
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

徳島県 合同会社ジェイ・ヨガスタジオ 8480003001287 ホームページリニューアルにオンラインの情報提供

徳島県 味よし － 「自宅でもできたての食事」テイクアウト弁当で提供

徳島県 コード株式会社 3480001003694 就活動画サイトの新規立ち上げとネットを通じた新規顧客獲得

徳島県 有限会社味扇 3480002000294 『日本料理味扇』のこだわりの味をご家庭へ届けたい。

徳島県 徳島自然食品センター － ネット通販サイト開設による通販での売り上げ拡大

徳島県 遠近　をちこち － ＷＩＴＨコロナに対応した店舗づくり・サービス提供事業

徳島県 オージージャパン株式会社 8480001010018 非対面によるオンラインを中心とした営業形態への転換

徳島県 Ｈａｉｒ／Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　Ｔａｂ － 美容室の非対面営業促進と来店促進の為の最新スパメニューの開発

徳島県 不動産コンサルティング － ｗｉｔｈコロナを見据えたネットでの非対面型コンサルティング

徳島県 株式会社おおくぼ写眞舘 6480001010985 ホームページ作成による非対面型ビジネスモデルの構築

徳島県 金剛茶屋 － ３５周年を機に来ていただける新規顧客獲得のための環境づくり

徳島県 たわらハウス － 自社ＨＰ構築によるリノベ住宅の情報発信と販路開拓

徳島県 株式会社コール 2480001001617 コロナ禍に負けない！塗料の非対面販売から事業拡大

徳島県 ローズ　ベイ　カフェ － 真空包装の商品をネット販売する販路開拓事業

徳島県 株式会社メディハモ 3480001010724 感染予防と健康増進のための新サービスの両立による顧客開拓戦略

徳島県 有限会社まるふく 5480002008138 感染対策でのＨＰ作成及び商談室等店舗改装による販路開拓事業

徳島県 吉原プロパン合同会社 7480003001172 集中監視システム導入による雇用の維持と売上増加作戦

徳島県 コスモプロジェクト株式会社 3480001004478 コロナに負けないサービス提供の根幹的改革

徳島県 パン工房Ｌａｃａｍｐａｇｎｅ － 冷凍パンと冷蔵長時間発酵パン増産のための設備増設

徳島県 谷一商事有限会社 8480002013291 テイクアウト・通販システム転換によるビジネスモデルへの改善

徳島県 宗石二級建築設計事務所 － 構造設計の作業効率化及びクラウド利用によるテレワーク

徳島県 徳島予備校 － リモートワークシステムを利用した遠隔個別授業の導入。

徳島県 株式会社にしずかラボ 4480001010401 改装での密解消による施術人数増加とＷＥＢ相談による患者増

徳島県 遊楽酒房月うさ － 地産地消料理店の販路拡大

徳島県 ぎょうざ屋徳島秋田町店 － 徳島県産豚を使用した商品のネット通販サイト構築で販路拡大

徳島県 株式会社アサヒコーポレーション 7480001000011 自社ホームページ開設よる非接触型の事業展開を加え売り上げＵＰを行う。

徳島県 Ｂｉｏｌｏｇｉｑｕｅ　ビオロジック － 安心・安全・キレイ！感染予防を意識したお店づくり！

徳島県 ＬＵＺ － 屋外テラスを活用した店舗作りとリモート営業による販路開拓

徳島県 森長商事株式会社 5480001009475 特別個室を活用したサロン空間の３密回避

徳島県 近藤デザイン事務所 － 自社生産体制の強化と、オープンなデザイン事務所の創造事業

徳島県 山本建設工業株式会社 5480001010912 ホームページ構築による外壁工事業者のＰＲ・販路開拓事業

徳島県 妊活体質改善サロン　ＭＡＲＥ － コロナ感染予防によるセルフエステ導入とチラシ配布で集客強化

徳島県 上村紙器株式会社 5480001000252 飛沫感染予防用品製造・販売（非対面セール）

※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。

1 / 13 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。

徳島県 株式会社バンバンザイ 8480001004416 手作り餃子のデリバリー＆ＥＣ販売開始！

徳島県 Ｈｅｒｂ・Ｒｏｏｍ　ｌｅａｆ － 自分の肌に合わせてオーガニック石けんが作れる！オンライン教室

徳島県 有限会社に志もと 4480002003651 英語表記とテイクアウト・通信販売で雇用と売上を維持する事業

徳島県 株式会社Ｂｏｄｙ　Ｌａｂｏ 4480001008308 非接触型勤怠管理を使用した感染対策及び管理による新規顧客獲得

徳島県 四国建設株式会社 5480001006695 ウェブサイト等・非対面型ビジネスモデルへの改善

徳島県 株式会社神龍ＸＥＮＬＯＮ 4480001007240 新たな非対面販促の構築と地域資源の竹炭を活用した商品企画

徳島県 オートランドＹｏＫｏＴａ － 非対面チャンネルの強化と設備投資による新たな販路開拓事業

徳島県 鉄板焼き　月六 － ホームページを活用したご予約とテイクアウト用の新商品

徳島県 キッチンエイジィー － すべてのメニューを、お持ち帰り可能にする挑戦！！

徳島県 有限会社ユーアールエム 8480002014463 お持ち帰りファミリーパックで２０２０年を乗り切れ！！

徳島県 株式会社蔭山プレス 2480001010857 お客様ごとの特設ホームページ作成による販路開拓

徳島県 株式会社アドビジョン 7480001000036 ネットを活用したデジタルマーケティング事業

徳島県 有限会社シルバーランド 6480002013938 コロナ禍を生き残るための新規事業立上げに関するＨＰ作成事業

徳島県 木下茂紀 － コロナ禍における非接触、非対面型太陽光発電事業

徳島県 公美商事株式会社 6480001008377 無限地鶏のデリバリー＆ＥＣ販売開始！

徳島県 和ｄｉｎｉｎｇ　ｉｋｉ－ｉｋｉ － ＷＩＴＨコロナ対応の店舗作りと作業効率化による売上拡大

徳島県 株式会社あおの不動産 3480001002655 ＷＥＢ商談システム導入及び運用のためのホームページリニューアル事業

徳島県 南海熱学工業株式会社 3480001005971 Ｗｅｂ商談システムの構築事業

徳島県 株式会社カスコ 7480001003575 外装（屋根・外壁・塗装）リフォーム販促支援ツールの導入

徳島県 スナックまるご － 【無人サテライトスナック風空間でこれからの新しいセルフな飲み会】

香川県 株式会社ＯＨＡＮＡ 3470001014775 美容機器導入と男性向けサービスの導入による販路開拓

香川県 ｈａｉｒ　ＭＡＲＵＫＯ － 新たな追加設備の導入による既存客呼戻しと新規顧客獲得

香川県 株式会社マリーヌ 1470001003879 ＮＡＮＯＰＨＹ（ナノフィー）ブランド特設サイトの構築

香川県 株式会社レイズ 9470001016023 お客様が安心して運動ができるフィットネス施設提供事業

香川県 株式会社Ｆ＆Ｂ 3470001017571 感染症に負けない、独自の「非接触型」ＢｔｏＣサービスの開発・販売

香川県 フロンティア総合会計事務所 － ＹｏｕＴｕｂｅｒ専用、税務会計の遠隔コンサルサービス

香川県 シザーズ － 【新事業セルフヘアーエステ導入に伴う新規顧客開拓と獲得】

香川県 カドのてっぱん夢路 － 讃岐三畜を活用した新商品の開発とテイクアウトでの販路拡大

香川県 ｔｏｍｏ － 店舗改装によるテイクアウト売上アップとデリバリー新規顧客獲得

香川県 Ｋ’ｓ　Ｂａｒ　ＫＯＩＫＥ － 「オリーブコーヒー」の開発と自社ＨＰを活用したＢｔｏＣの拡大

香川県 ＲＡＰＰＡ － リアル店舗とネットの融合で新しい顧客体験

香川県 株式会社大森屋 4470001000832 漬物や讃岐特産食品を簡単に購入できる環境整備と構築

香川県 中商事株式会社 2470001007433 取引先との取引条件変更をプラスに変える販売力強化事業
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香川県 株式会社カルテック 3470001008802 販路拡大と雇用拡大を見据えたＨＰリニューアル

香川県 株式会社Ｃｉｅｌ 3470001018201 テイクアウトを強化する厨房拡充とお客様とスタッフの安全確保

香川県 株式会社ケンフーズ 5470001013370 イベント事業中止を補うための企業用『お弁当バス』事業強化

香川県 有限会社リフォーム三宅 3470002016283 宅配ボックス設置リフォームによる販路拡大事業

香川県 がん太鮨 － 高齢者の顧客獲得に向けた販路拡大事業

香川県 植木鮮魚店 － 魚屋おすすめ！「瀬戸内海のお総菜」配達サービス事業

香川県 お料理こも田 － 作業効率化とテイクアウト部門の強化による販路拡大事業

香川県 為五郎 － 一般顧客向けテイクアウト商品強化による販路拡大事業

香川県 有限会社ひめや計器商会 6470002016132 革製品の製造・開発のための設備導入及びネット販売体制構築

香川県 炉端焼き鵆 － テイクアウト事業の開始と安心安全な店づくり

香川県 株式会社カープロデュース夢工房 2470001014594 情報管理システムの構築と店舗内での感染症対策計画

香川県 マルモータース － 新規設備導入による脱外注より事業継続を図る

香川県 太陽スポーツ － 【高性能刺繍ミシン導入による新サービスの提供で新たな販路開拓】

香川県 株式会社育英システム 2470001007978 新しい教育のあり方を目指す「リモート授業」をホームページでＰＲ

香川県 こんぴら街道合同会社 3470003000369 「新型コロナウイルスに負けない」新しいうどん店運営体制の構築

香川県 特定非営利活動法人アイランド・ネット 1470005005046 小豆島ｏｌｉｖｅガイドツアー＆オプショナルツアー

香川県 ペリュックジャスミン － 新型コロナウイル対策対応店としてアピールし、ご新規様開拓。

香川県 有限会社香西釣具店 9470002002674 ＰＯＳレジを使用した感染症対策及びインターネット販売の販路拡大

香川県 株式会社スクラップ 7470001013088 大手ショッピングサイトへの出店による販路拡大と新規顧客獲得

香川県 株式会社ＴＲＮ 5470001012587 セミセルフＰＯＳ導入による、接触感染防止と販路拡大

香川県 Ｈａｉｒ　Ｐｒｏｄｕｃｅさくら － 安心感のある店作りと、オートドライヤー導入による非対面の実施

香川県 有限会社あづま 9470002008069 抗菌仕様のクロス・床材を用いた改装を含む感染症予防対策

香川県 株式会社サン・サン 3470001013835 ネットショップ構築運営でのお悩み解決「ＥＣサイト相談室」開設

香川県 エムユー株式会社 6470001017577 オンライン結婚相談事業

香川県 株式会社笑門 5470001008750 テイクアウトとＥＣサイトをデジタルサイネージ告知で販路開拓

香川県 株式会社エンチュレー 3470001000726 介護で頑張っている女性顧客獲得のためのＥＣサイト構築

香川県 有限会社山本製菓 6470002007197 包あん機導入による新商品開発と販路拡大及び新規顧客獲得

香川県 株式会社ＴＥＸＮＥ 8470001017674 オンライン商談と芸術作品・広告写真のオンライン販売

香川県 焼き処　季聞屋 － キッチンカーを通じた新規顧客獲得及び感染症予防対策の店舗改装

香川県 朋整骨院 － オンライン予約・問診と治療機械導入で非対面化及び往診治療開始

香川県 英 － 全室個室改装で飛沫感染防止とデリバリーによる非対面型販売強化

香川県 株式会社ビプロス 3470001009585 オンライン・コンサルティング情報発信をＬＥＤ電飾看板で周知

香川県 樋口卓也税理士事務所 － Ｍ＆Ａのための財務×不動産評価による企業即時査定サービス

3 / 13 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。

香川県 有限会社花工房 4470002015227 地産商品のネット販売と接触を削減する店舗づくり

香川県 有限会社アール・ツゥ 4470002009039 広告による新規顧客獲得及び非対面型ビジネス展開

香川県 株式会社ゼロ・エージェント 5470001005054 大容量ファイル伝達システム導入で非対面、作業効率アップ

香川県 まんまごと － 丸亀餃子の通販事業の生産力ＵＰおよびＰＲ

香川県 ＤａｒｕｍａＴｉｒｅＷｏｒｋｓ － お客様の稼働を止めない！非対面で生産性向上と新規顧客獲得。

香川県 食の雫吟 － 食の雫吟プレミアム商品ネット販売＆リモートお料理教室

香川県 株式会社エーライフ 9470001017657 オンライン害虫駆除相談サービス

香川県 ステーキハウス四季 － 老舗ステーキハウスのＩＴツールを使ったテイクアウト強化戦略

香川県 おいなはれ　高松店 － お客様に安心して来店して頂けるＷＩＴＨコロナ対応の店舗作り

香川県 株式会社フェアリー 9470001011692 １分１００円での使い放題のセルフエステ導入による非対面事業の推進

香川県 Ｌ’ＡｔｅｌｉｅｒｄｅＫｏｔｔｙ － お家で旅しよう！取り寄せグルメ「旅する料理」のＥＣ販売

香川県 株式会社自在 3470001007168 ゴーストレストラン事業の新規取り組み及び店内ウイルス対策

香川県 ｅｔｏｗａ － 新商品開発によるＷＥＢコンテンツの訴求

香川県 美千子美容室 － キレイ髪で美魔女化！オンラインでヘアケアーをあなたに！

香川県 酒げん堂 － 学べる酒屋！ホームページ作成、動画レッスン掲載、ＥＣサイトの構築で実現

香川県 どんぶりの店　ＴＥＭＰＵＫＵ － テイクアウト事業周知によるコロナに負けないお店づくり

香川県 森の雫 － 「セルフトリートメント」オンラインレッスン＆自社製品ＥＣ販売

香川県 株式会社いなから 9470001016592 新メニュー開発によるテイクアウト等来店客数増加計画

香川県 合同会社ＳＥＮＳＥ 3470003001169 ＳＨＲ脱毛機によるセルフ脱毛導入と対面時間の減少

香川県 株式会社エーワン 3470001011970 【オンラインキャバクラサービス】による非対面型ビジネス事業の実現

香川県 グレースマーケット － テイクアウトのオンライン予約・決済での販路拡大と地域貢献事業

香川県 株式会社メディアコア香川 5470001000360 新聞配達網を活かした地元産品等販売の事業化

香川県 ｓｅｎａｓｏｎａ － 遠隔による密なコミュニケーション造り

香川県 株式会社セルコスモ 8470001002354
非対面ビジネスモデルへの、光触媒を活用した新商品・新サービス開発による
販路開拓

香川県 ウィズイング株式会社 1470001015486 ネット見積り受付とＺＯＯＭでの非対面営業およびＷＥＢ広告ＰＲ

香川県 株式会社Ｇ．Ｍ 7470003001041 新事業分野進出を予約サイトで、ＷＥＢ商談・面接等をリモートで

香川県 鍛冶屋町みや﨑 － ＨＰ導入による、通販サービスの提供と販路開拓

香川県 株式会社江郷建設 8470001006891 ＨＰ作成による新事業ＰＲとオンライン打ち合わせの導入

香川県 有限会社美コーポレーション 9470002006634 Ｅａｒｔｈテクノロジーの商品を全国の人に届ける！ＥＣサイト構築事業

香川県 成瀬　数紀 － 女性限定！ホームケアのための美容化粧品＆器具販売ＥＣサイト構築

香川県 おなじみや － 新商品開発とテイクアウトの為の設備投資

香川県 ペットサロンアンディ － 効率のよいＷＥＢ予約システムを導入し、新サービスに取り組む！

香川県 株式会社エン・パートナーズ 9470001017888 抗ウイルス型光触媒コーティングによる事業の再構築
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香川県 大山眼鏡専門店 － インターネットを活用した焼き菓子販売の新規展開

香川県 有限会社オンリーワン 3470002011474 人気メニュー骨付鶏とスペアリブのＩＴ販売戦略

香川県 だんらん旅人宿そらうみ － 即効性の高い客層の獲得をきっかけに宿の賑わい復活を目指す

香川県 有限会社魚竹 6470002001159 ホームページ制作とＳＮＳ運用による顧客開拓

香川県 三谷時計店 － ジュエリーのオーダーメイドシステム制作による販路拡大

香川県 安心ロック － 新設する受注用のホームページとネット広告で新規顧客を獲得

香川県 光珀商会 － 上質な牛肉を使用した格安ランチと弁当を開発し新規顧客開拓

香川県 ＨＯＰＥ工業株式会社 4470001015186 非対面ツールで三密回避【遊漁船】で瀬戸内海の魅力をＰＲ

香川県 株式会社マハロカンパニー 7470001006562 商品ＰＲ動画を活用した質の高いオンライン商談システムの構築

香川県 株式会社プロエンザイム 7010401105984 ＥＣサイトを活用し県産品を使用した料理のデリバリー・通販

香川県 朝日住宅株式会社 9470001000373 オンライン施策強化による新商品ＰＲと非接触型営業システムの確立

香川県 株式会社香川アドコム 5470001006746 非対面型広告受注サービスのＷＥＢと映像制作による販路開拓

香川県 まさご屋 － 非対面型オンラインショップと広報用映像制作による販路開拓

香川県 合同会社Ｓｅｔｏｌａｂｏ 3470003001532 新型コロナウイルスＰＣＲ検査の無人回収所の設立

香川県 柿茶本舗有限会社 3010002011710 魅力的なテイクアウト商品の開発により店舗売上アップを目指す！

香川県 有限会社高嶋金物店 9470002004349 老舗金物店の越境ＥＣによる海外販路の拡大

香川県 サイテックアイ株式会社 7470001006629 新型コロナウイルス感染症に負けない非対面での販促強化

香川県 株式会社さぬき健康本舗 3470001012829 受電業務のテレワーク化と紙媒体とＥＣサイトを連携させた販路強化

香川県 株式会社ＲＡＮＣＥ 3470001016697 ウイズコロナを生き抜く為のＬＩＮＥ等を活用した非対面営業

香川県 株式会社どりぃみんぐ 3470001014453 授業のオンライン化と非対面対応設備の導入事業

愛媛県 株式会社山藤 3500001016462 Ｗｉｔｈコロナに対応した非対面型ビジネスモデルの強化

愛媛県 ｓｔｕｄｉｏ　ｖａｌｌｅｙ － オンライン配信ライブ等による動画、映像分野への新規事業展開

愛媛県 ＳＨＩＲＡＳＵ － 運気の高まる招き猫グッズのインスタグラムを用いたネット通販

愛媛県 Ｆｒｅａｋ’ｓ　ＰＩＴ － ホームページ＆ネットショップによる売上拡大、認知度ＵＰ事業

愛媛県 株式会社菱建コーポレーション 8500001006153 不動産物件販売を、広告・インターネットによる新規顧客を獲得

愛媛県 ＭＵＳＩＣＡ － オンラインコンクールに向けた奏でる音楽レッスンによる販路開拓

愛媛県 セルフインテグレーション － ネット通販機能を備えたオンラインカウンセリングサイトの構築

愛媛県 株式会社華屋衣裳店 1500001003347 完全非対面にて喪服がレンタルできるホームページ制作

愛媛県 よいさ～ － テイクアウト事業に取組むことによる販路開拓

愛媛県 ＳＡＮＴＥソフト整体院 － 心と身体のサポートをする通販機能付きホームページの構築

愛媛県 ギフトかりん － 邪気払いの贈り物！多肉植物の通販サイトの構築

愛媛県 有限会社木村屋精肉店 4500002002279 旨い肉で多くの人に幸せを届けるネットショップの制作

愛媛県 まるおき。 － 県産農産物を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得
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愛媛県 Ｍａｓｔ　Ｏｒｉｇｉｎａｌ － 非対面による時計修理・電池交換が受注できる体制への転換

愛媛県 有限会社ＨＥＡＲＴ＆ＢＯＤＹ 6500002009504 新型機器によるセルフエステメニュー開発・導入で販路拡大

愛媛県 有限会社泉空衛設備 9500002001805 三密を回避したワークスペースの確保

愛媛県 ＶＩＲＴＵＯＳＯ － パスタソースとデザートの開発、イタリア料理のテイクアウト

愛媛県 書Ａｒｔ・美結 － ＹｏｕＴｕｂｅ動画活用によるオリジナル書の世界販路拡大

愛媛県 Ｋ珈琲 － テイクアウト・デリバリー事業への進出と店内感染予防対策事業

愛媛県 重松食品 － 設備導入による生産性向上と、ネット販売による売上拡大

愛媛県 有限会社雅夢 9500002002101 コンシェルジュ付き！ネット通販サイトの構築

愛媛県 こころ整骨院 － ホームページを活用した非対面型サービスの提供による販路開拓

愛媛県 さきやま鍼灸接骨院 － 衛生的な部屋×オンライン施術を告知するホームページ制作

愛媛県 ヘッドヘブン － オンラインへの転換とＩＴシステム導入による販路と売上の拡大

愛媛県 Ｓａｃｈｉｊｉ先生 － ヨガと食事指導のオンラインレッスンに関する新規顧客獲得

愛媛県 くるる － 愛媛の資源で作る「楽しく学べる教育グッズ」

愛媛県 愛媛メンテナンス株式会社 9500001000849 ［新規遠隔監視システムによる点検］のネットを通じた新規顧客開拓

愛媛県 株式会社高翔工業 7500001022952 ネット広告による集客からホームページ非対面営業での販路拡大

愛媛県 合同会社ディレックワークス 4500003002385 ネット広告による集客からホームページ非対面営業による販路拡大

愛媛県 有限会社長珍屋 7500002004413 当宿泊施設の「強みの強化」と「弱みの改善」計画

愛媛県 株式会社プラウディ 1500001021869 オンラインレッスンで繋がる美ボディへの道

愛媛県 Ｔａｕｒｕｓｍｕｓｉｃｓｃｈｏｏｌ － オンラインレッスン及びスタジオレンタル事業

愛媛県 株式会社アスタクリ 8500001006806 売上が減少する中、新規顧客の獲得を目指してネット販売に取組む。

愛媛県 行政書士　善　法務事務所 － ＥＣ販売の強化及び装備資機材の導入による新規サービスの展開

愛媛県 Ｎａｉｌ＆Ｂｅａｕｔｙ　Ｃｏｏｎｙａ － ＨＰによる施術時間短縮・商品販売及び他社との差別化の周知宣伝

愛媛県 合資会社森岡金物店 7500003000964 ＥＣサイト制作による新規顧客と看板改修による既定イメージの脱却

愛媛県 鍼灸マッサージサロンラ・マリエ － 施術の接触時間を減らし、感染予防を徹底的に行うための取組み

愛媛県 健康応援スポーツクラブＰＲＩＭＥ － コロナ感染拡大防止とコロナに関わる売上減少の回復を目論む設備導入

愛媛県 山下鮮魚 － 鮮度そのまま新商品開発とネットショップによる新規顧客獲得

愛媛県 茶房　吹揚 － ウェブ注文販売と新パッケージ開発による販路開拓事業

愛媛県 コスメティクス　モリタ － 対面接触をしない販売方法の確立とオリジナル商品による販路拡大

愛媛県 株式会社建築工房小越 5500001011032 非対面でつながるホームページ中心のＩＴ化と宣伝広告への取組み

愛媛県 ＲＡＭＯ － 非対面の受渡し口増設とそれに伴うドア、窓の改装工事。

愛媛県 鉄板焼き　ビギン － 店内メニュー・テイクアウトメニュー表・新規作成・販路開拓事業

愛媛県 肉の筒井 － 真空包装機を活用した肉のテイクアウトと配送による販路拡大

愛媛県 有限会社居植住 1500002017718 不動産賃貸クラウドサービス導入での生産性向上及び販路拡大施策
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愛媛県 ＹＫコーポレーション － 特産物の織物を活用した新商品開発とＳＮＳを通じた新規顧客獲得

愛媛県 株式会社ミツワ物産 6500001012384 宣伝広告を利用したネット通販の集客並びに販路拡大

愛媛県 Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ　Ｓｏ － 菓子製造業を通じた安定した新規顧客の獲得

愛媛県 有限会社グレイトオートサービス 8500002019856 移動販売車を自社で開発・製作しレンタルから販売へ売上アップを目指す

愛媛県 しまなみ興産有限会社 9500002019491 コロナ感染症対策によるピザ製造工程省力化事業

愛媛県 ＫＩＩＴＯＳ － ＫＩＩＴＯＳ移動販売による新規顧客の獲得

愛媛県 有限会社丸七商店 8500002021309 子育て世代をターゲットにコロナ禍における顧客拡大を目指す

愛媛県 株式会社大倉稔商店 9500001014238 ひうち媛いりこのブランド力向上とＥＣサイトを活用した販路開拓

愛媛県 株式会社一柳 5500001015058 安心安全なセルフ精算による来店頻度向上と売上アップ

愛媛県 石鎚酒造株式会社 2500001008873 貯蔵出荷管理体制強化事業（低温貯蔵冷蔵庫の増設）

愛媛県 有限会社岩本自動車 1500002013972 ＩＴ化による業務の迅速化と顧客満足の向上のよる売上確保

愛媛県 有限会社東予割箸 8500002014345 集塵機導入による労働環境・品質向上および原価低減に係る経営改善事業

愛媛県 株式会社ライフブレイン 9500001009163 お見合いオンラインサービスの周知による新しい顧客層の開拓

愛媛県 株式会社Ｈ＆Ｍ一級建築士事務所 5500001019439 “守る仕事”推進事業

愛媛県 株式会社ＳＯＵ・ＫＯＵｆａｃｔｏｒｙ 3500001010985 コロナ対応のためのＥＣサイト構築、作業場改修事業

愛媛県 ｂｉｊｏｕｘ　ｈａｉｒ － コロナ対策を実施するための店舗移転改装事業

愛媛県 株式会社愛光商事 9500001008850 セルフ自動精算釣銭導入による非接触型営業と業務効率化

愛媛県 有限会社武方自動車 9500002015053 コロナに負けない経営基盤を作る。

愛媛県 株式会社重松眼鏡 5500001006552 リモート接客と遠隔サポート強化で高齢者とその家族も安心購入

愛媛県 Ｈａｉｒ’ｓ　Ｂｏｗ － 作業効率のアップと予防美容推進で心地よい時間の提供

愛媛県 ＭＯＫＵＲＥＮＰｈｏｔｏＬａｂ － 動画提案と空撮を交えたハイクオリティ遠距離撮影の導入

愛媛県 有限会社共和 9500002008121 特殊クリーニング店のオンラインショップによる販路拡大

愛媛県 有限会社味芳 7500002008018 コロナ対策とテイクアウト強化等＆取組み発信による新規顧客獲得

愛媛県 有限会社片岡書店 6500002008092 安心して来店・滞在できる地域密着書店の実現による売上ＵＰ事業

愛媛県 ＯＺＭＯＳＩＳ（オズモシス） － コロナに負けない！高齢者ニーズにも対応したスポーツジムの開設

愛媛県 有限会社ＭＣネットワーク 3500002020431 オンライン研修コンテンツの拡充による非対面研究事業の商圏拡大

愛媛県
有限会社エフピー今治コンサルティングオ
フィス

4500002017871 オンライン授業並びにオンラインセミナーによる子供の生き抜く力育成事業

愛媛県 有限会社伊藤石材店 7500002015831 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

愛媛県 株式会社ＢｆｒｅｅＰｒｏｄｕｃｅ 4500001019407 女性向けオンラインセミナー用ＨＰ作成・オンライン決済の導入

愛媛県 合同会社ラフィット 5500003001650 ＥＣサイトの構築

愛媛県 ＯＲＯ － オンライン講座、オリジナル講座開講のためのＨＰリニューアル

愛媛県 合同会社ヘルムス 3500003000729 コロナを乗り越える！　非対面型接客、はじめました。

愛媛県 Ｇ－ｓａｌｏｎ － オーダーメイドの安全で効果的な女性向けオンライントレーニング
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愛媛県 アグレボ株式会社 7500001022449 【農業革命】ドローンを駆使した農薬散布、空撮とコロナ対策

愛媛県 ひめいちえ － 海鮮料理を活用した新商品開発とテイクアウトを通じた新規顧客獲得

愛媛県 有限会社利鳳園 2500002019399 安心安全のテイクアウト強化と店内環境改善による新規顧客の獲得

愛媛県 遊食酒家笑楽 － 愛媛県産宇和島真鯛をまるごと１尾調理したＥＣ新商品事業

愛媛県 Ｃａｆｅ　Ｐｉｌｚ － マルシェ人気店による移動販売型ビジネスへの新規参入

愛媛県 日本料理　こうの － 店内の空気環境改善と、テイクアウト需要に対応する為の取り組み

愛媛県 株式会社門田商店 9500001001244 ウェブによる非対面の自動車買い取り・レンタカー予約・部品販売

愛媛県 炉端と酒ししまる － 「コロナウイルス対策をアピールし、新規顧客を獲得する取組み」

愛媛県 よもぎ鍼灸治療院 － 英語話者に対する体質チェックと自宅での養生サービス提供

愛媛県 有限会社アイビー 2500002010589 お客様の満足度を高めるオーダーメイド眼鏡を自社製作

愛媛県 Ｌｉｓ（リス） － グニーユーカリのＷｅｂ販売が育む三方よしのビジネス

愛媛県 キッチン加藤 － ランチテイクアウト開始及び店舗改装による美味空間へ

愛媛県 株式会社アイ・サポート 2500001016364 高品質な手焙煎珈琲豆の商品開発とネット販売等での新規顧客獲得

愛媛県 ＣＡＣＨＥ－ＣＡＣＨＥ － 自動洗髪機による感染症リスクの低減化事業

愛媛県 株式会社バルズカンパニー 9500001020640 接触感染防止対策による接客並びに設備改善

愛媛県 ビストロＫＯＪＩ － お客様が安心して過ごせる環境づくり

愛媛県 マルショウ株式会社 6500001014793 コロナに負けない、感染防止商品の製造販売及び新商品開発、品質向上。

愛媛県 おおず整骨院 － セルフ治療設備導入と情報発信による売上拡大

愛媛県 有限会社住田酒店 1500002003734 地酒販路拡大と食事メニュー増加でＧＯＴＯ角打ち

愛媛県 田中貴宏税理士事務所 －
クラウド会計を使用した非対面型のビジネスモデルの展開、在宅ワークの環境
整備

愛媛県 有限会社酒味工房　つかさ 7500002019931 お客様の声を活かしたメニュー開発とテイクアウトでの販路拡大

愛媛県 和心料理　無垢 － 今治の食を広めるテイクアウト＆オンライン注文の販路拡大事業

愛媛県 松山印刷工房 － クラウドソーシングによるデザインのリモート通信講座の販路開拓

愛媛県 株式会社石丸商事 1500001006119 自社ＥＣサイトの強化で非対面ビジネスを主力事業に！

愛媛県 株式会社養生ＬＡＢＯ 4500001017930 非接触による姿勢診断の機材導入による新規顧客獲得

愛媛県 真鯛　海鮮料理専門店　鯛将 － 宅飲み推進！真鯛料理専門店の味をテイクアウト

愛媛県 合同会社ＣＲＯＫ 7500003002102 より新鮮に・より美味しい海鮮をご自宅にテイクアウト

愛媛県 株式会社あんしんえひめ 6500001017185 ネットを通じた業務の効率化とＬＥＤ看板設置等による事業拡大

愛媛県 株式会社レスコ 8500001005345 次世代硬度処理装置セットのネット販売事業の確立

愛媛県 株式会社青い鳥 8500001019931 高齢者と家族のオンライン面会と広告マスクの配布で新規顧客獲得

愛媛県 陶房くるみ － ＨＰとショールームでの直接販売３密対策を講じた陶芸教室の開催

愛媛県 株式会社０ｓｔｙｌｅ 8500001021730 個室トレーニングルーム・非対面型バーチャルレッスン導入

愛媛県 有限会社向田真珠商会 5500002006758 ＺＯＯＭを活用した非対面営業と新規顧客開拓ＷＥＢ活用
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愛媛県 自然食品店ｆｕｒａｔｔｏ －
ポイントカード機械導入で店頭の顧客・ネットショップでの新規顧客の増大を目
指す

愛媛県 株式会社花道 2500001022338 非対面を利用した新規顧客の獲得

愛媛県 ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー松山北教室 － 自粛中でもレッスンが受けられるオンライン教室システムの導入

愛媛県 株式会社ティアーモ 7500001020956 オンライン会議システムで非対面営業・ｗｅｂ広告による販路開拓

愛媛県 ＣＨＡＲＭＥ － ＬＩＮＥでの予約受付管理・接客とｗｅｂサイトプロモーション

愛媛県 クラブハウス中須賀 － 個人様へ通販サイトの整備、オンラインを活用した取引先開拓

愛媛県 有限会社ごんどう 1500002009888 ＬＩＮＥアカウントからのテイクアウト受付と真空パック器導入

愛媛県 有限会社石田製餡所 9500002000947 新事業分野への進出時に密を防ぎ、売上を増加させる計画

愛媛県 まんま － 店内感染対策及び主に宿泊施設向けテイクアウト・デリバリー事業

愛媛県 株式会社よつば建設 2500001017486 県内外よりの受注強化のためのＷＥＢサイト作り。

愛媛県 株式会社ＮＯＮ 8500001022324 ウイズコロナを生き抜く為のＬＩＮＥ等を活用した非対面営業

愛媛県 ＣｕｔｃｌｕｂＢｅｆｒｅｅ － 地域密着型の情報発信による美容室の新規顧客獲得並びに通販事業

愛媛県 株式会社きもの潮見 5500001008945 オンライン活用で着物好き顧客獲得作戦！

愛媛県 株式会社スタジオ千歳 2500001010706 コロナでも一生の思い出を最高のスタジオで！記念日リピート作戦

愛媛県 有限会社カービート 8500002022265 自社ＥＣサイトの構築による非対面型ビジネスモデルへの転換

愛媛県 有限会社藤田ハウス 8500002019030 自社ＣＭ映像とオンラインヒアリング機能で新規営業非対面化事業

愛媛県 美食遊膳まる山 － 新しい生活様式に対応するデリバリーを含むビジネス構築

愛媛県
隠れ家インドエステｇｒｅｅｎ　Ｓｏｌｅｉｌｅグリー
ンソレイル

－ コロナ対策のためのサロン店内改修工事によるおもてなし充実

愛媛県 酒場　清ｋｉｙｏ　別邸 － キッチンカーを利用したから揚げ等の揚げ物、弁当の移動販売

愛媛県 Ｈａｉｒ　ＨＥＡＬＳ’ － ネット販売とゆとりある空間作りで安心安全な店作り

愛媛県 ｉ－ｖｉｌｌｅｇｅ － 新メニューの厨房設備導入、安心の店づくり改装と情報発信強化

愛媛県 夏萌 － 非対面をめざした非接触型接客スナックによる安全・安心向上事業

愛媛県 株式会社光建開発 7500001022127 ホームページ導入による完全非対面見積りシステム構築

愛媛県 有限会社かにかに亭 6500002002079 ＬＩＮＥの有効活用及び安全性をアピールできる店舗環境作り。

愛媛県 ライフ通信株式会社 5500001021923 ＷＥＢとリモートを利用した非対面型、賃貸契約

愛媛県 ぷらいまる － 販路拡大に向けたオンライン販売、オンラインレッスンでの安定化

愛媛県 株式会社ライアル 8500001006459 非対面型施術及び新陳代謝向上のメニュー作りと安全なサロン

愛媛県 株式会社ヤマトヤ 5500001004218 ～親から孫へ～　オンライン接客による販売提案と定期購入

愛媛県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｓｈｕｎ － インターネットを活用した新しい料理教室

愛媛県 施術超楽、ゆかい整体 － ＷＥＢ広告によるオンライン販促での非対面でのビジネスモデル構築

愛媛県 有限会社あきかわ 6500002014719 トイレ改装とＥＣサイト構築によるギフトショップのコロナ対応事業

愛媛県 株式会社ブルースター・クリエイト 2500001006662 自宅で出来るエステケアオンラインサポート事業

愛媛県 株式会社くりた 5500001019554 非接触・非対面モデルで安心・安全な環境でコロナに負けない体づくり！！
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愛媛県 はてな企画 － ＥＣサイトを活用した受託販売による販路開拓

愛媛県 株式会社スマートツリーズ・アジア 5500001020644 非対面型販売の強化及び代理店募集システム構築

愛媛県 株式会社さくらコットン 6500001016666 刺繍機器導入でアパレルの価値向上と雑誌掲載による販売力強化

愛媛県 みなと酒店 － ハイブリッド地域密着型経営で、復活！まちの酒屋さん！！

愛媛県 ＴＹＮＥＲ － ワーケーション型民泊の提案で地域定着の促進

愛媛県 株式会社立川電機 9500001022728 作業工程改善による売上増強とウイルス感染予防対策の推進事業

愛媛県 ＭａｉＹｏｇａ － ヨガと栄養管理で支える健康と美

愛媛県 株式会社コラボ 6500001019586 ネット動画配信による非対面型ビジネスモデル構築

愛媛県 株式会社味元サービス 6500001018456 ＷＥＢサイト導入による引越し見積り非対面化及び業務効率化

愛媛県 株式会社Ａｌｌｅｓｔ 3500001021041 ホームページ導入による非対面型オンラインレンタル事業

愛媛県 有限会社ケイツーオート 7500002015435 オリジナル商品の開発及びキャッシュレス端末導入による感染予防

愛媛県 ココナッツスタジアム － チャットツール・電子決済導入による非対面ビジネスへの転換事業

愛媛県 キューズイクシア株式会社 2500001020449 新たな〈総合的買取方式〉事業構築

愛媛県 ハバス合同会社 5500003000438 ウェブアプリ開発でＮｏｄｅ．ｊｓを学ぶｅラーニングサイト構築

愛媛県 有限会社川又タオル 7500002018074 非対面型ビジネスモデル導入による売上高の拡大

愛媛県 森会計事務所 － 資金調達、補助金申請支援にむけたホームページリニューアル

愛媛県 石川印刷株式会社 1500001014955 新商品のデザイン文具販売に向けたネット広告の導入と試作製造

愛媛県 有限会社ラポール 4500002010422 非接触型ウェブオーダーケーキ注文用特設サイトの導入

高知県 共栄木材 － フォークリフト設備の導入による生産体制の強化と売上高増加事業

高知県 有限会社タマテ 8490002003300 飲食店の飛沫感染防止策と若年層や女性客の新たな取り込み

高知県 マリンオンラインショップ － 産直システムを活用した非対面取引による生産者直接ネット販売

高知県 レストランコックドール － 持ち帰り等の新商品メニュー開発と食品サンプルでの新規顧客開拓

高知県 合同会社チョコゼヨ 9490003001244 新商品の開発とキッチンカー導入による商圏・販路拡大事業

高知県 ｈｅａｒｔｆｕｌ － コロナ禍で生き抜くためのセルフエステサービスの提供

高知県 株式会社八千代 2490001002077 コロナ禍においても売上を獲得するためのサービスの内製化

高知県 有限会社にしむらスポーツ 3490002003965 ライトユーザー取り込みのためのＨＰ作成と野球人口増加への貢献

高知県 株式会社船田 6490001009639 コロナの影響を乗り切るための狩猟銃の増産に対応する設備増強

高知県 ひのき屋 － 自社ネット販売サイト等による非対面型ビジネスモデルへの転換

高知県 トラットリア　トロドーロ － 菓子類を中心としたテイクアウト販売強化による新規販路開拓

高知県 有限会社特選呉服いしはら 7490002008135 オンラインによる着物預かりサービスと販売促進事業

高知県 蛍橋食堂 － テイクアウト販売用スペース設置工事と看板設置による販路開拓

高知県 有限会社バスク 3490002004105 ネットショップによる非対面ビジネス開拓と店舗魅力向上事業！

高知県 株式会社ＣＨＦ 2490001004627 経営資源を生かした異業種への挑戦！テイクアウトによる販路開拓
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高知県 有限会社大高坂 4490002000771 受注システムの刷新による仕出しや惣菜の非対面販売環境の構築

高知県 Ｓｈｅｌｂｙ’ｓ　ｓｕｒｆ － アフターコロナ時代に売上を獲得するためのプリント事業の内製化

高知県 株式会社Ｋｏｄｅｍａｒｉ 1490001009684 ソース・ドレッシング商品の開発とオンライン販売による販路開拓

高知県 金子漢方薬局 － オンラインカウンセリング体制の整備および漢方薬・健康食品販売

高知県 合同会社Ｙｏｕ　ｓｔｙｌｅ 5490003000778 コロナ対応！遠隔トレーニング指導とシニア層の顧客増加策

高知県 株式会社一秀 9490001002525 貸衣装の在庫を一般向けに販売する通販サイトの制作

高知県 有安　真奈 － 任せて安心の駆け込み寺！オンラインサービスまるごと導入支援

高知県 カフェレストアルファ万々店 － ピザやコーヒーを中心としたテイクアウト部門の新設

高知県 レスト喫茶ＶｉＶｉ － テイクアウト販売の開始とＨＰ制作、効果的な広報による販路開拓

高知県 有限会社ＯＦＦＩＣＥライスマン 2490002003702 量販向けの新商品の開発とオンライン営業環境の整備

高知県 月のねどこ － 当店人気！エスニック料理のテイクアウトを展開

高知県 遊ＳＵＮ － イベント周知やロゴ入りグッズ等販売強化のためのＥＣサイト構築

高知県 Ａｒｃｏｎｅｓｔ合同会社 8010403019455 完全非接触！遠隔操作による動画配信サービスの提供

高知県 Ｎｃｉｓｔ　Ｅｇｏ － セルフホワイトニング事業による非接触型ビジネスモデルの推進

高知県 芋屋本舗 － 設備導入での卸販売の取引増加による非対面事業の収益安定化

高知県 草や － 当店オリジナルピザのテイクアウトおよび宅配による非対面化

高知県 ＳＡＩＬ・ｓｗｉｍｍｙ － 移動販売車の導入による体制整備と域外顧客の新規獲得

高知県 株式会社ウィンホールディングスジャパン 2490001009287 “ちょっとしたリフォーム”提案とＤＩＹ商材のネット販売実施

高知県 匠の食卓株式会社 3490001009732 田野屋塩二郎の塩を使った商品開発で販路を開拓

高知県 Ｒｙｕ － マニアが喜ぶ着物メイク製品のネット販売事業の立ち上げ

高知県 筒井造園 － 業務用のメダカ需要を獲得するためのＥＣサイト作成事業

高知県 焼肉寛十郎 － オリジナル商品の開発及び販売による非対面ビジネスモデルの推進

高知県 有限会社ミリオン 3490002005105 自社ＥＣサイトによるオンライン販売の導入と新規顧客層の開拓

高知県 有限会社ホテル高砂 4490002004715 ウィズコロナに適した朝食会場の改装事業による販路開拓

高知県 株式会社エコプロジェクト 3490001004675 アフターコロナに伴う服飾販売のＥＣ化による販路開拓

高知県 株式会社濱長 7490001003888 料亭の味を家庭でも楽しめる加工食品の開発とＥＣサイトでの販売

高知県 ｃｈｕｃｈｕ　ａ　ｃｈｕｃｈｕ － ＥＣサイト開設とオンラインネイルサロンの販売促進事業

高知県 ｍｉｊｏｔｅｒ － ＥＣサイト立ち上げによる新規顧客獲得事業

高知県 レストランボルベール － ウィズコロナ時代に売上を獲得するための移転及びＥＣサイト事業

高知県 ｔｅｔｅ　ａ　ｔｅｔｅ － ＥＣサイト開設とオンラインサービスの構築・販売促進事業

高知県 アモーレ・ベリータ － 非対面での打ち合わせによる少人数制挙式プランの実現

高知県 ごはんやキチキチ － 「夕ごはんセット」の販売強化で家庭向け宅配弁当の売上増を図る

高知県 ダルチザン － ヘアケアサービスの充実化とコロナ対策としてネット販売への着手
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高知県 お食事の店キング － 厨房設備の充実によるテイクアウト販売開始で売上げアップ。

高知県 株式会社ＬＯＯＰ 7490001008524 モバイルオーダーシステムによりテイクアウト＆デリバリーの実施

高知県 高知インターナショナルビジネス株式会社 4490001009418 オンラインによる特定技能外国人労働者支援

高知県 アグリユウベ － 「オンライン市場向け新セットの開発と生産体制の構築」

高知県 山口デンタルラボ － まるで本物の歯！安全かつ審美性の高い「ＣＡＤ／ＣＡＭ冠」の提供

高知県 風雅 － 鼻歌を音楽に！作曲から収録まで行うオリジナル楽曲制作サービス

高知県 Ｓｍｏｏｔｈｃａｆ’Ｅ － ウィズコロナに対応、テイクアウトの展開

高知県 有限会社西岡クリーニング店 9490002009164 有人から無人へ。コロナ禍の営業時間延長による売上増加計画

高知県 有限会社浜田海産 3490002009178 ＢｔｏＣの販売チャンネル、新業態への挑戦による生産性向上の実現

高知県 ライスアグリ岡本 － 米農家による「幻の米にこまる」のＥＣ販売

高知県 有限会社栗原呉服店 6013101000928 オンラインを活用した着物及び和小物の販売促進計画

高知県 特定非営利活動法人劇団清水 7490005006706 自社ＨＰ作成とオンライン動画配信・レッスンによる販路開拓

高知県 株式会社ホテル海上館 9490001005024 二つの魅力を融合した新プラン等による満足度ＵＰで新規顧客獲得

高知県 食酔亭　元屋 － コロナウイルス感染防止のため衛生管理を徹底した商品の販路開拓

高知県 リンクスタディエース － コロナ禍に負けない！家庭教師派遣のオンライン化による創業

高知県 三和屋計器株式会社 1490001001229 大型分銅の検査省力及び安全化とクラウドを使ったデータ共有

高知県 ＣＯＲＮＥＲ　ＦＩＥＬＤ － 生搾りジューサーの導入によるメニュー拡充とテイクアウト販売

高知県 ＣａｒｐｅＤｉｅｍ － オンライン受注・商品発送に係る販売体制整備と販路開拓

高知県 株式会社井上建築 1490001009247 コロナウイルス対策フルパッケージの開発および販路開拓事業

高知県 株式会社グランディール 5490001005713 まるごとプレミアム活用によるネットを通じた商品開発＆販促事業

高知県 山下吉則行政書士事務所 － 自社ＨＰ作成による新規顧客獲得とオンライン商談システムの構築

高知県 株式会社風工房 1490005003725 中土佐町産苺等を活用した商品のネットを通じた販売拡大事業

高知県 ＣＬＡＮ － オンライン事業の拡大による集客を目指す

高知県 有限会社大鳥 6490002012757 多機能印刷機導入による高齢者向けの新サービス提供

高知県 ｍｏｃｏ－ｂｅｌｌｃｙ － 非対面型事業としてホームケア化粧品販促のためのＥＣ開設など

高知県 ｅｔｏｂ － 自然派ワインのオンライン販売開始と効果的な広報による販路開拓

高知県 ＧＯＬＤ － セルフレジ導入と新料金プランで挑む少人数・短時間会食の誘致

高知県 合同会社トサクル 5490003001470 オンライン販売事業の開始と広報およびキャッシュレス端末の導入

高知県 将丸水急 － 既存事業の売上減少を止める為の、食品販売事業の確立

高知県 ＭＲＳ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｅｍｙ － 「ＥＣサイトによるテニス用品の販路拡大と非対面営業の強化」

高知県 久礼野茶房 － 限定ロールケーキとコーヒーをテイクアウトとして新規顧客獲得

高知県 合同会社ロング・ヴィ 4490003001034 非接触による機能訓練メニュー開発および提供環境の整備

高知県 株式会社ウイング 5490001005242
既存顧客をリピート客にする取り組みと新規顧客獲得による自動車整備業の
収益向上
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高知県 合同会社マル・シェリア 9490003001368 農園女子の元気野菜及び加工品の販路拡大のための設備拡充
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