
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

青森県 Ｔｒｉｎｉｔｙトリニティー － ＥＣサイト導入及び店内料理メニュー拡大・デリバリー化事業

青森県 福や銀次郎 － テイクアウト対応強化と仕込み作業効率化を図るための冷凍冷蔵庫導入

青森県 株式会社キープザビート 4420001016998 新しい生活様式におけるライブハウス運営

青森県 株式会社ＦＬＯＷ 4420001016313 居酒屋のＥＣサイト導入による鮮魚販売と来客予約システムを構築

青森県 株式会社福士旅館 1420001009443 業務の非対面化による感染防止対策とアフターコロナに向けた取組

青森県 有限会社明治屋山崎商店 2420002014400 安全で楽しい、話題のフィットネスクラブ

青森県 株式会社弘前３０志 8420001016276 観光地弘前を元気に！肉と海鮮七輪焼きでウィズコロナの店作り

青森県 八戸塗料販売株式会社 3420001006455 塗料調色で差別化　ネットでお好みの色をお届け

青森県 有限会社大伸総業 8420002007555 ３密回避で歌えカラオケ！飛ばせストレス！

青森県 中村厚志 － オープンスペースでのトレーニングジム及び新規顧客獲得

青森県 株式会社レイズアシスト 7420001015163 キッチンカーで癒しのおいもカフェを届けたい作戦！

青森県 Ｙｕｉ － 隙間時間で売上補填、食品ロス軽減、農家さんも喜ぶテイクアウト

青森県 合同会社イッシン 5420003001626 ウイズコロナに対応した安心安全の店づくりによる顧客開拓と事業の安定化

青森県 有限会社スタジオおだしま 5420002016716 非対面型の接客と新規顧客獲得を目指したＨＰのリニューアル

青森県 湖白家 － 完全テイクアウト　キッチンカー販売での売上ＵＰ事業

青森県 株式会社マダン・プランニング 8420001013455 ＨＰ開設による新規顧客開拓と感染拡大防止を含む店舗改修事業

青森県 株式会社鳥谷部建設 8420001012432 オンライン展示場開設とＷＥＢ相談による新規顧客開拓事業

青森県 有限会社特選呉服専門店後藤 9420002019723 オンライン相談サービスの開始とスタジオ新事業

青森県 ひつじ家 － キッチンカーによる移動販売事業

青森県 株式会社魚忠 6420001012780 大間産本マグロの新たなレシピ開発及びネットを通じた新規顧客獲得

青森県 ヘアーズクラブ２１ － 美容サロンならではのオンラインカウンセリング

青森県 石屋のかなざわ － 非対面ビジネスへの転換と業務効率化による売上増加

青森県 株式会社ロイヤルエムズ 3420001014210 「知育玩具」オンライン販路開拓・販売促進プロジェクト

青森県 企画広告ｐａｒａｌｌｅｌ － 「リモート音声収録用スタジオ整備とＰＲツールを活用しての新規案件獲得」

青森県 有限会社デガイ電化センター 5420002007847 地域の皆さまへ、便利で快適生活応援プロジェクト

青森県 株式会社医果同源りんご機能研究所 5420001010562 通販サイト新設による新規顧客獲得と、通販専用商品の開発

青森県 韓国式エステティックサロン花 － オンラインシステムとの連携による非対面型セルフサロン事業

青森県 桃や仕出し店 － 仕出し店の新たな提案　非対面型《お家でレストラン》

青森県 アカツキ塗装株式会社 3420001016330 ターゲット転換によるＥＣサイト導入での新規顧客獲得と売上向上

青森県 株式会社マルイチ水産ＬＴＤ 3420002010646 ＩＣＴ導入による工場内環境の整備・生産性向上のための改装事業

青森県 有限会社キムコーハウジング 2420002003618 ＷＥＢを活用したオンライン相談の告知による収益拡大事業

青森県 株式会社くじら製麺所 6420001014982 完全ネット注文販売への体制切り替え

青森県 ＢＡＲ － 【コーヒー豆のネットショップ開設と販路拡大のための焙煎機の購入】

※重要
　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。
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青森県 合同会社てんとうむし 9420003001993 【ネット広告とリアル販促物を活用した販路拡大事業】

青森県 逢春　株式会社 6420001015759 ホテル宴会メニュー宅配サービス等による非接触ビジネスへの転換

青森県 ＭＡＳＴＥＲ　ＰＬＡＮ － アメリカ輸入製品の自社製品化とインターネット販売

青森県 天使のえくぼ － パンの冷凍加工による全国への販路拡大事業

青森県 ＢＡＬ　ｃａｎｄｅｌａ － 真空機による新しい商品開発と非対面による販路拡大

青森県 株式会社麺屋やだら 9420001015764 キッチンカーによるからあげ・やきとり等の移動販売による新規顧客獲得

青森県 青森環境開発株式会社 3420001004995 Ｗｉｔｈコロナ対応プロモーションサイト及びＥＣサイト構築事業

青森県 海鮮　上出来 － チラシ、看板でテイクアウト寿しの新規顧客獲得

青森県 健香庵 － オンラインカウンセリングとオンライン講座で新規顧客の獲得

青森県 株式会社ナイトマーケット 9420001010410 感染防止対策と、非対面型自動シャンプーの新メニュー開発

青森県 弘前泉野接骨院 － 疲労骨折に対する非対面低出力超音波パルス療法自費施術の推進

青森県 ＴＨＥ　ＳＴＡＢＬＥＳ － アフターコロナも見据えたホームページ多言語化で販路開拓事業

青森県 和田珈琲 － テイクアウトフードメニューの提供開始による販路・売上拡大

青森県 不二印刷工業株式会社 8420001001831 生産体制を強化し、顧客への製品供給を継続するための設備投資。

岩手県 ダイアナ松園 － 三密対策のため衛生面に配慮した店舗改装とオンライン接客の実施

岩手県 たてさわ農園 － ＥＣモールを利用した販路開拓と接触機会を減らす生産

岩手県 地酒屋　芳本酒店 － 自店ＥＣサイトによる、対面販売に劣らない新たなネット販売事業

岩手県 手打そば食堂　たぐる － おダシのきいた蕎麦屋の丼ぶりを、テイクアウトで！

岩手県 株式会社いおう化学研究所 1400001004396 新規分子接合剤の開発とデジタルマーケッテイングによる顧客獲得

岩手県 焼き鳥ゆう助 － 「焼き鳥ゆう助」の手作り料理テイクアウト販売事業

岩手県 Ｓ　ｓｔａｇｅ － 受注回復を目的としたオンライン指導環境整備と非対面型講座開催

岩手県 株式会社ゑん工房 3400001013552 自家製魚生ハムと燻製をＨＰでＰＲとホテル宿泊客へクーポン配布

岩手県 キッチンコメル － キッチンコメルの味をしっていただくためのテイクアウト販売

岩手県 スタディ上田教室 － オンライン授業開始と感染予防を徹底した安心な授業環境の整備

岩手県 株式会社ＹＡＮＡＧＩ　ＰＲＯＪＥＣＴ 6400001013574 ホームページを制作し新商品のペーパーホルダーを広くＰＲ

岩手県 螺鈿　澤井工房 － ＥＣサイト開設による催事に依存しない非対面型の新規販路の確立

岩手県 鳥園 － テイクアウトの本格化とデリバリーでコロナ禍を乗り越える

岩手県 有限会社古戦場商事 9400502000300 受注体制の整備と宣伝強化に基づくテイクアウト事業の新規展開

岩手県 有限会社クロス・ハーツ 5400502001161 オンライン営業・販売体制の整備並びにＷｅｂ宣伝広告の強化

岩手県 誠塗装 － 誠にお任せ！非対面での雨漏り診断による売上回復

岩手県 どさん娘バイパス店 － 手作り餃子・チャーハンのテイクアウトでコロナ禍を乗り越える

岩手県 特定非営利活動法人小国振興舎 4400005007927 オリジナル商品の通販システム構築と販路開拓

岩手県 宮古市まつげエクステｓｕｎｆｌｏｗｅｒ － 非接触型エステサービス開始によってコロナ禍を乗り越える
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岩手県 有限会社ストアーヨコタ 8400002010692 当社の特徴を活かした弁当・惣菜のデリバリーでコロナ禍を乗り越える

岩手県 てるい接骨院 － 小型ロボットの非対面接客院内案内機能訓練とマッサージチェア

岩手県 サロン・ド・チバ － 非対面スタイルを可能にする最新設備の導入による売上回復

岩手県 ＨｉｒｏｋｏＤａｎｃｅＡｃａｄｅｍｙ － オンラインによるダンスレッスンと新たな発表会の開催

岩手県 株式会社幸村屋 7400001014893 感染症対策とテイクアウトの拡充による販路開拓

岩手県 ＣＥサロン　リップスＭｉｙｕ － 感染リスクを抑えた時短サロンで非対面型サービスへの転換

岩手県 ＣＡＦＥ　ＬＡｕｂｅ － テイクアウトとデリバリーの本格化、ドライブスルー型で売上回復

岩手県 次郎 － 新たな販売ツールを柱に育成し「災い転じて飛躍」を目指す

岩手県 株式会社街のほけん屋さん 1400001014957 認知度向上とオンラインシステム構築により売上増加を図る。

岩手県 美容室ビーム － 美の提供！ＷＥＢ広告にて新規顧客の獲得＆売上増加

岩手県 佐々木果樹園 － りんごの木バーチャルオーナー制度の確立

岩手県 餃子専門店ＧＡＮＪＵ － コロナ禍に対応した真空冷凍餃子の非対面販売の実施

岩手県 休息と回復の専門整体「つばさ」 － 予約決済システム導入で接触時間の短縮を行う仕組み作り

岩手県 かんふぁたぶるハーモニー － 全国の悩める女性を救うオンラインカウンセリングへの転換

岩手県 さくら鍼灸・整骨院 － 女性のセルフメンテナンス需要にこたえる情報提供を非対面で行う

岩手県 からだ整骨院 － オンライン産後・骨盤矯正セルフトレーニング開設による販路開拓

岩手県 株式会社新亀家 5400001005548 自社サイト開設とネット販売活用による新規顧客開拓

岩手県 ＬＩＬＡＮＡ － 【リモートリラクゼーション講座の開催によるホームケアの提案】

岩手県 株式会社コンプリートケア 7400001008409 新規事業・ＩＴシステム導入で販路拡大・業務効率化を狙う

岩手県 ホロニック盛岡合同会社 8400003000544 非接触で利用できる痩身・ダイエットの開設とその宣伝

岩手県 合同会社ｓｏｆｏ 5400003002411 コーヒー豆の焙煎事業を中心とした広域顧客の販路開拓

岩手県 いろはり － 非対面ビジネス化に伴うオンラインでの販路開拓・集客への取組み

岩手県 株式会社Ａｇ　Ｌａｂ 2400003002397 ＥＣサイトの開発により新たな取引先の確保と販路開拓

岩手県 有限会社メディカル小野 7400002011312 病院のオンライン診療に対応した調剤薬の配達サービスの実施

岩手県 吉浜食堂 － 三陸の海産物を使ったテイクアウト及び通信販売向けの商品開発

宮城県 株式会社モーダクラトーレ 1370001014449 オーダースーツ代理店販売事業（卸売事業）の強化

宮城県 合同会社Ｅ・Ｉ 7370003003601 国内仕入れと自社ＥＣサイト構築による安定した仕入れと販路開拓

宮城県 隠れ家サロン　アンシャンテ － オンライン導入による心身のヘルスケアの充実による販路拡大

宮城県 有限会社明倫社 3370002008844 印刷事業の枠組みを超える、オンラインビジネスの積極的活用

宮城県 有限会社菊智コーポレーション 9370002019704 電話注文での配送、安心してエステができる環境づくり

宮城県 株式会社パリンカ 4370001015915 「レストランの味を我が家で」変化するニーズに応えるために

宮城県 株式会社仙客来 7370001023353 中国人シェフの認知度ＵＰとテイクアウト・出前の実施で売上拡大

宮城県 株式会社ファイブピット 6370001046314 テレワーク環境整備と業務支援ビジネスモデル構築による販路開拓
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宮城県 ＥＮＮ株式会社 9370001022650 自社ブランド力の向上・新たな販路に向けた商品発信力の強化

宮城県 みちヨガ － 対面からの転換「顔ヨガ」オンラインレッスン導入による販路拡大

宮城県 ＳＩＧＮＡＴＵＲＥ　Ｄ － 通販用自家製ホットドック・ミート製品の開発による販売拡大事業

宮城県 株式会社石黒建築工房（ｃａｆｅ　ｃｒａｆｔ） 7370001014914 家でも楽しいｃａｆｅ　ｃｒａｆｔ（カフェクラフト）のある暮らし

宮城県 くいもんや森 － テイクアウトと通販事業による中食市場への進出と新規顧客の獲得

宮城県 有限会社ウィル 7370002009847 ＥＣサイト構築による販売強化とコロナ対策店舗リニューアル

宮城県 有限会社ガレージＬ８ 9370002019547 インターネットプロショップによる適正商品の提供

宮城県 グリーンハウスみやま － 三密を避け、お手頃で、多品種、品質の良い植物を！

宮城県 ＨａｉｒＳｈｏｐすがわら － きめ細かいスキンケアメニューの拡充とプロダクト販路の多様化

宮城県 Ｂａｒ　Ｃｈｅｅｒｓ　Ｂａｒ － 新店舗を立ち上げ、宮城県初の本場トルコケバブを低価格で販売

宮城県 イワサコーヒープロダクト － 非対面テイクアウト販売の実現。新たなメニューを販売の柱へ

宮城県 株式会社ビッグバングループ 4370001016244 ＷＥＢ広告による新規客獲得とデリバリー強化推進事業

宮城県 株式会社バタエンターテイメント 4370001024404 デリバリー事業強化のためのＷＥＢページ制作・広告事業

宮城県 Ｃａｆｅ　こもれび － お家こもれびプロジェクト～チーズケーキでワクワクを！～

宮城県 株式会社なでしこ 5370001041274 マスク＆手洗い、新習慣に楽しみを！刺繍マスク＆タオル開発事業

宮城県 Ｓｅｎｄａｉ　Ｉｎｔｒａｃｔｉｖ　Ｄｉｖｅｌｏｐｍｅｎｔ － 中小・個人事業主向けｗｅｂコンサルタント事業による売上増加

宮城県 バランス整体院大町 － リモート診療等のオンラインサービス構築と店舗の感染症対策強化

宮城県 株式会社エイチ・キュー・エム・イー 1370001020612 ＨＰ上で開発現場のリアル動画配信＆ＴＶ会議のハイブリッド営業

宮城県 山本製作所 － ＮＪＳ認定ビルダーを訴求するサイト・広告展開による顧客獲得

宮城県 株式会社Ｋ・コンシェルジュ 8370001039976 地元の魅力満載の旅行商品開発と広告媒体を活用した新規顧客獲得

宮城県 玉屋ＤＥＳＩＧＮＳ － 最新帽子用コンピューター刺繍機導入による生産体制の強化。

宮城県 有限会社仙台美術研究所 2370002004282 新授業体制を構築、新システムの広報拡大で学生、会員を獲得。

宮城県 パーソナルトレーニング　スタジオ・ラヴィ － オンラインによる非対面型ダイエットビジネスの新規顧客開拓事業

宮城県 株式会社バイタリティ 1370001044215 既存店舗のテイクアウト、デリバリーと新事業展開による販路開拓

宮城県 株式会社ＬＫＴＧＥＭＳ 9370001020340 オンラインで繋がる世界の宝飾ミュージアム！

宮城県 株式会社笹福 7370001025515 テイクアウト・デリバリー事業とコロナ対策店舗リニューアル

宮城県 仙臺亀岡阿部酒店 － オンラインショップ開設による新規顧客獲得と売上の向上

宮城県 株式会社江戸家 1370001039330 店内の設備をリニューアルし、出前の強化を図る。

宮城県 有限会社レイジェント 9370002019200 健康増進・維持アプリの開発による自費施術患者の獲得

宮城県 株式会社トリプルイー 8370001039159 映像作品と体験教室の制作と東北の文化や情報の発信等の配信事業

宮城県 株式会社キャリエール 7370001024616 エステティックにおける新型コロナウイルス感染症感染拡大防止策

宮城県 仙台みなみ整骨院 － フィジカル型整骨院から健康トータルケア未来型整骨院への転換

宮城県 合同会社ＰＡＬ 4370003001888 Ｗｉｔｈコロナにおいて生き残るため、新たにネット通販に取組む
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第５回受付締切分）
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お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

宮城県 デザインドットコム － 自社サイト整備拡張とリスティング広告出稿による販路開拓

宮城県 株式会社ココロ・コーポレーション 4370002016219 新しい生活様式にマッチした食の提供

宮城県 牛たん炭焼　高也 － アフターコロナに向けた「柔らか熟成牛タン」のネット販売

宮城県 株式会社ＨＩＲＯコーポレーション 4030001117571 Ｗｅｂサイト作成によるオンライン診断・見積り・予約システムの構築

宮城県 株式会社ライフ・マネジメント 3370001016526 保険×不動産のシナジー狙うＨＰ新設による非対面型販路拡大戦略

宮城県 合同会社杜王ガーデン 6370003004889 ＣＡＤの導入・自社ホームページ制作・自社ＰＲチラシの作成

宮城県 株式会社ＯＪＴＫＭ 6370001031448 リモート対応と店舗改装し非対応型で新規顧客獲得と新規販路開拓

宮城県 株式会社後藤畳工商店 6370001003001 ネットを利用した新規顧客獲得とＥＣサイトを利用した非対面販売

宮城県 株式会社イーディアス 4370001024627 ウィズコロナを見据えた商材開発と非対面型営業による売上向上

宮城県 有限会社コスモ不動産 9370002010927 ホームページ新規顧客獲得と非対面接客強化とテレワーク環境整備

宮城県 ＳＯＵＲＣＥ　ソース － ホームページからハーブリキュールの歴史と効能を全国へ動画発信

宮城県 株式会社イノベーションワークス 4370001022944 対面販売から非対面販売の転換する為のＷＥＢマーケティング事業

宮城県 らいふパートナーズ株式会社 2370001043471 非対面ビジネスを取り入れ、更に高品質なサービスを提供

宮城県 株式会社みらいファームやまと 5370001031440 新規のＥＣサイト・広報ツールを活用したワイン等の販路開拓事業

宮城県 合同会社ＭＡＳＴＥＲＰＬＡＮ 1370003001932 新商品開発によるブランド力醸成とオンライン販売で新規顧客開拓

宮城県 有限会社カネハチ 3370002007111 自社ＨＰ・ＥＣサイト新規製作とチラシ広告による販路拡大

宮城県 知味飯店 － ＨＰを活用した非対面販売と安全安心な店づくり事業

宮城県 なごみキッチン　海いろ － テイクアウトメニューの販売と屋外テラス席の新設で販路拡大

宮城県 株式会社共榮水産 4370001002896 ＨＰ制作、自社ＥＣサイト開設による水産加工業者の拡販事業

宮城県 株式会社ＧＥＩＳＴ 2370001024232 自社ＥＣサイト構築による機械・工具等ネット販売事業

宮城県 ミュージック　ＰＵＢ　ＤＲＵＭ － 熱狂的なファンへのライブ動画配信による売上増加策

宮城県 居酒屋　鴎囃し － テイクアウト販売の強化とコロナ対策工事で販路拡大

宮城県 ヘアサロン　マニューバー － 女性＆若年層向けメニューの開発とヘアケア商品のＥＣ販売

宮城県 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ…らしく － お客様自身によるセルフ着付けスペースの増設による売上増加策

宮城県 有限会社循環 3370002000974 オンライン商談活用による非対面型ビジネスモデルへの転換

宮城県 エムケーオート － オンライン化で販売力アップ！非対面型中古車オークション事業

宮城県 株式会社栄進工業 2370001020990 地域に密着した『町のペンキ屋さん』としての販路拡大

宮城県 株式会社ムック 5370201000476 酒・総菜・弁当を店舗とオンラインで！ハイブリットスーパー

宮城県 株式会社ルーフ・クラフト 1370201004092 下請けから直接受注への移行とオンラインを活用した販路拡大事業

宮城県 株式会社Ｃｅｒｉｓｉｅｒ 2370001039809 コロナに負けず、『女性の美』を支え続けるエステサロン作り

宮城県 株式会社デジタルプレイス 3370301000898 ＥＣサイト構築での非対面通販開始とデジタルカタログの作成

宮城県 Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ － オンライン講座と新メニュー導入で新規顧客獲得・売上拡大

宮城県 株式会社ヘルム喜早 5370001014461 オンライン商談を活用した非対面業務の効率化と販路拡大戦略
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第５回受付締切分）
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お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

宮城県 株式会社Ｈ２アシスト 3370001040666 全国初！インボディを活用したジム併設型接骨院へのリニューアル

宮城県 有限会社黒田写真館 4370302000830 スタジオの改装で、密にならない空間と、他ポーズ撮影の強化。

宮城県 めぐみな整骨院 － 最新治療機導入とオンラインセルフケアによる骨盤・産後矯正

宮城県
合同会社デュエルホーク・エンターテイメ
ント

4370003001434 非対面型遠隔式新人育成・演技レッスンクラスの開催

宮城県 有限会社土生工事店 6370002012851 オンライン商談を活用した販路拡大戦略

宮城県 有限会社桃井塗装工業 9730002013847 ドローンとＩＴ活用で新たな外壁・屋根リフォーム事業へ

宮城県 宮城エナジー株式会社 7013301040995 オンラインマーケティング強化による電力契約の拡販

宮城県 ａｉ未来株式会社 9370001044240 対面型からオンラインへ転換したハラスメント対策事業の拡販。

宮城県 カメラのＯＧＡＴＡ － コロナ禍対応、写真店頭受付非接触タイプ受付システム導入

宮城県 株式会社明栄総建 2370601003148 元請け依存からの脱却と、オンラインを用いて新規顧客の獲得へ

宮城県 さとうまき音楽教室 － 新設レッスンコース導入による非対面型レッスンへの対応

宮城県 有限会社豊園 3370002008605 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！

宮城県
株式会社ヨーガライフシステムコンサルタ
ンツ

5370001016978 コロナ・在宅ワーク疲れを癒す！ハイブリッドリトリートサービス

宮城県 株式会社大栄商事 3370001045756 プライベートサロンとテイクアウト専用飲食店の新設で売上増加

宮城県 Ｙ．Ｃ．Ｈ － 店舗のＩＴ管理化と感染防止対策事業

宮城県 ＳＡＶＥＲ’ＳＧＹＭ － ＥＣサイトとレッスン動画配信による新規顧客獲得と顧客離れ防止

宮城県 株式会社上野住宅企画 7370001011770 建築をトータルサポート！オンライン商談で新規顧客の獲得

宮城県 宝和興業 － ＷＥＢを活用して、バイクの非対面型ビジネス実現化事業

宮城県 ＲＭデザイン － オンラインで作る。新たな中古車の販売導線

宮城県 オートフィーリングス － 来店負担を軽減！ネットを活用した車両カスタム・修理環境の構築

宮城県 くつ工房ささき　古川本店 － シューマイスターのオンラインヘルスケア事業

宮城県 佐藤商店 － オンラインで対応！小回りの利くタイヤ屋さん

宮城県 居酒屋　梅田川 － 感染症対策の徹底とテラス席の増設で密を防ぐ

宮城県 Ｂｂ　ｓｏｕｎｄ　ｓｙｓｔｅｍ － 感染症対策用品の販路拡大と非対面型ビジネスモデルへの転換

宮城県 鈴剛興業 － オンラインを活用した商談や集客による販路拡大事業

宮城県 ＰＲＩＳＭ － 新型コロナ後のニューノーマルのモデルＢＡＲを創る

宮城県 株式会社ピーチライフ 9370001017089 新規顧客獲得に向けた広報活動と感染症予防の為の内装工事

宮城県 シエル合同会社 8370003003815 Ｗｅｂで行う見学会と在宅勤務可能とする環境の整備

宮城県 新沼総合会計事務所株式会社 3370005009385 非対面型ビジネスの構築

宮城県 味の蔵　どんつく － コロナに負けるな！どんつくのテイクアウト事業

宮城県 有限会社イトケエ 9370202000075 警察・消防制服の技術をご家庭に！新商品開発と販路拡大事業

宮城県 株式会社大和田住宅仙台 2370001017095 家具・建材の販売用サイトの構築による新たな顧客層への販路拡大

宮城県 隠れ家エステサロン一会～いちえ～ － オンラインを使いスキンケアエステモニターを導入し新規客獲得
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第５回受付締切分）
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宮城県 仙台リフォームセンター － 自然災害調査・害虫駆除から付帯工事受注への展開

宮城県 スナックレミー － 受賞した料理のテイクアウトＷＥＢで予約

宮城県 株式会社インディゴ気仙沼 7370001043698 新規販路開拓、栽培ＯＥＭおよびＯＥＭ用品種開発に関する取組み

宮城県 本間商工株式会社 4370601000746 ＨＰ開設による“視える”レンタル商材ＰＲ販路拡大事業

宮城県 株式会社エアーズロックＭＥＩＳＥＩ 7370001014848 靴用ランドリー・両替機導入、機械増台による生産性向上

宮城県 株式会社インファクト 4370001014207
赤外線機能付きドローンで、建物外部工事の受注を増やし、売上確保とコロナ
対策。

宮城県 スナック無窮花 － オンラインで宅飲みに華と料理を！

宮城県 志賀商店 － コロナで需要拡大！実用バイクをオンラインで！

宮城県 空 － オンライン宅飲みサービスとテイクアウトの充実

宮城県 さけぼうず旬仙 － 美味しい料理を自宅でも！ＷＥＢ活用で新規顧客の獲得へ

宮城県 Ｃａｆｅ＆ＢａｒＫａｌａｂａｓｈ － オリジナル通販サイトの立ち上げで、お家で簡単ジャマイカ気分♪

宮城県 スナックＬｉｐ’ｓ － ＷＥＢショップ、テイクアウトでお店の雰囲気をご自宅に！

宮城県 アールグレイ － オンラインで生の接客！顔の見えるＥＣサイト構築！

宮城県 株式会社シーズ東北 8370001023542 コロナ禍中と収まった後を別事業で乗り越えるＩＴ化

宮城県 ＤｉｎｉｎｇＢａｌ銀 － オンラインとテイクアウトでコロナでも売上増！

宮城県 株式会社仙北設備工事 1370201000232 水回りリフォームならお任せ！オンラインで安心発注

宮城県 愛珀塗装工業 － 元請け依存体制からの脱却。オンラインを活用し販路拡大へ！

宮城県 枝松実業 － オンラインを活用した旧経営体制からの脱却と新たな販路拡大事業

宮城県 株式会社サンリョウ東北 7370201002842 こだわりホルモンをオンラインで拡散！美味しさで日本を元気に！

宮城県 株式会社ハギワラ 1370001009779 オンライン商談システム導入と現場調査のＩＴ化による販路拡大

宮城県 有限会社沖田建材 1370202000173 自社発展、社会貢献のためのコロナ脱却事業

宮城県 伊藤瓦工務店 － オンライン注文完結！『町のエアコン工事屋さん』で販路拡大

宮城県 財務リスクコンサルティング株式会社 3370001014570 補助金等自動診断システムの開発による顧客拡大化

宮城県 株式会社Ｂｅｓｔ　Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ 2370001041632 オンラインで楽しみながら学ぶ！話し方コミュニケーション講座

宮城県 株式会社Ｈ＆ＹＯＵ　ＳＴＹＬＥ 3370001019719 持続型施術とセルフケアのＰＲ及びＥＣ販売

宮城県 株式会社西和造園 4370001008745 貸植木のＥＣ販売、造園業のオンライン受注

宮城県 ディーズ・ハピネスイオンモール石巻店 － 自社サイトのリニューアル等によるテイクアウト事業の強化

宮城県 旬魚酒房わび祐 － テイクアウト事業への取り組みと販路拡大事業

宮城県 季節のおいしい食卓ＳＯＮＯ － 総菜の魅力を伝えるホームページの構築とテイクアウト事業の強化

宮城県 株式会社路禅 7370001022710 居酒屋における加工販売商品開発事業

宮城県 有限会社佐貞商店 1370602000797 ＷＥＢメディア構築とオンライン商談窓口の開設

宮城県 とり卓 － 商品のＥＣ販売による店外売上確保

宮城県 便利屋ｍａｍａクリーン － 目指せヤング世代の需要拡大！キャッシュレス対応ＰＲ事業
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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
　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。

宮城県 株式会社ＫＵＮＫ 2370001045336 非対面を躍進させる新たな動画配信業務の体制とその販路拡大

宮城県 ＷＡＫ株式会社 2370001016329 販路拡大に向けたオンライン相談の導入と新サービスの広告宣伝

宮城県 有限会社ヘルシーケアシステム 5370302002693 通所介護事業での非接触型サービス提供による利用者の獲得

宮城県 株式会社エス・ビジネスサポート 1370001045295 Ｗｅｂ販促と非対面型業務の導入及びテレワーク環境の整備

宮城県 株式会社情通 9370001007164 テレワーク基盤を活用した新商品開発と自社ホームページＳＥＯ分析

宮城県 株式会社すがとし建設 1370501000287 気仙沼地区の世帯主に自社商品サービスを非対面で提供

宮城県 コベックス東日本株式会社 9370601000989 キッチンカーによる売上アップと既存店舗の広告宣伝

秋田県 株式会社おり座 8410001009594 セルフオーダーシステムと個室飲食空間の整備

秋田県 株式会社エヴァーグリーン 8410001011047 自社オンラインショップ開設による新規販路開拓

秋田県 中田商店 － 新商品「生ドライフルーツ」の開発とＥＣ開始で事業拡大

秋田県 株式会社ぐらんたん 4410001011711 個室化とモバイルオーダー導入で新居酒屋スタイルの確立

秋田県 オフィス斉藤 － 葬儀屋から非対面型テイクアウト販売への新規参入

秋田県 ＴＫフーズ － コロナ感染拡大防止対策のキッチンカーの製作による顧客確保

秋田県 有限会社山王けやき薬品 8410002001443 非対面型漢方相談システムの導入と広告宣伝の強化

秋田県 有限会社青井陶器店 8410002000057 器・グルメ珈琲店のＥＣサイト及びＷＥＢサイトの立ち上げ

秋田県 有限会社三浦産業 7410002003572 福利厚生倶楽部を活用した秋田の空き家対策事業

秋田県 株式会社佐川商店 8410001002707 ウイズコロナを快眠でサポート！「マニフレックス」の新市場創造

秋田県 株式会社ＮＥＸＴビルド 8410001010024 オーダーメイド住宅設計のオンライン打ち合わせシステムの導入

秋田県 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｈｕｅｌ － オンライン強化で美容カウンセリング＆予約管理！

秋田県 有限会社司アート 1410002002563 「秋田杉」加工製品を非対面で売り込むＥＣサイトの構築

秋田県 株式会社ジェイ・チーボ 9410001010089 フードトラック事業の創設による感染拡大防止と売上拡大の両立

秋田県 株式会社あきた総研 9410001011384 地域企業主導型オンラインマッチングイベントシステムの構築

秋田県 なべや製麺株式会社 8410001007549 新商品（能代うどんパスタ）開発とそれに伴う自社ＥＣサイト改装

秋田県 株式会社グラッツ 8410001007160 ホテル専用の非対面型販売システム導入事業

秋田県 東北環境消毒有限会社 6410002008671 除菌・消毒専用機器の導入による消毒委託業務サービスの提供

秋田県 Ｓａｌｙｕ’ｓ　ｈａｉｒ － 感染症対策と新サービス導入による安心安全な「美」「癒し」「健康」の提供

秋田県 くりぼうず － テイクアウト・仕出しサービス開始による販路拡大事業

秋田県 あけみ家 － テイクアウトサービス強化による販路拡大

秋田県 有限会社北國急行 8410002007663 国交省標準的な運賃の告示に基づいた運賃見積もりシステム

秋田県 有限会社ジャパンクリエートアグリ 8410002008158 国交省告示の標準的な運賃に基づいた運賃見積もりシステムの提供

秋田県 環境のＹＯＳＨＩＤＡ － 「ＳＣ（セーフケア）洗剤」のネット販売による新規顧客獲得

秋田県 株式会社ロイヤルミンク田中 6410001003938
自社ウェブサイト改良・ＳＮＳ活用による毛皮製品の魅力発信と新たな販路開
拓

秋田県 ルベール － ＷＥＢ事業強化のための設備導入および広告宣伝等による販路拡大
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秋田県 有限会社小松クラフトスペース 2410002001242
ウェブを活用したオリジナルグッズの販売、販路拡大事業とアートマネジメント
業務

秋田県 たかだ整骨院 － 非接触型リハビリトレーニングへの転換

秋田県 モア　ビューティー　シモフサ － オンライン着付サービスＷＥＢサロンによる販路拡大

山形県 すいーとどっぐ合同会社 2390003001715 コロナ感染症で入院・療養の際に安心安全にペットを預かれる施設

山形県 京都鉄板焼よしちゃん － コロナ禍での飲食店が取り組む新たな地域密着型事業展開

山形県 株式会社レホボテ 4390001015384 韓国の健康食材のＥＣ販売の仕組み構築と販促強化の取組み

山形県 夜ｔｈｅ藏 － 三密を防ぐための店内改装による安心安全な店舗づくり

山形県 デザインオフィスビーツーユニット － 機材の充実で効率アップした撮影と動画で一味違う販売促進

山形県 Ｆｏｃｕｓ（フォーカス） － ＶＲツアーによる非対面販促、オンライン商談の普及。

山形県 有限会社グッピー園 7390002000878 「おうちに水族館」を全国展開するための動画コンテンツ拡充事業

山形県 ＮＥＸＴケア株式会社 6390001015977 ケアマネージャー向け自社ＷＥＢサイト構築による非対面顧客獲得

山形県 住環境支援サービス庄内 － コロナでも安心オンライン商談！新たな顧客獲得のためのサービス

山形県 有限会社ナリサワ 5390002007751 ネットによる新規顧客獲得と基幹システムによる生産性向上

山形県 楽食家たちかわ － 通販事業開始による収入の多角化、新規顧客開拓による売上獲得

山形県 居酒屋　がぶり － 本格石窯焼ピザのテイクアウト販売で乗り切る“ｗｉｔｈコロナ”

山形県 焼肉いわじ － コロナに負けない！デリバリーで接触減！売上増！作戦

山形県 おやつや　ゆう － 移動式出張店舗に転換　キッチンカーで更なる販路開拓計画

山形県 安兵衛寿し － 店舗の改修による顧客満足度及び安心度向上による集客獲得

山形県 有限会社山長ながほり 1390002010627 オンラインショップリニューアルによる山形県農産物販路拡大事業

山形県 有限会社竜泉・滝川 8390002009902 自社ホームページ通販サイトによる非対面型販売の構築

山形県 Ｎフロンティア株式会社 5390001015821 インターネット・電話へ誘導するチラシ活用による非対面営業戦略

山形県 翻訳ラボ　アレグリア － 英会話用デジタル教材の開発とオンラインレッスン実施で売上拡大

山形県 やさいろ － 個人向けＨＰの開設、ＢｔｏＢ依存から脱却、ＢｔｏＣへ挑戦

山形県 株式会社スマイルトレード 2390001012607 顔認証勤怠打刻装置の導入とクラウド業務管理で在宅勤務環境構築

山形県 有限会社ゆあーず 3390002013520 キッチンカー導入による「販路拡大と地域活性化事業」

山形県 株式会社山村商店 3390001010163 希少な「原始布・古代織」を全国へ！ネット通販で販路拡大

山形県 旬彩料理樂蔵 － オンラインショップの解説とテイクアウト強化事業

山形県 株式会社山本農機店 5390001015219 ドローンを活用した航空防除作業受託によるコロナ対策の提供

山形県 ユナイテッドグロー株式会社 4390001014072 「照明＋抗菌」が出来る「抗菌ライト」の販路開拓で売上アップ

山形県 有限会社ふる山 3390002013330 料亭の味をご家庭で！テイクアウト商品開発で販路拡大

山形県 鷲コーヒー － 米沢初！コーヒー豆を自動販売機で、いつでも非対面販売

山形県 カスターニャ － 真空包装機導入によるテイクアウトメニュー開発で売り上げ向上

山形県 株式会社森環境技術研究所 3390001008884 ネット広告を活用した非対面型営業によるＭＴシリーズの販路拡大
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山形県 自家焙煎珈琲の店ｂｉｎｏ － 珈琲で癒しを！マニアも喜ぶ目立つキッチンカーで移動販売！

山形県 株式会社あべ衣料 1390001009059 新規事業「ネットショップ」を活用した新規販路拡大

山形県 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｒｅｔｒｅａｔ － 個人客向けキープディスタンス改装とセルフオーダーシステム導入

山形県 株式会社黒獅子ブランド 8390001015075 長井の超軟水で作った新商品で新規販路開拓事業

山形県 そば吉里吉里 － 真空機器を活かした食品の全国発送で販路開拓

山形県 ＣａｒＴｒｕｓｔ　ＥＶＯ － 新型コロナの感染防止とインパクト大の看板を設置し認知度の向上

山形県 有限会社原菊造商店 2390002013249 対面営業から脱却し、新たにＢｔｏＢのＥＣ販売に取り組む！

山形県 有限会社チュチュ 7390002001777 オンライン販売の拡大とそれに向けた商品開発

山形県 株式会社エミオン 7390001015687 介護福祉士資格取得のための通信教育型実務者研修校の開校

山形県 佐久間　優 - 自然栽培のお米とぶどうのＷｅｂ販売構築事業

山形県 株式会社オードヴィ庄内 1390001006122 日本酒醸造蔵が直販事業として統合Ｗｅｂサイトを立ち上げ売上アップ

山形県 株式会社ワイテック 4013201006208 Ｗｅｂ会議システムの導入。

山形県 ヘアサロンあっとほーむ － 感染者を出さない非対面サービスで安心・安全なサロンづくり

山形県 姫刀 － 非対面型ビジネスに対応できるＨＰの制作と伝統技術の販路開拓

山形県 くどう整骨院 － オンラインによる非対面型相談の実施とホームページの再構築

山形県 株式会社松島屋菓子店 3390001010114 ＥＣサイト立ち上げによる「米沢の老舗菓子店」の販路拡大事業

山形県 有限会社佐五郎 5390002001052 新しい生活様式を取り入れ安心した食事提供による新規顧客獲得

山形県 サルビア － ＷＥＢ予約ができるホームページを制作し生産性アップ

山形県 合同会社きものアトリエのあ 6390003001513 インターネットで世界中！きものｄｅ楽しむおうち時間

山形県 有限会社パナ倶楽部わたなべ 1390002006773 ＨＰ改良・ＥＣサイトによる商品販売・新規顧客獲得

山形県 なでしこ － 店舗改装・ＥＣサイト活用で売上向上！

山形県 ＮＳＫ株式会社 3390001012390 ＥＣサイト開始で地元の新鮮野菜を日本中に届ける

山形県 ビリヤードビーライフ － オンラインレッスンの利用者獲得・売上の拡大

山形県 日本観光鉄道 － ■地方創生事業「非対面オンラインコンサルティング」への転換

山形県 どんどん焼きカフェカシワヤ － キッチンカーでのテイクアウト営業による新規顧客の獲得

山形県 株式会社メトセラ 3390001014412 研究支援業務の非対面型への移行による飛躍的な開発効率の向上

山形県 株式会社　茶勘製菓 3390001008372 新型コロナウイルスの影響を乗り越えるための新商品開発

福島県 蕎麦游膳阿部 － ＥＣ販売による売上増に伴う生産拡大・効率化事業

福島県 有限会社クリーンボーイ・キクタ 6380002001127 キャッシュレス決済及び新ＰＯＳ導入による感染対策と販路開拓

福島県 ＩＰシステム株式会社 7380001004253 ＧＦ１０００Ⅱでの環境整備とデジタルサイネージによる新規開拓

福島県 有限会社菅野房吉商店 6380002000913 コロナに負けるな。ネット販売による福島県産フルーツの販路拡充

福島県 サチ子の貸衣裳 － マルシェ開催でイメージ改革　新規顧客増加で売上拡大

福島県 崇麗堂株式会社 4380001030046 ＥＣサイトリニューアルとＷＥＢカウンセリングサービスの構築
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福島県 韓国王庭料理幸福 － テイクアウト事業の開始と感染症拡大防止の店内整備で売上回復

福島県 合同会社一縁 3380003004494 既存顧客のリピート率向上と新規顧客開拓媒体の設置

福島県 株式会社エテ 7380001029341 ＷＥＢでのテイクアウト販売及び情報発信と密を防ぐ衛生環境整備

福島県 大竹総合事務所 － 新旧顧客の開拓、対応に向けた非対面型オンライン面談の環境整備

福島県 ＰＩＺＺＥＲＩＡｅＯＳＴＡＲＩＡＤＡＶＶＥＲＯ － テイクアウト、デリバリー、移動販売の強化で事業継続！

福島県 株式会社クノウ 4380001029443 福島地域活性化屋さんとして、オンラインで外部人材とつながる！

福島県
株式会社ヒューマンズ・シップ・マネジメン
ト

2380001030295 デジタル分野拡大、Ｗｅｂマーケティングと非対面営業で販路開拓

福島県 株式会社ＩＦＰ 1380001025668 非対面で販路開拓！ホームページ作成とブランディング

福島県 有限会社　桑原製作所 1380002017400 新分野進出の為のホームページ制作及びキッチンカー導入事業

福島県 美月 － 真空包装機導入およびホームページ開設に伴う新商品開発事業

福島県 合同会社勇菴 6380003003626 古民家リノベーションによるテイクアウト中心とした業態変更事業

福島県 ｖｏｗ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ － 顧客ニーズに沿ったオンラインの活用と周知事業

福島県 Ｃａｆｅ　ＬＯＶＥＲＳ　ＬＥＡＰ － テイクアウトと通信販売で行うアフターコロナでの非対面型経営

福島県 Ｌｏｔｕｓ・ｙｏｇａ － ３密を避けた「出張青空ヨガ」「オンラインヨガ」確立事業

福島県 ａｔｈｅｎａ － ＷＥＢカウンセリングを活用した脱毛サービス展開

福島県 音楽教室ハミング － 防音室の密回避と音楽に特化したオンラインレッスンの導入

福島県 有限会社内川水道工業 6380002031280 自社ＨＰ展開による認知度向上と非接触型接客ツールとの連携

福島県 Ａｇｏｏｌｌ（オグール） － デザイン周知によるマッチングや販路拡大に向けたＥＣの活用

福島県 有限会社目黒工務所 2380002033314 オンラインイベントを活用した販路開拓による住宅建築契約拡大

福島県 計画建設株式会社 9380001017402 インターネットを活用した非対面住宅見学システムＩＨＳの構築

福島県 じゃず喫酒Ｄｏｒｏｔｈｙ － 大人のくつろぎ空間をＷｅｂで発信～ジャズ喫茶文化を守り抜く！

福島県 中村　光彩 － 会津塗ガラス皿のブランディング及びＨＰ制作による情報発信

福島県 田伝夢思 － スムーズなテイクアウト販売のための店舗ファサードの改修

福島県 Ｃｈａｎｔｉｌｌｙ － カフェのブランド化によるテイクアウト拡大事業

福島県 株式会社ＴＦＣ 5380001024162 ウェブ注文受付と新商品開発によるテイクアウト販売強化事業

福島県 株式会社こうみ家 9380001021981 新商品開発によるテイクアウトの充実と安全性を高める店舗改修

福島県 耐南商事株式会社 6380001018238 「新企画とホームページリニューアルで新規顧客獲得」

福島県 らぁ麺まえ田 － 「ｗｉｔｈコロナに向けたテイクアウト商品の開発で売上増加を図る」

福島県 有限会社うめや商店 7380002031288 ホームページリニューアルによる通信販売の強化

福島県 株式会社ＫＡＡＳＡ　ＧＲＥＥＮ 4380001031052 非接触・大工作業体験型民泊事業による建設事業の新販路開拓

福島県 有限会社共同保険 5380002033872 安心と安全につながる新しい保険関連サービス構築と販促

福島県 ё　豆や　よーだｃｏｆｆｅｅ － モバイルオーダーシステムの導入による効率的な商品の提供

福島県 株式会社ニヘイフーズ 3380001018307 ＥＣサイト構築による需要が増加している精肉の非接触型販路開拓
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福島県 有限会社グロスワン・フーズ 3380002023371 オーブンを活用したテイクアウトメニューの開発と販売

福島県 渋谷設備株式会社 6380001014682 積算ソフト導入によるテレワーク環境の構築

福島県 Ａ家食堂 － いわき発！『Ａ家沖縄すば』商品開発と販路開拓事業

福島県 リビングギャラリーせきはら － ＥＣサイトと公式アプリの開発による新規顧客開拓事業

福島県 ダイニングキッチン月海　－Ｒｕｕ－ － あったか作り立て！いわきの地産地消テイクアウト

福島県 有限会社　インテリアヒルタ 9380002022401 リモートシステム導入で業務効率アップとオンライン販促を強化

福島県 堀川宝飾工芸 － 伝統技術。プラス最新技術での挑戦！

福島県 さとる接骨院 － 完全予約制へ移行し、治療とエステが安心に行える環境の整備

福島県 公文式郷ヶ丘西教室 － 子どもと保護者が安心して学習できる教育環境づくり

福島県 麺屋さ近 － 高品質でお家でも満足できる「二代目麺屋さ近の手作り肉餃子」

福島県 株式会社やまと 7380001014046 テイクアウトメニュー生産性向上と加工品販売による販路開拓事業

福島県 ピーシーネット株式会社 2380001013663 動画を活用した弁護士向けＷＥＢ講座を通じた新規顧客獲得

福島県 株式会社リーフ 7380001011043 コロナに負けない！新郎新婦を応援するオンラインブライダル事業

福島県 プリントショップＣｏＣｏ － 刺繍ミシン導入によるサプライチェーン強化と販路拡大

福島県 斎藤ニット － マスク生産体制構築によるサプライチェーンの保守

福島県 アトリエ青狼 － 「マニラ・ギャラリー販路開拓事業及び、ＨＰ導入による新規顧客獲得」

福島県 小浜農場 － 「ワンダフル」な取り組みでテイクアウト事業拡大

福島県 有限会社コラダム 8380002028473 受注減少に対応するための新製品の生産体制強化計画

福島県 ｓｔｕｄｉｏｆｉｒｍｕｓ － コロナ禍における非対面型トレーニング導入等による売上拡大

福島県 イーグル電気株式会社 5380001015491 端子圧着機導入による生産性改善とＨＰ見直しによる売上拡大計画

福島県 中華そば橙 － セミセルフレジ導入で感染対策、安心安全、迅速な会計環境作り

福島県 有限会社星幸衣服店 3380002035078 ホームページ作成によるインターネット販売を通じた自社ブランド力向上事業

福島県 Ｍｅｌｏｎ　ｄｅ　ｍｅｌｏｎ福島 － 「移動販売車の出店場所の告知や予約ができるｗｅｂサイトの構築」

福島県 有限会社割烹万松 7380002019738 四季折々弁当への注力による冷蔵設備導入事業

福島県 有限会社和田印刷 7380002020381 スーパーマーケットチラシ受注獲得及び印刷品質向上

福島県 ファミリィカフェ笑びぃ － 自社ホームページ作成によるテイクアウト事業の強化

福島県 有限会社山田電器 7380002003832 ３密を避けお店に沢山の商品で安心満足できる店つくり！

福島県 巴里界 － オンライン酒場開発とインターネットでの販売

福島県 神野石材店 － 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

福島県 創作麺ＹＡＭＡＴＯＮＢＩ － お子さま向け新商品開発とテイクアウト商品開発

福島県 有限会社リーガル企画 4380002035242 テレワーク環境でのホームページ自社運営をし非対面型接客の仕組みづくり

福島県 行政書士　城山法務事務所 － ＨＰ等ＳＮＳを利用した非対面による販路開拓

福島県 ネイルサロン　トロイオンス － 既存顧客の確保及びネットを使用した非対面型の新規顧客開拓
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福島県 よくばり － もつ鍋セットのネット販売を展開する非対面ビジネス事業

福島県 結城音楽教室 － ＨＰを通したオンライン音楽レッスン、空間デザイン等の提供開始

福島県 株式会社ニックファンズ 6380001020607 本場ドイツをご家庭で楽しむ「料理＆ワインＢｏｘ」の生産販売事業

福島県 ありんこぐらす － ガラス工芸品のネット販売強化と工房専用トイレ設置でコロナ対策

福島県 片岡　悠人 － ＶＲを活用した観光需要を喚起させるプロジェクト

福島県 有限会社モールド設計畠山 3380002014362 ３Ｄプリンタ導入による新規顧客獲得事業

福島県 自由ヶ丘整骨院 － 非対面型の施術スタイルと運動指導による自費メニューの構築

福島県 Ｐｈｘｘｉｕｓ（フィクシアス） － ドローンによる革新的映像で新規顧客獲得・非対面型ＰＲ事業

福島県 割烹やました － おうちパーティー用本格オードブルの開発とＰＲ

福島県 ライジングコスメティクス株式会社 6380002035273 美容院における新たなアンチエイジングサービスの提供

福島県 株式会社厨 1380001018952 テイクアウト新規顧客層開拓と屋外スペースを活かしたカフェ事業

福島県 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｉｎｆｉｎｉｔｙ 7380001030992 カスタムバイクのオンライン販売事業

福島県 株式会社笑味風　沖縄ダイニングな美ら 7380001010045 沖縄専門店ならではのテイクアウト誘客用看板、広告物制作

福島県 Ｇｕｎｅｓ（グネーシュ） － ＩＴを活用した非対面受注の拡大と、特殊加工肉による新規顧客の獲得

福島県 ツルカメ建設株式会社 8380001017618 ＷＥＢサイトの機能拡大による非対面営業体制の構築

福島県 有限会社くだもの畑 7380002006983 ピンチをチャンスに、機会損失防止への強化事業

福島県 中華ＤＡＩＮＩＮＧＢＡＲ　龍鳳 － テイクアウト商品の開発と拡販事業

福島県 株式会社善用堂メディカルケア 4380001023470 女性向け整体事業の強化とオンライン診療の実施

福島県 有限会社エルエル・サイン 7380002023632 セミオーダー型”看板専用ＥＣサイト”の開設

福島県 合同会社ｅｓｔ． 3380003004676 コロナ疲れを癒す、居心地のよいストレスフリーなサロン創り

福島県 ＩＷＡＫＩ　ＣＡＬＬ株式会社 4380001027637 地元食材を使った創作料理開発してテイクアウト拡販

福島県 株式会社ヒデオ 4380000108017 非対面型への取り組みで顧客満足と業務効率化を図る合鍵製造店

福島県 ＨＥＲＯＺ株式会社 5380001021589 Ｗｉｔｈコロナ対応オンライン＆大型看板によるカーリース販促

福島県 株式会社ファンタスティックスタジオ 7380001015432 感染防止グッズの安定供給で飲食店不安払拭サポート

福島県 ヘアーリゾートマハロ － 美容室だから出来るイベント用オーダーメイドサービスの提供

福島県 株式会社オクヤピーナッツジャパン 1380001030899 コロナに負けない！ピーナッツパーク事業

福島県 Ｋｕｒａｂａｒ　Ｍｉｄｎｉｇｈｔ － コロナ対応型店内環境の構築と新たな販路開拓

福島県 株式会社コスモラボ 7380001014913 コロナ禍転じて福と成す、安心、快適、環境整備事業

福島県 有限会社つじるし衣料品店 1380002034981 地域に愛されるＥＣサイト開設による販路開拓

福島県 株式会社ＮＨＳｏｌｕｔｉｏｎｓ 7380001009095 リモートバックオフィスサービス“ＮＨＳ”の展開

福島県 東洋建設　株式会社 9380001013459 非対面型商談ツール構築を含むＨＰの刷新による新規顧客獲得事業

福島県 有限会社朝光商会 1380002010652 おいしいキムチの宅配サービス事業

福島県 有限会社エストエスト 4380002027248 ウィズコロナに対応するためのシステムと魅力づくり事業
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福島県 株式会社ｂｅｎｅｆｉｃ 1390001015148 「非対面に向けた営業ツールの作成と会社のイメージ向上戦略」

福島県 ＮＯＥＶＩＲ寺前北営業所 － セルフ型ボディメニュー導入にて新規顧客獲得

福島県 ちょこちゃん工房 － 「ネット販売による売上確保に向けた革商品量産化のための機械導入」

福島県 株式会社ｔｈｒｅｅｔｒｅｅｃｒｅａｔｅ 9380001022055 “ノウハウを見える化（フォーマット化）”リモートモデル構築

福島県 株式会社チームたかのは 6380001023460 地元食材を使った半熟チーズケーキのインターネット販売事業

福島県 Ｇｒｉｌｌｄ　Ｔｒｉａｎｇｌｅ － 店内の感染症対策とケータリングの開始で経営もコロナ対策

福島県 有限会社イエロー企画 2380002007763 ＥＣサイトを活用したフラワーショップの開店

福島県 株式会社花の店サトウ 4380002002795 インターネットを活用した供花販売
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