
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

岐阜県 合同会社宇野かばん工房 1200003002922 新商品（セレクトオーダーランドセル）のオンライン販売強化事業

岐阜県 株式会社栄翔 6200001037016 ＨＰ・チラシ・オンライン商談による瓦工事・リフォームの受注

岐阜県 株式会社スポット 4200001002764 ネットショッピングの広報強化による直販体制の構築

岐阜県 株式会社ＭａｒｉｎｅＤｉｓｃｏｖｅｒｙ 4200001032571 ネットでも店頭でも手軽で美味しく提供し売上アップ

岐阜県 株式会社ｅｔｆａｉｒｅ 9200001037888 小ロット高品質な生産体制とコロナ時代に即した受注体制の構築

岐阜県 ＥｓｔｈｅｔｉｃＲＩＲＹ － ホームページ製作による新メニューご案内と販売促進で売上アップ

岐阜県 Ｌｏｏｐｓ － 自社ＨＰおよびＥＣサイト構築による販路拡大と新規顧客獲得事業

岐阜県 個別指導シグナル － オンライン指導から１歩先へ進んだハイブリッド指導への転換

岐阜県 有限会社アトリエ和 8200002000210 新しい機械で新商品開発と新分野への参入で売り上げ増加

岐阜県 株式会社海外生活 3200001020032 ＷＥＢ・ＳＮＳ集客促進と、非接触カウンセリングの実施

岐阜県 蕎麦屋こんくらい － サブスクリプション導入とＥＣサイトにおけるネット販売の開始

岐阜県 Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｓｔｕｄｙ　ＧＹＭ　ＧＩＦＴＥＤ － 非対面型学習指導の確立とネットを通じた新規顧客獲得事業

岐阜県 株式会社ＡＩリクエスト 7200001007802 美少女図鑑インターネット配信番組「ぎびちゅーぶ」制作

岐阜県 とんかつすいげん － 美味しいとんかつをテイクアウトで提供、Ｗｅｂに顧客の新規開拓

岐阜県 ＷＯＯＦ － オーダーメイド革製品のネットを通じた新規顧客獲得

岐阜県 ＰＩＮＫ　ＥＡＲＳ － お肌と心に届ける、優しさと潤いと癒しの石鹸の製造販売

岐阜県 有限会社柴木材 6200002002274 心地よい住まいを体感出来るバーチャル内覧会

岐阜県 株式会社榎本木工 5200001000651 作業の効率化を図るための機械導入と木製品の量産・販売体制構築

岐阜県 株式会社ビストロノミー 4200001009487 在宅飲食推進事業「おうちバル」と密回避の「ゆったりバル」

岐阜県 バニラモード株式会社 1200001035627 メーカーとオンラインで完結できる商談システムの構築

岐阜県 株式会社Ｌ’ｓ 3200001035749 関ケ原の里山発信！褐色の宝石（栗）を後世に受継ぐ

岐阜県 株式会社スピリッツ 1200001032657 新たな生活様式に適応できるビジネスモデルの構築

岐阜県 株式会社グローバルソウトク 8200001010540 ＥＣサイト構築による直接販売体制の構築

岐阜県 日本鞄材株式会社 2000010272042 ＷＥＢ導入×宅急便によるスーツケースの収納保管サービス事業

岐阜県 株式会社オートリペアカワシマ 7200001000765 サプライチェーン毀損を克服するサービス内製化と新メニュー開発

岐阜県 ほんごう鍼灸接骨院 － 運動器具導入による通院増加と非対面でのコンサルティング事業

岐阜県 カナン学院　芥見校 － 生徒も保護者も安心して授業を受けられる環境づくりとそのＰＲ

岐阜県 株式会社中部宝商事 6200001013052 付加価値感染予防対策商材でＥＣサイト拡販

岐阜県 スポルターズ － 社会貢献・販路拡大・リスク分散型新規事業

岐阜県 有限会社ストロベリーフィールズ 2200002002476 インターネット販売とショールーム設置により売上アップ

岐阜県 艶体・心　Ｍａｎａ － ＥＣサイト構築による物販事業の拡大とテレワーク環境の整備

岐阜県 株式会社カネショウコニー 9200001013443 自宅で受講できる「動画ダンスレッスン」配信サービス

岐阜県 中華　山本 － ＥＣサイトを活用した岐阜県産メンマの販売による地産地消の推進

※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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岐阜県 平畑設計 － バーチャル内覧会やＷｅｂ会議ツールを活用した非対面の営業促進

岐阜県 Ａｎ’ｃｈｏｕｃｈｏｕ　ＷＨＡＴ’Ｓ　ＵＰ － 非対面型サービスの提供による顧客満足度向上と新規顧客開拓

岐阜県 有限会社皐月商事 2200002012640 自動精算機の導入によるフロント業務の非接触化とＩｏＴ化

岐阜県 二葉鍼灸療院 － 患者との対面時間短縮のためのリモート対応策で新規顧客獲得事業

岐阜県 ＰＣＣ － コロナに負けるな！専門整備機器の導入で新規ユーザー獲得大作戦

岐阜県 ＰＩＮＥ　ＢＡＲＢＥＲＳＨＯＰ － セルフフェイシャルエステ導入・ＨＰ拡充で販路拡大

岐阜県 有限会社セグーロ 7200002015052 新業態強化に向けた非対面型販売の展開による販路開拓

岐阜県 ＡＮＧＥ － 新たな生活様式への対応と新たなサービス提供で顧客満足度向上

岐阜県 株式会社ＫＭＨ 1200001016461 感染を徹底的に防ぐ！高齢者の命を預かる安全な介護施設をＰＲ

岐阜県 株式会社万福 7200001024541 酒粕スイーツ等のネット通販及びテイクアウト販売強化事業

岐阜県 ｍａｘｉｍａ’ｓ － オンラインエステ開設による効率的な２拠点営業と販売促進事業

岐阜県 ｇｌａｓｓ．ｏｌｉｏｌｉｔｏ － 吹きガラスの工芸品の供給を継続するための設備投資事業

岐阜県 合同会社ビースクール 6200003003890 各スラスオンライン充実、ハイブリッド型授業化計画

岐阜県 寿天 － お客様のスマホを使ったセルフオーダーによる客単価ＵＰ事業

岐阜県 合同会社飛騨蕃茄屋 4200003004115 商品の完全内製化による安定した商品の供給と販路の転換。

岐阜県 ＰＯＬＡ　ＡＱＵＡＬＩＥ － 積極的な情報発信とオンラインカウンセリングを活かした販路開拓

岐阜県 有限会社ｇｒｅｅｎ　ｌａｂｏ 9200002025058 簡易製材機の導入と製材のネット通販による販売拡大事業

岐阜県 韓国家庭料理　林花 － 本場の味！韓国風のり巻きキンパテイクアウト専門店の販路開拓

岐阜県 吉川製型所 － 今までにない新しいオカリナと石膏型を非対面販売化する事業

岐阜県 有限会社成宝園 1200002020322 「高田焼」の成型生地の内製化体制の確立と販路開拓事業

岐阜県 サクラ陶器株式会社 6200001020632 ＢｔｏＢの販売を非対面化するための自社ＥＣサイトの構築

岐阜県 有限会社陶都電化 1200002020462 ＳＮＳやオンラインを使った新規顧客を増やすためのファンづくり

岐阜県 株式会社中洞設計 4200001033520 建築専用文具等のｗｅｂ販売強化による非対面部門強化事業

岐阜県 めっせー字 － Ｗｅｂを活用したコンテンツ提供のための販路開拓

岐阜県 カネイ山口陶器 － 陶磁器の上絵付加工技術の向上による製品の安定供給と販路開拓

岐阜県 株式会社ライゴア 7200001023155 コロナ禍でも安心して相談できる事業継承特化型コンサルティング

岐阜県 有限会社マエダコーポレーション 9200002017781 非接触販売の実行による販路拡大

岐阜県 株式会社片岡ケース製作所 2200001020537 新商品開発による月光工房ブランド形成及び販路拡大戦略事業

岐阜県 株式会社モノプロダクト 5180001109082 ライフスタイルの変化に対応した事業および販売方法への転換

岐阜県 株式会社明和窯金陶苑 1200001021081 オンライン商談およびシステム刷新・テレワーク導入による販路拡大

岐阜県 健康工房 － 足もみ器具のネット販売と遠隔指導によるセルフケア社会の実現

岐阜県 コトバの杜 － プロモーションから受注までのオンライン化で売上増加！

岐阜県 ｂｅｎ － お店の人気メニューを自宅で楽しめるテイクアウトの事業化

2 / 50 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。

岐阜県 古田工業所 － 新設備導入！高レベルアルミ溶接実現と生産性向上による収益ＵＰ

岐阜県 有限会社繁平建装工業 7200002018773 目指すは元請け企業！カラーで自社ブランド力向上計画

岐阜県 有限会社マエノ設備 9200002019134 新築住宅の『非対面型打ち合わせ』推進事業

岐阜県 しろくま住宅工房 － 「毎日キッチン」から情報発信！女性設計士の暮らしと家具の提案

岐阜県 宮部建設株式会社 3200001019652 非対面型ＢｔｏＢ事業「住宅デザインコンサルティングサービス」

岐阜県 整理収納ｋａｒｕｋｕｉｓｍ － 発達障がい支援「オンラインおかたづけサポート」による販路開拓

岐阜県 有限会社天研工業 5200002018932 国内外向けＥＣサイト構築とクラウド対応の電話転送システム導入

岐阜県 株式会社関菊水刃物 9200001019259 災害時に大活躍する”レスキューカッター（仮称）“

岐阜県 料理旅館たけはん － 中津川の旬を味わう当館こだわりの会席料理をお届けする事業

岐阜県 参集園 － ネット販売の為の加工場設置

岐阜県 共立化工有限会社 3200002023265 「自動ボイラー設備設置による品質改善と生産量向上」

岐阜県 ｃ－ｆｏｒｔｕｎｅ － ピンチはチャンス！商品力・ＳＮＳ発信力を強化し新規顧客獲得

岐阜県 有限会社信玄堂 9200002023350 新商品導入により、立ち寄り易い店舗作り集客アップ。

岐阜県 株式会社河村製作所 4200001024156 ３密回避に向けた設計業務のリモート化展開事業

岐阜県 韓○（カンマル） － 韓国伝統料理「タッカンマリ」ネット販売事業

岐阜県 株式会社三輪建具 4200001033454 新規顧客の獲得と作業効率の上昇・作業場の滞在時間の減少

岐阜県 上杉セラ原料株式会社 6200001023206 生産環境の整備による耐火物原料の多品種少量生産の実現

岐阜県 正峰工芸 － ＩｏＴ技術導入によるリーフの安定供給によるホテルへの販路開拓

岐阜県 有限会社広晃社 8200002021207 地域初「デジタルサイネージ事業」による販路開拓

岐阜県 有限会社妻木銅版 5200002021366 銅版印刷紙の通販サイトの立ち上げ事業

岐阜県 株式会社佐橋製陶所 9200001021314 製品の安定供給とネット販売の強化事業

岐阜県 金新製陶所 － 非対面ビジネスを目指したＥＣサイト構築と業務効率化事業

岐阜県 甚五郎 － テイクアウトメニューでの販路開拓と安心して利用できる店づくり

岐阜県 株式会社孝昌工務店 4200001038032 ＷＥＢチラシ作成と新しい生活様式に適したショールーム

岐阜県 有限会社快山製陶所 6200002021092 非対面ビジネス向けＷＥＢチラシ・ＥＣサイト制作による販路開拓

岐阜県 イト建 － ＷＥＢチラシを活用した非対面型の新規顧客開拓事業

岐阜県 つる屋 － 新しい生活様式に対応したメニュー開発とチラシによる販路開拓

岐阜県 株式会社大竹醤油醸造場 9200001021693 新商品開発と衛生管理の強化、チラシ作成による販路開拓事業

岐阜県 呉服のみの茂 － ネット注文のレンタル振袖による販路開拓事業

岐阜県 小川農園小川屋 － 生産量増量の加工場の改修工事

岐阜県 ＡｉＬＬ株式会社 9200001035941 販路開拓のための紹介動画および非対面営業機能つきＨＰ開設事業

岐阜県 有限会社神也 4200002022489 対面リスクを抑えた店舗改装による新規顧客獲得

岐阜県 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　遇 － テイクアウトメニュー充実に向けた設備投資と看板設置事業
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岐阜県 海月 － 業績復帰・向上のため、コロナウイルス感染予防対策の実施

岐阜県 宮城の牡蠣小屋　瑞浪店 － 三密を避け販売できる、キッチンカーでの非対面ビジネス

岐阜県 周山製陶所 － 初代から受け継ぐ技法を用いた新商品開発と非対面型販路開拓事業

岐阜県 株式会社アシストアイ 7200001022925 保険相談業務のオンライン化とチラシによる周知事業

岐阜県 株式会社ビズイデア 9200001023054 自社技術を動画コンテンツによる広告宣伝と販路開拓

岐阜県 日吉屋 － ネットショップ開設による販路拡大と売り上げ向上

岐阜県 合同会社プロトビ 6010903002342 プロ向け特注タイルオンライン販売のためのウェブサイト構築

岐阜県 株式会社玉川釉薬 8200001021827 タイルのデータを活用した非対面型営業のためのウェブサイト構築

岐阜県 株式会社ミヤケ写真館 6200001031992 ソーシャルディスタンスを意識した新しい撮影方法の確立

岐阜県 やきとり台所屋　きぃみや － 地域密着型！お昼ごはんとテイクアウト強化のための設備導入

岐阜県 山田印刷所 － イベント、セミナー等の高画質ライブ配信とオンライン配信事業

岐阜県 株式会社サンビートゥエンティーワン 4200001021780 弊社の商品の魅力が伝わるＥＣサイトに改修

岐阜県 Ｎａｉｌ＆Ｂｅａｕｔｙ　ＪＵＪＵ － 安心・安全がやってくる、爪ケアサロンカーの導入

岐阜県 王和株式会社 1200001036393 ラーメンのテイクアウトで新規顧客を獲得する

岐阜県 喫茶パル － 新型コロナウイルスに影響されないテイクアウト事業強化事業

岐阜県 居酒屋本店　和どれ － テイクアウト開始と店内環境整備による販路拡大

岐阜県 ｍｏｍｏ － 新しい生活様式に対応したオンライン接客とエステ部門強化事業

岐阜県 株式会社アクティー 2200001134776 『ホームページリニューアルによる情報発信＆新規顧客獲得事業』

岐阜県 株式会社ＳＴＹＬＥ 3200001034511 商品撮影の内製化により仕事の分断をなくす

岐阜県 株式会社サンクス保険サービス 8200001007280 ホームページリニューアルによる非対面営業実現と販路開拓

岐阜県 ＳＣＡＬＥＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ － 新しい生活様式に対応したネット販売と店舗改装事業

岐阜県 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ｍｉｏ － オリジナル商品のネット販売と新事業展開で新規顧客開拓計画

岐阜県 コインランドリーロコ － 新しい生活様式に対応した非対面型ビジネスモデルへの転換事業

岐阜県 株式会社グリーントラスト 4200001037208 「小さなニーズでシェアＮｏ１」を目指すための事業再生戦略

岐阜県 ＢＥＡＵ　ＦＬＥＵＶＥ － ＥＣサイト構築とサロンの魅力を伝える情報発信事業

岐阜県 株式会社　起雲社寺建築設計 3200001033851 オンラインによる設計講座を開催し販路を拡大する。

岐阜県 くおん堂鍼灸接骨院 － オンラインカウンセリングと来院患者の満足度向上による販路開拓

岐阜県 株式会社クトロ・モデリングサービス 6200001008669 ＨＰ刷新による、近隣顧客の掘り起こしと遠方顧客の開拓

岐阜県 株式会社マルワ 7200001007538 コロナ禍に喪失した雇用資産（人材）の取込み

岐阜県 株式会社藤澤鐵工所 4200001007508 ＨＰ（ホームページ）活用による営業力の強化とリモートワーク環境の整備

岐阜県 いまやす － 販売チャンネルを増やしコロナ危機克服

岐阜県 ジースプレッド株式会社 5200001030302 ＷＥＢを活用した通販向けサイト「楽天市場」への出店により新規顧客開拓

岐阜県 ＷＯＨＬ　ＨＵＴＴＥ － 自社商品の販路拡大に向けた魅力的なＥＣサイトの制作
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岐阜県 株式会社センス 3200001018794 【閲覧数の多いＳＮＳから自社ＥＣサイトへの誘導で売り上げ回復】

岐阜県 有限会社東海金物店 5200002015921 ＥＣサイト・ホームページ構築、看板作成による販路開拓

岐阜県 大野屋商店 － 地域の感染症予防対策を施した老舗店の周知による新規顧客獲得

岐阜県 可児藤蔵 － キッチンカーによる移動販売による新規顧客獲得

岐阜県 楽々舎 － ホームページリニューアルによるオンライン計画の施工提案。

岐阜県 ｃａｆｅ＆ｃｏｏｋｉｎｇｃｌａｓｓ　Ｃｏｌｅｔｔｅ － 新しい生活様式で行う料理教室の構築による新規顧客獲得

岐阜県 俺んち － テイクアウトの構築と店舗改装による密状態の更なる解消

岐阜県 株式会社ヒューマンスティ 9200001036163 ｗｅｂ活用による高度人材・外国人派遣による新規顧客獲得事業

岐阜県 株式会社ブライダルポートワン 2200001011478 Ｚｏｏｍを利用した非対面型自動採寸システムでの接客

岐阜県 訪問美容　髪心 － 訪問型美容事業からの店舗型美容事業への事業拡大

岐阜県 Ｌｅｉ　Ｏｈａｎａ － 起業をお手伝いするオンラインサロンの構築

岐阜県 株式会社ボーイカンパニー 2200001007815 選べる見学会・相談会によるこだわりリノベーションの販売開拓

岐阜県 まめぐら・ミカヅキ － 「全国の作家作品である器」を中心にしたオンラインでの販売

岐阜県 株式会社キッチン飛騨 7200001024789 リピート客の増加を目的としてＥＣサイトの改修及び事業化

岐阜県 株式会社鈴電 9200001009359 内電盤内製化による安定供給とＷＥＢ活用による非対面販路拡大

岐阜県 株式会社オフィスリブラ 8200001036189 非対面型オンライン研修による売上および販路拡大

岐阜県 篠田準人登記測量事務所 － 自動視準型測量機の活用による生産性の向上及び新規顧客の獲得

岐阜県 株式会社ＬＩＮＫ 3200001035286 ネット環境を活用した非対面型ビジネスの確立と販路開拓

岐阜県 株式会社ユイットデザイン 6200001029649 ホームページを使った非対面ビジネスの構築と販路拡大

岐阜県 合同会社中部住宅サービス 6180303003560 ドライブスルー販売可能化のための敷地内造成工事

岐阜県 有限会社マルエス自動車工業 2210002003556 オンラインで中古車販売士の目利きを活かした最適な車を提案する

岐阜県 有限会社アクティブスポーツ 2200002000133 ＬＩＮＥをフル活用した非対面型接客とテレワークでの売上ＵＰ

岐阜県 株式会社かしこ 3200001031013 ＩＴ化への移行に伴う完全非対面型ビジネスの構築と新規開拓

岐阜県 有限会社カワノ 1200002001132 特殊ミシンの導入による利益率の向上と動画を使った広報

岐阜県 割烹なにわ － 仕出し弁当のテイクアウト販売！非対面ビジネスの強化

岐阜県 有限会社拓 9200002007717 アナログ・デジタルツールを活用したテイクアウトメニューのＰＲ

岐阜県 テイクス － 刺繍工程の内製化によるオーダー商品の供給体制構築と販売強化

岐阜県 有限会社マグリーフ 5200002008322 国産高麗人参を使った冷凍餃子の新商品開発と販路開拓の取り組み

岐阜県 Ｆｌｉｇｈｔ　Ｓｉｍｕｌａｔｏｒ　Ｃｅｎｔｅｒ　ＵＰＷＩＮＤ － フライトシミュレータの拡張によるリモート操縦訓練環境の整備

岐阜県 ｏｒｉｅｎｓ － エステ生まれの新サンドスイーツで「美」と「健康」をサポート

岐阜県 株式会社アフターリアライズ 2200001020322 テレワーク中の非対面型研修実施に係るアーカイブ配信導入事業

岐阜県 明光義塾関旭ヶ丘教室 － オンライン授業導入により多くの子ども達の学習機会を創出する

岐阜県 ｓｎｏｗ＊ｍｏｍ － いつまでもみまもり続けたい背中があると言う願いに寄り添いたい
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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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岐阜県 株式会社伊藤食品 3200001000356 真空総菜の製造工程改革による感染症対策と利益率向上の両立

岐阜県 株式会社徳香 6200001037354 飛騨牛と厳選和牛を活用したテイクアウトを通じた新規顧客獲得

岐阜県 株式会社グリーンサービス 1200001032590 ネットによるＢｔｏＣ市場開拓と現場作業効率の改善

岐阜県 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 7200001031760 トータル安心オンライン管理

岐阜県 旬彩酒家　結庵 － 新たな仕出弁当のテイクアウト販売向けＷＥＢ決済・冷凍庫の導入

岐阜県 株式会社えみな 6200001035894 カイロサロンによる健康グッズ非対面提供とリモートセミナー開催

岐阜県 株式会社インサイトワーク 5200001036539 自社ＥＣサイト・ＬＩＮＥを活用した認知拡大と新規顧客獲得

岐阜県 Ｔｏｋｉ．ａｒｔｉｓａｎ株式会社 8200001034779 建物修繕業でのオンラインを活用した非対面ビジネスモデルの構築

岐阜県 有限会社ハウジングソリューション 5200002015129 ウッドデッキキット販売による販路拡大

岐阜県 株式会社ミリスタ 6200001035077 総合美容とホームエステに向けたＥＣ推進とリモートサービス強化

岐阜県 明明電業株式会社 3200001014356 ホームページ開設による一般家庭へのブランディング及び販路拡大

岐阜県 Ｅ・Ａ・Ｐ合同会社 9200003004382 アインスレンタカーのＷＥＢ決済導入・非対面ビジネス展開事業

岐阜県 ＶＯＧＵＥ － コロナに討ち勝つための新たなセルフ・フェイシャルエステの開始

岐阜県 株式会社おさむら 4200001019016 カジュアルジュエリーのＳＮＳ告知とオンライン通販で売上アップ

岐阜県 株式会社服部組 8200001011398 ホームページ開設によるブランディング及び新築住宅等の販路拡大

岐阜県 月のあかり － 化粧品のオンライン販売＆完全非対面での施術サービスの開始

岐阜県 合資会社松井八五郎商店 3200003000726 ＥＣサイト構築による販路開拓で日本の伝統文化を守る

岐阜県 ブレーン企画株式会社 9200001025109 「こんなものもつくれるの！？」と、驚きを与える看板専門店へ

岐阜県 ツムギボシ － ギフキーマのお取り寄せ商品の開発と通販サイトの開設

岐阜県 株式会社勘吉 4200001010445 自社サイトを一新し非対面での営業とネット販売

岐阜県 ｈ．ｕ．ｓｔｏｒｅ －
コロナ打破！県産広葉樹おが屑による固形燃料利用・新事業のための販路開
拓事業

岐阜県 有限会社宮下薬局 6200002004691 タブレット端末を利用した非対面型の調剤販売

岐阜県 株式会社ＹｏｕＭｏｒｅＳｍｉｌｅ 7200001035844 リモート面談システムによる新規顧客の獲得と入居者サービスの充実

岐阜県 朝日屋 － 自社サイト再構築による新規顧客の獲得

岐阜県 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ｓｏｒｇｅｎｔｅ － キッチンカー作成（内装工事）、移動販売

岐阜県 福岳産業株式会社 2180001080897 ＥＣサイトとＶＲショールームで家具販売、コロナ禍をプラスに！

岐阜県 株式会社小倉陶器 2200001021733 ショッピングモール出店とＳＮＳ運用での新規顧客獲得

岐阜県 株式会社マツイモータース 3200001005900 「エーミング」の内製化による電気自動車への本格対応

岐阜県 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｍａｎｏ － ＥＣサイト構築で新規販路拡大を目指しコロナに打ち勝つ

岐阜県 照寿庵 － 老舗の自慢の味を広める事業

岐阜県 有限会社ウイングス 7200002000467 デリバリー・テイクアウトによる新規顧客の開拓

岐阜県 有限会社開華 8200002000929 ＥＣサイト付ＨＰで新規顧客の獲得と顧客満足度を上げる

岐阜県 オーエセル － テイクアウトとケータリングで商圏の拡大と売上ＵＰ
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岐阜県 髪屋 － 美容師専用グッズをオンラインで購入できるＥＣサイトの開設

岐阜県 古風人 － 職人技をお店の外でも！お弁当のＨＰ・販促物製作による販路開拓

岐阜県 王食府株式会社 2200001035106 ＥＣサイトによりテイクアウト販売を強化し販路開拓に取り組む

岐阜県 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｄ．ｃ．ｔ － ＥＣサイト付ホームページでヘアケア商品と特別チケットを販売

岐阜県 株式会社モンターニュ 9200001005481 非対面ビジネスを可能にするオンラインサイトの構築

岐阜県 グローバルトラスト － オンラインによる事業承継セミナー

岐阜県 創味中華こうちゃん － 店内飲食からテイクアウトによる非対面型営業転換による販路拡大

岐阜県 金子自動車工業株式会社 1200001017815 ＥＣサイトの導入による非対面式営業の転換による販路拡大

岐阜県 有限会社アールコンセプト 6200002006721 美容室専売品を販売するＥＣサイト制作

岐阜県 株式会社オールプロ 9200001008625 ホームページを兼ねた相互通信可能なＷｅｂ相談窓口の構築

岐阜県 有限会社美容室サナエ 2200002019058 美容＋健康：酸素Ｂｏｘ『おうちｄｅ髪美容』ＳＮＳ活用集客

岐阜県 株式会社大政建築 3200001027779 ＨＰ上のオンラインオープンハウスで新たな方法で顧客の獲得

岐阜県 有限会社プリンス松葉 3200002023819 持ち帰り・お届け！お家でレストラン気分！！

岐阜県 大平の山彦 － 店舗とインターネット販促の充実と地域密着事業

岐阜県 株式会社ステージ 9200001030224 コロナに負けない、お客様の安心と安全を守る施設作り

岐阜県 ＣａｆｅＬＡＵＬＥ’Ａ － デリバリーサービス導入による売上増か事業

岐阜県 ＣＨＥＬＳＥＡ － 美容室専売品をオンラインで購入できるＥＣサイト制作

岐阜県 空色編集室 － 「小さな経済圏」を実現する地域オンラインマルシェ事業

岐阜県 株式会社丸高 1200001028052 新商品開発と非対面ビジネスの構築による販路拡大事業

岐阜県 株式会社Ｌａｎｐｓ 2200001032532 全国に向けてケーランプスＤＩＹキットのネット販売で顧客を獲得

岐阜県 笠松接骨院 － 地域密着度ＵＰ！ホームページ作成による販路開拓事業

岐阜県 ｏｖｏ（オーヴォ） － 自宅時間が贅沢になるコース料理の食材宅配サービス

岐阜県 Ｐｕｔｉｈ　Ｔｉｄｕｒ － スクールの流入経路を拡大し、非対面型カウンセリングのご提供

岐阜県 有限会社シオン 6200002019459 マーキングアップ事業のＥＣサイト展開

岐阜県 株式会社ワンズ・プランニング 3200001018613 プリントウェアの販売方法の見直し・オンライン相談窓口開設

岐阜県 和秀不動産株式会社 9200001029019 新たな営業手法を活用した商圏拡大

岐阜県 しゃあてら － セルフサービスによる業務効率化、美容エステサービスの提供

岐阜県 美容室優美 － リーズナブルで利用しやすいセルフ式美容マッサージの提供

岐阜県 合同会社リバイブアセットマネジメント 6200003004749 オンラインを活用した非対面での販売方法の指導

岐阜県 有限会社カワイ 3200002020097 オンライン自動車点検サービス・店舗改装の実施による顧客の獲得

岐阜県 ヤンガオ － ＥＣサイトを利用した服の販売が可能な環境整備

岐阜県 Ｅｃｒｉｎ － ＥＣサイトを活用したエステ用品の通信販売

岐阜県 焼肉えんわや鶴見店 － 高級焼肉仕出し弁当のネット販売強化による新規顧客の再開拓
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岐阜県 ＧＯＯＤ　ＮＯＩＳＥ － コンサルティング事業のオンライン広告宣伝による販路拡大

岐阜県 株式会社ルフト 6200001010625 オンライン販売により自社商品の販路拡大に取り組む

岐阜県 ｃｌｕｂ華 － オンラインキャバクラの販促Ｗｅｂサイトの構築

岐阜県 プレジャーライフ合同会社 5200003004691 オンライン環境を利用した非対面型人材育成メニューの提供

岐阜県 ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー　長良教室 － オンライン教室を開催するための環境整備事業（ＷＥＢ構築・システム導入）

岐阜県 ＥＱＷＥＬチャイルドアカデミー関教室 － オンライン教室を開催するためのＷＥＢ構築・システム導入

岐阜県 ＤｅＩ’ｍ － ＥＣサイトを活用し美容機器利用促進と顧客の美意識向上

岐阜県 桃象 － お家で簡単居酒屋！テイクアウト充実で顧客満足を向上

岐阜県 株式会社渡辺建設 4200001011674 集客のデジタルシフト！『コロナ時代の家づくり』で新規顧客獲得

岐阜県
特定非営利活動法人クオリティーオブライ
フひよこキッズファミリー

3200005009609 託児施設によるソーシャルディスタンスの実現と物品販売の取組み

岐阜県 エステサロンＣｒｅｖｉｏ － ＥＣサイトでのスキンケア基本化粧品販売

岐阜県 食べ処寿紘 － テイクアウト商品の販売促進と店内トイレ改修

岐阜県 岐阜中屋 － 当店の商品を本当に必要とする人に届ける直販事業

岐阜県 倶楽部木蓮 － 宅飲み（巣ごもり）需要を捉えた「オンライン接待」の新規展開

岐阜県 小柳治療院ＣａｌｏｒｅＧｉｆｕ － 高齢者向け訪問サービスの提供開始及び動画を活用したＨＰ集客

岐阜県 ＢＡＲＢＯＮ － 近隣飲食店の経営支援を兼ねたデリバリー代行事業への新規参入

岐阜県 有限会社湖楽園 3200002023793 湖楽園オンラインショップ開設事業

岐阜県 Ｄａｈｌｉａ － 誰でも簡単に節約スマホライフ！オンラインスマホ利用教室

岐阜県 武内合資会社 1200003001668 Ｗｅｂとリアル酒蔵視察、ホームページ・リニューアルで新規開拓

岐阜県 株式会社和風料理後藤家 7200001005987 グループ一丸で取り組む「テイクアウト事業」と「若年層の獲得」

岐阜県 有限会社ファイブエム 8200002026313 自社ＨＰ作成によるオンライン化への推進で売上げアップ

岐阜県 日野ファーム － ご近所の皆さんへ！　安全で新鮮な野菜の無人販売を始めます

岐阜県 エルクリエイター株式会社 1200001036682 オンラインで学ぶ動画編集スクール商材の販売促進事業

岐阜県 株式会社ゴムの木農園 9200001008641 ヒッポブルー　ビーチサンダル　ブランド力及びＥＣ販売力強化

岐阜県 株式会社明林 8200001007586 不動産取引増加のための不動産管理専門ＥＣサイト構築

岐阜県 株式会社ＴＪＫカンパニー 9180001131801 テイクアウトで密回避！ブランディングの見直しで新規集客ＵＰ！

岐阜県 株式会社レイコーポレーション 6200001031522 個人レッスン場環境改善提案と集客のＥＣ及びＷＥＢ事業

岐阜県 株式会社飛騨高山きのこの里 8200001026280 新しいＥＣサイトを開設し、個人消費者向けセットの販路拡大を！

岐阜県 有限会社ヴィヴィッド 8200002008518 作業効率アップを図り新型コロナにも対応するＰＯＳレジ導入

岐阜県 エステティックサロン空間スタジオ － ＨＰ・ＥＣサイトの開設による新規顧客獲得事業

岐阜県 まぐろや石亭　中津川店 － テイクアウトの拡販及び新規顧客層開拓

岐阜県 Ｏｒｇａｎｉｃ　ｓａｌｏｎ　Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ　ｗａｘ － 非接触で美容事業を取り組むための美容機導入

岐阜県 Ｃ．Ｆ－ＯＮＥ － 外注先の廃業による穴かがり（ボタンホール）工程の内製化
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岐阜県 有限会社山桂尚山窯 2200002020825 美濃焼・高田焼の成形体制の強化と販路開拓

岐阜県 ＧｒｏｏＭＳａｌｏｎ＆Ｓｐａ － コロナ禍において安心・安全なプライベートサロンブランドの確立

岐阜県 有限会社オートサービスイトウ 3200002009355 チャットボットを導入した利便性の高い自社ＨＰへのリニューアル

岐阜県 有限会社Ｓ‐ｃｌａｓｓ 8200002008534 縫製技術を活かした自社製品の製造とＥＣサイトを通じた販売

岐阜県 株式会社プライマリ 8200001029060 通販システム構築による、非対面型の販売促進と新規顧客の獲得

岐阜県 カラオケハウスあいあい － スイーツのテイクアウト販売に取り組む

岐阜県 廣瀬会計事務所 － ＷＥＢを活用した広報と非対面式の税務相談

岐阜県 Ｅｎｊｅｌ　ｂａｂｙ － ＥＣサイト立ち上げによる、顧客獲得・認知度向上事業！

岐阜県 Ｂａｂｙ　Ｌｅａｆ － 新規テイクアウト促進ホームページ制作

岐阜県 株式会社まるご商店 8200001034457 看板新設・店舗環境整備・テイクアウト専門サイト

岐阜県 株式会社アネックス 1200001013178 受注・商談プロセスのオンライン化・顧客導線再構築

岐阜県 河野総合事務所 － ４０歳以上の女性を輝かせるオンライン健康サロン事業

岐阜県 株式会社黒龍 5200001032819 ＥＣサイトと連動させたホームページの新設と看板のリニューアル

岐阜県 日本料理きん魚 － きん魚テイクアウト促進ＷＥＢページ開設事業

岐阜県 ＴＨＥ　ＰＩＯＮＥＥＲ株式会社 4200001034469 留学生のオンライン事前学習・面接で日本語学校と相互理解を実現

岐阜県 マウスネット株式会社 2200001018671 ブランドライセンスを利用したオンライン配信による販路開拓

岐阜県 有限会社屋根正 2200002004927 安心な屋根リフォームを届けるための販売促進活動

岐阜県 愛岐木材住建株式会社 4200001021178 ＬＩＮＥアカウント（ＣＰＦ）を活用したターゲット層の掘り起こし

岐阜県 タテックス － 電気工事会社が挑むコロナに負けない非対面型ビジネスと地域貢献

岐阜県 株式会社豆の匠　中島豆腐 2200001024414 豆乳のオンライン販売数の強化事業

岐阜県 株式会社Ｎａｇａｏ塗装 5200001032827 ＨＰ作成とチラシ作製で非対面での集客力強化

岐阜県 大雄株式会社 8200001012504 オンライン化による非対面カウンセリングと講座の構築

岐阜県 株式会社Ｐｌｅａｓｕｒｅ　Ｓｈｉｐ 3200001037183 百貨店サロン・リモートカウンセリング通信販売による販路拡大

岐阜県 株式会社ミュウ 2200001020041 非対面講習による自社ブランド高機能性理美容鋏の販売

岐阜県 有限会社橋本淳総合建築 9200002011033 宮大工が手掛けた高品質な建築資材をネット販売で！

岐阜県 株式会社三愛 9200001009937 提携事業者及び新規顧客との非対面対応推進による感染症対策

岐阜県 なわ音楽教室 － オンライン＆動画＆ＳＮＳ導入レッスンで拡がる生徒の輪

岐阜県 株式会社オーセンテック 6200001023354 水漏れの心配のない逆浸透膜型純水装置のＥＣによる非対面型販売

岐阜県 レ・ヴェイユ － ＣＡＤ刷新による作業時間短縮と非対面型営業による新規販路開拓

愛知県 Ｄｏｌｃｅ － 動画とホームページを活用した非対面での集客力強化

愛知県 株式会社トラストエイト 3180001116543 非対面型アフターサービス強化による新規拡大

愛知県 アスールセンテレオ － 非対面型アフターサービス強化による新規拡大

愛知県 株式会社パッシオーネ 6180001121912 テイクアウト・デリバリー新展開とお待たせしないサービスの実現
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愛知県 ビューティ　レナ － 非対面型受付にＨＰを活用しメニューをみてスマホで予約ＯＫ

愛知県 株式会社ＴＫボディケア 3180001139536 非接触施術の実現とＩＴを活用した非対面健康啓蒙活動で販売促進

愛知県 株式会社ベストパートナー 3180001091365 フリーソーラーのネットを通じた新手法による新規顧客開拓

愛知県 贅食屋千壽 － テイクアウト・デリバリー用チラシによる地域顧客開拓

愛知県 株式会社オルサリーノ 7180001061570 感染症リスクを最大限に抑えたテイクアウト事業の構築

愛知県 ｒｅ：ｂｏｄｙ － オンライントレーニングによる既存客の回復と新規顧客獲得

愛知県 Ａ　ｐｉｅｃｅ　ｏｆ　ｐｉｅ！ － 季節のお菓子パイの通信販売サービス

愛知県 Ｈａｃｅｃｔ～とまり木～ － キッチントレーラーによる屋外での売上向上販路拡大及び感染対策

愛知県 ビストロ・ドゥ・ミツ － 自店の人気商品のテイクアウト販売とネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 ＳｏｂａＣａｆｅ日本の暮らし － ネット販売を活用した新規顧客獲得と来店客への安心感獲得

愛知県 株式会社ウイングス教育研究所 1180001064876 新ＨＰでの非対面勧誘とハイブリッド型非対面教室の整備

愛知県 株式会社イシダ工芸 6180001010074 石田珈琲ブランドのホームページ立ち上げとＥＣ構築事業

愛知県 株式会社ＬｉｆｅＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ 7180001117397 ＷＥＢ会議システムの導入による事業効率化

愛知県 ＦＵＪＩＷＡＲＡＹＡ合同会社 7180003018107 脱下請けを実現しコロナ禍で直受け案件を獲得するＨＰ制作と宣伝

愛知県 株式会社Ｍｏｕｎｔ＆Ｓｅｅ 6180001054955 ＥＣ構築によりリアル店舗とＥＣによる顧客との関係性向上

愛知県 アース株式会社 5180001117894 存在感のあるグリーンをオンラインで！ＥＣ事業

愛知県 有限会社モリカワ 5180002019628 ＥＣサイトで壁紙を使用した「お家のファイル」販売事業

愛知県 エムズ － ＥＣサイト構築による、非対面ビジネスモデルへの転換

愛知県 有限会社シミズ工機 8180002021572 ホームページと動画制作で安心丁寧な仕事をＰＲし新規販路強化

愛知県 ヘアサロン　ティファレス － 非対面で行うセルフサービスメニューのＰＲによる集客向上

愛知県 株式会社新光商会 3180001095135 テレワーク環境の整備と在庫の整備による確実な納品体制の構築

愛知県 後藤塾 － 密を避ける個別指導と感染症対策オンライン授業の実現と宣伝活動

愛知県 有限会社丸八給食 6180002019445 宅配サービスを充実することによる新規顧客の確保

愛知県 株式会社小栗 9180001011796 ＬＩＮＥで簡単受注、非対面型ＥＣサイトの構築

愛知県 アイスタイル株式会社 1180001060751 テレワーク用・クラウド型時間管理システムの構築・販売

愛知県 有限会社名北飯店 8180002012844 冷凍うす皮餃子の製造を機械化し、ネット販売で新規顧客の獲得

愛知県 Ｄ‐ＬＩＢＲＡＲＹ － ペーパーレス化とデータ運用支援テレマーケティングの販路開拓

愛知県 武藤エンタープライズ － 飲食・サービス業の生産性向上支援テレマーケティングの販路開拓

愛知県 やまのて整体 － 専用ＨＰでオンライン問診サービス「Ｏ脚を美脚に矯正」を提供

愛知県 株式会社ワンダケイ韓流商店 4180001138603 ＳＮＳとニュースを連携した非対面型ショッピングモールシステムの導入

愛知県 株式会社高上 6180001134501 優良顧客限定！安心できる環境で安らぎの時間と真心を提供する

愛知県 Ｐｉａｃｅｒｅ － オンライン薬膳料理教室の展開で非対面非接触ビジネス加速

愛知県 株式会社ＦｉＬｙｓ 8180001132750 ＷＥＢを駆使した非対面セミナー・個別相談・アカデミーの構築
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愛知県 ヴェリーズネイルスクール － オンラインスクールで、日本一のネイリストが働く女性を応援する

愛知県 株式会社ナカエクステリア 6180001127257 ＥＣモール開発で建築業界丸ごと問題解決！！

愛知県 株式会社ＨＡＰＰＹＦＯＲ 8180001142469 看板商品のギフト商品化及びインターネット販売、広告宣伝

愛知県 株式会社三河屋精肉商会 5180001020982 店舗売場の効率化と、地元ブランド豚を中心とした、ＰＲ事業の展開

愛知県 有限会社三共衛研 2180002018104 液体ガラス製品開発とインターネット商談・販売での新規獲得

愛知県 鍼灸院　Ｙｕｒｕｍａｒｉ － 鍼灸院開設とオンラインカウンセリング・セルフケア指導環境整備

愛知県 株式会社アイヴィーズ 2180001060949 中津川ラジウム鉱石の機能性シャツ開発と販売チャネル構築

愛知県 小倉鋼機株式会社 8180001014206 ＥＣサイト：鋼太郎（ハガネタロウ）による鋼材・加工プレート販売

愛知県 株式会社東京アクト 6180001017557 コロナ禍で金しゃちをテーマに名古屋を活性化！イノベーション！

愛知県 サトウスポーツ － 次世代多色プリントの内製化によるＴシャツ事業の強化

愛知県 株式会社ＫＡＮＮＯＮ 5180001117762 ＥＣサイト販売強化！ブランディングの確立へ！

愛知県 個別指導　勉強アプリ塾アチーバ － 時代のニーズに合わせた、オンライン授業への取り組みへ転換

愛知県 Ｌｅｚｉｌ － コロナをチャンスに～店舗改革によるお客様の安心と売上獲得

愛知県 ナレチューブ － 非対面でＹｏｕＴｕｂｅ・企業ＨＰナレーションの販路開拓

愛知県 山王ウェブ設計事務所 － 非対面の集客システムの構築

愛知県 ＳｍｏｋｙＳｐｉｃｅ － コロナ対策の為のカレーのデリバリー＆通信販売事業

愛知県 合同会社ＢＲＩＧＨＴ 3180003020495 コロナに負けるな！副業の成功で豊かな生活を。

愛知県 株式会社Ｎ＆Ｐ　Ｗａｌｋｉｎｇ　Ｃｒｅａｔｅ 4180001118712 オンライン非対面型エクササイズ提供で売上拡大事業

愛知県 ケアサロン夢の扉 － ＨＰの新設と遠隔指導導入で新型コロナハイリスク者向けサロンへ

愛知県 有限会社マツキンフーズ 9180002019351 ＥＣ機能付きＨＰ新設及びＷＥＢ広告による新規顧客・販路の開拓

愛知県 炭火あみ焼いとう － アウトドア向けケータリングサービスと柚子胡椒のＥＣ販売

愛知県 株式会社Ａｄｗｉｌｌ 1180001128994 インターネットを利用したＢｔｏＣ向けプチリホーム事業

愛知県 株式会社Ａｇ 6180001122497 体験型オンライン商談、ＥＣサイトによる非対面事業への転換

愛知県 喜多家 － 会員制動画配信システム作成と実店舗のコロナ対策による売上アップ

愛知県 本郷接骨院 － 非接触機器導入による感染防止とホームページ更新による集客向上

愛知県 株式会社トップエース 2180001131188 非対面式商談×リブランディングによる外壁塗装特化ＷＥＢサイト

愛知県 Ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　Ｓｅｅｔａ － オンラインによるセルフカラーリング・セルフカット指導

愛知県 ＢＥＬＬＡ＆ＨＡＩＲ － 美容室スタジオ化でＳＮＳ活用マーケティングと非対面営業の確立

愛知県 ＭＳドリーム株式会社 2180001068975 救急医療における非対面型ビジネスモデルへのシステム強化

愛知県 太美工芸株式会社 1180001026026 下請受注の製造業からＥＣサイトのＢｔｏＣ受注への業務転換

愛知県 有限会社オフィス・ワイズ 4180002051755
非対面型のシステム構築ホームページ制作・オンライン見積り・相談窓口の設
置

愛知県 有限会社池田屋 8180002074265 皆が大好きな餃子をお家ごはんに訴求し福となすための新たな取組

愛知県 株式会社ＣＯＯＫＡ 9180001131628 会社員をメインターゲットにしたテイクアウト販売
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第５回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

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

愛知県 株式会社大須せろり 9180001140694 【新設自社サイトからのテイクアウト注文取り込みとＳＮＳ集客】

愛知県 リクルートラボ株式会社 1180001131354 自社撮影スタジオによるオンライン採用とＥＣサイト需要取り込み

愛知県 株式会社トライク 1180001056601 新型コロナ影響での非対面型ビジネスモデル構築による売上ＵＰ

愛知県 株式会社三恵社 2180001012231 弊社独自の絵本事業の紹介動画制作と動画配信による販路開拓

愛知県 大起商事有限会社 2180002036205 コロナ禍、後を見据えた次世代保険代理店への挑戦

愛知県 東山パソコン教室 － 「オンライン学習サービス開始で新規顧客獲得、継続率アップ」

愛知県 クレイン英学校 － オンライン授業とブレンディッドラーニングの活用で販路拡大

愛知県 コーヒーハウス真心 － 人気のからあげをキッチンカー販売で売上増加計画

愛知県 有限会社ノヨリ 9180002032354 匠の技を身近なものに。手からときめきを、ときめきから未来を！

愛知県 ｅｔｃｅｔｅｒａ － 非対面式のテレビ会議を活用したオンラインヨガレッスンによる売上増計画

愛知県 有限会社ラムス数理解析研究会 9180002050059 オンライン授業化による新規顧客の獲得

愛知県 株式会社都あられ田口本舗 8180001027307 通販サイトの活性化とＳＮＳ活用により非対面販売を確立する

愛知県 株式会社ワークスケイプ 5180001133207 テレワークの導入及び自社サイト作成による新規顧客の獲得

愛知県 金山名古屋妙見活法整体院 － ＥＩＣオンラインシステム導入

愛知県 ラフローレンス － サスティナブルな社会に新しい製販一体の形をＥＣコマースで実現

愛知県 天竺 － テイクアウトメニューの作成と販促用サイトの構築

愛知県 有限会社鳴駒 7180002048360 大皿料理からの転換、店舗改良及びＨＰ改修等による販路拡大

愛知県 日本エアフォトグラフ株式会社 3180001112880
自社ホームページにオンラインショップＥＣサイトを新規導入し、非対面の写真
販売のシステムを構築する

愛知県 株式会社オフィスデスペラード 8180001058500 非対面営業に向けた店舗改装とホームページリニューアルの構築

愛知県 花井奏達建築設計事務所 － ３Ｄプリンターを活用した新規サービスによる支援力の魅力強化

愛知県 生田流　箏曲千景の会 － 演奏会のオンライン配信およびオンライン教室による新規生徒獲得

愛知県 豆珈房 － 潜在顧客を獲得してネット販売による売上アップ

愛知県 株式会社ヒューマンエステート 5180001115766 不動産＋テクノロジーで非対面型ビジネスへの転換

愛知県 ドッグスペースクシェル － 大型看板設置、集客ウェブサイトの制作による物販の拡大

愛知県 合同会社モイッチョ 4180003009884 新しい生活様式に愛されるおウチご飯を提供する店作り事業

愛知県 ＫＡＮコルギセラピー名古屋店 － 安心安全な非対面型・接触減の『セルフ脱毛』メニュー展開

愛知県 佐治税理士事務所 － アフターコロナを見据えＤＸを活用した外国人起業家の新規獲得

愛知県 しあわせです感謝グループ － オンライン研修コンテンツの作成及び全国的マーケティング展開

愛知県 株式会社ＡＩＭ 5180001141085 ソーシャルディスタンス確保と定員拡大のための改装と広告作成

愛知県 株式会社丸宮商会 7180001002987 多業態対応型ホームページ新設による新規顧客獲得

愛知県 割烹　まるぜん － 鰻料理の宅配（デリバリー）・テイクアウト、売れ筋商品の全国販売

愛知県 有限会社美濃屋商店 9180002007216 ＥＣサイトリニュアルと店舗改装で若年層を取り込み売上拡大！

愛知県 わたなべきかく － 非対面営業の導入と委託販売可能な自社ＨＰによる販路開拓事業

12 / 50 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。

愛知県 Ｍｒ．Ｂｏｎｍｕｓｉｃｓｃｈｏｏｌ － 非対面型レッスンの導入、コロナ収束後に向けたビジネスモデル

愛知県 株式会社名申国際 4180001113473 名申堂Ｗｅｂ本店開設によるネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 株式会社宮池 5180001139476 惣菜製造効率化による店内滞在時間減少で３密の回避及び販路開拓

愛知県 株式会社唐人 6180001072271 テイクアウト専用メニュー開発による新たな顧客獲得

愛知県 株式会社羚 8180001110780 ネットショップ開設と感染症対策改装、看板設置で販路拡大

愛知県 あゆくまお菓子教室 － オンラインを主軸にターゲットを広げ、収益アップを目指す！

愛知県 株式会社モリタ運動具店 6180001011254
地方への商品供給を主力にしたＥＣサイト構築および学用品販売のオンライン
化の構築

愛知県 ＨＡＮＤ － オンライン片づけ講座・レッスンによる生徒の新規開拓と売上確保

愛知県 株式会社九 3180001104036 配信ライブをメインとしたチケット売り上げの開拓

愛知県 ドーナツホール － スタジオハウス積載車両による出張撮影サービス

愛知県 ホウメイ有限会社 5180002041904 ホウメイ中国語教室のオンライン本格化＆リアル教室の三密回避

愛知県 ｉｚｅ－ｓｔｙｌｅ － 「おうちでお祝い　おうちで儀式」導入による販路開拓

愛知県 麺や大一番 － ◆新たなスタジオのオープンとＥＣサイトによる集客強化

愛知県 株式会社エムズケイ 4180001105140 テイクアウト事業の本格化と少人数来店に喜ばれる店舗改装

愛知県 株式会社さいみ 9180001126000 自社配達で利益率向上と支払方法多様化で新規顧客獲得

愛知県 Ａｅｃａ － インターネット予約サイトを利用した新規集客サイトの作成

愛知県 Ｌａ　Ｍａｒｉｅ － ホームページのリニューアルとＥＣサイトの構築

愛知県 株式会社ペリドット 1180001063886 介護業界初！オンライン現場調査で地域の福祉住環境をサポート

愛知県 長秀塾 － 学習塾のコロナ対応遠隔指導コースのホームページ・チラシの作成

愛知県 株式会社ミニラビット 6180001127728 非対面による、より安全で高レベルな映像配信サービスの提供

愛知県 Ｂａｒ　Ｅａｓｅ　Ｈｏｎｇｏ － オンラインカウンセリングによる新規顧客の獲得

愛知県 保険のソムリエ － 子育て世代を対象としたお客様の人生に寄り添う保険ソムリエ

愛知県 株式会社鏡華 1180001068613 新規顧客へのオンライン販売及び通信販売による販路開拓

愛知県 株式会社Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ 9180001132428 ＶＴｕｂｅｒによる非対面型接客販促用Ｗｅｂサイト構築

愛知県 プロス － 継続的な売上増と安定経営する新しい飲食店のかたちを創造

愛知県 有限会社萬扇 7180002046942 ＥＣサイトを構築し非対面型営業で店舗用椅子の新規顧客獲得

愛知県 株式会社ｅｆ 7180001136075 拡大する中食市場を見据えた小売業・テイクアウト事業の本格化

愛知県 イルチブレインヨガ一社スタジオ － スタジオトレーニングとオンライントレーニング併設プログラム開設・運行

愛知県 ＰＩＮＫ＊ＰＬＵＭＥ － 個人美容院の非対面型コロナ対応への転換

愛知県 株式会社プライムネット 4180001101882 小規模事業者の協業によるシステム案件共同受注の実現

愛知県 合同会社フィレックス 4180003019603
コロナに負けない！ネックウオーマーヨガの広告宣伝強化による拡大とオンラ
イン展開

愛知県 株式会社石黒製作所 1180002059207 国内調達需要に対応するための製造基盤の一新並び新規事業ＰＲ

愛知県 パティスリーモンボワ － 非対面ビジネス確立と地元食材使用の商品開発新規顧客獲得
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第５回受付締切分）
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。

愛知県 Ｃｏｕｔｕｒｅ　Ｐｅｒｌｅ － 自社発酵食品を活用した新商品開発とネット活用による販路拡大

愛知県 東海損保　覚王山営業所 － 保険商品の説明および打ち合わせのオンライン化

愛知県 株式会社岡本 6180001110287 ＷＥＢを活用した非対面型のデジタルコンテンツの販売

愛知県 株式会社東ネーム刺繡店 2180001032353 新プリンタの導入による生産体制の強化と新たな販路の開拓を実現

愛知県 ラ・メリエンダ　ハロハロ － 安心と美味しさをオンラインで作る、事前予約システムの導入

愛知県 ありあけ行政書士事務所 － オンラインでの新規顧客開拓とカスタマーサポートシステム導入

愛知県 なみと不動産株式会社 6180301022018 熊本県球磨郡相良村で生産された緑茶の販売。

愛知県 株式会社ＡＳＩＡ　ＬＩＮＫ 7180301032478 輸入食材のＥＣサイトによる販売事業

愛知県 ｉＫＡＲＡ－ＺＵ － オンライン講座・研修の導入と会員制の動画継続学習サービス

愛知県 株式会社中京電気 7180301025440 ドローンで河川山林等インフラ点検、太陽光点検と蓄電池の提案

愛知県 山下食品株式会社 1180301002065 自社ＥＣサイトによる追加サービスと新規顧客開拓事業

愛知県 有限会社ハヤック 6180302004155 岡崎市の「よかった！」が１番集まるホームページのリニューアル

愛知県 株式会社ＳＧプラス 3180301032779 最新のＶＲシステムを導入したホームページ制作

愛知県 株式会社ＡＲＡＮＤ 7180301031158 クロスセル戦略で収益向上を目指すＥＣサイトリニューアル

愛知県 株式会社朝日土地 1180301000176 士業と接触頻度の増加、非対面の営業フロー構築からの顧客獲得

愛知県 株式会社分室 6180301033601 リモート現場管理環境の整備とＷＥＢでのオリジナル商品販売

愛知県 株式会社レックスシステム 2180302005594 複合現実を利用した遠隔地でのプログラミング教室の開講を目指す

愛知県 フランス料理アンフュージョン － 真空パックで手軽にハレの日にテイクアウトでおうちフレンチ

愛知県 柴田石材工業所 － 石の概念を打破した可愛い動物たちＡＲＴ　ＳＴＯＮＥの全世界展開

愛知県 有限会社中部商会 1180302001982 クッキー等、焼き菓子を非対面、無店舗販売にて取り組む事業

愛知県 Ａｕｎｉｅｔｉｎａ － オンライン料理教室を開催し新しい生徒を集客する。

愛知県 バレエスタジオｄｅＦｅｅｓ － ＨＰを作り非接触コミュニケーションで宣伝をして生徒数の確保

愛知県 株式会社安震 8180301003593 オンライン営業システムを活用した新営業体制構築による販路開拓

愛知県 牛ちゃん － 事業拡大に向けたキッチンカーの増設とＷＥＢを使った販路開拓

愛知県 ＵＥＫＯ株式会社 5180301004396 本格ＢＢＱをお家＆オフィス向け完全サポートサービス

愛知県 合同会社ＳＥＮ 4180303003950 コロナ禍での新規顧客獲得に有効な移動販売を利用した販路開拓

愛知県 有限会社しもまえ 2180302001478 歴史ある回転寿司店のタッチパネル導入、設備更新による顧客開拓

愛知県 株式会社岡田板金 7180301000666 対面打合せから非対面打合せビジネスモデル強化による売上拡大

愛知県 有限会社小嶋メンテナンス工業 4180302001204 「３Ｄスキャナ導入」で事業プロセスでのデジタル環境の強化

愛知県 ムラセ銅器 － 心の不安を取り除く「ご祈祷用具」の生産とオンライン販売の活用

愛知県 有限会社オプト・ヨシカワヤ 1180302000720 ＥＣサイト（非対面化）と予約システムを組み込んだホームページの構築

愛知県 リンパケア専門店琥珀 － セルフリンパマッサージとオールハンドマッサージの融合

愛知県 ＡＵＪＡＳｂｏｄｙｗｏｒｋｓ － コロナ対策は体調管理から！カラダにやさしいキッチンカー

14 / 50 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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愛知県 株式会社東海メンテック 7180301032461 ＨＰ新規開設と非対面型商談システム構築による営業基盤拡大事業

愛知県 有限会社フォレスト 2180302005867 ウェブ販売と新商品開発による販売促進事業

愛知県 株式会社三浦太鼓店 8180301012181 伝統の和太鼓づくりを全国へ！！ＥＣサイト構築による販路開拓

愛知県 株式会社ブランテ 7180301003685 ジェルブランドの知名度向上による販売促進

愛知県 Ｒｅｌａｔｉｏｎ － 映像制作サービスの開発・提供とネットを活用した新規顧客の獲得

愛知県 株式会社リードル 8180301012495 オンライン相談の導入と有料職業紹介所ホームページ制作

愛知県 ＡＵＲＩＣＵＬＥＲ（オリキュレール） － 「三河木綿を日常に。」ＥＣサイトで販路開拓

愛知県 合資会社いづみや呉服店 9180303000076 店舗改装による非対面式快適空間の提供と新規顧客獲得

愛知県 株式会社ＮＥＸＴ　ＡＲＲＯＷ 1180301031832 コロナ対応型！インターネットライブ配信・中継パッケージの開発

愛知県 有限会社ときや小林呉服店 6180302002035 和装生地および小物のインターネット販売

愛知県 瀬戸音楽教室 － 非対面型アンサンブル　オンライン発表会

愛知県 有限会社和風レストラン桂 3180302003341 自宅で桂を楽しめる、個人宅向け仕出し弁当とステーキの取り寄せ

愛知県 株式会社ＯＮＤ 9180301031115 目玉商品「トレーラーハウス」販売とＷｅｂ集客システムの構築と３次元プレゼン

愛知県 伊藤農園 － 新商品の開発と非接触型販売および密集低減の作業方式の確立

愛知県 株式会社マキタ電機 4180301007111 オンライン化で時代を勝ち抜く環境へ

愛知県 株式会社ユニバーサルエージェンシー 4180301007549 各拠点間をインターネットＶＰＮでつなぐテレワーク環境の整備

愛知県 ＳＴＵＤＩＯ　Ｐｒｅｓｅｎｃｅ － ドライマシン導入での非対面ビジネス転換とＰＲ展開で顧客拡大

愛知県 オンフリーク － ネット見積りシステム導入による非対面型サービスの提供

愛知県 ｙｏｇａｓｔｕｄｉｏ　ＫＡＲＭＡ － オンラインレッスン導入による新規顧客獲得

愛知県 ｒｉｃｈ　ｂｒｉｄｇｅ － 「季節」×「テイクアウト」年間通じて販売可能な体制の確立

愛知県 深見接骨院 － 駐車場の待合室化で、密にならない安心して通える接骨院に！

愛知県 有限会社論山物産 1803020211128 テイクアウト専門店への事業転換を図り売上拡大を目指す

愛知県 株式会社ガイア国際センター 6180301008693 非対面型ビジネスモデル向けの事業案内・動画・ホームページ制作

愛知県 魚正 － 鮮魚を使った簡単調理品の新商品開発と販路開拓

愛知県 株式会社パリッシュホームサービス 5180301028486
新型コロナウイルス等感染症対策清掃および非対面受注決済サービスとＳＮ
Ｓ広告

愛知県 コスモアイランド株式会社 1180301025841 リーフレットを作り公式ＳＮＳとＨＰに繋ぐリモート営業の実現

愛知県 有限会社丸川商店 5180302009857 非接触型ネットショップ開設と配送周辺環境整備

愛知県 バードカフェ小哲の部屋 － 新しい生活様式に対応した店作りとネットショップ開設で販路開拓

愛知県 株式会社Ｂｏｏｋｅｒ’ｓ　Ｈｏｍｅ 5180301029872 ペットの床ＨＰ販売促進、予約制での非対面無人開放型ショールーム

愛知県 株式会社アイエフピー 6180301008339 サービスの見える化ホームページ作成と情報発信で新規顧客獲得！

愛知県 有限会社創ｉｎｇ 9180302008327 名入れ商品の対面、校正作業の簡略化及び新素材加工機種の導入

愛知県 有限会社すずこう 6180302008049 特選リサイクル着物の自社ＥＣサイトでの販売転換による売上拡大

愛知県 ガトーマリアージュ － 健康に配慮した新商品販売と手作りキット販売による新規顧客獲得

15 / 50 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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愛知県 ＣＯＵＴＵＲＥ － セルフでできる脱毛器の導入による非対面型新エステサービス事業

愛知県 Ｊ’ａｉｍｅ － 新生活様式に対応。自宅でも本格ハンバーガーの味を満喫！

愛知県 カフェ・アコーディアナ － アイスクリーム機械の導入によるテイクアウトメニューの販売

愛知県 二光トレーナー － 感染予防対策に向けた非接触型のシステム導入・施術時間短縮設備

愛知県 ひかる接骨院 － オンライン予約システムの導入による密集密接回避事業

愛知県 丸東東海商事株式会社 9180301007230 非対面型集客の強化と個別受注件数増加に伴う顧客満足の維持向上

愛知県 有限会社マイスターチエコ 9180302012155 完全個室化で大宴会から家族の記念日利用へのお店作り

愛知県 Ｌｉｖｉムラタ － 理美容のヘアケア、スキンケア商品のネットショップ開設

愛知県 ヘアーラウンジシア － セルフ育毛機器を使った非対面型ビジネスを取り入れ集客

愛知県 有限会社あさかげ 1180302012294 宅配サービス売上を増加させるためのＥＣサイトの新設

愛知県 おかもと農園 － コロナ禍を乗り切るためのネットショップを活用した新商品開発

愛知県 合同会社ＰＯＳＩＴＩＶＥ 7180303004590 オンラインカウンセリング導入によるサービス度アップ事業

愛知県 前田建具店 － オリジナル木製品ネット販売のシステム構築と設備強化

愛知県 株式会社ＰｅｒｆｏｒｍａｎｃｅＲｅｈａ 6180301025549 リモートトレーニングでスポーツ選手をサポートする事業

愛知県 コスキッチん － 真空パックを活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客の獲得

愛知県 筆の里　嵩山工房 － ＥＣサイトリニューアルによる非対面型ネット販売による販路開拓

愛知県 株式会社あすなろ 2180301030123 ネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 ａｒｕ － 家で手軽にフランス料理！本格テイクアウト商品の販売！

愛知県 株式会社エスジー・ツール 1180301032599
ねじゲージをインターネット上から購入できる。買い物カート付ホームページの
制作（メーカー：2社掲載）

愛知県 株式会社Ｒｅａｒｅｉｓｅ 6180301033997 安心安全な店づくりとグッズ販売で持続的な成長を！

愛知県 株式会社エーシーホーム 6180001135086 動画を駆使した見える化＆商談ツールと業務効率化事業

愛知県 有限会社シン 2180002083511 家時間の充実を演出するテイクアウトメニュー提供

愛知県 株式会社陽山 7180001116317 ＥＣサイトを活用したテイクアウトでの新規顧客獲得

愛知県 料理久 － 「ハレの日」の味を自宅へ提供、来店されても安心な店舗の改修

愛知県 株式会社Ｈ．Ｔ．Ｓ 6180001105972 一般企業に負けない障害者のための支援施設を目指して

愛知県 株式会社愛知宝商事 6180001123792 【感染予防対策商品のＥＣサイト利用で事業拡大】

愛知県 有限会社森牧場 9180002084057 ＥＣサイト構築で、より多くの皆様に地元知多牛の贅沢な味をＰＲ

愛知県 フジ印刷株式会社 8180001093654 営業業務のテレワーク対応と小ロット製品のカラー内製化

愛知県 株式会社ビー・ワイ・エヌ 5180001103580 待ちの姿勢を脱し、宅配弁当事業開始で攻めの姿勢へ！！

愛知県 有限会社ガレージ・ケイ 5180002083293 自動車中古部品ＥＣサイト構築と除菌装置導入で新規顧客獲得！

愛知県 有限会社美よし亭 9180002084008 焼肉屋のテイクアウト（食肉販売）により、売上向上を目指す！

愛知県 株式会社ＤＭＪ　ＮＥＸＴ 9180001138276 新商品開発及びデリバリー開始による三密回避と持続的売上向上策

愛知県 美容室アプリ － コロナ禍での美容師の在り方　安心　安全　癒しで　差別化をはかる
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第５回受付締切分）
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　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
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愛知県 株式会社アイエコアップ 1180001086961 対面で培った魅力「母親の視点で」を非対面（動画配信）で拡げる

愛知県 株式会社クインスタイル 9180001085270 新規開拓の為のホームページ作成とネット通販事業の準備

愛知県 株式会社アビリティー 2180002075599 働く人の意欲活性化、トータルライフサポートで新たな販路開拓

愛知県 株式会社原瓦 7180001111037 ホームページを活用した非対面型の事業展開と新機械による効率化

愛知県 行政書士石原真利江事務所 － 離婚相談をしたい世の女性を支援するための非対面型相談サポート

愛知県
株式会社ＤＲＥＡＭＳ　ＦＯＯＤ　ＣＯＭＰＡＮ
Ｙ

1180001130538 店内時間を幸せに。お家時間も幸せに。焼肉を更なる日本の文化へ

愛知県 中国料理キョンキョン － 本物の味を届けるテイクアウト・デリバリー販売の拡大

愛知県 名西エール株式会社 8180001087152 顧客の動向変化に対応し美容部門の新規顧客を獲得する

愛知県 株式会社榊原熔接工業所 6180003011426 医療・介護分野などで注目が高いアルミニウム製品の熔接加工

愛知県 美容室エポック － 見える化対策により、安心・安全・安楽・信頼を兼ね備えた美容室

愛知県 瑞芳産業株式会社 4180001082883 現場整備とＩＴ化による生産体制の強化をアピールし、販路拡大を狙う

愛知県 アイコム株式会社 2180001081912 個室化による非対面のセルフフェイシャルエステの提供

愛知県 トレーニングコンディションＡｃｅ － オンラインを含めたリアルタイムでの技術・トレーニング指導法の強化

愛知県 株式会社三ツ輪 8180001125515 最高級食パンをいつでも召し上がれる体験型パン制作キットを販売

愛知県 株式会社桂商会 1180001082416 ・ウェブサイトを活用したサンプル提供、テレビ面談等の非対面営業

愛知県 村上喜美子音楽教室 － 『新レッスンの導入！魅力あるオンリーワンの教室を目指して』

愛知県 ｐｒｉｖａｔｅ　ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ　ｅｍａ － 非対面によるセルフ脱毛サービスの提供

愛知県 有限会社カーフィールドヴィレッジ 9180002079924 自動車版「地域のホームドクター」による利便性向上事業

愛知県 肉１８ － 完全予約制にし、非対面で安心して食事をしてもらえる店舗改装

愛知県 オパレックス株式会社 7180001082352 尾州ブランド商品の自社開発とインターネット販売による販路拡大

愛知県 プレーンホームズ株式会社 3180001130098 非対面型物件情報提供システムの構築による新規顧客開拓事業

愛知県 株式会社メディアージュコーポレーション 6180001091404 通販による顧客への直販売　非対面ビジネスモデルの確立

愛知県 株式会社ワタナベ 5180001087188 ｗｅｂ発注システム構築で、来店客や配達注文客の三密を激減

愛知県 有限会社捲春 3180002077520 町工場が提供するファンシーヤーンのＥＣ販売・消費喚起事業

愛知県 ＳｔａｒＲａｉｎｂｏｗ － オンラインカウンセリングの充実とサロン整備で顧客満足度向上

愛知県 Ａｄｖｅｎｔ － お持ち帰りスイーツ参入！新規顧客獲得

愛知県 株式会社ＭＩＲＡＩ 4180001105264 顧客との直接的接点の拡大及びＥＣサイト構築による販路拡大事業

愛知県 ＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＣｏＣｏＮ － 「ニューノーマル」に対応できる非対面セルフエステの導入

愛知県 株式会社フジコン 8180001083589 一宮市の地域に寄り添う社会課題事業への進出による販路拡大

愛知県 Ｌａ　ＣＡＲＯ － お客様の不安要素をなくし、安心して通い続けられる美容室

愛知県 有限会社ゼネット 3180002080103 古民家を活用したレンタルスペース事業のコンサルティング提案

愛知県 株式会社グ・ラン 9180001130638 『ＭＡＤＥ　ＩＮ　尾州　のすばらしいウール生地をＥＣにて届ける』事業

愛知県 株式会社趣園 5180001120287 『職人の真心と極み　「ＢＩＳＨＵ」の美学を全国に広める』事業
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愛知県 株式会社今賢 6180001082163 『革新性を生かしたストール開発によるＥＣ販売』事業

愛知県 有限会社野うさぎ 3180002078964 一宮市内の地域一番店を目指して、冷凍焼菓子のＥＣ販売に挑戦

愛知県 株式会社近江屋商店 6180001082304 非対面営業への移行と来店予約制の導入による顧客満足度の向上

愛知県 愛郷 － ３密及びクラスター回避のための店内改装と予約システム導入

愛知県 株式会社サン・エネルギー・サービス 8180001082681 オンライン保守点検。「給気・換気・除菌」でウイルス対策！

愛知県 ＣＡＦＥｂａｎｙａｎｔｒｅｅ － 商品開発及びＥＣサイトによる販路拡大

愛知県 株式会社Ｔ　ＳＴＹＬＥ 3180001118325 中小企業でも対抗できる強みを生かしたホームページ、パンフレット制作

愛知県 ラッシュスポーツプロモーション － ３密対策をＰＲして顧客回復！ＥＣ販売事業で売上増加！

愛知県 株式会社ｆｒｅｅ　ｆａｉｔｈ 3180001101693 ・人事労務サービスのクラウド化と共有システムの導入

愛知県 栗本自動車 － ホームページを活用した非対面型ビジネスと新機械による効率化

愛知県 株式会社ＡＰＥＲＴＯ 7180001106029 危機を回避しさらなる事業拡大を！ＥＣ化対応と洗浄機の導入事業

愛知県 有限会社九重観光 4180002071753 自社予約システムの導入と設備充実による顧客満足度の向上

愛知県 スポット　オン － カーコーティング事業・店舗型中古車販売事業立ち上げ

愛知県 株式会社尾張屋 6180001078715 だしのオリジナル商品開発とＥＣ販売による非対面化

愛知県 合資会社きものの店あつみ 8180003010599 ＥＣサイトの開設とリモートでの着物教室補習授業の整備

愛知県 すみ農園 － 野菜の直売自販機導入による非対面型ビジネスモデルの実現

愛知県 ａｎｏｐａｎ － ホームページを導入し、非対面型販売を開始

愛知県 株式会社バルテック 8180001057452 ホームページ、看板でＰＲし、新規顧客開拓を推進する

愛知県 株式会社池幸建設 5180001126012 変形地の商品化による新事業展開

愛知県 ヤンヘミ － オンライン講座開校とＥＣサイトによる顧客満足度向上と販路開拓

愛知県 株式会社エム・エム・ヨシハシ 1180001078678 型製作技術の商品化と非対面販売

愛知県 宴友夜 － 店でも家でも美味しく楽しく食べよう

愛知県 プレジャー － まるで店内にいるような店舗体感型ネットショッピングで販路開拓

愛知県 井上株式会社 6180301010823 自社新ブランド店舗の展開によるネット直販体制の構築事業

愛知県 株式会社ｇｍ喫茶ｈｉｒａｙａ 8180301034275 テイクアウト窓口設置による、コロナに負けない販売体制構築事業

愛知県 藤原商事株式会社 1180301011280 非対面型サービス提供の為の設備導入でフロント業務スリム化計画

愛知県 みやまつり － 認知度を高めオーダー可能なオンライン販売サイト構築で売上向上

愛知県 有限会社中部鍍金 4180302015609 エビデンス付きメッキ加工の製品化による品質向上・販路拡大事業

愛知県 キッチンＧｏｅｎ － 形原温泉・あじさいの里を生かしたテイクアウト等強化事業

愛知県 株式会社マルコ 9180301011356 三河湾の海の幸を活かした独自のＥＣ強化事業

愛知県 加藤煙火株式会社 3180301010883 「非対面型」及び「非密集型」花火ショーの確立

愛知県 株式会社ＥｅＬＩＦＥ 9180301033474 体験型イベントとＷｅｂ展示場作成によるＢｔｏＣの顧客獲得

愛知県 有限会社笠原製作所 8180302013006 彫刻×金属加工！新商品開発と付加価値向上による、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
　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。

愛知県 有限会社Ｄ－ＲＡＮＧＥ 2180302014694 スマフォ・タブレット対応型ＨＰによる集客と非対面接客の実現

愛知県 ＧＩＴＡ － 強みを活かしたテイクアイトと安心して食事を楽しめる空間作り

愛知県 株式会社美河ハム 9180301012255 コロナ以降の市場変化に対応した売上構成の転換戦略

愛知県 有限会社さが 5180302012051 地域の宴会需要をつかみ、地元と観光の２本足打法で売上アップ！

愛知県 株式会社三浦建装 8180001105509 ＦＢ広告・看板等ＨＰを活用した広告宣伝強化

愛知県 株式会社アイライク 4180301032984
ＥＣサイトで気軽に簡単そして安心・安全いつでもどこでも楽しめる和食の美味
しさ

愛知県 マンマ・ミーア動物病院 － 犬・猫の非対面診療・出張手術サービスの提供

愛知県 喜匠シール － 『市場は拡大の一途』外国人向けパーソナルジムの開業

愛知県 有限会社野田安 2180302018737 新生活様式に順応した営業体制とＳＣＭの見直しや情報の見える化

愛知県 山元商店 － ネットを活用したＢｔｏＣビジネスの強化と顧客認知度向上

愛知県 ＺＥＮ　ＭＯＶＥ － オンラインを活用した相談会やオンライン講座による販路開拓

愛知県 有限会社富士タイプ製本所 6180302018907 ＶＲ・動画でサービス内容を発信できるホームページ制作

愛知県 桃叶 － ・ＶＲを取り入れたホームページ制作で安全安心を発信

愛知県 株式会社セフティ２４ 8180301024598 サーモグラフィカメラ等セキュリティ商品のネット販売

愛知県 ＰｒｉｖａｔｅＳａｌｏｎａｒｉ － 個室化及びオンラインカウンセリング強化で、非対面非接触化強化

愛知県 有限会社興隆工業 6180302025507 テレワーク環境整備と廃棄物管理票の手書き廃止による業務効率

愛知県 有限会社豊田煙火 8180302022881 気軽に購入・相談できるインターネット花火屋さん

愛知県 有限会社ＴＨＵＭＢ’Ｓ　ＨＥＡＲＴ 7180002063673 セルフによる新しい施術様式の構築で新規顧客の獲得

愛知県 カナミ株式会社 7180301021415 フランス語圏インバウンド支援から物品輸出入代行への転換

愛知県 Ｈａｉｒ　Ｓｐａ　Ｓａｌｏｎ　Ｍｏｒｚｅ － コロナ対策徹底店としての地位確立事業

愛知県 自家焙煎珈琲ＭｏｃｈａＭｏｃｈａ － コーヒー豆販売をなるべく満足度を下げずに非対面で対応する

愛知県 ＳＰＣ － 新規ＷＥＢ構築による新販路開拓と新商品開発

愛知県 有限会社一献 3180302017564 ＷＥＢを活用したテイクアウト商品の販路拡大と売上アップ

愛知県 有限会社ソルトアンドペッパー 8180302022519 感染防止徹底店舗改修とテイク・デリバリー充実事業で売上回復

愛知県 いさと接骨院 － 感染症対策徹底接骨院へ！！

愛知県 ケイ・トラスト株式会社 9180301029002 自社営業強化、認知度アップ対策ホームページ制作

愛知県 株式会社ＦＵＳＩＯＮ 6180301020079 ＥＣ導入で販路開拓する事業

愛知県 ＢｌｕｅＭｏｏｎ － 免疫力向上！非対面パーソナルセルフケアルームの新設

愛知県 有限会社エヌワン 6180302024855 アフターコロナでも快適な地下空間で飲食を

愛知県 豊田シティ法律事務所 － ＷＥＢを活用した非対面での集客力向上と顧客獲得確率の向上

愛知県 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　ＨＹＧＧＥ － 感染リスクを徹底的に抑えた非対面セルフ美容サロンをオープン！

愛知県 株式会社Ａ．Ｌ．Ｓ 7180301021670 顧客満足度向上を目指したキッチンカーによるテイクアウト事業

愛知県 Ｐｉａｎｏ　Ｐｉａｎｏ － 自宅で気軽に本格エステを楽しめるＥＣサイトの導入
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第５回受付締切分）
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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。

愛知県 株式会社佐藤ホーエー家電 8180301015250 オンラインによる「自宅快適」リフォーム＆お困り事解決

愛知県 美容室ミーティア － 個室の増設とオンラインカウンセリングで、安心できる美容室へ

愛知県 ヒーリングハウス　フルフル － リモート心理カウンセリングによる販路開拓

愛知県 ヘアーアート　サウス － 安心・安全な空間づくりと新メニューによる販路拡大

愛知県 合同会社モンステラ 6180303004518 完全個室セルフエステ展開とＥＣサイト構築による新規顧客開拓

愛知県 Ｃａｆｅ＆ｄｉｎｅｒ　ｔｈｅｅ　ａｊｉｃｏ － 新たな広報戦略によるテイクアウト強化で新規顧客開拓

愛知県 ＳＥＥＤＳ － ホームページからの化粧品販売による非対面ビジネスへの転換

愛知県 株式会社丸幸建設 2180301030916 ＷＥＢを駆使した非対面営業強化で地元の新規顧客獲得を目指す！

愛知県 株式会社光製作所 1180301013252 接触感染を防げ！キーボード除菌器の開発と販路開拓事業

愛知県 有限会社　杉浦畳店 6180302016811 内製化による生産体制強化と畳縁作成キットによる販路開拓

愛知県 エステルームサルーティ － ネット販売とセルフ脱毛メニューの新設による新規顧客開拓

愛知県 株式会社リーフ 7180301024574 オンライン商談・販売対応Ｗｅｂサイトリニューアルで新規顧客開拓

愛知県 株式会社ＭａｓａＣａｒｓｓ 1180301027541 オンライン商談、カー用品のネット販売、レンタカーのネット予約

愛知県 青山産業株式会社 4180301022250 試験設備導入による開発力強化・品質向上・受注拡大を図る事業

愛知県 林帯芯工場 － コロナ感染防止の為マスク生地の自社生産への取組

愛知県 こもれびデザインホーム － 新システム導入で他店との差別化とオンライン打合せで販路拡大

愛知県 ｈｅａｌｉｎｇ　ｓａｌｏｎ　ｃａｓａ － コロナに負けず　髪と心に癒しを

愛知県 福寿接骨院 － オンラインパーソナルトレーニングと環境整備による販路開拓

愛知県 有限会社トミー 2180002049512 宅配事業への参入と新商品の開発による販路開拓

愛知県 株式会社村井塗装 4180301026532 オンライン会議システムの導入及び非対面型商談の確立

愛知県 おうちサロン心葉 － 皆の心の処方箋！ハートｔｏハートオンラインルーム心葉へようこそ

愛知県 さいとう接骨院 － ＨＰで予約システム、非対面問診票・加圧トレーニング機導入

愛知県 古川スポーツランド株式会社 3180301023233 予約システムを導入したＨＰによる新規顧客獲得

愛知県 株式会社丸重サービス 4180301030443 ＷＥＢ活用による新規顧客獲得と事務作業効率化

愛知県 Ｈａｉｒ＆Ｆａｃｅあとりえいる・ふじむら － オートシャンプー機導入で接触頻度を下げ、安心な美容室作り

愛知県 ぶるーむ － 店内のリフォームでコロナ対策

愛知県 株式会社ＦＬＯＷＤ　Ｊａｐａｎ 1180301031857 ＥＣサイト導入によりＳＴＡＹ　ＨＯＭＥで安全にヘアケア企画

愛知県 珈琲閣 － コロナ禍をチャンスに変えよう

愛知県 クレガ － 混雑状況を見ながら密を避けて来店しやすいネット予約システム

愛知県 株式会社モーション・ビジュアル・ジャパン 4180301023554 インターネット動画等企業向け映像制作に関する事業強化

愛知県 コスモＥＭタウン － オーガニック商材の強化によるイメージチェンジ計画

愛知県 Ｔｏｕｃｈｅｒ　トゥシェ － コロナ禍におけるセルフに対応したトータルビューティーサロン化

愛知県 ＯＧＡＷＡ　ＡＣＡＤＥＭＹ　＆　ＦＩＴＮＥＳＳ － 困難をバネに！コロナに負けるな！挽回計画！
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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
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※重要
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お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

愛知県 有限会社赤堀製茶場 8180302027212 生産者直送！テイクアウト事業による販路拡大で売上倍増！

愛知県 合同会社ＳＵＭＭＥＲ 5180003019800 非対面プライベートトータルビューティサロン化計画

愛知県 有限会社ルミエール 5180302026555 お客様の思い出を紡ぐ旅行提案をオンラインでも暖かく！

愛知県 ＭＥＣ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｃｈｏｏｌ － Ｇｏ　ｔｏ　Ｌｅｓｓｏｎ！英会話教室がレッスン動画を制作！

愛知県 あかだ屋清七 － 缶詰タイプの新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 有限会社キットカッター 6180002091056 工事動画の積極活用と業務受注用ＥＣサイトの構築

愛知県 末廣寿司 － テイクアウトに対応するための業務効率化とＥＣサイトの構築

愛知県 Ｅｎｉｓｈｉ　Ｃａｎｄｌｅ － 自社通販サイトとＨＰ立ち上げ、動画でブランドイメージ強化

愛知県 有限会社エルフィン 3180002089169 オンライン商談による業務用換気機能付きエアコンの新規販路開拓

愛知県 かっぱｐｈｏｔｏ － 動画・写真編集をオンラインで実施及びオンライン写真教室の開催

愛知県 ビストロエス・ミズノ － 真空調理によるテイクアウトの商品開発と販促の拡大

愛知県 トータルエステティックサロンＶｉ　Ｏｎｅ － 非接触型機器を活用した技術とネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 ライジング己道会 － 動画広告、看板、雑誌宣伝による新規事業の集客力強化

愛知県 株式会社キャンドゥ 8180001003803 デザインから印刷製品までのワンストップサービスによる販路開拓

愛知県 Ｌａｒｋ　Ｎａｒｌ － 「スマイルラインケア」オンライン講座

愛知県 花よりだんご － テイクアウトメニュー（お弁当・宅のみセット）による販路開拓

愛知県 子ども英会話Ｓｔｅｐ　Ｆｏｒｗａｒｄ － 英会話デジタルコンテンツ活用とＥＣサイト構築による販路開拓

愛知県 株式会社ＴＥＮＲＩＮ 1180001118376 非接触型事業の新展開とウイズコロナ対応道場の運営による販路開拓

愛知県 Ｇ２ － カート機能付きＨＰ、ＳＮＳ、ＥＣサイトによる販路開拓

愛知県 株式会社酒のうかい 4180001074146 宅配事業による販路開拓

愛知県 セレクトショップギャラリー楽舎 － オリジナル新商品開発・インターネット販売による販路開拓

愛知県 ＯＫＡＶＡＮＧＯ － オンラインシステムの導入による非対面営業とＥＣサイトの開設

愛知県 ＫＵＲＯＴＥＩ － 大人気！無添加ハンバーガーのデリバリー販売量産化事業

愛知県 中国料理金龍高蔵寺店 － テイクアウト事業拡充による販路開拓

愛知県 小野島　聡 － ＷＥＢメディアと動画を組み合わせ、非対面型営業ツールとして活用する

愛知県 有限会社柴田商事 7180002066214 ホテルパラダイム事業（対面サービスから非対面サービスへ）

愛知県 株式会社アムル 2180001075245 新規顧客様獲得と売上増を目的としたサイトのリニューアル

愛知県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｃｉｅｌ　Ｅｓｔｈｅｔｉｑｕｅ － オンラインカウンセリング導入や時短施術メニュー開発で販路拡大

愛知県 株式会社げじょう接骨院 1180001809659 オンラインによる姿勢分析評価、運動指導を行う新事業

愛知県 エステティックサロンＣａｌｌａ　ｌｉｌｙ － ＥＣサイト運営・設備導入による新メニューで販路開拓

愛知県 理美容室Ｎａｔｕｒｅ － ネット・チラシを活用した非対面型カウンセリングによる販路開拓

愛知県 株式会社めだか 7180001107381 かぼちゃスライサー導入による加工内製化と一般家庭市場への進出

愛知県 中国料理金龍 － お店の味をご家庭で！本格中華のテイクアウト＆デリバリー
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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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愛知県 株式会社小川園 8180001073854 オンラインおうち診断！個人宅向け外壁リフォームの販路拡大事業

愛知県 合同会社ＵＬＴＲＡ 5180003017746 サプライチェーンの強化に伴う設備導入事業

愛知県 ＢＯＷ　ＡＮＤ　ＡＲＲＯＷ － ＨＰとＷＥＢ会議を活用したオンラインセミナーと商談で顧客獲得

愛知県 新陽開発株式会社 2180001085640 住宅ローンに困った方の相談窓口を通じた新規顧客獲得

愛知県 有限会社メイヨー 8180002081212 超小型生体アンプの試作品開発と新しい営業スタイルの導入

愛知県 有限会社御菓子処うかい 1180002080518 スマホで簡単ご注文、旬な和菓子をご家庭にお届けします！

愛知県 ＨＡＲＡ　ＣＡＦＥ － ピンチをチャンスに！厨房増設によるテイクアウト事業の強化

愛知県 株式会社小崎不動産 1180001086648 いつでも手軽にお部屋見学！セルフ内見会で感染防止

愛知県 株式会社空空 8180001087235 非対面型「カウンセリングサービス」への転換

愛知県 美容室司 － 若者から高齢者まで快適により美しく！

愛知県 株式会社とこ販 6180001093243 販売ツールを整備し常滑焼急須の魅力を発信、販路拡大を図る

愛知県 ＨａＲｅｂｏｒｎ － 非３密強化と清潔感の向上～安心してご来店していただくために～

愛知県 写真スタヂオ和光 － 本物の写真の魅力を伝えるオンラインを活用した写真教室の開講

愛知県 ｔｏｋｏｒａｎｇｉ － ＷＥＢ時代オンライン活用と常滑焼の魅力を伝える体験型宿泊施設

愛知県 東海縫製株式会社 5180001093236 ＥＣサイトで世界に誇る『Ｍａｄｅ　ｉｎ　ＪＡＰＡＮ』製品を販売

愛知県 株式会社デザインのちから 6180001117381 新規アポイントを獲得するマーケティング支援事業

愛知県 常絽 － オンラインで実現する庭造り、外空間から楽しむお家時間の提供

愛知県 みくりや御厨 － オンライン料理教室の開催でコロナ渦でも

愛知県 株式会社一心コンサルティング 2180003019753 相続世代のニーズに対応した『オンライン相続』の提唱

愛知県
株式会社セントラルジャパンアビエーショ
ンワークス

1180001135157 成田空港への新規事業展開とそれに付随する営業・広報活動

愛知県 株式会社大北工務店 1180001118079 自社ＨＰの刷新～非対面営業により集客の効率化～

愛知県 ＣＡＭＰ　ＬＯＶＥ（キャンプ　ラブ） － 三密を避けた安心設計による移動式屋外型テントの整備と活用

愛知県 株式会社松本 9180001052386 非対面型営業および情報提供システムの構築による新型コロナ対策

愛知県 ホームコネクト － プレゼンテーションツール等の導入による元請受注への販路形成

愛知県 ＰＩＲＩＣＡ － 自動ドライ器具導入による非対面化事業を通じた新規顧客獲得

愛知県 アイホク接骨院 － 新治療器を導入しての往診事業の拡充と自費診療の増大

愛知県 ライフテック有限会社 5180002082279 ネット商談による中古車販売の拡大

愛知県 株式会社ボワード 6180001087658 コロナ時代の徹底した衛生管理・デジタル化促進による事業継続

愛知県 大志接骨院 － 非接触型トレーニング機器（ＶＲ）の導入による新規顧客獲得

愛知県 エステサロンルチル － 非対面カウンセリングで通販化粧品販売と生体電流で背中ケア

愛知県 大澤博子 － オンラインメニュー販売サイトの構築と新規顧客獲得強化

愛知県 株式会社エムケイ 2180001125388 非対面型営業へ転換、オンライン対応システムの導入

愛知県 カットクラブたかみ － 尾張地区初！理容店での髭脱毛による若年顧客の獲得！！
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愛知県 株式会社米幸商店 4180001087420 販路拡大に向けてのインターネット販売や宅配サービスの強化

愛知県 株式会社松岡 2180001134059 オンラインカウンセリングによる新規顧客獲得

愛知県 株式会社匠建 1180001075964 オンライン相談・打合せとウェブサイト改修による販路開拓事業

愛知県 お寺サロン舞 － 原因不明の不調に悩んでる女性の為に健康で美しく心と体を癒す。

愛知県 ヘアーデザインスタジオ　Ｐａｒａ　ｔｉ － 完全予約制で、個室・短時間でのドライスパで新規獲得と売上ＵＰ

愛知県 よしだ写真館 － 小牧初の写真データ販売スタジオオープンによる新規顧客獲得

愛知県 株式会社セイコー 8180001076007 自社製品「鍛冶屋の頓珍漢のミガキ鉄板」の開発による販路拡大

愛知県 Ｄｏｕｂｌｅ － 新規ホームページ作成によるネットを活用した新規顧客の獲得！

愛知県 ワイズカフェ － 炭の生食パン開発とテイクアウト専門店出店による多角化戦略

愛知県 永田商店 － 『ＨＰを改修し非対面提供が可能な仕出し弁当を生活の一部に！』

愛知県 こまき調剤薬局中央店 － コロナ感染リスクの減少及び宅配による新規の顧客の獲得

愛知県 リラクゼーションサロンＲＥＣＩＰＥ － オンラインを活用した事前カウンセリングによる新規顧客獲得

愛知県 株式会社家具工房ゆうき 9180001081749 仮想ショールームによる非接触のサービス提供

愛知県 株式会社Ｐｅａｃｅ 8180001090742 弊社ＨＰを活用した非対面型相談・受注業務の確立及び新規顧客獲得

愛知県 坂井孝能税理士事務所 －
オンラインセミナー提供のための基盤構築およびＳＮＳ・動画配信による顧客
開拓

愛知県 協和電気商会株式会社 5180001129634 デジタル化による非対面業務で時間の効率化事業

愛知県 株式会社バースビジョン 6180001128635 放送レベルの技術を生かした、少人数のライブ配信サービス

愛知県 合同会社スマスタ 5180003020948 薬剤師向けスポット求人のオンラインマッチングサイト

愛知県 有限会社犬山印刷 3180002074294 非対面型オンライン営業によるサポートで集客・売上アップを図る

愛知県 犬山モダンルーム － 城下町の雰囲気を感じられる改装により、高齢者の顧客を増強

愛知県 ＱＩＳＵＩ － 商品の魅力を向上しＥコマース販売を強化、新たな顧客を開拓する

愛知県 Ｓ－ｆｏｕｒｈａｉｒ － 【ヘアーサロンの密集を防ぐレイアウト改装による離客再来店事業】

愛知県 白帝自動車株式会社 9180001080882 ホームページ改良による非対面での見積り及びＷＥＢ広告の実施

愛知県 株式会社フクトミ建設 4180002074509 コロナに対応した新商品ＰＲ強化により、一般客の獲得を！

愛知県 ひゃくにんごはん、 － テイクアウト拡充による販路拡大と感染症防止

愛知県 株式会社夜明屋 7180001081115 店舗改装による食べ歩き、ランチメニュー提供の実現

愛知県 珈琲ボタン － 新ブランドの立ち上げでコーヒー豆等販売事業の強化

愛知県 増田金属工業株式会社 9180001080916 リモート営業活動を大容量データの送受信で可能にする環境整備

愛知県 ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　＆　Ｃｏ． － オンライン講座で集客エリアを全国に拡大！新たな顧客層の獲得

愛知県 株式会社ＡＤＭイデアル 7180001112019 海外送金ビジネスと郵送買取り

愛知県 株式会社ＲＥＬＩＥＦ 8180001125069 ＬＩＮＥでの予約制＆非対面相談と超音波治療器導入で売上拡大

愛知県 Ｄａｎｃｉｎｇ　ＴＡＫＯ　大ちゃん － テイクアウトサービス向上による販路開拓

愛知県 ＭＥＩＳＡ － 非接触型サロンの構築で、美容と健康の提供
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愛知県 ラズベリーパイジェラート工房 － カップジェラートの新規販売拡大とコロナを乗り切り売上アップ

愛知県 ＭＡＮＩ輪サイクル － 知多半島を囲うための“ＨＰ開設”と“広告宣伝”による販路開拓

愛知県 株式会社びーばー 3180001096249 日本商工会議所向け保険制度拡販、リモート営業及びネット契約

愛知県 株式会社Ｙｏｕ．Ａｉ 8180001138293 コロナに負けない店舗づくり！

愛知県 ヨコマチテラス － テラス改修で安心感ＵＰ！三密回避＆席稼働率向上計画

愛知県 株式会社Ｉｔａｌｉａｎａ 4180001095828 「知多半島産オリーブオイル」商品化＆ＥＣサイト販売計画

愛知県 ほまれ接骨院 － ピラティスマシンと同等効果を望めるオンライン指導用サイト作成

愛知県 株式会社ガレージミルク 2180002084690 ＥＣサイト制作によるこだわりの珈琲豆のＰＲ

愛知県 ＫＵＮＩ自動車 － 「一緒にはしろう！」サーキット体験をオンラインから始めよう！

愛知県 株式会社ホライズン 8180301017172 ＨＰ動画とＷＥＢ会議システムを活用した介護・看護人材の確保

愛知県 エアシステム － コロナ禍に対応した空調ドクター事業のＨＰ開設によるＰＲ

愛知県 アドバンス株式会社 5180002084556 完全プライベート空間の個室サロンの開店と宣伝活動

愛知県 株式会社島岡製作所 9180001138359 新規顧客開拓と特殊加工技術でＮＥＷサプライチェーン

愛知県 ダイニングイムラ － オンライン製品専用キッチンを増設して当店自慢の味を全国に販売

愛知県 有限会社花井養鶏場 9180002085063 ブランド卵を全国へ発送！ＥＣサイト構築＆動画によるＰＲ計画

愛知県 ハナロ韓国語学院 － ネイティブ韓国語講師が挑む！オンライン環境＆ＳＮＳでＰＲ計画

愛知県 株式会社大喜屋 1180001104392 支留比亜小幡店　非対面型システム導入　第イチゴー作戦

愛知県 有限会社サンユーインダストリー 2180002091191 非対面ビジネス化と新たな販路開拓

愛知県 有限会社ブルームエイト 7180302001762 非対面型オンライン講習会実施とネット活用による販路拡大

愛知県 花ぱん工房 － テイクアウト用に店舗改修、テラス設置、ホームページ開設

愛知県 株式会社すまいるコンシェル 5200001028643 Ｙｏｕｔｕｂｅのオンラインセミナー動画による非対面の販路構築

愛知県 有限会社Ｔｒｉｂｅｓ２０ 8180002058227 オンライン受講による動画制作クラス開講

愛知県 ＠－ｈｉｌｌ － 配信機材を活用したデジタルライブエンターテインメント事業

愛知県 廃墟のエヴァレット － 古き良き文通と現代の動画配信で非対面型カフェへ

愛知県 井上産業株式会社 9180001109748 可燃性産業廃棄物処理における『高速脱水機』の開発と販売

愛知県 アンドレインボー株式会社 5180001107029 自社ブランドの強化とＢｔｏＣ事業へのスタートアップ

愛知県 株式会社芳裳苑 7180001040533 通販サイト、公式ＨＰで『和装で過ごすおうち時間の良さ』を伝える取組み

愛知県 学習塾マイペース － ＬＩＮＥビジネスを利用し在宅でも学習できる環境作りと広報

愛知県 みさきぴあの教室 － おうちでピアノレッスン！オンラインサービスの展開と新規開拓

愛知県 Ａｌｅｓｓａｎｄｒａ通訳 － ホームページ作成により非対面式の通訳と日本情報を発信

愛知県 株式会社オーチャーズ 6180301032883 事業報告会のリアルタイム双方向配信

愛知県 株式会社ティーエヌディー 3180001059431 コンサル及びマーケティング機能保有の新規販路開拓ツール導入

愛知県 アトリエジェイ － オンラインを使った新しい制作スタイル導入で販路拡大
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愛知県 有限会社ジェイエスエイ 4180002023481 トランクルームのオンライン予約・契約システムの導入

愛知県 Ｃｈｅｚ　ＴＯＭＯ － 新型コロナ対策！店舗貸切一日一組しか取りません

愛知県 レクラ・ド・リール － テイクアウトの強化と焼き菓子等の販売

愛知県 しすくる － 新たな非対面型でも楽しめる学習塾運営による新規顧客獲得

愛知県 株式会社アクレア 2180001077992 チャットボット機能で顧客の不安解消するＥＣサイト構築

愛知県 丸善株式会社 9180001015533 オンライン見学会・商談による新しい様式に対応した販路開拓

愛知県 株式会社アセットトラスト 5180001109909 ホームページ改良による非対面での内覧、新規顧客獲得

愛知県 Ｐｏｎ　Ｐａｄｄｙ　ｈａｉｒ　ｌｉｆｅ － カウンセリングの非対面化による安全な営業体制確立

愛知県 有限会社ワイエルシー 8180302010580 介護疲れに寄り添うバリアフリーリフォームを非対面で提供する

愛知県 有限会社スマイル・プラス 2180002017080 カフェから地域のお弁当ステーションへ、生産力を高める店舗改装

愛知県 プランドゥボヌール － ホームページ・チラシで新事業展開による差別化及び集客力強化

愛知県 サロン・ド・ＣＯＣＯ － ネットを活用しての商品販売と顧客獲得で信頼され頼れるサロンへ

愛知県 愛敬鍼灸院 － ＷＥＢを活用した集客力向上及び受診予約・相談システムの構築

愛知県 株式会社エイトワークス 8180001101103 ネット販売構築！新たなビジネスモデルでコロナに勝つ

愛知県 さとまち接骨院 － リモートを活用した自宅で楽しくフィジカルケア

愛知県 株式会社陣内 4180001131649 オンライン施術の自動予約受付システム導入と非対面相談の開始

愛知県 株式会社Ｓａｔｒ’Ｑ 4200001026895 非接触型リラクゼーションメニューの提供と美容機器施術者育成

愛知県 株式会社Ａｆｅｒ 2180001101257 オンライン恋愛講座「男ゴコロ研究所・女ゴコロ研究所」

愛知県 株式会社ＡＮＣジャパン 2180001129703 非対面型によるカンポットペッパー（胡椒）のネット販売事業

愛知県 株式会社ドゥーイット 7180001100403 オンライン用撮影・編集・配信キット製作、販売・レンタル事業

愛知県 ビジュアルクリエータあきない － オンライン展示会やイベントのコンテンツ制作配信サービス

愛知県 株式会社みらいトラスト 2180001127426 Ｗｉｔｈコロナ時代を見据えた非対面接客営業への変換

愛知県 西川修 － 非対面型オンラインセミナー配信、動画配信による新規販路開拓

愛知県 株式会社ＣｒｏｓｓＬｉｎｅ 2180001136451 イタリア料理とワインのテイクアウトシステムの構築

愛知県 株式会社ＮＥＸＩＡ 7180001128056 「デザインに関する会議にチャットツールを利用する」

愛知県 Ｍ’ｓＰｒｏｄｕｃｅ － 「チャットツールで元請け業者や協力業者との連携を円滑化」

愛知県 三和商事株式会社 3180001143166 Ａｒａｃｈｏタピオカ専門店から移動販売店へ転換

愛知県 陶芸教室ちよの － 子供・大人造形工作教室新設。ＥＣサイト制作

愛知県 株式会社イハラ合成 7180001047388 ＰＲビデオ制作とＨＰ再構築による再生ＧＦＲＰ等の販路開拓

愛知県 株式会社ウェルフェアコーポレーション 7180001059061 医療事務オンライン教育とテレワーク対応レセプト業務指導

愛知県 スターリング株式会社 2180001141922 システムキッチンのオンライン販売で販路拡大！

愛知県 株式会社Ｓ．Ａ．Ｉ金属 5180001119197 新たな廃材回収用コンテナ導入による非接触・高効率業務の確立

愛知県 株式会社ＭＩＸＭＩ 5180001059567
自社インターネット通販サイト及びショップのブランディングによる潜在的市場
での新規顧客の獲得
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愛知県 ｏｆｆｉｃｅ　ｋｅｅｆ株式会社 8180001131083 ＥＣサイト構築とグッズ販売による販路拡大

愛知県 Ｂ＆Ｃ　ｓｐａｃｅ － ＳＤＧｓに適した電気自動車でコロナ対策に合わせて屋外での移動販売。

愛知県 株式会社ＮＡＳ 6180001053073 自社ブランドを対面・非対面の両面でＰＲする

愛知県 株式会社ヨコイ工業 2180001027584 コロナ禍を踏まえた非対面での営業・広報体制の確立

愛知県 小林　英男 － 人気物件を作る！退去抑止にも繋がるコロナ禍での戸建て賃貸住宅

愛知県 イージョイン － セルフエステサービスとＥＣ販売で売上を拡大する

愛知県 合同会社リンクス 3180303004644 オンラインを活用した地域密着型の相続支援サービス

愛知県 Ｂｉｚｄｅｓｉｇｎ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ － Ｗｅｂを活用した３年後に残る事業を支援する創業専門コンサルティング

愛知県 カットサロン・トヨタ － 渋滞通勤路を活かした広告策の実施と新サービスの展開

愛知県 焼酎専門店だいやめ － 本格焼酎を活用した非対面の販路拡大と新規顧客の獲得

愛知県 ＳＫ　ｒｅ：ｂｉｒｔｈ － コロナの影響を乗り越えるための接触低減事業と新しい販路開拓

愛知県 ＦＲＥＥＳＴＹＬＥ４１ － 新たな営業手法導入による新規客層開拓を通じた事業永続性確保

愛知県 株式会社アイエー 4180301033231 オンラインによる外国人エンジニア斡旋と日本語教室の開講

愛知県 株式会社エルエフバーム 4180301027836 引き合いから受け渡しまで、非対面の仕組みを構築する

愛知県 株式会社きき 4180301034097 ＷＥＢ活用と非接触検温の導入でｗｉｔｈコロナに対応する

愛知県 清洲心理相談室 － オンラインカウンセリングを強化して非対面による売上回復を実現

愛知県 鮨酒人しょう － テイクアウト注文可能なＷｅｂサイトでの認知度向上と販路開拓

愛知県 木村　智明 － ネットを通じたサービスの提供・集客と広告・宣伝活動

愛知県 リクラス不動産株式会社 9180001127097 非対面営業体制構築による、コロナ禍での不動産仲介営業

愛知県 セイホーマックス株式会社 1180001028303 機械設備導入で内製率、利益率の向上と納期短縮による売上増加

愛知県 Ｏｆｆｉｃｅ　Ｊａｙ － 予約システム構築と美顔商材のＥＣ展開事業による売上拡大

愛知県 有限会社石川住建 8180302019853 抗菌・抗ウイルス住宅の新販路

愛知県 株式会社ＮＥＸＴＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 8180001143491 通販サイトを制作し、除菌剤「エナジー（商品名）」の販売

愛知県 有限会社イシグロ建装 2180002055956 非対面型でコミュニケーションをとる安全で効率の良い事業転換

愛知県 株式会社ミウラ本舗 7180001042199 空気換気の優れた、動画撮影にも対応可能なレンタルスタジオ

愛知県 株式会社サンパ 3180301008985 愛知県及び静岡県東部に居住する在日外国人にネットを通じた販売

愛知県 高橋接骨院 － 非対面型総合的サービス強化による新規拡大

愛知県 株式会社ＣＨＩＣＫａＩｎｃ． 3180001124190 打合せを非対面化し、外部との接触機会を減らす

愛知県 深谷建設株式会社 5180301010188 オンライン商談で民間案件を受注する

愛知県 株式会社イーティーワイ 1180301029570 甑の国内及び国外販路開拓事業

愛知県 株式会社尾関工房 8180001137741 ＥＣサイトの構築により自社製品「折り畳み式展示台」の拡販を目指す

愛知県 橘礦機株式会社 1180001043371
円筒研削盤の導入により研磨精度を高めて直販に進出し経営の安定化を図
る

愛知県 株式会社ＦＯＲＭ　ｂｒｉｄｇｅ 2180001138919 リモート手段を駆使したコロナに負けない企業財務の筋肉質化支援
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愛知県 株式会社トラストマネジメント 2180001080575 「民泊×テレワーク」で新たな需要の掘り起こしと販路拡大

愛知県 ｃｈｉｆｆｏｎｃａｆｅ　Ｆａｖｏｒｉ － ご家庭に当店自慢のシフォンケーキをお届けするネット販売事業

愛知県 株式会社ＡＲＳコーポレーション 8180001131455 非対面での人材紹介事業展開とＷＥＢサイトの導入

愛知県 株式会社ｇｌａｍｏｒｉｚｅ 9180001059290 安心感と顧客満足度を高めるヘアサロン作り

愛知県 有限会社キッズクリエイティブ 7180002030475 自社ｗｅｂサイトを活用したＥビジネスへのチェンジ

愛知県 樅山　俊史 － トレーナー契約・オンラインレッスンのためのＥＣサイト制作と宣伝

愛知県 株式会社ｆａｇｌｏｂａｌ 6180001136877 地元特化型　パーティー会場によるテイクアウト・デリバリー事業

愛知県 株式会社ＦＵＴＵＲＥ　ＧＲＡＢ 1180001141618 お客様からの契約促進を目指したＬＰの作成による販路の開拓

愛知県 株式会社ＩＣＨＩコーポレーション 8180301012396 英語とＩＣＴ教育の非対面型ビジネスモデルへの転換で業績ＵＰ

愛知県 ＤＩＶＡ　ＮＡＩＬ － ネットショップ開設とオンラインスクール開講による売上獲得

愛知県 株式会社岡野コーティング 2180001098857 バイク塗装用ＬＰでの集客と、オンラインショップ構築計画

愛知県 株式会社北京本店 7180301033682 名物中華パンの開発による加工食品事業への参入

愛知県 株式会社ミルキーウェイ 2180001062953 治療院／一般消費者への医療用品のウェブサイト販売体制の構築

愛知県 貝木　香織 － 新規トレーナー契約獲得のためのＥＣサイト制作と宣伝活動

愛知県 株式会社ＭＵＸ 9180001132477 集客～契約までをＷＥＢ上で完結させるＬＰ作成による販路開拓

愛知県 株式会社アフェクト 2180001105860 非対面型営業強化のためのホームページ改良及び展示スペース創設

愛知県 株式会社エイジャクリエイト 5180001120774 「顧客層の変化への対応と非対面化を実現する為の環境作り」

愛知県 もふりこっと名古屋今池店 － 「ＥＣサイトによるウズラ・ヒヨコの販売で売上ＵＰ」

愛知県 有限会社キャリア・クリエーション 4180002055797 「えがおの交流」福祉・介護のコミュニティーサイト構築

愛知県 ＡＣＯ － 「非対面空間で安心安全な機器を使い、セルフで痩身エステ」

愛知県 ｗｈａｔ’ｓ！？ｃｏｆｆｅｅ － 障害を持つ僕たち、私たちで共にソーシャルグッドな珈琲を作る

愛知県 株式会社ＭＭＤ 2180001132269 商品に肉まんを加え、餃子・肉まんの通販事業に取り組む

愛知県 有限会社丹羽化工 7180002028684 飛沫防止をオシャレに活かす！高級アクリル板の非対面型販促活動

愛知県 株式会社あいち内職サポート 3180001131187 自社ＥＣサイトの新規作成による新たな販路開拓とコロナ禍対策

愛知県 和食彩月 － 冷凍・冷蔵庫、調理設備の拡充により多い弁当需要に対応する。

愛知県 株式会社魚鉄 6180001011659 弁当容器の事前洗浄に使用する洗浄機の導入で業務を効率化する。

愛知県 株式会社グランビジョン 3180301033414 パーソナルトレーナー養成事業のオンライン指導による売上拡大

愛知県 ＢｒｏｔｈｅｒｓＡｕｔｏＨａｌｌ合同会社 7180003020450 オンラインを活用した販路拡大事業

愛知県 ＡＮＯＵＫ － ＥＣサイトでの非対面ドレスレンタルとフォトウエディング提案

愛知県 ＳｌｅｅｐａｎｄＬｉｖｉｎｇ － 賃貸共同住宅における感染症対策

愛知県 有限会社小久保 5180002053164
スチームコンベクションの導入によりご要望の多い弁当需要に対応する。同時
に複数の調理機能を持つ機械装置の導入で、調理数の増加を図る。

愛知県 有限会社味一 7180002041943 冷凍、冷蔵庫、真空包装機等の導入によりご要望の弁当需要に対応する。

愛知県 有限会社マルヨ久田製陶所佳窯 9180002086268 コロナ時代を乗り切る！ＥＣサイトと商談用ＰＲツール制作
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愛知県 株式会社アンプリール 2180001125363 「ホームページ活用動画配信による美容指導」

愛知県 ＤＡＮＫＯ － コロナに負けず！お客様にとって本当に価値のあるものを！

愛知県 リラクゼーションサロンマリナ － 中高年に優しい！セルフ脱毛で人目を気にせず美しくなろう

愛知県 株式会社ヒューマンアンドスポーツ 2180001060767 動画カウンセリングと顧客満足ＷＥＢレッスン

愛知県 カーライフ匠 － カーライフ匠の３ＵＰサービスのブランド化とｗｅｂサービス

愛知県 ｗｉｓ＊ｎａｉｌ － ＥＣサイトで販路拡大！時代に合わせたネイルサロン事業

愛知県 株式会社弘法屋 9180001030177 コロナ太りを解消？？非対面で『ゆるゆるフルーツダイエット』を提案

愛知県 株式会社ネクスト 7180301008049 クラウドファンディングを活用しカーボンの新たな販路を切り開け！

愛知県 懐食　砂月 － ～四季の知らせを料理でお届け～割烹料理店本気のデリバリー事業

愛知県 株式会社絆運輸 3180301030535 ホームページ開設によるオンライン販路開拓と事業者間連携の促進

愛知県 株式会社ドリームフィールド 7180301012199 インターネットを用いた非対面型乾燥野菜の直送販売事業

愛知県 寿司森島 － 近隣住民に気軽に本格お寿司をお届け！テイクアウトの開始！

愛知県 ＹＡＴＡＧＡＲＡＳＵ － 本物の抹茶スイーツをテイクアウトやネットで販売したい

愛知県 ナゴヤ８６スタイル － オンラインショップの構築と集客に繋がるホームページの作成

愛知県 小呂野珈琲店 － 移動販売開始により、平日のくつろぎ「時間」を出先でお届け

愛知県 株式会社ＫＭＡＲＴ 6180001087261 軽急便オンライン受注サービス導入による売上増加

愛知県 合同会社ミートプロ 2180003021577 ＷＥＢ予約システムとショーケース購入でサービス・販売強化

愛知県 ＢｒａｉｎＯｎｅ－１合同会社 3180003020017 対面での通信・電力見直し相談事業の展開

愛知県 合同会社ＳＹＮ 1180003016891 ３密回避のための時短と接触減の高機能機器の導入

愛知県 照喜名隆充 － アトリエリスタとしてのブランディング強化とネットショップ設立

愛知県 ＢＯＤＹＳＨＯＰ　Ｍ － テント設置によるコロナ対策から取引先の信用の獲得

愛知県 串揚ころも屋 － 来店が難しいサラリーマン家族向けのテイクアウトメニュー開発

愛知県 愛知ミシン － 日本全国、非対面（非来店）でミシン修理の新規顧客獲得

愛知県 じゅんちゃん － 手羽先テイクアウト販売を開始し地域顧客の新規開拓を実施

愛知県 Ｂａｒ　Ｒｅｓｅｒｖａ － コールドプレスジュース販売に向けたＷＥＢ決済・ジューサー導入

愛知県 株式会社平岩家 1180301004417 生活様式の変化による便利さに対応していくマンション経営

愛知県 おちあい・接骨院 － ＳＮＳ活用非対面問診の開始とセルフ筋力トレーニングマシン導入

愛知県 有限会社キーネ 2180302025650 オンラインカウンセリングを開設し流入経路の拡大を図る

愛知県 クラルサス株式会社 4180001132325 自社ＥＣサイトの新規作成による新たな販路開拓

愛知県 あさい精肉店（有限会社スリーポイント） 7180002049747 精肉予約システムに向けたカウンター設置等の店舗改装

愛知県 Ｊｉｌｌ－ｃａｆｅ － 飛騨牛肉汁の真空パック冷凍をＥＣサイト通販テイクアウト販売

愛知県 Ｅｂクリエイト株式会社 8180001137618 自社ホームページ開設とＶＲの仮想体験サービスで販路拡大

愛知県 ＴＨＥ　ＢＡＲ　ＢＥＲ　ＥＳＴＨＥＲ － チラシ活用のＥＣ予約強化で癒し空間を提供し売り上げアップ事業
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愛知県 合同会社ゲシェンク 1180003017733 ＳｈｉｓｅｉＣａｍ導入による非対面サービス開始と販路開拓

愛知県 税理士事務所パートナー － オンライン相談などの非対面型サービス強化に向けた環境整備

愛知県 株式会社マミーズアンクール 2180001127582 「おうちで作ろうアップルパイ」オンラインショップ開設

愛知県 ワイズ － ホームページ・テレワークを活用した販路拡大と顧客対応の強化

愛知県 ｄｕｅｐｅｒｓｏｎｅ（ドゥエペルソーネ） － オンライン販売事業拡充、デリバリー事業強化のため、厨房改装

愛知県 つる岡 － 新時代でもお客様が安心して食事を楽しめるための環境づくり

愛知県 廣田ボディビルセンター － オンラインレッスンによる販路拡大と健康増進事業の確立

愛知県 三和木工株式会社 4180301022498 非対面での商談方法確立と光触媒ショールーム計画

愛知県 まる中 － ＷＥＢサイト制作による新規顧客獲得、２階改装による集客向上計画

愛知県 株式会社スイフト 7180001125251 業務請負部門の拡大とテレワーク体制の強化。

愛知県 耳つぼ痩身Ｍａｍｉ － 非接触型の耳つぼダイエット＆非対面型の整体への転換

愛知県 ７５式株式会社 7180301033765 オリジナルクラフトビールのネット販売で全国から新規顧客を獲得

愛知県 株式会社タイヨー 7180001111680 エンターテイメント企業向けコロナ対策グッズの販売促進

愛知県 株式会社ヒロセプリントセンター 8180001005196 小ロット印刷による街の電気店等の販売促進サポートの実現

愛知県 ｔｒｅｄｉ － ステイホームでも「特別」を！燻製＆ワインのＥＣ販売事業

愛知県 合資会社壺屋弁当部 6180303001267 ＳＮＳ、Ｙｏｕｔｕｂｅ活用で「稲荷寿し」「駅弁」販路路拡大とＷＥＢサイトの充実

愛知県 有限会社ササノ 2180302007533 新型加工装置導入によるプラスチック板加工の内製化と収益拡大

愛知県 由良機船株式会社 6180001007654 保有船舶のＩＴを使ったオンライン商談対応による顧客開拓

愛知県 鮮魚　丸浜 － 鮮魚ＥＣサイトで若者にも新鮮なお魚を届けたい！

愛知県 シャルム美容室 － ＥＣ販売とオンラインカウンセリングによる新規顧客獲得事業

愛知県 株式会社Ｌｉｐｃｏ 3180001135691 集客ＥＣサイトと独自調査資料を組合せた非対面集客手法の確立

愛知県 株式会社産通 3180001053266 自社ＨＰに非対面営業システムを導入し販路拡大を目指す

愛知県 ｐｏｋｅｔ － 新メニュー＆専用サイトによるテイクアウト強化で生き残り

愛知県 合同会社キャリアアップ・イノベーション 1180003018797 ライブ配信による対面集合型研修のリモート併用形式への転換事業

愛知県 Ｕｃａｆｅ － 韓国風料理好きの女性向けにテイクアウトとデリバリー事業

愛知県 ダイニングキッチンオハナ － テイクアウト専用ＷＥＢサイトでの告知と新規顧客の獲得を目指す！

愛知県 株式会社ＡＦＦＥＣＴ 4180001132903 ドローン導入で非接触型調査・橋梁事業への新規参入と駐車場改修

愛知県 株式会社シック 7180001006559 非対面の受注を目的とする小口注文に対応したＥＣサイト構築事業

愛知県 株式会社トリプルエー 2180001113013 移動の感染リスク低減のため軽自動車を非対面で販売する取り組み

愛知県 株式会社ｔａｓｕｋｅｉ 6180001135391 新たな可能性！環境に優しい「陶磁器ストロー」をネット販売

愛知県 三河屋 － テイクアウト用サイト製作による販路開拓

愛知県 ＣｒｉｓｔｉａｎｏＤｅＲｉｃｃａｒｄｉｓ合同会社 2011003006857 キッチンカーによる販売で非対面型の飲食環境づくり

愛知県 名古屋経理クラウドサービス株式会社 5180001131276 オンライン面談・オンライン受注での販路拡大と業務効率化

29 / 50 ページ



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

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

※重要
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愛知県 スポーツワン － 非対面型営業の確立とオンラインサイトでの売上獲得

愛知県 居酒屋　千ごく － 手を抜かない！！こだわりのもっちり肉まんをお家でどうぞ！！

愛知県 有限会社久鐵 2180002087644 食中毒防止策の徹底と食品表示基準の適合化による販路開拓

愛知県 信晃興業株式会社 7180001085891 出張修理作業車の作成とオンライン対応によるお車相談のＰＲ活動

愛知県 駅前イタリアン酒場ＣＩＮＣＩＮ － 安心安全な店舗づくりとテイクアウトサービス強化による販路開拓

愛知県 グリルス　レニュー － オンライン販売で名古屋名物う巻を全国の食卓へ届けよう！

愛知県 有限会社三井建物 4080002044998 ネットを活用した新規顧客獲得と持続的な経営に向けた経営計画

愛知県 ＡＣＪ株式会社 5180001117630 オンラインでも当社が選ばれる会社作り

愛知県 ｆスマイル － 最新美容機器でのエステとネット販売で売上を拡大する

愛知県 有限会社シーズン 1180002070304 居抜き情報サイトのスマホ最適化でオンライン商談を加速させる

愛知県 株式会社いし満 4180001007873 リフォーム事業拡大と住宅設備機器オンライン販売による売上回復

愛知県 いまむら接骨院 － 非対面型治療と高齢者への往診を実現する最新機器の導入

愛知県 ＬＣＰ合同会社 8180003018675 リモートでＨＳＰの精神的・肉体的不調を改善する

愛知県 株式会社京味食品 7180001104973 受注・販売のオンライン化で安全性の高い食品を消費者の元へ

愛知県 有限会社一休 5180302000361 コロナ禍で遊休化した宴会用厨房の改装による製造事業への参入

愛知県 刈谷スプーン － 本格派フランス料理店の「テイクアウトメニュー」と「名物デザート」の開発

愛知県 有限会社ワイエムコーポレーション 7180002033065 商品サービスのデジタル化とＢｔｏＣビジネスｅコマースの構築

愛知県 有限会社しっぽ屋 9180002067961 オンライン接客の導入とコンテナ改装による販路開拓事業

愛知県 炭火焼鳥さとり　栄店 － やきとり店の独自宅配サービス

愛知県 Ｃａｐｈ　ｈａｉｒ／ｎａｉｌ － 既存顧客を守り新規顧客を獲得するためのオリジナル商品販売

愛知県 株式会社セントラル環境エンジニアリング 1180001136535 受注機会を増やすＤＭとオンラインによる非対面型商談推進事業

愛知県 株式会社タクト 5180001115279 新規顧客獲得から社内教育までをオンライン化して業務効率改善

愛知県 ＬｉｂｅｒｔｙＰｒｏｊｅｃｔ株式会社 8180301025357 非対面での販路拡大のためのＷＥＢサイトの再構築

愛知県 株式会社インフィニティ 2180001068439 テレワーク運用を支えるための生産性向上及び非対面化促進事業

愛知県 株式会社ブリッジエンジニア 6180001090744 ブロックキャラクタ付きコロナ予防消噴射装置新規ＥＣ販路開拓

愛知県 蓮沼あい　Ｓｔｕｄｉｏ　ｈｏｐｐｅ － オンライン料理教室、フードスタイリング教室。ＥＣショップ。

愛知県 ＩＲＯＤＯｌｉｆｅ － ペット業界限定のオンライン就職フェアの開催

愛知県 株式会社高坂工業 8180001031143
業務管理システムの開発導入による業務効率向上とコロナ渦にあった働き方
の実現

愛知県 株式会社ＭＢＦ 8180001100170 食品自動販売機の設置による非対面型販売の提供

愛知県 Ｃ＆Ｂベラータ株式会社 3180001128571 Ｗｅｂを使用し非対面による顧客に寄り添うビジネスモデル構築事業

愛知県 有限会社Ｔ・Ｎクリーン 1180002079650 コロナ第３波に備えるためのテレワーク環境整備と宣伝活動

愛知県 有限会社協同プラスチック 4180002009431 新たな生活様式に対応した飛沫感染防止商品の開発と製作の向上

愛知県 株式会社名古屋ナカテック 4180001062712 リモート対応とＳＮＳ最大活用による顧客開拓と独自性確立
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愛知県 合同会社ＯｉＣ 3180003018085 食洗機の導入で業務効率化と自社デリバリー事業の売上拡大を達成

愛知県 行政書士　ＡＯＩ国際法務事務所 － 非対面型オンライン業務システム構築による新ブランディング戦略

愛知県 ｉｆｉｔ － コロナ禍において女性に癒しの空間を提供する取組み

愛知県 Ｓｍｉｌｅ　Ｓｅｅｄｓ　Ｙｏｇａ － 自宅がヨガスタジオ！「おうちでヨガ」始めよう！

愛知県 株式会社Ｗｉｓｈ 3180301004282 オンラインレッスン環境の整備と推進

愛知県 花鳥風月 － 感染症予防対策として非対面施術を行うための設備投資事業

愛知県 ＳＯＵＰ　ＣＵＲＲＹ　ＩＳＨＩＢＡ － カレー専門店の感染症対策＆テイクアウト導入ＳＮＳ拡散ＨＰ作成

愛知県 株式会社萬珍軒 3180301007269 テイクアウト新商品開発とグルメサイト掲載による販路拡大事業

愛知県 有限会社尾崎工業 6180002085314 コロナ克服！オリジナルブランドによるキャンプギア直接販売事業

愛知県 株式会社学進教育 8180301010697 オンライン授業を目玉商品として各集客方法の強化

愛知県 ロティカフェ － 【手作りスイーツのテイクアウト及びオンライン予約システムの導入】

愛知県 たきこ接骨院 － オンライン産後矯正セルフケアトレーニング開設による販路開拓

愛知県 株式会社ＶＩＶＩ 2180001118136 デリバリーの拡大による売上増計画

愛知県 ａｍａｎ治療院 － 遠隔治療のオンラインシステム構築で新規顧客開拓

愛知県 ナカムラパートナーズ － ３つの非対面型事業で国内外開拓！ＺＥＨ・越境ＥＣ・クラファン

愛知県 Ｃｈｅｖｅｕｘ　Ｖｉｓｉｏｎ － 【非対面工程を取入れ、更に安心安全なヘアサロンをＷｅｂ訴求する】

愛知県 株式会社ユナイテッドテーブル 6180001101914
感染症対策の施された環境で、非対面で心おきなくワインを楽しめるサービス
の構築

愛知県 Ｒｅｌａｔｉｏｎ － 新サービス導入を行うための非対面施術機器の導入

愛知県 株式会社クレストリード 9180001119689 非対面型ウォークスルー方式を導入したまつ毛エクステサロン構築

愛知県 株式会社エーシーアイ 5180001102649 独自市場調査報告書とインターネットを掛合わせた集客手法の確立

愛知県 株式会社樽政本店 5180001028431 インターネット販売強化とテイクアウトでの新規顧客獲得

愛知県 ＭＩＹＵＫＩ　ｂｅａｕｔｙ　ｓａｌｏｎ － 自社商品や美容業務の情報発信と決済や予約管理システムの構築

愛知県 有限会社廣田板金 6180302012174 非対面＆オンラインによる新しい板金屋の礎を構築し売上ＵＰ

愛知県 株式会社ウッドライフ 5180002036160 自由設計可能なアウトドアリビングのＥＣ販売で販路拡大を目指す

愛知県 ＭｏｋｉＭａｋｉ株式会社 3180001135205 自社ＨＰ・ＬＰを活用した非対面営業による顧客獲得

愛知県 株式会社Ｓ－ｔａｔｉｏｎ 6180001057966 非対面型コンサル業務への事業転換により新規受注を強化

愛知県 株式会社ソリッチ 8180001120499 事業継続のためのテレワーク環境と児童発達支事業運営補助の実現

愛知県 スタイリングハウスセブン － 美容商品販売のＥＣ導入と若い世代と来店客とのリモート連携強化

愛知県 心身 － 非対面型を目指してお客様の不安払拭を実現する接骨院への改善

愛知県 ハタケヤマ塗装 － オンライン化計画で非対面営業の確立

愛知県 株式会社エキタン 3180001027864 自社ホームページ開設とＥＣサイトシステム導入による販路拡大

愛知県 中野整骨院 － 「オンラインカウンセリング＋オンライン予約での新規顧客獲得」

愛知県 カミトボックス株式会社 8180001102976 オンラインでの新規営業開拓の仕組み構築
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愛知県 ＬｅｉＬａｎｉ － モノとココロの片づけオンライン講座を通じた新規顧客獲得

愛知県 株式会社鷹羽商店 1180001093339 不況は成長のチャンス！リフォーム事業のデジタル化にチャレンジ！

愛知県 株式会社アイミック 5180001033679 他社と差別化した付加価値のあるオンライン研修パッケージ事業

愛知県 ネクステップ株式会社 4180001129313 個人顧客向けの非対面型の製品自動選定・遠隔サービス体制の構築

愛知県 株式会社トマト電器 9180001022414 ・ＥＣの活用による売上の拡大と新規客の獲得

愛知県 サワダ技研株式会社 8180001119013 ＩＴ人材育成のためのウェブセミナーと、ネットでの新規顧客獲得

愛知県 おぎ乃 － 仕出し・ケータリング受注拡大のための「ご飯力」ＵＰと宣伝強化

愛知県 株式会社ＤＲＥＡＭＥＲ 6180001134823 女性を笑顔にする健康・美容のオンラインサポート事業

愛知県 株式会社大建技工 2180301011503 オンライン対応で生産性向上！「頼もしい鉄人企業」の販路開拓

愛知県 株式会社児玉塗装 5180001072363 消毒・除菌の新サービス開始とＷｅｂ集客強化による安心感の創出

愛知県 ＡＴＨＥＲＳ株式会社 7180001090157 オンライン商談で新たな販路開拓！！

愛知県 ＧＡＧ（ジーエージー） － 店舗の環境改善リニューアルおよびウェブサイト改良と広告宣伝

愛知県 ａｅｓｔｈｅｔｉｃ　ｓａｌｏｎ　ｈｏｓｈｉｇａｏｋａ － セルフエステ用の美容機器の導入による販路拡大

愛知県 林実業株式会社 7180001083441 ＫＩＺＩＡＲＡＩを使った非対面型ビジネス

愛知県 合同会社すまいるスパイラル 2180303004752 ＩＣＴを導入した感染予防に特化した訪問看護ステーション創り

愛知県 陽だまり整骨院 － オンライン動画配信活動のための環境づくり

愛知県 有限会社榊宗モータース 6180002083400 非対面型車検サービスの提供とネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 有限会社つばさリスクアジャスティング 2180002050775 ドローンを活用した非対面型の現場調査、テレワーク環境の整備

愛知県 株式会社サインポスト 8180001106795 自社の強みとＳＮＳ広告による売上増加プラン

愛知県 株式会社Ｌａｆｆｅｙ 4180001142506 ＳＣＭ毀損対策として新規自社ＥＣ＆仕入強化＆既存販路強化

愛知県 株式会社シンセイ・テック 9180001078150 ＨＰによる自社技術の訴求と新商品のオンライン販売の構築

愛知県 嘉藤商店 － ＷＥＢ・ＳＮＳ集客をする移動型飲食店舗の新たな顧客開拓

愛知県 ひまわり塗装店 － ＨＰとマップ制作でオンライン集客による非対面型ビジネスの構築

愛知県 株式会社プライマリー 9180001127816
エアレジの導入及び徹底したコロナ対策を行い安心出来る活気のある店舗作
り

愛知県 マイワークス株式会社 9180002077515 非対面型の３Ｄモデル提案による販路開発

愛知県 モンゴルレストラン郷 － キッチンカーを活用し、店の宣伝と人気商品の販売により新規顧客獲得

愛知県 花のハーモニー － 教室運営と販促活動のオンライン化

愛知県 ｋａｇｕｒａ － 非対面型ビジネス販路拡大に向けての厨房設備拡充と各種取組み

愛知県 Ｔｕｗｌｓｃａｆｅ － 店舗と移動店を繋ぐＷＥＢ活用した非対面型による新たな販路開拓

愛知県 植松ゆりか － イベント依存の売上を打破するオンライン販売、生産体制の構築

愛知県 株式会社逢夢 8180001136289 写真編集技術による本当は行っていない旅行写真サービスの提供

愛知県 ＴＨＤＣ合同会社 7180303004252 歯科医院向け研修動画の販売など人財育成のオンライン化

愛知県 株式会社ニコラ 3180001105653 災害時避難所等向け低価格使い切り車椅子の開発
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愛知県 株式会社アスリートトラフィック 9180001095699 加工済み金属スクラップのネット販売

愛知県 東海足袋株式会社 5180001038546 エンドユーザーに向けたＥＣサイトによるリブランディングと販売

愛知県 株式会社タクセイ 2200001012559 健康維持を目的とした巣籠り需要を通販サイトで取り込む

愛知県 株式会社ＨＯＭＥＣＲＥＡＴＩＯＮＳ 5180301030715 集客デジタルシフト！潜在層への認知向上で自社ＨＰから反響獲得

愛知県 プライベートエステルームさくら － お肌の悩み解消セットのネット通販で非対面による売上構築

愛知県 よつば針灸治療院 － コロナに負けない元気な身体をつくるサプリメントの販売促進

愛知県 Ｇｒｉｌｌ＆Ｂａｒ　Ｈａｔａｂｏｗ － 自家製カレーとハヤシライスを販売するためのキッチンカー制作

愛知県 株式会社Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ 5180001058817 ＷＥＢを活用したオンライン販路開拓

愛知県 ハウスエステＲｅｊｕａｎ　Ｓｑｕａｒｅ － オンライン集客・カウンセリングによる新たな収入源の確立

愛知県 ワイエヌマート（名港買取センター） － 自社サイトを主軸とした非接触型査定サービス開始と認知拡大

愛知県 サロンドヴィーダ － オンライン姿勢補正で健康美人製造計画

愛知県 株式会社コジラボ 9180001070883 ＤＩＹ需要に向けたＢｔｏＣ事業強化と販売ＥＣサイトの多角化

愛知県 株式会社ｉｓ　ＨＯＵＳＥ 5180001136085 ポルトガル語対応・ＶＲ導入！非対面型で顧客獲得アップ！

愛知県 厨房一番有限会社 3180002060699 飲食店を救え！厨房機器オンライン販売・買取システムの構築

愛知県 株式会社魚文 6180001066307 行き場のない高級魚を家庭の食卓へ！魚卸会社が挑戦する通販事業

愛知県 株式会社ＭＴ 7180001111788 鍋料理のテイクアウト商品の開発とネット通販での販路拡大

愛知県 太田興業 － 業務効率化ツール導入！「工期短縮＆請負工事上限数ＵＰ」事業

愛知県 出口製作所 － 新規顧客獲得でキャンプ用品生産金型制作！

愛知県 株式会社豊 1180001015796 コロナ禍を生き抜くオンライン商談推進で販路拡大

愛知県 株式会社イワタ 3180001027831 コロナ禍に負けないテレワーク対応型システム移行プロジェクト

愛知県 株式会社ヴィジカ 3180001056343 受注ＷＥＢシステムの拡充による販売力の強化及びワークフローの改善

愛知県 アレルギー対応の食育教室 － アレルギー対応レシピ制作環境整備と電子書籍出版での認知度拡大

愛知県 キャンウエイ株式会社 1180001117502 オンラインを活用した販路開拓と非接触サービスの充実化

愛知県 株式会社ＭＩＲＡＩ 3180001129405 特設ＷＥＢサイト制作によるオンラインサービス提供モデルの構築

愛知県 株式会社愛知さわやかケアセンター 6180001104660 ＨＰ作成による、訪問看護事業所の非対面営業の拡大

愛知県 株式会社Ｉ．Ｔ．Ｅ．Ｍ．ｃａｒｅｅｒ 6180001130459 非対面型サービスが実行できる環境整備と新規顧客獲得のための広告展開

愛知県 株式会社氷室建設 4180001095670 テナント内装解体業の販路拡大と非対面型ビジネスへの転換

愛知県 Ｌｉｆｅｗｏｒｋ　Ｆｉｔｎｅｓｓ － コロナ禍でも体の健康を！安心して利用できるパーソナルジムをＰＲ

愛知県 メンズ専門エステサロン彩生 － 密接場面を回避し、施術ができるスペースの構築

愛知県 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｊｕｎ － 自動洗髪機導入による非対面型ビジネスモデルへの挑戦

愛知県 株式会社ＵＩＣＨＩ 6180001116152 テイクアウト導入とオン＆オフライン新規地元客作り事業

愛知県 グープステアーズ － 抗菌対策したお店作りと予約システムの確立

愛知県 有限会社キシ食品 8180002076154 地域の豊かな食を支えるオンライン販売事業の推進
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愛知県 より道ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ － Ｗｅｂ広告・ＳＮＳ広告を活用した効果的な事業展開プロジェクト

愛知県 山崎水産有限会社 6180302010293 ＥＣサイトの導入によって非対面型ビジネスモデルへの転換を図る

愛知県 Ｓｗｅｅｔｓ　Ｖｉｌｌａｇｅ　ＮＡＫＡＮＯ － ＥＣサイトを活用した、チーズケーキと焼き菓子のネット販売

愛知県 有限会社カム・ミュージッククリエイション 8180302000887 所属アーティストのオリジナルグッズ通信販売事業

愛知県 有限会社ユーアイ 4180002081406 Ｗｅｂサイト構築とテイクアウト事業の導入による集客力アップ

愛知県 Ａｐｐａｒｅｉｌ．ｃｏ － ＩＴへ転換し、新規事業の展開とクライアント獲得の確立

愛知県 株式会社アーティカル 2180001071013 ＥＣ機能付ＨＰと、制作内省化スペース確保による売上利益増計画

愛知県 ｃａｆｅＤＯＤＯ － テイクアウト・デリバリーのための店内改装と集客

愛知県 株式会社末広鉄工所 1180301001117 ｉｉｉ－ＴＶによるオンライン打ち合わせサービスの構築事業

愛知県 株式会社エスアンドアール 6180001077452 ホームページでの情報発信とオンライン受注戦略で販路を開拓

愛知県 フリットグラン － オシャレな男性を演出する美容室のＥＣサイト付きＷＥＢサイト作成計画

愛知県 株式会社ココスタイル 5180001110503 ローフードでの日本食の新商品開発と、自社ＥＣサイトでの販売

愛知県 ＲＯＣＨＩＥ － 自宅でもプロのネイルを完全再現！！ＲＯＣＨＩＥネイルキッド！

愛知県 ほり川整体院 － ホームページの刷新で「安心して通える地域の整体院」をＰＲ！

愛知県 植前　和之 － セミナー動画販売と１対１サービス充実による非対面化と売上向上

愛知県 有限会社カランタス 8180302006587 車内カスタム木材販売専用ＥＣサイトで新規販路開拓

愛知県 ｔｏｒｉｃａｆｅ － 「さらなる健康寿命の延伸」のためのＥＣサイト作成事業

愛知県 Ｂａｒｂｅｒ　ｓｈｏｐ　ＲＡＤ － コロナ禍を乗り越えスキンフェードを世に広める取組み

愛知県 わたど～る － 「店内において鳥類の繁殖を行えるような設備投資」

愛知県 有限会社カリットギョウザ黄金 8180002019311 安心できるテイクアウト及び店内環境整備による売上拡大

愛知県 株式会社サノクリエイション 6180001135375 音楽スタジオからライブ配信＆貸しスタジオ事業への転換

愛知県 株式会社ＮＫテクノ 6180001090546 非対面でのビジネス環境を整えて大手通信会社の５Ｇ需要を取り込む

愛知県 株式会社グリーンライフ 9180001091665 廃材をリサイクル！ＥＣサイトを活用した循環型社会への取組み

愛知県 株式会社ＫＯ・ＫＯ 2180001063084 Ｗｅｂサイトによる商品案内とセミナー講座のオンライン化

愛知県 株式会社Ｓ・Ｔコンサルティングオフィッス 4190001018572 ＨＰを活用して製造、販売事業者の展開内容を分かりやすくする。

愛知県 ｒｏｃａ　ｓｗｉｔｃｈ（ロカスウィッチ） － ＥＣ導入と従業員教育とオンラインセミナー開催に向けたＨＰ更新

愛知県 株式会社アンビエンス 2180001101133 配信ライブのクオリティー強化で新規顧客の獲得

愛知県 有限会社電晃社 4180002036772 ＥＣサイト構築による業務用換気設備の販売事業

愛知県 ＧＡＲＡＧＥ　ＪＯＹＣＯＯＬ － 店舗改装及び外注業務内製化による新規顧客獲得

愛知県 近藤合成株式会社 1180301010984 製造業の国内回帰需要に対応した樹脂射出成型の生産体制強化

愛知県 大吉屋 － オンライン予約システム導入でインバウンド客・学生確保を狙え！

愛知県 株式会社べんがら 6180001137289 通販用の新商品開発と、自社ホームページ開設による売上回復策

愛知県 株式会社薬師寺プロモーション 8180001060695 スタジオ予約システム及びオンライン指導サービスの導入
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愛知県 もんじゃや株式会社 3180001070807 モバイルオーダーでファミリー層が安心！楽しい！キッチンカー！

愛知県 ローザミイナ － プライベートレッスン＆オリジナルグッズのオンライン販売事業

愛知県 パワーテックス株式会社 7180301002836 繊維工業によるコロナ感染対策手袋等販売用の自社ＥＣサイト再構築

愛知県 Ｗｉｌｌｉａｍ　ｓｈｏｅ　ｒｅｐａｉｒ － ホームページを活用した靴修理の郵送受付非対面サービスの構築

愛知県 有限会社大矢仏壇店 3180002030223 既存ホームページのリニューアルとＥＣ販売による集客と販路拡大

愛知県 株式会社東海工芸 1180002042600 サイトリニューアルと商談のオンライン化で、外壁塗装の顧客創造

愛知県 有限会社松浦工務店 5180002010256 ＨＰ改修とＷＥＢ広告、テレワークによる非対面型新規顧客獲得

愛知県 株式会社一輝 8180301032683 キッチンカーの導入による生産性の向上と需要開拓

愛知県 ドリンクのオータケ合同会社 8180003019681 新鋭のＥＣモールへの新規出店による販路開拓とコロナ禍対策

愛知県 Ｔ３Ｄｉｎｉｎｇ株式会社 1180301031584 売上向上を目的としたデリバリー事業拡大計画

愛知県 株式会社ＤＡＩＡＩ 4180001142002 ＷＥＢ会議システムを応用した新しい新規児童の集客方法の開発事業

愛知県 株式会社ビジョンクリエイツ 4180001107616 マーケティングに関するＷｅｂ教材を作成しサブスクモデルを確立

愛知県 株式会社ジゅんべりー 8180301030415 こだわりカフェの新商品開発とそのテイクアウトによる販路開拓

愛知県 株式会社大山電設工業 4180001091364 「配電線皮むき自動化」リサイクルによる電気工事業活性化計画

愛知県 株式会社山秀グループ 1180001120101 名古屋の名店ＦＣパッケージのオンライン販路開拓

愛知県 合同会社こころ 5180003015031 業態変更に伴う設備投資と０から始める「短黒」のプロモーション

愛知県 有限会社ＫＯＺＹ 9180002070899 オンラインショップの構築とＷＥＢサイトを活用した新規顧客開拓

愛知県 コンパニオンＰｉｎｋＰａｒｔｙ － 安全なＷＥＢ飲みサービスとコロナ対策コンサルでコロナに勝つ！

愛知県 サンシャイン － 自社のＷＥＢから通販部門を拡大し、非対面販売による売上増加

愛知県 株式会社ａｇｅｎｔ　ｔａｂｌｅ 3180001132821 デリバリーバイクで本場横浜家系ラーメンを熱々お届け

愛知県 株式会社Ｊフロンティア 7180001115483 テレワーク化と非接触型の施設化による施設利用者の回復と獲得

愛知県 ビューティー・ココ株式会社 1180001119259 ＥＣ構築による販路拡大と美容機器導入によるＣＳ向上

愛知県 株式会社ホームマネジメント 9180001109475 大画面の電子黒板を活用したオンライン会議で正確な情報共有

愛知県 株式会社ＴＯＲＵＹＯ 9180001141949 ハウスクリーニング事業における非対面型ビジネスモデル導入

愛知県 飛騨高山 － ヘナトリートメントのオンラインサポート＆ＥＣサイト構築

愛知県 ＵＮＤＥＲＸＣＯＲＥ合同会社 1180003020563 コロナ環境に適したバーチャル店舗（ＶＲ）で強化する販売力

愛知県 ｓｏｇｎｏ － ウェブ活用したオンラインでの集客コンサル塾事業

愛知県 そうざいやＴＯＭＯ － 移動販売車による惣菜の販売

愛知県 有限会社可香工業 9180002087365 キッチンカーを使って店舗外での販売で売上ＵＰ！！

愛知県 ＯＫエージェンシー － 入居率促進のため入居者に喜ばれる宅配ＢＯＸ設置とＮｅｔの導入

愛知県 株式会社Ｈｉ－ｆｉｖｅ 3180001124199 オンライン・パーソナルトレーニングなどによる非対面への転換

愛知県 森本将英 － 動画広告を利用したオンライン事業の新規開設と販路拡大

愛知県 株式会社アーキテクト 7180301000220 地震から身を守る家具・家電の転倒防止商材のＥＣサイト
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愛知県 Ｐｕｂｌｉｃｓ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｂｒａｎｄｉｎｇ － 焙煎機を導入による自家製コーヒー豆のネット販売事業

愛知県 Ｏｋａｚａｋｉ　Ｆａｃｔ － 新型コロナ対策！ダイエットコースは月４組しか取りません。

愛知県 田中税理士事務所 － 基盤サービスである税務会計・経営相談業務の非対面型への転換

愛知県 株式会社やお万 9180001068457 ＥＣサイトを構築し、お家でわいわい焼肉セット販売

愛知県 有限会社フラットアップ 7180002071040 非対面打合せとソーシャルディスタンスを確保した作業場確保計画

愛知県 ＭＡＤＲＵＧＡＤＡ　Ｓｕｇａｒ － 賑やかな空間から完全個室サロンへ移転し、感染対策と新規顧客獲得

愛知県 株式会社Ｃ＆Ｄ 6180001069210 ＥＣサイト非対面でのビジネスモデル構築と自社売上の確保

愛知県 有限会社磨里書房 1180002020804 卵サンドとシフォンケーキのテイクアウト販売に取り組む

愛知県 株式会社金井事務所 3180002043877 ワイナリーが造る健康価値と香り高きオリーブオイルの販売拡大

愛知県 有限会社元祖鯱もなか本店 2180002030331 ＬＩＮＥ公式アカウントを活用したＥＣ菓子通販販促事業

愛知県 有限会社京礼 2180302026104 伝統と革新　呉服屋としての新しい販売形態へ

愛知県 奥田哲 － ：節約時代！格安ＳＩＭ販売で携帯電話代を無料に

愛知県 あかねいろ － ＥＣサイトを構築し、オンラインで販売出来る環境整備

愛知県 半沢　ＷＴＢ － オンラインを活用した非対面での販売方法の指導

愛知県 岩月靖夫税理士事務所 － 事務処理ソフトのネット通販で日本全国から新規顧客を獲得

愛知県 株式会社ワイダボ 6180001137025 受注増加のための自社ホームページ作成と看板による広告宣伝

愛知県 オートスペーススプレンダー － オンライン商談体制の確立により全国の旧車マニアを取り込む

愛知県 株式会社せら 7180001046596 新型コロナウイルス時代に立ち向かう事業改革

愛知県 株式会社ＳＨＩＰＳ 7180001071017 地産地消！カラダに良い和イタリアン弁当の開発＆新規顧客の開拓

愛知県 株式会社ドリームフォース 1180002060767 ＥＣを活用した販路拡大と業務効率化による生産性の向上

愛知県 株式会社ユナイテッドユニーク 9180001119053 事業所の面積拡大およびオンラインサービス提供による利用者確保

愛知県 ３マリア － オンラインで、心もフィリピンに繋がれる料理店！

愛知県 株式会社氣凰堂 2180001102718 オンラインカウンセリングと通信販売による販路拡大事業

愛知県 株式会社山本美装 1180301026337 鳥害専門ＥＣサイトとドローン導入で新規販路拡大

愛知県 有限会社中日新聞佐藤町新聞店 8180302008484 ロッカーと宅配ボックスを活用した非対面物販サービスの取扱開始

愛知県 イチケン株式会社 4180301030699 オンラインセミナー構築で新規販路開拓

愛知県 株式会社名訓フードサービス 5180001117060 元本格派中華のシェフがレシピを考案！フードデリバリーサービス

愛知県 ワクワク人間関係プロデューサー － 非対面型のオンライン講座のためのシステム構築

愛知県 スナックＩ　ＬＯＶＥ　ＭＥ － ママ絶品料理をご自宅で！お店もリフレッシュでコロナに勝つ！

愛知県 村田緑翠園 － ３次元ＣＡＤ導入で提案力向上による新規顧客獲得事業

愛知県 進学予備校ＡＳＣ － リモート授業導入と認知度アップによる新規顧客獲得

愛知県 じょうさい経営 － 福利厚生の一環として利用できるＨＰの作成による新規顧客獲得

愛知県 余白灯 － ホームページ改良でＥＣ販売と非対面型カウンセリングの強化
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第５回受付締切分）
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　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。追加の書類の提出を
お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

愛知県 鳥むすび － 魅力的なＨＰで新規の持ち帰り顧客を掴み、非対面販売を推進する

愛知県 公文式西幸教室、牛川教室 － 授業支援システム導入によるオンライン授業の構築

愛知県 株式会社サンエス 1180301012205 自慢の本格炭火焼うなぎをご家庭で！テイクアウト強化＆ネット販売

愛知県 株式会社心乃信 1180001072235 ＥＣサイトを使ってオリジナルブレンド中国茶とその他雑貨の物販

愛知県 合同会社Ｓｔｕｄｉｏ　Ｉｎｎｏｃｅｎｔ 5180003019180 商品撮影専門のＥＣサイトの構築、リモート撮影対応・販路開拓

愛知県 有限会社ミキ工芸 5180002010330 業務プロセスを見直し、お客様のコロナ不安を吹き飛ばす戦略

愛知県 Ｒｅｌｘａｔｉｏｎ　Ｋａｎｏｎ － ＥＣサイトを活用し美容機器利用促進と新規顧客獲得

愛知県 株式会社公武堂 7180001035797 武道の経験・体験をＷＥＢと掛け合わせる新たな販路開拓

愛知県 株式会社さとう 8180001102175 工事案件の問い合わせをオンライン型で完結できるサービス導入

愛知県 鈴豊キープ株式会社 6180301005955 スーツ生地を使ったマスクのオンライン販売で顧客開拓を図る

愛知県 グロー合同会社 8180003021877 非対面化での面談で、お客様と一緒にコロナを乗り越える！

愛知県 株式会社ＫＡＩＴＥＫＩ計画 6180001130319 動画を使用した自社宣伝及びネット販売

愛知県 有限会社匠味 2180302001809 コロナに負けない飲食店作り～お店の味をご家庭で～

愛知県 合同会社ラウル 5180003021236 商品ホームページとＥＣサイトを活用した非対面型営業

愛知県 有限会社大栄 1100002038829 段取り短縮と工期短縮の作業効率スリム化事業

愛知県 株式会社ＰＡＤ 6180001131903 営業強化と環境整備による熱圧着技術を使った新しい分野への展開

愛知県 幸せ収納デザイン株式会社 2180001109853
オンライン指導のための教材作成およびウェブマーケティングによる新規顧客
獲得

愛知県 Ｃａｒｉｎａ（カリーナ） － セルフエステ機器の導入による非対面化・新規開拓

愛知県 エステインプチラミチェ － ＳＮＳの戦略的活用とオンライン事業導入による新規販路の拡大

愛知県 株式会社高末本店 9180001031142 非常用発電機の購入とテレワーク対応のための受注システム構築

愛知県 すなっく恵み －
２４時間換気システムと非接触型での癒し接客モデルの構築による顧客維持
および新規顧客獲得に向けた事業戦略

愛知県 株式会社ｎｉｃｈｉｂｏ 3180001137077 自社オリジナル「カレー」ネットショッピング拡大事業

愛知県 有限会社魚丈別館 3180302015114 テイクアウト促進・看板リニューアルによるＰＲ大作戦

愛知県 喫茶みなと － Ｗｉｔｈコロナ時代のテイクアウト事業の推進

愛知県 にしおか整体院 － ＷＥＢ問診と予約システムを併用した新規顧客獲得事業

愛知県 Ｄ－ＲＡＩＭ － オンラインカウンセリング・相談カウンセラー養成講座

愛知県 株式会社鈴木鉦平商店 5180301001154 既存業者への非対面型営業強化とエンドユーザーへの販売強化

愛知県 Ｔｒｉｍｍｉｎｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｍａｇｎｏｌｉａ － 店頭販売フードのオンライン販売システム導入

愛知県 株式会社あだち 9180001111407 ＳＮＳマーケティングとサブスク型オンライン指導の導入

愛知県 ＨＡＩＲ　ＳＥＴ　ＳＴＵＤＩＯ　ｌａ　ｃａｃｈｅｔｔｅ － オンラインサロンとＳＮＳの強化、物販を通じ新規顧客獲得へ

愛知県 グリングルメ － テイクアウト受注システムを構築し配達まで一貫したサービス提供

愛知県 ｍａｎａｍｉ　ｙｏｇａ － 週末は自然の中でサップヨガ！ココロとカラダをヘルシーに！

愛知県 株式会社Ｂｌｉｓｓ 5180301027645 食の情報発信ならびに「お弁当」と「調味料」の販売事業
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第５回受付締切分）
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お願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

愛知県 ＣＬＡＱＵＥ － 新規開店を目指す顧客へのオンライン相談会で商圏を拡大

愛知県 株式会社ＥＭＬ 4180001072455 「いこまい」をリニューアルし感染リスクを低減しつつ集客を実現

愛知県 株式会社Ｓ２ＯＦＦＩＣＥ 9180301030967 テイクアウト・宅配の強化と女性お一人様でも楽しめる店内整備

愛知県 株式会社イチカンパニー 9180001116240 スープ米麺のネット販売事業

愛知県 株式会社笹島 4180001060071 ネット活用による情報発信と新規顧客開拓

愛知県 ドッグサロンＪａｒｅｌｌ － 通販サイトの開設による販売拡大

愛知県 株式会社ヴェロニカ 1180301028762 ヴェロニカ独自のＥＣサイトで販路拡大戦略！

愛知県 Ｌｉｎｋｓ株式会社 6180001060433 企業型確定拠出年金と団体長期所得補償保険で事業継続と販路拡大

愛知県 株式会社ワイズ 5180001103283 ＨＰ改修とＷＥＢ広告、テレワーク営業での非対面型販路拡大

愛知県 アドバンテージ株式会社 7180001058311 専用ＷＥＢサイト経由のＷＥＢセミナー企画により販路拡大を実現

愛知県 有限会社谷屋 7180002054747 新商品を開発しテイクアウトとネット通販の仕組みを構築

愛知県 鈴木設備 － 水回り商品をオンライン販売！新規販路開拓の実施！

愛知県 株式会社ＡＢＣユニオンワーク 6180001133833 英会話オンライン講座を開始し非対面型ビジネスを展開する

愛知県 有限会社エージェイ・インターメッツォ 3180002050205 ＨＰ商談を開始　非対面でも輸入車の良さを知ってもらい成約率ＵＰ

愛知県 Ｑｕｅｅｎ’ｓ　Ｍａｒｒｙ　Ｅｎｇｌｉｓｈ － オンライン英会話スクール事業の拡大

愛知県 オガワロジスティクス株式会社 9180001125183 既存の強み転用で挑む、企業向け収納サービス

愛知県 横関　博之 － 高齢者向け出張美容室と非対面の販路開拓でコロナに負けない美容院

愛知県 株式会社スタジオセゾン 1180001048086 システム構築により効率化を図り、ＥＣサイトにて販路拡充

愛知県 株式会社イワサ 4180001024803 ＷＥＢページとＰＲ動画を活用した新規顧客開拓事業

愛知県 手打蕎麦あすなろ － 鴨鍋蕎麦セットの販売強化を実現するＥＣサイト制作事業

愛知県 Ｃｈｅｅｒｆｕｌ　ｐｒｏ － 非対面型オンライン講義の導入とＩＴコース開設で新規顧客獲得

愛知県 株式会社押村商会 9180001059720 自社文具専門ＥＣサイト構築による新規顧客獲得

愛知県 ＨａｉｒＳｔａｇｅ　ＨＩＫＡＲＩ － 非対面ビジネスモデルへの転換を図り、地域一番店となる取組み

愛知県 株式会社タイコー 1180001019896 自社ブランドの立ち上げとＥＣサイトを通じた小売業への参入

愛知県 キンシヨーユニバーサル有限会社 3180002053447 電子広告・案内、ＷＥＢ見積りを軸にした非対面販売への取組

愛知県 株式会社丸鉄塗工店 2180302018984 オンライン見積システムと動画による、非対面営業体制の確立

愛知県 伊勢山商事株式会社 6180001120484 非対面型コミュニケーションツールの導入とドローンを用いた新規事業

愛知県 株式会社かたぶつ 5180001134766 店舗メニューのネット販売を通じた新規顧客の獲得

愛知県 コントラクト家具販売ＱｏＬ － コロナに負けない！新時代を駆ける家具・張地販売新事業

愛知県 有限会社松田商会 2180302009802 中古トラック捜索依頼を搭載！ＷＥＢ販売に特化した顧客獲得事業

愛知県 鈴鍵石油株式会社 7180301018493 スマホ給油サービス導入による顧客の集客と経営の安定化

愛知県 ＥＣＣベストワン本郷駅前校 － リモート型学習システム導入・営業力強化による売上規模拡大

愛知県 中国料理　豊龍園　半田店 － お客様自身でテーブルから注文できるセルフオーダーシステム導入
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愛知県 ｆｕｆｕ　ｌａ － 新機器導入によるセルフサービスの推進及びＥＣサイトの構築

愛知県 日の出飯店 － お家で本格中華を楽しむ簡単ｗｅｂ注文でオンライン新規顧客獲得

愛知県 株式会社ジュエルヤマグチ 5180001004291 指輪サイズ直しがオンラインでできるＥＣサイト構築で集客アップ

愛知県 ヘアーサロンマツモト － 新しい生活様式に対応し、頭・カラダ・こころの快適性向上を実現

愛知県 株式会社ＡＴＴＡＲＡｒｔ 1180301032847 新たな販路開拓と生産性向上を目的とした社内製造の強化

愛知県 株式会社大羽ミシン 5180301005270 自社サイトへのＥＣ機能の新規導入による非接触事業の確立

愛知県 Ｓｕｕ．ｒｅｌａｘｉｎｇ　ｓｐａ － セルフエステ用機器の導入による集客の強化

愛知県 株式会社メディクロ 1180002015259 Ｗｅｂ授業の確立とホームページ活用による新たな生徒の確保

愛知県 株式会社三豊ビル 8180001036134
「非接触型人感センサー・オートメーション入退室システムの構築」と「シェアオ
フィス的な分散型労働環境の整備」

愛知県 ＢＫ　ａｌｐｈａ株式会社 4180001109653 ムリ・ムラ・ムダをなくす事業

愛知県 宝石・メガネ・時計　ヤナセ － 訪問対応（接触・対面頻度の低減）による感染リスク低減

愛知県 株式会社アイチクリーン 5180001131185 清掃用物品のオンライン販売サイトの開設で清掃革命！

愛知県 東海ＭＥＩＧＩリフォーム株式会社 3180001133992 非対面型リフォーム提案スキーム構築とウェブサイト開発

愛知県 株式会社ライカ 3180001091299 リファーラル採用システムの販売促進！非対面で採用を支援！

愛知県 合同会社マイソーラー 5180003018050 発電設備の運用管理・保守点検の効率化とコンサル業務展開

愛知県 Ｌｕｚ － セルフエステ用美容機器の導入による集客力の向上

愛知県 メンバーズ　ル・グラン － カラオケスナック概念をコロナ禍改革で打破する

愛知県 手嶋冷機工業株式会社 6180301008669 商品紹介と安全対策動画によるネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 株式会社東海プラニング 7180001017548 ホームページ開設とＳＮＳ活用による非対面型新規顧客開拓

愛知県 ｈｏｐｐｅ － 一宮店（ｈｅｒｅ）の、新型コロナウィルス対策実施店舗への改築

愛知県 山田翻訳事務所 － 「オンライン翻訳サービス」による新規顧客獲得

愛知県 トラスト株式会社 3180001140080 対面型研修をオンライン化するためのデジタルコンテンツ制作

愛知県 株式会社フュージョン 1180001105548 通販機能をもつホームページと動画制作による非対面営業の推進

愛知県 株式会社フォスター 1180001056205 研修事業のオンライン化による事業継続と新規顧客の獲得

愛知県 株式会社ＳＥＣＯＮＤ 4180001137150 テイクアウト・デリバリーで、おうちで熱々ラーメン＆蕎麦！！

愛知県 誠和リノベーション株式会社 5180001133009 感染症対策リノベーションサービスの提供

愛知県 ｋｉｔｃｈｅｎ＆ｃａｆｅ　ｈｉｒｏｎｃｈｉ（ヒロンチ） － テイクアウト業務の体制構築による販路拡大

愛知県 株式会社リアルグレイス 6180001106995 専用窓口テイクアウト販売そのノウハウを多くの飲食店へ貢献

愛知県 株式会社北川印刷 1180302007138 業務の自動化と非対面取引の融合による新たな営業サイクルの確立

愛知県 フォーシネーブル株式会社 6180001138997 オンライン英会話教室（非対面型ビジネスモデル）への転換事業

愛知県 株式会社ＳＯＬ 8180001122520 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

愛知県 株式会社Ｅｎｅｒｇｙ 9180001113080 クラウド型顧客管理システム導入による在宅勤務推進と販路拡大

愛知県 プライムレジデンシャル合同会社 9180003019656 民泊のレンタルスペース転用による生き残り戦略と地域活性化
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愛知県 空輪 － ＶＲシステムによる新規リモート接客サービスの導入

愛知県 一光自動車株式会社 3180001085540 出張サービスの充実による非対面型営業の拡大

愛知県 有限会社サンホセ 5180002036755 ＷＥＢによる動画配信リモートサービスの導入

愛知県 株式会社Ｌｏｖｅ　ａｎｄ　Ｆａｍｉｌｙ 2180001100267 オンライン接客の導入と動画を活用した新規展開

愛知県 株式会社ピース・ヴィレッジ 3180001102725 炭火焼うなぎの通販ＥＣサイト新規展開

愛知県 さくら総合管理株式会社 7380001025539 インターネット通販、３密解消による販路開拓

愛知県 Ｄｉｇｉ　Ｆｉｅｌｄ － ４Ｋ／８Ｋ時代に順応すべく４Ｋ編集環境の構築および４Ｋ配信環境の構築

愛知県 合同会社シロクマアンドカンパニー 4180003019966 付加価値のある１日１組限定のフォトウエディング事業

愛知県 サンアンドフラワーズ合同会社 4180003018761 顧客に安心して商品を提供し、当店の味をさらに広める事業

愛知県 リンパドレナージュＲａｎａ － 新メニューの開発で体の内側・外側から免疫力アップ

愛知県 株式会社オンディーヌ 7180001129599 Ｗｅｂサイトで非対面型サービス障がい者福祉サービスを展開

愛知県 中医学気功文化センター株式会社 9180001135166 多彩なオンライン教室で、若い生徒を増やし、海外と繋ぐ！

愛知県 くれえぷリン － テイクアウトとトイレ改修による売り上げ向上事業

愛知県 オレンジジュース一宮店 － デジタル化を促進しピンチに強い体質の店へ

愛知県 株式会社ＳｅｉｋｏＨｏｍｅ 3180001131906 ウェブ会議システムによる非対面営業とテレワークを両立する

愛知県 株式会社ひかりタイプ 2180001040001 現状打破！非対面ビジネス×テレワーク化導入！

愛知県 フィットホーム株式会社 6180001091247 ＨＰでの動画の技術紹介と簡易見積りシステムで一般顧客の受注開拓

愛知県 Ｍ’ｓＳｔｙｌｅＮＡＩＬＢＡＲ － 自分でできる「爪」作りの提供

愛知県 ＰｒｉｎｃｅｓｓＥｒｉｅ － ＷＥＢ面接でのマナー講座

愛知県 ＡＥＬｅａｄｅｓ株式会社 4180001140311 住宅メーカー向け教育のオンライン化を推進するシステムの構築

愛知県 プリマヴェーラ － ブーケのネット販売による販路開拓事業でコロナ禍の花嫁を応援！

愛知県 株式会社丸見矢 1180301019349 ＳＮＳ＆ネット通販でお客様との非対面での接触率を向上し売上アップ

愛知県 株式会社トータルサービスネットワーク 1180001058424 ＩＴ技術を駆使した非対面型オンライン商談・営業力強化事業

愛知県 合資会社高岡薬局 1180003004442 物品販売ＥＣ導入とオンライン相談開催に向けたホームページ構築

愛知県 株式会社エイトプラス 5180301028065 ＷＥＢを活用した営業力強化と事業ポートフォリオの再構築

愛知県 ＦＵＪＩＫＯＭＡＰｒｅｍｉｅｒＨａｉｒ － セルフヘアセット！ライブ配信によるホームケアヘアサロン事業

愛知県 早善織物株式会社 3180001083437 「Ｂ　ｔｏ　Ｃ　」の為のＥＣサイト開設と商品展示の為のリアル店舗の開設

愛知県 株式会社エンハンス 1180001122106 ＳＮＳを活用したサロン集客とＥＣサイトでの非対面型販売

愛知県 有限会社徳ノ樹 2180302015585 オンライン教室を開催するためのＷＥＢ構築・システム導入

愛知県 アセント － 女性をターゲットとした非対面型イベント支援の販売促進について

愛知県 株式会社楽ｃｏｍｐａｎｙ 8180001117090 高級食パンの製造及び販売による非対面型中食事業への参入

愛知県 株式会社ＩＭＰＡＣＴ 8180301027304 プログラム開発によるＷＩＴＨコロナに対応した自動化の提案力強化事業

愛知県 平山将史建築事務所 － 高断熱材で快適に暮らす、人が健康に住み継ぐ家を提案
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愛知県 株式会社ＴＲＡＶＥＬＣＲＥＡＴＥ 4180001107005 完全非接触オンライン型の動画サポート付き結婚相談サービス

愛知県 桜の和み － 三密防止店舗へ向けての環境設備事業

愛知県 ＣＡＦＥＳＯＲＡ － ＥＣサイトによる売上とテイクアウトメニューの確立

愛知県 ＵｎｌｅａｓｈＣｏａｃｈｉｎｇ － Ｗｅｂの活用による集客率向上と非対面型ビジネスへの転換

愛知県 ドゥカウンセリングセンター － オンラインでの個別カウンセリング・セミナー開講

愛知県 株式会社ブロード企画社 4180001073494 オンライン提供・セミナー開催体制構築と個人会員獲得

愛知県 マダムアン － ＥＣ販売の導入とテイクアウトの強化

愛知県 中京ユニホーム株式会社 8180001004644 ＥＣ通販によるワーキングユニフォーム等作業服の販路開拓・拡大

愛知県 株式会社ＳＫＭ 4180001120726 空き家対策を兼ねた古民家の有効利用をコロナ禍で新たに挑戦

愛知県 株式会社ＳＷＩＴＣＨ 8180001096112 安心・安全で三密を避けるサロンによる新しい美容サービスの提供

愛知県 株式会社いちの 3180001130404 自社製品を尾張の名産品へ

愛知県 肉処大黒 － キッチンカーの導入テイクアウト売上向上

愛知県 株式会社エスワークス 9180001135760 事務作業のオンライン化で、コロナウィルス感染機会の低減

愛知県 株式会社めぐりとまと 4180301029964 メディア広告で商品の提供価値を伝え、選ばれるトマトで販路開拓

愛知県 中国料理　慶華楼本店 － 創業昭和５２年！老舗絶品町中華の味をお家でも！

愛知県 有限会社羽子吾 6180302009204 当店自慢のひつまぶしをご自宅で！お店もキレイで安全安心！

愛知県 ｅ＆ｓ（イーアンドエス） － 感染症予防対策を行った店舗内装工事

愛知県 エスバイエス株式会社 9180001071799 ｗｉｔｈコロナに向けて！ｗｅｂツールの導入とＥＣサイトの構築

愛知県 ソマダ機工株式会社 9180301026346 外注連携業者の事業縮小に伴う、内製化実施事業

愛知県 砂場大清水店 － 非対面型座席への店内改装による新規顧客獲得事業

愛知県 大東 － 通販、卸売（シュウマイ、餃子など）に取り組む

愛知県 マッスル株式会社 9180001131462 ホームページ開設＆ｗｅｂ広告で新規顧客獲得に取り組む

愛知県 Ｆｕｊｉ　Ｇｒａｐｈｉｃ － 完全非対面型　車両ラッピングのＷＥＢ受注に挑戦

愛知県 ＢＲＡＮＣＨ　ＡＶＥＮＵＥ合同会社 1180003015175 世界観とＶＲコンテンツによる顧客関係性深化と非対面化の推進

愛知県 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮ　ＡＤＡＣＨＩ － 自社商品の販売と髪に関する相談・指導を受け付ける仕組みづくり

愛知県 クローバー株式会社 2180001124233 ３Ｄカメラ導入による新たな商品開発による新規顧客獲得計画

愛知県 株式会社トイボックス 9180001101374 タイヤ内製化による、顧客満足度ＵＰ

愛知県 株式会社ピタサチ 9180001137419 東海地区初！「売却型」「無人対応型」住宅展示場の運営・企画

愛知県 株式会社Ｂｉｇ　Ｌｉｆｅ　Ｍａｎｓｉｏｎ 4180001120585 非対面型オンライン展示会と商品販促拡大の為のサイト構築

愛知県 ハートウイング － 障がい者アートのオンラインギャラリー開設・作品の販路拡大

愛知県 Ｙｕｋｏｌｉｎｋ８ － オンラインを活用した情報発信の拡充およびレッスンの展開

愛知県 サンダンス － 新規テイクアウト促進ホームページ制作事業

愛知県 株式会社ＢＡＳＥ 4180001141409 コロナ時代を乗り越えるための拡販と犯罪減少への取り組み事業
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愛知県 博多もつ鍋真月 － 真空包装機導入と、テイクアウト促進事業

愛知県 株式会社ジンハウス 5180001116715 オンラインでのトレーニング指導などの配信による顧客開拓

愛知県 ｈａｉｒ　ｃａｒｅ　＆　ｄｅｓｉｇｎ　ｓｈａｌｅｕｒ －
バックオフィス業務の効率化と非対面かつダイレクトな広告宣伝でコロナを乗り
切る

愛知県 藤野健司税理士事務所 － 小規模事業者・パラレルワーカー向け非対面型記帳代行事業の開始

愛知県 株式会社ポラリス 4180001131293 商談、面談の非対面化で顧客の流出を防ぐ

愛知県 株式会社愛栄建物管理 3180001073553 強アルカリ電解イオン水製造販売における販路拡大事業

愛知県 ふくろう春日井朝宮店 － 昔ながらのラーメンの出前再現

愛知県 ＨＡＰＯＬＩｄｅｓｉｇｎ － ＥＣサイト活用で対面ゼロに！安心・安全、非対面型デザイン事業

愛知県 居酒屋えらぶ － テイクアウト促進ページ、チラシ制作事業

愛知県 万両寿し － デリバリー販売の強化、ケータリング導入による新規顧客獲得

愛知県 株式会社Ｋプロジェクト 6180001135763 お客様のゴルフスイング改善の為のサービス向上

愛知県 クオーレ － 電子黒板で非対面接客を可能に！さらにスクールビジネスを展開

愛知県 日日のクラフト美卯 － 新規客獲得の為のＩｎｓｔａｇｒａｍを活用したＥＣサイト構築

愛知県 アンフィー － テイクアウト商品の開発及び、換気と適温維持の両立による顧客維持・獲得

愛知県 株式会社ＥＭＡＩ 8180001124293 事務代行サービスをオンライン化で非対面ビジネス、テレワーク推進

愛知県 サンフラワー・クリーンサービス － 新たなホームページで非対面型と弊社の魅力を全面的にアピール

愛知県 Ｙ’ｓ　Ｄａｎｃｅ　Ｆａｃｔｏｒｙ － オンラインレッスンのサービスをリモートで提供し、売上の柱に！

愛知県 株式会社ＲＯＵＴＥ２４ 3180001139973 非対面・非接触型パーソナルトレーニング事業モデルの確立

愛知県 株式会社ヴィア・デッラ・ガッタ 1180001112057 画家とのオンラインイベント開催、ＥＣサイト開設にて物販事業強化

愛知県 ＮＯＺＡＷＡカンパニー株式会社 8180001134078 障害者と企業・社会とをつなぐコーポレートサイトの作成

愛知県 株式会社レイズ 9180001137187 テレワーク需要に対応！オンラインサポートサービスの販売促進

愛知県 合同会社ＳＳＣ 7180003016688 新たに追加した機材を非対面型での広報活動

愛知県 ＣＡＭＰＯ　ＳＯＲＡＲＥ － ＨＰの新設と看板を改修して店舗イメージＵＰ

愛知県 ミラクル卓球クラブ － オンラインを活用した集客と非対面型レッスンの提供

愛知県 ｇｒａｎｄｅ　ｓｏｅｕｒ株式会社 8180301029102 ＷＥＢを活用して店内でも滞在短くしてコロナ感染リスク軽減

愛知県 有限会社　ケスコ 1180002048572 非接触販売、テイクアウト拡販に必要なホームページ改修

愛知県 トガル株式会社 3180001121246 非対面型営業ツール：デジタルパンフレット制作をオンライン受注

愛知県 株式会社リッチェ 5180001132357 オンライン講座・動画講座導入による受講者増加と魅力発信

愛知県 株式会社禅 6180301021192 オフィスや自宅でも美味な料理を出来る限り非対面で提供

愛知県
合資会社ＰＲＯＧＲＥＳＳＩＶＥ　ＰＡＲＴＮＥＲ
ＳＨＩＰＳ

6180303001143 屋外食事エリアとテイクアウト窓口の構築

愛知県 Ｌｏｏｐ － 夢の美容院オープン！非対面ビジネスの構築、ウイルス対策の為

愛知県 ＫＮＩＧＨＴ（ナイト） － ２４時間対応のリモート対応型多目的レンタルスペース事業

愛知県 ひじり総合治療院 － 遠隔毛髪診断とオンライン対応による新たな薄毛治療体制の確立
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愛知県 株式会社研真プラニングオフィス 4180001127052 『訪日外国人』・『個人旅行向け』の旅行商品販路拡大

愛知県 合同会社ＢｒｅａｋＺｏｎｅ 5180003016599 Ｉｎｓｔａｇｒａｍを活用した集客

愛知県 Ｈ２プロデュース株式会社 1180301024646 非対面で車両内見＆診断。不急の接触をゼロにするシステム構築

愛知県 有限会社タウンハウス 5180002037605 ＷＥＢ集客施策とテレワークによる非対面型新規顧客獲得

愛知県 スタジオグリーンヒル － 対面販売から非対面販売に向けての心温まるデジタル戦略

愛知県 株式会社ソルテ 8180001135919 鍼灸院によるオンラインレッスンと通信販売による販路拡大

愛知県 はり灸マッサージ　りんご治療院 － Ｗｅｂカウンセリングと通信販売による販路拡大事業

愛知県 はっとり総合事務所 － 地域に密着し完全非対面対応でも良いサービスを提供する司法書士

愛知県 株式会社プラスアルファ 3180001088709 ＷＥＢによる非対面営業促進でリニア新幹線建設需要を取り込む！

愛知県 株式会社ステイトエックスエス 5180001045071 動画制作・配信を行うＹｏｕＴｕｂｅｒ支援事業

愛知県 Ｇａｌｌｅ － ＨＰ開設による新規顧客獲得とオンライン対応システムの構築

愛知県 寺崎古着商店 － 自社デザイングッズの制作・販売によりコロナ禍を乗越える取組み

愛知県 合同会社あんじゅ建築工舎 5180303004345 自社サイトの構築による企業情報発信と住宅相談での新規顧客獲得

愛知県 夛田優一建築設計事務所 － 住宅模型制作ワークショップとインターネット販売による顧客獲得

愛知県 株式会社トラベルマネジメントシステム 9180001044689 国内・海外オーダーメイド旅行のネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 フューチュラマトレーディングス － 卸売業者様、小売店舗様向けのＥＣサイトの構築

愛知県 蕎麦生生 － 席のレイアウトを変更、間隔を広げて感染を予防。

愛知県 ＦＵＫＵ　ＨＡＩＲ － ＺＯＯＭカウンセリングによる医療用ウイッグ郵送サービス

愛知県 株式会社Ｌｉｎｅａ　Ｌｉｇｈｔ 9180001109310 照明器具のＢｔｏＢ及びＢｔｏＣ非対面販売体制の構築

愛知県 リンクスパートナーズ株式会社 4180001068552 ホームページリニューアルで若者のオンライン雇用促進！

愛知県 エフリンク経営サポート － オンライン研修と仮想体験研修、ＷＥＢと集合型の融合で販路拡大

愛知県 株式会社オークス 9180001078175 転職ニーズを汲み取れ！オンライン面談による販売促進

愛知県 合資会社斉木研磨工業所 9180003011233 内需主体の医療機器部材生産でコロナ禍での売上維持に取り組む

愛知県 エフエヌプランニング株式会社 6180001024917 営業革命！動画を活用したブランド提案による非対面販売促進

愛知県 ＬａＶｉｅｗ株式会社 8180001134350 世界中の血管を守る！ヘルスケアベンチャーのオンライン販売促進

愛知県 株式会社せせら樹 2180001126543 害獣駆除等や住宅内外の消毒の要望をネットを通じた新規顧客獲得

愛知県 ツクス株式会社 1180001104054 ｗｅｂ面談、ｗｅｂセミナー開催にチャレンジ！

愛知県
土地家屋調査士法人中部測量登記サー
ビス

4180005006624 ３次元測量機器と測量技術による高精度ＶＲ内覧サービスの実現！

愛知県 小野接骨院 － 温感マットとホワイトニング治療器の導入で非対面サービス強化

愛知県 株式会社ＫＴＩ 6180001109544 ＩＴを利用した新規開拓とテレワーク、感染症対策

愛知県 株式会社ＬｉｎＫａｇｅ 6180001125161 ＥＣ及び商談予約システムの構築とヘルスケア市場への参入事業

愛知県 ＬＹ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｌｏｕｎｇｅ － セルフエステへの転換とＷＥＢサイト制作による顧客獲得

愛知県 株式会社ツーネット 2180301006412 通信販売を利用したリモートワークで販路拡大事業
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愛知県 ヤマ・インダストリー合同会社 7180003010402 ＤＩＹ支援による非対面型施工モデルへの転換プロジェクト

愛知県 コンサルソーシング株式会社 4180001055096 双方向ライブ型による社員研修、業務改善コンサルティングの事業展開

愛知県 藤榮経営事務所 － リモート研修プログラムの開発と国内外への販売促進

愛知県 グランデインターナショナル株式会社 6180001063361
非対面性を高めるための＜１＞内装変更＜２＞サービスのオンライン化（オン
ラインプログラムの構築）

愛知県 株式会社ダイナテック 9180001044004 厨房メンテナンスをＷＥＢフル活用で非対面版路開拓！

愛知県 司法書士ウィステリア総合法務事務所 － ｉｉｉ－ＴＶを活用した非対面型サービスの構築と販売促進事業

愛知県 株式会社トリニティーキャリアマネジメント 9180001111480 デジタルツール活用による非対面型営業と適性判断ツールの運用

愛知県 エスティーシー株式会社 1180001051610 ＤＩＹオンラインで指導！工具通販を用いた販路開拓！

愛知県 株式会社ＩＢ 6180001132492 ＩＴを利用した新規開拓とテレワーク、感染症対策

愛知県 有限会社三割屋 2180002080046 技術とノウハウで非対面お悩み解決！「車両整備」の販売促進！

愛知県 ギャッベ美術館株式会社 3180301025980 ＥＣサイトを活用したギャッベを含むペルシャ絨毯のサブスク事業

愛知県 川口貴史 － 車両パーツや用品を販売するＥＣサイト制作事業

愛知県 株式会社小野ふとん店 9180301000441 ＥＣサイト導入による販売チャネルの構築

愛知県 合資会社新愛 8180003007661 非対面の入居者募集で新たな客層を取り込み満室経営

愛知県 株式会社ＦＡＬＣＯＮＥＲ 4180301029403 レザー製品を輸入できない企業様にＯＥＭで商品供給！

愛知県 有限会社ダーズ 9180002051247 ３ＤＣＧ、ＶＲ空間コンテンツの制作、映像制作

愛知県 株式会社ＡＧＩＬＥ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 8180001112348 英語版ホームページにより在日外国人向けリフォーム受注

愛知県 アクセスハーツ － ＥＣサイトを使った新商品の提供～販路拡大

愛知県 眸畑中建築設計事務所株式会社 7180301020912 オンライン（クラウド利用含め）で幅広い販路拡大

愛知県 メンタルサポートこころびより － コロナ禍でグレーな社会に明かりを灯すオンラインカウンセリング

愛知県 有限会社メディアマガジン 4180002084045 ＥＣサイトで事業リスク回避！知多木綿の売上拡大と地域創生

愛知県 株式会社ロジックス 8180301019581 インターネットを通じた新規顧客開拓及び主力商品の販促活動

愛知県 有限会社名正印刷 9180302010084 自社ＥＣサイト新規構築によるネット印刷サービス参入事業

愛知県 株式会社イヅミ 3180301033728 着けるのが苦にならない【オリジナルマスク】販売計画

愛知県 Ｌａ　ｎｅｉｇｅ － 乳がん手術経験向けランジェリーの商品開発事業及びオンライン販売事業

愛知県 おしだ税理士事務所 － お困り解決動画による新規獲得とＩＴ投資による業務効率化の実現

愛知県 ツチヤ印刷株式会社 3180001026271 家でも楽しめる紙製アナログゲームの開発とオンライン販路開拓

愛知県 有限会社プラックス 9180002034061 ハンディターミナルを用いた、入・出荷業務の簡素化と共有化

愛知県 トゥモロー＆コンサルティング株式会社 3180001130354 開業医向けオンライン勉強会による顧客獲得と地域医療の活性化

愛知県 株式会社大昇 4180001131764 ＥＣサイトによる若い世代の女性向けに子供服を販売する事業

三重県 土井事務所 － 動画を使った物件ＰＲと宅配ボックスの設置による魅力向上

三重県 株式会社バリューリソース・デザイン 9190001017834 地図と歴史情報を組み合わせた情報発信サービスの販売強化事業

三重県 稲垣工業 － 「超速！個人住宅向け太陽光パネルお掃除」開始による売上確保
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三重県 有限会社水谷工建 2190002022237 外構の新工法をスマホ対応ＨＰに掲載しリモート営業にて販路拡大

三重県 Ｎａｉｌ　Ｃｏｃｏ． － ＥＣサイト導入によるセルフネイルケア商品販売計画

三重県 ｈｉ　ｄｅ　ｓｔｉｊｌ　建築事務所 － 竣工前の立体パースをＷＥＢ上で提供する営業スタイルへの転換

三重県 三ミ － タロット占いサービスのオンライン化による新規事業展開

三重県 ライスショップさかざき － 接触機会軽減の為の設備内製化及び販路開拓による新規顧客獲得

三重県 ｃｕｔ＆ｓｈａｖｅｃａｌｍｈａｉｒ － 既存の理容室内に完全個室の女性専用お顔そり美容サロンを併設

三重県 株式会社Ｇ．Ｍ．Ｐ． 2190002024084 非対面で営業活動をするための販促資料を用いたＥＣ販売の強化

三重県 有限会社三位陶苑 3190002020396 展示会での集客販売から自社サイトギャラリーでの集客販売に転換

三重県 株式会社老梅庵 2190001021248 「冷凍生そば」の自社サイト販売による収益モデルの構築

三重県 株式会社太田洋服店 3190001014498 ホームページリニューアルで新規顧客獲得と既存客のリピート率向上

三重県 有限会社セルビス 6190002020740 ＳＮＳ活用における非対面型施術指導及び新規顧客獲得

三重県 Ｓｕｒｐｌｕｓ株式会社 4190001018960 「接触回数・接触時間０」ドローン空撮・建物点検サービス

三重県 株式会社紺文デザイン 4190001024158 製造機能の内製化とオリジナル製品開発による生産性・売上向上

三重県 青木理数ゼミ － リモート型講座の新規導入と営業戦術の強化による売上規模拡大

三重県 合同会社Ｕ・Ｋカンパニー 4190003003060 ＷＥＢ活用によるオンライン求人開始及び派遣先開拓・売上ＵＰ

三重県 株式会社タケコシ商事 2190001015431 インターネットで新たにランドセルを紹介し新規の売上を獲得する。

三重県 有限会社ウノモリ染工 8190002022867 マスク常用の生活様式に合わせた名入等マスクの製造とＥＣでの販売に転換

三重県 伊勢藏株式会社 2190001017329 「四日市しぐれ」の開発による小売販売拡大への転換

三重県 泡盛と串カツのお店　がきんち － デリバリー専用メニュー「三重県釜めし」の開発による売上増加

三重県 ＳＫＹグローバルリンク株式会社 7190001026291 海外大学と提携した人材仕入経路とオンライン採用プロセスの確立

三重県 ぜんのつき － インターネットを通じた新規顧客獲得及びネット販売商品の開発

三重県 有限会社中尾カメラ店 9190002001119 非対面型デジタルプリントシステム機の導入で感染防止と売上回復

三重県 イトウハイツ － 宅配ボックス設置による非対面式賃貸アパート経営への変革

三重県 中華料理龍風 － ドライブスルーによるテイクアウトの強化

三重県 東海装備有限会社 8190002001061 販路拡大のためのＨＰ導入と作業効率改善の専用機械の導入事業

三重県 寿し割烹みつい － テイクアウトのＰＲ強化の為の看板・ＰＯＰ設置ならびに駐車場の整備

三重県 宿屋五十鈴 － ハードのレベルアップを通じた安心安全な宿作り

三重県 有限会社扇屋 7190002008446 珈琲テイクアウト強化による３密対策で「安心の扇屋」発信事業

三重県 瑞玉 － インターネット販売の開始と新規設備導入による新型コロナ対策

三重県 ＯｒｇａｎｉｑｕｅＢｅａｕｔｙＳａｌｏｎＣｈａｒｍｅ － 「美容」と「予防」を両立する地域初の非接触型エステサロンへ

三重県 有限会社呉服の松葉 6190002008736 営業・商談プロセスをオンラインに置き換える非対面接客化事業

三重県 伊勢のゲストハウス　風見荘 － 清潔環境課とイベントのオンライン化によるゲストハウス発信事業

三重県 一心道整骨院 － 整骨院顧客の囲い込みを兼ねた非接触型単身高齢者見守りサービス
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三重県 宇治園 － 作業場兼テイクアウトブース新設による距離も時間も超えた縁結び

三重県 串かつ本舗一八 － 新たな売上確保に向けた設備導入・コロナ危機の回避

三重県 麻福株式会社 9010001194501 海外調達原料の国内生産化および自社内製造ラインの確立

三重県 ＮＲＫ南勢労務企画 － 紙媒体だけじゃないデジタル媒体の活用による商圏の拡大！！

三重県 有限会社濱田商会 4190002009521 海苔加工能力・在庫能力を増強し、機会損失回避・高稼働に取組む

三重県 二見茶屋　夢佳 － ＶＲ観光事業及びそれをポータルサイトとしたＥＣ事業の推進

三重県 伊勢の苔玉やさん － ホームページ・ＥＣサイトによる伊勢の苔玉　販路拡大事業

三重県 ＣＨＥＲＩ － 非接触のセルフホワイトニングによるトータルビューティの充実

三重県 オカダトラスト株式会社 4190001011412 遠隔監視システム導入によるテレワーク環境の整備等

三重県 Ｄａｒｔｓ　Ｃａｆｅ　Ｓａｖｉｏｒ － ホームーページ運用による集客及び予約・顧客管理

三重県 株式会社ピュアレ 7190001023504 お金の問題をオンラインで解決する非対面型ＦＰビジネスへの転換

三重県 ＰｕｒｅｌｅＭｕｓｉｃ － 音楽の力で人々を元気にしていく為のオンラインライブ配信事業

三重県 唄っちやはた － 新事業形態の為の市キャラクターを使ったテイクアウト商品の開発

三重県 理容キミカ － 全自動シャンプー機を活用した非対面ビジネスの強化及び感染対策

三重県 スクールショップサカイ － スクールショップのホームページリニューアルによる新規顧客開拓

三重県 Ｎａｄｅｓｈｉｋｏ － オンライン予約可能な携帯サイトと新規メニューでの販路開拓

三重県 丸舟水産 － 独自ブランド浦牡蠣をシーズンオフでも販売する為の設備投資。

三重県 有限会社エミーズキッチン 2190002015694 安全に店内飲食と両立できるテイクアウト商品のストック機能強化

三重県 ヌノビキ株式会社 4190001011445 顧客様の安全を第一に、「最新総合美容」の追求と「顧客関係性」の向上

三重県 有限会社実百樹 6190002015402 個室の掘り炬燵化による低接触・密回避・快適な外食スペース提供

三重県 ＡＢＳＵＲＤ（アブサード） － 廃材を再利用した家具の認知度向上とＥＣサイトによる販路開拓

三重県 フラワーショップ花幸 － 最新空調設備による店舗花材保管庫機能向上とドライフラワー作成

三重県 和みキッチン　星 － テイクアウトの情報発信強化と店内の蜜回避による売上回復

三重県 有限会社押越整骨院 1190002013674 リモートカウンセリングによる接触回避と待合室改装による密回避

三重県 はしもと農園株式会社 7190001024469 ネット販売の強化によるＢｔｏＣ軸足型農業への転換

三重県 Ｂｅａｃｏｎ（ビーコン） － オンライン配信・映像制作における非対面型サービス

三重県 喫茶なかがわ － 松阪焙煎として、小売・卸販売を強化する事業

三重県 有限会社ピュアコーポレーション 9190002015481 ＨＰ、ＱＲコード看板、広告掲載による非対面Ｂ　ｔｏ　Ｃ取引の強化

三重県 さつき整骨院 － 安心して通院できる地域密着型整骨院の環境づくり

三重県 夢を手づくりする企業組合 3190005010270 ネットと店舗販売の「夢の手づくりショップ」を開設し新販路開拓

三重県 有限会社時計宝石めがねのマツモト 3190002014134 非対面オンライン環境の整備と新しいＷＥＢ活用による販路拡大

三重県 株式会社ファーストツール 3190001011495 在庫能力増強による調達力強化と賃貸業参入による経営体質強靭化

三重県 Ａｓｓｉｓｔ＋ － 非対面化による安全性向上と商圏拡大を実現する新Ｗｅｂサービス
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三重県 株式会社パンジィ 8190002014278 個人向けＷＥＢ販売による販路拡大・通販カタログによる販売促進

三重県 有限会社茶重商店 6190002014081 ＥＣサイト拡充・広報とほうじ茶焙煎の内製化による業績回復

三重県 株式会社ａｔｅｌｉｅｒ　Ｎｏｉｒ 3190001024084 オンラインセミナーによる非接触化と　サービス提供エリア拡大

三重県 アオゾラ食堂 － 新商品開発とＥＣサイト導入による三方よし事業

三重県 有限会社寿総合食品 3190002013846 自社サイトによるオンライン販売強化による販路拡大

三重県 株式会社西川工機 8190001011326 オンライン対応による顧客との疎遠回避・親密化による受注確保

三重県 ホルモン一平 － 安全度の高いテイクアウトを拡大と店内飲食の安心と快適性の向上

三重県 キカペンタゴン株式会社 7190001025483 コロナ対策とデジタル化の促進によるリユース店舗の魅力向上

三重県 合同会社和 4190003001849 「オンライン療育プログラムの開発・導入」及び「環境整備」

三重県 松阪豚直売所アミティー － テイクアウト専門店の新店舗「アミティーコロッケ直売所」の開店

三重県 株式会社エッグハウス川北 5190001024925 自慢の卵を使った加工品新商品の開発販売と無人直売所の整備

三重県 株式会社Ｐａｌｓ 4190001005918 体験入学の非対面化と臨場感のあるオンライン授業にビジネスモデルを転換

三重県 満福三重 － 各種除菌と予後対策、ＥＣサイトによる感染症対策商品の販売

三重県 株式会社モグ 2190001025967 ｗｉｔｈコロナでも安心・信頼される居酒屋で有り続ける為の取組

三重県 有限会社サノ・サイン 4190002006361 自治体向け商品のオンライン販売システムの構築

三重県 株式会社ｉＣＡＰ三重ＣＯＡＲＡ 5190001013317 女性オンラインビジネスを加速するスタジオ化とレンタルスペース

三重県 Ｃｌｏｖｅｒ　Ｈａｉｒ　Ａｒｔ － アイビューティ環境の整備とオンラインカウンセリングの充実

三重県 Ｌｅｓ　Ｌｉｅｎｓ株式会社 1190001024334 シングルマザーハウスと女性専用シェアオフィスの新規顧客開拓

三重県 しろざけや茂三郎 － ショッピングサイト新設による冷凍かき氷の非対面型ビジネス構築

三重県 有限会社室建築 5190002018760 ＨＰ作成とオンライン打合せの実現等による新規顧客獲得

三重県 有限会社ジョイズコーポレーション 5190002024131 中食用テイクアウト商品の開発及びＰＲによる新規顧客開拓事業

三重県 株式会社永野新聞舗 9190001013338 業態転換に伴う新設備導入及び新事業ＰＲによる営業基盤強化事業

三重県 有限会社ＩＤＫ 2190002016503 ホームページの改修による保険代理店の非対面営業強化

三重県 ナカショウカーズ株式会社 6190001013670 新規ウェブサイト構築による、非対面型の営業活動の実施

三重県 有限会社リウセ家具店 1190002012866 コロナ対策の為の店舗内改装による安全性向上と集客率の増大

三重県 株式会社山口鐵工 9190001027255 人口減少する地方都市で遺品整理や空き家対策を安心安全に実施

三重県 三重ローソク株式会社 8190001003505
国内の供給連鎖の毀損に即応し、多様な製品を内製化するための機械の導
入。

三重県 ＩＴブースト － ■　ＳＥＯを極めコロナ禍のニーズを的確に捕らえ新規販路開拓を図る

三重県 学ん家 － キッチントレーラー購入による移動ラーメン店へのビジネスモデルの変換

三重県 有限会社Ｅ．Ｎ． 4190002004720 そば栽培提案による地域貢献と地元産そば粉を使った手打そば開発

三重県 ナリーズ株式会社 1190001025737 パター試作の内製化と、オンラインストアの認知度と転換率向上

三重県 山廣商店 － コロナ禍に対応した金属スクラップ無人回収ステーション設置

三重県 ゆうけん接骨院 － 保険診療から自費診療、手技から治療器施術へビジネスモデル転換
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三重県 ＣｏＣｏＮｏｅｌ － 新型コロナによる経営リスクを低減する店舗分散化と物販部門確立

三重県 三和水産株式会社 5190001004415 ＥＣサイトの強化とＰＲチラシ作成等によるＢｔｏＣ市場の開拓

三重県 株式会社熊野古道おわせ 2190001004574 地域資源「尾鷲ヒノキ」を活用した除菌スプレーの販路開拓

三重県 ｉｒｏｄｏｒｉ － 医療従事者による寄添うオンライン健康相談、メンタルヘルス事業

三重県 株式会社田中屋 8190001009394 新型コロナ感染対策のためＱＲコードを活用した非接触型接客の実現

三重県 株式会社カナリヤ電機 1190001009590 非対面による商談とインターネット販売システムの構築

三重県 株式会社ＲＡＭＰＯＬＥ三重 6190001026350 映像配信事業強化による新規顧客とスポンサーの獲得

三重県 パイロット社 － 非対面型打合せによる、デジタルサイネージ等の販売計画

三重県 藤栄水産 － ホームページ製作（ＥＣサイト構築）を通じた販路・収益拡大

三重県 あみ源 － 感染防止対策の徹底と情報発信強化による客室稼働率向上を目指す

三重県 村瀬建設株式会社 8190001007431 高性能ドローンを使った三密防止と新たな働き方改革の実現

三重県 有限会社ＭＤＫ 4190002010702 簡単に！お手軽に！海藻生活！島の海藻産業とともに事業拡大！

三重県 やま栄 － 焼き牡蠣小屋の味をご家庭でも！非対面販売で脱在庫ロス

三重県 マル源水産 － 新規顧客獲得と売上増加のためのオンライン焼き牡蠣小屋体験整備

三重県 お好みはうす好きやねん － 快適なトイレ環境の整備とデリバリーで感染対策及び売上向上

三重県 美容室ケインズ － 通信販売の開始と安心・高付加価値な店舗づくり

三重県 浜峰商店 － ウィズコロナ・アフターコロナに対応する新商品開発と販路拡大

三重県 Ｈａｎａ　Ｈａｎａ － 熊野から全国へ！スピヨガのオンラインレッスン展開と販路拡大

三重県 カフェ＆バーサンマリノ － コロナ禍でのニーズを満たすテイクアウトによる安心・安全の提供

三重県 バイオマスパワーテクノロジーズ株式会社 1190001023278 「エネルギーの森構想」実現のための木材直販Ｗｅｂサイト構築

三重県 森製材株式会社 1190001010664 ヒノキ需要再興の為の、コロナ時代における新発想ブランディング

三重県 Ｎ－ＳＴＹＬＥ － 自社ＥＣ構築とオンラインでのネイル施術動画配信の提供

三重県 ｍｉｎａｔｏ，湊 － 動画で実践！最新のヘアケアを亀山市からお届けする事業

三重県 株式会社モリエール 2190001016578 顧客の希望に最大限お応えし、オンリーワンケーキの提案をする

三重県 有限会社松田産業 7190002002738 ＨＰにスクール案内動画と予約フォームを設置して新規客獲得

三重県 有限会社吉川商会 2190002022666 粉末野菜の販売促進のための商品開発とリブランディング

三重県 美容室由季 － 老舗美容室が行う、新設備導入による顧客の取り込みとコロナ対策

三重県 株式会社メッセージワークス 3190001018227 顧客への非対面型ウェブマーケッテイング支援サービス開発と広報

三重県 福田印刷有限会社 1190002012338 特殊用紙を活用したコロナ禍需要商品拡充による売上挽回

三重県 株式会社アヤマ電子工業 5190001008969 実装組立工程の自動化による空調機器市場のシェア拡大を実現

三重県 ＯＫＫＯ　真珠株式会社 4190001010018 ＥＣ販売の強化によるＢｔｏＣ販路の確立

三重県 有限会社都 2190002004516 新商品開発と手作りのお弁当を用いた新顧客の獲得

三重県 アクティブオート株式会社 7190001013538 ウエットブラストマシン導入による顧客満足の向上・サービス拡充施策
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三重県 音楽スタジオすばる － 自社サイトと自社ＥＣサイトの開始で売上増大

三重県 はなまっぷ － 写真教室・写真展のオンライン化で観光業に花を咲かせます！

三重県 株式会社アートウェーブ 1190001010078 今や在宅ワークで必需品となったパソコンの修理で地域貢献

三重県 株式会社ＴＨＥ　ＣＥＮＴＲＡＬ 1190001022957 Ｙａｈｏｏ！ショッピングへ出店して実店舗三密回避で売上確保

三重県 株式会社ＡＩＲＳＩＤＥ　ＷＯＲＫＳ 8190001022059 Ｙａｈｏｏ！ショッピングへ出店して実店舗３密回避で売上確保

三重県 マルカ水産株式会社 6190001007029 コロナ禍でのＥＣ強化と真空梱包機を導入しての商品の在庫強化

三重県 株式会社ドラゴンショクドウ 1190001025225 真空パックでドラゴン食堂の味をお届けする事業

三重県 株式会社まる悠 8190001025722 たまごを使った新商品の開発と自社ＥＣサイトでの販売の強化

三重県 レッズバーガーストア － テイクアウト・デリバリーを強化し地域内の新市場を開拓

三重県 株式会社ワーククリエーション 5190001022474 オンライン型ＷＥＢ集客ライティングスクール事業

三重県 有限会社大西産業 6190002008430 顧客の利便性向上と販路拡大を目指す非対面型販売システムの構築

三重県 はんこ家本舗桑名店 － 最新デジタル印刷機の導入による新商品開発及び新規顧客の開拓

三重県 株式会社リディア 4180001103499 ＳＮＳ運用のノウハウを活用した非対面型事業への転換

三重県 Ｐｒｉｍｅ　Ｓｔａｒ　Ｊａｐａｎ － ウィズコロナ対応、光触媒コーティング　顧客満足度向上と売上拡大事業

三重県 ＹＡＭＡＫＡＷＡ － みえジビエのイタリア料理をテイクアウトでお届けする事業

三重県 ＮＰＯ法人四日市ウェルネスクラブ 8190005009374 体内からの健康促進支援！ＥＣサイトで有機野菜の販売促進

三重県 株式会社ほとり 9190001023709 自宅で楽しむ本格日本料理「和食職人が作る一人鍋」で販路開拓

三重県 次男の焼きおにぎり － 三密をさけ、販売できる移動販売車の認知度向上及び販路拡大

三重県 ＰＲＯＳＨＯＰＹＳＤ － 非対面お任せカーコーティングパック、断熱カーフィルムパック

三重県 株式会社総本家新之助貝新 4190001012336 スマホ対応等を施したホームページ、ＥＣサイト改良による販路開拓

三重県 ｓｋｉｎ　ｃａｒｅ　ｓａｌｏｎ　Ｂｅｌｌ － 自社ＷＥＢサイト新設とチラシによるサロンの感染対策の訴求

三重県 健康美整体　しば鍼灸整骨院 － 人との接触を減らす、「セルフケア型温熱筋トレ療法」導入

三重県 合同会社ひろーリング 7190003002497 講座事業のオンライン配信型への事業転換

三重県 シャルレ － 女性の真の魅力を引きだすビューティープログラム事業

三重県 リアンゆう － 手軽にホームケア！女性のためのオンラインビューティーサポート

三重県 三成食品株式会社 6190001020857 空調機設置の職場環境改善によるコロナ対策と製品供給継続

三重県 ひみ笑 － キャッシュレス決済、オンライン予約とオンライン料理教室

三重県 株式会社ＹＯＵ 7190001022968 リモートワークスペースのリフォームをオンラインで提案

三重県 有限会社ライズホーク 6190002010155 テイクアウト事業と生花商材内製化によるコロナ対策事業

三重県 ＳＵＫＡＳＵＫＡ － インドネシア料理のテイクアウト事業で販路拡大を実現する

三重県 カトレア美容商事有限会社 5190002000388 『世情に影響されない業務構築』と『非対面式新規顧客の開拓』

三重県 菓子工房きみの庭 － 非対面型菓子販売へのビジネスモデルの転換

三重県 田端創建株式会社 3190001004202 オンライン内覧・商談システムを導入し木の規格住宅の販路を拡大
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三重県 ヘッドスパｕｐ － オンラインカウンセリング導入による新規客獲得とリピート率ＵＰ

三重県 孝志丸かきっこ － 新生活様式に対応した牡蠣小屋の新たな運営方式の提案

三重県 有限会社大漁亭 5190002010544 新生活様式に対応するオンライン接客・チェックインシステムの導入

三重県 プロリンクスＫＳ経営技研合同会社 2190003002411
オリジナルブランド商品開発と独自ＥＣを通じた従来顧客の繋ぎ止めと新規顧
客獲得

三重県 有限会社ＭＧＳ 2190002010381 非対面ビジネスモデル強化による小売業界への進出加速と販路の拡大

三重県 株式会社オフィス山本 2190001014532 ハッシュタグ　コロナ脱却ちゃんこ鍋パーティー

三重県 凛 － ・アーティスト気分を満喫！ピアノ伴奏付き歌の撮影サービス

三重県 紅工房 － 伝統野菜「松阪赤菜」を使った漬物とふりかけのネット販売事業

三重県 株式会社Ｄｒｅａｍ３．０ 6190001026284 今こそ！地域企業と都市部兼業人財の協創で未来を拓こう！

三重県 株式会社ハマムラ工業 1190001006258 『攻め』の経営へ転換するＥＣサイトの構築

三重県 アライアンス戦略研究所 － スタートアップ企業向け資金調達オンラインセミナーの実施

三重県 ジェントルヘアサロン － 手軽にホームケア！女性のためのオンラインビューティーサポート

三重県 黒岩茂 － ＷＥＢ予約システムと配送修理サービスの導入で新規顧客獲得

三重県 有限会社モーターステージヨーロピアン 7190002009915 ＦＲＰカスタムパーツのインターネット販売で売上増大

三重県 有限会社サンワテクノ 1190002017527 水処理設備専用ＣＡＤソフトの導入による自社業務拡大

三重県 株式会社東洋レーベル 5190001000744 コロナ禍に対応した業務体制構築を通した生産性向上プロジェクト

三重県 株式会社ＴＳＵＭＩＥ 2190001021735 新規ＥＣサイト構築と宅配事業への本格参入による集客アップ

三重県 めだかの姉妹 － オンライン料理教室と決済システムやネット予約システムの導入

三重県 有限会社みょうこうえん 9190002009839 巣ごもり需要開拓　お茶屋が作る「伊勢茶スイーツ」による通販事業

三重県 鈴苗整骨院 － 非対面式で３密を避ける治療体系へ転換する為の設備機器導入

三重県 株式会社へんこ 1190001021331 農産物卸売マッチングサイト制作と関連業務システムのクラウド化
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