインにて非接触のヨガ指導へホームページ作成し新規の獲得

大阪府 ＢＥＡＵＭＯＮ（ビューモン） － 最新機器の活用で新規客顧客獲得・非対面時間の増加

大阪府 ＴＨシステムサポート株式会社 8120101048605 学生スポーツ障害患者向けに機器レンタルで非対面サービス開始！

大阪府 なないろの樹 － 商品数を増やし、ターゲット層を拡大する事で新規顧客が得られる

大阪府 フォト＆デザイン撮るひとつくる人 － キッチンスタジオでの商品撮影事業新規顧客開拓

大阪府 株式会社エクレ 6120901032280 テレビ会議システムを活用した学習指導の導入

大阪府 Ｔａｋｅ－Ｓａｋｅ － 人気のフードメニュー、パスタなどをテイクアウトで

大阪府 釜永敬之税理士事務所 － 非対面営業用ホームページの作成による新規顧客開拓

大阪府 Ｓ＋ＨＯＭＥ － ＷＥＢ住宅展示場を活用した住宅会社選びのコーディネート事業

大阪府 大原明紀子 － オンラインメイクレッスン予約管理システム構築及びＥＣ運営事業

大阪府 Ｐｏｕｒ　Ｖｏｕｓ － 肌老化に悩む方向け自分で出来るオンラインエステの販売促進事業

大阪府 Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ　Ｄｅｓｉｇｎ －
産直野菜をメインとしたＥＣマーケットプレイスを立上げ、新たな販路開拓と事
業拡大を目指す

大阪府 ｈｅａｌ　ｂｏｄｙ　整体院　ｂｙ　ＡＬＴＵＲＡ － 予約サイトによる非対面予約の実施とクロスセリングによる単価向上事業

大阪府 ツギエ － ｗｉｔｈコロナ時代の占い・セラピー事業への転換で販路拡大

大阪府 Ｍａｃａｕｄａ（マカウダ） － 南イタリアの郷土料理の味を家庭で楽しめる生パスタの通販

大阪府 Ｅｙｅｌａｓｈ　ｓａｌｏｎ　Ｃａｌｍｏ － 自社特製美容液のネット販売事業

大阪府 すきま産業 － ＳＮＳを使った非対面型ビジネスモデルによるキッチンカー営業

大阪府 ケンツフラット・カンパニー株式会社 4120001202001 ＥＣサイト・マッチングサービスによる非対面での販路拡大

大阪府 白木工房 － オンライン完結型オリジナルショップアプリ開発とＥＣ販売

大阪府 有限会社カーオーディオクラブ 6120902002588 ネット販売＆商品パッケージ化による接触頻度低減店舗の実現事業

大阪府 毎日発條株式会社 4120001050648 ＥＣサイト構築による自社ブランドの商品展開で売上向上を目指す

大阪府 有限会社でぃらいと 6120902016225 テレワーク導入及びメンタルケア事業でコロナに負けない経営！

大阪府 ＮＡＮＹＵ － 非対面で安心！オンライン教室の撮影スタジオとＨＰ開設サポート

大阪府 ＰＬＡＴＩＮＵＭ － コロナ感染対策の徹底とネットを活用した集客ツール導入

大阪府 ＢＲＡＮＤＯＳＥＥ（ブランドゥシー） － 動画コンテンツ及びＷＥＢ相談による非対面コンサルティング事業

大阪府 薬学教育のポシブル － 薬学に特化した映像講義のＥＣサイトでの提供とその販路拡大
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大阪府 Ｐｕｍｐｉｔ － ジムのオンライン化を行い、新規顧客の獲得、固定客の継続利用を促す

大阪府 ＰＩＺＺＡ　ＦＯＲＴＵＮＡ － テイクアウト・デリバリー強化に向けた差別化された商品開発事業

大阪府 ｆａｉｔ　ｅｎ　ｂｏｎｂｏｎｓ － ネット通販と卸売り販路拡大に対応するための生産体制の強化。

大阪府 Ｓ．ＳＴＵＤＩＯ － スタジオＨＰ及びオンラインレッスン予約システムの導入

大阪府 株式会社エス・カルテット 4120001114386 オンライン展示場の構築し、既存顧客、新規顧客への販売を促進

大阪府 総合芸能センターキャッチ －
ドラマ製作．収録．編集．配信まで全て自力で完結　新しいテーストのドラマ番
組提供

大阪府 ＰＲＩＭＡＲＹ － オリジナル商品による新規顧客開拓とＷＥＢ事業による販路拡大

大阪府 海鮮丼の駅前大阪１号店 － コロナ禍で輝く海鮮丼のデリバリー

大阪府 株式会社ＨＴＨ 1120001183731 介護開業希望者への「オンラインセミナー」事業

大阪府 株式会社コロケット 2120101056803 『体験型スペース　コロケット』の誕生

大阪府 カフェダイニングよりみち － テイクアウトの認知度をアップしでコロナ渦での生き残りを図る！

大阪府 前田学習塾 － オンライン授業などの特徴を動画配信した生徒募集の販路開拓

大阪府 とこしえ株式会社 8120001216237 感染症防止対策を施したサービスとＨＰを活用した新規顧客の獲得

大阪府 株式会社ＩＳＰ 3120001173846 当店の人気メニューをテイクアウトし、自宅で楽しんで頂ける事業

大阪府 お好み焼き　くる － シニア向けメニュー開発、テイクアウト、デリバリーサービス事業

大阪府 有限会社ワンオール 4120102022546 ウェブ販売による販路開拓と感染対策に特化した店舗改装

大阪府 森のねこ舎 － 保護猫活動への理解をリモートで配信する

大阪府 長村鍼灸院 － 新しい生活様式に対応した会員制クラブ「関西女子の放課後」ＰＲ

大阪府 株式会社バル・プランニング 5120001087524 新たな試作品開発とＨＰ、ＥＣサイトによる非対面による販路開拓

大阪府 あんじ整体院 － リモート整体と炭酸整体を活用した通販事業の導入

大阪府 ふじたや － 既存事業のオンライン販売への転換及び新たな市場への参入

大阪府 クイック＋プラス１ － みんなの美容技術で地域を元気に　シェアサロン・プラットフォーム

大阪府 株式会社テストラム 4120901007508 展示ブースやリモートシステム導入によるコロナ対応と販促の両立

大阪府 株式会社スペシャルアザーズ 6140001097495 テレワーク対応設備の導入と徹底した感染対策を実施

大阪府 ごえん － テイクアウトで本格和食をご家庭で　新しい外食の形

大阪府 株式会社創健ヘルスケア 1120001209247 アフターコロナ需要を取込む美肌・免疫サポート健食のＥＣ販路開拓

大阪府 ｓｉｌｖｅｒ－ｓｐｏｏｎ － オンライン電子書籍出版講座事業

大阪府 地鶏炭焼き伝介 － テイクアウト開始、客単価上昇、知名度アップによる売上回復！

大阪府 創作ダイニングりとむ － テイクアウトの強化と新メニューによる売り上げ向上

大阪府 衆諾株式会社 8120001207401 ＥＣサイトによる営業効率化・売上向上

大阪府 マドレーヌ － ネット販売を利用した非対面ビジネスの構築

大阪府 合同会社レディーファーマシー 8120003011529 オンライン相談、ネット注文システム構築よる新規顧客の獲得

大阪府 ｈｉｄａｍａｒｉ（ヒダマリ） － （１）オンライン診断（２）ネット販売（３）待合室の非対面三本柱で新業態化
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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。

大阪府 ＢｕＺＺ英会話＆学習塾 － レッスンと教材のオンライン化による商圏拡大

大阪府 株式会社ＲＩＣＯ 2120901032540 インターネットショップ機能付きホームページサイト作成

大阪府 ｓｔｕｄｉｏ　Ｙａｎａｇｉｉｉ － スマホに溢れるデータもお任せ！オンデマンドで付加価値向上計画

大阪府 株式会社ファームライズ 9120001122797 テイクアウト・デリバリーによる店外売上の獲得と日本人の集客

大阪府 鮨龍平 － 鮨料理人が本気で取り組むテイクアウトメニュー

大阪府 ＺＡＢＯＮ － 感染予防策の徹底と自店の強み訴求による利用者拡大をする事業

大阪府 株式会社Ｙ＆Ｍｏｔｏフードサービス 6120001188379 デリバリービジネスによる非対面型ビジネスの構築

大阪府 フジイ・カラーリプロ株式会社 2120001010901 色や形を自由に選べる地球環境にやさしい抗菌シートの販路拡大

大阪府 ひらばる整骨院 － コロナ禍における整骨院での非接触施術サービスの構築

大阪府 有限会社近代荘 9122002001559 コロナ禍における学生寮での感染症対策

大阪府 有限会社野上工作所 1120102014447 【新事業取り組による事業内製化と効率化の両立】

大阪府 大船装飾株式会社 9120001042005 在宅勤務体制の構築と並行して行う全く新たな建材販売事業

大阪府 まらねろレンタリース株式会社 1120901033291 新サービスＰＲ大作戦でコロナ危機を乗り越える！

大阪府 株式会社源邑光北野刃物製作所 9120001017345 ＥＣサイト付き英語版ホームページの作成による新たな販路開拓

大阪府 かなや整骨院 － オンライン施術の開始と告知・宣伝によりコロナ禍を乗り切る

大阪府 株式会社ＵＲＡＭＡＳＡ 7120001163257 非接触機械の導入と完全個室の空間で安心・安全にトレーニング！

大阪府 北田辺ほろ酔い酒場いつも － テイクアウトとデリバリー開始に伴うＨＰ作成とＳＮＳ運用

大阪府
ＮＰＯ法人ひとり暮らし高齢者の笑顔をつ
くる会

6120005015752 高齢者を持つ世代へオンライン相談窓口設置と事業紹介の動画配信

大阪府 株式会社ＡｉｄＴｒｙ 5120001229373 障害者の就労支援になるお弁当販売用ＥＣサイトの立ち上げ

大阪府 ｅｃｏ株式会社 1120001205312 ＩＴを活用したＱＲ決済サービスの拡販

大阪府 ＪＳＩ株式会社 5120002039549 確かな品質と安全性、空間除菌「ＡＩＭ７」のＯＥＭ販売計画

大阪府 ｐｌｕｓｔｏ会計事務所 － オンラインセミナー・オンライン税務相談サービスの導入

大阪府 ｇｒｅｅｎ　ｐｅｐｅ － ＥＣサイト活用による販路拡大の取り組み、オリジナル商品の開発

大阪府 株式会社スリーエス 6120001144828 物件管理システムによる非対面営業と業務効率化

大阪府 株式会社エスプリマ 9120901017799 ワインディングマシーンと機械式時計のＥＣサイト販売

大阪府 横道ＦＰ事務所 － 非対面でのライフプラン相談を可能にする仕組みづくり

大阪府 Ｎａｉｌ＆Ｍａｋｅ　ＭａｐｌｅＴｒｅｅ － 自宅ケア用商品を販売し、差別化しながら顧客単価を上げる

大阪府 市原整骨院 － 対面型診療から非対面型診療導入への取り組み

大阪府 フィジカル加圧トレーニングＨＡＲＡ － 「ダイエット・美容」加圧トレーニングＨＰ作成による販路拡大

大阪府 株式会社ココロネフート 6120901037214 オリジナル餃子をＰＲするＢｔｏＢ／ＢｔｏＣ兼用ＥＣサイト開設

大阪府 合同会社ａｌｌｙ 1120003015016 ＣＢＤオイルのサンプル輸入・試作品開発と広報活動

大阪府 ＧＲＡＣＥ － オンライン型ビジネスモデルの構築と新サロンの有益化

大阪府 Ｋｏｈａｒｕはり灸整骨院 － 地域問題にコミットした非対面サービスの導入でコロナ禍打開

44 / 99 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。

大阪府 株式会社ＲＩＳＥ 4120901041837 ローストビーフ丼などのデリバリー事業を開始

大阪府 株式会社ファインクオリティ 7120901040191 サービスパッケージ・セレクトシステム作成プロジェクト

大阪府 株式会社ＲＡＬＬＹ　ａｎｄ　ｍｏｒｅ 3120001210491 テイクアウト＆デリバリーに対応するためのＨＰ作成と認知度拡大

大阪府 ベクトル建築工房株式会社 6120001204805 高いトレーニング効果を追求するパーソナルトレーニングジム事業

大阪府 ＰＬＡＹＦＵＬＢＯＸ － 赤ちゃん向けブランド「Ｎｅｏｍａｍａｉｓｍ」の通信販売事業

大阪府 大阪加圧整体院サーフェイス － コロナ対策を強化した加圧トレーニングのＨＰを通じた情報発信

大阪府 株式会社羽田 7120001195523 仮想店舗の新設及び新規事業の安全の確保

大阪府 スピリットヨガ － 感染リスクゼロ！いつでもどこでもだれでもヨガで運動習慣！

大阪府 株式会社永善 6120101024236 オンラインホストクラブの展開と決済機能付きＥＣサイトの構築

大阪府 ＷＯＲＬＤ － 非対面ビジネスモデルの転換によるオンラインホスト事業進出

大阪府 フローリスト・ナナ － ＥＣ販売と企業取引の強化で売上をアップさせる

大阪府 株式会社ＳＵＧＯＩ 3120101023950 【新規事業】国内販路開拓と海外販路増強で売上＆利益アップ！

大阪府 ＧＬＡＵＸ － オンラインのレザークラフトレッスン事業とＥＣサイト構築

大阪府 Ｒｅｂｉｒｔｈ － 美容師のためのオンラインサロンの作成・運営による売上拡大

大阪府 ｋａｓｅｎｅ煮ひろばまめ吉 － 笑美かさねオンライン教室の広報活動

大阪府 ＡＣＣマネジメント事務所 － オンラインセミナーと対面支援でコンサル業務の生産性ＵＰ！

大阪府 株式会社石野商事 5120101039103 衣類関係事業者からの非対面型仕入ルートの開拓

大阪府 お野菜料理ふれんちん － 地元産の食材を使ったお気軽フレンチのテイクアウト事業

大阪府 Ｋ（カワタ）メガネ － 濃厚接触型から非接触型検眼システムへの転換と販売促進事業

大阪府 株式会社サンソウゴウ 1120001123638 自社ブランドネイル用品の提案及びＥＣサイトによる販路拡大

大阪府 Ｏｃｒｕ － ママ向け店舗への改装とオンライン講座開講による非対面化の実現

大阪府 株式会社ふじや 3120001021583 新型コロナ対応の新商品開発とその販路拡大のための展示会出展

大阪府 バンコ株式会社 7120001039639 ネットショップ販売とＳＮＳを活用した非対面ビジネスの強化

大阪府 有限会社三顧 9120002052705 『丼ぶり』『ちゃんこ鍋』のテイクアウト、ＥＣ販路拡大事業

大阪府 株式会社ａｎｄｓ 6120001216412 オンライン教室を開催するためのＷＥＢ構築・システム導入

大阪府 グランツ株式会社 9120001189812 ＥＣサイト活用とコロナ対策になるお客様に快適な空間提供

大阪府 Ｋ’ｓ美人増強計画 － 美人増強計画ならではの大人の美と商品を発信するＥＣサイト事業

大阪府 株式会社総本社山川公益社 1120101003970 リモート葬儀とタッチパネルで、葬儀を非対面ビジネスモデルに転換

大阪府 Ｃｕｏｃａ － 全国に対する酒販サイトの立ち上げとそれに伴う広告活動

大阪府 ＧＥＥＫ －
非対面型の営業ツールによる新規顧客獲得と自社発信型サービスによる広
告収益チャネル開発

大阪府 ｃｏｃｏｐｒｅａ － 医療用ウィッグのレンタル利用定額サービス事業への展開とＰＲ

大阪府 株式会社ユメル 3120001192821 テレビ会議導入用のシステム構築、ＥＣサイトの構築

大阪府 シャイナー － カウンセリングの充実と非接触型ワークによる顧客エリアの拡大
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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）
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。

大阪府 Ｂｅｎｔｅｎｓａｎ － テイクアウト飲食店へのビジネスモデルの転換

大阪府 株式会社シナジー 8120001123821 厨房機器強化で非対面型宅配業務売上向上及び安心安全の獲得

大阪府 Ｆｅｅｌ　Ｈｏｍｅ株式会社 2120001229640 在日外国人の就労＆生活支援をするオンラインコミュニティの創出

大阪府 株式会社ＶＮＳＣ 7120001193097 オンライン相談と施設内訪問看護に特化した事業拡大

大阪府 ｃｈｏｐｐｅｄ　ｕｐ（チョップドアップ） － ノンバーバルで感染リスクゼロ！手話パフォーマンスＷＥＢ配信

大阪府 Ｔ．Ｓ　ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 3120001223411 男性への美容オンラインコンサル、ＥＣサイトでの物販

大阪府 新田鍼灸整骨院 － 施術時間と接触を減らしつつ効果を高める鍼灸治療院の挑戦

大阪府 Ｌｅｉｎ株式会社 9120001193707 ありのままの貴方のためのオンラインマーケティング

大阪府 ｈａｐｐｙ－ｐｈａｒｍ － ネットを用いた遠隔カウンセリングの導入による新規顧客獲得

大阪府 教育の匠株式会社 6120001227822 インターネットを利用したオンライン塾の構築で新規生徒獲得事業

大阪府 株式会社テクネスト 4120101054474 ＨＰ制作と新商品の開発及びＥＣサイトでの販売

大阪府 株式会社ミリオン・フィットネス 4120001230290 Ｗｅｂを活用した非対面式トレーナー養成講座実施による売上拡大

大阪府 ｈａｉｒｓ　ＩＮＧＳ － キャッシュレス決済システム導入と光触媒コーティング

大阪府 ＨＯＯＤ　ｂｙ　Ｖａｒｇａｓ － テイクアウト・ＥＣ販売事業に向けた新商品開発・売上拡大事業

大阪府 廣田　遥 － オリンピアによる「オンラインレッスン・講演会」売上拡大事業

大阪府 ＭｉＲＡＣＲＥＡ株式会社 7120001202849 ＣＭＳを利用し低予算で実施可能なＷＥＢ懸賞応募サイトの運営

大阪府 谷口　浩章 － 非対面による中小企業・店舗の「オンライン動画制作支援」事業

大阪府 株式会社本場所 7120001133697 ＬＩＮＥを活用しテイクアウトの売上アップを図る！

大阪府 植岡　慶 － ＢＡＲ弁（ＢＡＲのマスターが作る激うま弁当）のテイクアウト事業

大阪府 Ｊａｐａｎｅｅｄｓ　Ｌａｂ． － 非対面講座導入による収益アップと動画による魅力発信で販路拡大

大阪府 ｆｒａｎｃ　ｅｔ　ｅｌｅｇａｎｔ　ＹＵＺＵＹＡ － 箕面の実生ゆずを使った商品の通信販売事業

大阪府 さかなやいぬい － 持ち帰り総菜の販売、及びデリバリーで売上獲得

大阪府 トライアングルフィットネス株式会社 9200001012437 キャッシュレス決済導入とコロナ対策でのジム運営の訴求

大阪府 ＥＣＣジュニア阪南小学校前教室 － 非対面型オンラインレッスン可能な大教室の開校事業

大阪府 有限会社古琴抄 1120002067545 「非・移動革命」心を満たすＥＣサイト構築２３年目の挑戦

大阪府 シリュウ － ＺＯＯＭを使った非対面型「大切な商品が日本中へ届く」サポート

大阪府 Ｐｌｕｓ　ｑｕａｔｒｅｓａｉｓｏｎｓ － 販売ロス削減「商品開発・ＤＶバイク購入」と宣伝「外部工事」

大阪府 リバー株式会社 7120101057838 求職登録サイト及びＷＥＢデータベースシステムの構築

大阪府 ダルマ精密株式会社 3122001088690 最新ＣＡＤソフト導入による製図の内製化から、地産地消化へ

大阪府 ダンスファッション緑蔭 － テレワークによる衣装製作とＷＥＢ活用による新たな販路開拓

大阪府 株式会社夢創ダイニング 3120901022268 テイクアウト、デリバリー商品の開発と事業化

大阪府 石原グループ株式会社 1120001152232 非対面で行う外壁塗装の商談と損保申請サポート事業

大阪府 株式会社カレン 3120001032416 ＥＣサイト新設＋スマホ対応で、２０～３０代女性へ新ブランド拡販
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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）
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。

大阪府 ｓｏｒａｍａｒｋ － ニューノーマル時代における非対面でのパートナーとの出会い作り

大阪府 ＨＯＯＫＵＰＲＥＣＯＲＤＳ － 音楽情報配信番組「ＷＥ　ＨＡＶＥ　Ａ　ＡＬＡＢＲＩＳＨ～ハブラヴ～」

大阪府 習整骨院 － スポーツの資本！個人に合った身体づくりサポート事業

大阪府 大輝 － 卸売業者が自信を持って提供する鮮魚のＥＣサイト事業

大阪府 株式会社すばる 9120001145055 自社ホームページのリニューアルによる非対面営業手法の確立

大阪府 株式会社みんなのコンサルティング 5120001232204 地方中小企業向け資金調達／Ｍ＆Ａ・事業承継に係るオンライン支援事業

大阪府 株式会社とり甚 1120001068098 とり甚の料理をご自宅で！テイクアウトやネット販売の拡充

大阪府 ＣＯＬＯＮＹ － 自社ロゴ入り部品の販売、ＥＣサイト構築で販路拡大

大阪府 株式会社カズマ 6120102000087 ＢｔｏＢからＢｔｏＣプロが販売する水回りの修理器具販売

大阪府 Ｍ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ － ユーザーの個性が生きるオーダーハンドメイドＷＥＢ販売促進事業

大阪府 合同会社スープシェアシステム 8120003018086 ＨＰでの周知とスープシェア申込システムの構築

大阪府 麺や齋とう／天狗庵 － イベント出店、デリバリー、ネット販売を利用した販路拡大

大阪府 創楽いちじく － サイトとチラシの活用による非対面型ビジネスの構築

大阪府 株式会社ＭＳｇｒｏｕｐ 3120001213866 テイクアウト導入と店舗・空調改修による新規顧客獲得で売上ＵＰ

大阪府 株式会社ＢＯＮ 6120101062351 一般家庭の抗菌抗ウイルス施工でコロナに負けない環境作りに貢献

大阪府 株式会社Ｂａｕｍ 8120101060700 ＥＣサイトの新規作成による販路拡大

大阪府 株式会社ＦＬＡＴ 7120101053408 ホームページによるＢｔｏＣ販売新規事業

大阪府 ロマンシューズ松原店 － ・ネットショップでの販売強化・新規顧客獲得

大阪府 霧島天然水販売株式会社 1120101053099 コロナ禍における新規顧客獲得の為の非対面型販路開拓

大阪府 株式会社面本研磨 9122001033512 ＨＰ等で円筒研磨粗加工・短納期のＰＲを行い新規取引先の確保

大阪府 ながまち整骨院 － 遠隔施術でコロナ禍での施術方法の確立

大阪府 にこらしか － ・テイクアウト事業強化に向けた新商品の開発

大阪府 和創彩め － おせち料理とお花見弁当のテイクアウトで売上回復そしてＵＰ！

大阪府 合同会社Ｌｉｎｋ　Ｕ 4120003012472 ニッチアイテムの強化と在庫管理強化で売上拡大を目指す取組

大阪府 りあん － ネットによるセルフケア商品のＥＣ販売とシングルマザー支援

大阪府 オオトエイブルズ株式会社 6120901010600 非接触型商談および販売システム構築によるネット通販事業

大阪府 株式会社ワイズ 5120001205738 ＨＰ作成による顧客の確保と新規開拓、テレワークの導入

大阪府 株式会社かわひさ 6140001100738 テレビ会議システムを活用した非対面オペレーションの確立

大阪府 脱毛キング － 自宅で手軽にオンライン脱毛

大阪府 スタジオＴｈｅａｔｅｒ　Ｃａｆｅ　Ｎｙａｎ株式会社 2120001227363 映画上映の際に役者リモート出演による作品・施設の認知度向上

大阪府 ＨＡＰＰＹねこ・シバ － 「ＥＣサイトを通じたペット用カーグッズの販売強化」

大阪府 工房チリントゥ － オンラインによる紅型染め講座の本格化と新規顧客獲得

大阪府 ＮＰＯ法人色彩生涯教育協会 8120005011353 色彩検定対策１級・２級オンライン講座の集客
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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。

大阪府 株式会社オンユー 7120001042196 「オンラインでの楽器修理・販売事業の展開」

大阪府 株式会社フェニーチェ 7120001168990 こだわり本格石窯を使ったイタリアン料理のテイクアウト推進計画

大阪府 株式会社ダイタン 5120001126645 打ち合わせのオンライン化とホームページリニューアルによる販促

大阪府 有限会社シンエイ 3120002008191 新規ＥＣ事業展開とオンライン営業による新規顧客の獲得

大阪府 有限会社ＴＲＩＰＬＥ　Ｓ 2120002064319 オンラインリハビリサービス事業とＨＰによる新規顧客獲得

大阪府 株式会社メデリン 3120001215573 ホームページを制作しコロナ対策告知による新規顧客開拓

大阪府 Ｌａ　Ｂｒｅａ － 美容師向け定額オンラインセミナーの販路開拓

大阪府 株式会社セラヴィ 4120001129938 マジックショーのオンラインサービスの提供及びネット販売事業

大阪府 ＳＩＳＵ　箕面 － 宅トレサービスの提供事業

大阪府 合同会社ＥＬＥＮＡ 4120903002184 遺品整理の依頼・相談ネットサービスの販路開拓

大阪府 株式会社ｒｅｌａｔｉｏｎ 9120001210429 オンライン交流会の販路開拓

大阪府 冷麺館　心斎橋店 － 新テイクアウトメニューの開発で新規顧客を獲得し売上アップ事業

大阪府 風来坊ライン － ２４時間３６５日受付！緊急配送サービスＷＥＢサイトの開設

大阪府 株式会社タグライン 4120001107019 不動産仲介のＨＰ作成とＶＲ内覧システムの導入による販路開拓

大阪府 株式会社ＯＳＣエンジニアリング 1120001142935 コロナに非対面で打ち勝つ製造・加工業！

大阪府 ピーチツリー － ＺＯＯＭを活用し非対面ビジネスを活かした販路開拓

大阪府 ｍｏｒｉｎｏｍａ － ＥＣ機能付きＨＰを製作し、ヘア・スキンケア商品の売上拡大

大阪府 たっころっけ － ハッピーグリーンフラッグプロジェクト

大阪府 ｓ－Ｌｉｖｅおおさか豊中上新田校 － オンライン上での新規生徒獲得体制の整備

大阪府 三浦真嗣 － イベント・セミナー配信システムの構築

大阪府 よりそい整骨院 － オンライン問診で感染防止、ＨＰリニューアルで認知度向上

大阪府 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　Ｒｉｃｈｅ － ウエブでの商品販売と非対面トリートメントで客単価ＵＰ

大阪府 株式会社肉の一翔 3122001034243 「週末だけのお肉屋さん」一般消費者への販路拡大事業

大阪府 合同会社ＴＫ 5120003014625 店頭でも人気のもんじゃ焼きと薩摩知覧どりの取り寄せＥＣ販売！

大阪府 ＥＭＤＣ合同会社 2120003017861 コロナ禍のちびっ子ダンサーに発表の機会を　～オンライン公演～

大阪府 焼肉ソソモン － 本格韓国焼肉デリバリーサイトオープンと店舗改装

大阪府 協立医療用装具株式会社 8120901041123 ストーマ装具のＥＣサイトを構築し利便性向上により販路開拓

大阪府 有限会社シズカ 1120002081034 Ｓｉｚｕｋｏ式美眉メソッドオンラインスクール

大阪府 株式会社バビ 7120901001714 新規顧客開拓のための自社ＥＣサイトの新設とそのプロモーション

大阪府 株式会社ＰＯＧＯ 4120001193604 テイクアウトサービスの充実化と感染予防を徹底した店舗開設事業

大阪府 株式会社マーヴェリック 3120901014728 物販ビジネスコンサルをオンライン講座化して販路拡大

大阪府 野口商事株式会社 4120001087021 当社技術を活用した新製品開発・販路開拓及び生産体制の改変

大阪府 株式会社中島重久堂 5120101028436 “コロナに負けない！　Ｂ２Ｂ　ｅ－コマースで新規顧客獲得”
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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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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。

大阪府 ＡＳＴＲＯ　ＺＯＭＢＩＥＳ － 新型コロナ対策としてのオンライン販売への事業方針転換

大阪府 ＫＡＲＭＡＮ　ＬＩＮＥ － クリエイターが集うＥＣ機能を備えたオンラインサロンの構築

大阪府 エステ　ラ　ビューテ　堀江店 － Ｗｉｔｈコロナ！ＥＣサイト構築とブランディングによる販路開拓

大阪府 整体院　空と海ｍａｍａ － 整体サービスのオンライン化導入により、全国展開を目指す

大阪府 Ｗａｘ＆ＢｅａｕｔｙＣａｌｏｎｅ － セルフ式脱毛機器の導入による非対面型エステサロン事業の取組

大阪府 Ａｌｅｉｓｅ － 美容商材のオンライン販売と予約システムの導入

大阪府 株式会社サファリ 6120001099386 デリバリーバイクを増やして宅配エリア拡大計画！

大阪府 株式会社生駒ビルヂング 9120001104952 バーチャル内覧ツアー導入とそれに伴うホームページの再構築

大阪府 整体院　献身堂 － 一野式筋骨格調整法の事前カウンセリングの実施

大阪府 ＵＮＤＥＲ　ＧＲＯＵＮＤ　Ｈｏｍｅ’ｓ　Ｂａｒ － テイクアウトメニューの認知による販路拡大と換気改善で集客ＵＰ

大阪府 株式会社ザ・テーブル 2120001185000 人気肉料理店が展開するテイクアウト・デリバリー事業の強化

大阪府 株式会社ｓｏｌｉｄａｒｉｔｙ．Ｍｕｕ 3120101050788 地域の美味しいを集める、そして繋がる、みんな喜ぶカフェ

大阪府 ＡＰＨＲＯＤＩＴＥ － ＥＣサイトによるネイル商材の販売と設備拡充による販路拡大事業

大阪府 有限会社フロムザハート 7120002080559 ネットを活用した事業拡大とテレワークによる既存事業の非対面化

大阪府 カラオケひまわり － ガイドラインに沿った感染防止と客離れ防止のための諸施策実施

大阪府 株式会社美作研磨工作所 3122001007232 治具の内製化とＨＰ改修と非対面型商談による販路拡大

大阪府 植松整骨院 － 安心の空間作りと非接触治療拡大の為の機器導入による客層拡大

大阪府 株式会社Ｐｒｏｇｒｅｓｓ８ 5120001229051 自店ホームページでのＷＥＢ予約の受付と通信販売事業の強化

大阪府 株式会社ジャスティス 5120001188330 歴史と経営が融合したオリジナルコンテンツのオンライン販売

大阪府 株式会社白花舎 3120001186030 テイクアウト用「からだに優しい季節のおやつ」の開発と販路拡大

大阪府 オリンピア印刷株式会社 8120001042179 ＥＣサイト再構築によるニューオリンピア計画ｖｅｒ２．１

大阪府 一時預かり・子育て支援きらきら － ＥＣサイトの新規構築とオンラインＴＶシステム

大阪府 エイチピー － ＨＰによる商品価値・提案の見える化と商品ライン拡大で受注アップ

大阪府 二星らーめん　ららら － 移店を契機とした集客力アップの取り組みと自家製麺販売による売上回復

大阪府 鉄板焼き　蓮 － お好み焼きのテイクアウト及び事前決済型ＥＣサイトの構築

大阪府 おくむら米穀 － 餅米で作るピザシートの新商品開発とネットを通じた新規顧客開拓

大阪府 ライトハウス株式会社 6120901021085 無人モデルルーム経営！別荘建築でコロナ禍を乗り越える！

大阪府 原田建物株式会社 2120001214329 非対面型ビジネスモデルへの転換と新規販路拡大

大阪府 有限会社フォトスタジオしまだ 8120902020398 写真注文のオンライン化事業

大阪府 アートスケープ株式会社 7120001188584 緑のある環境を作ろう！ＥＣサイトでの観葉植物販売事業

大阪府 宇和海料理　藝夢 －
コロナ禍に対応したテイクアウト製品の開発を行うとともに、これまでの待ち
の営業から攻めの営業への転換を図る

大阪府 ｖｉｖａｃｅ鍼灸整骨院 － いつでも女性の見方の鍼灸整骨院によるコロナに負けない販路開拓

大阪府 ワールドプロテクター株式会社 6120001088505 セルフオーダーシステム導入による非接触型店舗の推進事業
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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。

大阪府 株式会社ＳｈａｒｐＦｏｃｕｓ 3120001196640 高機能エアコンと背景装飾によるレンタル写真スタジオ顧客の獲得

大阪府 酒菜・味彩　ためきち － コロナに負けないテイクアウトの導入へ旬の食材でお客様を笑顔に～

大阪府 夜長堂 － ＳＮＳを活用した新感覚のショッピングチャンネルの開設

大阪府 株式会社トランストーン 5120001166237 オンラインレッスン導入による生徒維持とグループウェアによる情報発信。

大阪府 キャトルラパン北梅田 － テイクアウト商品の充実とトイレ改修による店内環境向上で売上ＵＰ

大阪府 株式会社ＴＭジャパン 7120001154140 不用品の買取り業務と再販の非対面化事業

大阪府 株式会社田中プランント 5120001133402 遮熱シートの販売促進事業

大阪府 株式会社丸栄 7120001018849 ＨＰのリニューアルによる新規顧客開拓事業

大阪府 Ｃａｆｅ　＆　Ｂａｒ　Ｓａｋｕｒａｈｏｌｉｃ － セレッソ大阪と共にスタジアム周辺文化の構築による地域活性化

大阪府 居酒屋一本道 － テイクアウト商品の販売及び出前事業

大阪府 株式会社大夢不動産 9120001172719 オンライン内見サービスによる非対面事業を確立

大阪府 オークライド株式会社 5120901042693 二酸化塩素を利用したウイルス除去商品のＥＣサイトでの販売

大阪府 Ｔｅｔｕ＆Ｓｕｎ － ＥＣサイト構築とデリバリー対応で非対面型ビジネスモデルへ変換

大阪府 株式会社エイトグロース 2120001216820 販促・ＥＣサイト新規構築による食品パッケージ事業への進出

大阪府 合同会社夕陽ヶ丘コンサルタント 6120003014475 非対面型ツールを駆使し感染症リスクを回避した新規開拓活動

大阪府 ａｃｎｉｔｉ合同会社 5120903002175 調達毀損に対応した内製品開発と生産体制構築および国内販路開拓

大阪府 ＣＡＦＥ　ＭＡＮＯ － 非対面型ビジネスモデルとしての、ネット販売販路拡大の為の設備投資

大阪府 特許業務法人いしい特許事務所 8120005009876 ＷＥＢ会議システム導入によるオンライン相談・セミナー

大阪府 スタンドｂａｓｕｅ － テイクアウト事業展開とオンライン決済を導入した自社サイト開設

大阪府 スピリチュアルヒーリング　リボーン － ブラジリアン柔術＆パーソナルジムの非対面ビジネス化の取組み

大阪府 ＦМＪ － ネットショップで「腹筋腹巻」を全国展開しコロナ太りを解消！

大阪府 株式会社ＢＥＳＴ　ＲＩＣＨ 7120001189913 ＨＰをオンライン対応にする事で、スムーズな修理対応を致します

大阪府 ＴＮ　ＤＥＳＩＧＮ　ＷＯＲＫＳ － 関西ＨＩＰＨＯＰミュージシャンブランディングＴシャツの販売

大阪府 南陽トレーディング株式会社 2120001163311 非対面営業へのシフト用ホームページによる新規顧客獲得

大阪府 白幸商事株式会社 1200010689121 駐車場のＷｅｂ予約、決済の導入とテレワーク環境の整備

大阪府 天神フード合同会社 9120003017145 ホームページ作成とチラシ募集広告による販路拡大

大阪府 ヘアークリニックＡＧ － 店頭での対面販売をオンライン非対面販売へ転換

大阪府 株式会社三協丸筒 7122001018639 新規販路開拓のためのＥＣサイト制作と環境に配慮した新製品開発

大阪府 株式会社Ａｍｙ　ｎｉｃｏｌｉ 6120001199962 アプリを使用したお客様との新しい信頼関係の構築

大阪府 株式会社玉井商会 7120901018114 ＨＰリニューアルで女性企業家と関東への広報で新規顧客開拓

大阪府 株式会社ＴＢＰ 1120001225871 オンラインによる非対面型のトレーニング指導や食事指導

大阪府 いちのせかつみ － 公式ＨＰの作成と生放送オンラインＦＰ講演システムの導入

大阪府 株式会社クオートエステート 9120001204174 ウェブで契約完了まで「外国人向けサイト」の新設で販路開拓
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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）
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。

大阪府 ミモロレコーディングスタジオ － オンラインによるＣＤ政策、レコーディング教育　非対面レコーディング

大阪府 ルチェーレ － 感染症予防策とネットを活用した非対面での新規開拓事業

大阪府 Ｒａｄｉｅｕｓｅ － 女性カメラマンが教える！輝く新時代のオンラインレッスン

大阪府 居酒屋　小時　南茨木店 6120901041736 居酒屋料理のテイクアウト。ＥＣサイトによる販路開拓

大阪府 株式会社ＳＴＲ．ＡＭＢＩＴＩＯＮ＆ＰＥＡＣＥ 3120001207447 会社と家庭が良くなる！組織マネジメント講座のオンライン化

大阪府 株式会社ジュークゴルフ 6120001141180 ゴルフがもっと楽しくなる。動画配信×ＥＣによる販路開拓

大阪府 めぐみぴあの教室 － 非対面型ビジネスの構築及び講師の指導育成

大阪府 株式会社信和興業 3120901001049 バーチャル工場見学を利用した新規顧客、新規受注の獲得

大阪府 有限会社万象館 5120102022090 チャレンジ！地方の受験生にオンライン講師陣で合格支援！

大阪府 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　Ｌ．Ｆ．Ｃ － 感染リスク低減対策の徹底とテイクアウト事業の強化

大阪府 応用電機株式会社 1120001061499 コロナ感染対策！売上アップの為の自社と製品の周知と提案事業！

大阪府 カラオケ喫茶あゆ － 決済用ＥＣサイトの構築とカラオケ講習・オンライン飲み会開催

大阪府 ＴＥＰＰＡＮ＆ＩＴＡＬＩＡＮ　Ｃｅｐｐｏ － ＨＰサイト及び店頭チラシ作成による通信販売用商品のＰＲ

大阪府 株式会社クイック 8120001129736 自社サイト作成で、新規顧客獲得・店舗滞在時間短縮！

大阪府 株式会社リスペクト 4120001119427 オンライン施術で、コロナに負けないカラダ作りを！

大阪府 Ｄｏｏｒｓ － オンライン授業を推進するためのオンライン予約システムの導入

大阪府 有限会社アソシエイツ 4120002049012 感染対策万全に、すずやキッチンカーで皆様の元へ会いに参ります！

大阪府 ツウィンクル － 自社サイト構築による非対面化及び広告宣伝による顧客獲得戦略

大阪府 ｎａｉｌ’ｓＳｏＥＮ － 非対面ビジネスへの転換。体に触れない脱毛の事業とＥＣサイト開設

大阪府 ａｏａｋｕａ － ＥＣサイト構築によるカウアイハニーの販路拡大とリピーター確保

大阪府 株式会社ランタン 1120001214478 新たなキッチンカー事業でお届けする「お酒に合う大人のパン」

大阪府 花吉葬祭社 － リモート葬儀＆会議システムによる三密回避を目指す売上増加事業

大阪府 丸与有限会社 1120002064096 佃煮セット販売のＨＰ作成・オンライン決済の導入

大阪府 あおぞら － Ｙｏｕｔｕｂｅ配信による発毛サロンの非対面化と新店舗出店

大阪府 高山技研合同会社 4122003001430 ホームページリニューアルによる新規顧客の獲得

大阪府 株式会社シコンアート 1120001015050 自社生産を活かしたネット販売開始による新規顧客獲得

大阪府 コミコミプリンタ － 月額製プリンタサービスのＷＥＢを通じた新規顧客獲得

大阪府 日比野　玲 － ＤＪのオンライン配信拡大とコロナ後も見据えた店舗改修

大阪府 Ｆｌｏｗｅｒ　ｃｏｌｏｒ’ｓ － コロナ禍の結婚式多様化に対応するブーケセレクト事業の売上促進

大阪府 Ｐｒｏｓｐｅｃｔ － 概算見積もりシステム導入による非対面営業モデルへの事業転換

大阪府 脳活ライフ研究所アントレサンク － 商圏拡大のためのオンラインカウンセリングサービスの拡充

大阪府 有限会社松田ブライト工業 1120002008747 大手住宅設備メーカー向け部品のサプライチェーン毀損への対応

大阪府 Ｒｉｍ　ｃａｆｅ　＆　Ｂａｒ － 累計１万食を達成したおつまみセットを自宅で楽しんで頂く事業
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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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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。

大阪府 株式会社タカ 8120001203739 ネットで不動産仲介を可能にするための取り組み

大阪府 語学教室アトリエやまもも － ベトナム語通訳者育成への挑戦ウェブを通じての販路開拓事業

大阪府 株式会社ハートフルマリアージュ 5120901017704 結婚相談所の非接触ビジネスモデル展開による新規顧客開拓

大阪府 株式会社涼樹園 7120901034937 オンライン庭園受注システムを構築し国内外の顧客を獲得する

大阪府 株式会社アドバンス 6120001162103 安心安全な職場環境整備と塗装・塗料のプロとしての飛躍

大阪府 たなかの苺 － 液剤／冷水噴霧システム導入による病害虫駆除と収穫向上事業

大阪府 株式会社アシスト 2120101045434 コロナ対策と安全衛生管理徹底でテイクアウト事業開始

大阪府 有限会社産経新聞和泉中央販売 5120102025234 地域密着型、世代を超えた交流スペースの活用

大阪府 タンサンバルポゴ － テイクアウトの開始と、それに伴う商品開発と新規顧客獲得

大阪府 牛歩 － 非対面新ビジネス「ＷＥＢ販売プロジェクト」でコロナ時代へ挑戦

大阪府 合田建設有限会社 4120102016390 他社に負けない価格設定で外構工事慣例商品の通販事業

大阪府 Ａｌｌａ　Ｇｏｃｃｉａ － テイクアウト商品の開発と、ネット販売を通じた新規顧客獲得

大阪府 サポーターズ株式会社 5120001208377 オンライン通話システムによる非対面での家事代行実施

大阪府 株式会社ＳＡＴＵＲＮ 4020001079796 パーソナルスタジオで人気の「きび醋」とグッズのＥＣ販売事業

大阪府
ＡＬＰＨＡ　ＭＡＲＩＮＥ　ＪＡＰＩＮＤＯ株式会
社

9120101058041 天然生キハダマグロを新商品開発と新規顧客・販売販路の獲得

大阪府 株式会社みらいえ 5140001101571 不動産取引をオンライン化し、販路拡大する為のＷＥＢ広告事業

大阪府 髭政 － 便利な自社ＥＣシステムでテイクアウトとデリバリーの注文決済

大阪府 ＪＡＧＧＥＲ’Ｓ　ＨＯＴＤＯＧ － サービスチケット通販によるテイクアウトでの集客強化

大阪府 有限会社アイカム・サプライズ 8120002028912 テイクアウト対応型店舗に改装し新規顧客を獲得し事業継続を図る

大阪府 有限会社泉忠老舗 5120102007447 非対面型販売に向けた「最中のＥＣ通販サイト」構築事業

大阪府 株式会社街プロダクション 6120001209614 大阪を救え！ＥＣサイト構築で地域店のオリジナル商品販売事業

大阪府 Ｐｕｒ　Ｐｕｒ － 「冷凍パスタソース宅配」でワインレストランブランド創造事業

大阪府 Ｖｉ－Ｌ’ａｕｂｅ － ＺＯＯＭを活用した非対面型の新規事業の展開

大阪府 株式会社アンルーラル 9120001053753 対面店舗販売戦略から非対面ネットショップ展開による販路拡大

大阪府 サロン・ド・ポム － プロが寄り添う非対面セルフエステでｗｉｔｈコロナ！売上回復へ

大阪府 味心その田 － テイクアウトの実施、ＥＣサイトでキャッシュレス決済の導入

大阪府 スタジオシード － ウェブ上で見せるバーチャルリアリティーツアーと動画番組の制作

大阪府 株式会社ＭＮパートナーズ和み会 1120001192501 オンライン研修と非対面コンサルの実施による売上獲得

大阪府 有限会社真銅カバン店 9120002057555 ネットを活用した販路拡大と自社ブランドかばんの企画と販売

大阪府 株式会社レガーロ 8120001184244 冠婚葬祭向けの通販用カタログを作成し非対面による販路拡大事業

大阪府 合同会社エリールス 8120103002519 ホームページの開設とサイトを通じた営業・販売・受注体制の確立

大阪府 万時計株式会社 5120001218830 部品内製化・研磨脱外注とホームページ改修による新規顧客獲得

大阪府 株式会社くまのて 3120001203537 オンライン頭痛解消教室＆英会話スクール新設による販路開拓
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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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大阪府 ベースファイブ － 地域密着公立中学生の学習プランの認知度向上事業

大阪府 有限会社ワタベ住設 5120102025688 一般顧客の獲得に向けたオンライン商談可能なホームページ制作

大阪府 株式会社ラッキーシー 9120001216401 店舗改装とオーダーシステム改善による地元の若者集客力向上事業

大阪府 ＳｔｙｌｉｓｈｃｌｕｂＲａｙＯｓａｋａ － Ｚｏｏｍホストを軸にＥＣサイト構築オンライン事業

大阪府 Ｏｌｉｖｅ － オンラインでのココロのケア、セミナーを主体とした非対面事業

大阪府 株式会社マナカ 8120001177256 「オンライン授業」の事業体制確立と広告を通じた新規顧客獲得

大阪府 麺屋福丸 － 近隣へのデリバリーとお持ち帰りを強化して新規売上確保する事業

大阪府 てっぱん処・ん － テイクアウト宣伝強化と店内完全コロナ対策！

大阪府 昭和の創作和洋食大村椅子 － キッチンカーによる「昔ながらの味弁当」の販売事業計画

大阪府 有限会社関西デンタルサービス 7120902016199 デンタルケア用品のネット販売を実現する非対面事業展開

大阪府 カーアップ・ライト － オンラインを活用した車販売

大阪府 株式会社世阿弥Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 3120901014892 ＳＮＳ広告＋チャットシステム構築

大阪府 Ｍａｒｙ　Ｕｈｈ － 施術以外を非対面化～新しい美容スタイルの提案～

大阪府 Ｃｈａｃｏａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ炎や － 浜焼きを自宅でも味わえるテイクアウト用ＥＣサイトの制作

大阪府 鍼灸院・整骨院　健寿の森 － 感染リスクを避けて自宅で取り組める整体治療コンテンツの提供

大阪府 ＳＡＴＩＳＮＡＩＬ － きれいな爪がきれいな手、健康な体を生み出すネイル周知のＨＰ

大阪府 ビューティー企画株式会社 1120001167065 オンラインダイエット講座開設による非対面型事業の確立販路開拓

大阪府 株式会社Ｔｏｄａｙ 9120001221054 ネイリストアートのグッズ販売による販路開拓

大阪府 七弐八製麺 － テイクアウト事業への本格参入による非対面事業の促進

大阪府 株式会社ＬｅａｒｎＭｏｒｅ 2120001231027 オンライン授業サブ塾、教員向けコミュニティサイトＷｉｔｈ　Ｍｏｒｅの開設

大阪府 佐藤　一也 － ビジネスパーソン向けオンラインパーソナルトレーニング事業

大阪府 株式会社ＩＤＯＭＡ 4120001208246 ホームページ及びＥＣサイト開設による販売力の増強

大阪府 株式会社伊藤ビル 6120001060736 非多面を意識したオンライン内覧会事業

大阪府 株式会社池田工業 8120001124753 オンラインセミナーを通じた顧客囲い込み戦略事業

大阪府 ａｂｒｉｃｏｔ．ｃｏｒｏ － 笑顔になるフラワーケーキのオンラインレッスンによる販路拡大

大阪府 株式会社ＷａｋｕＷａｋｕ＆Ｌｉｆｅ 4120901035211 ネットを通じた新規顧客獲得とオンライン授業対応システム構築

大阪府 旬げつ －
感染症対策を行うことでお客さんが安心して来店して頂ける店内環境を整え
る

大阪府 Ｔ．Ｔ．Ｇｙｍ － ジムの新規設備導入と新規ホームページ構築の販促による販路開拓

大阪府 みやじま鍼灸整骨院 － 移動マッサージカーでの販路開拓と３密を避けるＥＣシステム構築

大阪府 Ｌｉｌａｓ － Ｉｎｓｔａｇｒａｍ運用とホームページ刷新による新規顧客獲得

大阪府 野口塗装工業 － 非対面での集客環境構築により新事業の販売増加を実現

大阪府 株式会社キャンドール 5120101029830 オンライン相談構築とＥＣサイト新設による販路拡大

大阪府 鉄板もんじゃ膳 － テイクアウト強化とＥＣサイト構築による販路拡大事業
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大阪府 鈴木　健人 － 事業承継コンサルティング事業のホームページによる販路開拓

大阪府 Ｓａｌｏｎ　ｄｕ　Ｄｏｌｃｅ － オンライン環境整備、店舗改装による非対面ビジネスの拡充

大阪府 株式会社ハッピー・マーク 7120001167489 非対面型ストレスチェック調査・従業員満足度調査システムの構築

大阪府 高谷経営支援事務所 － 非対面コンサルティングへの展開により全国展開で新規顧客獲得

大阪府 植田直人 － 自宅でも美しく健康な体に！オンラインパーソナルジム

大阪府 株式会社オーツーリライアンス 3120901034916 ホームページ開設にオンライン商談で安心依頼

大阪府 笑屋 － 人気のコロッケの通信販売による非対面型ビジネスモデルへの転換計画

大阪府 株式会社オープ 2120001022780 支援システム加盟で差別化！「高性能住宅」ＰＲで新規開拓

大阪府 株式会社ＦＣ　ＴＩＡＭＯ 4120001162476 ＥＣサイトでの売上増加及びＷｅｂサイトリニューアル

大阪府 株式会社松本エンジニアリング 9122001031706 バイクサスペンション健康診断で趣味性の高いバイクライフを応援

大阪府 古家 － 巣籠もり　消費を狙え　自宅でも本格鍋料理を楽しんで頂き売上ＵＰ計画

大阪府 Ａｇｅｎｔｌｅｗｏｒｌｄ － 起業家の事業育成に特化したオンラインサロンの開設

大阪府 大枝印刷株式会社 8120901012479 ＷＥＢ登録による両面バリアブル印刷とメールシーラのコラボ商品

大阪府 虹屋２４ － ■布用プリンターで藍染商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 株式会社ＷＯＲＬＤ　Ｍ 3120001211556 国内メーカーとのマシン共同開発。桜川店パーソナルエリア拡大

大阪府 ＥｙｅｌａｓｈｓａｌｏｎＬＩＬＬＹ － 感染対策徹底のお店作りと看板チラシを使って集客ＵＰ！

大阪府 古着屋Ｇｏｌｄ － 海外直接買付もしている古着専門サイト＆ＥＣサイトの構築

大阪府 こな家 － テイクアウトのチラシ宣伝と安心していただく店内への改修

大阪府 ＬＢＬ株式会社 6120001221461 オンライン販売事業の開始と販路拡大事業

大阪府 ドクターサポート株式会社 2120001145086 ＤＭによる広告宣伝と通信販売による非対面の美容商材販売

大阪府 株式会社リヨン洋装店 7120001181325 ネット予約できる店舗貸切り型の洋服販売による販路拡大

大阪府 えのもと整骨鍼灸院 － オンライン診療を取り入れた新しい治療院への転換事業

大阪府 株式会社魚蔵 5120001121638 手軽に楽しめる魚製品の通信販売による増収計画

大阪府 エイトドア － 新型コロナウイルス対策によるセルフサービングの設備導入

大阪府 メディカルセンターＷａｉ － オンラインでのオーダーメイド型リンパケアと講座による販路開拓

大阪府 ＩｄｅＨｕｂ有限会社 5120002070371 おもてなし！２０２１年多文化共生！「ハラル食」の挑戦！

大阪府 株式会社う玄武 4120101022646 うなぎ弁当テイクアウトのＷＥＢ決済導入による非対面売上創出

大阪府 Ｃｒｏｐ － 訪問美容と買い物代行サービスを組み合わせた事業への取組

大阪府 株式会社ニイハラ 7120001166524 ｗｉｔｈコロナ時代の保険代理店への転換

大阪府 森下キルト工業所 － ホームページを活用した非対面ビジネスによる販路開拓

大阪府 バランス整体院エール － 生体電流を促進し、皮膚の新陳代謝を高める新サービスの提供

大阪府 有限会社野本 3120002049715 自動見積システム導入による三密回避を図り売上増加・安定事業

大阪府 株式会社富士フォト工房 6120001047072 非対面型営業強化のためオンライン上で展示会を開催
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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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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。

大阪府 Ｒｅｌｅｎｔ　Ｌａｂ － 「素敵な姿勢でコロナを吹きとばせ！」美容整骨通販へ挑戦！

大阪府 株式会社キーコネクションズ 2120001186097 非対面型での顧客獲得のためのＷｅｂプロモーション

大阪府 株式会社ビットデザインスタジオ 8120901030670 動画とＥＣサイト制作による収益体制の強化と新規顧客開拓

大阪府 シュウ＝ライターズ　インク － ＷＥＢを活用したライターの育成、案件のＷＥＢマッチング事業

大阪府 Ｈｉｗａｌａｎｉ － オンラインによる物販拡販でおうちエステを日常へ

大阪府 とりなす － カウンター拡張による、非対面着席の実施と少人数顧客の獲得

大阪府 レストランＢａｒゆう － テイクアウト体制構築・店内ＰＲ強化及び既存客へのサービス向上

大阪府 しま － お客様のための店舗環境整備と非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 サードステージ － 中高大学生に向けた『超スマート社会』対応オンライン教育事業

大阪府 冨永住設 － リフォーム工事のＥＣサイトの制作＆チラシの配布

大阪府 オレンジ山 － ｔａｋｅｏｕｔ商品の新開発及び予約販売の効率化

大阪府 株式会社トータルペイント 7120901040051 ＥＣサイト導入によるアウトバストリートメント製品の非対面販売

大阪府 ＣＯＴＯＴＯＩＴＯ － 動画配信×ワークショップでオンラインから販路開拓

大阪府 焙煎と珈琲織の花 － 自社ブランドの強化・ネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 株式会社ユートホールディングス 1120001224221 テレビ電話でプロがレッスン！自宅で簡単ＤＩＹスクール

大阪府 株式会社美健 2120901041376 ＥＣサイトによる非対面販売の強化及びオンラインによる組織強化

大阪府 株式会社グラフィティー 3120901018431 地方顧客に安心を与える対面・非対面の融合型営業

大阪府 合同会社ＬＩＦＥｃｒｅａｔｅ 7120003010176 ＶＲ機能付ＨＰによる「非対面施設案内」「オンライン面談」事業

大阪府 有限会社湧元 7120002061261 海外デザイナー向けオンライン・テキスタイル商談会の開催

大阪府 ｔｉｅｒｅｄ － 非対面型のオンライン配信ＢＡＲシステム

大阪府 ＥｙｅＬａｓｈ　心　ｃｏｃｏｒｏ － ＨＰリニューアルによるアイラッシュサロンの新規顧客開拓

大阪府 河合　達也 － 自宅でできるストレッチ、トレーニング配信事業の開始

大阪府 株式会社シマテック 4120001155959 テレワークと非対面化システムで高齢化するものつくり職人を守る

大阪府 プロフェショナル・レンタルサービス － 食器レンタル会社の新規市場開拓とＷＥＢ非対面受注システムの構築

大阪府 ライフインパクトジャパン － 映像製作レクチャーのウェブ配信による販路開発

大阪府 株式会社シュア・テクノ・ソリューション． 4120001122109 リモート・システム導入とＩＴスキル向上によるテレワーク推進

大阪府 今里や － 飲食店向けを含めたデリバリーサービスの開始

大阪府 株式会社アスエル・ワーク 5122001025281 東大阪の事業者を救済！ＥＣサイトとＨＰで非対面による販路開拓

大阪府 株式会社Ｌｉｂｅｒｔｙ 5120001220398 事業維持・拡大のためのＩＴ導入

大阪府 愛志蔵 － テイクアウト・デリバリー強化による愛志蔵の新たな価値の提供

大阪府 上園　元嗣 － ３０年こだわり続けた老舗自慢のポン酢をオンライン販売

大阪府
ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー靭本町教
室

－ オンライン幼児教室開催のシステム導入とＷＥＢ構築

大阪府
有限会社源氣　ＥＱＷＥＬチャイルドアカ
デミーなかもず教室

1120102007500 オンライン教室で新たな教育と非対面への業態転換への取り組み
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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）
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。

大阪府 鹿児島酒場　さぶろく － 鹿児島県郷土料理のテイクアウト弁当販売実施事業

大阪府
ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー豊中少路
教室

－ オンライン教室を開催するための環境整備事業（ＷＥＢ構築・システム導入）

大阪府 ＹＵＫＩ　ＫＩＣＫ　ＳＴＵＤＩＯ － 実質的な感染症対策、会員専用動画公開事業

大阪府 小段　悠也 － プロのサポート付きｗｅｂサイトのテンプレートＥＣ販売事業

大阪府
ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー茨木駅前
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

大阪府 ＢＥＡＵＴＹ　ＢＯＹ － 客足・売上回復に向けたオンラインサービス導入計画

大阪府 Ｌｉｖｉｃａｔｅ － 新商品のパッケージ作成とＨＰでの新商品販売と新規顧客獲得

大阪府 ＩＴＡＬＩＡＮＯ　ＢＡＣＣＯ － テイクアウト用ピザの製造販売開始及びホームページ開設

大阪府 株式会社ｅ－ＪＡＮ 1120001130221 アフターコロナ・ｗｉｔｈコロナ環境整備

大阪府 エコール外語 － オンライン英語学習・フランス語学習スクールの新設

大阪府 株式会社エイト開発 3120001041680 モバイルオーダーで自慢の焼肉をお弁当でテイクアウト！

大阪府 ふぐ真 － ふぐ真の料理をご自宅で楽しんで頂くインターネット通信販売

大阪府 太田　実希 － オンラインによる非対面セッションの導入

大阪府 株式会社ドーコーシン 8200001029969 ネットでの販売・新規コンサルティング先の獲得

大阪府 ＹＨＨ株式会社 1120001206194 安定した輸入と生活必需品の小売りによる安定した収入の確保

大阪府 嘉豪商事株式会社 5120001216454 産直但馬地鶏と和牛の焼肉セットをネット販売し新規顧客を開拓

大阪府 ＩＶＡＣＴ株式会社 3120001199412 ＩＴアウトソーシングサポートによる新規顧客の獲得

大阪府 Ｄ．Ｎ．Ａ － 自慢の鶏皮餃子のネット通販による新たな販路開拓事業

大阪府 焼肉熱帯夜 － 地蔵プリンというブランドの独立とネット販売・卸販売の拡大

大阪府 まとや － Ｗｅｂ経由で新鮮・美味しい料理を自宅に届ける事業の構築

大阪府 株式会社海藻美健研究所 8140001115841 理、美容サロン向け会員制サイトでの新しい販売手法と商流確立

大阪府 有限会社アイ・ネット・サービス 2140002058500 新様式に対応した健康情報発信基地づくり

大阪府 株式会社天通ネット 2120101030386 コロナ禍でも安心利用！ネット予約、自動精算機の導入事業

大阪府 Ｅｙｅｌａｓｈｓａｌｏｎ　Ｂｕｌｌｓｅｙｅ － セルフ痩身機械の導入で非対面での売上増加を図る！

大阪府 冨士灯器株式会社 8120001006324 通信販売事業への取り組み及びリモートワークの構築

大阪府 ＭＵＳＴ　ＢＥ， － オンライントレーニングで「心身の健康」をサポートする事業

大阪府 株式会社藤和 6120001123708 ＥＣサイト構築による新規顧客獲得とオンライン相談対応開始

大阪府 ＳＲ　ｎａｉｌ － お家でもサロンでも、密回避でお得にオリジナルネイル

大阪府 有限会社あまから 8120902009425 本格懐石料理人による穴子棒寿司を食卓へ

大阪府 合同会社ラショナルデザイン 7120003017320 集客用ＨＰ制作による新規集客と非対面サービスの実施

大阪府 有限会社三桐 1120102012327 自社ＥＣサイトの強化リニューアルによる新規顧客獲得

大阪府 株式会社インプランニング 2120001125575 美しさの保証期間は永遠に、オンラインでアフターケアを

大阪府 リザ　キッチン － 自社サイトを構築し、ヘルシーメニューをご自宅へ
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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）
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。

大阪府 株式会社ヒューマンハート 9120001214594 オフライン、オンライン、双方から目指すゴールイン

大阪府 つかさ － ひとり飲みのお供に、酒の肴をご自宅へ

大阪府 株式会社ケー・エム・リサーチサービス 9120001114803 自社サイトを構築し、新商品と看板でビジネスチャンスをつかむ

大阪府 鷹ノ屋 － 雨漏りバスター鷹ノ屋のオンラインリフォーム相談体制構築事業

大阪府 美容室ポポロ － 自宅で美容室。ＥＣサイトとＳＮＳのコラボで非対面ヘアケア作戦

大阪府 株式会社ル・オーシャン 5120001168225 水着に特化した自社サイト＆カタログ通販でコロナ禍を乗り切る

大阪府 株式会社ベストエデュケーションズ 4120001140556 オンラインシステムを利用した学習サポート、保護者サポート事業

大阪府 ＨｉｒｏｍａｒｕＳｉｇｎ － ＡＬＬ　Ｆｏｒ　ＨｉｒｏｍａｒｕＳｉｇｎ

大阪府 株式会社アドしん 4122001024160 オンラインセミナーを通じた顧客囲い込み戦略事業

大阪府 株式会社中西工務店 2120101058345 ホームページの開設・オンライン商談機能搭載とＷＥＢ広告の出稿

大阪府 なか川 － 本格炭火焼き鳥のテイクアウト販売事業

大阪府 ＳＨＯＴ　ＢＡＲ　ｉｌｌ － ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ商品を越境ＥＣへ

大阪府 株式会社あどばんす 7120101045454 ネットを使ってみんなが安心できる施術所環境への取り組み

大阪府 株式会社ボックスコーポレーション 7120901025639 自社ＥＣサイトの強化と改修、感染対策商品の開発

大阪府 株式会社大江住宅 6120901010559 世の中の変化に対応したアナログ営業からデジタル営業への転換

大阪府 Ｈ＆Ｐ株式会社 7120001229124 コロナ対策ＰＲ＆事業告知と工事以外は非対面で完結可能なＨＰ制作

大阪府 株式会社ＷＥＳＴ 9122001025617 効率よく配達するための配達ＢＯＸ付き電動アシスト付き自転車の導入

大阪府 美骨ピラティスタジオビコッティ － 姿勢分析システムによる骨格と筋肉の分析に基づく動画の配信事業

大阪府 株式会社火の鳥 2120001167196 ＰＯＳレジ導入とＮＥＴ販促で業務効率化。外販強化。顧客の囲い込み。

大阪府 株式会社シャルム 8120001227234 オンライン商談可能な営業体制の構築

大阪府 Ｃｏｒｅ　ａｎｄ　Ｂａｓｉｃｓ － コーチングコンテンツ開発とオンラインの販路開拓

大阪府 イタメシヤｆｉｏｒｅ － ＥＣサイトを利用したテイクアウト・オンライン販売

大阪府 空間計画エステート有限会社 6122002010018 オンライン商談システム導入で新商品提案強化事業

大阪府 紫苑 － ＷＥＢツールを活用した自社新製品拡販体制の確立

大阪府 株式会社ＷＩＬＬＩＮＧＳ 2120001212365 オンラインカウンセリングと美容商材通販サイトで売上確保！

大阪府 株式会社クリスタルグループ 5120001214689 ニューノーマル対応女性社会進出プログラムの販売－ママキャン　ｐａｇｅＴｏｐ

大阪府 有限会社三喜工業 2120102026482 自社ホームページ作成等による人材確保と新規顧客獲得、販路開拓

大阪府 島田工務店 － ニューノーマルに対応した住空間創成リフォームによる顧客獲得

大阪府 ｆｅｅｌ　ｆｒｅｅ株式会社 9120001174913 オンライン指導及び免疫力強化のための身体づくり

大阪府 株式会社こだまプロダクション 4120001146132 非対面型音声収録の環境構築、音声配信コンテンツの制作

大阪府 思考研（思考力育成研究室） － 当塾の遠隔授業を周知させるための宣伝活動

大阪府 コリアンキッチン秀彬 － セルフオーダーレジの導入

大阪府 俥天力 － ＨＰ・ＰＶ・パンフレットを使って宣伝強化！予約客の増加！

57 / 99 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
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大阪府 ウィンクワース商事有限会社 9120002016172 店舗向け自動販売機販売のための販路拡大事業

大阪府 株式会社高江洲 6120001220587 非対面で行うカウンセリング＆メンズフェイシャルセルフエステ

大阪府 ファレットフラワースクール － 【ＥＣショップ開設・オンライン予約システムの導入と業務用空調設備の導入】

大阪府 アロマテラピーベイリーフ － ネットや動画を活用したビジネスモデルチェンジ

大阪府
特定非営利活動法人経営ソリューション
バンク

9120005010585 『再生人２０人の会』オンラインサロンへの転換計画

大阪府 総合整体院リンク － アプリで通院不要の診療相談！

大阪府 株式会社ｆａｉｒｖｉｅｗ 5010901044346 ウェブを活用してのテイクアウト推進事業

大阪府 株式会社エスセンス 4120001212099 【ホームページ開設・オンラインサービスの展開】

大阪府 Ｒｉｒｙ － 新規顧客獲得のためのオンラインでの販路開拓事業

大阪府 株式会社ＤＯＯＲ 8120001160468 ＷＥＢコミュニケーションを強化し、新規顧客を開拓する

大阪府 株式会社ジェリコ 1120001080893 野菜中心の健康的な食生活を支援する企業向けＥＣサイトの開設

大阪府 フォームコンサルティングオフィス － 中小企業向けコンサルティング新サービス開発と販路開拓事業

大阪府 銘心株式会社 2120101052595 ＨＰでの中華テイクアウト注文を取り入れた旅館への転換

大阪府 株式会社ビューティコネクション 2010401076207 非体面化オンライン販売、ＳＮＳ広告施策による売り上げ回復

大阪府 株式会社原養魚場 5120901011789 （食洗器設置、マス釣り場とＢＢＱ場設置による新規顧客獲得）

大阪府 ＳｅｔｓｕｗａＲｅｓｏｒｔ － 非接触型会計システムの導入と広報活動で海の家を存続させる！

大阪府 セレクトショップＬａｐｉｓ．Ｇ － 非対面販売に力を入れる為のＨＰ制作および販売強化の施策

大阪府 伊万里 － テイクアウトと店舗改装工事による新たな販路開拓

大阪府 株式会社アップデート 5120901042495 非対面型チャットボットへの転換と自社ホームページへの連携

大阪府 おりまゆサロン千里中央 －
【非対面型ビジネス転換のためのホームページ開設とオンライン予約システ
ムの導入】

大阪府 Ｄｏｌｉｓｔ － オンライン口コミサイトの新規運営

大阪府 有限会社ハウジングドリーム 2120002037794 主婦・シングルマザー向けレンタルスペースと集客チャネルへの対応

大阪府 株式会社小橋印刷 4120001012318 ＥＣサイト制作による漆喰マスクケース「におい消ーす（Ｒ）」の販売強化

大阪府 スタジオアモール － アーユルヴェーダで健康促進・地域活性化・ハッピースパイラル！

大阪府 株式会社ＺＥＲＯ‐Ｂ 5120001181285 プロのネイリスト養成を目指す動画配信サービスの海外展開

大阪府 千本自動車 － ＥＣによる新規顧客獲得。自動車用品販売とオンライン整備事業

大阪府 ガラン － コロナ禍で売上が急落、ＥＣサイト利用で販路開拓、Ｖ字回復

大阪府 松本写真事務所 － 動画撮影及びドローン撮影への対応等による新規開拓

大阪府 鯖男爵とモルヒネ女王 － 感染症対策の為の店舗改装とテイクアウト導入による売上の補填

大阪府 ＮａｉｌＳａｌｏｎＣＬＡＳＳＥ － ＨＰで非対面カウンセリングを実施しＥＣサイト販売を行う

大阪府 合同会社ａｒＫ 9120003017376 キッチンカーによる販路開拓

大阪府 株式会社アントレッド 1120001210584 お家で楽しめる高級和牛ステーキのネット販売による新規顧客開拓

大阪府 京坦 － ホームページ構築による情報発信とテイクアウト事業創出
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大阪府 株式会社宝 8120001188410 「既存商品のコストダウンとマスクプリント等による売上の向上」

大阪府 株式会社堺精機工業所 4120101002549 新製品の生産体制整備とホームページでの宣伝による販路開拓

大阪府 カドマルシェ － 名物かどまれんこんのＰＲ動画を活用した商品説明と販路拡大

大阪府 株式会社ワコーレコード 4120901015188 公演のライブ映像配信用設備

大阪府 株式会社Ｇ‐ｃｏｍｐａｎｙ 3120001206119 衣類用プリンター、刺繍機を導入しての新商品開発と新規顧客獲得

大阪府 株式会社ＮＯＲＩＴＡＭＡ 7120001221460 店舗レンタルとＨＰ開設、広告宣伝による新規顧客獲得

大阪府 株式会社ジーストーン 9120001196585 不動産投資システム連動型ＨＰ作成による非対面営業の確立

大阪府 ヨガスタジオスティラ －
オンライン事業の導入と予約制導入し玄顧客の継続、オンラインとスタジオの
並行したサｰビス（ヨガレッスンの効果）を提供し、新規顧客獲得

大阪府 株式会社Ｔｈｅ　Ｇｏｌｄ－Ｃｏｌｌａｒ 6180001120427 ブライダル業界のグッズラインアップの拡大と、別業界への進出

大阪府 ポジャンマチャ － デリ・テイクアウトのサイト構築でコロナを乗越える

大阪府 ジュネーズ － サステナブルな商品の開発とオンラインショップの構築

大阪府 東種産業株式会社 6122001006875 ＶＲ対応型自社ＨＰによる「バーチャル内見」による非対面内見事業

大阪府 末広石材株式会社 2122001024906 新ＨＰとＥＣサイト作成を通じた非対面ビジネスモデルへの取組み

大阪府 ＨａｉｒＲｏｏｍＲａｎｊｙｕ － ヘアセット専門美容師育成教育の非対面化

大阪府 オブビリオン － 非対面型カウンセリングサイト構築事業

大阪府 らいおん鍼灸整骨院 － 鍼灸整骨院による店頭販売実績を活かした治療器具等ＥＣ事業

大阪府 株式会社吉村熔接所 8122001008317 見本動画のＵＰによる溶接内容・技術ＰＲと非対面商談の実現

大阪府 株式会社司プランニング 9120001207061 ホームページ上でのオンライン提案相談サービス事業の推進

大阪府 株式会社ちよだ 8120001067176 デザイン相談センター事業によるコロナ禍の企業販促支援拡大事業

大阪府 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　７ － ＢＡＳＥ／Ｚｏｏｍとの連携システムを導入しオンラインでの販路拡大

大阪府 プリントテクノ日本印刷 － 新型コロナと歩む中小企業を支援し自社の事業継続化を目指す

大阪府 くすもと鍼灸院 － 「非対面型サービス」と「保険適用外サービス」を展開

大阪府 株式会社ディー・シープロ 9120001129834 無観客配信ライブ及びプロモーションビデオ撮影対応のための事業

大阪府 有限会社ヤマショー 4120902020559 近隣の方向けのデリバリーの開始と店内の感染症対策強化

大阪府 合同会社ｉｔｏｃ 9122003001616 個人向け動画配信ＨＰ決済機能導入と企業向け新規サービスの開発

大阪府 株式会社ＬＩＭ 6120001221552 動画配信授業の内容見直しと個別指導型学習塾開校で新規顧客獲得

大阪府 池田ビジネスソリューションズ － 低価格・短時間・少人数制の中小企業向けオンライン企業研修事業

大阪府 株式会社アーストータルパートナー 3120001182236 非対面での不動産売買システムを構築

大阪府 ＳＤフード合同会社 4120003015640 オーダーシステム導入による非対面化推進とＥＣ販売システムの構築

大阪府 株式会社ＣＵＲＩＯＳＴＹＬＥ 3120001173276 オリジナルアイテムの開発による販路開拓

大阪府 株式会社ＭｅｍｏＣｏｔｏｒ 3120001220193 オンラインを活用した商談による、助成金取得営業代行！

大阪府 Ｆｅｅｌ＆Ｔｈｉｎｋ株式会社 5120101051768 来店しなくても楽しめるお店の味

大阪府 天創堂株式会社 2120001140558 ご当地ブランドを日本全国に届けるＥＣ販売事業
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大阪府 ＷＡ’ｓ　ｃａｆｅ － ご当地プリンを全国にお届け！サブスク・ＥＣによる顧客開拓

大阪府 株式会社ＩＮＯＫＥＮ 5120101059497 ３Ｄで閲覧可能な設計ソフト導入による新築工事の交渉力向上

大阪府 株式会社ＤＧＳ 1120001136838 動画／オンライン会議での非対面型経営者マッチングサイトの運営

大阪府 株式会社エガオール 1120901030859 オンライン鑑定のためのウェブサイト改修とＳＮＳ活用強化

大阪府 株式会社シープロダクト 7120001204449 大阪卸売市場内に販売実店舗を構え、ＥＣサイトで販売促進

大阪府 スズキオート八尾 － 非対面で車の魅力を伝える「未来型ＨＰ」の構築と活用

大阪府 お食事処酒処　千 － ランチタイム営業・デリバリー事業による新規顧客獲得

大阪府 リフィル － 近隣の方に求められるコーヒー豆を、なるべく非対面で提供

大阪府 株式会社ゴムプロテック 1120001117078 非対面型の営業手法による新規販路開拓の実践

大阪府 英語花島商会株式会社 9120001224924 非対面式授業提供システム導入・営業力強化による新規生徒獲得

大阪府 株式会社エフ・シキシマ 2120001149731 ビュッフェスタイルの注文住宅

大阪府 ｔｈｒｅｅＬｉｏｎ － 笑顔あふれる華やかな街計画売上回復及び新規獲得事業

大阪府 有限会社ＡｓｏＥｄｕｃａｔｉｏｎａｌＬａｂｏｒａｔｏｒｙ 9120902021718 オンライン個別指導拡充と感染予防のための教室改装で販路拡大

大阪府 ヨシミカメラサービス － フィルムカメラ愛好家のコミュニティサイト運営事業

大阪府 株式会社ビジネスインベストメント 9120001196255 ラーメンスープで仕込む唐揚げを、ネットとチラシ広告で販売促進

大阪府 ｄ．ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ － 【安心×おしゃれ】Ｗｉｔｈコロナ時代の新しい美容室で顧客獲得

大阪府 株式会社ルネッサンス 2120101034759 制作事例紹介とオンラインミーティングでの非対面ビジネス転換

大阪府 髪型設計ドリーム － スチーム機による薬剤浸透性ＵＰしながら作業効率と客単価を向上

大阪府
株式会社ループ・エンターテインメント・ア
クト

4120001220705 フルーツ・デザートパフェ・お土産デリバリー事業

大阪府 美酒居酒屋ひだまり － テイクアウトを充実させ、地元の顧客を新規開拓する！

大阪府 造園設計きかぶ － オリジナル商品の販売とインターネットを活用した造園業への転換

大阪府 合同会社ＮＭＫ 4120003009378 真空冷凍寿司のネット販売開始事業（鰻の棒寿司）

大阪府 Ｐｌａｎｎｉｎｇ　ｌｉｎｏ － オンラインファッションコミュニティの運営

大阪府 Ｔ’ｓ　Ｃａｆｅ － ピザ・コーヒー等ドリンクのテイクアウト事業

大阪府 茶匠清水一芳園株式会社 1120001035197 海外へのＰＲと販路開拓・非対面の注文会計で感染症対策強化

大阪府 山下食糧株式会社 2120001013904 自社取扱米の無洗米化と受注配送業務の非対面・テレワーク化

大阪府 鍼灸マッサージ治療院このは － オンラインセルフ整体事業

大阪府 株式会社３ｒｄ　Ｄｏｏｒ 3120001226216 ホームページ作成とオンライン事業の導入による金融教育の推進

大阪府 前川建設工業株式会社 5120001050647 画像受信式オンライン見積もりサイト制作による非対面化の推進

大阪府 満天の空 － 当店オリジナルグッズのＷＥＢ販売事業

大阪府 アトリエ・ケイアーツ － ホームページリニューアルと非対面営業の仕組み確立

大阪府 Ｌｏｖａｌｌ　齋尾　恵理香 － サロン専売品のネット販売開始とＨＰ制作でブランド力の強化

大阪府 ヤマビコ　ホルモン － 食肉のテイクアウト・ケータリング
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大阪府 株式会社レイズ 5120001216669 淡路島名産品を活かしたメニュー開発とオーダリングシステム導入

大阪府 プラットフォーム合同会社 5120003009113 予約やカウンセリング、アフターサポートのオンライン化

大阪府 株式会社ドリームエー 3120001182005 非対面型としての動画による授業配信サービスの導入と販路拡大

大阪府 金城商事株式会社 1122001001699 ホームページを改良し、オンライン商談と新商品で販路拡大

大阪府 株式会社いろは 5120001231494 【伊勢海老鍋セット】ネット販売の強化に向けてのＥＣサイトの構築

大阪府 株式会社Ｅｖｌｉｓｓ 7120001208433 自社ブランドＥＣサイトでの独自マーケティングによる直販売増強

大阪府 株式会社南海クリーンサービス 2120101040014 清掃の見積り用商談システムの導入とホームページのリニューアル

大阪府 株式会社クロデザインスタジオ 4120001155637 テレワークによる講演事業の非対面化と飲食店舗のトイレ環境整備

大阪府 ＴＣＳ合同会社 4120103003702 オンライン感染症対策セミナーの開催と自社ＥＣサイトでの物販事業

大阪府 Ｎ＆Ｐ株式会社 8120001223258 キッチンカー導入による販路拡大計画

大阪府 株式会社ＧＲＯＷＴＨ 1120003008151 「完全個室」ソーシャルディスタンス型パーソナルジム

大阪府 塩田設備 － 受発注システム「ラクマネ」による元請事業の推進

大阪府 株式会社ドリグロ 9120001212904 生活に役立つアプリをホームページで紹介し販路開拓を図る

大阪府 株式会社ミツワ製作所 4120101006995 非対面式での国内外への販路開拓及び事業拡大

大阪府 株式会社ｔｒｅｓｓｉｅｔｅ 5120001131389 ＺｏｏｍでコンサルティングとＷＥＢパンフレットで新規開拓

大阪府 有限会社伸グループ 1120002008788 「食品ロス削減」に繋がるＥＣサイト制作プロジェクト

大阪府 有限会社平成自動車 6120102004253 非対面型でコロナに対応、Ｗｅｂサイト、消毒機、事故障診断機を導入

大阪府 株式会社フクダ洋装店 6122001007023 ３密回避の為の生地販売と学生服採寸用サイト開設とリアル販促

大阪府 株式会社ｅｒｏｅ 4120001208320 オーダーシューズのオンライン化での新規顧客獲得

大阪府 有限会社藤井米穀店 6120002028187 五つ星お米マイスターが教えるお米の“Ｑ＆Ａ”情報サイト

大阪府 時空屋トキカケ商店 － 着なくなった服を非対面買取り！古着リサイクルＨＰの開設

大阪府 株式会社アンビシャス教育企画 2120001120147 リモート学習システムの導入により安全非対面授業を実施

大阪府 有限会社蔵所写真工芸 3120002000256 独自の“特殊印刷技術”をアピール出来るネット予約サイト構築

大阪府 有限会社」ティエスアイ 2120902010768 新たな生活様式の中でのステイホームオンラインレッスン

大阪府 株式会社スマイリンク 1120001191057 不動産物件の賃貸一括契約をオンラインにて提供・非対面を実現

大阪府 東雲Ｔｒａｖｅｌ株式会社 9120001210271 業界初！サーモカメラ導入車による感染防止と販路拡大

大阪府 株式会社ＭＲＨ 7120001137814 ウェブサイト活用によるスポーツ選手引越しサポート事業

大阪府 日本料理　蒲生庵　草薙 － 和食をオンラインで身近なものに！プロジェクト

大阪府 友次弘樹 － 非対面を意識したオンライン内覧会事業

大阪府 Ｂｅｓｔｅｎ　Ｄａｎｋ！ － オンラインでのコンサルティングとサロン向けエステ講座販売

大阪府 Ｌ＆Ｓ社会保険労務士事務所 － ＴＶ会議システムを駆使した非対面型の実務相談とＷＥＢ営業展開

大阪府
特定非営利活動法人　吹田市音楽療法
推進会おんがく・さ～くる・コスモス

3120905002514 高齢者継続支援のための非対面型音楽療法ＤＶＤ制作販売事業

大阪府 ＰＡＲＡＦＵＳＥ．協会認定「ＰＯＮＯＲＡＬ」 － 当店独自アプリによる広告の拡大及び販売
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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
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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。

大阪府 肉の神戸屋 － 自慢の希少部位を全国の肉好き達へ、肉ネットワークの構築

大阪府 Ｔｅ　ａｍｏ合同会社 3120003018025 ＩＴによる予約システムの構築による非対面型販路拡大の構築

大阪府 合同会社３９Ｓ 8120003012576 女性必見！完全予約システム導入の新しい様式経営勉強会

大阪府 Ｓｈｉｇｅ　Ｄｅｓｉｇｎ － 非対面ビジネスの為のオリジナル写真や動画販売のＥＣサイト制作

大阪府 株式会社Ｋ．マネジメント 1120001131401 自宅からリモート相談！新様式での対応型不動産ＷＥＢサイト

大阪府 ＳｔａｒｔＮｏｗ合同会社 2120003016871 スタートナウ販路拡大と新規顧客開拓のオンラインサイト構築事業

大阪府 一心一笑 － テイクアウトによる設備入替と空調設備工事での新たな顧客開拓

大阪府 山本正義 － 公式立ち猫ＳＨＯＰ（ホームページ）の構築

大阪府 ａｎｔｉｍｅ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － ホームページ開設で集客と非対面サービス

大阪府 株式会社ピナコ 4120001177929 レッスンの非対面化導入による受講環境を確立及び新規顧客の獲得

大阪府 Ｒｉｎ’ｓスタイル株式会社 1120001184837 お店と同じ旬の味の串揚げをテイクアウトとデリバリーで販路拡大

大阪府 ＦＲＯＳＣＨ － 雑貨のＥＣサイト構築・ハンドメイドオンライン教室

大阪府 株式会社ＥＸＥＴＥＲ 9120001226680 オンラインセミカスタムオーダースーツのＥＣサイトの運用と拡販事業

大阪府 太星食器株式会社 7120001083463 ネットを通じて紙食器を自宅で楽しもう！

大阪府 整体サロン　ＧＯＯＤ　ＨＡＮＤＳ － オンライン活用と近隣地域への告知による販路開拓

大阪府 セントロジテム株式会社 8120001170913 オンライン作業報告および物流請負、受注サービス事業

大阪府 株式会社牛骨王 4120001220548 入店制限と定時除菌で、安心して来店できる環境づくり

大阪府 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　ＢＡＲ　ＧＩＯＲＮＯ － アフターコロナの経営基盤を強化したい

大阪府 Ｌｅａ　Ｐｌｕｍｅｒｉａ － ３密を避け手軽な痩身の場の提供事業

大阪府 株式会社ＭＡＲＳ 9120001108656 自社サイトを改良し、デリバリーで自慢のキンパを食卓へ

大阪府 キオッチョラ － デリバリー、テイクアウト専門サイト、フライヤー制作

大阪府 株式会社ゼクサス 2120001152628 コロナ対策を講じた店舗づくり及び整備修理の品質とスピード向上

大阪府 株式会社ｓｔｕｄｉｏ－Ｌ 1120001117045 コミュニティデザインにおけるオンラインコミュニケーション機能強化事業

大阪府 麺処飯田家 － ＨＰからのネットショップによる真空パック商品等の販売・集客

大阪府 村上尭之 － キッチンカーでのＶｉＴＯジェラートの移動販売事業

大阪府 ジャパンメディカルリンク株式会社 8122001029494 “次亜塩素酸水溶液”の個人向け「オンライン販売」事業

大阪府 しおかわ由美ビューティラボ － 【オンラインコンサルタント事業での業務拡大】

大阪府 弁護士法人藤原武士法律事務所 1120005021788 ◆サテライトオフィス活用によるオンライン法律相談の獲得

大阪府 アットビーボ株式会社 7140001106131 コロナを乗り越えろ！障害者グループホームの非対面化

大阪府 宙の里 － オンライン映像授業の開始・新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 コッチネッラ － デリバリー、テイクアウト、ＥＣを兼ね備えたサイト制作

大阪府 ＢｏｄｙｓｈｏｐＬｉｎｋ（リンク） － 大阪から、コミニケーションツールとしての車社会を作りたい

大阪府 合同会社Ａｑｕａ 7120003012668 日本製商品の開発と新たな販路の柱として楽天市場での売上拡大
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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）
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。

大阪府 Ｒｉｃｏ　Ｒｉｃｏ － 店舗改装で密を防ぎ、ＥＣサイトの構築による非対面販売。

大阪府 しろくま薬局 － ソーシャルディスタンス確保のための店舗待合スペース拡充改善

大阪府 イエストア 1120001219469 非対面売買の実現、ホームページ開設＆広告プロモーション

大阪府 有限会社ワイアンドティ 6120002071815 手作りタルト・クッキーの新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 株式会社ウノン 5120001061074 よりパーソナルへ、名刺・封筒印刷のオンライン販売システム構築

大阪府 ねこや － コロナ禍におけるテイクアウト・デリバリー事業の開始

大阪府 ゼン・デザインワークス株式会社 6120901040192 コロナに負けない！新規顧客獲得と既存顧客への企画・提案

大阪府 株式会社キタイスポーツクラブ 1122001002020 リモート授業取り入れによる新たなトレーニングの実現

大阪府 株式会社太陽機械工作所 4120001027761 オンライン商談での顧客囲い込み戦略事業

大阪府 テイケイキッチン株式会社 8120001126725 インターネット通信販売によるテイクアウト売上ＵＰ計画

大阪府 焼肉の金海 － 金海の焼肉・韓国料理を自宅で楽しむインターネット通信販売

大阪府 唐揚げ専門店とりの高見の里店 － からあげ専門店のテイクアウト、デリバリーによる販路拡大

大阪府
株式会社ＣＯＮＮＥＣＴＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡ
Ｌ

1120001219972 非対面での商談・面談・支援と販促物の強化

大阪府 株式会社ＰＡＩＯＮ 2120001170737 串カツしろたやの串カツ料理と特性ソースインターネット通信販売

大阪府 株式会社喜匠堂 4120001212108 ＹｏｕＴｕｂｅに特化したオンライン映像スクールで販路拡大

大阪府 ヘアーメイク楽 － ヘアケア商品の非対面販売による経営安定化事業

大阪府 ノスタルジア － 店舗スペースの印刷作業場化とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 株式会社大森工務店 9120001186090 住宅ローン借換サポートによる非対面型リフォーム案件獲得事業

大阪府 株式会社カンプリ堺 2120101001593 『新しい生活様式を啓蒙』感染症対策サービスに特化した新事業

大阪府 ＴＯＲＩＴＯＮＩＣＫ － 泊まれる居酒屋を石橋で実現するための販路開拓事業

大阪府 株式会社エアル・ウエスト 3120101058815 高機能インソールをオンラインとオフラインで販路開拓する取組

大阪府 株式会社スマイルエイジング 1120001184341 オンライン営業で自慢の健康機器の新規顧客獲得

大阪府 スパイス食堂ニッキ － ＨＰとＥＣサイトで非対面型ビジネスモデルへ転換し売上確保事業

大阪府 ｈａｉｒｓａｌｏｎｉｔ － 極上ヘッドスパによる顧客満足獲得に向けた非対面ビジネス実現

大阪府 株式会社Ｔ＆Ｂビジネス 8120001209463 高品質な商品の宅配を実現する宅配専用ホームページ設置

大阪府 キャトル株式会社 9120101055022 ２４時間Ｗｅｂで広告受託と、最適な広告を出稿するシステム構築

大阪府 株式会社ヒロインターナショナル 6120901008099 「オンラインセミナー」を通じた顧客囲い込み戦略事業

大阪府 株式会社バンバンバン 9120001228405 無観客を前提としたイベント等の配信専用劇場の企画・運営事業

大阪府 有限会社春田自動車 8120002002339 自動車修理オンライン見積もり・決済とネットでの新規顧客開拓

大阪府 有限会社早矢仕印刷所 9120002008590 百年企業に向け、新技術獲得と新ＨＰ活用による販路開拓事業

大阪府 ひらく堂 － 他のＥＣモールへの出店に伴う販路開拓と物流システムの構築

大阪府 エスパスフランス － リモートレッスンを活用した新しい授業スタイル

大阪府 司法書士やました法務事務所 － 借金トラブルに特化した非対面推奨ＨＰ制作による販路開拓
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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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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。

大阪府 株式会社食工房のだ屋 2122001024708 黒にんにく商品拡販のＥＣサイト・パッケージリニューアル事業

大阪府 智恵の輪 － オンラインスクール「脳コワさん就労支援」による支援者育成事業

大阪府 株式会社ＤｏｕｂｌｅＬｉｆｅ 4120001182086 ＳＮＳ広告を活用したＰＲ活動でのデリバリーによる販路拡大事業

大阪府 株式会社ＡＩＥ 8120001199705 非対面で可能な英会話オンラインレッスン事業への取り組み

大阪府 笑楽言塾～ｗａｒａｉｊｙｕｋｕ～ － 「生きる」を支えるオンライン研修と声の宅配サービス事業

大阪府 菜々竈 － テイクアウト・デリバリーサイトの開設

大阪府 合同会社弁当屋 8120003017261 テイクアウト事業に伴うシステム導入・店舗改装工事

大阪府 株式会社ユーテック 8120001178304 ユーテック公式ホームページ～プロジェクト・ゼロ～

大阪府 株式会社ネクストメイク 1120101057629 ＷＥＢサイト制作による新規顧客開拓とオンライン商談体制の構築

大阪府 ＡＲＭＳＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株式会社 1120001199513 専用ホームページと物件動画を活用した非対面型不動産売買事業

大阪府 株式会社フードコネクト 7470001018054 骨付き鳥（真空冷凍）のＥＣサイト販売、キッチンカーでの移動販売

大阪府 ＢｒｉｌｌｉａｎｔＦａｃｔｏｒｙ － 自社ＥＣサイト新設による販路・仕入先拡大事業

大阪府 ＦｕｎＨｏｕｓｅ株式会社 5120001160561 アットホームで独自性の高いオンライン英会話事業への転換

大阪府 ＮＩＦＴＹ － ＨＰを活用した当店オリジナル商品の通販による販路開拓事業

大阪府 ドッグサロンＯＨＡＮＡ － 「ペット災害危機管理士（Ｒ）」による新規売上獲得計画

大阪府 中華居酒屋龍芳 － 【アフターコロナのために店内から店外へ！移動販売事業】

大阪府 株式会社クロスエステート 1120001179341 賃貸不動産のＶＲ内覧システムとホームページ作成による販売促進

大阪府 オフィスあかりとかげ － コロナ対策万全のオンライン受注＆スタジオ改装

大阪府 Ｓａｌｏｎｄｅ‘ｅｐｕｒｅｒ － 非接触型マシンとＥＣサイトによる販路拡大

大阪府 泉州特産水なす漬け本舗マスト商店 － 感染対策とお客様の願いに応えるキッチンカー

大阪府 ｉｃｈｉｋｏ美容室 － オンライン面談システムを活用した着付け教室

大阪府 ミルキーウェイ － 新しい集客方法と店舗ＰＲで売上のＶ字回復

大阪府 株式会社スープ 9120101049916 自宅でできるプリザーブドフラワー資材宅配オンライン販売事業

大阪府 株式会社Ｍ．Ｉ．Ｋ．Ｋ．教育企画 2120101060474 対面授業を可能にするため徹底した感染対策にて新規生徒を獲得

大阪府 株式会社Ｃ・Ｈ・Ｉ 4120001161239 セルフ整体の機械の導入で安心の施術＆チラシ配布で知名度アップ

大阪府 清水電工株式会社 2120001203620 ＷＥＢページ充実とオンライン営業への転換による販路拡大事業

大阪府 焼肉　舌ぴん － ＷＥＢサイト更新によるネット販売強化と近隣顧客開拓

大阪府 有限会社アゲイン 9120102027160 非対面および三密を避けた商品販売システムの構築

大阪府
アジアンスタンドキリークＴｈａｉ（屋号：蓮
華堂）

－ 非接触型モバイルオーダーの導入による売上アップ計画

大阪府 有限会社ｓａｕｃｅ 3120002068780 ご自宅でも鶏料理を楽しんで頂くインターネット通信販売

大阪府 剛道館 － 会員様向け非対面レッスンの開始とコロナ対策

大阪府 ひかり鍼灸整骨院 － 非対面でも患者様に治療・指導ができるオンライン体制の構築

大阪府 株式会社新八景 7120001168660 ネットショップ販売による売上確保と来店客増加対策
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大阪府 Ｔｒｕｅ　Ｌｉｎｅ － 大阪の寺社ポータル（兼ＥＣ）サイトでリモート受注

大阪府 株式会社グッドシング 3120001137842 ５本指シューズをホームページ革新によりリモートライブ全国販売

大阪府 株式会社ＲＡＮＡＫＩ 6120001213426 非対面型のサービス開発とホームーページのリニューアル

大阪府 いなほ料理教室 － オンライン料理教室・食育で地域を健康に！ＨＰリニューアル

大阪府 ベス工業株式会社 4122001006514 購入型クラウドファンティングを用いた販路拡大事業

大阪府 株式会社スタッフエージェント 9120101046112 コミュニケーションのデジタル化による新規売上の創造

大阪府 株式会社ＩＧＮＩＴＥ 8120001220486 非接触型多言語飲食店メニュー表を使った非対面ビジネスへの転換

大阪府 合同会社Ｎｉｃｅ　Ｐｌａｃｅ 6150003001405 オンラインコンサルティングサービスの開始

大阪府 株式会社泰平 4120001132157 ふぐとらのふぐ料理を自宅で楽しんで頂くインターネット通信販売

大阪府 株式会社インターミッション 9120001171324 越境ＥＣとＳＮＳ広告による海外市場の獲得

大阪府 株式会社ふくみ屋 6120001123245 地元大阪福島で愛される「もつ鍋」を通信販売で全国に！

大阪府 ライズベイス合同会社 6120003015283 先端撮影機器を活用した不動産オンライン内見システムの開発

大阪府 Ｈ．Ｂ．オフィス株式会社 1120101047571 廃棄物から価値ある資源に！ＥＣサイトで活路を開く新規事業

大阪府 はちみつ食堂 － おうちｄｅはちみつ食堂　～テイクアウトサービスによる新規顧客開拓～

大阪府 なんでも屋かんちゃん 2122001033766 ＷＥＢカタログ作成と非対面買取事業

大阪府 コザクラデザイン － 量産体制及び非対面ビジネスモデルの構築

大阪府 カラオケ喫茶＆スナック　アンジュ － 歌・酒・『食』による楽しい時間提供事業

大阪府 ＦＩＲＳＴ　ｆｉｔ（ファーストフィット） － 自宅で安心◎オンラインマンツーマントレーニング指導

大阪府 株式会社ＡＰＯＬＬＯ　Ｗｏｒｋｓ 9120901041923
コロナ禍を乗り切るためのネット集客および見込み客を育てるインターネット
活用法

大阪府 畑ダイカスト工業株式会社 9122001006195 ＥＣサイト構築やＷｅｂ展示会等の販売促進施策で新規顧客開拓

大阪府 株式会社カクタニ工務店 1120901030058 オンライン住宅購入相談による販路開拓事業

大阪府 和侖 － 既存顧客への食肉の小売販売、新規顧客への食肉の通信販売

大阪府 ｂ．Ａｇａｉｎ － 非接触型集客モデルの構築

大阪府 株式会社アド毎広 5120001147328 ネット上での簡単注文とオンライン商談による販路拡大

大阪府 リョウ株式会社 2120901015090 マレーシアに特化！日本製品の購入代行サービスＥＣサイト制作

大阪府 無添加オーガニックサロンむすひ － 人気の無添加・オーガニック酵素を自宅に届ける事業

大阪府 株式会社アイマックスコンサルティング 8120001166944 起業家に経営の原理原則を伝授！ＥＣサイトでの研修動画販売事業

大阪府 ＭＡＧＩＥＮＯＴＥ － ・パーティーグッズオンラインショップのリニューアルと強化

大阪府 中尾酒造株式会社 9120901001522 自社専売新商品開発及び、自社サイト・ＥＣサイト制作による販促

大阪府 株式会社ボトリンクス 1120001213414 非対面型顧客開拓のためのマッチングサイト兼ＥＣサイト構築

大阪府 ｈｏｍｅ　ｃａｆｅ　ＬｉｎｏＬｉｎｏ － テイクアウトの拡充・認知度ＵＰへの取り組み

大阪府 ｋｕｏｎｃａ － 金継ぎを活用した新商品開発とネットを通じた顧客獲得

大阪府 株式会社スペッキオ 6040002027998 高サービス配達を強化した廉価本格フレンチ飲食店への挑戦
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大阪府 株式会社大江建設 3120901010561 対面営業から非対面営業への転換を実現するための販路拡大事業

大阪府 ｉ－ｓｔｏｒｙ株式会社 8120901036445 非対面型のＷｅｂを活用した営業活動による販路拡大

大阪府 Ｐｅｅｋ　ａ　ｂｏｏ　ｓｔｏｒｙ － ＥＣサイトによる、ヨーロッパ製のアパレルの販売

大阪府 株式会社梅見月 6120001181078 ＥＣ販売を合わせたオンラインお菓子・料理教室。

大阪府 株式会社川上クリエイション 9120001114282 コロナ対策対応型ホルダー式ご朱印帳の製造販売

大阪府 Ｍａｍａｔｒｅｅ － パートナーシップカウンセリングのオンライン提供

大阪府 合同会社ｅｉｍａ 9120903002262 退去立会い及び原状回復工事の新規ＥＣサイト開設販路拡大事業

大阪府 大地人 － 非対面チャネルの新規構築による減少した案件数を回復

大阪府 アイ美容室 － 自動シャンプー機により非対面領域を広め、顧客満足度アップ！

大阪府 デコアンドボコ － 非対面型受注の確立とＥＣサイト構築による販路開拓

大阪府 エクラ － オンライン非対面で鍼灸治療を指導

大阪府 ＳＬＡＰＰＹ合同会社 6120003015589 ＥＣとリアルでＣＢＤ！集客導線のホームページ制作

大阪府 ホンダ算数数学英語教室 － 一人一人をよく把握して指導する塾をインターネット越しに実現

大阪府 株式会社メインツリージャパン 6120002059595 近隣の方に求められる弁当ならびに餃子を、なるべく非対面で提供

大阪府 ミナ・コリーグ株式会社 5120001226222 接客の非対面化と新規購読者獲得・顧客満足度向上による売上確保事業

大阪府 株式会社リアライズ 9120001189300 ＥＣサイトを利用した非対面でのペット販売業

大阪府 Ｅｙｅｌａｓｈ＆ｎａｉｌ　Ｗｉｎｋ － 感染防止対策で個室・待合室を設ける為の店舗改装

大阪府 Ｏｎｖｕ．ｍｅ － 撮影まるごとレンタルの非対面型ビジネスで、売上アップする事業

大阪府 株式会社森羅万象 6120001219753 資産形成のオンラインセミナーと集客・ＭＴＧのオンライン化

大阪府 株式会社肉のみなと 8120001226987 地域随一の国産肉取扱店としてＷＥＢ販売開始及び新商品開発計画

大阪府 株式会社ＳＥＩＭＵ大阪北店 3120901041573 オンライン商談＆物件見学機能による非対面型営業体制の構築

大阪府 金木犀 － ホームページ及び広告物製作による新規顧客層の拡大と獲得

大阪府 糀料理やまさき － 『麹』で」元気！オンライン『料理教室』のライブ配信事業

大阪府 株式会社中銘国際 1120001191569 オンラインによる新たな旅行プランの提案と新規顧客獲得

大阪府 大阪プラント株式会社 6120001107363 非対面型ビジネスモデルの委託販売型ＥＣサイトの構築計画

大阪府 小顔革命 － ＥＣサイト構築による美容商材の非対面化販路開拓事業

大阪府 有限会社巴比 4120002065554 アフターコロナを見据えた店舗リニューアルとリスクの分散化を図る

大阪府 クリビア司法書士行政書士事務所 － 司法書士業務のオンライン化でベンチャー・中小企業を元気に

大阪府 ｓｏｕｖｅｎｉｒ － りんごのパイ　オンラインショップ立ち上げで売上アップ

大阪府 株式会社寿宴 6120001100203 活魚・高級和牛　クエ・フグ等鍋セットを通販サイトで提供！

大阪府 ふぐかに処　心福 － かにふぐ処心福の味を自宅で楽しんで頂くインターネット通信販売

大阪府 株式会社ＳＨＡＰＥ　ＤＥＳＩＧＮｓ 9120001181562 ＷＥＢサイト統合によるオンライン対応と非対面接客の強化

大阪府 エム・ピー・イー株式会社 2120001030362 国内立体駐車場のリモート監視および海外顧客とのリモート商談
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大阪府 沙羅鍼灸院 － アトピー性皮膚炎改善のためのセルフケア・オンライン・セミナー

大阪府 緑ケ丘くまの子鍼灸治療院 － インターネット予約システムによる事業の効率化と新規顧客の獲得

大阪府 Ｒｏｏｍ＃３５ － 犬用着物販売促進のための写真撮影スペースリフォーム事業

大阪府 ｒｅｅｍｏｔｅ－ｆｒｅｅｌａｎｃｅ－ｌｏｇ － オンラインプログラミング教材の品質向上と新規顧客獲得

大阪府 泡バール － ホームページを利用したテイクアウトと来店促進事業

大阪府 貴鶏屋　鶴橋店 － テイクアウトの実施による、メニュー、チラシ作成、機材の購入

大阪府 株式会社メディア・ヘッド 3120001163112 映像制作、レンタルスタジオの非対面型ＷＥＢサービスの構築

大阪府 有限会社淀屋 3120002025930 テイクアウト＆デリバリーの開始と設備入れ替えによるコロナ対策

大阪府 株式会社あさデイリーサポート 9120901020175 美味しい地元の野菜・果物の定期宅配で売上アップ！

大阪府
株式会社アアズマネジメントコンサルティ
ング

7120001073670 テレビ会議システム導入による非対面企業支援、研修事業

大阪府 寿司バール　バッテラロック － 『デリカテッセン』店舗増設によるテイクアウト強化事業

大阪府 株式会社Ｖｅｇａｓ 6120001146196 コロナに負けない経営方針でネイルサロンの強化と和装のＥＣ販売へ

大阪府 エイ．ジェイ．アイ．ビア株式会社 7120902005466 製品の継続供給対応へ向けての樽内洗浄機の導入

大阪府 西本美穂子 － ドローンを活用した空撮や地域のＰＲ動画撮影での新規顧客獲得

大阪府 株式会社Ｆｏｒ　Ａｌｌ　Ａｔｈｌｅｔｅ 5120001209359 運動療法特化型治療院が実施するオンラインを用いた活動推進

大阪府 六二助 － ＥＣサイト構築とホームページの作成

大阪府 ＣＡＬＩＲＯＬＬＥＲ’Ｓ － キッチンカーによる非接触型店舗展開

大阪府 株式会社ＨＡｉＮＤ 3120101035640 健康寿命延伸を最先端医学でサポートする有料動画配信サービス

大阪府 しんきゅう整骨院ｋａｗａｉ － 来院前にＷＥＢ問診実施。ＩＴを活用した安心施術。

大阪府 株式会社バーチャルアーツ 2140001111516 キャラクターを使った自社ＰＲとＷｅｂページのリニューアル

大阪府 株式会社ＡＺＩＴＯ 8120001207905 コロナ感染防止対策をＨＰでＰＲし、海外から国内集客へ転換

大阪府 Ｄｒ．パター株式会社 7120001217962 ＺＥＵＳゴルフ用品販売のＥＣサイト構築による販路開拓事業

大阪府 松村わかば園 － 花らんどのイメージアップ戦略と売り上げアップ戦略

大阪府 ベリー － 大阪発！抗ウイルス素材を使ったオンラインフラワースクール

大阪府 ＹＯＩＤＯＲＥ鯨 － 漁師＆猟師をつなぐオンライン酒場の味を、持帰り・宅配でも提供

大阪府 いつもの処 － 新規ホームぺージ作成による予約システム構築とテイクアウトメニュー強化

大阪府 縁家 － デリバリー販売と衛生管理の強化による集客アップ

大阪府 株式会社柊グードクリエイターズ 4120101051414 店舗の抗菌対策とオンラインサービス事業

大阪府 ＭＡＡＴ － 専用シャンプー台で非対面型サロンへ転換

大阪府 中国料理太志傳 － テイクアウトの導入と感染対策の徹底でコロナ禍を乗り越える！

大阪府 株式会社ＴＭＮ 7120001227400 非対面で商圏を拡大し新規顧客獲得と売上アップを目指す取り組み

大阪府 炭・創・食なごみや － コロナ対策とお客様定着率ＵＰを目指す店舗設置の増強

大阪府 株式會社新大阪 6140001068950 人気商品由来のテイクアウトと顧客の世代交代による売上増加
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大阪府 癒しサロンたんぽぽ － 安心して健康に　非対面健康プロジェクト

大阪府 株式会社プロジェクションワークアウト 8140001102534 自宅でできる映像付きレッスンのオンライン配信システムの構築

大阪府 株式会社ラメール 9120001200628 オンライン予約受付サービス開発事業

大阪府 株式会社わっちょいＩＳＭ 4122001022478 焼き肉屋さんのお肉を自宅で楽しんで頂くインターネット通信販売

大阪府 老松六亭 － ＥＣサイトによる新規顧客獲得と店舗改装によるイメージＵＰ

大阪府 有限会社テクノ・ディー 5120002059183
オンライン商談機能を搭載した自社ＨＰに開設による電気工事事業の非対面
での販路拡大

大阪府 株式会社ひとみ薬局 7120101037559 ＩＴサービス「あなたの調剤薬局」導入で新規顧客獲得を目指す

大阪府 株式会社ウェルカムジャパン 1120001189489 映像コンテンツサービス開始とテレワークサービスで販路拡大

大阪府 株式会社気楽人 2120001215913 完全非対面で泊まれる「気楽人オンライン」民泊システム構築事業

大阪府 森田化成工業株式会社 4120101049796 オンライン販売展開による販路拡大と新規顧客獲得

大阪府 Ｒｅ－Ｆｉｎｅ － ＥＣ機能のあるホームページでの情報発信し新規顧客獲得

大阪府 株式会社皇輝 7120001187256 ＥＣサイトと自社ＰＢブランドの展開で集客率と競争力強化

大阪府 ＩＰＣイケダパソコンクリニック － ＰＣオンライン診断サービス及びＰＣ周辺機器のＥＣサイト販売

大阪府 山口　恭伸 － 配信システム導入による新規顧客開拓

大阪府 ネクステル株式会社 9430001059950 コロナ検査室等で活用されるコンテナハウスポータルサイトの運営

大阪府 ＣＯＤ 5120001225018 新プラットフォーム開発、衛生評価の新尺度を提案

大阪府 はたごはん － オンライン料理教室の開催と新規顧客獲得の為のホームページ活用

大阪府 有限会社さんぱつや 8120902006224 アンバサダーによる非対面式物販で中高年理美容師の生活を守る

大阪府 株式会社ティーエスエー 9120001168394 商品・サービスの動画広告と非訪問型オンライン営業の整備事業

大阪府 ｍａｎｂｏｕ － チキン南蛮弁当テイクアウト販売にＷＥＢ決済を導入・顧客開拓

大阪府 まる － キッチンカー導入による感染予防と新規顧客獲得

大阪府 虎ばん － テイクアウトデリバリーの販路開拓、店内のウィルス除去の継続

大阪府 株式会社ＮＫリガーレ 1120001212044 郊外立地の小規模カフェが取り組むべき非対面化とＷＥＢ活用

大阪府 シカク － 業務テレワーク化のための新システム開発と自社商品製造環境の整備

大阪府 ＭＩＸＭＡＸ － インターネット販売での売上獲得・新規顧客獲得

大阪府 洋食専門とん助 － テイクアウトメニューの充実と安心安全な利用可能な店舗改修事業

大阪府 ハッピーフィールド － オンライン商談システムの構築と感染予防策の徹底

大阪府 株式会社サンステップ 5120901038650 ウェブスカウト機能を活用した新規求職者（非対面型）の獲得

大阪府 ナガーン － 店舗改装し、ソーシャルディスタンスを保った客席増設を行う

大阪府 株式会社サンコー技研 3122001002588 作業日報記録アプリの外販事業化とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 焼き芋屋イモータンジョー － 一番美味しい“焼き芋”を提供するネット予約システムを導入

大阪府 マツダ株式会社 1120001016230 次世代自動車部品の精密鍛造技術開発と拠点間の生産性向上

大阪府 株式会社オーリュクス 3120001173219 ホームページ改修による非対面商談システム構築と販路拡大事業
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　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。

大阪府 有限会社魚奏 8120002063059 オンライン販売強化による主軸販路のＥＣシフト化

大阪府 串カツボンボン － テイクアウト専用注文サイト開設による販路開拓

大阪府 アンツコーヒーカンパニー － 熟成チーズケーキのＷＥＢ通販による販路開拓

大阪府 レストランビアンカ － 移動店舗でネットでの新規顧客獲得とテイクアウト販路開拓

大阪府 株式会社ＦＭＳ 6120101034276 ＨＰ制作しリーフレットを配り非接触型営業でコロナを乗越える

大阪府 株式会社ＣＤＥＡ 9120001214231 会員サイトを用いた動画講座展開によるクライアント定着及び販路開拓

大阪府 株式会社エー・サポート 4120001184883 ＷＥＢ広告活用での利用者確保とオンライン見学＆相談の実現

大阪府 ｅセールスシステム開発 － プログラミング講座の新規ＥＣサイト開設による販路拡大事業

大阪府 フクミ　タクシー －
非対面電動ドア採用車両および空気清浄機ナノイーエアコン搭載車両の安
心安全なタクシー

大阪府 株式会社　Ｈｕｅｎｅ　Ｆａｃｔｏｒｙ 4120001139854 ・家族で楽しみながら学べるボードゲームの開発と販売

大阪府 整体院バディ － リモート体操・動画配信付きＥＣサイト構築とリーフレット作成

大阪府 砂川板金工業 － 自動折り曲げ機の導入による建築現場の生産性向上と新市場開拓

大阪府 株式会社ＴＴＭ 5120001211793 主力商品のセキュリティソフトの非対面営業体制整備とＰＲ活動

大阪府 株式会社Ａｔａｍａ 9120001129891 見積書の内容を利用して請求書を発行できる業務改善ソフトの導入

大阪府 はれのちはれ － 自社サイト・情報共有アプリ導入による非対面営業手法への転換

大阪府 株式会社マーケティングデザイン 8120001203441 ＥＣサイト企業向けのオンライン用紹介ＨＰ作成による新規顧客開拓

大阪府 ＣａｒｒｙＣａｒｅｅｒ － 非対面キャリア相談＆セミナーのためのオンライン集客

大阪府 株式会社枚方マルゼン薬局 5120001152542 アプリを活用した非対面型処方箋受付による新規患者獲得

大阪府 株式会社岩鶴工務店 1120001004796 テレワークをベースとした新たな顧客層へのアプローチ転換

大阪府 上々 － 非接触型接客モデルと顧客・従業員情報のシステム管理の整備

大阪府 芦谷産業有限会社 4120002077905 抗菌仕様の店舗改装による差別化の実施

大阪府 ここむ株式会社 2120001218932 職場環境改善支援サービスのオンライン化による新規売上獲得

大阪府 株式会社緑永 7140001100118 「世界に一つだけのオリジナルギフト」ＥＣサイトで販路開拓

大阪府 株式会社グローバルグロー・イマジン 4120001144714 カジュアル商品への取り組みとバックオフィスの改善事業

大阪府 株式会社ビズストーム 3120001184026 オンライン研修ゲームの販促とキャリアゲームの開発と販売

大阪府 株式会社島村商店 8120001081235 非対面業務の為のネット販売の充実と　ＰＯＳシステムの導入

大阪府 有限会社永木白文堂 5120102003339 新規ＥＣサイト開設により非対面型ビジネスモデルへの転換事業

大阪府 さくら美容室 － ヘアサロンにおける空き時間を活用したセルフ脱毛サービスの展開

大阪府 株式会社ＢｅＤｏＨａｖｅ 2122001031539 通信販売・移動販売の開始と新メニュー開発による販路開拓と強化

大阪府 株式会社曽我部 7120001020672 自社ブランドのカバンの開発とネット販売による顧客獲得事業

大阪府 株式会社レスポ 2120001210410 「ＳＮＳ・インフルエンサー・ケーブルＴＶＣＭを活用したＥＣショップ事業」

大阪府 マサキ株式会社 1120001170325 テナント募集に向けた検温ステッカー付サーモカメラの導入

大阪府 株式会社Ａｃｔｉｖｅｌｙ 8120001218778 ビジネス英語講座のオンライン化による新規顧客の獲得
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大阪府
特定非営利活動法人ＫＡＴＴＡ　ＭＡＬＥＺ
Ａリレーションズ

5120105003575 オンラインサッカー教室の開設為のホームページのリニューアル

大阪府 株式会社グロースアール 8120001180466 来店客を、スタッフを、お店を守る感染予防対策

大阪府 株式会社Ｔｒｉａｄｅ 9120001217837 対面セミナーのオンライン化によるサービス充実と業務効率化

大阪府 エステ＆メイクＦＬＯＷＥＲＳＴＡＲ － 手作りコスメキットのＥＣサイト構築とリモートメイクレッスン

大阪府 リキュウジャパン － 業務システムを導入しテレワーク環境を整備し多店舗展開

大阪府 ＣＯＮＮＥＣＴ株式会社 6120001212592 『オンライン活用・非対面で、安心安全な部屋探し・家探し』

大阪府 株式会社ミライズワークス 3120001161280 非対面型ミライズワークスＷＥＢサイトの構築で販路開拓事業

大阪府 株式会社ＥＮＤＥＶＥＲ 7120001193808 オンラインストアでの刺繍オーダーサービスによる顧客獲得事業

大阪府 株式会社オンザテーブル 3120001152908 顧客管理機能付きＥＣサイトの立上げ運営の工夫による業容拡大

大阪府 有限会社ＰＵＲＥＮＥＳＳ 1120002000159 犬のオンライン・トレーニングサイトの改修とウエブ広告の実施

大阪府 デンデンコミュニケーションズ株式会社 5120001173570 ウイズコロナを生き抜く為のＬＩＮＥ等を活用した非対面営業

大阪府 福祉ぷらす合同会社 9120103003615 自社ＥＣサイト構築と非対面型の接客推進

大阪府 株式会社Ｕｎｉｖｅｒｓａｌ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｌｉｎｋ 8120001200570 ウイズコロナ下で介護のリモートワーク化を可能にする

大阪府 株式会社大幸工業 4120001219409 ホームページを活用した工場設備・部品等のオーダーメイド事業

大阪府 株式会社道場 9120001057069 バーチャルレストランの開業

大阪府 四反田建築設計事務所 － 自社ＨＰ作成・非対面接客による販路開拓とブランディング確立

大阪府 有限会社進功ブラスト工業所 3122002009962 ＨＰ動画とオンライン展示会の活用による広告ＰＲ活動の強化

大阪府 株式会社プラスワン 3120001148609 ＥＣサイトを活用したブランディングと非対面型ビジネスモデル

大阪府 株式会社エクシアス 7122001028695 コロナ対策の非対面型オンライン接客スペース確保の為の店舗改装

大阪府 みちしるべ － 着物生地を加工・装飾したカスタムジーンズのＥＣ拡大事業

大阪府 光伸電子株式会社 6120001147005 画像検査による対面機会の減少と増産体制の確立

大阪府 ＳＩＭプランニング － 自社ＥＣサイトによる非対面型のガス給湯器販売事業

大阪府 株式会社Ｔ－ＣＲＡＦＴ 1122001032926 テイクアウト「餃子」ＦＣ加入でキッチンカー事業の開始

大阪府 株式会社ワークベース 9120901034935 ＩＯＴを活用した感染対策と就労支援施設でのテレワーク導入

大阪府 ＣｏｏＫａｉ株式会社 9120001208506 オンライン起業・副業支援の新サービスメニューの開発

大阪府 株式会社ＳＫ　ＨＯＵＳＥ 8120101061442 地域密着型店舗の創業・非対面取引の拡充

大阪府 竹下　綾美 － オンライン完結型セミナーによる女性の起業ニーズ発掘と売上向上

大阪府 三登商事株式会社 1120001103771 ＨＰを活用した販路の拡大、及びＥＣサイトの運営

大阪府 ケイユウコレクション井上雅夫 － インターネット販売システムの構築（対消費者、対お店ＢｔｏＢ）

大阪府 長田法春 － 非対面型セルフ体験式エステサロン

大阪府 株式会社寺田 3120001202877 テイクアウトの弁当販売と高齢者向けに安心・安全な店づくり

大阪府 株式会社フードリンク・サービス 4120001155034 新規顧客獲得のためのＨＰ・ネットショップの開設

大阪府 メントルジャパン株式会社 5120901036992 対面接触を極小化する新業態体操店舗の創出
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大阪府 有限会社メインネット 6120102013510 仕出し弁当業界参入と予約注文機能を搭載したホームページの構築

大阪府 特定非営利活動法人ＳＥＩＮ 2120105003603 ＮＰＯオンライン視察・オンラインセミナーポータルサイト

大阪府 株式会社夢広 8120101023285 オンライン内見・商談予約機能付きホームページの構築

大阪府 有限会社藤本製作所 6120002010203 小規模製造業におけるテレワーク環境の確立と新規顧客開拓

大阪府 有限会社ラヴ＆ピースカンパニー 8120102023152 【宮崎牛を使った家庭用新商品の非対面型販売事業】

大阪府 株式会社グリット 7120101059132 テイクアウトでもココロは親『密』に。

大阪府 株式会社Ｈ－ｄｕｏ 8120001214942 パーソナルジムで行うバレルスチーム事業

大阪府 鳥居等税理士事務所 － 集客・非対面サービス体制・テレワーク環境の構築

大阪府 ＳＰＡＲＫＳ　ＮＥＴＷＯＲＫ株式会社 4120001163607 ネットを通じた新規顧客獲得とオンライン活用による研修事業提供

大阪府 株式会社ＹＳＤ 1120001211269 ヘアスタイルデータ販売のプロモーション事業

兵庫県 株式会社ニッシン 4140001034070 自社倉庫運用における通信販売事業の拡大

兵庫県 株式会社大信貴 5140001104252 どこでもＣｏＣｏでもココイチ！！

兵庫県 株式会社三方よし 1120901030149 コロナに勝！　デリバリーの開始と新しい店舗運営へのチャレンジ

兵庫県 りふぉーむまま － 安心して呼んでください！と言える工務店です。

兵庫県 有限会社百頂華 3140002020715 ベトナム市場の調査と販路開拓、及び国内ネット販売の取組み

兵庫県 工房太郎 － 新商品写真集のネット通販と新機械導入で生産力アップ

兵庫県 おそうじ本舗垂水舞子店 － コロナに打ち勝つハウスクリーニング業者の除菌関連商品販売促進

兵庫県 株式会社まち 2140001010932 目指せ創業９０年！三代目女将がデリバリー自転車で神戸を走る！

兵庫県 憩い処るり － レーズンバターの開発製造とその通信販売による新規顧客開拓

兵庫県 株式会社ミワヨシ 9140001023399 顧客とのテレワーク環境整備

兵庫県 株式会社オコサマスター 7140001047136 営業ツールのデジタル化による、非対面型営業への転換と拡散

兵庫県 Ｅ－ｓｅｎｓｅ － 非対面型のメンタルコミュニケーション講座への転換

兵庫県 Ａ．Ｓ．ＫＯＢＥ － 非対面販売における自社ＨＰ上での自動車品質の提示と新たな販路

兵庫県 株式会社ＫＡＹ　ＴＲＡＤＥ 9140001110164 パワフル女社長が仕掛けるＥＣサイトを使った独占契約商品の販売

兵庫県 有限会社ジェネシス 3140002010014 ＺＯＯＭを利用した配信型授業の提供

兵庫県 株式会社Ｓｐｒｏｕｔ 2140001099966 ＳＮＳ広告ＰＰＣ広告を活用し非対面対応で新規顧客獲得

兵庫県 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ＯＴＴＯ － テイクアウトの事業化と店内ソーシャルディスタンス確保

兵庫県 日本糀協会　コージーカフェ － サービスのオンライン化とブランディングによる新規顧客獲得

兵庫県 渡辺フロアー － 左官、解体屋の新規顧客獲得、新ニーズ獲得を狙うＨＰ作成と拡散

兵庫県 鮨にっ多 － 店舗改修により持ち帰りスペースを新設し販路拡大

兵庫県 有限会社ぺれ 2140002003729 七厘・鍋・創作　ＰＥＬＬＥで自社のデリバリー開拓

兵庫県 小宇宙食堂 － 医食同源・食とアートでお客様の心身を健康にする小宇宙食堂

兵庫県 株式会社シリウス 7140001027294 ネットショップの新規開設
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兵庫県 ｋｉｔｃｈｅｎ＆ｃａｆｅ　ｔｕｌａ‐ｓａｎ － ・ホームページ作成とホットペッパー開設によるテイクアウトの強化

兵庫県 サントレーディング株式会社 1140001093846 重機導入による外注依存からの脱却・利益率改善プロジェクト

兵庫県 ドリーミストデザイン － オンライン化を手助けするデザインを簡単に作れる講座の開講

兵庫県 Ｒｏｓｓｏ － 感染防止を目的とした店舗改装とＷＥＢによる告知の強化

兵庫県 有限会社ジェーシー産業 8140002037705 自動精算機導入による非対面ビジネスモデルへの転換事業

兵庫県 株式会社システマ・サポート 2140001024164 ナビゲーター基本システムの導入、ｅラーニングシステムの導入

兵庫県 ブライネット株式会社 6140001116998 中小企業向けウェブコンサルティングのパッケージング化と拡販

兵庫県 株式会社リサイド 3140001112942 自社サイトの活用で顧客との非接触での営業再構築計画

兵庫県 貴村真夕子オンライン着付け教室 － 貴村真夕子オンライン着付け教室

兵庫県 ＮＥＶＥＲＬＡＮＤ － ＢＡＲ改革による客単価向上と新規顧客獲得計画

兵庫県 キャスパーパール株式会社 3140001007201 真珠の魅力を伝えるパールジュエラーとしての新規顧客獲得計画

兵庫県 ふぁみりー居酒屋ゆもちゃん － 宅配弁当の強化！受注システム導入による新規顧客の獲得計画

兵庫県 屋上緑化システム株式会社 4140001028584 「無潅水・枯れ保証３年間」商品の建築設計段階への採用増加計画

兵庫県 やま美容室 － コロナ感染防止対策お客様安心美容業

兵庫県 株式会社ミスリー 6140001118458 ベトナム食品の個人向けサービスを展開するＨＰ作成とＳＮＳ拡散

兵庫県 株式会社垂水オアシスＡＨ 4140001047089 オンライン診療導入による顧客維持とホームページによる情報発信

兵庫県 株式会社グラート 8140001067348 おうちで食べる本格薪窯ピッツァの冷凍通販事業開始

兵庫県 當門 － 安心なお店で占いサービスを導入、非接触サービスによる顧客獲得

兵庫県 株式会社Ｔ’ｐｌｕｓ 4140001097927 ネットによる新規顧客獲得とリフォーム関連商品の販売サイト構築

兵庫県 株式会社ＲＩＮＸｓ 9140001117936 オンラインを活用したリモート双方向多言語学習サイトを世界へ

兵庫県 ｆａｃｅ　ｔｏ　ｆａｃｅ － 海外向け及び海外からのオンラインツアー催行

兵庫県 墓守のささき － 墓地管理士によるオンラインお墓じまい個別相談実施事業

兵庫県 株式会社デリローザ 2140001087681 コロナ禍における新しい販路開拓法および顧客対応への徹底

兵庫県 はなみずき鍼灸整骨院 － コロナ対策として院内環境の改善に伴う来患数と単価の増加計画

兵庫県 株式会社ＧＰ＆Ｐ 7140001111008 非対面型の利点を取入れた新しい提案型コンサルタント事業

兵庫県 インプレスホーム株式会社 7140001034539 非来店型相談スタイルの導入と新たなる販路拡大のための市場開拓

兵庫県 株式会社ＹＡカンパニー 3140001111804 非対面型ビジネスモデル構築と機械導入による業務範囲拡大

兵庫県 株式会社クリエコーポレーション 1140001087641 研修・コンサルティングのリモート化による受注増加計画

兵庫県 株式会社アウル 7140001025034
Ｂ型　非対面型ビジネスモデルへの転換　オンライン相談による売上の拡大
とオンライン営業開始のＰＲ

兵庫県 株式会社ビー・ビー・アイ 2140001030179 コロナウイルス等不測の事態に負けない強い会社にする為の事業。

兵庫県 Ｈａｗａｉｉａｎ　Ｋｏｍｂｕｃｈａ － コロナ後の新時代対応！新規格用設備とキャッシュレス決済導入

兵庫県 ギャラリーＶｉｅ － コロナに負けず、アートを進める！

兵庫県 合同会社総合介護支援センターはばたき 1140003011013 クラスター対策　放課後デイサービス教室内分室工事

72 / 99 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）
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兵庫県 神協空設 － 非対面営業を実施するためのＷＥＢサイトの構築と告知の徹底

兵庫県 兵庫鶏卵株式会社 8140001014696 Ｈ．Ｐ開設による既存顧客への深堀営業と新規獲得による販路拡大

兵庫県
ＮＡＩＬＩＳＴ　ＳＡＬＯＮ　ＫＯＢＥ　ＴＯＡ　ＲＯ
ＡＤ

－ オンライン受講可能なネイルスクールの開校と受講生の獲得

兵庫県 有限会社グレイス 2120001223718 複数のＥＣサイトの構築とカスタマーサービスの充実

兵庫県 Ｃａｆｅ　ｋａｎｏｃｏ － お客様同士の座席距離や個室の確保とテイクアウト商品の強化

兵庫県 元町ＰＣサービス － 非対面型モデルへの転換とデータ復旧機器の購入による販路開拓

兵庫県 ＫＲサービス － 非対面でのカウンセリングによる新規顧客の獲得

兵庫県 合資会社佐向商店 9140003003242 インターネット販売の開始と、アレルギー対策商品な開発と販売

兵庫県 株式会社寧広 7140001117855 ホームページでの販路開拓及びクラウドシステム導入

兵庫県 グロス － コロナウイルス対策のオンライン授業の取組と開始のＰＲ事業

兵庫県 お好み焼　さかえ － 地域密着型店舗のテイクアウトのオンライン対応と環境改善の取組

兵庫県 パソコンホームスクール － サービスの非対面化と自社ホームページによる新規販路開拓

兵庫県 株式会社あんじゅホーム 8140001021775 オンライン打合せで若年層顧客獲得

兵庫県 株式会社Ｓｅａ　Ｈａｗｋ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 4140001033477 国内市場の開拓を非対面で行うためのＨＰ更新

兵庫県 株式会社フィルムズ 5140001116603 家族の思い出作りのための出張撮影「ファミフォト関西」の販路拡大

兵庫県
特定非営利活動法人コーディアルサポー
ト

7140005004455 感染症対策を徹底した安心安全に移動出来る介護タクシー

兵庫県 まかないや － 宅配サービス・ネット販売の立ち上げによる新たな外食事業の取組

兵庫県 ＴＥＲｍｉｎ － 発想の転換！美容室でテイクアウト！新規優良顧客獲得計画

兵庫県 有限会社福田商店 6140002015687 ネット販売サイトの構築による一般消費者の新規顧客獲得

兵庫県 株式会社六甲製作所 1140002006848 既存生産設備の体制強化とフル稼働体制の構築のための設備計画

兵庫県 Ｌｏｍａｋａ － 人生１００年時代！腸活、免活！今こそ食生活を見直しませんか？

兵庫県 Ｔ．Ｓ．ＣＬＥＡＮ － ビル外壁洗浄、深夜無人床洗浄による新たな事業開発の取り組み

兵庫県 有限会社ゆば正 1140002012425 作業コスト削減による商品（低コスト対応）提案を可能にする計画

兵庫県 Ｌｉｔｔｌｅ　Ａｎｇｅｌ － ＥＣ導入ウェブサイトで、新規顧客獲得と収益力向上を目指す

兵庫県 リバティメガネ － 接客時間１／２を目指した新しい眼鏡販売モデル

兵庫県 合同会社ＮＹＡ 4011803001907 ＥＣサイトでのキャンペーン広告とＳＮＳ広告による売上拡大

兵庫県 ためとう整骨院 － ＨＰ・オンライン・看板設置による既存患者フォローと新患獲得

兵庫県 ＳＡＫＥ　ＦＲＯＭＡＧＥＲＩＥ　香醸 － 自社製品の開発で家飲み需要に向けたオンラインショップの拡充

兵庫県 合同会社Ｔａｗａｍｕｒｅ．ＪＰ 9140003014520 ドローン購入による周辺サービスの展開（空撮・測量・点検など）

兵庫県 ＫａｒａｎＫｏｅ　ｂｌｏｏｍｓ合同会社 4140003015515 セルフ対応エステ機器導入による非対面施術による集客アップ事業

兵庫県 株式会社インプルーヴ 4140001029533 世界中からオンラインで発注できるオーダーメイドニットグッズ

兵庫県 株式会社ＰＩＮＥ　ＴＲＥＥ 1140001113653 テイクアウトと店舗のイメージアップによる売上拡大を図る

兵庫県 ひふみカフェ － テイクアウトメニューの開発と事前注文システムの構築
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兵庫県 有限会社山田商店 4140002016332 オンラインイベント開催による非接触型ＰＲ施策の取り組み

兵庫県 株式会社Ｊｉｎａサロン 4140001024831 ウィッグ相談を、安心で気軽なＪｉｎａのオンラインで！

兵庫県 株式会社扇矢 8140001031270 当社自慢の「但馬牛」、「神戸牛」のＥＣサイト構築

兵庫県 松由 － 自宅で味わえる料理屋の逸品による新規顧客の獲得計画

兵庫県 株式会社ヤノ技研 4140001082615 宣伝強化とインターネット活用等非対面戦術による売上増大

兵庫県 お肉屋きっちん － ポストコロナに対応した新たな飲食店スタイルの創造

兵庫県 ビストロ　ミニョン － おうちで作るシェフの味！届く食材と料理動画で作るプロの味

兵庫県 台所なみ － どこでも“台所なみ”を堪能して頂く取り組み

兵庫県 株式会社大慎 8140001035057 大慎の味をご家庭に！オリジナル商品開発とインターネット販売。

兵庫県 住まいる商会 － 自店ＥＣサイト構築、ＤＩＹ・ハウスリペア教室動画の販売！

兵庫県 ｅｍｕ － ＥＣサイト活用による既存顧客売上拡大、新規顧客獲得計画

兵庫県 肉食店はしもとや － はしもとやの味を全国の食卓に！独自ソースの開発と販路拡大計画

兵庫県 ＮＧＭ株式会社 9140001114454 自社事業の関連グッズ販売のためのＥＣサイト構築による売上拡大

兵庫県 Ｂｒａｖｏ株式会社 9140001028695 接客サービスを生活様式に対応した店舗とホームページの構築

兵庫県 株式会社ＳＴＡＲ　ＣＲＡＦＴ 5140001077903 生産体制確立に向けた３Ｄプリンタの複数台導入計画

兵庫県 レリエフ姫路 － ＥＣシステム構築とＳＮＳを効果的に活用して業績アップ

兵庫県 株式会社ペパレス第二製作所 1140001093912
新型コロナ対策商品をはじめとした国産プラスチックシート関連製品の内製
化

兵庫県 有限会社てつやフーズ 1140002049715 ホームページのリニューアルでネット販売を開始して業績アップ

兵庫県 株式会社田村木材 3140001060035 非対面型Ｗｅｂサイト構築によるトラックボディ材の販路開拓

兵庫県 Ｍ１９９７ － ＥＣサイト開発・宣伝広告取り組みによる新規販路開拓事業

兵庫県 株式会社奥村モータース 4140001058177 非対面型オンライン相談システムの構築による売上向上計画

兵庫県 株式会社しみず 5140001059364 新商品フルーツサンドのテイクアウト及びＥＣサイト開設事業

兵庫県 ベアー － 新しいお客様と作り上げるジェンダーレスサロン

兵庫県 大西建築事務所 － モデルルーム見学会のオンライン化による販路開拓事業

兵庫県 株式会社Ｓｕ．ｉｎｃ 3140001065439 非対面型ビジネスへの転換に向けたＩＴ化と診断設備の導入

兵庫県 トランジスタベーカリー － ネット通販並びにテイクアウト商品の強化を軸とした販路開拓戦略

兵庫県 株式会社サブロク 3140001094578 販売機会損失における販売改善、ＷＥＢおよびＶＲ技術の活用

兵庫県 株式会社アーキタイプス建築設計事務所 9140001110643 クラウド環境整備での受注獲得・労働環境改革

兵庫県 家具のたにがわ － 家具から洋服へ主力商品転換に伴うネット販売による販路拡大事業

兵庫県 Ｒｅｅｓ － ＥＣサイトの構築によるネット通販とリモートスクールの新設

兵庫県 なかの株式会社 9140001060368 設備導入による内製化の推進及びＥＣサイトによる販路開拓事業

兵庫県 有限会社有本自動車 5140002047376 非対面型オンライン相談に対応したツール導入及び販路開拓事業

兵庫県 株式会社プティブルー 3140001114154 商品の安定供給並びにネット通販事業の強化による設備導入事業
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兵庫県 株式会社ＺＡＰＰＡ 9140001066134 新しい生活様式を取り入れた施設構築を行い経営の安定を図る。

兵庫県 株式会社ビビッド 2140001064185 ＥＣサイトの導入と肌解析機を活用した非対面サービスの提供

兵庫県 ロングラン商会 － 自社ＨＰとチラシ配布による利益率が高い個人顧客集客の取り組み

兵庫県 株式会社ワークプラン 6140001064082 【自家製あんこのインターネット販売で安心安全な食材提供】

兵庫県 ヒメジガハハゲストハウス － 非対面チェックインでも「おせっかいなおもてなし」事業

兵庫県 株式会社坂谷商店 4140001059043 通販サイトを活用した販路拡大並びに当店ブランド力の強化事業

兵庫県 株式会社ヒロノクラフト 4140001115762 レーザー加工工程の内製化による商品供給安定化の取り組み

兵庫県 有限会社テムス 3140002049721 ＨＰ等広告媒体の改良、新設による販路拡大

兵庫県 あおば整骨院 － 新たな非接触型サービス「陶板浴療法」を軸とした販路開拓戦略

兵庫県 薫家 － 燻製料理テイクアウトの告知とネット販売及び、店の知名度向上

兵庫県 田中美染株式会社 9140001060013 染め物の新デザイン商品のネット販売広告、看板による知名度向上

兵庫県 ライトイヤー株式会社 2140001065191 ヘナやハーブカラーの通信販売やチラシによる認知度向上

兵庫県 Ｎａｔｕｒａｔｏｐｉａ（ナチュラトピア） － ファスティング講師業×非対面型ビジネス展開

兵庫県 ｈａｉｒ＆ｆａｃｅｃｈｉａｒａ（キアラ） － 美容室×非対面型ビジネス展開

兵庫県 ＯｒｇａｎｉｃＣａｆｅＲｅｓｔａｕｒａｎｔ珊瑚椀 － 通販、テイクアウトを拡充するためのＥＣサイト構築及び店舗改装

兵庫県 株式会社くらすＯＮＥ 9140001104604 非対面型ビジネスモデルの環境整備と新規顧客の販路開拓事業

兵庫県 ＦＪＩＣ － ＡＩコンシェルジュ搭載ＨＰ導入による非対面型の販路開拓事業

兵庫県 有限会社ベータミュージック 4140002050744 インターネットを通じた楽器販売とライブ配信による新規顧客獲得

兵庫県 ＬＵＮＯＮ － 無人対応型個室セルフ脱毛の新展開とＨＰ活用で売上拡大

兵庫県 有限会社こうりゅう 6140002052821 木材の非対面オンライン販売を可能にするホームページの制作

兵庫県 Ｇｌｏｂａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ － 非対面類型コンサルタントでブルーオーシャンへ乗りだす事業

兵庫県 株式会社ハート・ワン 9140001062793 予約機能搭載ＨＰと高機能換気設備導入による感染症対策の取組み

兵庫県 株式会社はやのや 3140001060803 ＥＣサイトとＳＮＳ連動ホームページよる新規客の獲得

兵庫県 れみらい行政書士事務所 － 分野特化型のホームページによる非対面による新規顧客獲得

兵庫県 株式会社ＧＯＧＯ　ＢＲＡＮＤ 4120001145927 クラウドサービスによるインターネット販売の売上ＵＰ！

兵庫県 あや鍼灸整骨院 － 非接触治療器による治療効果向上・拡大事業

兵庫県 健康美研究所 － ホームページ作成による心身肌のオンラインサポート事業

兵庫県 豊田鍼灸整骨院 － 豊田鍼灸整骨院のオープンＰＲ、治療室・システム改修事業

兵庫県 Ｇｏｔｔｅ － 街なかの天然藍染め工房。藍染製品の日常使いＰＲ事業

兵庫県 株式会社ＯＳＣ 2140001055093 オンラインバー導入とテレワーク化による販路開拓・業務効率化事業

兵庫県 ＧＵＳＫ － コロナに打ち勝つ！改装及びオンラインによる維持・拡大大作戦！

兵庫県 有限会社夢・アシスト 2140002045028 （非対面型保護者向け）難関中学受験相談所サイト構築事業

兵庫県 ケイ・ファースト － 滅菌機のシールテープ自動巻き化と自社搬送システムの確立
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　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。

兵庫県 えなみ鍼灸整骨院 － 巻き爪のマシン施術とオンライン巻き爪ケアの推進

兵庫県 居酒屋　百菜 － 近隣の方に求められるランチを非対面で提供

兵庫県 シード株式会社 1140001096205 エンジンサービスオンライン化による販路開拓・テレワーク化推進

兵庫県 Ｈｉシステム株式会社 6140001112007 工場システムのリモートメンテナンスで販路拡大

兵庫県 ＭＡＧ　ＣＡＴ　ＣＡＦＥ － 行列回避でＮＯ密！＆企業からの依頼獲得で売上安定化！

兵庫県 株式会社ＫＯＴＯＮＡＳ 4140001093637 商品開発によるＤ２Ｃビジネスへの業態転換とＥＣサイト構築

兵庫県 櫻井　美恵 － 出張鍼灸から安心安全な自宅サロンへ：Ｗｅｂ活用で感染予防

兵庫県 オークス株式会社 2140001037918 倉庫のリモート化で働きやすい環境創りと自社サイトで基礎強化！

兵庫県 ベレーザ － ホットペッパービューティーのシステムを活用した新規顧客の獲得

兵庫県 ＵＬＵＣＵＳ － 新商品開発の内製化とホームページリニューアルによる売上獲得

兵庫県 たのわくそろばん教室 － デジタルコンテンツによる３チャネル授業と海外進出

兵庫県 クリップクリエイティブ合同会社 4140003013304 日本酒取扱店に力を！最高鮮度の日本酒テイクアウトを斡旋

兵庫県 学習塾竹の子 － 高等部　オーダーメイド学習管理×オンライン授業×快適な自習室

兵庫県 ポルコ食堂 － テイクアウトのオンライン受注対応と従業員労働環境の改善

兵庫県 株式会社いばらき 8140001034538 非対面による新たな販路開拓のための商品説明用ホームページ制作

兵庫県 ｍｅｍｅ － アイス屋さんがＩＣＴをフル活用！３密回避策と新規事業の開拓

兵庫県 子午線醸造株式会社 9140001112929 テイクアウト、デリバリーサービス新規事業でコロナ打破！

兵庫県 和ごころ　万彩 － 料理屋の味を自宅までお届け。安心安全の和食テイクアウト。

兵庫県 西明石興業有限会社 3140002029376 ハレの日はめで鯛やで！明石の味を地元から全国へ！！

兵庫県 バイヤーズ株式会社 9140001111022 ウィルス対策商材を活用して新たに売上を確保する

兵庫県 株式会社ハイ．クリエーション 3140001091154 感染症リスク軽減と業務用商品開発、ネットを通じた新規顧客獲得

兵庫県 阿那写真館 － 非現実世界を創る改装で新規顧客獲得

兵庫県 株式会社グローズ 7140001104630 ｆｌａｇコロナウイルスに負けないソーシャルディスタンスの取組

兵庫県 有限会社松本商店 3140002059282 リモート型体験教室に対応したレンタルスタジオギャラリー事業

兵庫県 有限会社稲上商事 9140002055417 新たなテイクアウト弁当と加工食品の開発販売による売上強化

兵庫県 鮨まき田 － お店の味をそのままご自宅へ！出前に適した江戸前鮨の開発と広報

兵庫県 モバイルワークス － 非対面型パソコンサポートへの転換

兵庫県 ＣＬＥＡＮ＋ － 対面営業から非対面型営業への転換で一般家庭からの清掃依頼を

兵庫県 有限会社ウチノ 4140002058804 生産管理、在庫管理、請求書発行システムの導入

兵庫県 山木システム － 非対面での動画編集・制作事業

兵庫県 株式会社安藤製作所 2140001067865 他社製３Ｄプリンターの活用と金型作成による新規顧客獲得

兵庫県 Ｐｏｌｅｓｔａｒ（ポールスター） － オンラインスクールの新規顧客獲得・販路拡大事業

兵庫県 ＬＩＦＥ　ＩＳ　Ａ　ＪＯＵＲＮＥＹ！ － 音響システムを構築し、楽器のオンライン接客を可能にする
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兵庫県 合同会社ｗｅｌｌ　ｃｏ 1140003014651 オンラインで学ぶ！ＳＮＳで利益を向上させるスクール事業

兵庫県 株式会社Ｅ－ＬＩＦＥ 9140001073766 テイクアウト商品開発と、自社サイトによる新規顧客獲得

兵庫県 満天ライフ － ＡＩではできない自立したオンラインでのコミュニティ作り。

兵庫県 株式会社エンジェルメイド 3140001095394 オンライン予約で接触を少なく、動画を公開で新規顧客獲得

兵庫県 フェリーチェ　アデッソ － 店頭集客型の対面販売から非対面型ＥＣサイト販売への移行

兵庫県 合同会社シーエス 6140003011223 コロナウイルス感染状況下における売上強化及び感染防止対策

兵庫県 ゆうこうマリン株式会社 6260001018687 ＣＮＣ機器を用いた自社生産と既存作業の効率化

兵庫県 西宮エアコン株式会社 3140001073276 ネットを通じたエアコン更新工事の新規顧客獲得の仕組み構築

兵庫県 Ｋ・コーポレーション － 医師監修による『ｇｕｅｒｉｒ』ボーンブロスの新規顧客の拡大

兵庫県 Ｍｉｎｅｒａｌ　Ｍｕｒｕ － ネットショップ構築、イベント出店、実店舗による販路拡大

兵庫県 カモミール － 施術前カウンセリングのオンライン化で集客強化

兵庫県 プチドール － 新たな顧客層開拓と感染防止の為のオートシャンプー導入とその周知

兵庫県 株式会社月歩 1140001116516 衛生的にマスクを保管、保全する簡易ツール（エチケットクリップ）開発

兵庫県 ＴＡＲＯＣＨＡＮ　酒場 － クレンリネスを含めた新型コロナ対策と販促強化による顧客獲得

兵庫県 株式会社ＰＩＺＺＥＲＩＡＨＩＲＯ 5140001116025 通販用冷凍ピザの商品開発と専用ＥＣサイト開設による販路開拓

兵庫県 株式会社マリーメイ 8140001094375 コロナと共生できる完全個室のパーソナルトレーニングジムの開業

兵庫県 株式会社ホーユーウエルディング 3140001083192 オリジナル飛沫防止アクリル板製作と非対面型販売体制の構築

兵庫県 ほこ － テイクアウトとデリバリーの本格事業展開

兵庫県 株式会社ＦＩＶＥＳＴＡＲ 8140001118324 ＨＰ作成による自動車販売・買取の「リモート商談」体制の構築

兵庫県 ＤＡＢＡＤＡ － ネット配信を活用したクオリティの高いライブで新規顧客獲得

兵庫県 むらかみ写真スタジオ － サービス提供の非対面・非接触化と貸衣装の除菌管理システム

兵庫県 カット・スタジオ安藤 － お客様との接触時間を縮小し、ヘッドスパの新サービスを実施

兵庫県 織衣羽 － ＥＣ強化・地域デザイナープラットフォーム構築と作業環境の改善

兵庫県 けんしん亭 － ネットショップの新規開設による新たな売上創出事業

兵庫県 バンブー －
お持ち帰りカレーサービス導入と店内、屋外イートインでの安心空間でゆとり
を提供

兵庫県 有限会社サカエファクトリーサービス 3140002061750 新たな製品の生産要請に応じる省力化工法の構築

兵庫県 にぎわい食堂いろはにほへと － お持ち帰り商品の強化と換気の良い店内空間提供による新規顧客の開拓

兵庫県 有限会社モリ塗装 7140002061499 人に優しい水性塗料使用の商品開発・非接触販売による新分野進出

兵庫県 株式会社せーとく 6140001075352 ＥＣサイト、リモート商談等完全非接触型販売方法の確立

兵庫県 岡治織物合資会社 1140003007993 自社ホームページの刷新とオリジナル製品のＥＣ販売サイト作製

兵庫県 株式会社けんじフードサービス 6140001075492 お店の味を自宅で楽しめる商品の開発とＨＰを利用した事前決済

兵庫県 ソラシＬａｂｏ － ＨＰ作成とネットショップ開設＆商品開発による販路拡大。

兵庫県 いけのうち鍼灸整骨院 － ウェブサイトを活用した非対面型販路の開拓と顧客獲得
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兵庫県 前川農産 － ３密を避けた生産体制で売り上げを上げろ！

兵庫県 株式会社石井超硬工具製作所 8140001036105 非接触ネット販売・Ｂ　ｔｏ　Ｃによる新規取引先・新規顧客開拓事業

兵庫県 合同会社こころ 1140003008538 働く自由・事業場外で限界まで完結するモバイルワークの実現

兵庫県 トラットリアダルッツォ － 個人店だから出来る臨機応変その場で作るテイクアウト事業

兵庫県 株式会社錦建築 8140001107434 事業効率向上策としてオンライン相談実現の為にＨＰを開設

兵庫県 スムクラシーノ株式会社 2140001110609 非対面でも営業可能！最新ＩＴ技術を駆使した不動産の販路開拓

兵庫県 株式会社アシュランス 8140001093542 ホルモン鍋セット販売に向けた通販サイト構築

兵庫県 Ｂｏｏｋ＆Ｃｏｆｆｅｅ　ｃｏｙｏｍｉ － 菓子製造の開始によるテイクアウト・ＥＣサイトを通じた販路拡大

兵庫県 建築設計工房・栄（Ｓａｋａｅ） － お客様・工事担当者との打合せがＷＥＢで可能なホームページ製作

兵庫県 中原水産有限会社 1140002069201 ホームページを活用した新たな通販事業による収益確保事業

兵庫県 株式会社ビッグフューチャー 5140001085476 「施設力の強化」と非対面型おしぼり機の導入による新規顧客獲得

兵庫県 有限会社アイズ 2140002046653 ＯＥＭ専用サイトでＰＲと拡散、リモート商談で海外も視野に

兵庫県 Ｌｉｆｅ　Ｄｅｓｉｇｎ － Ｗｅｂで完結する非対面カウンセリングシステムの再構築

兵庫県 株式会社ゆもと 3140001038543 潜在的ニーズのあるＢｔｏＣ強化に向けたネット販売の実施

兵庫県 池尻殖産株式会社 1140001038280 非対面型イベントの取り組みと新規ビジネスモデルへの転換

兵庫県 ミュージックインストラクターズ養成学院 － 音楽療法士・歌唱療法士ＷＥＢスクーリングによる新規受講生獲得

兵庫県 株式会社まなべ屋 2140001108297 コロナ対応業態転換コンサルティングと店外売上の構築

兵庫県 みらいマーケティング本舗 － Ｗｅｂを活用したオンライン講座による新規販路開拓

兵庫県 楽笑整骨院 － 逆転の発想による個室整体⇒トレーニングスペースの確保

兵庫県 ウィンドアップ － オリジナルブランドを中心とした陸上超専門通販サイトのオープン

兵庫県 魚肉匠居酒屋　よしだ － キッチンカーよしだ

兵庫県 竹内美容室 － 先端美容技術を取り入れた非対面型経営

兵庫県 有限会社末広電器 8140002035989 オンライン対応型ＨＰ、インターネット販売の導入。

兵庫県 株式会社ＡＬＣ 8140001046203 アフターコロナ買い物弱者の支援ＥＣサイト立ち上げ事業

兵庫県 株式会社コトブキコーポレーション 7140001042789 高栄養食品のｗｅｂ販売に向けた事前マーケティング事業

兵庫県 ｋｉＴＡＩＬＯＲｄ’ｓ － 古着の非対面型採寸、お直しのビジネスモデルの構築

兵庫県 有限会社ふえろう村塾 1140002062908 食肉事業と飲食店事業における個人顧客の獲得と収益力強化

兵庫県 株式会社Ｅｍｐａｔｈｙ 5140001103650 「オンラインによる治療院経営サポートと高性能機器による技術支援」

兵庫県 有限会社アベニュー・ド・ラペ 9140002062652 フランス仕込みの本物のお菓子の認知度を高め、ネットでも販売！

兵庫県 ホームエステティックサロンＡ．ＩＭＵＳ － 最先端脱毛でキッズ脱毛から介護脱毛まで非接触エステへの転換！

兵庫県 有限会社井上製材所 9140002062207 木材納期短縮及びネットを通じた非対面販売による新規顧客獲得

兵庫県 ＫＯＫＯ　ＪＡＰＡＮ － 日本へ留学希望の外国人を繋ぐオンライン日本語レッスンの展開

兵庫県 有限会社岩崎石油店 5140002062210 新規顧客開拓に向けたガソリンスタンドセルフ化計画

78 / 99 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。

兵庫県 高部石油株式会社 2140001076305 ホームページ新設で車のオンライン・メンテナンス体制の構築

兵庫県 Ｂｏｔａｎｉｃａｌ　Ｌｉｆｅ合同会社 3140003015128 兵庫県初民間ワイナリー推進経費にかかる事業

兵庫県 株式会社クリエイト 5140001093000 非対面・循環型ホームコンテナビジネス（ＳＤＧｓモデル）

兵庫県 エリカハープアカデミー － オンラインハープ教室を国内外にＰＲし新規生徒獲得

兵庫県 株式会社長田製作所 6140001076235 非対面販売促進による販売力・自社ブランド認知の向上計画

兵庫県 明石屋 － 「魚弁当テイクアウト事業」拡大の為の厨房設備の拡充

兵庫県 あさひ整骨院 － コロナ禍でも安心して利用できる運動スペースと運動指導の提供

兵庫県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｐａｌｅｔｔｅ － 非接触事業拡大の為のレンタルセット及びセルフエステの導入

兵庫県 日の出屋酒店 －
ＷＥＢショップによる年度別の酒類販売と配達による非来店型での新規顧客
の獲得

兵庫県 リンパ・血流テラピー枸杞の実 － 非対面でのカウンセリング＆ケアを導入した施術モデルの構築

兵庫県 株式会社スリーマインド 1140001102689 自宅で安全に気軽に受講できるオンライン遺品整理セミナーで販路開拓

兵庫県 株式会社中西正佳建築設計事務所 7140001116064 建築プロセス・空間動画による非接触・非対面の営業拡大

兵庫県 有限会社隆景 9310002000413 ＨＰによる日本の伝統工芸品のネット販売及び加工修理の受付

兵庫県 Ｓｐｒｉｎｇ株式会社 6140001082761 日本企業就職希望のベトナムの方むけオンライン教育の実施

兵庫県 宝塚牧場株式会社 9140001111625 インターネットで工場直販を実施して、収益力向上

兵庫県 オフィスかなで － 「オンライン取材で品質の高い文章を提供」告知するホームページ

兵庫県 Ｌｅａｆ　Ａｃａｄｅｍｙ －
（１）通信教育講座（遠距離に住む家庭の小学生対象）　（２）中学校別定期テ
スト対策講座受講者（外部生向け）

兵庫県 永楽庵 － 自社サイトによるネット販売開始と新商品開発による新規顧客獲得

兵庫県 有限会社日本総合医療 8140002024463 「非接触でも、オンラインで安心して心身を元気にする！」

兵庫県 アイユーエステート株式会社 6140001084056 ＬＩＮＥとＨＰによる非対面での集客力向上

兵庫県 Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　Ｈｉｐｐｏｐｏｔａｍｕｓ － パンを販売するための自動販売機設置

兵庫県 株式会社Ａｉｌｅ＆ｃｌｏｃｈｅｔｔｅ 2140001117265 オンラインを活用した指導による学習塾運営事業

兵庫県 株式会社知春 4140001113295 テイクアウト用のネット決済と店内環境の整備による売上増加計画

兵庫県 オーガニックスタジオ兵庫株式会社 9140001087097 図面作成時の関係業者・お施主様との非対面での円滑な打合せ

兵庫県 株式会社水谷 9140001040163 ＷＥＢ上における販売チャネルの新規開拓

兵庫県 バックオフィスサービス株式会社 9140001034396 非対面施術が可能な機器導入によるエステ事業への参入

兵庫県 株式会社竹中弘樹事務所 1140001087204 非対面リモートブース設営による感染リスク低減・業務効率化

兵庫県 Ｆａｉｒｙ　ｅｙｅｌａｓｈ － サロンの予約ができる独自ＥＣサイトの構築

兵庫県 料和大道 － 対面接客抑制によりコロナ対策！安心・満足両立店舗の実現！！

兵庫県 ＥＢＩＳＵ空間設計室 － 非対面営業のためのＨＰとコロナ対策グッズのＥＣサイトの制作

兵庫県 株式会社グローバルクエスト 8140001025735 コロナ禍における「セルフサービス葬儀」ＰＲプロジェクト

兵庫県 合同会社エイチ 8140003009645 自社サイトを使ったネットオーダーでの顧客獲得

兵庫県 スナック　ＢＬＯＯＭ － ゆったりとした情報交換スナック
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　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
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兵庫県 ｅｙｅｌａｓｈ　ｓａｌｏｎ　Ａｎｄａｎｔｅ － 歯のセルフホワイトニング他非対面美容メニュー

兵庫県 株式会社ＡＱＵＡＦＯＯＤＳ 7140001087537 自社ＥＣサイトの新規作成による新たな販路開拓

兵庫県 大衆鉄板焼き　まつもっ亭 － テイクアウトサービス＆デリバリーサービス導入！新規顧客開拓へ

兵庫県 株式会社アメロイドキッチン 6140001106710 ご当地商品の開発・ＥＣによる非対面式販売モデルの構築

兵庫県 ジェラテリアＰＡＣＥ － 本場ジェラートを全国に届けるＥＣサイト構築でＷｅｂ販売開始！

兵庫県 ＢａｃｏｏｒｄＡｐｐｓ株式会社 2120901038042 Ｔｗｉｔｔｅｒに特化したキャンペーン広告のシステム構築

兵庫県 有限会社リフォームプロ 8140002023481 非対面サービスのためのネットショップの開設とＰＲ動画制作

兵庫県 五半 － 水産物の加工品の製造、ネット販売

兵庫県 山下寿久 － 「ＩＴ化の推進による付帯的業務の効率化と収益の改善」

兵庫県 なんくるないさ合同会社 7140003010380 製造工程の効率化と感染予防を両立させ、粗利益の増加へ！

兵庫県 株式会社シー・エム・エス 9140001013185 オンライン授業による生徒の多様化対応と新規生徒の取り込み

兵庫県 株式会社ハヤシ化粧品店 9140001076281 素肌美化粧品のネット販売で日本全国に販路拡大を行う

兵庫県 ＮＰＯ会計支援センター合同会社 8140003009728 対面から非対面へ～ＮＰＯ会計Ｗｅｂセミナーツールの導入～

兵庫県 株式会社アディッドバリュー 9140001053677 インターネットＩＴ活用で当社オリジナルメディアの代理店化

兵庫県 ペットサロンベル － オンライントリミングの実施による顧客呼び戻しによる売上復活

兵庫県 Ｄｉａｎａ．Ｒ － チラシからＨＰ制作で非接触型宣伝に転換しコロナ禍を乗り越える

兵庫県 たろう鍼灸整骨院 － オンラインスポーツコンディショニングＨＰ開設による販路開拓

兵庫県 わかば整骨院 － いつも通りに、安心して来院できる院作りと新たな施術メニューの構築。

兵庫県 株式会社正建工業 6140001020168 住宅設計・施工オンライン相談の非対面化による売上回復を実現

兵庫県 株式会社松崎 5140001015441 非対面販売の為の本格的なＥＣサイト化による販路拡大

兵庫県 帝京管理マネジメント － リモートガイドでバス釣りを安全にサポートする新規プロジェクト

兵庫県 株式会社大工屋 2140001112142 自社サイト及び３Ｄ　ＣＡＤソフト導入による木製コンテナハウスの拡販

兵庫県 株式会社タイセイプラン 3140001077244 管理業務の効率化と商圏拡大、受注単価向上の仕組みを構築する

兵庫県 株式会社松永建設工業 9140001109066 安全教育：ＡＴＫＹ活動をレクチャーするオンラインサロン

兵庫県 株式会社小川農具製作所 8140001076101 畦成型機のネット通販を開始する専用ＨＰ作成事業

兵庫県 株式会社リーフオブライフ 8140001110149 オンラインスクールで育てる！顧客満足度向上整体師育成事業

兵庫県 株式会社電研 2140001043288 オンライン営業で集客の効率性を上げるためのコンサルティング依頼

兵庫県 ＭＭＢ － 事業者の売上向上させる動画広告サービスオンライン化事業

兵庫県 楽読西宮北口スクール － リモートレッスン移行に伴う販促施策と環境整備

兵庫県 株式会社セカンドハンド 1140001111161 リサイクル商品の販売・買取査定のできるホームページの開設

兵庫県 株式会社せんばはまや 5140001059653 ＥＣサイト、顧客管理クラウド化によるオンライン仏壇販売の構築

兵庫県 あゆむ整骨院 － 殺菌ひのきミストのネット販売による非対面ビジネスを展開

兵庫県 パザパ － パザパのテイクアウト強化「お家でパザパ」
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兵庫県 株式会社シャイン 5140001103246 コロナウイルス感染症対策の詳細を認知させるためのＨＰ作成

兵庫県 株式会社５５ 5140001096911 運転代行業の飲食店に頼らない集客のためのＨＰ作成

兵庫県 エーアンドティーサポート － リモートによる非対面型フォント制作のシステム化事業

兵庫県 吉盛設備設計事務所 － 電気設備設計における非対面の打ち合わせシステムの導入

兵庫県 株式会社ディーオーケー 3140001056470 ＷＥＢ会議システム導入による日本⇔中国間の業務改善で売上回復

兵庫県 パワーニュートリション － スポーツ選手への安心・安全な食環境提供と非対面型指導の構築

兵庫県 株式会社Ｎ・Ｇ・Ｏ 9140001098821 新規事業『ネットショップの開設』との二本柱で経営力強化

兵庫県 株式会社コミクト 1140001089175 オンラインシステム整備による、説明会・申込等の非対面化構築

兵庫県 株式会社クレア 8140001083015 リモート相談・見積対応ができるＨＰ開設による新規顧客開拓

兵庫県 アイ・エム・オンライン有限会社 4140002005814 ・小さなサロンでもＩＴ音痴でも実施可能なオンライン指導の実践！

兵庫県 楽読神戸スクール － 楽読メソッドを用いたオンライン起業家養成塾による販路開拓事業

兵庫県 ちいきすと合同会社 7140003013334 ライブコマースや最新ＩＴ技術を活用した非対面型サービスの提供

兵庫県 Ｄａ　Ｃｅｎｃｉｎｏ － Ｄａ　Ｃｅｎｃｉｎｏ自慢のイタリア料理をテイクアウトで！

兵庫県 株式会社バンブー経営学院 5140001073852 後継者専門のオンライン型家庭教師サービスの開発

兵庫県 ＣＯＯＬ － おしゃれの街神戸から発信するオンライン・まつエクスクール

兵庫県 インド料理シュリアルナ － インド人が作る本格カレーを自宅にお届け！ネットで販路開拓へ！

兵庫県 株式会社井上工具製作所 2140001036168 Ｗｅｂ展開とカタログ運用による受注体制の革新をする事業

兵庫県 株式会社陸設備 8140001095167 ホームページで可能にする非対面見積＆受注の仕組作りと人材確保

兵庫県 ｗａｚｚ‐ｕｐ合同会社／Ｅｎｃｌａｉｒ 8140003010792 感染リスクを下げるための店舗の改装と広報への取り組み

兵庫県 Ｋｉ：Ｋｉ工房 － 「小型電気窯の導入により小口注文の納期短縮と燃料ロス削減を図る」

兵庫県 ｅ－スマイル － 完全非対面によるデザイン事業の構築と周知事業

兵庫県 武蔵 － 焼きおにぎり・串焼きテイクアウト販売の販売促進事業

兵庫県 タカオ商店 － インターネット注文システム開発による非対面販売強化事業

兵庫県 株式会社元天コーポレーション 9140001064253 冷凍保存が可能な新商品を開発し、新たにネット販売に取り組む

兵庫県 株式会社ばらんすクリエイション 7140001105587 インターネット予約システムを導入したＨＰによる集客力向上事業

兵庫県 浅田塗装 － ＨＰを作成し非対面対応で新規顧客獲得ＳＮＳ運用露出向上

兵庫県 有限会社アレス 3140002029665 顧客管理の電子化で離れていても離さないコミュニケーション

兵庫県 大力 － お客様に安心してご利用して頂く為のお店づくり

兵庫県 Ｌａ　Ｒｕｅｌｌｅ． － テイクアウトの拡大と宿泊事業への参入

兵庫県 株式会社ＭＳＤジャパン 4140001100830 新規販路拡大へのテイクアウト商品開発と広報

兵庫県 ｈｉｆｕｍｉ － ローコストで構築できるバーチャルステージの開発

兵庫県 Ａアルファ株式会社 7140001102270 安心・おいしいこだわり野菜のネット販売事業

兵庫県 株式会社アップライト 1140001098606 解体工事の見積サイトによる販路開拓事業
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兵庫県 リ・ウェーブ － 特許技術を駆使したバッグの生産・販売における新規販路開拓

兵庫県 光　ｍｉｔｓｕ － 非対面活用による新たな販路拡大と企業認知度ＵＰを狙う！

兵庫県
癒しの森のガーデンカフェレストラン　アリ
ス

－ 自宅で学べるオンライン料理教室と安心・安全食材のネット販売

兵庫県 桑原塾 － オンラインによる指導とセミナーの構築と在宅事業の活性化

兵庫県 新屋敷　和与　Ａｒａｙａｓｈｉｋｉ＋ － 徹底した安全の追求と、新サービスによる新規女性客の開拓

兵庫県 株式会社シナジーアーク 5140001057285 ＷＥＢを活用した新しい人材育成研修サイトの構築

兵庫県 ヌーブ － ＥＣショップ開設とオンライン配信を強化し音楽で元気にしたい！

兵庫県 株式会社ベルハウス 9140001010777 オンライン導入と情報発信強化で当社強みの強化と顧客獲得を狙う

兵庫県 くるみ整骨院 － 特殊ジェルによる非接触・短時間・短期間・非対面施術への転換

兵庫県 チャオ株式会社 7140001102741 設備投資による日本製靴の安定した供給への取り組み

兵庫県 本田接骨院 － コロナ対策実施のＨＰ及びチラシ配布による周知

兵庫県 ぼけの花 － コロナ対策により安心して飲食・調理ができる店舗運営

兵庫県 株式会社ヤマモトガレージ 9140001046268 自動車部品等の販売サイトで新ビジネスモデルの構築事業

兵庫県 アサヒ技研 － 加工技術が並んだ工場見学動画とオンライン受注の新規顧客開拓

兵庫県 もぐさ鍼灸院 － もぐさオンラインお灸ケア

兵庫県 株式会社ＳＨＪ 3140001118650 訪問施術とパーソナルトレーニングによる高齢利用者の獲得

兵庫県 株式会社リセーブ 2140001035698 自宅に居ながら動画とリモートで学べるＣＡＤ設計のシステム構築

兵庫県 美肌専門店Ｓｗｅｅｔ　ａｌｙｓｓｕｍ － 自社ホームページからスキンケアを購入できるＥＣサイトの追加

兵庫県 行政書士法人ＭＯＹＯＲＩＣ 4140005024290 お客様も安心！オンラインでの取引・集客の強化事業

兵庫県 りょうカイロプラクティック － Ｗｉｔｈコロナの時代に合わせたネット集客による売上向上計画

兵庫県 株式会社パルコーポレーション 3140001108809 非対面型ペット葬儀事業参入による顧客開拓・毀損売上回復事業

兵庫県 株式会社ＬｉｂｒａｒｙＨｏｍｅｓ 2140001097680 オンライン活用で商談効率ＵＰと看板・パンフ作成による販路拡大

兵庫県 サイプレス合同会社 3140003012863 オンライン学習指導を活用した新規生徒の獲得

兵庫県 株式会社櫻不動産 8140001082925 「目利きを育てる」競売物件の見極め方の教育と競売物件販売強化

兵庫県 株式会社ジオミリュー 1140001107952 エコキュート・エコジョーズ販売の為のＥＣサイト・ＨＰの作成

兵庫県 パステルデザイン － 非対面で完結！商品提案のためのウエブサイト制作で販路拡大！

兵庫県 台湾タンパオ三宮生田ロード店 － デリバリー事業へのシフトによる新規顧客獲得事業

兵庫県 有限会社シフト 1140002004637 カスタムカーに係わる様々なニーズ喚起による新規顧客獲得計画

兵庫県 研心音 － 自宅にいながら気軽にオンライン相談・心理学講義の開講

兵庫県 ＬｏｔｕｓＧａｒｄｅｎ － プロのエステティシャンによるオンラインセルフエステ事業

兵庫県 鉄板焼さくさく － ホームページやＥＣサイトの導入による売り上げアップを目指す

兵庫県 植村写真事務所 － 写真撮影の再現性、リモート撮影による動画配信と宣伝広報

兵庫県 株式会社内海グループ 6140001101678 ネットショップでの電化製品販売による新規顧客獲得事業
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兵庫県 北杜林株式会社 8140001024027 新商品開発に伴う商品棚の強化及びテレワーク業務の円滑化

兵庫県 弥生寿司 － 創業４５年、地元密着の寿司屋が取り組む出前への挑戦

兵庫県 イーケアサポート － ｗｉｔｈコロナ＋オンラインによる口腔ケアの促進と８０２０運動

兵庫県 協和化成株式会社 8140001015983 新たな加工機械導入により受注幅拡大、売上アッププロジェクト

兵庫県 Ｎｅｗ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　Ｌａｂ － オンラインレッスン本格導入と新カリキュラム開発による販路開拓

兵庫県 ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ　ＹＡＺＡＭＡ － 自家製の焼き菓子のテイクアウト販売強化！製造体制も整える

兵庫県 有限会社中島物産 1140002057271 各所を整備することで事業円滑化を図り利益を増強する

兵庫県 ＡＳＴＥＲＲＡＳ（アステラス） － コロナ対策光触媒抗菌コーティングのオンライン販路開拓

兵庫県 おそうじ本舗神戸岩岡店 － 光触媒抗菌コーティング導入で事業者向けクリーニング事業転換！

兵庫県 株式会社みんなの教室 2140001102242 忙しい高校生がどこからでも教室にアクセスできるオンライン学習塾

兵庫県 レアレアブルリアン － エステサロンがコロナ禍中に売上を確保するためのネット体制構築

兵庫県 Ａｍｂａｒイングリッシュスクール － 世界のネイティブ講師とつながるオンライン授業＆ＥＣサイト構築

兵庫県 株式会社明石・仙人 4140001037577 明石だこを活用した製品のＥＣサイトよる新規顧客獲得

兵庫県 にじいろやさい － 加工食品の開発・販売及びホームページによる情報発信の強化

兵庫県 ＰＰＣＡＲＳ － 出張による自動車整備サービスを提供するための設備投資事業

兵庫県 株式会社ＴＯ 7140001100415 ウェブ内覧システムの導入と非対面型重要事項説明システムの導入

兵庫県 ギャラリー千寿 － 由緒ある古美術品のネット販売で、認知度＆売上向上計画！

兵庫県 Ｎｅｏ－Ｅｇｏｉｓｔ － ネットショップを使った売上増加とコロナ対応店舗への改装計画

兵庫県 ＵＮ　あん － プライベートサロンのアピールとオンラインショップで新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社クリーンアイランド 5140001086045 非対面ビジネスで受注率ＵＰを狙う為のＨＰ大規模リニューアル

兵庫県 田中ミシン機工株式会社 2140001020329 ミシン部品製造の内製化による供給継続で売上確保

兵庫県 株式会社ｔａｋａｒａ 6140001112064 「お香と仏教の智慧」オンライン講座化事業

兵庫県 Ｓｔａｇｅ　Ａｒｔ　Ｃｏｍｐａｎｙ － ホームページの改良、看板の追加設置、店舗改装による集客アップ

兵庫県 株式会社福山 2140001087772 モバイルオーダーシステム導入による販路開拓

兵庫県 株式会社川﨑 7140001110884 日本市場用ルーフディフレクター国産化計画

兵庫県 華々 － ホームページを作成し、着付指導等情報発信とＥＣ販売を行う

兵庫県 寿司雅 － ○　商品の鮮度を保った状態でのテイクアウト事業

兵庫県 コスメ・ド・トダ － オンライン注文での化粧品のデリバリー事業

兵庫県 ＵＭホールディングス 5140001101745 移動式販売及び事前決済機能ＥＣサイト構築

兵庫県 ウェーブ鍼灸整骨院 － コロナ対策型トレーニング指導とネット等での情報発信と顧客獲得

兵庫県 株式会社サイメクス 8140001100447 ＥＣサイト構築によるホビー市場向け３Ｄ製品の拡売

兵庫県 有限会社やまとハウジング 8140002051210 感染防止対策に配慮した個室でのお部屋探しが出来る非対面型事業

兵庫県 株式会社ツジモトコーポレーション 2140001031350
工程管理システム導入による生産性の向上及び、非対面ビジネスとテレワー
クの導入。
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兵庫県 ＰｕｂｌｉｃＨｏｕｓｅＹａｈｉｒｏ － コロナ禍で開業した居酒屋認知向上テイクアウト導入の為ＨＰ作成

兵庫県 株式会社Ｒａｄｉｃａｌ 1140001073220 非接触型店舗運営への転換と感染症拡大に低影響の新規事業構築

兵庫県 ＡＲＴ　ＳＴＵＤＩＯ　ＢＡＲＢＩＥ － トッププロが教える、オンラインでできる心と人生を彩るメイク術

兵庫県 株式会社Ｄｒｅａｍａｗａｙ 9140001065879 キャンプグッズのネット販売・動画を利用した販売促進

兵庫県 メット株式会社 4120901021566 未経験でも手軽にできるＤＩＹ専用ＥＣ事業立上げによる販路開拓

兵庫県 ユニシンシステムネットワークス － ネットを活用した非対面による新規客獲得とリモートサポート

兵庫県 ナチュラルケア鍼灸整骨院 － 最新機器導入により非対面施術による新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社ラヴィ 9140001073824 オンライン婚活パーティサービスを強化し非対面ビジネスへ転換

兵庫県 みそ吟 － 感染リスク低減対策の徹底とテイクアウト事業の強化

兵庫県 株式会社ＲＯＯ 2140001114989 売買特化ＨＰとオンラインで商談効率化と看板設置で視認性の強化

兵庫県 株式会社はなうたデザイン 4140001102298 民家を活用した自社撮影スタジオとオンラインで業務効率をＵＰ

兵庫県 もちづき接骨院 － コロナ禍を乗り切る体のケアを考えたオンライン活用と新設備導入

兵庫県 宮下　圭太 - ＨＰ・ＥＣサイト構築・チラシデータ作成・広告用イメージ動画制作

兵庫県 合同会社ＬＡＰＩＳ 4140003006803 つけ麺を全国販売するため新サービスの導入で新規顧客の販路拡大

兵庫県 鉄板焼薗 － 鉄板焼屋の予約システム導入テイクアウト拡大のためのＨＰ作成

兵庫県 株式会社まりも洋品店 9140001084887 ＥＣサイトでの販売、及び幅広い世代が入り易い店舗作り

兵庫県 株式会社ＹＡプランニング 2140001087946 コロナに負けるな！生き残りをかけた、新規販路、新商品開発事業

兵庫県 株式会社ファーストディセント 3140001087053 【店頭での対面販売をオンラインを使用した非対面販売へ転換】

兵庫県 クープ・ジャン美容室 － アプリの活用で来店されなくても収益改善と顧客離れを防ぐ

兵庫県 株式会社ライフェック 3140001014511 キッチンカーを使った攻めの事業への転換

兵庫県 ７８４ＪＵＮＣＴＩＯＮ　ＣＡＦＥ － おうち時間を楽しくするテイクアウトとＥＣサイトの構築

兵庫県 株式会社ＨＡＮＤ 9140001108241 新事業をＥＣ導入で業務効率化と顧客負担軽減で販路開拓を狙う！

兵庫県 有限会社ケイエイティ 2140002028767 オンラインファッション・ショーによるＥＣサイトでの新販路開拓

兵庫県 ＣａＲｅｎ － 店舗内の空気環境を改善し非接触型接客業務スタイルを確立します

兵庫県 株式会社アンサー 7140001073883 とりのすけオリジナルタレやお肉のネット販売方法の構築

兵庫県 つまみ細工実莉 － 日本の伝統工芸「つまみ細工」制作講習会のオンライン化と全国展開

兵庫県 合同会社みらいＢＡＳＥ 6140003014011 オンラインでの予約、カウンセリング、レッスンシステム導入

兵庫県 リエゾン － 良いものをお伝えしたい。オーガニック商品をＥＣ販売で販路拡大

兵庫県 千のＷＥＢ工房株式会社 4140001027594 商品仕入れから倉庫納品まで完全外注化販売による売上アップ

兵庫県 匠塗装 － 最高品質でお届けする外壁塗装発注のＥＣサイト

兵庫県 合同会社ラサンテ 7140003012377 抗菌床材を使用したフロアーで安全・安心な運動環境の整備

兵庫県 ｍａｉｓｏｎ　ｄｅ　Ｍ － ＥＣサイトによる非対面物販強化とＷＥＢ展開によるファン獲得

兵庫県 株式会社ｏｆｆｉｃｅＧｒｅｅｎ 6140001111108 オンライン授業・面接を導入し、顧客獲得と業務効率化をはかる。
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兵庫県
ヒーリングサロン＆スクールＭＡＮＡ－Ｍ
ＡＮＡ

－ 占い業界の独立起業オンラインサポート事業！

兵庫県 ありもと － コロナ過に負けない小規模飲食店になる！

兵庫県 スズミクリエイト － 建築業オンラインサロンにより現場シェアリング事業

兵庫県 株式会社Ｎｏｖｅｌ 6140001118359 ブランディング広告と拡散でＨＰ、ネット販売で集客を上げていきます。

兵庫県 備長炭焼鳥風鶏 － ＳＮＳ連動ＷＥＢサイトを制作してランチとテイクアウトへ集客

兵庫県 豆富一番屋 － 自慢の豆腐料理のデリバリー事業

兵庫県 Ｍａｋｏエンジニアリング － システム構築の顧客獲得を対面から非対面へ事業形態を移行

兵庫県 株式会社Ｏｕｉ－ｍｏｄｅ 1140001112300 非対面で完全オンライン指導による主婦起業支援

兵庫県 居酒屋蔵 － 人柄で３０年の居酒屋マスターによるテイクアウトの挑戦

兵庫県 株式会社神戸精養軒本店 9140001004325 冷凍惣菜の開発・導入による客単価ＵＰとギフト販路拡大

兵庫県 和風ダイニング華幸 － テイクアウト強化のための仕出し部門新設、開発

兵庫県 Ｂｏｄｙｃａｒｅ　Ｓａｌｏｎ　Ｃｏｃｏ － お客さん同士の対面ゼロのボディケア＆手相鑑定を非対面型へ

兵庫県 合同会社ツェーナー 7120003013435 資産・事業承継セミナーを、非対面型ビジネスモデルに転換する計画

兵庫県 Ｓｐｅｃｉａｌ　ｃａｆｅ － テレワークシステムの導入による非対面型ビジネスモデルへの転換

兵庫県 新開地ちゅう － 路地裏飲食店ＷＥＢ集客の為にＨＰ作成と非対面ＳＮＳ拡散力

兵庫県 苦楽園整体院ルートヘルス － ＥＣを活用した商品販売やサブスク導入により非対面でも収益確保

兵庫県 ＴＲＡＩＮＥＲ’Ｓ　ＳＡＬＯＮ　ＯＫＡＤＡ － おうちＤＥボディケア

兵庫県 人形の大路 －
非対面での雛人形の販売構築とで新型コロナウイルス対応型店舗の告知事
業

兵庫県 秋本商店 － 小売市場から全国へ！ネット販売を通じた販路拡大

兵庫県 ＬＯＴＵＳ － コロナ対策半個室サロンへの転換

兵庫県 株式会社エブリングスワン 8140001108408 ＥＣ販売用の馬肉を使ったレトルトカレーの開発

兵庫県 株式会社スポコミ 6140001108789 地元スポーツに特化した地域メディアのオンライン化計画

兵庫県 わたなべ鍼灸院 － ホームページ作成とオンライン相談事業による美容鍼灸顧客開拓

兵庫県 株式会社アトリエ　ルウ 5140001093256 「洋食とワインのお店土筆苑」をお取り寄せ洋食日本一に！計画

兵庫県 株式会社Ｄエンタープライズ 2140001054087 ＥＣサイトを構築し、処分品を非対面で安全に安価に提供する

兵庫県 キャリアプラス株式会社 2140001109510 日本全国の求職者とオンライン面談が可能となるシステムを構築

兵庫県 株式会社ＨＡＮＡ　ＨＯＭＥＳ 6140001110299 施行管理アプリでテレワーク推進、動画と電子パンフで非対面営業

兵庫県 ＰＩＴ　ＩＮ － 遺伝子検査を元に行うオンライントレーニングの実現

兵庫県 Ｂａｒｂｅｒ　Ｓｈｏｐ　Ｂｏｎｄ － 脱コロナ！脱育毛！実現のためのオンラインカウンセリングの実施

兵庫県 カクモトペイント － オンライン商談可能なホームページ作成で売上ＵＰ

兵庫県 株式会社Ｋａｍｉｗａｚａ－Ｊａｐａｎ 4140001113568 国内外問わない販路開拓！自動車関連グッズのオンライン販売事業

兵庫県 エコフューチャー株式会社 9120001163726 デザインソーラーパネル製品紹介動画の制作

兵庫県 合同会社かぞえーる 2140003014865 開業間もない経営者向け会計税務・効率化オンライン講座の販売
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兵庫県 株式会社大総 6120001145727 「リモートセルフケア」サービス展開による集客拡大

兵庫県 株式会社プライオリティー 4140001059662 コロナ対策環境整備とネットを通じた新顧客層開拓

兵庫県 ぽかぽか温泉　髪切処 － 温泉施設内の理髪店の非対面型への転換の新たな取り組み

兵庫県 健康歩行 － 思い出に残る世界に一つだけの健康スニーカーをネットで販売！

兵庫県 株式会社宍粟住建 7140001059313 オンライン相談とＷｅｂ広告の活用による注文住宅の受注拡大計画

兵庫県 ぷらっとむ － クレープ屋の非対面ウーバーイーツを新党の為ＨＰ作成ＳＮＳ宣伝

兵庫県 日中商業貿易ＤＭＯ推進文化交流協会 － ＨＰ制作とテレワーク及び非対面ビジネス環境で新商品開発販売

兵庫県 ＡｎｏｔｈｅｒＧＲＯＵＰ株式会社 4140001103131 非対面ホームページを用いた飲食店のオンラインコンサル事業。

兵庫県 炭焼雄星 － テイクアウトと自慢の馬肉販売のＥＣ化による販路開拓計画

兵庫県 有限会社イナダ工芸 7140002002841 「看板オンライン相談」による非対面事業を確立

兵庫県 ミライズ － 新規ご紹介獲得数を向上させるオンライン交流会事業

兵庫県 Ｒｅｌａｘ　Ｔｉｍｅ株式会社 4140001096409 ＥＣサイト導入によるエステサロンの物販売上・業務効率向上

兵庫県 アンカーズ － 弁当宅配用ＥＣサイト制作とテレワークの導入

兵庫県 栄進学院 － オンライン授業の開始で、非対面かつ効率的な学習を実現する

兵庫県 ＴＡＧＯＭＯＲＩサイクル － 街の自転車屋さんのオンライン販売及び下取り事業。

兵庫県 買取店　わかば － ショッピングモールにある買取店が展開する安心宅配買取事業。

兵庫県 ＢＩＧ　ＳＡＬＥ － 「激安」ＥＣ販売で販路拡大と売上ＵＰ！コロナ禍を打開する！

兵庫県 カスタムオートマルタ － ＥＣサイトでのオリジナル商品の販路拡大

兵庫県 株式会社ホールネス 1140001118495 オンライン営業の実施とそれを案内するホームページの新設

兵庫県 合同会社訪問栄養ステーションえん 6140003015447 オンラインシステムを利用した住宅栄養ケアのサービス提供

兵庫県 ゆらぎ～雪うさぎ － 内側から女性を輝かせる健康＆美容ホームケア事業

兵庫県 株式会社ウエスト神戸 8140001057043 新デリバリー事業と屋外テーブルコーナ設置による収益向上

兵庫県 Ｊａｓｍｉｎｅ － テイクアウトの強化とデリバリーサービスの導入により顧客獲得

兵庫県 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｃａｆｅ　Ｇａｄ － 新商品開発（姫路ＰＲ）とネットを通じた新規顧客獲得

兵庫県 Ｙｏｇａ　ｓｔｕｄｉｏ　Ｐａｄｍａ － オンラインヨガでの新規顧客獲得とコロナ対策の改装での既存客維持

兵庫県 園田法律事務所 － コロナ禍に対応する企業法務とオンライン化による販路拡大

兵庫県 株式会社トリニティ― 8140001032145 顧客対応・メンテナンスアプリの開発および販売事業

兵庫県 有限会社白い虹　安心堂 7140002044743 手作り豆腐の魅力を活かしたＥＣサイトによる商圏拡大強化事業

兵庫県 ＭＯＲＲＹ’Ｓ － テイクアウト＆お取り寄せ！『自宅で楽しめるＢＡＲのおつまみ』

兵庫県 寺島美髪研究所 － ホームページで勉強会を開き新たな顧客獲得を目指す

兵庫県 徳家株式会社 3140001111275 介護事業者と利用者の最適なマッチング支援サイト構築事業

兵庫県 株式会社リンクアップ 6140001072457 自宅兼事務所トータルプロデュース事業のオンライン化への取組み

兵庫県 合同会社Ｈ．Ａ．Ｇ．Ｓ 3140003013585 まちなか屋上グランピングとコロナ禍における空間活用提案
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兵庫県 うぃるけあ訪問看護ステーション 4140001095245 ＥＣによる訪問リハビリグッズ販売＋オンラインカウンセリング

兵庫県 アトリエヴィヴィアン － 美容サロンの改革！非対面ビジネスの実現化

兵庫県 有限会社ＭＩＫ 7140002033366 新規顧客開拓とＥＣサイト構築による非対面ビジネスの強化

兵庫県 ＩＮＡＳＵＮ～バル － テイクアウトサービスの構築（ＳＮＳ広告の有効活用）

兵庫県 株式会社クレスコ不動産 3140001097325 非対面型営業促進及び販路の開拓

兵庫県 立呑みあほや － 栄養バランス満点のお惣菜デリバリＥＣーサイト

兵庫県 えほんのトコロ － ＥＣサイトの構築と新商品開発

兵庫県 有限会社山下サッシトーヨー住器 8140002069079 在宅ワーカーにおすすめ、防音対策ができる内窓二重サッシの販売

兵庫県 昇龍めだか － 高級めだかのネット販売への転換及び卸売競り市場への販路拡大。

兵庫県 スワンナプームタイ神戸 － 新たな販売用ＰＲとしてテイクアウトメニュー掲載のホームページを作成する

兵庫県 株式会社ヨシカワ 3410001100583 Ｗｅｂを活用した非対面式不動産営業による新規売主顧客開拓

兵庫県 Ｄｅｔｏｘ＆ＢａｌａｎｃｅＴｈｅｒａｐｙＦＬＯＷ － オンラインに力を入れた新たな取り組みで新規顧客を獲得

兵庫県 タグボート － 球界初！プロ野球ＯＢ選手によるＶＲ野球教室等“敗者復活”事業

兵庫県 有限会社辻本自動車工業所 7140002004904 非対面型ビジネスモデル導入を機にストックビジネスへの転換

兵庫県 アイランドキー合同会社 1140003014692 オンラインによるパーソナルコーディネート事業で販路拡大へ！

兵庫県 ＢＡＣＩ８ｄａｙｓ － 革新！対面式エステサロンからＷＥＢ上セルフヘルスケアサロンへ

兵庫県 アイコーポレーション － ＨＰでの物販強化とシニア世代へのオンライン美容宣言事業

兵庫県 株式会社Ｃｏｎｎｅｃｔ－Ｇｒｏｕｐ 1140001090653 伊丹の焼肉屋イチオシ！牛タンの焼肉セットオンライン販売

兵庫県 株式会社Ｃｈｅｅｒｆｕｌ． 1140001116573 新フラワーギフトの自社ＥＣサイトによる非対面型での販路開拓

兵庫県 ビューサロン － さらなる美への追及をお手伝いするネット集客事業

兵庫県 きょうのおやつ － 新店舗開始・ＥＣサイト開設の周知徹底による販路開拓

兵庫県 有限会社タホクリーニング 4140002063738 置き配クリーニングの提供による非対面の確立

兵庫県 ｔｒｏｉｓ　ｍａｉｓｏｎ － ＨＰとＥＣサイト制作のよる収益体制の強化と新規顧客開拓

兵庫県 ココハナヨガ － がん患者向けオンラインヨガレッスンの開設及びその指導者養成

兵庫県 ａｏ － 生産性向上と教育への展開事業

兵庫県 ＧＲＥＥＮ　ａｎｄ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｒｏａｓｔｅｒｓ － ＥＣサイトの構築、完成、運用とより魅力的な情報発信。

兵庫県 株式会社ＪＡＰＡＮ・ＥＸＰＯＲＴ 6140001031925 日本市場で日本人に向けたＢｔｏＣタイヤ販売・交換ビジネス

兵庫県 株式会社ネクサス 5140001113179 収益物件のノウハウを！オンラインサロン事業

兵庫県 かね三商事株式会社 9140001000266
セルフオーダーシステム導入による作業効率向上と非対面型ビジネスモデル
の構築

兵庫県 合同会社ライフ・クエスト 5140003013146 対面講座からオンライン講座へ“ｅラーニングで全国展開”

兵庫県 株式会社ｕｌｕ－ｍａｎａ 8140001116889 エステサロンを活用した化粧品の販路拡大とＩＴによる職場の改善

兵庫県 佐藤　陽子 － オンライン『書絵教室』のライブ配信＆書絵作品のＥＣサイト販売

兵庫県 ＮＡＧＡＩ　ＣＡＭＥＲＡ － 「輸出で稼いでお金を育てる」初心者向け副業オンライン講座販売
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兵庫県 ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー板宿教室 － オンラインによる安心レッスンのためのシステム導入

兵庫県 ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー伊丹教室 － オンライン教室を開催するためのＷＥＢ構築・システム導入

兵庫県 さくら堂本舗　尼崎店　内藤商店 － インターネットによる焼き芋の通信販売

兵庫県 炭火宮崎地鶏　ひさもり － 地鶏店のＷＥＢ集客化とＨＰ作成＆非対面テイクアウトの周知

兵庫県 株式会社　アント 1140002028272 ＥＣサイトによる害虫駆除グッズ販売事業

兵庫県 ＣＯＤＥ　ＮＡＩＬ － まつ毛エクステの導入、及びＥＣサイトと自社予約システムの構築

兵庫県 株式会社小林エステイト 9140001068790
非対面における不動産相談窓口ホームページ構築とオンライン予約システム
の導入

兵庫県 チアーズ！ － オンラインストア・オンライン講座による非対面型への転換事業

兵庫県 Ｃａｆｅ　Ｂａｒ　ＷＩＲＥＤ － ネットショップによる売上増加と集客強化計画

兵庫県 株式会社プラ・ディオ 5120101031183 非対面型プログラムの構築＆効果効能商品開発プロジェクト

兵庫県 有限会社Ｔｏｍｏｓ　Ｔｒａｄｉｎｇ 8140002060376 保育園宅配お弁当サービスネット予約、ネット決済サービス

兵庫県 ニコウェーブ株式会社 6140001092117 親子の笑顔を作る「笑顔の１時間弁当」による新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社ふたば工務店 7140001118135 地域工務店の行うマーケティングへの取り組み

兵庫県 醸し菜 － ＥＣサイトの作成及び食品製造施設の拡張

兵庫県 食香房とうじ － ＷＩＴＨコロナ時代に適応したセルフオーダー、会計機の導入

兵庫県 株式会社淡路島の恵み 5140001116826 ＥＣ業務効率化のための受注・在庫管理システム導入

兵庫県 山のもんやら海のもんやら　膳新長田店 － デリバリー展開！ホームページ開設で事業継続を計画

兵庫県 Ｎａｔｕｒａ鍼灸整骨院 － いくつになっても健康で丈夫な身体作りを応援します

兵庫県 とん平（山下　晴大） － 勝手口にお持ち帰りコーナーを設ける計画

兵庫県 大迫　慎太郎 - アスリート向けオンラインメンタルサポート業のネット顧客獲得

兵庫県 ｆｉｖｅ　ｃｉｒｃｌｅｓ － 書道体験のオンライン開催と「写古事記」の新商品開発・販路拡大

兵庫県 ＲＯＮＤＯ．ｙｍ － ＢｔｏＢ　ＥＣサイトを活用した販路拡大の為のパリ展示会の開催

兵庫県 大村農園 － ＨＰとロゴの作成と、葉つき玉ねぎを無農薬栽培する事業

兵庫県 有限会社ヤマモトオフィス 2140002033271 完全テレワーク化、その後の業務改善システムによる新規顧客開拓

兵庫県 出汁さんろくぼう － オリジナル弁当の製造・販売・配達による顧客の満足度維持

兵庫県 ヒャクゴエ！ － 講座のオンラインスクール化による新規客獲得と売上増大

兵庫県 ＥＬＦＯ　ｈａｉｒ　ｓｔａｇｅ － ＥＬＦＯ独自の予約・決済機能導入による集客力ＵＰ事業

兵庫県 整体ゆる － ＷＥＢサイトによるオンライン施術と集客

兵庫県 加圧トレーニングかおり － コロナ禍を乗り越えるためのオンライントレーニングとＥＣの開始

兵庫県 苦楽園整骨院鍼灸院 － 新規顧客獲得のためのオンラインでの販路開拓事業

兵庫県 河野イングス － 薄型保水マット「スベランマット」の販売

兵庫県 株式会社グレイトフルパートナーズ 7140001106288 非対面型ビジネスへの転換、そのための商品開発と新たな販売形態

兵庫県 株式会社宮下 5140001004130 「人と山をつなぐ」自社ブランディング戦略で販路拡大
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兵庫県 株式会社ＰｒｏｊｅｃｔＬ‘ｉｎｓｉｅｍｅ 8140001096867 ＷＥＢ相談ウエディングパーティープロデュース事業立ち上げ

兵庫県 おさかなの魚々真 － 本格魚料理を自宅で手軽に楽しめるお魚セットＥＣサイト販売！！

兵庫県 知万喜水産 － 美味しい魚で多くの人に喜びを知ってもらうＥＣサイトオープン

兵庫県 ゆうべファミリー治療院 － 非対面型営業への転換による販路拡大

兵庫県 Ｈ．Ｌ．Ｅ． － 通学とオンラインを両立した英会話教室で生徒の獲得と定着を図る

兵庫県 株式会社サイテツクルー 6140001098436 非対面ビジネスへの転換

兵庫県 カジカジＫＩＴＣＨＥＮ － 通販及びテイクアウト拡充による非対面型ビジネス展開

兵庫県 株式会社こっとんてーる 7140001045858 ネット販売、持ち帰り販売の販売経路の開拓

兵庫県 株式会社アカデミーシェアリング 9140001117952 孤独育児ゼロに向けたオンライン親子支援講座事業

兵庫県 ＭｅＲａｉｓｅ － ＷＥＢ集客の強化と継続的オンラインコンテンツサービスの新設

兵庫県 株式会社尾池機械製作所 8140001058066 機械装置製造企業の新規顧客開拓を目指したＷＥＢサイト構築

兵庫県 神戸焼肉にくやん － 家庭で楽しむスタイルのテイクアウト焼肉事業

兵庫県 パティスリー心作 － 幸せの小箱のネット通販拡大で全国から新規顧客を獲得

兵庫県 Ｉｓｓｅｉ整骨院 － オンライン開脚レッスン展開により、顧客開拓

兵庫県 ｅｒｂｅプランニング － オンラインアロマセルフケア講座のＥＣ販売

兵庫県 Ｈｏｒｉｚｏｎｐｈｏｔｏ － スマホでの写真講座をＨＰで販路開拓、星空撮影の質の向上

兵庫県 Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ － オンラインによる集客および新規ビジネス立上げ

兵庫県 ａｍｏｒｏｓｏ － 自社ＥＣ販売サイト構築でさらにファン客になってもらう！

兵庫県 合同会社イズ・スペック 8140003009926 ネットショップの品揃え拡充による、小規模顧客ニーズの対応強化

兵庫県 つばめの家 － 未来を担う子ども達の学びを広げる教育応援プロジェクト

兵庫県 Ｌｅ　Ｂｏｎｈｅｕｒ － オンラインメニューの導入と自社サイト制作による販路開拓

兵庫県 有限会社バンブーショッツ 3140002042180 製造環境を整備し国産・無添加・無着色の竹の子を学校給食に拡販

兵庫県 株式会社シャープ 7140001016256 自社サイトリニューアルによる新規顧客獲得計画

兵庫県 合同会社Ｂｌｅｓｓｉｎｇ 8340003001441 非訪問型オンライン相談ＰＲと顧客とのコミュニティ構築

兵庫県 Ｎａｔｕｒｅ　～ナチュール～ － オンラインサロン開設による非対面営業への転換と新規顧客獲得

兵庫県 ＆Ｈｅａｒｔｓ － ＩＴツールの導入により非対面で事業拡大

兵庫県 ａｐａｒｔｍｅｎｔ４０１．４０２ － 非対面型・美容サービス・アドバイス業務

兵庫県 株式会社千種川ファーム 5140001094832 野菜・果物用自動販売機導入による非対面式の販路開拓

兵庫県 山村　貴司 －
インターネットを活用した簡単に習える古典芸能のＨＰを開設で新規顧客獲
得

兵庫県 千原商工株式会社 7140001080657 コロナ禍におけるブランド戦略とインターネット販売戦略

兵庫県 株式会社ひめな 5140001108732 自宅で楽しんで頂ける鶏料理の商品開発とインターネット通信販売

兵庫県 株式会社ストーク 3140001019923 ＥＣサイトによる販路開拓及び既存サービスの訴求事業

兵庫県 株式会社イトウ塗装 1140001112597 問い合わせたくなるＨＰ＆ＷＥＢ商談
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兵庫県 炭火焼肉一心 － 新規ＨＰ、ＥＣサイトの制作

兵庫県 訪問美容Ｐａｓ　ａ　ｐａｓ － 売り上げ向上と訪問理美容サービス認知のための販路開拓

兵庫県 Ｐａｓ　ａ　ｐａｓ － サロンの売り上げ向上の為の販路開拓

兵庫県 株式会社ＴａｂｅＴａｂｉ 1140001112721 管理栄養士による食と健康づくりサイト構築と講座オンライン化

兵庫県 株式会社エスペランサ神戸 1140001093796 コートサイドに日避け空間の設置による密な空間からの回避

兵庫県 ＬＩＦＥＥＬ － オンライン広告・予約システム導入による販路開拓

兵庫県 株式会社大林 5140001048053 ＨＰ再構築による宣伝広告と環境に配慮したセロファン新商品開発

兵庫県 株式会社カガミ 4140001048178 武道具販売ＥＣサイト

兵庫県 裕樹亭 － 裕樹亭の沖縄料理を自宅でも楽して頂くインターネット通信販売

兵庫県 有限会社ウエグシステム 8140002041797 各種空調サービスの非対面化による販路開拓とテレワーク制度導入

兵庫県 ｓｏｕｚａｉ－ｙａ　ばるーん － 店舗改装及びＥＣサイト開設による新規顧客の獲得事業

兵庫県 株式会社アイピア 3140001108759 コロナ禍・テレワークで出来る「非対面親切サポートサービス」

兵庫県 Ｍ’ｓ　Ｃｏｓｍｏ － 映像を活用したオンライン環境整備で新規生徒獲得

兵庫県 株式会社髙岡エステート 3140001074448 買取専門Ｗｅｂ相談窓口ホームページによる販路開拓事業

兵庫県 株式会社神戸エレクトロニクス 7140001027179 全自動電線切断皮剥機導入による新規事業による販路開拓

兵庫県 味ごよみ － 弁当の大量注文に対応できる冷・温蔵庫設置＆テイクアウト対応

兵庫県 悠々プラントテクノロジー － 水耕栽培専用苗の生産拡大

兵庫県 大輪 － 業務のオンライン化による生産性向上とＥＣサイトによる販路拡大

兵庫県 株式会社アゲイン 7140001101207 無人券売機による安心・安全なチケット販売

兵庫県 ＤＨ　ＨＩＹＯＫＯＣＬＵＢ － ＨＰの改修で事業の非対面化を実現させる

兵庫県 グッドスケート株式会社 3140001022010 ＰＲ動画配信による物販サイトでの売上高増加と新規顧客獲得

兵庫県 株式会社ＮＥＸＴ　ＡＤＶＡＮＣＥ 8140001106155 ホームページで情報発信＆オンライン販売で売上げ増加計画

兵庫県 ＩＮＴＩＭＡＴＥ　ＦＲＩＥＮＤＳ － オンライン予約、混雑状況確認システム導入による販路開拓

兵庫県 北海堂 － 珍味特化ＥＣサイトを制作し、購入販路を再形成

兵庫県 有限会社近藤英夫建築研究所 3120002045210 住宅部門もがんばろう事業

兵庫県 株式会社ｅｆ 2140001115418 オンライン化でお金の教育を日本のスタンダードに！

兵庫県 株式会社元気サポート 8140001074492 非対面型健康づくり・介護予防運動配信

兵庫県 トレハン倶楽部 － 古書の面白さをアピールする為のメディアサイト制作

兵庫県 株式会社安福冷暖 1140001005446 光触媒の活用による唯一無二の長期間徹底除菌サービス

兵庫県 ｓｐｅｃｉａｌｉｔｙｃａｆｅｓｐａｃｅＡｍｅｅ － 女性の健康と美容を支えるカフェのテイクアウトとネイル強化

兵庫県 有限会社ワンダ 5140002022676 コロナ禍におけるメイン事業の転換

兵庫県 竜太んとこ － 目玉商品『海老しゃぶ』のテイクアウト体制確立、売上回復計画

兵庫県 株式会社赤とんぼ観光 6140001100077 ホームページを活用した車両運転輸送業務やレンタカー事業の販路拡大
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兵庫県 佐々木碧 － 非対面型のヒーリングセッション＆美容・健康ＥＣサイト構築事業

兵庫県 優翔 － 神戸老舗居酒屋の美味しい鮮魚料理をＩＴ化で売上拡大

兵庫県 Ｆｅｅｌ・Ｈａｌｆ － オンラインライブイベントによる新規顧客開拓

兵庫県 コントレイル株式会社 9140001118728 農業用ドローン「マゼックス飛助ＭＧ」の導入による販路拡大

兵庫県 株式会社ＩＢＡＯ 5180301024774 環境に配慮したオーガニック珈琲のサブスク型Ｗｅｂ販路拡大事業

兵庫県 アーキテック株式会社 4140001086327 分光光学カメラを用いた建築物の非対面型耐久性評価事業

兵庫県 水草文香 － 自社ホームページ強化、動画講座で幅広い美と健康の発信を

兵庫県 小野未保険事務所 － オンライン補助金助成金ＡＩマッチングシステムによる新規獲得

兵庫県 ワイケイアド － 業務用記録装置、導入による納品の内製化及び新規顧客開拓

兵庫県 株式会社ＹＥＶＩＳ 8140001074006 新規顧客増のためのＷＥＢサイト改修（非対面ツールの導入）事業

兵庫県 合資会社実安商店 7140003005661 屋根ってこんな風にできている！？動画とＳＮＳで新規顧客増！

兵庫県 特定非営利活動法人　和讃の会 8140005022027 ＨＰでの周知と非対面ビジネスモデルによる販路拡大事業

兵庫県 ＡＩＡ株式会社 2140001110212 「不動産オンライン相談」と「ＶＲ内覧」による新規顧客開拓

兵庫県 株式会社大阪住宅 6140001047987 自社ＨＰ改修での不動産売却検討者向け販路拡大

兵庫県 株式会社マイ企画 5130001051215 店舗感染対策設備導入及び非対面型ＥＣサイト強化

兵庫県 株式会社Ａ＆Ｈ 7140001093337 自社ＥＣサイト構築による非対面型事業展開

兵庫県 株式会社ＡＰＷ 3140001104493 おうちでおみせの味！親子で作れるドーナッツミックス粉の販売

兵庫県
ＫＩＮＯＳＡＫＩ　ＰＥＴＩＴ　ＲＹＯＫＡＮ　ＫＮＯ
Ｔ

－ 感染症対策と宿泊形態の転換で新たな客層獲得と売上アップ！

兵庫県 株式会社イチマルニ 7140001107328 カラオケ１０２の自動精算機、ネット予約導入に伴う非対面化事業

兵庫県 ガレローズ － 胡蝶蘭ＥＣサイト制作の構築

兵庫県 ＪＩＲＯ　ＷＯＲＫ　ＳＨＯＰ － ☆姫路発コロナに負けない地域活性化計画☆

兵庫県 有限会社ケイフードサービス 1140002037901
地域密着型の店作りをＷＥＢとチラシ広告にて宣伝することでマジで生き残
る！！

兵庫県 Ａｓｈｔａｎｇａ　Ｙｏｇａ　Ｋｏｂｅ － 「朝ヨガ・アシュタンガヨガ」をオンラインで配信開始

兵庫県 オフィス　ラナンキュラス － 新商品の開発とＥＣサイト／ＣＭ映像制作による販路開拓事業

兵庫県 シニフィアン － コロナに打ち勝つ！セルフエステによる非接触型メニュー導入

兵庫県 有限会社樽屋髙雄商店 1140002029205 道場の玉子焼が全国で食せます。真空冷凍パック商品のＥＣ販売

兵庫県 イタリア料理　アッカ － テイクアウトピザを充実させコロナを乗り切る！

兵庫県 ヨガスタジオぴいち － 全く新しい事業・３Ｄオンラインヨガ・小食生活見守りオンライン

兵庫県 川田　真也 － 集客・受託・サービス提供など一貫した非対面活動の推進

兵庫県 株式会社神食 7140001008328 アプリによる通販事業強化と店舗内の清掃作業等効率化

兵庫県 シュイガンゴー － デリバリー開始、ソーシャルディスタンス確保用リフォームとＨＰ

兵庫県 アルベルト治療院 － コロナ時代における鍼灸院経営

兵庫県 ＳＯＮＧｓ株式会社 5140001106620 コロナ時代における非対面型不動産仲介事業
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兵庫県 株式会社Ｂｅｎｊａｍｉｎ 7140001116254 自社通販サイトで日本の伝統文化雑貨を国内・海外に販売する！

兵庫県 Ｆｒａｕ　Ｊｏｖｅ － Ｗｅｂダンスレッスン導入により人が集まる新しい健康習慣の提案

兵庫県 有限会社ＫＴ―Ｄ 7140002025173 予約システムを導入し、待合室の接触を減らして売上向上

兵庫県 Ｂａｒ　山谷 － テイクアウトメニューの開発とコロナ安全対策の徹底

兵庫県 土屋　篤 － ゴッドハンドＡがおすすめするハサミの通信販売事業

兵庫県 株式会社マグネット 1140001095974 テレワーク環境を整えどこでも仕事をして売上を上げる

兵庫県 牛串瓦そばごんくし － テイクアウトとＥＣ販売による販路の開拓

兵庫県 有限会社キッズ 4140002063440 スカイプやＺｏｏｍを活用したオンライン英会話レッスン

兵庫県 ＵＸパートナーズ － ＵＸデザインに関するコンサルティング業務のオンライン化

兵庫県 ＧＲＥＥＮ － 世界で１つのスカーフで世界中の愛犬家が繋がれる絆づくり事業

兵庫県 有限会社イメージリンク 3140002019880 受注システムの構築とインターネット販売サイトの構築

兵庫県 Ｊａｙｚｏ　Ｇｒｏｕｐ － 遠隔監視装置を用いた新規メンテナンス事業

兵庫県
有限会社エッセンシャルエデュケーション
センター

1140002045879 体験型オンライン研修・オンライン体験型実習の販売

兵庫県 Ｉ・Ｆ・Ｐ － 新規顧客獲得の為のサービス開発と非対面ビジネスへの転換

兵庫県 アンドシー － コロナ時代にワクワクするコーヒーテイクアウト店舗への事業転換

兵庫県 株式会社ケイングス 7140001102989 ＡＩとＳＮＳ活用によるリモートでの新規開拓と離脱防止

兵庫県 株式会社アメイジング 9140001090019 非対面接客の実現と積極的なプロモーションの実施

兵庫県 有限会社ヨコシン 8140002064162 ＤＩＹ用品のＥＣサイト開設による非対面型ビジネスの販路拡大

兵庫県 ＡｗｅｓｏｍｅＧｒｏｕｐ株式会社 2140001112662 休業要請による減益から再起の為のホームページリニューアル

兵庫県 ＣＯＤＥ － ＥＣサイトと自社予約システム構築、及びオペレーション効率化

兵庫県 株式会社筒井塗装 2140001117257 ウェブ面談や動画を活用した光触媒塗装付き遠隔リフォーム事業

兵庫県 株式会社久建テクノ 4140001110524 企業情報・ＷＥＢ型コミュニケーションサイト構築での工事受注策

兵庫県 星輝株式会社 5140001094460 仕入先及び販路の拡大事業

兵庫県 電源ナビ － 新規顧客獲得自動化ツールとＷＥＢ展示会導入による広告収入増

兵庫県 いただきます株式会社 4140001113411 ＣａｍｉｎｏＳａｋｅ：お家で飲み比べが楽しめる通販プラットフォーム

兵庫県 園芸あけぼの － 自社ホームページとＥＣサイト制作及び売れる仕組を作の構築

兵庫県 有限会社智咲総業 6140002031619 ホームページを作って企業の信頼アップで顧客獲得に取り組む

兵庫県 有限会社杲鶴 5140002028797 業務効率の改善と若者世代を客層に取り込み売上回復

兵庫県 情報セキュリティ株式会社 2200001030924 ＥＣサイトを利用した個人消費者向け製品販売事業

兵庫県 有限会社サードプレイス 4140002027123 新生活様式の時代　個人事業者のお役に立ってみせます

兵庫県 永正国際株式会社 5140001028253 販路の拡大事業

奈良県 有限会社自由映画社 7150002000885 「キャッシュレス専用自動券売機導入による生産性向上事業」

奈良県 Ｏｆｆｉｃｅ５株式会社 2150001009057 自社サイトを活用した情報発信とオンライン相談窓口の開設
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奈良県 株式会社玉木材 2150001015501 ウィズコロナの新たな林業～エネルギーの森～Ｗｅｂサイト構築

奈良県 株式会社ジャット 1150001019874 コロナ対策新規オンラインレンタルコート予約と体験会募集広告

奈良県 コルノ・ボヴィーノ － オリーブオイルのパッケージ販売と地域・ネットでの新規顧客開拓

奈良県 喫茶優香里 － テイクアウト窓口改築工事とウェイティングカウンター設置

奈良県 てらかわ － 和牛に特化したキッチンカー（移動販売車）による新規事業を推進

奈良県 おか田 － おか田の味を思い出す「特製会席弁当」販売と「紹介状」作成

奈良県 株式会社美松 9150001002369 新規顧客の獲得と生産体制の強化を目指す為の調理工程の改革！！

奈良県 焼肉工房もく近鉄奈良店 － 牛肉専門店に特化！風味豊かな水七輪で味わう旨味凝縮・炭火焼肉

奈良県 ＭＯＲＧ － レコーディングスタジオ生中継、スタジオライブ事業

奈良県 女性臨床鍼灸　ならまち月燈 － リピートされる鍼灸マッサージ師になるためのオンラインサロンスクール

奈良県 和食ダイニング拓 － 寿司講義による通販販路新規開拓

奈良県 はり新 － 真空包装機を活用した奈良の食（古代食、飛鳥鍋）の通販事業

奈良県 とようけのもり － 宿泊施設の客室を完全個室による販路拡大

奈良県 株式会社砂糖傳増尾商店 6150001000929 奈良県産素材を活用した新商品開発と展示会を通じた新規顧客獲得

奈良県 三木ハウスプラン － ＨＰとチラシを活用した非対面での空き家所有者の新規販路開拓

奈良県 松籟～まつのおと～ － コロナ禍後における宿泊事業の新形態展開及び提案事業

奈良県 株式会社アドバンス 9150001004349 宿泊施設からの予約決済管理システム構築

奈良県 奈良アーユルヴェーダスクール － 講座やイベントのオンライン化とＷＥＢ販売による新規顧客の獲得

奈良県 ＳＴＵＲＫＡ － 新規販路開拓及び新商品追加とテイクアウト開始の設備導入事業

奈良県 ｃａｉｒｎ － 自然エネルギー活用設計の性能評価と発信による新規顧客獲得

奈良県 吉川商店 － 蚊帳縫製技術を応用したアウトドア製品開発への挑戦！！

奈良県 株式会社プロフォートミドリ 7150001002081 「完全非対面撮影の実現」

奈良県 株式会社Ｗｏｍｅｎ’ｓ　Ｆｕｔｕｒｅ　Ｃｅｎｔｅｒ 7150001019258 在宅ワーカーのためのオンラインスクールシステムの構築

奈良県 てっぱん酒場　宴 － テイクアウト事業開始による新生活様式に対応した酒場への転換

奈良県 株式会社イベントサポート 3150001022983 ホームページを活用した非対面型ビジネス

奈良県 株式会社Ｂａ・Ｌａｎｚａ 5150001015028 テレワーク勤務導入による雇用確保と学校需要の新規獲得

奈良県 個別指導学院フリーステップ － オンライン授業の導入及び事業内容向上による集客力の強化

奈良県 多から家 － 鍋のデリバリー及び惣菜のテイクアウト導入による新規顧客の開拓

奈良県 株式会社ウエムラテック 5150001019111 「ドローンを活用した非対面型点検修理サービス」の販路開拓活動

奈良県 土地家屋調査士西田直之事務所 － ワンマン測量の導入による業務処理システムの効率化及び販路開拓

奈良県 ソレイユ － 感染防止及び新しい需要に対応するための非対面型サービスの導入

奈良県 高井辰株式会社 3150001012992 お客様の思い出を形ある品にする商品開発とネットによる顧客獲得

奈良県 ヘアーダリ － 自動洗髪機で感染リスク軽減、安心できる美容室へ
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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。

奈良県 ＹＯＵ＆Ｍ － コロナ渦における法改正を機会ととらえた非対面システムの導入

奈良県 ウネビラージュ株式会社 4150001023931 地産地消食材を使った新ベーグル開発及びＥＣサイトでの売上拡大

奈良県 一心堂整骨院 － 非対面でのセルフ施術を可能とする筋膜リリース機器の導入

奈良県 株式会社カミダ自動車 6150001010432 ＳＮＳホームページを通じた新規顧客獲得相談

奈良県 むらい造園 － 巣ごもり需要向けの小規模庭園オンライン受注拡大と新規採用

奈良県 スミレ写真館 － 人生の大切な瞬間を残す「店外撮影サービス」の販売

奈良県 株式会社清光ランジェリー 5150001010615 自社ＥＣサイトによる販売システムの構築

奈良県 鮮鶏　鳥寿 － テイクアウトの販売促進と、店舗の個室化による非密化

奈良県 橿原タクシー株式会社 3150001010402 ドライバーが持つ観光・地元情報を活かしたデリバリー事業

奈良県 合同会社ＩＢＪ 7150003001968 「インターネットミーティングサービス」の立ち上げおよび運営

奈良県 奥居不動産事務所 － 顧客目線のホームページでコアな顧客獲得と利益率向上を図る

奈良県 合同会社キュリオ・コフレ 3150003001548 非接触運営・管理で“安心・安全”な宿泊施設づくりを！

奈良県 とんかつ居酒屋　膳屋 － 夜営業の来客数減少を回避し、昼営業テイクアウトで新規顧客獲得

奈良県 ＴＨＥ　ＳＡＬＯＮ － 美容室オープンで新規顧客の開拓及び美容商材のネット販売開始

奈良県 株式会社ｎｏｗ 3150001019600 自宅でもできる免疫力アップ術

奈良県 合同会社ナイスコーポレーション 6150003001371 ＷＥＢ完結！空き家管理リクエスト～心のこもった管理をします～

奈良県
テクノロジー・アンド・ソリューションズ有限
会社

5150002001167 ノウハウ活用による販売コンテンツ内製化と外注依存からの脱却

奈良県 あすか菓匠　壽堂 － 創作和菓子の予約サイト立ち上げと実演販売を起点に新規顧客開拓

奈良県 心整体　空 － オンラインで学ぶ整体師講座で集客アップ！

奈良県 菓子いちばん － お菓子袋詰め専門店のＥＣサイト開設による非対面化と全国展開

奈良県 株式会社ガムツリー 8150001020603 営業訪問を主体とした営業代理業からの脱却・ｗｅｂ販売へ

奈良県 有限会社キナティック 1150002005460 お客様の密集回避と各部門の独立販売強化

奈良県 ココデザイン － 【オーダーメイドデザイン×注染】「日本手拭」のＥＣ販売

奈良県 岩本工務店 － 新型感染症対策工事で事業範囲の拡大を図り売上回復を狙う

奈良県 ケアサロン　Ｍｏｎ　ｂｅｂｅ － リモートによる健康事業で、新規顧客獲得に対する販路拡大

奈良県 藤崎紗矢 － リモート施術、セミナーを通して、事業成長を目指す。

奈良県 株式会社ＮＡＲＩＣＯ 1150001020460 キッチンカーによる屋外テイクアウト店の事業展開

奈良県 寺川とうふ＋ － テイクアウト販売の強化とＷｅｂ販売へのチャレンジ

奈良県 株式会社平松塗装店 2150001019097 機動力を強化するテレワーク導入とＷｅｂを活用した新規顧客獲得

奈良県 カーサポートＳＨＩＮＥＩ － 安心・安全な顔の見える打ち合わせ、欲しい中古車を提供します！

奈良県 ＫＯＭＦＯＲＴＡ － 店舗の安全対策＋本格イタリアンのテイクアウト、Ｗｅｂ販売

奈良県 ＧＵＹ － ウィズコロナに柔軟に対応するためのオンラインサービス拡充計画

奈良県 株式会社つのや 1150001020997 自宅で笑顔「ツノポーズ」で幸せ運ぶネットショップの開設
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奈良県 株式会社インターサーブ 9120001198086 世界初の子供向け自転車のオンライン販売システム構築事業

奈良県 おうちパン教室　Ｂａｂｙ　Ｌｅａｆ － パン教室のオンライン化と販売促進

奈良県 花工房花夢花夢 － オンラインによる集客、講習会の非対面化、新規ウェブサイト開設

奈良県 Ｆａｉｒｙ － セルフ脱毛器を活用した新サービス提供による新規顧客獲得

奈良県 アポロ自動車合同会社 6150003001727 欲しい車の今がわかる！全部見てみてオンライン内覧会

奈良県 株式会社アミュゼコーポレーション 2150001020550 プリンター購入によるオリジナル商品のプリント工程の内製化

奈良県 割烹＆ビジネスホテルふたかみ － 旬の食材を活かした本格割烹の味をご家庭で。

奈良県 株式会社Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｂｅｓｔ　Ｐａｒｔｎｅｒ 5150001008592 脱毛とファイシャル機器を貸出し自宅でできるエステサービス開始

奈良県 株式会社とみや 6150001022774 「とみやの味をご自宅で」テイクアウト・デリバリー事業開始！

奈良県 ミキ貿易有限会社 1150002011491 洋菓子テイクアウトとオンラインアレグレのカフェ

奈良県 ＲｏＳＳｏ　Ｈａｉｒ　Ｌｏｕｎｇｅ － ウイズコロナに対応する美容室の新たなビジネスモデルへの取組み

奈良県 株式会社ＮＥＸＴ　ＣＡＲ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 2150001021895 Ｗｅｂ看板導入による非対面での車両内覧・提案システム構築

奈良県 ネスコム西宮北口 － 非対面対話型高中小英数国理社教育ソフト「すらら」システム導入

奈良県 ｎａｋａｍｕｒａｙａ株式会社 5150001021463 「安心して来店して頂ける店内づくりとテイクアウト販売」

奈良県 ｃｒｅａｍｏｅｕｒ － コロナ禍だからこそ『愛・心・創造を大切に』

奈良県 Ｒｅｌａｘ＆Ｓｔｙｌｎｇ　Ｌｉｅｎ － 安心できる働き方改革・除菌、換気空間作りでの集客

奈良県 イチワ株式会社 8150001016923 「ホームページを活用したオンライン営業活動システムの構築」

奈良県 焼亭ＪＵＪＵ － 顧客が味覚的、視覚的により満足感を得られる持ち帰り商品の開発

奈良県 中西たたみ店 － 非訪問型オンライン打合せをＷＥＢ動画と既存顧客リピートの強化

奈良県 有限会社Ｗｉｓｈ 7150002003979 新しい生活様式に対応したオンラインカウンセリングの導入と宣伝

奈良県 株式会社ＪｕｉｃｙＯｆｆｅｒ 8150001017327 デリバリー訴求のＨＰ刷新とチラシ・看板制作および店内設備増設

奈良県 株式会社奈々屋 2150001020328 将来の観光客の集客およびネット通販のためのウェブサイト構築

奈良県 ｊｅ　ｅｔ　ｎｏｕｓ － 奈良の可愛いを世界へ！オンライン広報力強化による新規販路開拓

奈良県 東洋技建工業株式会社 6150001013105 デジタルシフトでの完全分離型２世帯住宅の受注拡大事業

奈良県 タコス屋サリー － コロナ渦でも楽しめるホームパーティーフードのネット販売

奈良県 シエスタヘアープラス － お客様との直性接触時間を削減できる機器の導入で顧客満足度ＵＰ

奈良県 エステティックサロントワロ － ニーズに応える、非対面型セルフエステ新事業による販路開拓

奈良県 なかや鍼灸院整骨院 － 全自動施術ウォーターベット導入による非対面ビジネス構築と展開

奈良県 小田自動車鈑金 － 輸入部品仕入れから脱却！廃盤部品リサイクルサービスで販路開拓

奈良県 株式会社Ｖｉｎ 4150001024178 既存の商流を変えるＥＣサイトの構築

奈良県 株式会社Ｓ．Ｉ 8150001018440 観賞用シュリンプのＨＰ・ＥＣサイト構築による非対面販売への転換事業

奈良県 メイクホーム － 非対面への転換で売上アップを実現

奈良県 携帯の修理やさん － 携帯修理サービスのＥＣサイトとホームページ作成による販路開拓
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奈良県 癒しの匠　和揉美 － 非対面でも慢性的な痛みの改善を行うオンラインカウンセリングの実施

奈良県 サロン・ドＬｅａｆ － 感染防止とサプライチェーンの毀損への対応設備導入で新商品開発

奈良県 ｃｈａｔｃｈａｋ － テイクアウト・宅配・通販事業

奈良県 奈良やまと株式会社 1150001017374 商圏内の潜在客掘り起こし事業とＷｅｂオーダーシステムの構築

奈良県 プログラミング教室　エヌキッズ － 新規顧客の獲得及び、情報教材による売り上げのアップ

奈良県 オンラインヨガｆｌｙ － オンラインヨガスタジオ「ｆｌｙ」で生活に寄り添うヨガを提供！

奈良県 ｇｏｏｄｎｅｉｇｈｂｏｒｓ（グッドネイバーズ） －
遠隔貸し出しのシェアキッチン・レンタルスペースの整備とホームページ構
築。

奈良県 Ｃａｆｅ＋ｓｔｕｄｉｏ　ｆｌａｔ － オンライン販売・オンラインレッスンの開講と安心の環境整備

奈良県 縁工業 － 最も需要のある感染対策事業で新規顧客開拓

奈良県 湖月堂 － 自社サイト販売による非対面型ビジネスモデルへの転換

奈良県 有限会社クロト 7150002006057 築１００年の長屋とＩＯＴが融合した無人レンタルスペース事業

奈良県 藤本商会 － 海外展開を恐れるな！！貿易商が教える非対面コンサルティング！

奈良県 蘭奢待 － 新しい集客とホテルチェックインのかたち

奈良県 株式会社ＲＩＫＩ 4150001021142 新商品の販売開始とＥＣサイトの構築による新規顧客獲得。

奈良県 タコ焼きてるちゃん － 店舗の「家族かしきりサービス」と「野菜のオンライン販売」事業

奈良県 ＤＡＲＴＳ　ＢＡＲ　ＦＬＹ － テイクアウトに特化したフードが充実した２号店で新たな販路開拓

奈良県 株式会社Ｃｌｏｖｅｒ 5150001018996 ＥＣサイト構築による販路拡大（非対面ビジネスの確立）

奈良県 株式会社ａｓｕｔｒａ 4150001023188 オンラインのトレーニング・栄養相談・課題分析による販路開拓

奈良県 ｓｅｌａｐｉａｓｕｕ（セラピア・スー） － オンライン講座で技術者を創出！副業、開業支援も充実サポート！

奈良県 くじょう整骨院 － コロナ感染３密対策による新規顧客獲得と新たな販路拡大

奈良県 鶏ダイニング一鶏 － アフターコロナを見据えた、飲食店の生き残り戦略

奈良県 ちゃーむ － アフターコロナを見据えた高齢者向け配食サービス事業

奈良県 株式会社ＯＮＥ 8150001022962 オリジナルＴシャツ事業再開に伴う設備導入・制作業務の内製化

奈良県 スターライト － バーテンダーが作るノンアルコールフルーツカクテルのネット販売

奈良県 株式会社カプリ 2150001012151 金券ショップの買取販売及びネットショップのＥＣサイト制作

奈良県 キッズアイティ合同会社 8150003001725
オンライン教材の開発・販売および英語化による販路拡大による売り上げ
アップ

奈良県 株式会社キオーナ 7150001023185 技術力を安全にいかす店舗改装と非対面メニューによる売上獲得

奈良県 株式会社スカイテックスラボラトリー 6150001019622 オーダーシステムの導入及びＷＥＢサイトによる宣伝

奈良県 手作りパン工房　ウーの森 －
３密を回避し、ソーシャルディスタンスを保つ、ショーケースによる店頭対面販
売型改装

奈良県 合同会社パサージュ 2150003001821 奈良の香りと癒しを全国に届ける製品と販路の創造事業

奈良県 久保塗装 － 新規事業開拓とネットを活用したオンライン見積もりとＰＲ

奈良県 有限会社梁山泊 3150002001961 新商品開発によるインターネット販売の開始

奈良県 Ｃｌａｒｉｎｉｒ － コロナ時代の安定的サロン運営
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奈良県 アークス株式会社 6150001022312 新規個人顧客の獲得に向けたオンライン営業システムの導入

奈良県 ＳＡＫＴＩＳＨＡＮＴＩ － 非対面対応のオンライン化拡大と、野外・森「ヨガ教室」の運営

奈良県 今西商事株式会社 7150001012337 ＥＣサイト受注による非対面ビジネスモデルの構築

奈良県 耳成駅前学習教室 － 教室スペースの拡張改装による感染対策

奈良県 ＵＫ工業株式会社 8150001020512 ＥＣサイト制作による一般顧客からの受注増加計画

奈良県 ＰＬＡＮ－Ｊ － ウィズコロナ時代に求められる宿の設備改装と安心安全情報の発信

奈良県 ピュアマインド倶楽部 － オンラインカウンセリングとお相手検索システムで素敵な出会いを

奈良県 Ｂｕｂｂｌｅ　ｔｅａ　ｓｈｏｐ　Ｔ． － インターネット、施設でのミルクティーの卸販売

奈良県 旭エンジニアリング株式会社 4150001011820 業務のデジタル化による新規顧客獲得と事業継続

奈良県 株式会社青いレンガ 2150001018826 『非対面型デリバリーによる販路開拓』

奈良県 株式会社ダイワマネジメント 6150001013047 新時代経営サービスの創出～遠くにいても心通った支援を提供～

奈良県 株式会社ダイワデンキ 9150001001239 ＨＰ作成を活用したリモート面接により職人増員・育成事業

奈良県 Ｂａｒ　Ｋａｎｇａｒｏｏ － 名物本格焼鳥テイクアウト事業のＨＰ制作で新規販路開拓事業

奈良県 ＣＯＣＯ － ＥＣサイト開設による非対面型ビジネスモデルへの転換事業

和歌山県 株式会社環境建築計画 6170001015529 顧客獲得に向けたオンラインサービスＰＲとウェブサイトの再構築

和歌山県 有限会社松牛 5170002006214 新コロッケ開発をきっかけとしたネット通販事業拡大

和歌山県 ＡｇＶｅｇｅ － 利益を確保するための商品の内製化へ設備導入する転換事業

和歌山県 カマダ酒店 － 老舗酒店のオンライン御用聞き・ＥＣサイトによる販路拡大

和歌山県 株式会社ニシクボ 1170001005690 「植毛機ツール増設による新商品の開発及び外注費の削減」

和歌山県 株式会社ダイユーケミカル 3170001002001 新規ＥＣサイト立ち上げによる利益率の改善と自社ブランド販売事業

和歌山県 有限会社川口商店 5170002006404 宅配サービス等強化による新たな販路開拓

和歌山県 株式会社坂本ふとん店 7170001005710 地域密着型ふとん店のコロナ対策による挑戦事業

和歌山県 株式会社南山商店 9170001000799 ハイエンドの至高のこんにゃく開発でサプライチェーン毀損を克服

和歌山県 バーニングスター － 販売車種の見直しと整備機器強化による新たな販路開拓

和歌山県 かいなん動物病院 － 移動リスク払拭を実現。高度治検器の導入による顧客サービス継続

和歌山県 植山　亮 － 外注を内製化。内装リフォームサービスを実施による影響克服

和歌山県 塗り工房ふじい － サプライチェーンの毀損を乗り越える新商品開発と販路開拓

和歌山県 ＲＥＩ　ＣＡＦＥ － テクアウトの強化と販促の強化により苦境を克服

和歌山県 世界のトビラ － テレワーク及びインターネット販売強化で売上アップ

和歌山県 光南園 － 新たなサプライチェーンマネ―ジメントの構築に向けた新店舗展開

和歌山県 龍宮 － デリバリーサービス強化販路開拓事業

和歌山県 梅千代本舗 － パックシーラーを使用したパック作業の簡易化とＥＣ販売ＰＲのチラシ作成

和歌山県 中華そば　速水 － 自社ホームページを通じたネット販売とテイクアウト強化

97 / 99 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。

和歌山県 有限会社関サービス 8170002011228 有機肥料と無農薬で育てた安心の冷凍ブルーベリーの売上拡大計画

和歌山県 プルメリア － 非対面型ゲストハウスへの転換・売上向上のための施設改修

和歌山県 ａｔｅｌｉｅｒ　ｈｉｒｏｋｏ － インターネット販売と店舗移転による売上拡大計画

和歌山県 ＭｙＯｒａｎｇｅＢｒａｎｃｈ － 姉妹都市のエッセンシャルオイルを新宮市から全国へ。

和歌山県 有限会社戸塚食品 6170002011262 新たなネット販売強化による非対面型ビジネスモデルへの転換

和歌山県 株式会社ＡＬＦＡＬＥＡＤ 5170001013533 非対面型ビジネスの導入と非接触型労働環境の整備

和歌山県 オフィス　グレイス － 力強く生きるためのプラットフォーム「北新地　町屋」の有効活用

和歌山県 純喫茶　朱鷺 － 衛生環境の急激な変化に直面し、次の５０年を生き抜ける店づくり

和歌山県 岩橋化粧品店 － ＥＣサイト構築で新たな顧客をターゲットに

和歌山県 株式会社稲竹商店 2170001010590 ＥＣショップを構築し「うちごはん」の愉しみを届ける販路開拓

和歌山県 読売センター新宮西 － アフターコロナの非対面型顧客対応システムと宅配事業販路拡大

和歌山県 坂口燃料店 －
無線検針を導入する事で、経費と時間の削減ができ　余った時間を使い営業
による売り上げの向上への取組。

和歌山県 いわさき鍼灸整骨院 － オンライン予約・非対面問診と患者様自身が施術できる治療機導入

和歌山県 ＥＭショップ　百姓家族 － 電磁波対策製品のオンライン販売での販路拡大と売上向上事業

和歌山県 株式会社アレフト 3170001006497 中食参入及びレジシステム刷新によるコロナ対策と業務効率化

和歌山県 岡本整骨院 － リアルタイム混雑状況確認と非対面問診及びリハビリ指導サービス

和歌山県 Ｔａｒａｒｅｂａ －
新型コロナウイルス感染症拡大防止に取り組む新たな「睡眠ヘッドスパサロ
ン」への転換

和歌山県 育成産業株式会社 1120001141557 安くて旨い！和歌山名物テイクアウト事業で稼働率Ｖ字復活

和歌山県 山口建設株式会社 6170001010769 新たな事業展開による新規顧客獲得・工事情報共有システムの運用実施

和歌山県 相－ａｉ－整体院 － 感染症の感染リスクを減らす取り組みと新規顧客の獲得

和歌山県 炭火やきとり新太郎 － 紀州備長炭で焼いた鶏料理をネット通販で気軽にご自宅で！

和歌山県 ＲｅｄＣａｆｅｆａｃｔｏｒｙ － 立地条件を活かした、テイクアウト事業の開始

和歌山県 株式会社ＢＵＦＦＣＲＥＡＴＥ 1170001016291 撮影機材を貸出、完全非対面ハイクオリティ映像の撮影と提供

和歌山県 株式会社スタッフクリエイション 3120001126928 インターネット広告を活用した非対面営業ｉｎ和歌山

和歌山県 第一電気設備工業株式会社 4170001001893 グループ会社との連携と経営判断迅速化のためのテレワーク整備

和歌山県 株式会社オカザキ紀芳庵 1170001010823 おつまみセットの商品の販売のＨＰ作成・ネット通販を展開

和歌山県 紀州創作美食　彩弥 － 配達とテイクアウト拡充による販路拡大

和歌山県 イワタ工学研究所 － 大型家庭用電化製品の自社メンテナンスセンターの設立

和歌山県 ６ｃｏｉｎｓ － テイクアウト、オードブル、ホームページで予約システム構築

和歌山県 ホイップ － 環境整備・オンライン授業強化によるママの居場所づくり

和歌山県 中野メリヤス工業株式会社 3170001011035 起業及び一般向けＥＣサイト構築による営業活動と新規顧客獲得

和歌山県 株式会社キタノヤ 9170001015947 ＷＥＢサイトの構築とオンライン相談で新規顧客の獲得！

和歌山県 紀州紀文会有限会社 5170002005372 ブランド商品のＰＲオンライン商談サイト制作の構築
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和歌山県 クロスポイント株式会社 8170001014875 安心安全物件の提供とオンライン内覧会・相談会
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