
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

茨城県 古着ボランティア・ドネーションズ － 非対面型買取への転換と非対面型回収を強調した不用品回収の発足

茨城県 有限会社かにや 4050002000857 テイクアウト商品の強化、宴会の新規顧客の開拓

茨城県 有限会社胡豆柑 3050002007837 スマホアプリによるセルフオーダーシステム

茨城県 株式会社ココロ 9050001044586 コロナウイルス感染リスクを抑えた「非対面型音叉療法」の開発

茨城県 Ｅａｒｌｙ３１０ － テイクアウト・デリバリー強化とメニュー開発と店内整備

茨城県 株式会社キクチカメラ 4050001000783 業務用ＦＰＶドローン撮影制作と広告宣伝

茨城県 ビーウイッチ東北 － 【新型コロナ対策強化と移動販売車両で新規顧客開拓】

茨城県 株式会社つくよみ 2050001047570 オンラインで距離を縮め、温かみのあるサポートを。

茨城県 ＧＲＥＥＮ　ＲＯＯＭ － キッチンカーとドライブインシアターイベントで非対面型飲食事業

茨城県 ＴＯＴＡＬ　ＢＥＡＵＴＹ　Ｌｕｎａ － アットホームサロンで低価格のセルフエステをお試しあれ

茨城県 ヴェッキオアルベロ － ＥＣサイトでドレッシング販売、デリバリー本格運用で生き残り

茨城県 糸久 － ＥＣサイトでお客様の笑顔と看板猫ハチの看板新調で売上アップ

茨城県 生活設計有限会社 9050002006305 予約サイトで安心安全をオンライン提案説明で契約増

茨城県 Ｃａｓｕａｌ　Ｄｉｎｉｇ　ＬＩＢＲＥ － テイクアウト予約システム導入とテイクアウト商品開発で売上回復

茨城県 株式会社栗原 6050001036149 オンライン窓口開設とＷＥＢ広告強化でリフォーム顧客獲得

茨城県 酒菜や　よつ葉 － 繁華街の中心で新型コロナと戦う！よつ葉のテイクアウト大作戦

茨城県 ラウンジＳｈｏ － ＷＥＢ予約で三密防止と常連客と観光客向けＰＲで売り上げ回復

茨城県 お箸Ｂａｒ　ｊｕｎｃｔｉｏｎ － ＷＥＢ予約制テイクアウトと完全非対面の予約制レンタルスペース

茨城県 水戸美術 － 仕入・販売のオンライン化及び広告宣伝活動

茨城県 株式会社アクセスネットワーク 7050001006480 オンライン予約窓口とオンライン相談開催で新規顧客獲得

茨城県 株式会社ライジングコーポレーション 7050001008485 オンライン窓口開設とＷＥＢでの情報発信強化で新規顧客獲得

茨城県 ＨＡＩＲ　ＳＰＡＣＥ　Ｊａｍ － オンラインカウンセリングによる対面時間の短縮と店内環境整備

茨城県 株式会社エクラ 4050001042058 密をさける予約体制と接客で新生活様式対応への改善事業

茨城県 株式会社ＡＴ　Ｐａｓｓｉｖｅ 3050001047826 主建築工程（施主開拓・建築士選定・用地紹介等）のオンライン化

茨城県 株式会社眞建築設計室 7050001005573 ＢＩＭクラウドによる建築士事務所の働き方改革

茨城県 前田商事株式会社 4050001002292 真空包装機導入による自家製食品のＥＣサイト販売開始

茨城県 有限会社こうじや 8050002009226 給食提供時非対面対応とコロナウィルス対策ＰＲによる集客強化

茨城県 株式会社ＢＴＦ 9050001048026 オンラインによる新たなＷｅｂ授業の充実と安心安全な教室作り

茨城県 エーワイスコット株式会社 3050001036721 非対面ビジネスモデル転換と新商材の自社ＨＰ掲載による収益向上

茨城県 東環境整備株式会社 7050001008865 個人向け清掃サービス開始とＷＥＢによる新規顧客開拓

茨城県 Ａ　ｂｌｏｏｍｉｎｇ　ｎａｔｕｒｅ　ｙｏｇａ６８ － ヨガがベースのオーダーメイドオンラインストレッチ動画配信

茨城県 有限会社佐々木縫製工業 4050002011490 他社営業停止に伴う新分野製品の生産体制構築による販路開拓事業

茨城県 有限会社一源 4050002010922 テイクアウト強化及びにテイクアウトに適した機材導入

※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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茨城県 有限会社森繁商店 7050002012370 ホームページ作成と女性グループ客等が座敷でくつろげる環境作り

茨城県 サイクルショップ片見＆リルコーヒー － 非対面販売及び店内改装による新たな営業スタイルの転換

茨城県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｇｒｏｗｉｎｇ － オンラインレッスン実施による販路拡大

茨城県 ｔｉｔｉ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ － 美容室で可能な非対面型の歯の完全セルフホワイトニング

茨城県 株式会社つくばグリーンパワープラント 9010901034871 クラウドサーバーを利用したテレワークシステムの構築

茨城県 株式会社奥広 3050001035186 非対面・非接触商談を可能にする新しい店舗運営体制の構築

茨城県 株式会社タカナワ 7050002011835 新規機械導入による新商品製造及び製造プロセスの効率化

茨城県 和心　いちえ － インターネット事業で銘菓の味をより多くのお客様へ

茨城県 株式会社山水 4050001018388 老舗割烹料理のネット通販による販路拡大（商品開発を含む）

茨城県 伊勢屋 － キッチンカーでの移動販売による新規顧客の獲得

茨城県 川松 － ギフト販売（うなぎ関連商品）の取り組みによる新規顧客の開拓

茨城県 ｈｉｔｏ－ｃｏｔｏ　ｗｏｒｋｐｌａｃｅ － ＷＥＢ指導と速筋トレーニングを組合せたメニューによる売上拡大

茨城県 壁左匠しらいし － ネット構築でコロナに対応した非対面商談と新規顧客獲得を目指す

茨城県 エルモア美容室 － アナログ（チラシ）とデジタル（ＳＮＳ）の融合での販路開拓

茨城県 ベル　ネイジュ － 新設備導入による非接触型への取り組みと広報による販路拡大

茨城県 株式会社イサミヤ 1050001022946 知名度強化と新たな取組みでコロナ禍でも安心のいさみやへ！

茨城県 株式会社ワンストリート 2050001047827 ネット買取システムの導入による高級２輪車の買取促進事業

茨城県 株式会社ｔｏｃｏｗａｋａ 8050001041329 新規販路開拓！映えるＷｅｂ配信スタジオ設営のための店舗改装

茨城県 シャンティ洋菓子店 － テイクアウト窓口新設！フードロス削減に繋がる新商品販売事業

茨城県 株式会社全米協システム 5050001011623 小袋入りでおいしさ長持ち。こんな時期でも、シェアも安心！

茨城県 有限会社満商会 6050002016001 自動車整備店でのＥＣサイト公開で電気自動車ユーザーの新規開拓

茨城県 フラワー＆グリーンショップ無花果 － 珍しいオリジナルフラワーＥＣサイト制作による新規顧客の開拓

茨城県 Ｓａｌｏｎ　ａｐａｉｓｅｒ － セルフ水素吸入で血行促進！悪玉活性酸素除去！免疫力アップ！

茨城県 Ｂｏｍｂｏ　Ｆｒｅｅｌｙ　ＧＹＭ － コロナ禍対策！オンライン相談対応と安心安全の抗菌マット導入

茨城県 株式会社グリオット 5050001012308 当地名産品いしおかサンドのネット販売による全国展開

茨城県 株式会社写真の飯村 6050001000580 オフ＆オンライン創造新時代！　時空をこえた思い出づくり

茨城県 有限会社堀江 9050002042465 企業ホームページ作成による非対面受注

茨城県 株式会社なおい 3050001032852 ＨＰ活用で遠方に住む家族や他事業所との情報共有や連携の構築

茨城県 有限会社カメラのゆきもと 8050002041930 学校行事動画配信ビジネスによる非対面型売上の拡大事業

茨城県 あじさいラーメン － テイクアウトデリバリーによる非対面ビジネスモデル本格導入

茨城県 株式会社Ｉｎｆｉｎｉｔｅ　’Ｓｋｙ 6050001048367 オンライン通信での療育、運動支援による非対面サービスの導入

茨城県 有限会社キミ・インターナショナル 4050002041975 コロナの影響を乗り越えるための合鍵製作出張サービスの展開

茨城県 織田鍼灸院 － 完全非対面コワーキングスペース事業と鍼灸院のコラボレーション

2 / 137 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。

茨城県 スタイルダイニングバー － 感染症対策店内改装とテイクアウト非対面販売へ事業転換

茨城県 株式会社ツカコシ 3050001031540 データ入稿システムの整備とデジタルサイネージ市場への進出

茨城県 有限会社スタッグ 9050002042184 ミシン導入とＨＰ開設による、非対面ビジネスモデルの導入と周知

茨城県 学研ステラタウン前教室 － お家と繋がるハイブリッド型教室（オンラインによる非対面授業）

茨城県 髪工房善 － 地域初！空間・雰囲気を大切にした新たなテラス付き理容室の推進

茨城県 喜作 － 当店特製鰻弁当の生産体制強化によるテイクアウト販売事業

茨城県 光栄写真館 － 写真館による記憶に残るドラマティックな動画制作プラン

茨城県 まごころ堂本店 － オンラインセミナーとＷＥＢ集客による非対面ビジネスモデル導入

茨城県 トラットリアリョウゴク － テイクアウト専用窓口設置と感染症対策改装非対面販売へ事業転換

茨城県 株式会社感動ハウス 5050001031992 ウェブを活用した動画マーケティングの実施による顧客獲得

茨城県 夫婦寝具株式会社 9050001031618 快適睡眠の極意！吸湿発散そば殻枕でコロナストレスを解消

茨城県 ハッピーフード － コロナ対策と販路拡大のための設備一新計画

茨城県 株式会社根本製菓 5050001031588 コロナ対策用テラス席の新設工事による非対面ビジネスモデル導入

茨城県 株式会社やまなか動物病院 8050001034729 受付・処方の非対面転換と、密を避ける予約システム・処方の導入

茨城県 七色ハンズ － ネットショップ開設と設備投資による顧客満足度向上計画

茨城県 コシカワダンススクール － オンライン技術指導開始による非対面ビジネスモデルへの転換

茨城県 アトリエカンパーニュ － 新生活様式対応型キッチンカー導入で地域に本格派洋食の提供を

茨城県 Ｈｅｒｍａｎａ － 地域初！男性用エステで客単価向上と非対面ケア用品販売で売上増

茨城県 Ｉｈｅｎｉ＆Ｃｏ．株式会社 3050001047207 非対面型の美容室サービスの提供開始と、新サービスの周知浸透

茨城県 二葉じかん － 食事で世界旅行を楽しむテイクアウトメニューの提案

茨城県 株式会社エンドウ 2050001031351 ニーズに合わせた通年アウトドアビアガーデンの実施で販売促進！

茨城県 ヘアデザインシルエット － 地域初！立ち姿全体のシルエットに対してトータルコーディネート

茨城県 二葉ごはん － 栄養士が提案する手作り健康惣菜のテイクアウト販売の拡充

茨城県 Ｌａ・ｋａｍｔ 8050002045122 店内飲食減益補填の為のテイクアウト商品の開発及び販売

茨城県 整体・リラクゼーションＯａｓｉｓ － 自信が持てる体づくりの為の非対面型美容セルフケアの事業展開

茨城県 富士峰菓子舗 － 伝統和菓子を全国に！ＥＣサイト構築による非対面型事業への転換

茨城県 ヤマカ食品有限会社 7050002045057 地元野菜を活用した商品開発とネット販売による新規販路の獲得

茨城県 味どころ雅び － 料理店の味を家庭で再現できるテイクアウト用「料理商品」の販売

茨城県 シーサイド原屋 － 宿泊とテイクアウトのバランスを意識した新たな営業体制の構築

茨城県 株式会社都市環境プラニング 2050001007608 セルフエステ事業への注力による、非対面型ビジネスモデルへの転換

茨城県 株式会社ｍａｕｐｉｔｉ 9050001036939 アプリのネット販売を活用した売上単価アップと販路開拓

茨城県 アムハウス － オンライン集客、非対面営業、ネットを通じた新規顧客確保

茨城県 有限会社ミロール 6050002003123 デコレーションケーキのテイクアウト販売向けＷＥＢ決済の導入

3 / 137 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。

茨城県 結城麦酒醸造 － オンライン＆オフライン「結城麦酒醸造」ＰＲプロジェクト

茨城県 仲澤整骨院鍼灸マッサージ院 － 超音波による非対面治療と遠隔トレーニング指導

茨城県 るるこどもスタジオ － 全国規模でのオンライン音楽・知育教室としての新規顧客獲得

茨城県 Ｍｏｎｔｅｒ　ｒａｉｓｏｎ － オンラインカウンセリング導入による近隣サロンとの差別化

茨城県 株式会社ニシテック 5050001024484 色柄センサーの展示会に代わる新たな非対面販売促進方法の導入

茨城県 ＫＵ－ＲＡ － ＨＰのリニューアル、オンラインでのヒアリング、カウンセリング

茨城県 スナックピアス － トイレの衛生設備改修・ＷＥＢにての予約システムを採用し非対面化の実現

茨城県 フィリピンパブ　ペガサス － ＷＥＢ活用による自店舗の魅力訴求と安心安全な店づくり

茨城県 麺や　赤龍 － 餡かけ具材をトッピング　巣篭りで食べる　冷凍スタミナラーメン

茨城県 美容室ＧＬＡＭＯＵＲ（グラマー） － 非対面型シャンプー台設置によるメニュー拡張と感染症対策

茨城県 株式会社菓匠たけだ 3050001024809 弊社独自のＥＣサイトを構築し自社商品を販売・ＰＲと包装機材など環境整備

茨城県 ミューズ・ダンスワールド － 換気機能強化とホームページ改修でダンスの楽しさをもっと！

茨城県 フィリピンフードストアロデール － フィリピン輸入食品の魅力をＨＰ改修で多くの人へ訴求！

茨城県 有限会社エムテックサービス 7050002009877 非対面型顧客対応の導入による新規顧客開拓と室内換気機能強化

茨城県 福円 － ＨＰ作成・テイクアウトシステム導入による売上回復

茨城県 有限会社ハーベスト 2050002004554 ＷＥＢカウンセリングで飛まつ感染防止と提案型サロンで客数増加

茨城県 忍垂米穀店 － 自動製麺機導入によるテイクアウト等の対応と新規販路で売上拡大

茨城県 株式会社ＥＭＩコーポレーション 4012301011720 海外企業との非対面通信システム構築と販路先開拓ツールの作成

茨城県 大賀接骨院 － 非対面型オンラインカウンセリングと温熱メニューによる売上拡大

茨城県 ロケットモーターサイクル － オートバイ及びオリジナルパーツのインターネットを活用した販売

茨城県 味の園杉の木 － ひたちなか産ふのり商品の開発とインターネットでの新規顧客獲得

茨城県 整体サロン　ウッドベル － オンラインビジネス導入とサロン内感染防止対策実施で集客ＵＰ

茨城県 ＴＡＭＰ株式会社 5050001013198 非対面・非接触型結婚式プランニング事業

茨城県 引田　満輝 － 訪問施工用非対面監視評価システムの構築と告知

茨城県 株式会社幸建 5050001034079 ３密回避のＷＥＢ面談で空き家対策『実家の住宅解体支援事業』

茨城県 イナダスタヂオ － 遠隔打合とＨＰ通販機能で３密回避　＆　ドローン空撮で販路開拓

茨城県 株式会社ｓｃｏａ 3050001006369 動画による非対面セミナーとプロモーションで新規販促形態へ

茨城県 有限会社しのはら生花店 5050002001631 ２０２０年コロナ禍におけるＥＣサイトを活用した新規販売獲得と事業強化

茨城県 株式会社Ｇｅｎｉｅ 7050001046188 広告代行会社のＨＰ・ＥＣサイト制作による非対面ビジネスの挑戦

茨城県 和愛の森　リラクゼーション － 徹底的な衛生管理の店へのシフトチェンジで需要ＵＰ計画

茨城県 ｈｉｔｏｍａ － 非対面で笑顔循環！ＡＲを用いたユニークなＷＥＢコンテンツ開発

茨城県 よこた － 店舗スペースを活用したテイクアウトサービスの開始

茨城県 平井工業株式会社 5050001018511 ターゲットバナー広告で非対面水廻りリフォームの販路拡大！
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茨城県 クンルアン － 「チェンマイからサワディーカー！清潔なタイ古式マッサージ」

茨城県 株式会社アップストリーム 8050001044496 焼き鳥のテイクアウトともつ鍋のＥＣ販売による販路開拓

茨城県 アルテサーノ・デザイン合同会社 7050003002395 小ロットのＯＥＭ生産や独自商品開発を行う事業体勢を確立する

茨城県 株式会社協英電機 7050001023105 「設計事業」の立上げに伴う持続的成長の実現と社会貢献

茨城県 岡崎写真事務所 － Ｚｏｏｍを活用した非対面型モデルのリモート撮影サービスの提供

茨城県 ＬＥＡＴＨＥＲ　ＷＯＬＦ － レザーアイテムのオンラインショップ構築による販路拡大事業

茨城県 ｉｎｆｉｎｉｅ－ｂｅａｕｔｅ － 「オンライン美容機器レンタル事業」の開発・販路開拓

茨城県 Ｋ２ｓｕｒｆｂｏａｒｄｓ － オンラインサーフィンスクールの構築、非対面型ボード製作の

茨城県 ＳＤクリエイト － 高齢者施設への訪問治療に対応したデジタル生産体制の構築

茨城県 株式会社ネスト 9060001023275 Ｗｅｂによる内覧会開設、営業接客ツールの構築

茨城県 ＰＥＡＣＥ　ＧＲＩＬＬ － おうち時間を充実させるハンバーガーキットの通信事業

茨城県 株式会社Ｊ＆Ｃ 7050001019821 インターネット販路構築による非対面お墓工事サービスの開発

茨城県 Ｓｕｐｅｒ　Ｃｉｔｙ － 安心して来店頂くための店舗改装及びテイクアウトの開始

茨城県 株式会社拓光 5050001001590 ＥＣサイト構築による小売向けオリジナルギフトセットの展開

茨城県 有限会社ダイインターナショナル 5050002014039 インターネット活用の完全非対面型営業で販路拡大と新規顧客獲得

茨城県 株式会社シーエスイマイ 4050001038898 自転車出張修理サービスとＨＰリニューアルによる店内の３密回避

茨城県 株式会社湖北 9050001000102 ホテルでの無料提供サービスの拡充および非対面化による販路開拓

茨城県 公文式　松並教室 － 学習を止めさせない。子供も保護者も安心できる教室運営

茨城県 Ｏｐｔｅｃｈ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ合同会社 3050003004247 「非対面型の技術コンサルティング事業の導入」

茨城県 株式会社Ｇｒａｔｉａ 5050001042478 濃厚接触回避！機械導入でネット販売で安心＆売上ＵＰ！

栃木県 日本精管有限会社 5060002032444 非接触型の販路開拓を主体にした営業システムの構築

栃木県 有限会社森川自動車 3060002032735 非対面・非接触型ビジネスモデルへの転換と併せた顧客拡大事業

栃木県 株式会社コラボネットコーポレーション 4060001017629 デジタル相談・募集とテレワークによる保険業の新たな業態開発

栃木県 有限会社マキノ 9060002032630 自社遊休資産での【きれいな空気事業】ライブ配信による新規開拓

栃木県 らーめん剣豪 － 人の心はどこまでも強くなることができる事業

栃木県 有限会社古里家 8060002031922 新商品開発とＩＴ化による非対面型ビジネスで新規顧客を開拓

栃木県 有限会社飯塚造園 1060002031615 『造園資材の内製化』と地域課題である『害虫駆除事業』への参入

栃木県 Ｇｒｅｅｎ・ｅａｒｔｈ株式会社 2060001024263 非対面型ビジネスのＥＣページ再構築による販路拡大

栃木県 和旬彩右京 － コロナに打ち勝ち、伝統の日本料理の味をお客様に届けたい

栃木県 Ｃａｆｅ６７ － 自宅をいつでもカフェに！最新自動販売機で自家焙煎珈琲豆の販売

栃木県 植木　彰夫 － 非対面型セミナーの提供

栃木県 しもつけ窯 － E コマースの強化と、密を避ける為の陶芸教室環境の整備

栃木県 ロイス美容室 － 自動シャンプー機導入でお客様もスタッフも守りたい！
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栃木県 有限会社福富住宅 3060002037197 オンラインをアピールして、Ｕ・Ｉ・Ｊターン顧客の新規獲得

栃木県 小春日和 － テイクアウトやキッチンカーでの新たな販路開拓・売上増加計画

栃木県 株式会社エスト 3060001021598 新型コロナウイルスによる業務形態の見直しと食品ロスの削減

栃木県 株式会社焼肉東海苑 8060001022708 弁当販売による限定接触型の料理提供方法

栃木県
合同会社アメリカンケバブ（ＫＥＢＡＢ　ＥＲ
ＥＮ　ケバブエレン）

3060003002654 ケバブキット開発によるＥＣ販売とキッチンカーで新規顧客を獲得

栃木県 株式会社ヤザワスポーツ 6060002037599 ウェブ注文システムの導入とオリジナリティーのあるデザイン提案

栃木県 有限会社星野 7060002020075 葬祭場の「安全安心」対策で取引先の事業再起にも貢献

栃木県 星野工業株式会社 4060001010617 リモート商談導入と感染防止を徹底した事務所で来社商談も安心！

栃木県 株式会社富美橋 9060001010538 魅力度ランキングワースト１を逆手に「おもてなし」で起死回生

栃木県 玄そば　文石庵 － スタッフの非対面を実現する自動製麺機及び感染防止設備導入事業

栃木県 セントフラン株式会社 5060001025399 セルフエステ導入を広く周知し、非対面での早期売上回復計画

栃木県 株式会社ライトアーム 9050001017212 ホームページに動画掲載して、非対面の営業力を強化する

栃木県 有限会社満留賀 6060002029373 お座敷改装と作業効率化による密回避で年配層に安心の店づくり

栃木県 整体院　良 － ＷＥＢの最大限の活用とキャッシュレス決済導入による販路拡大

栃木県 オフィス　ヨコヤマ － 安価　安心　安全を踏まえた美しい映像での動画配信

栃木県 美容室パプリカ － ＥＣ販売で販路開拓を図り生産性の向上と持続的発展の取組み

栃木県 株式会社黒川オートサービス 5060001032767 安心安全レンタカーの中古車をＥＣサイトとチラシで販売機会向上

栃木県 マリエール愛 － ホームページを活用しオンライン婚活を推進して新規顧客獲得

栃木県 株式会社ヴェリー 6060001026958 ＨＰリニューアルによる非対面営業と動画による販売促進

栃木県 ＥＩＧＨＴＹ　ＦＩＴＮＥＳＳ　ＧＹＭ － 非接触ジム営業のために設備を導入、集客力の向上を図る

栃木県 株式会社のぐち 8060001014597 非対面営業への転換と地元中小企業の業務効率化支援

栃木県 有限会社マエダ 8060002029330 オンライン解説授業システム導入と感染症予防対策

栃木県 株式会社サイトウ 7060001014276 営業活動と企業価値向上を図るウェブ商談システム

栃木県 美容室ｃｏｃｏ － コロナで施術のなくなったヘッドスパの無人化による売上回復計画

栃木県 有限会社ＢＩＳＥＩ 6060002031255 ｗｉｔｈコロナ販路拡大のための３本の矢

栃木県 株式会社Ａｃｃｈａ 9060001022351 既存事業の強みを活かした着物のＥＣレンタル事業の展開

栃木県 てっぱんびすとろ小鳥遊 － 鉄板焼き店のｗｉｔｈコロナ換気機能の向上事業

栃木県 株式会社小山温泉 4060001015368 コロナと闘え、ホームページ改良で新規顧客と宿泊予約獲得計画

栃木県 宇賀屋ガーデン － 日英中、３ヵ国語対応のＥＣサイトで海外販路に注力

栃木県 エステティックサロンＬａＲｅｉｎｅ － セルフエステの本格始動とＩｎｓｔａｇｒａｍの強化で売上回復を図る

栃木県 相澤建築 － ドローン等のデジタル撮影媒体を活用した建築提案による受注促進

栃木県 有限会社油屋商店 7060002025058 非接触型体温測定器の導入で安心・安全な斎場づくり

栃木県 Ａｐａｓ － コロナ禍でも安心、お家で出来る毒出しオンライン講座の開設
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栃木県 室井光学 － 既存事業の強みを活かした異分野への販路拡大で強い経営体質へ

栃木県 免疫美容サロン　アロハ － 屋外待合場所増設とバリアフリー化で感染対策と販路拡大

栃木県 キャトルセゾン株式会社 6060001028987 専用サイト作成でテイクアウトの利用増加、オペレーションの軽減

栃木県 ＹＫＡＵＴＯＳＥＲＶＩＣＥ － マルチセーブ・ＩＴシステムを活用した非対面サービスの強化

栃木県 ジャムセッション － 大型冷凍冷蔵庫の設置による本格的なテイクアウト事業開始

栃木県 美鴨の癒し － 既存ＷＥＢサイトの大幅リニューアルによる新規顧客の獲得

栃木県 株式会社若田部 5060001020722 太陽光発電設備の保守管理の促進による販路拡大事業

栃木県 Ｇｅｍｉｎｙ － リモートシステムを利用した新しいウェディングの提供

栃木県 ワンエイト株式会社 1060001029321 テイクアウト販売の実施、店舗運営の強化のための設備投資。

栃木県 肉のマルコウ － インターネット予約サイトの作成とテイクアウト用新メニュー開発

栃木県 有限会社有心個別アカデミー 4060002040200 ネットによる新形態提供と動画配信やＨＰ作成など新規顧客の獲得

栃木県
Ｂｒｏｗｎ’ｓ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｌａｎｇｕａｇｅ　Ｓｃｈｏ
ｏｌ

－ 非対面型レッスンによる新規顧客獲得のための取り組み

栃木県 佐野らーめんきらく － 自宅で食べられる商品開発とテイクアウトを通じた新規顧客獲得

栃木県 Ｃｏｆｆｅｅ　ａｎｄ　Ｄｏｎｕｔｓ　ＦＩＶＥ － ＥＣサイトでの販売網構築と新商品の販売まで

栃木県 亀山ｐｏｗｅｒ － バーベキューサービスによる売上向上と新規顧客の獲得

栃木県 明舜株式会社 3060001021326 非対面支援型ＨＰ改修と企業協賛婚活イベント開催で新規顧客獲得

栃木県 イマキスタジオ － オンラインでのダンスレッスンの提供と顧客対応のシステム化

栃木県 有限会社暮田商会 5060002017197 更なるコロナ対策で「安心・安全」の音楽レッスンの提供

栃木県 芳賀　雅代 － 巣ごもり需要を鑑みた食卓で使える新商品開発に必要な陶芸窯導入

栃木県 ｈａｉｒ　ｚａｐｐａ － 半個室整備でお客様・スタッフの安心・安全・満足度ＵＰ

栃木県 株式会社水澤土建 7060001009466 ホームページ開設に伴う非対面型ビジネスモデルの構築

栃木県 スラペウイン － ＥＣサイト、ホームページからの販路拡大

栃木県 合同会社楽笑 4060003003263 テイクアウトと感染防止に対応する店舗改修

栃木県 マルカート － 【数系受験特化！心理サポート付きオンライン家庭教師事業】

栃木県 清水園 － 大量販売ではなく、顔の見える少量販売で消費者の心を掴む

栃木県 合資会社リトルウイング 7060003000258 オートシャンプーによる非対面時間の創出アピールで顧客回復作戦

栃木県 有限会社チロリン村 3060002015764 新型コロナウイルス感染拡大防止に配慮した営業体制の構築準備

栃木県 山本雄一郎 －
ＩＴツールを用いた非対面での営業体制構築と密集・密接を避ける生産体制
の確立

栃木県 株式会社ワールドリーチ 2060001031301 空気清浄機能を搭載した空気をキレイにする未来のマスク

栃木県 ＲＯＳＥ － ＳＮＳ集客法の販売・指導の非多面型ビジネスモデルへの転換

栃木県 有限会社しんせんや 3060002004619 自動販売機の遠隔監視システムの構築と設置

栃木県 有限会社松崎屋製麺所 5060002008551 製麺所内への直売所設置およびネット販売と宅配による減収の補填

栃木県 オフィスＣ － オンラインツールを活用したオンラインセミナー事業
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栃木県 株式会社鮫島工業 1060001008424 新しい生活様式のリフォーム・新規住宅による販路開拓促進

栃木県 ＮＡＶＹ　ＦＲＵＩＴＳ － 自動販売機を活用した非対面型販売態勢への転換。

栃木県 加藤米菓本店 － 若年層顧客開拓に向けたインターネット販売と新商品開発

栃木県 旬菜中華玉家 － テイクアウト強化のための調理場改良と認知度向上のためのＨＰ改良

栃木県 美ホーム － 当社サービスの認知拡大とオンライン商談への導線確保

栃木県 グラシアス － 安全・安心！光触媒施工による店内改装及びリモート接客サービス

栃木県 株式会社いわい生花 8060001010233 みんなの心に笑顔の花を、お花が喋るセルフ店

栃木県 株式会社スリーアール 6060001023831 化粧品のネット販売構築と自社サロンの顧客獲得のための広告宣伝

栃木県 有限会社光陽 4060002025325 非対面型へのスタイルチェンジと衛生管理による安全安心の提供

栃木県 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＭＣＨＩＲＵ － 非対面＆個別対応の充実による新規獲得と雇用促進事業

栃木県 株式会社Ｃｏｏｋｉｎｇ＆Ｇｌｏｗ 7060001028532 宇都宮産オリジナル新商品【宮ぴくるす】の開発とインターネット販売計画

栃木県 株式会社マルゴワークス 7060001024093 「棚持ちの良い」非対面型モデル商品の開発・販売事業

栃木県 有限会社シンビプロジェクト 8060002011643 「対面」かつ「３密」回避のフィットネスモデル転換事業

栃木県 長谷川いちご園 － 自社ＨＰ・ＥＣサイトを活用した非対面による販路拡大

栃木県 三和総合建設株式会社 6060001027873 顧客ニーズに応えたスマート解体サービス提供による収益拡大

栃木県 サロン・ド・フラワー － 非対面型ビジネスモデルによるオンライン講座の開発・販売

栃木県 有限会社麺工房かみおか 1060002039550 佐野ラーメン極のネット通販で日本全国から新規顧客を獲得

栃木県 有限会社さくら 5380002028014 “冷え症改善”のオンライン指導と予約システム導入による三密防止

栃木県 株式会社ＰＲＯＪＥＣＴＺｚ 2060001028116 高齢者支援サービス会社によるＷＥＢ戦略での新たな販路開拓

栃木県 株式会社ＪｃＴクリエーションズ 6060001025588 感染を防ぐオーダーシステムと店内環境で、選ばれるお店づくり

栃木県 鮨一凛 － 目でも楽しめるテイクアウト弁当販売の非対面ビジネスへの転換

栃木県 多ぬ喜 － 自慢のおでんのテイクアウトと店舗環境改善よる販路開拓

栃木県 株式会社萩原保険事務所 5060001028609 非対面営業活動ツール構築による売上回復

栃木県 ｎａｉｌｓａｌｏｎｍａｒｏｎ － ハイフ導入で実現するセルフエステ美容サロン

栃木県 カラーズクリエイティブゾーン － 【非対面型ビジネス促進の為の、オンラインコンサルティング化事業】

栃木県 株式会社昭栄家具センター 4060001018734 小物仕上作業スペース拡張し生産性向上で売り上げ回復と三密回避

栃木県 ｇｉｇｉｎｏ～ｗｉｎｅ＆ｇｒｉｌｌ～ － 非対面サービス導入による新規顧客の獲得及び既存客の来店率ＵＰ

栃木県 株式会社ベルトレード 4060001026019 当店自慢の焼肉丼をテイクアウト販売に効果的な販売促進

栃木県 株式会社一心舘 6060001009021 非対面型営業体制構築の為のオンラインツール導入と３密回避対策

栃木県 株式会社ＰＩＣＯ 1060001026979 レコーディング＆配信スタジオでミュージシャンに活躍の場を提供

栃木県 株式会社キャリアバンク 1060001023662 非対面カウンセリングで、安心しながら綺麗を目指せるお店に！

栃木県 有限会社オオニシ 6060002013278 ３Ｄバーチャル空間撮影・編集サービス

栃木県 ＲＡＤＡ　ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ － ＥＣ＆ＷＥＢでサロンと美容の相乗効果を創出しリブランディング
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栃木県 ＭＰＳ合同会社 1060003003126 Ｎｅｏオンラインプロジェクト　～新しい映像授業のカタチ～

栃木県 トータルリペア雷都 － 電子看板広告で地域へＰＲ！町の頼れる修理屋さんへの第一歩！

栃木県 株式会社クレイン 7060001027889 ブランド認知度を向上し、オンライン販売の強化促進

栃木県 りらく整体　森のウタ － オンラインサービスを開設し、流入経路の拡大

栃木県 株式会社エナ 4050001018883 非対面型オンライン授業の構築、顧客対応、業務効率化

栃木県 ＭＯＯＮ　ＤＯＧＧ　ｅｓｐｒｅｓｓｏ　ｒｏａｓｔｅｒｓ － 非対面型「スタンドコーヒー」へ転換し、宇都宮市エスプレッソタウン

栃木県 Ｋｏｒｐｏｋｋｕｒ’ｓ　Ｄｉｇｉ　Ｗｏｒｋｓ． －
非対面オンライン営業体制の確立と空撮機器など新機材導入による新規顧
客の開拓

栃木県 Ｍｏｄａｒｔ株式会社 7060001023467 非対面による営業チャンネル販売強化ためのホームページ制作

栃木県 株式会社ハミングハード 1060001022136 新形コロナ対策と販路開拓を目指した新たな試み

栃木県 スポーツジムキングクラフト － 「自宅エクササイズコース！」でオンライントレーニングをしよう！

栃木県 株式会社ひかり 1060001032795 営業方法の非対面化によるｗｉｔｈコロナ販路拡大

栃木県 ＳＩＤＥ　ＮＡＩＬ － 脱毛事業への新規参入と非対面予約システム導入

栃木県 伊寿味合同会社 8060003002740 月替わり丼ぶり弁当テイクアウト向けＷＥＢ決済導入事業

栃木県 Ａ－ｌａｃｅ － ネイルシール・マスキングシート等販売のためのＥＣサイト構築

栃木県 有限会社大金商店 4060002015598 老舗の味を全国に！食品製造＆オンライン販売事業

栃木県 株式会社ｉｍａｇｉｎｅｒ 2060001008002 予約受付自動化のための専門受注機能付きＥＣサイト構築

栃木県 株式会社ドクターリフォーム・サンセイ 6060001001837 ウェブ中心のオムニチャネル化によるリフォームの新規顧客獲得

群馬県 静和電気株式会社 8070002013845 ホームページの開設と電子カタログによる非対面型営業の推進

群馬県 株式会社自然調和 9070001036350 健康志向商品の開発・販売とＥＣサイトによる新たな顧客の獲得

群馬県 フライ － スマホアプリで京都観光案内の通訳補助及び支払決済ヘルパー事業

群馬県 株式会社牧徳 7070001011578 ＨＰにより個人の新規開拓とファサード改修による機会損失の減少

群馬県 株式会社武屋 4070002008361 テレワーク用ソフトウェア導入による新しい営業スタイルの構築

群馬県 鍼灸アロマサロン心癒 － 新型コロナウイルスに負けない新オンラインシステムの構築

群馬県 Ｆｏｏｄ＆Ｂａｒ，Ａｒｔ　ｓｐａｃｅ　Ｓａｎｇａｍ － キッチンカーによる新規顧客獲得と販路拡大

群馬県 株式会社小和瀬測量事務所 2070001006938 半自動測角測距器を導入し三密回避作業効率向上と顧客獲得を図る

群馬県 藍天企業有限会社 1070002012746 ウエビナーの販路開拓と自社ポータルサイトの構築

群馬県 有限会社トレック・スポーツ 2070002014444 ＥＣサイトとライディングノウハウリモート提供での新規顧客開拓

群馬県 株式会社フェニーチェ 6070001025926 非対面型カウンセリングシステムを併設したホームページ作成

群馬県 麺処志庵 － テイクアウトをきっかけに当店を大々的に知っていただく広告作成

群馬県 中国料理牡丹 － 非対面型営業強化のためのホームページのリニューアル

群馬県 有限会社小田原屋 4070002009203 非対面販売構築するための真空包装による販売商品保存期間の延長

群馬県 陽だまり － テイクアウトの開始と店舗改装による集客力アップ

群馬県 株式会社サウンドエコー 7070001006966 ＥＣサイトによる販路開拓とスマホアプリを使った集客計画
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群馬県 有限会社丹下写真館 7070002014349 撮影した写真をご自宅で選び商品の発注ができるシステムの構築

群馬県 有限会社フジケン 5070002011802 ホームページ開設による一般顧客の取込み及びネット販売の取組

群馬県 櫻 － 弁当配達サービスの開始による販路開拓

群馬県 株式会社ウイングユー 9070001031938 ＨＰ改修による非対面型化とＳＥＭ広告等を活用した事業拡大

群馬県 株式会社梅田屋 9070001027878 ＨＰリニューアルにより、出前・持ち帰り事業の強化を図る。

群馬県 洋食香味亭 － テイクアウトの売上比率のアップのための広告掲載

群馬県 有限会社ＳＡＷＡ 4070002009327 ＥＣサイト構築とテイクアウトメニューの開発強化で新規顧客獲得

群馬県 株式会社ＳＫ 9070001030196 ＨＰ作成によるネット予約・注文システムの確立

群馬県 アトリエミストラル － 定期演奏会の実施及びコンサートにおける非接触化の推進

群馬県 わこう接骨院 － オンラインリハビリテーションによる客単価向上と集客力強化

群馬県 有限会社アイライフ創造社 2070002014378 新しいアイライフ！オンライン内覧・商談による新規顧客獲得

群馬県 花芸夢 － ＨＰによる非対面見積り、新規顧客の獲得事業

群馬県 有限会社小見製菓 6070002009226 自社ＥＣサイトによる小売販売とタイアップ商品開発事業

群馬県 アクアセブンスシーズ － 非接触で感染防止。デリバリー・ミニ水族館

群馬県 天ぷらもっこす － 低温調理した天ぷらのテイクアウトメニューの開発と販路開拓

群馬県 Ｍ．Ｅ．プロダクション － オンラインサービスの導入による販路開拓事業

群馬県 アプラウスミュージック － コンサート予約、その他音楽関連情報ホームページ作成

群馬県 まちのくまさん － 冷凍ケーキのネット販売強化による非対面型販売の拡大

群馬県 株式会社ＳＮＡＲＫ 4070001032940 ウェブサイトの拡充及び広報資料制作による非対面型販路開拓事業

群馬県 居酒屋花 － テイクアウトによる近隣の食事難民への非対面型アプローチ

群馬県 株式会社美ｈａｐｐｙ 2070001028420 ラヴィアンローズオンラインダイエット

群馬県 ＳＡＭＵＲＡＩ　Ｂａｒ － 非対面型新業態「会員制レンタルスペースＢａｒ」の販路開拓

群馬県 株式会社東製作所 4070001006085 焼嵌め加工内製化による金型部品のサプライチェーン確保

群馬県 有限会社アシモ 5070002012965 コロナ禍のなかでの販路拡大のための設備投資事業

群馬県 有限会社ナック 8070002011345 オンラインで配信する、各種講習会とオリジナルアレンジ品販売事業

群馬県 創作中華ダイニング好 － ネット予約とテイクアウト販売による個人向け非対面型営業の促進

群馬県 株式会社グラーツ 2070001033453 ホームページの大幅改良による非対面営業システムの構築事業

群馬県 クロワッサン専門店　くれせんと － 対面型から非対面への変換（デリバリーサービス）

群馬県 株式会社ＳＡＭ　ＣＯＭＰＡＮＹ 6070001037095 非接触で安心安全！動けるカラダ作りの提供による新規販路開拓

群馬県 株式会社速水 4070001008098 創業１００年に向けての挑戦　新商品開発と新規顧客獲得

群馬県 有限会社忠孝工業 6070002015752 オンライン商談のＰＲと自社ブランドＰＲの販路開拓施策

群馬県
株式会社グランビューホテルグランビュー
高碕

2070001033899 テレワークを行うためのＩＣＴ環境の構築とホームページ制作

群馬県 株式会社大学 1070001011229 精肉のテイクアウトとネット販売による非対面型販売での売上回復
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群馬県 ブランジェリーＭｏｍｏｐａｎ － イベント出店とＥＣ販売による冷凍パンの非対面型販売の拡大

群馬県 もつ鍋わっか － 部屋数拡大と「ソーシャルディスタンス鍋」で感染症拡大防止対策

群馬県 ヤマトリフォーム株式会社 7030001083183 オンライン相談会の開催による新規顧客獲得

群馬県 株式会社松愛サービスエンジニアリング 7070001008384 営業支援サービスを活用した当社営業による新規顧客開拓

群馬県 ホルモンひろ － 非対面型ビジネスによる新メニュー“１人焼き肉”と“家焼肉”

群馬県 株式会社Ｃｌｅａｒ＆Ｆｌａｔ 4070001029136 非対面型セルフエステ導入による売上及び利益の増加

群馬県 高総建設株式会社 9070001036037 ＨＰを活用した新規顧客の開拓と非対面型営業スタイルの確立

群馬県 合同会社未来計算センター 2070003003330 給与代行・経理代行業務における非対面型事務処理サービスの開始

群馬県 有限会社藤田鰹節商店 9070002011823 新規ホームページ並びにＥＣサイト開設による販路開拓

群馬県 株式会社王道 7070001027062 ホームページのＥＣサイト化とテイクアウトの強化による販路開拓

群馬県 有限会社メディアポケット 6070002012386 テレワーク対応通販管理システム導入と模型製造塗装環境整備事業

群馬県 マユヨガ － オンラインレッスンクラスの新開設による新規顧客獲得

群馬県 笑い魂グループ － オンラインセミナーと通販ショップによる笑いヨガの非対面型提供

群馬県 株式会社高崎金属工芸 6070001007453 ホームページを活用した非対面での山バッジの販売

群馬県 株式会社花のナカムラ 7070001008087 安心、安全なテイクアウトで集客＆売上アップ

群馬県 株式会社藤井 4070001002761 洗濯物受け渡し用ロッカーによる２４時間非対面型接客サービス

群馬県 蕎麦　山海酒屋　山人 － モバイルオーダーで事前決済を推奨しテイクアウトの新規顧客の獲得

群馬県 株式会社Ｍｉｙａｍａ 1070001030971 テレワーク化のためのシステム導入と自社ホームページ制作

群馬県 ＧｒｅｅｎＤｏｏｒＣａｆｅＢａｒ － キッチンカーで私たちがお客様に逢いに行く

群馬県 有限会社ヤマグチ刺繍 7070002007352 エンドユーザー向け製品の高品質化・開発効率化による販路開拓事業

群馬県 株式会社Ｍｅｅｔ　Ｄｉｓｈ 2070001036225 テイクアウト開始伴う店舗改装と新規顧客獲得のための周知事業

群馬県 有限会社ＲＥＴＲＯ　ＢＯＸ 6070002036583 ホームページ刷新によるインターネット販売の開始と発信力の強化

群馬県 株式会社藤田 4070001002786 卸問屋から脱却のための幼児向け文具専門のネット販売事業

群馬県 ストライフ　キックボクシングジム － 非対面ビジネスモデルの導入事業

群馬県 ｕｌｉｃｋａ － 非対面ビジネスモデルへの転換と新規サイン制作による販路開拓

群馬県 株式会社アプリ 5070001028649 保険情報管理システムとネットを活用した新規顧客獲得

群馬県 宮川木工所 － 自社ブランド発信用ＨＰとＥＣサイトの構築

群馬県 割鮮　たけ花 － ＥＣサイトの構築による販路拡大とテレワーク環境の整備

群馬県 ＳｏｌａＭｕｓｉｃＳｃｈｏｏｌ － 高音質で高画質なオンラインレッスンを行い全国から新規生徒獲得

群馬県 松井土木設計室 － ドローンを用いた３Ｄ測量による非対面型測量設計サービスの展開

群馬県 Ａ．Ｐ．Ｍ － 農業市場をターゲットとした非対面型プチマーケットの販路開拓

群馬県 中沢建具店 － 職人技術を用いた建具関連商品の非対面型販売による顧客開拓

群馬県 有限会社髙光織物工場 8070002024025 サスティナビリティの高い着物・帯のネット販売事業
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群馬県 ショコラノア － レトルトパック商品のテイクアウト事業

群馬県 株式会社ぐんま製茶 8070001017401 シルクカントリー群馬の名産「桑茶」のインターネット販売事業

群馬県 有限会社稲山 8070002022706 刺繍装飾を施した御朱印帳のインターネット販売事業

群馬県 ＦＯＲＴＩＡ株式会社 3070001035663 オンライン面会サービスの導入による新規利用者獲得事業

群馬県 うさぎとねこ － ぬいぐるみ手芸教室「うさぎとねこ」のオンライン講座の実施

群馬県 株式会社ソノダオートサービス 7070001017311 安心して来店できるための接客スペース完備

群馬県 株式会社プライマリーイノベーション 7070001028952 介護求人サポートサービスのオンライン化による新規顧客開拓

群馬県 あいはら整骨院 － 高速脱毛器の導入による安心施術サービスの提供

群馬県 株式会社みーちゃん本舗 2070001033841 ＥＣサイト作成による非対面型モデルの構築と除菌サービスの導入

群馬県 チェリー理美容室 － ＥＣサイト作成による非対面型ビジネスの構築と新規顧客の獲得

群馬県 イヅハラ産業株式会社 2070001016978 ＥＣサイトのリニューアルによる立体型デザイン性マスク等の販売促進

群馬県 丸中株式会社 8070001016601 オンラインＢｔｏＢプラットフォームの活用と食用蚕の商品開発

群馬県 はんの樹 － 免疫力アップベジ弁当の開発とテイクアウト展開で新規顧客獲得

群馬県 麺屋わしわ － ＥＣサイト構築による売上拡大と食券機導入による業務効率化

群馬県 合同Ａｒｍｏｎｉａ会社 8070003002731 製造内製化・郵送試着・ＺＯＯＭカウンセリングによる販売拡大

群馬県 中華料理　万里 －
真空パック機と瞬間冷凍機の導入による「自宅でラーメンセット」等のネット通
販開始

群馬県 株式会社桐生山葵問屋高野商店 4070001015846 ホームページにてＥＣサイト新設による新商品の販路拡大

群馬県
特定非営利活動法人群馬恋活・婚活支
援センター

4070005008706 オンライン婚活事業

群馬県 株式会社アート 1070001015502 世界に１つ！あなただけの「なま絹手練り石鹸」オーダーシステム

群馬県 有限会社メガネハウス 9070002024940 ＥＣサイト構築及び新規事業開始による新規顧客・売上獲得

群馬県 株式会社群馬合同保険事務所 7070001021916 「ネットで見積、オンラインで契約」非対面型営業システムの構築

群馬県 株式会社ワールド 7070001022088 非対面型営業スタイルの構築と生配信ビジネス強化事業

群馬県 合同会社ＧＲＡＮＤＺＥＲＯ 8070003001386 カスタムメイド革製品のＥＣサイト構築及びＤＩＹ顧客獲得施策

群馬県 サロン・ド・トロワフィーユ － 新しい生活様式対応の新サービス開発と非対面型営業導入事業

群馬県 株式会社グローブ 4070001033393 ｐＨ調整済次亜塩素酸ナトリウム希釈水の製造販売

群馬県 大阪寿司 － 真空機と低温冷凍機を駆使した衛生的なテイクアウト事業

群馬県 細谷印刷有限会社 8070002019743 オンデマンド印刷機導入による少部数・高品質カラー印刷の内製化

群馬県 株式会社茂木園 1070001013794 ＥＣサイト構築による販売強化と「ＯＣＨＶＡ」の展開

群馬県 有限会社吉田鉄工所 7070002019983 生産管理システムの構築と社内の非対面化による接触機会の低減

群馬県 株式会社グランド 2070001034773 オンラインサービス導入による非対面型ビジネスモデルへの参入

群馬県 ＧｏｏｄＦｉｅｌｄ株式会社 1070001032712 非対面接客の新たな取り組みと周知で販路拡大

群馬県 株式会社ＬＡＣファーマシー 7070001021214 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

群馬県 株式会社柳田紙器 8070001021056 化粧箱組立まで一貫生産体制の構築による生産性向上と販路拡大
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群馬県 Ｒｙｕ－ｍｙ　ｃａｆｅ － テイクアウトによる販売拡大と３密回避の為の接客環境整備

群馬県 ヘアーサロングランクルー － 歯のセルフホワイトニングによるセルフメニュー客の取り込み

群馬県 Ｄｏｕｘ　Ｈａｉｒ － 理美容の非対面・非接触を考える！半自動化システムへの転換実施

群馬県 株式会社キタカフェ 8070001035386 コーヒー商品とミュージアムショップグッズのＥＣサイト販売

群馬県 有限会社麺之介 1070002032851 非接触型自動ドアの設置と接客環境のコロナ対応型への改善

群馬県 株式会社アイ・シー・シー 3070001024765 非接触で打ち合わせができるプレイヤー導入とネット販売で世界へ

群馬県 ＴｒａｔｔｏｒｉａｅｂａｒＩＬＧｉｒａｓｏｌｅ － テイクアウトの強化とＥＣサイトの活用で販路拡大

群馬県 鶏輝 － キッチンカーによる国産若鶏使用「あぶり鶏焼き」事業の拡大戦略

群馬県 株式会社Ａｕｒｏｒａ 5070001012207 直営ＥＣサイト開設と販売力強化による新規顧客獲得事業

群馬県 ＪＥＹ － ソーシャルディスタンスで安全施術！安心サービス！

群馬県 ＡＢｕ　ｈａｉｒ － 予約サイトの構築とヘッドスパ新規サービスの提供

群馬県 有限会社早川フードシステム 4070002017684 セルフオーダー端末の導入による売上の拡大と人件費の削減

群馬県 有限会社富久寿し 2070002017728 新たなテイクアウト商品による顧客獲得と利用機会・単価の向上

群馬県 株式会社エアロイノベーション 1070001033446 ニューノーマルを意識した健康食品の企画とＥＣサイトの構築

群馬県 有限会社今井工業所 2070002017216 新ビジネスへ着手するべく作業環境を構築、モデルチェンジ！

群馬県 飯塚 － 焼き鳥の強みを活かしたテイクアウトメニューのネット予約販売

群馬県 ＲＢＭ － Ｉｎｓｔａｇｒａｍと自社サイトを連携し、オリジナルペット商材を販売する

群馬県 合同会社ストウ商事 7070003002658 冠婚葬祭用ギフト販売開始に伴うＥＣショップ作成事業

群馬県 ひめみこヴォイス － オンラインによる新規顧客獲得と動画サイト構築の設備投資

群馬県 株式会社寿々島 3070001024303 ・販路拡大目的としたリモート室設置に伴う店舗増設及び看板設置

群馬県 株式会社オザキ 2070001008933 お客様が来場しなくても契約に結び付く「非対面型営業」の強化

群馬県 有限会社ワイズファクトリー 1070002027694 安心安全な店内完全個室化とテイクアウト販売促進

群馬県 しろた整骨院 － オンライン産後・骨盤矯正セルフトレーニング開設による販路開拓

群馬県 株式会社Ｊａｐａｎ　Ｃｌｕｂ　Ｕｎｉｔｙ 4070001029268 Ｏｎｌｉｎｅを利用したよみかきそろばん講座の拡大

群馬県
田中削蹄研究所ぐんま足ケア訪問サービ
ス

－ 衛生管理の徹底されたフットケアサロン開設による販路拡大

群馬県 味創り雪月花・万里姫どうふ － 尾瀬の大自然が生む、こだわりの創作料理の宅配による販路拡大

群馬県 有限会社モナリザ工藝 1070002005428 ＨＰで新規顧客獲得・機械設備を整え内製化範囲拡大、生産性向上

群馬県 ＨｉＧｓ　Ｂａｌｌｏｏｎ（ヒグズバルーン） － ＥＣサイト構築によるバルーンアートの販売強化と魅力発信

群馬県 有限会社松本自動車鈑金塗装 8070002016971 ホームページリニューアルと事業拡大による新規一般客の取り込み

群馬県 株式会社サンウィングフードシステム 7010901029989 真空包装機によるテイクアウト用メニューの開発で販路拡大

群馬県 有限会社ＲＥＡＬ 5070002032278 非対面型セミナー実施による新規顧客獲得と売上向上

群馬県 ＫＯＵＢＡ － 女性顧客層の拡大を目指した屋外テラス席設置と昼カフェ営業の拡充

群馬県 株式会社三共保険事務所 9070001021229 非来店型テレワーク保険代理店事務所運営及びレンタカー事業
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群馬県 株式会社ｌｉｅｎ 2070001027091 ストレスフリー髪質改善パック

群馬県 株式会社ＨＡＷＯＲＤ 3070001033394 自動販売機による手作りドレッシング販売と商品ＰＲ発信強化事業

群馬県 株式会社ロールウェイ高崎 6070001008807 ホームページを活用したオンライン営業の確立

群馬県 パルケＦＣ前橋 － ＥＣサイトとＬＩＮＥの活用でコロナに負けないサッカークラブ作り

群馬県 株式会社ワン・オン 1070001032456 テレワーク環境の整備とウェブサイト新規構築による就業希望者の採用強化

群馬県 ライフワーククリエイト － コンサルティング事業のオンライン広告宣伝による販路拡大

群馬県 有限会社ネイチャー・ナビゲーター 4070002035604 オンラインで楽しめるアクティビティ

群馬県 恵光塗装 － 光触媒の販売促進とネットを通じた新規顧客獲得事業

群馬県 株式会社Ｓｅｅ 1070001037380 ＥＣサイト使った販路開拓とホームページの作成

群馬県 株式会社コグレ 6070001018509 ＨＰ・ＷＥＢ商談を充実させて、データ破壊を気軽に当たり前に

群馬県 ＯＮＥＬＯＶＥ２１ － 「レゲエの神様」のネガの著作権を利用した、海外への販路拡大

群馬県 合同会社ＧＵＮＭＡＤＲＯＮＥＳＴＡＴＩＯＮ 7070003003631 コロナに負けない会社の構造改革

群馬県 ハートネイル － オンラインカウンセリング対応型ＨＰ新設とバリアフリー対策

群馬県 ビステッカＢＵＮ － 弁当・菓子販売のＥＣサイト構築と清潔空間を作る店舗環境改善

群馬県 鮨ダイニング　青木 － コロナに打ち勝つ鮨ダイニングのテイクアウト事業

群馬県 矢嶋食堂 － トイレ改修による衛生面強化とＨＰによるテイクアウト販路拡大事業

群馬県 ８８８ － 「蜂蜜たっぷりロールケーキ」の移動販売による販路拡大事業

群馬県 花のガロガロ － ＥＣサイトを活用した花のオンライン販売での販路開拓

群馬県 株式会社タフ 7070001005968 移住者向けサイト及びオンライン内覧会の開設による新規顧客獲得

群馬県 有限会社斎藤貨物 2070002002267 トラック配車管理システム導入による見える化とテレワーク化

群馬県 株式会社アルファー 9070001006139 キャンプ用品メーカーが本気で考えた非接触グッズの開発・販売

群馬県 有限会社ｇｒｅｅｎ 6070002012262 こだわりのお酒に関する新たな集客促進とデリバリーサービス

群馬県 Ｇ．Ｒ．パートナーズ合同会社 3070003001820 非対面型セルフエステ導入による売上及び利益の増加

群馬県 酒処まつや － “くつろぎ型居酒屋”と“非接触型のビジネスモデル”の導入

群馬県 株式会社アイオ・ニック 8070001005083 餃子専用自動販売機による非接触型の新たな提供方式

群馬県 株式会社タキザワプランニング 8070001010637 自社ＨＰ制作と予約機能の追加、顧客管理機能の導入、多言語対応

群馬県 株式会社林屋 2070001022737 オゾン・抗菌コート併用による商品の安全確保と、本取組みの周知

群馬県 ＣＡＦＦＥ　ＢＯＢ’Ｓ　ＣＲＥＰＥ － 非対面型注文の導入・感染予防対策とおしゃれな店舗で顧客獲得

群馬県 ヴォリュームアップデザイン － ＥＣサイトにてオリジナルグッズの販売と打ち合わせスペースの確保

群馬県 有限会社山田工務店 8070002031632 ＶＲとネット広告を活用した非対面型の顧客獲得事業

群馬県 ＢａｒＳＬＹ － ＥＣサイトとホームページ開設による非対面型ビジネスの新構築

群馬県 ＣＵＡＲＴＨａｉｒ＆Ｍａｋｅ － “インターネット広告と自社アプリを活用した集客向上事業”

群馬県 トラットリア・ヴィア・ビンデリーナ － テイクアウト需要への対応強化！
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群馬県 剛工務店 － 非対面型ホームページオンライン来店集客

群馬県 株式会社ヤマグチコーポレーション 8070001022046 非対面型商品販売ツールの確保と販路拡大を目的とする新規事業

群馬県 じぶんカンパニー株式会社 8070001033415 オンラインレッスン等の新規事業と周知のためのＨＰ活用事業

群馬県 須藤牧場 － 自社サイトを活用した広報活動による卸・小売りの新規顧客の開拓

群馬県 ＬＥＡＤＥＳＴ株式会社 3070001036728 三次元ＣＡＤ導入での非対面化と新規顧客獲得による企業成長

埼玉県 有限会社ゆう美容室 1030002075499 コロナ不況に負けない店内環境整備と、売上ＵＰに向けた取り組み

埼玉県 株式会社ＲＨ 7030001123690 非対面型販売の強化とそれに伴う設備投資で売上ＵＰ

埼玉県 株式会社山久 1030001055741 シルクフラワー作業空間の増築による生産性向上で売上拡大を図る

埼玉県 ＭＡＣＣＨＩＮＡ　ＳＥＴＴＥ － 対面接触の低減及び販路拡大（サイドカー事業）の為の店舗改装

埼玉県 株式会社ブライトサロン 1030001097940 オンラインとオフラインで地道な広報活動による新規顧客開拓策！

埼玉県 整体院Ｒｅ＋ｍａｋｅ － オンラインカウンセリング導入とＥＣサイトで物販による販路開拓

埼玉県 ＧＬＵＧ合同会社 9030003014580 他にはない独自商品の開発、配達サービスを駆使した販路の開拓

埼玉県 株式会社キャックルコム 7030001063185 ＥＣサイトを活用し受注・購入・配送をオンライン化します

埼玉県 ルリロ － 外へ広がる展覧会企画とオンライン販売やイベント動画配信で集客アップ

埼玉県 有限会社尾張屋そば店 4030002072725 食券機の新規導入による非対面型会計への転換

埼玉県 ＳＵＰＥＲＧＲＥＹ － オピニオンブランドの立ち上げとアートブックの制作と販売。

埼玉県 株式会社すずなやさ’ｎ 3030001115956 非対面での情報共有システムの導入及び看護師の計画的な教育育成

埼玉県 株式会社クオーレリンク 9030001059108 ＬＩＮＥを活用した非対面型かつ効率的な新規顧客獲得

埼玉県 高橋　正信 － 最小限の人的接触で最大限の結果を生み出す撮影スタイルの構築

埼玉県 有限会社影沢製作所 6030002101580 ＩＴを活用した提案型ビジネスモデルへの転換と販路開拓

埼玉県 シビルワーク株式会社 9030001134182 オンライン提案ツールの開発／導入による販路強化事業

埼玉県 ＧｏｏｄＩｍｐｒｅｓｓｉｏｎＪａｐａｎ － 司会スキルを活用したオンライン発信サポートＰＲの広告運用

埼玉県 おかの整骨院 － オンラインを利用した、自宅に居ながらにして身体のセルフケア

埼玉県 由利鉄削鋼業 － ネットショップ運営及びＵＶプリンター、レーザーなどによる加工

埼玉県 株式会社関東ダイイチ 6030001079694 新規独立開業のオンライン支援とホームページ制作案内の販促強化

埼玉県 有限会社倉持プラスチック 4030002102218 デザイン性・機能性の高いオリジナルキャップの開発で売上増加！

埼玉県 株式会社宮内工芸 2030001077413 短納期で高度な製品を提供する為の設備拡充計画

埼玉県 株式会社エム・コーポレーション 1030001081515 測定検査内製化での品質向上とＶＲ仮想展示会で売上のアップ

埼玉県 株式会社Ｒｏｓｓｉ 6030001092111 テイクアウト強化による幸町１丁目１番地近辺への集中販売計画

埼玉県 株式会社ＢＯＳＳＣＯＭＪＡＰＡＮ 3011801018086 コロナに打ち勝つ伐採ゴミを資源に自社増産非対面販売促進事業

埼玉県 ＣＯＣＯ　ＣＯＮＮＥＣＴ株式会社 3030001136861 ｅ－ラーニング・遠隔オンライン研修の開始とテレワーク環境整備

埼玉県 高石通信工業株式会社 7030001075874 ホームページを活用した非対面と生産性向上を両立させる集客事業

埼玉県 リアル － セルフ式脱毛機器を使用しインターネットを通じた新規顧客取得

15 / 137 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。

埼玉県 有限会社築地住建 8030002113748
「コロナ渦での顧客との新たな接点を構築するためのＷＥＢサイトリノベーショ
ン」

埼玉県 ピッツァプリマヴェーラ － デリバリーの導入による新規顧客獲得と宣伝効果

埼玉県 野菜巻き串　まんてん － 新商品「惣菜コッペパン」の開発とテイクアウトの本格的事業展開

埼玉県 ＳＴＡＮＤＵＰ体操教室 － 体操教室の売上拡大を支援する非対面型マッチングサイトの構築

埼玉県 有限会社イエローフラワー 2030002115139 ＷＥＢと動画を活用した非対面型の花屋ビジネスの実施

埼玉県 Ｕｎｌｅａｓｈ　Ｂｏｄｙ＆Ｍｉｎｄ － 「心身の健康を支援するオンライン教材の提供と販路拡大」

埼玉県 お料理　やわらぎ － 昭和の本格洋食を安心・安全なテイクアウトで！！販路開拓

埼玉県 有限会社ガクイク 9030002018946 オンライン等で自宅学習、時々、対面学習（パソコン教室）の構築

埼玉県 株式会社ラフォンテ 8030001019748 オンラインお灸講座による物販促進と顧客拡大

埼玉県 合同会社ラ・ヴォワール 7030003005887 テイクアウト・非対面型ＥＣ事業による販売方法のシフトチェンジ

埼玉県 Ｈｏｔ　Ｓｐｒｉｎｇｓ合同会社 3030003015080 「ホームページが当社の営業マン」となる非対面事業の開始

埼玉県 松沼 － ＨＰと動画配信の作成、スタジオレッスンの再開

埼玉県 かにわヒーリングサロン － 本来の自分を取り戻し人目が気にならなくなるオンラインセラピー

埼玉県 株式会社リンクス・ホリ 1030001033672 「在宅を快適に！動画を活用し和の快適空間リフォームを提供」

埼玉県 株式会社ハンズ 5030001006906 ネットを活用したスポーツ用マット・ランドセル販売の販路開拓

埼玉県 Ｑｓ － 顧客管理システム導入とホワイトニングＥＣ販売で売上アップ

埼玉県 有限会社ピカワン 2030002011288 ＥＣサイト・予約システムを構築し新規顧客の獲得と来店者増加

埼玉県 Ｄｏｇ　ｓａｌｏｎ　ｆａｍｉｌｌｅ － ＨＰリニューアル・ＥＣサイト開設によるネット通販事業

埼玉県 株式会社アイテック 1030001012156 倉庫の空きスペースを活用した重要書類預かり保管事業

埼玉県 ギャラク － プロが教える初心者向け道具・チューニングの実演販売

埼玉県 ネイルサロン　リアンジュ － 丁寧なカウンセリングと、時間短縮技術で、綺麗と安心をご提供

埼玉県 クリーニングみつばち － オンラインで予約・集荷・配達・入金までの非対面システムの構築

埼玉県 ラフェスタリンク株式会社 1030001118366 営業形態の変更による新規顧客獲得への挑戦

埼玉県 株式会社ヤングトラスト 9030001010375
１００％植物成分の原料を使った抗菌抗酸化力のある新商品「免疫爽快」の
開発

埼玉県 オーラブナチュール － ワークショップスタイルの製作教室から遠隔製作教室への転換

埼玉県 株式会社　ｍ　ｓｕｇａｗａｒａ 9030001072655 服飾小物の開発とネット販売による新規顧客獲得

埼玉県 株式会社ほてい家 6030001018173 テイクアウトＰＲ強化により新規顧客層の開拓を目指す

埼玉県 有限会社　萬店 2030002012484 来店予測ＡＩを使用した業務高効率化と、接触機会低減への取り組み

埼玉県 阪真工業 － 非対面型不用品回収サービスと遺品整理・特殊清掃事業の展開

埼玉県 ちちぶ接骨院 － 治療機器の導入と動画配信による非対面型運動療法サービスの提供

埼玉県 ミライト株式会社 5030002121118 オンライン顧客対応と新たな広報活動の開始

埼玉県 株式会社浅井紙工 5030001090636 デジタル印刷機による、多品種・低コスト・小ロット印刷事業

埼玉県 株式会社マルマンかみやま水産 3030001103580 ネットショッピングサイトの開設による新規顧客獲得
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埼玉県 有限会社優光商会 3030002121862 ランニング用マスクの製作及びネット販売による販路拡大事業

埼玉県 新井木工所 － お客様のニーズに応える商品開発とＥＣサイトによる販売強化

埼玉県 ビーナイス － より広い顧客層に対応するための衛生設備と新器具の導入

埼玉県 有限会社島田商店 2030002121418 ウイスキー樽を使った新商品“バレルエイジドコーヒー豆”の拡販

埼玉県 万事屋つむぎ － コロナに対応した店舗づくりと新商品・生産拡大のための設備投資

埼玉県 野菜時々肉食堂かんなや － 地元行田産の食材を使った料理を外販するキッチンカー事業

埼玉県 安田電子工業株式会社 8030001060561 対面型訪問営業から非対面型新規顧客開拓のためのＷＥＢ集客等

埼玉県 株式会社仁屋 9070001030048 調理用設備・真空包装導入によるテイクアウト商品開発展開事業

埼玉県 有限会社金楽 6030002116604 餃子自動包機導入によるテイクアウト増販と冷凍餃子通販の開始

埼玉県 株式会社倉片人形 6030001023982 ６つの進化で、伝統を守り新規顧客獲得

埼玉県 ｋｉｙｏａｐｐｓ － 声優バーチャルＹｏｕＴｕｂｅｒのオンライン有料ライブ配信

埼玉県 ＯＺ企画有限会社 8030002032485 非対面式事業（施工の「見える化」事業）開始に伴うＷＥＢ新設

埼玉県 有限会社天龍グループ 7030002037147 オンライン気功、整体教室及び中国漢方医師とのリモート漢方診断

埼玉県 菜のはな整骨院 － オンラインで姿勢分析と施術動画を配信し売上ＵＰと新規顧客獲得

埼玉県 株式会社リビア・クリエーション 5030001096294 フラワーギフト事業参入による新規販路開拓

埼玉県 有限会社アドヴァンス・コーポレーション 1030002026915 商品の良さ・魅力を引き出す写真を活用したＥＣ販売体制の構築

埼玉県 株式会社セラミック加工技研 3030001021064 「業務効率化」と「非対面型ビジネス」の構築実現による拡販活動

埼玉県 株式会社エンセツ 4030001118784 本格中国料理のデリバリーをメインとした新しい収益モデルの構築

埼玉県 藤原康臣会計事務所 － 顧客獲得から顧客満足獲得までオンライン完結型ビジネスの構築

埼玉県 サエキ精機株式会社 8030001021002 生産体制の改善による非対面・非接触型ビジネスの構築・拡販

埼玉県 有限会社須田商店 4030002026020 顧客満足と業務効率化の実現に向けたＨＰ、ＥＣサイトの立ち上げ

埼玉県 株式会社ラヴィッシュ 1011301013713 無人貸出型レンタカーによる非対面営業の実現

埼玉県 株式会社テクニカルアーツ 5030002026127 自動化設備の導入による、量産体制確立で利益率を向上

埼玉県 株式会社デジタルパワーステーション 8030001022751 巣篭りのお家時間の思い出作り！オリジナルマグカップの開発拡販

埼玉県 株式会社かみかみや 6030001109848
ｗｅｂ広告によるテイクアウトの強化と感染症対策・認識払拭に向けての店舗
改装

埼玉県 株式会社石井ウッド 7030001089305 設備強化で面取り加工効率化を行うことでの受注の確保

埼玉県 アウトドアカフェ山小屋 － 業務軽減と時間内生産を向上させ、更なるサービス向上の実現

埼玉県 株式会社スターライツマネージメント 2030001120767 新たに取り込むＥＣ販売の顧客獲得する為の投資

埼玉県 造型工房キトラ － リアル＆オンライン造型教室と３Ｄプリンタによる工程デジタル化

埼玉県 東邦鋼機株式会社 8030001041859 展示会など販促動画掲載のためのＨＰ改修とテレワーク環境の整備

埼玉県 合同会社Ｔ．Ｋファクトリー 1030003010298 ニット・カット（カットソー）のカジュアルウエアの縫製全般

埼玉県 アクシス群馬柔術アカデミー － オンラインレッスン開始、誰でも気軽に来られる柔術道場に改装！

埼玉県 株式会社カリフ・ジャポン 2030001043316 ホームページリニューアル、ネット販売導入による売り上げの向上
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埼玉県 半田ピアノ教室 － オンラインレッスンによる商圏拡大とＨＰ開設による教室の魅力発信

埼玉県 株式会社富士精器 2030001026584 ゴミ圧縮容器販売によるビジネスモデルの転換

埼玉県 アトリエギルドＧＯＳＯＵＴＨ － 実店舗販売型から通販サイト販売型への、転換を図る為の事業

埼玉県 補聴器のラビット － オンラインを活用した「聞こえ」相談の実施と周知

埼玉県 有限会社トレイス 8030002034119 コロナに勝てる効果的情報提供と非対面営業を実現するＷｅｂ構築

埼玉県 ＳＵＮＳＥＥＤ　ＴＡＣＯＳＭＡＮ － 本場で学んだこだわりの味をネットショッピングで皆様の元へ

埼玉県 株式会社菊泰 4030001112333 テイクアウト販売強化と、清潔感ある店内環境の整備

埼玉県 株式会社大気 8030001038327 ポスティングチラシ制作配布による外壁塗装の一般顧客獲得

埼玉県 ＮＥＸＴＳＴＡＧＥ学習塾 － オンライン授業及びリモート学習支援システム導入による顧客獲得

埼玉県 善進ペイントサービス － 下請けから脱却！非対面型の施工サービスによる新規顧客の獲得

埼玉県 合同会社そうか家守舎 9030003012551 オンライン指導・講習＆配信による新たな音楽事業

埼玉県 株式会社はるなか 4030001125855
ＥコマースによるＢｔｏＣ販売への本格参入と非対面型ビジネスモデルへの転
換

埼玉県 ｅｃｏｍａ　ｃｏｆｆｅｅ － 菓子製造業許可を取得し、ネット通販の販路拡大と新規顧客獲得

埼玉県 天ぷら美やま － テイクアウトメニューの開発とオンライン注文受付による販路開拓

埼玉県 ライフホーム不動産株式会社 7030001118550 自宅で完了できる、完全非来店型お部屋探し！

埼玉県 ダイエットサロン　Ｙｕａ　Ｃｕｒｅ － ＳＮＳを通してダイエットサプリメント販売と新規顧客獲得

埼玉県 株式会社小宅楽器 8030001050868 オンラインレッスンにおける動画講座の開発と販路拡大事業

埼玉県 ボーダーケータリング － ウィズコロナの時代だからこそお客様と繋がれる店づくりを

埼玉県 有限会社おづつみ園 9030002068025 ＥＣサイト構築による新規市場への参入と既存顧客の分析

埼玉県 有限会社嘉藤建築設計事務所 3030002085521 ３Ｄ・ＶＲで非対面、漆喰を使ったコロナ対策で健康な住まいを！

埼玉県 ドレッサーズ － 【完全非対面】新サービスの顧客獲得に向けたＰＲ・販促活動

埼玉県 カインダガーデン － サスティナブルな取り組みとＥＣ化で販路開拓及び新規顧客の獲得

埼玉県 Ｐｕｒｅ　Ｎａｔｕｒａｌ － ネットでの販売およびセルフケアレクチャーの開始と宣伝

埼玉県 戸田行政書士事務所 － 行政書士による相続関係書類・遺言書作成リモートサービス

埼玉県 特定非営利活動法人　ＷＩＮＧＳ 5030005018864 家で盛り上がる！キックボクシング大会ＷＥＢ配信！

埼玉県 姉妹や － マドカプロジェクト（キッチンカーを利用した移動店舗）

埼玉県 小林花卉 － 頭の良くなる花のネット通販の導入による非対面の実現

埼玉県 ヤマト接骨院 － スポーツ障害セルフケアオンライン指導による販路開拓

埼玉県 合同会社Ｇ－Ａｒａｆｉｎ 9030003015125 自社ブランド製品の開発・販売および認知拡大

埼玉県 あさひ町整骨院 － オンライン姿勢矯正パーソナルトレーニングによる販路開拓

埼玉県 ＣＲＹＳＴＡＬ　ＣＯＤＥ － 非対面型機器導入による客単価アップと新規顧客獲得事業

埼玉県 有限会社アイ・ピー・シィ 4030002000586 ペットのオンライン診断で非多面を実現！ＷＥＢ決済の導入事業

埼玉県 エコサービス － 非対面ビジネスへ向けてのシステム構築及び国内観光客集客への転換
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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。

埼玉県 スマイルポッド株式会社 7030001108510 ＥＣサイト構築を含むオリジナル商品開発とブランディング

埼玉県 株式会社ネクストフロネシスブレイン 1030001094731 非対面でのサービス提供の仕組み化、および集客と販促

埼玉県 医心堂南浦和整骨院 － 健康相談中心のよろず電話相談及びオンラインカウンセリング

埼玉県 合同会社山花商店 3030003010172 ＥＣサイト構築による非対面型販売モデルの確立

埼玉県 Ｂ．Ｃアベレージ － ＨＰ作成による予約サイト構築と業務効率化

埼玉県 株式会社桜左官工芸 3030003010098 キッチンカーでの飲食物販売事業による自社宣伝強化

埼玉県 株式会社第一住宅 2030001021073 猫と暮らす家に特化した住まいづくりの提案オンライン化事業

埼玉県 八坂工芸 － 製品安定・継続供給のための設備投資と新製品の提案

埼玉県 アンクルアップル － コロナ完全対策への実地とオンラインによる新規生徒獲得と継続

埼玉県 有限会社ＡＺＵＭＡ 9030002079880 コロナ対応型応接空間への改造と感染症対策の実施

埼玉県 株式会社葉川 1030001134710 内製強化・迅速化に伴い自社ブランドを販売するＥＣサイト開設

埼玉県 株式会社Ｂｏｎｅ　Ｄｅｓｉｇｎ 7030001093901 オンライン診療・相談により非対面でサービスを提供！

埼玉県 株式会社島村漬物 1030001028301 漬物通販販売及びブランド化でファンを獲得！

埼玉県 株式会社愛玲 4030001116706 自社オリジナル製品のオンライン販売によりコロナ禍を打開

埼玉県 すばるはりきゅうマッサージ整骨院 － セルフストレッチマシンの導入による非対面型ビジネスへの転換

埼玉県 あさの接骨院 － ＷＥＢオンライン相談の案内を含む自社サイトの新設

埼玉県 パトラクシェ － 新機種導入による「セルフ脱毛サービス」の提供

埼玉県 株式会社サントップ 1030001079757 自宅に居ながらリノベーション相談ができるオンライン相談会

埼玉県 菓子工房Ｈｉｒｏ － オリジナルの焼き菓子セットのネット通販による非対面事業

埼玉県 齋藤由美 － ホームステージングを活用した非対面型内見対応と販路開拓

埼玉県 ＭＳエンジニア株式会社 1030001108747 Ｗｅｂサイトの開設による非対面型販売の開始による新規顧客獲得

埼玉県 株式会社豊吉 7130001061030 ＥＣ販売の強化並びに感染防止対策の徹底により販路拡大を図る

埼玉県 七伍 － 非対面型テイクアウト・デリバリー販売

埼玉県 南浦和クラシックバレエアカデミー － 「オンラインレッスン推進による持続的経営と新規顧客開拓事業

埼玉県 株式会社見澤食品 6030001025104 ＳＮＳ連動型ＨＰによる新規販路の開拓。工場直売を楽しもう！

埼玉県 バー・レベルストック － お客様に安全とお酒と共に心休まる時間を届けるバー事業

埼玉県 株式会社辻製缶 6030001082038 工場を増築し、他社に依存していた分野を内製化し、収益アップ

埼玉県 楽読越谷鴨頭スクール － オンライン速読トレーニングによる新規顧客の獲得

埼玉県 有限会社安田工房 1030002013913 新築販売に必要なサイト改修と生活雑貨のＥＣ販売への挑戦

埼玉県 優勝軒　狭山店 － テイクアウト・デリバリー対応による売上拡大

埼玉県
ＹＯＵＳＨＡ　＆　ＡＳＳＯＣＩＡＴＥＳ合同会
社

5030003006508 地元のレストラン、同業食材店向けのハラール食材の事前注文宅配サービス

埼玉県 株式会社三友電設 9030001021026 防犯カメラ販売・施工注文サイト構築

埼玉県 株式会社ＡＫホールディングス 1030001118135 褒めて育てる社員教育セミナー事業の非対面型ビジネスの構築
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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）
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埼玉県 フリーマンズ合同会社 6030003000955 非対面ビジネスへの転換の為のＥＣサイトの構築・運営

埼玉県 株式会社ナカミツ 5030001068541
自社ホームページの全面改定と、３６０度カメラによるリモート物件案内の導
入

埼玉県 株式会社長谷川製作所 5030001055382 多様な営業メソッドを可能とする社内ネットワーク環境の整備

埼玉県 Ｐｏｏｃｈｅｓ（プーチーズ） － オーダー犬服のネットショップ構築と自社ホームページの案内

埼玉県 そば処　美喜 － ※店舗内の感染防止とデリバリーサービスの強化

埼玉県 有限会社青柳時計店 4030002000140 新機器の導入による感染対策の実施でコロナ禍を打開

埼玉県 キャノンボール － 美味しいたこ焼きを非対面で販売する為のデリバリーシステムの構築

埼玉県 株式会社Ｋ＆Ｊ 3030001112268 買取専用サイトを追加した非対面型中古医療機器買取新規営業

埼玉県 まきの接骨院 － スポーツ障害セルフ医療器導入＆オンラインケアによる販路開拓

埼玉県 ファイナンシャルアライアンス黒川事務所 － ＦＡＸＤＭ、リスティング広告の非対面アプローチによる法人顧客開拓！

埼玉県 株式会社つくし 5030001098745 厨房を増設して感染防止対策強化とテイクアウト宣伝強化

埼玉県 大花恵里子 － 自宅で完結！はなえりのモデル体型ダイエット塾オンライン

埼玉県 有限会社仲勝 8030002009905 個室感覚が味わえる非対面型サービスの提供

埼玉県 株式会社Ａ＆Ｇコーポレーション 8030001082275 テイクアウト用サービス開始による新規顧客開拓

埼玉県 天下星 － ＨＰ・ＳＮＳを活用したデリバリー対応と感染症対策実施のＰＲ事業

埼玉県 株式会社フローレス 7030001083761 新型コロナウィルスによる売上減少に対する新規顧客の獲得対策

埼玉県
Ｃａｍｐｉｎｇ　ｗｉｔｈ　Ｓｏｕｌ　Ｊａｐａｎ株式会
社

7030001119375 ＨＰ更新による非接触グランピングコンサル営業強化と新商品開発

埼玉県 株式会社ダイケン工業 1030001069963 小規模修繕の受注機会創出の為のホームページと顧客管理の強化

埼玉県 えちごや － １０種類の冷凍餃子のテイクアウト・通販による新規顧客獲得

埼玉県 ふらんす割烹ブラッセリーイイダ － 非接触型ビジネスモデルへの転換と顧客満足度の更なる向上

埼玉県 合同会社セレーネ・ディオ 4010603005201 バーチャルツアーによる非対面型ビジネスモデルへの転換

埼玉県 エステサロンＯＬＩＶＥ － 感染症対策を考慮した脱毛事業の展開

埼玉県 あさひ整体センター － オンライン姿勢矯正指導の非対面ビジネスを開始

埼玉県 グリーンスペイン － 通販サイトによるスペイン料理の販売

埼玉県 田中鶏肉店 － 惣菜革命！地域で愛される「自慢の味」をより広い顧客層に届ける

埼玉県 株式会社モチベーションスイッチ 1030001120495 リモートワークで業績があがる組織開発

埼玉県 有限会社エルクレア 2030002020124 「姿勢解析システム」構築による顧客満足度の向上と新規客獲得

埼玉県 Ｓｏｒａｉｒｏ　Ｗｅｄｄｉｎｇ － フリーランスウェディングプランナーのオンライン販路拡大

埼玉県 タッチアップ行政書士事務所 －
ＲＰＡ導入による非対面型ビジネスモデルと効率的な作業を行うための設備
投資

埼玉県 株式会社ナチュラルハウス 9030001100036 住宅会社経営の非対面化による集客・営業・生産効率アップ

埼玉県 株式会社万清 3030001014803 簡単で美味しい冷蔵・冷凍焼き鳥の販売

埼玉県 樋口商事株式会社 3903000100709 安心安全な対面販売の出来る環境づくり。

埼玉県 関口良康税理士事務所 － 事務所従業員と経営者の笑顔を広げる完全テレワーク事業
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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
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埼玉県 麺や彩～ｉｒｏ～ － 外国人観光客の集客およびテイクアウト商品の販売強化

埼玉県 有限会社アップワン 7030002018551 新しいしゃぶしゃぶ出汁の開発及びＥＣサイトの構築

埼玉県 Ｌｕａｎａ － 自店ＥＣサイトの構築による物販開始と店舗での売上向上の取組

埼玉県 合同会社法テック 8030003013534 行政書士カレッジの「非対面型オンライン相談サービス」の開始

埼玉県 きたこしがや東口整骨院 － オンラインによる非対面型の相談の実施と自社サイトの再構築

埼玉県 伊藤　誠 － 店舗での施術と自宅での足湯キットによる健康維持事業

埼玉県 ハイジーア株式会社 1030001028689 肌エステセルフサービス展開による販路開拓

埼玉県 有限会社京や 4030002003886 ランチ弁当のデリバリー販売の開始・強化による新たな顧客を開拓

埼玉県 株式会社グッドワン 4030001120690 赤外線建物診断システムの認知、販路拡大とオンライン営業の強化

埼玉県 日曜日のネコ － 自家製メニューのテイクアウトで家庭に笑顔を届けるプロジェクト

埼玉県 氣血水めぐらせサロンふくなつめ － ４０代女性を応援！ココロとカラダの免疫力ＵＰプロジェクト

埼玉県 Ｋ’ｓ　Ｗｉｓｈ － イメージのオンライン診断とＥＣ展開による非対面型の集客事業

埼玉県 Ｗｅｌｌ　Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ合同会社 8030003016009 ＷＥＢセミナーを活用した販路開拓と顧客管理によるサポート強化

埼玉県 株式会社アセットデザインラボ 1030001130759 セミナー内容のオンライン化による非対面コンサル業務の販路拡大

埼玉県 樟葉法律事務所 － 事業再生・倒産専門オンライン相談による販路拡大と新規顧客獲得

埼玉県 株式会社オーディンプロダクション 1030001093023 ハイクオリティな既存データの再活用による新規アーカイブ事業

埼玉県 ＭＡＨＯＲＯＡ － 【非接触型】オンラインアパレル販売で新規顧客獲得【販路拡大】

埼玉県 オドレート株式会社 2010601050564 「体臭評価サービスをネットで販売」

埼玉県 有限会社大中建測 7011402018309 ＨＰによる非対面型営業と人材確保による販路開拓

埼玉県 有限会社メリーランド 4030002055201 『旅行のコンシェルジュによる提案型』の対応で新規獲得する

埼玉県 株式会社七美 8030001096606 日本各地の「おいしい」の組合せ販売によって観光地を活性化する

埼玉県 ＧＷＡｓｅｒｖｉｃｅＩＥ － 非対面型顧客対応・ネット通販・ペット同士の非接触対応事業

埼玉県 割烹　吉利 － 感染症対策の為の店舗設備の改修並びに弁当のテイクアウトの新設

埼玉県 Ｊｏｌｉｅｍａｍａｎ － 非対面による新規顧客獲得のための販売サイト立ち上げ事業

埼玉県 有限会社上林塗装 7030002121272 非対面で接客可能なオンライン現状調査システムの導入

埼玉県 株式会社花好園 9030001121180 花の魅力あふれる電子カタログで新規顧客獲得

埼玉県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｆｅｅｌ － 音に気兼ねなくオンライン配信したい講師のためのスタジオ運営

埼玉県 Ｋｅｓｈｉカイロプラクティック － 食事・生活・運動指導によるオンラインヘルススタイルの提供

埼玉県 竹内接骨院 － 自費施術及びオンライン整体療法の販路開拓にともなう広報活動

埼玉県 株式会社フィリカ 4030001039980 縫製工程の生産性強化と新製品の開発による事業継続と発展

埼玉県 須田　直子 － 実験講座のオンライン化および動画教材導入による新規事業展開

埼玉県 チケット大黒屋　北浦和駅西口店 － ＬＩＮＥ査定による非対面での買い取り査定の実施。

埼玉県 株式会社オフィスアルファ 7040001102413 食べて元気！健康食材宅配サービス
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埼玉県 よもぎ蒸し専門サロン凛華 － オンラインカウンセリングの導入とＥＣサイトとＨＰによる販路拡大

埼玉県 ハウスナビ・システム株式会社 4030001097748 家づくりサポートを非対面型、全国対応に転換する施策

埼玉県 株式会社ワンダーシーク 7030001104047 ＥＣサイトを組み込んだ自社Ｗｅｂサイト構築による新規顧客開拓

埼玉県 株式会社ＢＫ２８ 5030001030609 窓ガラスサインを利用した感染症対策の掲示と集客対策。

埼玉県 共同スマイル － ネットによる輸入衣類・雑貨の販売と自社販売ブランドの確立

埼玉県 株式会社ＰＲＩＮＣＥ　ＧＬＯＢＡＬ 8030001072730 カスタムバイク車両のオンライン販路構築の取組

埼玉県 ｐｌｕｓ　Ｎ（プラス　エヌ） － アスリートへのオンライン栄養サポート事業の販路拡大と発展

埼玉県 匯智徳康株式会社 4030001116458
「日本の絵本と紙芝居の魅力を伝える非対面ビジネスモデル「絵本の城」の
構築」

埼玉県 株式会社オープンアップ 7030002112239 オンラインスポーツ英会話による安定的な売上げアップ

埼玉県 石田洋子 － オンライン営業サービス導入とＥＣサイト構築による新事業展開

埼玉県 株式会社メディカルケア 4030001103588 フットケア用品のネット販売に伴うＥＣサイト制作事業

埼玉県 株式会社モーターズボックス 9030001122856 インターネットを利用したオンライン型の販促への転換

埼玉県 株式会社ＭＯＲＤＥＣＯ 6030001110252 ｗｅｂ会議を用いた非対面型面談およびＳＮＳの導入

埼玉県 株式会社岩建 2030001114736 新規ＨＰ制作による新規販路開拓

埼玉県 あおやまびじん宮原店 － 自社ＥＣサイトにおける販売と非対面型サーモグラフィー導入

埼玉県 ランプーン大宮 － ｗｉ　ｔｈコロナ　タイ古式マッサージで心身共に健康を取り戻す

埼玉県 圏央アセットマネジメント株式会社 7030001110078 ８ｋ超高精撮影によるバーチャル内覧環境構築と空き家対策事業

埼玉県 つけ麺　辻もと － ＨＰの活用によるテイクアウトの強化と感染防止対策の周知

埼玉県 合同会社ＲＥＱ 1030003015264 広告宣伝物オンライン制作販売

埼玉県 株式会社ＬＵＹＬ 3030001133750 外出困難な人たちも楽しめる「お買い物サービス」の認知向上

埼玉県 株式会社ＳＴＡＹ　ＦＲＥＥ 6030001123353 オンライン研修の実施と地域密着型のウェブ営業

埼玉県 ストアマネジメントシステム株式会社 7030001138805 ホームページ兼ＥＣサイト作成による非対面型営業スタイルの確立

埼玉県 鍼とお灸の治療院　ほほほ － オンライン診療導入とコンセプトを明確にしたウェブサイト構築

埼玉県 有限会社シーピーエス 3030002109692 ＥＣサイト制作による販路拡大

埼玉県 株式会社ａｒｔｉｓａｎ 8030001098255 クラウドサービスを活用したテレワーク化

埼玉県 株式会社カバーオール 2100001029431 内装工事及び外装工事パックケージ受注をオンラインで行う

埼玉県 塩ホルモン　雅志 － 店舗改築による売上の向上と、テイクアウト商品ＰＲのためのＷｅｂ戦略

埼玉県 川合住宅設備株式会社 7030001054614 コロナだから。個別保護者向けレッスン販路開拓収益モデル

埼玉県 イノベーションクリエイター株式会社 2030001079962 店内改装工事と、テイクアウト商品を主軸とした新事業への転換

埼玉県 株式会社ＥＫＵＢＯ 5030001131943 披露宴映像の素材準備から映像制作をオンラインアプリ上で完結

埼玉県 小料理　美舟 － ドローン空中散布による農業支援で、地元農産物の安定供給

埼玉県 Ａｆｒｉｃａｎ　Ｊｏｉｎｔ　Ｂａｒ＆Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ － ホーム―ページ作成による非対面集客への転換と店内環境整備

埼玉県 大竹屋 － ＥＣ事業を主軸としたビジネスモデルへの転換
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埼玉県
書家太田真采世の書道・ペン字教室　真
鈴社

－ オンライン授業や動画配信による非対面型書道・ペン字教室の新設

埼玉県 金竹株式会社 7030001135579
Ｗｉｔｈコロナに挑む！認知・集客～営業活動のオンライン化による新規顧客獲
得

埼玉県 株式会社モダン・ロジスティクス 6030001112587 クラウドサービスを活用したテレワーク化

埼玉県 富士塗装工業株式会社 7030001076930 塗装職人が塗料と塗り方をオンライン販売。巣ごもりを楽しく！

埼玉県 合資会社ＧＳ工事 5030003001954 空調機器の省エネカバー塗料工事を個人宅向けにオンライン販売

埼玉県 株式会社サン・バイオ 5030001020301 新しい生活様式で必須となる除菌剤の企画販売を行う。

埼玉県 株式会社ダブルアイ 1030001121444 整骨院のＥＣ事業確立とＷｅｂサイトによる非対面型集客事業

埼玉県 エフォート － ヘアサロン用ＥＣカートと施術動画配信で経営基盤を盤石に整える

埼玉県 サカイデザインネットワーク有限会社 5030002029385 オンラインコンサルティングを提供し非対面ビジネスを展開

埼玉県 合同会社鈴木和甫 － ブランディング広告配信とホームページ開設による新規顧客獲得

埼玉県 ワンストップ川口領家店 － チラシによる販促、現場作業衛生化、及び非対面化計画

埼玉県 美創 － 危機こそ好機と捉え、衛生的な環境を作る社会貢献事業の再開

埼玉県 株式会社エノファ 4030001135771 非対面型ビジネスの導入及び新商品開発による販路拡大売上確保

埼玉県 内田写真事務所 － 「コロナ禍での空撮事業」「歴史資料のデジタル化事業強化」

埼玉県 むーんしゃいん － 新たな販路拡大に挑戦！ＥＣ活用によるオリジナル中華の販売

埼玉県 株式会社デップス 4030001005545 創業２８年目のＲｅＳｔａｒｔ！昭和から令和への新事業展開

埼玉県 スターアセット・アドバイザーズ株式会社 1030001059916
非接触型の店舗受付の環境整備とリラクゼーション顧客向けの物販ＥＣサイ
トの導入

埼玉県 株式会社Ｓ．Ｔ．Ｓ 2030001112062 自社サイト作成等による非対面型集客モデルへの転換プロジェクト

埼玉県 株式会社ふうち草 5011001105014 コラボレーションプロジェクト推進による新規顧客の獲得

埼玉県 Ｃａｍｅｌｌｉａ　＆　Ｈｏｎｅｙ － 自由な働き方を支援！輸入物販ビジネスのノウハウを世に広める

埼玉県 居食茶房むげん － ウェブ活用による新規顧客獲得と常連さんのリピート率増加計画

埼玉県 四辻泰治写真事務所 － 非対面で新規顧客開拓のための写真事務所サイト制作

埼玉県 ふるさと工房 － 自社ＥＣサイトで新規顧客獲得・ＩＴ対応貸スペースへの移行構築

埼玉県 株式会社ツークンフト・ワークス 9030001123870 企業向けオンライン研修のサービス開発と商品ＰＲの同時遂行

埼玉県 楊氏株式会社 1011101062217 タブレットの導入によるオーダー、チェックの非対面化

埼玉県 Ｍ＆ＷＡＩ税理士事務所 － 税理士事務所の差別化をはかる為のＷＥＢサイト開設

埼玉県 ＣＩＲＣＵＳ － 美容室のリブランディングと感染症対策の整備で売上アップ

埼玉県 株式会社タニダ 2030001084987 時計や結婚リングに絞ったオンライン通販サイトの構築

埼玉県 エスエープロデュース株式会社 2030001117846 対面コンサルから非対面ビジネスモデルへの転換で全国展開へ

埼玉県 株式会社ヒロコーポレーション 5030001080554 同業他社に顧客システムをレンタル提供する新規事業の立上げ

埼玉県 株式会社ＫＯＩＺＵＭＩ 5030001123742 非対面型学習に向けたオンラインサービスに向けたＨＰ改修と新規顧客獲得

埼玉県 株式会社ＮＩＴ 5030001116977 海外コレクター向けＥＣサイトの制作

埼玉県 有限会社あおば調剤薬局 8030002016785 処方箋をスマホの写真で受け取る非対面式への転換事業
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埼玉県 株式会社転職革命．ｃｏｍ 1030001117021 オンラインによる非対面式面談システムの導入事業

埼玉県 幸フーズ株式会社 4030001098754 自社オリジナル商品の開発、デリバリー、テイクアウト販売

埼玉県 株式会社東西南北オーティーエス 5030001014941 訪日外国人向けお土産、物販販売ＥＣモール構築

埼玉県 Ｃｈｉｅ’ｓ　Ｃｈｅｅｒ － オンラインを駆使したビジネスモデルの導入による販路拡大

埼玉県 株式会社アルリア 5030001053650 ネイリストに特化した非対面型就職支援の強化

埼玉県 山田音楽イタリア語教室 － オンラインで音楽・語学・文化の配信

埼玉県 ミリョクＰｌｕｓ＋ － ＨＰ開設で新規顧客獲得とオンラインでクローゼット診断

埼玉県 ｎ－ｓｔｕｄｉｏ － スマホでできる！筋力トレ動画配信サービス

埼玉県 株式会社Ｆｅｃｏｓ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ 5370001024923 テイクアウトデリバリーの推進、生産性向上によるコストカット

埼玉県 Ｋ－ＭＡＸコンサルティング － 駅近無人運用サテライトオフィス事業と福利厚生代行会社へのＰＲ

埼玉県 開善塾教育相談研究所 － 子どもの心の問題への対応～教育相談講座リモートプログラム実施～

埼玉県 オリエンタルフーズ株式会社 2030001074195 食品廃棄ロスを解決する期限切れ間近の冷凍食品の再生事業

埼玉県 リバーシブルジャパン株式会社 9030001038086 ＨＰとＥＣサイト全面改装。非対面営業で衛生商品ＷＥＢ販売強化

埼玉県 株式会社サンエツコーポレーション 4030001067305 良質な自社ＥＣサイトを立ち上げ、テレワーク需要を満たす事業

埼玉県 有限会社ヒカリ加工 1030002091240 ウェブを活用して手作業のアッセンブリ、検査業務を広く受注する

埼玉県 株式会社Ｗａｒａｉ兄弟社 6030001116844 歯科医院向け義歯（入れ歯）集客支援パッケージの開発および販売

埼玉県 大衆酒場北浦和るはり屋 － 北浦和の家食、家飲みに“美味しさと感動”をテイクアウトする

埼玉県 ＣＨＩＮＣＨＯＧＥＣＡＦＥ／ＢＡＲ －
人気のカフェメニューをデリバリーを通してお家でお洒落カフェ気分を堪能す
る

埼玉県 コンフィデンスアンドカンパニー株式会社 6030001131793 三密対策で安心して食事・テイクアウトができる万能ワインバー

埼玉県 株式会社ＮＥＸＴＬＩＦＥ 1030001062878 ブランド化戦略の推進とブランド力を活用したＥＣショップの展開

埼玉県 マンモスビジネス株式会社 2030001093889 スマホでも申込ができるレンタカー予約サイトとＥＣサイトの開設

埼玉県 株式会社ＴＭＳ 9030001096175 新規ＨＰ作成でＷＥＢ集客！予約制ラウンジへの挑戦！

埼玉県 Ｐｕｒｅ － ｚｏｏｍ飲みオードブルセット販売に伴う通販サイト＋決済導入

埼玉県 有限会社タカザワ自動車 5030002008678 ウェブ会議でお見積り！地域で安心のクルマ屋さんを目指します

埼玉県 ビューティーケアサロンＭｉｋｉ － ボディメイキングスタジオのオンラインレッスンで見込み客を増大！

埼玉県 株式会社シンポ 2030001003914 編集・制作の２次利用で地域商店会のデジタル化に貢献する

埼玉県 株式会社ＴＭＳ 4030001016303 ワクチンや尿検体の冷却輸送キットをウェブで全国に供給する

埼玉県 ＡＮＤＤＩＮＩＮＧ株式会社 8010401148074 産地直送の生牡蠣とこだわり手羽先唐揚げの新開発とネット販売

埼玉県 ＡＱＵＡデンタルラボ － 歯科技工士向け「オンライン研修（受講＋製作サポート）制度」

埼玉県 清永雅也 － 新スタイルの生配信ライブの確立とＭＶ製作による顧客獲得

埼玉県 豆工房コーヒーローストオリティエ － オンライン「お家でオリティエ」動画でコーヒーを楽しんで頂く

埼玉県 株式会社ルミアン 1030001025323 自宅で出来る！陶板浴ヨガとオンライン抗酸化商品物販サービス

埼玉県 株式会社茶商・横山商店 6030001120177 新商品開発に伴う自社ブランド確立の為のＥＣサイト作成
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埼玉県 松陰塾芝原校 － 「非対面なのにやる気の上がるＩＴ教育モデルの構築」

埼玉県 深井屋 － 鰻重のテイクアウト販売強化して地域ニーズを掘り起こす！

埼玉県 株式会社マサキ 8030001044275 ＬＩＮＥを用いたレンタカーの完全非対面レンタルサービスの実現

埼玉県 青木サービス －
不用品回収で回収した商品の通販販売に伴うＨＰ作成・オンライン決済の導
入

埼玉県 有限会社白浜工務店 3030002089191 型枠工事のリードタイム短縮及び型枠技術の高度化による販路開拓

埼玉県 株式会社無限 8030001119977 オンライン商談導入による販売維持と動画による魅力発信

埼玉県 ＴＴＭＴ　ＧＲＯＵＰ － 新規顧客獲得に向けオンラインサービスを導入し売上ＵＰを目指す

埼玉県 株式会社Ｊ．Ｍ．Ｃ． 5030002017596 ＥＣサイトによる新規一般消費者向販売体制構築

埼玉県 有限会社プラウド 3030002056803 マリッジリング・エンゲージリングのＢｔｏＣ向けネット直販事業

埼玉県 佳世の癒しの相談室 － 相談者の支援。コロナ対策のリモートカウンセリングの導入、拡大

埼玉県 株式会社ノマディクス 4030001093053 Ｍｏｏｎｌｉｇｈｔ　ＧｅａｒのＥＣ事業

埼玉県 ワエストロ株式会社 5030001127966 オンラインツールを活用した販路開拓のスピード化と効率化

埼玉県 株式会社レアライズ 7030001109830 環境対応化の進む外国車に対応した万能型サービス体制の確立

埼玉県 株式会社フリーポート 9030001121354 非対面型ビジネスモデルの構築。有形商材からの無形商材への転換

埼玉県 Ｅｎｇ－ｐｕｔ（イングプット） － 動画教材によるオンライン英会話レッスン

埼玉県 株式会社オリエント物流 8030001007645 サービスのＰＲ強化とオンライン受注対応による販路拡大

埼玉県 パティスリーシエル －
どんな時代も顧客ニーズに合わせたお菓子作りを続けるパティシエによる新
たな販路開拓

埼玉県 ＢｅａｕｔｙＳｔｙｌｅＭ’ｓ － ＥＭＳトレーニング活用の時短全身トレーニングで新規顧客獲得

埼玉県 株式会社ヴァンドゥ 6030001094520 顧客に安心してフランス料理を楽しんでもらう取り組み

埼玉県 ｔａｍａｇｏ　ｂｏｙ － 非対面型ビジネスへの転換　からあげ専門店　丸唐

埼玉県 広島お好み焼き空島 － 冷凍広島お好み焼きの新商品開発とネットを活用し新規顧客獲得

埼玉県 ｅ’ｐｉｃｅ －
小松菜農家がお届けする、栄養成分がぎっしり詰まった小松菜パウダーの販
売促進

埼玉県 君島染籐箔デザインアトリエ － 世界初染籐箔のＥＣ販売と教室告知のためのホームページ開設

埼玉県 株式会社Ａ・Ｆ・ＯＮＥフードサービス 3030001128470 セントラルキッチン化したテイクアウト・デリバリー事業展開

埼玉県 まいこカフェ － イートイン、テイクアウト、オンラインショップで感染予防事業。

埼玉県 株式会社笹川架設 3030001029009 オンライン商談で安心安全な足場の組立てを日本へ！

埼玉県 美味なり。 － ネットやチラシによるテイクアウト周知と新規顧客獲得

埼玉県 株式会社松永 8030001018213 ＥＣサイトの構築とテレビＣＭを通じた新規顧客獲得プロジェクト

埼玉県 株式会社ワンバレット 1030001136806 キッチンカーを用いた、美味しいナカ食推進事業

埼玉県 イケダ工業 － ＨＰリニューアルとＰＲ動画による新規販路開拓

埼玉県 株式会社アイビーアイ 9030001000384 オンラインでのレシピ投稿用ブログシステム構築及び販促強化

埼玉県 有限会社さくら 4030002019998 ＶＱＳコラボ・Ｅｎｇｌｉｓｈ４ｓｋｉｌｌｓ導入によるオンライン授業の実施

埼玉県 株式会社明食 9011001023039 真空包装機導入によるコロナ対策の向上及び新商品の開発
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埼玉県 株式会社永井塗装 2030001078031 非対面営業の実現とＢｔｏＣ向けＷｅｂマーケティング戦略

埼玉県 アナリティカ・オルビス － 新型コロナ感染対策を徹底したＷｅｂ会議環境による営業力アップ

埼玉県 元祖ほぐしと整体 － 店舗改装によるお店のイメージアップで既存客及び新規顧客獲得

埼玉県 Ｍａｒｉａｇｅ　ｄｅ　Ｌｅｖａｉｎ － インターネットを利用したフランスパン通信販売による売上向上

埼玉県 株式会社シンセイメディカル 2030001082405 超音波画像診断装置による非接触型の診察

埼玉県 株式会社うるえ 2000010281093 革製品、雑貨のＥＣサイト及び卸売のオンライン案内サイト製作

埼玉県 メリー整骨院 － オンライン予約受付機能充足による２４時間集客体制の構築

埼玉県 Ｔｈｉｎｋ　ｒｉｃｈ － データ解析サービスによる非対面型コンサルティング事業の確立

埼玉県 株式会社アグリナ 7030001118699 特殊プリンターの導入によるプリント工程の内製化

埼玉県 株式会社セキグチ 3030001079508 非対面型ネット販売システムの構築

埼玉県 ＢＥＡＣＯＮ　ＷＯＲＫＳ株式会社 9030001111446 【クラウド型シミュレーションツールによる非対面営業モデルの構築】

埼玉県 中村鉄興株式会社 4030001024735 『ＲＥＡＬ４』の導入に伴う非対面ビジネスモデルへの転換

埼玉県 橘塗装株式会社 1030001105827 非対面で塗装リフォームの営業と見積提示

埼玉県 プライベートサロンＬｉｎｏｌａ － ＨＰを活用して認知度向上と物販売上補完

埼玉県 有限会社三喬電機 2030002103085 ＨＰ再構築による発信強化と、ネット販売の開始

埼玉県 合同会社コトブク 2030003011510 高生産性・非対面保守サービスの提供とテレワークによる拡販事業

埼玉県 アムール行政書士事務所 － 非対面型オンライン相談と事務所認知度向上のための新規ＨＰ作成

埼玉県 株式会社エスセンス 3030001124362 スポーツトレーニングのオンラインレッスン体制整備

埼玉県 株式会社ノットイコール 1030001104886 保険募集の完全非対面化・テレワーク対応民泊の創設

千葉県 株式会社コージ製靴 3040001038677 自社サイトのリニューアルとＥＣサイトの構築

千葉県 有限会社ライフサークル 9040002086240 ＥＣサイト構築及び通販サイト出店による売上拡大と新販路開拓

千葉県 有限会社エレガンス天昭堂 7040002085277 認定補聴器専門店のオンライン化による聞こえの高度化事業

千葉県 株式会社Ａ＆Ｔコーポレーション 6020001127873 ＳＮＳ及び電子カルテ等のＩＴ利活用による顧客開拓

千葉県 有限会社アルファー技研工業 6040002000740 下請業脱却証のオリジナル製品の独自ネット通販プロジェクト

千葉県 サロンドマシェリ － 最新型痩身マシン導入による非対面型ビジネス開始で集客力の強化

千葉県 株式会社ＥＮＣ 1040001094788 業務用真空調理機を導入した「千産千消」の商品開発とＥＣサイトの構築

千葉県 導きアロマサロン＆スクールプルメリア － 婚活プログラム・ハンドメイドアクセサリーの販売促進事業

千葉県 ｔａｋａ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ － 自店サイトでヘアケア用品の物販とトリートメント　ヘッドスパ強化

千葉県 Ｗｏｒｄｓ　ａｎｄ　Ｈｅａｒｔｓ株式会社 4040001092657 ネットを通じた新規顧客獲得と動画等による手紙活用術の発信

千葉県 株式会社かいひん 9040001001332 非対面ツールを活用した、営業活動及び顧客フォロー

千葉県 システムエンジサービス株式会社 3040001026467 非対面型による国内外に向けた循環型販路拡大事業

千葉県 倖生工業株式会社 6040001011672 未開拓市場向けの商品開発と非対面型ビジネスの完結

千葉県 有限会社ミルフィーユ 3040002016021 オンラインによる『空き家相談』獲得事業
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千葉県 株式会社トラストホーム 3040001005553 地域密着型リフォーム事業進出のためのＷＥＢ相談サイトの構築

千葉県 株式会社和光グループ 9400001011579 若年層をターゲットにし、非対面で行う漢方相談の実現

千葉県 ヨガスタジオくるくる － オンラインレッスンへの転換による販路拡大

千葉県 ドイツ整形靴技術の靴店イセヤ － 店内感染対策の徹底と非接触型経営への一部転換

千葉県 立体刺繍Ｓａｙｏｋｏ － 独自の両面立体刺繍で作った蝶をネットを通じて新規顧客獲得

千葉県 相良光次郎 － オンライントレーニングサービス、オンラインセミナーの開始

千葉県 カットハウスウエイヴ － コロナ対策の店舗改装と育毛、増毛メニューの新規展開

千葉県 ＲＵＤＲＡＫＳＨＡ － コロナ禍を乗り越える高品質なインド製品を新ＨＰで販路拡大

千葉県 有限会社西武商事 9040002031816 焼肉弁当のテイクアウト強化及びコロナ対策済み店舗への誘致事業

千葉県 キャットデンタルセラミクス － デジタルデータを活用した感染対策と新治療シミュレーション開発

千葉県 日野鍼灸整骨院 － 新しい治療スタイルと安心して通院できる治療院丸出し！

千葉県 有限会社吉祥まとい寿し 4040002026192 店内改装で、お客様同士の接触や接点を出来るだけ避ける

千葉県 株式会社ＤＲＢ 2040001093896 コロナ感染拡大防止に対応したご自宅でのトリミング

千葉県 たすく鍼灸整骨院 － 待ったなし！通わず安心！オンライン施術！

千葉県 喫茶いずみ － 「コーヒーと美味しい」船橋でオンリーワンのコーヒーとお菓子

千葉県 合同会社ＴＯＤＤＹＳ 5040003013296 エビ料理専門店テイクアウトコーナー増設による販路開拓

千葉県 株式会社実践教育ラボ 5040001085676 販売促進・新商品販路拡大・オンラインプログラムの構築計画

千葉県 ＦＡＤ　ｄｉｓｔｏｒｔｉｏｎ － インスタグラムで集客→自社ＥＣサイトへ誘導の新販売モデル

千葉県 コトニ社 － ＥＣサイトによる販路開拓とＤＭ・ＦＡＸでの書店への営業強化

千葉県 石坂　真一 － 新人保育士のオンラインサポート会員獲得と動画配信で業務改善

千葉県 株式会社ＤＲＥＡＭ 1040001098153 サロンの施術とセルフケア品の通販対応にて痩身効果を高める事業

千葉県 ＯＭＤ　アグリネットサービス株式会社 4040001094744 パクチーのネット通販の強化とオンライン化による取引拡大

千葉県
株式会社Ｍ＆Ｃメディア・アンド・コミュニ
ケーション

9040001020130 インターネットによる美術関連書籍の販売を通じた新規顧客獲得

千葉県 うさぎ八 － 新型コロナウイルス感染症対策、失客回復及び販路拡大事業。

千葉県 天見　心 － リラックスオステオパシー拡大のための「非対面型」拠点設立事業

千葉県 松本指圧出張治療院 － 【コロナ渦の中、安心した来院への誘致】

千葉県 ＢＬＡＳＴ　ブラスト － 非対面事業の構築　ＥＣサイトでリフォーム受注・製品販売

千葉県 株式会社ＴＯＵＫＡ 4040001080232 Ｓａｆｅｔｙ　Ｓｔｕｄｅｎｔ＆ＮｅｗＮｏｒｍａｌ　Ｐｒｏｊｅｃｔ

千葉県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｐｌａｇｅ － 地域に密着したハイクオリティーサロンを目指して

千葉県 はりがえ接骨院 － ネット予約に活路を見だす！ＨＰ作成による非対面型営業

千葉県 合同会社ｆａｎｆｕｎｆｏｏｄ 6040003013618 インターネット等を活用した新規顧客の獲得

千葉県 株式会社みどりインターナショナル 4040001019593 海外に向けてインターネット販売事業及び海外での顧客開拓

千葉県 株式会社９６３ 1010001184352 日本一のクラムチャウダーの通販による新規市場の開拓
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千葉県 ｍｏｐｏｋａ － Ｗｅｂを活用した全年齢向け新規アニメーションコンテンツの配信事業

千葉県 Ｃｈｅｒｉ －
コロナ対策を徹底した新規店舗開店を目指し、既存のオンラインショップの販
路拡大

千葉県 合同会社ＰＵＲＥ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ 3040003014437 トレンド商品の開発とＥＣサイトの充実

千葉県 株式会社アデルジャパン 4040001019511 非対面型オンラインショップの強化

千葉県 有限会社バルビゾン 7040002038359 ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ　ＷＡＦＥＲＳ

千葉県 七田式船橋ふたわ教室 － オンラインで宿題にハマる！ゲームを使った自宅学習管理アプリ

千葉県 株式会社リグレレ 1040001112095 描いた絵が刺繍になるギフトアイテムの製造

千葉県 株式会社マグフロート 8040001060627 安心・安全対策に取り組み意味・意義ある店舗造りに前進する事業

千葉県 税理士伊藤鮎美事務所 － 「非対面」監査の導入及び「非対面」営業による新規顧客拡大

千葉県 有限会社魚益商店 7040002020721 鮪卸売業における「スーパーフリーザー」導入による通販強化事業

千葉県 スマートチェンジ － 販路拡大・非対面型営業に向けた自社ＥＣサイト制作

千葉県 株式会社マルトミ 2040001018779 高齢者同居世帯向けネットと店舗を併用した安心を提供する事業

千葉県 特定非営利活動法人やまとなでしこ 7040005018746 オンラインによるセミナー・イベント再開と女性のストレス軽減

千葉県 ヘアスタジオファン － ＷＡＨＬバリカンを使ったスキンフェードカット・サービス事業

千葉県 かねはち水産株式会社 8040001017065 ２枚貝自動販売機による新規顧客獲得と通販リピーター獲得施策

千葉県 株式会社たからや 8040001050727 木更津の食文化を全国に発信！ＥＣサイトを活用した販路開拓事業

千葉県 ＲａｎｃＨ － 専用スタジオによる動画コンテンツサービス開始

千葉県 有限会社丸善整備 6040002071583 リモート商談システム導入と店舗改装による集客力向上と売上拡大

千葉県 ＡＳＯＢＯＷ － テイクアウト事業開始のための店舗改装とグッズ販売等によるＰＲ

千葉県 夜カフェイタリアンカフカ － 中食事業の強化・継続によるコロナ禍を生き残る飲食業態構築

千葉県 ゼップエンターテイメント株式会社 3010401006204 日本のファストフード“おむすび”専門店のドライブスルー販売

千葉県 株式会社照葉樹 9040001053209 テイクアウト商品の拡充と広告宣伝による新たな売上軸の獲得

千葉県 神﨑　明日香 － 施術時の接触を一切不要とした新しい形　セルフネイル事業の展開

千葉県 株式会社舞夏スタッフプロモーション 6040001050448 本場タイ料理の味をそのままご家庭に！ネット販売ビジネスの開始

千葉県 あーねらふらすたじお － 三密を防ぎ木更津とハワイをつなぐ非対面フラレッスンスタジオ

千葉県 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎ　ＢｅｌｌｅＦｌｅｕｒ － お客様のニーズに合わせた非対面式サロンの設備導入・周知事業

千葉県 株式会社ステージコーポレーション 3040001032432 非対面型受付ＢＯＸを設置し、固定客・新規顧客の獲得

千葉県 タロットの森 － カウンセリングのオンライン化プロジェクト

千葉県 グローバル・リバティー・パートナーズ － 海外営業をウエブで行うための新サービスの開設による販路開拓

千葉県 合同会社ヴァリエ 3040003011351 オンラインによる『空き家相談』獲得事業

千葉県 野々下　洋子 － 「商品撮影の拡充並びに空撮による非対面型事業の確立および販路開拓」

千葉県 Ｏｆｆｉｃｅ　Ｋｉｙｏｓｈｉ － ネットを通じた新規顧客獲得とテレワークによる事業継続

千葉県 ヘアーデザインHide - 「カウンセリング業務」強化による床屋の非対面型販促事業
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千葉県 有限会社石井クリーニング 3040002032448 接触機会を減らして感染防止！キャッシュレス決済機器の導入

千葉県 ラピソル　Ｓｐａ　Ｂｅａｕｔｙ － 非対面型施術の導入による、新たな販路開拓！

千葉県 グリーンアップフォーム株式会社 7040001109078 ＤＩＹ用システムキッチンのインターネット販売による販路開拓

千葉県 藤プランニング株式会社 7040001033930 ＣＡＤオペレーター育成事業・非接触型窓口事業

千葉県 松戸ビール － 地域ブランドとしてのビールの非対面販売に向けた製品化

千葉県 かがやき開発合同会社 5040003013858 見込み客への非接触営業と素材のリモート制作による販売強化

千葉県 株式会社葛西屋商店 4040001035120 アナログそろばん商売からデジタル経営管理体制への経営革新

千葉県 ビストロ　ヒポポタマス － ホームページの作成とテイクアウト販売を中心とした事業展開

千葉県 松川石材店 － トータルサポートを案内できる看板の改修・オンラインによる案内

千葉県 有限会社割烹かたおか 8040002080913 個室整備と配膳不用なシステムによる非対面サービスの提供

千葉県 株式会社オートサービス向後 2040001059955 ドラレコ取り付け予約サイト構築を切り口とする顧客獲得事業

千葉県 有限会社飯塚生花店 8040002096678 対面レッスンのオンライン化と自社会員制ＷＥＢサイトの立上げ

千葉県 スクービードゥー － 新しい生活様式に対応するキャスティングサイトを主軸とした運営

千葉県 カントリーハウスホテルティパサ － 非対人・非接触の強化と客室設備の向上で顧客の拡大を図る。

千葉県 有限会社エクゾティックプランツ 1040002099233 自社サイトへの電子カタログ機能の実装と宣伝による顧客獲得

千葉県 安房進学ゼミナール － オンライン個別指導クラスの新設

千葉県 アロマルーム馥々 － 機械化による非接触・非対面ネイルサービスの開始！

千葉県 株式会社あづま食品 8040001073711 千葉県産大豆による本格「挽きわり納豆」の開発と非対面型販路拡大

千葉県 株式会社鳶貫 6040001081344
広告用看板の設置や車の宣伝塗装、専門雑誌への広告掲載により集客力向
上

千葉県 ユカルヒ農園 － 冷凍設備の導入による冷凍いちご及び派生商品の開発、販売

千葉県 有限会社エクセレントゼミナール 8040002044587 ＺＯＯＭ×Ｅ－写メを利用したリモート授業

千葉県 株式会社かしわ観光バス 3040001076652 貸切バス安全性とコロナウィルス感染予防対策ＰＲ

千葉県 株式会社フィールエイジ 3040001092658 不動産・抗菌コート事業の非対面査定・見積を実現する新規事計画

千葉県 Ｍａｇｎｉｆｉｃｅｎｔ　Ｂｅａｕｔｙ － 完全プライベートサロン空間で過ごす癒しの時間

千葉県 株式会社ケイ・チーム 7040001068778 ２種類の最新転写プリント、ネットを使った新加工ＰＲ、顧客獲得

千葉県 つむぐむらいふ株式会社 1040001095118 リモートで解決する空き家・所有者不明土地対策事業

千葉県 ＮＥＯＦＲＯＮＴＩＥＲＴＡＸＯＦＦＩＣＥ － 相続案件・会計業務案件受注の拡大とリモート対応化

千葉県 株式会社アビリティフォー 3040001102532 アップサイクル家具雑貨の次世代に向けた４つの戦略

千葉県 株式会社アスタイム 6040001098909 求人サイト「じもきゃり」の展開による販路拡販と非対面営業

千葉県 月光堂 － シニアに個人輸出を教えるインターネット上学習塾を作る

千葉県 茂泉　剛 － Ｚｏｏｍと会員サイトで対面不要！完全オンラインの離婚コンサル

千葉県 三日月氷菓店 － ［アイスクリームの自家製造とテイクアウト・通販に向けた取組み］

千葉県 太田建設株式会社 7040001065313 非対面型営業ツールの構築・拡充
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千葉県 カラオケ　スマイル － 密閉・密集・密接を回避するため厨房縮小、フロアスペース拡大改装

千葉県 やきとり鳥吉 － 地域の食卓を支える焼き鳥のデリバリー事業

千葉県 株式会社リアライズジャパン 5040001055431 新たな生活様式に合わせた食品製造業の参入とテイクアウトの強化

千葉県 クレドジュエ合同会社 9040003012229 ネイルプリンターを導入によるネット通販の開始

千葉県 株式会社アジュール 6040001077788 ウェブ活用と店内デジタル化でコロナ禍に負けない元気な店づくり

千葉県 Ｇｌｕｃｋ － 自社サイトによる物販の強化及び予約導線簡素化による３密対策

千葉県 有限会社サンリツコーポレーション 3040002005115 ＷＥＢ受注システムを軸としたデリバリー弁当販売事業の新規立上げ

千葉県 そうじのいちはら － 非対面営業のためのＨＰ構築によるオンライン受注体制の強化

千葉県 株式会社バンテージポイント 6040001103651 オンライン商談、非対面営業・販売への取組

千葉県 合同会社アミシ― 3040003000585 子連れニーズに応えて新たなサプライチェーンを構築

千葉県 株式会社アットデル 4040001023934 自社によるＳＩＰサーバの構築、及び管理

千葉県 音楽工房ピアスタ － オンラインレッスンの導入による生徒の維持と新規獲得

千葉県 有限会社フレックスエンジニア 2040002018943 カタログ・ＨＰの新規作成による非対面販売の構築・販路拡大

千葉県 ＣａｄｅａｕＰａｐｉｌｌｏｎ － 非対面型システムの構築及びオンラインワークショップの開催

千葉県 総栄建設株式会社 8040001014558 ＡＩ物件診断による販路拡大と自動物件紹介システムによる効率化

千葉県 有限会社忠勇不動産 6040002018667 ＶＲ内見対応ホームページの制作による新規顧客獲得

千葉県 寛吉コーポレーション株式会社 9040001090383 和食の職人の業と手作りの味が楽しめる「非対面型」通信販売の実現

千葉県 株式会社ＰＥＪ 8040001073125 海外健美商品の通販事業と代理店向けオンライン販売ツール提供

千葉県 ＫＬＡＳＩＣ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ － 自動シャンプー機の導入による、接触時間の削減と空き時間の作成

千葉県 まぐろやエクスプレス － 自宅でまぐろやの鮪が食べられる天然冷凍インドマグロのネット販売

千葉県 奏リフォーム － オンライン見積商談システム活用による非対面型ビジネスへの転換

千葉県 佐藤商店おたからやユーカリが丘店 － 非対面型の古物買取による新規顧客開拓

千葉県 ＡｖｅｃＰｌａｉｓｉｒ！ － 店舗改装による予約システム構築と焼き菓子の販売強化

千葉県 東池　大勝軒おはこ － 神様山岸氏直伝の味をデリバリー・キッチンカーで販路開拓

千葉県 有限会社万屋商事 5040002030549 蕎麦のオンライン販売による売上回復及び新規顧客の獲得

千葉県 萬勝商事株式会社 7040001024517 自宅でも食べれる本格ベトナム料理をインターネットで通販

千葉県 株式会社ＮＢＤ 7040001104211 コロナ後の新生活様式に対応出来る飲食店造りを目指した店舗改装

千葉県 松本真実ダンスプロモーション － オンライン指導導入による非対面ビジネスの推進と持続的事業拡大

千葉県 株式会社スマートリロケート 4040001106144 海外駐在員に対する「遠隔での不動産仲介サービス」の提供事業

千葉県 有限会社東京丸文 3040002041275 多種多様な木材のＥＣサイト販売による新たな販路の開拓

千葉県 ＮＥＤＩＳ － 飲食業向け「格安」ＣＲＭによるＷｅｂサービス導入による地域活性事業

千葉県 株式会社Ａｍｂｅｒ 7040001061007 店内メニューのテイクアウト、デリバリーでの新規顧客の獲得

千葉県 風鈴堂合同会社 2040003009909 新商品を中心としたＥＣサイトでの販売強化
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千葉県 有限会社かずさ和牛工房 7040002069841 ＥＣサイトを活用した非対面型の販促強化

千葉県 餅工房貞元 － ＥＣサイト活用による非対面型市場の開拓

千葉県 Ｍｕｓｉｃ　Ｓｔｕｄｉｏ藍 － オンラインによるレッスン、音楽プログラムの新規顧客の獲得

千葉県 いなばのしろうさぎ － テイクアウト商品強化による販路拡大

千葉県 株式会社ＬＩＧラボ 8040001113839 純国産化粧品素材の新規顧客獲得、および新規サプリメントの開発販売

千葉県 旬あじけん － 干物製造器を使った干物の開発と非接触型の宅配営業の強化

千葉県 ナナ　ハニー － 消費者ニーズに応える新商品開発とインターネット販売の強化

千葉県 甲子屋 － テイクアウト周知のための看板とホームページで新規顧客を開拓

千葉県 有限会社ハイテクデント 4040002052115 デンタルスキャナーを活用した非対面化への挑戦

千葉県 有限会社会田商店 2040002050913 ＳＡＮＩＪＥＴ導入による高品質な新商品開発及び新規販路拡大

千葉県 美容室ａｍｂｅｒ － 大人の女性が居心地の良い店の周知と新メニューで新規顧客獲得

千葉県 キッチンとべ － 新たな販売チャネルの確立とＷＥＢによる販路開拓

千葉県 ＲＥＡＬ　ＣＡＰ’Ｓ！ － すべてのサービスをオンライン化しオンラインコーチングの提供

千葉県 関谷聡恵 － 自宅収録によってコロナを乗り越える！

千葉県 鉄板ＴａｃｈｉＢａｎａ － 隣の空き店舗を活用してテイクアウト専門店をオープン

千葉県 らぁめん和 － お腹いっぱいプロジェクト～あったかメニューを家でも店でも～

千葉県 ＡＯＧＵ株式会社 7040001111463 非対面コンサル事業拡大の基盤となる身近なモデル店舗開設と地域創生

千葉県 ダイソー株式会社 9040001091852 非対面型販売強化と店内コロナ対策による災禍に負けない店づくり

千葉県 ＣＯＯ － 新商品開発と店内環境の改善による新規顧客の獲得

千葉県 あかり館＠雑貨Ｋｏｎｏｃｏｎｏ － 自家製酵母パンの製造強化と多角的販売

千葉県 有限会社夢・美サイレント 5040002053649 美の力でコロナ鬱ストレス・心をケアする癒やしとリラックス空間

千葉県 ＧｌａｎＺｉａ － 接客時間の短縮化と非対面を取り入れ安心安全な接客スタイルへ

千葉県 有限会社ヒポポ 1040002048149 ２号店出店による「催事編重からの脱却と直営店回帰への転換」

千葉県 有限会社しちりん 5040002046280 店舗路面部分でのテイクアウト販売の実施・及び新規顧客の獲得

千葉県 合同会社アクシビィー 2040003007383
①売上確保のための非対面インターネット中古車販売　②ユーザー問合せと
仕入確保のためのネット集客とオンライン商談　③売り上げ減少リスク回避の
ためのインターネット物販事業

千葉県 華惠商事株式会社 8030001099055 濃厚魚介スープベース本格つけ麺の新商品開発

千葉県 串助 － 若者客や観光客獲得のための販売促進・オペレーション効率化事業

千葉県 Ａ　Ｖｉｓｕａｌ － 小編成ライブ中継配信サービスと新規顧客獲得

千葉県 かしわ亭 － 固定店舗にとらわれない販売と販路の拡大。

千葉県 アレクサンダーテクニークレッスン東京 － 運動指導のオンライン化と、オンラインコンテンツ制作・販売事業

千葉県 エフ・グリーン － 非対面でのオンライン販売とオンラインカウンセリング導入

千葉県
ＢＬＵＥ　ＢＬＵＥ　ＢＬＵＥ　ヘアカラー＆頭
皮ケア専門店

－ 非対面・非接触でコロナに負けないサロンづくり

千葉県 株式会社ｆａｎｇｅ　ｏｆ　ＬＩＦＥ 6040001110623 コロナ禍を脱するためのインターネットを用いた販売・営業
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千葉県 ボディコンディショニングリフレクサ － ホームページの新設オンライン化による動画配信、セッション

千葉県
指圧整体＆リラクゼーションＮＡＴＵＲＥ
【ナチュール】

－ オンラインカウンセリングの導入・リピーターの確保

千葉県 株式会社Ｃｏｕｎｔｒｙ　Ｐｉｅ 4040001076718 新たな仕入方法の導入と、ネット販売における販路の拡大

千葉県 株式会社ＴＲＹｐｉｅｃｅ 4040001112365 既存運送事業を活用したお弁当ＥＣサイト構築による販路拡大

千葉県 オレンジ鍼灸・整骨院 － ホームページを活用した非対面診断と補助運動の動画配信

千葉県 かりがねアシスト － ライター業のオンライン化と新たな動画司会への取り組み

千葉県 ｋｉｒｉｎｔｅｃ － 塗料・ウイルス対策商品のネット販売で売上回復を実現する

千葉県 株式会社ＴＫパートナー 2040001108522 カウンセリング指導の非対面化による売上獲得

千葉県 伊藤　大輔 － ボーカルスクールのオンラインレッスン事業

千葉県 株式会社宮内架設 8040001093949 ホームページとパンフレットとｚｏｏｍの活用による新規顧客開拓

千葉県 株式会社島宗左官 7040001086697 ウェブサイトと紙媒体とｚｏｏｍの活用による新規市場開拓

千葉県 ＲＯＡＳＴＥＲ’ｓ　ＨＯＵＳＥ － 福利厚生サービス「ＲＥＬＯ　ＣＬＵＢ」特別提携と新規サイト立ち上げ

千葉県 株式会社日本増毛エクステ研究所 6040001108320 増毛エクステスクール事業非接触型オンラインビジネスモデル計画

千葉県 株式会社シバタ 4040001072304
リモート＆ＥＣを駆使した「生花・フラワーアレンジメント」のニュービジネス事
業

千葉県 株式会社カンズシステム 1040001073321 ＣＡＴＶ工事サービスのＥＣサイトによる非対面型販路拡大事業

千葉県 ＥＣＣジュニア　東五所教室 － 外部英語試験に特化したオンライン授業場所確保と教室感染症対策

千葉県 ピヴォーヌ・インターナショナル株式会社 8040001032907 販路の毀損に対応するためのお試し商品ＰＲによる新規顧客の獲得

千葉県 ＣＯＬ株式会社 1040001112343 ＥＣサイト制作によるサプリメントの販売と販路拡大

千葉県 有限会社イマゼキ商会 9040002028440 自社サービスＰＲ強化のためのホームページ製作と販路開拓

千葉県 シップスコアーズ株式会社 1010001152912 非対面型ビジネスモデルとなるオンライン勉強会の開催

千葉県 宮野木写真館 － ドローン撮影のサービス化及びオンライン予約による受注拡大

千葉県 合同会社Ｕ．ＥＮＧ 2040003004678 新製品「ハイブリッド（水性＋油性）切削液の自動補給装置」開発と拡販

千葉県 くりた整骨院 － オンライン集客＆オンラインレッスンでインソール作成の販路拡大

千葉県
オンラインフィットネスカルチャーサロン‐
ＧＡＩＡ‐

－ オンラインによるフィットネスレッスン・健康情報発信

千葉県 合同会社Ｍａｎｄａｒｎ 7040003009870 オリジナル商品販売用の通販サイト制作

千葉県 ＴＥＲＲＡＣＥ － 高齢者向け新商品開発とＥＣサイトによる新規顧客獲得

千葉県 ＩＫＥｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ － オンライン販促とリニューアルで目指す、販路開拓と新規顧客獲得

千葉県 まちの洋食屋ｒａｐｐｏｒｔｉ － テイクアウトメニューでおうちラッポルティ

千葉県 ホットホリデー合同会社 6020003016779 在宅時間を楽しむオンライン講座、及び密を避けた国内旅行の提案

千葉県 株式会社影井物産 6040001108221 地域密着居酒屋の承継及びテイクアウト専門店への転換事業

千葉県 ＦＩＧＵＩＥＲ（フィギエ） － （Ａ）新卸売ルートの確立と（Ｂ）インターネット店舗の構築

千葉県 Ｌａｎａ無月子 － ＺＯＯＭで教える自宅ケアマッサージと在宅訪問マッサージの展開

千葉県 有限会社ミルフィーユ 2040002011527 非対面型のテイクアウト販売強化事業
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千葉県 自立の株式会社 1040001087940 ＥＣサイトによる子供向け知育玩具のサブスクリプション事業の構築

千葉県 パッドコーポレーション － 個人顧客獲得のためのネット販売事業強化計画

千葉県 株式会社Ｂ－ＡＣＴＩＶＥ 3040001110287 非対面型の人員募集及びテレワーク環境でのリモートワーク作業

千葉県 細川経営経理事務所 － 業務特化型のＨＰ活用による非対面による顧客獲得

千葉県 レンタルプラーベートジム・エス － 対面手続き不要な完全貸切時間貸しジム

千葉県 Ｆｅｌｉｃｅ　なごみ － 高齢者・おひとり様の安全・安心な憩いの場の提供

千葉県 有限会社ワイピーシー 8040002019746 バイオマスプラスチック商品を中心にした新規顧客獲得向けＰＲ活動

千葉県 株式会社Ｕｃｃｉｅコーポレーション 4011701020505 利用者の利便性向上を図るテレワークと非対面型のモデル事業構築

千葉県 大木自動車サービス － オンラインレンタカー予約のオンライン決済の導入事業

千葉県 おかべ設備 － 非対面営業による新規顧客獲得システム開発

千葉県 肌質改善・美肌サロンハンナ － エステサロン向け卸業と一般人向けのハーブピーリング製品のネット販売

千葉県 株式会社Ｓｐｉｒｉｔｓ－Ａ 1040001115362 長野県産高級ワイン等酒類販売オンラインシステムの構築

千葉県 株式会社コンプトン 5030001137081 チラシとＳＮＳを活用して高速インターネット回線の販売事業

千葉県 市川整体院ｂｏｄｙｔａｌｋ － オンライン整体・ＺＯＯＭ講座・セルフケア用動画コンテンツの配信

千葉県 タウン建設株式会社 3040001035963 非対面でリアルイメージでの物件を探せるオンラインツールの確立

千葉県 株式会社アイリンクコミュニケーション 7040001046206 非対面販売に移行し、海外ラグビーグッズの独占販売事業を行う

千葉県 ラボプラス － ＥＣサイト構築による新規販路開拓と、オンラインコンテンツ強化

千葉県 焼肉ホルモンそらかぜ － キッチンカーによる販路開拓でｗｉｔｈコロナ時代を生き抜く

千葉県 Ｎａｔｕｒａｌ　ｃｏｌｏｒ － ファッション・医療用ウィックネットショップ新規出店販路開拓

千葉県 Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｅｓｔｈｅｔｉｃ和 － エステ施術無料コンテンツ配信と高機能整顔機によるサービス向上

千葉県 有限会社昌利商店 8040002005738 地域密着型商店による取扱商品の絞り込みと３密回避の店舗設計

千葉県 ラボエイド － インスタントカメラ説明販売に伴う販路拡大と新規顧客獲得事業

千葉県 オステリア　レ　テッレ － 柏野菜加工食品の地元青果店への卸し及びネットでの販路拡大事業

千葉県 そが鍼灸整骨院 － オンラインサービスで体いきいき改善！顧客満足度もアップ！

千葉県 インテリアワイズ － 壁紙・クッションフロアのネット販売による新規顧客獲得事業

千葉県 たま法律事務所 － オンラインで完結する法律相談システムの構築

千葉県 ｅｍｉｏ株式会社 3040001088508 ＷＥＢオンライン相談の実施と、それを案内する自社サイトの構築

千葉県 株式会社グランジュテ 1040001098467 『ワンちゃんファースト』のオンライン化で顧客満足度アップ！

千葉県 有限会社マックアート 4040002014081 広報事業の引継ぎとウイルス対策印刷によるコロナ禍での販路拡大

千葉県 吉原孝 － 作品集のＷＥＢを作成し非対面での営業による受注機会の創出

千葉県 株式会社レイテスト 3040001097707 事務所に居ながら現場の巡回！お手軽防犯カメラレンタル事業

千葉県
イクウェルチャイルドアカデミー八千代教
室

－ オンライン導入による新規顧客獲得

千葉県 高津珈琲 － ステイホームでもお店の味を手軽に！ドリップバッグのＥＣ販売
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千葉県 株式会社ビッグベン 1040001076225 オンラインを活用した施術前ケア・施術後アフターケアの充実

千葉県 株式会社タイズ 6040001091467 インターネットでの防災・防犯商品販売と新規顧客開拓

千葉県 有限会社タック 9040002063487 ＨＰリニューアルで集客ＵＰ

千葉県 タパス・アット・デリ － 市原発肉系惣菜の開発とネットを通じて多くの顧客獲得

千葉県 小さなまちの駅 － ＥＣサイト及び自店サイトでの販売の立ち上げ

千葉県 株式会社ひまわり 4040001018521 新型コロナ感染拡大防止の為の非接触への移行及び空気環境の改善

千葉県 リプラスヘアー － Ｗｅｂ強化と非対面カウンセリングによる販路拡大と新規集客

千葉県 株式会社カスタムボックス 5040001099040 日本国内生産の災害対策コンテナハウスの製造販売

千葉県 株式会社アトリエ０３６ 6020001134070 ブライダルムービーの品質向上と新サービスによる新規顧客獲得

千葉県 株式会社悟空 9040002045675 海外ＳＦ小説セットなど、古本のＥＣ＆買取りサイト制作

千葉県 株式会社ライフケアサポート 9040001104259 オンライン診療を活用した既存顧客の維持並びに新規顧客の獲得

千葉県 株式会社ＢＷＩ 3040001063394 中古車両・パーツやブランド用品を取り扱う総合ＥＣサイトの構築

千葉県 株式会社スペースクリエイティブラボ 8030001068019 コロナ撲滅！光触媒コーティングによる抗菌リフォームビジネス

千葉県 合同会社イマテク 3010403008859 一般顧客向けＥＣサイト制作による売上回復

千葉県 Ｏ．Ｐ．Ｓ．（オーピーエス） － 仲間と共に作るエンターテイメントキッチンカー喫茶ニューフジコ

千葉県 株式会社スポーツステーション 5040001005040 当店オリジナルメニューの開発・販売

千葉県 ＭＡＲＩＥＯＨＩＲＡ － 非対面販売の為の新商品開発及び自社ＥＣサイト構築

千葉県 太宰会計事務所 － 「相続相談サービス」の認知促進及び非対面化の実現

千葉県 エンラボ － ホームページ構築とネット会議の活用で非対面型のビジネスを推進

千葉県 株式会社ケアライズ 7040001107602 Ｗｅｂ会議やテレワーク推進による雇用獲得及び売上向上事業

千葉県 株式会社ケーワイ 4040001041580 ネット環境整備によるアナログ経営からデジタル経営への転換

千葉県 北村恒人 － 販売支援から自らＥＣ事業に参入し非対面ビジネスに事業転換する

千葉県 東葛地区婚活支援ネットワーク － シニアの社会参加・フレイル予防とオンライン事業活動の充実

千葉県 合同会社ワイズグループ 2040003013398 いつでもどこでも経営相談ができる非対面型オンライン窓口の設置

千葉県 ｃａｒｅ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ　ａｃｏ － ＥＣサイトによる非対面販売事業の強化とネット集客方法の改善

千葉県 Ｃａｎｄｙ － ホームページの改修による営業機会の確保とＥＣ機能搭載への取り組み

千葉県 トータルビューティーサロンｓｈｉｎｅ － オンラインでのエステカウンセリングにより、営業方法の転換

千葉県 Ｃｏｍｅ　ｔｒｕｅ　ｂｅａｕｔｙ － オンライン美容講座と美容グッズネット販売によるビジネス拡大

千葉県 有限会社虎屋 6040002008461
「ブランド強化」と「ネットショップの開設による非対面型ビジネスモデルへの転
換」

千葉県
有限会社ライオンベースボールプロショッ
プ

4040002012366 ホームページリニューアルとＥＣサイト構築による販路開拓

千葉県
あみ焼き　元祖しちりん　五香西口駅前
店

－ タブレット端末注文システムの導入による安心して飲食できるお店

千葉県 タンネンバウム － 新規機材導入による安全性・効率化の向上

千葉県 株式会社ＦＵＮＳＴＵＤＩＯ 8040001111784 ＶＲを利用した、非対面による設計プロジェクト推進
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千葉県 株式会社アザワイド 6040001024947 顧客中心主義のハイブリッド充電器事業

千葉県 ひとこきゅう － ホームページによる販路開拓と生産性改善事業

千葉県 ＰＣレスキュー － ネット活用による非対面でのパソコン修理サービスの販路拡大

千葉県 ＴＨＥ　ＣＯＦＦＥＥ － ＴＨＥ　ＣＯＦＦＥＥ店舗オープンでのＨＰ開設・ＰＲ動画作成

千葉県 合同会社ＬＢＪ 1040003007525 研修オンライン化・動画配信による新規顧客開拓及び既存顧客支援

千葉県 ジュイール － 非対面ビジネス化に向けたネイル・まつエクサービスの店舗移転

千葉県 有限会社ＧＴスピリット 5040002065339 新規事業に伴うＨＰ制作及び電子決済による非対面会計説明ページ

千葉県 日本料理天秀 － 新商品によるテイクアウトの強化、店内個室化で新規顧客の獲得。

千葉県 ａｔｔｒａｃｔｉｖｅ － オンラインによる健康と美容プログラムの告知と提供の拡充

千葉県 ＬＯＴＵＳ　ＤＥＳＩＧＮ株式会社 2040001096511 販売手段を見直し、強みを活かしたオンライン商談事業

千葉県 関　広太 － 電力切り替え事業の集客と面談のオンライン事業化！

千葉県 株式会社ＡＲＴＨＵＲ 4040001106185 ３密回避！店舗拡張・非対面式ゴルフ指導による新販路開拓事業

千葉県 ＦＵＲＡＮ株式会社 5040001112686 オンラインで輝く女性を応援する　非対面サービスの構築

千葉県 株式会社ＣＯＣＯ 5040001102365 オンラインで人と人を繋ぐ心のオアシス「魔法倶楽部」

千葉県 株式会社ＩＨＴ 3040001094290 オンラインキャバクラサロンで、非対面型ビジネスの構築

千葉県 株式会社ＡＥ 3040001112795 オンラインサロンで業界を変革する！非対面型ビジネスの構築

千葉県 クリスタルライフ株式会社 2040001042242 オンラインでフードコーディネート！非対面型サービスの構築

千葉県 雪本　知伸 － 非対面ビジネス環境の構築で新たな客層の確保と販路開拓

千葉県 有限会社大善商事 2040002006700 感染拡大防止を図る為のカウンター他、設備強化

千葉県 アイ・マリッヂコラム合同会社 1040003006755 コロナ禍における婚活の顧客満足度と成約率ＵＰに繋がるスタジオの新設

千葉県 ＩＳＡＫＡＹＡ　ＴＥＴＳＵ－ＹＡ － 比内地鶏の焼鳥テイクアウトとネットを利用した新規顧客獲得

千葉県 株式会社弥平治 8040001032279 動画配信を通じた患者とのコミュニケーションと消毒設備の強化

千葉県 株式会社シュピューラー・ジャパン 8040001056807 日本大腸肛門病学会学術集会へのオンライン出展と見本クッションの拡散

千葉県 株式会社ＳＴＷＯＲＫ 2040001080449 オンラインイベント運営事業による地域活性化及び販路拡大

千葉県 マイッツァ　幸江 － ＺＯＯＭを使ったオンラインツアーや料理教室の企画・運営

千葉県 合同会社マナグローヴ 3040003004306 完全非対面で完結する、自然に囲まれた民泊ステイ

千葉県 有限会社ビオレッタ 1040002036062 カウンセリング販売の見直し　ネット販売併用と新規客獲得策

千葉県 株式会社アバンダントライフ 6040001072855 テレワークを使った賃貸物件、民泊運営システム

千葉県 和堀住装 － ＤＩＹで塗装ができる！塗料と塗り方をセットで販売

千葉県 ＶＥＲＹ２サロン（ベリーベリーサロン） － 化粧品販売及びカウンセリングの非対面化による業態転換

千葉県 ６３ｎａｉｌ★ － ネイル商材、オンライン講座販売の決済付きホームページ開設

千葉県 株式会社ヤワタホーム 3040001064038 抗酸化水溶液を吹き付けるＡＩリキッドの施工の受注で販路拡大

千葉県 株式会社インテグリティ 3040001031616 オンラインでの法人向けマインドフルネス研修の実施
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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。

千葉県
オフィス・ファコム・コンサルティング＆稲
井行政書士事務所

－ ＥＣネットによる集客とＷｅｂ会議システム等テレワーク環境整備

千葉県 体質改善ダイエットサロンＣＨＵＣＨＵ － オンラインダイエット・体質改善事業開始による新規販路開拓

千葉県 株式会社イースト 9010001129060 ＥＣサイトを活用した糖鎖商品の非対面化事業

千葉県 株式会社美貌と健康 1040001085300 ホームページ制作とオンラインスクールによる新規顧客拡大

千葉県 株式会社アドバンス 7011501010711 ＷＥＢ広告の活用とわかりやすいＥＣサイトの作成

千葉県 鶏とＫｕｓｈｉと炭と　あひる － 近隣の方に求められるテイクアウトを、なるべく非対面で提供

千葉県 株式会社ＪＰＮ 4040001102928 非接触型ビジネス宅配業務【Ｄｅｌｉｖｅｒｙ　Ｅａｔｓ】

千葉県 炭火庭岬 － 家庭用、通信販売用焼肉の販売、１人焼肉客の集客

千葉県 合同会社久栄テクノセンター 1040003006592 厚鋼板の均質性調査を教材としてのオンライン提案型技術支援

千葉県 合同会社キッズサプライズジャパン 5040003012100 非対面型ビジネスで集客＆業務効率アップのキッズサプライズ！

千葉県 株式会社オフィス・イシイ 7040001032156 電子カルテシステム導入による送迎型への転換と受注体制の拡充

千葉県 たいじ整体 － 足痩せ整体事業の開始と育成事業で売上アップ

千葉県 ＡｍＺ　Ｇｌｏｂｅ － 翻訳事業のオンライン化と売上基盤の構築

千葉県 特定非営利活動法人　はぁもにぃ 2040005002250 癒しのスィーツ「はちみつピーナツバター」でＥＣサイト売上増

千葉県 豊四季ボディケア整骨院 － 非対面リハビリシステムの導入とＨＰリニューアルによる告知宣伝

千葉県 田丸淳一郎 － 学校文化祭をターゲットに非接触型イベントを提案する計画

千葉県 東京クリーンエイト株式会社 2010901027535 ビジネスモデル変換とオンライン見積り実施に向けたＨＰ制作

千葉県 Ｐａｒｉｓ　Ｌｕｎｄｏｎ － ボイスレッスンのオンライン化とランチデリバリーによる販路開拓

千葉県 うまいや福虎亭 － テイクアウト・デリバリー専門店の新規ＨＰ作成と予約機能搭載

千葉県 有限会社スタジオエレファント 5040002042957 オンラインイベント動画配信及び決済プラットフォームの開発

千葉県 久保国際特許事務所 － 非対面営業チャネルの創設による新規顧客の獲得

千葉県 株式会社セキネ 1040001003724 営業活動のＤＸ化推進による非対面・テレワークの実現

千葉県 株式会社やまか 4040001083219 和菓子ギフトのオンライン通販

千葉県 有限会社東明堂石原鍼灸院漢方薬局 6040002074371 オンライン相談・カウンセリングによる非対面型への転換

千葉県 ＱＵＥＥＮＳ　ＦＬＯＷＥＲ － ＥＣサイトとリモートレッスンにおけるネット環境の充実で販路拡大

千葉県 株式会社わ 2040001073683 注文住宅を効率的に販売できる非対面型営業の仕組み構築

千葉県 株式会社リコプランニング 4040001105253 ＥＣサイト・企業間取引強化、顧客管理マーケティング事業

千葉県 アトリエガーデン・ラフィー妖精の家 － 「スピリチュアル浄化セッションとヒーラー養成講座のオンライン化」

千葉県 助け愛サロン　ゆいま～る － 自然と共に生きる！ナチュラリスト覚醒アカデミーのオンライン化

千葉県 ＴｈｅＷｅｌｌｓ株式会社 5040003006597 ライブ配信によるオンラインオーディション開催で留学機会確保

千葉県 株式会社グラロス 3040001108042 キッチンカー・真空包装機の活用！地産地消ブランディング戦略

千葉県 スタジオディア － 動画配信事業の開始、非対面での営業体制確立による販路開拓

千葉県 株式会社ビズマッチ 8040001112337 ＷＥＢサイトを活用した人材の仕入れ業務全般
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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。

千葉県 有限会社やよいコンサルティング 2040002095859 オンラインサービス強化のためのホームページ刷新事業

千葉県 黒岩カイロプラクティックオフィス － オンライン整体で非対面型ビジネスモデルに転換し販路拡大を図る

千葉県 マリポコミュ － コロナ禍でも継続できる強い経営体への転換計画

千葉県 株式会社ウェルレックス 8040001024821 新型体組成計のＷＥＢマーケティングの確立

千葉県 美容室チャオ － プライベートルームで感染予防とプレミアム感向上による売上増

千葉県 株式会社ライフユニット 5050001026068 ＨＰリニューアルとＥＣサイトの開設

千葉県 有限会社海鮮恵 5040002014436 まちの魚屋さんの成長戦略！加工品への需要変化に対応するために

千葉県 杉山和也 － 外国人観光客毀損に対応するための日本人向け民泊戦略

千葉県 渡会　章広 － キッチンカーによる３密回避。２度味わえるおにぎりで売上の獲得

千葉県 中華海鮮市場　アジアン － 本格中華弁当のテイクアウト＆既存事業のＰＲ

千葉県
株式会社ジェイ・コミュニケーション・アカ
デミー

3040001014521 コロナに負けない体と心の癒し、健康をテーマとしたオンライン講座

千葉県 かみこまゆみピアノ教室 － レッスンのオンライン化によるピアノ教室の生徒獲得と感染症対策

千葉県 モデレート株式会社 8040001109770 非対面式トレーニングサポートシステムの構築

千葉県 株式会社アットライフ 7040001106760 「自分で気軽にＤＩＹ」を支援。気分転換を自宅から始めよう

千葉県 有限会社堀越クリーニング 2040002052307 外交集配業務強化による非対面型ビジネスへの転換と新規顧客獲得

千葉県 株式会社Ｔ．Ｆａｍｉｌｉａ 6040001110953 通販でお家ホワイトニング！コロナ禍でも健康維持をサポート

千葉県 極東ベンド株式会社 9040001020654 曲げ加工専門会社のマーケット拡大とオンライン商談の導入

千葉県 津嘉山　満 － デリバリー料理への転換と注文者への調理中ライブ配信

千葉県 日本おもてなし書院 － 書道教室ならびに海外向け作品販売のオンライン化

千葉県 有限会社ルンビニ・コーポレーション 2040002049914 非対面チャネルの拡大と連携の強化に向けた業務のテレワーク化

千葉県 千葉ポートサービス株式会社 2040001004861 キャッシュレス対応で窓口業務の一部非対面化、人材育成の強化

千葉県 株式会社クマイフードサービス 9040001103186 ホームページでのテイクアウト用オリジナル弁当のネット予約

千葉県 プライベートサロン　椰子の木 － コロナ禍により、非対面で提供できる黄土ヨモギ蒸し事業を開設

千葉県 株式会社ＫＭＲ 1050001030718 道具の点検・改修及び除菌・抗菌コート事業による業務拡大

千葉県 合同会社ＴＫＳ 7040003012809 ウェブサイトを活用した非対面型ビジネスモデルへの転換

千葉県 有限会社鳥よし 2040002090892 テイクアウトを通じて地元地域の味をご家庭に届ける売上改善事業

千葉県 株式会社介護用品愛ショップ 4040001080793 自社ホームページのリニューアルによるＥＣ強化＆認知度向上

千葉県 Ｔｒｉｃｋ　Ｒａｃｋ　Ｆｉｌｍ － Ｙｏｕｔｕｂｅ向け映像アニメーションテンプレートの開発及び販売体制構築

千葉県 セカンドビューティ － 非対面「無人よもぎ蒸しサロンオーナーになれる！」を商品にする

千葉県 日昇実業株式会社 4040001087921 本格中華のテイクアウト事業推進＆リピーター獲得の誘引

千葉県 佐藤　公一 － 中国輸入でインターネットを使った非対面型の物販ビジネス

千葉県 株式会社ＹＡＣＨＩＭＡＴＡ　ＹＯＳＨＩＫＵＲＡ 9040001102403 千葉半立１００％ピーナッツバターの新商品開発とＥＣサイト販売強化

千葉県 有限会社スズユウ工務店 5040002006078 新築一戸建て専用ホームページの制作でオンライン営業力強化
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第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。

千葉県 野﨑みづき税理士事務所 － クラウド導入によるテレワークの推奨と新たなソフト導入による新規顧客獲得

千葉県 株式会社ハレビノ 8040001084923 千葉県の特産である落花生をテーマにした高級食パン専門店の展開

千葉県 鎌倉純子税理士事務所 － リモートワークの導入による業務効率化

千葉県 Ｄｉｇｉ－ＴｒａＴｒａ合同会社 6040003015390 ・ＤＣ導入／人事評価制度構築のコンタクトレス＆パッケージ化対応

千葉県 株式会社旭鶴 7040001046610 ＥＣモール出店による酒蔵店頭販売のオンライン化

千葉県 有限会社島屋千葉北 7040002005573 ＨＰリニューアルに伴う非対面営業及びネット通販事業の強化

千葉県 金福実公認会計士税理士事務所 － オンラインを活用した非対面型の税務サポート支援体制の構築

千葉県 学習塾Ｗｅｌｌ － 多面的な非対面型広告及び自社ＨＰを活用した新規顧客獲得施策

千葉県
ラ　クチーナ　イタリアーナ　ダル　マテリ
アーレ

－ 新商品製造とワインのＥＣ販売及びテイクアウトによる販路開拓

千葉県 サンサポート株式会社 9040001012932 新型コロナで苦しむお店を救う為に！ナノシルバー除菌剤を提供

千葉県 関東システムソリューションズ株式会社 3040001093615 「ＤＭとＨＰの活用による販路開拓と事業転換」

千葉県 株式会社スライブオン 9040001107682 廉価・良デザインの輸入アパレル販売によるＥＣ強化・収益拡大

千葉県 ＭＡＲＵＳＵベーグル － テイクアウト及びギフト顧客拡充による非接触・非対面事業強化

千葉県 日理工業株式会社 2040001021345 自社分析機器等の国際決済対応ＥＣサイトの構築

千葉県 株式会社黒衣 3040001091692 オンライン身体計測システムの構築とトレシピのコンテンツ強化

千葉県 株式会社ウエスレイクイノベーション 3040001050005 テーブルトップオーダー端末導入と人材紹介サービス事業の強化

千葉県 株式会社エーフォーワン 9040001110447 提携農園産モリンガのブランド力を高める商品サイトの構築

千葉県 有限会社ジャックと豆の木 6040002005780 コロナ禍での非対面型施術手法・ｗｅｂ広告による新規顧客獲得

千葉県 有限会社グリーンフォエバー 3040002033685 ＩＴツール活用による定期メンテナンスの非対面化

千葉県 よこの山プランニング － ウエブマーケティング強化及び非対面コンサルティング

東京都 株式会社Ａ－Ｐｒｏｊｅｃｔ 1011502016135 従来の店舗販売から「ｗｉｔｈコロナ」対応のデリバリー販売への転換

東京都 スタイル・アーキテクト株式会社 1010401090035 テレワーク化による非対面ビジネス転換・オンライン仕入れ構築

東京都 株式会社ミョンランジャパン 4013201017403 ①販路拡大顧客確保　②生産性の向上　③非対面型ビジネスへの転換

東京都 株式会社オスティアリーズ 9011101069873 オンライン手続きの導入による非対面化

東京都 株式会社ｒｅｓｏｏｔ 5011001129450 冷凍弁当を対個人へ販売するため、自社サイトＥＣ等の立ち上げ

東京都 株式会社わいわいケース 2013301040513 配信だからこそのコロナ禍に負けない楽しいイベントやろう！

東京都 スポーツ・ローカル・アクト株式会社 5010001188119 ふるスポ！新規事業開発と、電話営業による自治体の販路開拓

東京都 株式会社ピーツーインターナショナル 7010401025019 【非対面型】アクセサリー販売における【富山の置き薬】型事業

東京都 金沢一恵 － 完全非対面でも満足度の高い接客対応と作業効率向上化

東京都 株式会社イルヴリール 4011101045210 新システム導入による受注発送の自動化及び販促による新規獲得

東京都 動物取扱業運営合同会社 7011003011877 動物取扱業専門ＥＣサイトの構築

東京都 コミュニケーションカレッジ － コミュニケーション講座「ハタフク」のオンライン事業化計画

東京都 有限会社匠クラシック 1010002050834 デリバリー・テイクアウトの新規顧客獲得を図る取組み
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東京都 Ｅ．Ｐ．Ｐ．Ｌａｂｏ － 英語教育オンライン講座販売システム構築事業

東京都 ＳＫＣフード株式会社 5010401115671 ネット通販への進出及びデリバリー事業の強化計画

東京都 ダブルサークル東京 － 配信技術を用いた撮影のための設備投資による売り上げの向上

東京都 株式会社ＡＮＤＥＲＳＳＯＮ 2010701032883 英語による伝統・工芸・地域の魅力の発信・物品販売メディア構築

東京都 留学スター － コロナ後の再開に向けて、オンラインで小中高校留学への顧客獲得

東京都 有限会社シャンクス 9011002031206 弊社企画の生地販売とＥＣサイトを通じた新規開拓

東京都 オンライン個別指導ＣＯＴＥ － ユーチューブ動画を利用したオンライン個別指導塾の販路拡大事業

東京都 株式会社Ｅｉｌｄ 1011001136228 ＡＲＴ　ＫＵＭＡＤＥの非対面型販売の実施

東京都 デスクトラ株式会社 9010701017309 製造工程管理及び販売手法のデジタル化事業

東京都 足達花火 － 広告映像事業の新たな販路開拓と、制作フローのコンパクト化

東京都 合同会社ゴールデンチャイコー 9013303002934 非対面型外国人人材紹介および支援推進事業

東京都 ＢＩＤＡＮ － ＥＣサイトの導入とブランド力の強化で新規客獲得＆事業拡大

東京都 株式会社キノワ 2010401071273 オリジナル精油の開発とＥＣサイトでの販売による新規顧客開拓

東京都 アカラマヒナ － オンラインレッスンサービス開発および販路開拓

東京都 有限会社ポーラービジョン 4011102023925 ドローンによる非接触撮影体制の構築と映像配信事業の開始

東京都 渡瀬敦美 － 強みを活かしたイラスト等のＥＣ販売と販促物のオンライン受注

東京都 有限会社カノン 6011802011384 ライブ演奏を配信できるサロンへの転換。

東京都 ＯＲＳＯＶＥＲＤＥ － 無農薬野菜の健康食品開発と販路開拓事業

東京都
ココロノビートエンターテインメント株式会
社

9011101076713 非対面型収録サービス構築による新規顧客獲得と販路拡大戦略

東京都
有限会社ウィンキューブインターナショナ
ル

1010002037534 動画メニュー提案によるインターネット販売事業

東京都 Ｍｕｋｔｉ － 産前産後女性の為のオンラインメニュー・ＥＣサイト等作成

東京都 株式会社ＥＶＩＳＩＯＮ 3011101089423 立体映像技術ＧＨＯＳＴＧＲＡＭの説明動画付ホームページ制作

東京都 美容室マシェリ － ニーズ通りの衛生安心安全な店舗へ改装、新サービス導入販路開拓

東京都 市川総合設計室 － 高付加価値住宅のオンラインセミナー実施による設計依頼の獲得

東京都 弁護士馬場伸城 － 多機能サイトによる簡単いつでも誰でもオンライン法律相談

東京都 有限会社ながい接骨院 4013202012452 逆境をチャンスに。コロナ禍でのｗｅｂ対策の見直し。

東京都 株式会社ＬｉｃｒｅＨｏｍｅ 6010001156041 新規ＬＰ、営業パンフを利用し新規顧客を獲得。

東京都 Ｈｅａｌｔｈ＆Ｗｅｌｌｎｅｓｓ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社 3011101083632 アジア向け越境ＥＣサイト構築よる国産商品の海外販路拡大戦略

東京都 合同会社ＮＥＶＥＲ　ＥＮＤ 6030003012678 非対面管理システム、設備導入による『安全安心』の暮らしの提供

東京都 株式会社宝石取引センター 8010501012337 ダイヤを始めとする貴金属宝飾品のインターネット競売の開催

東京都 浜孝株式会社 3010601005170 非対面ＥＣサイト構築、きものあんしんパックで単価向上

東京都 合同会社ヴィータ 8010703005353 非対面によるインスタグラムのアカウント運用代行サービス

東京都 ｃｏｍｍｏｎ株式会社 5011001128337 金銭消費貸借契約管理サービスへの電子サイン機能追加と販路開拓
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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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　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。

東京都 株式会社Ｓ．ｂｒｏｗ　ｓａｌｏｎ 9010001211669 眉毛専用コスメを開発し一般客へのネット販売とサロンへの卸売り

東京都 株式会社アイディービジョン 4011801033638 個人のお祝い事に向けた商品開発とネット販売を通じた新規客獲得

東京都 有限会社エイチ・ティープログレス 6011702016211 自社サイトを刷新し、ストーンシートの新たな顧客を獲得する

東京都 株式会社ピーター・ブレーム・ジャパン 1011101060674 旧顧客及び新規顧客に対し新製品導入をメールにて紹介

東京都 有限会社ロケット・ステュディオ 4010002051994 自社ブランドＨＰリニューアルによる国内外新規顧客の獲得

東京都 ＢＯＤＹＲＥＭＡＫＥＲ － Ｙｏｔｕｂｅコンテンツによる広告宣伝と収益化事業

東京都 有限会社アーキウィル石崎建築設計 4010702010267 ＦＰ＆建築士による“相続で失敗しない”オンラインサロン事業

東京都 株式会社アイシテル 7010801025270 纏（まとい）のペーパークラフト―池上のお土産品開発―

東京都 有限会社クリーニングミハシ 8013202002185 顧客ニーズを実現し信頼とご安心して頂けるサービスの情報発信

東京都 株式会社ヒアナウ 5011301021992 タイ輸入商品の認知拡大のためのウェブサイト新規作成

東京都 株式会社グロータック 4020001104455 デジタルマーケティングによる非対面営業・マーケティングの確立

東京都 白駒製作所 － ３Ｄプリンター導入による非接触新商品の開発・販売

東京都 ナチュラルアングル株式会社 9010601051928 サイト構築による「オンライン講座＆コンサルティング」事業強化

東京都 英数特進会 － オンライン授業の推進と万全の感染対策を両輪とする新規生徒獲得

東京都 株式会社佐とう 1010801024237 唯一無二！真の美食のプロによる通販事業への挑戦。

東京都 株式会社Ｌ＆Ｌ 1011301020239 感染拡大予防の徹底とオンラインレッスンの強化

東京都 ６－ｄｉｍｅｎｓｉｏｎ － ＶＲ等３ＤＣＧ動画製作　ＨＰリニューアルとｙｏｕｔｕｂｅ活用で販路拡大

東京都 株式会社ティービーエージャパン 3010601046710 カウンセリング・姿勢分析・トレーニングをオンライン化

東京都 飯塚整骨院（いいづか鍼灸指圧治療院） － 不妊治療サポートの鍼灸施術の啓発と不妊カウンセリングの広告

東京都 株式会社丸清内装 8011701016862 ・家具製作事業及び販路拡大の為ホームページ作成

東京都 有限会社ＵＳＥ　ＢＵＣＫＳ 4011802029809 自社ＥＣサイトの新設・運用と新規事業としての修理事業の着手

東京都 有限会社とガわ 3010002029380 「江戸前鮨研究会」事業

東京都 株式会社ｈＬａｍｓＢｅａｕｔｙ． 4012401022816 サービスのオンライン化による新規顧客獲得

東京都 株式会社Ｃｕｌｍｏｎｙ 4013301038951 オンライン上の異文化教育－国際交流中心のプログラムの提供－

東京都 株式会社Ｌａｖｏｃ 9010901021580 『歌のボイストレーニング』オンラインレッスンの全国展開

東京都 宮澤　るり － 身体・精神の健康をエンパワー、非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 白石　麻里奈 － オンライン英会話レッスンの販売促進

東京都 株式会社ＣＱ 9010401130205 研修のオンライン化及びＷｅｂサイトリニューアルによる販路拡大

東京都 ドレスさら － 洋裁教室のオンライン化による新規事業展開

東京都 伊ヶ谷鍼灸治療院 － オンラインでのセミナーと治療方法の動画販売、非対面型診療

東京都 ｃｉｃｃｉ － 鴨肉を活用した新商品の開発とネットを通じた新規顧客獲得。

東京都 株式会社ｆｒａｕ 5010701038580 サービス名：すべておまかせ！モデル活用オンラインサービス“ｗｅ　ｍｏｄｅｌ”

東京都 ハイロックフィルム株式会社 9011301024959 スタジオ整備による映像事業の再構築とＥＣサイトによる販路拡大
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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）
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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。

東京都 株式会社エース 3010801001382 ネット広告による集客と特設サイトによる新規顧客獲得

東京都 鳥ゆう － 衛生面重視の店舗改装による固定顧客の定着及び新規顧客獲得

東京都 株式会社トップ 2011101058346 非対面によるＥＣサイト『小ロット対応グッズ制作．ｃоｍ』

東京都 株式会社ＲＩｏＴ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ 5020001127380 ＷＥＢ内見・動画見学できる撮影スタジオのＨＰリニューアル

東京都 プレミアム・カレッジ － リモート指導システム導入と営業力強化による生徒数拡大

東京都 インフィニスタイル － コンサルティング事業とＥＣサイトでの新規事業

東京都 コンフォルマ株式会社 3011802023795 特殊ミシンを導入し、新規企画、新規顧客の開拓に挑む！

東京都 矢野孝野 － オンラインピアノレッスンの環境整備

東京都 有限会社江戸川防具 3011702001587 竹刀専門カタログの製作とインターネット販売の拡充

東京都 有限会社ウィルウィンド 7011102027304 研修のオンライン化及びＷＥＢサイトリニューアルによる顧客獲得

東京都 荒川接骨院 － 【患者と極力接触を避け安心・安全の治療。】

東京都 ポルト － 非接触小顔矯正とカウンセリングでコロナ後の経営Ｖ字回復

東京都 ベラズカップケーキ株式会社 8020001080635 個人向け新商品開発による非対面販売拡大とそれに必要な設備増強

東京都 ぴゅありぃはぁと － オンライン着物販売及び予約機能付ホームページの作成

東京都 株式会社雷神 6011701010875 インターネットを活用した雷神ぎょうざと油そばの新規販路開拓

東京都 有限会社みやび 3013202012429 ＦＥＳ告知のＨＰリニューアルとＥＣ販売で顧客満足と新規顧客も獲得

東京都 向江好美 － 前者後者論一般認知化プロジェクトスタートアップ

東京都 Ｈｕｂｒｉｃｋ株式会社 4011001131341 非対面型システム導入による若年者層の就職サポート事業

東京都 ＮＹＣ寿々紫音 － Ｗｅｂサイト構築による非対面型営業の実現と販路拡大

東京都 ｃｕｔｅ － 空気清浄機のＲｅブランディングとウェブ販売体制の構築

東京都 有限会社すずらんホーム 5011402004946 オンライン商談導入による顧客獲得と動画等による魅力発信

東京都 株式会社サン・ライフ 4011701020364 新商品開発とネットを通じたＥＣサイトによる新規顧客獲得

東京都 株式会社タンタビーバ 2011001105272 オンラインを活用した組織強化ソリューションサービスの実現

東京都 有限会社サン・クリーニング 7011702004826 スマホアプリによるクリーニング店の窓口業務のデジタル化

東京都 柳川　佳之 － 美容室の感染症対策並びに非対面化の推進及び物販のＥＣ化

東京都 合同会社モリンガ生活 5010003032613 国内製造移管による供給安定とＥＣサイトを通じた販路拡大

東京都 リ・オアシス株式会社 1011701022834 「３密」を避けたテクノロジー海洋散骨でプロモーション強化！

東京都 Ｄｅｓｉｇｎ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｄｏｌｃｅ － 他店と差別化を図れるキッチンカーデザインをオンラインで行う

東京都 スーパーヘアーヤング － 高齢者による高齢者のための非対面の「憩いの場」をつくる

東京都 ミスサブリナ株式会社 2011001055294 オンライン結婚相談所と婚礼衣レンタルのＥＣ化でコロナ禍を克服

東京都 金森　健一 － ホームページを入口にした非対面ビジネスモデルの構築

東京都 株式会社プライムビューティーラボ 4010901020612 オンラインスクールで美の技術を全国に広める販路開拓事業

東京都 株式会社ヴェルデナチュール 6010701036451 ネット販売強化とサイトへ新客誘導の為のオン＆オフラインＰＲ
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東京都 株式会社スマートリブ 1011001101000 ＶＲ・ムービーを活用したオンライン事業の立ち上げ

東京都 株式会社ライジア 7108010282282 オートシャンプー機導入等コロナ対策を万全にとった美容室の開店

東京都 美容室フェミニン － 非対面型オートシャンプーでコロナ禍にＷｉｎ－Ｗｉｎ

東京都 株式会社玉井 1010901007323 創業１９３３年の酒屋が取り組む非対面販売で新たな販路開拓

東京都 株式会社歩成社 5011101083878 販売チャネルと教育のオンライン化に伴う集客

東京都 有限会社サンビレッジハート 6120902022289 オンライン営業による顧客対応とコロナ禍での新規顧客獲

東京都 倉持写真事務所 － コロナ禍の事業者様を非対面型撮影サービスで応援したい！

東京都 ＭＵＥｂｅｌｌｅ － 非対面カウンセリングシステムとＥＣサイトの構築

東京都 株式会社シージェービジョン 5011201010988 非対面映像制作と版権を生かした新商品開発、ネット配信と販売。

東京都 パナシェ － インターネットを活用した商品紹介動画配信

東京都 関口秀子 － テレワークの方に向けた部屋着の試作開発、受注の整備

東京都 株式会社おやどり 7010701039610 最高級親鳥のブランディングと、ネットを活用した販路拡大

東京都
ライフエンディングテクノロジーズ株式会
社

9010401148239 ホームページリニューアルによるオンライン集客強化

東京都 エンディングサポート株式会社 4011001091759 無料カウンセリングによるオンライン法要サービスの開発と提供

東京都 株式会社ナムフォト 7120001198278 写真を用いたオンライン型グループコーチング「ｍｉｉｔ」の提供

東京都 寧月（しずく） － 栄養指導のＷＥＢ配信及び新事業動画制作による新規顧客獲得

東京都 ラムズ・マークス株式会社 7010901023372 動画配信サービス広告の制作及びＢｔｏＢ商談専用サイトの作成

東京都 フェアリーオーシャン三軒茶屋 － サービスのオンライン化による新規事業展開

東京都 京喬株式会社 3010001197708 ＥＣ販売代行等による、日台ビジネス進出支援事業

東京都 株式会社Ｇａｔｅ　Ｋｎｏｃｋｅｒ 3010401140754 自社内に食品開発設備の設置による商品開発の再開と新商品の発売

東京都 田中ビル － 不動産事業を補う非対面・非接触型コインランドリー事業の推進

東京都 株式会社ばかたれ 6010701036897 感染拡大防止策を取り入れた内外装工事とテイクアウト事業

東京都 株式会社ＲＭＬ 7010901046019 未婚率の上昇を解消！３０、４０代の女性の婚活を非対面で応援

東京都 常盤津齋櫻 － 三味線の動画配信・ＤＶＤ制作でＥＣサイトを強化した販売の確立

東京都 株式会社マウントゼロ 1010901042584 非対面型マンガ販売システムの導入と、その営業システムの構築。

東京都 株式会社ＴｏＲｉＭｏ　ｐｅｌ 7011101090278 アパレル向けクラウドソーシング事業新規顧客獲得

東京都 株式会社バハティ一級建築士事務所 1011001103566 日本へ渡航が困難な不動産投資家の為の建物遵法性調査

東京都 株式会社ＭＯＭＯ 8010601033720 法人向研修事業と個人向相談事業のオンライン化

東京都 株式会社資産科学研究所 9011001067903 ＩＴ活用による新規顧客獲得

東京都 Ｎｏ　Ｂｏｒｄｅｒｓ　Ｈｏｓｔｅｌ － 相部屋から個室への改装と非対面チェックインシステムの導入

東京都 株式会社ＫＣＳ環境クリーンサービス 5011501013641 経営理念ＰＲ型ＨＰ作成と新規事業のカタログ作成による非対面営業

東京都 あすかラボ － 感染予防策強化と口腔内３Ｄカメラデータ受注法への転換

東京都 西野　恭平 － 宇宙人がテーマの販促モデル確立とＳＮＳを通じた新規顧客獲得
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東京都 松嶋企画 － イベントの実況ライブ配信＆アーカイブによる商談の活性化

東京都 Ｎｏｂｂｙ － オリジナルブランドのオンラインショップ

東京都 ボーテ・ヌーベル － 感染症リスクの高い高齢者向け健康食品開発及びネット販売

東京都 フォレスティンク合同会社 9011203003210 ホームステージングと物件サイトを活用したオンライン入居募集

東京都 株式会社トゥルーカラーズ 1011101074765 化粧品「ＩＮＳＰＩＲＥ　＆」シリーズのＤｔｏＣサイト構築

東京都 Ｃｏｒ－ａｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 5010401145982 和テイストヒジャブの海外代理店との非対面型商談ツールの開発

東京都 あまいスイカ － 農家向けの教育事業「Ｕｐ．Ｆ」

東京都 株式会社ＨＡＳＵＮＡ 9010401095828 ブライダルジュエリーをコアとしたＥＣサイト構築による販売促進

東京都 株式会社ＢＲＥＡＤ＆ＢＥＡＮ 2010401149210 ＥＣを活用したコーヒー事業及び法人向けベーカリー卸売事業

東京都 ＵＮＮＥ合同会社 6010403018789 環境に優しい新商品開発とＥＣサイトを生かして新規売上獲得

東京都 ＣＲＯＰＲＯ － ペット業界初！非対面トータルケアと個室型サロンスクール事業

東京都 株式会社松本商店 4011401020400 地方繊維製品の自社ＷＥＢを使用した非対面型ビジネスモデル構築

東京都 株式会社逸美創健 8010401151672 逸美オリジナル美容液の、ネットによる非対面販売

東京都 ユメリアコンサルティング株式会社 7011101069669 後継社長向けのオンライン財務コンサルティングサービス

東京都 株式会社オフィス・ヒロ 9010501033860 メッセージ付き財布のＥＣサイトでの提供による新たな顧客獲得

東京都 株式会社自修学館 1011701003834 双方向非対面式Ｗｅｂレッスンによる外国人介護士プロジェクト

東京都 齊藤　貞子 － ｚｏｏｍの活用による非対面商談と除菌の強化による販売促進

東京都 株式会社ピュアハーツ 5011101028453 オンラインを利用してユーザーと繋ぐプラットフォーム事業

東京都 ＭＯＲＲＹ　ＡＲＴ　ＳＴＵＤＩＯ － アートを活かしたネットビジネスへの転換

東京都 株式会社エル・ダブル・ピー 9040001084039 ＣＯ２削減目的・省電力商品の非対面販売ＥＣサイト構築販路開拓事業

東京都 ＢＡＲ暖炉 － 沖縄タコライスでの非対面型デリバリービジネス転換での販路開拓

東京都 あかねピアノ教室 － ＷＥＢサイトを活用したオンラインレッスンの実施と事業拡大

東京都 株式会社トキメキデザイン 9013101007978 スマートフォンケースのＥＣ販売による新ビジネスモデルの構築

東京都 有限会社ユタカチクサン 9010702008694 一般消費者に対するインターネット通販導入計画

東京都 有限会社なか井 9011802016629 宅配による近隣地域への訪問販売とネット通販サイトの構築

東京都 アトリエひめらいらっく － オンライン鑑定サービスなどによる新規事業展開

東京都 おかかえ運転手株式会社 9011101048274 テレワークツールの導入で、「ドライバーシェア」へ

東京都 株式会社エス・ブレイヴ 1010901043995 切れ目ない子育て支援システムの構築及びオンライン化による集客

東京都 下川　真宏 － 自社ＨＰとＷＥＢサイトを繋いで新たに多目的サービスで販路開拓

東京都 鎌田久美 － 動画コンテンツ制作による新規顧客開拓

東京都 株式会社Ｒ＆Ｙ 3180001132326 恋愛講座のオンライン中継による新規顧客の獲得

東京都 ａｄａｘｉａ合同会社 4011403011102 テイクアウト及び宅配の惣菜・弁当販売、食品販売

東京都 株式会社Ｏ．Ｃ．Ｌａｂｏ 9013301039747 ＯＣＬ　Ｓｔｒｅｔｃｈのオンラインストレッチ指導
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東京都 ｈａｒｕａｓｕ － メンタルコーチング・オンライン講座の開発と新規顧客の開拓

東京都 株式会社Ｄｅｌｉｃｕｏｕｓ　Ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 6011501022212 フードロスをもっと価値のある商品へ・これからの新しい６次産業

東京都 株式会社スイートリングス 6080101018259 結婚式を挙げられない新郎新婦に式の価値を体感できる商品の販売

東京都 カナディアンプロダクツ株式会社 4011101029601 非対面型販売モデルの構築によるプランディングと新規顧客の開拓

東京都 株式会社ＭＩＹＡＫＯプライニング 7011601015247 「神楽坂くろす」の味を安心・安全にテイクアウト！

東京都 株式会社グローアークス 3010401112530 一部非対面化による相談強化とクライアントへのマッチング強化

東京都 株式会社ＩＴｉ 1011001067679 鍼灸師と各分野の専門家による漢方茶の開発とＥＣでの新規客獲得

東京都 ＳＰＯＧ － ｐｏｄｃａｓｔで集客するオンラインカウンセリング事業

東京都 株式会社ＤＨＳ 6011001126471 オンライン個別指導システムの導入とチラシ配布による販路開拓

東京都 株式会社コルテル 4020001103267 信頼性の高い非対面型申込フローの構築とリスティング広告の導入

東京都 合同会社ＥＦＳ 3011103008769 ＥＦＳ式非対面型インターネットソーシャルビジネス

東京都 株式会社ＲＯＬＥ 4010401149092 動画配信Ｗｅｂマーケティング活用による販路拡大

東京都 沖縄ゆいんち月桃亭 － 広いスペースでの店内利用とテイクアウトデリバリー販売

東京都 ｔｒｅｍｏｌｏ株式会社 2010401147882 業務用卸業から小売業へ！コロナ対策された改装とＥＣ販売強化

東京都 和鍼灸院 － 対面指導より幅広い受講生を狙えるオンライン・ストレッチ事業

東京都 有限会社エヴァフェイス 3010702009698 セルフヘアケア商品のネット販売を開始し売上の回復を実現する

東京都 株式会社ａｔｒｉｏ 2010801023568 今後更に需要が高まるホームベーカリーオンラインレッスン

東京都 けさらんぱさらん － パン・焼き菓子の商品を小売りやピザのテイクアウト・ネット販売

東京都 株式会社文化人 8010001184008 テラス席の設置および国産十割そばの乾麺と半生麺の販売

東京都 ＨＡＮＤカイロプラクティック － 新規オンライン発毛事業とカイロプラクティックの販売促進

東京都 オステリア　セルヴァジーナ － テークアウト需要に応えた店舗改装で自家製チーズ提供、顧客獲得

東京都 Ｂｅｒｒｙ　Ｃｌｏｖｅｒ － オンライン鑑定やオンライン講座による新規事業展開

東京都 アンドアシスト株式会社 9010401150632 ＷＥＢによるバイリンガルコンサルティング＆事務実務支援の実施と集客

東京都 ＥＰＩＣ合同会社 2010703003924 インターネットネットを通じた商品紹介と販路開拓事業

東京都 Ｂａｒｂｉｅ　Ｆａｃｅ － 当店ならではのおもてなしの心を届け続ける「セルフエステ」

東京都 株式会社グローバルコントロール 9013301032033 オンライン授業システムの導入とチラシ配布による販路開拓

東京都 米粉専門店　Ｋｏｍｅ　Ｃｏ． － 米粉洋菓子の通信販売事業

東京都 フォレスト・ガーデン － アートフラワー仏花の商品開発とネットショップ開設による販売

東京都 台湾料理パオ愛宕店 － チーズケーキの開発・ＷＥＢ販売による販路開拓

東京都 Ｓｗｅｅｔ　Ｓｐｒｉｎｇｓ － サービスのオンライン化による新規事業展開

東京都
株式会社パイナップルヘッドクウォーター
ズ

4011201020204 非対面、オンラインリモート撮影システム構築

東京都 有限会社とちの木 1010602029039 今日からあなたも寿司職人・本格食材ＺＯＯＭオンライン寿司教室

東京都 株式会社ＫＩＲＡＧＲＡＣＥ 7013301042819 オンライン化で顧客を増やすビジネスプレイス事業
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東京都 株式会社ＩＴ　ＪＯＢ 9010701037785 ＥＣサイトを基盤（プラットフォーム）に据えた全事業のＤＸ化

東京都 ベイスクラフト － コロナ禍を生き抜く新様式の新規顧客獲得

東京都 株式会社ラウンドアバウト 4010401084348 ＜新規来館接客用アプリ＞非接触型利用システムへの改良

東京都 有限会社あさひ通商 6010502017997 農水産物の多言語リアルネット販売と水揚で廃棄となる水産物販売

東京都
株式会社エス・ディー・エス・インターナ
ショナル

4011001124139 ホームページ開設と非対面型ツール連動で新規顧客獲得と人材確保

東京都 ＳＵＲＡＤＡＳ － ホームページとメディアによって、売上増加を図る

東京都 ｍａｒｉａｇｅ － ワインペアリング教室のオンラインレッスン化×通信販売事業

東京都 株式会社フロントエンドパートナーズ 6011801025220 オンラインプログラミングスクール「フロントエンドアカデミー」

東京都 ＭＩＬＬＥＲ　ＣＡＫＥ　ＳＴＯＲＥ － グルテンフリー焼き菓子のネット販売、システムの構築。

東京都 エントレ株式会社 7010701030619 ライフスタイル向上商材のＥＣサイト構築による新規個人客獲得

東京都 株式会社ナゴミヤ 2013301027238 受発注連携システムによるテレワーク体制構築と生産性向上計画

東京都 大幸パートナーズ株式会社 4011101092624 非対面型・専用クラウドアプリの開発とオンラインで販路拡大

東京都 社会保険労務士法人ＨＬＳグローバル 2010405018584 社労士の新たな人材活用提案とＩＴによる海外等販路開拓・拡大

東京都 株式会社Ａｑｕａｒｉｕｍｙ　Ｓｔｕｄｉｏ 1010101008163 新サービスであるブロックチェーンゲームの開発と販売促進事業

東京都 こうのはら鍼灸整骨院 － セルフケアのできるＷｅｂ動画配信サービス

東京都 ガレージミストラル － ポータブル型三次元測定機を活用した原型製作による販路拡大

東京都 株式会社旅のデザインラボ 6010101013480 コロナ収束後を見据えた旅と異文化交流のコラボで新規顧客の獲得

東京都 まほろばスタジオ － コロナ時代に集える、これからのオンライン上映会のしくみ作り

東京都 根本久子ｃｈａｃｏ － ドラムスクールオンライン化で日本にプロの技術を伝える

東京都 保科プランニング － 動画配信サイトの活用、非対面型で接客営業

東京都 ＴＯＭＡＴＥ － オンラインからの新規客取り込みと継続的ファン作り

東京都 株式会社青木万年堂 5010101007277 巣篭り・自家消費需要に対応する！生菓子増産＆ネット販売体制の確立

東京都 有限会社丸忠商事 8010102006548
無農薬食材で作る日持ちする新商品開発とインターネット販売による新規顧
客獲得

東京都 工房　樹輪 － ＨＰとリモート打合わせを利用した非対面型提案営業による売上拡大

東京都 伯母敏子税理士事務所 － 高齢者の創業支援のためのｅラーニング講座販売促進事業

東京都 Ｇｒａｃｉｅｌａ － 個室化による非対面型店への転換で客単価アップと化粧品販売強化

東京都 バロック － トイレ改修工事とＨＰ開設による非対面型での女性・高齢者の集客

東京都 株式会社日本酒にしよう 3012401033509 自宅で全国酒蔵巡り！ＥＣサイト構築での市場開拓！

東京都 有限会社大作 8012402021739 個室化による非対面サービスへの転換で本格和食店の新規顧客開拓

東京都 ＣａｌｌａＨｌｉａ － セルフエステ機器の導入による非対面サービスへの転換と販路開拓

東京都 花ぽかぽか － 「花ぽかぽかオンライン販売（非対面）強化により新規顧客開拓」

東京都 株式会社キャズ・インターナショナル 5012401012378 非対面のリモートデモを活用した新規顧客獲得

東京都 株式会社サードアイビジョン 2012401035159 ＷＥＢ制作とイベント製作の二刀流プロダクションによる販路拡大
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東京都 羽場太郎建築設計事務所 － ＨＰ初開設とインターネット広告・雑誌広告で新規顧客獲得

東京都 有限会社三武堂 8011602004545
非対面型営業の拡充により全国規模の新規顧客獲得と、それに伴う売上増
収計画

東京都 ｗｉｎｅ　ｂａｒ － 自然なつくりに特化したワイン、蒸留酒等のインターネット販売

東京都 シノハラ防災株式会社 8010001019774 オンライン商談推進とエリア拡大に必要な営業所Ｗｅｂサイト開設

東京都 有限会社バイオフューチャー 4012702013373 オンライン広告集客とＷｅｂサイトによる新規顧客・代理店開拓

東京都 居酒屋一八屋 － ネット通販とトイレ改修工事による新規客の獲得

東京都 有限会社Ｒ＆Ｓ 5012402021493 販売用ＥＣサイトの構築による非対面販売への転換と販路拡大

東京都 セルジュネイル － 非接触型ショップ併設への改装とＥＣサイト構築による販路開拓

東京都 ＫＵＶＡＬ － テイクアウトによる人気定番商品の販売促進による新規顧客の開拓

東京都 株式会社サクラ・クリエイション 8012401020080 ＷＥＢとオンデマンド印刷を駆使したご提案とデザインの充実化

東京都 渡邉家 － 国産桧を使用した新商品の開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 村田累実税理士事務所 － オンラインシステムの環境整備による顧客の若返りと全国展開

東京都 株式会社蓑田建築デザイン 4012801001592 デザイナーズ貸家の内覧会と広報活動及びネットによる販路開拓

東京都 株式会社根津 1012801001315 テイクアウトおよび感染防止対策による少人数単位の集客強化

東京都 株式会社アンドフォーク 6012801019575 人々をウイルスから守るマスク、優しい植物化粧品のＥＣ販売拡大

東京都 石川ボクシングジム立川 － 完全な感染予防対策で臨むボクサー育成とボクシング教室

東京都 ラボソルテック合同会社 5012803000740 ＺＯＯＭの導入による営業活動範囲の拡大と社内体制の強化

東京都 Ｎａｎａｉｒｏ　Ｐａｓｔａ － 本格手打ちパスタのテイクアウト・デリバリーの販路開拓作戦！

東京都 ＩＲＩＳ　ＦＬＡＩＲ － 講座・相談のオンライン化と新サービス開発による販路開拓

東京都 Ｆ．あら井 － 店舗ＰＲ強化による笹らぎＦａｃｔｏｒｙの客数および販売数増加

東京都 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｓｕｒｙａ － 【非対面型ヨガ指導とヘルスケア情報発信のためのオンライン事業】

東京都 株式会社伊藤商店 3012801000141 オンラインによる『空き家相談』獲得事業

東京都 株式会社Ｓ．Ａ．Ｔ．Ｃ 1012801017360 自宅や遠隔地でもできるオンライントレーニングによる新規顧客開拓

東京都 有限会社エム・エム・ティー 8012802006629 ＮＥＸＴ　ＳＡＬＥＳ　ＳＹＳＴＥＭ導入による新規販路開拓

東京都 株式会社Ｍ＆Ｄ 3012801018712 本格寿司に炭火焼鳥を加え地域オンリーワンの寿司居酒屋を目指す

東京都 株式会社アファニー 8012401033999 光触媒コーティングの施工サービス

東京都 モードアキ株式会社 3012801003771 ＨＰ再構築・ＳＮＳ活用・カプセルトイ導入による非対面化の推進

東京都 株式会社丸三 1012801001554 Ｗｅｂ見積もりＥＣサイトの新規構築による売上向上と業務変革

東京都 有限会社松島商店 8012802002165 非対面型のＷｅｂを活用した営業活動による、新規顧客獲得と販路拡大

東京都 Ｋｕｎｉｔａｃｈｉ　Ｐａｓｔａ　Ｆａｃｔｏｒｙ － 新たな商品開発とインターネット通販を通じた新規顧客獲得

東京都 ＤＥＮＳＯＯソリューション株式会社 9012401017778 ◆映像（ｙｏｕｔｕｂｅ等）の活用・ネットを通じた新規顧客の開発

東京都 株式会社Ｂａｃｃｈｕｓ 1012801014003 感染拡大防止対策及び宅配事業への取り組み

東京都 ＤＣＴ株式会社 9012301009223 非対面型ビジネスに変換し、コロナ対応商品開発と新規顧客開拓。
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東京都 株式会社ｏｈｔａ 1012401021622 オンラインショールーム設置と新規商品開発

東京都 大友　聡 － 非対面型施設への転換、自社サイトによる新規サービスの提供

東京都 松本動物病院有限会社 2013402002949 ３密なし、待ち時間なし、安心して来院できる病院環境づくり。

東京都 株式会社ウイズインノーマルリミテッド 1013301021290 水素セラピスト資格に向けたスクール開校と自社ＥＣサイト構築

東京都 アペント株式会社 9013401005855 【自社サイトリニューアルおよびオンラインマーケティング強化】

東京都 株式会社エトワール 2011601018329 カタログとＷＥＢでオーダーメイド！あなただけの１着を♪

東京都 有限会社アマノヤ商事 4012802007556 徹底した感染対策による「コロナ感染リスクの小さい宿」への転換

東京都 ビジネス手紙有限会社 5030002033008 日本の美が伝わる和紙文具、及び日本語学習教材の海外通販事業

東京都 株式会社フィフティーズ 7010401147408 コロナ対策を講じたライブ、リモートライブのためのＨＰ開設

東京都 原末石鹸株式会社 4290001070480 ＥＣサイト構築による業界初「原末製法」石鹸の世界進出

東京都 ８９ｘｉｉｉｔｏｋｙｏ － インターネットオーダージュエリー販売サービス

東京都 株式会社５ｓｔａｒｓ　ｃｏｍｐａｎｙ 2010901039266 地域自前デリバリー便開始＆広告による売上Ｖ字回復事業計画

東京都 エムデザイン株式会社 6010401124432 成果を上げたインテリアデザイン事例集をホームページから発信

東京都 ベスティ株式会社 8010001193727 コロナ禍でも元気を届けるチアガールコンテンツの飲食店向け展開

東京都 キューバンサルサ教室 － 大人の男女のエチケット、マナーコンテンツ開発とネット新規集客

東京都 ナミキ － 動画を活用した新サービス紹介とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社ＢＯＳＳＥＳ 7010401147291 オンライン型非対面コンサルティングサービス

東京都 ＣＫプロダクション株式会社 8010001209268 コロナに負けない　自社ウェブサイトの整備で売上回復！

東京都 株式会社Ｍｉｎａｍｉ 5011001131803 オンラインでのネイリスト育成事業

東京都 有限会社劇団文化座 1011502002003 アプリを活用した非対面型のチラシ配布とチケット及び物品の販売

東京都 株式会社ｕｎｉ’ｑｕｅ 6011001115689 企業向けのイノベーション創出コンサルティング事業

東京都 株式会社エーゾーン 5010401096796
巣ごもりにより、時空間価値を体験できる新商品をネット販売及びＤＭにより
新規顧客獲得

東京都 株式会社喜久川 3010501003010 感染症予防・非接触型治療器導入による販路拡大

東京都 Ｐｅｌｏｄｉａｓ － 美容院に特化した非対面の美容室コンサルティングビジネスへの取り組み

東京都 Ｆｕｍａｋｅ － オンラインのパーソナルトレーニングで楽しくボディメイク！

東京都 プートン葡萄酒 － オリジナルエコバックの試作と新店舗コロナ対策の実施

東京都 夢アカデミー株式会社 4010401143062 オンラインプログラム化の為のＥＣ決済機能導入

東京都 株式会社海外安全管理本部 2011101092584 中小企業向け低コストでの海外事業リスク管理システム開発計画

東京都 オフィスディップ － ＶＲや５Ｇを活用したリアルタイムでの参加型イベントのＰＲ事業

東京都 株式会社ＰＩＮＯ企画 4011601017353 非対面型ビジネスモデルとしてのオンラインコンサルサービス

東京都 立花エンタープライズ株式会社 1011101040081 ＨＰからテイクアウト予約と店内設備リニューアル

東京都 株式会社ファセテラピー 7011101064967 「非対面ビジネスツール「顔リズム」の導入・販路拡大への取組」

東京都 株式会社ティーファイブプロジェクト 4011201012275 『非対面型を実現するオンライン映像入稿による新規顧客層の開拓』
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東京都 株式会社Ｓｅｖｅｎ　Ｒｉｃｈ　Ｃａｒｅｅｒ 8011001111133 システム導入によるリモート面談の導入

東京都 株式会社Ｓｕｎ　ｐｒｏｊｅｃｔ 8011101089600 メンズコスメ・セルフ脱毛キッドのＥＣサイトの構築

東京都 株式会社建築家合同トラスティ 9010001105680 マターポート（ｍａｔｔｅｒｐｏｒｔ）システムを活用したリモート内覧システムの導入

東京都 ＢＡＲＢＥＲ　ＳＵＧＩＹＡＭＡ － ソーシャルディスタンス確保とネットを通じた３密回避の設備投資

東京都 新宿カイロミ － 安心して施術を受けて頂く為に感染症対策を徹底し新規顧客を獲得

東京都 株式会社メモリー 9010901041521 販路開拓用ｗｅｂサイトの制作

東京都 株式会社グローバルエデュ 4011301013280 わが子と教育機関をつなぐ「オンライン進学ガイド」構築

東京都 ビジネスマネジメント株式会社 8010003028311 標準化した営業コンサルティングをリモートで提供する「Ｓｅｌｆａ」

東京都 坂野弘樹司法書士事務所 － 新たな家族信託「わが家の信託」の非対面営業

東京都 吉野まゆむ － 新グッズ開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 有限会社ソプラ 7010102003918 オンラインショップを開設し、ホームケア商品の販売

東京都 株式会社ＴＡＫＥＮＡ　ＣＡＭＩＣＩＥ 5011501026239 非対面型ビジネスの実現によるオンラインサービスの確立

東京都 株式会社カンマス 7030001120829 非対面型ビジネスモデルへの転換と新規顧客の獲得

東京都 株式会社アイサイトテクノロジー 9011101081044 スタートアップ企業向けリモートコンサルティングの提供

東京都 株式会社甘栗太郎 9011101001209 通販ショップの多店舗展開で販路開拓

東京都 株式会社Ａ－ｐｒｏ 4010401088175 ＨＰのリニューアル及び銀座三ツ星倶楽部ＥＣ強化事業

東京都 望月企画 － 「動画から指導！オンラインスケート指導サービス」

東京都 弁護士法人若井綜合法律事務所 6013305002852 オンライン相談窓口開設による、非対面ビジネスへの転換

東京都 フリックワイヤー株式会社 3040001064657 インターネット広告とランディングページ構築による新規顧客獲得

東京都 株式会社ＡＮＴＹ’Ｓ 2370001039908 対面型の販促・販売活動からオンラインでの販促・販売への転換

東京都 合同会社ＡＹＡ 9010603007622
「コロナ下で、お客様とのソーシャルディスタンスを保ちつつ、痩身効果が得ら
れる新機器の導入」

東京都 株式会社ＳＵＮＶＡＬＬＥＹ 2010401136456 非対面プライベート個室完備の美容室

東京都 Ｗｏｗ‐Ｆｏｏｄ株式会社 8010001167623 事業継続のためのクラウドシステム導入による事務処理体制の強化

東京都 ＭＣ株式会社 8120001143398 リモート（非対面）対応可能なパッケージＷＥＢ制作システムの導入

東京都 株式会社秋吉工業 8010901037017 新たな販売促進ツールの作成と活用による新規業者の獲得

東京都 信成国際税理士法人 7011105006949
日本に親族がいる海外存住の日本人及び外国人に対する包括的な相続支
援を行うサービスの非対面型ビジネスモデルへの転換とネットを通じた新規
顧客獲得

東京都 株式会社おいしいプラス 6011001098273 冷凍弁当販売に係る冷蔵機器の設置及びＥＣサイトの構築

東京都 阿佐ヶ谷制作所 － 高品質な「田七人参含有健康食品」のインターネット通販事業

東京都 いろり酒場さぶろく － 手打ちうどんと和デザートのテイクアウトとデリバリー

東京都 カフェ・オーレ水天宮 － コーヒー染めのレザーグッズの開発とオンライン販売

東京都 Ｎａｉｌ＆Ｂｅａｕｔｙコルン － オンラインで売上獲得！コロナ禍を乗り切るための経営・販売戦略

東京都 ＭａｎＮＡｃ株式会社 6010001210946 ＥＣサイト制作によるサプリメントの販売と販路拡大

東京都 Ｃｏａｃｈ　Ｈａｉｒ　Ｓｔｕｄｉｏ － サロン認知拡大とポイントカード機能付きアプリ開発！
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東京都
株式会社ネクストビューティーホールディ
ングス

9012401016887 新規ＥＣサイト制作による非対面型ヘアケア商品販売促進事業

東京都 合同会社ｉｎｋｓ 9010903005227 非対面事業を強化するための配信機器の強化及び販路開拓

東京都 株）ＶＡＧＡＢＯＮＤＳ 6011001108065 非対面での面談＆ＩＴ・メディア導入サービス！

東京都 Ａｌｐｈａ　Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ株式会社 3011701018112 システム開発における非対面ビジネスモデルへの転換プロジェクト

東京都 合同会社優 6010403020836 オーダーメイドのパソコンと部品の販売用ＥＣサイトの制作

東京都 有限会社フルート 9010602027563 ＷＥＢを使用した国内外販売力強化ミッション

東京都 株式会社ｓｏｌｖａ 2012801009927 オンライン打合せ力を強化し、機会ロスを減らし顧客の獲得を行う

東京都 株式会社オブジェナチュール 7010001155703 花の産直と花・関連資材のＥＣプラットフォーム事業

東京都 株式会社エニグマックス 7012401024867 イラスト講義配信と３Ｄ漫画制作による新規顧客獲得

東京都 有限会社セイムクリエイティブ 1010402036499 遠隔録画録音事業及び遠隔リアルタイム配信放送事業

東京都 アルカ － オンラインＺＯＯＭでの都内キャリアカウンセリング事業の展開

東京都 有限会社石政石材店 4010402001244 顧客管理と彫刻文字のＩＴ化による経営基盤の強化

東京都 里村　研一 － オンラインツールを利用した医療系コンサルの完全非対面化

東京都 合同会社未来 3010603006167 スマホで飲める＆スマホで中国語オンライン事業

東京都 株式会社ＬｏｖｅＲｏｃｋ 2011101090324 表参道の、リズムび合わせて♪ＢＧＭ付オンラインフィットネス

東京都 ゴールデンバーグ株式会社 8010001096327 検温計と消毒液ディスペンサーを一体にしたコントランスチェック機

東京都 株式会社メイストン 6010402012826 レンタルスペースの拡張と非対面型サービスによる新規顧客獲得

東京都 株式会社コンフィアンス 5013201015703 「新販売チャネル構築ＥＣ推進事業（対面販売デジタル化事業）」

東京都 有限会社サン企画 7011402003764 新規ホームページページを利用した非対面での集客コンサルティング事業

東京都 ＮＡＵ鍼灸院 － 最新ＡＩシステムを導入しオンラインで睡眠・姿勢指導を実現

東京都 株式会社フロム・ゼロ 3010001163346 空室問題を解決し、賃貸の需要ＵＰ。リノベーション事業戦略。

東京都 Ｍｏｖｉｎｇｂｏｄｙ － ストレッチ整体スタッフ育成ｅスクール事業への画期的な取り組み

東京都 Ｐｉｅｃｅ　ｏｆ　Ｈａｉｒ － カラーケア用シャンプー販売に伴うネット通販事業の実施

東京都 株式会社ビーテクノシステム 4010901026907 免震住宅に関する弊社ホームページの改良

東京都 株式会社ＡＴＤ 2011001118010 新型コロナウイルス対策及び安全性のＰＲ・店内改装

東京都 株式会社ＡＳＩＰＲＯ 5010003025451 オンラインを活用した新規顧客開拓と顧客への教育プログラムの充実

東京都 ふなき整骨院 － 非対面型健康増進サービスの導入による販路開拓

東京都 有限会社ジェニイ 7013202012722 冷蔵、冷凍での流れを利用したストックケーキの生産販売

東京都 一治療院 － 特殊電気を用いた非対面施術

東京都 整骨院　体や － 部位別に特化した超音波治療器による非対面治療とケア

東京都 株式会社ＣＵＰ 4011001130913 新しい「食」の提案：冷凍ブリトーのＷＥＢ販売

東京都 株式会社アートクラック 9011201013673 動画業務システムを通じた新規顧客獲得

東京都 池田光太 － パフォーマーも非対面へ！「オンラインｄｅパフォーマンス」
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東京都 Ｗｉｎｎｏｗ株式会社 4011101076602 越境ＥＣビジネスを拡大！ＥＣサイト制作による自社商品販売

東京都 株式会社ＧＡＲＤＥＮ 8011101090797 非対面型ビジネスモデルとしてのオンラインコンサルサービス

東京都 株式会社イナズマ 3010001129850 インターネットを主力とするウエブ制作部の設立

東京都 有限会社ＷＡＬＤＹ’Ｓ 9011402018653 テイクアウト用Ｗｅｂページ制作・設備購入及び店内環境整備

東京都 株式会社グッドスポーツ 7010001156783 「ＦＵＮラン」サイトリニューアルとメール配信システム導入

東京都 有限会社こびき 2010002038969 商品価値、衛生面向上及び事業拡大のための真空包装機導入事業

東京都 マイクロビーイング － 非対面型ビジネスモデルへの転換とその確立

東京都 株式会社ＹｏｕＬｕ 7010001198891 筋膜リリースクラス会員専用ＥＣサイト構築

東京都 株式会社アトリエ・オドー 8010001010114 ＷＥＢを活用した相互集客・販売促進を図る総合的な仕組みの作成

東京都 株式会社コールコム 5011501011562 日本国内ＥＣ販売及び越境ＥＣによる海外販路開拓

東京都 Ｅｍｉ’ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ － オンライン和食料理教室への事業転換

東京都 ｈａｉｒｍａｋｅＨＡＮＡ － 営業自粛でも事業継続を可能とする非対面型美容室モデル確立事業

東京都 株式会社タイガーアイ 9010001135265 オンラインパーソナルトレーニングＨＰ開設による売上増

東京都 天吉商事株式会社 7011701013415 本天吉餃子料理ランチ及びティクアウト、デリバリーをする。

東京都 株式会社ＰｒｏｓＣｏｎｓ 5011001126225 ネットを活用した製造業向け外観検査ＡＩの販路開拓

東京都 Ｂｌｏｏｍｉｎ株式会社 5021001052387 対面型講座のオンライン化と新規事業のマーケティング導線の構築

東京都 株式会社イーシービー 4010501041298 海外からの仕入れノウハウを活かしたネット販売による売上獲得

東京都
メディアブリッジコンサルティング株式会
社

6010401097257 オンライン営業体制の導入とネットＰＲ動画制作体制の内製化

東京都 ＮｕｔｍｅｇＬａｂｓ　Ｊａｐａｎ株式会社 5010001191411 オンライン予約サイト開設サービス「ｎｔｍｇ．ｊｐ」

東京都 まつば屋心平 － 真空冷凍技術導入とネット販売等による非対面販売の実施

東京都 武蔵台整骨鍼灸院 － 干渉電流型治療器の導入による非接触型の治療の拡大

東京都 ＹｏｕＧｏｏｄ － 「新規顧客開拓のためのＰＲムービー制作とオンライン広告出稿」

東京都 なべ鍼灸整骨院 － 動画配信による指導・広報を兼ねたグッズ販売と新規集客

東京都 Ａｓｓｅｔｂａｒｂａ合同会社 4011003007878 オンライン・システムを組込んだ自社ＨＰの作成による非対面化

東京都 意創株式会社 8011101071624 ネット集客強化及び自社ＥＣサイト構築による新規顧客の獲得

東京都 トレジャーピース － オンラインによる新規顧客獲得とＥＣサイト構築の設備投資

東京都 合同会社シー・フォー・リープ 9010003029218 ネットを活用した顧客の固定化とＥＣ販売による収益源確保

東京都 株式会社イメジン 6013301037448 新規顧客開拓サービス“カイタク”の非対面化で販路拡大

東京都 ふれあい鍼灸整骨院 － 手技に代わる非対面治療

東京都
社会保険労務士法人山口人事労務オ
フィス

2011105008611 非対面型ビジネスモデルによるテレワーク労務顧問サービスの展開

東京都 有限会社ダイチ 9010102004063 グラススキー用品のネット販売を強化するためのＥＣサイト制作

東京都 Ｃｈｉｅｄｒａｍａｓｔｕｄｉｏ合同会社 4013303004183 相手の心に届くオンライン講座でつなぐ愛と夢プロジェクト

東京都 株式会社三司商事 1010601003060 リモートワークに特化したリフォーム・リノベーション事業
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東京都 合同会社ブルースター 4011303001498 オンラインでの音楽教室事業の立ち上げに必要なＨＰ制作

東京都 株式会社トークナビ 5011001104635 コロナ対応と女性起業家へのアプローチで新規顧客開拓をします

東京都 ｆａｌｙｍｓｏ － 施術の非対面化が可能な機器導入と宣伝ツールの整備

東京都 株式会社ベビログ 1120001136037 閲覧時に顧客と販売者がビデオ通話できるＥＣサイトの構築

東京都
デンゲントーキョーエンターテイメント株式
会社

5011001116936 芸能プロダクションの非対面型ビジネスモデル化プロジェクト

東京都 ＶＡＪＲＡ合同会社 9021003006387
冷凍テイクアウト販売・デリバリー販売強化及び店舗改装、パーテーション設
置、ウイルス対策により新規顧客の獲得

東京都 Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔｌｙ　榊裕次郎 － 講師のブランディング強化、オンライン講座の集客力を上げる！

東京都 株式会社Ｍａｈａｌｏ 9010901028353 物販商品のインターネット販売とリモートセルフエステの導入

東京都 株式会社システム・プロダクツ 8013101000620 新規開拓用オンライン営業導入サイト作成とＨＰリニューアル

東京都 株式会社吉野電機製作所 1013101004132 固定共同設備をポータブル化で在宅テレワーク＆新規現地作業事業の獲得

東京都 なつめ鍼灸治療院 － オンライン施術サービスでの新規顧客獲得

東京都 イエロー・スパローズ株式会社 9010801020781 新しいパソコンオンラインレッスンの運用

東京都 ダイヤモンド商事株式会社 9011301004085 非対面機能使用によるセミナー・顧客対応窓口のためのＨＰの刷新

東京都 丸常鮨 － テイクアウト窓口増設と感染対策強化による販路拡大

東京都 配サポ － コンサルとＥＣ物販でウーバーイーツ配達員を非対面サポート

東京都 スタイルプラス株式会社 2011101048256 伝統工芸新商品開発及びネットを通じた流通開拓

東京都 有限会社エムアンドワイ企画サービス 5010502001754 インターネット販売と商品受取型実店舗の融合

東京都 株式会社おはなしかご 6010601036171 非対面型ビジネスモデルへ変換事業及び自宅で遊べる新作開発事業

東京都 天下一うどん － テイクアウトメニューの商品力アップと非対面対応で売上向上

東京都 深川綜合会計事務所 － 地方活性化のためのＭ＆Ａ及び人材プラットフォームの開発

東京都 有限会社菊見せんべい総本店 9010002001697 非対面での新規顧客と売上確保目的のＥＣサイト構築事業

東京都 株式会社ラリーズ 1011001115792 ＷＥＢメディアとＥＣサイト連携強化によるオンライン販路開拓

東京都 株式会社アフロディータ 7010401066748 「在宅時間を学びに！」オンライン英会話レッスンの推進

東京都 ドッグサロンＳｍｉｌｅ － オンライン問診による新規営業方法への取り組み

東京都 株式会社クラウン・モード 5013301002857 オンライン環境での新たな販路の確保とテレワークの実現

東京都 株式会社ワインファームＴＡＭＵＲＡ 3011001118711 路地裏の小さなビストロが取組むコロナ禍後の販路拡大への取組み

東京都 株式会社エリートライティング 9010401113036 イルミネーションでまちを明るくするプロジェクト。

東京都 株式会社ワンオン 6010901043371 フィットネス用具のネット販売向けＥＣショップ制作事業

東京都 整骨院キュア － 最新医療機器導入とオンライントレーニングによるセルフ骨盤矯正

東京都 株式会社ＧＯＯＶＥＲ 3012301007208 オンラインでの非対面式スクール運営、様々な文化活動の推進

東京都 カッティングエッジ株式会社 8011101090269 非対面型のオンラインＷＥＢコンサルティングのサービス化

東京都 株式会社ＣＯＲＯＣＯＲＯ　ＬＡＢ 5010401150553 Ｗｅｂサイト上での新規顧客獲得

東京都 スリーナインコンサルティング株式会社 9180001123781 オンラインを活用したオフィシャルパートナー向け営業支援事業
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東京都 株式会社ラクセルインターナショナル 4240001051295 非対面で肌トラブルを解決するオンライン型エステサロン

東京都 株式会社ＹＵ　ＬＯＮＧ 1010401103259 テイクアウト事業の立ち上げとウェブサイトリニューアル

東京都 いろはにほねつぎいろはりきゅう院 － 超音波画像診断を用いた非対面での問診環境整備

東京都 株式会社カタチ 6011101081625 オンラインでも夢が叶うシェアハウス新規顧客開拓戦略

東京都 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ａｌｌｏｎｇｅ． － オンラインセルフエステレッスン事業開始の為のＨＰ改修

東京都 有限会社友路 8010602015924 自宅ちゃんこ鍋セットのネット通販を実現するＥＣサイト制作

東京都 株式会社ｉ－ｔｈｒｅｅ 4010001171744 来店無しで商品やサービスを最短で提供できるシステムの構築。

東京都 ソニック株式会社 1010601032910 Ｗｅｂサイト構築で新規顧客獲得とシステム開発による業務効率化

東京都 ロジエス － キュッシュレス決済＆置き配の非対面宅配サービス

東京都 株式会社Ｈａｎａｓｐｏ 6010001201235 コロナ禍におけるサッカー教室会員獲得の取り組み

東京都 Ｔｅｅｓ　Ｍｕｓｉｃ　Ｓｃｈｏｏｌ － ・ＨＰを活用し非対面型オンラインレッスンを周知する事業

東京都 株式会社セイエンタプライズ 6010001020866 卸売事業のＥＣ事業の開始による新規顧客取り込み

東京都 前畑圭杜 － 自宅を改装しオンライン講座・鑑定に切り替え、非対面化を進める

東京都 インダストロン株式会社 5010601045652 宅配ボックスの導入による競合差別化で物件入居率向上実現

東京都 株式会社プラスアルファ 3012401018798 オンラインによる非対面不妊相談と非接触温熱不妊治療の開始

東京都 合同会社Ｄ’ｓＬＩＦＥ 4011003010618 自宅でできるオンラインパーソナルトレーニング

東京都 有限会社中津商会 1012302002374 ご自宅にお届け。帽子の非対面型オーダーメイドシステムの構築

東京都 フォトスタジオ森 － 非対面型、カメラマンのいない新しい形のセルフ写真館。

東京都 株式会社ヴィーナスプロジェクト 8010401067068 ネットを利用した、独自の新商品開発、販売と新規顧客獲得

東京都 株式会社東京ヒュッテ 2010401108257 フォトスタジオ開業の改装工事と非対面型顧客対応の仕組み導入

東京都 ｍｉｕｎａｉｌ － セルフ脱毛機器・メニューの導入・新規集客のためのＷＥＢ改装

東京都 アトリエゼロ － フードプリンターを活用した新たなサービスで新規顧客の開拓

東京都 大貫利一税理士事務所 － 会計事務所のＩＴ投資による生産性の向上とテレワークの実現

東京都 有限会社ドリミング 1011502004305 展示スペースＷＥＢ予約に伴う非多面ビジネスを開始

東京都 株式会社海老民 3013201000995
ソーシャルディスタンスの確保と店内換気の改善、ｗｉｔｈコロナに向けたデリバ
リー

東京都 あけごろも － 自社ＨＰと通販サイトの構築による制作非対面型販促

東京都 株式会社萩原電気工業 7011101017297 延線工事ＷＥＢサイト構築とオンライン対応による販売促進

東京都 株式会社サミープロジェクト 2010001129199 オンライントレーニングやネットプロモーションでの新規会員獲得

東京都 ＷＨＩＴＥ　ＬＡＰＩＮ株式会社 9011401022409 安定仕入可能な新商品開発、自社サイトでの新規顧客獲得

東京都 こども食堂ＬＬＰ － 非対面型ビジネスモデルの転換　非接触型のこども食堂の開設

東京都 合同会社Ｆｅｌｉｃｅ 6012803001845 婚活事業を活かしたオンラインパーソナルトレーニングジムへの取り組み

東京都 一会 － 割烹・日本料理「一会」のオンライン販売促進プロジェクト

東京都 株式会社ＭＳ　ｐｌａｎｎｉｎｇ 9011001096976 オンライン面談の推進とホームページを活用した新規顧客開拓
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東京都 セラヴィ・オーラ株式会社 5010001150400 カウンセリングの非対面化により、施術見込み客を増加させる事業

東京都 株式会社岡田総研 5011001121580 非対面型管理システム導入によるパートナー連携強化と入居率向上

東京都 ＲＥＤ　ＬＥＭＯＮ － オリジナル商品の開発と感染予防のためのＥＣ販売の強化

東京都 株式会社Ｄ．Ｄ 3010001174780 対面営業型のビジネスから非対面型ビジネスへの転換

東京都 株式会社住吉・豊田通訳総合事務所 7011101076855 ウィズコロナ、ポストコロナに適応した観光ＥＣサイトの構築運営

東京都 株式会社フロンティアゲート 9010601035633 ホームページテンプレートプログラムの開発およびオンライン販売

東京都 本蓮沼りかばー鍼灸整骨院 － オンライン相談の導入と自社サイトの構築による集客の増強

東京都 ファシリティジャポン株式会社 2010001195191 ＷＥＢのバリアフリー化促進とＷＥＢ決済の導入のためのＨＰ作成

東京都 株式会社ヴァンク 4010001203398 オリジナルデザイングッズの販売とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 ＵＰ　ＷＯＲＬＤ株式会社 8010701034511 ＷＥＢでの集客／獲得を目的としたＬＰ制作による販路開拓

東京都 木村康子 － ホームページを使った非対面営業による新規顧客獲得

東京都 株式会社グレース 2010401145564 応募・登録、面接、研修などのすべての自動化・非対面型

東京都 株式会社セロリ 6010401078876 オンラインショップ導入およびサイト改修による販路拡大

東京都 Ｈａｉｒ　＆　Ｍａｋｅｕｐ　ＲＡＰＰＯＲＴ － ＨＰの全面改修による感染防止可視化と販路拡大

東京都 レストラン大剛 － 新規テイクアウト営業による顧客獲得

東京都 株式会社レボラテジー 2011701017998 電子ポイントサービスアプリの導入

東京都 ＥＴＨＯＳ株式会社 6010401118517 ソーシャルディスタンスを保った高齢者向けの加圧トレーニング

東京都 神道　呈命 － コロナに負けるな！ココロを元気にする救霊師の非対面型ケア事業

東京都 株式会社ハマノ 3011801011248
ＢｔｏＣ用ＥＣサイト及びＢｔｏＢ用自社サイトでのインターネット通じた新規顧客
獲得

東京都 株式会社ワンメイク 4011001097962 オンラインパーソナルトレーニングサービスの展開

東京都 株式会社ジャパントレード 4011201002615 当社の強み（ｍａｄｅ　ｉｎ　ｊａｐａｎ）を活用しネットを通じた新規顧客獲得

東京都 慶幸 － テイクアウト事業での新規顧客獲得

東京都 サンシティ接骨院 － 非接触型治療への移行と非接触型集客拡大のためのＨＰ

東京都 Ｍａｍａｋｏｍｏ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ合同会社 1011703002041 オンラインスクールへの転換とＷｅｂを利用した販路開拓

東京都 顔リズムサロン小石川 － オンラインエステの事業展開とＳＮＳを活用した新規顧客獲得への取組

東京都 株式会社振効舎 3011301013307 非対面ニーズに対応する賃貸住宅・顧客満足度向上事業

東京都 西荻窪きりん堂接骨院 － 腰痛解消セルフ整体トレーニング新設による販路開拓

東京都 きういてっく合同会社 3011103009536 ＥＣサイトを通じたキウイスムージーの広告販売システム構築

東京都 有限会社オフィス・フォー・フリーデザイン 9011002028177 ポートフォリオ・サイト構築による新規顧客の獲得強化

東京都 株式会社地方議会総合研究所 2011001095530 非対面式に対応するための地方議員向けセミナーのオンライン配信

東京都 株式会社ＪａｐａｎＡｓｓｅｔＭａｎａｇｅｍｅｎｔ 1010701034633 オンライン活用による、顧客密着型の資産運用支援サービスの展開

東京都 ＫＩＫＩ　ＰＡＲＬＯＵＲ － ホームページリニューアルと新規事業のプロモーション映像制作

東京都 １２ｔｗｅｌｖｅカイロプラクティック － 事業の一部オンライン化を行ない、コロナに負けない店舗経営へ
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東京都 カラーズ合同会社 9010403015412 ＷＥＢを活用した営業体制とオンライン研修ツールの開発で売上増

東京都 株式会社林原健３０７ＬＡＢ 2290801024142 クリアソルトのネット通販で非対面ビジネスよりコロナに勝つ

東京都 横山　まり － 「オンラインでのトレーニング提供」

東京都 呑み食い屋　わ － 感染リスク削減のための、店舗改修工事

東京都 株式会社Ｅｎｉｇｏｌ 9010001194071 オンラインでのバックオフィス代行サービス

東京都 Ｔｈｅ　Ｏｐｅｎｅｒ株式会社 8010401085961 ワインのＷｅｂ販売による販路拡大

東京都 ブシビューティー株式会社 8011001098528 オンライン及び出張によるネイルサービス提供

東京都 藤谷篤志 － 整体美容に特化したオンラインによるオーダーメイドストレッチ

東京都 株式会社ＥＬＩＭＩＮＡＴＯＲ 7011001054853 ＥＣシステム刷新により販売力を強化、および新規顧客獲得

東京都 インナービューティ － 婚活・カウンセリングサービスを動画化しＷＥＢ上でＰＲする事業

東京都 株式会社アライード 3011401020954 直接受託に向けた工法紹介コンテンツの拡充事業

東京都 スロハピ株式会社 2013301043689 ＳＮＳで集客し、ＺＯＯＭの非対面型セミナーを営業の起点に

東京都 株式会社サンドマーニプライズ 6010501031917 特殊トナープリンタ導入による新規顧客及び小ロット注文の獲得

東京都 ヒューマンライン株式会社 5011001050838 農業用ドローン販売に特化した非対面ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社ソプラ・インターナショナル 6010001066067 リモート営業研修導入とＷＥＢ媒体による地方顧客獲得

東京都 ＧＦＩ － コロナからの再生と医療用かつらリモートサポート

東京都 クッキングスタジオ　コンベルサッシオン － オンラインレシピアーカイブによる非対面型の料理菓子教室集客

東京都 株式会社彩　Ｒｅ 5012301012040 ＷＥＢ完結サービスの構築と国内・海外の新マーケットへの展開

東京都 株式会社セントラル 9010501033935 オンライン上におけるリハビリ体操（介護予防）の情報発信

東京都 ＥＡＲＴＨ　ＲＡＰＰＯＲＴ株式会社 1011001133332 パーソナルトレーニング受け放題　セルフエステし放題コース

東京都 世田谷総合整骨院 － スポーツ障害予防・対策オンライントレーニングによる販路開拓

東京都 株式会社創樹社 5010001116624 ブース設置による取材・オンライン会議の効率化

東京都 株式会社バレル 1013201016580 予約機能付きホームページ構築と新規ＥＣサイトの連動

東京都 株式会社レムトス 2011801005317 動画やチャットを主体とした非対面型ビジネスへの移行。

東京都 ７　ＤＩＣ　ＥＡＳＴ　ＤＥＳＩＧＮ　ＯＦＦＩＣＥ． － １着から作成可能なカジュアルウェアのＥＣパターンオーダー事業

東京都 株式会社順和商事 8010601048371 本気で学ぶ中国語オンライン教室事業

東京都 ＨＩＣＡＬＩＳＴＡ － セルフエステで、お客様満足度向上と非対面ビジネスモデル構築！

東京都 合同会社サンクフルアセットマネジメント 7012403003522 非対面型ビジネスモデルへの転換をテーマとした顧客獲得と業務体制構築

東京都 坂田智基 － 非対面でのトレーニング提供

東京都 マークエイト － オンラインで越境ＥＣビジネスコンサル講座を提供する

東京都 ディーアイイー株式会社 5011101083746 オンラインコーヒー教室とフルオーダー自家焙煎珈琲豆の販売

東京都 株式会社デフラグ 3011201014561 イベントを実施したい主催者向けオンライン無料相談

東京都 ＦＵＴＡＧＡＭＩｗｅｄｄｉｎｇ － 顧客ニーズに合わせた新事業（プランの販売・集客の為のＨＰ・Ｗｅｂ広告）
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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。

東京都 ＭＡＲＱＵＥＥＳ － 非対面で『オリジナルの世界観』を発信！新シルクスクリーン事業

東京都 アイテム株式会社 6011601000175 ＬＰガスシステムの非対面でのシステムサポート環境の構築

東京都 片桐　勝政（楽） － テイクアウト売上の拡大と家族づれが安心して利用できる店づくり

東京都 レ・ボヌール － 施術機器導入による、非接触型のエステメニューの開発と提供

東京都 株式会社ジェイ・エス・シー 1010701031648 ＺＯＯＭ活用による化粧品の実演販売及び海外展示会への出展

東京都 Ｍｏｃｃｉ　Ｂｅａｕｔｙ － オンラインサービスの拡充により、他店との差別化を図る

東京都 株式会社ドリームパスポート 1010001164890 リピート顧客獲得のためのＥＣサイトの構築

東京都 まる企画 － 脱都会！東京大島分所で島民の災害復旧と新規事業開拓へシフト

東京都 株式会社表面化工研究所 7010001076156 非多面の販売促進及び技術サポートを目的としたＨＰのリニュアル

東京都 株式会社ドットミール 6010401153539 理想の自分を目指す人をサポートする食品開発・ＥＣ販売

東京都 株式会社ＦＰマイスターホーム 4012301012223 非対面接客の周知のための新規ホームページと営業ツールの作成

東京都 田園調布カウンセリングオフィス － カウンセリングオフィスのクライアントカルテ化及びテレワーク環境整備

東京都 株式会社イーエムネットサービス 6021001047403 ネットを通じた環境関連届出書類の作成支援に伴う新規顧客獲得

東京都 クリーン － インターネット広告による新規顧客獲得方法のオンラインシフト化事業

東京都 株式会社ｓｈｕｎｙａ 2011001051698 ＥＣサイト刷新によるＷＥＢ販売と自宅内消費向けの商品販売強化

東京都 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＢｌｉｓｓ － ＬＩＮＥを使った予約＆相談システムと光脱毛の導入で販路開拓

東京都 ｆｏｓｓｅｔｔｅ － 「笑顔で生きる」お手伝いを行うフーレセラピーの認知度アップ！

東京都 株式会社アイト 2010001009491 印刷業者による新サービス開発と非対面型ビジネスモデル転換事業

東京都 株式会社ＳＡＴＯＭＩ　ＳＵＺＵＫＩ　ＴＯＫＹＯ 6010401108567 新規カードゲーム商品開発と自社商品のインターネットＰＲ

東京都 株式会社ウェルネスバンクス 7030001017447 完全非対面型オンライントレーニングと予約システム導入のＨＰ構築

東京都 株式会社ｃｏｏ．ｅｔ．ｆｕｕ 9011001092967 美容商材のネット販売、インスタ強化による集客、感染防止対策

東京都 株式会社アンビシャス 1011001053258 エステ事業からオンラインスクール事業へ転換し、非対面化強化

東京都 誠建築株式会社 6010801024769 オリジナル木工製品ＣＡＭＯＫＵオンラインショップの導入

東京都 アダプトイノベーション株式会社 8011101073918 ホームページリニューアルおよび非対面商談システムの導入

東京都 グッドナインルーツ － インターネット集客のオンライン教育ビジネスへ転換と販路開拓

東京都 株式会社ラスターワークス 6011001043007 ホームページ更新とリスティング広告による新規顧客開拓

東京都 合同会社オンデザイン 7010703004331 空き家データシステム「ＡＫＩＤＡＳ」での空き家流動化促進事業

東京都 株式会社ＡＩ建築都市計画事務所 5011101077715 自社で設計した耐震強度があるドッグハウスとベッドのネット販売

東京都 株式会社ｆｒｏｍＦａｍｉｌｙ 1010401135211 オンライン研修ツールを活用し、非対面化の研修モデルを構築する

東京都 プロジェクト株式会社 3030001120964 親子で安心して参加できるオンライン非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 一級建築士事務所リマジナデザイン － 新しい非対面型ビジネス展開及び伴うＥＣ戦略による販路開拓

東京都 ネオビズ株式会社 4010001209503 動画コンテンツおよび教材、さらに個別コンサルティングの提供

東京都 あむじ株式会社 2011001073825 ソフトウェア導入による非対面ビジネスへの転換
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東京都 株式会社アプト 8011401016650 ＺＯＯＭ等を活用し非対面型オンライン商談にて新規顧客の獲得

東京都 株式会社ＫＡＺＵ 4011601014648 【設備、医療機器改善・オンライン予約の整備による新規患者獲得】

東京都 株式会社バージョン 9010401023771 日本古来の息吹呼吸法で免疫を上げてコロナウイルスを撃退しよう

東京都 税理士法人矢崎会計事務所 7011605001838 感染防止対策を踏まえた顧問先のサポート体制整備と広報活動

東京都 有限会社カットインタイムイベ 5011402002306 ソーシャルディスタンスを考慮した来店頻度の安定化と新規顧客の獲得

東京都 株式会社ベクトルジャパン 8020001090873 ネット通販の本格的な取組みと売上拡大

東京都 株式会社イースト 7011001120102 オンライン型ビジネスモデルによる非対面式ライフプラン指導

東京都 アルテ芸術文化振興会株式会社 6010401099807 コロナ感染症対策で導入するビニール幕に映像を投影する演出方法

東京都 株式会社ルネール 5010001104538 感染症対策のための改装およびオンライン予約広報の強化事業

東京都 合同会社ｍａｎｏｍａｎｏ 5010603008582 自粛しているハンドメイド作家を救うためのオンライン店舗の提供

東京都 株式会社ワールドケアジャパン 2013301044480 ＤＩＹ工法の動画配信による空き家削減推進事業

東京都 株式会社ＩＫＵダイニング 5010001168005 テイクアウト事業による販路開拓と強化、感染拡大防止対策

東京都 株式会社ポラリスジャパン 8013301030921 日本観光旅行を非対面で提供するＷｅｂリニューアル事業

東京都 株式会社Ｍ‐ｂｅａｕｔｙ 5010501043970 ＥＣサイト開設による非対面型販路開拓事業

東京都 株式会社セブンコーポレーション 6011601003665
医療・介護向け停電時非常用バッテリーのオンライン販売による新規顧客獲
得計画

東京都 ブリッジポート株式会社 2010001181290 病理組織標本のデジタル画像化による遠隔病理診断の支援強化

東京都 株式会社ＩＮＳＩＧＨＴＡＣＣＥＳＳ 2010501027308 非対面型ビジネスモデル　セルフメンズ脱毛エステ

東京都 Ｌｕｃｅ － カラオケスナック「ルーチェ」が出す飲食デリバリー

東京都 Ｔ＆ＲＷｏｒｋＳ合同会社 7011403002724 「男性経営者向けのオンラインメイクアップ講座」事業

東京都 有限会社ＪＫナビゲート 8011202012312 新商品開発によるテイクアウトの販売強化事業

東京都 株式会社不二榮 4011301006276 設備強化による受注時の密を回避する事業、ネット販路開拓事業

東京都 株式会社えおと音響 7120001180921 コロナ禍でも在宅でより楽しめる新たなライブ配信方式！

東京都 株式会社ＧＲＡＮＬＢＥＲＯ 8010701035914 日本一のピッツァ職人監修による冷凍ピッツァの通販事業

東京都 株式会社ＢＡＴＥＬ 4020001106105 ＥＣ・予約アプリを作り非対面化によるビジネスモデルを構築する

東京都 ラヴィエベール麻布 － オンラインカウンセリングによる新規顧客の開拓

東京都 株式会社恒大 4011501018930 コロナ対策のためのオンライン販売及び店舗改装

東京都 株式会社モダンワールド 6010701037359 ネットを通じたテイクアウト販売による販路開拓及び新規顧客獲得

東京都 株式会社ビルオ 2011001108259 オンライン動画コンテンツによる集客・販売事業

東京都 株式会社Ｔｒｅｕｓ 6011001125028 ファッション小売事業、ネット販売による販売促進

東京都 グラン・ミルキーウェイ 9011002031957 インドエステが学べる！オンラインスクール開講

東京都 株式会社ストーリー 7010901027836 アナログからＷＥＢへ移行し、ＢｔｏＣ向けパーティー需要の獲得

東京都 有限会社小堀加工所 3011802002931 曲面フルカラー印刷の開発とＨＰに見積・発注機能を追加して拡販

東京都 株式会社ＫＥＡ工房 6010401046791 ネットを通じた新規顧客獲得と出張試着会による新たな販路開拓
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東京都 川成株式会社 4010001193037 オンラインショップの構築とＨＰの作成を通じた集客の強化

東京都 株式会社北井企画 6011501011883 現代美術作品・オンラインギャラリーの構築について

東京都 株式会社Ｋ－ＳＴＹＬＥ 6010001122209 サロン専売品のネット通販開始と専用ＨＰの作成事業

東京都 ｋｕｒａｂｅｎａ － オープンデータ販売ポータルサイト

東京都 株式会社トータルプランニング 4020001076389 オンライン投資スクール講座の普及プロジェクト

東京都 株式会社グランドロジック 9011501023050 コスプレオンラインバーの販路開拓

東京都 らくらく鍼灸指圧治療院 － 「おうちでお灸」～非対面型配信＋セルフケアサービスの広報

東京都 ａｖＦＬ（アベフル） － オンライン指導が自宅・教室を自由選択し受講できるクラスの実現

東京都 株式会社ポリヘドロンコンサルティング 3011001117291 非対面での不動産売却のニーズを掘り起こしと効率的な買取事業

東京都
株式会社大和プロパティ・コンサルティン
グ

2010801027577 ＳＮＳ活用で集客に困らないシステムを構築した売上ＵＰの戦略

東京都 株式会社ＭＯＴＩＦ 7120001162936 誰もが幸せを享受できる新規ＥＣサイト導入によるカーシェア事業

東京都 シトラスジャパン株式会社 1010001126461 営業エリア拡大および全社テレワーク化による販路開拓プロジェクト

東京都 有限会社リュウトレーディング 9010602021376 お客様との非接触による感染防止及びシステム導入による経営の効率化

東京都 株式会社クライオ 6011101043658 非対面カウンセリングの導入と非接触サービスの普及

東京都 株式会社ミトマ 8010701036904 笑顔力向上のためのオリジナル商品と個人レッスンＷｅｂでの展開

東京都 株式会社ＪＡＮＥ　ＰＲＯＤＵＣＴＳ 3010001197294 ＥＣ事業開始による新規顧客獲得

東京都 株式会社ワトム 2010001089113 ＥＣサイトを活用したオリジナル厚紙ＶＲゴーグル等の販路拡大事業

東京都
ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー飯田橋駅
前教室

－ コロナ対策、オンライン教室への転換

東京都 株式会社ＮＮＧ 9011701015681 歯科医の非対面化対応策のオウンドメディア運営とシステム販促

東京都 株式会社ＡＭＢヒトラボ 7010001201102 オンラインセミナーの自社ウェブサイトへのシステム構築及び販促

東京都 手づくり惣菜　たまくら － 新規路面ショーケースの導入による非入店販売と認知度の向上

東京都 株式会社やましたグリーン 7010101010262 これからの時代に植物の癒しを安心してお届けする非対面ツール

東京都 株式会社アージュ 9010801016706 「リモート展示会、ヴァーチャルショールーム」事業

東京都 株式会社スペースマニア 9011001048795 渋谷ライブハウス・パーティースペースの非対面型事業への転換

東京都 有限会社デノボストラクチャー 9011002029076 ＥＣショップ開設による販路拡大施策

東京都 ラポール整体院 － 若年女性層に向けた便秘解消オンラインサポート事業で新規展開

東京都 有限会社とん吉 7013202004505 地域密着型のテイクアウトと新しい看板設置による宣伝と販売強化

東京都 ビリード株式会社 1011001098831 新商品開発による動画及びオンラインによるセルフケアの販売事業

東京都 Ｇ．Ｐ．ＦＬＡＧ株式会社 7012401023415 サービスをオンライン化し新規販路開拓戦略の活路に！

東京都 風来坊株式会社 2010501029816 コロナでも売上を下げない！オンラインビジネスコーチ

東京都 レベルアップスポーツ株式会社 5011101059894 サブスクリプション型のオンラインスポーツ指導！

東京都 合同会社Ｐｕｒａ　Ｖｉｄａ 5010003031763 オンライン調査・診断実施及びオンライン動画による情報提供

東京都 有限会社薮食品 6010002053700 築地・勝どきエリアのデリバリー販売事業
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東京都 ギャラリーＤ＆Ｓ － 非対面型オンラインギャラリー開設への取組

東京都 有限会社マミーズ 5010002044840 日持ちのする新商品開発及びネット販売拡充による新規顧客獲得

東京都 株式会社ｒ－ｆｒａｎｔｉｃ 7010001121993 自社缶詰めネット販売を強化し新たな顧客層獲得を実現

東京都 株式会社貴栄商事 1010001041792 非対面ビジネスモデル（ネット販売）での拡販と売上構造改革

東京都 有限会社ゴールドラッシュフードサービス 4010002034990 安心して来店頂ける空間イメージを非対面でもお届けする取組み

東京都 株式会社Ｇｌｏｒｉａ 2011001124289 テイクアウト用新商品の販売スペース設置による販売強化事業

東京都 ＳＨＩＭＡＤＡＮＴＩＱＵＥＳ － 新商品の内製化と海外市場を含めたネット販売の展開

東京都 江古田プランニング株式会社 5011601022757 地元商店と連動したオンライン集客による不動産仲介及び相続支援サービス

東京都 株式会社コンフィール５３ 9020001105795 チャット機能付き予約ｗｅｂサイト（リニューアル）

東京都 Ｃｏｃｏｌｅ　パニーノとサルーミ － 専用機導入による専門性・生産性の強化とＷＥＢ受付による効率化

東京都 Ｋｕｎｊｕ合同会社 2010003032574 おもてなしの心で日本と韓国、世界を繋ぐ韓国・海外製品の輸入業

東京都 メゾンセルクル － 完全リモートによる個人向けＩＴサポート事業の開発

東京都 株式会社ＤＩＯ 6011101090205 婚活ビデオレッスンによるマッチングアプリ展開事業

東京都 株式会社ラポート 7010001144235 婚活マッチングアプリを活用した非対面型ビジネスモデルの確立

東京都
ジャパン・カルチャーコミュニケーション株
式会社

7010001154936 ホームページ導入による国内旅行拡販と完全非対面型営業の確立

東京都 ｂｏｎｈｅｕｒ － セルフマッサージ機器を活用した非対面エステによる集客

東京都 株式会社アドファンス・ラボ 4010801025694 企業研修サービスの非対面化と新たな研修開発による販路開拓

東京都 株式会社令和マネジメント 3010001206030 非対面型営業を可能とするウェブサイト構築による売上拡大事業

東京都 ふくき接骨院 － 非対面下での超音波画像診断を用いた説明による販路開拓

東京都 有限会社根本製菓 8010602013738 賞味期限の長い新商品開発によるネット通販の拡大

東京都 英国式リフレクソロジーサロンＰＯＮＴＥ － オンライン授業で新規顧客獲得事業

東京都 株式会社ビルド 7010901022358 バンドＴシャツ制作部門の立ち上げによる新たな収入源の確保

東京都 Ｒｅ；ａｐａｒｔｍｅｎｔ（リ・アパートメント） － 非接触型の施術スタイルの導入と新規顧客開拓

東京都 有限会社精工パッキング 3011802004275 ウィズコロナ、情報の発信法を変え事業発展させる取組み

東京都 ｅｙｅ写真事務所 － リモート撮影で作り上げる「コロナに負けない思い出写真」事業

東京都
フィロソフィアコーヒーロースター合同会
社

1024030028026
コロナ対策を施したコーヒー飲料の提供施設設置とライブ配信によるネットの
コーヒー豆販売の強化

東京都 ニューマックス東京株式会社 8010401122244 オンラインを活用した中小企業向けマーケティングサービス事業

東京都 株式会社Ｊ．Ｄ．ＣＲＯＳＳ 8010401103822 ＥＣサイトによる個人顧客の開拓と売上拡充

東京都 有限会社服部整骨院 5012402005380 コロナ禍でも安心　非対面型自動釣り銭機付レジの導入事業

東京都 合同会社ＥＬＧＯ 6011703002508 搬入現場の困ったを解決するシミュレーションアプリの販路開拓！

東京都 ＶＩＣＴＯＲＩＡ株式会社 6290801021235 レンタル式セルフエステサービス導入による非対面型の実現

東京都 アークプラス株式会社 5011301020391 日曜大工好きのお客様の心を掴む、ＤＩＹリノベーションの展開

東京都 Ｌａ　Ｔｉｄａ － カフェで少人数、テイクアウトで近隣住民の新規顧客開拓
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東京都 有限会社サンシャインストリート 7013302019717 非対面型運動療法による疼痛改善【リモフィット（仮）】の展開

東京都 株式会社グローバルショップス 9013301022785 カタログ商品撮影と制作・ＥＣサイト商品撮影と制作の受注獲得

東京都 株式会社花研 2013301028624 お店の味をそのままお届け！ラーメンＥＣ通販サイトの再構築

東京都 株式会社ＦＯＯＤ　ＳＴＯＲＹ　ＰＲＯＪＥＣＴ 9011001136468 定期購入型通販用新商品開発と新規顧客獲得のためのネット環境整備

東京都 ａｔｅｌｉｅｒｓ　ｌａ　ｒｕｃｈｅ － 天然石加工品の生産開発とＥＣ販売での新規顧客獲得

東京都 らいふＬＡＢＯ株式会社 1011001125858 珊瑚の骨盤調整・輪郭調整オンラインサポートプログラムの開発

東京都 ジユウラボ株式会社 7010701029586 非対面営業のためのウェブサイトコンテンツ強化

東京都 株式会社吉悦商店 7010001059929 非対面処理を可能にする新バックオフィスシステム「マッチン」の導入

東京都 株式会社ユニオンサウンドシステム 4011801036095 自社製品の開発及びＥＣサイト制作による非対面ビジネスへの転向

東京都 アートブレイン株式会社 5013301013805 店舗とオンラインの両方で非対面化し部屋探しを

東京都 Ｔｒｕｅ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ － 子育てママ専門オンラインコーチングコースの開発・販路開拓

東京都 株式会社ＰＣＣ 9330001022159 高校生に特化した、定期テスト対策専門型のオンライン予備校事業

東京都 岡本　奈緒子 － ＷＥＢや動画による非対面化でスポーツ栄養士の売上アップを図る

東京都 ｔａａｃｈｉ － 新施術とＥＣサイトによる安心安全な目元ケアサロンづくり

東京都 株式会社ＲｅＳｔａｒｔ 3011101090380 集客システム構築を含むオンラインダイエットコースの立ち上げ

東京都 株式会社ヒューマン・リスペクト 9010001112446 Ｅラーニング講座、オンラインライブ講座等の開発と拡販

東京都 スダシャポー － 帽子の学校としてのオンライン化計画による新規顧客の獲得

東京都 株式会社Ｔｈｅ　ＭＯＴ　Ｃｏｍｐａｎｙ 8010901033503 工場見学を動画化！オンライン工場見学による非対面型営業の実現

東京都 Ｔｈａｎｋｓ　ｔｏ　ｙｏｕ － ＩＴツール導入による非対面、非接触による集客と販売促進

東京都 ＧｒｅｅｎＬａｂｅｌ合同会社 7010903002333 ＨＰ刷新とオンラインセミナー実施等のコミュニティの収益事業化

東京都 株式会社ワカホ 9011101032484 遺族の安全な環境と非対面の情報提供、相談業務遂行への設備対策

東京都 丸嘉伊藤商事株式会社 4440001002237 店舗商品のテイクアウト化とＥＣサイト活用による販路拡大

東京都 ｇｒａｂ　ａｎｄ　ｇｏ　ｇｏｏｄｉｅｓ － テイクアウト・デリバリー専門店オープンによる非対面販売の推進

東京都 株式会社ｂａｒｕｂｏｒａ 5010901043554 マスターのキャラクターを活かしたオンラインＢＡＲ　ＡＣＥ’Ｓ

東京都 有限会社オン・ボード 4010802020447 『国内生産の模索・検討と海外市場・法人顧客の新規開拓』

東京都 株式会社元晴建設 9011701018305 非対面による見積りシステム開発によるネットを通じた顧客の獲得

東京都 有限会社伊沢クリーニング商会 7010002007366 非対面による業務システムの構築と当店ブランドの広報・広告活動

東京都 有限会社フューチャースペース 3010002035817 急速凍結庫導入による「おうちイタリアン」商品の開発・販売

東京都 株式会社ＭｏｏｎＧａｔｅ 8430002040002 オンライン話し方アドバイザー養成講座の開発・販路開拓

東京都 株式会社ウルトラエイト 5010001208149 パーティープロデュース事業の活性化と非対面プロモーションの実現

東京都 ＢＴＩジャパン株式会社 7010001194932
ＢＴＩ　ＪＡＰＡＮ新世代マーケティングプロジェクト：時空間的な効率化を可能と
した、新世代ＷＥＢセミナー戦略の立案

東京都 株式会社ラウンドＧ 9011001048614 法人向け弁当のテイクアウト事業！

東京都 ３Ｌ株式会社 4010601047360 美味しいカフェメニューのテイクアウトとデリバリー
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東京都 株式会社ＹＦＨ 8011801020624 完全個室化の安全安心アピールにより新規顧客を獲得

東京都 有限会社深谷恭商店 1010402036664 ＩＴ活用の新業態居酒屋イノベーションプロジェクトの実施事業

東京都 コモラーナ株式会社 1013201002143 強みを活かした非対面営業化と社内業務共有ツールの導入

東京都 株式会社トレコンホクト 8011801010591 持続的な非対面での新規顧客獲得と従業員の生産向上の働き方改革

東京都 株式会社ＥＩＤ 6011601019249 巻き爪治療の非対面・非接触化の為の、最新足裏測定機導入

東京都 有限会社ウィルカンパニー 6201060203398 配信ライブへ向けての新たなライブハウスの形作り

東京都 株式会社タイド 1011001051451 「Ｈｅｒｂｅａｎ’ｓ」の宅配注文事業

東京都 有限会社デジパーク 1012402007166 ｗｉｔｈコロナ時代を生き抜き、攻める学習塾モデル構築事業

東京都 株式会社オーセント 3011001004713 手づくり革製品ショップ“浅草職人工房”のネット販売促進事業

東京都 麺屋上々 － テイクアウト事業展開と、安心して来店できる店内づくり

東京都 株式会社百一薬品 9010001201463 非対面型の接客モデルの確立とオンライン相談対応の開始

東京都 株式会社マリッジステーション 6010601051897 オンラインサービス拡充で新規顧客の獲得事業

東京都 株式会社トリニティーホーム 6021001045654 非接触型営業へのデジタルシフトと認知度アップによる販路拡大

東京都 Ｔｏｍｏｍｉ’ｓ － オンライン商談による販路拡充とコンサバトリーショールーム内覧体験

東京都 本間綜合法律事務所 － オンラインで完結する法律相談システムの構築

東京都 フェリコ株式会社 5010701031627 肌質改善サプリメントのネット販売を開始し売上の回復を実現する

東京都 株式会社ＲｅａｄｙＴｏＬａｄｙ　Ｌａ　Ｒｅｉｎｅ 4010401131348 『未来型結婚式』を提案する！独自ＥＣサイトの構築事業

東京都 アイスタイル株式会社 5011301018915 ＢｔｏＢ－ＥＣ化を図ることで業務効率の改善を図る

東京都 韓国家庭料理　花梨 － 少人数客向けの店内整備とテイクアウト商品強化で新規顧客獲得

東京都 ＨＡＩＲ　ＬＵＣＫＹ － 感染症対策を踏まえた新しいバーバーサロンへの店舗イメージ刷新

東京都 株式会社ＬＥＳ　ＶＯＵＳ 1010401135566 婚礼業界の人材育成に寄与する非対面型オンラインレッスンの導入

東京都 株式会社ワシントンビル 3011001024678 急速冷凍技術導入による本格広東料理オンライン販売

東京都 株式会社サン・フーズ 7110001010583 販路拡大のためのテイクアウト・デリバリー商品開発事業

東京都 株式会社ＫＡＺＥ＆Ｃｏ． 4340001017575 非対面ビジネスへの展開で人々の健康促進を！

東京都 株式会社コンジ＆パッジ 7010601050725 『事業名：ＳＮＳを利用してネット販売の強化』

東京都 青山国際株式会社 5010401032143 オンライン／学習サポートアプリの整備と学生募集国販路開拓

東京都 トライベクトル株式会社 2011001048595 テレワーク環境を整備し緊急事態にも対応可能な社内体制を構築！

東京都 株式会社弁天 7011001134399 インターネットを活用した集客手段への転換

東京都 Ｙｏｕｎｇ（ヤング） － ヴィンテージに特化したＥＣサイトの導入と非対面型の店舗作り

東京都 つけ蕎麦　わびすけ － 「おうちでわび蕎麦」わびすけ人気蕎麦のネット販売

東京都 三浦　紘史 － ＷＥＢページ活用による募集範囲拡大とオンラインイベントの開催

東京都 ラ・ジョイア株式会社 7010401031108 ＨＰ立ち上げ非対面ＥＣ販売＆オンラインによりデザイン提案

東京都 株式会社Ｇｏｏｄｚ 7011801032505 誰でも簡単オーダー！オリジナルデザインストアシステムの開発
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東京都 ＭＪＩホールディングス株式会社 1020001114226 ミャンマーショッピングサイト「ＪＡＰＡＮ　ＢＲＡＮＤ」の開発

東京都 株式会社アドヴァンスメント・パートナーズ 8011701014263 感染リスクを下げながら魅力を伝えるＨＰとＥＣサイトの開設

東京都 株式会社ビデオマッチング 9010401139634 魅力的なＬＰで受注効率と売上向上戦略

東京都 有限会社クリエイトサロンケインズ 9011402002896 地域住民が安心して来店できる新しい美容院への転換

東京都 ふるとり － 土鍋ご飯のテイクアウト販売拡充と通販販売による新規開拓

東京都 有限会社アールコーポレーション 7011502016039 ハクアのプラスチック代替利用開発とネット販売による販路開拓

東京都 株式会社レジット 6012401029859 非対面型店舗による近隣生活者が安心して日常使いできるお店作り

東京都 旅食ダイニングＪｏｕｒｎｅｙ×Ｊｏｕｒｎｅｙ － 世界各国のカレーのレトルト化及びＥＣ販売事業

東京都 本駒けいようマッサージ室 － セルフケア用品のネット販売と、フットケアサービスの開拓

東京都 株式会社協栄医科工業 7010601009606 ＥＣサイト構築による通信販売の開始と自社ブランドの確立

東京都 株式会社新屋 2010801024244 コンビネーション刺激装置による非接触型施術事業

東京都 佐々木企画合同会社 1011703002248 非対面型ＷＥＢマーケティング顧問サービスの構築

東京都 株式会社フラワーヒルズ 8010501035346 非対面型肌エステセルフサービスの展開

東京都 三省堂実業株式会社 5010601037740 ・ＩＨ製品、ＩＨ自動餃子焼き機開発及び販売

東京都 ＳＴＡＲ　ＭＩＮＤ － 非対面型ビジネスのＥＣサイトの店舗設立及び運営

東京都 株式会社ケミスラボ 1010001155452 ＳＮＳや動画、宣伝ツールを用いた非対面ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社太陽堂 2011601019624 地域密着治療院のオンライン診療導入とオンラインスクールの開催

東京都 株式会社ユーバ 9010401003248 消費者に直接商品を販売するためのホームページ作成事業

東京都 ｍａｍｕ（マムー） － ステイホームで利用できる安心、安全な美容室

東京都 株式会社萬亮 7010401141195 デリバリーサービスによる非対面での飲食事業拡大

東京都 ＨｉｇｈＡｌｔｉｔｕｄｅＭａｎａｇｅｍｅｎｔ株式会社 1010901038979 非対面のオンラインマーケティングによるブランド確立と出店拡大

東京都 株式会社レスティ 4010401084835 オンラインスクール事業と通販の取組みによる非対面ビジネス確立

東京都 株式会社テラスサイド 1010401144006 自社上演演劇のネット配信と料金収納の非対面化システム構築

東京都
ゴールデンウェイエレクトロニクスジャパ
ン株式会社

7010001161528 省エネ照明と植物育成照明の新製品開発とその成果物の市場ＰＲ

東京都 テルポリート － コロナに負けない店舗強靭化計画

東京都 ＳｐｉｃｅＢａｌｌｏｏｎ － オンラインバルーンショップ開設による新規顧客獲得

東京都 株式会社長峰マネジメントオフィス 9010001136305 非対面型の不動産管理とコンサルティング事業

東京都 そうくる株式会社 2010001200141 「そうくるコーディネーター」をオンラインで育成する事業

東京都 ビジネス能力開発株式会社 8011001050538 学習型ソフト「ＡＩ　ｆｏｒ　マネージャー」でコンサルタントの非対面化

東京都 パーソナルサロンソアヴィ － 個室美容室の特徴を出した新規集客用広告作成と飛沫感染への対策

東京都 株式会社ブロス 2010601049235 Ｗｅｂサイトリニューアルを通じての非対面型営業の実現

東京都 株式会社ダク・エンタープライズ 8010401016917 新規顧客獲得のための非対面での営業ＩＴ化事業

東京都 株式会社グリーンジャケット 1011001104135 ＷＥＢレッスン・ＥＣ販売の実施とホームページのリニューアル
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東京都 株式会社Ｒｅ・蘇 3060001023396 非対面型サンプル配布による新規顧客の獲得

東京都 株式会社サファリ・マーケット 4013301030058 ネットを使った非対面営業化と販路拡大

東京都 株式会社ムジカマニフィカ 8011301024092 いつでも安心安全のオンラインによる音楽レッスンの導入

東京都 株式会社児玉総合情報事務所 8011201011678 探偵養成、ストーカー対策等各種コンテンツのオンライン化事業

東京都 森島鍼灸接骨院 － 新規ホームページ開設・非対面ネット予約・物販収益拡大・院改装

東京都 まんまぱん － ５年先を見据えた、新たな販売方法と新たな商品

東京都 マカヴォイ　あゆ里 － オンライン研修・セミナーを実施！独自で企業／個人を集客！

東京都 有限会社ワイ・ケイ・プロジェクト 1011302009801 「オンラインによるメイクアップレッスンと動画による魅力発信」

東京都 ブルーステージ合同会社 6010503005539 非対面強化における自社ＨＰ設置とチラシ配布による新規顧客獲得

東京都 有限会社内海呉服店 2010902002058 オンラインきものなんでも無料相談

東京都 株式会社テーブルカンパニー 5011001057338 日本一の品揃えを誇る美吉野醸造【花巴】のＥＣ事業

東京都 株式会社ｄｏｋｉ　ｄｏｋｉ 9010901046149
老舗酒蔵の日本酒を使用したお菓子の新規開発とネットを通じた新規顧客獲
得

東京都 株式会社ウエムラデザイン 1011101080152 出店計画支援等のオンライン企画設計サービス構築事業

東京都 Ｎａｔｕｒａｌｅａｒｔｈ － ネット向けの新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社スウィートマカロン 3011101013556 オンライン花嫁教室の開講、およびオンライン花嫁サポート

東京都 有限会社ピノサリーチェ 7011202010894 通販事業の環境整備およびテイクアウトを含めた販路拡大策

東京都 株式会社トップアスリート 3010401094505 妊活指導と不妊専門鍼灸師養成塾のオンライン提供に係る環境構築

東京都 リプロテック株式会社 2011301021632 クラウドサービスを活用した非対面式施工管理プロジェクト

東京都 どらんち。 － 安心して歌える！使い捨てマイク用シールドの開発・販路開拓

東京都 ｙｏｃｋｄｅｓｉｇｎ － ★歴史グラフィックブラントのネット展開による新規顧客の獲得

東京都 ヴィオレッタ － お店の味を家庭や職場で味わえる様テイクアウトによる販路拡大。

東京都 Ｙ＆Ｍ　ＤＡＮＣＥ　ＬＡＢ － オンラインレッスン強化と動画配信で顧客拡大

東京都 株式会社バイオジェニックス総研 5030001107571 新商品の開発を軸とする通販サイトの立ち上げと集客活動

東京都 プランニングフォルテ － コミュニケーション講座をＷＥＢで提供する販路開拓事業

東京都 有限会社ケイズインテリア 9010502018191 お任せリフォーム販売に伴うＨＰ作成・オンライン決済の導入

東京都 おにわか － 国産の材料を活かした新商品開発とＥＣサイトを活用した新規顧客獲得

東京都 中元寺 － 店舗の新規ＷＥＢサイト制作によるネットを通じた新規顧客の獲得

東京都 株式会社ＳＨＩＰ　ＯＮＥ　ＣＲＥＡＴＥ 4010401142931 インターネットを利用した新規販路開拓とブランディング

東京都 株式会社ダイナマークス 7010901032539 新規販路拡大と継続売上のためのＨＰ改修と商品力アップ

東京都 有限会社プレンダ・ミア 8010802012820 更なる感染拡大防止と売上の回復

東京都 合同会社悠々舎 5012703001434 薬膳をベースにした独自商品の開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社ＩＰシンフォニー 3010001128241 リアルイベント事業から非対面型オンラインイベント事業への転換

東京都 株式会社ＩＳＴＡＮＤ 6010601058018 Ｗｅｂページと動画配信を用いたリモート営業による新顧客獲得
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東京都 有限会社ケー・ウィッシュ 1011202000018 非対面での指導及び情報提供と診断ツールによる集客強化

東京都 有限会社ハマモト 1011202004860 セルフトレーニングオンライン産後・骨盤矯正教室による販路開拓

東京都 共感マネジメント － 弁護士事務所に特化した非対面型「共感マネジメント」事業

東京都 大野内装 － 非対面水回りリフォームパックの販売

東京都 エステ＆カレッジトロピカ － オンラインエステティシャン養成スクールの開発によるコロナ対策

東京都 永霞商事合同会社 4011703002071 持ち帰り餃子での販路開拓

東京都 あらかわ画廊 － ＨＰをリニューアルし、自社ＥＣサイトの構築。

東京都
特定非営利活動法人国際芸術家セン
ター

5010905001657 新規のネットイベント企画を活かす新ＷＥＢサイトの制作

東京都 吉兆屋 － ＨＰの刷新、観光案内の工夫と販路開拓で、新規顧客の獲得

東京都 株式会社ＩＯＬＹ 1010901044309 オンラインレッスンによる非対面化とＨＰを活用した新規顧客開拓

東京都 株式会社エスペラント 7010501043143 非対面型ＥＭＳサービスによる販路開拓

東京都 株式会社ディスカバリー 6011201016613 不用品買取のオンライン査定の取り組み

東京都 石野裕之税理士事務所 － ファーストコンタクト用の非対面型化ＨＰ作成

東京都 大塚　篤史 － ドラマーによるレコーディングやレッスンのオンライン化

東京都 株式会社テーケーケー 5010801007485 ＶＰＮ●機能付サーバシステム導入によるテレワーク環境整備

東京都 ｔｕｕｌｉ（トゥーリ） － サーモグラフィの研究開発及び販路開拓用サイトの制作

東京都 ダンスウェーブ － オンラインダンス事業開始と練習用ウェアの自社開発

東京都 丸善塗装工業株式会社 8011601006385 クラウド型受注管理システム導入による生産性向上

東京都 株式会社ＢＭＳ　ＪＡＰＡＮ 8011001121438 インプラントのＨＰ兼ＥＣサイトの構築による売上拡大

東京都 株式会社ジョイフル 1010501022044 旅行業の人脈をいかしたＥＣサイト構築

東京都 株式会社ギフト 2011101063412
自宅で顔が上がるフェイスアップデザインＥＣサイト構築（【Ｂ】非対面ビジネ
ス）

東京都 合同会社Ｌｕｎａ 7012403004173 お客様の隙間時間に通話接待サービス

東京都 ＣｏｃｏＲｏｃｏｃｏ － オンラインで楽しむプレミアム・アンティークマーケット

東京都 合同会社ｇｌｏｗ 2012403004186 当社認定エステティシャンの育成とネット販売

東京都 株式会社山正 6011001094908 「寿司コースのテイクアウトによる売上補完と顧客の裾野拡大」

東京都 細谷観光農園 － ブルーベリー観光農園として新たな販路開拓を

東京都 整体師　市川　真也 － 健康促進のための無料動画作成とオンラインレッスン事業

東京都 有限会社翼工芸社 3011802024356 木のオーダーメイド家具の事業立ち上げとネットによる販路開拓

東京都 株式会社あおばホリスティック 4011801030107 非対面型健康予防サービスの展開による新規顧客開拓

東京都 藤野淳コンサルティング合同会社 4021003004222 研修・講座のオンライン化及び非対面型販促のためのＨＰ制作

東京都 東海ドア株式会社 3010001141814 ＢｔｏＣ市場を非対面・非接触で開拓する為のＥＣサイト構築

東京都 麺りあん － 非対面チャネルによる売上の確保とファミリー層顧客の獲得

東京都 ｋｏｋｉｌｉｋｏ － 家庭のご飯を美味しくする。瓶詰調味料の通販事業
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東京都 株式会社ＣＮＢ研究所 2010001177272 新サプリメントの試作品開発とＨＰ制作による販路開拓

東京都 稲垣原志 － テレワーク用スペースの環境整備で利便性向上

東京都 株式会社ＳＡＶＥＦＵＮ 9011001123326 コロナ禍で需要が高い、オリジナル商品開発による新たな販路開拓

東京都 株式会社アットモアーズ 9010601032944 【非接触型デイリーセルフケア事業】

東京都 株式会社ＢＩＲＴＨＯＦＳＭＩＬＥ 9011101066301 スイーツのテイクアウト・通販強化およびオンライン教室の開始

東京都 茶話益田屋合同会社 6011103009698 ＩＴ技術を活用した非対面型ネットビジネスの構築。

東京都 深見友紀子ミュージック・ラボ － リモートレッスンシステムの充実と音楽教室内ディスタンスの実現

東京都 柏フーズ － コロナに負けるな、キッチンカーの導入で事業継続

東京都 株式会社ニューヨー 6010001064236 ホームページリニューアルによる商品紹介と販路拡大の取り組み

東京都 ＲＨトラスト株式会社 2010901037484 非対面による宅配査定及び宅配買取りサービスの提供

東京都 ＮｅｗＣａｖｅｎｄｉｓｈ － フラワーアレンジメント事業の新商品開発及び非対面販路開拓

東京都 株式会社ＧＯＴＯＭＡＲＫＥＴ 9011001132310 自社ＷｅｂメディアのＷｅｂ広告と記事・機能拡充による販路開拓

東京都 株式会社ハレ 6010401139133 訪問看護サービスのコロナ感染対策ＰＲ・販売促進の実施

東京都 有限会社カウンセリングオフィス・ヒロ 8010402031337 メンタルヘルスカウンセリングのオンライン化のための取り組み

東京都 株式会社輝 4013301028003 ボクシング動画のオンライン販売及びＷｅｂ広告等による販路開拓

東京都 ＧＯＬＤＢＡＣＫ － ホームページの改修による販路拡大と非対面サービスの強化

東京都 田島綜合法律事務所 － オンライン法律相談のＨＰ制作、ＳＮＳ配信による中国案件の獲得

東京都 ＮｅｗＣａｖｅｎｄｉｓｈＢｒｉｄａｌ － 着付け師養成＆婚活支援部門のオンラインスクール開講

東京都 株式会社エルパ 2010401083384 新しい顧客層への非対面型音楽レッスンプログラムの開発と販促

東京都 株式会社美淑 2601091026129 「中食」需要対応の商品開発、ＥＣ販売等の通販システムの導入！

東京都 ワーキングベアー － 会員サイトの制作による非対面のオンラインマネー講座の開催

東京都 小料理紫音 － 人気のおばんざいのネット販売とＷＥＢを活用した認知度の向上

東京都 株式会社ＥＳＣＲＩＢＡ 2010501042570 屋外テラス席の拡張、防寒対策で安心空間での新しい外食の場の提案

東京都 株式会社結の心 7012301010389 非対面型地域高齢者事業の周知を図るホームページ構築と販路開拓

東京都 株式会社雪月花 9010701034064 の非対面型販路拡大事業

東京都 株式会社奏クリエイト 2010001137409 士業や専門家をコアターゲットにした動画作成サービス

東京都 ル・ボン・ヴィヴァン 1010002004708 贈答品需要開拓のための認定菓子デザイン改良とＥＣサイト構築

東京都 株式会社半蔵 8010401088816 整体スクールの動画販売及びオンライン講義による受講者の獲得

東京都 有限会社アン・ピアンス 9012402020343 オンラインカウンセリングと通販により美容室の経営強化を図る

東京都 株式会社なりきよ 8020001099122 テイクアウト及びオンライン販売用ページ制作等による販路開拓

東京都 パルパル － テイクアウト販売を増やすための情報発信および製品強化

東京都 行政書士渡辺政子事務所 － 対日投資家向けＷＥＢセミナー等によるＶＩＳＡサポート事業

東京都 有限会社ナック技研 8010002004429 抗ウィルスコーティング剤「ＶＳ」のＥＣ販売
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東京都 株式会社ビジネスリサーチラボ 7011001071023 人事の専門家でなくても理解しやすいホームページによる販路開拓

東京都 株式会社５８ホールディングス 8010401151549 健康志向型高級食パンの自社製造／販売モデルへの転換

東京都 池谷雅夫 － エンタメ業界のルートを活用した動画配信事業の立ち上げ

東京都 ＤＥＸＣＡ株式会社 7010901040772 対面法人営業からインターネット動画マーケティングへの転換

東京都 株式会社杉山会計事務所 4011001052868 テレワークの実効性を高めるＩＰ電話販売活動

東京都 岐阜精器工業株式会社 1010801003050 非対面により商談できる体制の構築と新たな製品分野への販路拡大

東京都 株式会社ＩＬＧ 9011101062028 リモートＳＥＳのＨＰ、Ｗｅｂ広告等による販路開拓

東京都 株式会社Ｊｉｎｅ 1010001143507 オンライン教室の開催とＨＰ改修及びＷＥＢ広告等による販路開拓

東京都 青山赤坂会計事務所 － コロナに負けない・負けさせない税理士事務所

東京都 株式会社ＣＩＲＣＵＬＯ 5010701037640 非対面オンライン相談とＨＰ・広告による販路開拓

東京都 ビジネスアシストパートナ株式会社 9010901040127 企業向けオンライン研修と個人向け学習サイトによる販路開拓

東京都 ルリアン － Ｗｅｂプロモーション強化による新規サービスの提供と販路開拓事業

東京都 ナショナルベストソリューション株式会社 6010801019117 地域密着で新たな配送サービスで新規顧客を開拓する。

東京都 株式会社ラウレア 7010001100460 プロのスキルを商品化、オンラインレッスンで新規顧客と販路開拓

東京都 株式会社シュガーアンドスパイス 7040001025151 コロナ禍の市場ニーズに対応する新ターゲット顧客獲得事業

東京都 スパイスカフェ　フンザ － 冷凍カレーの開発とネット販売、オンライン料理教室での売上獲得

東京都 有限会社麻布ブレインズ 7010402015927 プロ経理養成講座　オンライン教材販売　事業

東京都 株式会社バーニングトライブ 2012401034813 地域に根差した飲食店から全国オンラインショップへ事業拡大

東京都 株式会社エクシード 4011801025065 ローコード×オンライン教育事業による、事業領域の拡大

東京都 株式会社ＴＢ－ｐｒоｊｅｃｔ 5010401125662 海外合作業務のリモート化による継続及び新規顧客獲得

東京都 有限会社ハン 9010902026208 オンライン型受注モデルを確立する為の宣伝提案力強化事業

東京都 有限会社あやせ染芸 2011802009317 ＥＣサイト構築ネットショップ事業・販路開拓の為の店舗改造工事

東京都 株式会社アクタック 9011801015111 ホームページリニューアルによる販売活動サポート

東京都 有限会社イメージ・トラスト 3010002019828 テレワーカー用腰痛対策オンラインプログラムの新規開発／導入

東京都 株式会社ＶｅｎｕｓＪａｐａｎ 5011801033496 会員制オンラインサロンのＷｅｂサイト制作

東京都 有限会社ソシエテ・シュマン 2010402031284 岡山県産食材を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社ゴストーゾ 3010401116333 テイクアウトとドレッシングのオンライン販売で販路開拓を図る

東京都 株式会社サウスミント 8010401133654 【オンラインのダンスクラスやトレーニングと筋トレ教材販売】

東京都 有限会社京織工房 5010002053222 職人の技術で新商品開発。ＥＣサイトで非対面型新規顧客サービス

東京都 ワン・ブレス株式会社 6013301043586
家庭教師サービスと中高生向け個別指導塾を展開した新規顧客獲得のため
の事業

東京都 株式会社ＦＶＰ 6010001083178 非対面営業強化のウェブ改修及び更新の内製化による生産性向上

東京都 鉄板焼きステーキ　ＳＵＮ　ＳＨＯ － オンラインを活用したお弁当の非対面販売とお一人様利用の促進

東京都 株式会社ジャイロスコープ 9010001140744 テレワークの導入と所属タレントによるオンラインサロン事業
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東京都 株式会社パインスターエンタテイメント 4011101043951 インターネットによる楽曲・動画配信による新規顧客獲得

東京都 田中早知子 － オンライン婚活・オンラインライブに対応した非対面サービス強化

東京都 株式会社フッチボーラ 3011501015227 オンラインによる情報発信の強化事業

東京都 メディアランド株式会社 9010001105037 非対面型営業体制の構築と動画コンテンツ事業への進出

東京都 Ｒｅｂｏｏｔ　Ｊａｐａｎ株式会社 3011401021358 オンライン日本語教育の提供と動画コンテンツによる顧客開拓

東京都 ル　シェーヌ － ナチュラルワインの定期便及び、オンラインワイン教育事業

東京都 メルドール旅合同会社 9010003023179 オンラインでの集客及びコンサルティング実施による販路拡大

東京都 アズパープル － ホームページを作り化粧品の物販と新メニューで販路を拡大

東京都 株式会社Ｅａｒｔｈ　ｓｐａｃｅ 7021001061436 セミナー、コンサルティングのオンライン化による女性起業支援

東京都 株式会社スリーオーク 2010801015598 効率効果の高い経営改善の為の非対面化促進事業

東京都 株式会社１２０パーセント 3010901018475 非対面型セミナー構築と、新客顧客の創出

東京都 有限会社グルーヴ 6012302005661 配信ライブ、配信発表会実施による売り上げの底上げ

東京都 アムズ企画株式会社 5010001118629 抗菌性水溶液を用いた製品開発と非対面による販路開拓体制の構築

東京都 ディーオージー株式会社 1012401033097 オンラインレッスンの導入、及び急速な新規市場開拓。

東京都 刺繍工房エテ － Ｙａｈｏｏ！ストアで集客！オンラインで行う刺繍ミシン＆ソフトウエア教室

東京都
有限会社エーアールアイコミュニケーショ
ン

1012302005765 オンラインレッスンの導入と販路拡大戦略

東京都 有限会社ノザキサービスコーポレーション 9011302007137 クリーニング業における非対面による受渡サービスの実現

東京都 株式会社ｓｌｉｎｅ 4011001073047 店内スペースを有効活用した非密接型の施術による新規顧客獲得

東京都 有限会社東武セレモニー 2012302005343 オンライン参列型葬儀でコロナを乗り越える！

東京都 下島正法律事務所 － オンラインで完結する法律相談システムの構築

東京都 Ｄｅｌｉｇｈｔ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 7120001215611
・コロナ禍における「訪日外国人顧客」から「日本人顧客」へのサービスシフト
施策

東京都 株式会社ＦＯＣＵＳ 3010001176273 非対面化の推進による感染症対策と、ご案内ＤＭによる新規顧客開拓

東京都 ピアノ教室チャイム － ピアノレッスンのオンライン化による非対面型事業

東京都 株式会社ホリオ・コミュリオ 2011101051391 オンラインによる話し方講座・コミュニケーション講座の提供

東京都 株式会社ライフ・ジョイ 9010001117148 オンライン事業への転換による事業の拡大と新規顧客獲得

東京都 株式会社アイホームズ 6010601020472 非対面でも説得力あるウェブページによる新規顧客の獲得

東京都 Ｂａｔｏｎ．Ｌａｂ － プロ音楽家たちによる「双方向参加型リモート演奏会」の開拓

東京都 和太鼓ＴＡＫＡＨＡＳＨＩ － 和太鼓ＷＥＢ集客！新規顧客獲得及びネットショッピング導入事業

東京都 有限会社岩井金属金型製作所 2010602018825 「３Ｄ設備の導入による非対面型ビジネスの推進と新事業分野開拓」

東京都 株式会社ギャザリング・クチュール 7013201016344 ＥＣ直販体制の構築及び新ブランドの認知度向上による売上拡大

東京都 株式会社ルミエール 5010001195726 誹謗中傷対策サービスの非対面完結モデルの構築

東京都 株式会社ＡＷＡＲＤ 4010401116621 ウェブでのセミナー集客体制とオンライン会員交流システムの構築

東京都 リレーションマーケティング － ＨＰ導入による非対面型ビジネスモデルへの転換と新規販路開拓
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東京都 株式会社エイアイエム 4011701010712 ネットを活用した説明動画とＥＣサイト構築による非対面販売強化

東京都 フルヤガーデン合同会社 8012703002074 ガーデニング関連商品の新規通販サイト構築事業

東京都 ｔｏｙ－ｓｐｉｃｅ！ － コロナ禍に対応したサービスの開発及び通販業への販路拡大

東京都 株式会社ＩｏＴメイカーズ 7010001175305 思考力が学べるボードゲームの商品化とウェブでの新規顧客開拓

東京都 ＯＮＳＯ　ＣＯＦＦＥＥ － インターネット通販サイトの開設によるコーヒー豆の販売強化

東京都 バンブークリエイティヴ株式会社 8010401069056 オンライン講座・検定のシステム構築による非対面型事業への転換

東京都 株式会社ジャスティア 9011001106017 産後女性の身体の回復を助ける「セルフボディケア」の販路開拓

東京都 有限会社アラブジャパンインタープライズ 5010802000919 新商品開発と対海外向けＥＣサイトの開発

東京都 株式会社グリッドフレーム 3010401081610 歴史のある素材を寄付で集める空間づくりを非対面で推進する事業

東京都 株式会社村上商会 2010601015864
プロパー商品販売に力を入れることにより、安定した売上を確保し、収益向上
をはかる。

東京都 クリエイト － 会員制オンライン学習システムの開発と情報発信インフラの構築

東京都 株式会社Ｏｎｅｓ　ｈｏｌｄｉｎｇ　ｃｏｍｐａｎｙ 8011001120919 双方向のオンラインセミナー配信システム構築事業

東京都 豪徳寺まねき屋 － 薫製卵のポテトサラダ等惣菜のテイクアウト販売による販路開拓

東京都 エムアイテック株式会社 4010601041082 オンラインによる医師向け再生医療製品の販売で販路拡大

東京都 株式会社普請屋 4011801025684 業歴３０年の高品質建築会社によるオンライン販売促進事業

東京都 有限会社クリーン開発サービス 4012402018664 消毒事業の、ネット及び雑誌を通じた新規顧客獲得

東京都 ＮＥＷ　ＶＡＬＬＥＹ － コダワリの自家焙煎コーヒー販売ＥＣサイト構築で全国へ販路拡大

東京都 株式会社ＲＯＯＴＳ 2010601044392 非来店型事業新規立ち上げプロジェクト

東京都 Ｂｌｉｓｓ　Ｌｉｆｅ株式会社 1010401135533 経理のオンラインサポート事業及びテレワーク構築事業

東京都 株式会社アクティヘアクリニック 2430001037021 ショッピングシステム導入・ネット販売強化による新規顧客開拓

東京都 株式会社ＢＩＧ不動産 1011101037094 動画コンテンツを最大限に活用した民泊集客サイトの運用

東京都 ｏｎｅ　ｐａｓｓ　ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ － 非営利団体と共に事業収益ＵＰを目指す通販サイト構築

東京都 三輝工業株式会社 7010501004797 新型コロナ拡大に対応したテレワーク環境の導入と製品安定供給

東京都 株式会社ＥＡＴプランニング 5011301026109 非対面でのモバイルオーダーサービスと宅配サービスの開始

東京都 ルミエル株式会社 3011301021656 テイクアウトメニュー広告宣伝強化と新サービスで認知度向上

東京都 株式会社ＳｐｉｎＬｅａｄ 1010401146299 予備校事業の個別指導・集合授業のオンライン化プロジェクト

東京都 ポリバレント株式会社 5011001102242 化粧品ブランド「Ｓｈｉｋｉ．」ａｍａｚｏｎ販売拡大戦略

東京都 ５Ｋサポート株式会社 8011201021264 感染防止に取り組む飲食業に向けたＷＥＢ広告とテレワーク導入

東京都 カタチ社 － 新規商品の開発と展示会への出展、インターネットを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社Ａｓｐｉｒａｔｉｏｎ 4012401031478 テイクアウトの規模拡大と店内環境の整備による客数増加

東京都 株式会社ウェル・リンク 3010001208737 ペットオーナー向ＥＣショップ「アニテクト」の立ち上げ及び運営

東京都 株式会社プラスセン 4010001175992 京都和束茶の非対面ビジネスモデル創造と次世代へ向けた価値育成

東京都 株式会社Ｇ・Ｂ・Ｓメディカル 8011501020437 機器導入で患者満足度向上！非対面型で新規患者と新規人材獲得！
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東京都 株式会社アクシスジャパン 1010001035456 中高年女性向け韓国ファッション＆コスメＥＣサイトによる売上拡大

東京都 株式会社ｒｅｂｉｒｔｈ　ａｓｓｏｃｉａｔｅ 2011101067504 ＺＯＯＭを使ったカウンセリングのオンライン化で非対面化を実現

東京都 Ｅ＆Ｊ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　ｓｃｈｏｏｌ － 生徒のニーズに合わせたオンラインレッスンによる顧客獲得

東京都 個室だいにんぐ粋 － 客席の個室化とテラス席の増築による感染症対策店舗化

東京都 ＦＩＴ＆ＴＯＫＹＯ － 自宅で美ボディ！オンラインパーソナルトレーニング

東京都 ヘアコミュニティオカゲ － ホワイトニングのオンライン販売と顧客管理導入で売上アップ

東京都 平井　寛功 － 映像コンテンツで提供するヘアメイクサービスの実現

東京都 株式会社ＭＩＲＡＥＡＴ 2011101086396 非接触型の移動販売サービスの立ち上げ

東京都 ンガゴロポゴス株式会社 4012701014918 テラス席改修工事により店内混雑を減らしテイクアウト増やす取組

東京都 ＭＡＧ＆Ｃｒｅａｔｉｖｅ － 非対面型制作フロー及び外出移動回避の映像制作

東京都 Ｈ＆Ｃ株式会社 9011801032180 中古ギターのネット販売を強化するＥＣサイト制作事業

東京都 グリーンライト株式会社 2010001207839 新しい生活様式に適応したオンライントレーニング導入事業

東京都 Ｐｉｎｏｔ（ピノ） － オンラインカウンセリングの導入と広報活動

東京都 ＴｅａｃｈｉｎｇＢｅａｕｔｙ鍼灸整骨院 － オンラインによる患者指導強化及び治療機器導入による生産性向上

東京都 カレントスタイル － Ｆａｃｅ　ｔｏ　Ｆａｃｅの営業ができるホームページの制作

東京都 からだケア接骨院 － 非接触型治療で快適生活を取り戻しコロナと痛みに打ち勝つ

東京都 株式会社研秀舎 4010001197087 研修のオンライン化による販路拡大事業

東京都 株式会社ＨＡＮＡＬＡＢ 6013301044774 オンライン交流会用ＦＣ事業説明の動画制作

東京都 株式会社ハーティアコスメティック 4010001115981 問屋チャネルからネット直販チャネルへの事業転換チャレンジ

東京都 はーもにー音楽教室西早稲田 － 新しい生活様式にマッチしたオンラインレッスン本格始動計画

東京都 メルカド －
ホームページリニューアルと福利厚生代行サービス事業者（リロクラブ）との
提携によるインターネットを活用した新規販路拡大

東京都 ＧＲＡＸＥＮ － 商品構成及び提供方法の変更による、売上回復への取り組み

東京都 特定非営利活動法人グリーンズ 7011005003699 非対面で企業と求職者を結ぶ！ＨＰリニューアルによる求人事業強化

東京都 バーゲンキング － ＥＣサイト構築による新規顧客の獲得と地域住民への新たな訴求

東京都 有限会社エイビッエンタテイメント 8011102023665
ライブハウスにおける高品質ライブ配信サービス提供とＷＥＢ予約への転
換！

東京都 株式会社重まさ 6011801025162 【テイクアウト事業の開始に伴う売上向上】

東京都 ザンシン株式会社 4011001107837 クラウドでの情報一元管理とインバウンド集客・受注体制の構築

東京都 株式会社メタアクシス 8010401117987 コロナに負けない心身を！オンライン体軸セラピスト養成スクール

東京都 有限会社柿原製作所 3012302001309 ＷＥＢを活用したコネクタ付きハーネスのＢｔｏＣ販路開拓

東京都 株式会社フライ・アヴァンティ 9011401013804 スマートロック・防犯カメラ導入による完全非対面型営業への転換

東京都 株式会社ＣＢＲ 7012301006593 ドライ方式での非対面型清掃モデルへの転換による販路開拓

東京都 糸花生活研究所 － 映像メディアを用いた手芸教材と新商品の開発による販路開拓

東京都 株式会社ＯＭＡ 1010601057718 クラシック音楽に特化したＹｏｕＴｕｂｅｒの育成と収益化

68 / 137 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。

東京都 重野　愛 － オンラインを使用したハンドメイド講座で新規顧客獲得と売上向上

東京都 株式会社ミッションインターナショナル 7011001117412 介護産業への進出とＥＣリニューアル（直販強化）

東京都 株式会社東京カオスモーズ舎 5011201018271 悩める現代人へ！現役僧侶によるオンライン＆デリバリー人生相談

東京都 有限会社リラロータス 6013202011254 ＥＣサイトとスクールの動画化により非対面事業を強化する

東京都 株式会社スパイスアップ・アカデミア 2010501036762 オンラインでグローバルビジネスを学べるプログラムの新設

東京都 有限会社ティムコーポレーション 4011302016175 院内改修による安全で快適な空間構築とオンライン指導事業の開始

東京都 合同会社だんだん． 7010703002153 「無農薬レモンを活用した商品開発及びインターネットでの販売実施」

東京都 ラーメン西ちゃん － 持ち帰りの販売の強化と店内の感染拡大防止策

東京都 株式会社食と日本 3010401138162 『クラウドキッチン』立ち上げによる新業態開発事業

東京都 株式会社エッジ 9020001095450 屋外テラス席を通年利用可能とし、感染防止の環境を整える

東京都 株式会社ｎｔｌ 9010001156047 地域に根差し、密を避けた新店舗出店による新規顧客の獲得

東京都 早稲田フロンティアマインド株式会社 3011101063287 ＨＰリニューアルによる非対面型の集客の実現

東京都 株式会社サムアップ 5012301060777 非対面型ホームページ制作と車のコロナ対策による新規顧客開拓

東京都 ｎｅｗｏｒｄｅｒｆｒｅａｋ株式会社 7021001053813 レストランからサイト新設によるテイクアウトへの売上獲得移行

東京都 株式会社ヨクラス 1010601057016 有料老人ホーム入居相談のオンライン化

東京都 株式会社キクチ 4010001014804 コインパーキングの管理を出社せずにテレワークで行う為の取り組み

東京都 有限会社小野機工所 4010602011720 大型スリッターマシン製造に対応する屋内クレーンの増強

東京都 合同会社アグレッシブ 1010903004178 オンライン講座「免疫力向上生活」の販売

東京都 トイダブライトンアーツ － 本べっ甲と琥珀アクセサリーを独自のＥＣサイトで販売

東京都 魚熊株式会社 4010501041711 小売店「東京・豊洲『とらふぐ市場』」へのメイン事業の転換

東京都 中央冷凍産業株式会社 3010001022758 当社オリジナル商品のネット販売で取り組む非対面販売事業

東京都 株式会社ＴＭ 8010901044285 「ＷＥＢ活用による非対面型ビジネスモデル体制の確立」

東京都 株式会社ＴＲＡＤＩＡ　ＪＡＰＡＮ 3011801026287 非対面型営業の実現と在庫管理システム導入で販路拡大

東京都
株式会社エアーインターナショナルサー
ビス

3010401003845 『旅の魅力コンテンツの制作とオンライン配信』

東京都 有限会社ココロ・エンタテインメント 8120002068586 非対面型動画セミナー＆コンサル実施による新規顧客開拓

東京都 アステリア合同会社 5011003007919 新規顧客をネット集客するためのインターネット販売事業

東京都 先斗町　本店 － 店内でのみ提供していた飲食メニューのデリバリーへの転換

東京都 Ｊｏｕｅｒ． － オンラインへ移したサービスの立ち上げ。オンライン講座の販売

東京都 Ｌｉｖｉｎｇ　Ｐｒｏｏｆ － 障がい者の子を持つ親のためのエンディングノート開発・周知

東京都 株式会社ＹＫＣ 2011701010045 顔の見える非対面ビジネス構築による顧客開拓と売上アップ

東京都 そらときみ合同会社 2011303001608 ハイフ（痩身機）の導入による、非接触型ビジネスの確立

東京都 有限会社ティーエーアール・セラヴィ 1010702011516 インターネット販売サイトの運営　宅配とテイクアウトの強化

東京都 ＣＳＳ治療院 － インソール作成＋施術セットメニューとオンラインレッスンの新設
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東京都 株式会社ＫＵＲＯＤＩＮＯ 4010001137836 コロナで新たな提案、グリッシーニ、冷凍パスタとワインの家飲み

東京都 Ｐｒｏｖａｌ株式会社 7010403011990 飲食店業態転換支援新商品開発とＷｅｂ営業を通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社ＣｏｃｏＬｉｎｋｓ 4012401034588 全国対応の助成金申請支援と診断サイトを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社Ｒｅｇｏｌｉｔｈ 2010701037404 多くの方に見てもらえるＥＣサイトを構築し新規顧客を獲得する

東京都 株式会社ビガーグループ 5013301029363 ＩＣＴ利用による感染防止対策を徹底した安心安全な店舗事業

東京都 株式会社ＨＡ織 5011801019495 オンライン化によるコロナ型非対面ビジネス構築計画

東京都 ピカソウ株式会社 6011001114773 顧客訪問営業からネイリストと顧客が直接繋がる橋渡し役営業へ

東京都 株式会社シェイカー 2011701020993 お客様に喜ばれる利便性の高いＥＣサイト機能付きＨＰへの改修

東京都 Ｈｅａｌｔｈ＆Ｓｍｉｌｅ株式会社 5010401124152 Ｈｅａｌｔｈ　＆　Ｓｍｉｌｅ　健康美オンラインスクール事業

東京都 株式会社ＴＯＫＹＯ　ＮＥＥＥＴ 4011201021697 企業ＨＰとＥＣサイト構築によるオリジナル文具の新規販路の開拓

東京都 東京アセット・パートナーズ株式会社 9010001159603
３密回避のテレワーク推進と空き家問題を解決するご近所オフィスＲ　※ご近
所オフィスは弊社の登録商標です

東京都 ネストビジュアル株式会社 2011001099151 Ｗｅｂサイト作成による潜在顧客へのアプローチ強化に挑戦

東京都 遊心・デザイン株式会社 5010001194249 ネットショップ開設による販路拡大と異文化交流促進事業

東京都 株式会社ボイジャータロットジャパン 2011601014360 カウンセラー＆ビジネスコーチ養成講座のオンライン化で販路拡大

東京都 株式会社ドラゴン・ロード 1010501030782 ライブ・イベント物販専用セルフオーダーＰＯＳレジの開発・導入

東京都 二〇二 － 冷凍ピッツア等のインターネット販売、持ち帰り販売事業

東京都 株式会社トライパートナーズ 1010001162309 新事業　記帳代行外注サービス構築による販路毀損への対応

東京都 合同会社Ｃｈａｐｔｅｒ　Ｔｗｏ 2010503005113 ビジネス動画等を活用した、非対面型ビジネス支援事業への転換

東京都 株式会社伸行社 5011301003116 自社オリジナル商品の対面販売からインターネット活用への事業展開

東京都 Ｎａｉｌｓ　Ｌａ　Ｌｕｎａ　Ｆｌｏｒ － 脱非正規雇用！独立支援のためのオンラインネルスクール

東京都
株式会社ファーストクラスコンサルティン
グフォース

1010401090539 コロナ対策店舗への改装と移動販売による販路開拓・集客力向上

東京都 株式会社スタッフワン 3010901027113 ＷＥＢ上での派遣請負登録・依頼受注受付開始による売上向上事業

東京都 株式会社大手 2010601027678 特設サイト・ウェブセミナーによるシステム開発案件の販路開拓

東京都 有限会社ＭＩＲＡＩ 5010402027585 通信販売の充実とバーチャル店舗の立ち上げ

東京都 ＴＯＫＵ株式会社 9011201019605 ＵＺ産天然蜂蜜を活用した新商品開発とネット・卸販売強化

東京都 ディーエーピーネットワーク株式会社 9010401066597 オリジナルシール印刷の通販サイト構築事業

東京都 ＬＥ　ＰＥＴＩＴ　ＪＡＲＤＩＮ －
新商品「カスタマイズデコレーションケーキ」の開発及びｗｅｂ受注，通信販
売。

東京都 Ｃａｒｐｅｄｉｅｍ　Ｇｕｙｓ合同会社 5010503004665 ホステルおよびシェアハウス運営の強化に向けた宣材素材の制作

東京都 山根木材株式会社 9010601007252 端材を活用した自然派無垢材の新商品開発による販路拡大

東京都 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　Ａｎｇｅ － 非対面型の元祖心もほぐすオンラインサロン講座構築事業

東京都 ＳＵＺＵＮＥ － オンライン婚活サポートサービス

東京都 長安産業株式会社 6011101085097 オンライン注文でテイクアウトでも熱々西安料理をどうぞ

東京都 株式会社エー・ディー 7010501033061 新商品「ＥＣマネキン」の展開と自社サイトを通じた新規顧客獲得
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東京都 ＳＴＹＬＥＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 1010401117845 デリバリーによる非対面型サービスで新規販路開拓

東京都 ブロッサム株式会社 9010401085102 旧耐震基準マンションオーナー向けオンライン相談による販路拡大

東京都 株式会社ＧＬＩ 9010001200201 非対面型営業を可能にするための実験機の開発

東京都 株式会社ＡＫＳ　Ｔｈｅｒａｐｙ　Ｓｔｕｄｉｏ 4010401134672 対面セミナーからオンラインセミナーへの業務転換への取り組み

東京都 ｎｉｍｏ － 自分で使えるエステマシンによる非対面エステの導入

東京都 アークデュース － 喫茶店営業への事業転換とコーヒーのデリバリー

東京都 株式会社ブライトリンク 1010401139377 ＨＰ、ＥＣサイト改良及びガチャ新商品による販路拡大

東京都 株式会社ＳＰＩＮＥ 5010401099915 オンライン販売強化による販路開拓事業

東京都 株式会社香りの森 9010701024305 オンライン耳つぼダイエット＆サロン経営コンサルティング

東京都 株式会社フードライフソリューションズ 4010501043278 タブレットによる非対面での注文、支払システムの開発、導入

東京都 スナック八まめ － 店舗内装の感染症対策による安心・安全な社交飲食業モデル事業

東京都 株式会社ケイズクリエーション 2011501010765 テレワーク環境と非対面型での販路拡大のための専用装置導入

東京都 オールネクスト株式会社 5011001065522 コーヒー生豆の卸売システムの構築

東京都 株式会社マスターズ・コンサルティング 9010101003009 Ｗｅｂマーケティングシステムの構築による非対面営業の実現

東京都 ＥＣＢＢ株式会社 6011101061305 クラファンサイトを活用した自社商品販売・ブランディング

東京都 グリースホールディングス株式会社 5010001187293 施術者育成講習プログラムの見直しとデジタル化による販路拡大

東京都 ｆｕｌｌ　ｂｌｏｏｍ － お客様が心から安心し、そして美しくなれるビューティサロンへ

東京都 有限会社レイアウト 5011002022539 撮影技術とＩＣＴを活かした高付加価値サロン事業の構築

東京都 山中写真事務所 － 動画コンテンツの開発と新規ＨＰ開設による顧客の拡大

東京都 株式会社パインズ・コーポレーション 9010702006426 非対面カウンセリング事業立ち上げと整体事業の衛生管理強化

東京都 株式会社フィシル 5010601045735 非対面ビジネスマーケティング事業

東京都 株式会社ＱｕａｎｔｕｍＣｏｒｅ 5010701035727 インターネットを通じた弊社サービスの新規顧客を獲得

東京都 江黒公認会計士事務所 － 財務コンサルティングのオンラインサービス構築事業

東京都 ともすけ － おうちでともすけ

東京都 靴専科一番町店 － 郵送サービスによる販路拡大及び店内作業率、効率の向上

東京都 株式会社東京理学会社 7010001093663 オンライン授業継続による学習塾の持続的発展

東京都 株式会社ブレイバー 2010401065630 コロナ禍における売上改善事業

東京都 有限会社箱義桐箱店 4010502009245 テレワーク環境の整備で働き方改革を推進する

東京都 ＤＥＰＯ　ＬＡＢＯ － リモートによる業務体制の導入で採用支援サービスの充実を図る

東京都 株式会社スキーム 7011701018414 ＥＣ事業への多角化「らーめん専門店の味を家庭でも。」

東京都 株式会社クリエイト・ケア 6011501020059 テイクアウト・デリバリ販売強化に向けた提供プロセス改善事業

東京都 佐藤　正樹 － 事業コンセプトの見直しと完全非対面型宿泊施設化に向けた準備

東京都 佐々木智治総合法律事務所 － ホームページ作成等による新規顧客開拓および非対面受任の拡大
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東京都 ｅｐｏｍ株式会社 1010401155003
外部との接触を極力減らして、自社内でのコンテンツ制作が完結する撮影環
境の整備

東京都 ｆｅｅｌ － ＥＣサイトの構築と積極的宣伝で非対面型ビジネスモデルの実現

東京都 カワシマ産業株式会社 4010401007317 飲食テイクアウトセット販売用のＨＰ作成・オンライン決済の導入

東京都 株式会社マテリカ 9010001106497 『非対面型』業務体制確立と「結果を出す」サービス販路拡大

東京都 英商株式会社 5010001011635 新規顧客のホームページとネットショッピング開設による販路拡大

東京都 ベイクロスマーケティング株式会社 9010401073172 中小企業向け非対面ビジネスへのＩＴ化支援事業・販路拡大

東京都 サヴァリ株式会社 7010001112200 ＥＣ業界におけるＲＰＡ運用アウトソーシングビジネスの立ち上げ

東京都 出張美容室ＩＫＵＲＵ － ～コロナ禍でも一人でも多くの方を美しく～　オンライン商談の導入

東京都 ビーン経営相談所 － コンサルティング業・物販業における非対面型サービス事業展開

東京都 大塚直美 － トレーナー・講師業の非対面化を図り、新規客獲得を強化する事業

東京都 なかむら － 惣菜のネット販売による非対面の促進と販路開拓

東京都 ビッグトップ株式会社 2011401010832 オンライン会議導入とＰＲ強化による外国人材職業紹介事業の推進

東京都 一級建築士事務所ｎｅｎｌｉｎ － ＥＣサイトの構築、及びオンライン営業ツール・情報共有ツールの導入

東京都 シンプルシフト － 起業トレーニング講座のＷＥＢ動画制作・動画配信による販路拡大

東京都 ラヒール － エンドユーザー向けＥＣサイト設立による新規販路の開拓

東京都 株式会社ダンススタジオカシーノ 2010401069152 オンラインレッスンによる新規顧客獲得と既存客への環境整備

東京都 株式会社エピグノ 8020001117775 医療機関向けマネジメントシステムを非対面型ビジネスにて提供

東京都 Ｒ　ｖｏｉｃｅ － 通信レッスン、オンラインレッスンの新規顧客開拓

東京都 株式会社青梅物産 1013101007820 インターネットを活用した音楽動画販売サイトによる販路開拓

東京都
ビーム・コンサルティンググループ株式会
社

3011101017879 互いに学び合い現状を打破する「オンライン版　異業種交流研修」

東京都 株式会社東京味世 7011601021369 専用窓口設置によるテイクアウト強化事業

東京都 株式会社コングラチュレーション 6030001094371 「ＡＲリモートブライダル」の導入による新規顧客の獲得

東京都 株式会社ＫＲ建装 3013101007546 オンライン予約と動く宣伝媒体による新規顧客獲得

東京都 有限会社エイビックワークス 8010002046867 ユーザーを飽きさせないライブ配信サービスの提供とＷＥＢ予約サイト構築

東京都 宮下　健太郎 － オンラインコンサルティングと顧客拡大のためのＷＥＢサイト構築

東京都 有限会社ひまわり 6011702013200 オンライン生活指導カウンセリングを開始し非対面化を推進

東京都 有限会社イサージュプロデュース 3011802013400 「電気分解アルカリイオン水」宅配サービスへの新規事業進出

東京都 株式会社井本造園 2010901001325 顧客層の拡大を目的とした非対面提案型造園工事業への転換

東京都 三木　恵 － オンライン講師向け継続コースの開発とＷｅｂによる新規顧客獲得

東京都 セイントエレメンツ － キミラバー式タロット占いオンラインサロンの販路開拓

東京都 田端文士村整骨院 － 超音波画像診断装置を用いた非対面での問診環境整備

東京都 梅田慎也 － コロナでも売上を下げない！パートナルトレーニング

東京都 Ｗｏｏｄｓ － オンライン学習支援事業
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東京都 株式会社スターチス 5011001099999 非対面型切り替えのオンライン商談による新規顧客の獲得

東京都 株式会社日々 6011501025231 生タピオカのブランド化とオンラインを活用した新規顧客獲得

東京都 ティーティーミュージック － 非対面でＣＤ付絵本をＰＲするための動画制作・配信ＰＪ

東京都 １２１ＦＩＴ合同会社 2011803003079 コロナウイルスに負けない！オンライントレーニングの実現

東京都 株式会社ライオンゴム 1011801005177 逆ピロー包装機の導入による国内安定供給体制の構築

東京都 ブルーオーシャン合同会社 1011603001077 薬膳食材の周知、販促に伴うＥＣサイトの導入

東京都 株式会社ＣＡＦ 2011301025006 家具ＥＣサイトリニューアルに伴う新規獲得と販路拡大

東京都 ＦＴＲ － 広告事業とライブ配信教室開始による非対面型ビジネスモデル強化

東京都 株式会社マイラップ 2010401153303 オンライン内覧による物件紹介

東京都 株式会社Ｎｕｄｇｅ 5011401022478 オンラインサロン中心のビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社キッタ産業 7010601046582 オリジナル３Ｄキャラクターを制作し、当社ＰＲの為の動画を作成する

東京都 ユーマ株式会社 8011001066245 リモートワーカーと家族のための健康増進オンライン講座開発

東京都 有限会社サンオティ 2010902006240 ＥＣサイトの強化と古物を活用した売上獲得

東京都 株式会社オーディーケー 1013101003514 強みに特化したＨＰへのリニューアルとオンライン営業化

東京都 株式会社ジェンネ 2010401115823 セルフ痩身・美顔機導入とオンライン指導で新規顧客開拓

東京都 ネクストブランク株式会社 4010901038530 気軽にホームページ制作を依頼できる非対面型受注システムの開発

東京都 株式会社Ｓｋｉｎ’Ｓ　ｌａｎｇｕａｇｅ 6011101068333 非対面型ファッションコーディネートサービス事業と販路拡大

東京都 宮古島郷土料理　ラッキー － 年越しは心もあったか宮古そばと手作りおせちをテイクアウト！

東京都 合同会社マティオス 3010403021192 デリバリー販売の開始及び販促強化

東京都 株式会社Ａｎｇｅｌｉｎｋ 9010001158373 ＷＥＢサイト制作とＰＲ動画による非対面型ビジネスの実現

東京都 株式会社ＷＥＡＲＥＬＵＣＫ 3011301026102 ＥＣサイト制作による限られた空間を有効活用できる家具の販促

東京都 モノリス秀建株式会社 8011501009050 オンラインでコロナの中でも明るい生活空間の提案と実現

東京都 株式会社Ｃｏｆｆｅｅ　ａｎｄ　Ｄａｔｅ 5010401123765 １００％高級ピュアカカオの『贅沢チョコデーツ』プロジェクト

東京都 株式会社ＳＵＣＲＥ（シュークル） 7010001162047 ＥＣサイトと顧客管理システム構築で次世代に引き継ぐ体制を確立

東京都 株式会社ＲａｉｎｂｏｗＡｒｃ 5010001187260 越境ＥＣでメイドインジャパンの中国への非対面販売を支援

東京都 ＨａＮａちゃんねる －
ＹｏｕＴｕｂｅｒになりたい人のための楽しく学べる動画編集のオンラインレッスン
（初心者編）

東京都 株式会社ＮＥＫＫＹＯ 5011101090338 オンラインパーソナルジムのサービス販路拡大

東京都 株式会社トップスタジアム 4010001202953 自社サイト完全リニューアル化からのネットを通じた新規顧客獲得

東京都
特定非営利活動法人難民自立支援ネット
ワーク

8013205001614 オンラインショップによる難民ビーズアクセサリー販路拡大事業

東京都 ストロベリーフェア有限会社 6011402004994 手元供養祭壇の開発とオンライン販売による新規顧客開拓

東京都 たぐち整骨院 － ＥＭＳ機器導入で個別セルフ施術とレンタル事業開始で販路開拓

東京都 株式会社東京輸送管理 9011501011427 対面型から非対面型のネット販売、ＥＣ新事業による安定した経営

東京都 株式会社ダブリュー 3010901042822 新規、顧客に向けた非対面セルフホワイトニング導入で販路拡大
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東京都 株式会社プレイフォー 6013301041945 テイクアウトとデリバリー、通販事業の強化

東京都 ことたりぬ － お客様と協創する、ＥＣを活用したセレクトショップの展開

東京都 ｃａｆｅ　Ｆｕｕ － 自家焙煎珈琲豆のＥＣ販売による新たな売上の創出と業態転換

東京都 有限会社黒川松永堂 5011202001945 創業５０年の茶道具店がネットショッピングで新規顧客を獲得する

東京都 カスタムイシイ － フォーマルアクセサリーのネット販売でコロナ禍を乗り切る

東京都
株式会社ワンダーフューチャーコーポ
レーション

3020001100109 オンラインによる顧客サンプル製作実験システムの開発

東京都 崇德正株式会社 8013301043304 台湾茶葉を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社エスネイルプレミアム 5011001065150 ウィズコロナ時代へ向けて、手元から明るい未来への取組み

東京都 株式会社医創蔵 7011601013093 ＨＰ作成によるオンラインでの非対面型ビジネスの実現

東京都 ホームメンターズ株式会社 7011601020577 オンライン研修の販路拡大の取り組み。

東京都 株式会社ワイズ 3010401102127 オンラインによる人材マッチング事業

東京都 株式会社セオ 8010401124050 新規ＥＣサイトの制作による、新たな販路構築への取り組み

東京都 株式会社トラベルアンドトラベル 2011101050633 説明から決済まで完結する留学保険Ｗｅｂサイトと動画で顧客拡大

東京都 株式会社クリエイトファッション 6010601041972 非対面販売を図り、高品質な水着をＥＣサイトで販売する事業

東京都 株式会社プロデュースファクトリー 2013201018543 非接触型のコミュニケーションツールを活用した新規事業

東京都 株式会社タウン情報全国ネットワーク 7010001022168 ＥＣサイト「まち・街・ニッポン」の販路拡大

東京都 株式会社エム、アールプロダクツ 1013301024888 Ｗｅｂ版のインバスケット試験の開発運営により経営の持続化を図る

東京都 麻布サラ・クリニコス － オンライン整体＆美容ケアの認定講師養成事業

東京都 内藤岳彦 － 専用スタジオからのリモート音楽制作及び感染対策

東京都 株式会社ダイマス 8010501007907 自社ＥＣサイトによる非接触型酒販店の構築

東京都 有限会社ロビック 1012402022330 非対面サービス転換と女性に選ばれる鍼灸院づくりの実施

東京都 有限会社ディグズ 1011002036286 ＩＴを活用した新たなジネスモデルの確立と新規市場開拓戦略

東京都 株式会社銀座薬局 4011101005073 リアル店舗における非接触ビジネスモデルの導入とＥＣサイトへの流入促進

東京都 株式会社テツアドー出版 1011201003525 Ｒ＆Ｒ建築再生展２０２１オンライン展示会

東京都 有限会社二好工業 5010802010983 標準品のＢｔｏＢ－ＥＣ化で非対面化を実現

東京都 株式会社Ｔ＆Ｆ 1010001147821 近隣オフィスにスペイン料理をデリバリー！狙え、大量注文！

東京都 株式会社文進堂 9011201004796 スポーツ用品店におけるコロナウイルスに影響されない体制づくり

東京都 日向書道教室 － リアルとウェブ融合によるサービス拡充と生徒数の増加対策

東京都 ドキュモンド株式会社 5012401013126 コロナ時代の渡航書類（特に健康情報関連書類）作成及び情報提供

東京都 株式会社ＶＩＤＡ 1013301040852 お家で本格創作料理・テイクアウト事業での非対面型ビジネス展開

東京都 有限会社サンレックス 7012302002014 訪問型ビジネスモデルからＩＴを活用した非対面ビジネスに移行

東京都 カラーズ株式会社 8011801028163 ダイニング事業、コンサルティング事業のオンライン対応

東京都 有限会社篠原紙工 6010602011958 テレワーク環境の整備（製本管理システムの再構築）
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東京都 合同会社ピーチ・オン 2020003011156 自社ＨＰの改良とＥＣサイト開設による販路拡大

東京都 酒のいしなべ綾瀬店 － 三百円お宝品（生活必需品／食品／日用品）コインロッカー自販機

東京都 おおぞら整骨院 － インターネットによる予約システムと運動療法指導を行う事業

東京都 株式会社オネスティ 8011101047252 感染リスクなく安心して出会える！ビデオお見合いサービス

東京都 株式会社ＳＴＹＬＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ 7010001124377 コロナ太りを糖質５０％オフの自家製麺「おからそば」で解消

東京都 鶏Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂｉｒｄ　Ｐｌａｃｅ － おうち時間を過ごす方々に大山地鶏の味わいをＥＣサイトで届ける

東京都 株式会社ｅｆｆｏｒｔ 4013301026980 ＥＣサイトの制作と公式ＷＥＢサイト予約システムの導入

東京都 有限会社リンズデザイン 1013202014427 カーフィルムラッピング商材のネット通販で非対面の事業を拡大

東京都 あまてらす株式会社 3010401099058 物販のオンライン化と、結果保証型健康指導事業への転換促進。

東京都 株式会社Ｆｏｒｅｉｇｎ 2110010126747 業界初！外国人向け履歴書作成アプリ【多言語対応・簡単入力】

東京都 村松寛子 － レシピ開発～撮影のワンストップサービスとＨＰによる販路開拓

東京都 合同会社カフナジャパン 1010803000962 動画配信による非接触非対面での腰痛予防指導

東京都 ＢＯＤＹ　ＭＡＫＥ株式会社 5011401017180 非対面非接触で腰痛予防指導できるベルトの通信販売

東京都 株式会社インパート 4020001048487 非対面型への試験対策変更、及び、治療家マッチングサイト構築

東京都 有限会社メルカトレーディング 2010902015233 ネット通販用ＷＥＢサイトの改変と非対面型販路拡大整備

東京都 株式会社アーバン・ホームズ 2010401000884
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を予防すべく非対面式でのシステムを
構築し、日本人・外国人問わず、お客様が安心して利用できるオンラインを駆
使した新規顧客獲得に向けた取り組み

東京都 有限会社エースプリント 1010602008752 箔押商品の新商品開発と自動裁断機による作業効率の向上

東京都 君想フ株式会社 1012701014945 【リアルから非対面サポートビジネスへの転換による販路開拓】

東京都 有限会社ヒロユニヴァーサル 7010002024080 ホームページリニューアルと顧客管理のシステム簡略化、効率化

東京都 ｂｅ‐ｙｏｕｒｓｅｌｆ － ホロスコープコーチングのオンライン化に伴う顧客誘導と教育

東京都 有限会社ティーアンドコー 6011502003921 無観客レースの有料オンライン配信による収益事業。

東京都 株式会社タッキングダイナー 9011001120026 夜間の建設現場に温かい日替わり弁当と味噌汁を届けます

東京都 第一合成株式会社 2010101009631 製造現場テレワークと感染拡大防止向け新商品開発による販路開拓

東京都 佐藤浩次公認会計士税理士事務所 － ■業務の全面クラウド化による非対面型ビジネスモデルの構築

東京都 合同会社ｃｙｃｌｏ 7010603007888 専門ソフトの新規導入によるデザインの品質向上と業務の非対面

東京都 株式会社オフィスエム 2010601036381 見やすいＨＰへのリニュアルによる販路・新規顧客拡大事業

東京都 株式会社メルクリウスコーポレーション 5011101041852 広告業・物販業に至るまでの全事業をＥＣ事業化する事業

東京都 株式会社日本ネオライズ 3012301002803 消費者向け販売を開始、オンラインで新規顧客を開拓！

東京都 株式会社ワールドリペア 6011101077185 代理店向け説明会及び研修会のオンライン化

東京都 株式会社ライツフォル 2011101041161 新規事業（美容機器販売）を行うための自社ＥＣサイトの構築

東京都 エナジーセーブ株式会社 6010401036594 レンタルＬＥＤのウェブ営業による売上拡大

東京都 クープシュー － マチュア・ビューティープログラム・オンラインスクールの開発

東京都 株式会社ショコラ 2080101020409 ライブ会場・学術機関向け非対面型感染防止対策コンサルティング
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東京都 株式会社築地そらつき 8010001180304 専門店が手がける特選スイーツのお取り寄せによる顧客獲得事業

東京都 アルファヴィル株式会社 8011001058432
・非対面型のマッチングビジネスサイトを設置し、販路拡大を図る　・釣り、
キャンプのＥＣサイト販売で販路拡大を図る

東京都 ビートスウィート － 地元密着型クレープ店による非対面型販路（受注）拡大事業

東京都 ａｎｓｈｅ － 作業効率化・なるべく非対面の施術・接触時間短縮による感染防止

東京都 ままちぷ － オンラインスクールの開校と感染拡大防止対策で環境を整える

東京都 株式会社ＳＵＫＩＭＯＴＯ 5010601050628 非対面営業と専門人材活用による高品質ＩＣＴマーケティング提供

東京都 ＮＩＣＯ． － ＥＣ機能付帯ＨＰの制作・セット面を増やしキャパ拡大の改装

東京都 株式会社一嘉 9010501025123 手ぬぐいのＥＣ販売で販路開拓

東京都 ＦＡＣＥＴＹ株式会社 7010401146814 ジュエリー事業のオンライン事業化。新規顧客の獲得

東京都 万康田株式会社 7010001177276 ＡＰＰを活用した情報提供と新規顧客獲得及びリハビリ関連事業

東京都 株式会社ＴｏＢｅサーチ 9010001099948 自社製食材×練馬野菜のこだわり料理をＥＣサイトで提供

東京都 Ｐｏｌｉ’ｏｌｉＳｕｒｆＳｃｈｏｏｌ － サーフィンスクールｙｏｕｔｕｂｅチャンネル開設。

東京都 株式会社サムライリアルエステート 1010401123728 オンライン完結型の不動産サービスの開始

東京都 一福 － テイクアウトを展開！家でも一福のうなぎで笑顔になろう。

東京都 佐々木　麻美 － 独立系ＦＰ・小規模不動産業者間が連携する新型不動産紹介

東京都 株式会社ＳＯＬ 2010401124295 オンラインで行う新しい接客のカタチとサービスの告知

東京都 Ｐｒｅｃｉｏｕｓ　Ｆｌｏｗｅｒｓ － 国際親善フラワーデザイナーが講師のオンラインサロン構築事業

東京都 アベントゥライフ株式会社 4010901042672 ウェブ予約サービスによる非対面型ビジネスの実現

東京都 ベリタス法律事務所 － オンライン法律相談による新規顧客獲得／テレワーク環境整備事業

東京都 Ｋ．Ｎ．Ｍ　Ｗｏｒｋｓ － 楽曲制作のための非対面遠隔レコーディングシステム構築事業

東京都 株式会社日本システムズ 6010501022965 革洗浄剤や除菌剤の卸売業から通販事業へ進出するための事業

東京都 株式会社ファーストキャリア 6013301023539 「新規ホームページと広告サイトの内容改善及び通信販売で増収増益」

東京都 株式会社カルド 1011101065475 テイクアウトの認知及び宅配業務の強化

東京都 株式会社彩高堂 6013301025717 劇団の新たな収益源となった「ライブ配信」の次なる課題への対応

東京都 ＩＬ　ＺＥＬＡＮＴＥ － お店以外でも楽しむ本格イタリア料理の販路拡大事業

東京都 橋垣　香菜子 － オンライン型婚活コンサルティング

東京都 山本　隆司 － オンラインでの新規ファッションコンサルティング事業の展開

東京都 カラフルＶＯＩＣＥ － カラオケ１００点ねえさんのオンライン化計画

東京都 株式会社ブリットハウス 7010501019127 個人販売転換計画　ネットと店舗で新規顧客獲得

東京都 サケラバ － 新型コロナ感染予防対策をした営業形態及び小規模イベントの開催

東京都 株式会社プルミエールトータルプラン 3140001055596 ＥＣサイト刷新、ＳＮＳ・動画掲載による集客の多角化

東京都 株式会社Ｈｅｒ’ｓ 9030001119489 人材サービス事業の完全オンライン化へ！

東京都 有限会社ＳＳＰ 6011402017526 非対面で新規顧客開拓のための写真事務所サイト制作
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東京都 あゆむ不動産株式会社 1010701037132 対面減少を解決する非対面での不動産情報案内サイト

東京都 株式会社ＧｒａｎＥｓｔ　Ｊａｐａｎ 5010001209477 事故代車レンタカー検索最適化事業。

東京都 株式会社ＬａＶｉＶｉ 1010401089639 オンラインカウンセリングによる業務効率化

東京都 株式会社ＰＬＡＹ＆ｃｏ 4011001113661 ＥＣサイトリニューアルによる国内顧客の集客強化および運用

東京都 株式会社ＵＴＵＫＵＳＩ 5030001129806 お弁当デリバリー事業開始とオンライン受注システムの導入

東京都 株式会社Ｍｄｉｎｉｎｇ 3011001121054 テイクアウトメニュー増強及び販路拡大事業

東京都 合同会社ｍａｖｉｅ 9011203002699 非接触のオンラインバーで販路拡大事業

東京都 株式会社Ｇ－ＦＬＹ 3010401103034 デリバリー事業の販売体制の構築

東京都 プラナジャパン合同会社 1010603007670 オンラインヨガサービスの実施による非対面化事業の実施

東京都 Ｔｒａｎｓ　ｋｉｎｄ － 非対面による販路開拓のためのＨＰ作成とＰＲ動画製作

東京都 ハピタ株式会社 3010401111292 コロナ禍に負けない新たな取組みを加速させるバズマーケティング

東京都 株式会社ルーチェ 7010801020602 ＥＣサイト英語版、海外向けサイトの構築による非対面化への取組

東京都 合同会社アンテックジャパン 3010603008601 電気通信工事士が非対面遠隔故障対応可能なＨＰで販路開拓事業

東京都 合同会社ＸＴＲＡＤＥ 7010403019935 非対面型フィットネス動画配信・ジム用品通販

東京都 株式会社ハステック 1011001112955 清掃員一括管理アプリの開発

東京都 ボンシエル合同会社 5020003013950 オンライン見学会の実施とテレワーク対応可能とする環境整備

東京都 ｃａｆｅ＆ｂａｒ東京セブン － ＷＥＢサイトとＰＲ動画の制作及びテイクアウト用冷蔵庫購入

東京都 西川商店株式会社 6011301019748 ホームページによる非対面式集客事業

東京都 大平　恭史 － デジタルデザイン／施工のリアルタイムサポートで新規顧客獲得

東京都 ＴＮＫスクール － 地方在住者も学べる！コーチ・カウンセラー非対面スキル向上支援

東京都 スタジオＴＨ － 生花配達・タブレット設定サポートレッスン

東京都 株式会社ＧＩＩＰ国際アドバイザリー 1010001161302 新東京事務所開設と日本在住米国人向け情報サイト開設

東京都 株式会社エクストリーム 4011001053354 インターネットを活用した中小企業デジタル販促サポート事業

東京都 株式会社ゆきだるま 8010601057001 完全無人化ホテル運営によるウィズコロナ事業

東京都 ワンダースタッフィング株式会社 5011001128056 協力会社に頼らない自社新サービスのための集客システム構築

東京都 ＣＥＴ株式会社 8011501019207 対面型営業からホームページで営業・受注に転換する為の環境整備

東京都 株式会社Ｃｈａｍ 3030001102657 非対面型の社内外コミュニケーション及び商談方法の導入

東京都 株式会社五代化学 6030001088943 自社ＨＰの追加構築による消臭剤の販路拡大強化

東京都 有限会社サウンドスタジオフェイス 8011502014974 感染の不安を排除する非対面型配信ライブへの取り組み

東京都 株式会社スマイルボイス 9011501014017 ｅラーニング導入による、非対面　完結型ビジネスモデルの実現

東京都 株式会社ＭＢ 8011101053614 空気清浄機機能付き空調機器交換で万全コロナ対策

東京都 株式会社グランディール 2011201019941 ＥＣサイトで輸入化粧品を販売、非対面型で新規顧客の獲得！

東京都 株式会社和田 8011301012460 新規顧客獲得のためのお弁当販売事業
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東京都 花の店　花勝 － オンライン転売への転換～素敵なお花を一人でも多くの方へ～

東京都 株式会社下村 2010501045094 お持ち帰り用佃煮で非対面型ビジネスモデルの構築

東京都 株式会社ＨｕｎｇｒｙＭｏｎｋｅｙ 9010901043848 オンラインサイト充実により店内飲食以外の売上増加を図る。

東京都 東中野キッチン　ｎｏｍ － ”フレンチ総菜のテイクアウト及びコロナ型ライブ配信による集客”

東京都 ぷれぜんと － 予約システム改善による新規開拓安心・安全の宿泊を提供する事業

東京都 シティデザインスタジオ － 動画、生配信によるオンライン販売の強化

東京都 株式会社遠藤商店 6010501001325 地域食材を活用した焼豚の開発と自社サイトでの新規顧客の獲得

東京都 ＡＬＬ　ＤＡＮＣＥ　ＳＣＨＯＯＬ － オンラインを通じた新規顧客獲得と感染対策を踏まえた発表の場の増加。

東京都 ＳＧＹ商事株式会社 7011601018885 テイクアウト商品の認知向上と新規顧客獲得に向けた広告戦略

東京都 グランドパーソン株式会社 6030001125192 ファッション通販サイトの改修等による販路拡大

東京都 有限会社カナメ商会 6011302002545 サプリメント事業のオンライン広告宣伝による販路拡大

東京都 株式会社ラルゴ 8010001103485 家庭やオフィスでも楽しめる幕の内弁当の販売

東京都 ｍａ．ＹＵ．ｇｅ － オンラインバーの開設による非対面ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社財務マネジメント 5012301001035 非対面型オンライン経営サポートシステム構築事業

東京都 株式会社シンセイワールド 3011101068781 デリバリー強化のための作業効率アップとデリバリーサービスの活用

東京都 きになるホールディングス合同会社 3010703004599 店内内装変更及びテイクアウト強化事業

東京都 株式会社藤海産 3011001127480 主婦の味方！鮮度が売りの鮮魚屋の絶品テイクアウト販売

東京都 合同会社ＰＴＭ 6011103009707 カレーのＥＣサイト販売開始と、テイクアウト用チラシ制作

東京都 有限会社ＢＩＳＷＡＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 8011002030860 飲食のテイクアウトと物販の宅配による販売促進

東京都 株式会社メディファー 3010001030736 非対面型顧客対応システム導入事業

東京都 株式会社Ｅｍｏｕｅａｓｅ 7010901018182 港区初！非対面型オンラインサロンでの雑貨販売・受取サービス！

東京都 有限会社世界飯店 2013302006199 宅配代行サービスの拡充、自社ＨＰの創設による販路拡大

東京都 株式会社シャンテリー 7011001056230 免疫ＵＰ・ＦＤ２５００痩身コース

東京都 はりねずみ屋ぽった － 新しい生活様式に伴う非対面化での新販売環境の構築

東京都
はりきゅうマッサージ佐藤永福１丁目治療
院

－ 既存の健康部門に美容部門を加えネットを通じた新規顧客獲得

東京都 Ｅａｓｙ　ｔｏ　Ｌｉｖｅ＆Ｗｏｒｋ株式会社 1011501025649 「資金の見える化」による経営管理ノウハウの非対面提供

東京都 文章屋 － 文章講座のオンラインへの販路転換事業

東京都 孝忠マテリアル株式会社 7011801001451 ホームページ作成とＥＣサイト出店による非対面型ビジネス

東京都 有限会社船橋商事 1011802006785 宅配サービス周知と売上向上の為のチラシ作成と看板のＬＥＤ化

東京都 株式会社カナデル 6010601043226 ネットを通じた感染リスク対策による新たな販路と新規顧客獲得

東京都 Ｓｍａｌｌ　Ｌｉｇｈｔｓ － ＰＲツールやＷｅｂサイト制作による非対面での営業活動

東京都 有限会社ミクロコスモス 5011402008518 Ｗｅｂサービスとクラウドサービスを活用した販路開拓と拡大

東京都 ＬＥＡＤ大城 － ＷＥＢサイト作成による新規顧客獲得とオンライン研修の充実
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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。

東京都 有限会社哲門会 8011202004061 非対面型稽古・講義・ワークショップの販売促進事業

東京都 健宝堂整骨院 － 院内トイレの設置で感染防止・ホームページで若い層の顧客獲得

東京都 株式会社エースユニオンデザイン 7011001097638 ＥＣサイト作成非対面型ビジネス構築支援サービスの販路拡大

東京都 株式会社楽屋フィルムズ 7010401113161 配信も可能なヴァーチャルスタジオへの取り組み

東京都 ピポン有限会社 3011002028439 自社ＥＣサイトを製作し通信販売を行うこと

東京都 株式会社ＳＦＵＴＵＰ＆ＳＱＵＡＴ 8011001111843 オンライン個別トレーニングによる販路拡大と売上向上事業

東京都 株式会社パドマ 6010801022789 お店の味を家庭でも楽しめるデリバリーサービス

東京都 株式会社ミルミー 9011601022794 「おうちに一番近い店・夕凪」として新規＆固定客を獲得する

東京都 株式会社ハミングバード 6010901019999 Ｏｈａｎａ特製ノンアルカクテルのテイクアウトでインスタ映え

東京都 有限会社コンセリア 1011302016145 掘り出しものをお手元に！中古ブランド品の非対面通信販売

東京都 株式会社マインド・エナジー・サイエンス 6012401024075 サブスクリプションモデル＆オンライン化による収益安定化

東京都 合同会社ＭＡＥＧＡＭＩ 3010403023404 働くママを応援。オンラインで相談『ママカウンセリング』

東京都 株式会社ナック電子 9010001053054 コロナ対応／新ゲート／サーモＷＩＮＧゲート販売プロジェクト

東京都 ワイコン株式会社 9010001201694 オンライン委受託による訪問看護ステーションの支援強化

東京都 株式会社あそぶＦａｃｔｏｒｙ 7011301024820 非対面で待たずにテイクアウト！予約ＨＰの制作

東京都 有限会社あおぞら音楽社 7010602029280 動画付き音楽療法実践書の宣伝とネットを通じた新規顧客の獲得

東京都 南井　弘 － 届け！職人魂！未来の若者へ！

東京都 Ａｓｈａｎｔｙ － 新規顧客取得にも繋ぐ、来店できないお客様向け通販システム導入

東京都 株式会社フレイヴァ 9011001072952 サプリメントのオンラインストア強化による販売促進及び合同展示会出展。

東京都 株式会社ハルテンジャパンリミテッド 2012401034417 新商品向けＥＣサイト構築による非対面型ビジネス参入

東京都 オウン合同会社 6010603008631 自社ＥＣサイト構築による、眼鏡ブランドの新規顧客獲得

東京都 ＲｕＬｕｃｏ合同会社 9010903005326 ペット向け食事用補助オイルの商品開発とＥＣサイト構築による拡販

東京都 有限会社酸京クラウド 9010802006045 非対面サブスク型サービス提供のためのＰＲ活動

東京都 株式会社ネクストラスト 5011601021131 ＨＰ制作による非対面型ビジネスの実現

東京都 株式会社ノーアトレーディング 6011101062864 自社ＨＰ製作によるネット販売の拡充と、新サービスの為の機器導入

東京都 株式会社ファイブスターズ 6010901024974 コーティング新商品開発およびチラシ・動画による販路拡大

東京都 坂井　圭子 － リモートによる撮影指導サービス・ご自宅への出張サービスの拡充

東京都 皓月合同会社 2011103005742 非対面型モデルへの業態転換と新規顧客獲得のための宣伝・ＰＲ

東京都 株式会社ＭＯＢＬＯ 9011001127905 自社開発アプリのＰＲ動画制作及びオンライン集客による販路拡大

東京都 近藤裕司 － サブスクモデルも視野にいれたオンラインでの登録→注文サイト

東京都 イーズヤーン － オンライン化と差別化の推進による集客と売上の拡大

東京都 ＨＯＮ・パートナーズジャパン株式会社 8010401111288 オーダーメイドコスメの非対面ＥＣサイト構築事業

東京都 株式会社ザップ 1011601007753 自社サプライチェーン構築のためのラミネーター導入
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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。

東京都 ネイチャープラネット株式会社 3011501010888 コロナを機に、非対面商品販促強化とＷｅｂ講座化のシステム構築

東京都 株式会社ＩＮＴＥＲＶＩＣＥ 1011301025972 オンライン面談の推進とホームページを活用した新規顧客開拓

東京都 有限会社ベルアート 9012702012833 ホームページ活用による人材育成、並びに新規雇用の強化

東京都 居酒屋ぴいまん － 感染症対策と家飲み通販ＥＣサイトに取組む新時代の居酒屋

東京都 Ｉ　ＦＯＯＤ　ＪＡＰＡＮ合同会社 7011803003314 江戸前寿司をご家庭に！デリバリー＆ネット通販で新販路開拓

東京都 株式会社ＰＣＧ 8010001209342 オンライン相談の実施とホームページの新設による営業強化

東京都 蓮根かとう接骨院 － ＥＣサイト設置＆ＷＥＢサイト充実で健康意識を高める計画

東京都 株式会社ハイアート 4011101059326 仕事紹介の動画集「仕事の百科事典」兼求職者求人マッチングサイト構築

東京都 Ｆｒｅｅｓｔｙｌｅ － 靴磨き・靴修理のデリバリーサービスと新メニューの開発

東京都 ＫＩＺＵＮＡ合同会社 7010803002796 ＰＲ業への転換・ＷＥＢサイト構築とメディア配信による新規顧客開拓

東京都 株式会社Ｓ－ａｓｉａ 5010901046870 会社の通販サイトの構築による「ＭＡＣＨ　Ｇｕａｒｄ」の販売

東京都 株式会社洋暉 2011101072256 ＨＰ作成による集客及びテイクアウトの提案及び店内空気洗浄化

東京都 ＳＬＹ株式会社 3013301041650 グルメサイトを通した、テイクアウト商品の広告ＰＲ戦略

東京都 株式会社Ｍ＆Ｎ商事 4010801023013 名物料理ＨＰ宣伝及びテイクアウト誘導、看板設置での集客戦略

東京都 株式会社ＤＡＩＭＯＮ 5010001178706 グルメサイト広告からテイクアウト商品への誘導及び新規集客戦略

東京都 株式会社ＣＡＦＥ 8011701015261 【新しい生活様式】に寄り添った営業手法転換にて顧客獲得

東京都 パーフェクトレード株式会社 5011101061751 非対面型で営業＆宣伝ができるマーケティング戦略の実行

東京都 株式会社建愛 3011101074557 個室の設置によるコロナ対策と非対面型モデルへの業態転換

東京都
株式会社インテグリティ・インターメディカ
ル

9180001089610 遠隔地への技術伝承ビジネスを行うためのｗｅｂインフラ作成

東京都 ＥａｎｄＲＷｏｒｌｄ合同会社 5010503005721 ＥＣサイト販売の構築及びｅラーニングによるコロナ禍での売上回復

東京都 株式会社エイナマーケティング 5011001094521 ホームページを活用した事例紹介と見本市出展による新規顧客開拓

東京都 濱野浩志 － 時代に沿ったピアノ教室

東京都 フィフティセブン有限会社 1010402018860 Ｗｅｂサイト制作による非対面営業の推進・受注強化事業

東京都 合同会社総合サポートセンター 8010403022434 地域の繋がりによるワンストップサービス

東京都 株式会社東木商事 8011401021015 ＨＰ作成及びテイクアウトの告知、店舗改修による売上向上戦略

東京都 原田光丞グラフィックデザイン － 高性能刺繍ミシンを導入した非対面型刺繍サービスの開発

東京都 エイト株式会社 2011801030513 非対面営業活動のための社内環境整備

東京都 ｋｕｐｕｋｕｐｕ － ネット相談事業とオンラインコンテンツビジネスの立ち上げ

東京都 株式会社ベルテック 8012701011985 リモート商談で販路開拓、リモート管理で生産性向上

東京都 キレイライン株式会社 2012701012997 日本のパーソナルスタイリングを活かしたスタイリングサービス

東京都 エイトネス株式会社 9010401126731 非対面営業活動の実施

東京都 合同会社Ｃｈａｍｍｙ 4010403021274 最新の設備を利用した感染症対策を徹底したトリミング

東京都 株式会社ラボーナ 5010401099345 ＨＰリニューアルによる新規事業の推進および既存事業の販路拡大
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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）
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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。

東京都 ダイヤモンドトレーディング株式会社 8010001108494 顧客教育のためのＨＰ制作およびオウンドメディア構築事業

東京都 伊藤　優太 － オンラインレッスンを利用したトレーニングでの魅力的な身体作り

東京都 ライフワーク － ＷＥＢ受注システムの導入と特殊サービスによる販路開拓

東京都 ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｓａｌｏｎ　Ｎ　５７２ － 新規ＷＥＢサイトによる顧客開拓とオンライン講座の開始

東京都 ＡＭＰＬＵＳＪＡＰＡＮ合同会社 6010403009053
広島県ブランドレモン「天照Ⓡ」や地方物産品を使用した新商品開発と、テイ
クアウト販売＆ネットを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社レウス 5010501044119 商談、契約がオンライン上で行えるホームページの制作

東京都 Ｔ＆Ｋ株式会社 2011401016409 非対面型食事改善コンサルティング及びオンライン商品販売

東京都 株式会社ＴＯＰＡＮＧＡ 7011001050605 ＶＲを活用したバーチャル展示会システムの構築

東京都 株式会社ＳＰＩＣＥ　ＴＡＢＬＥ 1013301036470 ＥＣサイトを利用した商品の全国展開とメニューの外国語化対応

東京都 るとる － ベトナミーズギター販売における海外販路開拓事業

東京都 エイチエム調査事務所 － 新たにＨＰを構築して、告知し広範囲からの新規顧客獲得

東京都 株式会社発ジャパン 8010101013611 中小企業の海外展開支援ポータルサイトの製作による販路拡大

東京都 株式会社ヒューマン・ライフ 8010101003364 オンライン修理サービス・テレワーク導入促進による新規販路開拓

東京都 ＰＬＡＹＷＯＲＫＳ株式会社 4030001050673 非対面ビジネスの構築とオンラインでの販路拡大

東京都 川端りさ － 生徒向け高画質・高音質の模範演奏動画提供の取り組み

東京都 株式会社プレスティージュ 4011001026335 オンライン式非対面営業への転換による動画制作の売上拡大

東京都 明文堂印刷株式会社 2010601006772 コロナのピンチをチャンスに変えろ！江東区から日本に活力を！

東京都 株式会社松園 2011601014055 オンライン教室を開催するためのＷＥＢ構築・システム導入

東京都 加藤あけ美 － 新規ＷＥＢサイトによる新規顧客の開拓、商品の販売数向上

東京都 Ｌ＆Ｊ合同会社 5011403001521 【テイクアウト需要へのターゲット転換及び店内非対面型サービス転換】

東京都 宏勝合同会社 5010503005663 非対面型の飲食サービス転換及びテイクアウト強化事業

東京都 ＮＵＧＲＥＳＳ合同会社 9010603004859 ホームページへのＥＣ機能追加による販売・マーケティング強化

東京都 本格中華料理　佳宴　新宿店 － 非対面型ビジネスモデルへの強化とテイクアウトの強化

東京都 龍ＩＭＰＲＯＶＥ合同会社 7010703004983 コロナ禍でバーが生き残る為に

東京都 ゴーイングマイウェイ － オンライン旅行のネット販売を通じた新規顧客開拓

東京都 株式会社ヒノデメディカル 7011201017577 オンライン診療とオンラインスポーツ治療の導入

東京都 ディアシュピール株式会社 5011201020376 極少数で行えるイベントの強化と対面接触の削減等、衛生面の強化

東京都 株式会社春クリーン 5012801009783 広告や動画を使用したコロナ対策周知事業

東京都 株式会社Ｌｉｎｋ　ｔｏ　Ｆｕｔｕｒｅ 6010001199908 ＶＲを使った演劇・音楽オンラインイベントによる新規顧客獲得

東京都 株式会社映像バンク 3010401068285 遠隔地生中継システムの構築及びホームページにおいての業務ＰＲ

東京都 株式会社エス・アイ・ジェイ 8011001055669 プロ野球ＯＢ参加型インターネット番組配信による広告収入アップ

東京都 株式会社ＴＭＣフーズ 5010901024100 デリバリーによって自宅で味わう、安全で安心な本格中華

東京都 ケア・メディ株式会社 3011501020482 自社開発介護施設ナビのリニューアルでオンライン申し込み件数ＵＰ
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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
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東京都 株式会社晃學舎教育センター 6011101024963 オンライン授業開講～非対面の導入及び日本全国を商圏に～

東京都 特定非営利活動法人　れんげ舎 1012305000441 自分らしい生活様式を創造するための新規事業開発と情報発信強化

東京都 徳まる － 新商品開発及び動画自社ＥＣサイトで新規個人顧客の獲得

東京都 合同会社ＲＥ　Ｃａｐｉｔａｌ 3011003010305 Ｗｅｂによる販路開拓と非対面受注システムの構築

東京都 阿部皆美 － 非対面型ビジネスの構築による集客と顧客フォロー

東京都 有限会社宮田印刷 6010002005965 飾育をテーマに子供の描いた絵を印刷製品にするＥＣサイト制作

東京都 雄 － 健康食品販売の専用ＥＣサイト構築および情報発信の仕組みづくり

東京都 株式会社ＳＹＭＢＯＬ 5010001180521 自社製３ＤボディスキャナデモＵＩの構築

東京都 株式会社帝塚山スタイル 3010401146297 「帝塚山スタイル」が選ぶ！魅力溢れる洋服をオンラインで！

東京都 株式会社インテリジェンツ 9010001137170 自社内に、顧客問題解決に必要な疑似テスト環境を構築し売上ＵＰ

東京都 有限会社木本板金工業 2011102007211 ドローンを活用した非接触型屋根診断による受注拡大

東京都 株式会社ザ・ネクスト・ワン・東京 6010801003104 花き業界情報メディアの立ち上げとウェブ販売で新規顧客獲得

東京都 ｅｙｅｌａｓｈ　ｓａｌｏｎ　Ｗｉｎｋ － ＥＣサイトによる事業拡大と店舗改装で新規顧客を獲得

東京都 株式会社ながおか 4010001117714 ニーズを反映したメニューと持ち帰り惣菜の開発による売上向上

東京都 武田淳平 － 高付加価値のスキルを持つ著名人によるオンラインサロン事業

東京都 ワイズ幼児教室 － オンライン授業と個別指導の実施

東京都 積福居合同会社 2011503003932 非対面営業とテイクアウトサービスの導入による経営の再構築

東京都 なかめのてっぺん渋谷宇田川町店 － 新メニュー開発と非対面型のデリバリー強化事業

東京都 合同会社Ｐｌｕｓ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｖｅ 2011003009678 自宅でも可能なオンライン学習システムの構築

東京都 株式会社ウェルコ経営工房 8010401120735 オンラインコンサルティングの仕組み構築による遠隔地の販路開拓

東京都 株式会社ＴＦＴ電設 4010801029836 ＬＥＤビジョン活用で電気工事の宣伝、非対面業務での販路拡大

東京都 新宅商店 － 自社ＥＣサイトの商品拡充と販促強化

東京都 株式会社ボールド 2011001062976 常設オンラインイベントサイト構築による小規模イベントの収益化

東京都 モモンガライク －
フクロモモンガを動画配信によりブリーダーから購入する販売ルートの認知と
拡充

東京都 株式会社公電テクノ 8030001079668 防災用品『べんり袋』に特化したＨＰの制作による販路拡大計画

東京都 株式会社ぴあのっち 4010401114055 オンラインピアノレッスンで子ども達に安心安全な音楽教室を提供

東京都 株式会社ＧＡＴＯＳＡＮＯ 1011001121188 ＶＲ交流空間・ライブイベント動画アーカイブ化等による価値創造

東京都 株式会社リブコンテンツ 9013201007762 新規顧客獲得のためのオンラインサロン事業と付随するＥＣサイト

東京都 ＢＢＮａｉｌ － オンラインカウンセリングを開設し新たな取組みにチャレンジ

東京都 エルクリエーション株式会社 1010001156013 新しい時代におけるインテリア商材情報発信強化

東京都 ＣＯＤＥ　ＮＡＭＥ － ＥＣサイトで全国の既存のお客様の売上増加と新規お客様の獲得

東京都 株式会社ｅ’ｗａｌｌ 8010501045873 光熱費などの固定費削減ＰＲができるサイト作成

東京都 株式会社ウエストサバンナストリート 6013201012583 インターネット販売事業
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東京都 Ｗｉｎｅ　Ｂｏｕｔｉｑｕｅ　ＫＯＨＡＫＵ － インターネット非対面型通信販売網＆来店予約システムの構築

東京都 株式会社ボランチ 2010001162200 補助金セミナーの非対面化及び効率化のための診断ツール開発

東京都 株式会社ジエル 1010401145656 ワイン通販の本格展開による売上向上、及び新規顧客獲得

東京都 サケ・ラバーズ株式会社 4010501042098 在日外国人向け日本酒ＥＣサイトの構築

東京都 築地ネットワーク株式会社 9010001050571 数十か国語で呼込みをする鮨屋がテイクアウト予約機能で顧客獲得

東京都 株式会社アドガレージ 8013201018397 非対面型コンサルティングを展開し板金塗装業界のＤＸ化を推進

東京都 福島　大介 － 資産運用サービスのオンライン化による新規事業展開

東京都 リスタートジャパン合同会社 3010903001867 海外向けの広告宣伝強化と非対面営業ツールによる業務効率化

東京都 鳥居希美ファスティング＆ファッション － ファスティング＆食講師養成オンライン講座の開発・販路開拓

東京都 長津裕樹税理士事務所 － 高付加価値商品の開発とオンライン相談に対応したＨＰ作成

東京都 株式会社ハッチ 3010801026207 セミナー、交流会のオンライン化のためのＥＣサイトの開設

東京都 株式会社インヘリタンス 1010001170609 非接触型モデルと新型ウイルス対応型事業への転換

東京都 株式会社インエクス建築工房 2010901022610 ラインやフェイスブック等を活用した非対面型セールスモデル

東京都 ｍｉｍｉｃｏｎ － オンライン仮想空間を活用した安心できる婚活イベントの開催

東京都 鈴木サービス －
宿泊施設と貸し会議室スペースの非対面チェックイン化と国内需要向け施設
への改装

東京都 メナードフェイシャルサロン西葛西駅北口 － オンラインカウンセリングとセルフエステ指導による非対面型営業

東京都 ＢＲＩＴＳ － ヘアケア商品のネット通販で非対面事業を拡大させる

東京都 株式会社ＮＩＤＯ 3010701034697 非対面型ビジネスモデルの構築

東京都 キャロラインＥｎｇｌｉｓｈ　Ｓｔｕｄｉｏ － 【オンライン英語学習モデルの導入による販路拡大】

東京都 株式会社加藤厨房設備 1010801002572 ホームページ再構築による販路開拓と高収益部門の拡大戦略

東京都 株式会社パテ 2010701038875 Ｗｉｔｈコロナ時代に向けた非対面によるクライアント開拓！

東京都 株式会社Ｂｉｓ 4011801032739 インターネット・ＳＮＳを通じた非対面による個人顧客獲得

東京都 ｊ’ａｉｍｅ　ｌａ　ｐｒｅｓｅｎｃｅ － ・「美容商品のＥＣ販売により、新たに売上の柱を構築する販路拡大事業」

東京都 株式会社ｅｎ　ｆａｍｉｌｌｅ（アンファミーユ） 6012401023812 非対面セルフオーダーの導入と空間分離ｄｅシェアキッチン

東京都 ガルファ株式会社 7010401058357 オンライン面談による婚活事業の集客強化

東京都 株式会社ＣＥＹＬＯＮ　ＧＥＭＳ　ＪＡＰＡＮ 4010501034467 ＥＣサイト構築と非対面販売体制の強化

東京都 株式会社テッタオデザインオフィス 7010901040104 高リピート率ＵＧＣを最大活用するＥＣショップとＳＮＳマーケティング

東京都 ＳＴＡＲＭＩＮＥ － マーケティングと資金繰り管理経営相談サービスのオンライン提供

東京都 株式会社リジェンヌ 8011201011810 コンテンツマーケティングによる非対面型・非接触型の集客強化

東京都 肥高　一子 － ＤＶＤ教材の作成及びインターネット広告を通じた新規顧客獲得

東京都 アリト株式会社 6010901015271 弊社製品説明ページのリニューアル（ｈｔｔｐｓ：／／ｗｗｗ．ｃｂ－ｒｏｂｏ．Ｃｏｍ/）

東京都 有限会社辻むら 7010502007287 インターネットを活用したふぐ料理、すっぽん料理等の通信販売

東京都 コレット有限会社 3011002034610 実用オリジナル衣類のネット販売
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東京都 株式会社示人社 2010001003528 産後を救う非対面型事業確立と実店舗価値向上による生き残り作戦

東京都 ペット葬儀おやすみ － 非対面型ペット葬儀への事業転換とメモリアルグッズのＥＣ販売

東京都 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　Ｔ 3010001153280 ＥＣサイト構築による新たな収益モデルの確立

東京都 オンラインスナック横丁 － オンラインスナック横丁の運営体制の基盤構築と認知拡大活動

東京都 株式会社ＨＥＲＳ 2011001135757 美容と健康を意識したオンラインでの料理教室の開業

東京都 株式会社テルーボ・インターナショナル 7010001119732 決済機能付きＬＰ構築と３Ｄホログラム看板による販売力向上

東京都 ＣＥＯ － 配信、テレビ会議、オンラインイベントの非対面ビジネスを後押しする

東京都 有限会社エレメント 8010602028034 髪質改善の次なる次世代型オンラインカウンセリングの導入

東京都 有限会社船宿釣新 2010602024071 自宅で簡単、屋形船のオンライン乗船会！新規顧客の獲得へ

東京都 株式会社ｈＯ３ 7011101077201 オンラインサロンとＥＣ販売による売り上げ拡大

東京都 奥住自動車有限会社 4013102005795 ホームページ予約システムの開設とお客様待合室の設置

東京都 株式会社フジコム 4010001173724 出版業務を非対面へ転換、健康食品・器具販売、健康情報の発信

東京都 芳接骨院 － 技術者養成のためのオンライン養成講座の設立

東京都 株式会社エニィ 8011401013623 非対面営業の為のシステム提案動画とホームページリニューアル

東京都 株式会社イストマネージメントオフィス 5030001099504 オンラインスクール開設による販路拡大事業

東京都 有限会社平成薬局 5011802021442 感染拡大防止のためのオンライン服薬指導と非対面レジの導入

東京都 株式会社ＡＩＳ 4010701033491
ウィズコロナ、アフターコロナに向けた「安全・安心」の非接触・非対面化への
対応

東京都 有限会社サトムラ薬局 5011802013407 ＩＴサービス「あなたの調剤薬局」導入で新規顧客の獲得

東京都 株式会社マイウェイ 8030001132162 ショールームとオンライン商談体制を構築する新商品販売事業

東京都 プラーナ研究所 － オンラインコンテンツの開発・販売と自社サイト構築

東京都 栗林　涼 － ＥＣサイトによるグッズ販売とＨＰ制作によるオンライン商談の集客

東京都 株式会社益喜家 2012401018675 非対面の顧客開拓と拡販のためのネット集客手段の構築と実施

東京都 小垣外　恵美 － 非対面型オンライン保険コンサルティングで新規販路開拓

東京都 株式会社五福屋 6011601013926 持帰り、配送予約が可能なＨＰ新設と安全に来店できる店舗改装

東京都 株式会社ＹＴＦ 3010001178096 絆をつなぐ商品のネット販売でお客様と繋がり続けるお店を目指す

東京都 株式会社ＡＣＴＩＳ 3010001200421 非対面型新事業「電話占い」で販路拡大＆売上向上

東京都 株式会社キャリアプラス 7011101071708 オンラインイベント専門のイベント運営およびスタッフの感染リスク削減

東京都 旭陽正榮株式会社 2010401107234 テイクアウトへの事業転換への実現とお客様への告知＆ＰＲ戦略

東京都 寶升合同会社 3040003007779 オンライン・オフラインでの新規集客及びテイクアウト告知戦略

東京都 トータルボディケアサロン松濤 － オンライングループレッスン事業

東京都 巣山　裕之介 － 「火災保険申請事業」の集客の大幅な拡大と商談のオンライン化

東京都 有限会社三竹製作所 4011802019132 ペットブラシ等の生活関連商品開発とＥＣサイトで新規販売

東京都 ＢＯＮＡＺＡ　ＡＵＴＯ － オンライン商談・予約機能の追加、紹介動画作成
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東京都 株式会社松道インターナショナル 9011101020118 チャット付きのホームページを構築し、非対面営業を増やす。

東京都 真栄接骨院 － 感染対策　３密回避

東京都 株式会社ハオック 9010401123786 音楽制作環境強化のｗｅｂをＰＲ＆及び非対面ビジネスの構築

東京都 タレントエージェンシーブレスユー － 自所で映像作品を制作し将来の「ブレスユーチャンネル」に繋げる

東京都 ウェルヴィー － 超ミネラル水を元にした新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 ビストロナガミネ － 客単価ＵＰの為の改装とテイクアウトの強化

東京都 株式会社たかく 5010601038458 「おうちごはん」として魅力的な商品開発とテイクアウト対応

東京都 ＫｅｙＡｇｅｎｔ株式会社 5011001128246 自社の強みを生かした非対面型サービスの拡充と新規販路開拓

東京都 ガリレオ合同会社 2010903003534 キャッシュレス化により、漫画をタブレットで読む世代の新規顧客獲得

東京都 久隆国際貿易株式会社 6030001059449 【非対面モデルを構築しながら、テイクアウト事業強化による販路開拓】

東京都 凱翔株式会社 1010001154611 【ＩＴツールの活用による非対面型転換とテイクアウト強化】

東京都 株式会社ファンファーレ 6020001046753 本番公演をオンライン生配信ライブによる非対面型と販路拡大

東京都 ＢＯＴＡＮＩＣＡＬＧＲＡＣＥ８ － ＷＥＢ授業で受講効率上げＨＰや動画、ネット広告活用で集客ＵＰ

東京都 株式会社Ｌ 7010401154585 低単価なサブスクＷＥＢサービスの開発と販促

東京都 株式会社キャストエイジ 2010401081504 ＩＴ人材マッチングによる売上確保

東京都 株式会社ＡＬＥＸＣｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 5011001113421 ＷＥＢサイトおよび動画を活用した顧客獲得力の強化

東京都 株式会社マクセント 2011001124306 自社ＨＰ・ＥＣサイトによる非対面化＆販路拡大

東京都 合同会社アルヒデソキウス 7010003031943 店内感染症対策の実施とテイクアウト商品の開発と販売

東京都 有限会社天山堂 2011002026996 ・看板を見た人の検索で当店ＨＰに誘導し、電話相談・注文に導く。

東京都 有限会社ムジカーザ 5011002015947 クラシック及びアコースティック公演の高品質ライブ配信拡充事業

東京都 ＧＥｃｏｎｓｕｌｔｈｉｎｇ 3011801036121 ＨＰ作成とＬＩＮＥビジネス導入による非対面営業モデルの構築

東京都 小松平写真事務所 － 密から個へ。オーダーメイド出張撮影により顧客満足度を高める！

東京都 株式会社オランジェ 1010001146311 オンラインシステムを利用した非対面型のビジネス研修と新規集客

東京都 桜丘行政書士事務所 － 非対面型ビジネスの確立と業務効率改善と安定的売上増加事業

東京都 モツ鍋深川田吾八 － テイクアウト導入の為のホームページ作成

東京都 ＡＣＨＦＩＬＯＨＯＬＤＩＯＮＧＳ 7011001101556 自社製品活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 合同会社しくみか 8010603007169 パーソナルトレーニングオンラインサービスの周知拡大と全国展開

東京都 デルフィン合同会社 2011003011709 オンラインによる新規顧客の獲得と視覚障碍者向ＩＴ導入

東京都 株式会社ルミエール 2011001106923 オンラインサロン事業

東京都 Ｂｕｎｇｏ　Ｈｉｌｌｓ － 非対面ビジネスによる動画、ブログによる魅力配信

東京都 アナザーキッチン株式会社 5040001011797 オンライン型動画販売事業

東京都 Ｌａ　ｍｉａ　Ｉｔａｌｉａ － オンライン料理教室を軸とした惣菜菓子販売による新規顧客開拓

東京都 合同会社エイティプラス 1010803001969 施設への付加価値創造およびＩＴ利用による価値発信を通じた集客
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東京都 Ｒｉ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ － ウェブサイトを利用した非対面オンライン商談の構築

東京都 和食や太いち － 非対面のテイクアウトメニュー増強および販路拡大事業

東京都 株式会社フォーラムジャパン 5011101044070 オンラインによるセミナー・コンサルティングサービスの展開

東京都 町田虹希 － 料理教室と交流のオンラインプラットフォーム

東京都 Ｔｒｏｕｖｅｚ合同会社 6010003032843 コロナ対策非接触型タッチパネルシステム「タッチレスラクティブ」事業

東京都 株式会社メルクーリオ 9011003002445 ホームページから始まる新たなオンラインレッスンの形と新規顧客獲得プラン

東京都 株式会社ＪＢネット 6011101053368 日本全国に東南アジア諸国の食品・食材を届けるＥＣサイト構築

東京都 レディゴ． － ・新規開拓向け新診断の確立とオンラインコンサルティングの始動

東京都 ｐｒｉｓｍ － 女性専用の健康情報配信サイトと独自健康食品のＥＣサイト構築事業

東京都 株式会社武蔵屋製作所 9010501013920 国内外の販路開拓・売上向上に繋げるＥＣサイトリニューアル

東京都 Ｆｌｅｕｒ　Ｊａｐａｎ　ネオアロマハウス － 新たな自社ＥＣサイト制作による販路開拓と新規顧客の獲得

東京都 ボーダーレスキッズ － 発達障害児が自分で着脱しやすい衣類の企画・開発・ＥＣ販売

東京都 Ｂｉｏｌｕｘ株式会社 1010001199004 イーマ・サウンドセラピー体験店舗開設事業

東京都 有限会社ＢＬＥＳＳ 1010002036305 美容院によるトリートメント剤等のオンライン販売事業

東京都 リハビリ推進センター株式会社 1011401010635 ＥＣサイト構築及び人材育成指導の非対面ビジネスモデルの形成・

東京都 株式会社ＬＤＰコーポレーション 3011001125864 オンラインサービス対応したホームページの開設

東京都 株式会社マークワンダフル 5010901016551 ＰｏｓｔＣａｓｔ（郵便物受取代行／バーチャルオフィス）への事業転換の加速化

東京都 Ｓｈｏｅ　Ｓｈｉｎｅ　ＷＯＲＫＳ合同会社 8010003017446 靴修繕のあたらしい生活様式。来店不要・非対面型注文の推進。

東京都 桐山　淑行 － 「非対面」での物件紹介が可能な賃貸物件開発

東京都 旬菜鮪處　英 － インターネットによる通信販売（非対面型ビジネス）への転換

東京都 留学安心信託株式会社 6011101081963 Ｗｅｂで留学信託認知拡大とオンライン完結型契約・決済システム

東京都 鈴木青果店 － 「新しい時代に対応した持続可能な青果店の構築」

東京都 株式会社東音企画 5013301008227 オンライン参加型のセミナーで新規顧客開拓

東京都 株式会社ＲＩＳＯ 4040001083474 新しいコンセプトの美容院としての販路拡大、美容師の確保

東京都 Ｊａｍ　Ｌｏｕｎｇｅ － テイクアウトメニュー開発と非対面型ビジネスモデルの導入

東京都 昇橋株式会社 6010701039628 リフォームのＥＣサイト化による新たな販路拡大事業

東京都 株式会社Ａｂｅ 1011001132103 病院等の非対面型大口案件に対応する為の生産力強化事業

東京都 ボイス・オブ・フロンティア － 「動画プレゼン力アップ講座」等のオンライン化による販路開拓

東京都
ビッグファイター・エンターテイメント合同
会社

6011203003171 池袋（インター）ネット放送局計画

東京都 株式会社エスクリエイツ 1010401068007 サロン業界を活性化させるＷｅｂコンサルティング事業

東京都 エンジェライト － 非対面型オンラインへの移行と新規顧客の獲得

東京都 株式会社ブラス 4010501033312 オンライン販売拡大に伴う新商品開発

東京都 ＳＳゼミナール － 不登校生の親御様向けオンラインサロン事業
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東京都 株式会社エナジーソース 1120001184663 オンラインによる研修開始でコロナ禍を乗り越え売上向上へ！

東京都 株式会社いぶし銀 7011501018614 自動販売機を利用した非対面型事業の強化

東京都 有限会社ヌーノコーポレーション 9011602021309 ホームページ刷新と動画制作で、新規顧客獲得と非対面接客を強化

東京都 貴楽 － 「真心にあふれるテイクアウト＆デリバリーサービス」による売上拡大

東京都 ユアーハイマート株式会社 4013301021081 専用アプリでお客様囲い込み！ＥＣ連携で集客向上システムの構築

東京都 デザインルーム中川 － 需要のある新商品の開発とネットを通じた販路開拓、拡大

東京都 株式会社戸谷染料商店 6010501008659 ＥＣ販売への事業転換と個人向け商品開発による売上増加

東京都 有限会社ＡＵＴＯ・ＴＲＡＤＥ 3011502013857 オンライン相談を開始し車屋の非対面化を実現

東京都 株式会社レミディインターナショナル 3012701003260 自社オリジナル化粧品を中国越境ＥＣで販売開始

東京都 Ｌｙｃｅｅｎｎｅ，Ｔｉｎａ － オンライン肌カウンセリングと化粧品の非対面提案販売実施

東京都 三好康聖一級建築士事務所 － 一級建築士のノウハウや知識を活かした提案営業をＷＥＢで実施！

東京都 株式会社グローバル・ワン 5010001112549 オンラインインフラ整備による対面型業務から非対面型業務へ移行

東京都 リフレッシュ整体ひまわり －
新型コロナウィルス感染の予防に「水素ガス吸入療法」を活用し、免疫力Ｕ
Ｐ！

東京都 盛騰株式会社 1011501023396 自前のデリバリー体制の構築による顧客関係性強化

東京都 尚徳楼 － 家族の食卓を台湾料理で笑顔に　テイクアウトによる販路拡大

東京都 立川フォートレス法律事務所 － 打合せ等各種オンライン化による新規相談者開拓及び業務効率化

東京都 株式会社スページメント 7020001129838 自社ホームページ新設によるフリースペース予約・決済機能の導入

東京都 エーヴ － ＩＴを活用したビジネスモデルへの転換を基に新たな販路開拓

東京都 株式会社ＤＡＦ 7010701039164 「非対面型でのＩＴコンサル事業」のネットによる新規販路開拓

東京都 ＮＯＮＥＴ合同会社 2010003022063 オンライン講座への転換とオンライン新講座の開発・販路開拓

東京都 ＮＰＯ法人日本商店会 6011705001160 動画コンテンツ提供と会員向けオンラインショップ機能の追加

東京都 東京メディカルビューティー株式会社 1011001132682 人生で一番美しい日、一番美しい自分になる。

東京都 合同会社ＮＬ 7010003027834 ニット製品に特化した自社ブランド構築とＥＣによる新販路開拓

東京都 ＳＴＵＤＩＯ　ＰＨＯＴＥＫ －
撮影技術をコアとした、リモート活用によるＢｔｏＢ非対面営業とＢｔｏＣ新規事
業への取組み

東京都 株式会社Ｈａｎａｅｍｙ 1010401151662 ウェブ強化による店舗効率改善・予約業務簡略化・顧客満足向上

東京都 株式会社テイク・ユウ・チャンス 5011001094653 ＹｏｕＴｕｂｅ写真家鯨井康雄チャンネル事業

東京都 鎌倉骨董 － 日本刀の販売と関連サービスを提供する越境ＥＣサイトの構築

東京都 エリアマーケット株式会社 3010001170375 オンラインマーケティング事業を強化し、顧客の広告効果を最大化

東京都 ギフテッドファーム株式会社 2011001129024 ゲーム動画ライブ配信専用スタジオのレンタル事業

東京都 焼鳥・軍鶏鍋一歩 － 新メニュー開発によるテイクアウト、通販事業での販路開拓

東京都 有限会社ステファノ 3011102024032 お家で５分で本格イタリアン！オンラインショップの販路開拓

東京都 ＢＲＯ．ＳＴＯＲＥ － 店内販売から安心の窓口販売転換による新規顧客開拓

東京都 お好み焼き処　小奈や － 電動製麺機を導入することでテイクアウト事業強化
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東京都 Ｋｏｓａ － コロナ禍で孤立している若手社員の第三の居場所サロン開設

東京都 エヌケープランニング － 推しの声優をいつも身近に。声優ライブとグッズを自宅にお届け。

東京都 パワーアップキット － オンラインスクールの開講と商圏拡大による売上向上計画

東京都 有限会社コニシフードシステム 5010002009843 換気機能向上で集客改善と安心・安全を提供し集客アップ

東京都 株式会社　東美 7010701017764 ＥＣサイト開設による非対面型の新規ビジネスモデル構築

東京都 ＳＰＡＣＥ　ＤＩＮＥＲ株式会社 3010001208695 創作イタリアンをオフィスに！キッチンカーで日本橋を元気に！

東京都 大衆酒蔵　縁 － 近隣の事務所・店舗等のニーズに応えた弁当宅配による新顧客開拓

東京都 株式会社Ｋ２ラボ 4010901043902 サプライチェーン毀損に対応するためのオリジナル商品開発

東京都 株式会社三京建設 2013201002290 ホームページとバーチャルリアリティ動画の連携による販路拡大

東京都 Ｂａｒ＆Ｄｉｎｉｎｇ　Ｐｅｒｔｉｃａ － 液体急速冷結機を活用した流通革命と新商品の開発

東京都 ＦＰオフィスなかにし － 独立系ＦＰ育成のためのオンラインサービスによる新規事業展開

東京都 株式会社門前 7012401008713 Ｗｉｔｈコロナ時代を乗り切るための業態改善と店舗改装

東京都 唐津　聡子 － 新規Ｗｅｂサイトの作成による経営の安定化

東京都 合同会社日本技能センター 7011103005606 オンライン完結型、次世代式外国人インターン紹介事業

東京都 株式会社安藤中川企画 8011201015134 新規ＷＥＢ制作事業立ち上げによる非対面式での販路拡大

東京都 株式会社ＡＴＴＩＶＩＴＡ 8011001123442 弁護士と企業を繋ぐ会員制プラットフォームの再構築による差別化

東京都 株式会社バフバディーズフーディング 9011001052327 ランチ時間帯における非接触型業態によるへぎそばの販売

東京都 株式会社ミカド 9010001030103 雇用維持とＢＣＰ対策そして非対面型モデルでビジネスを継続

東京都 株式会社イメージ・ブランディング 3011001050187
ＳＮＳを活用し、非対面型で企業や個人にサービス提供できるオンラインビジ
ネス

東京都 株式会社ケミスラボマネジメント 8011001096432 ＥＣサイトでの高級食品・食材販売による非対面型事業への転換

東京都 株式会社トポフィリ 8011301021569 インターネットを介した白井一幸による非対面型ビジネスの実施

東京都 株式会社ゴールデンウェーブ 7011501016667 高評価の焼豚と加工して飲みやすくした雑穀ドリンクのネット販売

東京都 合同会社ｖｏｉｃｅｍｅｎｔ 5011703002186 オンラインレッスンのできるスタジオ運営による新規顧客獲得

東京都
株式会社ＮＵＭＡＴＡ　ＨＡＲＵＯＳＨＯＴＥ
Ｎ

3020001074146 初摘み海苔を使った冷凍食品の製造と全国発送

東京都 メディカルスポーツ整骨院鍼灸院 － ＡＩ治療機器の診断提供と鍼灸整骨ＷＥＢサイト構築及び販路拡大

東京都 有限会社町田造花 8012302004496 Ｗｅｂサイト構築によるオンライン営業活動新規顧客獲得

東京都 ＡＲＯＣＫ － 非対面式物販事業の開始と対面接客の時短による感染症対策

東京都 ＬＡ　ＣＵＬＩＹＡ － テイクアウト商品の充実及び小売販売事業による設備導入

東京都 株式会社Ｎｏ，ｎａｍｅ 7010801021559 気まぐれバル恵比寿Ｗｈｉｍ　テイクアウト、デリバリー

東京都 ビストロ　ソレイユ － 隔離やのれんでコロナを抑え込め！非対面型の店舗に大改修！

東京都 株式会社エイト 8011801034203 顧客からの注文を容易にするための自社ショッピングサイト構築

東京都 シャイニーミュージック － 全国展開のオンラインレッスンと動画によるオンライン教材の販売

東京都 有限会社林雅之事務所 7011202008229 ウェブサイト新設による顧客獲得とＥＣサイトによる作品販売
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東京都 有限会社ベーシック 2010002052292 オリジナルノベルティ革製品の非対面営業拡販

東京都 株式会社品川カルチャークラブ 9010401144989 発信力強化と非対面導入による販路拡大と運営効率化

東京都 有限会社イーアーシス 8010802017563 オンラインカウンセリングによる新たな展開を目指す鍼灸接骨院

東京都 アート治療院 － 非対面型の新規顧客獲得のためのＬＩＮＥシステム構築

東京都 有限会社ＹＫ企画 1040002015710 バーチャル台湾旅行と台湾産品のＥＣ販売

東京都 Ｎｏｒｉｃｃｏ　Ｋｉｔｃｈｅｎ － 女性起業家に対するビジネスコンサルティングサービス

東京都 株式会社ゼントラスト 8010001170908 デジタル内見を中核に据えた、ニューノーマルな不動産営業事業

東京都 株式会社曙家商会 9010001009254 テイクアウトメニュー開発による新規事業モデルの導入

東京都 大澤亮太 － 通信系営業を非対面化してコロナ対策＆集客導線の開拓

東京都 焼肉スタジアムＪＡＮ － 中食需要を狙ったＥＣ事業の展開と抗菌施工による実店舗の利用促進

東京都 ＤＡＳＩ（ダシ） － ＨＰや動画の制作による情報発信機能の強化と新たな販路開拓

東京都 株式会社ＬＡＶＩＳＨ 4010401146404 会員サイトのグレートリニューアル

東京都 はぴクル － 自社ＨＰの作成、看板の設置、及びチラシによる新規顧客獲得

東京都 株式会社ラグジュネル 3010401086709 ＥＣサイトの制作

東京都 大亜自動車有限会社 2012702004449 パンフレット制作とリスティング広告出稿

東京都 株式会社アイディーズ 6011201015177 メーカーからの取引終了に伴う紙幣計数機の自社開発と販路開拓

東京都 Ｅｎｎ － 特製のフレンチ料理をＥＣサイトで販売促進

東京都 株式会社エコロジー 5021001047643 ドローンを活用した測量と家屋診断

東京都 有限会社星田 7010002027166 非対面型オンライン相談窓口の設置、及びネットショップの創設

東京都 朝陽株式会社 4030001099959 産地に拘ったお肉料理のテイクアウトサービス

東京都 株式会社ゴールデンクヮン 9030001121494 テイクアウトへの事業転換の実現と告知＆ＰＲ戦略

東京都 株式会社ナツキエンタープライズ 2011101071200 グルメサイトへの広告出稿による新規集客及びテイクアウト喚起

東京都 株式会社ＡＫＵＳＨＵ 4011101087368 ハウスクリーニングサービス事業の立ち上げ

東京都 株式会社マルベリープランニング 2010401151109 「笑顔で接客」販促用“ハピネスマスク”制作とオンライン販売

東京都 株式会社東京朝日照明 7010401020408 新しい光－可搬型調光卓導入事業－

東京都 エドジョー合同会社 5010503006184 アプリ開発によるＨＡＣＣＰ導入支援事業

東京都 Ｌｉｇｈｔ　Ｖｉｓｉｏｎ － 五感を使った若返りメソッドオンライン講座構築

東京都 村井電業株式会社 8010501014556 ハウスクリーニング事業のオンライン化プロジェクト

東京都 ＴＳＫ東京進学会 － 学習塾の授業・教材・自習室・フォローのオンライン化と販路開拓

東京都 じゅえる － 深紫外線ＬＥＤの導入でより安全な店作りと新規顧客の開拓

東京都 行政書士東京城北総合事務所 － 非対面でも進められる『遺言書原案作成サポート』のご案内

東京都 株式会社ウェストトウキョウ 1013101003927 デリバリーおよびテイクアウト事業の導入とサービス開始の告知

東京都 肉いち － おいしさで心の笑顔としあわせを、ネット販売でお届けする企画
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東京都 株式会社フュージョンデザイン 6011801036226 ＥＣサイト構築、物販強化による経営基盤安定化

東京都 株式会社遠山工務店 3011201003820 コロナ時代にも負けない家づくりのためのオンライン商談

東京都 エンブリッジ株式会社 7010001186624 ホームページ新機能追加改修による新規取引先開拓と求職者獲得

東京都
美髪アンチエイジング専門店　ｅｎ～えん
～

－ いつまでも美髪を保つためのオンラインカウンセリングで新規顧客獲得

東京都 株式会社フローライト 7011301022683 テイクアウトメニュー事業スタートによる新メニュー開発

東京都 ＥＮＶＩＲＯＮＳ － ママ会ＰＲのホームページ制作による新規顧客とスポンサー開拓

東京都 合同会社ＧＤプロパティ 6010003027991 一般個人客や小規模飲食事業者へ非対面販路の確保

東京都 有限会社大成産業 7013102001305 ホームページ作成による新規顧客取込み

東京都 Ａ　Ｂｏｄｙ　ｃａｒｅ　Ｓａｌｏｎ － オンラインレッスン開講と電気機器による非対面サービス

東京都 株式会社Ｓａｎｔｉｋａ 1010702014980 ネット販売による一般発売の開始と事業拡大への取組

東京都 ＰＡＮＯＲＡＭＡ株式会社 5011101086922 ＩＴ活用した今までにない非対面型不動産ビジネス戦略始動！

東京都 株式会社基工業 8011801017595 ＷＥＢサイトを活用し相続物件、空家物件の解体案件を受注する

東京都 株式会社ＭＡＤ　ＴＶ　ＪＡＰＡＮ 3011001111740 インターネット販売に特化したアパレルブランドの立ち上げ

東京都 Ｂａｒ　Ｍｉｘ　Ｗｉｌｌ － 近隣住民・店舗の台所！テイクアウト・デリバリーで事業拡大！

東京都 麺酒処ゆきかげ（ラーメンバルゆきかげ） － 人材補強による新人教育と新商品開発、感染防止対策、販路開拓

東京都 株式会社ＴＲＡＮＳＡＣＴＩＯＮ　ＨＡＮＡＲＥ 7010601057679 ＥＣサイト制作と店舗の個室化による美容室の非対面化の促進

東京都 株式会社Ｍ３８５ 9010401095555 新規サイトとネット配信活用によるデジタルギャラリーの展開

東京都 鉄板・粉もん酒場Ｓａｍｂｕ － テイクアウトの新メニュー開発と、広告強化による販路拡大

東京都 株式会社アールキューブ 6010701018796 テラス席とセルフオーダーシステムで非接触テイクアウト事業

東京都 杏奈家 － テイクアウト事業と、個室の換気向上による集客、販路拡大事業

東京都 有限会社ピーファクトリー 7010502020488 「みみこーんＲ」インターネットマーケティングで顧客獲得

東京都 株式会社Ａ５ 3010401066446 非対面型コンサルティングサービスの提供でテレワーク導入

東京都 ドッグパッドコネクト株式会社 3010001210180 新ウェブサイトと動画を活用した非接触型営業確立と販路拡大施策

東京都 株式会社ｒｉｃａｒｉ 6010401136592 ヘアケアエステの導入とＨＰリニューアルによる新規顧客の獲得！

東京都 株式会社ボン・ムー 3010101013566 自動シフォンケーキ販売機の導入による新規非対面型販路開拓

東京都 合同会社Ｂｒｏｏｍｓ　Ｊａｐａｎ 2010003030974 ペット（わんちゃん）用ドライフルーツＷｅｂ販売事業

東京都 都商合同会社 2011603002727 ネット注文でらくらくテイクアウト！新規顧客獲得で売上アップ！

東京都 株式会社エヌ・システム 4010001069237 新鮮な食材をいつでもおいしい料理を食卓へ届けるプロジェクト

東京都 チェルシー株式会社 6010701028408 インストラクター養成スクールオンライン講座の開講

東京都 花水木合同会社 9010403021583
キッチンカーでの料理提供による新規顧客獲得　ブランド牛・豚を用いた新商
品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 フェニックス・フィルムズ株式会社 9010401134536 ホームページリニューアルとオリジナル動画コンテンツ制作、配信事業

東京都 グラン・アモーレ － コロナに打ち勝つエステサロン新事業計画

東京都 株式会社ブランキー 4010001103160 ＹｏｕＴｕｂｅでの自社コンテンツ（番組）開発事業
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東京都 Ｔｅｔｒａ　Ｔｏｋｙｏ合同会社 5011003010732 働き方改革　ｘ　ＤＸ＝Ｔｅｔｒａ　Ｔｏｋｙｏ　２．０計画

東京都 株式会社Ｆ 7011001120036 ＥＣサイト販売体制構築よるオリジナルブランドの新規顧客拡大

東京都 株式会社ゼストエンターテイメント 6010001140094 音感とリズム感が身につく子供向け教育番組の制作・配信の事業化

東京都 株式会社２ＴＯＮＥ 5010901043851 オンラインを通じた販路の拡大とブランドイメージの構築

東京都 株式会社Ｅｖｅｒ　Ｃｈａｎｇｉｎｇ 6010001197985 ２０代～４０代向けテイクアウト・デリバリー商品開発事業

東京都 ＫＩＴＥＮ － 新規顧客獲得と「ＫＩＴＥＮ　ＯＲＩＧＩＮＡＬ」を活かしたテイクアウトの拡大

東京都 株式会社　Ｉｎｉｔｉａｌ　Ａｇｅｎｃｙ 5011801037191 コーポレートサイト内のコンテンツ充実化による売上拡大

東京都 株式会社Ａｌｆｒｅｅ 7020001099247 販売促進ツール（動画・リーフレット等）製作による販路開拓事業

東京都 株式会社折勝商店 6010001001651 すし店専用サイト開設とＥＣサイトのＵＸ強化

東京都 Ｓｏｐｈｉｅａｒｔｈ株式会社 9011103004795 非対面・遠隔でのサービス提供が可能なビジネスモデルに転換

東京都 ラヴィクール － オンラインでの英語幼児教育の新教材の開発と新規顧客の獲得

東京都 Ｇｒａｃｅ：ａｃａｄｅｍｙ　ｏｆ　ＡＲＴ － オンラインレッスン導入による販路拡大　動画での魅力発信と販売

東京都 エンハンス － オンライン婚活のためのＥＣサイトの制作とＰＲ動画での宣伝活動

東京都 株式会社ネビュラエンタープライズ 2011102024512 舞台業界におけるサプライチェーンの復活支援

東京都 合同会社ＭＵＳＡ 1011003010513 スピリチュアルトレーニングのためのオンラインサロン

東京都 Ｂａｒ　Ｂｏｏｋｓｈｅｌｆｆ － 遠隔で美味しいお酒を注文！モバイルオーダーの導入

東京都 株式会社Ｎｅｏｐｒｅｓｓｉｏｎ 2011001131657 非対面型「カリスマ女性のオンラインスタイル講座」構築事業

東京都 添田事務所 － こんな時代だからこそ明るい映像を届けるレンタルスタジオへ。

東京都 株式会社風知 7010001188884 蜂蜜加工品の非対面型販路開拓及び新製品開発

東京都 株式会社ペルパナス 4010001205790 従来の対面営業からオンライン経由の集客と接客サービスの強化

東京都 グリステン合同会社 4010403021613 当社宣伝用のサンプル動画による動画制作事業の新規開拓

東京都 トーチ － 衛生設備充実と訪問美容サービス開始による顧客獲得

東京都 有限会社山下商事 1011602010236 コロナ禍で外出困難者に宅配の提供とテイクアウトの非対面化

東京都 Ｓｕｉ － 新規事業ホームページ開設及びオンライン広告宣伝による販路拡大

東京都 大野音楽事務所 － オンラインレッスン導入・充実とブログ・動画で生徒数の維持拡大

東京都 Ｔ．Ｋ．Ｆａｃｔｏｒｙ － 刺繍を活用した新商品開発とＥＣサイトを通じた新規顧客獲得

東京都 精工技研株式会社 2013201003099 「バスラックライト」「かるケア」の新規顧客獲得

東京都 株式会社秋東精工 1011701016209 新商品開発と自社ＥＣサイト構築による新規顧客獲得

東京都
株式会社フューチャーフィナンシャルコン
サルタンツ

6010401036074 インターネット受注対応とコンサルティングのオンライン化

東京都 有限会社コキナ 2011002024513 商品開発の充実とライブ配信でのオンライン販売と顧客獲得

東京都 株式会社Ｓｐｅｃｔ 4010901041261 ＥＣサイトの構築によるグッズ販売と非対面型事業の強化

東京都
司法書士法人　あい和リーガルフロンティ
ア

5011005002331 ホームページリニューアル等による新規相談者の増加及び非対面型相談

東京都 ＳｕｎＧｏｌｄ合同会社 7010403019662 オンラインコーチング、動画配信事業による新規販路開拓
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東京都 株式会社ＴＹＫ・インコーポレイテッド 5013202005959 特製ディナーセットのネット販売で新たな販路拡大を実現

東京都 株式会社ピースプランニング 7011401016429 自社の強みを生かしＥＣサイト構築で非接触型販路拡大の相乗強化

東京都 グランスポーツ株式会社 7011401016016
ホームページの新規開設及びユニフォームシミュレーター設置による非対面
型の販路拡大

東京都 ＫＡＺＵスポーツ株式会社 7011201011068 出来るだけ非対面で、スポーツ用品を提供出来る店作り

東京都 株式会社アイ・コミュニケーション 9010002051783 貸し会議室でのオフラインとオンラインのハイブリッド型開催を実施

東京都 ｃａｐｒｉｃｅ－ｗｉｇ － スマホ対応等ホームページリニューアルと広告による新規顧客獲得

東京都 株式会社ＭＩＹＡＢＩ 6011801025939 ＷＥＢサイトを活用しリフォーム案件・原状回復案件を受注する

東京都 高橋経営相談所 － ＨＰ作成、オンライン講義による新規顧客の獲得

東京都 株式会社金融財務研究会 8010001041019 ＷＥＢセミナーの拡充とテレワーク推進のためのクラウド利用

東京都 行政書士シーガル事務所 － 家族信託の非対面型相談ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社エイト・ドア 4012401031635 コロナ時代を生き抜く！新たな営業体制の構築

東京都 合同会社セブンライフデザイン 7011503002863 オンライン需要増に対応する設備導入とネット経由の新規顧客獲得

東京都 有限会社松月堂 4013302004845 ホームページリニューアルとＥＣサイト制作

東京都 ９ｐｒｏｖｉｎｃｅ － ＥＣサイトで明るく楽しくネットショッピング

東京都 中華ノ麺シンフウ － ＥＣサイトと連携した通信販売サービスの導入

東京都 株式会社ＣＯＣＯＦＵＬ 5020001105254 非対面型サービスの提供とＥＣサイト導入による販路開拓事業

東京都 株式会社さくらクリーニング 4011701014151 コロナも撃退！綺麗な衣類を手掛けるためのオンライン見積の活用

東京都 フェリーチェ合同会社 6011403002824 複数予約サイトの展開と無人運営化による非対面型ビジネスの強化

東京都 有限会社商健 9011102021932 ・通信販売業務開発を通じた新規顧客獲得。

東京都 玉鈴会ワクイシステム － インターネットを活用したリモートによる新たな音楽教室事業

東京都 ヘアーリラクゼーションアンクロワ － 代表が自信を持って行う「オンライン美容カウンセリング」の実現

東京都 株式会社カノエ 8011001133177 早朝パン宅配の顧客拡大事業

東京都 ＴｏｋｙｏＣａｒｓＭａｒｋｅｔ株式会社 3010501044797 ＨＰ・ＥＣサイトの導入による問い合わせ・販売窓口の新設

東京都 株式会社くるま屋 8010301027814 ＷＥＢ等活用による人力車等販売の非対面ビジネスモデル確立

東京都 有限会社論創社 7010002015682 自社ＥＣサイトの開設による非対面型販路拡大

東京都 合同会社プロサム・テクノロジー 9011603001276 工場の自動化を支えるロボティクス事業の販路拡大プロジェクト

東京都 株式会社ＡＤＡＣ 7011101033377 次の旅の道しるべとなる自分ルーツ探しの新サービスの導入

東京都 株式会社くらしラボ 6010601056847 ＬＰ制作と広告強化によるダニ駆除商品の新規販路開拓

東京都 音楽彩画合同会社 3011103009899 企業提携商品開発と、絵画レプリカＥＣ販売による直接顧客の開拓

東京都 株式会社ｆｉｏｒｅ 3010403011937 理解促進のための動画制作および非対面商談を可能とする環境整備

東京都 株式会社東京洋紙店 7010001034460 ＷＥＢサイトによる商品紹介とネット販売による非対面事業の拡大

東京都 株式会社ネクスト・エム 9011501019437 テイクアウトの拡充と感染防止対策徹底による差別化

東京都 株式会社事業継承通信社 4010401142386 オンラインＭ＆Ａ仲介サービスとＷＥＢサイト制作による販路開拓
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東京都 株式会社フォルム 1010901015499 ＨＰの更新でファン獲得とオンラインでのフラワーレッスンの開催

東京都 株式会社ミラーン 9011801021737 ＥＣサイト構築による販路と雇用拡大と安心できる強力除菌対策

東京都 大坪　淑美 － オンラインスクール制作応援事業の開発・販路開拓

東京都 株式会社レガーロ 7010501041527 Ｗｅｂで解決！Ｄｒ．レガーロのジュエリーなんでも相談室

東京都 タミーズ株式会社 3010701018543 ＥＣサイト「イートデリ」たちあげによる非対面事業への業務転換

東京都 株式会社ドットカウ 3010701040010 カーコーティングのプロが行う光触媒コーティングの新規販路開拓

東京都 ＩＡＰＥＴＵＳ － ホームページやＥＣサイトを使った非対面ビジネスモデルの拡大

東京都 名酒センター株式会社 6010401029961 老舗角打ち居酒屋の非対面販売へのデジタルシフト

東京都 有限会社花六 1011302007383 創業８５年の老舗花屋がオンラインショップでコロナ禍を乗切る

東京都
特定非営利活動法人ＡＨＡＧａｌｌｅｒｙＰｒｏｊｅ
ｃｔ

8010405017501 Ｗｅｂセミナー等で認知度向上とＥＣサイトによる非対面型への事業展開

東京都 青山たか野 － 地元有名店のＨＰ新規構築によるテイクアウト事業周知と販売促進

東京都 株式会社ＰＯＬＩＣＹ 2010001162340 商圏を日本全国に広げるための非対面ビジネスモデルの構築

東京都 アイ・ユナイテッドハーツ株式会社 4020001060087 形そのままに！ふわふわソフトクリームをＥＣサイトで販売します

東京都 株式会社ＢＥＡＵＴＹＬＯＧＩＣ 6011401021058 オリジナル美容商品の開発及び非対面型サービスの拡大

東京都 ぽんしゅ家 － デリバリー、テイクアウトサービスで販路拡大を図る

東京都 株式会社リガーレ 8010401124133 非対面のオンラインセミナー開催による地盤保証事業の販路拡大

東京都 ＭＩＬＯＳＴＹＬＥ － ＥＣサイト構築でレア物雑貨の非対面販売を強化！商圏も拡大！

東京都 株式会社ＣＨＥＴＰｒｏｄｕｃｔｉｏｎ 6010401102479 撮影から配信までを自社スタジオで行うビジネスモデル転換事業

東京都 まごころいし井 － 自動換気とロールカーテン設置による三密対策で安心できる空間に

東京都 有限会社ＳｕｒｐｒｉｓｅＥｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 3010402034897 業務のオンラインＩＴ化による作業効率の改善と利益率の向上

東京都
株式会社Ｐ．Ｖ．Ｃ．ＦｉｎａｎｃｉａｌＣｏｎｓｕｌｔｉｎ
ｇＦｉｒｍ

9010001196308 ＥＣサイトを活用した金融機関営業パーソン育成業務の拡大

東京都 合同会社ＩＴ政策調査研究所 1011003002592 コロナ禍オンライン就職活動対応の非対面型Ｗｅｂ就活塾

東京都 ヴェリシェス株式会社 3010001194886 『新型コロナも怖くない！完全オンライン個別指導塾事業』

東京都 かえで司法書士事務所 － ＩＴ化による感染症対策とＭ＆Ａ事業の訴求による新規顧客開拓

東京都 株式会社ＪＯＳＥＰＨ 2011201013250 テイクアウトとデリバリーの新商品開発と販路拡大

東京都 杉山尚美 － 障がいをお持ちの方に向けたドレスの広告・新商品開発事業

東京都 ＴＡＫＥＲＯＯＴ － 新しい生活様式にてイタリア料理の提供を目的とした飲食事業拡大

東京都 ＣａｎａｋｏＩｎｏｕｅ － オンラインショップ強化と外出自粛時の室内着の開発

東京都 株式会社成和設計 9012701009194 コロナ対策の抗菌・除菌リフォーム、及びネット受注体制の構築

東京都 株式会社ロコ・アラモード 2010001159691 ＥＣを利用した非対面販売チャンネル構築とサービスのデジタル化

東京都 株式会社プラクリティ 4010801024052 ウェルネス支援のため在宅オンラインレッスンで新規顧客獲得

東京都 伊藤曜 － 背骨コンディショニング・オンライン配信事業

東京都 株式会社ＳＥＲＥＮＤＩＰＡ 6010601041329 ＷＥＢ・スマホ活用による非対面ゴルフレッスンと新規顧客獲得
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東京都 株式会社ファースト 6010401142806 全国の士業のお悩みを解決！オンラインマーケティングセミナー

東京都 グラジオラス － 「クラスターを発生させないオンラインによる新規顧客の獲得」

東京都 アンジュリー － ＥＣサイト、販促品を通じた新規顧客獲得と新商品開発

東京都 株式会社光和ビジネス 2010001122022 リモートサポート体制構築および出版社向け印税管理システム開発

東京都 株式会社ＫＯＳＫＡ 2010401141472 ・オンライン型展示会への出展事業

東京都 株式会社如水パートナーズ 8010001203551 人材紹介業の遠隔面談、ファイル共有、求職者管理システム化

東京都 真野遊エデュケーション － オンラインサービスへの転換とＨＰ構築による顧客獲得経路拡大

東京都 株式会社グロースウェル 7010401128440 ＷＰ及びＬＰ制作による新規顧客獲得と新サービスの展開

東京都 税理士川崎涼子事務所 － 若手・女性起業家向けオンライン資金繰りサポートサービス

東京都 焼肉あっしゅ － テイクアウトメニュー増強および販路拡大事業

東京都 株式会社Ｄａｌ‐Ｆｉｓｈ 8013301033585 あなた食堂のデリバリー＆テイクアウト事業

東京都 株式会社ＣＨＡＲＭ 7010601042169 内装レイアウト変更による３密対策のＰＲで販路拡大

東京都 Ｋ’ｓ暖ダイニング株式会社 7012801019293 テイクアウト・デリバリーの強化と店内を安心安全空間に

東京都 株式会社ＡＳＰＥＣＪＡＰＡＮ 9010901020269 テイクアウトの新メニュー開発による顧客回復と販路拡大事業

東京都 株式会社アルバリーガル 8010401002339 オンラインでの商材依頼サイトとマスクのＥＣショップ事業

東京都 株式会社ＦＬＡＴ 4011301020087 テイクアウトをきっかけとした新たなコミュニティ構築

東京都 株式会社ＢＬＯＯＭ 8110001029235 本格的スペイン料理を「おうちごはん」で！通販事業の実施

東京都 株式会社アイフーズ 8011001063548 名店のレシピを家庭で再現できる情報提供サービス

東京都 株式会社ＧＯＤＦＩＥＬＤプロモーション 7013301040797 オンラインコミニュティＧＯＤ　ＦＩＥＬＤ

東京都 株式会社Ｒｅｊｏｕｉ 1011001112939 オンライン形式でのデータサイエンティスト育成研修

東京都 株式会社スピードアー 7020001136611 非対面式オーダーシステムの導入＆デリバリーサービス実施計画

東京都 理容ノムラ － ウイルス対策工事による安心とオンライン講座開講による顧客獲得

東京都 株式会社スタジオタカノ 6012401004523 新たなシステム導入によるネット予約の拡充と新規顧客獲得！

東京都 株式会社ハイタイド 5013201010035 非対面型による新規顧客開拓及び新業態販売参入計画

東京都 株式会社天平美人 9010001185574 Ｗｅｂの活用による集客率向上と非対面型ビジネスへの転換

東京都 株式会社ファインプロス 3010001139552 オンライン面談サービスで就業支援事業

東京都 シノダ美食薬膳カレッジ － 講座オンライン化による健康促進

東京都 株式会社ザート・トレーディング 3010401093977 ＨＰカート機能とオンラインによる、非対面ビジネスの新規展開

東京都 ＩＣＯ． － ＥＣサイト活用とチラシや看板で近隣地域への認知と集客

東京都 株式会社Ｙ＆Ｅ 7011101077671 売上が減少するエステ店の非対面型エステへの転換事業

東京都 株式会社ＤＨ　ＬＡＮＳＴＯＮＥ 8011101075591 焼き鳥のテイクアウト・デリバリーによる販路開拓

東京都 株式会社Ａｐｏｌｌｏｎ 5080001002586 オンラインによるニューノーマルな刺繍対応プロジェクト

東京都 司法書士行政書士吉澤事務所 － ＨＰ作成による新規開拓及びテレワーク環境の整備による感染症防止
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東京都 秋葉原ＫＭ法律事務所 － ＨＰ制作、ポータルサイト掲載、Ｋｉｎｔｏｎｅ導入で法律サービスを非対面化

東京都 ヴィーガン創作家庭料理ＫＬＡＳＩＮＡ － オーガニック惣菜・無添加グロッサリーの販売事業

東京都 株式会社アージング 7011101067648 展示会出展による毀損顧客補填と非対面型営業による全国展開

東京都 有限会社オフィスひめの 1013202012323 リモートでアスリートのパフォーマンスを最大化する栄養サポート

東京都 株式会社アネモイエンタテインメント 2010901044118 新規取引先開拓のためのデジタル領域強化とコンテンツ開発事業

東京都 結美株式会社 3010001189085
医師・看護師・コメディカルのための麻酔・手術室領域セミナーにおける非対
面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社筆屋コーポレーション 9010401038927 ・ウォーキングクローゼットギャラリーの開設とネット販売

東京都 株式会社ｘｐｏｒｔ 2010701038237 オンラインを活用した集客導線の構築とテレワーク導入

東京都 有限会社アーティストネットワーク 9010602031672 オンラインを使用したサロン型エンターテインメントスクール

東京都 株式会社ビーアイ 7011701006567
溶接作業の内製化による計測機器製造体制強化及び受注増による売上アッ
プ

東京都 株式会社それだ 9013301045217 ＳＮＳ販促支援事業を売るためのＳＥＯ特化型のＨＰ作成・運用

東京都 山本晋太郎 － ＥＣサイト開設による新規販路の開拓事業

東京都 ウィングスインターナショナル株式会社 9010401064898 ジャズやフラメンコのライブ配信で収益を得、新規顧客の獲得

東京都 はちまん鍼灸院整骨院 － 自宅往診の強化！水素ガス器導入より施術中の非対面時間を増やす

東京都 鮓　かね庄 － テイクアウト事業強化に伴う商品開発マーケティング事業

東京都 Ｊ＆Ｈビジネス株式会社 8030001022636 自宅で本場の韓国料理！韓国料理ミールキットのオンライン販売

東京都 株式会社ＡＳＡＰ　ＣＲＥＡＴＩＯＮ 6010401108492 コロナウイルス関連アパレル商品開発とＥＣ販売促進策

東京都 株式会社エス・イ－・アイ 9011801025671 集配送訪問型サービス拡充による非対面事業への転換

東京都 株式会社ＫｅｉＨｕ 2010901047203 人々を笑顔にするピエロのオンライン活動

東京都 株式会社Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂｏｒ　ＩＤＴ 9010801026903 歯科医向けの情報発信によるオンラインコミュニケーションの促進

東京都 株式会社クロスライン 1012801018045 社内システムのクラウド化によるテレワーク環境整備と対象顧客拡大事業

東京都 大石商店 － ＨＰとＳＮＳ連動、ＩＴを使った非対面ビジネスへ転換

東京都 Ｌｅａｆ　Ｍｏｏｎ合同会社 6011003008073 ステップ配信ツールの活用による非対面での販路開拓

東京都 株式会社メカニカル技研 3012301006048 技術系スクール「えすくえら・ぷらちの」の各種プロモーション

東京都 スキマ興産株式会社 9040001060329 バーベキュー食材のデリバリー販売で集客売上アップを図る

東京都 リディッシュ株式会社 8011001106216 オンライン申込クラウドファンディングでコロナ禍の飲食店を応援

東京都 株式会社アニモメディカル 7010501024374 女性のヘルスリテラシーＷＥＢ広告掲載で認知度・売上げ向上計画

東京都 株式会社やきとんたくちゃん 2010501045433 店内非対面型オーダー及び非接触型レジの導入

東京都 ＪＡＰＡＮ　ＰＲＩＶＡＴＥ　ＧＵＩＤＥ － タイ人向け困りごと等のオンライン相談受付サイトの新規構築

東京都 株式会社リディアワークス 2010601040136 抗ウイルス・抗菌対策“キルウイルス”　フィルム製品の開発製造

東京都 株式会社エベレスト 7010001189817 英語で学ぶ新しい科目：Ｄｉｓｃｏｖｅｒ　ｙｏｕｒ　ｆｕｔｕｒｅ

東京都 株式会社フラクタル 1013301041850 ホームページ改修で販路開拓を図り売上元の創出と持続的発展

東京都 株式会社ケネディ・スタンプ・クラブ 6011101006350 買取販売方法の非対面化によるｗｉｔｈコロナ販路拡大
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東京都 リベルテ司法書士事務所 － 非対面型サービス環境構築ためのＨＰ・Ｗｅｂ予約システム作成

東京都 株式会社Ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ 7010401099269 動画による英語レッスンの提供

東京都 合同会社ＴＲＡＮＧＯ　ＫＮＯＴ 3010003032037 オンライン配信によるイベント産業エボリューション計画

東京都 株式会社ＲＷＢ　ＴＯＫＹＯ 8011001133202 世界中のファンに向けた越境ＥＣサイトでの販売事業

東京都 オン・ザ・クラウド合同会社 1010403021608 オンラインでの企画制作と新たな販路開拓で非体面ビジネスを確立

東京都 チルチル － 焼売専門のテイクアウト、デリバリー、ネット通販事業

東京都 ｈＸＨ － オンラインによるメンズパール専門店の新規立ち上げと集客

東京都 ｓｔｒｅｅｔ　ｐａｓｔａ　ｃｏｍｐａｎｙ － 非対面型ビジネスに対応した新商品開発とデリバリーでの販路拡大

東京都 合同会社ＩＸＡＳ 1370003004142 ご家庭でもどんたくの九州料理を楽しめるテイクアウトの始動

東京都 株式会社ＳＫＹ　ＣＡＲＥＥＲ 8010701027515 非対面型営業が可能なプロモーションサイトの開設

東京都 株式会社メテオストーン 9010401098624 非対面事業（ジュエリーセミオーダーと美容リモートケア）の取組

東京都 冨岡　由未子（屋号） － ・電話占いのシステム導入により非対面集客モデルへの転換事業

東京都 株式会社Ｖｉｒｇｉｎｆｉｎｉｔｙ 4011001121037 恵比寿特産ぬか漬け商品の試作開発と専用ＥＣサイトの構築

東京都 トラスティア株式会社 7040001076137 防災商品のＥＣサイト（国内外）の新システム構築による売上拡大

東京都 株式会社オガワフレッシュ 3010001099994 ＥＣサイト構築による非接触型テイクアウト！出前販売

東京都 Ｒ　ＮＯＴＥ（アールノート） －
オンラインで完結するアルバム制作などのパッケージ商品の開発とネットを通
じた新規顧客獲得

東京都 ｐｅｃｈｅ（ペッシュ） － アクセサリーや小物の新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 ＫＯＫＯ　ＰＬＵＳ － レンタルキッチン新設と宣伝広告による新規顧客開拓

東京都 株式会社ＴＭＳ 8012401025551 美容師育成のオンラインサロンスクールビジネスへの転換・販路拡大

東京都 株式会社ＣＯＫＩＡ 6011001130878 今こそ健康経営！オンライン健康講座で社員も会社もみんな元気

東京都 株式会社ＬＯＫＡＨＩｓ 2010401146042 ＷＥＢを活用した営業活動による、非対面型販売方式の確立

東京都 株式会社ＵＮＤＥＲＳＴＡＮＤＩＮＧ 2010601054730 無観客または制限付き有観客生配信音楽ライブの実施、販路開拓

東京都 ＥＸＥＥＤ － オンラインレッスン対応と看板・ＷＥＢ宣伝による集客強化

東京都 株式会社中丸花苑 6011501010480 法人企業向け祝い花注文ＥＣサイト構築による新規顧客獲得

東京都 コモード・マネジメント － オンライン不動産管理を主軸とした販路開拓事業

東京都 アースファーマシー株式会社 8011301024225 非対面でのオンライン服薬指導事業

東京都 株式会社ＳＩＬＵＶＡＩ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 5011201013256 テイクアウト＆デリバリーの開始と、チラシ配布による売上改善

東京都 株式会社瑞穂 7013301031185 自社ホームページ作成と大規模宣伝で売上回復を目指す

東京都 株式会社Ｃ＆Ｓフード 5040001094355 冷凍食品を活用したテイクアウト商材の開発と取引拡大

東京都 株式会社ＣＬＵＤＥ　ＬＡＢ 3010901043977 教材料プラスチックねじの開発とオンラインによる営業活動事業

東京都 株式会社サイエンスエンタテイメント 8010801018117
オンラインで行う体験型サイエンスショー開発とＨＰ・ＤＭ・ＳＮＳを通じた新規
顧客獲得

東京都 株式会社ＭＵＬＯ 2010401154664 販路拡大と採用力強化に向けた自社ＨＰ作成

東京都 株式会社Ｗａｋａｅ 5011801036706 自社開発天然由来ケア商品のＥＣ展開事業
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東京都 葉山カウンセリングアカデミー合同会社 9010003029300 「心理カウンセリング」のオンライン対応化プロジェクト

東京都 ａｄｍｉｒｅ株式会社 8010001203304 非対面型ビジネスモデルの確立による現状打破

東京都 株式会社ＰＮ 8010401093254 レトルトカレーテイクアウトサービスのための真空機と冷蔵庫導入

東京都 株式会社ＰＡＢＬＯ 9011001124142 映像媒体とＳＮＳ配信を主とした広告宣伝活動、新規顧客開拓

東京都 大洋電機株式会社 8011201003114 サプライチェーン毀損に対し新設備導入による売上回復と効率化策

東京都 合同会社Ｌｉｇｈｔ　ｆｉｅｌｄ 6011003009740 更なる富裕層客獲得のためのテイクアウト商品開発と店内改装事業

東京都 株式会社月がきれい 6011001134061 営業代行企業からの営業リソースの確保とノウハウの学習

東京都 くうのむちゃのま － テイクアウト事業強化による非対面サービス構築事業

東京都 カクニマル － テイクアウトメニュー開発による非対面型ビジネス強化事業

東京都 株式会社秋山自動車 7011301013410 集客用Ｗｅｂサイトからの非対面での顧客の獲得と効率化

東京都 創栄建設株式会社 7013401005452 非対面型の見積依頼ができるＨＰとチラシを活用した顧客獲得事業

東京都 ジュエリービスポークタツミ － 新しい生活様式対応のダイヤモンドネットワーク構築と販売強化

東京都 株式会社東京トリップ 4010401092557 公式Ｗｅｂリニューアルによるオンライン事業の窓口機能強化

東京都 Ａｌｏｍｉｉ － オンラインカウンセリング提供とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 和くろす － キモノへの愛を叶えびととして時空を超えＷｅｂ上に創り出す

東京都 株式会社ソリスマーケティング 4013301036154 ＥＣサイト構築と展示会出展による売上の改善

東京都 合同会社日昇ファクトリー 5010003022424 東洋一の中央卸売市場の売買参加権を活かした青果ＥＣ／小売事業

東京都 株式会社ブリストル 6010001103695 インポートアウター・小物のネット通販による非対面事業の展開

東京都 ライフ・オブ・フラワー株式会社 8010901042867 ＥＣサイト設立による非対面フラワー販売

東京都 有限会社オフィスティー 5010402003074 自社サイトで音楽ライブ配信を行い既存顧客維持と新規顧客獲得を行う

東京都 株式会社ＺＥＬＯ　Ｔ 3020001123654 土壌改良剤の活用法・ネット配信セミナーによる解説と販売

東京都 ルアナアイナ － 非対面を実現しつつ継続利用のハードルを下げる新サービス開発

東京都 ケージー・サポート － オンライン会議による人材ビジネスを救う最適化計画

東京都 株式会社ＣＯＣＯＲＯＴＵＳ 4012401032831 チラシのポスティング・新顧客を狙った置き配サービス

東京都 ＡＬＯＨＡ　ＴＯＫＹＯ株式会社 7010901039030 チラシのポスティング・新顧客を狙った置き配サービス

東京都 原田祐郷 － リモート展示会と感染症対策／入場制限自社展示会による受注会。

東京都 サルサカバナ　中野店 － セルフオーダーシステムの導入による非対面化

東京都 Ｒｕｒｉ　Ｎａｉｌ － サロン固定客向けのオンライン物販サイト構築とその販路開拓

東京都 千歳海運株式会社 3010001042590 テレワーク環境整備による生産性向上と事業継続の確保

東京都 ミルナー　祐子 － オンライン英語コーチング＆ビジネス英語討議クラス提供と販促

東京都 株式会社チームエス 1011601013743 非対面でのラジオ波温熱器ＳＷＩＭＳによる運動療法メニュー導入

東京都 ＡＫＩＫＯＡＯＫＩ － ＥＣサイトのみで販売するセカンドラインブランドの新規開発

東京都 ルナスタジオ － 個別からグループへ。新しい「身体ファスティングサポート」事業
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東京都 株式会社ＢＨＦ 1011101088872 自宅で何時でもできる非対面のセルフケアサービスの開発

東京都 林薬品機械株式会社 8010901009858 製品動画を活用したＨＰリニューアルによる非対面営業の強化

東京都 ソレイワ株式会社 9010401146556 がん患者さんのためのオンラインによる療養生活情報提供事業

東京都 株式会社はれやか 2010601058442 デジタルサイネージの活用で、新規患者の獲得

東京都 株式会社帝商 1010403016995 千葉県産食材を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社ｆｅｅｌｃｏｒｄ３Ｆ 2020001132821 レストラン営業からデリバリーへの業態転換への取り組み

東京都 合同会社七海交易 4013403000529 一次原料の自社栽培用機械と生産性向上の為の設備投資

東京都 Ｐｕｋａｒａｓｕ － オンラインでの美容サロンの新メニュー訴求による販路拡大

東京都 タカハシユキ事務所 － 地域食材を活かしたデリバリーサービス事業による販路開拓

東京都 佐藤雄思 － 完全非対面型カフェ会の主催者向けコンサルサービスの販路拡大

東京都 株式会社ｎｏ　ｓａｋｅ，ｎｏ　ｌｉｆｅ 4390002006085 外国人ユーザーの獲得と非対面ビジネスモデルへの転換

東京都 ＤｉｎｉｎｇＢａｒ第三基地 － 店内分煙対策と、おつまみ宅配で「ＷＥＢ飲み会」の推進

東京都 バズルーラ株式会社 3010401152122
非対面・無観客型オンラインイベント及びインターネットライブ配信の企画制
作

東京都 行政書士法人フォワード 2011105009213 財務改善丸ごとオンライン相談サービス事業

東京都 Ｅｐｉ　ｌｏｕｎｇｅ － 非接触のオンラインバーにて販路拡大事業

東京都 株式会社アロハワークス 6050001031001 粗大ごみ収集ネット受付システムの販促事業～非対面ビジネスの構築～

東京都 ＡＩ寺子屋塾 － 子どもたちの学習を停めないための完全オンライン化への進化

東京都 株式会社Ｍ’ｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ 6011001128261 ＩＴを活用したトレーニングジムの非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 合同会社オオハシ 6010403013410 非対面型広報活用によるグループホーム生産性向上と社会貢献

東京都 株式会社アロハファクトリー 5010001167964 非対面型のフラダンスのオンラインレッスンの導入と販路拡大

東京都 株式会社耕 1010401134527 大手福利厚生会員サイトでの通信販売強化

東京都 株式会社ワンダー 8010401090986 飲食店舗応援！店主が教える美味しいお店ＥＣチケット販売

東京都 有限会社高橋セーフビル 5010002011964 自社ビルの空室活用による非対面型コワーキングスペース事業

東京都 ＭＹＲＩＳＥ合同会社 6011603002830 日本中の子供達を優秀に育てるオンライン教室システム導入

東京都 銀座名刺印刷合同会社 7010003021192 地域密着型対面・非対面ハイブリット販売をポスティング広告で！

東京都 株式会社ＣＨＫｉＴ 1011101084046 非対面販売の構築とサービス提供場所を開拓し新規顧客の獲得

東京都 株式会社ユーエス 9010101007174 メーカー転身のための自社商品の開発・販売及び新規販路の獲得

東京都 株式会社トップエンド 4010401019700 事業名：スノーリゾート利用客増進！顧客の管理と非対面型のツール開発

東京都 レイキ処　和 － 個性心理学「個性の違いを知り人間関係のストレス解消」セミナー

東京都 Ｈｉｓｈａｍ　Ｒｏｊｂａｎｉ － 遠隔指導システムの導入と教師ポータル掲載、動画販売の開始

東京都 川又有佳子 － 自宅でＡＩ肌診断、「美容と治癒」の先進肌ケアで感動体験を提供

東京都 神楽酒 － テイクアウト販売による売上改善事業

東京都 ライフ整骨院 － 寝るだけ温活＆筋トレで冷え性改善をしながら免疫力アップ施術
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東京都 ＫＡＯ　ｏｎｌｉｎｅ　食事療法サポート － ＫＡＯ　ｏｎ　ｌｉｎｅ　食事療法サポートｗｅｂ販路拡大事業

東京都 Ｓａｔｏｍｉ　Ｏｐｔｉｍａｌ　ＨｅａｌｔｈＳｕｐｐｏｒｔ － サトミオプティマルヘルスサポートｗｅｂ販路拡大

東京都 ＧＭＳ株式会社 2010001188170 日本初進出オーガニックコスメの周知・販促のためのＥＣサイト制作

東京都 おにぎり　ｃａｆｅ　利さく － 利さくペイによるテイクアウト事業を確立

東京都 有限会社デビルロボッツ 4011102017638 国内外の販路開拓のためのトーフ親子グッズのＥＣ販売

東京都 野方たん純 － テイクアウトメニュー強化による非対面ビジネス構築事業

東京都 株式会社シーゲルコミュニケイションズ 4013201010085 現役アナウンサー梶原しげるがオンラインで教える「話し方」講座

東京都 Ｌｕｘｉ合同会社 4010603007866 ＥＣサイト構築による酒類の通信販売の開始と新規顧客の獲得

東京都 ＺＡＫインベストメント株式会社 5012401022534 ・対面の買取りから宅配買取りを利用した非対面型への転換

東京都 データキャピタル株式会社 6010401140677 開発アプリ、教室事業を周知させるＷＥＢ戦略への取組

東京都 株式会社Ｒａｖｉｅ 2011001065418 非対面商品強化およびオリジナル商品制作による差別化の販売促進

東京都 株式会社マッスルホーム 4011401014740 重点エリアにおける認知度向上とＥＣサイトによる顧客接点の創出

東京都 株式会社ＳＫ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 6011401021421 オンライン動画配信コンテンツ制作への主力事業の転換

東京都 ＦＯＯＤ　ＡＲＴ － 試食付きオンライン料理レッスンによる新たな販路の開拓

東京都 Ｎｏｔ　Ｓｕｓｐｉｃｉｏｕｓ － 非対面型オンライン動画配信による売上アップ

東京都 株式会社ＯＮＥＲ 1020001119753 ＷＥＢ広告・チラシなどを活用した非対面による顧客獲得

東京都 Ｔｓｏｔａｎｇ － ホームページ更新とインターネット販売の拡充

東京都 ｒｉｃｏｐｕａ － ネットショップでの冷凍カレー販売、新商品の開発とネットを通じた新規獲得

東京都 アイラッシュ・アズリア － 新メニュー開発と自社予約サイトの構築

東京都 黒澤紀子 － 自宅で出来るオンラインカウンセリング

東京都 株式会社早坂商会 4011101017572 自社オリジナル商品開発とＥＣサイトでの新規顧客獲得

東京都 合同会社ＫＪＴ 5010403022081 ホテルの完全非対面モデルへの転換

東京都 株式会社ＦＬＩＰ　＆　ＦＬＯＰ 2011801029002 ウエブサイト全面見直による飛躍的売上増強＆ファン増強

東京都 株式会社青葉台スタジオ 9013201011839 オンライン対応による非対面型マスタリング事業

東京都 アポネット株式会社 7010001065308 ＩＣＴを活用したクラシックカーのレンタル事業展開と新管理システムの構築

東京都 有限会社紅林糸綿店 7010102002325 Ｗｅｂカメラでのオンライン教室による販路拡大と売上向上事業

東京都 株式会社アウム 5011301000138 顧客のＷＥＢ活用の増加に対応した提案力強化とテレワーク

東京都 株式会社オフィス上の空 5010701034259 演劇のライブ配信、映像化による販路開拓・ビジネスモデルの転換

東京都 株式会社ＲＥＺＡＥＶ 4010701032642 パーソナルジムのオンライン化による販路開拓

東京都 株式会社かたちえ 5012701011030 オンラインコンテンツ及びサブスクリプションサービスの展開

東京都 ココ・エステート合同会社 8011103007312 ＶＲ内見の導入によるペット可賃貸物件の稼働率向上

東京都 特定非営利活動法人ｉｚｍ 2012705002235 自社ＨＰ構築によるブランディングとキッチンカーの購入事業

東京都 有限会社アトムス 2013202000426 感染対策を講じたレンタルスペースの有効活用による新規顧客獲得
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東京都 いないいないばあっ － 海外の職人から楽器を直仕入でＥＣサイトで販売する事業

東京都 株式会社Ｈｅａｒｔｓｅａｓｅ 9010401109983 有機ハーブの有効成分を使用した新ブランドのＥＣサイト展開

東京都 ツイテルカンパニー株式会社 6010901023159 オーガニックメニューの非接触型テイクアウト・ＥＣ事業

東京都 バル・イーロ － レストランの味とおすすめワインをご自宅で

東京都 有限会社ギアハウス 8010402022971 「安心で快適な撮影空間へ」変化するスタジオギアで再生を図る。

東京都 株式会社マルシン 9013301012712 環境に優しく感染防止にもつながる業務用ポリ袋の非対面型受注

東京都 有限会社東洋医学総合治療院 2010502018330 非接触型キャッシュレス決済導入と衛生環境改善によるコロナ対策

東京都 株式会社Ｍｅｍｉｅ 9011101077521 オンラインフラワーアレンジメント教室開催と花屋の情報発信支援

東京都 株式会社ＲＹＯ縁 6013301040105 非対面営業のための受注業務管理システムおよびＷＥＢ受付の構築

東京都 有限会社ＬｉｖｅＷｅｌｌ管理 7380002004608 ＨＰ開設による認知度拡大とオーナーさんとの非対面環境の整備

東京都 デクスター合同会社 5010703003459 非対面型オンラインツアーへの、観光業のビジネスモデル転換

東京都 株式会社エイトアローズ 3010801026017 ストリーミングを活用した認知拡大と非対面サービスの拡充

東京都 有限会社セーロン 1010902025290 ホームページを通じ健康カレーとセイロン紅茶の良さを広めたい

東京都 ｅｋｋ英語教室 － オンライン授業の核となる自作テキストの自費出版

東京都 平田プロモーション － 立川エリア商店街を支援する銘品ＥＣサイト立上げ事業

東京都 Ｅｓｓｅｎｃｅ　Ｌｏｕｎｇｅ － オンラインを活用し、勉強会や講座を提供する安心な場を作る

東京都 株式会社リブリュクス 9010001133178 オーダーメイドプリザーブドフラワーのＥＣ販売

東京都 株式会社トリアノン洋菓子店 1011301004778 ＥＣサイトにて伝統と技術が証明された既存商品販売サービス

東京都 株式会社マリエス 5010601031371 明太子の確保とＨＰからの受注体制の構築

東京都 ユビランド知的財産綜合事務所 － ＨＰ改修による非対面型の新規顧客開拓及び発明相談の実現

東京都 株式会社ＧＥＮＥＶＩＳ 5011301024574 リモート編集システム導入による既存顧客維持と新規顧客開拓

東京都 株式会社アクアクリエイティブラボ 3010401109007 新規客開拓！！ＷＥＢによる受注経路の創出と会議システムの導入

東京都 株式会社マッチメーカァ 9010401129874 テイクアウト用ＷＥＢページ作成・コロナ対策のための改装

東京都 Ｗｈｉｔｅ　Ａｎａｔｏｍｙ － 通信講座の販売及びオンライン型指導による新規顧客獲得

東京都 株式会社ジェー・ピー 6010001046440 教養・カルチャー講座コンテンツのオンライン販売事業

東京都 合同会社ジブンコネクション 7010603007343 オンラインサービスの拡充に伴うＰＲ動画作成、新規顧客獲得事業

東京都 株式会社ｎａｎｏ　ｄｅｓｉｇｎ　ｓｔｕｄｉｏ 2010601044203 オンライン設計商談サイト制作の構築

東京都 株式会社ＤＦＣパートナーズ 6012401031328 在庫管理から顧客対応まで完全リモート型の新しい店舗運営

東京都 ｆｒｅｅ　ｎｏｖｅｍｖｅｒ － 【事業名：新型コロナ対応オンライン・ライティングスクールの事業化】

東京都 株式会社ラグジュアリーズ 5011001058856 オンライン内見予約とネット広告によるシェアハウスの集客ＵＰ

東京都 ラズィール － オンラインイベントの開始と感染対策の内装設備投資

東京都 オステリアパージナ株式会社 5010901043397 ネット販売用のメニュー開発及び販路拡大による売り上げアップ

東京都 株式会社ＡｔｒｕｎｆＳｔａｎｄａｒｄ 1011701021456 オンライン対面注文システムの導入・販路開拓
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東京都 よし整骨院 － オンラインパーソナルトレーニングで非接触でも自費売上アップ

東京都 駒井　裕一 － 非対面で運営するキャンピングカー・キッチンカー向け駐車施設

東京都 山下　雅之 － 非対面型ヴァーチャルクルージングと自社メディアのリモート化

東京都 散ポタカフェのんびりや － ＥＣサイト向け商品開発とお客様対応とテイクアウトメニュー開発

東京都 ＰＯＯＬ　ＷＯＲＫＯＵＴ　ＥＡＳＴ － 密を避ける予約アプリの導入

東京都 ドイーニョケンタローネ － 新たな非対面事業（定番メニューのテイクアウトとＥＣ販売）の取組

東京都 ダイヤモンドフィットネス株式会社 5010401140661 オンライン予約＆レッスンシステム導入で３密回避

東京都 合同会社ＡＴサポート 5011803003365 経営コンサルティングサービスを非対面化しＷＥＢ上で顧客開拓

東京都 株式会社オールウェイズ 3010501041984 一つでも多くの「困った」を解決するためのオンライン商談の導入

東京都 株式会社花月堂 4010501026068 コロナに負けず、当店名物を全国にＥＣ販売！

東京都 株式会社ワンウェブ 4010001126038 クラウド受注システム付きのオンラインサービスＨＰ構築事業

東京都 ＮＳ企画合同会社 5010503003873 食品のオンラインショップ（食品ＥＣサイト運営）

東京都 菅野綜合法律事務所 －
Ｗｅｂサイトの新規設置・拡充による営業活動のオンライン化および集客力強
化

東京都 ＧＰ　ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲ － オンラインショップ強化で全国の新規顧客獲得と販路拡大

東京都 株式会社エコ 5010001199487 非対面での保険相談サービスを実施

東京都 株式会社Ｓ．Ｐ．Ｗ．ＣＯＭＰＡＮＹ 5011001068145 オンラインで展示会を開催し新たなサプライチェーンの開拓

東京都 株式会社勝栄商事 5010601045504 クラウドサービスを活用したテレワーク化

東京都 ハートランド株式会社 1120001207382 オンライン経理代行サービスで、中小企業の「困った」を解決！

東京都 ＧＡＳＫエンターテインメント株式会社 6013301044601 ＥＣサイトによるダーツグッズの非対面販売化

東京都 株式会社ＲａｐｐｏｒｔＳｔｙｌｅ 2010401089761 テレワーク業務完全移行＆ＤＭによるＨＰ制作管理業の強化

東京都 Ｓｍａｒｔ　Ｈｕｎｔ株式会社 6010401144422 Ｓｍａｒｔ　Ｖｉｒｔｕａｌ　Ｔｒｉｐ

東京都 株式会社ジェイクロス 3010001144899 カリスマ美容師と農学博士による美容室ヘッドスパの非対面型ホームケア化

東京都 新井　サチ － ＷＥＢを活用したＭＡＮＧＡブランディングの集客

東京都 株式会社ココン 7010001160109 おうち温泉しながらコロナ防止！抗菌アロマとバスソルトの頒布会

東京都 株式会社パディハウス 3011201013992 現役映画プロデューサーによるオンラインコンサルティング

東京都 株式会社阿南 5010001172915 デリバリー・テイクアウト導入による非接触型モデルへの事業転換

東京都 旬香亭あーち － 感染対策で居心地の良い場所へ。テイクアウトで新規顧客集客。

東京都 Ｒｅｎｅ　ｙ　Ｊｕｎｋｏ　Ｔａｎｇｏ　Ｃｌｕｂ － アルゼンチンタンゴの魅力をオンライン発信、新規顧客獲得計画

東京都 株式会社ＭＩＬＥＳＴＯＮＥ 5040001016482 非対面型営業への切り替え

東京都 株式会社マエムキホールディングス 7010701031006 ホームページリニューアルおよび非対面商談システム導入

東京都 株式会社ＣＯＲＡＬ 7011001127080 ＥＣサイト開設と商品開発・販売による非対面事業での売上確保

東京都 株式会社ａｌｐｈａ　Ｂｉｔ 8010901040136 ホームページリニューアルおよび非対面対応整備による販路拡大

東京都 株式会社ＳＵＳＱ 5010001204759 新契約スキーム商品開発と自社既存サイト改修
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東京都 株式会社ｏｈａｎａ 2010401103332 地域密着型美容院の販路開拓のためのネット集客

東京都 武蔵野算命塾 －
オンライン環境での、占い・コンサル・顧客獲得用無料コンテンツ開発への取
組

東京都 株式会社Ｃ－ｄａｙｓ 6011801035756 対面での商品供給から非対面による商品販売方法の拡大

東京都 北陸王ホールディングス株式会社 4010401099627 ＥＣサイト設立によるＰＢ商品の販路拡大事業

東京都 株式会社プロスランド 8030001054191 ＬＩＮＥを利用した賃貸管理及び賃貸物件仲介の新規販路開拓

東京都 麹町マンションセンター有限会社 9010002009666 ホームページを利用した非対面接客強化による新規顧客開拓

東京都 株式会社グローブ・エンターブレインズ 7010901027134
「受け放題！作詞・作曲ラボラトリーズ」というリモート専用個人レッスンの開
設

東京都 株式会社バート 6010901026905
オンラインで英語と英会話を習得する講座を制作・販売する事業を立ち上げ
る。

東京都 カウンセリングオフィス「こころの扉」 － コロナストレスを乗り切るための安全に参加できるオンライン心理相談事業

東京都 川庄襖紙株式会社 7010001039872 ＨＰをカタログ化し見本帳を効率よく配布する非対面型営業の導入

東京都 テリフィーク株式会社 1030001115173 オンライン店舗への新事業展開

東京都 株式会社ｃｈｉｋｙｕｂｉｔｏ 5030001115871 クラＴスタジオのホームページ一新と販路開拓、新商品の開発

東京都 窯焼きピザとワインの店ＢＯＳＳＯ － 飲食可能な屋外ホールスペース創出のためのテラス拡張、環境整備

東京都 創作おうちダイニングｍａｒｉａｇｅ － 店舗の増改築と商圏拡大の為のポスティングによる販路開拓

東京都 株式会社ワークシフト研究所 3010401122307 「オンデマンド動画」および「復職支援＆両立支援アプリ」の開発

東京都 株式会社三美堂 5013301004762 動画を用いたホームページとＷＥＢカタログによる非対面営業の構築

東京都 合同会社エイ・ジー・イー 2011603000961 学童保育、幼児保育の入退室・勤怠管理システム

東京都 ＪＣＫグループ株式会社 3012401000673 ＡＩ導入型高齢者住宅非接触管理システムの体験モデルルームの開設

東京都 クーペ株式会社 2013301032721 オリジナルシャツブランドの再開と新規顧客向け販売

東京都 Ｃｅｆｅ＆Ｇａｌｌｅｒｙ　Ｒｏｏｍｅｒ － 犬用無添加フードのｗｅｂ販売とドリンクのテイクアウトで新規顧客獲得

東京都 株式会社美のやか 3010001186330 自社開発鬼蒸し鰻料理類の販路開拓

東京都 ラ・ストーリア － マイセラー！～大切なワインを大切に保管！管理！～

東京都 株式会社ＭＡＲＶＥＲＩＣＣ 6012401023614 誰もが安心して飲食できる上品な広い空間で新しい時代の店にする

東京都 株式会社インターモール 5011101040227 メキシカンテイクアウトメニュー

東京都 ＲＥＡＣＨ　ＯＵＴ合同会社 9011103009539 シェフ兼コンサルがデリバリーとＥＣサイトで料理を宅配し販路拡大

東京都 株式会社ユナイテッドキッチン 6010901047174 移動販売と連動したオンライン受注販売システム導入での顧客開拓

東京都 ＩＮＤＥＰＥＮＤＥＮＴ － ＥＣ／ＳＮＳと休閑店舗を活用した新食品ブランド創立事業

東京都 ＳＨＩＮＹＵ　リフォーム合同会社 2010603006390 点検・商談オンラインサポートサービス

東京都 合同会社ＴＸパートナーズ 1011003007419 コロナに負けない「店舗まるごと抗菌・減菌パッケージ」販路開拓

東京都 株式会社７３ 3010001184664 インターネット販売で楽しめる料理販売と新規顧客の開拓

東京都 株式会社ＧｒｅｅｎＦｉｔ 1030001136087 サービスＬＰ／ＨＰ制作による非対面型ビジネスの実現

東京都 株式会社トランジット 3011001062637 自社サイトの強化とコロナウイルス対策グッズ販売強化事業

東京都 ハート・ビート有限会社 4011102010056 ポータルサイトの制作による特化型非対面営業の実施計画
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東京都 ウイズ・プランニング株式会社 3010601057922 Ｗｅｂで受注する抗ウイルス・抗菌・防臭剤コーティング事業

東京都 陽だまりきっちん料理教室 － アスリートフードレッスン座学・養成講座新規立上げ

東京都 株式会社Ｊ．ＴＲＵＳＴ 7013301024635 電話営業による非対面ビジネスの実現

東京都 株式会社花の共和国 9011601005618 ＥＣサイト開設と弊社独自の非対面型ビジネスモデルの構築

東京都 山田諭子税理士事務所 － 社会福祉法人対応体制強化事業

東京都 株式会社武犂和アニメーション 1011601021671 オンライン番組による自社制作シリーズ作品とグッズの販売促進

東京都 株式会社ＭＳカンパニー 7010001171543
日本茶とファッション　日本茶はかっこいい！７２侯１０年プロジェクト　お茶に
特化した、商品開発とＳＮＳを利用し新規顧客獲得、ネット販売事業

東京都 小鷹　正敏 － ウェブを活用した免許教習への転換

東京都 合同会社ｂｙＮｕｍｂｅｒｓ 9010803002836
床映像と広域インタラクティブセンサーを利用した、非接触型床面デジタルサ
イネージの開発

東京都 キーライト株式会社 8040001096729 動画配信を活用した非対面型事業

東京都 株式会社ＡＩＮＮＡ 3010701038327 非対面型ビジネスモデルへの転換に伴う知名度向上を目的とした広報活動

東京都 合同会社しくみづくり研究所 4010403023493 様々な災害を乗り越えるためのオンライン支援サービスの構築

東京都 スコア株式会社 6010401150684 非対面ビジネスを活かした海外を含む遠隔地の顧客獲得事業

東京都 株式会社エヌクリエート 9011001112618
インターネット販売（冷凍ラーメン販売）の強化（新商品の開発、通販チラシポ
スティング）

東京都 株式会社快晴堂 5010601033707 Ｗｅｂサイトと広告でターゲットを国外客から国内在住者へ

東京都 株式会社東京システムコーポレーション 4012401013906 シェアハウス・トランクルームの非対面見学を可能化する

東京都 アスウォット株式会社 8011201016108 百貨店顧客も新規顧客も楽しめる新たなＥＣサイト構築

東京都 弁護士　得重貴史 － ドタキャンＧメン（ネットを通じた新規顧客獲得）

東京都 アンダーズ株式会社 9010401124553 従業員の貢献見える化システム「Ｂｉｐｏｏ」の開発

東京都 アンドティー合同会社 8011003008402 非対面システムによる海外新規顧客への輸出販売

東京都 有限会社ＣＨＯＬＬＩ 9010902022438 コロナに負けるな！テイクアウト、宅配、ネット販売促進事業

東京都 ヘアサロンシープラス － 新型コロナウイルス感染拡大防止徹底の為の様式リニューアル

東京都 アカツキリンク株式会社 7012801019938 対面と非対面（オンライン）授業の両立、及び販路拡大事業

東京都 株式会社日本ライフエスコート 9010001085213 空き家住宅のインターネットを活用した非対面型売買営業システム

東京都 株式会社日本ライフコミュニティ 9010001128517 オンライン内覧を活用した空室物件の非対面型賃貸営業と管理業務

東京都 株式会社イズアソシエイツ 5010401002614 オンライン講座導入とホームページ改修による受講者獲得

東京都 株式会社高橋商店 3012801007491 自社サイト改修による新規顧客獲得及び専門家人材確保事業

東京都 カガヤキ － 照明機器のリモート操作による非接触型の取り組み

東京都 有限会社サワディー 3012702002798 キッチンカーの改装と新商品の開発事業

東京都 株式会社デミータ 4011801035510 テレワーク営業体制の構築

東京都 株式会社ｔｒｅｓｃｏ 6010002047925 個人宅向けアート作品の企画と自社ＥＣサイトによる販売

東京都 株式会社石井 6010601009771 ＥＣ市場への参入による当社オリジナル商品の販売促進

東京都 酒井会計事務所 － 令和時代に向けたオフィスのオンライン化事業

103 / 137 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。

東京都 株式会社すみか 3011101092633 住替コンサルティング事業におけるＩＴでの新規販路開拓事業

東京都 株式会社ＲＹＭＳ 9020001083760 非対面での営業ツール導入と新規分野展開のための事業企画立案

東京都 株式会社フォックスクリエーション 4011001133800 オンラインパーソナルトレーニングサービス

東京都 株式会社ジョイファンデーション 9010901024501 音を科学した自然音と体感音響による「おうちでハーモニックタイム」

東京都 リファインド・ベルジュエリー合同会社 4010703005118 ＩＴツール導入によるサプライチェーン改善とＳＮＳでの販路開拓

東京都 ＴｅｎＣｙ株式会社 8010601057843 リモートワーク環境の整備と通販サイト制作及び販促活動

東京都 株式会社レジェンド・パートナーズ 9010401110768 対面から非対面へ！個室ブース設置によるオンライン商談の推進

東京都 有限会社トライビズ 7010602034041 データ共有サーバーを利用し非対面型オーダー管理システム構築

東京都 株式会社ＮＣＢ　Ｌａｂ． 3010001032988 ＷＥＢメディアを中心としたデジタル非対面サービス体制の確立

東京都 シーフル株式会社 1010001163257 使い捨てタグ対応のマラソン大会等計時クラウドサービス

東京都 株式会社ｇｏｏ－ｄｙ． 4011701023185 「いいモノ」情報の新規プラットフォーム事業

東京都 ナチュラルスリム合同会社 5011103008718 オンラインによるパーソナルトレーニング

東京都 合同会社プロダクトオプションズ 4011803004100 自社のオリジナル製品をネット通販を通してお客様への直接販売

東京都 株式会社　リヴィエール 2010401056398 抗ウイルス希少性アロマオイル商品開発とＥＣサイト新規顧客獲得

東京都 株式会社柴総合計画 8010601044635 ＷＥＢ面談と予約システム構築による非対面型ビジネス転換事業

東京都 不動産パートナーズ株式会社 2011101090729 集客からサービスまで、オンラインで業務遂行

東京都 株式会社五知 4010401081015 非対面型ビジネスモデルへの転換及び管理の仕組みの導入

東京都 株式会社Ｔｈｉｒｄ　Ｄｏｏｒ 6030003012331 非対面型販売による在宅勤務環境を向上させる商品の宣伝広告

東京都 株式会社ＬＩＢＥＲＯ 4013301029257 通販機能を持つサイトとして当社ＨＰのリニューアルとネット販促活動

東京都 ＢＥＡＵＴＥＸ株式会社 1010401144360 日本国内市場に向けた日用品のオンライン販売

東京都 株式会社プリモポスト 1010801020491 －非対面型コンサルティング事業のＷＥＢプラットフォーム構築

東京都 中田邦彦 － 「リモートワーク時代のインテリア雑貨」をテーマとした自社ブランド立ち上げ

東京都 株式会社セラピスト 8012302002657 他にはない設備を備えた往診獣医療体制の確立

東京都 株式会社ＥＸｘ 2010401152890 電動キックボードのシェアリング事業におけるＷｅｂ販路開拓

東京都 株式会社Ｃａｎｄｙ　Ｆｌｏｗｅｒ　Ｍａｒｃｈ 5010401147327 自社ＥＣサイト構築とギフト配送のための動画コンテンツ充実化

東京都 株式会社リビオ 4010401099585 Ｗｅｂ上のターゲティング広告による仕入先・販売先への新規獲得

東京都
特定非営利活動法人日本こども教育セン
ター

9010605002662 講座動画の案内強化とネット販促による非対面型講師養成の拡大

東京都 行政書士法人Ｃｌｉｍｂ 5011105007206 Ｗｅｂ集客を中核とした非対面ビジネスモデル転換による販路拡大

東京都 株式会社ＳｕｒｉＳｕｐｉ 2012301012274 中国・台湾製品の輸入代行＆オンラインショッピングアドバイス

東京都 Ａｓｃｅｎｄｉｎｇ行政書士事務所 － リーガルテック技術を活用した行政書士ＤＸ化の推進と経営安定化

東京都 株式会社Ｇｒｏｗ 5011001104668 アプリ開発とオンラインセミナーを通じたＢｔｏＣへの新たな販売展開

東京都 株式会社江戸一 5010601001102 江戸の「粋」を伝えるＬＰで国産鯉口アロハシャツの新規販路開拓

東京都 株式会社ＫＩＪＩＮ 4010001178806 オンライン会議用個室空間による顧客企業と自社の非対面化促進
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東京都 株式会社ＣＳＵＰ 6011401014557 Ｗｉｔｈ／Ａｆｔｅｒコロナにおける非対面型の研修コンテンツ開発と新規顧客獲得

東京都 株式会社エムクロス 5010401150636 ホームページ刷新による非対面でのハイクオリティ名刺の受注拡大

東京都 合同会社ＭＡＡＩ 5290003004155 コロナ禍における新たな販路の開拓とテレワーク実施

東京都 株式会社ヴェル 6011803003637 サブスク型オンライン会員サービスの集客強化

東京都 株式会社アーパ・アンド・イデア 9010001078084 バルサミコ酢専門ブランドサイトによるギフト市場の販路開拓

東京都 株式会社Ｍ’ｓインターナショナル 1010801029855 ＹＯＵＴＵＢＥを活用した体験型ネットワインショップの構築

東京都 株式会社ベストリファインドエージェント 8010401118325 オンラインで見積！抗菌・除菌効果をもつ新施工サービスの提供

東京都 株式会社Ｕｎｓｕｎｇｓ＆Ｗｅｂ 4013301040123 自社ＥＣチャネルの構築とＷＥＢ広告による新規顧客の獲得

東京都 株式会社ＣＬＯＵＤＯＨ 7020001092953 高齢者向けリモート・スマホ教室

東京都 ヤマノ印刷株式会社 2010001031248 見積、注文が可能なＢｔｏＢ通販機能を持つサイトの制作

東京都 株式会社リスペクトフォース 2011001044719 「貸サロンは空間除菌しているので、安心です。」

東京都 株式会社エンライズコーポレーション 1011001091349 ＩＴエンジニア育成のためのオンライン研修コンテンツ作成

東京都 株式会社アヴェロ 8010001140522 カーゴバイク対応の新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

東京都 株式会社松浦製作所 2010701009213 新市場を決済付きオンラインで、販路開拓

東京都 株式会社ムトウ 6011501004623 オンラインによる安心なリフォーム相談事業

東京都 株式会社繋 3010001174475 『人と企業』『案件と企業』を繋げるマッチングサービスの構築

東京都 株式会社アセットメディエーション 5010001155184 新しい働き方をサポートするテレワーク対応レンタルオフィス事業

東京都 株式会社ブリッジ 8013301036563 インターネット配信の申込みを促進するプロモーションサイトの構築

東京都 株式会社美邦 4011001132026 ＥＣサイト構築による非対面型顧客開拓と革新的国産服飾品の販売

東京都 合同会社Ｆ．コネクト 5011303001415 和牛でおうち焼肉＆和牛ゴロゴロカレーを親子でテイクアウト

東京都 株式会社舞風 3011801026155 ホームページを活用したオンライン営業による貸倉庫の販路開拓

東京都 Ｖｉｓｏｌａｂ株式会社 2010701029137 遠隔サポートシステム「ａｃｔｙ」の販促と自社のテレワーク整備

東京都 株式会社ＦＵＮ　ＵＰ 7011001070719 部品メーカーが利用するパーツ登録システム構築による売上拡大

東京都 のれん行政書士事務所 － 外国人の為の非対面型よろず相談およびＷｅｂ活用による販路開拓

東京都 多摩製作所株式会社 4012801019346 新設備導入によるコロナ禍で伸びる『おうち需要』への対応力強化

東京都 株式会社テトテ 5011201017918 一般ギフトＥＣサイト作成と新商材開発による販路・売上の拡大

東京都 ｕｎｇｕ － ＷＥＢセミナー・動画販売・プロ向け商材の販売による売上獲得

東京都 株式会社未来塾 9010401063875 ＨＰの拡張兼オンライン面談ツールを用いた非対面型経営管理の実施

東京都 株式会社フレッピー 6010601044562 Ｗｅｂサイト強化で非対面型ビジネスモデルへと転換し販路拡大

東京都 合同会社Ｔｒｅａｓｕｒｅ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｅａｒｔｈ 7011303002238 お客様対応を可能とするホームページの制作及び新規顧客開拓

東京都 合同会社ｃｔｌ 4011003004834 オンラインによる料理レッスンと動画配信及びネットを通じた新規客獲得

東京都 宍道湖しじみ中華蕎麦琥珀 － 中食需要を狙ったＥＣ事業の展開と抗菌施工による実店舗の利用促進

東京都 株式会社Ｏｒａｃｌｅ５８ 3010401093457 オンライン声優ナレータースクールの開設および需要拡大
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東京都 株式会社レミー 5010901045617 ＨＰ兼ＥＣサイトの構築による非対面型販売の構築

東京都 公認会計士久禮義継事務所 － 「オンラインで攻めるＣＦＯ」サービスの提供を通じた販路開拓

東京都
ホフステード・インサイツ・ジャパン株式会
社

3010401112423 コロナに負けないオンライン異文化研修で日本企業を支援

東京都 Ｂｅｅ行政書士事務所 － 非対面型ビジネス・電子化ビジネスの強化による新規顧客獲得

東京都 株式会社ハイモジモジ 6012401020371 「ワーカーズボックス」の動画を活かした国内外のオンライン販売

東京都 Ｍ＆Ｆコンサルティング株式会社 1021001029430 オンライン研修等活用の人材育成支援の導入と新規顧客の開拓

東京都 株式会社マツノミ 8010601051689 子供を安心して通わせられる園内施設改良と広報により販路開拓

東京都 株式会社コントレイル 1010001156806 銀座発の高級宅食サービス開発による新業態構築事業

東京都 ＳＥＨＩＲＯ　Ｔｒａｄｉｎｇ合同会社 2010403020138 トルコ産オリーブオイルの非対面型販売・営業推進事業

東京都 株式会社ココデコ 8011001096218 インテリアデザインＥＣサイトの構築、非対面型打合せ環境の整備

東京都 株式会社シンプルプラン 4040001089653 人材育成サービスの非対面化による新サービス開発と販路開拓

東京都 株式会社紅椿社中 3010001133571 キッチンカーで食材キット販売＆軒先クッキングライブサービス

東京都 株式会社銀杏 1010601043809 ＷＥＢ強化による自社ＥＣ手打ちそば高鮮度提供・即時発送体制の構築

東京都 エルシーズ株式会社 3011001130402 オンラインおける非対面業務対応化と販路拡大事業

東京都 株式会社ＦｏｏｄＰｒｏｇｒａｍ 4010401089792 オーガニックスイーツ専門店における非対面型ＷＥＢ販売サービス導入

東京都 株式会社Ｇｈｏｓｔ　Ｄａｎｃｅ 4011601024647 映像付き遠隔同時演奏システムサービスの利用者拡大事業

東京都 株式会社ＴＨＥ　ＥＳＳＥＮＣＥ 9010601057818 店頭販売商品のＥＣサイト通販と自社ホームページによる顧客開拓

東京都 株式会社ビンゴ 1010001165815 ＷＩＴＨコロナ＜お客様が安心できる店舗環境整備と販路拡大＞

東京都 東光企業株式会社 7010401019086 Ｗｅｂマーケティング強化で宝飾店と観光土産店の相乗効果発揮

東京都 プライマリ行政書士法人 8011105009141 専門特化ＨＰの開設及び非対面型サービス提供・販路拡大

東京都 トリプル・スマイル－ＳＨＯＥＩ合同会社 3011703002345 非対面型システム導入によるコンサル・セミナー業務への転換

東京都 みらいサポート会計事務所 － コロナを克服するための公的支援制度活用サポート

東京都 株式会社みのりプロジェクト 6011501023029 遠赤外線ロースターを活用した新商品開発と顧客獲得

東京都 アイエフエイト － ＷＥＢ　ＳＨＯＰ展開による新規顧客の開拓および従来顧客への再提案

東京都 Ｔｒａｖｉｓ　Ｔｒａｄｅ　Ｊａｐａｎ － 自社ブランド実験キットの商品開発と販路拡大による新規顧客獲得

東京都 株式会社三共 4011501001779 ポールをリメイク！室内鯉のぼり開発とネット販売による販路開拓

東京都 株式会社大番 5011801020916 テイクアウト寿司のネット予約・決済システムの構築と強化

東京都
有限会社ＳＨＩＮＯＳ　ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ　ＣＯ
ＭＰＡＮＹ

6011302015695 海外向けＥＣサイト構築での販路開拓と写真＆動画スタジオの設置

東京都 株式会社Ｃｒｅａｔｉｏｎ 4010901035362 セルフ注文システムと宅配＆持帰り注文で販売拡大

東京都 株式会社ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮＳ 1010001177364 コロナ禍に対応した在宅ワークで完結できる通帳入力システム導入

東京都 ｉＷＥＡＲ － インソール採型工程の非接触対応と装具による改善効果の見える化

東京都 癒し空間Ｓｏｐｈｉａ － 妊婦、ママ向けコロナ禍における子育て支援サービスの販路開拓

東京都 株式会社プライベートコンシェルジュ 5010401108097 クラウドジャパンで来日できなくても“日本”が味わえる
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東京都 株式会社ＫＡＺＡＡＮＡ 5010001186139 非対面対応による自社メディア強化及び業務効率化

東京都 株式会社Ｈａｒｄａｗａｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 7011801024072 新宿ＡＮＴＩＫＮＯＣＫライブ配信設備導入による売上増加と顧客獲得

東京都 株式会社ＣＯＲＥＩＩＮＡ 7010401133366 オンラインで楽しむ「ミニチュアフードコレクション」の開設

東京都 株式会社Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｍｕｓｅ　ＡＬＩＣＥ 8010401135394 新規顧客層向けオンライン完結型サービス提供による売上向上

東京都 株式会社カッティングエッジ 5011201017587 オンライン学習塾の構築とネットを利用した新規生徒獲得

東京都 有限会社出井商事 1010002012611 テイクアウト・デリバリー事業拡充による販路拡大と業績回復

東京都 株式会社ＡＯＩ＆Ｃｏ． 3010401118148 ＜インバウンド振興策＞世界から日本へ！在留外国人サポート事業

東京都 ジョイントリンク株式会社 7010001119550 コロナ禍における新商品のネット販売を通じた新規顧客の獲得

東京都 ビーヴィエステート株式会社 5010001176296 コロナウィルス感染症に負けず、販路を拡大計画

東京都 株式会社Ｈｕｍａｎｓ 9010701038437 オンライン販売システムによる厳選されたオーガニック商品の販売

東京都 北都建設株式会社 8011501004266 ＶＲを活用したモデルルームによるコロナ対応型リフォーム提案

東京都 Ｃｏｌｏｒｓ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ合同会社 6010403008253 セルフエステ機器のレンタル事業のサイト制作

東京都 ダブルビーホールディングス株式会社 4010001158295 健康需要を狙ったＥＣ事業の展開

東京都 ＢＵＩＬＤ株式会社 6011101082689
「内見のオンライン化と新たな促進方法の確立による非対面型マッチング構
造の構築」

東京都 合同会社エヴァワット 9021003006478 販促用マニュアル、テンプレートの作成とウェブサイトの改修

東京都 株式会社スタジオ飛翔 7013301026805 サイトイノベーションにおける販路拡大及び売上拡大

東京都 グロリアタイム株式会社 7011001067987 フィンランド式子育て講座のオンライン化

東京都 株式会社ロイヤルファーマーズ 5013301036806 一般顧客獲得ための自社ＥＣサイト構築と映像プロモーション

東京都 株式会社アグニス 7010701035122 マンスリー賃貸事業の事業展開及びオンラインの販路拡大事業

東京都 株式会社トップレディ・ジャパン 7011601011650 ストレス社会を乗り切る、独自の「経絡ストレス診断」の拡販戦略

東京都 ＡｃａｄｅｍｙーＬ － ホームページとＤＭを活用した非対面型従業員教育の販路開拓

東京都 カツエデザイン事務所 － 伝統的なこぎん刺しを実現する初心者用手芸布の開発と販路開拓

東京都 株式会社エグゼクティブルーム 2013201017124 Ｗｅｂからの画像提供とオンライン営業、新規顧客層の発掘

東京都 株式会社ビオライトニング 9010401150921 「食」に関するセレクトショップの無店舗展開による新規販路開拓

東京都 ＵＰ　ＳＴＡＲＴ　バスケ塾 － 動画で学べる、オンラインバスケレッスンを実現するサイト構築

東京都 株式会社ＤＬＶＯ 3011001104050
インターネット上の集客ツールとしてＨＰを通じた新規顧客獲得や多媒体を用
いた認知拡大

東京都 有限会社ギアハウス 8010402022971 「安心で快適な撮影空間へ」変化するスタジオギアで再生を図る。

東京都 株式会社ＧＣＴ研究所 4010001103838 「コロナを克服：非対面営業の実現」

東京都 ヒューマン・ラーニング株式会社 7080101012062 オンラインを活用した非対面型コンテンツによる新規顧客層の獲得

東京都 ポルク合同会社 7010993004957 リモート用商材とトレーラー事業を柱にした非対面事業

東京都 中小企業診断士　伊藤武司 － 組立て屋台を利用した対面＆ＷＥＢのハイブリット販促事業の開発

東京都 株式会社ＭＳスクエア 5010001161182 全国対応化、非接触型アプリの開発

東京都 エレメンタルトリニティ － エステ向けオンライン動画教材の開発と提供による販路開拓！
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東京都 株式会社清水硝子 9011801002134 コロナ禍受注減に対応した新商品開発と販路創造

東京都 合同会社シュタイン 6010903002516 日本人向けサイトの開設及び新規商品造成とオウンドメディア制作

東京都 ＤｅｅｐＢｒａｉｎ合同会社 5013303004785 おひとりさまに特化したグルメ検索アプリ【ヒトリ飯】

東京都 株式会社Ｄｕｋｅ 8010401117979 陶磁器の魅力を世界へ！新しいＷｅｂ　プラットフォームの構築

東京都 合同会社ＦｉｎＥｄｇｅ 3010703003254 非対面型による面談が可能な人材登録サイトの構築

神奈川県 ＴＲＥＥＳ株式会社 7012401029800 艶やかな髪と健やかな頭皮をご自宅で！ヘアーケア商品通信販売

神奈川県 株式会社ＦＡＩＣ 1010001104558 デジタル技術を活用した新時代接客業への挑戦

神奈川県 メンズファッションＳＫＹ　ＯＣＥＡＮ － 非対面型接客がもたらす接客効率の向上による売上アップ

神奈川県 株式会社ＨＯＩＰＯＩ 1020001107477 非対面ビジネスの推進（オンライン情報強化→代理店／売上増加）

神奈川県 ＮＥＷ　ＷＯＲＬＤ株式会社 1011001115405 非対面による営業広報活動、並びに新製品開発とＥＣサイト販売

神奈川県 エステティックサロンＭａｒｅ～マーレ － Ｍａｒｅオリジナル基礎化粧品ネット通販による販路拡大

神奈川県 株式会社石田アソシエイツ 6020001109163 アクセサリーという新たなる商品開発と非対面型チャネルの開発

神奈川県 Ｆｏｒｅｓｔ　Ｂｏｏｋ － ＳｈｏｐｉｆｙのＥＣサイト開発及びマーケティング支援事業

神奈川県 ＢｌｕｅＤＯＯＲ　Ｃｏｆｆｅｅ － コロナ感染予防対策として安心して来店して頂く為の業態転換

神奈川県 おそうじ本舗綱島西店 － 除菌抗菌クリーニング事業を開始し新たな市場での売上拡大を図る

神奈川県 合同会社バリアブルデザイン 5020003011500 高精細オリジナルシール購入用ＥＣサイトの構築

神奈川県 東戸塚鍼灸治療院 － 非対面の問診スペース及び、非対面型施術スペースの設置事業

神奈川県 株式会社メディックライン 9020001138390 確かな技術と装備で安全安心を提供する、民間患者搬送事業

神奈川県 株式会社プリミス 3020001136945 オンラインスポットサポーティングサービスの立上げ・広報

神奈川県 Ｊａｐａｎ　Ｐｏｗｅｒ　ｏｆ　Ｆｉｔｎｅｓｓ　Ｇｙｍ － ＺＯＯＭを活用した非対面型オンラインレッスンで新規顧客の獲得

神奈川県 林真実子　磁器工房 － 非対面での器販売及び顧客獲得を目的としたＥＣサイト導入

神奈川県 株式会社ジャスポエンタープライズ 1020001134042 卓球用品販売を非対面型に転換する為の雑誌媒体への広告事業

神奈川県 不二工業株式会社 2020001024317 顧客課題解決型ホームページとカタログ作成による販路拡大

神奈川県 株式会社オフサイド 9020001025795 体験型ホームページへの改良による安全な非対面型イベントの営業

神奈川県 株式会社円 1020001107980 オーダーメイドのカスタムパーツ製品によるオンライン販売拡大事業

神奈川県 南部直登オフィス － コロナに負けず～ＬＩＮＥビデオ通話で憧れの歌手とつながろう！

神奈川県 有限会社川窪商店 3020002026121 真空パック導入による名物「和牛の芸術品」等をＨＰにて販路拡大

神奈川県 有限会社平成企画設計 7180302023352 営業活動のオンライン化によるコロナ対応での円滑な顧客対応

神奈川県 一級建築士事務所秋山立花 － 家づくりオンライン相談サービス

神奈川県 株式会社ｔｕｔｔｏ　ｂｅｎｅ 1020001108616 オリジナルソフトクリーム販売で非対面型システムの構築

神奈川県 笘　有希 － ＨＰ集客を軸にした非対面販売、オンラインセミナーの取組

神奈川県 そば処山茂登 － デリバリー、テイクアウト、通販による販路開拓、感染症対策ＰＲ

神奈川県 有限会社アスト 7020002076708 テイクアウト宅配通販事業化
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神奈川県 Ｌｏｏｏｐ　Ｄｅｓｉｇｎ － 集客システムの導入と新規サービスの開発による売り上げアップ

神奈川県 株式会社ＳＫＴカンパニー 8020001103206 ホワイトニング商材のＥＣ販売および予約管理機能の新規導入

神奈川県 ｈａｍａｓｋａ － ＨＰへオンライン決済の追加、刺繍のテレワーク環境の整備

神奈川県 株式会社シーティーシー 1020001046089 テレワークに対応する新たな人材派遣業向けクラウドサービス導入

神奈川県 ボン・トラバイユ株式会社 1020001132426 テレワークツール活用強化とマニュアルの動画作成事業

神奈川県 株式会社ローマステーション 5020001030915 冷凍食品のインターネットでの販売

神奈川県 ナチュールモア － 楽しくキレイになれるメイクレッスンのオンライン化プロジェクト

神奈川県 株式会社ＵＮＩＳＯＮＣＯＭＰＡＮＹ 8020001091863 日本初マーチングメディア開発、オンラインレッスン等の提供

神奈川県 Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　ＳＯＨＡ － お客さまにより安全に安心してパンを提供するための改善

神奈川県 お肌とカラダのリセットサロンｍｉｇｎｏｎｎ － 非対面で痩身可能なハイフ導入＆美容商材ＥＣ販売拡大事業

神奈川県 アロマサロンローズマリー － 非対面、非接触を実現するオンラインを活用したセルフエステ事業

神奈川県 芝口果樹園 － 新商品の加工品製造とネットを活用した新規販路開拓

神奈川県 ｃｏ．ｎａｉｌ － ネイルサロンの新規事業、「セルフエステの成功」

神奈川県 ＨＥＡＬＴＨＹ　ＷＩＮＥＳＴＹＬＥ － コロナ禍新商談と遠隔販促＋販売先多様化で事業イノベーション！

神奈川県 株式会社マックス 3021001051572 新機械導入による業務の拡大とホームページによる新規顧客獲得

神奈川県 株式会社アムマックス 4021001042307 ＷＥＢ予約の非対面型物販ショールームを活用したネット販路拡大

神奈川県 有限会社横須賀松坂屋 8021002067654 ニューノーマルに対応！保冷車両導入による宅配事業の強化

神奈川県 Ａｎｇｕｌｏ － 対策と照明等変更で、お客様の安心とカラー・髪型の納得を得る

神奈川県 株式会社ヒラノ 9021001061533 ｗｉｔｈコロナに向けた店舗改装及びテイクアウト強化事業

神奈川県 有限会社アピタイト 1021002069814 携帯アプリによるモバイルオーダーシステム導入と新規顧客獲得

神奈川県 アンジェイ － 自宅にいながら世界に１つのフルオーダーバッグをお届け

神奈川県 Ｎ－Ｓｐｏｒｔｓ　ｔｒａｃｋｉｎｇ　Ｌａｂ合同会社 7021003008617 先端技術を活用したリモート観戦機能の追加開発と新規顧客獲得

神奈川県 ぷらんた～る － 新型コロナにおけるパンの新たな販売形態とパン教室のオンライン化

神奈川県 ｔｏｒａｙａ合同会社 4021003008933 プラットフォームに依存ぜず販路を開拓、自社ＥＣサイト導入

神奈川県 株式会社Ｙ＆Ｋコミュニティーズ 2021001057406 非対面型による親子参加スポーツ教室で普及と底辺の拡大を図る

神奈川県 ストリートカフェ　レト － キッチンカーや自動車を使った出張販売併用店舗及び移動販売配達。

神奈川県 株式会社きよらケア 2020001120388 介護業務総合支援ソフトで新たな売上の柱とテレワーク環境の整備

神奈川県 伽鳳事務所 － オンラインを活用した占いの開発とそれによる新規顧客獲得

神奈川県 日焼けサロンロコロコ川崎店 － 安心非対面！コイン式タイマー付マシーンでセルフ利用客倍増事業

神奈川県 株式会社ＣＦＣ 3020001123910 ＨＰを作成しオリジナル家具のＥＣ販売拡充。

神奈川県 Ｓａｋｕｒａｉｒｏ事務局 － ｏｎｌｉｎｅ　ｓａｋｕｒａｉｒｏ

神奈川県 株式会社髙瀨ホールディングス 4020002089745 非対面型クリニック専門宅配クリーニングサービス

神奈川県 Ｔｏｋｈｉｍｏ株式会社 8020003014780 外国人材の非対面型越境採用ＡＩプラットフォームによる販路開拓
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お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

神奈川県 株式会社ＳＡＭＣＩＲＣＵＳ 2020001080707 衛生面も優れた非対面型ダンス教室への改装で安心した環境づくり

神奈川県 ＫｏｎＳａｂａａｉＤｅｅＭａｉ － 家で安全商品購入★来店で安心完全コロナ対策を実現する為の改革

神奈川県 合同会社ｆｏｒｍｏｓａ 1020003016429 オンライン販売で広めよう、台湾のソウルフード”麺線”

神奈川県 ｓｅｎ　選 － 「家族の片づけ」非対面サポート事業の構築

神奈川県 ＳＮＯＷＣＲＹＳＴＡＬ － 動画コンテンツ配信　オンライン講習開催　有料記事の掲載　等

神奈川県 Ｎｕｔｅｌ － ニューノーマルを見据えたＥＣサイトの立上げ及びアトリエの開設

神奈川県 Ｖｏｘ－ｙ － オンラインレッスン転換のためのウェブサイトを活用した販路開拓

神奈川県 日本エレパック株式会社 3020001069963 消耗品ＥＣサイトでの非対面営業・パンフレットでの営業の推進

神奈川県 株式会社ウオヌマファーム 5020001083178 有名中華料理店とのコラボ商品の企画、通信販売による販路開拓

神奈川県 中安　加織 － 働き方・生き方のオンライン支援サービスを構築

神奈川県 有限会社ビジネスブレーン 1020002087248 医療・介護界にむけたオンラインのラーニング・ジャーニー

神奈川県 株式会社レガーロ・スタイル 2021003004843 顧客対応のＩＴ化・キャッシュレス決済の導入とＨＰによる周知

神奈川県 株式会社メーティス・リル 3020001105322 非対面による新規の利用者開拓のための新しい取り組み

神奈川県 株式会社知心 3020001074807 葬儀の際のお清めの食事に代わる持ち帰り用弁当の開発・提供

神奈川県 齊藤裕香 － 全国の体型に悩む方を、なるべく非対面でボディメイクを叶える

神奈川県 株式会社原尚建築設計事務所 8020001069983 ネット広告での非対面営業への転換による新規顧客開拓事業

神奈川県 株式会社ＳＤＥ 9020001072706 非対面型集客モデルの構築と三密回避した非日常空間の提供

神奈川県 定食・純米酒の店　幸島 － 「川崎生まれの香辛子」を使用した川崎特産品開発、製造、販売

神奈川県 株式会社ＡＩＤＥ 8020001106704 感染拡大防止の内装工事とオンライン事業でコロナ時代を生き抜く

神奈川県 アイオン音楽スタジオ － グランドピアノでのオンラインレッスン・インターネット配信事業

神奈川県 有限会社ピーエツチワイ 4020002093152 リードタイム短縮、短納期・小ロット対応で新規受注拡大へ！

神奈川県 株式会社エイチ・アンド・ジェイ 8020001123732 Ｙｏｕｔｕｂｅ動画配信に伴う売上拡大およびアプリの作成

神奈川県 フェルム・ハナ － インターネットを活用した野菜の販売・販路拡大

神奈川県 株式会社ホワイトウルフ 7020001090123 インターネット配信設備を活用したスタジオレンタル事業

神奈川県 クランユナイツ株式会社 2020001066359 受付事務のオンライン化とコロナ対策のＰＲ

神奈川県 マインドフルラーニング － 「ＧＩＧＡスクール構想」推進学習スタイルコーチング普及事業

神奈川県 株式会社れんが屋 2021001033332 密にならないテイクアウト商品の待合・受取スペースの構築

神奈川県 有限会社杉清商店 7021002052137 非対面販売に向けて新たにＥＣ販売に取組むためのＨＰへの投資等

神奈川県 ビストロルパ － ご自宅で旬の味覚のフレンチを。‘おうちで楽しむビストロ’事業

神奈川県 有限会社戸谷木工所 1021002053958 レーザー彫刻加工機増台による製造商品多様化と非対面販売事業

神奈川県 白牡丹 － ソーイングを家庭で楽しむためのネット販売の開始

神奈川県 株式会社Ｔｓｕｕ 5021001061041 非対面型チェックインの導入による効率化とおもてなしの強化

神奈川県 株式会社フォレスト 9020001120836 コロナ禍顧客間の非対面化を図る個室改装と新たなメニュー開発
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神奈川県 株式会社ワイビーカセイ 7021001033336 ＥＣサイトの非対面販売でプラスチックのＤＩＹ需要の掘り起こし

神奈川県 株式会社和心亭豊月 4021002050713 「顧客コミュニケーションを活かした非接触接客事業への挑戦」

神奈川県 株式会社エスピディア 8021001056393 ＰＲ動画を活用した非対面型販促強化とオンラインプレゼン

神奈川県 産和自動車株式会社 5021001036621 ・外注先稼働停止により自社作業へ変更に伴う負荷試験機導入

神奈川県 ＨｉｌｏＨｏｍｅｍａｄｅＩｃｅＣｒｅａｍ株式会社 6021001004692 テラス席の環境整備と注文しやすいショッピングページの構築

神奈川県 Ｉｍｐｒｅｓｉｏｎインプレッション － ４つの新商品開発！問い合わせ～販売～対応まで自動化で事業活性化

神奈川県 株式会社ミヤバル 6021001061511 沖縄県産アグー豚を１００％使用した餃子のテイウアウトの立上げ

神奈川県 Ｌｅａ架ｎａｌｕ － 対面からオンラインへの営業転換事業

神奈川県 有限会社花市 4021002003968 餃子通販用サイト開設及び店頭プロモーション強化事業

神奈川県 株式会社ＣＬＯＷＢＡＲ 9021001065914 ＥＣ販売とＳＮＳで新型コロナに負けないＢｔｏＣを確立

神奈川県 ＳＵＰＦＩＳＨＥＲ － 動画を使用した非対面での講習導入

神奈川県 有限会社紅がら 5021002012043 手打ちそばを活用した新メニューの開発で近隣住民、新規顧客獲得

神奈川県 一里塚接骨院 － 画像診断装置で患者に信頼と安全の環境で新規顧客を獲得

神奈川県 株式会社エムアンドエフ 5021001008190 通所者の動線にスロープと衝立・手すりを設置し、非対面を強化。

神奈川県 有限会社ＴＯＳＫＹ 5021002010864 オンラインレッスンの導入と新生活様式に対応した教室づくり

神奈川県 整体院　健太郎 － オンライン整体サービスの集客システム構築による新規顧客開拓

神奈川県 レイラ － “ハワイアンアレンジメントフラワー”カタログ＆ＥＣ販売事業

神奈川県 有限会社メガネのプリンス 6021002012257 感染リスクを仰えた地元のかかりつけメガネ店へのシフトチェンジ

神奈川県 山野愛子どろんこ美容　茅ヶ崎店 － 足が遠のいた顧客復活＆新規年齢層開拓ホームページオープン計画

神奈川県 まなカフェ － 塾と学童を融合した新サービスの開発とオンライン営業の推進

神奈川県 小菅英顕税理士事務所 － 営業力強化と生産性向上の相乗効果による新規クライアントの獲得

神奈川県 株式会社白金倶楽部 8021001038838 新型コロナに負けない！創業２０年に向けた非対面サービス強化策

神奈川県 株式会社ガイア 9021001022309 来院を抑えＷＥＢを活用した非対面施術とコンテンツの開発

神奈川県 有限会社大久保 5021002037643 オリジナル冷凍食品・レトルト食品の開発による販路開拓

神奈川県
Ｇｒｅｅｎ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｓｈｏｐ合同会
社

1021003004877 サンプルガーデンの開発とオンライン授業開講と室内環境整備

神奈川県 いまや － テイクアウト事業強化のために真空機及び冷凍冷蔵庫の導入

神奈川県 株式会社入船酒店 4021001008852 灯油配達車の改造による販路開拓時業

神奈川県 株式会社クグラパン 3021001063725 ホームページ大幅リニューアルによるオンラインショップへの対応

神奈川県 株式会社フォー・コーポレーション 6021001009948 「非対面販売」の販路開拓を行うための展示会出展

神奈川県 株式会社ウメロイーク 8013201015237 ＳＴＡＹ　ＡＴ　ＨＯＭＥの販路拡大

神奈川県 ＹＹｏｓｓＹＹ － ウッドデッキを活用したソーシャルディスタンス確保事業

神奈川県 味よし　大船店 － 定食屋の持ち帰り、宅配への事業集中と店舗の改装で新規開拓

神奈川県 ＮＥＵＴＲＡＬ　ＣＯＬＯＲＳ － 『リソグラフ』導入により完全なる内製型出版社へ
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神奈川県 合同会社アラシダ 1021003007186 真空包装機とスチコンの導入による感染症対策と品質向上

神奈川県 有限会社リカコ・アクションズ 8021002070575 非対面型ビジネスモデルへの転換およびテレワーク環境の整備

神奈川県 合同会社写真編集研究所 2021003006914 世界に向けた３Ｄ　ｖｉｒｔｕａｌ写真展システム開発

神奈川県 ヨーコベイクス － ネット販売システムを構築し、米粉菓子をより多くの方へ届けたい

神奈川県 合同会社ｍａｙｕｎｏｗａ 5020003009651 完全オンライン技術講習体制の構築で新規取扱いサロンを拡大

神奈川県 湯前行政書士事務所 － 個別相談と申請書作成等の事務をオンラインで実施する

神奈川県 発酵生協 － 発酵生協の発酵食品物販事業

神奈川県 ココシュ － ネット販売による販路拡大のためのホームページ作成

神奈川県 西野祐子 － 業務委託事業減少のための新規ウェブサイト事業の構築＆販路開拓

神奈川県 株式会社ライフノート 8021001057937 研修・コーチング事業の販路、サービス提供におけるネット最適化

神奈川県 株式会社グッドネイバーズ 2021001059121 非接触化による安心一棟宿泊施設

神奈川県 海 － オンライン予約システムの構築及びＨＰの制作による販路の拡大

神奈川県 志乃ぶ － 地元食材を活かしたテイクアウト販売強化のための新メニュー開発

神奈川県 ＮａｉＬＤｅｃｏＳｈｏｐＫｕｕ － 非対面接客によるオーダーメイドのバック、アクセサリーの販売

神奈川県 有限会社ケイ・ライフ 8021002026131 来店不要で感染予防！オンラインでのお部屋探しで新規顧客獲得！

神奈川県 リーフ・レディース鍼灸院 － オンライン相談対応による非対面型ビジネスの実施とｗｅｂ集客

神奈川県 Ｔｅｒｒａ　Ｎａｔｕｒａ － おうちでタロット＆占星術による新事業展開

神奈川県 有限会社ハヤシ美掃 9021002023425 お掃除ＤＹＩオリジナル商品のＥＣ販売と受注拡大ＷＥＢ改修

神奈川県 キャリエイブル株式会社 8021001069940 対面＆非対面型の新たな人材コンサルティング事業の取組み

神奈川県 ＲＫホーム － サプライチェーンの毀損への対応と感染対策強化のＰＲ

神奈川県 笹島技術士事務所 － ＩＴ技術によるリモート型コンサルタント事業の推進

神奈川県 東洋整体桜ヶ丘院 － 【非対面式健康サロンによる来院機会のアップと新規顧客の獲得】

神奈川県 お好み焼き桃太郎 － テイクアウトの非対面ビジネスモデル構築による販売拡大事業

神奈川県 中國料理　品珍酒家 － 飲食店ＨＰの開設とデリバリー事業の強化、店頭窓口の新設工事

神奈川県 ＫＧ大和ボクシングジム － セルフ対応可能酸素カプセル導入非対面型ビジネスモデルの構築

神奈川県 正恒株式会社 6021001062906 小口販売用看板商品の開発とネットを通じた新規顧客獲得

神奈川県 ＹＯＫＯＫＩ　ｄｅｓｉｇｎ／横木　憲幸 － ネット販促専用のＷＥＢサイト制作とＳＮＳ広告配信

神奈川県 株式会社ミラクル 6021001064134 商品情報の一元管理による卸売提案業務効率化とＥＣへの参入

神奈川県 株式会社ミトリ 3020001048273 「完全非対面形式での販売モデル構築による販路開拓」

神奈川県 株式会社ツカサＥＮＧ． 5020001104529 オンライン予約システムを取り入れた非対面での販路拡大。

神奈川県 ライズ合同会社 8020003017115 ネット記事外注と広告運用を通じた新規顧客獲得

神奈川県 ｈｏｍｅ　ｓａｌｏｎ　ＹＵＮＯ － オンラインサービス拡充のためのＷＥＢページ作成と広報活動

神奈川県 合同会社ＡＰＲＩＣＩＴＹ 3010403021333 日本人向けマルチＯＴＡによる顧客獲得と無人化によるコロナ対策
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神奈川県 株式会社岩元コーポレーション 7020001055761 ホームページを活用した新規顧客獲得、テレワークによる営業拡大

神奈川県 株式会社アトラス 1470001012896 コロナ禍における接触を極力抑えた新たな継続性のある顧客開拓

神奈川県 星丸屋 － 似顔絵のデジタル化とＥＣサイト販売による販路拡大

神奈川県
ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　Ｅ　ＰＡＮＩＮＯＴＥＣＡ　ＤＡ
ＭＡＳＡ

－ Ｇｏｏｇｌｅ　ＭＥＯ導入によるテイクアウト需要の取り込み

神奈川県 カフェドアン － 自宅用焙煎珈琲豆の販売を中心とする新規顧客獲得

神奈川県 合同会社ＭＡＣ 6021003007487 非対面コンサルティングの導入とクラウドファンディングの活用

神奈川県 株式会社ＧＩフーズ 8021001063761 デリバリー用商品、販路開拓。それに伴う自社ＨＰの構築。

神奈川県 ＡＬＴＡＩＲ株式会社 4020001095752 「物販力」を高め、非対面型レストランビジネスモデルを確立する

神奈川県 ＩＣＰ　ＩＮＴＥＲＩＯＲ － 一般顧客向け商品をオンライン注文出来るシステム構築

神奈川県 佐藤麻岐 － 感染リスクの低い、所有物件屋上でのレンタルスペース運営

神奈川県 株式会社Ｎ・Ｄｒｅａｍｓ 4290001083557 オンライン講習会への転換とオンラインサロンの実施

神奈川県 創栄青葉有限会社 5020002064111 オンライン授業による非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 ＨＩＴＯＨＡ － 通信販売開始と新商品開発で国外含む新規顧客獲得、テレワーク

神奈川県 ロサ・ヒーリングサロン － 非対面型集客ＨＰ制作による新規顧客獲得

神奈川県 ｎｉｃｈｉｃａ － エステのオンライン化とＥＣサイト決済化を図り売上の拡大を実現

神奈川県 合同会社ＳａＪＡＰＡＮ 9020003008749 稲城やすらぎ整骨院・鍼灸院のオンライン販売促進プロジェクト

神奈川県 ｇｌｏｂａｌｌｉｆｅ － ダンスレッスンの完全オンライン化！全国展開することで売上の拡大を狙う

神奈川県 ＳｋｙＲｏａｄ － エステ業界の新時代！対面接客不要のオンラインエステ

神奈川県 自分史制作なら　人となり － 自分史制作のオンラインサービスの構築と広告宣伝

神奈川県 株式会社ダンススタジオ・ナリタ 5020001050681 オンラインを活用した社交ダンスレッスンの非対面ビジネス事業

神奈川県 合同会社ＡＧＥＮＴＬＡＢ 9020003016041 エステサロンとの取引をオンライン化し取引拡大を実現する事業

神奈川県 株式会社たむら事務所 9020001099204 ホームページの作成とＥＣサイトでのドローンや教材の販売

神奈川県 株式会社Ｄｒａｇｏｎ　Ｔｏｕｇｈ 3021003004900 有効な非対面型治療のための健康機器レンタルサービスの取組み

神奈川県 千葉屋鮮魚店 － 導入車両による近隣へのケータリング

神奈川県 フットアール － オンラインサッカースクールと環境整備による新規販路開拓

神奈川県 フューチャーシップ株式会社 8020001121307 製造業活性化に向けた技術者育成のデジタルコンテンツ販売事業

神奈川県 合同会社アカラグ 4011103003199 オンライン体験教室「リングザベル葉山ＬＩＶＥ！」の立上げ

神奈川県 ハイブリッド合同会社 1020003004771 海外向けのＥＣショップを出店強化し３密回避で売り上げ確保！

神奈川県 株式会社サン・スマイル 8021001031545 ＨＰ作成による新規顧客獲得と、非対面販売サイト構築で売上ＵＰ

神奈川県 Ｅｉｇｏｊｕｋｕ英語塾 － 非対面型ビジネスとしてのオンライン英会話事業。

神奈川県 ｄｉａｓａｌｏｎ － セルフエステ機器の購入による非対面型施術メニューの導入

神奈川県 有限会社石山商事 7021002044596 インターネットを利用した非対面型動画配信による新規顧客の獲得

神奈川県 ｍ．ｍ．ｍ － 商品開発製作のための製作場所増設とウェブ集客の強化

113 / 137 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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神奈川県 カフェアライバル － 新しい商品の開発とテイクアウトへの対応で新規顧客の開拓

神奈川県 パーソナルジム（仮称） － ダイエット・疼痛改善等に関わるパーソナルセッション指導

神奈川県 ＬＯＶＥＢＵＺＺ － オリジナルジュエリーブランド開発及びＥＣ事業の拡大事業

神奈川県
株式会社志木設備メンテナンス神奈川オ
フィス

4020001125559 設備施工会社による非対面サービスの導入により収益アップを実現

神奈川県 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＰＯＬＡＲＩＳ － 縮毛矯正の技術が伝わるＨＰの作成とオンラインショップの構築

神奈川県 Ｏｍｏ － ネット予約を通じた新規顧客獲得、既存顧客の固定客化

神奈川県 Ｐｌｕｓ－Ｏｎｅ － 音読・朗読講座の非対面対応へ向けた取組

神奈川県 竹広林業株式会社 9021001032889 リモート『選木体験』から始まる小田原の森の木の家づくり

神奈川県 株式会社横浜綜合写真 3020001005745 最新デジタル印刷機によるＤＭでの販路拡大と受注後の商品内製化

神奈川県 株式会社矢田建設 5020001103159 積極的な広報活動と無人モデルハウスを活かし新規顧客を獲得する

神奈川県 有限会社サワノカミ 1020002073891 「テレワーク＆巣ごもり不調」を解消！オンラインサポート！

神奈川県 ワイオリネイルズ － オリジナルネイルチップ販売・オンラインネイルサロン事業

神奈川県 株式会社横濱エステート 8020001013958 オンラインよろず相談と風水家相動画配信で新規顧客を獲得

神奈川県 潮騒カイロプラクティック辻堂 － 専用端末を使ったセルフケアのオンライン指導

神奈川県 藤川琴緒 － ママ・主婦の在宅ビジネス支援とネットを通じた新規顧客への認知

神奈川県 株式会社エンカラーズ 5020001133544 既存サプライチェーンの寸断に対応するためのＥＣ改良で販路開拓

神奈川県 フリースタイル － オンラインファッションコーディネートの実現で非対面化

神奈川県 Ｂｉｓｏｕ － サロン直接利用の誘致のための安心できる感染対策強化事業

神奈川県 株式会社佳雅 6020001024866 約６０年前の横浜スカーフを復刻！自社サイト構築しＥＣ販売！

神奈川県 株式会社ワンオアエイト 7021001051156 販路拡大を目的とする既存自社サイトのリニューアル

神奈川県 癒し処こうみや － 整体院の感染拡大防止策の徹底とプロモーションの実施

神奈川県 株式会社Ｓｕｕ 2020001122186 アーユルヴェーダカウンセリングのオンライン決済導入による非対面化

神奈川県 田中健太郎 － 真の健康は心と身体を整えることオンラインで解決！

神奈川県 有限会社アカシヤ 1021002010034 自社ＨＰ作成による販路拡大と非対面販売システムの構築

神奈川県 合同会社こころざし 2021003002756 テイクアウト事業強化のための広報施策と設備整備

神奈川県 ミコノスキッチン － キッチンカー大きくして販売品目を増やす

神奈川県 ｍｅｌｌｏｗ．．． － 非対面型ビジネスモデルへの転換と感染予防の強化

神奈川県 長谷　惠 － オンラインレッスン対応のウェブサイト構築による販路拡大

神奈川県 株式会社田名スポーツ 1021001017567 ＥＣサイト制作による商品販売の強化と非接触型レジスターの導入

神奈川県 Ｂａｒ　Ｓｉｌｖｅｒ　Ｒｏｃｋ　六角橋店 － 安心安全なお店づくりとテイクアウトの開始

神奈川県 Ｊ，ｓディレクションズ経営研究所 － 中堅企業向け新規動画チャンネル創設によるオンライン研修の受注力ＵＰ

神奈川県 有限会社中島印刷 7021002038292 新型デジタル印刷機の導入による販路開拓・事業継続

神奈川県 株式会社ワールドアップ 6021001039805 ＨＰ・ＥＣサイト構築による売上げ向上及び販路開拓
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神奈川県 海神株式会社 8021001059446 ＥＣ販売体制の構築による収益の増加とテレワーク体制の構築

神奈川県 有人 － スタジオ機能の確立と商品撮影事業立上げ・ファミリーフォトの参入

神奈川県 ｇｏｏｄ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｗｏｒｋｓ － ＣＡＤによる福祉用具の開発＆オンラインショールームの展開！

神奈川県 ｙｏｕ’ｓ鍼灸サロン － オンライン小顔整体セルフトレーニングＨＰ新設による販路開拓

神奈川県 ニューアイドル株式会社 9021001009441 新規顧客開拓のためネット広告での集客事業

神奈川県 ｆｕ－ｆｕ　ｓｈｉｓｅｎ － 新商品開発とテイクアウで実現する非対面型ビジネスへの取組み

神奈川県 サニーサイド － ＨＯＷ　ＴＯ本と動画を活用した「通わないお教室」講座の運営

神奈川県 リワイアー株式会社 9020001114417 ＶＲ・動画による非対面型ＥＣサイト強化とＤＩＹスピーカー販売

神奈川県 有限会社Ｌｏｃｏ　Ｂｅａｃｈ 5020002078689 テイクアウト可能なＨＰ、アプリ制作による新規顧客獲得

神奈川県 ＡＢＣ － チガサキチーズケーキ

神奈川県 戸塚小林整骨院 － 子どものスポーツのケガに対するオンラインカウンセリングの導入

神奈川県 株式会社ティー・アイ・ジェー 1020001097504 ＷｉーＦｉルーターレンタルサービス開発事業

神奈川県 株式会社ウィンズエンターテインメント 2010901033186 オンラインレッスン及び動画配信計画

神奈川県 ピートナッツエンタープライズ合同会社 7020003012901 オンラインでの実演販売とメイクレッスン

神奈川県 株式会社トリップサイクル 6020001109485 ＥＣ販売事業の販路開拓

神奈川県 エム・アールエンジニアリング株式会社 7020001048897 取引先稼働低下分補完の為の加工環境温度安定化による生産性向上

神奈川県 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｍａｓｓａ － 地域密着型のピッツェリアのテイクアウトによる非対面への業態転換

神奈川県 石山敏幸 － 経営者向け資金調達・補助金の相談サポート事業

神奈川県
株式会社エムティーアールコーポレーショ
ン

5020001079985 オンラインで集客し、オンライン稽古を導入し道場を運営する

神奈川県 いちごいちえ七七四 － 非対面型ビジネスモデルによるオンライン講座の開発・販売

神奈川県 株式会社佐鳴 8020001007423 コロナ禍における医療従事者等の消毒荒れ防止医薬部外品製造強化

神奈川県 あさかぜ特許商標事務所 － 知財コンテンツのプッシュ配信による新規市場開拓

神奈川県 リーズダイニング株式会社 4021001008745 定食屋のお弁当をテイクアウトでおうち時間を過ごそう

神奈川県 おおたけ接骨院 － オンラインスポーツコンディションセルフケア指導による販路開拓

神奈川県 Ｅｓｔｈｅ　Ｓａｌｏｎ　ＲＵＳＳＯ － 敏感肌の方向けエステ商品・サービスの販売促進事業

神奈川県 ＹＯＳＡＰＡＲＫＬａｎｉ溝の口店 － 既存客の結果出し、新規顧客獲得の為の非対面型売上げＵＰ計画

神奈川県 株式会社中村屋 9021001032204 箱根名物かまぼこの販売継続と、再起を図るための店舗改修事業

神奈川県 株式会社カウントスペース 9020001103840 動画配信によるオンライン授業とテレワーク環境の整備

神奈川県 株式会社マイスター・ミュージック 4020001049353 ＥＣ事業の拡充強化

神奈川県 株式会社Ｂ－ＨＥＡＲＴ 2021001069277 テレワークと非対面型のビジネスモデルで利用者の利便性向上事業

神奈川県 Ｚｅｒｏ　ｔｏ　ｏｎｅ － 宿泊業から非対面型貸会議室への事業転換

神奈川県 株式会社ＭＩＴＯＲＡ 3021001068204 コロナ渦の影響による製品供給体制の棄損の再構築

神奈川県 合同会社ＡＳＴＲＡＸ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 4021003006086 サイト製作での非対面型事業転換とモックアップシミュレータ試作
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神奈川県 株式会社リザーブステーション 4020001119445 ゴルフ半額チケットがオンラインで買える専用アプリの開発

神奈川県 あべ鍼灸マッサージ院 － 非対面型サービスメニュー追加による販路開拓、収益改善

神奈川県 有限会社山彦 9021002050683 ホームページ導入による非対面ビジネスモデル、新たな販売方法。

神奈川県 南藤沢接骨院 － 会員制ＥＣサイト「自宅で出来る美容顔エステ」で売上向上

神奈川県 ａｈｈｏｕｓｅ － 動画コンテンツ開発とＷＥＢ活用など非対面方式ビジネスモデルの構築

神奈川県 エムワイティシステム株式会社 6021001044094 個人向け長持ち抗菌製品の開発とＥＣサイトの構築による販路開拓

神奈川県 Ｓ＆Ｔ株式会社 9020001132468 個人顧客獲得のための店舗改装とＢｔｏＣ用のＥＣサイトの構築

神奈川県 不登校・引きこもり解消支援ネットワーク － 非対面型販路拡大整備と対面講座からオンライン講座への転換

神奈川県 有限会社清水食品 2021002014793 ＥＣサイト開設による販路拡大と受注業務の効率化事業

神奈川県 有限会社グッドサマリタン 3100002003681 非対面ビジネスへの転換に伴う宣伝を目的としたＨＰ製作

神奈川県
ＰＹＺＥＬ　ＳＵＲＦＢＯＡＲＤＳ　ＪＡＰＡＮ株
式会社

3021001065011 サーフボードの非対面型カスタムオーダー販売サイトの構築

神奈川県 株式会社ＥＲＤ 9021002050907 キャンプ場フロントでの受付業務のオンライン化

神奈川県 ｍｉｉｃｈｉ － 新施術の導入とＥＣサイトの構築によるコロナに負けない美容室作り

神奈川県 ＣＡＲ　Ｆｏｏｄ － 感染症対策に配慮したキッチンカーの導入と料理提供体制の強化

神奈川県 ＹＯＧＡ　ＳＴＵＤＩＯ　ＲＵＣＯ － オンラインレッスンによる新規顧客の開拓と会員の健康への貢献

神奈川県 ｉｐａｄａ（イパダガラス工房） － ３Ｄデータを活用したオリジナル商品のオンライン販売事業

神奈川県 株式会社マエザワ 4020001004465 無人遠隔接触サービス事業

神奈川県 きん魚 － 弁当や惣菜のテイクアウト販売をオンラインで行う

神奈川県 ＩＳＳＡＲＡ（イサラ） － ネットでの非対面営業化と通販で販路拡大

神奈川県 株式会社トリプルスリー 8020001129201 企業の非対面型の採用活動を支援するため採用動画事業を展開する

神奈川県 ももすず － ＳＮＳ等情報活用した新しいテイクアウト形態による新規顧客獲得

神奈川県 Ｆｉｎｅ　Ｃｙｃｌｅ － 新たな２つの国内事業×既存事業×効率化＝事業拡大＆相乗効果

神奈川県 中国料理安里 － インターネット販売に向けた焼売の製造

神奈川県 パティスリーせぱまる － 果実風味の生チョコのネット通販強化・新規顧客開拓事業

神奈川県 関内メディフィット接骨院 － オンラインツールの活用と高濃度酸素発生器による免疫力向上

神奈川県 有限会社ますとみ旅館 2021002050640 海外に販路を持つアリババとの業務提携による物販拡大事業

神奈川県 お好み焼き＆ＢＡＲ　ＴＥＣＯ７ － 日本人の味覚に合い宅配や通販等適した独自のピザ開発と販路開拓

神奈川県
株式会社コミュニケーションファンデーショ
ン

3021001031260 オンラインＷｅｂセミナー実施における販路開拓

神奈川県 つくりて － 菓子屋プラスアルファの価値づくりと生産性向上による販売拡大

神奈川県 株式会社リコノクローシェ 3020001096330 体験型のファッションコーディネートを全国に広める

神奈川県 株式会社ＳＡＫＡＥ 9021002001991 非対面型の営業への転換による新規顧客獲得、売上の増加

神奈川県 小さな隠れ家サロンｆｏｒ　ｂｏｄｙ － オンライン販売、予約機能付き新規集客ホームページの制作

神奈川県 株式会社ぱそこん教室いろは 8020001098867 ピンチをチャンスに！！オンラインＰＣ教室
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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。

神奈川県 合同会社ＤＣＴソリューションズ 2020003015512 健康グッズのオンライン販売

神奈川県 脇田朋子 － ホームページ作成とネットと通じた新規顧客獲得

神奈川県 ａｉｍａｂｌｅ － リモートヘアサロン（オンライン相談）ＷＥＢ決済による非対面化

神奈川県 ＢＵＲＧＥＲ’Ｓ＋ＣＡＦＥｈａｓａｍｕ － ＯＥＭメーカーとの協業による体臭予防ボディーソープ「ＳＬＡＹ」販売事業

神奈川県 合同会社たかざと．ｃｏｍ 9080403003138 リモート営業でコロナ対応の新規既存顧客対応の営業を拡充

神奈川県 トランスパラン株式会社 7020001122727 リモートレッスン併用し新しい生活様式の安心安全なバレエ教室

神奈川県 Ｄｒｏｐｃａｆｅ３７ － オンラインショップを強化し、コロナに負けないショップを作る！

神奈川県 株式会社ＨＯＵＳＥ　ＷＡＬＫＥＲ 4020001115262 対コロナ　非対面型ビジネス事業

神奈川県 サファリ － オンラインカウンセリングを活用した執筆代行サービス

神奈川県 湘南自然療法院 － オンラインカウンセリング

神奈川県 株式会社丸正テクノプラス 9021001041130 チラシ配布からオンライン相談につなげることによる新規顧客開拓

神奈川県 株式会社グレイズ 6021002069140 安心・安全なオンライン相談による新規顧客獲得

神奈川県 日本リーシング株式会社 3011001066010 院内感染予防の非多面型クリニック内装と医療専門誌を駆使した営業方針

神奈川県 鎌倉レコード － 自社ＥＣサイト構築による海外新規顧客獲得及び非接触型買取

神奈川県 トリアノン － ＥＣサイト充実と新商品開発による石けん販売の強化事業

神奈川県 りーふとーん（ＬｅａｆＴｏｎｅ） － オンラインダイエットメニュー販売による非対面接客の導入

神奈川県 日下　翔太 － オンラインレッスンの提供とＨＰ制作、ＳＮＳ活用による販路開拓

神奈川県 前島　香苗 － Ｗｅｂですべて完結！非対面型ファイナンシャルカウンセリング

神奈川県 株式会社アド・サツキ 5020001098597 非対面型営業・受注を実施するＷＥＢサイトの作成

神奈川県 有限会社カワショー 1020002013947 自然と遊ぼ！一級建築士が造るオンラインオーダーガレージデッキ

神奈川県 有株式会社ＲｅＢｏｄｙ 6020001115847 オンライントレーニングとネット通販の展開で非対面事業の確立

神奈川県 有限会社サンクチュアリ 7040002004699 リモートによる内覧及び新事業ＥＣサイトの構築

神奈川県 ヒプノセラピーエターナル － コロナに打ち勝つ！ヒプノセラピーのビジネスモデル確立

神奈川県 有限会社ＡＢＣ　ＦＯＯＤ　ＢＯＸ 3020002071596 宅配弁当の販路拡大とメディアを活用した通販、卸売業の新規開拓

神奈川県 リ・プラス接骨院 － 《オンライン小池式健康術》

神奈川県 株式会社ＣＬＡＳＳＩＣ 5011001068120 ＥＣサイトを用いた産地直送のお米のＢｔｏＣ販売

神奈川県 有限会社和 1020002033037 通販サイトリニューアルによる百貨店依存型経営からの脱却

神奈川県 シークミュージックスクール － 音楽教室における非対面型オンラインレッスンの開講及び新規集客

神奈川県 株式会社アイランドスタジオ 5360001007887 非対面型教育研修用コンテンツのクラウドサービス事業展開

神奈川県 エステティックサロンリアンテ － 個室化・予約制で顧客間の非接触強化、消毒を徹底した安心サロン

神奈川県 有限会社ワイズ 5021002050712 自社サイトの立ち上げによる新規国内顧客の獲得

神奈川県 株式会社ＰＬＵＳＷＥＢ 7021001046164 映像制作（動画編集・撮影）オンライン講座サービスの提供

神奈川県
特定非営利活動法人横浜スポーツアンド
カルチャークラブ

9020005004382 オンラインイベントのチケット販売および販路拡大
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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。

神奈川県 うえだ税務会計事務所 － 【非対面セミナーとオンライン経営相談の実現】

神奈川県 まぐろ屋大将 － まぐろ専門店の新規メニューまぐろ餃子の全国通販事業

神奈川県 サンクリエイト株式会社 5021001055860
非対面で全国に販売できるオンラインインテリアコーディネートサービスの提
供

神奈川県 株式会社ｒｉｃｏｍ 6021001053194 オンライン・リフォーム工事相談のためのホームページ新規開設

神奈川県 株式会社ＲＩＳＥ 4010901039438 オンライン打ち合わせを可能にする自社サイト構築事業

神奈川県 石綿　敏久 - ＪＡＳ有機で栽培された柑橘類のネットでの新規顧客獲得事業

神奈川県 ピラティス・ボディデザイン － 非対面による演奏家向けピラティス事業開発とウェブ集客力強化

神奈川県 合同会社ムーントパーズ 5020003009354 非対面で新規顧客を獲得するホームページ制作

神奈川県 α・Ｓｐａｃｅ － コーチングの新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

神奈川県 株式会社オムザップ 5012401021734 ＷＥＢ撮影予約システムに伴う販路拡大と新規顧客獲得事業

神奈川県 株式会社パワーステージ 3020001087387 広告付き公衆浴場専用タブレットで「非接触」お風呂ｄｅチャット

神奈川県 ｍａｍａ＊ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎおかん亭 － 食堂から宅配弁当へ、非対面への転換と集客のための取組み

神奈川県 Ｍｉｍｏｓａ － スチームコンベクションと電解水装置導入でテイクアウト強化事業

神奈川県 有限会社ビヒトジャパン 4021002023586 自宅でできるボディケア！

神奈川県 ミューズエンタテインメント － 楽曲制作の品質と納期の改善およびネット配信とグッズ販売

神奈川県 相模土木株式会社 6021001026860 サテライトオフィスビジネスへの業態転換

神奈川県 美しが丘ヒーリングオフィス － 心と身体の免疫力を高めるために安心して過ごせる鍼灸院づくり

神奈川県 株式会社ｂｕｚｚ 6021001029104 オンライン技術相談を活用したバイクの販路開拓

神奈川県 株式会社クロアール 7020001053550 「キッチンひまわり」上野毛店のデリバリー－店舗への転換

神奈川県 妙壽庵 － 新型コロナを踏まえての新常態に向けた社内体制の構築事業

神奈川県 サロン・ガブリエル － セルフ脱毛器の導入による売上回復　他

神奈川県 ＆ＭＩＮＤ － オンラインによる研修、コンサル、カウンセリング等の販路強化

神奈川県 有限会社クレッセント 4021002005799 自家栽培野菜を活用したテイクアウト商品拡充での新規顧客獲得

神奈川県 Ｍｅｒｌｉｇｈｔｉｎｇ － 照明デザインのＷＥＢ上でのセミナーとコンサルティングの展開

神奈川県 株式会社ウィル 9021001000227 オンラインシステムで受注から製造・販売を効率化

神奈川県 合同会社ＴＯ　ＲＩＺＥ 4010403020846 ハンドメイド教室をオンライン化し売上の拡大と新規顧客を獲得

神奈川県 有限会社Ｈｙｓｔｅｒｉｃ 6020002074241 コロナ禍でも生き抜く美容院

神奈川県 あおぞら整骨院鍼灸治療院 － 三密回避　自宅でできるデリバリー施術による販路拡大

神奈川県 －ＴＳＵＲＵ－ － ネットを通じた新たな販路開拓による大島紬の価値・認知度向上

神奈川県 エクラブランシュ株式会社 8020001117981 集客・営業のオンライン化とＥＣを中心とする販売体制への転換

神奈川県 ＡＨＰＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ － オンラインサービスによる非対面型ＴＯＥＩＣ講座事業

神奈川県 株式会社花車 9021001062770 国内生産・国産縫製技術を世界に向け発信するＥＣショップの開設

神奈川県 ハートネットラボ － ＥＣサイト構築によるコロナリスクを受けないビジネスへの転換

118 / 137 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。

神奈川県 せせらぎ葬祭 － 故人への敬意を忘れず、温故知新。オンラインを取り入れた葬祭

神奈川県 株式会社イマイオフィス 4020001098838 気軽にスタインウェイを！レッスン・スタジオ事業で顧客獲得！

神奈川県
株式会社ウェルコムワンダーコーポレー
ション

9020001117345 オンラインセッションコミュニティサイト「地球村の集会所」構築

神奈川県 ＷＥＢプロダクション　ＴＳＵＫＩＫＡＧＥ － オンラインで学べるホームページ構築講座の展開による販路拡大

神奈川県 田中　琴乃 － オンライン設備の拡充と、非対面型レッスンの開始

神奈川県 有限会社ワイツープランニング 8020002072862 レクイエムギフトのオンライン販売

神奈川県 有限会社ジーブイジャパン 4020002051317 １万枚販売済み！オリジナルロゴプリントのマスクの製造販売

神奈川県 ワンダーワールド － 感染対策万全のペットサロン事業展開による新規顧客獲得

神奈川県 ぶなヶ浜 － 鎌倉ラーメン磯野郎の移動販売とテラス席を利用した義経鍋の提供

神奈川県 合同会社ｋｕｋｕｎａファクトリー 1020003013863 ドローンを用いた非対面での建物管理業務による新規事業の拡大

神奈川県 ＡＰ総合税務会計事務所 － ＷＥＢ会議システムを導入したオンライン高度税務相談事業

神奈川県 ＨａｐｐｙＨａｔｓｕｍｉＹｏｇａＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ － オンラインヨガの多様化に伴う当社の強みを生かした新企画

神奈川県 有限会社マルイチ 2020002048901 クリーニング業務拡大による、新しい顧客獲得のＥＣサイトの構築

神奈川県 Ａｉｒｉｓ．Ｍ株式会社 3021001001494 非対面型サービスの提供による新規顧客開拓及び顧客満足度向上

神奈川県 株式会社ＧＩＳＨＯ 8020001046958 未来の金メダリストがオススメ！アスリート食をご自宅で

神奈川県 芳居の会 － 芸術文化の体験型オンラインサロンで販路拡大と社会貢献

神奈川県 鈴木　美千代 － 人気沸騰中！最新のエステ機器ハイフで集客力アップ

神奈川県 Ｋ　ｐｌｕｍｅ － 工房設立で非対面化と生産強化で卸販売スタート

神奈川県 株式会社チャッカバン 5020001133404 安心安全な店舗作りと、【ｇｒａｎｄ】な人とのつながり作り

神奈川県 エステサロンミルフルール － ３密ＮＧ・非接触型サロンで安心キレイに

神奈川県 丸浜自動車整備株式会社 6020001009322 ホームページ作成による新規顧客の獲得と顧客層拡大事業

神奈川県 柴戸麻里子（個人事業） － 売れるメニューバナーポスター定額制作サービスによる販路開拓

神奈川県 アルファ財産コンサルティング株式会社 6020001105385 オンライン型１００年継続企業戦略コンサルティングの体制構築

神奈川県 株式会社橋本ハウジング 3020001068354 積極ＰＲで解体工事の販路拡大

神奈川県 株式会社ＪＵＳＴ 9020001115555 リアルイベントからの脱却。オンライン広告による新規顧客獲得

神奈川県 宮寺精機株式会社 2010901011852 テレワーク環境を整備し、生産性を高める。

神奈川県 アンド・エヌ合同会社 7021003008740 下請工事からの脱却～現調なしで概算見積もりを作成～

神奈川県 渡邊　賢治 － 販路拡大の為の新商品開発とネットショップの構築

神奈川県 株式会社オンラインコンサルタント 7020001049251 配送効率化に特化した自社アプリの広告・宣伝による新規顧客獲得

神奈川県 株式会社亀城水産 2021001057942 ＢｔｏＣ販売への転換による新規顧客拡大事業

神奈川県 Ｌｉｌａ　Ｗｉｇ － 非対面型通販事業の導入（医療用ウィッグ）

神奈川県 Ｌａｐｉｓ － ハンドメイド雑貨の魅力を発信するＥＣサイトの立ち上げと販路開拓

神奈川県 すずき中央整体院 － 藤沢市、鎌倉市内へのポスティングによる新規顧客の開拓
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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。

神奈川県 カンビアール合同会社 1020003011941 遺伝子分析とオーダーメイドプログラムのオンライン化

神奈川県 株式会社ＭＣＭ 9020001137351 看板取り換えによるリニューアルおよびオンライン営業戦略

神奈川県 株式会社Ｅ－ｙｅｌｌ 4020001110197 コロナ禍、ネット上で協業する環境整備と起業・副業支援事業

神奈川県 湘南バーベキュー株式会社 8021001055115 ＴＶチャンピオン開発によるＢＢＱソースの非対面販売網構築事業

神奈川県 シュシュ － 【非対面型】オンラインボディセラピーサービス構築事業

神奈川県 株式会社ＳＵＲＦ　ＣＡＰＰ 5020001040708 当店自慢の軍鶏料理を提供するキッチンカー事業

神奈川県 佐藤英樹 － キッチンカーを導入し調理とデリバリーを行う

神奈川県 ニュージーランド社 － デリバリー・テイクアウトの専門店の強化事業

神奈川県 大倉山藍田学舎 － 非対面型クラスの導入とＷＥＢサイト集客改善リニューアル

神奈川県 株式会社エンクランプ 5020001100734 ウェブでも完結！リモートコンサルティング事業

神奈川県 株式会社一心ホールディングス 2020001131889 非対面ビジネスモデルへの転換に伴うＨＰ改修事業

神奈川県 山本工業株式会社 8020001068622 ＥＣサイト導入による感染症対策と新ＷＥＢサイトによる発信

神奈川県 株式会社アートカバー 2700160068194 スライドスタンドケースのネット通販で販路を開拓

神奈川県 Ｔｒｅｅｓ武蔵小杉（ｈａｉｒ　ｔｒｅｅｓ） － 自宅でできるヘアーケア！オリジナルブランド商品の通信販売

神奈川県 株式会社加藤企画 7020001090949 プライバシーを守る非対面相談システムの構築と宣伝

神奈川県 株式会社Ｚｅｒｏａｄ 1011001110570 非対面での商品提供の強化、ＥＣサイト冷凍販売

神奈川県 足柄ローンジュニアアカデミー － ネット販売の強化とオンラインでの技術指導

神奈川県 株式会社根っこや 9380001021692 Ｗｅｂカメラを用いた作物の生育判定システム＜プラントスキャナ＞の開発

神奈川県 ステッチ株式会社 4021001063600 ネット販売に特化したブランドコラボレーションラグの開発と販売

神奈川県 ＨＡＰＰＹ　ＧＯ　ＬＵＣＫＹ － テイクアウト販売のための拠点づくりと新たな販路の開拓

神奈川県 柏志源株式会社 3011101069334 ＨＰによる集客及びテイクアウト誘導・コロナ対策空調工事戦略

神奈川県 株式会社コンセプト 1020001108558 オンラインによる新規受注と建築設計ソフト導入による販路拡大

神奈川県 合同会社はやおきびと 7021003008971 オンライン指導の導入に伴う広報活動と事務所の環境整備

神奈川県 株式会社ニートクリエーション 2010701021597 ＷＥＢを活用しエリアを拡大し新規顧客開拓を図る

神奈川県 株式会社ワトソン 9011001130248 集客のためのＨＰ制作とオンライン面談システムの構築

神奈川県 ピー・アンド・マーズ株式会社 1020001121420 非対面型オンラインサロン・スクールのためのＨＰ作成

神奈川県 株式会社ことば研究室 3020001133810 教員の復職に向けたキャリアデザインサポート

神奈川県 株式会社閒 7020001136074 社会人スクール事業及び出版プロモーション事業の開発・展開

神奈川県 Ｎａｄｅｊｄａ　Ｊａｐａｎ － マッチングサイトによる新規顧客獲得と非対面ビジネスへの転換

神奈川県 ＧＲＩＮ　ＧＲＥＥＮ － ３密を避けた植物の非対面販売に向けた拠点づくり。

神奈川県 株式会社ソラリウム 8020001083175 日焼けサロンの無人セルフ化による２４時間営業で利用者数増加計画

神奈川県 横浜ゴルフスクール中島 － パター練習を中心とした非対面型のレッスンサービスの立ち上げ

神奈川県 Ｒｅ．ｍ － チェコガラスボタンをＥＣサイトで販売し、販路拡大を行う
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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。

神奈川県 エルブレーントラスト株式会社 9020001046965 実践マーケティングオンラインビジネススクールの開設

神奈川県 ＥｌｅｇａｎｔＯｗｎｅｒｓ － 不動産投資オンラインセミナーとＳＮＳ販促事業

神奈川県 和食　照 － 新規のホームページ構築とデリバリーによる売上増進

神奈川県 有限会社サンライズ外語 3020002014357
予約・決済機能付きオンラインレッスンシステム導入によるネットを通じた新規
顧客獲得

神奈川県 ライフスタイル・デザイン － 働くママを応援。オンラインで相談『ママカウンセリング』

神奈川県 有限会社エバージョイ 5021002030276 乾物事業の自社製造とフィットネス事業の非対面化による拡販

神奈川県 株式会社ワイズラボ 3020001112384 デジタル技術で保険業務のリモート化促進

神奈川県 株式会社デドゥー 9020001064430 美味しいで笑顔を！皆さまの食卓に楽しさを届けるための無人販売実施

神奈川県 株式会社アグリ王 4020001087907 ＥＣサイトによる新規顧客獲得と自社生産植物を使った新商品開発

神奈川県 株式会社エスエフジーエージェンシー 6020001102069 【非対面型】オンライン販売網構築事業

神奈川県 株式会社田村製作所 9020001017974 高精度ＣＡＤ・ＣＡＭシステム導入による販路開拓と既存顧客の売上向上

神奈川県 株式会社がっと 9020001090385 テイクアウト等参入及びコロナウイルス感染防止対策の環境整備

神奈川県 お抹茶Ｈａｐｐｙｌｉｆｅ － オンラインで実現する新たな形の茶道教室と新サービス

神奈川県 株式会社ｏｎｅ　ｓｔａｎｄ　ｃｒｏｓｓ 3010701033419 写真加工サービス用のＥＣサイト構築による非対面化と効率化の実現

神奈川県 黄土よもぎ蒸しサロン － オンラインカウンセリング付き完全プライベートよもぎ蒸しサロン

神奈川県 株式会社ＬｉＩＢｅ 5020001137033 ＥＣ（卸販売）サイト構築による新規顧客獲得・売上増加

神奈川県 株式会社戸塚建親センター 8080401010418
「気密測定宣言」による工務店向けｗｉｔｈコロナサポート事業　－■Ｂ：非対面
型ビジネスモデルへの変換－

神奈川県 株式会社Ｆｉｔ－ｎｉｔｉｏｎ 3021001067445
顧客層の拡大を図るべく、ジム内装・トレーニングプログラムの改善した上
で、提供サービスの認知拡大を図っていく。

神奈川県 株式会社エデューズ 3020001110925 「教育旅行先検討用サイト（仮）」の制作・周知

神奈川県 株式会社建尚 3020001107855 非対面特化型フィットネスジム事業

神奈川県 望月事務所 － 経営財務自習メニューのオンライン化と進捗管理

神奈川県 ＡＬＢＡＴＺ株式会社 7020001112109 コロナ対応型キッチンカーサービスの導入とオンライン販売

神奈川県 株式会社ＣＯＬＯＲＳ２４ 7021001067466 オンライン・非対面営業対応を活用した新規顧客獲得戦略

神奈川県 すずき音楽教室 － 国内、海外における子ども向けの良質な音楽の動画レッスン

神奈川県 米粉洋菓子専門店ＣＡＫＥａＣＡＫＥ － 店頭での対面販売からＥＣ販売へのビジネスモデルへの転換

神奈川県 石関笑店 － 非対面設備充実による新規会員獲得事業

神奈川県 株式会社ノリ・コーポレーション 9021001005317 自社セレクトイタリア食材のインターネット販売

神奈川県 カイロオフィス快楽院 － オーラルケアを目的としたセルフホワイトニング

神奈川県 大洋金属工業株式会社 6020001020865 ＨＰをリニューアルし熱処理工場の非対面商談で新規顧客獲得事業

神奈川県 通達株式会社 4020001136515 タブレットによる非対面での注文、支払いシステムの導入

神奈川県 株式会社てらいんく 5020001076025 ウイズコロナ時代のサプライチェーンの掘り起こし

神奈川県 武蔵小杉ネイルサロンＫ．ＰＬＵＳ － ネイル商材のネット販売とサロン設備拡充による事業拡大計画

神奈川県 合同会社木下着物研究所 6010403020571 非対面型のライブコマース事業
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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。

神奈川県 ＩＺＡ株式会社 5021001051001 テイクアウト特化型の店舗改装による売上改善に向けた取り組み

神奈川県 有限会社アンクインターナショナル 8021002012998 お客様の心の健康を取り戻すための積極的ネット広告展開

神奈川県 有限会社エリゼ光アンテルナショナル 6020002065232 フレンチ料理のインターネット販売モデルによる新規顧客の獲得

神奈川県 ウサギ王株式会社 5012301007123 中小・海外に向けた新規販路開拓のためのＨＰプロジェクト

神奈川県 はざくら治療院 － 患者さんとの対面時間を減らすため、問診や説明はＺＯＯＭで行う

神奈川県 株式会社ウェルフューチャー関東 2021001049485 対面を避けた地域密着型の小規模デイサービス見学の提供

神奈川県 株式会社石花海 6080101015041 テラス席による店内の三密回避とテイクアウト商品の仕込みと保管

神奈川県 有限会社とんかつわかさ 2021002003573 創業６０年のとんかつの味復活と従業員・顧客の健康と雇用を守る

神奈川県 株式会社Ｂｅｌｌｉｓ 5020001129996 チャットボット機能で非対面営業で新規獲得と利用継続

神奈川県 ＮＯＭＵＬＡＮＤ － 芸術に癒されるポーセラーツレッスンのオンライン化及び全国展開

神奈川県 株式会社ＭＦトレーディング 4011801021907 対面型買取からＬＩＮＥ査定・宅配買取を活用した非対面買取への転換計画

神奈川県 ｂｌｕｅｐｉｃｔｕｒｅｓ － ＨＰや動画を活用した撮影および加工技術の紹介と新たな販路開拓

神奈川県 株式会社Ｅ－Ｌｉｖｅ 5020001126481 グルメサイトを利用したテイクアウト商品の告知＆ＰＲ戦略

神奈川県 株式会社ＳＢＹｎｅｘｔ 6020001138170 コロナ対策のための店内工事とデリバリーＰＲのためのＨＰ作成

神奈川県 Ｆｉｒｅ　Ｃｈｉｃｋｅｎ　Ｂａｒ　ＨＩＮＯＴＯＲＩ － 業態変更。鶏だしラーメンと釜焼きチャーシューをご自宅で。

神奈川県 Ｃｈａｍｍｙ’ｓ － 店舗内でのセルフエステ指導による感染症対策強化

神奈川県 ガラパゴスタディー有限会社 4011002036440 対面型研修のオンライン化と初期費用低価格化による販路開拓事業

神奈川県 大原　颯平 － 遠隔音楽指導システムの導入と音楽家ポータル掲載、動画販売の開始

神奈川県 ｃｈｏｃｏｔｔｏ　ｐｌｕｓ － Ｗｅｂを活用した集客とサービスの動画化による非対面型への転換

神奈川県 株式会社松本商店 3020001065608 オンラインショップの機能拡大及びＷＥＢ広告を活用した販路拡大

神奈川県 地鶏四季庵　鹿鳴 － ＨＰや動画の制作による積極的な情報発信と業務効率化の実現

神奈川県 株式会社木本工業所 1021001000548 非対面式のオンライン集客システムの導入

神奈川県 株式会社スタジオ・ロクゼロ 7020001088068 アフターサービスパーツ販売事業

神奈川県 株式会社マヴィ 1010701029419 オンラインレッスン事業の展開

神奈川県
快眠専門ヘッドマッサージサロンＳｌｅｅｐｉｎ
ｇ

－ 非対面型サービス導入特化型のホームページ制作

神奈川県 萬菜酒場 － テイクアウト事業強化と人員減に対応する生産性向上機器の導入

神奈川県
株式会社ドミトリーム・エンターテインメン
ト

6020001093234 ご当地アイドルがオンラインで地元企業を応援する楽曲作成事業

神奈川県 大平国際特許事務所 － 集客・営業の非対面化及び非対面による口座提供システムの構築

神奈川県 林石材産業株式会社 4021001001782 仏壇・仏具のオンライン販売・相談での販路拡大と売上向上事業

神奈川県 パクチービストロザンシン － テイクアウトとデリバリー、ＥＣサイト構築による販路拡大

神奈川県
オーロラカナダイングリッシュスクール株
式会社

6021001046727 非対面式英会話レッスン、新しい形のオンライン留学サポート事業

神奈川県 株式会社ｍｉｅｕｘ　ｃｒｅａｔｉｏｎ 9020001098932 ＥＣ事業の開始・コンテンツ配信による顧客満足度向上と新規販路開拓

神奈川県 株式会社盛善 9011101086092 【事業名：非対面型販路拡大ＥＣサイト構築】
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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）
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神奈川県 ｍｏｍｏ　ｃｏｓｍｏｓ － 新商品開発とオンラインショップ立上げによる売上アップ

神奈川県 株式会社ｈｉｒｏｃｏｎｏ 7020001136693 業者向けエステ機器の販売促進事業

神奈川県 株式会社サクラコーポレーション 2020001087628 こだわりの卵×米粉でつくる健康に良い“パン＆スイーツ”の出店

神奈川県 株式会社ライフ・プロデュース 5020001132174 オンラインのコーチングのためのＬＰやＳＮＳによる集客力の強化

神奈川県 ピピロハス株式会社 1010001158042 姿勢評価システムを活用したオンラインレッスンで新規顧客獲得

神奈川県 野口電設株式会社 7021001025738 ＩＴを活用し非対面型営業スタイルで新規顧客開拓を図る。

神奈川県 桂林堂 － オンライン整体サービスの導入でコロナ禍以前の売上高を目指す

神奈川県 株式会社アスウィーコーデ 3020001096727 販路拡大への対応のため新規設備投資による生産体制の強化

神奈川県 ＣＬＡＭ － 歯科医院のためのＷＥＢ集患対策オンライン講座

神奈川県 ＵＶＥＮＴＡＳ － 潜在的留学希望の為のオンライン英会話の販売

神奈川県 スタジオクリップ株式会社 5020001096031 「目と舌で楽しめるステイホーム向き　テイクアウト＆デリバリー事業

神奈川県 株式会社フェアベール 2020001004426 テイクアウトのオンライン予約・決済での売上向上と販路拡大事業

神奈川県 株式会社金澤重機 9020001044011 新規顧客獲得強化及びテレワーク環境整備

神奈川県 有限会社バウアーハウスジャパン 3021002052751 「オンラインによる販路拡大と売上向上および職場環境の最適化」

神奈川県 梅猿組合同会社 6021003000673 「笑顔とワクワクを貴方のおうちに大計画！」

神奈川県 株式会社イーネット 5020001044436 研修動画を活用した非対面型研修とネットを通じた新規顧客獲得

神奈川県 有限会社丸寿菓子店 4021002004710 新規ＨＰ制作、ＥＣサイト制作

神奈川県 マークスライフサポート株式会社 7020001096343 非対面型オンライン指導講座による新規顧客の獲得

神奈川県 ＣｈｏｔｔｏＥｎｏｓｈｉｍａ株式会社 5020001067542 ソーシャルディスタンスを確保した改装

神奈川県 ＦＵ株式会社 2021001071530 ヘアケア用品のＥＣサイト限定販売による販路開拓

神奈川県 株式会社ＫＹＯＳＥＩ 9020001127848 Ｗｅｂサイト・プロモーション動画配信のオンライン販売促進事業

神奈川県 株式会社クリエイト横浜 9020001012793 ＨＰ制作とＰＲ動画制作による非対面型ビジネスの実現

神奈川県 Ｃｒｅａｔｉｖｅｎｉｎｅ － ヘアケア分野のオンラインコンサルティング事業の立ち上げ

神奈川県 株式会社島商 6021001070826 【漁師料理のお店が挑戦するネットショップによる売上拡大】

神奈川県 株式会社ワークスタイル 9020001077052 テレワーク需要を取り込み　海沿いで豊かなワークスタイルの提案

神奈川県 株式会社ケアーズジャパン 9021001009276 キッチンスタジオ、動画配信スタジオ、オンライン会議室のレンタル事業

神奈川県 アンディムジーク合同会社 3020003018621
オンラインレッスン事業の開始と広告宣伝の強化による非対面型レンタルス
タジオの収益向上構築

神奈川県 株式会社アルク 2020001086415 ＩＴを利活用した新規販路獲得と設計・監理業務の生産性向上

神奈川県 松岡由季 － Ｗｅｂサイト開設とオンライン講座ＰＲによる販路開拓

神奈川県 株式会社ＫＯＺＡＫＩＫＡＫＵ 6021001063251 オンライン会議を活用したデザイン制作・相談・セミナーの展開

神奈川県 アプリコットホーム株式会社 6021001038542 ＶＲ技術の導入による不動産物件情報サイトの再構築事業

神奈川県 株式会社ＤＯＭＡＣＡ 5020001134781 テイクアウト営業が可能なＥＣサイトアンテナショップの開設

神奈川県 株式会社ジーシフト 3020001076720 人財開発サービスの非対面型業態の事業化
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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）
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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。

神奈川県 Ｆｒｉｅｎｄ　Ｖｉｌｌａｇｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ － 非対面型の研修、セミナー、コンサルティングシステムの構築

神奈川県 株式会社あどあーと 1020001129736 物販事業のオンライン化プロジェクト

神奈川県 株式会社マインドドライブ 9020001121990 デリケートゾーンケア製品の新規販路開拓と新製品開発

神奈川県 合資会社メイプルスポーツスタジオ 5021003001219 ＦＩＴＮＥＳＳ　ＭＥＮＵの動画配信システム構築とネット注文サイト構築事業

神奈川県 有限会社ヒロエンタープライズ 5021002059365 ３６０度パノラマ内覧システム導入による不動産サイト再構築事業

神奈川県 株式会社イーハトーヴ 3020001102261 非対面型ビジネスの拡充とＨＰリニューアルによる新規顧客の獲得

神奈川県 Ｉｎｓｅｒｔ － 動画制作事業の非対面化と動画配信事業への新規参入

神奈川県
たねまきはりきゅうマッサージ院　五十嵐
芽以子

－ オンライン母親学級、妊活セミナー等ウェブセミナーでの顧客獲得

神奈川県 Ａｌｏｈａ　Ｋｅｎｓｈｏ　Ｔｒａｄｉｎｇ － Ｗｅｂ予約・決済システム導入と訴求のあるレッスン紹介ページの作成

神奈川県 株式会社千代田化工 3020001069690 高精度３Ｄプリンターによるラピッドプロトタイピング

神奈川県 麹ごはんｋｏｍｅｈａｎａ － 麹料理で免疫力アップ。キッチンカーを導入し麹の魅力を発信！

神奈川県 株式会社アリメント 8021002013360 非対面型小売業への参入と建設業広報の為の、ＨＰ刷新

神奈川県 ストーリー株式会社 9020001132294 保育士専門求人サイト構築及びオンライン講座の開講と集客

神奈川県 有限会社稲田工務店 5020002073178 自社ホームページ制作によるオンラインでの集客体制の確立

神奈川県 自然療法サロン　テノヒラ － 新店舗移転による環境整備、オンラインサービスの提供

神奈川県 株式会社フォーエバー 7021001068068 除菌清掃パックによるコロナ対策・新規顧客獲得事業

神奈川県 株式会社フォーリンクス 7020001078283 非対面型オンライン介護予防「＃おうちデイ」の周知及び集客

神奈川県 中央商工株式会社 5021001040747 パイプマシン導入による管加工事業展開とテレワーク推進

神奈川県 株式会社アロハ 2021001060046 除菌脱臭抗菌サービス非対面集客型Ｗｅｂサイト作成

神奈川県 魚バル　まぶしや　関内 － コロナに負けず、いつでもどこでも関内の海鮮ひつまぶし！

神奈川県 ライヴ＆ダイニング　ＳＲＥ － ライブハウスを通してどんな時代も乗り越える環境づくり

神奈川県 ＤＡＩＺＯＯＭ　ＷＯＲＫＳ株式会社 9011601016235 「生配信によるライブコマース番組」制作システムの構築

神奈川県 シグナル・コンポーズ株式会社 6010401145180
音楽制作ソフトウェア／ハードウェア販売事業「ｍａｓａｌａ　ａｕｄｉｏ」ブランドの立
ち上げ

神奈川県 株式会社桜井 6020001003911 非対面ビジネスとなるテイクアウト事業強化による新規顧客開拓

神奈川県 有限会社二宮花園 1020002035215 ライブ配信を利用したお店にいるような非接触リモート接客販売

神奈川県 居酒屋　祭 －
テイクアウト事業による売り上げ拡大と、ロールカーテンを利用した三密対策
の強化

神奈川県 株式会社グリーン 8020001088876 クラウド型ＰＯＳとＥＣサイト導入で売上管理と通販売上増を実現

神奈川県 株式会社プラス 6020001088845 非接触型引越しサービスを拡大するための動画宣伝及び必要機材の強化。

神奈川県 ＭｓＲｏｏｍ － オリジナルアロマ製品開発事業

神奈川県 株式会社ヴィレッジダイナー 6020001085264 テイクアウト導入と新規顧客集客、店舗営業での非接触化促進

神奈川県 株式会社ＳＥＡ．ＳＫＹ 5020001109932 ＥＣ販売体制の構築による売上の増加とテレワーク体制の構築

神奈川県 株式会社Ｋ＆Ｄ 3021001062792 自社ＥＣサイトを通したインターネット販売の構築

神奈川県 春夏冬株式会社 7020001125639 継ぎ足しの秘伝のタレと本格炭火焼鳥のネットを通じた新規顧客獲得
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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。

神奈川県 カナメ住工房有限会社 9021002005605 ライフコンサルコンストラクターへの進化と認知拡大・拡販

神奈川県 新横浜カウンセリングルームクオーレ － 「こころ」を大切にしたオンラインカウンセリング事業の展開

神奈川県 データキュレーション株式会社 6010401116173 オンラインマーケティング＆セールスシステムの開発

神奈川県
有限会社パイオニア・ランゲッジ・スクー
ル

2020002106089 ネット広告を用いたネイティブによる子供向け英語授業の集客拡大

神奈川県 スマイル防災カンパニー － オンラインサロン「スマイル防災クラブ」の開設

神奈川県 モイスティーヌ横浜みなとみらい － コロナ禍でも順応できるスキンケアサロン

神奈川県 Ｓｕｎｎｙ　Ｂａｅ － ネイリスト育成の為のオンライン施術講習動画の販路拡大

神奈川県 株式会社美心教育 9021001051906 オンライン講座・カウンセリングへの転換による顧客拡大

神奈川県 株式会社ＢｅｙｏｎｄＰｌａｃｅ 2020001133010 ２４時間いつでも受講し放題のオンライン学習塾の開校

神奈川県 株式会社モダンプラスチック 7020001070315 コロナ対策用品「飛沫防止スクリーン」を訴求するためのＨＰ

神奈川県 尾嶋　健信 － 非対面で全国の不動産投資家に販売できるオンライン講座の提供

神奈川県 有限会社青山シートカバー製作所 1020002085739 オンライン通話を利用した通販強化と新生活様式対応の商品開発

神奈川県
有限会社スローブコミュニケーションサー
ビス

9020002069156 こんな時代だからこそオンラインで新しい出会い。明るい未来へ。

神奈川県 有限会社東京グリーンインテリア 4021002032521 屋外商談スペース設置による感染予防と販路維持・開拓の取り組み

神奈川県 フロンティア・ライフサイエンス株式会社 4020001060673 ワインのショールームで試飲販売・新銘柄販売で日本のお酒再発見

神奈川県 株式会社華昇 9020001103659 コロナ時代にＩＴシステムを活用した飲食店での非対面サービス提供

神奈川県 株式会社ＳＷＩＮＧ 8021001065824 ＥＣサイト構築（非対面型）による販路拡大及びマッチングサービルの利用

神奈川県 非営利活動法人笑顔 4020005011945 「ＮＰＯ笑顔介護予防プログラム」のオンライン配信事業

神奈川県 菅原　聡 － サーモカメラを用いた安全性の確保と新たな販路開拓

神奈川県 メディックイースト株式会社 6021001063755 営業活動の非対面化と感染症対策の徹底、救護資機材の充実化

神奈川県 シャンティ － カレーの加工製造所の整備。真空冷凍の通販・テイクアウト事業

神奈川県 株式会社湘南デンタルラボラトリー 9021001000953 ホームページリニューアルによる非対面営業の確立と新規顧客獲得

神奈川県 有限会社ＹＳＫ 9020002078000 テイクアウト、慶事・法事料理デリバリー強化による販路拡大

神奈川県 株式会社箱根金湯苑 9010001054754 非対面で来館できるセルフサービス来館スタイル導入およびＰＲ

神奈川県 株式会社ＲＡＬＺ－Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ 1020001128655 外壁調査で安全安心をお届けするオンライン商談への取組み

神奈川県 新リンパサロン横浜青葉西・整体院中澤 － オンラインカウンセリングからサーキュレーション整体の実現

神奈川県 介護タクシーそら － 専門機材の導入で患者等搬送事業者としての業務を強化拡大する

神奈川県 株式会社ブリッジパートナー 9020001126180 非対面での人材派遣業の拠点となるホームページ作成事業

神奈川県 どるちえ音楽教室 － オンラインレッスンで奏でる音楽へ。～新規生徒の獲得を目指す～

神奈川県 株式会社クラウドクリエイションズ 3260001026156 ボードゲームオンライン化・非対面化事業

神奈川県 スタジオ・ローダ － オンライン＆オープンエアな環境の新レッスンで顧客ニーズ深掘り

神奈川県 ｓｏｎａｍｉｒａ － オンラインで安心して楽しむ、手作りアクセサリー

神奈川県 衆行株式会社 4010001202251 テイクアウト新商品の開発とテイクアウト看板の活用より新規顧客獲得
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神奈川県 航一映像製作所 －
オンラインでの会員制サロンと有料講座の構築とオンライン集客による販路
開拓

神奈川県 株式会社ＪＵＤＯＧＩ 7021001068811 スマホで簡単採寸！柔道着販売

神奈川県 お店のようなもの２号店 － ネットショップでの新しいコーヒー豆とオリジナルグッズ販売

神奈川県 有限会社ユナイトアース 3020002072421 オンラインショップサイトの併設と新規顧客獲得

神奈川県
ほめほめホーム（ＨＯＭＥ　ＨＯＭＥ　Ｈｏ
ｍｅ）

－ 飼い主向け・犬のしつけ方のオンライン教材販売の販路開拓

神奈川県 ＥＮＪＯＩＮＴ合同会社 7021003007156 オンラインでのダンス動画配信によるネットを通じた新規顧客獲得

神奈川県 青木　陽佳 － オンラインクラスの実施と予約・決裁可能なホームページの開設

神奈川県 株式会社篠塚塗装 4020001138643 外壁リフォームパック販売に伴うＨＰ制作・ＷＥＢ決済の導入

神奈川県 本間整体院 － アプリを利用しての広告宣伝と非対面型への移行

神奈川県 ドリームスコーポレーション株式会社 7020001064457 仲介方式によるオーナーチェンジ型リースバック

神奈川県 リスク計測テクノロジーズ株式会社 9020001133020 声だけ５秒でモチベーションを可視化するアプリの開発

神奈川県
株式会社イデア・ファンド・コンサルティン
グ

3011401017570 オンラインですべて完結する投資顧問サービスの展開

神奈川県 ジャパンポケット － 着せ替えドール服制作レッスンのオンライン化と全国展開

神奈川県 Ｒｅｓｈａｒｅ株式会社 1020001137284
優秀なインターン学生（国内外）と中小企業やベンチャーを繋ぐプラットホーム
開発

神奈川県 ＴＡＫＡＹＵＫＩ　ＨＡＳＨＩＭＯＴＯ － 新商品開発及び非対面型ビジネスシステムの構築

神奈川県 有限会社アイエヌエス 7020002056206 非対面サービスへの転換を３方向から多面的に広報

神奈川県 株式会社ＳＡＭＵＲＡＩ－Ｂ 5020001129716 自社海外向け中古車販売サイトを活用した新規顧客獲得と販路拡大

神奈川県 白熊税理士事務所 － 業務効率化による人的リソース確保及びオンライン集客による顧客

神奈川県 エアロエムズ株式会社 8021001062219 ドローンスクールの非対面オンライン化と予約システムによる新規顧客開拓

神奈川県 スタジオちゃぷん － サイト構築と防音室導入による非対面ビジネス環境整備と販路開拓

神奈川県 株式会社ビーンビズ 7021001051123 完全非対面型クラウドＣＭＳサービスによる販路開拓

神奈川県 株式会社ＭＤＩＵ 7020001129094 オンラインでの直契約ＩＴ・ＤＸ・ＡＩ技術顧問活動

神奈川県 ソニアボーカル教室 － 新規顧客獲得のためのオンラインボイストレーニングＰＲ事業

神奈川県 株式会社花実樹 6021001050299 ダントツ発送生産性の実現と新しいネット販路の開拓

神奈川県 合同会社ＵＮＴＲＡＣＫＥＤ 5020003015996 ＳｔＡ●ＢＬＥの新規ウェブサイトでの販路開拓・オンライン研究会の運営

神奈川県 株式会社スタジオネオ 3020001094012 「スマートフォンの内線化によるリモートワーク効率化」

神奈川県 ｗｅｂ　ｓｔｕｄｉｏ　Ｎ＆Ｓ株式会社 8021001058183 助成金診断・申請ＷＥＢシステムを活用した新規顧客の拡大

神奈川県 株式会社関和デザイン 9010801006178 ＷＥＢデザイン受注を目指す自社サイト制作とオンライン会議導入

神奈川県 株式会社アップスアンドカンパニー 7020001050622 クープーのデジタルシフト及び売上拡大事業

山梨県 有限会社オフィスカラーズ 3090002006422 新サービス展開に伴う機械設備及びソフトウェアの導入

山梨県 株式会社クリーニングすわん 4090001000581 ＥＣサイトによる新規顧客の開拓と既存店のイメージアップ

山梨県 ＰａｒｕＰｉ株式会社 7090001005891
新広告手法とメニュー戦略・ホームページの改修による新規集客・リピート促
進

山梨県 有限会社ＣｒｅａｍＬａｎｄＡｇｅｎｔ 6090002006873 デジタル技術を活かした非対面サービスの強化取り組み事業
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山梨県 有限会社イーグル 7090002004843 ホームページ作成、カタログ作成、インスタグラム広告

山梨県 有限会社イプロ 5090002005620 非対面型による商品のご提案と生産工程の改善および新規顧客開拓

山梨県 有限会社オンザロード 4090002006413 郷土食及びテイクアウト商品開発と店舗改装による売上向上

山梨県 話し方教室　スピーチ・スピーチ － 今、時代に必要なＷｉｔｈコロナの話し方教室

山梨県
アロマ＋メディカルハーバルビューティサ
ロン＆セラピストスクールＡｎ・Ｒｏｓｅ

－ ＊：オンラインレッスンの構築とＨＰで既存顧客対応と新規顧客獲得！

山梨県 有限会社トリオ印刷 1090002002175
ガーメントプリンタ（布へのプリントが可能な機械）による布製品印刷物の作
成・配布

山梨県 株式会社コダマ 1090001004486 新規顧客、販売チャネルを創出する新ブランドとＥＣサイトの構築

山梨県 流しの洋裁人 － オンライン化と移動型販売への転換とＣＡＤ導入による事業拡大

山梨県 ＨＡＩＲ　ＰＹＴＨＯＮ － ＨＰ・ＥＣサイト構築による付加サービスの強化と店内環境の整備

山梨県 渡邊織物 － Ｗａｔａｎａｂｅ　Ｔｅｘｔｉｌｅの世界観を伝える販売拠点整備

山梨県 Ｎｏｒｍａｊｅａｎ － 富士山を眺められる非対面テラス席のある喫茶店への事業転換

山梨県 株式会社ＤＯＳＯ 5090001016461 宿のブランディングによるポストコロナ旅行需要の獲得とＥＣ販売

山梨県 ＭＹＨＥＲＢＳ － 生産体制及びホームページ・ｉｎｓｔａｇｒａｍの強化で販路開拓

山梨県 有限会社武藤商会 8090002013075 ウェブサイトリニューアルによる「富士山麓の幻」ＥＣ販売事業

山梨県 株式会社ＴＯＴＡＬ　ＡＵＴＯ　ＲＹＵ 3090001014797 オンライン見積・予約機能と来店環境整備による利用しやすい店へ

山梨県 株式会社ふじさん牧場 7090001010958 自社羊肉のＥＣサイト立上げによる個人向け販売の積極展開

山梨県 ヘアースタジオビーシュア － ＥＣ機能搭載アプリの開発とオンラインカウンセリングの実施・宣伝

山梨県 スピリットベアーズサッカースクール － 動画配信によるオンラインスクール化とネットＰＲ活動の強化

山梨県 株式会社ワールドエクスポート 8090001013596 地方在住者向けのオンラインスクールプログラムの展開

山梨県 有限会社ビーケイプロジェクト 4090002012444 オンラインカウンセリングシステムの導入と新規客の獲得

山梨県 株式会社Ｈ＆Ｉ・ホールディングス 8090001012706 キッチンカー導入による移動店舗づくり事業

山梨県 ふじやま鍼灸整骨院 － 院内や往診での三密・濃厚接触を回避し、集客を拡大。

山梨県 株式会社Ａｗｅｓｏｍｅ　Ｊａｐａｎ 3090001016232 コロナ太りを改善する新オンラインコーチングプランの販売促進

山梨県 株式会社堀田宝飾 4090001001984 メーカーから直接ジュエリーを販売するチャネルの構築

山梨県 株式会社武藤呉服店 7090001002138 ホームページ開設による非対面での販路開拓及び顧客サービス

山梨県 株式会社マルヤマ宝飾 2090001002076
【事業名：「宝石研磨の匠」伝統技術継承のためのオンライン事業・ＥＣ事業拡
大への挑戦】

山梨県 富士山麓開発株式会社 2090001009996 内覧用のＨＰ制作とＷｅｂ契約システムの導入により販路拡大

山梨県 ジュエリーアロー － 国産３Ｄプリンター導入による生産体制の再構築と販路拡大

山梨県 有限会社大興商事 8090002001848 厨房を持つ企業向け「グリストラップ清掃サービス」の提案

山梨県 ＫＥＮ’Ｓ　ＧＡＲＡＧＥ － 非対面説明を実現するための商談及び車格納エリアの設置事業

山梨県 合同会社亜羅人 1090003001770 焼肉店の強みを活かしたテイクアウトメニューの開発・販売

山梨県 ＣＵＲＥ‐ＬＡ － ボディジュエリー・動画制作を軸とした非対面型ビジネスへの開発

山梨県 株式会社Ｒｏｌｌｉｎｇ‐Ｃ 1090001005385 実店舗からＥＣへの効果的転換と非対面型新企画による販路拡大
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山梨県 メガネのウエマツ － 新機器の導入による視力検査の短時間化による感染リスク減少

山梨県 株式会社太滝 2090001014278 非対面商談システムの導入による販路拡大と業務の効率化

山梨県 株式会社佐渡屋 5090001002040 おいしい！の笑顔を全国へ！ＥＣサイトによる販路拡大

山梨県 折井光写真事務所 － 写真スタジオの非対面化プロジェクト

山梨県 天野朗 － コンサルティング事業のオンライン広告宣伝による販路拡大

山梨県 有限会社エース開発 2090002000418 非対面型不動産取引システムの構築

山梨県 ＫＡＺＯＯ（カズー）株式会社 1090001006887 有料配信事業への業務移行

山梨県 ＭｅＬ　ＢａｋｅＳｈｏｐ － 新たな広告販売戦略による新市場の開拓

山梨県 株式会社創証 7090001013135 魚介類や県産野菜を活用したテイクアウト販売による新規販路拡大

山梨県 ジーパルファクトリー － 独自製造ライン確立による安定的顧客確保と拡大

山梨県 イー・エム・コーポレイション株式会社 7090001000124 自社ホームページからの商品アピール、ＥＣサイトを通して新規顧客獲得

山梨県 中華ごはんかんざし － 山梨県産ブランド豚甲州富士桜ポークシュウマイネット販売事業

山梨県 有限会社山梨鶏卵市場 5090002003161 シュリンク包装による非接触形態パック

山梨県 ＣｕｒｉｏＳｐｒｉｎｇ株式会社 1090001016333 ばね製造技術を活用したインテリア向け新商品の開発

静岡県 有限会社パッション 8080002007540 インターネットを活用した新規顧客獲得＆オンライン英会話講座

静岡県 株式会社柴田石材工房 5080001019416 寺院等空き墓地と石材店と消費者のＷｅｂマッチングサイトの構築

静岡県 株式会社本目浅吉商店 8080001004753 静岡茶と静岡県産生花のギフト「ティー＆フラワー」の企画・販売促進

静岡県 豊田　祐樹 － 静岡と世界をつなぐ「オンライン留学」と「街中留学」

静岡県 株式会社プラス・テン 8080001017631 みんなが活用できるホームページにリニューアル

静岡県 やませ農園 － 静岡石垣イチゴ通信販売部門立上げによる販路開拓事業

静岡県 蓬莱亭本店 － そば屋の味を手軽に摂取できるそば粉ブレッドの販売強化

静岡県 加藤木材産業株式会社 4080001007850
ユーザーに直接情報をお届けできる利便性の高いホームページへの改修と
広報活動

静岡県 株式会社菊月本店 1080001007911 小売店舗立上げによる新規顧客獲得及び新商品開発体制構築

静岡県 株式会社わかさ屋 8080001005611 小型キッチンカー導入による稼働日数と売上のＷアップ事業

静岡県 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｆｉｌ － フードプリンター導入によるオリジナル贈答用貸しの開発と提供

静岡県 寺西建築 － ホームページから発信する新しい生活様式の提案

静岡県 長崎不動産株式会社 4080001010037 ホームページのリニューアルとオンライン接客による新規顧客獲得

静岡県 株式会社りんで 2080401013335 利用者との対面回数減少と業務効率化を図る管理システムの導入

静岡県 Ｃｉｌ　Ｂｒｉｌｌｅ － オンライン相談で、既存客の満足度ＵＰ！新規顧客を獲得！

静岡県 人形の宝照 － 屏風型パーテーションの開発と販売による販路開拓

静岡県 株式会社フローラ４５小林岩夫生花店 5080001004608 魔法の花瓶とフローラ４５公式アプリを通じた新規顧客獲得

静岡県 有限会社石部建材店 4080002003386 ＨＰやパンフレットによる非対面型営業へのシフトと工場の衛生強化

静岡県 株式会社マルマサ工業 9080001019164 塗り壁・左官職人動画を使った非対面ビジネスの構築
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静岡県 鮪専門店一期 － 冷凍商品の販売強化と密を防ぐレイアウト変更による客席確保

静岡県 有限会社白進堂本店 3080002004609 無人受け渡しシステムによるクリーニングＢＯＸの導入

静岡県 ＨＡＩＲ　ＳＰＡＣＥ　Ａｒｔｉｓａｎ － リアシャンプー台の導入と半個室化によるリラクゼーション化

静岡県 株式会社エイチプラス 2080001020260 Ｗｅｂセミナーによる集客とオンライン活用のメンタルケアプログラム

静岡県 有限会社やぎ工芸 2080002005987 非対面型の商談・一般消費者向けの販売が可能となるＨＰ開設

静岡県 ｉｋｏ － ＢｔｏＢからＢｔｏＣに販路拡大する為の商品開発

静岡県 有限会社ナチュラル工房 2080002004246 生花の加工商品の品質向上、生産力の増大及び作業場の混雑解消

静岡県 有限会社松永工房 1080002005427 ＨＰ機能リニューアルとＥＣサイト導入による直販体制の確立

静岡県 株式会社前田金三郎商店 1080001004784 “茶匠手作り！“外出自粛でも楽しめるお茶とスイーツによる販路開拓

静岡県 Ｊｏｙ － 地元商店街空き店舗で運営する静岡の地場産品や特産の販売店

静岡県 このはなさくやＴｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ － オンラインによる心療カウンセリング付エステサービスの提供

静岡県 カレー屋あまりろ － キッチンカーの運用とそれに伴うニーズ別の新商品開発

静岡県 たこ助 － “待ち”から“攻め”への転換！キッチンカーによる販路開拓事業

静岡県 オレンジコミュニケーション株式会社 5080001023384 Ｗｅｂを活用した集客形態の確立とオンラインコンテンツの確立

静岡県 焼津吹きガラス工房月想う － 新メニュー“サンドブラスト体験”による売上アップと販売の強化

静岡県 望月海苔店 － “モノ”消費から“コト”消費！手巻き寿司セット販売で販売促進！

静岡県 びすとろぷろばんす － フレンチ技法を活用した新商品開発と地域商圏を利用した新規顧客獲得

静岡県 農業生産法人株式会社自然の力農園 7080001012419 農薬・化学肥料不使用で栽培した煎茶・野菜のＥＣ販売展開

静岡県 株式会社パソネット 6080001018598 オンライン営業手法の確立による商圏の拡大・新規顧客開拓

静岡県 楽酒呑家西陣 － コロナ対策と地域顧客に根差した店づくり

静岡県 ダイビングショップＭＩＵ － オンラインによるダイビングインストラクター資格取得支援

静岡県 ゆうあい理容室 － 美容業参入による新規顧客獲得及び新型感染症対策設備導入計画

静岡県 株式会社ＣＪ 6080001018870 屋内外の移動式クライミングウォール「Ｐｌａｙ　Ｏｎ　Ｔｈｅ　Ｗａｌｌ」

静岡県 有限会社みやび行燈製作所 6080002005752 国外に向けた竹千筋細工の新たな挑戦とＷＥＢ販売

静岡県 ＡＫＥＢＯＮＯ． － ご家庭でもレストランを楽しめるテイクアウト商品の開発、販売

静岡県 和膳　二代 － 店舗Ｗｅｂサイト制作および新店舗の改修工事

静岡県 伊藤　エミ － オンラインレッスン導入と資格取得によるレッスン品質の向上

静岡県 株式会社ティーエイト不動産 6080001020439 チャットツールとオンライン内見の導入・ＩＴ化による集客の強化

静岡県 トータルセキュリティＳＰ株式会社 1080001000684 防災知識提供による防災食、用品の販売拡大

静岡県 まんだら － テイクアウト商品の開発と窓換気の徹底による販路開拓事業

静岡県 有限会社コステミーア 8080002001171 「遺伝子検査で個人対応型リモートヨガスクール展開」

静岡県 静岡金属工業株式会社 1080001002689 顧客に応じてカスタマイズ可能な上下昇降装置のＥＣサイト販売

静岡県 日本料理　崇月 － ご家庭でお店の味を楽しむ三段重に詰めた贅沢弁当のテイクアウト
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静岡県 ｅｖｅｒｙｄａｙ　ｃａｋｅ　ｓｈｏｐ． － 焼菓子等のネット販売強化による販路開拓

静岡県 清侾園 － 小売用商品ラインナップおよび生産数拡充による売上維持

静岡県 菜の花 － 地方発送の強化と店づくりによる販路開拓

静岡県 株式会社リアル 5080001017972 ＥＣサイトの新規設営およびＨＰの改修による売上回復・拡大事業

静岡県 萬福酒家 － 本場の料理人が作る絶品中華料理のテイクアウトによる販路開拓策

静岡県 けいらく治療院 － 新型コロナ感染防止のための高周波温熱治療器によるセルフエステ

静岡県 ジムノ － 動画配信を活用したペットの販売サービスの展開

静岡県 株式会社ｃｏｖｅ 7080001023779 安心安全な店舗作りと新たなクラフトビールファン作りによる販路拡大

静岡県 合同会社斉藤精肉店 7080003002442 ローストビーフのお取り寄せ・ギフト販売によるＢｔｏＣの強化

静岡県 深沢種苗園芸 － ＥＣサイトによる、通販とサブスクリプション事業の導入

静岡県 有限会社北清食品 2080002011168 焼き鳥製造業者によるＥＣサイト構築を通したＢｔｏＣの販路開拓事業

静岡県 株式会社カーテック 4080401021906 ワーケーションに対応したカスタム車両の開発・非対面販売

静岡県 東海楽器製造株式会社 5080401003399 ステイホームに対応したコードバー交換式クロマハープの開発販売

静岡県 ジェイクラフト － キッズコーナーセットのネット販売の実施

静岡県 株式会社田町梅月 4080401003128 非対面型商談の実現とＥＣサイトの強化による新規顧客の獲得

静岡県 株式会社アイ・スタイリング 4080401012707 ウェブによる新規顧客獲得と自社パーツのＥＣサイト開設

静岡県 Ｇ－ＳＩＤＥ － 密を避けるための屋外用キッチンカー導入

静岡県 ツースイ株式会社 6080401023941 水道工事の非接触型オンライン現場検証サービスの実施

静岡県 輝　－カガヤキ－ － 完全予約制受注のための仕組みづくり

静岡県 パティスリーラヴェリテ － テイクアウト用パフェの新商品開発及び販売強化

静岡県 古山株式会社 4080401001800 非対面型サービスに特化したＨＰリニューアル

静岡県 株式会社インプルーブ 3080401021394 非接触型個人レッスンサービスの開始

静岡県 ディフェンスサポート株式会社 3080402001123 自働車保険に特化した専用ＷＥＢサイトによる保険営業の非対面化

静岡県 来来亭浜松幸店 － オーダー機器導入によるテイクアウト売上拡大と注文の非接触化

静岡県 ヴィーナスワイ株式会社 6080401012028 環境に配慮した浜松産エコバックの非対面販売の確立

静岡県 ＥＥ － ＥＣ機能付きＷＥＢサイトの作成による新規顧客開拓

静岡県 Ｔｏｍはり灸院 － 男性客を対象としたセルフ脱毛サービスの新設による新規顧客獲得

静岡県 アメオト舎 － 「非対面での販売を可能にする　新商品の開発と販売策の実現」

静岡県 有限会社メタルアート 2080402010389 サプライチェーンの毀損に備えた生産体制の拡充による販路開拓

静岡県 ユニークグリーン － 浜松産「希少植物」の新たな販売方法の確立による販路開拓

静岡県 美匠未来建設株式会社 6080401011203 店舗改装による非対面型ショールーム開設で新規顧客の獲得

静岡県 スタディグレイス － 非接触対面型入退室管理システムの導入と感染症対策の広報

静岡県 ギャラリー風悠 － 着物リメイクオーダーと裂き織レッスンの非対面化による販路開拓
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静岡県 株式会社東海トラベル 7080401003439 自宅にいながら旅行気分を味わうご当地グルメＥＣサイトオープン

静岡県 有限会社石野建築工房 3080402000736 オンラインセミナーや独自のキットによる高気密住宅の販路開拓

静岡県 株式会社ＡＲＵＭＡＭＡＹ 2080401013376 美容サロン向けリポソームサプリのオンライン非対面販売化

静岡県 つちや餅店 － 非対面型モデル構築によるこだわり冷凍団子・投げ餅の販路開拓

静岡県 株式会社西部通信 2080401002692 非対面型機器の訴求と接触回数を最小限にするための取り組み

静岡県 有限会社セイブ設備計画 5080402004355 作業効率化とＢＩＭ対応図面要求に応えるＣＡＤソフトの導入

静岡県 ｍａｒ（マール） － 非接触型サービス導入による新規顧客獲得

静岡県 えびすだいこくα － 安心改装とテイクアウト・デリバリーでおふくろの味を提供

静岡県 サカエ公司株式会社 1080401019424 名物鶏そばテイクアウト事業とＰＯＳレジ・キャッシュレス化構築

静岡県 ＬＩＮＯＮＥ － 健康を伝えるオーガニックテイクアウトカフェとオンラインヨガ

静岡県 しずかＦＰ事務所 － コロナ禍でもマイホームの夢をサポート！オンラインＦＰ相談所

静岡県 レストラン　カツヌマ － コンプレッサーの冷却機能強化によるテイクアウト事業の拡大

静岡県 知恵の輪有限会社 3080402004984 密や移動を避けたリモート対応型販売、在庫管理の構築

静岡県 ガレージトポリーノ － ＨＰリニューアル　来店不要の自動車販売・部品販売、整備入庫増

静岡県 有限会社ラグデザイン 5080402021045 非対面型ビジネスモデルへの転換に向けたオンラインショップ改編

静岡県 チャット － デジタル化による接触機会の半減の実施と販路開拓の取組

静岡県 魚屋飛鳥 － 沼津港直送の魚を活かしたテイクアウト商品を開発し新規顧客獲得

静岡県 サーモ包装株式会社 7080101000629 食品関連事業の直販と通信販売の強化による収益改善

静岡県 海鮮居酒屋銀太 － テイクアウト実施～冷めても美味しい銀太の味を自宅で楽しもう～

静岡県 株式会社小林技工 6080101016477 感染症対策を行った作業場の整備による新規取引先の獲得

静岡県 有限会社はごろも 5080102002873 自魚活魚料理のＳＮＳ配信によるネットを活用した新規顧客開拓

静岡県 ＧＷリレーションズ株式会社 6080101007542 自社ＥＣサイトによるオンラインショップ開業と実店舗の連携強化

静岡県 ピラティスメゾットジャパン株式会社 7080101017524 ピラティスボディスタジオ・オンラインスタジオの開設

静岡県 Ｕ－ＧＥＮＥ株式会社 7080101018423 オンライン営業による新規顧客開拓事業

静岡県 文光堂印刷株式会社 9080101001617 オンラインで対応可能なＰＲ動画制作事業立ち上げ

静岡県 株式会社藤田建設 3030101001647 誰もが働きやすく！テレワーク環境整備による生産性向上の実現

静岡県 有限会社フォーナイン 3080102004748 家のみ用おつまみ商品開発による新規顧客開拓

静岡県 有限会社Ｉ．Ｎ．Ｂｒｅｃｏｒｄ 1080102005153 新規顧客獲得の為のコロナ禍、コロナ後の音楽教室のあり方

静岡県 旬彩酒房小梅 － ＷＥＢ広告、チラシを通じたテイクアウト販売強化

静岡県 株式会社あやみ屋 3080101016843 ＨＰの刷新によるオペレーションの非対面化とテイクアウトの強化

静岡県 株式会社漱石 8080101005214 究極の自宅美容サロン！エステ＆ネイル＆美容スクール

静岡県 有限会社ビッグ・ハート 8080102006062 保健相談スペースのコロナ対策とテレワーク環境の整備

静岡県 有限会社杉山刃物店 3080102010572 最適化に向けた通販サイトリニューアルと外壁塗装による販売促進
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静岡県 ボナペティデリス － 三島産のお米と野菜を使用した他にはないお弁当のデリバリー

静岡県 Ｐｅａｋｓ － 非対面業態のセルフエステへの非対面型ビジネスモデルへの転換

静岡県 日ごと － 新鮮野菜、果物をふんだんに盛り込んだテイクアウトメニューの開発・販売

静岡県 ｃａｆｅ　ｔｏｃｃｏ － かわいいソフトクリーム、クレープの開発、テイクアウト販売事業

静岡県 粕漬食堂Ｋ．Ａ．Ｓ．Ｕ － 地元密着型デリバリー販売とＥＣサイトの開設

静岡県 大和技研工業株式会社 2080101005871 外注していたケーブル加工を内製化するための設備の導入。

静岡県 ネクスト・フォース － 新規会員獲得のためのネットを活用した非対面型営業スタイル確立

静岡県 株式会社トミック 7080101006519 産業用ドローンと赤外線カメラを用いた次世代的外壁調査事業

静岡県 ｕｎａＢｏｒｓａ（ウナボルサ） － 新オリジナル刻印サービスとワークショップで街の革屋さん化計画

静岡県 チェリースター株式会社 6080101019769 来店せずに根本からの健康や強い体に導くサロンへ転換

静岡県 めんりすと － 地元食材を活用したポタージュ系ラーメンの通販による販路開拓

静岡県 有限会社海老鮮 2080102012909 安心安全な惣菜の真空パックの販売による営業拡大と売上増加

静岡県 株式会社ワンダフルライフ 9080101007523 客席の個室化と非対面型店舗化を図り、新規顧客の獲得

静岡県 株式会社プロスペクティブ 7080101021179 非接触・マンツーマン対応強化による販路拡大

静岡県 有限会社三枡屋製菓 6080102017318 ホームページの開設による知名度向上と非対面ＥＣによる販路拡大

静岡県 リキュアライズ － 電子住所録事業立上げと新ドコスの開発と広告＆販路拡大

静岡県 有限会社西の家 7080102017069 旅館設備の拡充による安心してご宿泊いただけるための環境づくり

静岡県 株式会社大富 8080101008266 非対面で完結できる小ロット・規格外事業の強化

静岡県 株式会社さんめい 8080101019148 「ＷＥＢ予約システム導入による園児の受入れから事務処理の一元管理化」

静岡県 有限会社三富紙業 3080102015159 シートシャッター（電機門番）導入で安心安全の生産体制

静岡県 ＰＩＮＯＰＩＮＯ － 安心空間の提供でファンを増やす！

静岡県 ＢＡＲＰＯＲＴＲＡＩＴ － 屋外席で非対面を図り、高級ウイスキーを愉しむ

静岡県 松野畜産株式会社 4080101009714 コロナ対策済独立空間で作った手間無し贅沢惣菜をネットで食卓に

静岡県 美容室タイガー － 非対面式セルフ脱毛による新サービスを提供

静岡県 ＹＯＫＯコンパニオン － セルフによる痩身施術で、経営の立て直しを図る

静岡県 有限会社マルシン水産 1080102020499 継続的・効率的に商品を管理できる加工場の構築事業

静岡県 コミュニティースペースカワグチヤ － リモートワーク及びリラクゼーションニーズに対応した店内改装

静岡県 かりゆし工房 － 通信販売における「桧原水１００％」供給量強化・製造体制改善

静岡県 Ｂｉｓ　Ｈａｉｒ － 時短メニューサービス開始による売上回復及び新規顧客の獲得事業

静岡県 ゲストハウス　エンノバ － テレワーカー向け非対面型ワーケーション施設への転換

静岡県 株式会社ピースマインド 7021001035407 熱海産橙を活用した新商品開発とネットを通じた循環と還元の実現

静岡県 提坂研究所～調味料＆パン教室～ － 「調味料の選び方＆料理の基礎講座」オンライン講座開設事業

静岡県 建築イイヅカ － ＥＣサイト構築で新たな販路開拓、内製化で感染拡大防止
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静岡県 株式会社コントラテックス 4080401015627 一般ユーザー向け商品開発による販路拡大

静岡県 山﨑時計店 － リペア需要を取り込むための新ＨＰ制作による売上げ向上計画

静岡県 有限会社成神工業 2080402017467 巣ごもり消費ニーズを狙ったオリジナルレタス商品のネット販売

静岡県 まるましらすや － ペットフードの新商品開発と通販部門強化による新規販路開拓

静岡県 株式会社鈴木内職 5080401022176 マスク梱包ライン増設による受注増への対応でコロナ禍を乗り切る

静岡県 ヤマキ鍼灸整骨院 － コロナ禍でも安心して通えるトレーニング施設とＷｅｂ配信の導入

静岡県 むかし田舎体験　水車むら － 販路媒体整備による販路開拓事業

静岡県 ゆたか美装 － 「抗菌・抗ウイルスコーティング施工の非対面による商談・販路開拓」

静岡県 株式会社ユニバーサルインク 6080001019621 もっと身近に！～焼き鳥居酒屋の手作り惣菜～

静岡県 株式会社瓦粋 6080401017786 オンライン商談、ＥＣサイトの開設によるリモート型販路開拓事業

静岡県 株式会社イクト 8080401019038 オンライン商談の拡大による自家消費型太陽光発電での販路開拓

静岡県 ｃａｆｅｔｅｒｉａ　ＰＡＲＩＣＡ －
対面式店内飲食と非対面式テイクアウト販売の両立化とネットを通じた新規
顧客獲得

静岡県 メルティンポット － 非対面式機器を活用した新メニュー提案強化とコロナ対策情報発信

静岡県 有限会社一條亭 6080002009233 アフターコロナを見据え改良・改善した新商品ラスクの発売

静岡県 株式会社設備ＭＴ北生 4080401020239 新規空調機器販売ＥＣサイトで売上増加

静岡県 有限会社大忠工務店 4080402018059 住宅建築技術をもちいた家具の販売サイト構築

静岡県 Ｂａｒ　Ｎｏｉｓｅ － バーメニューをテイクアウトして家飲みを充実させよう！

静岡県 フロムフラット株式会社 1080001023512 開発する防災グッズ収納カバーの自社通販サイト構築と販路開拓

静岡県 不二化成工業株式会社 5080101001637 ・生産効率向上及び経費削減のための電子ホワイトボード導入

静岡県 ＷｉｔｈＹｏｕ － ＷｉｔｈＹｏｕ公式ＨＰの開設及びｙｏｕｔｕｂｅチャンネルの開設

静岡県 レヴテックエンジニアリング － 部品供給の安定化の為の環境整備と設備導入

静岡県 有限会社ウォールトーカイ 9080102013388 ドローンと赤外線カメラ導入により顧客との現場立合い時間の削減

静岡県 株式会社黒汐の華 8080001011717 非対面型ビジネスを可能にするミニマムコーヒー事業のＨＰ制作

静岡県 特定非営利活動法人ぴくにっく 2080105005901 「フレイル予防講座」の動画作成による非対面の営業方法の確立

静岡県 タッセー － 動画を制作し、非対面でのプロモーションや教材に活用する

静岡県 株式会社ＪＵＮ’Ｓ 7080101012120 情報発信強化と非対面でのオンライン査定の確立

静岡県 有限会社少林堂 4080402003829 コロナを機にＷＥＢを活用した鍼灸院の販路拡大を強化する事業

静岡県 ２ｄｏ － ＥＣ構築→動画→ＺＯＯＭカウンセリングによる美容室の売上拡大

静岡県 ｅｖｅｒｇｒｅｅｎ － オンラインショップの構築でいつでも美髪に

静岡県 有限会社ＭＡＣ 2080402018168 ３Ｄ－ＣＡＤを使用した方案設計による新規顧客の開拓。

静岡県 有限会社東海エコライフ 7080102016046 ＥＣ販売体制による非対面型営業手法の確立と３密を考慮した店舗整備

静岡県 合資会社村上屋 9080103000063 衛生環境の整った売場・工場一体型「作り手の見える安心店舗」整備事業

静岡県 ハッピーライフ － 店舗内空間完全除菌とインターネットによる顧客開拓
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お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

静岡県 ふく鍼灸整骨院 － セルフサービス拡大による非対面型ビジネスモデルへの転換

静岡県 ベスト・レスト － 新型コロナ対策のためのＥＣサイト制作及び店内の清潔化

静岡県 英語屋 － オンライン英会話の本格始動とコロナ対応のための店内改装事業

静岡県 特定非営利活動法人あしぶね舎 8080105006043 県内オーガニック生産者と消費者が非対面でマッチング出来る事業

静岡県 きく塾 － オンライン授業の導入と認知度向上による生徒増加策

静岡県 美容室ニューヨーク・ママ － ＥＣサイトでの販路確立及び新商品開発による事業拡充

静岡県 ヘアーサロン・メイク － コロナ禍に対応した店舗への改装と設備導入による新規顧客開拓

静岡県 合同会社Ｅ－ｌａｂ 2080403000352 新型コロナ対策のための非対面型オンライン教室開催

静岡県 有限会社いけがや 4080402017151 連射式ハイスピードメンズ脱毛サロン

静岡県 株式会社ワカバ 2080001023288 Ｗｅｂショールームを活用した非対面営業による新規顧客の獲得

静岡県 株式会社アール建築工房 7080001017665 非対面型営業を実現するオンライン見積もり・受注システムの導入

静岡県 ヘルスオブベスト － 店舗内空間完全除菌とインターネットによる顧客開拓

静岡県 株式会社信光 5080001001935 ＥＣ販売による売上向上を狙うためのサイト構築と販促による集客

静岡県 ビーチサイド　ココモ － 非対面による地域資源継続販売の仕組み作りと海辺カフェ開設事業

静岡県 トマト共和国　河原﨑農園 － 通年生産を達成するハウス内低温化と安定したフルーツトマト供給

静岡県 増田工業株式会社 6090001015257 オンラインで全国から新規受注を獲得・ＨＰリニューアル事業

静岡県 株式会社ディ・アル・ケイ・ネット 8010001124095 ウェブ会議およびＥＣサイトを活用した精密化学品の新規顧客開拓

静岡県 株式会社ディーエス・マルマン 6080101009068 サプライチェーン毀損に対応するマット緩衝材包装機の増設

静岡県 佳鑫株式会社 7080101017788 安心・安全な新サービスを低価格で提供し新規顧客・客層を獲得

静岡県 株式会社きむらや 7080101016798 テイクアウトの拡充とインターネット販売による新規顧客開拓

静岡県 株式会社Ｌ．Ａ．ＧＥＮＮＹ 6080101020470 ＳＮＳ情報と連動したＥＣサイト立上げによる売上アップ事業

静岡県 スナック艶 － ＷＩＴＨコロナに向けた、オンラインサービスの構築と店内の環境整備

静岡県 和の心つげ家 － 地域をつなぐ和の心～法事用弁当の拡充と家庭用惣菜商品の販売～

静岡県 株式会社マリンフーズ 3080101018393 卸事業の業態転換として消費者向けの通販事業を構築する

静岡県 株式会社ヤマダスポット 9080401005581 ＨＰのリニューアルによる販路開拓と新規顧客の獲得

静岡県 プライベートサロンＴｉａｒａ － スキンケア商品のネット販売×オンラインスキンケアレクチャー事業

静岡県 有限会社Ｅ・Ｇエンジニアリング 2080102017750 インターネット活用による非対面型ビジネス環境の整備

静岡県 ＰｒｉｖａｔｅｒｏｏｍＣＯＡ － 店舗から自宅へ！こだわりのサウンドをライブストリーミング配信

静岡県 まごころ － テラス席設置による新規顧客獲得

静岡県 ラングリットランニングスクール － 新型コロナに負けない体と心をつくり自信に繋げる健康増進事業

静岡県 株式会社ダブルコネクト 6080101003343 新しい生活様式需要を取り込む、新フィットネス事業の展開

静岡県 くぼぢ食堂 － インスタ映えデリカの“映えキャン”販促事業の展開

静岡県 木下電気 － 太陽光発電装置の発電状況を遠隔で管理できるシステムの導入
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静岡県 株式会社サワキュウスポーツ 3080101017239 卓球の楽しさを自宅でも楽しむ！「おうちＤＥ卓球」プロジェクト

静岡県 株式会社ルナロボティクス 7080101020701 密にならない非対面型屋外キッチンカーへの業態移行

静岡県 炭火焼宝来家 － 宝来家の味をおうちで楽しめる“お土産”の商品化と販売

静岡県 エコン株式会社 1080001011500 ホームページリニューアルによる顧客接点の強化

静岡県 Ｃａｆｅｂａｒ　いつもの店で － お家で１０分いかすみパスタソースの海外進出！国内通販！

静岡県 有限会社ゼンシン 8080402021067 総合宴会場がテイクアウト商品を開発、販売する取組み

静岡県 有限会社ＬＯＨＡＳ 2080102016315 コロナ禍において見込客を獲得するためのｗｅｂ集客の強化

静岡県 株式会社ハウスケア静岡 2080001019947 工場塗装を中心としたＢｔｏＢ事業に進出し、コロナを乗り越える

静岡県 株式会社かめや 4080101013427 館内感染予防のための客室及び共用部の素材変更工事

静岡県 東遠商事株式会社 9080401003478 作業内製化により強みを活かし、納期遅延ゼロと受注拡大を目指す

静岡県 スナックＡ － 地元の飲食店・観光業をＩＴの力で盛り返すぞ！事業の実施

静岡県 エルカミーノ － テイクアウト需要増加に伴い、販売体制を拡大する事業

静岡県 ビューティー工房おかだ株式会社 5080101015208 ホームページを活用した非対面販売の強化とタイヤ販売事業の強化

静岡県 株式会社アツミ 4080401000257 厳選した酒類のネット販売を開始し新規販路開拓

静岡県 合同会社縁 4080403003118 コンサル事業のオンライン化により販路開拓

静岡県 株式会社秋山建設 5080101005258 ＶＲで見せる！リフォーム現場見学会の販促事業

静岡県 株式会社久野 8080101019420 ホームページ制作によるレンタカー事業拡大と非対面対策

静岡県 有限会社宮崎蒲団店 3080102017320 『抗ウイルス生地を使用したオーダーメイド枕「ぐうすけ」の販路拡大』

静岡県 株式会社ハイタッチ 5080401004257 ＥＣサイトで商圏を全国へ、訪問０で感染リスクを０に！

静岡県 有限会社手造り家具の金鱗 8080002001717
セミオーダーメイド本棚及び廃材活用した燻製用チップと燻製器のＥＣサイト
販売

静岡県 ＤａｉｃｈｉＸ － 感染対策を徹底し新サービスとネットによる新規顧客開拓

静岡県 イナバ堂時計店 － 持ち運び可能視力検査機器の導入による外販販路の拡大事業

静岡県 ＢＥＡＣＨ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｋａ’ｉ－Ｗａｎａ － コロナ対策、及びテイクアウト開始のための店舗改装

静岡県 株式会社ウッドガード東海 9080001021211 自宅に居ながら学べる！オンライン相談会

静岡県 株式会社ワイズプラン 2080401013351 首都圏にお住まいの方を地方都市浜松へ呼び込む取組み

静岡県 岩品農園 － 苺の高級栽培技術の導入による安定生産と作業省力化の実現

静岡県 株式会社寺井 1080401015910 お家に居ながら住まいの相談！非対面打合せでの提案システム構築

静岡県 Ｕｌｕ － 非対面式セルフ施術ルームの改築に係る店内リフォーム

静岡県 有限会社明和不動産 8080402019986 ライブ内覧システムの構築によるリモート商談を行う体制作り

静岡県 株式会社鳥春 5080401020840 新事業としてテイクアウトを展開し、新規顧客獲得を狙う

静岡県 高嶺の榊 － 日本の神様には日本の榊！！新規格サイズの榊の商品化

静岡県 祥株式会社 3020001133091 オンライン運動指導及びＨＰ改善による販路開拓

静岡県 ＡＳａＬａ － 店の生産性強化へ！さらにアロマ使用のマスク用除菌スプレー開発
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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。

静岡県 ｎｏｖｉｔａ － 自宅で学べるオンライン講座の開始及び販路開拓事業

静岡県 有限会社文清 3080102014821 究極のドンブリシリーズ、新機軸で挑む真空パック冷凍販売事業

静岡県 株式会社オプティックイマムラ 6080101012138 眼科隣接で確かなメガネ・コンタクト店頭販売とＥＣサイト活用で販路拡大

静岡県 ＥＮＴＥＲＧＥＡＲ株式会社 5080001018368 ＨＰ制作とＰＲ動画制作による非対面型ビジネスの実現

静岡県 株式会社伊豆石材工業 7080101020131 気軽に自宅をＤＩＹ！石材のオンラインショップ

静岡県 株式会社茶香房静岡 5080001004244 お茶用計量・充填機の導入による販路拡大の取り組み

静岡県 有限会社掛川太田電機 7080402017272 地域一番店として非対面型ビジネスモデルへ取り組む

静岡県 株式会社ショコラ 1080101010484 非対面型を意識した、美と安心のサービス向上事業

静岡県 株式会社Ｍｉｌａｎｏ　Ｅａｔ　Ｗｏｒｌｄ 8080101021260 既存事業の経営資源を転換。新事業参入による販路拡大への挑戦！

静岡県 森染 － ネット販売開始と布マスクのチラシ作成による販路拡大と新規顧客の獲得。

静岡県 一ツ矢拓臣 － ｗｅｂサイト構築による顧客獲得及び非対面型ビジネスモデル構築

静岡県 アップルシード － リモートで行うペット食育講座の開催

静岡県 株式会社小林カーボン 3080001010013 ワンストップのカーボン印刷を小ロット短納期でノンストップ提供

静岡県 株式会社きたがわ 8080101011939 富士山のふもとから、ポチッて届く美味しい生活

静岡県 オリオン産業株式会社 9080101011310 ＥＣセンター向け紙製緩衝材の製造過程における安定供給化の実現

静岡県 ＴＮＫ株式会社 5080101011586 ご家族の介護疲れをなくす！安心介護ケアの架け橋事業

静岡県 有限会社スリーキャスト 4080002018376
県内最速導入のドライアイス洗浄機及びブレーキディスク研磨機導入による
新規顧客獲得

静岡県 銅板蛸焼　八ぴぃ。 － 三密を回避するキッチンカーによる移動販売で新規顧客獲得

静岡県 アクティブラン株式会社 7080101019553 身体加圧治療器具開発販売による非対面ビジネスモデルへの転換

静岡県 有限会社十和田 6080002004267 高齢者が安心できる食事空間確保と衛生管理徹底による集客力向上

静岡県 有限会社静和マテリアル 1080102014294 供給不足に陥っている壁紙の加工を請け負い、安定供給を目指す

静岡県 株式会社大五堂　深沢文具 3080101012157 非対面型情報発信及びネット販売による販路拡大

静岡県 ｏｏ－ｆａｃｔｏｒｙ － ＥＣサイトで販路開拓！車の改良パーツを販売！

静岡県 株式会社にいや 8080101016723 非対面型ビジネスモデルへの転換のための整備導入

静岡県 伏見食品富士山餃子沼津店 － ギフト事業参入による非対面型販売の拡充

静岡県 株式会社ウッドマスター 9080101019659 エアストリームの販売促進をはかるＨＰ・展示車両の改修事業

静岡県 セロリ畑 － ＥＣサイト構築及びオンライン販売の開始

静岡県 赤塚計装空調株式会社 6080401023776 非接触による空調機器引取り修理と人事育成及びイメージ改善

静岡県 外村法務司法書士事務所 － 玄関簡易相談スペースとオンライン相談による関係性構築事業

静岡県 株式会社緑星社 7080101011915 業務改善コンサル事業の広報宣伝事業

静岡県 居酒屋福聚 － テイクアウトの利用促進事業

静岡県
オリエンタル　おＱサロン　ＨＲＱ　ビビオ
ン

－ お客様との接触をなるべく最小限に、おからだのメンテナンスを提供

静岡県 ふくろう農園株式会社 5030401023587 山間地家屋を活用した民博施設及びワーケーション施設の整備
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静岡県 石田　英朗 － 対面営業から和食器通販サイト運営への転換

静岡県 株式会社富士ペインテックス 6080101019819 Ｗｅｂ受注システムと一般向け塗料オンライン販売サイトの作成

静岡県 Ｈｏｒｉ　Ｋｏｄａｉパーソナルトレーニングジム － オンラインパーソナルトレーニングの実施

静岡県 ＰＡＤＤＬＥ － 接触リスク削減　おひとり様専用個室フロアで顧客満足向上事業

静岡県 有限会社落合ハーブ園 4080102009820
バーベキュー事業の動線分離対策を施して利用再開を図り、地元ファン層拡
大を図る取り組み

静岡県 Ｌｕｒｅｇｅｎｅ　Ｆｉｔｎｅｓｓ － オンラインパーソナルレッスンからの安心オフライン空間への誘導

静岡県 Ｔ＆Ａ － 軽自動車を中心とした中古車販売オンライン商談事業

静岡県 ＫＩＲＡ　Ｂｅａｕｔｙ　静岡店 － 美容機器の導入とＨＰ制作で差別化事業

静岡県 ひろまち駐車場 － キャッシュレス決済・防犯体制強化による利便性向上事業

静岡県 株式会社政信 8080101021269 オンラインクラブで新規顧客の開拓事業

静岡県 うに丼専門店しば田や － テイクアウト「うに！イクラ！高級海鮮丼」

静岡県 Ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　ｍａｎｏ－ｎｉｃｏ － 感染症予防設備導入と非対面物販サイト構築で美容室ＤＸ

静岡県 永田工建 － 待合室の非対面化によるコロナウィルスの蔓延に対応する取組み

静岡県 株式会社Ｒｉｐｐｌｅ 9080401021141 自社サイトによるテイクアウト予約の取込みと宅配による売上増

静岡県 勘平寿司 － コロナウイルスの感染予防のための換気設備の導入

静岡県 株式会社森田精機 3080001009303 テレワークを使用した感染拡大防止及び売上げ増加対策事業

静岡県 合同会社太陽ホスピタリティー 7080003001485 ＷＥＢ広報による非対面集客の開始

静岡県 株式会社ＱｕｉｅｔＨｉｌｌｓ 2080001019220
ＷＥＢを活用した事業効率化・新規スクール形態の開発・商材販売の販路開
拓

静岡県 ＺＥＥＫタカオカ － 店舗改装による非対面化ビジネスモデルへの転換、及び換気の改善

静岡県 有限会社木藝舎 5080002005877 自宅に居ながら学べる！オンライン相談会

静岡県 有限会社かくに鈴木茶園 7080002001404 老舗茶問屋の非対面モデルによる日本茶再興

静岡県 有限会社桜井蒟蒻店 7080002002253 新しい生活様式でも伝統の味を楽しんで頂けるネット販売づくり

静岡県 株式会社マデュウロ 7080001019959 静岡の魅力を発信し、コロナ禍でも継続的に売上を上げる事業転換

静岡県
アンフィニホームズファイナンシャルトラス
ト株式会社

6080001007576 コロナに負けず自社だけでなく、関わった企業に収益貢献する事業作り

静岡県 ＢＡＲ　ＮＯ’ＡＧＥ － 飲み物にあうお菓子を自宅で楽しむためのテイクアウト及び通販事業

静岡県 有限会社ボディーワークス・アルファ 4080102003245 レンタカー＆車両販売部門のネット経由売上アップ戦略

静岡県 株式会社ＭＫｈｏｍｅ 5080401018843 非対面取引で輸入住宅販売計画

静岡県 株式会社ミツワ建設 8080001005124 どこでも！すまいの相談窓口

静岡県 株式会社うおたけ 1080001010436 江戸前技術のネット配信によるテイクアウト注文の拡大

静岡県 株式会社フィトメトリクス 7080401024113 農業ＡＩ技術オンライン相談に伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

静岡県 ヘアークープ － コロナ禍でもお客様の”なりたい”を叶える非対面型カウンセリングの実現

静岡県 株式会社ザ・キュレーションズ 6080101021948 自動チェックインの導入と館内案内のウェブ化による非対面型運営
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