
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２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 株式会社カメオ 1010401111633 【コロナ対策】オンライン料理教室

福岡県 ｎａｎａ－ｄｅｓｉｇｎ　ｗｏｒｋ － ネットを活用した水引雑貨の販路強化

福岡県 ＦｅｅｌＳｏｎｇｏｏｄ － ＬＩＶＥ配信エンパシーサービス

福岡県 かつきち － おうちｄｅかつきち！ＷＥＢで弁当注文・決済で非接触事業の遂行

福岡県 ＢＩＳＴＲＯＧＯＴＴ － 【お家でゴットモット】による販路開拓

福岡県 ＨＯＮＯ株式会社 2290001083138 新たな取引先を開拓するために必要な営業ツールの刷新

福岡県 株式会社オーズインターナショナル 6290001020095 ＳＮＳを活用した、ＢｔｏＢ及びＢｔｏＣへのＥＣ販売拡充

福岡県 有限会社ＤＯＧ（ドッグ） 2290002032093 次世代型イベントへのシフトと生産性の向上

福岡県 ｉｎｎｏｃｅｎｔ．ｈａｉｒ － ＳＴＡＹ　ＢＥＡＵＴＹ～こんな時だからこそキレイでいよう～

福岡県 株式会社マエスト 8290001087174 安全・安心な貸切バスを世間に広めて販路を拡大させる。

福岡県 ㈱オフィス２８プロダクション 4290001066702 タレントノベルティ企画ｗｅｂ動画配信！

福岡県 ＩＣＢＮ株式会社 2290001068642 非対面型ビジネスモデルへの転換

福岡県 ＣＯＤＩＮＯ　ＰＪ　ＦＵＫ － オンラインマーケット「まれぶる」の運営

福岡県 町田　雄一郎 － 福岡での演劇事業の発展

福岡県 オゾンウォーターテック株式会社 2290001087295 オゾン濃度の増加と安定を確立したオゾン水生成装置の開発・販売

福岡県 株式会社スカラ 2290001068097 「ＶＲ技術を活用した物件案内とオンラインで行う非対面型商談」

福岡県 株式会社アーリークロス 9290001076102 オンライン金融学習コンテンツの開発と初期ユーザー獲得

福岡県 チアーズメイト株式会社 9290001084699 ＷＥＢカウンセリング・営業事業

福岡県 株式会社雅住建 6290001056115 オンラインによる集客・営業活動

福岡県 司法書士クローバー法務事務所 － 「相談業務のオンライン化による販路開拓とネットで新規顧客獲得」

福岡県 株式会社ＬＭＤＢ 1290001086785 新しい生活様式に沿った非対面での販売拡大事業

福岡県 オニヨングループ － 従来業務の改善強化と新規非対面型ネット通販事業立ち上げ計画

福岡県 ＰＬＡＳＩＡ　Ｅｙｅ　ｄｅｓｉｇｎ －
みんなの『また、行きたくなるお店。わざわざ、行きたいお店。また会いたくな
るお店』

福岡県 株式会社アグリーブ 1120001208513 自社ＥＣサイトを通じた消費者向け販路開拓

福岡県 博多水炊きさもんじ － 新商品開発によるｗｅｂ注文受付と小売店への卸等の販売強化事業

福岡県 株式会社博水 2290001001982 冷凍商品とレンジアップ商品を開発し工場直売店の充実とネット販売の強化

福岡県 株式会社ネクストライフ 8290002029778 オンラインセミナーのシステム導入とチラシによる販路拡大

福岡県
株式会社まつしろビジネスコンサルティン
グ

5290001085874 自社ホームページ構築による非対面の役務提供および営業への転換

福岡県 ＫＥｉＲＯＷ福岡東区ステーション － 認知度向上・非接触型販路開拓に向け機械・資材導入及び研修開催

福岡県 株式会社悠優 6290001070165 飲食部門のネット販売及びマッサージ部門の機能訓練メニュー強化

福岡県 株式会社ブレンダ 6290001025391 ＥＣサイト導入による非対面型ビジネスモデルへの転換

福岡県 Ｙｏｕｓｅｅｄ － 対面研修型講座のオンライン事業化

福岡県 株式会社ヒットソース 1290001021511 インターネット販売を活用した家庭向け製品の拡販

福岡県
ＨＡＫＡＴＡＺＡ　ＬＯＵＮＧＥ／ジャパンコー
ヒー株式会社

9290001073945 カフェの閑散時間帯の有効活用と新商品のネット通販で販路拡大

福岡県 有限会社清吉鮨 5290002008314 「テイクアウト・デリバリー事業の強化」

福岡県 株式会社Ｅ－パートナーズ 9290001036106 コロナウィルスの影響による売上減少挽回のための販路拡大
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 株式会社ブリルエッチ 4290001062932 研修の一部のオンライン化と新たなオンライン講座の立ち上げ

福岡県 Ｔ－ライフプラス株式会社 5290001063112 自動排泄処理装置リバティひまわり他販売・レンタル事業

福岡県 株式会社ＴＯＵＲＩ 8290001069610 『水炊きセットの店頭販売及びインターネットによる通信販売』

福岡県 キャットシッターねこまる － 自宅外でも、広いスペースで安心して猫を預ける事業

福岡県 有限会社リカーアンドフードショップ吉村 7290002006332 デリバリーサービスによる弁当・ピザの販路拡大

福岡県 脱毛工房３６．ｃ － 美顔器導入による新セルフメニュー、健康器具販売での販路拡大

福岡県 Ｂｅｒｒｙ　Ｂｒｉｄａｌ － 福岡大好き！インスタ映えと感動をカタチにする結婚式「福婚」

福岡県 東洋テクニカ株式会社 2290001001768 忙しいミセスに寄り添い、スタイリッシュなリフォームを実現

福岡県 株式会社リミントレーディング 8290001043805 非日常体験宿泊とレンタルスペースの宣伝強化と非対面接客への転換

福岡県 有限会社ジーフーズ 2290002021641 ＥＣ（電子商取引）導入による顧客獲得事業

福岡県
株式会社イーストエイジアコーポレーショ
ン

2290001055797 スタジオ事業復活計画　事業を継続しスタジオを復活させる計画。

福岡県 株式会社ドーターズクリップ 6290001088026 『自社ＷＥＢサイトでのビジネス展開のひろがり』

福岡県 ヘアーリゾートやました － 「店舗改修による衛生面の確保と女性向けシェービングの強化」

福岡県 株式会社グランベルコーポレーション 6290001055496 物件提案業務の自動化と顧客獲得及び顧客管理システムの導入

福岡県 Ｃｅｒｎｉａ － 自社加工品の加工場と販売（小売）スペースの新設計画

福岡県 株式会社のこのしま自然農園 6290001034013 能古島イベント案内を非対面で営業ができるシステムの構築

福岡県 くしえいと有限会社 2290002015040 非対面での販路開拓計画

福岡県 ワンブライト株式会社 9290001043507 ＤＭコラボ便（ＤＭを発送する企業様同士をマッチングするｗｅｂサイト）

福岡県 エイキュウリンクス株式会社 1290001063925
飲食店などのテイクアウトや様々な業種の店舗などにも使える電子チケット
の販売事業

福岡県 株式会社エフ・セブン 7290001068027 映像提供サービスの多様化と拡充による営業強化事業

福岡県 熾火のイオ － 焼き鳥屋が始めるテイクアウトの新たな提案

福岡県 田七堂 － ＷＥＢ活用「自分のからだは自分で守る」情報提供による販路開拓

福岡県 レディース鍼灸ことうプラス － 女性鍼灸師による『女性のためのオンライン講座』の開設

福岡県 株式会社就面 7290001057145 郵送を活用した２０代社員向け「心を強くする」育成プログラム

福岡県 株式会社Ｎｅｘｔ　ＳＴＡＹ 4290001082170 非対面式チェックインを可能にするクラウド型システムの導入

福岡県 株式会社クリエイトフォー 3290001072767 株式会社クリエイトフォー

福岡県 ハッピネス旅行社 － まだカウンターで並びますか？待たずに好きな時にオンライン相談

福岡県 ＡＮＣＨＯＲＡＧＥ － フィットネスに対応するクラスレッスンのオンライン展開

福岡県 株式会社博多広告社 7290001065569 オンラインデジタル名刺開発と名刺受注システム構築と経営安定化

福岡県 株式会社シノハラ 8290001035224 新規に非対面型の「宅配」という形でレストランの商品を販路拡大

福岡県 有限会社味和商店 6290002027882 豚しゃぶ鍋セット販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を展開

福岡県 いわくま － ギフトボックス事業による商品ブランディング

福岡県 Ｑｕｉｎｔｅｓｓｅｎｃｅ合同会社 1290003009265 ＴＶ・ＹｏｕＴｕｂｅ等動画配信及び著名雑誌での媒体戦略

福岡県 株式会社ＧｏｏｄＨｕｍｏｒＣｏｍｐａｎｙ 3290001087419 「自社デリバリー＆通販」と連動したＥＣサイト開設販路拡大事業

福岡県 株式会社ランドアンドヒューマン 1290001017393 石鹸及び精油の商品開発とＥＣサイト構築による通販事業への進出

福岡県 Ｃｈｅｚ　ＨＩＧＵＣＨＩ － 新たなテイクアウトメニューとカウンターメニューの提案
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福岡県 株式会社ｔｏｎｅｒｉｃｏ 6290001085964 ＥＣサイトを活用したオリジナル食品の非対面販売の推進

福岡県 ニュースタンダート － 売上減少を回復増収・販路拡大とサービス向上の構築

福岡県 合同会社ｅｓｔａｔｅ 1290003008564 非対面型スタイリングのウェブサービス構築

福岡県 Ｃｌａｓｔ株式会社 7290001063705 ＥＣサイトを活用した販路開拓と生産性向上事業

福岡県 合同会社ひとしずく 6290003008881 サブスクリプション型ランチタイムのオンラインレッスン

福岡県 アイトク保健師事務所 － 衛生管理者受験準備仕事帰りオンライン講座

福岡県 株式会社ｄｅａｒｔｅｃｈ 8290001085046 販路拡大のためのＨＰリニューアルとＳＮＳ広告戦略

福岡県 杉山　慶子 － ＷＥＢ診断システム

福岡県 香住ヶ丘ミュージック・スクール － 音楽指導教材、楽器の通信販売ＥＣサイト

福岡県 株式会社ふく処　油山山荘 7290001035431
コロナの影響により、売り上げの減少を食い止めるためのお弁当の企画。ス
チームコンべ

福岡県 ＥＭＳ　ＳＴＡＧＥ（エムズステージ） － 動画トレーニングレッスンで非対面ビジネスの販路拡大

福岡県 株式会社ＭＡＤＯ 4290001079893 ＷＥＢ広告出稿による新規顧客獲得と経営安定化

福岡県 株式会社トリップインサイト 4290001062981 国内外向けオンライン事業による非対面型ビジネスの展開

福岡県 ＴＨＲＥＥ　ＣＨＯＲＤ　ＭＯＶＩＥＳ － 所有スタジオでリモート撮影可能な環境への転換の為の機材導入

福岡県 Ｋａｎａｌｏａ － ダイビングもオンラインで始め、潜水士が海の環境美化に取組む

福岡県 内臓専門犇 － 再オープン連続告知とアプリ会員獲得及び販売チャネルの増加策

福岡県 サモーライト株式会社 8290001078990 ポスティング・テレマーケティング事業

福岡県 チリ・ダイニング － テイクアウトを目的とした動線整備の為の内装工事

福岡県 Ｃａｆｅ　Ｐａｒａｄｉｓ　Ｓｕｃｒｅ － （自分の技術・他力を）オンラインによる販路開拓

福岡県 株式会社ＳＴＡＮＤ　ＲＥＣＯＲＤＩＮＧＳ 2290001058247 ハイクオリティライブ配信サービス等に係るホームページ強化改良

福岡県 株式会社アン・ココット 8290001080831 テイクアウト・デリバリー事業

福岡県 株式会社三和地所 4290001033958 人による飛び込み営業依存を、仕組みによる反響営業で軽くする

福岡県 株式会社オリバー 1290002014687 シニア向け高齢者ＥＣ百貨店を作る

福岡県 福ずし － 販路拡大　特別宅配事業

福岡県 ブライダルサロン　ウェディウェディング － ブライダルマスク

福岡県 井上大輔 － 非対面型ウェブコンサルティングの提案動画プロモーション広告

福岡県 Ｂｏｎｈｅｕｒ～花に恋して～ － Ｂｏｎｈｅｕｒ～花に恋して～

福岡県 アール・シー・アイ株式会社 7011001048070 肌時間を止める化粧品の魅力をＷＥＢで発信！女性の悩みを解消！

福岡県 株式会社わの栞 4290001075042 ネットショップの新規設置による販路開拓と新規顧客の獲得

福岡県 ピーエムシー株式会社 8290001083545 「ＩＴの活用で情報発信力と非対面型不動産サービスの確立を実現」

福岡県 韓国料理チョゴリ － Ｔａｋｅ　ＯＵＴ（持ち帰り）商品の販売開拓

福岡県 Ｊａｎｉｃｋ　ＷＥＢ － 複数広告主との提携強化及び販路拡大

福岡県 ＫＵＲＯＭＯＮ　ＣＯＦＦＥＥ － オンライン販売用の新製品開発とオンラインショップ改修

福岡県 アンベリーノ － 「カウンセリングと社内ミーティングのオンライン化で業務効率化」

福岡県 チェンジ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

福岡県 株式会社スマートブレイン 3290001079498 注文住宅事業向け設備仕様見積セルフシステムの開発と販売
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福岡県 株式会社さばろう 4290001083672 テイクアウト商品およびネット通販食品の開発と宣伝

福岡県 有限会社モンターニュ 3290002031144 テイクアウト惣菜拡販とオンライン教室開催のための設備導入

福岡県 Addvalue株式会社 290001069970 通信販売のためのＥＣサイト構築とブランディングデザイン作成

福岡県 林中小企業診断士事務所 － ハイブリッド人材育成プログラムで中小企業の経営改善を支援する

福岡県 赤坂メトロ － フランス伝統焼菓子「カヌレ」の通販、持ち帰り店舗事業

福岡県 株式会社Ｃｒａｚｙ　Ｃａｒａｔｓ 1290001058677 【顧客向けオンラインフォローＨＰ作成プロジェクト】

福岡県 福岡博多のチネイザン処　ｂｌｏｏｍｉｏ － 非対面での新規開拓営業の促進

福岡県 株式会社ＳｍｉｌｅＦｏｏｄ 2290001084524 博多水炊き大和の心と旨さが伝わるお弁当の販路開拓・水炊きの通信販売

福岡県 ｈａｎｏｈａｎｏｍａｒｋｅｔ － 来店不要！遠隔コーディネート出来ます。

福岡県 有限会社高田住宅 8290002006967 Ｗｅｂサイトのスマホ対応と動画対応によるビジネスの非対面転換

福岡県 株式会社ｈｕｉｔ 8290001076994 非対面型ビジネスモデルへの転換による新規顧客開拓事業

福岡県 お魚ごはん＆カフェと料理教室　今橋家 － テイクアウト営業の本格始動と料理教室のオンライン化

福岡県 祥美堂 － 【超簡単セルフ小顔】表情筋筋トレグッズ「ｃｈｅｗｂｉｃ（チュービック）」

福岡県 ｎｅｉｇｅ　ＣＲＥＡ － 「明日の笑顔の為に！」メッセージ・ジュエリーの企画・開発

福岡県 株式会社彩成 1290001007592 非対面型販売スキーム開拓に伴うＷＥＢ販売環境及び集客の拡充

福岡県 株式会社マークス 6290001043641 博多のとりかわ大臣販売に伴うＨＰ作成・ネット通販の実施

福岡県 美食美彩吉むら － テイクアウトメニューの開発と囲炉裏料理による差別化

福岡県 ウォーターフラップ － ＥＣサイトの開設＋オンラインによるブリーダー育成事業

福岡県 株式会社但馬屋 2290001059484 但馬屋オリジナリティー

福岡県 プライベートエステサロンＬｉｌｙ　ｇａｒｄｅｎ － エステサロンによる非対面型ビジネスの導入と販路拡大

福岡県 フィッシャーマンズクラブ － トップシーラー機導入による衛生面強化からの販路拡大事業

福岡県 株式会社ＦＲＥＥＫＥＹ 3290001080844 アフターコロナに順応した店舗改革

福岡県 焼肉処國 － コロナ禍における飲食店の多角化

福岡県 ａｍｂｅｒ － 子育てママのためのソ－シャルディスタンシング美容室

福岡県 正道福岡 － 「おうちで習う、学ぶ＝オンラインスクールへの転換事業」

福岡県 株式会社キュウハク 2290001084466 博多鉄なべ餃子ネット販売（鉄なべ定期購入で無料レンタル）

福岡県 ＳＡＮＡ　ＢＥＬＬＡ － テイクアウト売上強化と移動販売における販路拡大事業

福岡県 有限会社井上建具店 7290002001440 設備導入による造作製品の開発とＨＰ作成による販路開拓

福岡県 ＭＤＬ／ＺＥＲＯ　ＹＯＧＡ － ヨガ事業オンラインプロジェクト

福岡県 株式会社ファラビ 6290001069430 対面販売を超える“オンライン販売員”サイト構築

福岡県 株式会社ＢＡＬＢＡＬ 7290001040191 「サプライズバルーン完全非対面デリバリーサービス」

福岡県 ＲＯＣＨＩ － 自社製品の広報及び非対面型物販を目的としたシステム構築

福岡県 株式会社エフ・プロテック 4290001073079 非対面型ビジネスモデル確立、販路開拓の為のホームページ刷新

福岡県 ＴＨＥ　ＨＯＴＥＬ　ｋａｍｏｉｋｅ － 国内の旅行需要およびテレワーク需要の獲得による販路の拡大

福岡県 株式会社ハンズオン 8290001066871 チャット機能付きＬＰで企業経営をコロナから守る

福岡県 合同会社Ｌｉｔｔｌｅ　Ｆａｒｍ 7290003006587 自社ウェブサイトおよびオンライン受講システムによる販路の拡大
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 株式会社キャッスルハウス 7290001056997 脱対面型接客！オンラインチャット接客サービスの導入

福岡県 株式会社ぽちっとかんぱにー 9290001069329 サテライトオフィス利用促進のホームページ作成等

福岡県 株式会社日本システムサービス九州 4290001041762 個人向け引越し需要開拓のためのＷＥＢサイトの構築

福岡県 株式会社システム物流 7290001068836 ３ＰＬサービス受注のためのＷｅｂサイト構築

福岡県 株式会社グスク 7290001080634 アフターコロナを見据えた宿泊予約システムの構築

福岡県 朝陽産業株式会社 2290001002584 冷蔵冷凍車導入による出前事業の拡大

福岡県 株式会社オリオンエージェント 8290001088115 Ｗｅｂ会議システムを用いた非対面型の面接による雇用創出事業！

福岡県 株式会社ジョイブレス 4290001076882 サプリメントＥＣサイト構築と医療クラブ営業管理システム開発

福岡県 ジェリービーンズ － 定番人気商品の通販、宅配による新規顧客獲得

福岡県 中島心理相談所 － 対人援助職に向けた成人ＡＤＨＤの認知行動療法Ｗｅｂセミナー

福岡県 株式会社よかタス 1290001087362 新生産拠点バングラデシュでの新商品開発で仕入れリスク回避！

福岡県 株式会社鼓地蔵 5290001083416 インターネットを通して行う、アーティストパフォーマンスのライブ配信事業

福岡県 クワナカナコ － 顧客目線で家づくりをコーディネート！ＨＰ開設と広告で販促拡大

福岡県 株式会社ＳＲグループホールディングス 4290001056686 非対面化とコロナ感染防止と売上増の新たな取組み

福岡県 Ｄ．Ｔ．Ｂディスティバス － 赤ちゃんを育てる前にオンラインで学ぶ「赤ちゃん育て学」講座

福岡県 株式会社シーアンドイー 1290801024606 オンライン株主総会・新商品発表会を支援するライブ配信サービス

福岡県 麓珈琲 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

福岡県 株式会社Ｌａｖｉｗｅｌｌ 7290001084552 日常とスポーツの境界線を越える

福岡県 旅の輪九州株式会社 3290001075563 島旅専門ｗｅｂ予約サイトの開設

福岡県 Ｋ’ｓパートナー株式会社 9290001058463 オンライン向けコンテンツの開発による非対面型ビジネスへの展開

福岡県 株式会社ティーアイプロジェクト 6290001017711 社員研修旅行の提案・見積・打ち合わせ業務の非対面化

福岡県 Ｒｅ　Ｃｅｌｌ　Ｋｉｔｃｈｅｎ － 健康になる無添加野菜カレーを備蓄・常備食のスタンダードにする

福岡県 スポーツコーポレーション － 子どもが自身をマネージメント・主体性を伸ばす非対面型運動教室

福岡県 グローバルアーク株式会社 7290001007273 「止水板でストップ水害」ＥＣサイトで普及推進事業

福岡県 株式会社Ｅｍｏｎ 8290001058555 コロナ後の市場を見据えた、売手、買手、双方に対する販路活動。

福岡県 株式会社マジェンタ 9290001081275 ｗｉｔｈコロナ時代の非対面型ハウスメンテナンス・クリーニング事業

福岡県 ワークマンシップ － 動画モニターを使用しソーシャルディスタンスを守った指導

福岡県 有限会社興隆塾 7290002008023 少人数制学習塾のＩＣＴ汎用化による取り組み

福岡県 ＡＬＬ－ＯＮＥ － 【生命保険の非対面募集による販路開拓のためのＷＥＢサイト制作】

福岡県 有限会社シャルドン 3290002011303 店内空気除菌

福岡県 有限会社ロマン 9290002023367 博多の食の魅力を全国に発信！『かんすけ』Ｗｅｂサービス提供！

福岡県 Ｅｙｅｌａｓｈｓａｌｏｎ　Ｍｏｍ － 【非対面型ビジネスモデル転換とアフターコロナへの新たな顧客開拓】

福岡県 有限会社ラ・ターブル 9290002020546 オンラインショップ開設による販路開拓

福岡県 自分整理ナビゲーター － リモートサポートで快適空間作り＆オンライン講座確立で販路開拓

福岡県 Ｂｅｌｃｈｉｃ／ベルシック － お家メイクツールを購入する２０代～３０代女性をオンライン獲得

福岡県 大学受験専門塾ＣＯＲＥ － オンライン授業と映像授業の推進
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 株式会社エイムズ 9290001031668 オンラインイベントを融合した新しいカタチのイベントをプロデュース

福岡県 株式会社ＦＬＹ観光 1290001080978 世界の人々により良い旅行提供

福岡県 焼肉海雲亭 － オンライン通販での精肉販売

福岡県 ｊｏｙｅｕｘ（ジョワイユー） － オンラインセルフエステの開発とネットを通じた新規獲得

福岡県 有限会社立野企画 4290002028214 【新規移動販売車両の導入により、新規販路の拡大】

福岡県 ＬＩＫＯ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ － “安心・安全な、新しいサロンの在り方”をホームページで発信！

福岡県 ＡＩＲ　ＰＬＡＮＴ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

福岡県 ＥＮＩＴＹ － 非対面型集会システムの導入とｗｅｂ広告向上サポート

福岡県 株式会社ラクサ 1290001052432 １０周年リニューアルオープン

福岡県 アトリエ「和」 － 対面販売のみからの脱却、ネット通販による新規顧客獲得

福岡県 美・ｗｉｔｈ － 非対面による肌診断機での販路拡大とセルフ脱毛で売上拡大

福岡県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｍ３ － オンラインレコーディング

福岡県 ＱＵＥＥＮ草笛 － ＱＵＥＥＮ草笛のお客様企業の商品をお客様企業へネット販売

福岡県 株式会社アイシン 4290001056059 コロナウィルス対策での非対面型通販システムの構築事業

福岡県 Ｔｉｌｔａ　Ｏｒｉｅｎｔａｌ　Ｄａｎｃｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ － 【解剖学理論に基づく新たな非対面型身体トレーニング研究開発事業】

福岡県 Ｔｏｕｃｈ　Ｆｉｌｍｓ － ・日本×台湾合作ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル・ドラマ制作事業

福岡県 豊後有限会社 2290002012839
店舗・訪問買取から非対面型の買取（ＬＩＮＥ査定）とリモート型オークション導
入の為

福岡県 株式会社ＤＡＮ 4290001063377 お客様と共に歩む新しい外国人受入ツールの導入による販路拡大

福岡県 博多の銀太 － 非対面型の新規事業導入・新たなビジネスにより販路拡大

福岡県 株式会社三味 4290001071586 冷凍トマトラーメン及び、冷凍トマトもつ鍋の通信販売事業

福岡県 株式会社キュービ 7290001080361
「コロナ対策を講じたショールーム、工房の改装・ＥＣサイト設置による販路拡
大

福岡県 ＧＩＯＲＮＯ － 陸上選手を目指す子ども達に向けたオンラインフィットネスクラブ

福岡県 ここにかたる。 － おうちごはんを彩る瓶詰め製品の開発

福岡県 株式会社ＨＩＧＨ－ＦＩＶＥ 9290001058554 実店舗からＷＥＢ通販へ新規事業の立ち上げ

福岡県 イーストハウス合同会社 9291000300732 「ホームページ作成とオンライン商談システムで外国籍の家探し支援」

福岡県 合同会社ＩＤＥＡ＆Ｐａｒｔｎｅｒｓ 8040003005919 オンライン英会話教室主軸へのシフトチェンジ

福岡県 ＳＡＳＡＧＲＯＵＰ株式会社 9290001066219 飲食店専門ＰＲコンサル事業による新たな販路拡大

福岡県 酒と飯トキシラズ － 店内カウンターの改修と仕切り板の設置で安心空間作りを実施

福岡県 きもの装美着付学院 － 着物売出し会参加募集における非対面型への転換

福岡県 トラベルインビニオ － “Ｙａｍａｔｏ　Ｊａｐａｎ　Ｔｏｕｒｓ”ウエブサイト作成

福岡県 綱本　健男 － プロ対応のリモート収録設備設置並びに音声ファイル全国納品

福岡県 株式会社リテールエクセレント 8290001032147 地産の拘り食材を利用した新商品の開発とネットを通じた新規顧客獲得

福岡県 たかの財形事務所 － アフターコロナのネット営業に備える３つの取り組み

福岡県 中野功一 － コロナ疲れの子供達へ七五三撮影で心をリフレッシュしよう事業

福岡県 株式会社トゥルーチームコンサルティング 5290001066305 経営コンサルタント向け「自走式組織Ｒ」のオンライン講座の確立

福岡県 株式会社サラムモロッコ 8290001026446 リモートワーク化及び非対面型サービスのウェブシステム導入
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福岡県 株式会社ｅｃｌａｔ 1290001082561 非対面販売の構築とＷＥＢ宣伝

福岡県 合同会社ａｎｄ　ＭＡＲＩＥ 7290003009747 博多織　Ｋｉｍｏｎｏボトルカバーの非対面販売と販路開拓

福岡県 ｇｅｍｓｔｏｎｅ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

福岡県 イーネクストストア － ＷＥＢを活用したセミナー及びオンライン講座による販路開拓

福岡県 有限会社ｓｔｙｌｅｆｉｔ 2900020020775 「７歳までに身に付けたいキッズマナー講座」事業

福岡県 ＳｔｕｄｉｏＲｅｄＳｔａｒ － 院内ニューボーンフォト撮影サービス開発とその販路開拓

福岡県 ロウル司法書士事務所 － 会社設立ツールを起点とした月額情報配信サービスによる売上拡大

福岡県 株式会社コードスタイル 7290001039960 販路の拡大と同業者へのサービスの提供

福岡県 セルデビ株式会社 2290001080993 脱：訪問営業　ＷＥＢを使ったインサイドセールスの実現

福岡県 ＯＴＯＮＡダイエット － 非対面型のダイエットメニュー等開発と集客システムの構築

福岡県 Ｗｈｉｓｋｙ＆Ｂａｒ　ｉｆ － バーで食べる味を自宅でも

福岡県 株式会社ｍｏｒｅＧＲＯＵＰ 3290001080621 対面セミナーを行う事業者が、ｗｅｂセミナーを行うための投資

福岡県 有限会社ウィナー 8290002029811 多店舗との差別化を図った新商品をテイクアウトに特化し新規顧客を取得

福岡県 Ｂｏｄｙ　Ｗｏｒｋ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＬＡＳ　ＡＬＡＳ － 個々のニーズに則したボディケア及びエクササイズのオンライン化

福岡県 三幸不動産 － ＶＲシステムを使用した非対面型ビジネスモデルへの転換

福岡県 ＡＲＴ　ＢＡＲ　ＳＳＳ － エスパイスカリー　ホームエディション商品開発

福岡県 ｎｅｕｃｌａｓｓｉｃ － 「オンラインでイベントプロデュース」

福岡県 ｃｏｍｏ　ｅｓ － 非対面音楽ライブ配信へ向けた取り組み

福岡県 合同会社由縁村 2290003007937 従業員に配慮した野菜栽培における非対面販売拡大の取り組み

福岡県 ふくおか行政書士事務所 － オンライン面談導入で緊急事態、司法過疎でも専門家に相続相談

福岡県 株式会社コミュニティヘルスラボ 7290001079379 オンラインによる新規健康経営展開とネットを通じた新規顧客獲得

福岡県 ｆａｔｔｏｒｉａ　ｄａ　Ｃｏｓｉｍｏ － 南イタリア家庭料理のテイクアウトと移動販売の事業化

福岡県 株式会社Ｂｅｒｕｆ 5180001114140 ビデオ会議商談対応＆アジア向け販路拡大

福岡県 株式会社保険クリエイト 2013301033153 顧客管理ソフトの導入　事業者賠償等、新規獲得ホームページの作成

福岡県 株式会社ＫＡＴＡＣＨＩ 9290001072373 歯科医院用ＨＰの無料作成システムの告知ＨＰ作成による顧客開拓

福岡県 合同会社ＢＴＬ 7290003008996 動画で福岡を元気に。圧倒的クオリティと価格の動画制作サービス

福岡県 株式会社ソウシン 1290001072447 ＶＲ等を活用したサービス提供とネット広告を通じた新規顧客獲得

福岡県 Ｂｌｕｍｏ － オンラインショップの強化、オリジナル商品の開発。

福岡県 有限会社宮坂工務店 1290002009019 非対面によるオンライン化事業

福岡県 Ｓｈａｒｅ　ｓａｌｏｎ　Ｒｅｔａａａｎ － 完全個室、プライベート空間なマイサロンの展開

福岡県 ウタトエ － クリエイティブ集団による小規模事業者のＤＸ支援サービス

福岡県 株式会社福岡こどもクラブ 7290001009930 笑顔と学びを届けたい　〈こどもクラブのＯＮ－ＬＩＮＥ授業〉

福岡県 ＮＰＯ法人九州プロレス 7290005004580 オンライン事業拡大・テレワーク生産性向上のためのＨＰ刷新

福岡県 Ｂｒｅａｋ　ｔｈｅ　ｍｏｌｄｓ － ＢＲＥＡＫ　ＴＨＥ　ＭＯＬＤＳのこだわりアクセをネットで販売

福岡県 フェアリー － 店内全てを除菌コーティングし「感染しないバー」へ！　ＨＰ導入

福岡県 株式会社エー・エヌ・ホーム 4290001021681 アンドパット利用による現場監督訪問頻度の削減・合理化

7 / 47 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２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 お茶漬けダイニングＷＡＮ － どこでもドアプロジェクト

福岡県 有限会社松元商店 6290002013156 ＥＣサイト制作による非対面販売事業の展開と販路開拓

福岡県 ｍｉｔ － オンラインセミナーを含めた新たな自社ブランディング確立事業

福岡県 株式会社スマートコンサル 2900001074959 水周りの不安は一気に解決！サニタリーオンラインサポート

福岡県 雀ケンポン － 高性能空気清浄機

福岡県 株式会社ｒｅ．ｍｏｖｅ 4290001080546 家族だけで使える安心、安全、安価（３安）なプライベートジム！

福岡県 ゴールドプリズム株式会社 3290001081355 〔事業名：『ながら美白』インターネット販路拡大事業〕

福岡県 女性起業支援．ｃｏｍ － 起業のノウハウの集約、クライアント拡大に向けてのＨＰ作成

福岡県 春木屋 － 飲食事業から、文具の非対面型ＥＣ事業への一部転換。

福岡県 ギャブリッジパートナーズ株式会社 7290001068150 対面型研修のオンライン化と人材専門家コミュニティサイト構築

福岡県 うどんこどん － デリバリーサービス等の開始による新たな販路開拓の取り組み

福岡県 合同会社ドリーム 2290003009347 認知拡大・新規顧客獲得のための広告強化活動

福岡県 株式会社美和 5290001035012 ニットのスペシャリストとして周知し縁を繋ぎ売上拡大を図る事業

福岡県 ＳｅｔｔｅＢｅｌｌｅ － オンライン講座の開設と会員・非会員に向けた通販サイトの開設

福岡県 株式会社アニメートエンタープライズ 6290001022281 オンライン活用の非対面型研修のコンサルティングとＷＥＢ集客

福岡県 株式会社えびす二六 6290001065867 博多新おでんのテイクアウト及び冷凍加工食品の販売

福岡県 ＲＲＲｏｏｍ － オンライン化で、食生活、運動サポートし、包括的な健康指導

福岡県 Ｍｉ　ｐｉａｃｅ． － ＥＣサイト開設による動画コンテンツ拡充と化粧品の販路拡大

福岡県 株式会社ＫＩＮＧＳＷＥＬＬ 3290001031054 テイクアウト販路・店舗利用率拡大に向けてのＨＰ作成

福岡県 岩下　圭介 － 動画配信・コンテンツをまとめたサービス提供するためのＨＰ作成

福岡県 株式会社ＫＡＩ 8010001180205 非対面型リノベーションノウハウ提供サービスの開発と販路開拓

福岡県 ベトナムビストロａｓｉａｔｉｃｏ － 新商品開発と差別化するためのブランディング強化、店内強化

福岡県 サブトラクト － 撮影・ライブ配信事業への業務拡大による新規顧客獲得

福岡県 一級建築士事務所ソラルテ空間設計 － 自分好みの家を作りたい人向けのオンラインカウンセリング

福岡県 ｙｏｇａ＆ｂａｂｙｍａｓｓａｇｅ　ｙｊｕ － マーケティング戦略に基づいたＨＰ制作と宣伝広告費で販路拡大

福岡県 株式会社Ｊ．９ 6290001058359 非対面型取材！ビデオ会議システムを利用した取材サービス！

福岡県 株式会社スタジオ・デジタルプラス 5290001031639 ＶＲ技術に特化した自社ネットショップ構築事業

福岡県 オリーバ・ガト － Ｗｅｂでの販売構築・集客とオンライン教室の開催

福岡県 株式会社ｓｔｏｒｙプラス 7290001068241 市場拡大中！バスケットプロ選手のオンラインサロン事業

福岡県 特定非営利活動法人ＷｉｎｇＷｉｎｇ 3290005015292 オンライン体験型教室およびイベント事業

福岡県 ｂｏｄｙｍａｋｅＤｅｓｉｇｎ － ３０～４０代の男性向けのオンライントレーニングジム

福岡県 株式会社ＤＯＬＥＳＳ 2290001081918 新型コロナの影響を受けた商品再開発と自社ＥＣサイトによる販売

福岡県 Ｉｌ　ｆｉｕｍｅ － 新感覚！おうちで生トークライブ

福岡県 有限会社ファインライフ 4290802012078 人と人をつなぐ、雑誌から広げる拘りの自社ブランドと注文住宅

福岡県 スピリチュアルヒーリング　ＳＯＵＬＢＯＤＹ － ＥＣサイトで心と身体を支えるアロマテラピー拡大事業

福岡県 株式会社くらしコーポレーション 1320001013307 完全非対面対応の不動産オンライン査定サービスの開発と販路開拓
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 全日本ハッピーウォーキング姿勢協会 － 歩き方で私を変える！もっと美しくなるためのウォーキング

福岡県 株式会社Ｍａｎｌｙ 5290001062832 通販による新販路拡大とインフルエンサー活用による販売促進

福岡県 すし土井 － 「美味しい」×「美しい」を兼ね揃えたＨＰ等で顧客の心を掴む

福岡県 株式会社ｆｏｒｔｅＯＮＥ 9290001070402 非対面型営業による新規顧客獲得の為の医業専門ホームページ制作

福岡県 ヴィーナルーム － カウンセリング付き「オンラインヨガスクール」販路拡大事業

福岡県 鉄板居酒屋あめり軒 － 人気名物商品の生産数向上で持帰り・出前と通販を通じ新規客獲得

福岡県 桜咲合同会社 5290003009088 新型コロナウイルス感染症を乗り越えるための新規事業拡大

福岡県 株式会社ＳＣＡｉ 5290801019825 バーチャルオフィスを活用した新時代の話し方教室と企業研修

福岡県 Ｂｏｎｈｅｕｒ － 増毛スクールの非対面型ビジネスモデルへの転換

福岡県 モバイルＺ － 郵送買取、郵送修理等非対面でのサポート体制の構築

福岡県 株式会社ＳＥＥＤ 2290001025387 非対面サービス事業の開始と周知による新たな販路開拓

福岡県 株式会社ＴＲＡ 2290001078682 ＥＣサイト拡充と新商品開発による多販路化及び新規顧客の獲得

福岡県 田中構造設計室 － 最新解析ソフト、３ＤＣＡＤを導入し、業務迅速・省力化で受注回復・拡大

福岡県 株式会社ＣＡキャリア 6290001060265 コロナ禍におけるアフターコロナを見据えたデジタル広報支援事業

福岡県 株式会社ジュエルプランナー 4290001008092 ●オンライン販売用の商品開発と自社通販サイト設立による販路拡大

福岡県 まりも本店 － 「まりも本店の鴨料理をお客様のご自宅まで届ける！」

福岡県 株式会社Ｍ＆Ｃｏ 1290001028135 テイクアウト・通販事業進出に伴う商品開発マーケティング事業

福岡県 株式会社ミキヤ 8290001004856 非対面型のリモート料理教室・食材ＥＣ事業への設備投資とＰＲ

福岡県 株式会社ラージシャイン 4290001057528 店舗、オフィスを対象とした消毒清掃パッケージＥＣの開発

福岡県 村上英児税理士事務所 － 非対面型の経営環境の整備

福岡県 株式会社リプル 5290001072427 既存ホームページ改良・ＰＲ動画を通じた新規顧客獲得

福岡県 Ｓｅｌｅｎｄｉｐｉｔｙネイルセラピー＆スクール － セミナーと初回カウンセリングのオンライン化

福岡県 株式会社クロスアビリティズ 1290001042631 オンラインを活用した非対面型教育の開発、顧客の開拓

福岡県 株式会社Ｉ．Ｎ．Ｕ 7290001074594 自宅で本格ワイン飲み比べ　本格ワインの定期デリバリー（頒布会）事業

福岡県 株式会社ミルコンフィエ 9290001052152 非対面型ビジネスモデル！おうちにキレイをお届け！！

福岡県 河野昌之 － コロナに負けない非対面型、ＵＶプリンター事業

福岡県 ワウルド・スタディ合同会社 2330003006232 海外大学進学のためのオンライン留学サポート事業

福岡県 ＨＩＬＬＳ’ｔｅｎｊｉｎ － 徹底した感染予防対策を講じ安心安全な施設として新規顧客獲得を図る

福岡県 株式会社アイブリッジ 8290001066491 ＦＣ加盟店向けオンラインサポートシステム構築事業

福岡県 松本　亮 － テレワークを取り入れた環境整備

福岡県 ＳＰＥＡＲ － 半個室型美容室で安心で安全な美容室づくりとお客様の呼び起こし

福岡県 ＰＲＥＭＩＥＲＥ － オンラインによるエステグッズ販売で新規顧客開拓事業

福岡県 ＢＯＤＹ　ＭＡＫＥ　ＳＡＬＯＮ　Ｅ２Ｅ － 体の中から綺麗になろう！自宅で簡単ボディメイク

福岡県 株式会社ナカヤマ商事 5290001078275 ＷＥＢを活用しオンライン個別指導の新規顧客獲得による販路開拓

福岡県 株式会社ＳｕｎｃｒｅａｔｅＩｄｅａ 5290001073631 インフルエンサーマーケティング越境ＥＣサイト新規事業

福岡県 有限会社ユーハウス・イング 4290002022910 来店不要で家具を選べるＷＥＢ無垢家具店の新業態開発
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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２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 株式会社ＨＥＴＥ 5290001074191 居酒屋店舗の非対面ビジネス化のためのＷＥＢによる集客と販売

福岡県 シュテファン － 「利用シーン別ネットショッピングサイト新設事業」

福岡県 有限会社ブルーランク 5290002024451 実店舗脱却のＷＥＢ販売へ移行及び、卸販売販路拡大事業

福岡県 鹿田税理士行政書士事務所 － 『社長の次に御社を考えます！社外財務部長にお任せください』

福岡県 Ｙｕｍｅ　Ｓｔｕｄｉｏ － オンライン動画制作教室とネットで結ぶアイデア動画の旅

福岡県 焼鳥森本 －
【焼鳥森本】大分県特産地鶏を使った新商品開発とネットを通じた新規顧客
獲得

福岡県 株式会社城戸工芸 9290001001100 ネット広告を活用した新規顧客獲得

福岡県 信栄塗装 － ＷＥＢ商談サービスの開始とチャットボット問合せサービスの実施

福岡県 株式会社ｂｌａｎｋ　ｍａｐ 9290001065501 コンサルタント業務の効率化オンライン動画講座制作と販路開拓

福岡県 ＦＰサポートセンター株式会社 3290001035658 オンライン相談に特化した住宅ローン借り換え相談サービス

福岡県 有限会社ＰＩＬＡＴＥＳ　ＪＡＰＡＮ 3290002030930
新しい生活様式に対応した非対面・オンライン授業・講習によるサービスの拡
大、及び人

福岡県 株式会社ｎｙａｎｓ 7290001079767 マーケティング事業促進のための法人向けＷｅｂサイト制作

福岡県 ｍｅｇａｎｅ　ｃｏｆｆｅｅ＆ｓｐｉｒｉｔｓ － 「ウィズ・コロナ時代」に合わせた新たな屋台ビジネスへの転換

福岡県 株式会社フイゴ 3290001078822 全コンサルティングサービスのオンライン提供による販路拡大

福岡県 はりお整骨院 － 予約機能を備えたシステム構築による業務の非対面化促進

福岡県 株式会社ＹＯＧＡ　ＢＲＥＥＺＥ 8290001044935 日本初「制菌ヨガスタジオ」で会員の信頼回復と安全安心な環境整備

福岡県 株式会社日本福祉開発機構 7290001055545 地域密着型通所介護事業所でのロボットを使用した機能訓練の提供

福岡県 小粋 － 自名製米を用いた土鍋ご飯のテイクアウト及び加工食品の販売

福岡県 株式会社アルファエコ 8290001031132 環境を守ろう！ＥＣサイトで傘のしずく取り普及計画

福岡県 Ｂｅａｃｈ株式会社 8290001064454 現状の復旧及び、ＨＰ等で既存だけでなく新規顧客を獲得する

福岡県 鎮座タキビヤ。 － 通販導入による売上ＵＰとオムニチャネル化によるリスク分散

福岡県 今村　麻衣子 － 近隣地域に根ざしたチーム作り！ボディメイク空間デザイナー

福岡県 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｏｃｅａｎ’ｓ 3290001085918 エステ等の対面サビスからエステ可能な美容品のＨＰ販売に転換

福岡県 吉川　浩嗣 － オンライン経営支援、非対面型コンテンツ販売への進出

福岡県 竹餃 － 店内改装による新商品開発とネットを通じた新規顧客の獲得

福岡県 ＩＺＡＫＡＹＡ　ＬＯＵＤ　ＤＩＮＩＮＧでじゃヴ － 福岡発！新型コロナに負けない新しい飲食業スタイルの構築！！

福岡県 リ　ブライト － 非対面による多角化及び感染リスクを軽減する訪問施術への転換

福岡県 株式会社とり祥 5290001009123 ｗｅｂ広告を利用したネット通販の新規顧客の獲得事業

福岡県 株式会社アルテリア 1290001079021 ＥＣ販売への進出とサービスＰＲのためのダイレクトメール発送

福岡県 炉端百式 － テイクアウトコーナーの改修によるテイクアウト本格販売

福岡県 大大商店 － デリバリーへの取組みとＳＮＳを活用した新規顧客の獲得

福岡県 有限会社よろづや 9290002041294 オンライン相談及び超音波画像観察を活用した整骨院の診療効率化

福岡県 株式会社４Ｕ　ＢＲＩＤＡＬ 5290001082021 ＷＥＢサイトを活用した非対面型カウンセリングの販路開拓

福岡県 Ｍｅａｒｙ － インサイドビジネスモデル！エンタメＷＥＢステージ！！

福岡県 コーディアルプレジャー株式会社 6290001077895 非対面型美容ＥＣ事業参入のための設備投資と自社サービスＰＲ

福岡県 すみた中小企業診断士事務所 － ＷＥＢセミナーおよび映像資料の制作・展開による販路開拓
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 ＳＵＮＲＩＳＥキックボクシングジム － 会員獲得のための販促活動と３密を避けるリモート指導の展開

福岡県 株式会社エコ一番 3290001043801 ＩＴによる遠隔情報収集と非対面型販売強化のシステム構築事業

福岡県 ＭＵＭＥ － 焼菓子の全国通販と工房でのテイクアウト販売

福岡県 株式会社リバティ 1290001071969 ＥＣサイト構築による販路拡大および経費削減による利益率向上

福岡県 ＣＡＮＴＥＲＡ － 中学生対象の自宅学習コンテンツの開発

福岡県 ＣＭＣ株式会社 7290001082993 合わずに制作する非対面型動画制作サービス

福岡県 株式会社ＳＰＥＥＣＨＡＣＴ 3290001063972 動画を活用した非対面保育サービスの確立

福岡県 Ｋｉｔｃｈｅｎｔａｓｃａｌ － デリバリーとテイクアウト事業強化による新規顧客獲得

福岡県 株式会社カンシャ 4290001064821 オンライン型ＰＣスキルアップ講座の動画コンテンツ制作・販売

福岡県 株式会社ＴＡＣエージェンシー 1290001035684 九州一の繁華街中洲有名店のうまいを届けるデリバリーサービス

福岡県 とり乃屋 － 全国初！本場宮崎よりも旨くて貴重で希少な地鶏を福岡から発信

福岡県 サンキュウ株式会社 8290001013345 非対面型ネット販売とデジタルカタログの活用

福岡県 株式会社チューズモンスター 2290001086140 ＬＩＮＥネット販売システムの開発・販路拡大、既存事業の収益化。

福岡県 有限会社クリアー工房 2290002019719 新設備導入による働き方改革推進と商品開発による販路拡大

福岡県 有限会社無津呂商店 9290002003798 玄関開けたら、はい八百屋！

福岡県 Ｎｉｃｏｌｅ． － 新ＭＥＮＵ導入による対面業務の削減と新規顧客獲得

福岡県 ｅ’ｃｌａｔ　ｐｌｕｓ（エクラプラス） － コロナに負けない体を作る－ダイエット・抵抗力アップ－

福岡県 合同会社ＩＮＧＡ 4290003008009 糸島産ビーツを使用した食品のネット販売による販路拡大

福岡県 株式会社モナドブランディング 1290001075474 福岡・九州の農産物の多言語ＷｅｂカタログとＷｅｂ商談会の構築

福岡県 株式会社ＴＡＢＩＳＡＩ 5290001081106 新規ポータルサイト制作とテレワーク管理システムの導入

福岡県 株式会社Ｗｅｍａｔｃｈ 3290001083723 新たな売上の創出及び非対面人材紹介ビジネスモデルへの転換

福岡県
ＨＥＩＳ　ＧＡＬＬＥＲＹ（コンテンポラリーヘイ
ズ）

－ 新規開拓を目的としたｗｅｂ構成による生産性向上とブランドの構築

福岡県 株式会社ダイバーシティ 5290001071073 ＨＰのリニューアルと販促物の活用による非対面型営業方針への転換

福岡県 東洋風味株式会社 8290001003593 インターネットホームページでの販路開拓販売拡大事業

福岡県 株式会社Ｆｉｅｌｄ　ｕｐ 5290001070042 パーソナルトレーニングのオンラインサービス開発事業

福岡県 株式会社ＴＡＯ＆Ｃｏ． 4290001073087 男性向け新商品開発による既存顧客の満足度向上及び新規顧客獲得

福岡県 Ｍｏｍ’ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ － ネット販売並びにテント販売を取り入れ販路拡大を図る。

福岡県 弁護士法人アジア総合法律事務所 1290005014544 ホームページによる販路促進及び非接触型相談への移行

福岡県 スマイルキッチン － ウィルス感染防止対策とデリバリー導入事業

福岡県 株式会社介護家族 7290001027602 サプライチェーンの毀損への対応

福岡県 株式会社かわっこホールディングス 7290001082787 顧客獲得と収益増のためにテイクアウトサービス導入する事業。

福岡県 ＰｒｉｖａｔｅＧｙｍＶＡＬＥＮＴＥ － 「オンライン」「出張」型サービスに取組み、顧客を獲得する事業

福岡県 博多もつ鍋でん － 持帰りメニューを作成し新たな顧客層を呼び込む事業。

福岡県 整体院福佳 － ｚｏｏｍを利用した日本初の非対面型“オンライン整体”

福岡県 サンキューカレー － テイクアウトと配達及び通販サイトを構築し本格カレーの販路拡大

福岡県 自然に生きる － 高い治療効果とお客様満足度の向上の為の交流磁気治療器の導入
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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２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 株式会社フューチャーオフィス福岡 7290001002209 非対面型ビジネスモデルへの移行事業

福岡県 株式会社親互 1290001058396 テイクアウト・デリバリー事業立ち上げによる販路拡大と顧客獲得

福岡県 株式会社ＧＲＡＣＥ 5290001084364 来店型パーソナルトレーニングからオンライン転換による顧客拡大

福岡県 青木食産株式会社 8290001005920 ＥＣサイト構築による個人客の新規獲得・卸先増加のための販促

福岡県 株式会社ミキスペース 3290001063584 セミナー・商談のオンライン化と、動画活用による販路の拡大

福岡県 株式会社アチェンド 4290001064417 動画コンテンツの作成とコロナ対策商品の販売

福岡県 株式会社エヴァビーナス 5290001056660 オンラインでの肌カウンセリングと動画を活用した新しい販路拡大

福岡県 株式会社アルファ不動産 2290001070508 「福岡市中央区」「美容・健康関係の業種」に特化した専門不動産

福岡県 百百ちゃん － 自店商品のブランド化とＥＣを通じた非対面型事業の創成

福岡県 合同会社ヒロプロ 1290003009141 ネットショップの多店舗展開・広告運用による販路開拓

福岡県 レインボーフードサービス － ＥＣサイトを活用した宅配事業の予約システムの構築

福岡県 株式会社ｌｉｂ 3290001083120 旅行者向け体験サイト国内利用拡大事業

福岡県 とみや株式会社 1290001082396 オリジナル通販用食品の開発、非対面ビジネスモデルの構築

福岡県
株式会社コンディションメデュームファクト
リー

1290001065112 ホームページ活用による個人客の販路開拓

福岡県 株式会社Ｃａｒ　Ｃｏｎｃｅｎｔ　Ｃｏｓｔ 5290001034591 新ＰＶ動画で見込客を獲得し、遠隔商談で新規案件成約を行う事業

福岡県 羊の和。 － 販促用ホームページ・チラシの制作及び自社工房の設置

福岡県 合同会社Ｐａｙ　ｆｏｒｗａｒｄ　Ｃｉｒｃｕｌａｔｅｓ 040003012521 「ＷＥＢ広告各種から展開する他社コンテンツマーケティング戦略」

福岡県 株式会社トライローグ 8290001059594 ポストコロナの組織でのオンライン会議・ワークショップ実施支援

福岡県 株式会社綜合理工医学 6290001040226 動画配信と自社ＥＣサイトによる非対面型ビジネスモデルの構築

福岡県 中野興産合同会社 4290003008801 ＷＥＢを活用したセミナー及びオンライン講座による販路開拓

福岡県 整体院にしも － オンラインパーソナルトレーニング・食事管理指導サービス

福岡県 ＫＩＮＧＹＯ － 食堂からテイクアウト型へ　天然酵母ピザで地域とつながる店づくり

福岡県 響企画 － 演奏を撮影し、コンサート代わりに配信、ファンを獲得する事業

福岡県 株式会社田しゅう 3290001069251 テイクアウト『もつ鍋セット』を販売し、新規顧客獲得を行う事業

福岡県 合同会社サポートみらい 2290003008480 テレワークサポート事業

福岡県 西新たこやき風味道 － 固定店舗確保による販路拡大

福岡県 トリ笑 － ＷＥＢを活用した焼き鳥販売事業

福岡県 有限会社大河 3290002021954 テイクアウト・デリバリーに対応したＷＥＢ施策

福岡県 Ｎａｌ － 自社ＨＰ・ＥＣサイト、新規革製品、修理部門強化による売上増加

福岡県 ＥＶＥＲ　ＧＲＥＹ（エバーグレイ） － Ｆｕｋｕｏｋａ　ｃｕｌｔｕｒｅ　ｔｏ　ｔｈｅ　ｗｏｒｌｄ

福岡県 株式会社ＬＭＯ 9290001082158 ３密回避で利便性の高い「オンライン婚活パーティー」事業の拡大

福岡県 ＤＡＺＺＬＥ － ＩＴ弱者や資金のない創業者へのホームページ作成促進

福岡県 Ｂａｒ秋吉 － 非対面ビジネス事業、バーテンダーが作る総菜・弁当の販売

福岡県 ラ・ポッシュ － お直しドレス（リユース）を主軸としたＥＣ事業への参入

福岡県 貞木区政事務所 － 事務所経営の多角化及びその販路開拓のための施策

福岡県 井本商店 － ＥＣサイトを活用し新たな顧客を増やそう
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 ｐｉｃｈｅｒｒｙ － ＥＣ販売＆ホームページ制作とブランド化

福岡県 株式会社グロース・オポチュニティ 8290001088164 オンライン経営コンサル事業を活性化するＨＰ構築事業

福岡県 チル・ジャパン株式会社 8290001056864 顧客ニーズに合わせた出店と展示会出展による販路開拓

福岡県 ダンススクールライジングスター － 非対面型大型モニター利用のオンライン社交ダンス教室と安全対策

福岡県 有限会社スーリール 9290002011339 おばんざい料理を家庭に、そしてなるべく非対面で店内で提供する

福岡県 株式会社ボイス 4011001070028 家庭用電位治療器のＷｅｂセールス転換事業

福岡県 株式会社ロジカム 4290001083953 軽貨物に特化！人と人を繋ぐ配送マッチングサービス『サポロジ』！

福岡県 株式会社纒 9290001081713 「ネットの活用で講演・商品の販路拡大し持続可能社会実現に貢献」

福岡県 ＳＴＯＲＹＤＥＳＩＧＮ株式会社 1290001062811 農家レストラン、Ｆａｒｍ　Ｔｏ　Ｔａｂｌｅを自社サイトで紹介

福岡県 ムースタジオ － バレエ教室を対象とした非対面型で受注～納品するサービスの広告

福岡県 Ｋ－Ｓｔｙｌｅ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ － オンラインレッスンのサービス提供

福岡県 有限会社クラビアート 1290002050550 「オンラインレッスンと音楽館リニューアルで集客強化・販路開拓」

福岡県 癒し空間Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ － ネット集客と販売に特化したＨＰ制作とＳＮＳを活用した販路開拓

福岡県 サロンドボーテ・ソモン － ＥＣサイト、ヘナ専門ショップ『きみいろ』の立ち上げ

福岡県 松岡建設株式会社 1290001049593 型枠加工工程の作業効率化による対応能力改善と完工高向上

福岡県 株式会社メモリー 9290001051170 この難局に立ち向かう！今だからこそ！製品開発とＷＥＢ戦略

福岡県 合資会社古蓮 7290003002818 安心・安全を全国へ　伝統の味と技法を受け継ぐ無添加・手作りアイス

福岡県 ウッドラムジャパン株式会社 290001069652 テイクアウト窓口の確保及び換気強化の為の開閉型サッシ施工

福岡県 株式会社於保商店 8290001052087 豚骨ラーメン発祥の久留米人気ラーメン店の夕飯メニューウェブ通販

福岡県 株式会社Ｂｉｔｕｐ 6290001086137 衛生対策商品のオンライン決済サービス事業

福岡県 サリーチェ － 「サリーチェの出来立て宅配サービス」

福岡県 久留米ウエストポイント － オンラインミックスマスタリング作業、またその広告宣伝活動

福岡県 みんなのサロンＳＯＲＡ － 子育て支援、福祉支援を融合した、ＥＣサイトビジネスモデルの展開

福岡県 丸善車体サービス有限会社 2290002052538 サイドガードパイプ内製化によるボディリニューアル売上拡大

福岡県 フレンチ屋台総州 － 【非対面化、店舗看板・照明と広告による認知度向上とテイクアウトへ】

福岡県 株式会社湖月 4290001051885 「店舗内飲食中心の営業から、ＥＣ販売重視への経営へ

福岡県 古美術定秀 － 非対面型での販売施策の確立と遠隔展示施策

福岡県 有限会社南筑ファーム 5290002049655 地域ブランド鶏の冷凍加工品の開発と販路拡大

福岡県 ハンバーグハウス牛車 － 「打倒コロナ！安全・安心な店内で福岡ＮＯ．１のハンバーグを！」

福岡県 アサヒ住宅保証株式会社 3290001073344 コロナに負けるな！アサヒ住宅保証の学生向けキャンペーン開催！

福岡県 トータルケア太陽 － 最新技術を活かしたオンライン診断への転換事業

福岡県 ＲＥＡＬ合同会社 7340003002556 ３密を防ぐ新営業スタイル！Ｗｅｂ漫画を使った市場開柘！

福岡県 ＨＳ、エイチェス － 『エネルギー療法で健康体質を作るオンライン講座』開設

福岡県 ココネイル － 非対面でできるネイルスクール・ネイル販売におけるＥＣサイト構築

福岡県 イートウェル株式会社 1290001066424 カタログによる消費者への直接販売（ＢｔｏＣ市場への新規参入）

福岡県 Ｔｈｒｅｅ－ｅＳ － 【事業名：ＥＣ販売にシフトし、販路開拓、新商品の開発】
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福岡県 株式会社カリスクリエイト 7290001072499 ＣＡＤと３Ｄプリンターでオンラインデジタルジュエリー事業

福岡県 ソシオエステティックなごみ － ３密防止のサロンへの改修と広告・看板設置による来店誘致

福岡県 酒菜処あこ － ウェブ注文受付によるデリバリー等の販路拡大

福岡県 アサヒ住宅情報株式会社 1290001049998 契約手続きをスマートに！オンラインによる非対面営業の実現！

福岡県 ひとくち餃子てん屋 － てん屋の餃子、手羽先を自宅でも！ＥＣサイトによる販路拡大

福岡県 マツノブデリ － 「店舗の空きスペースを改築しＷＥＢショップ商品の生産拠点の構築」

福岡県 いろどり整骨院 － セルフケア・ベビーマッサージ・離乳食教室、子育て支援のＺＯＯＭ配信

福岡県 株式会社オカジマ商事 9290001048506 非対面型のＷＥＢカタログを利用し、きめ細やかな営業を補う販促活動

福岡県 Ｍｏｏｎ　ｇｒｅｅｎ月と緑 － 非対面型でつながる「花とみどりの教室」

福岡県 株式会社ＤｏｔｔｙＩｍｐｅｃｃａｂｌｅ 3290001084688 販路拡大のため車のカスタマイズ初心者でも分かるＥＣサイトの構築

福岡県 株式会社アトリエミラネーゼ 5290001050936 ３密回避で安心安全のオリジナルネットショップで売上大幅ＵＰ

福岡県 株式会社１０２０ 6290001085898 ＥＣサイトを立上げ、新しい生活様式に対応したおうち時間を応援

福岡県 株式会社ＤｅａｒＳｔｙｌｅ 3290001087575 非対面で安心して相談できる最先端・低価格脱毛サロン販路開拓

福岡県 有限会社久留米ミート 2290002050863 非対面型販売モデルの構築による新規顧客の獲得

福岡県 株式会社古手屋 2320002019806 実店舗とＥＣサイトを同時立上げ。販路刷新で持続的発展を図る

福岡県 有限会社Ｓｏｕｌ　ｍａｔｅ　ｅｌｅｖｅｎ 5290002052667 専門飲食店のブランド確立と通販事業を通じた新規顧客獲得

福岡県 有限会社エム・エム・エス 5290802001006 情報発信強化と設備変更による人件費削減と売上げ向上。

福岡県 Ｓｔａｇｅ　Ｕｐ　Ｓｕｐｐｏｒｔ － 対面型研修を非対面型に展開し、対象顧客を拡大する

福岡県 焼肉つくも － テイクアウトでの売上げ確保及び店内の感染防止対策

福岡県 工房和風華 － マスク制作、自宅を改装、非対面対応へ向けた取組

福岡県 野上裕貴法律事務所 － オンライン法律相談及びオンライン法律セミナー事業

福岡県 有限会社ます也 7290802011424 デリバリーサービスを提供する為のＥＣサイト開設と餃子の通販化

福岡県 合同会社ホッテントット・ウミネコ 9290803001827 おうちでガレットを作ろう

福岡県 株式会社タマヤサンローズ 4290802010899 暮らしのリペアデパート

福岡県 ＢＥＬＬＳＴＯＲＥ － ネット販売用ウェブサイトの立上げ、オリジナル商品の開発、販売

福岡県 株式会社ＢＥＡＲＦＲＵＩＴＳ 9290801007784 ＥＣサイトの拡充により、非対面での売上構築

福岡県 山友商事株式会社 1290801019481 店頭販売からネット販売に完全移行するための作業場整備事業

福岡県 黒川　健太 － ダイレクトマーケティング型ビジネスオンライン化支援事業

福岡県 ＣＡＣＡＰＯＮ － 「通信販売」転換にむけた製造力の強化

福岡県 大自然 － 子ども達に笑顔を！ヒーローとなってご自宅へお届け

福岡県 株式会社ｃｏｋｉ 8290001064520 ＳＴＥＭ教育＆プログラミングスクール「ステモン！」の販路開拓

福岡県 ＢＡＬ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ － 高年齢者や体の不自由な方が居心地の良い店舗の改善への取組み

福岡県 有限会社美水 9200002014473 ＥＵ検疫強化対応のピカピカ＆スピード洗車体制の構築

福岡県 株式会社Ｂ．Ｉ．Ｃ． 1290801007016 人気の粉骨及び永代供養付き合同納骨を通信販売

福岡県 株式会社枕の森 3290801021898 非対面型の販路（ＥＣ事業）開拓

福岡県 株式会社ほくと住宅 7290801010534 「ママのＤＩＹキット」のＥＣ販売と動画配信、木工教室開催
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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２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 ３１０ｍｏｔｏｒ－ｇａｒａｇｅ － 重量物交換作業の半自動化での対応サイズ拡充による受注機会拡大

福岡県 株式会社テンシック 6290801021929 成形機主要部品の耐磨耗、耐腐蝕性向上への取り組み

福岡県 ＭＨＣＦ株式会社 7290801024534 オンライン服薬指導の体制整備とクラウドサービスの導入

福岡県 花Ｃａｆｅ　Ｋｏｋｉａ － 人気パフェを中心としたテイクアウトの開始と感染症対策の実施

福岡県 有限会社クリーニングキッズ 2290802007352 接客時間の短縮と生産性向上・顧客分析の為のＰＯＳレジ導入

福岡県 ディヴァライズ － コロナ対応型！非対面ＡＲ活用によるハイブリット型展示場

福岡県 株式会社クレータス 6290801001220 感動演出付きテイクアウト・デリバリーの開発と販路開拓

福岡県 有限会社ホッテントット・コーヒー 9290802005845 テイクアウト展開とパーティー・ライブの映像配信での売上アップ

福岡県 オフィスフェリース － 事業のオンライン化及びＳＮＳを利用した新規顧客層開拓事業

福岡県 ファーストステップ － オンライン営業と快適な空間づくりによる販路拡大

福岡県 ＣＨＩＣＨＡＩＲ － 店内のセーフティーンゾーンの確保。店売、訪問理容の充実

福岡県 ＫＯＵＳＥＩ株式会社 8290801025556 現場の安全確保のために手摺先行型足場を導入して販路拡大

福岡県 株式会社セルブ 7290802003611 テイクアウト商品の開発・販売及びＥＣサイトによる販売

福岡県 アールブラン株式会社 6290801020708 家に居ながら身体に優しい食文化をご自宅の食卓へ

福岡県 郡谷利昇堂 － 自社内での木製品製作・販売

福岡県 ケイ建築 － 一般個人向け非面談型建築リフォーム販売事業

福岡県 炉ばた七福心 － デリバリー事業の開始と安心して来店してもらうための換気対策

福岡県 ＤｅｅＤｏｅ － ハンドメイド雑貨のネット販売

福岡県 株式会社ボルクバレット北九州 1290801025802 ユニフォーム等公式グッズ　オンラインショップの開設

福岡県 味噌屋あうん － 味噌のネット販売と関連商品の開発

福岡県 ハゼモト建設株式会社 8290801003082 『ｗｉｔｈ　コロナ』時代に対応する工務店型システム改革

福岡県 聖宝飾販売 － ウイルスの脅威に負けない非対面販売への転換

福岡県 溝上酒造株式会社 8290801009443 コロナ禍に負けない、【元気が出る新商品開発】と、新たなる販路開拓

福岡県 ＣｌｅｖｅＲ　ｓｏｕｎｄ － 明るい未来！人を変えるオンラインレッスン！！

福岡県 東光株式会社 6290801023132 日中文化芸術商品のＷＥＢ販売による新規顧客獲得

福岡県 ＬＡ　ＮＡＴＵＲＥ　ＯＨＮＯ － オンライン化による新規顧客獲得、販路拡大

福岡県 おりお接骨院 － Ｃａｒｅｆｏｒサービス導入と顧客集客の販路拡大

福岡県 有限会社北九州カートウェイ 2290802018903 自動計測システムペーパレス化事業

福岡県 株式会社みらい教育ラボ 2290801024332 全国公立高校入試解説映像システム「ザ・入試ロード」の導入

福岡県 メイリープランツ株式会社 2290001082800 ＥＣ多面的展開による台湾ブランド石鹸等の認知度・売上の向上

福岡県 株式会社ミラボー 290801019574 デリバリー専門商品の開発とデリバリー事業の構築

福岡県 アクアリリー株式会社 1290801019746 多様化する顧客ニーズに対応するため、国内外ブランドの新規開拓

福岡県 ＣｈｉｋｕＣｈｉｋｕ － 通販サイト「ＣｈｉｋｕＣｈｉｋｕネット」のスタートと告知

福岡県 結婚相談所ＳＯＵＶＥＮＩＲ － 結婚相談所監修による新感覚婚活アプリの作成

福岡県 株式会社中山家 6290801023454 個別配送による一般家庭向け食肉販売の開始による売上拡大

福岡県 株式会社宇佐餅 8290801013478 生産性向上に伴うホームページ作成・改良
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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２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 株式会社よしなが企画 2290801018284 「リースバック」の販路開拓によって売上バック＆地域課題に貢献

福岡県 Ｈｏｍｅ － 非対面型を実現するためのテイクアウト事業

福岡県 株式会社Ｊｉｍｍｙ　ＤＥＳＩＧＮ　ＦＬＯＲＡＬ 3290801007955 ネット販売・カタログ販売（非対面型販売）の導入と業務の効率化

福岡県 家族亭 － 甘味新商品を加えたテイクアウト・デリバリー販売への転換

福岡県 株式会社吉勝 7290801003868 老舗鮮魚店のＥコマース構築による関東圏への新規顧客獲得戦略

福岡県 からあげ　なが田屋 － からあげ＆からあげ弁当デリバリー事業

福岡県 エルネット － おいしい水のブランドを再構築。非対面で販売し健康に貢献！

福岡県 株式会社ＧｏｏｄＬｉｆｅＪａｐａｎ 9290801023286 オリジナル家具が作れるクラウドサービス製作及びＥＣサイト開設

福岡県 株式会社友建 3290801010785 建築資材、足場材料のレンタル・販売が行えるＥＣサイトの開設

福岡県 鉄板焼きダイニング暖 － ランチタイムの女性を虜にする「オムサンド」リニューアル大作戦

福岡県 パソコンカフェひびき － オンライン授業が可能なＥｄＴｅｃｈを活用した学習サービス提供

福岡県 株式会社氣心 8290801022776 ＳＮＳと連動させたネット通販サイトの開設と運営

福岡県 和麺屋台　桂や － テイクアウト客獲得とコロナ渦終息後の継続的な売上向上計画

福岡県 くいだおれ本陣 － テイクアウト・軽食コーナー増設とホームページでの自社商品販売

福岡県 Ｈｅｒｍｅｓ　Ｌｏｖｅｒ － 海外独自仕入れブランド品の対面販売からＥＣ販売へ販路転換

福岡県 株式会社とみくら 1290801002561 九州産食肉（希少部位）のＥコマース展開による新規顧客獲得

福岡県 フランス料理　サンテミリオン － ミシュラン星付きレストランメニューのテイクアウト効率化

福岡県 介護ぷらす － インターネットの活用で非対面型介護相談サービスの販路開拓

福岡県 カナディアンコーヒー － 店舗のＥＣサイト作成・販路開拓

福岡県 有限会社三電 3290802002914 三電オンライン会議・点検システム及び販売システムの構築

福岡県 Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ － 自社アプリを使用しネット販売の新規顧客、リピート率の向上

福岡県 Ｃａｆｅ：ｃｈａｍｏｍｉｌｌｅ － 親子が安心して利用出来る場を継続の為の感染対策の強化

福岡県 株式会社オチョ 9290801023402 スペイン料理のネット販売および商品開発による新規顧客獲得

福岡県 紫光堂塚本仏具店 － 感染症に対応した非対面営業の拡充と補完、外出自粛高齢者対策

福岡県 株式会社ＢＥＳＴＩＥ 7290801023164 自宅から行うインターネットライブ配信

福岡県 かいほう － 懐石弁当テイクアウト・デリバリーサービスによる販路拡大

福岡県 株式会社北湘 5290801023117 新商品企画による動画＆ネット通販プロモーション

福岡県 串かつあがた － 弁当注文用ウェブサイトの制作による新規売り上げの確立

福岡県 北九ネット合同会社 7290803002752 地元好きの心をつかむ！４７都道府県ご当地Ｔシャツ販売計画

福岡県 ジュエリーアウラ －
手作り結婚指輪のオンライン化構築と新商品の開発～リアル店舗とオンライ
ン店舗の融合

福岡県 合同会社ｃｈｅｖｉｅ 3290803003168 安心安全な美容室づくりとインターネット販売のスタート

福岡県 株式会社ヴィリオ 7290801022538 小規模店舗専門メンテナンスサービスの展開と拡充

福岡県 ラ・ボーテ・ヴィラージュ － 非対面型営業強化による売上確保

福岡県 ＆ＧＲＡＣＥ － 会員制オンライントレーニングサロン事業スタート

福岡県 小倉織物製造株式会社 2290801024737 小倉織製造のノウハウを活かした高難易度生地の新規開発

福岡県 株式会社地球の海直売 5290801007656 デリバリー及びインターネットによるお取り寄せ
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 株式会社ＴＲＥＳＵＲＥＳ　ＣＯＭＰＡＮＹ 5290801020254 ＥＣサイト作成・ホームページリニューアルによる販路拡大

福岡県 株式会社エイワ 6290801010997 ＩＳＯ９００１品質マネジメント認証取得で橋梁補修部材売上拡大

福岡県 コンディションアップ小倉 － ｗｅｂ広告による集客と爪ケア商品の開発およびネット販売

福岡県 もりた塾 － オンライン受講システムの構築

福岡県 有限会社矢野華園 6290802006565 リモートフラワープロデュース事業

福岡県 株式会社朔企画 4290801023415 ネイル技術を活かしたものづくりと動画配信事業

福岡県 サロンドフジコ － キラキラ輝く私になる《ビューティフルライフ》ｗｅｂ講習

福岡県 あそび割烹賢太朗 － オリジナルブランド商品の開発と通販サイト、販路の構築

福岡県 株式会社マルジュ 8290801024252 スポーツ専門接骨院としての差別化と、非対面でのサービスを実現する事業

福岡県 ｃａｆｅ　ＳＩＲＩＵＳ － 店内利用を控えたい方々に求められるデザートを、開放空間での販売

福岡県 ＷＡＤＡＣＨＩ － テイクアウト・定番商品のＥＣ販売の拡大に向けたＰＲ展開

福岡県 合同会社Ｂ＆Ｗ 6290803002357 デリバリー×テイクアウト×ＥＣで切り拓く新たなレストラン経営

福岡県 ビストロダイニング和菜 － ワンプレートランチ等のテイクアウト化による定番商品の拡散

福岡県 マフレン株式会社 6290801018966 マスクアタッチメントの製造と販路開拓

福岡県 株式会社スターボール 5290801026210 医療雑貨のオンライン販売と個人向けメディア事業の立ち上げ

福岡県 株式会社ＳＹＯ企画 2290001058610 手洗い出張洗車・洗車運搬代行サービス・新しい生活様式の取組み

福岡県 モンゴルカレーまるお － ドライブスルー導入と自社製品の通信販売

福岡県 有限会社北九州食品 5290802001724 新型コロナの為テイクアウト需要に対応するＰＯＳレジ導入

福岡県 合同会社ａｎｔｎｅｓｔ 4290803003027 自社ＥＣサイト・営業用ＷＥＢサイト立ち上げによる新規販路開拓

福岡県 脱毛ｓａｌｏｎ　Ｌａｖｉｅ － 自社開発美容液等のＷＥＢ通信販売による販路拡大

福岡県 犬とくらす株式会社 8290801023394 ライブ配信を利用したペット用品販売の販促事業

福岡県 株式会社フムフム 4290801020833 オンラインを利用したセミナー事業とＥＣサイトによる物販販売

福岡県 有限会社ニュー大成 4290802004819 営業における接触機会の減少に向けた取り組み

福岡県 ミツワ醤油 － 非対面型ビジネスと商品開発と販路開拓

福岡県 株式会社アクアエナジー 7290801020319 非対面で全国の経営者に販売できるオンラインセミナーの提供

福岡県 株式会社アイコンズ 8290801013049 新規取引先確保のためのＷＥＢ環境の再構築

福岡県 ｇｒｅｅｎｇｒｅｅｎｖｉｌｌａｇｅ － ＥＣサイトの構築・テイクアウトによる新規顧客獲得

福岡県 ＡＩ　ｂｅａｕｔｙ － 新たな顧客獲得を目指して～店舗移転、ネット集客、看板設置事業

福岡県 株式会社エンジェルウイング 3290801109067 セルフエステマシン導入によりコロナリスクを低減させた売上確保

福岡県 株式会社タカイシ 1290001053926 ＨＡＣＣＰ管理法の導入とＩＴ化によるサプライチェーンの強化

福岡県 鳥居ボクシング＆フィットネスジム － 自宅で出来るダイエット＆ボクシング

福岡県 株式会社九州テクノサービス 6290001054556 『オンライン商談・会議の導入と冷却塔のリビルト・メンテナンス及び販売』

福岡県 ザク － 非対面型ビジネスモデルへの転換

福岡県 ＣＡＦＦＥ２１３ － 家で楽しむクラフトビールの通信販売事業

福岡県 龍祥軒株式会社 9290001069320 「テイクアウトに向けた生産数の増加による業務の拡大」

福岡県 スプラウトダンススタジオ － 衣類・マスク・グッズ等のインターネット販売

17 / 47 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２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 株式会社ＩＥＳ 3290001076215 資格専用ページ制作と通信販売環境の構築

福岡県 合資会社芳香園 3290003002301 ネット販売システムの構築と衛生面向上の店舗作り

福岡県 炭火居酒屋せいきん － 地鶏のたたきのポン酢販売に伴うＨＰ作成・ネット通販の開始

福岡県 ラブテック株式会社 2290001088459 抗酸化特性水販路開拓とウェブサイトおよびチャットボット開発

福岡県 有限会社佐藤商店 7290002045504 小物雑貨とＤＩＹ用クロスの開発とネット販売による販路開拓

福岡県 株式会社ひまわりトレイン 7290001069545 オリジナル通販サイトの開設と”１杯のコーヒープロジェクト”

福岡県 タッグライン株式会社 3290001086395 てんけんの窓口ＷＥＢ化で医療機器保守契約の非対面推進ＰＪ！

福岡県 筑豊印刷株式会社 4290001045516 ＥＣ販売によるオリジナルカレンダー、アルバム作成プロジェクト

福岡県 髪工房ＦＵＪＩＴＡ － 理髪店の個室対応、三蜜回避で顧客回帰と売上アップ

福岡県 株式会社なかむら 7290001045645 インターネット市場での自社商品の販売による販路拡大

福岡県 株式会社イージーランド 3290001045681 ネット販売による売上拡大の為の自主制作物販事業

福岡県 株式会社ＫＥＥＹ 9290801023419 オンラインレッスンの普及に関する取り組み

福岡県 ルーディーズカフェ － ホームページ作成による非対面のデリバリーサービスへの販路拡大

福岡県 株式会社Ｃｌａｐ 2290001070771 通販システムの導入と注文決済システムの導入による新規顧客拡大

福岡県 株式会社わび 290001080891 ＥＣサイトによる販売システム構築と外注しないで出来る商品開発

福岡県 割烹はせ川 －
新たな販売方式として、デリバリーやインターネットを使った通信販売に取り
組む

福岡県 川北機械株式会社 1290801021693 全自動ドリル研磨機導入による販路拡大

福岡県 ラーメン壱番亭 － イベントで日本一に輝いたホルモン串の全国販売

福岡県 草花ノ香リ － 生花の宅配サービスによる非対面型ビジネスへの移行

福岡県 株式会社磐井製茶 4290001047108 八女茶の小袋詰め内製化による短納期の実現

福岡県 坂田商店 － プロモーションキッチンカー導入による売上増加策

福岡県 ＫＵＲＡＹＡ － オンラインショップ開設による利便性向上と販路拡大

福岡県 バル＆キッチンＳｏＬ － バスク風チーズケーキ、レモンのコンフィチュールの生産・販売

福岡県
メディカルアロマリンパトリートメントみず
いろ。

－ 【事業名：非対面式メディカルアロマスクール事業における新サイト構築】

福岡県 株式会社松尾農園グループ 5290001056256 オンラインに特化した産地直送・産地交流システムの構築事業

福岡県 株式会社井上爲吉商店 3290002046992 盆提灯商品説明用のホームページ作成で新規顧客獲得

福岡県 つるや市役所前店 － テイクアウト専用のカウンター等設置及び冷凍うどん等開発・販売

福岡県 樂空 － オンラインストレッチの導入とその宣伝、啓蒙。今後の感染症対策

福岡県 相互鈑金塗装工場 － タイヤ交換の内製化と時間的制約の解消による受注件数の増加

福岡県 有限会社清柳食産 6290002053482 家庭で楽ちんＢＢＱ～準備から片付けまで私達に全ておまかせ～

福岡県 株式会社新々 4290001073797 こだわり料理の持ち帰り・宅配対応と安全安心な店内飲食空間事業

福岡県 クラフトラボ － 地域内外での認知度向上とオンラインによる非対面型受注の促進

福岡県 三福観光有限会社 7290002054026 個人客向けのテイクアウトやふるさと納税等による売上確保事業

福岡県 株式会社ＳｏｉＬ 1290001075251 新たなライフスタイルを提案するセレクトショップ運営

福岡県 万榮堂 － ＥＣ機能付き自社ホームページ通販による非対面型販売強化事業

福岡県 パティスリーさくら － 事業名：スマホ対応のホームページとオンラインショップの新設
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 九州トラベル株式会社 5290001052800 非対面型ビジネスモデルの導入と営業職のテレワーク化

福岡県 海鮮処辰海 － 宅配サービスの開始による販路開拓事業

福岡県 土の底力合同会社 1290003009521 農福連携によるＤ２Ｃマーケティング

福岡県 株式会社サンコー 3290001052892 ＳＴＡＹＨＯＭＥにおける介護用品販売拡大の為のＨＰ戦略

福岡県 アジア商事有限会社 9290002052903 ショールーム新設ＰＲ・宣伝による新規顧客獲得

福岡県 高椋精肉店 － 馬刺しをインターネット販売により全国へ販路拡大

福岡県 味処源六 － 配達＆テイクアウト等によるコロナに負けないＶ字回復大作戦

福岡県 ハレノヒ食堂 － 手軽に腸活！長岡式酵素玄米ご飯の真空小分けタイプのネット販売

福岡県 有限会社共栄建設 1290002054452 従業員を守る、安心安全のスマート施行

福岡県 有限会社杏里ファーム 2290002054708 自社農産物とオリジナルアイス販売拡大のためのＥＣサイト活用

福岡県 ぶぜんパラダイスキッチン － 第二波の影響を受けにくい「屋外型ＢＢＱ席」設置で顧客確保新規開拓

福岡県 ＩＣＨＩＮＩＣＡ － インターネットを活用したＷｅｂ個展の実施による売上拡大

福岡県
特定非営利活動法人健康な社会をつくる
会

3290805008339 新しい生活様式に対応したインターネットでの動画配信事業

福岡県 Ｐｉｚｚａ　Ｂｌｏｏｍ － 生産性向上と非対面型販売の導入によるオリジナルピザの販路拡大

福岡県 グリーンエレファント － 過敏症対策のオウンドメディア作成によるＢｔｏＣの獲得　非対面

福岡県 アーバンファーマーズ合同会社 8290803002421 高級食パンの販路拡大と生産性向上

福岡県 宮崎工芸 － 別注家具の製造能力向上による販路拡大事業

福岡県
株式会社エレガントウッドコーポレーショ
ン

6290001052683 作業の円滑の効率化と生産性の向上のための集塵機導入事業

福岡県 桐里工房 － オンラインショップ制作およびオンラインショップ用新商品開発

福岡県 Ｓｏｌｅ　ｗｏｏｄ　ｐｒｏｄｕｃｔｓ － 「技術力＆魅力を動画で伝えるＨＰで、ブランド力アップ＆ショッピング」

福岡県 有限会社八重尾工芸 8290002054074 切削工程の作業標準化と電子メールでの営業活動の実施

福岡県 料亭旅館三川屋 － 大川の旬の味を家庭に届け清潔で安心できる空間にて提供する事業

福岡県 とり吉 － 移動販売車を使った販路の開拓・売上の確保

福岡県 古賀水道工事店 － オンライン見積もりで訪問回数、接触時間減少計画！

福岡県 ミンナノジムＭＩＮＯ／ａｎｄ喫茶 － ジムのオンライン開拓事業及び喫茶の安心テイクアウト拡大

福岡県 うどん茶房麺楽 － 筑後地域で初めてのドライブスルーうどん店

福岡県 株式会社不二家 7290001047476 ＥＣ・直営店拡大（利益の出る販路で、利益の出る商品の提供）

福岡県 株式会社ブランドツール 3290001062280 ＳＮＳを活用した自社ＥＣサイトの新規顧客増加によるＢｔｏＣ事業の売上拡大

福岡県 有限会社王将寿司 8290002047045 自粛に負けない。老舗寿司店が始めるＥＣサイト構築

福岡県 株式会社桑野 7290001052823 ＩＴを活用した直販力向上と店頭や出店での非対面販売の実現

福岡県 株式会社下川土木 4290001047272 ＩＣＴ活用工事の促進により、受注機会の拡大

福岡県 近本畳工業 － 波動畳グッズのインターネット販売拡大

福岡県 ちょうわ舎 － ビジネスモデルの改善とインターネット集客システムの構築

福岡県 有限会社光延織物 1290002048000 ＥＣサイトやカタログの制作による、ＢｔｏＣ事業の売上拡大

福岡県 青空研修株式会社 1290001082529 動画配信を駆使した非対面型の介護従事者育成研修サービス

福岡県 有限会社ＩＣＩデンタルオフィス 2290002043339
デジタル技工を在宅ワーク化し、「九州ＮＯ．１デジタル技工所」としてのブラン
ド強化
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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２回受付締切分）
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 日ノ目スタヂオ － 店頭販売のような動画配信による売上拡大

福岡県 朝倉調味料株式会社 6290001043906 アフターコロナに対応するオンラインビジネスへの販路開拓

福岡県 ＲＥＡＤＹ　ＭＡＤＥ － 多発する災害に対応した多様的な営業形態の確立

福岡県 ハレル工房 － ホームページ及び受注管理システムによる非対面サービスへの転換

福岡県 ＰＬＡＴＩＮＵＭ　ＶＩＰ － 登録済み水上オートバイ向けスピーカーの地道な販路拡大

福岡県 株式会社ＳＴＵＤＩＯ１９８＆Ａ 6290001086871 感染症拡大防止時の、シェアホテル無人営業化ための設備整備

佐賀県 株式会社メディア・プレイス 8300001004078 データ復旧サービス・Ｄｒ．Ｄａｔａデータ復旧佐賀開業

佐賀県 株式会社コガヤ 9300001008879 卸売専門のネットショップ『Ｍマート』への出店での販路拡大

佐賀県 有限会社麒麟屋 1300002000347 テイクアウト用精肉販売に向けた加工場の整備と販路開拓

佐賀県 株式会社福田製パン 3300001011228
販路分散のために自社ＥＣにて「こだわり素材のパン」を日本全国の食卓に
お届け！

佐賀県 合同会社ボイス企画 6300003001026 アプリ導入による業務効率化と新規サービスの開拓

佐賀県 ＶＩＳＵＡＬ　ＥＦＦＥＣＴＯＲ － 最新のカメラ機材とインターネットを用いたＬＩＶＥ配信事業

佐賀県 サンエス商事株式会社 6300001000442 ウェブサイトで不動産の情報・契約・決済まで非対面型ビジネス

佐賀県 ヘアー＆エステ　アロイジア － ネットビジネスの構築による顧客の囲い込みと新たな販路拡大

佐賀県 株式会社バームクーヘンワークス 8300001009556 オンラインサロンによる同業他社への教育事業に特化した販路開拓

佐賀県 Ｓｅｌｆｌｏｖｅ － サプライチェーンの毀損への対応

佐賀県 アクア有限会社 9300002004844 プロが認める美味しい水を子育て世代の女性の元へ非対面でお届け

佐賀県 Ｈａｖａｎｉｃｅ － オンラインでおいしい珈琲を味わい尽くせるビジネスモデルの創造

佐賀県 株式会社アングル 5300001011201 販売チャンネル拡大のためのＥＣサイトの強化及び無人販売の強化

佐賀県 株式会社ドリームテック 8300001004193 ＩＣＴ導入による生産性向上及び営業体制再構築

佐賀県 ＹＥＭｕｓｉｃ － 最新の機材を用いたＬＩＶＥ配信事業

佐賀県 食想市場元気じるし － アクリル板等を利用した非対面型の新しい形の営業形態

佐賀県 ＴＥＮＴＯ　ＥＸ．さが － 遠隔授業の導入によるビジネスモデルの転換と学習メニューの拡大

佐賀県 有限会社二葉 9300002001247 ＨＰから貸衣装、美容院の予約受付及びネットショップ構築事業

佐賀県 株式会社ＺＥＲＯ 6300001010144 佐賀県初！オンライン予防型整骨院の確立による販路拡大

佐賀県 ｍｏｕｒｉｇｒａｆｆｉｔｉＭＯＧＲＡ － 「遠隔コミニュニケーションによる新規顧客開拓と事業拡大」

佐賀県 株式会社モナミ 2300001011864 「客席半個室化と壁のスケルトン化でお客様により特別な空間を」

佐賀県 らかん － 待つだけでは駄目！非対面でサービス提供するウェブサイト制作

佐賀県 ミナデ株式会社 3300001010171 新規顧客開拓及びリモート営業のためのツール拡充

佐賀県 ディライツホーム株式会社 7300001011380 テレワークとオンライン商談で実現する非対面商談の販路拡大

佐賀県 Ｈａｃｋ　Ｂｅｒｒｙ － デリバリー事業強化　安心な環境作り　効率的な生産性

佐賀県 株式会社Ｉ’ｓｏｎｅカンパニー 8300001008153 創業９０年の味　佐賀ちゃんぽんの通販サイト構築

佐賀県 鬼崎バラ園 － 「観光農園事業と新商品開発を異業種連携で実現する生残り事業」

佐賀県 スナック恋さん － 非対面型営業オンラインスナックとネットを通じて新規顧客獲得

佐賀県 有限会社忠兼総本社 2300002000833 ＯＥＭ・原料に頼らず自社の直営店・ネットショップをメインに。

佐賀県 ねこ辿り － コロナ対応策〈ネットショップ刷新と新商品開発による販路拡大〉
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佐賀県 一天張 － 「唐津にはこんな店必要だよね。」と言ってもらえる店作り

佐賀県 合同会社グリーンパワーみなと 5300003000870 構造設計事務所の販路開拓

佐賀県 美容室レスペンス － 非対面型ビジネスモデルへの転換。

佐賀県 有限会社福助 6300002010614 コロナ対策としての最新型ミシン導入及びプロモーション強化事業

佐賀県 ５２８７ｐｉｚｚａ － 新規出店先獲得のための設備導入、及びプロモーション強化事業

佐賀県 三藤窯 － 自然の恵みをカタチに　佐賀県と唐津焼の魅力発信「喜雨」

佐賀県 有限会社満島米穀販売店 4300002010715 新規ＨＰ制作とＳＮＳを活用し認知度・集客アップ、販路拡大へ

佐賀県 マルチメディアプロＫ＆Ｙ企画 － 映像機材レンタル事業＆Ｗｅｂ制作・ネット動画配信事業

佐賀県 有限会社江口ホンダ販売 2300002010188 コロナ対応としての「新規顧客獲得のための工場イメージアップ」

佐賀県 塚本社会保険労務士事務所 － 動画等を活用した新規顧客獲得及びＥＣサイトにおけるデータ販売

佐賀県 唐津ゲストハウス鳩麦荘 － 古民家ゲストハウスの宿泊客増を目的とする店舗改装及び広告作成

佐賀県 農業生産法人株式会社Ａｇｒｉｓｈ 3300001010213 優秀賞に選ばれた高糖度・高栄養価ミニトマトのネット販売事業

佐賀県 章津松陰塾中央校 － オンライン教材による非対面型学指導の確立と新規塾生獲得

佐賀県 ラリーハウスＡｒｃＫ － アフターコロナに適した環境整備及び新規顧客獲得のための宣伝

佐賀県 株式会社小嶋や 9300001011049 “楠久界隈”から全国へ　どら焼きの流通展開

佐賀県 フェアリア・ミュージック － オンラインによる音楽教室の無料体験および生徒募集広報

佐賀県 三宅製陶所 － 来訪は３０秒勝負　お客様と産地をつなぐバーチャル展示場

佐賀県 有限会社ボデーショップ平山 8300002008045 コロナ対策！車展示ステージ設置及びプロモーション活動強化事業

佐賀県 有限会社肥前観光 1300002008811 「貸切バス車内空気洗浄装置の設置で集客力アップを図る」

佐賀県 有限会社きくなみ 7300002008698 １７年目初めてのＰＲ　テイクアウトと接待利用地域一番店の復活

佐賀県 ｌａｖｉｅ　ラヴィ － オンライン美容講座に関わるネットショップ制作および機材導入。

佐賀県 Ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ株式会社 4300001010815 ホームページ作成によるテイクアウト販売強化策

佐賀県 有限会社市川光山窯 7300002007626 非対面型販路開拓につながる取り組み

佐賀県 大秀窯 － ネットショップによる販路拡大と新商品紹介

佐賀県 有限会社西岡醤油店 9300002008011 ＷＥＢのリニューアルとＷＥＢ広告を利用したＦＤ味噌汁の販売促進

佐賀県 鍋島虎仙窯 － 鍋島藩窯オンラインセレクトショップの立上げ

佐賀県 有限会社瀬貞製陶所 6300002007890 ＥＣサイトとＳＮＳを連動し非対面ビジネスによる新たな販路開拓

佐賀県 有限会社石見屋呉服店 8300002007600 振袖レンタル予約サイト構築による販路開拓

佐賀県 ＩＴＡ － 仮想会議へＳＴＥＰ－ＵＰ！高品質ｗｅｂ面談の提供体制構築

佐賀県 有限会社光林飯店 9300002008911 テイクアウト強化を目指したＨＰ製作

佐賀県 ＢＡＲ×ＢＡＲ　ＧＡＺＯＮ － スペイン料理を家でも食べたいという要望に応えるＥＣサイトの構築

佐賀県 株式会社クリエイト 6300001006167 酵素入り清涼飲料水生産体制構築と販路拡事業

佐賀県 ふぉうとれす － 健やかに、モチベーションアップ＆販路拡大

佐賀県 株式会社田代陶器店 4300001011441 自宅での食事シーンを今よりも少し楽しくするための器販売

佐賀県 西　隆行 － ホームページとショップカード制作によるオンラインでの販促強化

佐賀県 株式会社口石光雲堂 2300001005726 自社会社案内ＨＰと各種インターネット販売サイトの構築
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佐賀県 坂本窯陶工房 － ネットショップ拡充と新規事業による新規顧客開拓

佐賀県 かわたけ窯 － 問い合わせ式メールオーダー通販サイトの制作

佐賀県 窯元伊兵衛 － 電気窯の導入と販路拡大のためのホームページ作成

佐賀県 有限会社佐々木建築 7300002008401 大工営業の強みを非対面の推進役に転換　訪問しない建築営業

佐賀県 株式会社三光堂商店 9300001005736 ＨＰ改装と新規顧客獲得のための展示会出展

佐賀県 株式会社大慶 4300001005831 テレワークの導入とネット販売システムの構築による販路開拓

佐賀県 有限会社彩生陶器 1300002008638 インターネット販売による国内外の販路拡大事業

佐賀県 株式会社フジタ 7300001005837 ネットショップ開設及び商品ラインナップ増強による新規顧客開拓

佐賀県 井上酒店 － 情報豊かなスマートフォン対応ＥＣサイト構築で新規顧客獲得

佐賀県 艸窯 － リモートワークショップを加え安心の体制で集客増継続

佐賀県 陶祖李参平窯 － 新しい生活様式に合わせた販路開拓と販売システムの構築

佐賀県 有限会社椛島 6300002008328 外部リスクに備える為の、販売チャネル多角化戦略

佐賀県 ＬＡＮＡ株式会社 9300001011354 エステサロンを対応から非対応事業へと移行する取り組み

佐賀県 ｋａｊｉｓｙｎｅｒｇｙｒｅｓｔａｕｒａｎｔ － 新たな生活秩序に合わせた店舗型飲食店の未来設計の構築

佐賀県 ラ・ミーア・カーサ － 【テイクアウト発注システム及び商品保管のための冷蔵庫整備事業】

佐賀県 貴靖　Ｔａｋａｙａｓｕ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

佐賀県 康雲窯 － 【非対面型販売形態整備のためのオンラインショップ開設事業】

佐賀県 焼肉どすこい － 【店舗拡張および設備拡充による店外営業型ビジネスモデルへの転換】

佐賀県 有限会社馬場酒造場 6300002006851 コロナ禍を乗り越えるためのＥＣサイト構築による新たな販路開拓

佐賀県 クロゴカフェ － テイクアウトとスルー販売に対応するためのメニュー充実と駐車場の整備。

佐賀県 ＲＵＦＵ２０１０ － 理容店におけるエステサービスの拡充と非接触型サービスの両立

長崎県 大峰建設株式会社 4310001012967 非対面化とサービス向上による事業ＰＲ強化で販路拡大事業

長崎県 ｄａ　Ｎｏｂｏ － テイクアウト強化と少人数化への対応のための店舗改装

長崎県 オブフェロ株式会社 5310001016694 『非対面型ビジネスで、コロナを乗り越え、事業の強化と販路拡大』

長崎県 株式会社ＺＡＭＡＳＵ 8310001014662 贈答用果物を「くだものザマス」で！ホームページ作成事業

長崎県 中国料理紅灯記 － 心地よく、空気よく、おもてなし改装

長崎県 株式会社ＤＵＧ　ｓｔａｎｄａｒｄ 5310001016174 ＥＣ直販サイトの強化と国内合同展示会出展による新規顧客獲得

長崎県 株式会社カキタ 4310001004638 売り上げアップの為のオンライン販売サイト開設！

長崎県 Ｓｏｕｂｉ’５６ － アートギャラリーの非対面対応へ向けた取組みと販路拡大

長崎県 株式会社米粉屋 1310001011278 みんなが食べられるグルテンフリーミックス粉の開発、販路拡大

長崎県 Ｆｒｅｅ　Ｓｔｙｌｅ － デリバリー・移動販売事業により、地域で一番愛される中華料理店を目指す

長崎県 株式会社さらさ 4310001004477 長崎県の職人技を生かした商品のネット販売

長崎県 ホームセルジュ株式会社 6310002016668 全方位カメラで動画公開、ＷＥＢ会議でテレワーク、建築分野進出

長崎県 ファーマコセル株式会社 2310001003539 ウェブサイトリニューアルとＤＭ送付によるＢＢＢキットと関連製品の販売促進

長崎県 有限会社吉次商店 6310002006000 オンラインショールームを活用した安心・安全な営業で新規開拓

長崎県 株式会社ワタナベ商店 7310001004573 『ホームページとＥＣサイト設置及びブランディングによる事業拡大』
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長崎県 リーフコンサルティング株式会社 7310001012601 講師と連携したオンラインセミナー開催による販路開拓

長崎県 割烹としポン酢株式会社 7310001004821 生産工程の内製化とＥＣサイトでの販路拡大体制強化

長崎県 合同会社Ｄｃｅｎｔｅｒ 5310003003666 宅配／テイクアウトサービス拡大のための広告宣伝事業

長崎県 健康美－ＭＡＲＩＡ－ － 長崎初リモートによる指導によるセルフトレーニングの提供と利用者拡充

長崎県 ＡｒｔｉｓｔＡ － 宅配・テイクアウト予約システム構築と新設備導入による販路拡大

長崎県 株式会社ＫＴ 4310001015986 ＱＲコード利用で認知度アップ●　売上アップ●事業

長崎県 ビューティサロンラーラ － 非対面化と３密対策でこれからもＳＡＦＥＴＹサロン事業

長崎県 ヤマト開発工業有限会社 9310002005841 ウエブ等の活用で空き家有効活用を全国に向けて提案する

長崎県 ヘアーステーションセナ － コロナ感染防止対策を施した店舗作りで顧客数の拡大

長崎県 株式会社ＦＵＳＯｊａｐａｎ 5310001016067 長崎の特産品を国内外に販売するＥＣサイトの構築とそのＰＲ事業

長崎県 紅と香 － ＨＰ開設および、ＥＣ販売のための環境整備と商品開発

長崎県 株式会社たまらば 013401007007 オンライン教育システムの開発による「テレスクール」の実現

長崎県 新日本工芸社 － 日本産オリーブの非対面型ビジネスによる販路拡大

長崎県 ＯＹＡＹＵＢＩ　ＫＩＮＧ＋ － 長崎県民を健康に導くオンラインパーソナルトレーニング・関連商品販売

長崎県 パティスリーフェリーチェ － ＥＣと受注管理システムの構築による洋菓子店の非対面ビジネスの確立

長崎県 ＳｏｃｉａｌＯｆｆｉｃｅ － 研修事業と相談事業の完全オンライン化推進のための広告宣伝事業

長崎県 焼き肉りん － 焼き肉屋の再出発！家族の絆を深める美味しいお肉を店頭販売

長崎県 出島トンボロ株式会社 8011303001965 ネット通販を主軸としたＢｔｏＣ型サブスクリプションの展開

長崎県 すこやか整骨院 － 非対面でのインソール作成システム構築による販路開拓

長崎県 コンディショニングスタジオ幸 － ３密を避ける空間作りとオンラインでのビジネスモデルへの展開

長崎県 Ｋｕｕ株式会社 9310001014439 「メンタルヘルス事業の非対面型移行にかかるブランディング・ＰＲ」

長崎県 福祉理容グッドウィル － 長崎の山坂に住む高齢者のための買い物代行付き出張散髪

長崎県 長崎炙処とろび － テイクアウト・中食商品の強化による新たな顧客の獲得

長崎県 ＢｏｄｙＭａｋｅＳｔｕｄｉｏＧＬＡＭＵＰ － コロナ対策、潜在顧客獲得のためのオンライン指導コンテンツ作成

長崎県 ミウラ・アイスカンパニー － 長崎県産天然水で作る新商品開発と作業効率の向上

長崎県 有限会社萬順製菓 9310002005131 伝統中華菓子のデザイン化と非対面型ビジネスへの転換

長崎県 有限会社川虎かまぼこ 9310002006427 長崎らしい蒲鉾のオンラインでの販売開始による販路拡大

長崎県 ビストロピエ・ド・ポー － ピエ・ド・ポーの料理をテークアウト！

長崎県 株式会社ショウセイ不動産 7310001012196 不動産内を３６０度写真を掲載するホームページの作成

長崎県 ＲＥＢＩＲＴＨＳＴＵＤＩＯ － コロナ対策で安全安心に運動出来る為の改装による新規顧客の獲得

長崎県 Ｂａｒ　Ｃｈｕｒｉ － 長崎県産の牡蠣と牡蠣に関する商品販売のＥＣショップの開設

長崎県 レストラン　プルミエクリュ － 「完成品の美味しさと一味足りない美味しさの食材提供事業」

長崎県 株式会社インベスト 6310001013014 新規オンラインによるコンサル事業の創設

長崎県 株式会社コントラスト 6310001013501 非対面販売のためのＥＣサイトの作成・改良

長崎県 アーティカル合同会社 9310003003010 自宅でできる肌や頭皮のケアサービスの開発と新規顧客の獲得

長崎県 株式会社プロコン・パートナーズ 9310001013473 インターネットを活用した新たな販路開拓
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長崎県 Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ａｃａｄｅｍｙ　Ｃｕｌｔｉｖａｔｅ － 非対面による英会話オンラインレッスンとビデオ学習の提供

長崎県 水月 － お取り寄せ商品の開発によるブランド化と経営安定

長崎県 カウンセリングステーションこころね － オンラインと各種心理療法（箱庭療法）を活用したカウンセリング事業

長崎県 株式会社大野水産 2310001007770 手ごろな贅沢を楽しめるネット通販対応型ホームぺージの作成

長崎県 株式会社えびすメディカル 6310001015472 訪問鍼灸マッサージ実施・非対面型受付実施・オンライン予約導入

長崎県 株式会社島田建築 1310001015849 非対面型営業の構築と自社のブランド力を高める広報活動

長崎県 香りのフラウ － 事業名：新しい生活様式のためのアロマブランド力強化とオンライン化

長崎県 ＣＨＡＮＤＥＬ － カウンセリングをオンライン化した非対面ビジネス型モデル構築

長崎県 ＧＦＣ － レンタルジムサービス及び健康ニーズ対応による新規販路開拓

長崎県 有限会社西日本パック 8310002011056 ＥＣサイトリニューアルによる新規顧客獲得

長崎県 Ｐｅｌｅ － テイクアウト・デリバリーの販路拡大による認知度＆売上アップ

長崎県 ＳＡＳＥＢＯピザ食堂 － 情報誌やＳＮＳへの広告展開による在宅中の顧客層開拓

長崎県 西九州させぼ地域商社 － ウイズコロナ時代を睨んだネット販売システムの構築とＷｅｂ集客

長崎県 株式会社ｉＤＥＡ 1310001016392 非対面型ヨガレッスンのシステム構築と販促

長崎県 ＰＣ－ＦＩＸ　ＳＡＳＥＢＯ － インターネットを活用した新しいオンライン時代への対応

長崎県 株式会社ネオブラッド 4310001007637 本格的手作りピザは「こだわりの生地」スマホやネットで予約が可

長崎県 株式会社ヒラファイト 9310001007630 「持込タイヤ交換」は、インターネットやスマホアプリで簡単予約

長崎県 有限会社ＥＮＴＥＲ 2310002014287 国内観光客へアメリカンタウンとしての認知構築

長崎県 株式会社ライジングエンターテイメント 8310001014340 オンラインＬＩＶＥ型ＥＣ＆ＷＥＢ会議システム整備事業

長崎県 流体テクノ株式会社 6310002012683 Ｗｅｂ会議システムの導入による非接触ビジネスモデルの構築

長崎県 株式会社ウィルプランニング 9310001016451 テイクアウトサービスで顧客の獲得と収益増を行う事業。

長崎県 行政書士光武幸治法務事務所 － コロナの影響に左右されないオンライン事業の構築

長崎県 株式会社ＰＬＡＣＥ 7310001007634 「草刈り」はスマホで予約可！迅速・スピーディに苅り取りＯＫ！

長崎県 株式会社Ｒｉｒｉｈ 8310001007633 「痛くない光脱毛」しっかり抜けてつるつる！スマホで簡単予約！

長崎県 関戸麹屋 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

長崎県 Ｂｒｏｏｋｌｙｎ　ｂｅａｃｈ －
【マイクロツーリズムを意識したテイクアウトメニューの拡充及びオペレーショ
ン向上】

長崎県 有限会社ユニオンスポーツ 1310002018157 最新ミシン導入による刺繍の自社対応と認知度向上による売上拡大

長崎県 六兵衛 － 「六兵衛」のパッケージ商品化とＥＣサイトで販路開拓

長崎県 有限会社サンエイフーズ山口 3310002017941 通販サイト強化による非対面型ビジネスモデルへの転換促進

長崎県 島原ブランディングデザイン事務所 － 非対面型オンライン受注システムの構築

長崎県 明月堂 － 「島原かすてら」のブランド力向上とＥＣサイトで販路開拓

長崎県 株式会社まどか 1310001013621 ＥＣ・ＷＥＢサイト制作による非対面型ビジネスモデルへの対応

長崎県 株式会社玉乃舎 2310001012382 新たな販路拡大に向けた設備強化と自社ブランド力強化事業

長崎県 アイネスト一級建築士事務所 － ドローンによる建物調査及びウェブによる業務全般の転換

長崎県 Ｋｙｒｉｅ － オンラインヨガ・オンラインワークショップ新規事業の立ち上げ

長崎県 ぷりｔａｋｏ － ぷりｔａｋｏラッピング移動販売車導入事業
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長崎県 ＬＩＢＥＲＯｃａｆｅ － ＷＥＢ注文システムによる非対面スタイルの確立・生産体制の強化

長崎県 にほん介護ねっと株式会社 9310001015866 非対面型で介護事業所へ紹介できるサイト運営への転換事業

長崎県 ａｎｎ － お茶を使った料理のドライブスルーで感染予防！

長崎県 田中鎌工業有限会社 8310002017342 鍛造ペーパーナイフのギフト商品化とオンライン販売

長崎県 株式会社ＧｌｏｂａｌＢ 5310001014698 ネット広告の活用によるテレワーク営業モデルの確立

長崎県 整理収納アドバイザーＹＵ－ＳＨＩ －
整理収納サービスのオンライン化事業（Ｂ：非対面型ビジネスモデルへの転
換）

長崎県 いちのせともこ音楽教室 － オンライン授業で非接触、でも世界とアクセス事業

長崎県 ブライダルグッズポケット － コロナで外出・帰省・挙式が出来ない方々へ－接触軽減ＥＣサイト

長崎県 陶磁工房一朶 － 販路拡大に伴うギャラリー及び直営店の運営とデザイン活動

長崎県 有限会社ブルースカイ 5310002017592 こだわり食材を利用した家庭で楽しめる贅沢な食の提供

長崎県 ペディ長崎Ｊ． － 『時代はウェビナー！オンライン・フットケアスクール事業』

長崎県 クリーニングエイトドライ － 『非対面型：集配サービスプロジェクト』

長崎県 株式会社亀八 3310001014527 テイクアウト・移動販売新規展開事業

長崎県 株式会社ディープ・リッジ・テク 3310001016044 海洋コンサルタント事業のインターネット展開

長崎県 鉄平・ホームズ － コロナ対策安心・安全で長崎五島をＰＲ

長崎県 株式会社アイル 5310002019977 消費者ニーズに合ったベジートの新商品開発事業

長崎県 岩元製菓舗 － 地元の大人気商品（ソウルフード）をお取り寄せスイーツへ！全国展開事業

熊本県 合同会社アドスタイル 5330003005256 ＥＣサイト構築及びキャッシュレス決済端末導入事業

熊本県 ヘアーサロンＬＯＶＥ美容室 － 客動線コントロールによる感染予防を考慮した美容サービスの提供

熊本県 株式会社コミット 1330001016399 非対面型対応の遠隔操作による新システム開発

熊本県 有限会社車輪館オクムラ 6330002005231 オンライン動画にて自転車の楽しみ方の提供による販路拡大事業

熊本県 株式会社猫紋 1330001026051 猫紋帯結のＤＶＤによる普及び、ＷＥＢサイトによる販路開拓

熊本県 映像スタジオランブル － ５Ｇを利用した非対面型ライブ・オンデマンド配信サービスの提供

熊本県 熊本被服株式会社 3330001001614 未来へ向かう為のマイプロセッシングによる販路拡大事業

熊本県 京町とさか － 天草大王専門店の非対面型ビジネスモデルへの転換

熊本県 合同会社スタディアム 4330003007749 仕出し専門サイトの開発と販路開拓

熊本県 トキデザイン株式会社 2330001026471 オンライン展示場による「フルオーダーの家づくり」販路拡大事業

熊本県 合同会社ペットセレモニーｋｕｍａｍｏｔｏ 9330003007892 「ペット写真を印刷したオンリーワンプリント鉢」ＥＣサイト事業

熊本県 三陽フードクリエイト株式会社 8330001027332 フランチャイズビジネスへの参加

熊本県 株式会社熊本令和不動産 9330001026457 非対面ビジネスへの業務変革とＷＥＢ集客への販路変換

熊本県 炭焼おはこ － 移動販売・デリバリーにより、イベント・夏祭りなどでお客様を獲得する。

熊本県 合同会社倉永養蜂園 4330003006362 熊本県産ハチミツとオリジナル商品のＨＰ通販による販路拡大

熊本県 ＴＯＫＯｓｉｅＪＡＰＡＮ合同会社 7330003006673 オンライン×オフラインの未来型小規模飲食店としての販路開拓

熊本県 ＩｏＴ　ｍｏｂｉｌｅ株式会社 7330001024025 非対面型ビジネス転換に伴うシステム開発とＷＥＢカタログ制作

熊本県 カウンセリングオフィスＣＡＲＮＡ（カルナ） －
「コロナショックで落ち込んでいる方のためのオンラインカウンセリング導入に
よる販路

熊本県 株式会社ヒゴワン 8330001021260 オンラインでの会員制の講座と自社ブランディング周知活動
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熊本県 ｒｅｂｏｒｎ－ｌａｂ．　リボーンラボ － 排便力つくりを非体面型ビジネスに転換し販路開拓を目指す

熊本県 株式会社白山不動産 5330001024010 新型コロナ対策としてのＩＣＴ化による集客、業務効率化計画

熊本県 桐原鍼灸院 － オンライン健康指導の導入とネットショップ導入

熊本県 割烹居酒家写楽 － 飲食店による非対面型サービスの導入

熊本県 ノーウェイリスクコンサル合同会社 2330003006364 ＷＥＢ対面で安心！あんしん相談システムとＷＥＢで認知度アップ

熊本県 有限会社丸和一商店 1330002010095 ミキバターのネット販売の拡充に向けて

熊本県 手羽先番長熊本本店 － 近隣のニーズに応えるべくランチと単品料理の持帰り専門店

熊本県 株式会社菊田靴店 5330001000886 ホームページ作成による認知度向上及び非対面販売の実施

熊本県 優光社 － ホームページ構築・商品モデルによる集客アップ事業

熊本県 メナード化粧品本荘代行店 － ホームページによる若い世代の新規顧客獲得　事業

熊本県 海苔問屋　肥後　ふるかわ － ブランディングとネット販売強化による新規顧客獲得

熊本県 株式会社ｇｉｆｔ 3330001024656 ＥＣサイトを活用した「熊本県産農産物」の販路拡大事業

熊本県 株式会社ＫＡＭＵＩ 1330001019360 ＥＣサイトによる「プレミアムペットフード」の販路拡大事業

熊本県 株式会社クローバーグラフィック 3330001008790 ＷＥＢシステムを活用し非対面型のＷＥＢサイト制作の販路拡大事業

熊本県 Ｐｈｏｔｏ　Ａｒｉｍａ － オンラインによるアルバム制作を全国へ発信

熊本県 極真会館熊本県早田道場 － 【オンライン道場の開催とＰＲ動画制作で生徒獲得事業】

熊本県 Ｔｒａｉｎｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ　ＳＥＥＤ － オンライントレーニング指導

熊本県 株式会社ＦＰフェアトレード・ジャパン 7330001015008 住宅ローン借換と保険の見直しによる固定費削減プランの提案

熊本県 Ｏｒａｎｎ － ショッピング機能付アプリの作成による非対面ビジネスの強化

熊本県 ＧＯＬＤＥＮ　ＡＧＥ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

熊本県 株式会社スクエア 3330001027139 セルフホワイトニング事業開始のための事務所リフォーム

熊本県 米村運送 － ウェブサイト上での水草販売の拡大

熊本県 クリーニングｓｈｏｐ～ｅｎ～ － ホームページとデジタルサイネージによる新規顧客開拓事業

熊本県 ＫＵＭＡＭＯＴＯ腰痛・肩こりケアセンター － 【自宅で出来るオンラインストレッチ指導＆動画コンテンツの販売】

熊本県 Ｈｉｄａｍａｒｉ株式会社 6330001018135 安心・安全なコミュニティ発信によるシェアハウスニーズ獲得事業

熊本県 合資会社品川木材工業所 9330003000393 無人スポーツジム化で三密を極力回避

熊本県 おかもと弓削整骨院 － エコー診断機器とオンライン事前診断・指導の導入

熊本県 倉崎商店株式会社 3300010211277 伝統の畳をみんなのもとへ～ＥＣサイトでの販路開拓事業～

熊本県 ささとら － 非対面販売への転換に向けた設備の導入

熊本県 育進会 － コロナに対応できる新たな授業体制の構築および新規生徒の獲得

熊本県 株式会社ＡＢＣ保険グループ 7330001020098 保険業法改正に対応する保険契約支援クラウドシステムの開発

熊本県 熊本リサイクルｇｏｏｄｓ－ｓｈｏｐ～ｅｎ～ － 非対面型ドライブスルー見積もり買取事業の展開

熊本県 Ｂａｒ　ＢＬＵＥ － ホームページの開設と通販による販路開拓及び店内環境の改善

熊本県 バー　マーノ － 通販による販路開拓と店内換気の強化及び内装改装

熊本県 Ｃｕｒｅ鍼灸整骨院 － 新ＨＰ作成に伴う非対面ビジネスの構築

熊本県 ＬＯＧＡＩＴＡ － 非対面型での接客販売と設備導入による生産性の向上
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熊本県 株式会社スティーブン・ラフテル 330001022982 コロナ感染の軽減策による事業展開

熊本県 有限会社オークツリー 4330002015653 クルーズ関連から高齢者の健康が増進する販路開拓へビジネス転換

熊本県 リボンガス株式会社 7330001004927 コミュニケーションＷＥＢサイトによる販路開拓

熊本県 株式会社リンク・フレイ 8330001026978
アフターコロナ顧客主導の次世代顧客管理・予約・決済システム「非対面型ビ
ジネスモデ

熊本県 Ｍ＆Ｓ株式会社 7330001008738 オンラインショップ開設による売上回復と認知度向上

熊本県 有限会社マサミ金属工芸 7330002009751 名札販売部門の新ブランド立ち上げに伴う、通信販売力強化

熊本県 Ｒｅ － ＳＤＧｓを意識したオンラインブランドショップの構築

熊本県 有限会社エー・エス・ビー 1330002001235 馬酔木テイクアウト・デリバリー部

熊本県 株式会社熊本県酒造研究所 9330001001410 「活性酵母の発送体制確立による酵母供給の維持、及び販路拡大」

熊本県 有限会社栗崎米穀 1330002003198 ＥＣサイトによる「くりさき弁当」の宅配販路拡大事業

熊本県 Ｊａｐａｎ　Ｓｐｉｒｉｔ － 自社のリモート化と動画制作事業の導入

熊本県 有限会社レストラン凱旋門 5330002011528 リモート・ウエディングとオンライン・バーの導入と普及

熊本県 熊本さくら　本妙寺通り店 － コロナの影響に負けない非対面型モデルによるテイクアウト販売計画

熊本県 光進会 － オンライン動画指導開始とＹｏｕＴｕｂｅを使ったプロモーション

熊本県 Ａｒｃｈｅ －
★既存客の結果にコミットし続け、新規顧客獲得のための、非対面型メニュー
作りによる

熊本県 Ｓ．Ｋ．コネクト － 自社施工率向上のための設備投資事業

熊本県 有限会社ＺＥＳＴコーポレーション 1330002014609 キッチンカーによる移動販売で３蜜を作らないテイクアウトを実現

熊本県 株式会社セキュリティＡ・Ｚ 5330001006090 ホ－ムペ－ジのスマホ対応と非対面型商談による業務効率改善

熊本県 ホリスティックサロン香鈴 － 熊本県産「麹」１００％のパウダーパックを開発

熊本県 有限会社田しろ 2330002015127 《持ち帰り商品の開発及びネット販売の開始による販路開拓》

熊本県 有限会社よねはくビル 2330002011282 「いちご大福」「生クリーム大福」の東京における新規販路開拓

熊本県 ファイナンシャルコーチ　佐藤名ゝ美 － 商圏拡大と非対面相談業務開始のためのホームページ大型改修事業

熊本県 カウンセリングルームわかば － 「非対面カウンセリング」を導入し、複雑な状況やニーズに対応する

熊本県 株式会社Ｓｏｌ－Ｆｉｋｓ 9330001027059 「チャット機能及び郵送サービスによる携帯電話修理の完全非対面化」

熊本県 Ｇｏｌｄｆｉｓｈ － 熊本県産にこだわった極上の魚介系バーガーをご自宅で

熊本県 有限会社栄田実業 3330002004335 「安心・安全・快適・楽しく・感動的な空間の設備の充実とＰＲ」事業

熊本県 旬彩処まつ川 － 本格料亭仕込み「まつ川」の本気（味）をご家庭で！！

熊本県 Ｓｔｙｌｅ１４ － 講座および研修の非対面型ビジネスモデルの構築による販路開拓

熊本県 株式会社立花 1330001019765 ＨＰを活用したコロナ禍による外販売上減少打開事業

熊本県 株式会社ワールドライン 6330001019653 株式会社ワールドライン

熊本県 有限会社ＣＩＢ 5330002015058 ライブ動画配信＆ＥＣサイト構築による非対面型ビジネス展開

熊本県 小田製麺所 － フードトラックによる自家製ラーメンで移動式販売と販路開拓事業

熊本県 麺屋あさひ堂 － ＳＮＳ・動画「ラーメン作りの極意」発信事業

熊本県 合名会社勧業館食堂 1330003001044 新規テイクアウト、デリバリー強化でコロナ禍を克服する販路開拓

熊本県 かつお茶屋 －
ＥＣサイト、ホームページによるテイクアウトお茶漬け、物販の提供による販路
拡大事業

熊本県 Ｋｅｒｎｅｌ －
オンライン活用したコーディネート事業とそれによる非対面型販売の強化事
業
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熊本県 有限会社クレッシェンド 3330002025514 参加ＷＥＢ受付システムの導入によるイベントのオンライン化促進

熊本県 餃子屋田中 － 【手作り生餃子ＰＲ動画配信で販路開拓事業！】

熊本県 Ｂｉｌｉａ － 【オンライン教室の開催と店舗看板設置による相乗効果事業】

熊本県 ＡＤＦコーポレイション株式会社 4330001021751 お家で湯煎１０分簡単！逸品「真鯛まるごと会席」限定天草鯛使用

熊本県 株式会社Ｂｒｕｓｈ－ｕｐ 3300-01023725 ウイルス対策型除菌併用クリーニングを非対面型モデルで開始

熊本県 バル凡凡堂 － テイクアウトによる新たな売上の創出とその効率化の実現事業

熊本県 ＰＨＯＴＯ　ＣＡＭＥＲＲＹ － オンラインカメラ教室事業による新規顧客獲得と売上拡大

熊本県 株式会社美カンパニー 1330001013470 個室施術の造作工事と個室でのドライヘッド＆ヘッドスパの導入

熊本県 夢眠 － テイクアウトへの注力による中食需要への対応と事業承継計画

熊本県 有限会社ウィズ 1330002000716 ネット相談窓口の開設による地域住民の住宅トラブル解消事業

熊本県 湧泉の宿藻乃花 － 非対面でも対応できる宿泊プランへのチャレンジ事業

熊本県 株式会社ＰＯＰＯＬＡ 2330001026001 対面型ビジネスを活かした非対面型用商品開発と販路拡大

熊本県 ＫＩＴ－ＣＣ株式会社 7330001022251 Ｎｅｔ販売及び革新的営業技術ＰＲ活動による販路開拓

熊本県 株式会社チームワーク 7330001024578 遠隔操作によるインターネット接続トラブル解決の認知度向上

熊本県 株式会社ＲＰＶ 2330001000591 リモート営業マン化！ＨＰリニューアル事業

熊本県 ＺＯＯ　ＴＲＩＰＰＥＲ － オンライン入会の促進とコンテンツマーケティングによる販路拡大

熊本県 ヘイルズ － ホームページのリニューアル、他のＳＮＳとの連携による販売開拓

熊本県 Ｄｏｉｓａｗａ － ハンドメイド向けの型紙開発とネットショップの開設

熊本県 株式会社たぬき茶屋 7330001020718 《テイクアウト事業とコロナ感染を防ぐ環境整備による売上拡大》

熊本県 株式会社Ｃｒａｎｅ 7330001022516 任意売却情報配信事業

熊本県 株式会社バース 5330001016899 冷凍赤牛の通信販売

熊本県 和田かまぼこ店 － ギフト商品の開発製造とテイクアウトの強化による販路拡大事業

熊本県 アクティブデザイン株式会社 6330001025222 「エネルギー事業拡大のためのブランディング戦略と販路開拓」

熊本県 サバーイ・サバーイ － 高齢者、地域密着型、顧客の新規開拓と若手育成のスクール開設

熊本県 イクイップメントフロア － 菓子販売による販路拡大

熊本県 株式会社熊本オーナーズ 4330001001357 非対面設備と新設サイト構築による新規国内宿泊者開拓

熊本県 Ｒｉｎｎａｉｌ － 動画販売システム導入による非対面型ビジネスへの転換

熊本県 株式会社ディカーナ 2330001011309 ネット専業の宅配レンタル総合商社を目指した新規販路開拓事業

熊本県 コトノワデザイン － デザインのチカラ（価値）を伝えるコーポレートサイト制作

熊本県 株式会社きくもとや 8330001022283 新設備を導入し新商品（和ゼリー）を開発する。

熊本県 株式会社倉崎 9330001001303 ショールームを活用したリフォーム工事の新規顧客拡大

熊本県 ＭＡＬＩＢＵ － 券売機導入により清算・オーダー時の濃厚接触を減少させる事業

熊本県 ＤｏＩ　ＫｅｂａＢ（ドイケバブ） －
ネット上での細かい情報発信で非対面型販路拡大での売上確保と雇用の確
保

熊本県 合資会社岡田珈琲 3330003000143 ＥＣサイトを活用した非対面販売の売上獲得。

熊本県 ＋Ｓｍｉｌｅ．（プリュスマイル） － コラーゲンマシン導入と自社ホームページでの予約の強化事業

熊本県 株式会社ｍａｍｉｒｅｅ 9330001007804 訪日観光客獲得・ＳＮＳ／動画配信マーケティング
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

熊本県 Ｔｈｅ　Ｆｉｒｓｔ　Ｓａｌｏｎ － オンラインフェイシャルコンサルティングサービス事業の展開

熊本県 青桐通り花遊 － 如何なる非常事態にも変わらぬ食を皆様へ

熊本県 株式会社芋屋長兵衛商店 4330001023938 いきなり団子の通販事業

熊本県 有限会社有働建設工業 2330002001151 新規設備導入による生産性向上及び新規販路開拓

熊本県 アミッグセカンド － 設備導入と学生獲得！コロナで失った本来の売上を取り戻せ！

熊本県 ハートライン － Ｗｉｔｈコロナ時代における美容室のコロナ対策を具現化する事業

熊本県 フェアトレード　ラブランド － ＹｏｕＴｕｂｅプロモーション作成による通信販売事業の拡大

熊本県 ママのためのヨガスタジオＰｒｅｍａ　Ｎａｄｉ － 非対面型ヨガクラスの充実およびプライベートメニューの開設

熊本県 ＤＥＬＩ　ＨＡＩＲ － 対面時間削減のためのビデオチャットカウンセリングの導入

熊本県 有限会社みらいえ 8330002012358
オンラインセミナー活用による非対面営業チャネルの強化と物件情報入手対
策

熊本県 有限会社むろや 8330002010568 通販サイト構築と提灯ＤＭ販促と非接触機器等による売場環境改善

熊本県 Ｌｅａｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ － ＵＦＢ炭酸水による育毛頭皮ダメージ毛のメニュー強化

熊本県 有限会社ラブラブグローバル菊池 2330002018055 青果物の通信販売事業

熊本県 ｇｏｏｄｔｉｍｅｂａｒ　ｙｏｍｎｏｍ － ＥＣサイトによる新規販路開拓

熊本県 ＨＡＬＥＣＡＦＥつなぐ － 非対面接客によるコロナ対策で不安解消、販路開拓事業

熊本県 株式会社プリントップ 8330001020411 ＷＥＢサイト販売とＤＭ・チラシによる非対面型販路開拓

熊本県 ＲＯＴＡＲＹ　ＣＯＦＦＥＥ － テイクアウト商品の開発でプラスワン需要を創造し、客単価向上！

熊本県 バルＭＡＴＳＵ － テイクアウト商品で売上回復！１人でもできる量産体制の確立

熊本県 うめちゃんち － 長期保存可能で衛生的なテイクアウト料理の提供と認知度向上

熊本県 株式会社ストラテジックアライアンス 6330001023614 ネット広告とＷｅｂ会議システムを用いた非対面型創業融資支援事業

熊本県 株式会社瑞恵 5330001004482 ＥＣ注文サイトの構築と調理機導入による調理場の人的再配置計画

熊本県 Ｍｅｍｂｅｒｓ稜子 － オンラインＭｅｍｂｅｒｓ稜子

熊本県 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ＆ＢａｒＴＥＲＵ － 「家庭で作る本格イタリアン＆カクテル動画」発信事業

熊本県 タイム － 近隣の方に求められるおかずセットを最小限の対面で提供

熊本県 元貴鍼灸院・接骨院 － 顧客管理システム導入によりバックオフィス業務をリモート化する

熊本県 ピザよし － ＷＥＢによる冷凍ピザの販売、販路開拓

熊本県 エステサロン紬 － コロナ後の潜在顧客獲得と非対面決済ツールの導入

熊本県 株式会社アルカ 1330001006061 既存顧客満足度向上のためのオンラインサポート強化事業。

熊本県 甲斐未早希 － 集団トレーニング・非接触型トレーニングによる顧客獲得

熊本県 ＡＲＺＵ － オンライン型・集団型トレーニング導入による販路開拓

熊本県 ＲＥＸＯＮ株式会社 6330001010158 最新調理機器の導入及びオンライン通販の強化事業

熊本県 株式会社幸千 9330001015006 総菜や弁当の製造販売・配達による対面接客の抑制および売上の回復計画

熊本県 ｇｉｎｇｉｌａ － 熊本県産野菜満載のテイクアウト商品に係る予約サイト開設

熊本県 合資会社三角古美術店 1330003000888 ＷＥＢ販売の開始とアロマランプの使い方・注意点の動画配信

熊本県 有限会社グランドサークル 7330002017473 ホームページ作成と広告告知による修理売上げ増大化

熊本県 ｊａｃｋａｒｏｐｅ　ｃｌｉｍｂｉｎｇ － ＹｏｕＴｕｂｅ×オンラインイベントで新規顧客獲得事業
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

熊本県 有限会社リネット 3330002014904 非対面型ビジネスを支援するオンラインセレクトショップ構築

熊本県 セプティグラス － バーテンダーが作るチョコレートのテイクアウト事業

熊本県 和の茶緑祇園 － 緑祇園の再スタート！台湾生タピオカドリンクのテイクアウト・宅配事業

熊本県 立ち寿司 － 当店の魅力発信とオンライン飲み会用のおつまみ販売

熊本県 株式会社くろ 1330001014873 オーダーメイドバーベキューセット

熊本県 花屋はな輔 － 【『社会変化に対応できるＥＣサイトによる売上拡大事業』】

熊本県 ヘアーショップＢＩＧＢＯＹ － 店舗内回転率向上・完全個室型への転換とウェブサイト構築と展開

熊本県 株式会社ＳＵＮＷＡＶＥ 1300001026852 冷凍パスタの通販事業

熊本県 ゼロイチ － オンラインレッスン告知サイトの活用による収益窓口の構築

熊本県 株式会社福城屋 6330003000768 新型コロナウィルス感染症対策ための販路拡大戦略の構築

熊本県 ゆりの花 － 非対面型で安心して癒しの空間を提供し新商品開発でネット販売

熊本県 勝縁 － オリジナル冷凍加工食品のネット通販による非対面型ビジネス事業

熊本県 株式会社お茶の堀野園 1330001007225 「緑茶を使用したグリーンカレーの製作と新規販路開拓」

熊本県 ＱＵＡＴＴＲＯ　ａｂｉｔｏ － 【息苦しくない！ひんやり抗菌マスクを動画でＰＲ事業】

熊本県 Ｍ＆Ｈプロダクション － 新たな楽曲の配信サイトを構築し、癒しの音楽を世界に届ける

熊本県 熊本美食會 － これからの時代に合った進化した移動販売車

熊本県 ジェンティーレ － 熊本の飲み物を活用！ネットを通じた売上確保と新規顧客獲得

熊本県 株式会社ＲＯＮＧ－Ｔａｉ　ＦＡＣＴＯＲＹ 6011001071354 オンラインを活用したマーケティング、コンサルティング業務展開

熊本県 ステーションアベニュー・ネクスト － ＤＭやＥＣサイトを通じた顧客との関係強化と、間接業務の効率化を実現

熊本県 ＥｔｏＫｉｋａｋｕ － 中小企業事業者の方へ高品質でフットワークの軽い映像コンテンツの提供

熊本県 東大門タッカンマリ熊本店 － タッカンマリの通信販売

熊本県 株式会社ミーティアハーツ 4330001007321 宣伝動画配信で新規顧客を狙え！中古ＰＣのススメＰＲ事業

熊本県 株式会社ロジカ 3330001021281 遠隔ＩＴサポート業務の確立

熊本県 城南コベッツ熊本くすのき教室 － ＨＰによる「人対人個別指導」から「ＡＩの個別指導」の転換広告

熊本県 Ｃａｎｄｙ熊本 － オンラインを通じてお肉を全国に届ける新しいバーとしての在り方

熊本県 株式会社グリーンキューブ 9330001020443 キッチンカーを通じた新規顧客獲得

熊本県 株式会社ら・らぽーと 7330001022631 「新しい生活様式」に適応出来る「非対面カウンセリング」の導入

熊本県 ｔｅａｍＰ－ｓｈｏｔ － 非接触型「Ｆａｃｅ　ｔｏ　Ｆａｃｅ」事業による売上増加と販路拡大

熊本県 有限会社熊本ソシオ 8330002015055 コロナでなまった体を酸素ボックスでメンテナンス事業

熊本県 ＥＩＹＯ中村圭佑 － ネットショップ開設と業務用卸参入による新規お客様獲得事業

熊本県 株式会社セイボ 4330001018293 産地と家庭をプロの手で結び届ける販路開拓事業

熊本県 日和未来合同会社 1330003007603 店舗集約化と独自の食材を相互販売するネットワークの構築

熊本県 ちゃんぽん醤 － 「集客と売上アップを目的とした認知度向上と販路拡大事業」

熊本県 有限会社ピクチャーズカンパニー 7330002013241 消費者はもちろん生産者も満足できるインターネットショップ

熊本県 有限会社フェリーチェ 1330002014872 業態変更と非対面型商品開発と販路開拓事業

熊本県 ＰＲＯ．ＦＩＴ田崎店 － 感染防止を徹底したプライベートジムへのシフトと情報発信
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熊本県 エスティ九州 － ＢｔｏＢからＢｔｏＣ向け通販事業

熊本県 株式会社グリット 4330001025265 動画とチャットで仮想内見を実現しグループウェアでテレワークを構築

熊本県 雷ホルモン － テイクアウト業へとリニューアル。非対面ビジネスへの転換。

熊本県 ＴＭトータルエージェンシー － 口に入っても安全安心な清毒液の非対面型販売事業でコロナに勝つ

熊本県 株式会社すまいプロデュース 4330001009061 お家時間を楽しめる家づくりと、非対面型ビジネスの推進事業

熊本県 株式会社Ｆ．ＮＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ 6330001021849 脱・車離れ！優良中古車情報ＰＲ動画配信事業

熊本県 サヨ・エンタープライズ株式会社 2330001021720 自社オリジナルアプリを活用したオンライン総合メンテナンス業務

熊本県 株式会社共進電気 7330001001024 ＨＰ作成による新たな販路拡大！

熊本県 世安湯 － ＥＣ販売へのシフトと快適環境によるリピート率の向上

熊本県 有限会社リンクス 4330002011388 中古物件の再生型提案事業（簡易宿泊所）の周知と展開策

熊本県 Ｅｎｏｔｅｃａ　Ｄｅ　Ｌａ　Ｒｉｔａ － テイクアウト用新商品開発の為の最新鋭調理器具の導入

熊本県 ふくとく大成株式会社 9330001002739 「ギフトから自家消費へ、自宅であげたて魚を味わう「すり身天」事業」

熊本県 Ａｎｄ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｒｏａｓｔｅｒｓ － 店舗＋非対面型ビジネスで経営安定化事業

熊本県 株式会社プロモートウェブ 1330001025573 オンライン商談とＬＩＮＥのモデルハウスプラットフォーム事業

熊本県 合同会社えん 8330003006994 テイクアウト商品の販売とＥＣからの受注による売上回復の取組み

熊本県 株式会社喜三 6330001008128 名物料理のパッケージ化で、お取り寄せグルメとしてＥＣ展開

熊本県 ｎａｏｎｅｓｔ － 新メニューに伴う非対面でのサービス強化と認知度ＵＰの取り組み

熊本県 うまかもんバルＡｐｉｃｅ　Ｄｕｅ － 冷凍イタリアンの通販事業

熊本県 未来創造株式会社 6330001025420 ウェブサイトによる販路拡大と自社ブランディング

熊本県 ＲＩＧＯＬＥＴＴＯ － 非対面型商品の開発と販路拡大による事業の多角化

熊本県 有限会社蓮 3330002012809 急速冷凍によるテイクアウト商品の品質向上及び新商品開発

熊本県 株式会社健整舎 5330001022410 訪問介護士研修のテレワーク環境の整備事業

熊本県 ＰＩＡＮＯ　ＢＡＲ　ＴＷＯ－ＦＩＶＥ － 顧客管理システム構築、ＶＲ導入によるサービス展開

熊本県 ｇｒａｓｓｙ　ｃａｆｅ － 【顧客に寄り添う完全個室での医療用ウィッグ提供と頭部の癒しケア】

熊本県 居酒屋りんどう － テイクアウト等の新規販売の強化及び店内改装による３密回避

熊本県 畔柳 － 外国人観光客・新規顧客獲得動画配信

熊本県 バトン合同会社 2330003008071 安全ペダルの新商品開発とネットを通じたモニター販売に実施

熊本県 株式会社だんだんホーム 3330001018055 ＷＥＢ上で資料取得、内覧から商談までできる平屋専門店の設立

熊本県 株式会社みらい人財研究所 5330003002253 社労士が提供する非対面型ＩＴコンサルティングサービスの事業化

熊本県 株式会社バックステージ 3330001020473 サーモカメラの導入で感染者の早期発見・感染防止とその販路

熊本県 ネイルサロンセジョリ － ホームケア商品の販促と動画による説明で施術時間を短縮！

熊本県 エビス建設株式会社 9330001025392 非対面システム導入

熊本県 株式会社ジープ 6330001021403 湖畔を望む庭園に換気の良い全天候型の客席増設事業

熊本県 トリニティヘアスタジオ － 【動画・ＳＮＳ活用で髪に優しい神・美容室を目指せ！】

熊本県 株式会社らくらくハウス 2330001021555 オンラインで見学会・商談・見積までを実現するプロジェクト

熊本県 司法書士法人リーガルシップ 5330005002012 自宅にいながら司法書士と法律相談を実現するプロジェクト
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熊本県 合同会社熊日川尻販売センター 9330003000286 感染拡大予防による売上喪失予防と新規顧客獲得による売上回復

熊本県 株式会社ｃｌｏｔｈ　ｓｅｃｔｉｏｎ 8330001025534 動画を用いた通販サイトの作成及びＷＥＢ広告

熊本県 株式会社ナルミアドバンス 2330001003396 ＷＥＢサイトでの顧客獲得及び、接客・商品説明のオンライン化

熊本県 株式会社Ａｄｄｉｔ 4330001022551 オンライン内覧会による「不動産活用」の販路拡大事業

熊本県 有限会社銀杏寿し 3330002002603 お家でお寿し屋さんしませんか？

熊本県 焼肉居酒屋號 － 周辺住民に愛され、地域に親しまれる店づくりと情報発信

熊本県 株式会社スマイルシェア 2330001024616 業務提携することで、みんなを笑顔に

熊本県 株式会社ままこや 6038-0014367 オンラインサービス集客のための動画コンテンツ・冊子委託費

熊本県 株式会社新大リンク 6330001021898 遠隔オンライン授業による手話授業

熊本県 福連喜 － インターネットの有効活用とＥＣサイトによる販路拡大事業

熊本県 株式会社エンブレイス 733001012673 昼の時間のフードデリバリー・テイクアウト事業・販路開拓

熊本県 株式会社まつもと２１ 5330001021073 冷凍機械導入による弁当販売による販路開拓

熊本県 くらし∞クリエイト － オンラインサービス集客の為の動画コンテンツ・広告受託費

熊本県 ウリシクタン － 本場韓国料理のソースの通販事業

熊本県 藤崎宮前はりきゅうマッサージ治療室 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

熊本県 株式会社うららか 8330001024916 熊本の地酒及び郷土料理の通販事業

熊本県 株式会社シン・空間研究所 9330001006351 ホームページ刷新を中心とした新たな顧客の開拓と非接触での接客

熊本県 ＪＵＩＣＹ － オンライン活用セミナーによる販路開拓

熊本県 合同会社ネクスト 9330003006894 三輪バイクを使った冷凍お好み焼きの訪問移動販売と通販事業

熊本県 熊本城桜の馬場リテール株式会社 4330001010770 ２３店舗の共存共栄と客単価アップによる安定事業展開

熊本県 セイゴ道場 － オンラインレッスン導入とスタッフ不在の２４時間営業化

熊本県 株式会社ワイズデイ 4330001020464 ネット販売システム構築に伴う、オンラインショップ作成と販売管理ソフト導入

熊本県 有限会社ＣＡＭ建築設計事務所 4330002004739 ＣＡＭ設計の啓発及び非対面型ビジネス構築事業

熊本県 ＤＩＳＣＯＶＥＲ　ＢＡＬＬＯＯＮ － 【店舗無人化計画、およびＷＥＢ販売強化＆新商品開発】

熊本県 有限会社フルカワ花店 3330002009251 蘭専門通販サイト構築による非対面型ビジネスの柱構築事業

熊本県 ＬＥＳ　ＣＬＯＳ － テイクアウト事業による新規顧客の獲得、売上の拡大

熊本県 麦屋 － 熊本郷土の味「だご汁」の非対面型販売事業

熊本県 銀杏開発株式会社 2330001000930 コロナ感染症等を踏まえた事業戦略策定

熊本県 ＴｈｅｒａｐｙＲｏｏｍＪｏｙ＆Ｌｏｖｅ － オンラインによる、ステイホーム向け心身ケアの提供

熊本県 マッスルライン株式会社 2330001025176 オンラインクラスの導入と「ヨガスタジオ」の環境整備でＶ字回復

熊本県 ＬｏｕＤｅｓｉｇｎ － 「生産性向上と、高品質で多様なニーズに対応。『捺染台』導入計画」

熊本県 株式会社ＷＡＶＥ 6330001013937 ショッピングサイト開設による非対面型ビジネスモデルへの転換

熊本県 リンパドレナージュ　アリス － あなたの心（脳）と体を整えて元気と笑顔を応援します！

熊本県 有限会社出口・コンサルティング・オフィス 9330002027058 「将来を見据えた非対面型ビジネスへの挑戦。そして飛躍！」

熊本県 ＧＴＥＫ（グテック） － 高精度ゴルフ弾道測定器の導入による非対面型サービスの提供

熊本県 株式会社きもとの蔵 7330001022020 きもとの蔵のＨＰ作成による新規顧客獲得及びＳＮＳの配信を図る
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熊本県 株式会社城よし 7330001019388 お客様の安心できる旅館作り

熊本県 よつば食堂 － 自動製麺機導入による安定した食材調達モデルの構築

熊本県 バロンズクラブ － 熊本県産食材を活かした商品開発とネット販売による新規顧客獲得

熊本県 株式会社ＤＡＩＹＡ 1330001022455 赤牛ハンバーグの通信販売サービス開始による販路拡大事業

熊本県 合同会社スリーコム 5330003006824 非対面型ビジネスモデルへの転換および、テレワーク環境の整備

熊本県 株式会社宮崎建築 7330001021798 ピンチをチャンスに。新しい働き方と顧客獲得法を構築

熊本県 株式会社ＮＡＩＮＡＩ 6330001021527 動画活用による店舗情報の非対面営業の確立とテレワークシフト

熊本県 有限会社煌り 7330002022705 コロナの影響を受けない、非対面型の物品販売事業の展開

熊本県 焼肉園モランボン － ドライブスルーによる感染予防と高齢者・障害者の利便性向上

熊本県 株式会社Ｆａｌｃｏ 5330001024778 自社サイトの構築とＳＮＳでの非対面販売力強化を行う

熊本県 ＢａｒＶｉｌｌａｇｅ － お墓クリーニング事業

熊本県 立山商店 － 国内外顧客向けＥＣサイト構築による茶屋の販路開拓

熊本県 株式会社オーロラ 6330001016064 最高の健康志向商品、コロナに負けない商品提供による販路開拓

熊本県 村口米穀店 － 通販サイトとホームページの開設と石抜精米機の導入

熊本県 合同会社球磨川アーティザンズ 4330003007963 人吉球磨地域ブランド製品の非対面式国内販売による販路拡大事業

熊本県 まちなかホテル丸一 － 『ＰＭＳ導入により自動化＆非対面型の実現』

熊本県 衣装処Ｋｉｒａ８ － ＨＰを活用したオンライン営業と安心できる対面営業の両立

熊本県 有限会社牛車 5330002030684 キッチンカーによる新商品開発・新規顧客獲得事業

熊本県 株式会社Ｕ－Ｂｒａｎｄ 4330001016297 コロナ時代に安全安心のサービスが提供できる美容室構築

熊本県 有限会社人吉農産 6330002030460 非対面型商談スペースの構築と殺菌設備、保冷貯蔵設備の導入

熊本県 花雅 － 健康志向に注力した料理の仕出し等の強化による新規顧客獲得

熊本県 有限会社ヤマトプロジェクト 9330002030821 飛沫感染対策と旧イメージからの脱却

熊本県 ご馳走酒房イナホ家 － 最高食材と感動料理、非日常の高貴な空間提供による売上拡大事業

熊本県 カジュアルバーアジト － ３密回避の店舗改装とテイクアウト商品販売による売上回復事業

熊本県 Ｎａｔｉｖｅｆｉｔｎｅｓｓｓｃｈｏｏｌ － 心も身体も元気になれるオンライン授業開始による販路拡大事業

熊本県 有限会社横川理容 1330002030622 最高のカット技術とサービス、環境のいい空間提供による売上拡大

熊本県 シューズナポリ － 最高の商品、オシャレで高貴な空間提供による売上拡大事業

熊本県 マルミ － 気軽に立ち寄れる美味しい料理と居心地の空間提供による売上拡大

熊本県 有限会社フカミ寝具センター 7330002030484 最高の品質と感動の睡眠、高貴な空間提供による売上拡大事業

熊本県 花曜日（はなようび） － オンライン販売開始による販路拡大事業

熊本県 四季のお料理　あまくさひこ丸 － 地域の素材で新商品を開発し、販路開拓のための設備器具導入事業

熊本県 パソコン館 － ＳＥＯ・ＭＥＯ対策とＬＩＮＥ公式アカウントを網羅した通販事業

熊本県 合同会社麺家いっぽう 5330003006691 自販機とＥＣサイトを活用した非対面型オリジナルラーメンの販売

熊本県 合資会社吉田整骨院製薬所 3330003002404 新型コロナ感染症に負けない安定的な経営力確保事業

熊本県 有限会社ヨネクス 3330002021272 自社Ｗｅｂサイト構築による非対面型集客及びコミュニティ醸成

熊本県 ＨＩＧＨＢＵＲＹ － 店舗改装とオーロラドリンク開発によるコロナウイルス不況克服
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熊本県 Ｃｏｅｕｒ　ａ　ｏｅｕｒ － 新「玉名のおみやげ」開発とネット販売システム導入計画

熊本県 株式会社エスアイズコーポレーション 1330001025689 女性の体と心をいたわる「こだわりの食」コラボ通販サイト

熊本県 製造本舗佃の匠 － 新生活様式に対応し海外展開も見込んだＥＣサイト構築で販路拡大

熊本県 株式会社セレン 6330001022987 オンライン人材育成研修サービスの事業化

熊本県 前田畳店 － 「コロナに打ち勝つ！デジタルサイネージを取り入れた広告宣伝事業」

熊本県 有限会社ふくだ 7330002018892 クリーニング渡し専用ロッカー設置による非対面・利便性向上事業

熊本県 有限会社山鹿温泉　寿三 6330002018943 非対面型旅館へ～個と消毒と気配りの癒し空間創造プロジェクト～

熊本県 Ｒｉｖｅｒ － 非対面型販売への挑戦と、くつろぎの応援スペース拡充による販路拡大

熊本県 株式会社Ｓｈｉｚ－ｅｎ 4330001027253 自社ＥＣ再構築とネット広告、量産体制の確保により売上拡大

熊本県 福本商店 － 餃子の皮マシン導入による事業体制の再構築

熊本県 吉永製パン所 － パンのネット販売と販路拡大のための生産能力向上事業

熊本県 Ｉｎ　Ｂｌｏｏｍ　Ｂｅｐｐｕ － 非対面型オンライン宿泊による新たな観光モデルの実現

熊本県 株式会社前川商事 2330001010327 事業存続のための真空パック商品の開発とＥＣサイトの拡充

大分県 竹藝家こじまちから － オンラインサービス提供による非対面型販路開拓

大分県 株式会社フック 4320001015523 ネット活用した注文・決済できるシステムで新規顧客獲得

大分県 有限会社家具の丸高 2320002011110 生活様式の変化に応じた家具小売店の非対面型ビジネスモデル構築

大分県 かくれがＤｉｎｉｎｇ和楽 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

大分県 ＡｎｎＷａｖｅ － オンラインによるヒーリングカウンセリングとオンライン講座

大分県 合資会社野上旅館 2320003000590 別府の竹工芸活用ウイズコロナ時代の旅館の朝ごはん開発事業

大分県 株式会社ＡｓＯｎｅ 7320001016080 館内設備新設による働き方改革と新規客開拓及び既存客の確保

大分県 クレープリートゥルヌソル － 「密の回避と非対面チャネル強化による顧客満足の最大化」

大分県 コトリカフェ － カフェフードのテイクアウト、デリバリー及び通販システム整備

大分県 トータルビューティーサロンＦａｉｒｙ － 複合的な心と身体のケアで女性の人生を応援する、新時代のサロン

大分県 株式会社ａｍｕｏｏｌｗｏｒｋｓ 9320001014594 エール飯を全国へ！「別府エール便」プロジェクト

大分県 株式会社アリュール 320001007367 「アリュール」ご自宅で楽しめるオンラインラウンジサービス義業

大分県 株式会社マイニチモンキー 5320001017031 キャッシュレス決済対応アプリで販路拡大とインバウンド対応

大分県 株式会社アイプロダクト 8320001007269 マーケッティングによる販路拡大

大分県 合同会社鉄輪５碆 3320003002280 ＥＣ外販拡充チャレンジ鉄輪５０度

大分県 ＯｎｔｈｅＯＮ（オンザオン） － ホームページ、オンラインショップ開設による販路開拓

大分県 有限会社クラムコンフェクト 7320002011502 オートデバイダーの導入による作業の効率化

大分県 有限会社大倉菓機 1320002011012 ウェブサイトへの問い合わせフォームの設置と改装

大分県 有限会社フラワーショップ辰美園 6320002012294 フラワーショップたつみえん　ＯＭＯ構築

大分県 株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ 5320001016487 イベント現場で捨てられる服飾品や備品をリメイク販売

大分県 アソビＬＡＢ － アソビＬＡＢオンライン化事業

大分県 株式会社タクミカンパニー 320001017365 新たな時代の移動販売業で非常時にも対応できる地域作りへ

大分県 有限会社庚申和裁研究所 9320002011351 着物の素晴らしさを多くの人に伝えるための新しいサービスの提供

34 / 47 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２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

大分県 屋田商店 － タバコ、喫煙具販売強化

大分県 火鍋にしだ － 【通販事業の展開とソーシャルディスタンス確保の店内改装】

大分県 アニたま － 配信事業の展開と店舗の空調機能の改善

大分県 有限会社ゆめさき 8320002011344 デザインによる新規宿泊体験構築と調理機材導入による生産性向上

大分県 美容室ｃｕｏｒｅ － 店舗で販売している美容系の商品をＥＣアプリで販売

大分県 カレーハウスうえの － 売り方・見せ方・食べ方のパラダイムチェンジ作戦による販路開拓

大分県 フレンチレストラン蔦の葉 － クラシカルな邸宅で挙げる少人数結婚式の紹介ウェブの制作

大分県 ＧＯＥＮ株式会社 4320001007181 キッズマネースクールＷＥＢ説明会から申込率の向上

大分県 有限会社スカイピット 2320002001292 スカイピットオンライン事業

大分県 株式会社マイダスコミュニケーション 5320001002553 Ｗｅｂ会議等の機能を有したレンタル会議スペースの提供

大分県 有限会社プチ・ミロ 6320002005975 冷蔵ショーケースの増強に伴うテイクアウト販売メニューの強化

大分県 株式会社フェローワールド 5320001002347 新事業ＰＲ動画・専用サイト作成とオンライン会議導入

大分県 ジュエリーハシモト － ホームページの拡充による、販路拡大事業

大分県 ＤＡＢＵＲＡ．ｍ株式会社 4320001014319 ＷＥＢサイトとオンライン会議ツールを活用した非対面型顧客開拓

大分県 株式会社ＯＴＳＵＫＡ 3320001016530 時間短縮・テイクアウト等による新型コロナウィルス感染予防対策

大分県 ＦＯＵＮＴＡＩＮ － 『当店オリジナル！オンラインによる新たな販売チャネルの構築』

大分県 株式会社大分団地新聞社 － ネットショップ開設による新たなる販路と新規顧客の開拓

大分県 ボードゲームカフェＪＯＧＯ － 非対面型ビジネスモデル（レンタルスペース・通信販売）事業

大分県 フューズ有限会社 4320002006001 手製本教室と販促のオンライン化のためのスタジオ設置と商品開発

大分県 株式会社Ｔｒｉｄｅｎｔｅ 2320001017232 【非対面販売強化に向けての生産能力向上と効率化】

大分県 株式会社グローバルタウン 8320001013713 当社オリジナル　ＹｏｕＳｐｅａｋオンライン事業

大分県 美容室アビ・アンド・アッシュ － 自動化の導入で、衛生面・質の向上を目指し、経営の安定を図る

大分県 株式会社三清社 7320001001223 非対面型有料レンタルスペース事業

大分県 株式会社デジタブル 6320001017088 「コロナ禍対策での新規事業ロボットインテグレート事業の事業化」

大分県 株式会社ライフグレース 4320001015886 オンラインビジネス強化による販路開拓事業

大分県 大在車輛整備工場 － 新規顧客獲得を見据えたハイスループット化による事業強化

大分県 株式会社フロック 6320001014688 オンライン授業の展開による英語学校改革および受講生の安全確保

大分県
スマイルエステート行政書士坂田好美事
務所

－ 女性専門家チームによるワンストップ不動産・相続サポート

大分県 株式会社光風 9320001011427 日本鍼灸の伝統を世界へ発信するグローバル化事業

大分県 合同会社サウンドロープ 3020003008580 手回しレコードプレーヤート受注システムの開発

大分県 Ａｌｅｇｒｉａｓ － 手作りペットフードのインターネット販売強化

大分県 ライフデザインラボ株式会社 5320001015274 ＡＩが搭載された病児保育専用予約管理システムの導入

大分県 美容室Ｈａｒｍｏｎｉｅ － お客様は来店せずに当店の扱う美容商品が購入できるアプリを導入

大分県 ハッピーハウス株式会社 6320001004367 動画配信を活用した非対面型集客の促進

大分県 株式会社ＦｕｒａＲｅｐｉＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 3320001015862 非対面型ＢｔｏＣ及びＢｔｏＢオンライン講座の提供

大分県 株式会社トライアクシス 8320001003895 誰でも簡単にできる持続性ある抗菌コーティング剤の普及・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２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

大分県 株式会社ネクストワールド 2320001013859 非接触による注文受付から事前決済のできるＯＭＯアプリの構築

大分県 株式会社アドヴァイス 9320001005882 子育てに奮闘するママを応援！「オンラインママ会」の創設事業

大分県 ｕｎｉｄ株式会社 5320001014689 非対面でもエンゲージメントの高いブランディング事業

大分県 ｃｌｅａｒｉｎｇ＆ｈｅａｌｉｎｇ　Ｆｕｌｌｏｏｍ － 新規講座集客の広告宣伝とオンライン講座・商品の作成・整備・導入

大分県 るーみんぐる － オンラインセミナー事業

大分県 ラクーアンクロシェ － 安全なテイクアウトメニューとオリジナル夏スイーツで街に元気を

大分県 ガーベラ － 非対面での新規開拓営業の促進

大分県 有限会社丸弘 8320002006518 コロナウイルスによる新たな販路拡大と新たな配信事業

大分県 パン工房エトワル － 「コロナ対策に応じた３密解消のための売り場拡大に伴う店舗改装」

大分県 Ｏｈａｎａ　ｈａｉｒ － 毛質補修等の効果がある美容室専売商品をネットで販売

大分県 佐賀智恵美 － 非対面での新規開拓営業の促進

大分県 パソコンくらぶすずらん － オンラインレッスンによる顧客獲得

大分県 衛本 章吾 － ＷＥＢを活用したプロモーションやセミナーによる販路開拓

大分県 ヘアデザインデイジー － ＥＣシステムの導入で美容商品を顧客に届ける仕組み

大分県 Ｅｘｉｓｔ　Ｊａｐａｎ株式会社 8320001014983 障がい者で制作する木製御朱印帳の制作と販売

大分県 株式会社ＬＥＧＧＵ 8320001007401 お客様が自宅から店舗販売商品が購入できる仕組みを設ける

大分県 株式会社ＷＨＩＴＥ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 9320001016797 Ｅコマースの導入で美容商品を販売し売上げ向上の実現化

大分県 ＲＡＩＣＨＡＳ～ライチャス～ － ＷＥＢを活用した販路開拓／店舗入り口の改修及び新パッケージ開発

大分県 グルーミングサロンＨＵＧ，ＤＯＧ － グルーミングのオンライン講座販売事業

大分県 株式会社ＯＮＥ’Ｓ　ＨＯＭＥ 3320001014724 ホームページのリニューアルによる新たな販路開拓

大分県 整体院爽和 － 顧客増加のためのネットと動画を活用したオンライン整体の実現

大分県 アンナペレンナ － 自家製麹及び焼き菓子等の通信販売体制整備ならびに製造体制強化事業

大分県 株式会社Ａ－ｇｉｏ 4320001014764 店舗の魅力イメージ向上とＥＣサイトの構築

大分県 株式会社ＮｏｒｔｈＳｏｕｔｈ 2320001011755 食品加工工場の改装・見学対応のためのチャット機能付きＨＰ制作

大分県 ひのでグリル － 精肉のインターネット通販事業の取組

大分県 ホリスティックカフェ － テイクアウトとインターネット販売による販路拡大と売上の増加

大分県 ３１２ － ネット販売システムにおけるＨＰ構築、及び焼き菓子工房の増設

大分県 ＭＩＸ　ＪＵＩＣＥ株式会社 8320001011312 配信事業を通じて無観客イベントおよびオンライン授業の開始

大分県 合同会社Ａｒｕｇｏ 9320003003042 家庭で楽しめる当社の味と、安心安全な店舗づくり

大分県 望千庵（もうちゃん） － 自宅で簡単にできる親子丼の具材・調理具のセット販売

大分県 三楽工房 － 豆腐の新たなカテゴリー開発とネット販売での新規顧客獲得

大分県 ＯＮＣＬＯＵＤＮＩＮＥ － テレワーク遍境の整備とテイクアウト強化のビジネスモデル

大分県 みゆう整骨院 － 脱『ステイホーム』腰痛！安心の隔離空間でボディメイキング！

大分県 中野酒店 － ステイホーム以降に対応する商材拡充およびＨＰ作成による販路開拓

大分県 麦屋 － 「麦屋」推奨地域商材の拡充、開発及びＨＰ作成によるＰＲと販売

大分県 株式会社オオツカ 1320001009973 専門性を活かした販売、オンライン飲み会のニーズをキャッチする
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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２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

大分県 とらや製菓 － 『間違いのない手土産』とらやの販売チャネルを増やすＥＣ戦略

大分県 琴音庵 － 地方の特性を活かす継続可能な地域発展。これが日田式ＳＤＧｓ！

大分県 合同会社ＭｏｍＡｒｔ． 5320003003120 会えなくても会える買える体験できるｅコマース実践事業

大分県 佐藤製材株式会社 8320001010025 ＥＣ・テレワーク技術を活用した非対面型営業体制による優良顧客の獲得

大分県 株式会社プラムスクール日田 5320001014004 オンライン授業の実施と個別指導の新設

大分県 森崎事務所 － ＧＮＳＳ測量による非対面ビジネスの導入及び販路拡大事業

大分県 あおいスポーツ整体院 － 会員サイトを導入した非対面型ビジネスによる新規顧客獲得事業

大分県 株式会社スマイルファクトリー 1320001009387 非対面型ビジネスモデルへの転換

大分県 蔵富士酒類販売 － 日本酒に特化した自社ＥＣサイト構築による新規顧客獲得

大分県 合同会社佐伯カーズ 3320003002990 販路拡大を狙う中古車ネットビジネス展開

大分県 有限会社石仏観光センター 7320202000296 臼杵焼のセカンドライン製品開発とＢｔｏＢ強化サイト整備事業

大分県 ＣｏＭａｌｌＣａｆｅＢＵＮＧＯＴＡＫＡＤＡ － テイクアウト商品化とセレクトショップのＨＰ制作事業

大分県 ｎｏｎ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆｆｉｃｅ － 創造を形に！レーザーカッターで製作したものを生活空間へ

大分県 カフェ＆バーブルヴァール － 初のテイクアウトに挑戦！新メニュー開発でコロナに打ち勝つ！

大分県 有限会社中之島旅館 6320002014547 テイクアウトにおける盛り付け場の作業環境整備事業

大分県 ヤクト株式会社 9120101053471 【事業名：新規ネット販売強化、アフターコロナ対策事業】

大分県 森の工房ＢｕＢｕ － 新パッケージとセット販売及びネット販売強化による販路拡大事業

大分県 染工房　芳心庵 － 定期イベントの自主開催と出版による認知度及び売上増

大分県 有限会社天峯ファーム 2320002013998 宅配とテイクアウトに特化した店舗展開及びフランチャイズ化事業

大分県 株式会社樹 2320001008173 インターネット通販で新ぶどうブランドの非対面型ビジネス展開

大分県 ゆめカンパニー － 移動販売型ガチャガチャ「ガチャくる」による売上向上。

大分県 セ・デュ・ナナン － コロナの３密に対応できる顧客への安定した商品提供への取り組み

大分県 わま食堂 － 新商品の製造及びウイルス感染防止を意識した事業への転換

大分県 株式会社ナルミ総合企画 3320001017082 モバイルオーダシステム導入による業務効率化と販売促進

大分県 株式会社佐々商 1320001017398 商品の多角化とネット販売による新たな販路拡大計画

大分県 ＤＥＬＡＳＡＮＴＥ － コロナ対策を強化して安心して通えるサロンに

大分県 大典総業有限会社 2320002011738 自社ホームページ新規作成と予約・決済システムの構築事業

宮崎県 Ｒｅｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ　ｐｈｏｔｏ － 非対面型予約システム導入と非３密型スタジオ改装事業

宮崎県 ＳＯＮＮＥ － 「独自セレクト商品やダルマピザのネット通販化による商圏拡大事業」

宮崎県 株式会社お菓子の昭栄堂 3350001012196 ヒット商品の姉妹商品開発による市場浸透戦略

宮崎県 開運コンサルタント五徳 － 非対面型のカウンセリングとネットショップ新規事業

宮崎県 福重内装 － 非対面型営業活動及び御見積書・請求書発行や提案

宮崎県 株式会社ＦＵＬＬ　ＷＥＳＴ 2350001016314 新規海外輸入をＥＣサイトで販路開拓

宮崎県 ＰＡＲＫ　ｍｉｙａｋｏｎｏｊｏ － 宮崎県産小麦のスコーンと宮崎県産玄米のアイスをＥＣで全国へ！

宮崎県 ｈｅａｌｉｎｇ　ｂａｓｅ － オンライン占いのリリース及び実店舗の販路開拓事業

宮崎県 有限会社総合花商小倉 6350002014354 「コロナ感染症と戦うための顧客のニーズにあった販路拡大事業」
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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２回受付締切分）
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

宮崎県 炭焼　いそ川 － 持ち帰りに対応した店舗改装と音楽配信サービスによる販売促進

宮崎県 日東フローリング株式会社 4350001009051 新規チャネル開拓のためのＰＲ戦略

宮崎県 焼肉酒家　大門 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

宮崎県 学習塾ことのは － オンライン講座による販路拡大事業

宮崎県 輪虎 － オリジナルな一杯を全国へ。らーめん屋としての新しい販路開拓

宮崎県 中町ワイン食堂 － 惣菜販売用ショーケース、食材売り場の設置

宮崎県 浅井万十店 － 地場産品を使った新商品の開発および全国に向けた販路開拓事業

宮崎県 中村亮介 － 情報発信型ＨＰの作成による販路拡大事業

宮崎県 アグライア － アスリート向けオンラインウエイトトレーニング指導

宮崎県 ＢＥＳＴＩＥＢＡＳＥ － ストリートダンスによるオンラインショップ普及の新規事業

宮崎県 有限会社安藤スポーツ 1350002013732 スポーツグッズサブスクリプション

宮崎県 下町焼き鳥「我が家」 － テイクアウト専用　焼き鳥の販売

宮崎県 株式会社東郷織物 6350001011427 問屋依存型からの脱却を目指したネット販売の拡大

宮崎県 とんこつラーメン専門店無我夢中 － 移転オープンに伴う非対面型券売機の導入と新規顧客の獲得

宮崎県 株式会社池内米生産組合 6350001013729 新規契約栽培作物の増産体制を確立するための農業機械の導入事業

宮崎県 有限会社ＴＫＫ 6350002008356 マスクの開発委託、各種マスクの仕入れ先開拓、販路開拓

宮崎県 株式会社新福 4350001000786 テレワーク環境整備及び観光ＰＲ・販促強化による顧客獲得推進事業

宮崎県 ギフター － ブログ、ＹｏｕＴｕｂｅ、ＡＲを用いた、非対面型事業の開始

宮崎県 株式会社りょう 8350001013982 「お家に店の味と笑顔を」

宮崎県 合同会社ももてつグループ 1350003003063 本格ピザ窯導入によるテイクアウト・デリバリー事業の販売拡大

宮崎県 古着屋ｉｍｐａｃｔ － オリジナル商品の生産販売拡大のための印刷設備導入

宮崎県
株式会社ファイナンシャルパートナーズ
宮崎

8350001006516 オンライン告知の仕組みを作り、宮崎県内のコンサル業務販路拡大

宮崎県 ｈｅａｌｔｈ＆ｂｅａｕｔｙ　Ａｍｏｒｅ － サロンにおいて非対面型構築とウェブ販売の設置

宮崎県 エー・ワン内装 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

宮崎県 株式会社ウルセル 9350001015581 非対面ビジネスモデル構築による新規顧客獲得推進事業

宮崎県 みなとやクリーニング － 「非対面型セルフ受付ＢＯＸ及びマルチプレス機導入による販売促進」

宮崎県 有限会社大野屋 8350002008635 【非接触型販売の強化、及びテイクアウト商品の充実化】

宮崎県 ＭＥＬＬＯＷ　ＷＡＸ　宮崎店 － 宮崎県女子の新たな美を追求し売上促進向上に取り組む

宮崎県 ＢＬＵＥ　ＯＷＬ － 看板設置による視認性向上と新メニュー、多角販売による販路拡大

宮崎県 株式会社アミコｇｉｆｔ 8350001014931 災害備蓄品販売用ＥＣサイト構築及びネット販売による販売促進

宮崎県 有限会社北川内自動車整備工場 5050002002054 自社完結型の車検スタイルへ外注していた部門を自社工場内で行う

宮崎県 株式会社Ｓｍｏｌｔ 8350001015772 サクラマス加工残渣を利用した新商品開発と新販売チャネルの構築

宮崎県 ＹＳプロデュース － 動画を活用した非対面型ビジネス事業の周知による新規販路開拓

宮崎県 スナックラ・ルミエール － ホームページで県外客へアピール・ネット販売サイト

宮崎県 ソウルアーマーインク － ＨＰやＹｏｕＴｕｂｅで世界に向けた非対面型の商品展示販売

宮崎県 おはなしとおんがくの森 － 国内外のナレーション受注・コンテンツ配信に係る営業力強化
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

宮崎県 花の店カラフル・カラフル － 自社オンラインショップの開設とブランディング化事業

宮崎県 合同会社りすとき 4350003002707 郵送買取ＨＰを活用、修理技術を生かした日本一の買取を実現

宮崎県 株式会社かみむらスポーツ教室 5350001011080
非対面でも新規顧客、新たな市場を獲得するシステムの構築　オンライン体
育指導及び非

宮崎県 叶 － ＡＲを使用しての非対面型営業活動及びテイクアウト事業

宮崎県 ＤＡＢ － 飲食店等の決済システムの導入（インターネット広告）

宮崎県 なにわたこ焼きどんげや － たこ焼きを身近にネットでオリジナル粉と楽しみ方の映像をお届け

宮崎県 アグリビジネスパートナー － ｗｅｂセミナー等非対面型ビジネスモデルへの切り替え・拡大

宮崎県 ジュンクオーレ － コロナ時代を強く生きる女性向け個人サロン起業支援事業

宮崎県 有限会社竹原商事 7350002002829 女性客の開拓のためＷｅｂ集客を外注委託しノウハウを学ぶ。

宮崎県 株式会社Ｋ‘Ｓ 3350001011743 ３店舗の自社ホームページ作成、ネット販売の構築

宮崎県 ショウライツクール － 学校の休校よる子供たちの学力低下を防ぐための応援プロジェクト

宮崎県 白いシャツ － テイクアウト商品事業展開と非対面型営業の展開

宮崎県 株式会社ｄｒｓ．アド．コラボレーション 7350001013686 攻めの栄業のためのサービス訴求～ＩＴ等を活用した営業ツール制作事業～

宮崎県 恋史郎コーヒー － 通信販売及び店頭でのテイクアウト販売の拡充

宮崎県 ＢＡＲ　ＮＥＸＴ　ｐｌｕｓ＋ － 自粛ムードの客足を回復させるためのテイクアウト事業

宮崎県 ＧＡＲＡＧＥ　ＣＯＦＦＥＥ － テイクアウト用焼き菓子の生産販売強化等による客数・客単価向上

宮崎県 有限会社宮崎潜水 9350002008196 非対面型サービス導入事業

宮崎県 株式会社わらべ 3350001010704 安定供給とステイホームショッピング提案の為の設備投資

宮崎県 有限会社エスファクトリー 2350002036025 非対面型ビジネスモデルへの転換

宮崎県 株式会社ピローズカンパニー 8350001012266 ＥＣサイト開設

宮崎県 ＲＡＭＥＮ　ＴＯＲＩＣＯ － 真空パックでテイクアウト販売とＨＰで非対面販売へ新販路開拓

宮崎県 旅館小戸荘 － キッチンカー導入によるコロナ感染拡大防止及び新たな収入源確保

宮崎県 株式会社ＣＲＥＶＡＳ 9350001016118 ホームページ制作による、ＢｔｏＣ直接受注チャネルの販路獲得

宮崎県 株式会社オフィスＫ 5350001013465 非対面型防災・減災コンサル及び販売事業

宮崎県 ｖｉｅ　ｓｏｉｎ【ヴィソワン】 － セルフエステで密を回避する非対面型ビジネスモデルで新販路開拓

宮崎県 ハワイアンショップハノハノ － ＨＰネットショップとポータルサイト強化で県内外客を獲得

宮崎県 月と波 － 「嬉しい、楽しい、心地いい“柏田ひろみオンライン保健室”」（仮）

宮崎県 創 － ホームページ、フライヤー、名刺の制作により新規顧客獲得を推進

宮崎県 有限会社青島食肉食鳥 4350002000224 宮崎県産牛・豚・鶏を使用した金豚（すき焼きまん・豚まん）開発

宮崎県 おがくず酵素温浴ｙａｄｏｒｉｇｉ － 三密をさけるリフォーム

宮崎県 家庭料理の店らん菜 － 物販ブランド「走るお野菜」の立ち上げプロジェクト

宮崎県 株式会社器 7350001010881 「宮崎魚うどん」のレトルト袋開発、ネット販売等による販路開拓

宮崎県 株式会社Ｋａｒｉｙ 3350001011966 非対面型オンライン受注システム構築

宮崎県 株式会社食品検査・研究機構 8350001015814 ホームページを活用したコンサルティング業務の展開

宮崎県 Ａｇｏ　ｅ　Ｆｉｌｏ － オンラインショップを作り通販強化する為に量産できる設備投資

宮崎県 胃袋直撃食堂チャンプ － 真空包装機購入によるお持ち帰り商品の充実と店内殺菌の向上
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

宮崎県 らんぷ亭 － らんぷ亭ＥＣと非対面式ビジネスモデルの確立

宮崎県 はまや株式会社 7350001014321 「からすみ」のカジュアル新商品の開発及びネット販売の強化

宮崎県 ＯＮ　ＴＨＥ　ＫＩＴＣＨＥＮ － 米粉と野菜のパスタのネットと展示会を通じた新規顧客獲得

宮崎県 株式会社モリミキ 1350001013816 デザイン顧問・相談のオンライン対応開始に伴うＷｅｂ改修事業

宮崎県 株式会社Ｌｉｂｅｒｔｙｓｈｉｐ 6350001016070 ＨＰを活用したサービス・事例紹介等による新規顧客獲得促進

宮崎県 有限会社ユニバーサルフィールド 5350002008704 みやざきエクスプレスｈｉｎａｔａ

宮崎県 株式会社アップライジング 4350001015520 非対面型ビジネス転換の為のスタジオ作成とＨＰ作成で新販路開拓

宮崎県 エイト － テイクアウト事業の構築とテラス席の整備

宮崎県 有限会社Ｍｏｒｒｉｓ 3350002008441 移動ゼロのワンストップサービスと安心の個室化の為の改修

宮崎県 株式会社ＡＯＢＡ 3350001004689 ランドセル荷重分散型ベルト『ランカル』のオンライン販売の構築

宮崎県 酒生哲雄写真事務所 － フォトモンタージュ作品と撮影写真集のネットショップ展開事業

宮崎県 株式会社トライスター 3350001012353 ・テレワーク環境の整備

宮崎県 ０９８２株式会社 7350001010329 ＷＥＢ制作による自分史制作・書籍出版事業の強化対策

宮崎県 ＥＭプレップスクール － 『スカイプ、ズーム等を使用した複数のサイバー教室の運営』

宮崎県 株式会社松長鐵工 2350001012024 インテリア雑貨事業「Ｉｒｏｎ＆Ｗｏｏｄ」展開で新たな魅力発信

宮崎県 城山ふとん店 － 自社製造製品に特化した通販サイトで綿ふとんを日本全国へ！

宮崎県 合同会社Ｈａｎａ－Ｋｉｃｈｉ 3350003002360 ホームページ改善及び通販サイトの立上げ・ショップカード等の製作

宮崎県 Ｒａｏｓｕ整体 － 非対面で全国にパーソナルトレーナーを育成するプロジェクト

宮崎県 株式会社農福産業 9350001016010 農福焼き芋で障がいのある方の所得と雇用を創り社会に貢献

宮崎県 オンザビーチ － 非対面型物販ＥＣサイトへの転換と温水シャワーでおもてなし集客

宮崎県 合同会社ＮＡＧＡＫＵＲＡ 2350003003327 コロナに負けない！テイクアウトによる新規市場開拓戦略

宮崎県 株式会社尾鈴山蒸留所 5350001005553 ＯｎｌｉｎｅＳｈｏｐの運営による販路開拓とブランディング

宮崎県 ヘアーサロンフランク － 店内改装とｗｅｂ予約システム構築による新規顧客獲得

宮崎県 Ｂｏｄｙ　Ｅｓｔ － オンラインレッスンを活用した新規顧客獲得

宮崎県 韓国料理　テヤン － 宮崎県産鶏のチーズタッカルビで新規顧客獲得

宮崎県 珈琲の店エルザ － 新商品開発とＥＣサイト構築による新規顧客獲得

宮崎県 居酒屋一本気 － 宮崎一本気名物こだわり鶏の炭火焼きセットの開発販路開拓

宮崎県 有限会社四季亭 9350002009013 老舗料亭としての挑戦！「新しい生活様式」への対応

宮崎県 有限会社たかなべギョーザ 4350002009091 ネット販売・卸し用冷凍商品の製造強化に向けた設備投資

宮崎県 株式会社餃子の馬渡 1350001012248 ラード充填工程の効率化によるテイクアウト・ネット販売等の強化

宮崎県 株式会社　中幸組 1350001009467 ＤＭ及びＩＣＴを活用した日南キャビア販売促進事業

宮崎県 姿勢改善スタジオＡｌｉｇｎ － 女性のためのオンラインパーソナルトレーニング事業

宮崎県 櫻乃峰酒造有限会社 3350002016592 本格焼酎を自宅で味わう家飲み応援キャンペーン事業

宮崎県 株式会社元祖おび天本舗 1350001009426 ネットショップ売上強化・拡大の為の広告配信事業

宮崎県 ホクラニイングリッシュアカデミー － 英会話オンラインサロンＧＩＦＴＥＤの開設　～日南から世界へ～

宮崎県 お好み焼須山 － ＨＰ作成による持ち帰り増加および感染対策周知による来客増加
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

宮崎県 二代目とり坊 － 真空パック機を購入し、ネット通販で全国発送による販路開拓事業

宮崎県 ｂａｍｂｏｏ － 「エアコン設置とテイクアウト飲料販売による売上向上計画」

宮崎県 吾田食堂 － 店内衛生環境の向上・テイクアウト利用促進の為の広報ツール制作

宮崎県 株式会社西ノ原牧場 6350001010395 ネット通販を利用した自社ブランド「なかにし和牛」の販路拡大

宮崎県 今釜屋 － やみつき梨たれの県外認知度の上昇、県内ファンへの魅力伝達深耕

宮崎県 株式会社サンライフ 7350001011624 ジビエ料理をより身近に～霧島ジビエインターネット販売強化計画

宮崎県 わがや食堂　笑来 － 「安心！安全！美味しい！！笑来オリジナルテイクアウト」事業

宮崎県 有限会社ダイワファーム 8350002017900 「宮崎から全国へ！完全自社製造チーズの販路拡大」

宮崎県 株式会社ミライガタリ 6010901040352 ノンアレルギー米粉食品及び自家焙煎珈琲の通信販売事業

宮崎県 わたなべ － もつ鍋セット等のテイクアウト需要喚起の為の店舗改装・販促事業

宮崎県 有限会社ユー 7350002017546 コロナ時代の婦人服ビジネスのスタイル確立とネットによる販路拡大

宮崎県 ＪＭＣコンサルティング － リモート（非対面型）研修商品の作成とＨＰ作成による販路開拓

宮崎県 ＳＨＡＮＴＩＧＬＡＳＳ － 酸素発生機・充填機導入による硝子製品の生産性向上と販路拡大

宮崎県 苺大野屋 － ｗｅｂセミナー等非対面型ビジネスモデルへの切り替え・拡大

鹿児島県 株式会社Ｋｅｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 7340001015683 ＷＥＢ・ハード環境整備による飛躍的利便性の向上

鹿児島県 もつ鍋田しゅう　鹿児島店 － チラシ配布とＨＰでＰＲし新規顧客の獲得と収益増を行う事業。

鹿児島県 株式会社工房夢創庵 8340001001641 ネット販売事業　きもの大好きこの指とまれ

鹿児島県 ことばプロデュース － 魅力的なオンラインレッスン導入に係るＷＥＢの再構築

鹿児島県 焼肉笑店田中 － 精肉店の作る“本格焼すき丼”お届け事業

鹿児島県 Ｎ．Ｎ．Ｂｕｓｉｎｅｓｓサポート － ＷＥＢセミナー開催による非対面コンサルティングサービス提供

鹿児島県 株式会社タサキコーポレーション 8340001013562 『テレワーク推進と非対面型営業システムの導入』

鹿児島県 株式会社Ｎｅｘｔａｇｅ 9340001019294 非対面型で提供可能な画像処理システムの開発・販売

鹿児島県 ａＷｅ　ｗｏｒｋｓ － 店舗・ＷＥＢの同時発信による木のある豊かな暮らしの提供

鹿児島県 株式会社Ｊ＆Ｍ 7340001021954 無人対応型シェアオフィス事業の新規展開における広報活動

鹿児島県 二代目千楽 － 新しい生活様式に適合した安心な店舗づくりで集客力増加事業

鹿児島県 あんしんエステート鹿児島 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

鹿児島県 ソワレドフルール － 非対面型ビジネスモデルへの転換

鹿児島県 山田商事 － コンサルティングと塾のリモート化と周知

鹿児島県 ＭＯＮＫＥＹ　ＷＲＥＮＣＨ － 自社ＥＣサイトの構築による粗利率の向上

鹿児島県 ｂａｊｅｅｎａ － 新しい生活様式対応、テイクアウト、配信等を伴うＥＣサイトの構築

鹿児島県 炭火焼ばんせい － 焼肉屋が新たな売上確保を目指す「焼肉弁当」デリバリー事業ＰＲ

鹿児島県 有限会社福田屋萬兵衛 2013202005499 ｅラーニング事業展開の為の動画プラットフォームの確立

鹿児島県 ａｔｅｌｉｅｒ　ｂｏｎｄ － 「上質の普通」をテーマに話題なるようなサロン作り

鹿児島県 下荒田デリカテッセン － 独自のＥＣサイトの構築でテイクアウトへの転換による販路拡大

鹿児島県 株式会社イーデザイン 4340001004838 診療所等へのＩＣＴ活用推進、広報促進の為のオンライン販路開拓

鹿児島県 株式会社エコ・メンテナンス 3340001019011 無光触媒噴霧による抗菌コート、及び成形品マスクの抗菌化加工
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鹿児島県 株式会社キャリアサポートスムー 5340001021865 社員研修・人材育成向けｅラーニング事業の展開

鹿児島県 有限会社八坂 6340000000933 鹿児島の地物を使った離乳食の開発とネット販売事業の立ち上げ

鹿児島県 株式会社Ｍｏｚｅ 6340001017623 人気のオリジナルカレーのレトルト食品開発製造とそのＰＲ事業

鹿児島県 Ｓｔｙｌｅｎｏｔｅｓ － オンライン受注による、オリジナルカスタム塗装受注制作事業

鹿児島県 合同会社Ｃ＆Ｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ 1340003003023 意欲のある小規模生産者を、ＥＣサイトで全国へ！

鹿児島県 ＮＥＱｓｔｅｐ － 記事情報型の自社ＥＣサイト構築による販路拡大

鹿児島県 コウセイ冷機有限会社 7340002003811 微酸性次亜塩素酸水販路拡大・知名度強化

鹿児島県 ＤｉｎｉｎｇｔｅｒｒａｃｅＩＮＴＨＥＭＯＯＮ － 真空包装機導入によるテイクアウトの品質向上、物販強化

鹿児島県 合同会社ＴｒｅＰｉｅｔｒｅ 5340003001989 子供からお年寄りまで楽しめるおうちでチプレッソ

鹿児島県 株式会社Ｍｅａｔｙｏｕ 4340001018722 生産能力強化による自社ネット販売の展開

鹿児島県 株式会社１１２９ 6340001022516 ＥＣサイトモールを自社サイトと連結しＣＲＭ強化へ

鹿児島県 株式会社後藤道場 8340001010386 オンライン指導仕組み構築並びに新規会員集客促進事業

鹿児島県 山実水産有限会社 8340002010022 自社商品用真空マシン・圧力鍋導入による煮魚製造小売販売事業

鹿児島県 さつま農場 － 新しい生活様式に即したサービス確立とテイクアウト等の販売強化

鹿児島県 株式会社イーサイドライン 4340001021437 ＥＣ体制整備・竹林面積日本一！鹿児島産タケノコの全国展開事業

鹿児島県 ＬＡＧＢＡＧ　ＭＵＳＩＣ　ＴＯＧＯ － オンライン上での無観客コンサート会場の創設

鹿児島県 薩摩だし餃子えぶりでい － 薩摩だし冷凍餃子のネット販売による全国規模の販路開拓

鹿児島県 株式会社ＣＴＤ 4340001002619 非対面型販路促進と拡大

鹿児島県 有限会社ドリームスマイル 6340002019858 真空パックによる名物料理のテイクアウト及びＥＣ販売強化

鹿児島県 ＴｏＲｏＲｉ － 出来立ての美味しさを徹底的に追求した中食事業の販路開拓

鹿児島県 鮫島司株式会社 6340001020073 移動販売による「こだわりの味」をその場で提供・新規顧客の獲得

鹿児島県 炭焼きがんこ － キッチンカーで出来立て「本物の味」をお客様のもとへ

鹿児島県 小城機工株式会社 6340001008763 コロナに負けるな！部品の内製化と修理技術の強化計画

鹿児島県 株式会社Ｏ’ｓ　ｃｏｍｐａｎｙ 7340001019024 フードデリバリーのＩＴ化による地域経済の活性化事業

鹿児島県 食堂ｓａｉｔｏｇｕｒａ － 地元産落花生を使用した加工品のネット販売開始による販路開拓

鹿児島県 株式会社パレット社 6340001021765 お客様自身が〝作る楽しさ″を感じる看板製作による販路開拓事業

鹿児島県 有限会社小松 2340002055414 老舗食堂が手掛ける惣菜の通信販売事業立ち上げによる販路開拓

鹿児島県 居酒屋アルパカ － 「新型コロナ対応」新オーダー・決済サービスによる販路開拓事業

鹿児島県 有限会社フォトスタジオカワスジ 6340002027051 三密緩和の為のスタジオ拡張とネット予約・注文可能なＨＰ制作

鹿児島県 有限会社神川酒造 1340002025167 一般消費者向け限定商材の開発及びＥＣサイトの立ち上げ

鹿児島県 メイプル学園 － ３密解消！安心安全に過ごせる学童保育事業！

鹿児島県 ｈａｉｒ＆ｓｐａｅｔｕ － 香りで癒す店内改装と免疫力アップ商品で販路開拓

鹿児島県 Ｐａｔｉｓｓｒｉｅ　Ｂｏｎａｐｐｔｉｔ － ３密を防ぐ移動販売車の導入とネット販売による売上促進事業

鹿児島県 株式会社みち 8340001019717 スマート会葬で守る「時代をつなぐコミュニティ」

鹿児島県 有限会社前園不動産 1340002026446 『温故知新！管理ソフト導入で昔ながらの不動産屋の変革事業』

鹿児島県 株式会社東木材 9340001003587 新築住宅及びリフォーム事業の拡大及びテレワーク導入への挑戦
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

鹿児島県 紬レザーかすり － 新しい生活様式に対応した新たな販売チャネルの確立

鹿児島県 奄美ＤＮＡ株式会社 8340001022183 商品開発および販売手段の多様化を通した既存事業の生産性向上

鹿児島県 Ｂａｎｓｅｉ　Ｓｔｕｄｉｏ － 「写真とパンの店」の販売チャネル拡大による新規顧客獲得。

鹿児島県 株式会社トゥーコネクトダイニング 5340001021394 ネット販売による販路拡大とＳＮＳ広告による集客力アップ

鹿児島県 株式会社正行不動産 3340001011777 売買賃貸物件は室内全て収まる３６０度カメラでＨＰ環境整備事業

鹿児島県 株式会社たまがる 3340001017064 ぼかし完熟有機肥料「極」のＺｏｏｍとＥＣを活用した効率販売

鹿児島県 アレンジ － オンライン講座型ビジネス構築とランディングページでの顧客獲得

鹿児島県 株式会社エコナーセリー 4340001012080 クリーンブース化による刷新と休憩所拡大による生産体制フォロー

鹿児島県 株式会社西精肉店 3340001021537 ＥＣ販売によるＢｔｏＣへの進出と自社ブランドの確立

鹿児島県 クリックアート － テレワーク時代への支援とオンライン講座の展開

鹿児島県 香隆 － 「地域の特産品を活かした新商品開発と通信販売による販路開拓」

鹿児島県 株式会社ユニバーサルハウス 3340001015794 「３ＤＣＡＤソフトで施工を見える化、ＨＰ改修で販路開拓」

鹿児島県 有限会社瀬戸口鉄筋工業 3340002013789 鉄筋工事における半自動化機器導入による生産性向上の実現！

鹿児島県 ＧＯＫＡＮ＋（ゴカンプラス） － 新サービスによる地域住民の健康寿命延伸を図る新規顧客獲得事業

鹿児島県 トラットリア・ロッシ － 新商品のオリジナル冷凍パスタ開発とウェブでの販路拡大強化

鹿児島県 和香整体 － オンラインダイエットプログラム導入による販路開拓で売上拡大

鹿児島県 スナック秀 － オンラインスナックで既存顧客掘り起こし及び新規販路開拓事業

沖縄県 ドローン沖縄 － ドローンリアルタイム配信で沖縄の自然を味わうオンラインサロン

沖縄県 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｌｉｅｎ － 運営再開に向けた接触機会の軽減

沖縄県 株式会社プロ機材ドットコム 6360001006979 機材の設置訪問型サポートからオンラインサポートへの切替事業

沖縄県 株式会社ティダノワ 8360001017636 オリジナル刺繍Ｔシャツ販売強化と他社受注

沖縄県 株式会社ファッションヒロ 8360001001846 「機械導入に伴い、リメイク、オリジナル商品開発により、販路拡大事業」

沖縄県 ホヌホヌダイバーズ － ＳＮＳを利用して沖縄バーチャルダイビングツアー提供

沖縄県 有限会社ラマヤナ 4360002000669 ネットショップ開設による販路拡大事業

沖縄県 ＭＥＬＬＯＷ　ＷＡＸ　那覇おもろまち店 － ＭＥＬＬＯＷ　ＷＡＸ　那覇おもろまち店での新型コロナ対策

沖縄県 南島製菓株式会社 8360001015565 便利で購入しやすい環境づくりのためのネット販売システムの構築

沖縄県 株式会社ＳＯＵＬＬＩＦＥ 7360001021829 ＷＥＢで教えてもらえるサイト「オンライントレーナー．ｃｏｍ」の制作

沖縄県 株式会社メジャーサポートサービス 6360001017927 自宅にいながら沖縄が感じられるポータプルサイト、ＥＣサイトの作成

沖縄県 シマノソムタム － 店内衛生強化とテイクアウト事業の開始

沖縄県 株式会社あうん堂 6360001015212 変化する生活様式に対応したＥＣ活用によるリスク分散

沖縄県 合同会社グローリー 360003004994 かりゆしコンドミニアムリゾート那覇グランステイ旭橋駅前事業

沖縄県 マウンテンオキナワ － 新型コロナウイルス対応型の新しいアパレル店舗モデル

沖縄県 株式会社ハンズオンカンパニー 7360001022587 沖縄名物！美味しいステーキをいつでもどこでもあなたのそばで

沖縄県 髙良製作 － 可能な範囲で非対面作業とコロナ対策に取組む製作で経営存続

沖縄県 Ｍｅｎ’ｓ　Ｈａｉｒ　Ｌｏｏｐ　絆 － 非日常を演出するためのリフォームによる日焼けサロン強化販売

沖縄県 有限会社十字屋呉服店 7360002007810 ネットショッピングによる販売強化とネット予約システムの構築
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

沖縄県 食堂ｆａｉｄａｍａ － おうちで食べるｆａｉｄａｍ島の風のようなホットするごはん便

沖縄県 山将株式会社 7360001021102 最新ＷＥＢ技術を活用した販路拡大事業

沖縄県 那覇シーマリン － コロナ対策３密避ける為の新たな設備導入によるサービス価値向上

沖縄県 Ｃｏｃｏｔａ　ｄｅ　Ｏｆｆｉｃｅ － 在宅仕事の即戦力。Ｗｅｂ制作Ａｌｌ技術をオンラインで教えます

沖縄県 クリエーティブオフィス財津商店 － ＶＲコンテンツによる観光パイロット制作

沖縄県 ゲストハウスイン沖縄株式会社 6360001019436 非対面式接客アプリ導入及び施設改修による増集客、増益

沖縄県 合同会社ソレール 6330003005247 コロナ感染を最小限に抑えるため店舗外（移動販売）での販売

沖縄県 スタイリッシュ － オンライントレーニング相談の導入に向けたプロモーション

沖縄県 ビッグメガネ那覇 － オンラインメガネ悩み相談に向けたＷＥＢプロモーション

沖縄県 ＡＬＧＯＳＤＥＬＩ×ＨＡＭＢＵＲＧ － テイクアウト＆デリバリー事業＋接触感染予防

沖縄県 むすび本舗合同会社 4360003007531 Ｗｉｔｈコロナを生き残る為の変化。新事業基盤の構築

沖縄県 株式会社ビターメロン 6360001024015 全国・中華圏市場へ向けたホームページ・ＥＣサイトの最適化

沖縄県 ＯＮＥ　ＤＲＯＰ整骨院 － コロナ脱却！波動計測オンラインカウンセリングによる顧客開拓

沖縄県 有限会社ディ・ファルベ 1360002018573 花のオンラインショッピングと花のレッスンの動画配信

沖縄県 株式会社Ｓ－ｍａ 4360001023621 料理がうまいだけ！沖縄テイクアウト＆デリバリーサイト構築事業

沖縄県 有限会社スポーツトグチ 9360002008716 ＥＣ販売による販路開拓及び顧客に合わせた新サービス提供

沖縄県 株式会社ＩＤｅＡＳ 9360001026966 高セキュリティ非対面型サイト構築と特殊プリンターの購入

沖縄県 南ノ島の福朗まん － ｍｉｍｉのないパンの通販売上ＵＰするためにマーケティング力を強化する

沖縄県 梶原事業開発合同会社 4010003025015 沖縄特産品を使った新商品の全国展開ＥＣプラットフォームの構築

沖縄県 回復堂ｍａｈａｎａｌａｂ － 電子機器を用いたオンラインでの顧客指導・講師活動の実施

沖縄県 ウォルフブロイ合同会社 2360003009158 クラフトビールのボトル・缶・グラウラー販売の拡大

沖縄県 株式会社ＲＫＴ 011001120586 化粧品ＥＣオンライン販売＋幼児英語教室＋宿泊事業の強化

沖縄県 株式会社クラシコ 7360001022273 クラシコ＆ル・ボワ　冷凍料理開発及びインターネット販路開拓事業

沖縄県 沖縄エスコート － 「オンラインサービスの導入で新たな販路開拓を築く」

沖縄県 ファミリー企画株式会社 5360001020246 インターネット広告を活用した新規顧客開拓

沖縄県 ＳＩＧＮ（ｐｅｒｓｏｎａｌｂｅａｕｔｙ） － 【ＥＣ（電商取引）及び技術セミナー用ホームページのリューアル】

沖縄県 町の麺処　琉家 － 町の麺処琉家本店、テイクアウト、デリバリーサービスの開始

沖縄県 株式会社グランディール 7360001005856 非対面型ビジネスモデルへの転換

沖縄県 占茶房３６９ － 自立支援の為の在宅ワークオンライン占い師育成アカデミー

沖縄県 株式会社リゾートリビング沖縄 5360001011294 新館（９月オープン予定）の戦略を見据えた労務の効率化

沖縄県 Ｃ＆Ｃ　ＢＲＥＡＫＦＡＳＴ　ＯＫＩＮＡＷＡ － オンライン料理教室の開発とカフェ商品の販路拡大

沖縄県 株式会社ＤＲＥＡＭ　ＴＡＫＥ 8360001020540 キッチンカーによる販路拡大とボランティア活動

沖縄県 株式会社エンジェルハート 1180001077580 ＥＣサイト広告運用とテレワークシステム導入で業績・業務改善

沖縄県 パーソナルトレーニングヘルヘルジム － オンライントレーニングでの先駆的サービスによる新規顧客獲得

沖縄県 株式会社ＦＡＣＥ 6360001021730 アフターコロナに向け（可能な限りの非接触、除菌、抗菌の徹底）

沖縄県 ｍｉｋａＢｅａｕｔｙＳｔｙｌｅ － 忙しい女性のためのオンラインセルフケアプログラム
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沖縄県 有限会社大地測量設計 3360002008069 ３Ｄ点群データ処理システムの導入・活用による販路開拓

沖縄県 アロマサロンソフィアカロン － 非対面型ビジネスモデルへの転換

沖縄県 弁護法人琉球法律事務所 8360005005843 【非対面型マーケティングおよびテレワーク体制の拡充】

沖縄県 株式会社夢廣場Ｊａｐａｎ 4360001021328 焼肉バカ一代通販事業

沖縄県 虜 － テイクアウトやデリバリー用のECサイト構築及び店内環境の整備

沖縄県
株式会社レフトステージ（旧商号：株式会
社デジリード）

1360003007583 リモート対応型デジタルコンサルティングサービス

沖縄県 株式会社クリードエクスパンド 7360001018404 県民の健康と命を守る「人と環境に優しい」商材の開発と販売促進

沖縄県 白木写真事務所 － 燻製料理のインターネットショップ販売事業

沖縄県 株式会社トゥクトゥク沖縄 8360001005616 ＥＣサイト構築・導入による売り上げ拡大戦略

沖縄県 てんぷす株式会社 360001022184 「琉球の夢」ＥＣサイト販売拡充にむけてのキャンペーン

沖縄県 あぶさん －
移動販売車を活用した新商品開発とテイクアウト商品を通じた新規顧客獲
得。

沖縄県 Ａｍｏｒ － 非対面型ビジネスモデルへの転換により新規顧客獲得

沖縄県 首里ほりかわ － “家で沖縄そば”と一部サービスの非対面化、店舗設備改修

沖縄県 ピパーチキッチン － 自家製調味料の新パッケージデザイン開発とネット販売の開始

沖縄県 株式会社ヴェリターブル 5360001020106 オンライン免疫改善セミナ－展開及び健康普及ビジネス

沖縄県 Ｌｉｆｅｔｉｍｅ　Ｐａｒｔｎｅｒ － Ｌｉｆｅｔｉｍｅ　Ｐａｒｔｎｅｒ動画配信・リモート面談サービス

沖縄県 オニクル株式会社 2360001019357 既存の飲食事業からメーカーへの事業転換による事業継続と再起再建

沖縄県 株式会社エボルブ 360001014333 コロナ対策のための安心・安全テイクアウト＆配達事業

沖縄県 わらゆんＳＯ － ＩＴ・ＷＥＢ強化による非対面接客への取組

沖縄県 株式会社ｌａｂ 1360001026791 ＷＥＢを最大限に活用した有効的な顧客導線の確立事業

沖縄県 琉球プリンターズ株式会社 6360001025467 ユーザーの利便性向上・情報発信力強化を目的とした新規ＨＰ作成

沖縄県 やしの木 － やしの木ネットショップ開設

沖縄県 進学館ＷＩＳＥ － ネット講座および換気をよくするための教室改装とコロナ対策

沖縄県 有限会社梯梧 9360002009227 ホームページリニューアルによる商品販売と新規顧客獲得

沖縄県 ｋｏｂａ’ｓ － 当店オリジナルカレーの常温長期保存可能なレトルト化

沖縄県 チーズｓｈｏｐ　Ｃｈｅｅｒｓ － 賞味期限の長いオリジナル商品開発とネッを通じた新規顧客獲得

沖縄県 Ａｇｅｓｈｉｏ　Ｊａｐａｎ株式会社 9360001022692 空手稽古・セミナーのオンラインサービスの開発

沖縄県 株式会社ＢＲＩＬＬＩＡＮＴ 9360001018996 ＷＥＢ採用面接サポートＣＯＮＥＣＴＩＭＥ～コネクタイム～ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂ

沖縄県 アトリエ琉華－ｒｕｃｃａ － 沖縄県産冷凍ヴィーガンスイーツのＥＣ販売による販路開拓

沖縄県 食堂黒猫 － 客単価向上と店内利用時間帯分散のための営業形態、メニュー改訂

沖縄県 株式会社沖縄船食 5360001000339 ＩＴ媒体でサービス内容を明確化、他部署を連携し相互の顧客拡大

沖縄県 株式会社マルゼン 1360001011579 働き方とオフィスデザインとの融合による空間作りのＷＥＢ提案

沖縄県 合同会社沖縄クロスミックス 9360003005976 沖縄に特化したオリジナル商品の制作とオンライン配信で販路拡大

沖縄県 ちゅらちゅら － ちゅらちゅらネットショップ開設

沖縄県 ときめきパートナー株式会社 3360001025908 ＺＯＯＭ等を活用した非対面による紹介・お見合いシステムの導入

沖縄県 牛屋（食堂） － テイクアウトや宅配、新商品開発とネットによる加工商品販売
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沖縄県 ＮＥＷＥＮＤ － 製造設備によるサプライチェーン毀損解決と利益率＆集客向上

沖縄県 ヒマラヤン・ハーブ － 体験レッスンの非対面対応化とオンライン販売用新商品の開発

沖縄県 ＫＡＭＭ（ＪｅｗｅｌｒｙＳａｌｏｎＰｌａｎｅｔ） － 在庫を持たない婚約指輪のＥＣサイトの構築で価格破壊を実現

沖縄県 有限会社チップ・チップ 6360002002829 全国を対象としたオンライン受注システム構築による販路拡大

沖縄県 株式会社マネリア 1360001024993 インターネット上で情報取得及び契約可能なソリューション事業

沖縄県 株式会社ビッグ・ウィスキー 1360001011331 飲食店経営を頑張りたい方々を対象にしたコンサルティング事業

沖縄県 玉那覇味噌販売 － 通販チャネルの強化及び自社商品の拡充

沖縄県 有限会社ＦＥＣオフィス 3360002005710 沖縄に特化した映像コンテンツの製作・発信のための環境整備事業

沖縄県 株式会社Ｓａｉｇｅ 8360001021893 女性客をターゲットにしたインターネット販売強化事業

沖縄県 スモークフーズ沖縄 － オンラインショップ開設による非対面販路開拓

沖縄県 株式会社アークワン 6360001014866 沖縄から全国へ！オンラインで学べる大人の習い事情報サイト構築

沖縄県 ｂａｂｙｃａｆｅ　ＫＯＢＡＮＣＨＩ － レンタルルームでの『カジュアル形式のお祝い』の提案とアピール

沖縄県 アットモア株式会社 5360001016847 エステ来店接触式ビジネスをオンラインサポート型販売システムへ

沖縄県 Ｈａｉｒ　Ｌｏｕｎｇｅ　ＴＨＲＥＥ　ＢＥＥ － オンラインによる美容室のサービス、物流構築事業

沖縄県 株式会社Ａ．Ｋ．Ａ． 5360001024701 オンラインフェスの実施とオンラインサロン化による収益基盤作り

沖縄県 穂の香 － 分づきオプションと分づき商品の開発・宅配やＥＣによる販路拡大

沖縄県 ＪＩＲＯＣＨＯ酒一家 － ＪＩＲＯＣＨＯ　おみや

沖縄県 ＣＯＬＯＳＳＥＯ２６２ － 飲食店にできること。持続可能事業への転換

沖縄県 株式会社ＡＫＩ．総研 8360001026851 自社ＥＣサイト制作による新規顧客獲得事業

沖縄県 ＯＫＴコミュニケーションズ株式会社 3360001024034 グルメデリバリー支援サービス「ツボデリ」

沖縄県 合同会社ＫＡＳＨＡｏｋｉｎａｗａ 2360003010165 沖縄初！Ｗｉｔｈコロナ時代の非対面型テレワークＯｆｆｉｃｅ

沖縄県 心躍心笑（うきうきわくわく） － 遠隔健康支援サービス事業

沖縄県 株式会社ウォータージャパン 4360001010216 水の専門店が作る除菌水（次亜塩素酸水）で地域に貢献

沖縄県 Ｅ．Ｓ．Ｖ － 大人向け遠隔家庭教師サービス（プログラミング講座）

沖縄県 株式会社かりゆし沖縄 2360001008327 ＺＯＯＭを活用した来店不要の「オンライン来店」で販路拡大

沖縄県 デザインオフィス　テンシシ －
●刺繍ミシン導入により商品アイテムの拡大　既存市場（由布島）へ小ロット
対応の布製

沖縄県 健美調和サロンド羅針盤 － セルフエステ導入事業

沖縄県 株式会社ＧＯＡＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 8360001019095 サプライヤーの再構築と非対面販売の構築

沖縄県 キッチンのぎ － 「健康フード通信販売の拡大と新たな販路開拓等への取組み」

沖縄県 株式会社ＧＡＴ’Ｓ 8360001018535 非対面販売可能な冷凍商品の開発

沖縄県 ＡＩＬＡＳアイラス － 幅広い年代の女性が利用するお店でアピール営業と顧客回転の時短

沖縄県 株式会社オスワン 4360001024826 実店舗からＥＣ販売へシフトするための取り組み

沖縄県 合同会社ＯＭＮＩＶＡＳ 3360003006063 撮影用オリジナル背景素材の開発による販路開拓事業

沖縄県 Ｋａｉｌｕａ　Ｈｕｌａ　Ｓｔｕｄｉｏ － ＡＬＯＨＡＩＳＡＩで新たな文化リゾート沖縄を世界へ！

沖縄県 Ｐａｐａ’ｓ　ｋｉｔｃｈｉｎ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃａｆｅ － フードトラック営業による非対面型ビジネスモデルへの転換

沖縄県 書浪人善隆デザイン事務所 － オリジナル商品強化でネット販路拡大、新販路による新規顧客獲得
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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２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

沖縄県 ベイキャントストア・ピクチャーズ － 映画配信・グッズ販売に伴うホームページ強化事業

沖縄県 中部ガイド － ＥＣサイト導入で新規顧客獲得と既存事業の強化

沖縄県 マジックエフェクト株式会社 7360001020483 外販事業

沖縄県 株式会社太陽コーポレーション 360001007372 非対面で即日見積！誰でも簡単補修材ネットショッピング事業

沖縄県 株式会社エフエムみやこ 7360001013900 テレワーク放送に対応する自動番組放送装置のリモート化

沖縄県 宮古島ＹＵＫＡＡＬＡ － 地域素材を活用した新商品の開発、地域活性化情報の発信。

沖縄県 ｃｈｅｄａｎ（チェダン） － 「コロナに負けない確かな商品管理、既存の物流システムの改善構築」

沖縄県 株式会社ナカムラ 8360001014187 ホームページリニューアル及び当社サービスの情報発信基盤の構築

沖縄県 ドラゴンフード株式会社 9220001019513 非対面販売の拡充

沖縄県 ヤラブの木 － 非対面型販売システムと原料資材の中長期保存技術の確立

沖縄県 金城陶芸 － インターネットによる伝統工芸やちむんの宣伝・販売

沖縄県 矯正専門店ゆうかａｃｔｉｖｅ － 宮古島からの充実したオンラインレッスンの構築と発信で販路拡大

沖縄県 Ｍａｌｕｎａ合同会社 9360003007717 ブライダルカタログの作成

沖縄県 島唐食品 － 遠隔商談によりサプライチェーン構築

沖縄県 Ｗｉｌｄ＆Ｌｉｉｔｔｌｅ － 県内での顧客獲得・冷凍餌類の安定支給、販路開拓

沖縄県 アキコーポレーション － 新しい働き方・販売スタイルの構築

沖縄県 山崎　順 － －事業のオンライン化と多角化－

沖縄県 有限会社スマイル商事 3360002018596 ホテル売上増益を目指すリニューアル費用

沖縄県
チューイチョークホームプロダクツ株式会
社

2360001024398 オリジナルセミオーダーキッチンの試作とカタログ制作

沖縄県 株式会社Ｃｕｌｉｐ 7360001017728 コロナに負けるな！商品のネット販売

沖縄県
Ｌｕｃｅ　ｅ　Ｃｕｏｒｅ（ルーチェアンドクオー
レ）

－ 新システム構築で機会損失の改善、商圏・販路拡大により雇用拡大

沖縄県 株式会社琉球コラソン 2360001006842 スポーツ×コロナ＝未知の可能性　ハンドボールで笑顔咲く

沖縄県 フランス料理店　ラミロワール － 新商品フレンチカレーの開発とネットを通じた販売計画

沖縄県 ＷａｄａｃｈｉＬａｂ． －
〔事業名：オンライン研修導入と女性向けスクール規模拡大に伴うサイト開
発〕

沖縄県 株式会社エクスメディア 7013401005683 低価格求人募集新施策及び非対面型オンライン営業で新規顧客獲得

沖縄県 アイリス未来創造プラネット － オンライン化により個別レッスン及び音楽メソッドの販路を開拓

沖縄県 株式会社ＧｈＥＡ 2360001026790 南ア産ワイン等新商品輸入販売と自社サイトを活用した顧客開拓

沖縄県 セッテンラボ株式会社 7360001021795 外部人材と連携したＷＥＢサイト効果改善サービス

沖縄県 株式会社ファイン機能性素材研究所 9360001019144 テレコールで顧客獲得し誘導を行い、ＷＥＢ販売管理で離反監視

沖縄県 株式会社Ｍ．Ｂ．Ｆ 6360001024320 外部環境の変化されない、安定した顧客獲得

沖縄県 ＢＬＥＳＳＲＩＮＧ － 沖縄伝統織柄ブライダルリングの商品化及びＷｅｂサイトの構築

沖縄県 熊本らーめん育元 － 倉庫増設によるサプライチェーンの確保

沖縄県 キクロス株式会社 5360001026598 外国人への販路を開く沖縄伝統衣装ＥＣサイト事業
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