
令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第５回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 株式会社トミースウィッチ 5290001073499 ウェブサイトＶＲ住宅展示場とウェブサイト音声発注サービス

福岡県 有限会社花月堂寿永 8290002010176 ＥＣサイト開設で歴史ある和菓子をもっと手軽に全国へ

福岡県 ウェッジプラス株式会社 1290001085358 テレワーク方式によるデザイン設計環境の構築

福岡県 サンクレア株式会社 2290001069087 ＥＣサイト構築による新たなＢｔｏＢ　ＢｔｏＣへのチャネル強化

福岡県 ＲＥＤ　ＧＯＯＤ　ＳＰＥＥＤ － ＥＣサイトによる販売促進及びコロナ感染症予防対策の店舗改装

福岡県 株式会社欣茶通商 5290001086393 自社デリバリーシステムとＳＮＳでの販売ルート導入で新規顧客獲得

福岡県 株式会社アスリエ 7290001085451 海外販路開拓支援サイトの構築による事業基盤作り

福岡県 ＹＭメディカルサービス合同会社 4290003008074 「幹細胞培養上清液」を使用した皮膚ケア商品のＷｅｂ販売！

福岡県 Ｒｅｌｉｆｅ　Ｍｅｄｉｃａｌ株式会社 2290001071480 ペット用口腔ケア商品の非対面型販売サービス！

福岡県 串　ｃａｆｅ　たまねぎ － 顧客のニーズに合わせたＳＮＳやネット販売による販路拡大

福岡県 株式会社ボディボックス 1290001057588 三大悩みに特化したオンラインレッスンとネットコミュニティ作り

福岡県 フィレンツェ － 新化粧品開発とＥＣサイト構築による非対面型事業領域拡大事業

福岡県 株式会社プリムス 7290001058449 敏感肌対応の２種類の新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

福岡県 株式会社カラー 9290001088436 動画オンライン配信とリモートによる療育支援サービスの充実

福岡県 株式会社スタディオパラディソ 6290002011366 非対面型ビデオチャットレッスンシステムの導入

福岡県 大空建築 － 非対面での商談機能を含むＨＰ改修で建築・リフォームの販路拡大

福岡県 髪つみ屋　喜∞ － ホームページ開設で「ネット販売・新サービス広告」にて売上獲得

福岡県 サンセラ有限会社 8010702003440 九州初　ヨガ講師養成「オンラインレッスン」の開催

福岡県 Ｎ．ｔｕｒｅ － 肌悩みを解消するエステ化粧品・オンライン販売促進事業

福岡県 学習塾ペガサス名島教室 － 第２教室の確保及び、ビジターへの自習利用開放による販路拡大

福岡県 株式会社トップ貿易 6290001015005 ＥＣサイトの再構築と新商品開発による販路拡大

福岡県 ａｖｅｃ　ｔｏｉ　ｗｅｄｄｉｎｇ － インターネットを活用した全国へ向けての着物ドレスオーダー販売

福岡県 株式会社Ｃａｒマルクス 1290001088303 地域で唯一のコーティング剤の非接触型オンライン販売計画

福岡県 株式会社ｎａｎｏ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ 4290001087459 コロナ対策とコンセプト強化と両立した店舗改装と新規事業開発

福岡県 Ｙａｈａｂｉｂｉ（ヤーハビービ） － オンライン化で本来の豊かで美しいパレスチナを全国に伝える！

福岡県 ソディダンススクール － スタジオ移転とオンラインレッスンでの新規顧客の獲得

福岡県 美容室アーチ － 非対面型システム導入による、お客様のニーズへの対応

福岡県 山本パン － 非対面販売（ＢｔｏＢ）販路拡大に伴う増産体制設備の拡充

福岡県 酒場まぐろ屋ジョー － 九州初！自社ＥＣサイトから美味しいマグロ料理を全国に届けたい

福岡県 出張専門・銀丁寿司 － ○時代のニーズにあった、新しい出張寿司店への再構築

福岡県 株式会社プリル 7290001079214 自社ＨＰ＋ＥＣ活用で人気オリジナル商品の非対面による販路拡大

福岡県 就職エージェント九州株式会社 9290001061590 ＹｏｕＴｕｂｅ動画では味わえない非対面型セミナー実施

福岡県 味噌蔵ふくべえ － 味噌だれで食べる大粒ふくべえ餃子のテイクアウト・ネット販売

※重要
　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。
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福岡県 ｂｅａｄｓｐａｒｋ　（ビーズパーク） － オンラインでドローン講習を安定的に行い、クラファンで新規開拓

福岡県 ヘアースタジオフレンド － ホームページ開設によるＷＥＢ販売事業と新セルフエステの導入

福岡県 ナチュラルムーブメント福岡 － 非対面型オンライン健康教室

福岡県 株式会社スプリングスタイラー 4290001076263 非対面型！ネットで女性小物のショッピング！

福岡県 有限会社生島印刷 2290002002410 新規事業　～ＡＣ技術導入によりＰＥＴ印刷を可能に～

福岡県 テキスタイル長尾 － 外から内への転換ホームウェアーの通販とＥＣサイトの活性化事業

福岡県 株式会社ＳＰＩＣＥ 9290001074865 地元顧客へ当店の味をお届け！テイクアウトにて販路拡大！

福岡県 山口印刷株式会社 1290001002395 コロナに負けるな！自動撮影システムでＥＣサイト強力サポート

福岡県 樹流日本舞踊研究所 － リモートレッスンバーチャル舞台＆バーチャル稽古場レンタル事業

福岡県 ヘアメイクアップオフィスノムラ － 新アプリツールと自社化粧品のダブル開発で業界に革命を起こす！

福岡県 ＳＩＬＩＣＡ － 心理占星術とダンスセラピーのオンライン化事業

福岡県 有限会社大穂商店 8290002007081 心和む昭和のカレー♪人生いつでもどこでもインダスとともに

福岡県 株式会社ジェイ・コール 9290001035157 有り難う！キッチンカーで優しさと感動をあなたの街にも届けます

福岡県 株式会社メイクインボディー 8310001014191 誰にも会わない非対面型の会員制「貸切個室フィットネスジム」

福岡県 菜菜 － お店の味を手軽に自宅で！ＥＣサイトで自家製コラボソース販売！

福岡県 株式会社ハローグッバイ 9290001000912 換気の良い・非対面型、非接触型のライブハウスレストランへ

福岡県 株式会社Ｓｏ　ｇｏｏｄ 9290001085474 ＥＣサイトを活用した新たな事業承継モデルへの取り組み

福岡県 三角法律事務所 － 「刑事事件」「交通事故」専門のネットを通じた新規法律相談獲得

福岡県 ＦＡＫＥ　ＩＴ　ＣＯＦＦＥＥ － ギフト商材の強化、ＥＣサイト活用による新たな販路開拓。

福岡県 雨音ともこ － ＥＣサイトを活用したカウンセリング事業の拡張と非対面型の事業展開

福岡県 株式会社クレシア 5290001063962 コロナ対策！「スカウト型」人材マッチングサイトの運営の開始

福岡県 有限会社おそうじジョーズ 8290002050874 コロナ対策＆満足度ＵＰのためのオンラインきれいマイスター講座

福岡県 株式会社必勝堂 7290001049472 食パン、サンドイッチ等の専門店化による小売業の業態革新

福岡県 有限会社マスター理容室 7290002050033 非対面で行う歯のセルフホワイトニングとオンライン予約の強化

福岡県 株式会社アイネット企画 7290001051271 生産農家から販売までＥＣを活用した国内完結型ビジネスへの転換

福岡県 ＶＩＮＯＳＴＩＬＥ株式会社 6290001081625 日本のお酒を好きになる！動画配信とオンラインで販路開拓

福岡県 フライングモンキー － コロナ禍後を見据えた店舗移転とキッチンカー及びＥＣサイトによる売上拡大

福岡県 株式会社ベルディオ・ファクトリー 5290001062064 オーダーメイド通販サイト構築による大口注文顧客獲得で売上ＵＰ

福岡県 こなから － 骨なし豚足のブランディングとネット販売開始による販路拡大

福岡県 和と洋のお店Ｔ‘ｏｒ － 和洋組合せ専門店の味を家庭等で楽しめるデリバリー等の取り組み

福岡県 株式会社魚義 6290001051784 非対面型ビジネスへの転換：料亭が始めるテイクアウト分野へ進出

福岡県 株式会社恵比寿堂 5290001085916 新製品「ニュースキャン」の導入とＨＰ作成で新スタイルを構築

福岡県 中国料理　上海酒家 －
固定客がインスタグラムで評価してくれる上海酒家料理の宅配サービスでの
提供
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福岡県 ａｔｓｕｋｏ＠ｈｏｍｅ － 施設の改装・プライベート設備の導入とセルフチェックイン導入

福岡県 株式会社フィジコ 7290001072482 理学療法の“動作を診る力”でリモートによる身体作り事業

福岡県 ｔｅａ’ － 非対面型への転換モノ、コト、ヒトがつながるオンラインショップ

福岡県 錦昇園 － ネットによる販路拡大と新生活様式対応による既存顧客販売の強化

福岡県 グッチオンセン － テイクアウト広報の強化と非対面型店舗への改装

福岡県 ＱＵＡＬＩＡ（クオリア） － オンラインいけばな教室拡充のためのＨＰ開設で新規生徒獲得

福岡県 株式会社ＴアンドＭ　サーラ・カリーナ 8290001058019 物販部門の新ブランド構築とオンラインでの販売強化

福岡県 シルク美容室 － コロナ禍時代にふさわしい「インターネット美容室」の構築

福岡県 黒田清隆 － ホームページ・ｅコマースサイトの作成運営による牡丹などの販売

福岡県 ふくとく － 北九州名物「ふぐ料理」の販売強化による新規顧客獲得

福岡県 びー玉キッチン － テイクアウト拡充による販路拡大。

福岡県 ＧＲＯＯＶＹ　ＭＡＳＴＥＲＳ　Ｊ － オンライン指導への切替並びにオフライン指導環境の徹底改善

福岡県 総合住設株式会社 2290801018623 画像見積作業のためのホームページ作成による販路拡大

福岡県 株式会社グローリー不動産 6290801026102 特化サイト構築による完全非対面オンライン完結型サービスの実現

福岡県 有限会社マイ・ティーチャー 8290802010722 非対面型学習システムの開発とそれに伴う広報活動

福岡県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｌｕｃａ － コロナ禍だからこそ心身共に美しく豊かな人生にする小顔エステ！

福岡県 プライベートサロンなでしこ － 化粧品のデリバリー販売とセルフエステによる販路拡大

福岡県 花一番 － 自社ＨＰによるフラワーキット販売の周知販売事業

福岡県 八龍商事 － 券売機導入・店舗改装でお客様・従業員が安心して頂ける店づくり

福岡県 株式会社ＢＩＣＦＡＣＥ 5290801026086 厚生労働省認可！先進医療『水素吸引器』販路拡大事業

福岡県 株式会社ジョイアスライフ 6290801020162 営業活動から見積まで非対面型オンラインで行う営業環境の整備

福岡県 やさいキッチンＢＲＯＣＣＯ － 逆境を乗り越えるシステムづくり！受注のデジタル化と新商品開発

福岡県 株式会社アポロジャパン 4020001084400 特許技術を使用したアプリケーションの販路拡大

福岡県 ドメーヌ・ル・ミヤキ － 国家戦略特区活用によるワイン販売と有料オンラインサロン開催

福岡県 Ｈｏｗ － 全席個室の安心・安全な店舗づくりによる新規顧客の獲得

福岡県 ＴＳＭＯＮＤＥ．株式会社 3290801008490 変身写真を進化させたＣＧアートのような写真の販路開拓

福岡県 ＹＡＺＡインターナショナル株式会社 8290801021489 地方特産品・日本産化粧品を海外発信！！中国向け越境ＥＣ構築

福岡県 マナマナ － ＥＣサイト開設による顧客獲得・オンライン講座・経営効率の改善

福岡県 製鉄給食株式会社 6290801009247 コロナ禍では高級中華を！冷凍高級カレー・シチューのネット拡販

福岡県 ブライトビジョン － 宅録ナレーション音声を国内外に販売するためのオンライン営業

福岡県 カフェ　むくの樹 － 非対面での石焼芋販売とネット販売を利用した新規顧客の獲得

福岡県 ソーシャルファーム高山株式会社 5290801018892 「配達による個別顧客への販売強化及び漬物加工の取込み」

福岡県 有限会社ＴＯ－ＫＳ 1290802017880 非対面型スクールと既存事業転嫁でウイズコロナ時代のサロン運営
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福岡県 ８８ｇｒａｐｈｉｃ（ハチハチグラフィック） － デザイナーが教えるオンラインでの動画制作と編集方法！

福岡県 株式会社西京堂 7290801001533 ホームページ、商品案内作成による新規顧客の取り込み

福岡県 南大門 － 店舗改装で宴会から非接触スタイルへの転換

福岡県 株式会社アリヤス 5290801024486 地元食材を活用した新商品開発とテイクアウトによる売上拡大

福岡県 株式会社ふじた 9290801015011 ＥＣサイト整備による北九州名物ぬかみそだきの積極的販売の展開

福岡県 北屋 － 新しい生活様式に対応したカラーセラピーのオンラインサロン構築

福岡県 株式会社ＴＡＮＩＧＵＣＨＩ 6290801013843 自宅にコース料理をテイクアウトでご提供

福岡県 お好み焼き　もみじ － 当店自慢の名物料理のテイクアウト店の開設とインターネット販売

福岡県 ねこ屋しゅうｔａｎ － ブリーダーの経験を活用した新商品開発とネットでの新規顧客獲得

福岡県 株式会社ハッピーコネクション 3290801026154 整形外科疾患に特化したＥＳ－５０００治療器サービスの提供

福岡県 中島製作 － 注文住宅市場への新規参入で金属製品をもっと身近に

福岡県 にじいろ整骨院 － 体内の健康・美容機器導入によるセルフ整体事業へのチャレンジ

福岡県 瑞雲整骨院 － 感染症対策のための非接触型治療の導入計画

福岡県 有限会社カーサビアンカ 7290802001516 レストラン品質を維持した商品のテイクアウトによる販路開拓

福岡県 株式会社フェザーズ 4290801008325 お店の味をそのままテイクアウト。ネットを通じた新規顧客獲得。

福岡県 若戸整骨院 － 非対面での問診・パーソナルアドバイスの充実

福岡県 株式会社花華 7290801026712 オンライン販売導入による販路拡大計画

福岡県 株式会社ＴＳＧフーズ 5290801026706 からあげテイクアウトのＷｅｂ広告販促とフランチャイズ事業構築

福岡県 エステ＆ビューティー　コバル美容室 － ゆりかごから墓場まで美のトータルサポート

福岡県 料理屋小倉平松 － インターネットを通じた予約サイトの開発と新規顧客の獲得

福岡県 株式会社やわらぎ 1290801019639 ホームページ新設による介護用新商品の販路拡大

福岡県 焼肉ユキジ － ＥＣサイト構築と店舗改装による販路開拓

福岡県 いろりまつもと － 全国に配送、お家でプロの食材ミールキット　ＳＮＳでお手軽料理教室

福岡県 子育て教育カウンセリング － 新時代の子育てと女性支援に向けた非対面カウンセリングの展開

福岡県 ユースフルサポート － 理美容専用『自社開発フェイスガード』をインターネット販売！

福岡県 アーム・レポ・スウイング － オートシャンプー導入により非対面によるコロナ感染防止対策

福岡県 旅館清風荘 － コロナ禍後を見据えた設備充実による安心安全な宿泊環境の提供

福岡県 ＯＨＢＳダンススタジオ － セルフで簡単な痩身器具導入、宣伝効果による新規顧客の獲得

福岡県 嘉穂食品有限会社 1290002045360 移動販売による豆腐を中心とした御用聞き営業の展開

福岡県 このみ珈琲 － コーヒーおよびアレンジドリンクの配達による売上拡大

福岡県 わくわくクラブ合同会社 4290803002697 あったかパソコン教室のオンラインサービス化による販路拡大計画

福岡県 元気クリエイト －
薬膳セミナーのオンライン開講と店舗２階部の安心利用に伴う非対面型営業
の開始

福岡県 有限会社鶴仏壇工芸仏匠 9290002048059 オンライン販売開始に伴う非対面型販売・新規顧客獲得
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福岡県 秀屋 － カウンター席設置で安心して飲食できるお客様第一の店へ

福岡県 ＮＯＮＯＫＡ　ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ － 真空包装機の導入と包装パッケージデザインによる販売強化

福岡県 美容室ｊａｍ － 美容機器導入による時短及び顧客満足度加策！

福岡県 有限会社にしき建設 3290802025403 郷土料理を自宅で気軽に味わえるドライブスルー設置

福岡県 リサイクルマート田川店Ｒ２０１ － 自社ホームページ・ＬＩＮＥ・ＳＮＳによるネットを通じた新規顧客・売上獲得

福岡県 今村仏壇店 － “育つ”お供え物商品の開発とＥＣサイト構築による販路開拓事業

福岡県 株式会社ＯＬＤ・ＶＩＣ 5290001054895 ＥＣサイトの構築による服飾雑貨の販路開拓

福岡県 バハイニナナイ － ターゲットを狙い撃ち！自社ＥＣサイト販路開拓策！

福岡県 経絡オイルマッサージ明元 － スクール事業のオンライン化導入とサロン事業のコロナ対策

福岡県 まつり茶屋苅田店 － セルフレジ導入による生産性向上と非対面会計による感染防止対策

福岡県 梶本旅館 － 自動販売機導入による「非対面型」２４時間販売体制の確立

福岡県 若波酒造合名会社 7290003003171 ＢｔｏＣを可能とするＥＣサイトの新規構築による売上等向上事業

福岡県 工房希航 － 手作り家具商品を増やすための、塗装場設置並びに木工機械の導入

福岡県 株式会社やから（香牛かれー香壺） 3290801016832 ホームページ刷新とＷＥＢ広告強化でネットショップ販路拡大計画

福岡県 合名会社野田商店 9290803001653 ｗｉｔｈコロナに向けた小さな小売店の販売スタイルの改善

福岡県 ほんまもんの書 － 非対面化に転換することによる塾の新規顧客開拓

福岡県 ＣＡＦＥ＆ＨＯＫＵＯＵＺＡＫＫＡ　ＦＩＫＡ － テイクアウト強化の為の駐車場と入り口拡張、インターホンの増設

福岡県 ビューティーかわはら － コロナウイルス感染防止対策を強化した美容室づくり。

福岡県 ＨｅａｌｉｎｇｒｏｏｍＬｉｖｅｒｅ － ＥＣサイトを活用したオリジナルアロマ商品販路拡大事業

福岡県 鹿毛行政書士事務所 － 災害時に強みを発揮する遠隔相談で新規顧客獲得

福岡県 有限会社大番 2290002043438 料亭の味をご家庭でご賞味戴けるテイクアウトの開始

福岡県 有限会社夢歩（ドリームウォーク） 3290802011989 レーザー機器導入でギフト商品サービスの充実による売上獲得

福岡県 鶴岡　祐子 － トレーニングのオンライン化と配信品質向上のための改装工事

福岡県
株式会社ＰＬＡＮｃｈｉｈｏ　Ｗｏｍｅｎ’ｓ　Ｈｅａ
ｌｔｈ　Ｌａｂ

1290001068858 妊活サポートサービスのオンライン化とネットを通じた新規集客

福岡県 常誠通信株式会社 8290001061121 社内ネットワークの総合プロデュースをオンライン提案で販路開拓

福岡県 株式会社ライフキット 2290801018788
オンラインやＦＭラジオを活用した情報提供による顧客集客とＺＯＯＭを利用し
た顧客商談での契約

福岡県 ＨａｉｒＳａｌｏｎＰｉｎｏ － ホームページでのカウンセリングによる感染症対策と集客

福岡県 れすとらんつきみち － 有名シェフによる新メニュー開発と、新企画の開発事業

福岡県 株式会社アンドワークス 7290001043888 スタジオ改装とインストラクター育成及びＥＣサイト構築

福岡県 ｃａｆｅ　ｄｅ　ｍｏｉ － テイクアウトメニューの開発・販促と感染症対応の為の店舗改装

福岡県 ＤＯＵＤＯＵＢＥＡＵＴＹＳＡＬＯＮ － 自宅に居ながら相談が出来るオンラインカウンセリングの構築

福岡県 ＯｎｅＳｔｅｐ － オンライン学習・学習動画配信・ネット広告による新規顧客獲得

福岡県 株式会社博多新劇 4290001022894 徹底した小劇場の新型コロナ対策による既存客及び新規団体客獲得
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福岡県 風香堂 － 筆文字と言霊の力を活用した新オンラインビジネス構築と顧客開拓

福岡県 株式会社川口 7290001004485 ホームページを活用した非対面による営業活動と積極的な広告出稿

福岡県 舞音 － オンラインを活用したスピリチュアルグッズの普及と新規顧客開拓

福岡県 株式会社ほけんのスマイル 6290001060835 従業員向けオンライン保険セミナーによる販路開拓

福岡県 リカズ　バー　エイト － 歌や音楽を通して皆様に元気なってほしい

福岡県 エムライン合同会社 5290003004576 地方から全国に向けて、オンライン看護・医療系予備校授業の提供

福岡県 しばた整骨院 － オンライン診療システムと新規事業のマーケティング導線の構築

福岡県 アルドール － 濃厚接触・密を避けるための店舗改修と新販売体制の確立

福岡県 クリアビジョン株式会社 8290001034671 臨場感の高いオンライン研修の開発と販売による新規顧客開拓

福岡県 賃貸バンク有限会社 4290002032158 ホームページとＺｏｏｍで県外転入者への不動産売買強化！

福岡県 かつき亭 － 新鮮な魚をお客様へお届け！コロナ禍を乗り切るデリバリー

福岡県 大城りか音楽教室 － オンラインピアノレッスンを提供する非対面サービス事業

福岡県 株式会社ＨＣ 8290001063043 地元中小企業に経営企画業務をオンラインで提供するサービス

福岡県 株式会社ギアラボ 9290001029225 コロナショック社会へ対応する非対面型ビジネスのＥＣＸイト構築

福岡県 万水産 － 対馬金アナゴ真空パックを日本全国にネット販売する事業

福岡県 株式会社ＳＡＣ 1290001058883 ご自宅からＯＫ！テレワークツールで安心の買取査定！

福岡県 有限会社尾籠瓦工業 7290002001688 オンライン屋根リフォーム工事の非対面サービスで売上を回復する

福岡県 有限会社北九州消毒センター 2290802001743 害虫防除オンライン相談による非対面ビジネス強化事業

福岡県 株式会社毛利 8290001002380 オンライン販売会とオンライン着付け教室の開催

福岡県 合同会社ＧＩＯＲＮＯ 9240003003439 非対面でメンテナンスを受け付けるためのＨＰ作成とＷＥＢ決済

福岡県 ゼノア福岡販売株式会社 7290001001540 美容コラムを通じた情報発信やＥＣサイト構築による新規顧客獲得

福岡県 有限会社Ｇ＆Ｇ 1290002052522 女性を狙った「映える」アロマドリンク軽食テイクアウト事業

福岡県 株式会社池屋 1290001057638 池屋インターネット通販事業

福岡県 奈多利庵 － テイクアウト格上げのため、当店人気メニューに新調理法を導入！

福岡県 スンミスタイル － オンラインライブの配信とオンラインレンタルスペースで販路開拓

福岡県 株式会社アーバンオフィス 5290001008892 ３密回避対策への営業転換および広報による販路拡大

福岡県 有限会社フィルフ 2290002020362 ネットショップ及びインターネットで展開する情報教材販売

福岡県 ＬＵＳＴＹ － 自粛期間もオンラインで楽しむエンターテイメント販路開拓事業

福岡県 株式会社マルヲ 1290001027780 非対面における古物品の宅配買取り事業の推進と新規顧客開拓

福岡県 株式会社トランスメディアＧＰ 9290001024358 お店公式アプリの販売における非対面営業手法の確立

福岡県 株式会社ホールショット 9290001029695 カラオケボックスをレンタルオフィスとして活用。

福岡県 ｃａｌｍｓｌｏｗｌｙ － 当社にしかない商品を非対面で顧客にお届けできるＩＴサービス

福岡県 オルタンシア － セルフケアレッスンとカウンセリングのオンライン化で販路開拓
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福岡県 Ｐ＆Ｃプランニング株式会社 7290001029788 女性向けおうちケア商品の開発とオンライン決済システムの導入

福岡県 エステティックサロン　ラピタ － オンラインによるセルフエステとスクール運営で販路開拓

福岡県 ＳＡＦＦＲＯＮ － 糸島産食材を活かした新商品開発とネットを通じた販路開拓

福岡県 株式会社ワン・アビリティ 3290001048239 テレワーク導入で空いた事務所空間を活用し新規貸しスタジオ開設

福岡県 ＠ＢＡＮＫ － 非対面による、企業ＰＲ動画作成システムのビジネスモデル

福岡県 Ｍｉａｍｉ － 開放的なバーカウンターとテイクアウトでウィズコロナの販路開拓

福岡県 株式会社Ｄｅｎｔａｌ　Ｈｙｇｅｉａ 3290001081784 非対面で歯医者さんの情報を発信して人手不足を解消する取り組み

福岡県 忠華有限会社 3290002039641 ビジネス向け中国語教室ＰＲで販路開拓

福岡県 ＤＣＮＭ合同会社 9290003006420 インターネットを利用した非対面式授業等動画の制作と発信

福岡県 株式会社タイムジャパンシステム 7290001085328 気軽に楽しく！タイムトライアルでコロナ鬱を吹き飛ばせ！

福岡県 有限会社楽天地 2290002013671 買い物難民を救う！あったかもつ鍋の移動販売サービス

福岡県 Ｇｉｆｔアカデミー － 新規教室開講による３密解消及びオンライン授業配信サービス実施

福岡県 Ａｎｄ　Ｙｏｕｒｓ － オンライン商談会で輸入商品を販売するための販路構築

福岡県 フリップワークス株式会社 7390001035497 Ｅコマースを活用したアウトドアオリジナルブランドの販路開拓

福岡県 マーキュリー － 自宅でネイルを楽しむ環境を自社ＥＣサイトより発信

福岡県 ワミレスサロン － 新たなホームページを活用してのアクセサリーの販路開拓

福岡県 株式会社ティービーティー 1290801014747 ＨＰ変更による情報充実で遠隔コンサルの推進と非対面化現実

福岡県 サロンオキーフ － 情勢への対応と差別化に必要なセルフエステ機器の導入

福岡県 株式会社ＳＲＣ 9290001036262 警備業法オンラインセミナーに伴うＨＰ作成・ＷＥＢ決済の導入

福岡県 太洋瓦総工 － オンライン報告付き屋根診断のＷＥＢ決済導入による非対面化事業

福岡県 株式会社樋口精肉店 4290001015931 ネット販売による個人販売強化と飲食店様の電子マネー導入対策

福岡県 有限会社アクアクリーン社 6290002013924 水槽設置のオンライン相談で非対面ビジネスを展開する

福岡県 ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙＧｒａｚｉａ － 来店できないお客様へ商品を届けるオンラインショッピング

福岡県 有限会社アイ・エイチ福岡 9290002000077 テイクアウト・通販事業によるコロナ禍の窮境からの脱却への取組

福岡県 原古賀焼肉　やきにく屋 － 集客力アップのための看板設置、ネットを通じた販路拡大。

福岡県 こだわりの米　小野屋 － コロナ禍の胃袋を支える！こだわりの米　小野屋の非対面型サービス！

福岡県 株式会社ｍｏｏｌｔｂｌｏｏｍ 8290001059124 大発見！隠れ家リラクゼーション施設充実化による新規顧客獲得

福岡県 Ｂｒｕｎｏ － 新たな美容化粧品販売およびＥＣ対応ＨＰによる販路拡大

福岡県 森自動車 － スキャンツール導入で業績向上と内製化！！

福岡県 雪の晶 － ☆地産地消！雪の晶オリジナル商品デリバリー販売事業☆

福岡県 株式会社トレンディアイム 1290001001802 健康サプリ・クリアパーテーションの非対面販売スタイルの構築

福岡県 フルールネージュ － ネット媒体を活用した情報発信による当店の認知度向上と集客強化

福岡県 ＳｅｃｕｒｅＢａｓｅＣｒｅａｔｅ － 非対面型コーチングの導入とホームページによる販路拡大
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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。

福岡県 合同会社ＣＵＷＡＲＭ．Ｋ 9290003007682 ヨガの動画配信サービス及び健康食品・美容商品のＷＥＢ販売

福岡県 ｈａｉｒｍａｋｅＤＩＳＰＬＡＹ － ナノ炭酸バブル効果による顧客満足度アップと来店周期の定着

福岡県 ＴｈｒｅｅＡｒｒｏｗｓ株式会社 3290001083789 【ＥＣ美容ショップと美容師出張の導入で販路拡大】

福岡県 株式会社賦句珈琲 2340002018921 スペシャルティコーヒーのテイクアウト販売事業開始

福岡県 エステティックサロンＫ’ｓ － 機械導入によるセルフエステとホームページでの化粧品の販売。

福岡県 株式会社オリオンファクトリー 4290801022664 スイッチャーと高機能カメラの導入による高画質オンライン配信

福岡県 髙吉組 － 髙吉組のテレワークとオンライン見積もりの開始！

福岡県 ＣＯＣＯＲＯ － コロナに負けないＣＯＣＯＲＯづくりを

福岡県 株式会社ＴＳＲ 7290001080188 ネットを活用して新規顧客開拓し、事業構造の転換を図る。

福岡県 株式会社大丸製作所 2290001008516 一般向けオーダー家具製作及びインターネット販売事業

福岡県 オマール家プートゥリェー － 自宅で特別な日を祝うオマール海老のテイクアウト事業の取組

福岡県 つるたか整骨院 － 最新治療器と高精度体組成計の導入で施術効果を見える化する事業

福岡県 ネイルサロン　ＣＨＵＣＨＵ － 美容マシンの新規導入で経営多角化を図り、事業成長継続健全化

福岡県 Ｌｏｃａｌ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ株式会社 5290001070744 フロント業務の非対面化と、共同設備の個別化

福岡県 有限会社アイティ企画 3330002020828 カラオケもテイクアウトも！簡単予約サイト構築でサービス提供

福岡県 ＭａＲｕＢｕＮ － 機械導入で施術中の非対面時間を増やし、ＥＣサイト導入で売上拡大

福岡県 ＹＵＮＡ合同会社 6290003009120 オンライン・パーソナルトレーニングのためのネット集客事業

福岡県 株式会社鷹の会 4290001078053 Ｙｏｕｔｕｂｅ事業及びオンライン公演導入等による新規顧客獲得・販路開拓

福岡県 株式会社スタジオグラム 6290001074810 「非対面ビジネス展開における顧客との信頼関係の構築・販路拡大」

福岡県 有限会社あぷろ 1290002042614 通販サイトで韓国の本場の味を提供、コロナに負けずに販路拡大！

福岡県 花畑　丸福 － 人気の骨付きカルビ、ラーメンをテイクアウト真空パック製造販売

福岡県 辛川醤油醸造合資会社 7290003002041 創業１０７年の醤油で令和維新！

福岡県 アメリカンガレージ久留米 － 大人の遊び心くすぐるガレージを全国から内覧できるウェブ事業

福岡県 仁友鍼灸院 － スマホ簡単予約の鍼灸院

福岡県 ＴＡＧＳＴÅ － 予約限定！２階改装工事、席の新設による確実な顧客取り込み

福岡県 凛太郎 － こだわりの焼き鳥やもつ鍋を家庭でも楽しめる通販サイト作り

福岡県 株式会社エイトファクトリー 7290801019402 スマートロックシステム導入による店舗スタッフ無人営業への転換

福岡県 株式会社ミズマ 4290801023704 自社ＥＣサイトの新規作成（通販事業）による新たな販路開拓

福岡県 有限会社小林減磨合金 1290802020249 入会金・手数料無料キャンペーン、オンラインフィットネスの開始

福岡県 株式会社スマイルアカデミー 7290001063201 オンラインフィットネス「ポケットトレーナー」による販路拡大

福岡県 株式会社安心頼ホーム 7290001046759 非対面オンライン対応型事業、コロナ対応型事業拡大

福岡県 株式会社アクアクリエート 8290001025885 ＥＣ販売の為のホームページ再構築とブランド作りと店舗改装

福岡県 旬魚旬菜　おお山 － 厨房設備機器の導入により昼の営業及び弁当のテイクアウトで販路の拡大
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第５回受付締切分）
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福岡県 株式会社Ｈａｎａｋｏ塾 5290001058632 オンラインで学べる動画学習サイトの導入による売上獲得

福岡県 Ｌｉｎｋ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｃｅ － オンラインでの相談開始の告知、新規問合せ数拡大・新規顧客獲得

福岡県 ゴリラロッジ － ゴリラロッジ限定雑貨をＥＣサイトで販売！

福岡県 増田工業 － 一般顧客を対象とした新事業の告知およびテレワーク環境の整備

福岡県 株式会社アニストジャパン 1290001080796 韓国の建築部品などの仕入先と取扱種類を増やし売上を向上

福岡県 株式会社江田工務店 4290801025700 個人顧客の販路拡大と営業方法の効率化のためのホームページ開設

福岡県 株式会社ＢＥＮ 5290001086360 テイクアウトを通じた店舗誘致による販路開拓と顧客愛顧の向上

福岡県 株式会社ジュブレ 6290001028741 オンラインでももっと身近に、安心できる非対面入会制度の新設

福岡県
ＰＯＬＡ　ＴＨＥ　ＢＥＡＵＴＹ久留米明治通り
店

－ 非対面型映像強化及びコロナ対策新エステメニューの導入

福岡県 ＭＯＯＮ，ＤＥＳＩＧＮ．ＩＮＣ － 動画制作事業による販路拡大とそれに伴う集客ｗｅｂページ新設

福岡県 有限会社真建築事務所 5290002040201 非対面業務でも生産性向上できる３次元図面対応積算ソフトの導入

福岡県 株式会社アンドエス 1290001068098 貸会議室のＷｅｂ３Ｄ内覧システムによる法人企業開拓

福岡県 株式会社ｍ 1290801025406 雑貨店にテイクアウトＣａｆｅ併設・特製調味料の開発・販売

福岡県 中村整骨院 － 国予算療養費の削減に貢献。長時間滞在による感染の予防。

福岡県 株式会社光安青霞園茶舗 6290001016903 ネット販売による若い世代の新規顧客獲得と既存顧客の確保

福岡県 サンライフパートナー株式会社 3290001064806 個人・小規模イベント主催者向けパフォーマー依頼ポータルサイト

福岡県 株式会社ランドスケープ 6290001043749 オンライン型清掃診断サービスでエリア拡大

福岡県 株式会社一成 3290001032300 博多の食を全国に発信！『相撲茶屋大塚』のお取り寄せグルメ！

福岡県 株式会社パズルコーポレーション 7290001068324 楽々！ＤＩＹで貼れるノリ付き壁紙を販売するＥＣサイト

福岡県 Ｃｅｒｃｌｅ　ｎａｏ． － 非対面型オンラインサービスの構築による販路拡大への取組

福岡県 居酒屋１９８４ － テイクアウトの開始とテレワーク、顧客獲得でコロナを越える！

福岡県 有限会社ヒラノ 7290802005376 歴史あるカレーの味を家庭でも楽しめる通販サイト作り

福岡県 株式会社ミナトウェル 2290001072784 特許取得のフットケア商品「ゆびのば」をオンラインで販路拡大

福岡県 株式会社ＨｅａｒｔＦｉｅｌｄ 3290001078707 ハイフを取り入れたセルフエステによる新たな販路の拡大

福岡県 協 － 直方産米粉ふくのこを活用した新商品開発とＥＣでの新規顧客獲得

福岡県 エコテック有限会社 3290002038008 回収オンラインオーダーに伴うＷＥＢ決済機能付きＨＰを作成

福岡県 ＵＤＯＮ　ＤＥＡＬＥＲ － ４０代からのお酒に合う大人の唐揚げテイクアウト専門店

福岡県 ＴＭＴ株式会社 9290001086282 自慢の東洋美容をベースとした施術で男性を取り込み、売上回復！

福岡県 志免法律事務所 － コロナ禍の法律相談・打ち合わせをオンラインへ。感染リスクを減らす。

福岡県 株式会社情報機器 1290001008079 コロナ渦の商談・打ち合せをオンラインへ。感染リスクを減らす。

福岡県 ＭＵＧＨＥＴＴＯ － トマトもつ鍋のレトルト化ネット販売と真空パックでテイクアウト

福岡県 Ｌｅｇａｃｙ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － アプリを利用したＥＣ販売やヘアケアのレクチャーなどコロナ対策

福岡県 株式会社ワーク 7290001005847 民間からの受注獲得を促進するオンライン営業施策
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第５回受付締切分）
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福岡県 株式会社ｂｏｂｏｓ 1290801025736 Ｂ品、Ｃ品の販売促進のための非対面事業確立を目指す！

福岡県 株式会社カネヤス 7290001057748 コロナ禍も長期保存、自宅で美味しく楽しめる有明海産物商品開発

福岡県 小笠原企画 －
国内フラッシュパッカーへの認知拡大を見据えたＳＮＳを活用したオンライン施
設デザインコンテストの開催

福岡県 たこ焼き松ちゃん － ①完全テイクアウト　②移動販売

福岡県 オフィスルネール － オフィスルネール持続化計画

福岡県 ＥＡＲＬ － 顧客数の増加を目指したホームページの制作とコロナ対策

福岡県 株式会社神屋 2290002037332 ＨＰ更新と、非対面完結の遺品整理事業

福岡県 吉永整骨院 － コロナ禍で運動不足などの怪我を予防。国予算医療費の削減に貢献

福岡県 Ｍａｔｉｌｄａ － 非体面型セルフエステ導入で売り上げ増加

福岡県 ちゃりき － 六本松・草ヶ江エリアでの弁当予約販売配達事業

福岡県 新世界餃子 － →コロナ禍で非対面による新たな販路としてデリバリー事業の構築

福岡県 豊前中央鍼灸整骨院 － オンラインダイエット指導と通販、健康相談事業の立ち上げ

福岡県 株式会社ＢＯＯＫ　ＲＩＶＥＲ 2290001058791 ＡＩリアルタイム査定の開発とネットを通じた新規顧客獲得

福岡県 Ｐｅｎ　＆　Ｓｐｏｏｎ － 非対面（オンライン）で食（レシピ）をバイリンガル配信

福岡県 合同会社ａｓｕ楽トータルケア 5290803003406 お年寄りも安心！ＬＩＮＥでできるわかりやすいオンライン予約

福岡県 エル美容室 － 新たな対面型接客方法の構築

福岡県 いもいとうづ整骨院 － 膝痛解消オンラインセルフトレーニングＨＰ新設による販路開拓

福岡県 ＣＨＯＫＵ － ネット通販サイト開設による新規顧客獲得と販路拡大

福岡県 ｈｏｍｅ － 新たにセルフエステを採り入れることで経営回復を図る

福岡県 有限会社プロムウェディング 4290802005610 冠婚葬祭貸衣装オンライン相談の提供に伴う非対面ビジネスの強化

福岡県 イリスジャパン株式会社 3290001085430 ネット販売促進広告活動と御販売先の開拓、小ボトルでの商品展開

福岡県 Ａｐｈｒｏｄｉｔｅ（アプロディーテ） － 体内からの健康と非対面での美をお手伝いする事業

福岡県 有限会社エフ・ビー・エス吉田商会 7290802012406 ウィズコロナ時代の清掃サービス訴求による新規顧客の獲得事業

福岡県 宮本デザイン － 服飾商品の新開発とオンライン販売の強化

福岡県 ラーメン味和 － デリバリー及びテイクアウトサービスによる販路開拓事業

福岡県 ａｔｅｌｉｅｒ　ｃｕｉｌｌｅｒｅ（アトリエキュイエール） － 対面の教室事業から、商品販売への売上げ移行プロジェクト

福岡県 合同会社Ｆ．Ｅ．Ｏ 6290003002595 新規顧客獲得へのブランディングの強化とオンライン集客施策

福岡県 株式会社ジーシーシステム 7290001069000 オンラインレッスンによる在校生維持及び新規生徒の獲得

福岡県 株式会社ｋｉｍｉｘ 9290002012031 物件の内見業務の非対面型化と新商品の開発による販路拡大

福岡県 Ｎｅｉｇｅ － 非対面型オンラインカウンセリングサービスの開始！

福岡県 コーヒーとバーのカイト － コロナに打ち勝つキッチンカースタイルの新たなビジネスモデル

福岡県 Ｃａｆｅ＆ＢａｒＣＡＯＬＩＬＡ － ランチ営業の開始とテイクアウト等による新規顧客獲得

福岡県 株式会社鮨隆 1290001027558 厨房設備の導入により、こだわりおもてなし弁当の販売
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福岡県 株式会社Ｕｓ　Ｃｒｅｉｇｎ 2290001084771 オンライン会議予約・受付機能のプラットフォーム構築

福岡県 遊食処　鳥雅 － お昼のテイクアウト！“ＴＯＲＩＭＡＳＡ”パスタの新規事業

福岡県 スマイルクラスプラス － オンライン授業対応及び在宅学習プログラムの導入

福岡県 カフェ時季の音 － ＳＮＳ広告を活用したテイクアウトメニュー開発と新規顧客獲得

福岡県 株式会社サンエー測量設計 5290802002680 新規トータルステーション導入によるテレワーク化の実現

福岡県 さくら交通株式会社 9290001044463 さくら満開！オンライン商談！

福岡県 ル・パティシエ・ムタ － ★朝倉産果物を豊富に使ったケーキをお届け★

福岡県 もつ鍋たく味 － 自宅で美味しく楽しい焼鳥屋さん

福岡県 株式会社播摩印刷 6290001009766 オデマンド印刷による、小ロット印刷の短納期対応を目指す

福岡県 トータルビューティーサロンＪｅｗｅｌ － オンラインセルフフェイシャルメゾット　グロッシーフェイシャル

福岡県 株式会社ＦＵＫＵＭＵＲＡ 1290008082768 炭化処理特許を活用した海外環境事業を国内市場へ販路拡大する

福岡県 株式会社ｉＮＵＫＯ 1010901037758 完全予約制の非対面型貸し切りギャラリー事業

福岡県 住まいと家計のＦＰ事務所 － コロナに負けるな！オンラインから始まるトータルプランニング

福岡県 株式会社ＳＵＫＵＳＵＫＵ 4290801017152 オンライン商談とオーダーシートによる非対面注文システムの導入

福岡県 株式会社ダイナリィビジネス学院 3290801007971 非対面式オンラインスクールへ転換・取組と運営

福岡県
Ｏｎｅｎｅｓｓ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｂｒｅｗｅｒｓ（ワンネス
コーヒーブリュワーズ）

－ 自慢の珈琲とオリジナル商品のネット販売による進出

福岡県 輝ファミリー株式会社 3290001040014 ＥＣサイト構築および非対面カウンセリングによる売上アップ

福岡県 居酒屋みのる － 「持って帰り～！・持って行くばい！」

福岡県 Ｓｈａｎｔｉ － ＥＣサイトの構築と非対面でおこなうサービスの導入

福岡県 松尾 － こだわりの自家製中華調味料のインターネット販売開始による売上拡大

福岡県 勝美家 － ＤＸ化で小売業参入と販路の新規開拓。調理器の導入で生産性向上

福岡県 株式会社ＰＵＺＺＬＥ 5290001087490 非対面型のシステムを導入し、売上好転へ

福岡県 ＨＩＧＥ　ＢＯＺＵ － 店舗ＨＰ刷新とテイクアウト商品の提供による新規販路開拓

福岡県 株式会社マリアリーフ 3290001071018 福岡発！ハーブとアロマの素晴らしさをオンラインで販路拡大

福岡県 ティーサロン月と星 － ＥＣサイトを構築し、新規顧客獲得につなげる。

福岡県 ｇａｒｎｅｔ － 非接触型ドライヤー導入によるコロナ感染予防のヘアサロンへ転換

福岡県 はかた遊膳 － 日本酒とご飯にあう博多の味自慢セットのテイクアウトと通信販売

福岡県 イタリア食堂ＳＯＲＡ － パスタソースのテイクアウト販売を通じた新規顧客と売上獲得

福岡県 Ｄｒｅａｍ － 自走可能なＩＴプラットフォームの構築をし売上ＵＰを狙う

福岡県 Ｂａｒ　ａｙａ － ＥＣやデリバリーへのビジネスモデル転換に伴う新規顧客獲得

福岡県 鬼丸 － コロナ対策！鬼丸のお好み焼きをなるべく非対面で提供

福岡県 トータルハウス工業株式会社 9290001022106 ＶＲ導入による内見及び商談オンライン化で商圏拡大し顧客にＰＲ

福岡県 株式会社オッジ 8290001039316 【本格イタリアンと地鶏料理を活かしたデリバリー及び仕出し事業への参入】
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福岡県 株式会社インクローチ 3290001057636 こだわり食材と九州イタリアンの味を家庭に届けるＥＣサイト構築

福岡県 豊後炊き肉とお晩菜いっしょう － 家でも手軽に！ご自宅で当店の味を楽しむ為の新サービス。

福岡県 濃厚担担麺　博多昊 － デリバリーとネット通販の取組み、ＳＮＳ集客で販路拡大

福岡県 Ｒｏｓａｒｉｕｍ － オンラインでレッスンやイベントを楽しむ

福岡県 ＳＴＡＧＥ　ＰＩＬＡＴＥＳ － 業務用エステ機でのセルフ脱毛・セルフエステ

福岡県 プレシャス株式会社 6290001088686 プレシャスフラワーで全国に安らぎを届ける通販事業

福岡県 ゆずの木 － ゆずの木　オンラインレンタルショップ

福岡県 いいねフォト企画事務所 － オンラインを活用した集客と販路拡大

福岡県 株式会社ＡＳＡＨＩ 9290001052326 リフォーム営業をリモート営業で新たな販路開拓、顧客獲得

福岡県 株式会社一滴 1290801021925
真空調理機を活用して食品ネット通販での新規顧客獲得、コストダウンコロナ
感染防止対策事業

福岡県 株式会社Ｆ４ 7290001070602 非対面型炉端式カウンター設置による新規顧客獲得

福岡県 やまぎわ治療院 － オンラン相談事業の実施

福岡県 池田陽一 － ＷＥＢ上での資産売却・任意売却の集客及びセミナーでの顧客探査

福岡県 シンス株式会社 1290001075961 非対面での受注／サービス提供と直接取引の増大による販路開拓

福岡県 株式会社花ユキ 3290001028190 今、流行りの「サブスク！」活用による通販サイト開設計画

福岡県 童童（わらべ） － 広島生まれ福岡育ちの「童童のお好み焼き」をＥＣサイトで全国へ！

福岡県 浅香建装株式会社 1290001089136 逆境を力に！！コロナ禍に対する光触媒の販売

福岡県 ＡＩＷＩＬＬ鍼灸・整体院 － 院内改装で完全非対面型のセルフホワイトニング。

福岡県 株式会社ケイズ・カラープランニング 8290001035918 非対面で受講可能なパーソナルカラーシステムによる新規顧客獲得

福岡県 スナックミルク － 九州最大の繁華街中洲で「感染しない・感染させない」安心のお店作り

福岡県 九州電気設備工事株式会社 4290801009793 「スマホで完結　非対面集客＆接客・打合せ」の導入

福岡県 株式会社清陽 1290801019317 障害者雇用のための店舗運営の抜本改革に向けた自社サイトの構築

福岡県 路地裏のＳｈｉｋｉ － テイクアウトメニューによる新規顧客への新たなアプローチ！

福岡県 株式会社エージェンシー 7290001079882 リモート経理サポート導入計画

福岡県 豚ステーキ＆牛タンステーキ十一 － 店舗だけではなくネットでも、新たな外販事業による販路拡大。

福岡県 株式会社おひさま本舗 6290001058243 現役プロレスラーが厳選！本物のプロテインをネット販売！

福岡県 Ｓｏｌａ　ｃａｆｅ － オンライン注文によるテイクアウトで新規顧客拡大事業

福岡県 博仏ダイニングＫＩＮＯＳＨＩＴＡ － 隠れ家レストラン監修！調味料等のインターネット販売体制構築

福岡県 天ぷら酒場　こま － ＨＰ・ＳＮＳによる当店の認知度向上とテイクアウト事業の開始

福岡県 ヘアースタジオ・レガーレ － レガーレのＯＮ－ＬＩＮＥカレンダー予約

福岡県 株式会社ヤナギ研究所 8290001017148 通販事業者向け洗剤のＯＥＭ提供体制の構築

福岡県 中原晃税理士事務所 － 非対面かつテレワークでの税務関連サービス提供体制の構築

福岡県 和いん処　凜ＲＩＮ － テイクアウトサービスの開始とホームページ開設による広報力強化
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福岡県 株式会社ぼたんや 1290001049577 釦が服からアクセサリーに転身！ネット販売で地域店から全国店へ

福岡県 ヘア・メイク　ｓｐａｃｅ－Ｒ － イメージアップ・感染対策・インターネットで新規顧客開拓

福岡県 藤本　幸穂 － 非対面型オンラインカウンセリングによる安心サービス！

福岡県 有限会社亀井味楽 8290002007866 伝統工芸高取焼の国内外に向けた販売ＥＣサイトの構築

福岡県 ＭＥＲＣＹ － 技術と商品紹介動画配信システム作成とネット新規顧客獲得

福岡県 株式会社ＴｒｉＮｉｔｙ 5290801026929 Ｗｅｂ対面注文オンラインシステムの構築・販路開拓

福岡県 有限会社鶴荘 9290002047564 コロナ禍でもお店の味をお客様に届けるプロジェクト

福岡県 コンセプトライズ株式会社 1290003003029 「石窯焼成ヒザ」の冷凍加工商品化と市場の開拓

福岡県 和居２我屋２ － 多くの体験者が安心して体験できる非対面教室とネット販売強化

福岡県 株式会社ＪＵＳＴ　ＨＡＶＥ　ＦＵＮ 7290001082300 自宅で簡単♪プロの味！オリジナル中華キット開発による販路拡大

福岡県 株式会社兒島商店 1290001061631 ペット向けリサイクル着物ウェアのＥＣサイトによる販売事業

福岡県 Ｔａｎｇｏ － 感染防止対策を施した安心安全な空間にて極上のひと時を提供！

福岡県 株式会社モットラート 5290001043238 行列のオーガニック野菜キッシュ、デリバリー・テイクアウト事業

福岡県 神楽フィースト株式会社 1290801008006 ＳＮＳ等の広告で販売誘導する非対面ビジネスモデルへの転換

福岡県 株式会社マホラマスタッフ 4592001064028 新規小売事業の開始に伴う各種ＩＴ活用による合理的販売

福岡県 エフイー － ＨＰ、ＳＮＳ自身の事業のＰＲ強化、新規顧客獲得

福岡県 株式会社ベルプリンセス 3290001077907 セルフエステコースの導入及びコロナ向け店舗の改装など

福岡県 スマソル飯塚 － ＷＥＢ対面方式のホームページ導入による非接触対面営業の強化

福岡県 スタジオフェリーチェ － バレエ衣装をオンラインでリース及び販売

福岡県 智光 － 明日も元気に！『非対面型オンラインヨガ教室』！

福岡県 ＰｈｏｔｏＳｔｕｄｉｏ　Ｃｉｒｃｌｅ － 打ち合わせのオンライン化とネット販売による新たな売上の獲得

福岡県 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｅｓｐｅｒａｎｃｅ － 認知度向上と店頭販売に依存しない販売方法の確立による販路開拓

福岡県 片岡自動車 － 感染症対応策としてタイヤ交換業務の内製化によるサービス向上

福岡県 ヨガスタジオＯａｓｉｓ － ヨガオンラインレッスン導入とスタジオの魅力発信強化

福岡県 ヒキタモータース － タイヤ交換の対応サイズ拡大と診断機を活用した車検整備の提供

福岡県 いとしまシェアハウス －
美しい里山を守るための里山体験サービスを非対面で行い、地域の活性化に
つなげる

福岡県 合同会社千手 5290803001839 オンラインによる接客販売の開始と農産物販売での新分野参入

福岡県 ＡｕｔｏＢｒａｉｎ － オンライン商談と通販サイトの構築で自動車販売の販路拡大

福岡県 株式会社ウェルトップ 1290001033515 新健康食品素材を活用した商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

福岡県 つみきや － 学童保育へのカタログ販売による販路拡大とオリジナル商品拡販

福岡県 株式会社ゴールドブリッジ 8290001072028 コロナ禍で急拡大の健康需要獲得へ！ネット販売強化で売上アップ

福岡県 有限会社オフィスくじら 1290002021898 オーディションもエンタメ提供もオンライン化で新たな販路開拓

福岡県 土居商店 － ＥＣサイトで中国製品をダイレクト販売し、新規顧客獲得事業
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福岡県 株式会社北九州雅水産 5290801018728 感染症対策のための通信販売事業による新たな売上の獲得

福岡県 株式会社オルカ総合会計 6290001081724 オンラインによる会計サポート・情報発信サイトの構築

福岡県 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ａｚｕｒ － コロナ禍に対応したレイアウト改修等による顧客満足度と売上増加

福岡県 食堂はなｔｏうみ － ①広範囲のお弁当配達　②換気の悪さを改善

福岡県 Ｔｅｍｐｕｒａ　ゆめ茜 － 天ぷら弁当の販売とＰＯＳレジ導入による接客時間の短縮

福岡県 有限会社中間ホルモン 7290802017537 国産和牛カルビ弁当ランチの販売とＥＣサイトでの焼肉セットの販売

福岡県 えびすやうどん － 自宅でうどんキット販売と安心で入れるお店ＰＲで新規顧客の獲得

福岡県 リフレッシュ館 － 福岡県民のコロナ感染防止のための免疫力向上と新規顧客開拓

福岡県 ＧＭＤＨｏｎｅｙ合同会社 7290003005300 問題解決支援型・完全仲人型の結婚相談所事業

福岡県 メロン．イーストジャパン株式会社 8290001072300 オンライン集客及びサービス提供へ転換を図り収益向上を実現

福岡県 もりの木鍼灸整骨院＆整体院 － オンラインを使った健康的な身体作りと美容鍼

福岡県 九州男児建設有限会社 6290002028096 空き家解体のプロにお任せ！オンラインで

福岡県 嶋野　茂美 － オンラインワークショップ開催による新規顧客開拓

福岡県 ＮａｉｌＳａｌｏｎ　ＬＵＮＡ － 陰陽師による占いサービスとネイルケアセミナーをオンラインで！

福岡県 行政書士淺上法務事務所 － ＷＥＢページ制作とＺＯＯＭ導入による新規顧客獲得事業！

福岡県 株式会社あさクリーン 8290001073975 自社ＨＰと特設ＬＰ開設で火災保険サポート受注拡大

福岡県 ロトンドミュージックスクール － オンラインレッスンの導入とネットを通じた生徒獲得

福岡県 株式会社グリーンピース 5290002028980 プロの介護職が作った非対面型サービス向けトレーニング教材開発

福岡県 かめごはん － 無添加ふりかけ講座のオンライン化とマイ商品販売で新規顧客獲得

福岡県 株式会社ナムザックモバイル 6290001034046 取り付けるだけ、今日からテレワーク。

福岡県 松永建設 － ＬＰ製作とＳＮＳ広告、チラシによる非対面型営業

福岡県 株式会社ナポレオンフィッシュ 9290001034316 テレフォンマーケティング導入とネットを通じた新規顧客獲得

福岡県 ウィズネイチャー － オンラインセミナーの開講とホームページ制作

福岡県 ＬＯＵＲＤＥＳ　（ルルド） － 通信販売による在宅エステの推進と非接触サービスの導入

福岡県 オフィス開屋 － 清涼感が売りのモテ（ＭＯＴＥ）で女性アプローチ計画

福岡県 福岡ひかり司法書士法人 7290005017418 相続問題に特化したオンライン面談での相談サービス

福岡県 ルラシオンビューティ株式会社 9290001081060 美容技術者育成のためのオンラインスクール開校と非対面型集客

福岡県 ちっご川 － 店内設備をテイクアウト対応にして新たな販路開拓、顧客獲得

福岡県 公文式　室見教室 － 設備充実と既存のスキルで収入源の開拓から新規獲得へつなげる

福岡県 ＢＣＳベースボールパフォーマンス福岡 － オンラインコーチングによる認知度向上と新規顧客開拓促進

福岡県 櫻木　高貴 － 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

福岡県 株式会社目利きのたか志 7290001068992 自社ＨＰでネット予約大作戦！テイクアウト・ＷＥＢでの販路拡大

福岡県 株式会社モノ・メイク 5290001078829 コロナに負けない！セルフ脱毛器による無人で本格脱毛サロン
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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。

福岡県 Ｄｉｇｎｉｔｙ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ － オンラインサービス導入による顧客維持と動画による魅力発信

福岡県 株式会社井上建設 7290001066039 オンライン説明会・ご提案で新規顧客開拓

福岡県 株式会社クラフト 8290801026273 問い合わせから契約までリモート完結で新販路開拓・顧客獲得

福岡県 Ｒｉｃｈｅ　ｈａｉｒ － ヘアケア・スキンケア商品のネット販売で知名度向上、新販路開拓

福岡県 宇佐美本店株式会社 8290801008271 非対面型での書道指導と『伝統的工芸品』のオンライン販売

福岡県 アラキ塗装 － テレワークの開始とオンライン上での見積もりを始めます！

福岡県 ふわふわ食堂 － テイクアウト商品開発。新規顧客獲得と既存顧客満足アップ！

福岡県 木の和設計　一級建築士事務所 － 九州産杉を使ったホームオフィス家具開発とＥＣサイトによる販売

福岡県 株式会社おひさま不動産 7290001074578 住宅用太陽光発電無料相談サイトおよび物件売買サイトの導入

福岡県 そば処　大久 － テイクアウトメニューで販路拡大を目指す３本の矢戦略！

福岡県 株式会社Ｇｒａｃｅ　Ｉｎｎｏｖｅｒ． 9290001068248 自社独自アプリによる非対面型モデルと顧客満足の実現

福岡県 ＰｈｉｌｌｉｐｓＣｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 2350001012172 非対面のビジネスモデルへの転換とアフターコロナへの取り組み

福岡県 ４０１ － 店内の改装と新規宣伝方法導入による顧客の獲得

福岡県 合同会社だいこう 8290003000574 お弁当やかき氷等テイクアイト・デリバリーの商品開発と販路拡大

福岡県 かんたーびれピアノ教室 － 密を避け、安心して利用できるレッスン環境を整える。

福岡県 株式会社野中企画 8290001050875 自社ＥＣサイトによる「ｏｆｆｅｒ９」ネットショップ開設

福岡県 松嶺　寿晃 － 留学斡旋業者に対するメディアサイト構築サービスの立上げ

福岡県 株式会社ｗｉｓｈ 9290801025984 病院に来られない方にお薬と心理セラピーを届けるプロジェクト

福岡県 株式会社Ａｎ 9290001062457 セルフトレーニング機器導入、個室の整備による新規顧客獲得

福岡県 有限会社ニッコー・ネット 5290002022769 コロナ禍における新営業システム拡販のための非対面営業の展開

福岡県 丸愛綿業株式会社 7290001047204 ＥＣサイト制作とＳＮＳ活用による販路拡大

福岡県 炭火焼　がいろじゅ － 《夕食にもう一品》地元食材を使ったテイクアウトメニューの強化

福岡県 株式会社粟田口造花 7290001011449 ディスプレイ相談のオンライン化・非対面ビジネスを展開

福岡県
ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー香椎駅前教
室

－ オンライン教室を開催するためのＷＥＢ構築・システム導入

福岡県 株式会社モンスターワークス 8290801024806 トリマーのスキルアップを支援するオンライントリミング学校

福岡県 株式会社アンテ 9290001089310
企業のエンゲージメント測定ツールの開発と個人向けキャリア講座のオンライ
ン化

福岡県 株式会社ＣＡＮＡＡＮ 1290801026180 ＥＣサイトでの販売の強化・新商品の開発・海外輸出事業の展開

福岡県 株式会社フォアザグラウンド 6290001028948 宮崎牛など九州の和牛を全国へ販売するＥＣサイト新規事業

福岡県 株式会社アクトンカンパニー 9290001035149 インフルエンサープロデュースの非対面型通販事業

福岡県 大町慶司 － 非対面型！情報発信力のあるアーティストによる広告サービス！

福岡県 株式会社鴛海織物工場 6290001017785 博多織と異業種コラボによる新商品開発とネットを通じた販路開拓

福岡県 株式会社オルケスタ 9290801023492 アプリ開発・導入による宅配サービスとインバウンド対策の強化

福岡県 株式会社ろくみょう 9290001079699 感染症対策を考慮した新商品開発とネットを通じた新規顧客の獲得

15 / 46 ページ



令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第５回受付締切分）
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福岡県 一草庵 － 希少な白小豆を用いた通販用商品「白いぜんざい」の開発及び販売

福岡県 株式会社佐藤眼鏡店 9290001045552 オーダーメイド眼鏡等の通販事業開始及びシステム導入による広報

福岡県 空手道拳道会八幡東道場 － 空手のリモート化で友達と一緒に稽古継続しながら需要拡大

福岡県 有限会社すぎの 8290002015869 ウェブサイト開設「ワクワクが止まない文房具の世界へ」

福岡県 トータルワンズ － トータルワンズがテレワークを開始！オンライン見積もりも！

福岡県 有限会社須藤友規工務店 4290002005114 動画を活用した地元工務店の非対面営業化とニューノーマル対応

福岡県 株式会社アンプレスト 5290001077806 非対面テイクアウト事業発足のため店舗一部に行う改装工事事業

福岡県 博多良品株式会社 8290001034903 店舗依存からの脱却、コロナ禍を生き残る為の通販事業の拡大

福岡県 岩下　一基 － 新型コロナウイルス感染症感染予防対策美容室新装工事

福岡県 ｈｉｋａｒｉｎｏｅ － 地域の宝　発信プロジェクト～手を取合いコロナ禍を乗越えよう～

福岡県 ｆｕｕ＿ｏｋｉｎａｗａ － 沖縄料理店のテイクアウトとウーバーイーツ利用で販路開拓

福岡県 株式会社グロウ 6290001068390 非対面で行う職業訓練への転換とテレワーク構築事業

福岡県 合同会社ゆい蔵企画 8290003009952 ホームページ作成、ＳＮＳ活用による当社のＰＲ強化

福岡県 大助うどん － ホームページ導入・テイクアウトサービスでの販路開拓

福岡県 酒菜や　しゅう － ホームページと他サービスを連動させて新たな販路拡大を狙う！

福岡県 株式会社アディザイン 2290001052101 写真コンテストサイトによる中小企業向けの広告メディア構築事業

福岡県 株式会社ミツバチ 7290001088925 個人養蜂家を対象とした仕入れ先確保とネットで新規顧客獲得

福岡県 株式会社ブライエント 5290001057799 シェフが動物の健康を第一に考え商品開発したペットフード事業

福岡県 炭火焼鳥　木鶏 － 真空パック機を活用したテイクアウト商品開発による新規顧客獲得

福岡県 福島ミート － 焼肉屋さんのｗｉｔｈコロナへの販売スタイルの改善

福岡県 ＭＡＬＫＡ　ＢＩＲＤＳ合同会社 1290803002923 密を避けるためのスタジオ新設及びオンラインレッスンの実施

福岡県 学思館上山門校 － コロナ対策型ハイブリッド授業展開による入塾促進事業

福岡県 株式会社ジュメルアンシャンテ 1290003007987 「整骨院×エステ」のトータルメニュー提供による新規顧客獲得

福岡県 株式会社アスリード 4260001011561 （仮名称）外国人特定技能・技能実習生ナビの開発・販促

福岡県 株式会社トンキー 8290001079816 居酒屋のお弁当販売等テイクアウト拡大事業

福岡県 株式会社　一娯一會 5290001047800 システム化を計り、技術者や人材を極力必要としないお店

福岡県 鉄板酒ノ　きがる － ホームページ作成による店舗ブランディングとネット通販の開始

福岡県 アールズ・アシスト株式会社 6290001062633 顧客拡大のためのＩＴツール導入

福岡県 ＴＲＡＶＥＬＡＧＥ － ＥＣサイトを活用した子供服の販売及びオンライン決済の導入

福岡県 株式会社ナカジマ建設 6290001046181 全方位（３６０°）カメラシステムによるＷＥＢモデルハウス見学会

福岡県 Ｉ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ株式会社 3290001081693 テイクアウトでコロナを乗り切れ！

福岡県 ローブ株式会社 3290001058378 店舗改修で感染対策、来店サイクルと新規顧客開拓と時間短縮対策

福岡県 合同会社華章 5290003006713 非対面型ビジネスで日本の文化であるお茶の良さを伝え広げたい
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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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福岡県 エステサロンＣｏｃｏｃｈｉ － サロン美容商品のネット通販を強化する新規顧客獲得事業

福岡県 サウンドピュア株式会社 6290801023693 コロナ感染を防止マイク瞬間殺菌消毒機開発販売。

福岡県 しのざき写真場 － プロ写真家によるオンラインフォトサービス

福岡県 くつろぎや － ピザと居酒屋商品のセットで豊富なメニューの持ち帰り販売の提供

福岡県 株式会社ネーブルグリーン 4290801002996 コーポレートサイトの拡充とオンライン化による集客

福岡県 有限会社柳原ミュージックハウス 1290002013516 自社ＨＰの拡充と非対面型ビジネスへの転換による販路開拓

福岡県 フクパ建設株式会社 5290001021482 リフォームのオンライン相談を開始し非対面の新規顧客を獲得

福岡県 リバンク株式会社 1290003008787 事業展開におけるＩＴ化の推進

福岡県 行政書士　雪竹国際法務事務所 － 多言語化ホームページ構築とオンラインによる相談受付業務

福岡県 株式会社まちづくりくろさき 5290801018942 ＳＮＳを利用した非対面ビジネスモデルへの転換

福岡県 砂場 － 通信販売による新規顧客及びリピーター客の獲得事業

福岡県 株式会社ＭＹＡＭＰ 5290001081097 シュミレーションシステムの導入と個人スポーツへの販路拡大

福岡県 株式会社石井商店 8290001072473 ３密を避けたキッチンカーによる飲食販売事業

福岡県 ゼネラルオートライオン － コロナの影響によるアナログ事業からデジタル事業への販路開拓。

福岡県 インプローブ株式会社 7290001062079 ホームページ改良による新規顧客獲得とオンラインスクール開校

福岡県 Ｏｓｔｅｒｉａ　Ｆａｌｃｏ － 鶏出汁おでんの盛り合わせのテイクアウト販売強化事業

福岡県 アースペイント － 公式ラインアカウントを活用した非対面での打ち合わせと販路開拓

福岡県 株式会社Ｓａｋｕｈａｎａ　Ｄｅｓｉｇｎ 8290001078677 オンライン商談及び打合せ対応のためのＨＰ改修及びＰＲ動画作成

福岡県 株式会社中野和一郎商店 7290001000410 高度な冷凍技術による高品質な食品の通信販売事業の構築

福岡県 司法書士吉村事務所 － オンライン会議システムの導入による非対面型ビジネス転換

福岡県 たかくら整骨院 － 【サブスクリプションの導入推進による売上拡大】

福岡県 ジャジャサイズスタジオ行橋 － 大型換気扇、オゾン発生機設置による感染リスク低減事業

福岡県 ちーこば － インターネットを活用したテイクアウト品の販売及びＰＲ活動

福岡県 博多とりかわぐるり合同会社 5120003015086 博多の味「とりかわ」をインターネットで全国へ

福岡県 合同会社リバティ福岡 2010603005392 スマートキーを活用した非対面型の物件内見の仕組み作り

福岡県 株式会社プランニング・アイ 3290001059590 巣篭り用揚げたてパック新商品による調理効率化と口コミクーポン

福岡県 株式会社キャスティングナイン 6290001019286 自社ＥＣサイト導入とＷＥＢ広告による販路開拓

福岡県
森里子フラメンコ＆健康づくり教室”Ｍｅ
Ｇｕｓｔａ　ｅｌ　Ｆｌａｍｅｎｃｏ”

－ フラメンコ及び健康運動指導専門家が行うオンラインでの運動指導

福岡県 スプリングヒルズ － 営業のオンライン化で新規顧客獲得

福岡県 株式会社エリアプラス 5290801023827 オンライン商談システムによるＩＴ重説の導入

福岡県
ビッグ・フィールド・マネージメント株式会
社

8290001023716
オンラインサービスへの移管のためのホームページリニューアルと将来的なＨ
Ｐのスマホ対応。

福岡県 リンパケアふわり － コロナに負けない！予防医学に基づいたオンラインダイエット

福岡県 雄栄興業 － 雄栄興業はテレワークを始めます。
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福岡県 有限会社ゲット 2290002015180 テレワーク環境の整備による業務効率化

福岡県 ボクシングスタジオハート － オンラインエクササイズによる非対面型ビジネスモデルへの取組み

福岡県 城南コベッツ笹原駅前教室 － オンライン速読聴英語講座の導入による新規顧客獲得

福岡県 有限会社グロバッレ 9290002027095 非対面型ＷＥＢ接客への転換による新規顧客開拓

福岡県 あお季ホールディングス株式会社 8290801024401 地元九州の連携体で実施する、ＥＣ商品の試作開発事業

福岡県 株式会社タンガテーブル 6290801021672 ドリンクのテイクアウト販売

福岡県 株式会社阿部コーポレーション 6290801013125 ドローンを活用した非対面調査と打ち合わせによる生産性の向上

福岡県 ＭＹＡＲＪＵ －
ＥＣサイトでの新商品販売促進事業！　セルフ美肌作り非対面販売強化事
業！

福岡県 合同会社センチュリオン 8290003008979 インターネットの活用による非対面化と販路拡大の両立

福岡県 合同会社周 9290003006073 ふぐ料理セット販売強化に向けたＥＣショップ制作事業

福岡県 株式会社鈴木洋装店 2290001069285 ぬか漬け商品の販売を強化するためのＥＣショップ制作事業

福岡県 Ｄ－ｔａｌｅｎｔＧＲＯＵＰ株式会社 9290001087603 事業存続のためのアプリ制作

福岡県 ワンエイト － 対面接客以外での収入の獲得と店舗・商品情報の発信

福岡県 ＤＩＳＥＬＥＲ　ＪＡＰＡＮ － 非対面での買い付け・商品納品・販売方法の指導

福岡県 蔵洲 － ＥＣサイトを活用した「自家製明太子」の販路開拓事業

福岡県 株式会社エフネット 2290001085150 受注から納品まで対面接客ゼロでＨＰ制作を！エフネットｗｅｂ

福岡県 株式会社ＮＩＫＯＭＩＸ 4290801024330 ベトナム人女性向けメイドインジャパン化粧品のＤｔｏＣ販売

福岡県 株式会社セイレン 9290801021273 抗菌抗ウイルス触媒のリモート提案で新たな販路開拓、顧客獲得

福岡県 秋月古式整体院 － ＨＰでのＰＲおよびキャンペーン実施による販路拡大

福岡県 旨辛屋 － 昼営業の開始とグルメサイト掲載による売上拡大

福岡県 ＡＴＵＵ　Ａｆｒｉｃａｎ　Ａｃｃｅｓｓｏｒｉｅｓ － オンライン化をし、テレワークでアフリカの文化を世界に伝える！

福岡県 シェアリー株式会社 1290001079260 「室内除菌サービスパック」よる販路拡大と安心対面事業

福岡県 田中　めぐみ － アプリでエステ！商品も購入！

福岡県 ポワゾー － テイクアウトで大人気スイーツをネット通販へ拡大する事業

福岡県 満月食堂 － 安心・安全な店づくり及びインターネット販売による新規顧客の獲得事業

福岡県 ＡＺＵＲＥ － オンラインサロン等ネットを通じたサービス提供と新規顧客獲得

福岡県 オフィスＴＡＫＥＣＨＩ － オンライン話し方教室「アナトークスタジオ」を新たに開講

福岡県 有限会社ニューメディアエンジニアリング 7290002055585 テレワーク環境整備による行動変革の実践と非対面化の実現

福岡県 株式会社ｅｆｏｒｅｓｔ 8290001085731 インターネット販売と来店予約システムの導入によるＶ字回復計画

福岡県 株式会社ＴＥＣ　ｈｉｓａｋａｔａ 1290801012172 飛沫防止パーテーション専用自社ＥＣサイト制作・販路拡大

福岡県 株式会社チェーンフードサービス 2290001062414 から揚げ・焼き鳥テイクアウトの販売拡大プロモーション

福岡県 ホイストアート有限会社 6290002025449 オンラインを駆使して看板業の新しい売上の仕組みを構築

福岡県 有限会社イヌマル建設 8290802017271 ＨＰ改修によるオンライン化導入で、市内で一番相談しやすい店へ
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第５回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

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

福岡県 松川久美子 － 非対面特化型遠隔音楽教室

福岡県 オフィスうずめ － オンラインで健康体操教室を開催

福岡県 Ｌｏｇｉｓｔａ株式会社 2290001070739 『夫婦会議』ツールのオンライン上での販売促進の強化

福岡県 Ｐｅｔｉｔ　ｍａｉｓｏｎ － セルフネイルのオンラインセミナー実施＆ネイルグッズのＥＣ販売

福岡県 株式会社ファンファレ 2290001061779 非対面で実施する“わたしいろふぁんで”の販路開拓事業

福岡県 株式会社クリエイト・スタッフィング 2290001063008 テレワーク派遣社員サービスで新たな販路の開拓

福岡県 創造空間株式会社 2290001072677 生活家具大手ＥＣサイトの構築及び販路開拓

福岡県 株式会社ＳＨＩＳＨＩＭＡ 9290001063802 現業の資源・技術を生かす新規事業の進出とネット販路拡大

福岡県 株式会社夢創 1290001069419 問い合わせから契約までリモート完結で新販路開拓・顧客獲得

福岡県 えびはらゴルフスクール － オンラインでのマンツーマンゴルフレッスン

福岡県 Ｒ株式会社 2290001081208 テイクアウト企業弁当と会議セットプランで売上げ拡大

福岡県 原口整骨院 － 田川エリア初！オンライン診療とオンライン決済で販路拡大

福岡県 ６期星 － 名物無水カレーをテイクアウトで！ＨＰとＬＩＮＥ導入で販路開拓

福岡県 勝本 － 本格仕出し料理をデリバリー！ＨＰとＬＩＮＥ導入で販路開拓

福岡県 小川バレエアカデミーフクオカ － 多機能スタジオの開設。換気・避密・オンライン対応策。

福岡県 個別指導塾ＷｉＺｅｓｔ － ＺＯＯＭで教えるマンツーマン授業

福岡県 きっちゃん － 移動販売導入による新たな売上拡大の取組

福岡県 平山モータース － ワイド型自動車整備用リフトの導入及びチラシ配布による販路開拓

福岡県 Ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ＲｉＮＧＯ － ヘアケア促進機導入による施術短縮によりパーマ等サービスの継続

福岡県 Ｒｏｃｈｅ　Ｊａｐｏｎ株式会社 8290801019640 コロナ禍でも愛を育む「手作り結婚指輪」事業で新規顧客獲得

福岡県 合同会社ｅｍｏｔｉｏｎ 4120003008776 Ｗｅｂページ開設によるタレント派遣の下請体質脱却と新販路の獲得

福岡県 有限会社日本バボルナ 2290002045104 鶏肉入り水炊きスープのネット通販で販路開拓を実現

福岡県 ＨＯＵＳＥ　ｂｙ　ＷＥＥＫＥＮＤ　ＤＥＡＬＥＲＳ － 店舗移転とオリジナル商品の開発とＥＣサイトの整備・拡充

福岡県 ｓｌｏｗｌｙ　ｋｉｔｃｈｅｎ － クリーミーキッシュのネット通販による非対面事業の展開

福岡県 池田商店 － ＨＰ作成による非対面型ビジネスモデルへの転換

福岡県 フィロソフィーコーヒー － エンターテイメント事業の広告収入拡大と関連事業の相乗効果拡大

福岡県 株式会社プラシーボ 1290001071845 オンライン販売サイトのリニューアルによる小売販売強化

福岡県 あやたかシステム開発株式会社 1290001080474 クラウド型サービスを周知する事業

福岡県 税理士事務所ＮＥＸＴｉｎ － 【ＷＥＢページを活用した非対面型会計事務所ビジネスモデル構築】

福岡県 株式会社丸徳家具 6290001053236 通販サイトリニューアルによるリピート顧客獲得と新規顧客獲得

福岡県 株式会社Ｇｒａｎｄ　Ｄｅｓｉｇｎ 5290001061909 積極的なコロナ対策情報発信と販路拡大の為のネットの効果的運用

福岡県 有限会社丸惣 5290002053987 営業ツールのオンライン化とＷＥＢによる情報発信による販売拡大

福岡県 有限会社コ・リード 5290802020055 オンライン配信スタジオの開設とレンタル事業の展開・無人受付化
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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
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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。

福岡県 ミライエ・コンサルティング － 「雑談力」で経営者支援の輪を広げるＷｅｂ集客モデルの構築

福岡県 有限会社古賀嘉一建設 9290002053307 ワンマン施工作業の実現で建設現場の非対面型施工への取組

福岡県 緒方測量登記事務所 － 測量調査業務のテレワーク環境構築による新サービスの展開

福岡県 Ｒｅｇａｒｄｓ合同会社 6290003009153 「非対面型ビジネスモデルへの転換と自社ウェブサイトの構築」

福岡県 春吉バルＲｉｏ － 店舗改装よるダイニング需要拡大と壺蜜芋新スイーツの商品開発

福岡県 本田経営コンサルタントオフィス － 「非対面型コンサルティング事業」を展開し新規顧客開拓

福岡県 新海公認会計士税理士事務所 － 非対面型財務改善Ｗｅｂコンサルサービスの開発と販路開拓の強化

福岡県 さくら整骨院 － 超音波治療器ＵＳＴ－７７０での非接触型治療提供

福岡県 有限会社まんぷくカンパニ 9290802010853 業務管理システム導入によるテレワーク対応と業務効率化推進

福岡県 活魚料理　魚籠 － 加工品の製造体制の再構築による小売・卸売事業の売上拡大

福岡県 株式会社バウワウジャパン 5290001059936 オンライン販売サイトの構築および新商品・新サービスの開発

福岡県 有限会社カミヤ 3290002047090 来店する前に事前チェック、来店できない方もオンライン相談

福岡県 マーケティングミックス株式会社 2010001141575 非対面で効果発揮のＷＥＢサービス導入推進

福岡県 やめエネルギー株式会社 7290001076384 ＷＥＢ動画でＰＲし、非対面型営業へ

福岡県 株式会社中村設備 5290001077319 ３つの密を避けた新たな施工技術の設備投資

佐賀県 八重桜 － 完全個室完備のための改装による営業強化

佐賀県 有限会社テイクス 1300002000974 ネット販売で新たな売上の柱を構築。佐賀牛ブランドを全国へ発送

佐賀県 株式会社ジェピック 2300001003993 コロナ禍に適応した非対面型新サービスの提供と販路開拓

佐賀県 Ｂ－ＰＯＩＮＴ － こだわりのビールとフードで御自宅でもＢ－ＰＯＩＮＴ

佐賀県 合資会社喜代龍本店 6300003000028 ＨＰ、ＳＮＳによる新規顧客獲得、佐賀県産酒ファン作りの取り組み

佐賀県 宮木プリント合同会社 6300003001348 オリジナルグッズの制作強化とネット受注で１個から注文承ります

佐賀県 株式会社アクティブスペース智 5300001010764 オンラインレッスン事業による販路開拓と感染予防対策の環境整備

佐賀県 居石マリン商会 － 海の魅力等、情報発信による新規顧客獲得の為のウエブサイト開設

佐賀県 株式会社おおきに 5300001011044 新様式を歩むこれからの新たな取組でガッチリ広がる事業の幅と安心

佐賀県 菓苑利休梅 － 直営店舗出店及びキャッシュレス対応レジ導入による新規顧客獲得

佐賀県 一すじ － 当店人気メニュー「イカの塩辛」「明太子」のＥＣサイト販売事業

佐賀県 Ｐｉｌａｔｅｓ　Ｓｔｕｄｉｏ　ｍｊｕｋ － オンラインレッスン・プライベートレッスン強化ための設備等導入

佐賀県 ＳＭＩＬＥ － ネットを通じた店内感染対策とプリント部門のＰＲによる販路開拓

佐賀県 居酒屋　左り馬 － 店舗改装と新たなテイクアウトメニューによる新規顧客開拓

佐賀県 ＳＡＴＩＳＦＹＣＯＦＦＥＥ － 変わるシーンに溶け込む移動販売とギフト需要に応えるネット販売

佐賀県 松嘉　兎山なずな庵 － テイクアウトと物販への挑戦及び離れの個室による新たな顧客獲得

佐賀県 美容室ＺＡＣＣ － 密にならない新サービスとキャッシュレス　保つお客様の適度な距離

佐賀県 有限会社イーグル 9300002008754 新しい生活様式に対応するＷＥＢ通信講座のＰＲ事業
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第５回受付締切分）
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佐賀県 オデオン工舎 － オリジナルブランドの木工製品をネット販売するＷｅｂサイト制作

佐賀県 レストラン石けり － 伊万里牛ハンバーグのテイクアウト及び物販による新たな顧客獲得

佐賀県 ｃｏｌｅｔｔｅ － 予約アプリと最新ドライマシン　非対面でも来店を生む仕組み作り

佐賀県 有限会社鳥栖魚市場 3300002009147 「鳥栖魚市場」ブランド海鮮テイクアウト商品開発＆小ロット生産

佐賀県 有限会社弥源次窯 6300002008492 ブランディングホームページの制作及びＨＰで発表する新製品の開発

佐賀県 株式会社親峰武堅 9300001009407 一度きりのニーズも捉え逃がさない管理ソフトとテレワーク

佐賀県 民宿有田・艸風舎 － 非対面型ビジネスモデルに対応した宿泊事業の展開と新商品開発

佐賀県 末広陶器店 － おうちでつくる有田焼のご当地丼。ネット受注販売事業

佐賀県 山幹窯 － 新たな売上拡大を目指すブランド・ＥＣサイトとカタログの構築

佐賀県 有限会社川本治兵衛商店 9300002008333 ホームページのリニューアルによる業務の効率化と販路開拓

佐賀県 有限会社幸右ェ門 1300002008349 手仕事で生まれる器を食卓へとどけるＥＣサイト構築事業

佐賀県 有限会社貝山製陶所 3300002008702 他社ＥＣによる販路開拓強化と非日常を感じられる商品開発

佐賀県 有限会社伝平窯 6300002006471 ネット販売構築による機能性の高い有田焼の新販売方法の確立

佐賀県 ぱちぱちそろばん教室 － ネット活用で新入生獲得、デジタル教材にて在宅で学べる環境作り

佐賀県 株式会社エッグス 4300001004494 卵とスイーツ・パンの自動販売機設置による非対面型販売の実施

佐賀県 味泉　指月 － 自宅でプチ贅沢を愉しむ」新サービスの開発と店内個室化の推進

佐賀県 鯉しげ － 目指すは地域の先駆け！新商品開発による機械導入と厨房増設事業

佐賀県 ＢＯＮＩＴＡ － コロナ対策としての新たなアプローチ策と新規顧客開拓の取り組み

佐賀県 有限会社赤門堂 1300002006658 伝統菓子の品質管理を強化して大都市圏向け宅配需要を開拓する

佐賀県 恵鳳 － 自社ブランド佐賀海苔商品開発とブランディング及びＥＣ参入

佐賀県 大冷設備サービス － 設備サービスの新たな形を提供した非対面化で販路拡大！

佐賀県 株式会社野方工務店 4300001006978 事業名：内製化によって収益の向上と人材育成の強化を目指す！

佐賀県 さとう会計事務所 － ・会計事務所のＩＴ投資による新規顧客獲得と成約率向上の実現

佐賀県 大川三世代 － 梨加工品のネット販売と甘くても“密”にならないコンテナハウス

佐賀県 石原まんじゅう － 昭和から続く肉まんの『秘伝の味わい』を通販で普及させる事業

佐賀県 日本ナノテック株式会社 8300001011925 新たな小売販売チャネルを持つため通販サイト拡販事業

佐賀県 巧工房 － オリジナルの陶器製ランプシェードのＥＣショップ制作事業

佐賀県 中村牧子 － 健康を取り戻す“静かな声”を聞く身体リセット　オンライン展開

佐賀県 Ｔｉａｒａ － エステ事業への参入に必要なセルフエステ機器の導入

佐賀県 株式会社鶴商興産 5300001004254 ジビエブーム到来！ジビエを原料とした新製品のＥＣ販売の強化

佐賀県 凡々堂 － 飲食店舗が店舗集客せずに衣料品オンライン販売システムを強化！

佐賀県 ファントムデザイン － テンプレートで選べる簡単チラシのオンライン注文システムの構築

佐賀県 英会話塾メープル － 新規生徒数確保の為の対策、送迎強化と武雄市以外の新規校開校
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佐賀県 合同会社ハーフセンチュリー 9300003000727 学ぶ楽しさをオンラインで伝える“生きてゆくための簿記”

佐賀県 創作居酒屋カミーノ － お空の下でテイクアウト！三密回避でお客様も安心！安全！

佐賀県 バルビーア － ＥＣサイト開設と店舗看板設置で認知度向上、新規顧客を獲得する

佐賀県 力治療院 － 認知・信頼度向上のための自社概要発信、遠隔指導システム構築

佐賀県 ピッツェリア＆ワイン食堂　トマトヘッド － トマトヘッドの石窯ピザを全国の方にお取り寄せ頂く通販強化事業

佐賀県 開運堂吉春 － 家族の思い出を形にしたネット販売とコロナ対策で新規顧客獲得

佐賀県 株式会社ＰＲＥＳＳ 1300001011163 コミュニケーション型オンラインレッスン配信事業

佐賀県 ＮＰＯ法人　まちの根太 6300005006683 １００年の造り酒屋「Ｅｄａｕｍｅ」で目指す地域の文化クラスター拠点整備事業

佐賀県 有限会社みのり農場 9300002010875 商品店頭受取ネット予約導入のHP 制作とEC サイト構築

佐賀県 有限会社ふるさと倶楽部 8300002010645 本格派ピザオンライン提供システム・販路拡大

佐賀県 アグリッジ株式会社 4300001011045 佐賀牛人気焼肉店が自宅で楽しめるウェブ通販の構築

佐賀県 株式会社ＭＡＲＳ 1300001010405 無量多・松蔵のテイクアウト・デリバリーで地域活性化

佐賀県 Ｊａｍｍｉｎ － 新事業の移動販売開始によるキッチンカーでの新規販路開拓

佐賀県 高柳友香 － カイロプラクティックとグッズで睡眠不足を改善する新サービス構築

佐賀県 株式会社京都屋 3300001004586 レトロモダンの再構築！価値を伝え新規顧客獲得で売上拡大

佐賀県 あん梅 － テイクアウト等の新事業における広報用ＨＰ作成および設備投資

佐賀県 さがん大地 － 当店名物ちゃんこ鍋と日本酒プリンの改良と販路開拓

佐賀県 岸川農園 － 自社ＥＣサイト、キャッシュレス決済を導入し、ＨＰの強化

佐賀県 Ｆｅａｕｒｅ － ＥＣサイトでの化粧品の販売と、ＳＮＳに連動させた販促活動

佐賀県 ＥＸＣＩＡ － ＨＰとＥＣサイトを活用した美容関連機器、美容商材の販売

佐賀県 エンジェルス有限会社 4300002011358 オンライン教室で新たな教育と非対面への業態転換への取り組み

佐賀県 野口コイン株式会社 2300001008539 サプライチェーンの毀損を克服する為の貴金属鑑定装置の導入

佐賀県 かぐや － ＥＣサイト構築と安定的な収益を構築するための販促ツール作成事業

佐賀県 有限会社ライフ二十一 6300002011554 ＷＥＢ受付“選択”できるランドリー　旗艦店改装で安心の店づくり

佐賀県 ジョアール － オーダーメイドできるお花のキャンドルのネット販売で顧客開拓

長崎県 ブーマー － 令和時代のスーパーフード「長崎県産菊芋」を全国へ！

長崎県 ババ屋 － オーターメイド薬草・野草茶商品開発・ネットショップ事業

長崎県 田川映像事務所 － オンライン結婚式・オンライン型授業参観を配信する動画配信事業

長崎県 炭火焼きやきとり橙 － 焼き鳥デリバリー強化でコロナ禍での非対面接客率７割を達成する

長崎県 居酒屋．赤酒た菜 － 改装を機会に新規客獲得とリピーターの単価アップで増益を図る。

長崎県 有限会社野口住宅 9310002004249 コロナ禍における売上確保に向けたペット部門事業の強化

長崎県 岩永木材有限会社 2310002000551 新メニュー開発とテイクアウト商品予約ができるホームページ新設

長崎県 ダブルハピネス － スクール運営のオンライン化と感染対策強化による新規顧客獲得

22 / 46 ページ



令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第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。

長崎県 有限会社榎純正堂 1310002000791 非対面型を重視した新規顧客獲得に向けたＥＣサイトの作成

長崎県 やきとりぽん太 － 激安！激うま！老舗やきとり店のテイクアウトで販路拡大

長崎県 リフレッシュサロン　Ｎ・Ｔ － 非接触型のセルフ痩身エステ機器の導入と広報強化による顧客拡大

長崎県 ふうせん堂 － ネット販売でのバルーンの非対面型販売体制確立による販路拡大。

長崎県 Ｒｅｌａｘ　ｈａｉｒ － 完全個室化でコロナ不況を生き抜く！安心快適な理容室づくり

長崎県 ヘアリゾートＣＡＳＩＴＡ － 非対面シャンプー機器を最大限に活用した来客者数の回復及び拡大

長崎県 株式会社立花商事 6310001001084 飲食店及び個人向け小分け配達での新サービス開始による販路拡大

長崎県 たこやき道場 － ｗｉｔｈコロナのためのテイクアウト強化と衛生対策への取り組み

長崎県 有限会社永武堂 2310002000700 オンラインショップの開設による国内外の新規顧客獲得

長崎県 有限会社亀屋饅頭 5310002001217 子供の成長を願う、誕生餅のネット展開による新規顧客獲得

長崎県 株式会社カラフルコミュニティーズ 2310001016581 スマホでグループホームをバーチャル見学ができるＨＰの作成

長崎県 株式会社Ｐｒｅｃｉｏｕｓ 3310001012349 テイクアウトピザとＱＲオーダーによるテラス席営業の実施

長崎県 トータルフットケアサロンアヒナヒナ － 非対面型サービスのネット広告と姿勢分析ソフト導入で販路拡大

長崎県 合同会社ひふみ 8310003003143 非対面型対応の新民宿改修及びサービス改善で売上拡大

長崎県 ミュージックバー　パラノア － 新しいライブ音楽提供スタイル、ネットライブ配信で販路拡大

長崎県 ｈａｉｒ　ｃａｆｅ　ｋｏｔｏｎｏｈａ － 自動設備等の導入によるコロナ対応型サロンへの転換

長崎県 株式会社ＭＡＲＵＢＥＮＩ 3310001011458 老舗紳士服店の挑戦。非対面オーダーシステム導入による販路開拓

長崎県 びぎん・じゃぱん株式会社 5310001015044 長崎波佐見焼とＬＥＤのコラボに光触媒を施す製品開発と販路拡大

長崎県 フュージョン西日本株式会社 8310001002436 不動産物件のドローン動画や３６０　画像を提供して新規顧客獲得

長崎県 株式会社クラーク 7310001012931 オンライン会議システムを活用した「新しい学びの場」提供事業

長崎県 株式会社天津包子館 7310001005737 ご当地名物・天津包子の「じゃんぼ餃子」テイクアウト専門店に業態転換

長崎県 株式会社Ｄ．Ｏ．Ｔ． 7310001013376 非対面式化と通信販売で新規委託店の獲得及び利用者層の拡大

長崎県 株式会社メディカル・イズシー 1310001014405 ビデオ会議予約システムを実装したウェブサイトの活用

長崎県 つるや旅館 － 三代目若女将が発信する佐世保の魅力！動画配信で新規顧客開拓に挑戦！

長崎県 ＭＡＸ　Ｌａｎｇｕａｇｅ　Ｓｃｈｏｏｌ － オフラインからオンラインの学習塾＆国際交流支援事業へ転換

長崎県 合同会社ｏｂｅｓａｓ 3310003003131 キッチンカーで外国人好みのホットドッグ販売

長崎県
Ｓ．Ｅｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　ネイル＆スクールＪａ
ｐａｎ

－ 個室で行う、ネイルスクール＆ネイルサービス

長崎県 株式会社親和空調 7310001006834 ＨＰ制作で非対面営業の実現と広域圏での受注獲得、作業の効率化

長崎県 有限会社佐世保娯楽特機 3310002010013 日本在住の外国人に向けた土産品ＥＣ販売と県産品の新商品開発

長崎県 アバカススクール － リモート授業等コロナ対策を看板等でアピールし塾生増を図る

長崎県 木楽屋本舗 － もつ鍋の出前・テイクアウトＰＲと店舗改装

長崎県 風見鶏 － 純喫茶４３年。非対面強化のためのテイクアウト事業で販路拡大

長崎県 山口屋染物店 － バーコード管理とＥＣショップ新設による非対面販売での販路拡大

23 / 46 ページ



令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第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。

長崎県 ＴｗｏＢｅｅ － 衛生面に配慮した店舗改装により存在感・地域密着型の店づくり。

長崎県 合同会社ＭＫ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 9310003002169
ＡＩまたはＲＰＡによるチャットボットを活用した顧客対応システムの構築とＶＲ／
ＡＲによるオンラインお見合い・交際システムの構築

長崎県 ダイニング味遊 － 非対面型ビジネス強化、外国語対応ＥＣサイト・パンフレット制作

長崎県 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｍｅｒｃｉ － 脱毛サロン、非対面サービス提供による新規顧客の獲得

長崎県 Ｐｒｅｃｉｏｕｓ　ｅｓｓｅｎｃｅ － オンライン事業導入による新規顧客獲得と顧客継続で売上げ向上

長崎県 有限会社まこと建設 4310002015572 異業種ＣＡＤの導入による販路開拓とテレワークの実践

長崎県 有限会社ニックス 3310002015466 自社ホームページでのネット販売システム構築・販売強化事業

長崎県 Ｓａｌｏｎ　ＣＯＣＯ － ＬＩＮＥ公式アカウントを使ってオンラインショップへの導線作り

長崎県 土地家屋調査士　真崎文明事務所 － ＩｏＴ技術の活用で非対面ビジネスモデルの確立による販路開拓

長崎県 ＯＲｉＶＥＲ － 非接触型ビジネスモデルの構築

長崎県 温熱美容サロンＲｅｌｅｖｅ － 弊社の視認性アップと非接触フットマッサージの導入

長崎県 西日本生活倶楽部有限会社 5310002017502 「自動車メーカーからの難縫製加工に応える特殊ミシンの購入」

長崎県 オートガレージユーロマイスター － 車内の除菌・衛生と故障個所の早期発見による納車期間の短縮事業

長崎県 株式会社商陽 3310001009460 ファッション性の高い生地を使った飛沫防止高機能マスクの開発

長崎県 合同会社ＩＮＴＲＯＮ 5010503004194 大人数の密着型イベント事業から少人数の体験型民泊業への転換

長崎県 株式会社小松設備 3310001012497 オンライン打合わせ、即見積提示システム導入による広域受注強化

長崎県 寿司割烹あじ彩（食味酒処あじ彩） － Ｗｉｔｈコロナ対策も万全！長崎県北の食の発信基地のための店舗改装

長崎県 松川屋 － コロナに負けない！日帰り「釣・食・休」プランの楽しみ発信・販売作戦

長崎県 佐野フルーツ － 新たなビジネスモデルの移動販売とネットを通じた販路の拡大

長崎県 株式会社伸工舎 7310002015215 住宅建設のオンライン相談提供による非対面ビジネスを展開

長崎県 ＭＡＮＡＢＩＪＵＫＵ合同会社 1310003003694 非対面外国人技術者マッチング事業及びテレワーク環境整備

長崎県 國友企画 － リフォームオンライン相談におけるＰＲ動画・ＷＥＢ決済の導入

長崎県 アール・スタイル － 大型焙煎機の導入による珈琲豆の予約販売、ギフトセットの強化

長崎県 有限会社飯野自動車 1310002016994 『故障診断結果と情報伝達ツールの活用で整備売上を向上する』

長崎県 株式会社ＥＮ 4310001015714 新規ジムエリア整備とオンラインセッションの展開で商圏拡大

長崎県 株式会社ノザワ 7310001011776 自社サイト構築及び看板建て替えで新商品を市場へ訴求する

長崎県 合資会社テロワール 6310003000456 丸山のノスタルジーを感じて頂けるコロナ対応型の店づくり

長崎県 ラトリエ　ドゥ　アン・プレリール － ＥＣサイト構築による地域素材を活かしたお菓子の販路開拓

長崎県 是枝動物病院 － 特許請求済ネオタイプの動物用歩行補助具の製造とＥＣ販売

長崎県 しあわせお菓子工房ｉｃｈｉｋａ － ひとをしあわせにする創作ケーキのネット予約＆新商品ネット販売

長崎県 株式会社希 2310001011574 個室でくつろげる空間の中で安全に旬の物を食べてもらいたい

長崎県 小料理かん田 － 新型コロナウイルスに対応した店舗づくり

長崎県 ウィズ・ホーム株式会社 8310001015990 リフォームパックのオンライン決済による非対面化ビジネスの確立
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長崎県 株式会社川井工務店 1310001012078 リフォーム工事のパック化とＷＥＢ決済により非対面化へ方針転換

長崎県 みんなの森整骨院　雲仙みずほ院 － 相撲健康体操動画を通じてのオンライン問診、来院システム構築

長崎県 Ｂａｎｄｅ　Ｐｈｏｔｏ － ネットを通じた顧客開拓およびニーズに柔軟に対応できる設備構築

長崎県 ｍａｒｂｌｅ　ｆｌｏｗｅｒ － ＳＮＳと動画広告を活用した非対面サービスの拡販

長崎県 ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー佐世保教室 － オンラインもできる幼児教室開催のためのＷＥＢ構築・システム導入

長崎県 株式会社プランニング・ジェイ 4310001007513 ダンスの楽しさを全国にオンラインで発信！

長崎県 オランダ坂 － ＨＰ開設とＳＮＳによって新規顧客を獲得し売上げを上げる

長崎県 株式会社Ｍ―ＯＨ 7310001004061 非接触自動精算機の導入とネット予約の拡充による営業拡大

長崎県 株式会社コーロラインズ 7310001009283 非対面式への転換、ウェブ・ＳＮＳの活用、電子カルテシステム構築

長崎県 株式会社ＤＥＮ 4310001009096 住宅設計オンライン相談提供開始で非対面ビジネスを強化

長崎県 ＡＫＵＮＯＵＲＡ　ＨＵＩＳ － 暮らすように旅するワーケーション対応の民泊整備

長崎県 メンバーズＲＡＮ － ＨＰの新設による広告宣伝と、なるべく非対面での提供

長崎県 エスターテマーレ犬舎 － ＥＣ販売に向けた環境整備及びペットホテルのレイアウト改良

長崎県 Ｔｈｅｎｏｒｔｈｐｏｌｅ － 特産品を開発し、ふるさと納税返礼品・ＥＣで販路開拓

長崎県 諫早レンタルスタジオＰＵＮＡＮＡ － 三密対策設備とリモート・ＹｏｕＴｕｂｅスタジオへの業態開発

長崎県 株式会社五島のやぁしゃ便 8310001012526 完全自社栽培管理した旬野菜セットのネット通販拡大

長崎県 有限会社心誠 9310002020823 五島の食材が入った開発商品を自社ＨＰで全国の固定客にネット販売

長崎県 Ｗｉｎ － ＨＰの開設やＳＮＳでの発信による新たな顧客の獲得

長崎県 ソリレス － ＨＰ開設によるテイクアウトとデリバリー拡大による売上確保

長崎県 ラウンジＬ・スナックＬ － ホームページの刷新とオリジナル焼酎の通信販売による新規顧客獲得

長崎県 満福 － ホームページ新設によるテイクアウト・デリバリーの売上増加

長崎県 カープラザ長崎 － Ｗｅｂでオークションのオンラインの中継による中古車販売拡大

長崎県 浦川商店 － ホームページの新規策定による全国に向けたＷＥＢ販売の開始

長崎県 かわぐち整骨院 － ＨＰ開設とオンライン整体教室開催による顧客獲得

長崎県 株式会社きょう 2310001004066 感染予防の徹底と、デリバリー強化のためのホームページ新設

長崎県 町のパン屋　おんじー － 卵、乳完全不使用のアレルギー対応パンを全国の子供達へ

長崎県 株式会社東洋ガス 5310001002620 ＩＴを活用した非対面ビジネスの確立

長崎県 松田ライフサービス － ＷＥＢ制作・ＳＮＳ広告構築による非対面型サービスへの転換事業

長崎県 株式会社美心インターナショナル 7310001004929 着物レンタル・着付け・ヘアメイク・写真撮影を簡単Ｗｅｂ注文

長崎県 ＴｅＲＡＹＡ － 「わがままを叶えるＥＣふんどしショップの展開」

長崎県 有限会社マツダケンソウ 7310002005208 個人向け清掃事業開始に伴うＨＰ・ＷＥＢ決済の導入事業

長崎県 出張ふどうさん　新大村本店 － ４ステップマーケティングのオートメーション化

長崎県 有限会社こまつ 9310002009982 ＥＣ・ＳＮＳによる販路開拓とテレワークの活用
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採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

※重要
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熊本県 オッパや韓国屋台村西銀座通り店 － 非対面型ビジネスモデルへの転換と商品化

熊本県 メナード田迎けやき通り － テイクアウトエステ＆化粧品ドライブスルー方式販売

熊本県 株式会社鶴重 4330001010731 個室化およびインターホン活用による注文取りによる非対面ビジネス事業

熊本県 ＭＩＣ☆Ｂｏｄｙｗｏｒｋ　Ｓｈｏｐ － オンライントレーニング・動画配信事業

熊本県 合同会社岩崎鞄店 6330003000066 老舗鞄店オリジナルの体に優しい通学鞄をネットで販売する事業

熊本県 株式会社ｔａｉｓｈｏｊｉ 4330001022576 料理教室動画配信のための自社ウェブサイト構築

熊本県 株式会社ＡＣＴ 5330001027822 オンラインカウンセリング＆健康相談で売り上げアップ

熊本県 有限会社ＭＯＭＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ 7330002014215 通販商品用撮影ブースの整備によるコーディネート動画配信事業

熊本県 有限会社広東 9330002002176 老舗中国料理店のテイクアウト拡充・周知による顧客獲得事業

熊本県 ｄｉｓｈ － ＷＥＢサイトを利用した非対面ビジネスの構築と発展

熊本県 あげぱんや － 「安心！安全！専門店のこだわり無添加あげぱん」で売上アップ

熊本県 劇団ぱれっと － 人形劇の動画制作と絵本製作、及びそれらの商品の販売強化事業

熊本県 ｓｈａ　ｂａ　ｄａ　ｂａｒ － 新設備導入によるテイクアウトメニュー強化と新規顧客層獲得事業

熊本県 有限会社美成 2330002008659 お肌のオンラインカウンセリング導入による顧客維持と販路開拓

熊本県 有限会社楠元建設 8330002003010 非対面商談・ステイホームグッズ活用営業強化事業

熊本県 株式会社ヤマグチ 8330001021698 テイクアウト事業の強化、及び個室化による販路開拓

熊本県 株式会社ＢＩＧ　ＦＡＣＥ 4330001014879 ネットを通じたタレントグッズ開発による販売チャンネルの拡大

熊本県 株式会社メイコー 6330001010728 非対面型の子供向けパソコンスクールの開業による販路拡大

熊本県 有限会社九一屋 2330002002686 コロナ感染防止アクリル板付冷蔵移動販売車での新規顧客開拓

熊本県 有限会社高口食品 2330002006381 新しい豆乳による新規顧客獲得プロジェクト

熊本県 マーニ － マイクロバブルで客単価向上＆動画配信で発信力強化事業

熊本県 Ｎｉｎｅ　ｓｔａｔｅ　ｏｆ　ｓｈｉｎｅ － ホームページの活用で、ダイエット難民、栄養士の未来を救う事業

熊本県 丸照モータース（様式 － ◆非接触型の販売システムの導入による新規顧客の開拓

熊本県 株式会社コーチングディベロップメント 9330001006673 オンライン研修の構築による非対面型ビジネスモデルへの転換

熊本県 株式会社クリアル 8330001021946 食品ロス削減に向けた新商品開発と非対面ビジネスモデルの構築

熊本県 協業組合江津湖観光 6330005001087 屋外グランピング、キャンプ施設増設事業

熊本県 株式会社フェイミー 6330001014927 オンライン企業研修・カウンセリングシステム導入による事業拡大

熊本県 鳥ひろ － 自家焙煎したての厳選珈琲豆を、完全非対面化による個別宅配事業

熊本県 メイキット － ＷＥＢマーケティング支援による非対面型への転換とその販路拡大

熊本県 ラボグリーン － 非対面型サービスへの転換が新規顧客の獲得と売上の拡大戦略

熊本県 有限会社お菓子のあさい 7330002001782 時代のニーズに応えるお菓子の開発と新たな販路の開拓

熊本県 Ａｒｔｎｏｍｙ －
感染防止仕様のボイストレーニング教室始動とオンライン指導等による売上増
加

熊本県 とろく整骨院 － セルフ治療器操作による非対面型施術及び生産性向上
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熊本県
株式会社ワイエンタープライズ（ワシントン
外語学院）

1330001004981 コロナ禍でも学習機会を奪われないオンラインシステムの構築

熊本県 リラクゼーション春 － Ｗｅｂカウンセリングとセルフ脱毛による非対面型サービス

熊本県 ｗ．ｗｏｒｋｏｕｔ　ｋｕｍａｍｏｔｏ － 非対面型によるリモートトレーニングシステムの導入

熊本県 ベジータマルシェ － 非接触型無人販売コーナーの設置

熊本県 癒しのサロン － セルフ脱毛による非対面型ビジネスの展開新規顧客開拓事業の強化

熊本県 司法書士・行政書士はた事務所 － 「オンラインによる非対面相談等とホームページによる販路促進」

熊本県 ＬＡＱＡＬ － メンバー制の非対面セルフエステルームで美と心の癒しのタイム

熊本県 合同会社エクリュエプゥス 7330003007606 感染防止の徹底とＷｅｂ配信のハイブリッド型イベント開催で新規顧客獲得

熊本県 行政書士みらい法務事務所 － 非対面化とサブスク型サービスへの転換による新規顧客の獲得

熊本県 フィット治療院 － 会員制貸切温活ルームとお家で温灸ドライヤーによる販路拡大

熊本県 リズムマーケット － ３密防止を行いつつ、低年齢化する市場への販路拡大。

熊本県 株式会社堀川印刷 5330002026336 伸寸法インキローラーの設置により印刷幅の拡大、受注増を図る

熊本県 奥谷自動車 － 「自動車整備内容の見える化」による顧客との信頼関係強化

熊本県 有限会社王ちゃん 9330002027264 「専門店の味とヘルシーさで、テイクアウトを収益の柱にする事業」

熊本県 ＬｏｃｋＢｏｎｄ － 特殊設備導入及び広報強化による新規顧客獲得事業

熊本県 旬工房さすが － 熊本の美味しい食材活用の冷凍食品で飲食店を応援！売上アップ！

熊本県 有限会社よりふじデンキ 1330002026579 「高齢者の暮らしの困った」を解決するリフォームで売上アップ

熊本県 ＮＡＩＬｌａｎａ － コロナ感染リスクを抑えた店舗空間作りとセルフメニュー導入

熊本県 こじま鍼灸整骨院 － 設備導入による非接触治療及び広報強化事業

熊本県 株式会社サンエス 6330001013573 取引企業の廃業に伴う、業務引継ぎ及び製品供給を継続させる為の販路開拓

熊本県 Ｈａｉｒ　Ｓｔａｇｅ － 安心と安全な店舗つくりによる新たなメニュー導入

熊本県 有限会社やました整骨院 8330002022687 最新機器導入による感染症予防強化で安心して来院できる体制作り

熊本県 整体院「らくだ」 － 体に触れない「音響共鳴療法」で細胞から体も心も癒す整体事業

熊本県 株式会社Ａｒｂａｒｏ 9330001021508 アフターコロナを見据えての非対面型業務形態への変革

熊本県 フィットショップ　アクエリアス荒尾店 － 商品販売の『事業転換』及び顧客開拓のための『事業変革』

熊本県 有限会社ブレインズ 8330002030500 人吉市内中心街にある居酒屋のコロナ感染予防による売上回復事業

熊本県 合資会社塚本酒店 7330003004198 人吉の酒販売店の設備投資による顧客満足向上事業

熊本県 美ウイング － 水俣初！オートシャンプーで安心安全の飛沫対策＆連なる販路開拓

熊本県 有限会社縁喜 6330002014810 三密回避のドライブスルー買取商談でお客様をハッピーに！

熊本県 叶奏 － ホームページによる叶奏弁当のテイクアウト販売の販路拡大事業

熊本県 有限会社中村金八商店 5330002028836 ＬＰガス集中監視システム導入による非対面ビジネスモデルの構築

熊本県 ヘアルーム　ＲＡＧＵ － インターネットで「個別アドバイス」「ヘアケア商品販売」

熊本県 有限会社山鹿タクシー 7330002018793 タクシーで運ぶ「食」「安心」「心遣い」。山タクの『タク配便』
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熊本県 亭茶通 － 業態転換を目指した新たなカフェ部門の営業開始による売上拡大

熊本県 合資会社西岡勝次商店 3330003003955 金属探知機の導入による外観検査の省略化と製造品質の向上

熊本県 株式会社プロス住生活研究所 3330001017494 オンライン見学会による新規住宅工事の受注拡大事業

熊本県 株式会社ソフィアライン 6330001020264 ＩＣＴシステムの導入で介護記録や情報共有等のクラウド環境整備

熊本県 株式会社ＺＥＲＯ　ＭＯＺ　ＪＡＰＡＮ 2330001014930 ＥＣサイト販売による「蚊の発生抑制剤」の販路拡大事業

熊本県 Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ・Ｓｕｐｐｏｒｔ株式会社 4330001017592 コロナに負けない職場環境の改善と業務の効率化の実施

熊本県 株式会社マイプランニング 7330001011188 ３６０度カメラを使用したオンライン建物内覧会による販路拡大事業

熊本県 ｓｔａｃｃａｔｏ － オンラインカウンセリングで感染対策、セルフ脱毛の認知拡大。

熊本県 津山商店株式会社 3330001008477 【非接触型】自動釣銭機を使用したセミセルフ会計システム

熊本県 さしき整骨院 － 超音波画像診断装置を活用した非接触型診療の導入

熊本県 ヘアールームクリアー － 接触率を減らし、安心・安全な空間で売上を伸ばす取り組み

熊本県 株式会社クオーレ 6330001008953 シュー生地スイーツのＥＣサイト販売による販路拡大事業

熊本県 ヘア・ファッションＹＵＭＩ － ウェブカウンセリングを活用した美容メニューの非対面化

熊本県 株式会社ＵＲＯＫＯ 2330001026488 本格イタリアン料理の選べる宅配メニューによる販路拡大事業

熊本県 株式会社ｔｅｃ　ｌｉｎｅ 3330001025919 介護現場のための「お知らせ機能付きおむつパッド」の販路拡大

熊本県 株式会社肉の山本 6330001013433
食肉を使った加工食品を製造し、それをインターネットを介して消費者に対して
直接届ける非対面小売り販売を通じた新規顧客獲得

熊本県 株式会社安藤通商 8330001000173 共感を生むＨＰの作成　ネット販売の展開による新規顧客の獲得

熊本県 株式会社ジェイ・カンパニー 4330001027468 本格イタリアン料理の通販サイトの開設

熊本県 株式会社山麓園 9330001017662 店頭販売からお電話、ネット受注への転換

熊本県 ＳｕｎＦｌｏｗｅｒ国際貿易株式会社 9330001021169 ＥＣサイトを構築し、日本茶・中国茶の魅力を文化と共に伝える事業

熊本県 美白肌 － 自社ＥＣサイトの構築と、オンラインによるお肌相談事業

熊本県 ＬａｐｉｓＬａｚｕｌｉ － セルフケア商品の販売とノウハウ動画で新規顧客拡大事業

熊本県 Ｎｉｎａ － オンラインＢａｒとフードメニューの改良でニューノーマルに対応

熊本県 株式会社鑫龍 1330001008735 スムーズな注文とスピーディーな商品提供で新規顧客獲得事業

熊本県 タピ姫 － タピオカ店舗の非対面モデルへの転換、移動販売による売上拡大

熊本県 居酒屋濵チャン － テイクアウト強化に向けた調理器具の導入及び新商品開発

熊本県 株式会社ステイブル 2330001019343 カラオケもテイクアウトも！簡単予約サイト構築でサービス提供

熊本県 合同会社山湧 3330003008087 ＥＣサイトからドローン空撮測量予約で新規顧客拡大事業

熊本県 Ｙｏｍｏｇｉ日和 － セルフよもぎ蒸し導入の仕組み作りと価値の創造による販路拡大

熊本県 五センス（イッセンス） －
新商品【５０代からの非対面オンラインエステ＆臓器体操】サービスの開発と新
規顧客開拓

熊本県 にしむら整体院 － オンライン診療を取り入れての、非対面のサービスへの取り組み

熊本県 株式会社ドープミールズ 4330001026115 うな雅・うなぎ弁当の宅配事業展開による販路拡大事業

熊本県 おいしや鉄平 － テイクアウト商品開発とコロナ対策強化による顧客確保事業
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※重要
　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

熊本県 合同会社ヴォルファート熊本 3330003008657 テレワーク等のＩＴシステム導入及び施設改良工事を図る事業

熊本県 坂口ボイラーサービス有限会社 9330002004379 非対面モデルのサポートで徹底した安心サービスを展開する

熊本県 ファンテック － ライブ配信事業への転換及び販路開拓

熊本県 あさひ整骨院 － ＥＣサイト構築と動画制作による非対面型ビジネスモデルへの転換

熊本県 獅子まる － 弁当テイクアウト事業の拡大に伴うホームページ改修事業

熊本県 株式会社シーテックセンター熊本 2330001008115 ＥＣ構築で唯一無二のＥＣＯ商品「どうまる君」販路拡大事業

熊本県 有限会社ファミーユモイスティーヌ販売 1330002014311 非対面ビジネスによるオンライン新サービスによる販路拡大事業

熊本県 Ｈａｐｐｙ　Ｓｔｏｒｙ － 婚活パーティのリモート化とサロンの安全対策による集客と拡販

熊本県 ビッグロード株式会社 9330001021846 非対面型テーブルオーダーシステム導入によるコロナ感染対策事業

熊本県 焼鳥　がくんげ － 感染予防取組を徹底し、販路開拓、売上向上を図る

熊本県 株式会社美松屋 8330001013737 新商品の開発とＥＣサイトの制作による販路開拓事業

熊本県 焼鳥　鳥達 － 感染予防徹底、店内拡張・テイクアウトとデリバリーで販路開拓

熊本県 株式会社モイスティーヌ・エンジェル 5330001010745 ＥＣサイト構築、新商品のネット販売を通じた販路開拓事業

熊本県 株式会社カラフル 2330001025894 青果物の通販事業による新規顧客開拓と販路拡大

熊本県 村上屋 － ホームページの構築により、新規顧客の獲得へ繋がる店舗へ

熊本県 アルメール － 非対面型新ビジネス成功・感動・未来プロジェクト

熊本県 ヨガスタジオレイ － スタジオ・オンライン・出前ヨガ講座による顧客拡大事業

熊本県 コメバル － 地元話題のお洒落古民家居酒屋が始めるテイクアウトサービス事業

熊本県 ボディーメンテナンスＴＨＣ － 不妊に特化したメニュー開発とＨＰでのオンライン整体事業

熊本県 美容室マーシャミス － 非対面によるＷＥＢ戦略と店舗改装による顧客満足度向上事業

熊本県 熊本絆 － コロナウイルス拡大防止の為のインターネット及びＩＯＴ導入事業

熊本県 株式会社オーエフサプライズ 1330001008768 オンライン事業再構築及びサブスクリプション事業

熊本県 株式会社ジェム・エンポリアム 4330001006356 「オンライン授業環境整備と新規顧客獲得の為の広報活動

熊本県 ＯＴＴ研究所 － 非対面型問診、カウンセリングの周知と新規獲得のための取り組み

熊本県 有限会社安坐 1330002014245 熊本の郷土料理を全国へ！ＥＣサイト制作事業

熊本県 トータルボディケアサロン樹々 － ホームページとＳＮＳ等での広告宣伝による販路拡大売上増事業

熊本県 アニマルライフロングケアー株式会社 2330001021209 ペットとのきずなを繋ぐアプリでコロナを乗り越えよう

熊本県 株式会社エネルギーテクノス 7330001010116 コロナにも災害にも強い、蓄電池・災害グッズＥＣサイト販売事業

熊本県 居酒屋金のわらじ － ジャンボやきとり、惣菜、天草の新鮮な魚の加工品等の通信販売

熊本県 有限会社コンパスポイント 5330002004110 オンライン予約受付と最新脱毛器で差別化を図り新規顧客獲得

熊本県 無垢庵 － 店内飲食を廃止し感染防止に取り組みテイクアウトコーナーを設置

熊本県 有限会社ドラゴン 3330002000581 来店Ｗｅｂ予約システム導入＆非対面式物販サイトで新規販路開拓

熊本県 株式会社修榮 2330001018790 テイクアウトで一蓮亭をおうちで再現事業
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第５回受付締切分）
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

※重要
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お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

熊本県 銀龍 － 非対面型来店予約システムと通販サイト構築による新規顧客獲得

熊本県 Ｃｅｌｗｏｏｄ株式会社 5330001021882
内製化に伴う住宅工事への顧客ニーズ即時展開と建築におけるクラスター防
止

熊本県 株式会社柏田洋服店 9330001000783 最新の調理機器を導入し、テイクアウト商品の新規開発と販路開拓

熊本県 株式会社モリケンハウス 9330001026630 スマホ対応Ｗｅｂサイト、ＷＥＢ商談の実施による新規販路開拓

熊本県 株式会社リペアサポート 8330001017250 ＩＴ化による非対面型ビジネスモデルの構築と業務効率化

熊本県 株式会社坂本徳次郎商店 5330001014300 販路毀損を挽回！新販売チャネルの創出で売上と顧客満足度の向上

熊本県 Ｆｏｏｄ＆Ｂａｒ　ＤＡＮＫＥ － フードメニューを改良し、テイクアウトで新規顧客拡大事業

熊本県 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ＫＯＹＡＭＡ － 商品販売とオンラインでの予約・相談・指導を行う仕組みづくり

熊本県 やませみ － 災害時にも活躍できるキッチンカーを活用した新規顧客獲得

熊本県 Ｋ・Ａパートナーズ税理士法人 8330005002174 ウェブサイト構築によるオンラインＭ＆Ａサービスの提供

熊本県 株式会社海真丸 8330001020361 高機能調理器具導入及び新商品開発によるテイクアウトの強化

熊本県 Ａｒｏｍａ　Ｆｒｅｄｄｙ － セルフケアのライブレッスンで新規顧客開拓事業

熊本県 株式会社ＳＵＳＴＡＩＮＡＢＬＥ　ＪＡＰＡＮ 6330001026047 用排水路に流れ出たマイクロプラスティック回収のための機器製造

熊本県 株式会社ユーロヒュース 2330001005277 ５Ｇ世代に先駆けたバーチャル展示場制作と情報誌への広告掲載

熊本県 アシェットドゥキムラ － コロナ禍で変化したニーズを掴め！フランス料理のテイクアウト化

熊本県 有限会社九州花房 6330002013531 ホームページとデジタル看板による新規顧客獲得と非対面販売

熊本県 株式会社美琴 3330001022949 ＶＲ導入による非対面式車両ご案内とオンライン接客＆販売促進

熊本県 有限会社宮川塗装 7330002010370 蓄光塗料のオンライン通販により非対面型ビジネスの実現

熊本県 鍋＆鉄板バル心 － 鍋と鉄板焼きをオンラインによるテイクアウト注文で宅飲みを応援

熊本県 有限会社午砲台 4330002004086 【すっぽん鍋】のお取り寄せ通販対応による非対面型ビジネス事業

熊本県 ｔｈａｔ’ｓ３ － テイクアウトサービス開始による非対面型ビジネス事業

熊本県 オールラウンドプレイヤーズ有限会社 6330002012186 営業形態の刷新に向けた店舗移転およびＰＲ戦略の変更

熊本県 天野似顔絵工房 － レーザー加工機＆ＨＰと動画を使った非接触型店舗による事業拡大

熊本県 株式会社牛深活魚 3330001019012 牛深より直送　とれたて新鮮！鮮魚店直営店で美味しい旬の魚介類を！

熊本県
合同会社ＯＨＫＵＳＵ　ｎｏ　Ｃｏｍｉｃｈｉ　美
容室

3330003008095 ＥＣサイト・ＷＥＢ予約システム構築による新規売上・顧客獲得

熊本県 エデン株式会社 4330001006843 新規機械導入及びネット販売開始で生産性向上と新規顧客獲得

熊本県 ＩＶＹ　ＤＡＮＣＥ　ＳＴＵＤＩＯ － リモートダンス教室事業による非対面型ビジネスの実現

熊本県 ボディーショップ坂本 － 次世代ガス対応全自動フロンガス交換機の導入による売上アップ

熊本県 トータルビューティサロンリリー － 非対面による有効ＷＥＢ活用でコロナに負けない販路開拓！

熊本県 株式会社ユニバーサルアカデミー 3330001012066 オンラインレッスンを開催するためのＷＥＢ構築・システム導入

熊本県 ピタゴラ － ＡＩ自動応答機能＋Ｗｅｂ会議システムを用いた、遠隔営業体制構築事業

熊本県 焼鳥　たぬき － 感染症対策と店舗改装で安心できる快適な居酒屋づくり

熊本県 株式会社ＳＵＮＷＡＫＥ 8330001019866 非対面型オンライン商談、ＨＰ改修・広告掲載による販路拡大
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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）
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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熊本県 合同会社サイモンファンクル 2330003006901 非対面型セミナーで販路開拓と、テレワークでの労働環境の整備

熊本県 合同会社琇華 9330003005707 非対面式営業「あさぎりきくらげ」のオンライン販売

熊本県 ＧＡＲＢＯ － ＺＯＯＭ飲み会システム導入による非対面型ビジネスへの転換

熊本県 ＭＹ－ＧＹＭ　～Ａｒｔ　ｄｅ　ｖｉｖｒｅ～ － 非接触型パーソナルトレーニングモデル構築への挑戦

熊本県 株式会社ｇｒａｖｉｔｙ 1330001017934 非対面型による新商品の販売と新サービスによる新規顧客の獲得

熊本県 株式会社ＬＴＤ 6330001018440 自社ＥＣサイト構築及びリモート商談会による販売事業の展開

熊本県 ジープラスプロモーション株式会社 4330001027930 ＥＣサイト販売で顧客・新規客満足度ＵＰ！ＷＥＢビジネス構築

熊本県 株式会社優心不動産 4330001024366 コロナに負けない！ＷＥＢを有効活用して非対面新規販路拡大事業

熊本県 あらいメガネ － ＭＥＯ対策とＬＩＮＥ公式アカウントによる通販事業

熊本県 合同会社イワ建開発 7330003004826 マグエンを用いた高強度保健パネルの開発とＥＣによる顧客層の拡大

熊本県 合同会社ＡＳＵＶ 2330003008278 新規オンライン販売及びサブスクリプション事業での販路開拓事業

熊本県 フリーダムスマイル － 実店舗オープンによる、露店とテイクアウトの新形態

熊本県 株式会社ＬｉｎｋＥｍｏｔｉｏｎ 2533000102487 対面型ビジネスを取入れた店舗運営と商品開発と販路拡大事業

熊本県 大塚淑子 － オンライン受注を中心とした撮影事業の新規顧客開拓

熊本県 庄山　養鶏場 － 自動販売機を活用した卵の販売による顧客の獲得

熊本県 肥後美石 － 効果的な非対面による新規ビジネスで終活の不安を解決事業

熊本県 ６（ｍｕｔｕ） － 社会的弱者の自立を支援するオンラインサロン構築プロジェクト

熊本県 有限会社米村印刷所 1330002011291 インターネット広告による新規顧客も獲得のオンラインシフトによるＥＣ化

熊本県 ＫＥｉＲＯＷ熊本武蔵ヶ丘ステーション － 個室型整体院の「リモート対応」による顧客満足度の向上

熊本県 株式会社アシタノ風 3330001016711 ライブ配信事業導入による事業転換と販路開拓

熊本県 くま川法律事務所 － コロナ対策に徹底した、安心・安全で信頼される法律事務所

熊本県 株式会社九州通信社 9330001006392 オンライン営業及び打合せの為のＷＥＢサイト構築事業

熊本県 韓国食堂十八番 － 自宅でも韓国料理が楽しめる！テイクアウトで販路開拓

熊本県 逸品料理ＫＯＳＡＫＡ屋 － テイクアウト事業展開で、おうちでも割烹気分を！

熊本県 Ｃｕｒｒｙ＆Ｂａｒ　サンテリア － ＥＣサイト構築と新商品開発でどこでもスパイスカレーを！

熊本県 合同会社中川 6330003008142 看板設置、特製ドレッシングの販売による新規顧客開拓事業

熊本県 ネクストイノベーションオファー株式会社 6330001025866
ＷＥＢ・ＩＴツールを駆使したコロナウイルス下でも影響を受けない業務体制の
構築

熊本県 ＧＹＡ－２９ － 従業員の生産性向上を図り、新規事業開拓をする

熊本県 株式会社Ｋ＆Ｋ 4330001021883 オンラインリモートレッスンによる販路拡大事業

熊本県 株式会社ＦＡＵＳＴ 3330001017916 好立地・自宅兼店舗を活かした美容室×テイクアウト事業

熊本県 アワヤクリエイトカンパニー有限会社 8330002020831 Ｗｉｔｈコロナに対応できるお店のコンセプト変更と非対面ビジネスモデルの確立

熊本県
合名会社大進（スキダマリンク東バイパス
店）

8330003001112 対面時間を最小限にし、新商品巡回販売で収益化を図る事業

熊本県 株式会社映ｇｅｎｔＲｏ．ｍａｎ 5330001026155 「ＯＭＯＩＤＥ　ＭＯＶＩＥ」事業推進の為の特設サイト制作
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熊本県 ＡＱＵＡ　ｔｅｒｒａｃｅ　ＹＵＵ － 「酵素ファスティングセット」のＥＣサイトによる販路拡大事業

熊本県 株式会社Ｔｉｍｅｓｈｉｐ 2330001027684 非対面・非接触を最大限可能にできる動画受注システム

熊本県 山水 － 【新たなＨＰによるテイクアウト開始と換気設備導入大作戦！】

熊本県 合同会社モーニングデュウ 2330003007718 新規ＥＣサイト開設による非対面型事業の確立

熊本県 湯野住宅株式会社 7330001019099 オンライン技術の導入による非接触型営業へのモデルチェンジ

熊本県 いごこちいい場所　ほのほの －
オンラインを活用した美容カウンセリングシステムの構築と、自社サロンへの
集客事業

熊本県 とく寿 － テイクアウト商品の広告とワイン販売強化による販路拡大事業

熊本県 おはこ － ホームページを活用した半径３００ｍ圏内への出前及び販路開拓

熊本県 株式会社山下水産 9330001016796 ＥＣサイト開設による干物の通信販売事業

熊本県 ベストチーム合同会社 7330003006203 Ｕｂｅｒ　Ｅａｔｓ拡販・宅配・テイクアウト店舗開店

熊本県 株式会社ＶＡＶＩ 3330001021942 Ｗｉｔｈコロナ時代の安心と癒しで新しいお客様を虜にする事業

熊本県 株式会社ラクアル 3330001026306 会員制　最新・安心のセルフ酸素カプセルで販路拡大

熊本県 マックスジェイティ株式会社 4330001006827 非接触型セルフマシンによる三密回避の取り組み

熊本県 金子産業株式会社 1330001015145 施設・住宅のオンライン相談による非対面ビジネスを展開

熊本県 有限会社東寿し 1330002000410 ホームページを活用した宅配注文強化と販路開拓で新規顧客獲得

熊本県 総合企画天心 － ホームページ制作と事業所営業ターゲットを利用した新規開拓

熊本県 ｓｐａｃｅ － 新たなサービスの提供による販路開拓と売上増加

熊本県 株式会社クイックコミュニケート 8330001020584 オンラインを活用した「何でも話せる保険屋さん」サービスの開始

熊本県 梅田石材店 － 御影石携帯スタンド等石材小物のオンライン型販売事業

熊本県 ８３８ － ホームページ制作に向けた自社商品開発と３密回避の為の環境整備

熊本県 株式会社ジーオーｐｒｏｊｅｃｔ 1330001019617 肉盛りセットの通販サイトを開設し非対面型ビジネスへの転換

熊本県 永井カイロプラクティックサロン － オンラインシステム導入による美容カイロエステ事業拡大

熊本県 栄屋トレーディング株式会社 4330001026032 非対面型の小売販売ツールの開発

熊本県 片山　佐知 －
子育てママによる新しい在宅ワークの取組とネットを活用した新規顧客獲得と
販路拡大

熊本県 株式会社ウッドスペース 4300001011934 Ｗｅｂ商談の実施による販路開拓と非対面型ビジネスモデルの構築

熊本県 株式会社ベンちゃん英会話 8330001022390 非対面レッスンの提供開始

熊本県 株式会社フィールドワークス 8330001018769 レンタルアート事業の非対面型ビジネスモデルへの転換

大分県 中国料理　留園 － テイクアウトメニューの強化と広報による売上改善

大分県 スターベスト － ＺＩＡＳＴＡＲの開発・製造から販売までの新規ビジネス立上事業

大分県 パーソナルジムＭＩＲＡ － オンラインの利点に着目した売上げの確保と新規顧客の獲得

大分県 ＬｉＢｎａｉｌ － 『サロン実績を活かした自宅サロン開業支援のオンライン化開始』

大分県 有限会社ディスプレイ大分 9320002008629 オリジナルＬＥＤパネルのオンライン販売の導入とＨＰの改善

大分県 ｈａｋｏ － キッチンカーでの販路開拓とデリバリー販売地域の拡大事業
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大分県 カットインプリズム － コロナ禍でも安心安全な理容環境で顧客回復と新規顧客獲得事業

大分県 中津　彩鶏々～イロトリドリ～ － 新規開拓・新たな形式でのイベント出店の為のキッチンカー製作

大分県 有限会社三秀 8320002020675 非対面型オーダーシステム、感染防止の空調、通販サイトの導入

大分県 リリーブーケ － 安全・安心な新しいファーストフードの事業展開

大分県 有限会社カネサダ横尾木工所 9320002019097 インターネットを活用した新規顧客獲得と新たな販売方法の確立

大分県 カレーレストランナラヤン － 本場のスパイスを使ったカレーをインターネットで販売・ＰＲする

大分県 やすらぎ　Ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ＆Ｂａｒ － プライベート空間の充実と受付の非対面化で人と人の接触を減少

大分県 朝日新聞佐伯販売合同会社 8320003002598 自社ＥＣサイト構築による物販サービスの展開

大分県 ＲＡＤＩＡＮＴ － オンラインビデオとホームページによる新規顧客開拓

大分県 株式会社パワーズ 3320001014988 無人受取ＢＯＸ導入によるクリーニング品の非接触受付の実現

大分県 ＨｅａｒｔＷａｒｍ２０２０ － オンライン講習型の料理教室「お魚ごはんサークルオンライン」運営

大分県 有限会社舶洋商会 1320202000707 艤装品の修繕を自社にて内製化するための特殊溶接装置の導入

大分県 産直工房木いちご － 効果的な広報媒体の活用による珈琲を主軸とした通販事業の開始

大分県 らーめん傳々 － 過疎化地域とＷｉｔｈコロナに即した新たな販売方法の確立

大分県 豊後高田そば株式会社 5320001008096 豊後高田市産の挽きたてそばをＥＣサイトで全国へお届け！

大分県 有限会社中村機工 4320002014549 自社ホームページ開設による既存事業の強化とＢｔｏＣ市場の開拓！

大分県 有限会社竹田被服 1320002017950 オリジナルブランド構築とＥＣサイト・ＨＰの改修

大分県 鷹丸 － デリバリーランチによる新規客獲得と個室ニーズへのニューノーマル対応

大分県 有限会社吉本本家石材店 5320002014201 リモート接客サービスＰＲで収益拡大

大分県 Ｎａｔｕｒａｌ．Ｈ．Ｌａｂ － 全国の健康意識が高い人に料理法と安心な食材を非接触型で届ける

大分県 合同会社ユー・ティー企画 1320003002753 自社オリジナル商品「ｈａｈａｇｉ」のＥＣサイトによる販路拡大事業

大分県 株式会社図面ソフト 5320001005804 建築設備の積算ソフトを開発し積算業務の請負およびソフト販売

大分県 株式会社エルクランプ 7320001017525 大分県産商品のテイクアウト事業とネットを通じた販路開拓

大分県 有限会社大一広告 2320002011721 印刷部門の導入に伴うＨＰによる受注システムの確立

大分県 Ｓ＆Ｌ　Ｊａｐａｎ（Ｋ食のイムちゃん） － キッチンカーを利用した売上増加及び新しい販路開拓

大分県 株式会社ＮＳＧ 7320001014712 ＱＲコードオーダーシステムの導入と店内ＬＥＤライトによる装飾

大分県 ウエミアパートメント － “ペットと泊まれるセルフ民泊宿”への転換による売上回復の取り組み

大分県 合同会社弥栄 8320003002524 コロナ対応型デリバリー・通販ミールキット活用事業

大分県 有限会社ビアンクリエーション 7932000200553 ＷＩＴＨコロナ時代に対応する新しい非接触型セルフ脱毛の導入

大分県 はりきゅう治療院東西メディカル － オンライン鍼灸・噺・会話　新健康増進サービスで新たな健康管理を

大分県 株式会社ＲＯＯＭＳ 6320001016346 接触機会減少による、お客様・スタッフ・当社の三方よしの実現

大分県 岸和田行政書士事務所 －
テレワーク対応ＨＡＣＣＰ導入システムの開発と営業の非対面型集客ホーム
ページの作成

大分県 株式会社ＳＴＡＲ　ＨＯＭＥ 5320001015976 ３Ｄパースやプレゼンを行えるソフトウェア「ＡＬＴＡ」の導入
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大分県 株式会社コイート 9320001017060 大分県産食材生産者と首都圏ホテルのオンライン商談の実現

大分県 株式会社保守工房 5320001017452 ＦＡＸによる非対面営業と快適な社内環境作り

大分県 有限会社碧水社 6320002013391 ホームページ製作及びネット認知による売上増加

大分県 株式会社フォークローバーズ 9320001007441 ランディングページ作成とＣＭ放映による販路拡大と非対面の強化

大分県 有限会社髙倉園茶舗 9320002004272 高倉ん茶の新しい道　新規事業インターネット販売網構築

大分県 肉のべっしょう － 新メニューの持ち帰りと通販による利益アップ計画

大分県 ｃｙａｋｕｍｉ － パンの新商品の開発とネットを通じた新規顧客の獲得

大分県 ビストロプティシュー － テイクアウト新体制構築のための設備投資

大分県 有限会社パブリックス 8320002013407
顧客との業務連携強化の為のＨＰ制作、及びインターネットを使った新規顧客
開拓

大分県 有限会社谷口紙業 7320002011808 新たなアイデア・新たな販路でコロナを乗り越える！

大分県 株式会社河野製作所 1320001000841 見込顧客への販促物作成による新規案件獲得と業務効率化

大分県 株式会社井之上屋 7320001013689 ショウガで免疫力ＵＰ！大分県産臼杵大生姜のジンジャーシロップ

大分県 有限会社明石文昭堂 5320002010729 ＨＰとＥＣサイトを活用した販路開拓で、新企画商品の売上増加

大分県 理容　厚田 － 店舗改装によるユニセックスサロンへの転換と感染対策の徹底

大分県 株式会社鶴橋 8320001015536 店舗移転で心機一転！全室半個室で売上ＵＰ！

大分県 有限会社関金物店 3320002011662 店舗改装による３密回避とＥＣ販売による販路開拓事業

大分県 ビーベップ株式会社 8320001016030 大分県の宝「地元愛あふれるガイド」特集サイトの増設

大分県 有限会社新巧住建 9320002008604 建物調査業務・空き家管理・終活のＥＣサイトでの販路開拓事業

大分県 そうちこ － テイクアウト客の利便性、密を避けた屋外テラス席の増築工事

大分県 ちょいＷＡＲＵうさぎ － ライブストリーミングを軸に非対面ビジネスモデルへの転換

大分県 有限会社リンクハンズ 3320002007834 新時代の結婚サービスを展開する為の改修と発信

大分県 株式会社大洋石材 3320001009006 ＩＴ化への移行に伴う非対面型ビジネスモデルへの転換と新規開拓

大分県 株式会社ブレストーン 8320001005669 新型コロナウイルスに負けないネット配信用動画制作モデルの構築

大分県 料理教室　ＯＫＡＴＴＥ － 不老長寿を目指す料理教室とオンラインによるセミナー開催

大分県 株式会社シンキ 2320001015657 非接触型セルフオーダーシステム導入事業

大分県 焼肉あらた － コロナ感染症対策としての営業環境の強化計画

大分県 ０８７～ｏｈａｎａ～ － ワンちゃん稲荷商品の冷凍通販で売上げ回復計画

大分県 合同会社カードプレイス 4320003002585 ウェブ広報による他店舗との差別化とＹｏｕＴｕｂｅ告知の強化

大分県 好きやねん　別府店 － ＨＰからのネット注文およびデリバリー販売の販路開拓

大分県 シエロカフェ － 【カスタマイズコーヒー豆】販売ＥＣサイト制作と店内感染対策強化

大分県 ＢＲＥＮＴＬ － コロナ対策万全　まつ毛エクステ併設サロン新規顧客獲得宣伝ＰＲ

大分県 株式会社Ｔｓｕｂａｓａ　トレーディング 7320001014786 店の中の名物を店の外へと売り出すテイクアウト販売事業

大分県 Ｔｒｉａｎｇｏｌｏ － 大分県生産者の食材を活用した商品開発とテイクアウトを強化
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大分県 株式会社ベルウィッシュ 5320001012858 絶景ウエディング＆ブライダル商品サイト開設による販路開拓事業

大分県 美容室ｂａｓａｒａ － バリアフリー完備の完全個室の新店舗

大分県 椀呼飲 － 「椀呼飲」の手作り弁当をより多くのお客様へ！テイクアウト強化

大分県 合同会社ｆｕｆｕ 5320003002790 「九州・大分の暮らしと人」とつながるＷＥＢショップの構築

大分県 株式会社ジェイミックス 4320001013683 オンラインイベントショー及びモデルＥＣサイト構築事業

大分県 焼肉平安閣横尾店 － 新規の顧客獲得の為の店舗改装と周知拡大

大分県 シオナーズ － オンラインレッスン特化型レンタルスタジオ事業

大分県 合同会社おたらぼ 9320003003059 おたらぼ新規スペース展開事業

大分県 株式会社朝陽 2320001013462 香凛の幸せな味をおうちにもって帰りましょう！

大分県 ＪＰＣホールディング株式会社 3320001014617 学生によるＳＮＳ網を活用した「安心・安全な除菌液」販売と除菌清掃事業

大分県 中村屋 － ＷＩＴＨコロナの中の新しいＣＡＦＥ＆ＢＡＲ展開事業

大分県 有限会社おきな堂 2320002011052 新たなギフトコンサルの形　Ｚｏｏｍによって販路を開拓しよう

大分県 三室正子税理士事務所 － ウェブサイトとＳＮＳを活用したネット集客と非対面型業務体制構築

大分県 美容室ジックヘアー － 新規ショッピングサイト開設と自社サイト強化による商品販売拡大

大分県 中島整骨院ひなた － 治療家による治療院のための動画制作オンラインスクール開講

大分県 株式会社ムラヤマ 5320001006612 「大分県産の天然竹を主とするオリジナル商品のネット販売」

大分県 株式会社飛鳥興産 4320001012900 ３蜜対策に有効なテイクアウト＆ビアホールで販路開拓

大分県 スナックＲｕｔｉａ（ルティア） － コロナ対策を徹底した安心ができるお店づくりの取組み

大分県 Ｐｕｍｅｈａｎａ　プメハナ － 『リモートセルフエステの導入とネット販売システム構築』

大分県 スマイルワーク株式会社 9320001013935 液体凍結機の導入による通販＆テイクアウト及び広告強化事業

大分県 焼き鳥　又又又 － 店頭ＬＥＤ看板設置等によるテイクアウトサービス提供強化事業

大分県 企業組合オフィスケイ 7320005003026 多言語ＥＣサイト構築による旅行予約の販売強化事業

大分県 株式会社パシフィック・イングリッシュ 7320002007665 英語学習や英語コンテンツのＥＣサポート及びオンライン強化事業

大分県 Ｑｕｅｅｎ　Ｂｅｅ － オンライン配信機材の導入とマジックのＥＣ販売強化事業

大分県 Ｄ－ｓｍａｒｔ株式会社 1320002018057 ドローンによる農薬散布事業への参入

大分県 ＴＭスタジオ － ＨＰ作成によるオンライン事業拡大の認知度向上

大分県 有限会社光祐 2320002008998 ＥＣサイト構築によるギグワーク型業務効率強化事業

大分県 エン＆メディア株式会社 7320001017145 地域メディア×ＳＮＳによる新規顧客開拓

大分県 有限会社紅屋 3320002019318 小鹿田焼販売店舗の衛生環境改善とＥＣ化による新規顧客開拓

大分県 ９ － 大分県津久見市猟友会がハントする絶品鹿肉カレーのＥＣ販売

大分県 ミヤシステム株式会社 4320001003775 クラウド型原価管理システム「ＭＩＹＡシステムＶｅｒ５」の構築

大分県 株式会社Ｌｉｔｔｌｅ　Ｓａｌｔ 8320001005636 予約来店とネット販売による顧客増に向けたＰＲと生産体制の強化

宮崎県 ＦＭＫ － 非対面型「オンラインデザインワークショップ」等による販路開拓
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宮崎県 あかつき燃料有限会社 3350002013689 ウイズコロナに合わせた営業方法の転換によるリフォーム強化事業

宮崎県 ケーキの店Ｔａｉｋｉ － 人気商品をネットで販売し、売上増と新規顧客の獲得をする

宮崎県 花ふぶき一座 － インターネットを活用した新規顧客獲得＆販路拡大

宮崎県 株式会社まるはちふくれ菓子店 6350001011385 新商品開発とＥＣ機能付ホームページ導入による販路拡大

宮崎県 クリーンエンジェル － Ｗｅｂマーケティング強化による新規顧客開拓

宮崎県 有限会社財部とうふ店 2350002039844 感染防止対策のインターネット通販サイトの構築による商品の販売拡売

宮崎県 ｈｉｂｉ５８９ － ウィズコロナを見据えたテイクアウト主体の飲食事業の新展開

宮崎県 ｏｆｆａ　ＬＩＶＩＮＧ － コロナ禍における自社ネット販売強化による販路開拓事業

宮崎県 ＰＥＲＫＵＰ合同会社 5350003002920 新技術を活用したコンテンツ製作事業とその内製化

宮崎県 あい整骨院 － ＳＮＳの活用で新規顧客の獲得と器具導入で待合室の密を改善

宮崎県 個室大衆居酒屋かがわ － 非対面型オーダーシステムでコロナ感染対策

宮崎県 パティーナストックルーム － 密を避けるコロナ対策の中古学生服ネット販売事業

宮崎県 桜結 － 店舗改装で弁当の販売やテイクアウト商品の強化

宮崎県 お菓子の小山田 － インドア消費を追い風としたＢｔｏＢの卸強化

宮崎県 Ｒｅｌａｌｕｖｏ － オンリーワンサービス強化のための移転計画

宮崎県 水菓子屋 － ブランド強化のための店舗移転計画

宮崎県 肉バル　ハロー － 惣菜業許可申請に伴う各種調理肉類の外部販売強化事業

宮崎県 株式会社フージョン 5350001016220 「郊外型」新店舗出店による販路拡大・新規顧客獲得プラン

宮崎県 株式会社ＮＳ企画 9350001014443 ＹｏｕＴｕｂｅを用いた非対面型イベントによる販路開拓

宮崎県 株式会社ＢＡＳＥＭＥＮＴ 1350001015151 コロナ禍でも、おいしく、安く、食事が楽しめる店つくり

宮崎県 有限会社哲心 5350002003069 蕎麦屋が作る！「釜揚げうどん・カレーうどん」の通信販売

宮崎県 カードショップ＠ほ～む。宮崎店 － ネット通販活用による販路開拓と店内販売時の非対面化

宮崎県 株式会社ｇｕｂｉ 5350001016352 安心安全でヘルシーな「食」の提案と提供を地域に届ける店作り

宮崎県 くす美トマト農園 － お家時間充実の為【美トマトのベジスイーツ】開発と販路開拓事業

宮崎県 イークレスト合同会社 1350003003443 県内移住者向け非対面型リモートサービス導入による販路開拓事業

宮崎県 Ａｑｕａ　Ｎａｉｌ － オンラインショップ構築及び店内感染拡大防止を含む内装工事事業

宮崎県 有限会社寿し勝本店 6350002002400 コロナに対応！調理場拡張による出前・テイクアウト販売強化計画

宮崎県 株式会社よしみカメラ 5350001004423 感染防止対策型移動写真スタジオ車の導入

宮崎県 ＩＭＡＧＩＮＥ － テイクアウト対応とＥＣ販売で、売上アップを実現する！

宮崎県 リンパケアサロンリン － ＹｏｕＴｕｂｅ、ＺＯＯＭ等を駆使した非対面型サロンの構築

宮崎県 株式会社アドバンス 2350001012040 自社ホームページのリニューアルによるネット通販の販売強化

宮崎県 有限会社富士装建 8350002003990 働き方改革による業務効率アップとデジタル化による集客の強化

宮崎県 株式会社アシストユウ 3350001002858 ホームページを活用した非接触型営業システムの構築と実践

36 / 46 ページ



令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第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。

宮崎県 株式会社まごのて 8350001007786 感染リスクを軽減するための非対面型リフォーム事業への転換

宮崎県 （株）ＦＲＥＥＤＯＭ 5350001011246 コロナに打ち勝つアパート環境作りで入居者満足度アップ

宮崎県 株式会社とおりの不動産屋さん 2350001015670 非対面型接客及びオンライン内覧による新規顧客獲得

宮崎県 モリヤマ整骨院 － 問診を非接触で行うためのレセプト管理ソフトの導入

宮崎県 株式会社日大建築 7350001016508 スマホ活用による新築住宅のリモートプレゼンで営業範囲を拡大

宮崎県 株式会社ＴＯＤＡＹ 9350002012363 グーグルマップストリートビューを活用した新営業手法の導入

宮崎県 株式会社えこのは 3350001014003 「日向しょうのう」の効果性試験の広告によるネット通販強化事業

宮崎県 ドッグランＳＯＬ － ネット販売向け自社製ペットフードの開発と顧客満足度向上事業

宮崎県 イタリア食堂俵 － レストランメニューの商品化と販路開拓～『ｕｃｈｉ食』で笑顔に

宮崎県 有限会社井上ガス 1350002008930 顧客に応じたきめ細かなサービス提供（非対面型と訪問型の両立）

宮崎県 居酒屋　むさし － 非対面型セルフオーダーシステム導入による売上アップ計画

宮崎県 相馬印ばん店 － ＨＰリニューアルによる非対面型の取組と、新たな商品の紹介。

宮崎県 ＤＯＮＤＯＮ － ＥＣサイトの開設による販路開拓及びフードトラック整備

宮崎県 とぎや － 販路拡大のためのＥＣサイトの構築と高性能研磨機の導入

宮崎県 炊き餃子㐂八郎 － ネット販売や卸販売に向けた新商品開発に伴う設備導入

宮崎県 株式会社モリナガ 6350003001665 付加価値を加えたＰＢ商品のＷＥＢ通販強化による販路開拓計画

宮崎県 ＆Ｔ － 新たな販路拡大を目指す道の駅やイベント観光施設への出店計画

宮崎県 メディカル調剤トラスト株式会社 1350001016364 気軽に立ち寄れる地域のかかりつけ薬局を目指す販路拡大計画

宮崎県 とうごう整骨院 － コロナの運動不足解消のためのパーソナルトレーニング事業拡大

宮崎県 英国屋 － 店舗改装及び新メニュー開発によるテイクアウト強化事業

宮崎県 玲玲株式会社 9080101016821 販路拡大のために実施する持ち帰り強化事業

宮崎県 善飲酒豪 － 低温調理器導入による新メニュー提供での販売促進事業

宮崎県 Ｍ－ｆｌｏｒａ（エム・フローラ） － デッキを作り三密を避けるための店頭販売範囲や販売機会の拡大

宮崎県 株式会社人夢創家 6350001011492 高齢者でも安心　完全バリアフリー古民家レンタルスペースの提供

宮崎県 庸山窯 －
ＨＰを新設し、当工房のサービスをアピールするとともに、各種ＥＣサイトと連結
し、非接触型受注の仕組みを作る。また、絵付け体験を屋外でおこなえるよう
にし、感染リスクを低減する。

宮崎県 与志乃 － 焼き菓子（トゥンカロン）のインターネット販売に取り組む

宮崎県 Ｌｅｐａｎｊａｏ － コロナ禍を乗り越える「ネット販売主体」へのビジネスモデル転換

宮崎県 やきとり一尺 － ＥＣサイト構築及びテイクアウト強化による非対面型販売への挑戦

宮崎県 太陽ゴム工業所 － 出張型タイヤ交換サービスの導入とＨＰ制作等による販売促進事業

宮崎県 有限会社大田商店 6350002017357 新規獲得の為の養殖魚商品のネット通販やふるさと納税化への挑戦

宮崎県 有限会社スーパーケンちゃん 4350002017433 アウトドア需要対応・真空パック惣菜開発及び生産体制の強化事業

宮崎県 さくらさくら館 － キッチンカーに併設するオンライン似顔絵サービスによる経営強化

宮崎県 マーテック株式会社 3350001007312 「楽丸ロケータ非対面販売事業」
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宮崎県 株式会社ライジングカンパニー 8350001005443 非対面型ビジネスモデル（分散型同一サービス）への転換

宮崎県 合同会社ギャラント 7350003002010 チャット機能付きＨＰで営業の非対面化と新事業による売上確保

宮崎県 株式会社大原自動車整備工場 7350001016053 『経験・感に頼らずＩＴの力（ＨＰ、調色システム）で販路拡大』

宮崎県 有限会社小村塗装工場 5350002001816 『自社サイトの改修、及び通販によるコロナに負けない体制作り』

宮崎県 Ｍａｋｅ　ｍａｒｒｙ － オンラインお問い合わせとブライダル小物のネットショップ販売

宮崎県 株式会社イルブランド 7350001012622 映像制作事業の完全内製化とコロナ禍でのプロモ映像需要の獲得

宮崎県 有限会社大和自動車工業 9350002005053 エアコンガス洗浄とＨＰ開設で新規ジャンルでの販路拡大

宮崎県 ジュウカンホーム － 対面で教える既存形態とオンライン形態を併せ持つ習字教室

宮崎県 株式会社煌 4350001013227 ＨＰを作成しＥＣサイト、Ｗｅｂ予約で非対面型ビジネスの構築

宮崎県 ＲＵ～紡ぐ － サロンの予約システムとＥＣサイト構築

宮崎県 ハッピーインフォメーション雅 － オンライン導入による非対面型の結婚相談所へ

宮崎県 株式会社Ｈａｖｅ　ｆｕｎ　Ｆａｃｔｏｒｙ 4350001015792 ネットを駆使して販路拡大！協力会社とともに発展できる企業へ。

宮崎県 ハッピーハート － ＷＥＢ予約お問い合わせ、非対面型カウンセリングの構築

宮崎県 江藤松薬堂 － ＥＣサイトとＬＩＮＥ登録でオンライン相談の非対面ビジネス構築

宮崎県 株式会社東京ミレニアム 4350001012781 オンライン商談窓口開設によるＯＥＭ案件の獲得による販路開拓

宮崎県 串カツ五十六 － キッチンカーによる店外収益の構築とネットを通じた新規顧客獲得

宮崎県 フードバランス．ラボ － 「フードバランス．ラボ」～バランス食で、おいしくカラダを整える～

宮崎県 ｏｉｓｅｅｄｃｏｍｐａｎｙ － 非対面型接客を目的としたサイネージ設置による販売箇所拡大計画

宮崎県 有限会社エムティーケイメディカル 6350002000726 オンライン講座販売と非接触機器施術を用いた新規顧客獲得

宮崎県 ごとう鍼灸整骨院 － 見やすいＨＰ，看板から信頼を得る販路開拓

宮崎県 有限会社長谷川水産 4350002003623 「究極の血抜き」技術で、宮崎の魚を美味しく仕立て、全国へ。

宮崎県 有限会社オークラ製作 3350002011528 緊急事態に負けない筋肉質な体制を構築する為の事業内製化

宮崎県 発酵バル　ダルム食堂 － オリジナル発酵調味料開発と販売のためのＥＣサイト構築事業

宮崎県 株式会社ＫＲＥＡＭ 9350001008148 地元の農家・商店とのコラボによる商品開発と通販サイトの強化

宮崎県 スナック　Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ － テイクアウトとネット販売の開始

宮崎県 株式会社菱友 4350001008441 睡眠負債を救済する快眠布団販売のＥＣサイト構築・販路拡大

宮崎県 株式会社ビーケーオー 9350001012819 ホームページ開設し新型コロナウイルス感染予防商品の販売強化

宮崎県 ＬｉｔｔｌｅＢｅＲＲＹ － ＨＰリニューアル及びＥＣサイト構築による売上高増加

宮崎県 薬美館　良優 － 非対面型ＷＥＢシステムを機能するよう構築し、販路開拓で収益アップ

宮崎県 合同会社榎本塾 2350003003368 ソーシャルディスタンスを確保し安心して学べる塾へ

宮崎県 株式会社マスタリィデンタルラボ 1350001005425 歯科技工物オーダーによる非対面ＷＥＢ決済の強化

宮崎県 株式会社ミライズ 1350001015795 会員機能付ＨＰへの改修とクラウドＤＢによる営業力・支援力強化

宮崎県 株式会社ＬＥＡＮ　ＩＮ 4350001012468 遠隔ツールを活用し健康チェックや運動や対話のできる環境提供づくり
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宮崎県 ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲ　ＨＡＭＡＳＡＫＩ － オウンドメディア活用した動画配信及びＳＮＳ導入でファン層・販路拡大

宮崎県 有限会社東広告社 9350002003759 ４０代からの生活応援ポータルサイト「ハピ活」の制作

宮崎県 株式会社　アドカム 2350001012214 テイクアウト事業展開に伴った店舗改装＆Ｗｅｂ開設

宮崎県 有限会社手羽先番長 2350002007766 新商品開発と非対面型ビジネスへの転換で新販路開拓

宮崎県 株式会社Ｒｉｇｈｔ 7350001016400 在宅で過ごす時間を豊かにするホビー商品の販路拡大のための販促用ＰＲ

宮崎県 あやこ手ラピー － 心と身体の「元気・キレイ」を支えるオンラインカウンセリング

宮崎県 有限会社ホテルセンチュリー宮崎 3350002004226 食事会場分散による利用者同士の非接触化推進事業

宮崎県 株式会社島子商店 5350001005529 非対面型ＥＣサイトと実店舗の融合

宮崎県 ＡＺＡＢＵ株式会社 8350001013413 非対面型事業で新顧客獲得及び店内の環境整備で売上増を図る

宮崎県 長友味噌醤油醸造元 － 手作り味噌キットなどのＥＣサイトで非対面型営業販売

宮崎県 有限会社ジェイ・ピー 7350002002119 ミニＦＭ事業部の設立による、新しいライブサービスの提供

宮崎県 有限会社中村メディカル 5350002003366 アフターコロナに備えた集客対策と感染予防対策

宮崎県 ユアサ商事 － ウイズコロナ・アフターコロナ対応のビジネスモデルの構築

宮崎県 たかやま健生堂 － ウェブからの情報発信とウェブ観覧者限定の定期的キャンペーン

宮崎県 有限会社加藤産業 4350002018588 コロナ禍対策設備及び生産性向上設備設置事業

宮崎県 株式会社コクセイメディック 1350001009236 ワーケーション宿泊施設の非対面型の改装工事

宮崎県 株式会社ナビックスコーポレーション 2350001004384 レーザー加工機による販路拡大及び非対面ビジネスへの参入

鹿児島県 ジャンヌダルク － 黒毛和牛を使った新商品開発と販路拡大の取り組み

鹿児島県 ＫＡＧＯＪＯラボ － “コロナ時代だからこそ”価値を感じる動画制作のための体制構築

鹿児島県 ＦＬＯＷＥＲ　＆　ＰＬＡＮＴＳ　Ｎｅｌｋｅ － おうち時間の充実と花贈りを支えるオンライン決済の構築

鹿児島県 有限会社エスアールファクトリー 5340002001817 コロナ禍における無観客での配信とハイブリッド公演の実施事業

鹿児島県 合同会社ＯｃｅａｎＬｉｎｋ 7340003002093 飲食店との共同体制による小売店出店・ＥＣサイトによる販売強化

鹿児島県 藤宝石 － レーザー彫刻機・溶接機の導入による内製化でお客様の想いを形に

鹿児島県 うえかま整骨院 － 非接触型機器の導入によるソーシャルディスタンス療法

鹿児島県 アロマテラピーチャーミング － 非対面でのコロナ感染予防セルフフェイス、ボディーメニュー事業

鹿児島県 有限会社松重 4340002008895 非対面型ビジネスモデル確立の為のネット販売システムの導入

鹿児島県 株式会社小田畳商会 4340001000754 コロナに負けない“魅力ある畳”の訴求型販路拡大事業

鹿児島県 ＳＴ建設 － 安心した日々を送ろう！エアコン除菌クリーニング受注事業

鹿児島県 株式会社Ｓ　ＰＲＯＪＥＣＴ 3340001010416 オンライン飲み会や家飲み、家ご飯ニーズに対応した総菜販売

鹿児島県 ヘアメイクマルジュ － 高価値商品の直販とケアドライで顧客満足度ｕｐと業務効率化

鹿児島県 魚庄 － 錦江湾でとれる深海魚を使った商品開発と非対面による販売

鹿児島県 Ｍｏｔｈｅｒ’ｓ　ｃｒｅｐｅ＆ｃａｆｅ － 新規メニューを活用したクレープのテイクアウト販売の拡大

鹿児島県 株式会社徳人 5340001019892 非対面型の相談・お見合いの構築による会員成婚者数増加作戦
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鹿児島県 ｇｒｏｗ’ｓ合同会社 7340003001582 コロナ禍でもお客様に安心して来店できるサービス・店舗環境整備

鹿児島県 メンテナンスホーム鹿児島 － 非対面による市価に左右されない販路開拓

鹿児島県 Ｆｌｏｗｅｒ　Ｇａｒｄｅｎ － オンラインで優しい花柄のパッチワークレッスン

鹿児島県 Ｂｅａｕｔｙ　ａｎｄ　Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｍ － 親子でも安心、非対面によるセルフ脱毛サロン

鹿児島県 株式会社藤咲 6340001010396 オンライン相談等新規事業及び新規顧客開拓事業

鹿児島県 おにくのくにお － キッチンカーの導入による売上回復と新規顧客の獲得

鹿児島県 株式会社ステップ 4340001006850 保護者を対象としたカウンセリング及び自習室等のオンライン化

鹿児島県 株式会社コネクト 1340001021745 オンライン相談窓口設置による非対面型販路開拓事業

鹿児島県 株式会社福家 9340001022496 オンラインによるカウンセリングシステムの構築

鹿児島県 株式会社アローズ企画 3340001022139 非対面型マイホーム相談サービス

鹿児島県 麺屋めじろ － 券売機を活用した金銭授受での感染症対策による集客力増加事業

鹿児島県 杵屋モンドール － 非対面型営業に向けたＥＣサイトの構築及びＨＰリニューアル

鹿児島県 ＣＯＣＯＡＮ　ＬＥＡＴＨＥＲ － ランドセルリメイクをメインとしたＥＣサイト構築による販路拡大

鹿児島県 しちりん酒場トントコトン － 非対面型オーダーシステムの導入等による安心安全な店舗づくり

鹿児島県 アオゾラ堂（食うドンドン） － テイクアウト商品を中心とした非接触型の販売促進事業

鹿児島県 ひだか整骨院 － 非対面型のオンライントレーニング指導の導入による売上拡大事業

鹿児島県 菓子工房　亜ん寿 － コロナに負けない販売環境の整備とスティックアイスの新商品開発

鹿児島県 有限会社磯の味黒之瀬戸 3340002022212 海鮮料理店から完全予約制の日本料理店へ転身したコロナ対応事業

鹿児島県 株式会社セントラル楽器 1340001010616 現代に合った販売促進方法と非対面型ビジネスへの移行

鹿児島県 いっさごれ － 感染症防止対策の徹底による販路開拓と売上のＶ字回復計画

鹿児島県 株式会社奄美サービスジョイント 7340001010486 瞬間冷凍機器の導入でＥＣ販売・テイクアウトの新規販路開拓

鹿児島県 ハーブアンドカフェレストラン祐 － ハーブ菓子を全国へ届ける非対面型ＥＣ販売と増産体制強化

鹿児島県 合名会社新亀屋旅館 4340003001065 商圏分析に基づいた老舗旅館のプレミアム新メニューとＩＴ販路開拓

鹿児島県 マルチェロ － 地域オンリーワン料理“鴨”を含めた新商品開発と販路拡大事業

鹿児島県 ももさわ不動産株式会社 3340001022023 地域Ｎｏ．１の実績を維持するためのブランド構築と新規顧客開拓

鹿児島県 株式会社ｉｎｔｕｉｔｉｏｎ 7340001021582 テイクアウト＆デリバリーの強化で新規顧客の獲得

鹿児島県 グローバル緑 － ＨＰ及びインターネットを利用したリモートでの技術サポート事業

鹿児島県 旬彩とど家 － キッチンカーを利用した移動型販売による販路開拓

鹿児島県 居酒屋　いくよ － コロナ感染対策及びテイクアウト・新メニュー開発による集客強化

鹿児島県 西創設工業株式会社 4340001019010 瓦コースターセットのネット販売を通して新たな価値提供を実現

鹿児島県 株式会社窪弘商店 4340001001488 屋根・外壁工事パックの非対面決済・動画ＰＲ事業

鹿児島県 有限会社花遊善 2340002007734 オンラインアートフラワー講座＆製作キットの販売サイト構築

鹿児島県 フローリスト花うさぎ － お花プレゼント予約注文システムとオンラインアレンジ教室
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鹿児島県 株式会社アローズモーターサイクル 8340001005923 バイクアイテムＥＣとコミュニティの連携

鹿児島県 合同会社朝里 4330003006643 宅配サービスやインターネット販売の導入による販路開拓

鹿児島県 ＣｈｉｐｓＣａｆｅ － テイクアウトやインターネット販売の導入による販路開拓

鹿児島県 さつまうまいもん株式会社 2340001022627 新商品開発と販売チャネルの構築、飲食店の事業展開

鹿児島県 株式会社グレース 1010001195523 健康食品のエステ商品・サービスの販売促進事業

鹿児島県 株式会社剛一家 5340001020636 ラーメンを中心とした新商品開発と販売チャネルの構築

鹿児島県 あすか塾 － オンライン非対面型個別指導授業の導入と新規生徒獲得

鹿児島県 エイトスポーツ整骨院 － ＥＣサイト構築・予約アプリ導入による新たな収益源の確保

鹿児島県 株式会社　檀 3340001013443 無人エステ事業の導入による事業転換と感染症対策

鹿児島県 株式会社ＧＯＹＯＵ 1340001009609 不用品回収・遺品整理パックのオンライン活用した非対面化事業

鹿児島県 丼丸海鮮祭 － テイクアウトとデリバリーの併用で新規顧客獲得し売上を伸ばす

鹿児島県 ｐｅｃｏｒａ － クロスメディア戦略による非対面販売の強化と在庫管理の強化

鹿児島県 温浴リゾート　マンダリン － 地元のおいしいを全国へ真空包装機導入でＥＣ販売による販路拡大事業

鹿児島県 株式会社ジオカンパニーリミテッド 8340001020641 ニューノーマルに適した新営業スタイルで新規顧客・販路を獲得

鹿児島県 株式会社Ｓａｌｏｎ 6340001015528 システム活用による自動受付、セルフ脱毛

鹿児島県 浜田食品 － 居酒屋鮮魚メニューを自宅で味わうデリバリーへの挑戦

鹿児島県 株式会社橋之口 1340001019855 ＥＣサイトによる販路開拓

鹿児島県 株式会社アニー 4340001020059 コロナ禍に対応したネット販売及びワークショップ強化事業

鹿児島県 ハングアウト － ホームページと他サービスを連動させて新たな販路拡大をめざす！

鹿児島県 Ｆ．Ｕ． － 感染リスク軽減と回転率の向上、キャッスレス対応の券売機導入

鹿児島県 有限会社中江絹織物 5340002000117 大島紬の付加価値向上に向けたリモートオーダーシステムの構築

鹿児島県 株式会社渕脇殖産 4340001003781 木材・木工製品のオンライン販売による販路拡大と地産品ＰＲ事業

鹿児島県 ｅｓｐｏｒｔｓｓｔｕｄｉｏＫＡＧＯＳＨＩＭＡ － 磁気カード型課金システム導入によるビジネスモデルの構築と販路拡大事業

鹿児島県 和む － ＨＰや動画の制作による積極的なプロモーションと新たな販路開拓

鹿児島県 體と心の笑顔サポート － 動画教材の制作及びインターネットを利用しての新規顧客獲得

鹿児島県 合同会社樹 4340003001420
ホームページとＳＮＳ導入による、デリバリー、テイクアウトの周知と炉端焼き店
への事業転換の周知徹底➡収益の大幅な増加

鹿児島県 小牧醸造株式会社 9340001009106 新たな販路となるＥＣサイトの販促事業

沖縄県 有限会社ベイリーフ 6360002005393 テイクアウト・デリバリー部門の立ち上げ

沖縄県 野添　博雅 － オンライン向け映像事業を柱とした非対面型ビジネスの立ち上げ

沖縄県 ＤＯＣＧおきなわダイニング － コロナ感染予防対策　非対面型料理提供サービス

沖縄県 インティーデザインスタジオ － 定番商品を自社開発して販路拡大・ＷＥＢ販売強化で売上アップ

沖縄県 大屋玲奈 － 【沖縄の風土を大切にした「日常家族写真」の展開と新規顧客獲得】

沖縄県 株式会社ウェインクリエイト 6360001025731 こどもプログラミング教室のオンライン授業実現に向けた取り組み
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沖縄県 株式会社ハドムフードサービス 8360001010995 コロナ禍対策のための生産性向上及び非対面型販路の構築

沖縄県 たきもの屋薫る風 － ＥＣ活用による市場の拡大と新規顧客獲得のための商品開発

沖縄県 ボディメイクスタジオＶｅｎｕｓ － 【完全個室型レンタルジムの運営】による非対面ビジネスの導入

沖縄県 ＭＡＭＡＰＯＲＴ － オンライン動画配信構築で認知度アップ・新規顧客獲得

沖縄県 株式会社ネクストヒーローズ沖縄 4360001025634 「沖縄特撮ヒーロー」ファンミーティング開催とホームページの更新

沖縄県 有限会社琉球サンゴ 2360002004705 ネットとパンフレットのハイブリッド営業で新規顧客獲得

沖縄県 ポルタアンドゲート － 自社制作による新商品開発、地域のお客様向け刺繍刺サービス

沖縄県 リラクゼーションサロンＴｅＴｅ － 新型コロナウイルス感染症対策、非接触型事業の開発と広告

沖縄県 小顔エステあいはな － ネットを通じた新規顧客の獲得と顧客満足度向上

沖縄県 ヘアーメイクＢＥＳＴＩＥ － お客様に触れない安心・安全なケアドライシステム事業

沖縄県 ハッピースマイルＭ＆Ｋ － オンラインによる育児講座・相談、カウンセリング事業

沖縄県 ｆｉｓｈ　＆　ｃｈｉｐｓ　まるたま － テイクアウト専用窓口と屋外席設置による売上アップ

沖縄県 ＲｅｓｏｒｔＣｏｎｃｉｅｒｇｅＯＫＩＮＡＷＡ株式会社 7360001018635 ＩＴ・ＷＥＢ強化による販路拡大と感染防止対策

沖縄県 ＬＥＭＯＮＡＤＥ　ＤＡＮＣＥ　ＳＴＵＤＩＯ － 公式ＨＰ－オンラインレッスン対応サイト構築＋ＳＮＳ広告ＰＲ

沖縄県 ｍａｖｅｒｉｃｋ － 「ポストコロナ時代対応のリピーター戦略の展開」

沖縄県 炙りやもののふ － ＳＮＳを活用した新規客開拓と新型コロナ対応型店舗事業

沖縄県 星野工房 － 沖縄の魅力を楽しめるマンガ・動画情報サイト開設による市場構築

沖縄県 株式会社シャイニング沖縄 1360001023723 コロナ禍をファッションとして楽しむオリジナルマスク制作事業

沖縄県 ぎおん祭り － 感染リスク低減のため店内改装と非対面型テイクアウト販売への取り組み

沖縄県 備長炭焼　みやび問屋 － 店舗の感染予防対策と非対面売上獲得のための対策

沖縄県 有限会社エバ・グリーン 9360002000706 リモートワーク環境の整備とネット通販の拡充

沖縄県 Ｌａｄｉｅｓ＆ＧｉｒｌｓＢＡＲ　５５５ － 店内環境改善によるコロナに負けない安心店づくり。

沖縄県 美容室Ｃｏｃｃｉ　ｎｅｌｌａ～ｈａｉｒ＆ｈｅａｒｔ～ － ＥＣサイトでいつでも繋がる髪も心も体も健康になるサロン

沖縄県 酒場ＫＵＭＥＣＨＯ － 宅配事業及びネット販売による新規顧客の獲得

沖縄県 Ｓａｒａｓｗａｔｉ － 施設の魅力が伝わるＨＰ作成と蜜を回避する野外施設設置。

沖縄県 有限会社誠和実業 8360002007677 業務効率化システムソフトウェアの導入

沖縄県 Ｃｒａｆｔ　Ｂｅｅｒ　Ｈｏｕｓｅ　麦　ＢＡＫＵ － ビールの持ち帰りとネットを通じた新規顧客の獲得

沖縄県 有限会社ヨシダ工業サービス 4360002004620 専用ＨＰ作成と商品説明動画で消費者販路拡大と新規代理店獲得

沖縄県 ルチェカリーナ － 業務用脱毛機によるセルフ脱毛の導入

沖縄県 株式会社Ａ－ＤＲＥＡＭ 9360001022429 健康に関する知識と沖縄文化が学べるオンラインフィットネス

沖縄県 株式会社サベージ 8360001027123 コロナ禍でも利用可能な環境整備と販売促進事業

沖縄県 ダイエットサロンぷちポム － 食べて痩せる＋小顔でイキイキハッピー（オンライン講座）

沖縄県 手織工房マルベリー － 出張型小規模織物教室事業
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沖縄県 有限会社ハイビスカスクッキングスクール 9360002012247
沖縄薬膳みその製造販売体制の強化及び非対面ビジネスモデルの売上増加
を図る。

沖縄県 おやじキッチン － 新商品開発と販路開拓でコロナを乗り切るプロジェクト

沖縄県 ピーシーサポート沖縄 － リモートソフトを使用した非対面型のパソコンシステムサポート

沖縄県 プリントショップ貴 － オンラインショップ開設による非対面販売と新規顧客の獲得

沖縄県 有限会社アイキャン 4360002022671 オリジナル商品及び受注製作商品強化大作戦！

沖縄県 エステサロンラグジューム － ネットを通じた商品販売と一部非対面ビジネスへの転換

沖縄県 合同会社優伸 3360003010692 メール配信システムを利用した「一斉メール」＆メルマガ制作

沖縄県 リンパ療法サロンマノマノ － 危険なダイエットの卒業！新ダイエットカウンセリング養成講座

沖縄県 てぃださあら － 動画で学ぼう！免疫力アップ「手作り麹調味料レッスン」

沖縄県 ココプラス － 「ＳＮＳ広報」の自動受講システム構築、事業拡大・新規顧客獲得

沖縄県 アンマー － コロナ下でも売り上げを向上するためのＥＣ導入

沖縄県 株式会社花商 3360001015801 「販売チャネルの拡充」と「製品・サービスのさらなる品質向上」

沖縄県 株式会社ＦＩＮＥＳＳ 8360001016539 ＷＥＢ広告にて販促物を宣伝し、オンラインショップでの売上確保

沖縄県 Ｓｐａｃｅ　Ｓａｒｉ＊Ｓａｒｉ － 繊細な女性が自分らしく幸せに生きるセラピーのオンライン化

沖縄県 Ｄｒｅａｍ　Ｆｏｏｄ合同会社 2360003009463 ハラール認定の新商品開発と、移動販売・ネット通販の導入。

沖縄県 美ら海ダイビングセンター － Ｗｅｂのリニューアル！集客を目的としたサイトに改修

沖縄県 網走学習会 － オンライン型数学個別指導塾『数強塾』の新規顧客獲得

沖縄県 株式会社ビ・ムーブ 2360001019126 売上回復への非対面化、販路開拓

沖縄県 株式会社ｓｉｒｏｂａｋｏ 2360001023697 新リリースした求人クラウドツールの開発改善と販路開拓

沖縄県 ｈａｉｒ　ｒｅｓｏｒｔ　ｄｉｄｉ　ｕｎ　ｍｏｄｅ － オンラインサービスの導入と販路拡大

沖縄県 海鮮食堂太陽 －
コロナ禍危機の打破～テイクアウトメニュー新開発・店舗内感染予防対策強化
～

沖縄県 岸本製菓 － ＥＣサイトを構築し、６５年続く沖縄の駄菓子を全国へ販売する

沖縄県 合同会社シンカ 2360003009819 自社ＨＰ、ＥＣ、ＳＮＳの連携による非対面型ビジネスの確立

沖縄県 整体アロハ堂 － コロナに負けない！新店舗の完全個室化改修工事への取り組み

沖縄県 株式会社オーシャン 3360001020108 リモート内見会でお気に入り家具を製作！快適空間を演出します

沖縄県 合同会社ニュー・サムライ 1360003008656 自慢の沖縄料理を食卓へ～ＥＣサイトの運用でデリバリー強化～

沖縄県 ＳＴＵＤＩＯ　ＮＡＭＹ － 沖縄の美しい海で幻想的な水中ウェディングフォト撮影

沖縄県 株式会社工房仁 8360001010905 ウェブサイトを最大限活用し新規顧客をつかむ

沖縄県 株式会社喜名新 5360001010271 町工場が取り組むウイズコロナ時代に必要な支援事業

沖縄県 株式会社琉球 3360001015578 自社サイトの集客強化ＨＰ開設・オンライン体験プラン販売

沖縄県 ティー・クリエーター夏輝 － 和のスイーツとレシピをセットしたオリジナル・スイーツの通信販売

沖縄県 有限会社中部電算フォーム 8360002012025 印刷物販売用のＥＣサイトを制作し県内から全国へ販路を拡大

沖縄県 株式会社オスカル 4360001000884 『オンラインを使った新サービス開発と感染予防へのリノベーション』
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沖縄県 ｅｌｕｆｅ － 広告宣伝とオーニング設置で顧客確保とＥＣサイトの強化

沖縄県 株式会社フレア 3360001015306 オンラインスクールからふく業支援へ繋げる新ビジネスモデル構築

沖縄県 美容室福山 － 美容室での対面時間を大幅に減らすサービス提供への取組

沖縄県 ＢＯＯＳＴ　ＳＴＵＤＩＯ － 地域企業に対する非対面ビジネスのプロデュースとオンライン観光

沖縄県 合同会社フィット 8360003006034 コンテンツ販売及びセミナーのオンライン化と自社ＨＰの充実

沖縄県 ティーダプランニング － 黄麹と黒麹を原料としたパウダーパックの開発及びネット販売

沖縄県 オフィスいちろう － ●ＩＣＴを活用した非接触型の宿泊施設環境の構築

沖縄県 うみない美 － 戦略型ＨＰの作成とオンライン　エステ・スパスクール及び集客強化事業

沖縄県 ブライトアップ － コロナ禍における、カスタムカー販売促進プロジェクト

沖縄県 株式会社丸昇物産 5360001008258 オンラインショップの再構築によるＢｔｏＣへの販路拡大

沖縄県 沖縄フレッシュ株式会社 4360001015577 ＥＣサイト開設による販売強化と新商品パッケージデザインの制作

沖縄県 株式会社三神通商 1140001016113 国内外の展示会の参加による新規顧客の獲得、国産新商品の開発

沖縄県 Ｈａｒｍｏｎｙ － 多角化経営に踏み込み盤石な経営基礎を築く

沖縄県 株式会社ＲｕＧｕ 6360001024023 屋外ウエディングサービスの充実と物販訴求で宿泊外売上を強化

沖縄県 美ら海ハウジング株式会社 3360001018845 無光触媒「エコキメラ」を活用した感染防止対策需要獲得

沖縄県 風泉 － 産直食材を使用したテイクアウト強化による新規顧客の開拓

沖縄県 株式会社Ｊ－ＮＡＢＩ 7360001015731 Ｂ　ｔｏ　Ｃの予約サイト開設

沖縄県 Ｆｌｏｗｅｒ　ｒｉｖｅｒ　Ｓｏｎ － ＺＯＯＭを活用した、県内外カウンセリング拡大事業

沖縄県 合同会社ゆいそば 3360003009594 コロナウイルスに負けない！沖縄そばの新ビジネスモデルの構築！

沖縄県 株式会社美スリート 9360001008171 ホームページ作成事業。人材育成講師事業。サロン内感染対策事業

沖縄県 合同会社Ｂｌｕｅ　Ｏｃｅａｎ 7360003007553 沖縄県限定民泊オンラインコンサル事業

沖縄県 アルバ美容室 － 新商品開発による非対面ビジネスモデルの構築・強化

沖縄県 合同会社まなびと 8360003009219 「オンラインどこでもタケダ」の実施と周知によるコロナ対策強化

沖縄県 炭火料理と旨い酒まっすぐ － テイクアウトシステム導入による新規顧客獲得とコロナ対策

沖縄県 有限会社テレネット沖縄 3360002002947 非対面の営業サポート・遠隔保守システム導入をＰＲの為ＨＰ新設

沖縄県 楽家 － 新規顧客獲得のためのＨＰ・テイクアウト用立て看板作成

沖縄県 ピュールホワイト － セルフ脱毛機導入で対面時間の短縮による安心安全なお店作り

沖縄県 有限会社フィロソフィア 6360002018759 ネットショップで遠隔でも『女性のきれいになりたい』を叶えます

沖縄県 ＬＤＫ　ｌｕｃｃａ － 【テイクアウトメニュー増強および販路拡大】

沖縄県 合同会社プラウ 7360003007446 コロナ禍でも安心して来店できる店舗改装と宅配の開始

沖縄県 株式会社Ｌ’ａｄｄｉｔｉｏｎ 7360001011284 Ｗｅｂを活用した非対面型出版ビジネスの構築と映像事業展開

沖縄県 株式会社カツデリ 5360001020881 県内初！コロナに負けない！シェアリングデリバリーによる販路開拓

沖縄県 エステティックサロン　Ｄａｈｌｉａ － セルフケアの部屋を設け、非対面でセルフ脱毛をしていただく
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沖縄県 株式会社ビープロインターナショナル 2360001024167
新しいスタイルの国内語学・スポーツ留学プログラム開発とネットを通じた新規
顧客獲得。

沖縄県 ＨＢＭアシスト － 国家資格所有者による安全な訪問施術と水素機器メニューで集客

沖縄県 吉迫博哉 － ＨＰリニューアルとオンライン決済の導入

沖縄県 フォトスタジオフィールド － オンラインサービス：今すぐ呼び出せる！プロカメラマン

沖縄県 いまいパン合同会社 1360003009381 ・コロナに負けない！ＥＣサイト構築と販売強化の為の改装工事

沖縄県 株式会社ＥＭＧ 9360001019078 沖縄海産物販売ＥＣサイトをＢｔｏＢ向けに運営海外新規顧客を獲得

沖縄県 焼膳 － 『焼膳』の味をご家庭でらくちん定期便

沖縄県 Ｔ．Ｒ．Ｙ． － 非対面型ＩＴコンサル事業推進及びオンライン業務の標準化

沖縄県 株式会社あまひさ 1360001022923 『みんな安心してんみゃ～ちよ～！』

沖縄県 エリコーポレーション － 家庭内食が急上昇！沖縄県産ブランド豚を県内外の食卓にお届け！

沖縄県 魚とやー － 顧客獲得のためオンライン面の充実化

沖縄県 ＡＳＩＡＮＤＩＮＩＮＧ株式会社 8360001014468 ※インターネットによる新規顧客の取り込みと非対面型営業スタイル

沖縄県 株式会社リッコジェラート 4360001022012 アイスクリーム専用充填機を購入し、ホームページや卸の販売促進

沖縄県 あげなカンパニー株式会社 8360001026991 マーケティングオートメーションの導入で非対面営業の効率アップ

沖縄県 吉田道場 － ＨＰ・オンラインの活用で幼少から学べる空手教室の販路拡大

沖縄県 合同会社ＮＥＳＴＡ３５８ 2360003008052 パーテーションの新たな設置で一層心地良い店舗展開で売上拡大

沖縄県 株式会社エニフ 9360001018484 切りたて原木生ハムのおつまみセットと特製スイーツの店頭販売

沖縄県 ベストクリーニング － ＩＴツールを駆使した事業拡大施策

沖縄県 酒肴飯　まる清 － 非接触型ビジネス展開、ＷＥＢ集客による販路拡大事業

沖縄県 佐久川組 － オンラインで事業を円滑化するためのシステム開発

沖縄県 アドビゴコロ － 起業した人・している人へのネットを通じたコンサルティング事業

沖縄県 泡盛と海産物のぱやお － ＷＥＢ構築による自社商品販売＆デリバリー予約とＳＮＳ連動集客

沖縄県 居酒屋小僧じぇいや － 新商品＆新ＥＣサイトで実現する！新規顧客獲得戦略

沖縄県 ヘアサロン８ － ＷＥＢサイトをリニューアルし販路拡大

沖縄県 株式会社ワーク・ライフハーモニー沖縄 6360001015781 オンライン教室を開催するためのＷＥＢ構築・システム導入

沖縄県 ＯＡＳＩＳ － 出張サービスにも対応可能な新メニュー導入とネット販売

沖縄県 海産物料理　大漁 － 継続的なチラシ配布により非対面型の売上維持

沖縄県 バライル合同会社 5360003010328 ＥＣを使った自社メンズアンダーウエアブランドの海外展開

沖縄県 合同会社ＨａｐｐｙＪｏｙ 5360003008322 自社ＷＥＢサイトの再構築と展示会出展による販路開拓

沖縄県 ＧＩＦＴ － 非対面型オンラインによるインテリアコーディネートサービス

沖縄県 合同会社Ｏｎｅ　Ｓｕｉｔｅ 1360003007641 コロナ禍のホテル運営における顧客の声を活かした集客力向上事業

沖縄県 株式会社ＬＥＥ　ＨＯＭＥ 6360001021788 事務所固定電話回線を在勤社員携帯電話へ転送

沖縄県 株式会社しまとうふ 4360001014158 ＳＮＳを活用した自社ＥＣサイトでの新市場開拓
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沖縄県 Ｌｉｇｈｔｈｏｕｓｅ － ＷＥＢサイト＆キッチンカーによる生産性向上と差別化の促進

沖縄県 島袋幸江 － ウェブマーケティング導入による拡販

沖縄県 太田正人 － お店の魅力発信とテイクアウトＷＥＢ予約による新規顧客の開拓

沖縄県 株式会社沖縄ゴールデンファーム 5360001014405 食料品等販売・輸出のためのホームページ改良

沖縄県 株式会社オフィス琉星 4360001015791 ホームページリニューアルによる沖縄芸能プロ新規顧客の獲得

沖縄県 有限会社セイワ食品 5360002019139 動画を活用した新しい販売方法を導入、ＥＣサイトで販路拡大
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