
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

鳥取県 株式会社ＴＲＥＥＳ　ＦＡＣＴＯＲＹ 2270001007032 ＥＣサイトの立ち上げによる非対面ビジネスの構築と新商品の開発

鳥取県 ビストロ＆バーおれんち － オリジナルの精肉加工品のネット通販販売事業の立ち上げ

鳥取県 もつ宗 － もつ鍋通販サイト・ケータリングの開始による販売強化

鳥取県 株式会社ＡｘｉｓＣｒｅａｔｅ 2270001006562
新たな販売方式（ネット注文によるテイクアウト）導入による地道な売上確保と
新商品（

鳥取県 ｂｏｋｕｒａｅｄｉｔｏｒｓ － ウエディングやイベント企画、動画制作を加えて新規ＨＰの制作

鳥取県 ｓｈｉｉｂｙｆａｍ． － ネット販売とヘアスタイル動画配信を通じた売上増加計画

鳥取県 ｎｉｃｏ － 非対面式付加価値型双方向サービス導入による顧客囲い込み

鳥取県 合同会社サナ・ソフィア 4270003001080 オンライン体操指導や腰痛改善動画での顧客維持

鳥取県 株式会社インタープロス 2270001003139 ｅラーニングで学ぶ、新しい生活・働き方講習

鳥取県 株式会社めぐみ 6270001004760 コロナ自粛の今、オンラインで全国民に健康プログラムを届けます！

鳥取県 株式会社ＪＴＹホテルマネージメント 7270001004388 館内案内のＶＲ化と動画配信ができる自社制作力の向上

鳥取県 有限会社ナベシマエステート 8270002009170 【ＩＴを活用した自社ネットワーク再構築と陳列方法の改善による販路拡大】

鳥取県
株式会社シュハリ・アートデザインプロダク
ション

5270001006345 非対面型（オンライン）での業務受注と遂行の強化

鳥取県 有限会社プロテアジャパン 7270002009048 ＥＣサイトの構築とＳＮＳとの連携で販路開拓を行う

鳥取県 株式会社オーガナイズ 3270001004813 「空撮業務の構築によって客単価をアップして売上獲得」

鳥取県 有限会社海潮園 8270002005624 館内案内のＶＲ化と新商品の動画配信

鳥取県 しあわせのたね － 来店出来ない方にも販売でき、売上を構築できるビジネス強化

鳥取県 Ｅｌ　Ａｇｕａ　Ａｚｕｌ － テイクアウト、通販による、店内飲食に頼らないビジネス強化

鳥取県 有限会社山本製麺所 6270002008001 テイクアウトのための店舗改装と手打ちそばの開発・販路開拓

島根県 ＷｏｒｋｓＯｆＥｄｕｃａｔｉｏｎ － 非対面型ビジネスモデルと屋外業務で感染症対策を備えた事業へ

島根県 あやまち － 山羊肉および山羊加工品のＥＣ販売による新規販路開拓

島根県 平野醤油 － コロナ禍で減少した売上回復と、非対面型ビジネスへの転換事業

島根県 有限会社ｅｔｓｕ－ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 1280002004292 そば遊山オリジナル商品開発とネットショップ開設

島根県 ＫＡＲＬＹ － ＫＡＲＬＹ禅　冷凍カレーなどの通販の開始

島根県 有限会社魚清 7280002000286 ネット販売で島根の最高品質の鮮魚を多くの人に買ってもらう

島根県 写真工房石倉 － 全国展開を進めるために、ホームページ開設とスキャナー機器の導入

島根県 株式会社天神Ｐｒｏｄｕｃｔｓ 7280001007530 飲食部門の強化とテイクアウト事業への転換

島根県 システムアトリエブルーオメガ － オンラインによるコンサルテーション等の実施

島根県 ユニティ不動産 － ホームページの活用で自社ブランドの周知を図る事業

島根県 有限会社中村茶舗 4280002001618 ＥＣサイト整備と入店しやすい店づくりでリブランディング

島根県 中脇株式会社 6280001000528 新しい生活様式の中の新しい買い物様式の確立

島根県 いち花 － ＥＣによる直販の強化および持続化を目的とする新商品開発

島根県 ぶぶ亭 － ぶぶ亭の味をランチでも温かいまま楽しめる！キッチンカー事業

島根県 有限会社プリムール 4280002003309 テイクアウト・デリバリー事業の強化

島根県 株式会社ＳＷＩＦＴ 5280001006550 写真測量並びにオペレータ育成に関する新事業の展開
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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

島根県 株式会社七洋 5280001002946 感染拡大防止の為の取組及びＥＣ販売及び新規接客対応の転換

島根県 合同会社弐百円 2280003001255 松江おうちジビエ商品開発・販路開拓事業

島根県 Ｆｏｏｄ　Ｍａｒｉｃｏ － ダイバーシティフードの開発及び販売

島根県 えびす建具・内装 － 「えびす職人によるＤＩＹ応援ＥＣサイト」の開設・運用

島根県 パソコン教室わかるとできる － 感染予防と新しい生活様式への対策講座の訴求

島根県 ｓｐａｃｅ． － 早朝、寝る前に自宅で受けられるオンラインヨガクラスの開催

島根県 株式会社ＫＯＷＡＲＩ 4280001008176 リアルとインターネット、どちらでも「身近さ」を感じるお店作り

島根県 伊東写真事務所 － 自社撮影スタジオを完備しての撮影業務拡大

島根県 せるぽわ － 魅力的なテイクアウト商品製造の為の設備投資と商品開発

島根県 株式会社プラテックヤマヨシ 2280001000639 自社サービス訴求と製品を直販売できるＥＣサイトで販路拡大

島根県 Ｃｕｂｉｃ － ＥＣサイト構築とＨＰリニューアルによる新規顧客開拓

島根県 旭日酒造有限会社 8280002005061 自動試飲機導入による非体面型の情報発信強化

島根県 板倉酒造有限会社 1280002005126 伝統ある日本酒造りを生かした歴史ある調味料酒醸の製造

島根県 高橋宅建家庭教師学院 － オンライン宅建講義事業

島根県 大国ハートプランニング － ＨＰ刷新及びリモート講座での非対面型ビジネスモデルへの転換

島根県 富士酒造合資会社 7280003000293 ＊国内外の既存販売店と共存共栄を目指すネット販売モデルの構築

島根県 株式会社ふるかわ 3210211041700 『出雲のお食い初め「縁結び御膳」のＥＣ販売』

島根県 癒しの森Ｗａｌｄ － 情報商材のインターネット販売を通じた新規優良顧客の獲得

島根県 有限会社夢工房 9280002006174 テレビ会議システムの活用で消費者の不安を払拭し、商談獲得！

島根県 株式会社フォーシンク 9280001006076 ＳＮＳ活用でお客様と施工職人を守る抗ウイルス対策事業

島根県 スナック凜 － 新しい生活様式での接客

島根県 有限会社米山萬商店 1280002006198 業務用麺の全国展開へ向けた食品ＢｔｏＢ－ＥＣ部門構築事業

島根県 有限会社はら屋 8280002005879 オンラインショップ構築及びホームページによる新規顧客獲得

島根県 株式会社島根日日新聞社 5280001003192 新聞のネット販売による新聞を発行し続ける仕組みの構築事業

島根県 有限会社青山商店 5280002006954 ＬＰＷＡ管理システム導入による非対応型ビジネスモデルへの転換

島根県 株式会社スマイルファクトリー 4280001006535 テレワーク車開発とＷＥＢマーケティング強化による新市場開拓

島根県 つきもり鍼灸整骨院 － 鍼灸師へ向けたオンラインセミナーの動画配信事業

島根県 有限会社タウン企画コンサルタント 1280002007683 査定・物件登録サイトの構築で非対面型ビジネスキームの確立

島根県 株式会社ササダ直販 1280001003923 非対面型ビジネスモデルへの転換によりインターネット直販を拡大

島根県 株式会社ＬＩＢ 7280001008009 植物から繋がるエクステリアで新たな販路開拓

島根県 ｋｕｒａｎｉｗａ － 非対面型でお手軽に！ヴィーガン焼き菓子で心と体に栄養を！！

島根県 いわみ創工株式会社 3280001004956 風がはこぶ根（島根）～めぐる季節の風の便り

島根県 有限会社よしだや 5280002009362 「１３００年続く美人の湯」を１００％詰めたよしだやの化粧水をオンライン販売

岡山県 有限会社アイプランニング 9260002013115 映像制作

岡山県 株式会社ＣＥＮＴＲＡＬ　ＦＩＥＬＤ 8260001017506 ギフトで喜ばれるアクセサリーブランドのネット通販事業
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岡山県 スタジオトノライオン － ＹｏｕＴｕｂｅアップロード代行サービス『おうちテレビ』

岡山県 チーム　インヴルサ － 販路開拓、収益改善のため業務の内製化

岡山県 スフィーダテニスクラブ － 動画配信、ＳＮＳを活用し体力維持と新たな生徒を獲得する事業！

岡山県 特定非営利活動法人だっぴ 7260005009533 オンライン交流サービスとＷＥＢメディアの構築

岡山県 株式会社ＳＴＡＧＥ 5260001012303 自社焙煎でコーヒー豆の利益率を拡大し、新たな販路拡大。

岡山県 株式会社ショウ 8260001033395 インターネット通販の強化と新店舗オープンによる販路拡大

岡山県 株式会社カンサイ製あん 3260001007890 自分の嗜好に合った食を楽しむ個人向け餡の開発と販売の強化

岡山県 有限会社馬野 8260002013487 ウェブ注文受付、新商品開発、広報活動による販売強化事業

岡山県 株式会社ケイアイリンク 8260001031003 実践型動画マーケティング支援サービスのオンライン化と顧客開拓

岡山県 株式会社クリエ・ココ 3260001024746 感染症対策オンラインセミナー告知・予約・決済サイトの構築

岡山県 アララ － 真空包装機によるカレー真空パック詰めの販売・販路拡大

岡山県 株式会社シーワン 5260001011008 グルテンフリー米粉パンの通販事業

岡山県 壱靖 － 持ち帰りや弁当等々の販路拡大“お家でも壱靖の味を！”

岡山県 株式会社スタイル 2260001031322 地元情報誌ＥＣサイトへの掲載及びサービス向上

岡山県 株式会社ログリンク 9260001032867 ＢＵＴＵＬＯＧのバージョンアップ（非対面型・テレワークへの対応）

岡山県 酒・旬処　クロちゃん － テイクアウト商品・ネット通販事業を確立し、新規市場開拓を実践する

岡山県 きく工房 － インターネットの活用による販路転換及び販路開拓事業

岡山県 ｔｒｅｅｓ － オンラインを通した非対面型テイクアウトサービス

岡山県 ｖｉｏｒｔｏ！（ヴィオルト） － 店舗リニューアル及びインターネット講習・通販サイト実施事業

岡山県 株式会社プレヴナン 9260001012002 ホームページを利用したテイクアウトの販売システムを作る

岡山県 フラワーレーベル － ＷＥＢ販売による非対面型ビジネスモデル転換施策

岡山県 株式会社ＡＩＺＥＮ 2260001027725 ホームページ新規制作による販路開拓

岡山県 株式会社Ｃｈｉｏｎ 5260001027680 移動食品販売キッチンカー奈々伊

岡山県 株式会社ＦＯＵＮＤ 8260001026639 新規動画配信システム

岡山県 株式会社ＡＰＣ 8260001031853 日本のより良い食材の開拓と日本の高品質な食の国内外販売

岡山県 株式会社岡山中央漬物 5260001001215 販売事業拡大・転換により新型コロナウイルスに打ち勝つ！！！

岡山県 株式会社イープロデュース 3260001009862 広告オーダーオンライン受注による販路拡大事業

岡山県 中本　瑞樹 － オンラインスクールによるコロナ対策販路拡大事業

岡山県 ａｍｐ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

岡山県 株式会社ｒ－ｇｌａｄ 6260001032564 感染予防対策の周知とオーダーメイドサービスＰＲによる販路開拓

岡山県 株式会ドゥークリエイト 1260001008370 広告オーダーオンライン受注による販路拡大事業

岡山県 朝霧元晴司法書士事務所 － テレビ会議システムを活用したオンライン相談及び本人確認業務

岡山県 株式会社ＮＥＬＳ 7260001030534 お酒と料理を同時に届ける新規宅配ビジネス

岡山県 オリジナルＰ株式会社 3260001025769 カット技術の向上を目指している方にオンライン講習を提供する

岡山県 株式会社藤廣 4260001005869 弁当事業の設立に伴う販路拡大と非対面ビジネスモデルへの転換
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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

岡山県 株式会社キリン 1260001002126 リモートオンライン撮影立ち合い　非対面の撮影立ち合いのサービスの提供

岡山県 有限会社バナバント 9260002007926 ＷＥＢ注文ツールと厨房機器と見直しでのテイクアウト事業の拡大

岡山県 えびてき屋やす久 － デリバリーによるコロナ対策販路拡大事業

岡山県 ヒーリングサロン　スマイリームーン － Ｗｅｂを活用した販路転換及び販路拡大事業

岡山県 ジェイズダンスラボ － 非対面型ダンスレッスンの対応へ向けた取り組み

岡山県 合同会社Ｄｒｅｖｏｌｕｔｉｐｏｎ 6260003003084 ＩＴソフトを利用し働き方改革、ＨＰ＋ＥＣサイトで販路拡大事業

岡山県 Ｒｕｊ　ｏｋａｙａｍａ － セルフ脱毛器具導入による販路拡大

岡山県 ａｓａ－ｗｏｒｋｓ － 藍染、草木染製品製造の設備の充実化と非対面ビジネスの拡大

岡山県 フルールアントワーフ － ネットを活用し新規顧客獲得と非対面によるギフトフラワーの販売

岡山県 株式会社ビズ・クリエイション 5260001010604 モデルハウス広告用ＨＰ改善・オンライン機能拡充と広域販路開拓

岡山県 ドルチェフィニッシングスクール － オンラインレッスンを取り入れた研修

岡山県 トモ・プロジェクト株式会社 9260001009238 オンラインでのファスティングと筋トレ指導で会員獲得

岡山県 Ｐａｔｉｇｏ － ＥＣサイト制作で非対面ビジネス構築と新サービス

岡山県 株式会社フェイス 3260001023260 三密解消の為のインターネットライブ配信の新規販路開拓

岡山県 株式会社エムワン 1260001032734 冷凍パン生地の開発とグルテンフリーへの取り組み

岡山県 アトリエフルール・ド・ジュアン － オンラインレッスンの導入と花の定期販売による販路開拓

岡山県 株式会社 天体パズル 9260001034228 全国の新鮮食材等をＥＣサイトで、構築して販路開拓

岡山県 スリースターコーポレーション － 非対面型ビジネスモデルへの転換

岡山県 結株式会社 5260001011288 こだわり串揚げをご家庭で楽しむテイクアウト＆デリバリー

岡山県 士林夜市 － 個人宅で味わう本格派台湾屋台料理のテイクアウト＆デリバリー事業

岡山県 株式会社ＦＩＡＳＣＯ 1260001017512 非対面型ライブシステムによる次世代型リアルタイム配信事業

岡山県 ＢＩＧ１ＯＫＡＹＡＭＡ － 〈自動二輪に付随する全ての業務を同一店舗で可能にすること〉

岡山県 炭火焼き肉くいろー － ＨＰを使用しての持ち帰り弁当オーダー受注

岡山県 ＶａｌｕｅＯｆｔｈｅＭｏｍｅｎｔ － 自身を振り返り後世に想いを残す、自分史シネマ映像

岡山県 株式会社ブライトネス 7260001031755 ネットを通じて、全国の中古車仕入・販売ができる仕組を構築

岡山県 株式会社大塗屋 260001033093 非対面型で自社の強みを最大限にアピールできる無人ショールーム

岡山県 レイス・アカデミー － オンライン英語教室の拡充とそれを基盤とした企画の展開

岡山県 フラワーショップペシェ － ホームページ制作による販路拡大と什器導入による店内空間の見直し

岡山県 特定非営利活動法人岡山ＮＰＯセンター 3260005002392 セミナー・講師派遣を非対面可能な活動周知の為の小冊子作成

岡山県 株式会社グローバルアイ 7260001031623 非対面で行う外国人材のための就職支援サイトの開発

岡山県 ＳＩＦＦＬＥＲ － 美容室での店販商品のＷＥＢ販売及びＷＥＢ予約システムによる販路開拓

岡山県 イタリア料理Ｐｒｏｆｕｍｏ － 外食を控えるお客様にテイクアウトを提供し売り上げを維持する

岡山県 鮨睡蓮 － 持ち帰り・配送対応の強化、非対面モデルへの転換

岡山県 ボディケア＆ストレッチＫＡＩＺＥＮ － スポーツ児童のケガ予防及び技術向上のためのオンライン教室

岡山県 有限会社アスリート 5260002000397 非対面型ビジネスモデルへの転換
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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

岡山県 クリエ株式会社 3260001009078 ・・非対面型ビジネスモデルへの転換。・・

岡山県 Ｃ’ｅｓｔ　Ｓｔｙｌｅ － スタッフと非対面入室～退室利用できるレンタルスペース

岡山県 くるみダンスファクトリー － コロナウィルスでの経営困難打開策

岡山県 イワサキケイコキカク － 国産ルームウェアブランドの設立と販売促進　（２０文字）

岡山県 株式会社身体改善研究所 2260001029424 オンラインでの物販販売への移行と販売強化

岡山県 有限会社エイファーマ 9260002015499 局内における飛沫感染及び空気感染予防措置

岡山県 株式会社ＮＯＲＡ　ｄｅｓｉｇｎ 4260001028424 断熱工事・防音工事に特化したオンラインサイトの構築と販路開拓

岡山県 株式会社エス・キューブ 6260001029619 非対面相談・見積発行システムページ制作

岡山県 弁護士法人岡山テミス法律事務所 5260005010311 非対面型ビジネスモデル構築をして、売上確保をする

岡山県 株式会社トンテンシ 1260001028476 オンラインプランニング普及のためのウェブページの構築とウェブ広告

岡山県 株式会社ＳＷＩＴＣＨ　ＷＯＲＫＳ 5260001026559 ３密を避け、教育効果の高い、非対面人材育成事業の販売促進

岡山県 コニシ株式会社 2260001026512 店舗経営者向け売上アップ支援事業

岡山県 ＩＭＰＡＣＴ株式会社 4260001031221 自宅でもサロンと同等のセルフホワイトニング

岡山県 株式会社Ｊｕｉｃｙ 8260001024551 新しい生活様式に対応した店舗作り

岡山県 株式会社つるの玉子本舗 2260001004451 自社ホームページへのショッピングカートの導入

岡山県 株式会社鮨はらだ 8260001010205 販路開拓の為の広告・ホームページ作成、店内換気の強化

岡山県 富士紙工有限会社 3260002008450 弊社の認知、老舗問屋取り扱い商品を全国へアピール。

岡山県 株式会社リビング事業社 2260001007058 ホームページを新設し、オンライン講座開始＆テレワーク環境整備

岡山県 株式会社音茶屋 9260001027594 ネット＆デリバリーコーヒー販売事業

岡山県 株式会社エステクト 1260001030903 「なまらや」～北海道の食材を岡山へ～

岡山県 株式会社オザキアンドサンズ 4260001009432 当社オリジナルブランドを販売するホームページによる、Ｂ２Ｃへの進出

岡山県 株式会社ブルースカイ 3260001032781 クラウドファンディングで国内商材を成功へ導くＳＮＳ広告活用

岡山県 アスウェル法務事務所 － 非対面型ビジネスモデルへの転換をＴＶＣＭ等でＰＲし、販路拡大

岡山県 アルファ鍼灸整骨院 － 衛生設備の改善及び新メニュー導入による販路の拡大

岡山県 株式会社ｃｏｃｔｕｒａ 5260001026170 ご自宅まできれいをお届け

岡山県 片沼　透 － ＩＴ技術を活用したオンラインでの健康スポーツ指導の取り組み

岡山県 岡山ウェブコンサルティング株式会社 3260001031825 ウェブを活用した非対面型コンサルティングサービス

岡山県 Ａ　ＴＲＡ－ＤＥ株式会社 260001034244 【ＥＣ販売の新規取り組み及び自社ブランドの訴求による販路開拓】

岡山県 アトリエＫＴ － 【福祉製品のＥＣサイト販売事業による新たな取組】

岡山県 株式会社松崎牧場 3260001030083 【ＥＣ販売の新規取り組み及び都市圏の商談会出展による販路開拓】

岡山県 株式会社嘉山 4260001026709 インターネットを通じた新規顧客獲得

岡山県 株式会社三ッ星レッスン 5260001031187 対面レッスンからの脱却に伴う事業のオンライン化及び販路拡大

岡山県 ｋｎｏｗｈｏｗ － 認知度アップと予約をしやすく、新たな商品を展開

岡山県 ミムラ建装 － 清掃業内製化＆スピードアップで販路拡大！！

岡山県 松尾　昌宣 － 岡山プライド！魅力再発見ができる県民目線のメディアサイト事業
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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）
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

岡山県 ＡＴＴＩＣ　ＪＡＰＡＮ － 国内初オンラインでイ草製品を別注出来るサイト構築と販路開拓

岡山県 株式会社ＣＲＥＣＥ 1260001029549 美容商品を販売するためのスマホサイトを導入

岡山県 芦田治療室 － 在宅者向けオンラインカウンセリングで来院時間の短縮化

岡山県 株式会社ノーラッド 4260001010225 非対面クライアントサポートモデル構築とＷＥＢサイトの構築

岡山県 有限会社福屋ベーカリー 7260002008645 【オンラインビジネスの強化】

岡山県 犬の床屋さんＤＯＧＥＩＧＨＴ － 非接触型ペットホテル事業への転換

岡山県 千道株式会社 9260001027454 経営者と写員の生産性向上のための健康経営プログラムの提供

岡山県 株式会社イディオムコア 5260001029520 おうちエステサポートツールによる非対面型営業と新生活習慣対応

岡山県 株式会社ＡＳＳＯコンサルティングチーム 1260001028014 オンラインでの企業研修やセミナー・レッスンを可能にし売上拡大

岡山県 株式会社あすと設計事務所 9260001009428 新型コロナで苦しむ小規模事業者やコロナ疎開の需要を掴め！

岡山県 株式会社クローバーデザイン 5260001012113 非対面カウンセリング導入による時短施術と新規集客

岡山県 有限会社クオリティー 4260002011635 非対面による顧客との商談スタイルのビジネスモデル展開

岡山県 株式会社エムズクリエイト 4260001027310 オンライン賃貸契約

岡山県 はなまるライフデザイン研究所 － 【広告オーダーオンライン受注による販路拡大事業】

岡山県 たこ吉本店 － モノ配達からコト配達へ、イノベーションによる新規顧客増

岡山県 ほっこり堂 － 免疫力アップでコロナに勝つ！

岡山県 オフィスＳｏｌｅｉｌ － オンラインで感染症対策＋遠隔地でも参加可能な美ことば講座開講

岡山県 シャノワール － 新たに販路開拓のためにＥＣサイトの取り組み！３５％売上

岡山県 有限会社プリエジャパン 2260002000796 非対面型ビジネスモデルへの転換

岡山県 ＰＯＬＡピオーネ － 動画アニメーションによる顧客の肌悩み改善

岡山県 株式会社エコシステム 9260001010518 リサイクル業にテレワークとオンライン査定の導入

岡山県 内山不動産株式会社 9260001034327 オンライン賃貸契約

岡山県 株式会社ライス田中 9260002010649 ＥＣサイトの構築・運営による小売りへの本格参入・販路拡大

岡山県 菓子屋てとて － 手づくり和洋菓子を安全にお客様へお届けするための体制整備

岡山県 株式会社トラスト不動産 7260001031202 次代を担う人材育成事業「非対面型多能工アカデミー」のＰＲ

岡山県 晴れの国きのこ園株式会社 6260001023927 テイクアウト対応型ＥＣアプリの構築・販路拡大

岡山県 Ｂｏｎｉｔａ － インターネットを使用した講習、情報商材、物販販売

岡山県 株式会社横山工房 5260001010612 通販可能な療育家具の新開発と家庭向けオーダー家具の販売促進

岡山県 サンエール株式会社 9260001002770 製品検索システム構築による、非対面営業促進及び販路拡大

岡山県 クエダ塾 － 電子黒板を活用した超時空間対話型授業による地域産業創生

岡山県 アシムオフィス － 既存のＨＰに「オンラインショップ」を開設し売上向上を目指す

岡山県 ミソノヒロコデザインオフィス － 下請け、対面接客から脱却し、自社ブランド商品のＥＣ販売構築

岡山県 今八ふたわ － ネット活用での非対面販売拡大と店舗での迅速な販売システム構築

岡山県 新連携岡山中央卸売市場ネット合同会社 3260003000365 ハイブリッドアプリの構築、運用によるＥＣの販路拡大

岡山県 株式会社タイズ 1260001029466 オンライン授業の開講にともなう経営リスク軽減と新規顧客開拓
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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

岡山県 瀬戸内アシスタント －
ＨＰ制作・オリジナルデザインの制服開発による新規顧客開拓並びに売上の
回復

岡山県 Ｊ子の座談会 － 受注に対応したウェブサイトの導入で新たな売上の確保

岡山県 株式会社智商ロジシステム 260001027091 チョコワ～ＷＥＢサービス活用による普及活動～

岡山県 加藤晋平写真事務所 － 動画スタジオリニューアルによる遠隔動画事業

岡山県 株式会社シファカ 9260001023973 非対面ビジネスモデルの構築に向けた無人ショールームの整備事業

岡山県 松豊産業株式会社 9260001003406 「テレワーク環境の整備による働き方改革の推進」

岡山県 ＆ｃｏｎｆｅｔｔｉｅｎ － 非対面施術機器導入による新規顧客増及び客単価増

岡山県 株式会社エナゴルフ 6260001029890 ネット販売による非対面販売の強化及びそれに適した商品開発

岡山県 わたしのハイフ。岡山店 － エステの非接触型接客への移行と感染予防対策による集客計画

岡山県 株式会社ＦＡＩＲＷＩＮＤ 2260001011852 クリーンルーム新設による、医薬部外品及び衛生用品の生産体制の構築

岡山県 株式会社丸政荷役 2260001016983 物流業界の魅力向上を広く周知する

岡山県 有限会社武田石材 4260002006065 非対面型ビジネスモデルへの転換

岡山県 株式会社冨士麺ず工房 1260001005723 “ハタフレスカ”ＢｔｏＣ向け商品開発・非対面型サービス事業

岡山県 岡村　晋和 － インターネットを利用した予約サイトの運営

岡山県 有限会社ニッティ・グリッティ 2260002007552 新規動的ＣＭＳ導入による非対面型コンサルティングでの販路拡大

岡山県 合同会社ＯＤ　ｃｏｍｐａｎｙ 9260003003065 対面での接客を避けた、フォトサービス

岡山県 株式会社ひとはら 4260001011033 焼肉材料と精肉の移動販売

岡山県 株式会社ネイリストアカデミー 5260001033282 非対面型オンラインスクールへの転換による販路開拓

岡山県 株式会社リトルランド 5260001015198 オウンドメディアでのＰＲとリモートの販売開発

岡山県 合同会社Ｋ＆Ｋ 5260003002616 長期滞在対策とチェックインシステムの自動化による販路開拓

岡山県 谷本建設株式会社 5260001033332 建築パース導入で非対面ビジネスへの対応と他社との差別化を図る

岡山県 グリーンモータース － 非対面型での商談見積もりを可能とする自社ホームページの制作

岡山県 株式会社ベアサポート 8260001032777 設備ＥＣサイト導入とオンラインコンサルティングによる販路開拓

岡山県 Ａｃｏｒｎ　ｓｔｕｄｉｏ － ～家でできるボイトレメソッド～オンラインレッスン提供事業

岡山県 ＬｉａｎＳ　ｎａｉｌ － 店舗改装とオリジナルネイルチップ販売による販路開拓

岡山県 セレクトショップｋ－２ｃｌｉｍｂ － 設備導入による通信販売向け商品作成と販路開拓

岡山県 株式会社リノックス 3260001016405 ネットで対面対応できる不動産物件相談事業による販路開拓

岡山県 大心建設工業 － 専門職人が感染リスクを下げる環境整備と職人の求人促進

岡山県 株式会社プレミネント 8260001031845 オンラインレッスンの開始による新たなビジネスモデルへの転換

岡山県 スロータイム － 対面頻度減少型サービスのための設備導入や増設による販路開拓

岡山県 ジャンナ － 新商品を雑誌広告から通販サイトへ繋げギフトボックス売上アップ

岡山県 プライベートネイルサロンＡＰＰＬＥ － フリーランスの方に向けたコンサルティングの事業化

岡山県 家庭教師のアスピレーション － オンライン家庭教師の仕組み導入による非対面サービスの提供

岡山県 株式会社ｉｄｅａｌ　ｊａｐａｎ 1260001027395 受注管理システムで非対面での売上アップにつながる体制強化

岡山県 矢部被服株式会社 1260001015053 外注先廃業による内製化を図るための設備導入
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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

岡山県 ａｎｔｉｑｕｅ　ｃａｆｅ　Ｆｅｌｉｃｉｔｅ － カフェから発信するオンライン教室でおうちカルチャー

岡山県 有限会社三宅事務機 3260002021523 ネットを活用して直接訪問営業から非対面営業への転換

岡山県 彩葉 － 卸売に頼らない、テイクアウト主力直販店開業及びネット予約体制

岡山県 有限会社食品のときわ 7260002018850 こだわり国産牛の鮮度向上と店頭販売強化に向けた販路開拓事業

岡山県 有限会社米酒センター平松 4260002018218 海外市場へ非対面営業と物流改善により販路開拓を目指す

岡山県 ＢＵＮＮＹ　ＧＡＲＤＥＮ － 新製品袋開発で大手販売サイト出展等による都市部向け販路開拓

岡山県 テイメン株式会社 9260001015269 【事業名：設備導入によるサプライチェーンの強化と新商品の販路開拓】

岡山県 株式会社ミヤケ工業 7260001016913 大ロット対応可能な生産体制の強化による新規取引先の獲得

岡山県 かくれ宿Ｙｕｊｉ－ｉｎｎ － 若者や学生、主婦層をターゲットにランチを極力非対面で提供

岡山県 ＰＡＮＯＲＡＭＡ － 高性能音響設備導入により地方の特色を活かした販路開拓の確立

岡山県 ＰＡＲＣＯｄｉＨａｙａｓｈｉ － ＷＥＢツールの作成と見直しでピザのテイクアウト事業の拡大

岡山県 株式会社建房 4260001025322 接客機会の減少を改善する、非対面型ウェブ商談機能の構築

岡山県 マルクラ食品有限会社 5260002021286 新商品グルテンフリー豆乳加工麺の非対面型販売の導入

岡山県 Ｍ‘ｓ　Ｈｏｕｓｅ － コロナ収束下でのホスティング再開及び回復に向けたプロジェクト

岡山県 イッカクベーカリー － 季節限定テイクアウトセットメニュー開発による販路開拓

岡山県 株式会社リアレスト 6260001028125 セミナー開催並びにホームページリニューアルによる新規開拓

岡山県 株式会社Ｄｅｙｅ 9260001032124 検査・梱包等作業の内製化によるサプライチェーン毀損への対応

岡山県 有限会社チアーズ 8260002023370 オンラインお見合い・カウンセリングの導入による新規会員開拓

岡山県 Ｍａｒｉａｆｅｅｌ株式会社 2260001027774 真空パック包装機での非対面型サービスとＨＰ写真コンテンツ撮影

岡山県 バースコミュニティ合同会社 2260003001892 新型コロナウイルス対策を行い「おひとり様定額サービス」の提案

岡山県 石原畳材有限会社 9260002016480 リモートを利用した新見積システムと携帯電話対応ホームページ

岡山県 ビストロマンマルリアン － テイクアウトおよび個室増設によるコロナウイルス対策

岡山県 岡野興業株式会社 3260001012841 ジュニアスクールの強化による販路開拓

岡山県 スタディファイブ － ＥＣサイト導入による顧客との関係性維持と新たな収入の柱の形成

岡山県 株式会社倉敷ベジ・ラボ 4260001032335 新商品「染色キット」を開発し、非対面型ビジネスモデルへの挑戦

岡山県 有限会社エイテイエヌ 6260002016748 「テレワーク環境の整備による働き方改革の推進」

岡山県 株式会社ＴＲＹ 9260001016647 お客様に選んでもらえるシステム作り

岡山県 株式会社彩真グループ 1260001033146 ホームページを活用した受注体制の確立

岡山県 すぐり － 少人数での屋上ビアガーデン開設による販路開拓

岡山県 きまぐれダイニングまほろば － 非多面型ビジネスモデルの導入による売上高の拡大

岡山県 くし亭 － 機械導入により生産性向上及びテイクアウト商品強化を目指す

岡山県 バー・カンザシ － バーデンダーがおすすめするお酒とおつまみのマリアージュサイト

岡山県 やまこうどん － 真空パックによる夜ごはんのおかずのテイクアウト

岡山県 くらしき水道レスキュー － 集客方法の多角化による新規顧客獲得と車庫改装事業

岡山県 ＆　ＧＲＩＬＬ － ３密を解消した開放的で非日常的な空間の提供（街中屋上ＢＢＱ）
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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

岡山県 株式会社阪神総商 1260001030226 新規霊園の非対面型対応への転換による販路開拓事業

岡山県 Ｏｎｅｎｅｓｓ － もっと、ずっと綺麗なあなたのプロフィール写真を残そう！

岡山県 倉敷まちなみ食堂アカネイロ － 屋上テラス席の利用による３密回避と客席数の確保

岡山県 井垣　まき子 － 非対面のオンライン授業を含んだ英語教室の募集強化で、売上促進

岡山県 慶塗装 － ホームページの作成・活用による訪問しない営業活動への移行

岡山県 えんが和コミュニケーションズ － 「魅せるＷＥＢ会議」で非対面型ビジネスのトータルサポート

岡山県 エビス水産 － ネット販売強化による販路開拓事業

岡山県 有限会社インフィニティ・ラボ 6260002022572 キッチンカーによるテイクアウト・ケータリングサービス

岡山県 有限会社はいから亭 1260002029886 受注専用端末を活用した非対面型接客への転換

岡山県 株式会社末田 4260001019844 テレワーク環境整備＆別注家具・木製建具ＰＲによる売上増加

岡山県 有限会社吉本 6260002029849 着物からのリメイク商材を中心にした非対面型販売の強化

岡山県 ヘアーズアミュレット － ネット予約と顧客分散で対面を減らし機会ロスをなくす店作り

岡山県 株式会社キゾウ 8260001020617 米ぬか酵素風呂による販路拡大事業

岡山県 有限会社エピ 8260002029888 焼き立てのパンを、非対面で提供

岡山県 有限会社大文字本舗 2260002028689 ホ－ムペ－ジを活用した非対面による販売促進

岡山県 お料理わらうかど。 － 当店で人気の魚料理を持ち帰りや贈答品等として通販で提供

岡山県 有限会社昴不動産 4260002028613 非対面による不動産の売却相談及び販売促進活動の強化

岡山県 有限会社キューシーエス 4260002028150 蒸気使用量の増加に対応したボイラー新設工事による売上増加

岡山県 株式会社サインアート 6260001021055 非対面営業への転換と販促小物を販売するＥＣサイトの開設

岡山県 松田代理店 － 笑いヨガ・終活セミナーの非対面事業

岡山県 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＯＲＳＯ － テイクアウトの販売強化と安心できる空間提供

岡山県 こもれび工房 － インターネットを活用してオーダー家具の製造販売

岡山県 オフィス福原 － 法人営業における非対面ＷＥＢ受注システムの構築

岡山県 アセンション － 「新型コロナ対策のためのサロン改装工事と、ＷＥＢサロン開設」

岡山県 Ｂａｎｄｅ － 遠隔操作を利用した非対面型面談対応可能な事務所への転換改装費

岡山県 アールワン － 精度の高い咬合器を用いた衛生的な営業システム

岡山県 クレア － フルーツ王国岡山のフルーツを活かしたテイクアウト販売強化

岡山県 有限会社玉屋 5260002019586 テイクアウト事業開始のための設備拡充（冷蔵庫導入）

岡山県 Ｌｉｖ．ｃｏｌｏｕｒ － デザイン提案の非対面による感染防止かつ生産性向上事業

岡山県 植田タンス店 － ＥＣサイトを手始めとした家具店による新しいビジネスモデル構築

岡山県 Ｃ＆ｋｉｔｃｈｉｎ － 非対面型のＥＣ販売の実施及びエアレジ導入による効率化

岡山県 田邉　泰子 － ホームケアのレクチャー配信型のＨＰ構築

岡山県 印章専門店椿山 － 安心してもらえるオンライン接客サービスの構築

岡山県 株式会社妹尾酒造本店 8260001013793 ホームページの改正で新規顧客を獲得する

岡山県 株式会社壽屋 1260001033071 業務店用の希少性の高い酒類を、一般の方に非対面で販売

9 / 22 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

岡山県 フィットネスジムＯＬＹＭＰＩＡ － 自宅用トレーニング器具の無料貸出サービス

岡山県 珈琲屋３２ － ネット通販で非対面モデルへの変更

岡山県 総合ユニフォームＫＯＤＥＲＡ － 刺繍専用ミシンの導入による提案営業の強化

岡山県 有限会社イカリ看板 9260002032668 さらなる対応力強化及びＨＰ作成でネット販売の開始

岡山県 株式会社宮脇 7260001025369 本格イタリアン・ご当地グルメのライスコロッケのテイクアウト販売

岡山県 税理士法人アストラスト 7260005010739 「クラウド会計＆オンライン打ち合わせ」ＰＲによる販路開拓

岡山県 株式会社山栄開発 4260001022294 新たな仕入れと保管方法の導入でおが屑の安定供給と販路開拓

岡山県 ｋｕｒｏｎｕｓ － ガーメントプリンターによる商品開発とＥＣアプリ開発

岡山県 エステティックサロンＪＥＷＥＬ。 － 既存客の利用頻度を高めるネット通販サイト増設とサロン環境整備

岡山県 ＣＡＭＩ　ＯＫＡＹＡＭＡ － オンラインスクールシステムによるネットを通じた新規顧客開拓

岡山県 ｄｅｃｏ － オンラインを活用した包括的事業展開による販路開拓

岡山県 窯じい － 石窯料理のテイクアウト店立ち上げ事業

岡山県 ヘアースペースアプリオ － 安心感のある非対面化のコロナ対策で顧客獲得

岡山県 ｂｅｌｋ － テイクアウト特化型店舗の新店舗開業事業

岡山県 株式会社Ｓｅａ　Ｒａｙ 9260001032173 カフェを楽しむためのテイクアウトメニューの強化

岡山県 神農興業株式会社 4260001022229 高性能調理装置の導入とＩＴ化でテイクアウト需要への円滑な対応

岡山県 ＲＡＫ＿Ｋｉｔｃｈｅｎ＋（ラックキッチンプラス） － ステイホームを楽しめるちょっと贅沢なおつまみの提供

岡山県 デスティニー経営事務所 － 国内外企業向けの非対面型コンサルティングと女性の働き方支援

岡山県 株式会社ＨＡＮＧ　ＬＯＯＳＥ 3260001016330 ニードルパンチ加工の内製化とバーチャル工場見学動画による販路開拓

岡山県 株式会社ベルテックス 7260001033421 映像パンフレットを作り、非対面とテレワークで営業する事業。

岡山県 ＴＲｕＮＫ － ＴＲｕＮＫ

岡山県 ＯｆｆｉｃｅＫＩＫＯＥ　吉永拓未 － エンタメ事業再興のための最高なテイクアウトサービスのスタート

岡山県 有限会社もとや 8260002021671 ＢｔｏＢサイトでの非対面型ビジネスモデル構築とギフト商品の販売促進

岡山県 株式会社エム・サプライ 9260001027875 エム・サプライの岡山県特産品ＥＣサイト立ち上げ事業

岡山県 Ｊｉｍｂａ’ｓ － 生産性向上による日本産業の販路拡大

岡山県 有限会社竹波商店 4260002019430 一致団結し熱くなるためのチームカスタマイズウェアのネット販売

岡山県 株式会社荒成工業 4260001030669 移動式プラントメンテナンス力の強化による生産性向上サービス

岡山県 株式会社ポップコーン 3260001016990 下津井の地域資源による下津井ブランドの製品企画・販売代行事業

岡山県 株式会社Ｖｉｖａｃｅ 9260001028956 対面販売・接客からの脱却。自社商品の非対面販売システム構築

岡山県 株式会社ナッシュ 9260001014279 ＥＣサイト販売による、オーダーメイドデニムスーツ販路拡大

岡山県 株式会社すなみ特殊 5260001032160 ブランディング・ミニチュアグッズとブランド収益化システム提供

岡山県 高城染工場　角南　浩彦 － 児島の風が香る天然染めナチュラル＆モード系ファッションの提供

岡山県 錦盛堂 － 伝統技術と地域の特性を活かした「ここでしか買えない」和スイーツのの提案

岡山県 株式会社ＬＩＶＥ　ＡＲＴ 9260001026448 【新商品を自社で開発・生産。ネット販売へ進出し売上を拡大する事業】

岡山県 株式会社Ｎ．Ｔ．Ｐ 8260001016409 住宅リフォームのメニューチラシ配布による非対面販売への転換
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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

岡山県 株式会社奥商 3260001017675 安心して依頼できる新しい空間の整備

岡山県 株式会社アイビーシステムズ 9260001018585 オンライン画像診断やクラウドを介しての医療情報連携事業の拡大

岡山県 フローリスト萬 － 動画配信を活用したドライフラワー販売の強化

岡山県 勇和水産 － 真空包装機導入による冷凍殻付き牡蠣の販売拡大

岡山県 さかもと保険株式会社 1260001018584 時代に即した保険募集事業

岡山県 株式会社テイクモーターズ 9260001027743 インターネットでの宣伝による新規顧客の開拓

岡山県 日の丸旅行有限会社 2260002025819 ホームページの強化刷新（霊場商品購入の買物かご追加）

岡山県 ＲＩＢＩＡＮ － ホームページで特許取得帯板のＰＲ・販売を行い販路開拓

岡山県 株式会社アートコミュニケーション 1260001021464 備前焼（業務用）の海外展開に向けたオンライン化取組と販路開拓

岡山県 株式会社ティーアイシー 2260001021752 オンライン掲載システム構築によるメディアブランディング

岡山県 有限会社ゑびすや荒木旅館 3260002032310 アフターコロナに向けた近隣潜在ユーザーの獲得

岡山県 馬場　隆志 － ＥＣサイト制作と国内海外販路開拓事業

岡山県 千寿庵株式会社 6260001029461 非対面ビジネス対応の為、テイクアウト拡充用機械設備の導入

岡山県 マシュハウス株式会社 2260001027089 非対面型相談システム導入による新規住宅施工事業の販売促進

岡山県 株式会社新見ソーラーカンパニー 8260001019394 ＶＲ・ＡＲシステムを活用した施工事例紹介等による販促強化

広島県 株式会社フィールドモート 2240001048566 オンライン授業強化による新規顧客獲得

広島県 株式会社ポジティビティ 8240001047133 非対面型ビジネスモデルへの転換

広島県 ＬＯＣＫＳＴＯＣＫ　ＯＮＥＳＴＯＣＫ － 近隣の方に求められるランチを、なるべく非対面で提供

広島県 株式会社エムディーネットワーク 1240001022316 対面を控える会社に対してインターネットでの販売、提供

広島県 株式会社ラグドール 1240001018900 安心の空間づくりと自社ＨＰを活用した販路拡大事業

広島県 株式会社スペランツァ 5240001044777 ＩＲＩＮＯＸ　Ｍｕｌｔｉ　Ｆｒｅｓｈの導入

広島県 株式会社ＦＡＨ 7240001055657 ホームページ作成、オンライン相談と新規顧客の創造

広島県 フィットネスコミュニティーけんこうパーク － 動画配信による若年層向け非対面型トレーニングで販路開拓

広島県 株式会社ＳＹＳＴＥＭ　ＪＯＵＲＮＥＹ 3240001020370 ３Ｄ／ＶＲを活用したオンライン研修＆マッチング事業

広島県 ｃｉｔａｎ － 非対面型を意識した店舗リニューアルによる集客・売上アップ

広島県 株式会社ＳＷＩＴＣＨ 6240001043035 非対面型提案営業スタイルの確立と新事業のＰＲ

広島県 株式会社ジェイ．ワン 240001015696 Ｗｅｂセミナーへ切替とお客へ未訪問での契約推進

広島県 株式会社ＨＩＧＨ　ＰＲＯＵＤ 9240001053700 宅配と持ち帰りサービスを始め、顧客の定着と獲得をする事業。

広島県 晴れる家 － テイクアウト化に伴う宣伝強化

広島県 株式会社コドナ 2240001042866 自社マーケティングＨＰを活用したリモート営業からの販路拡大

広島県 ＰＲ　ＷＥＡＶＥ － 非対面対応のＨＰ構築によるＷＥＢマーケティング支援事業

広島県 株式会社木原仏壇店 8240001002625 オリジナル商品のお仏壇・お仏具のネット販売の開始

広島県 ＡＩＦＰ株式会社 2240001054944 お客様との接触機会の創出と、ＦＰ教育をオンラインで行う事業

広島県 カトレア － お客様ニーズに対応したオンライン営業と昼営業用店舗改装

広島県
ナチュラルクリエイティブメーカー有限会
社

3240002021075 対面販売のオンライン化で商品売上をアップする
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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

広島県 千差株式会社 1240001054755 非接触型の運動ゲーム開発で新しい時代の遊びと販路を作る

広島県 株式会社櫻 240001004058 自社販売サイト制作による更なる販路拡大

広島県 ＴＲＡＤ＆ＮＥＯ － 長年培ったノウハウを基に、使い勝手のより良い撮影用具の提案

広島県 お好み焼きもり － ＥＣサイトによる冷凍お好み焼きの全国への宅配販売

広島県 藤本工業株式会社 9240001020849 仮設材レンタル機能有りのＷｅｂサイトリニューアル（スマホ対応）

広島県 株式会社グッドトゥモロー 8240001052100 物件提案の自動化と動画活用による非対面型ビジネスモデルの実現

広島県 株式会社カナデル 3240001054308 通販及び卸事業強化のための設備導入

広島県 鉄板焼・お好み焼修竜 － コロナ感染防止を目指した店内環境整備とテイクアウト事業の強化

広島県 株式会社學栄社 9240001045094 コロナの逆境をチャンスに！太陽光発電ビジネスのさらなる発展！

広島県 一楽旅館 － 全世界に向け旅館の魅力を発信するためのＨＰの強化

広島県 有限会社ポジティブ 3240002023030 コーディネート紹介動画でのＷＥＢ接客と３密回避の取り組み

広島県 株式会社リレイ 3240001041272 通常営業以外での売上ＵＰ（飲食店営業三類及び惣菜免許の取得）

広島県 株式会社Ｂａｉ　Ｍａｉ 1240001052949 セミオーダーメイド・手作りキット等のネットショップ販売

広島県 ＧＡＬＡＸＹ － お客様ニーズに対応したオンライン営業と改装

広島県 トレス － 人気商品のテイクアウトとデリバリー自社対応による事業拡大

広島県 株式会社ｎｉｃｈｅ 8240001054427 ホームページ、ＥＣサイト作成

広島県 マーケ×ＴＥＣＨ － 広報手段を模索する企業へ、コンサルティングをオンラインで実施

広島県 有限会社フィットネスプロジェクトエー 7240002018811 オンラインセミナープログラム作成実施とウォーキング指導の強化

広島県 有限会社アプトプランニング 9240002026473 ライブ中継のインターネット発信サービスの活用

広島県 株式会社グランクラシック 7240001051499 先進設備（ラベルプリンター、テンパリング機、）の導入による生産性アップ

広島県 株式会社リノベートファーム 3240001021720 業務用エアコンレンタルの専用サイト新設とＷＥＢプロモーション

広島県 株式会社ニシナ屋珈琲 8240001008358 国産珈琲の栽培状況の見える化、及びネット通販の強化

広島県 新田信雄 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

広島県 バリュー・クリエイション株式会社 7240001053438 ホームページとウエブツールを活用した完全オンラインコンサル

広島県 株式会社ＴＢパートナーズ 5240001051757 再生可能エネルギーを用いた、販路拡大事業

広島県 ススキダ法務事務所 － 障害年金業務特化型ホームページ開設による販路拡大事業

広島県 ＮＮフィナンシャルアドバイス株式会社 9240001044617 インターネットを活用して顧客との接触機会を創出する事業

広島県 ブレイン・オブ・ブレイン株式会社 2240001046438 非対面リモート研修の開催による利益アップ

広島県 トラストユアサービス株式会社 4240001042113 自社ＨＰにオーダーユニフォームのオンライン受注システム構築

広島県 ｌｉｇｕｅ．ｈａｉｒ － 新規客・顧客満足度をより良くし、売上アップに繋げる経営計画

広島県 銀生活 － 自社商品の開発および自社ＥＣサイトの構築と販売

広島県 合同会社Ｆ・Ａ・Ｊ 8240003002292 新事業の妊活サポート事業の展開・販路開拓

広島県 ｙｏｕ－ｉｃｈｉ － 急速冷凍機の導入によるオンラインショップの強化及び生産性向上

広島県 ヘア・シェルター － ネット通販によるヘアケア商品等の販売＋ネットからの来店誘導

広島県 淀市 － デリバリーと店内改装で前向きな姿勢での経営持続を図る
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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

広島県 有限会社スリーアロー 7240002023019 インターネット事業への参入とコロナ対応型体験教室の実施

広島県 ＲａｉｎｂｏｗＱｕｅｓｔ株式会社 2240001043740 売上回復のためのテイクアウト販売の実施

広島県 有限会社珍味処なかむら 6240002010364 ネットショッピング可能なホームページの作成等新たな販路の確立

広島県 ＰＲＯＵＶＥ － オンライントレーニングの広告・ＨＰ編集、アスリート指導の導入

広島県 在宅マッサージ・アキュア － 在宅マッサージ・アキュア

広島県
株式会社ペペカルチャーエンターテイメン
ト

8240001027358 ＨＰ改修による販路拡大と移動販売車両導入による顧客獲得

広島県 株式会社ＳＡＦＡＲＩ 240001050994
ホームページを活用した新規顧客獲得とＺＯＯＭを活用した営業活動への転
換

広島県 ビジネスホテルニューよりしろ － お客様に安心を提供するため、非接触型キーへの交換等の対策実施

広島県 Ｉｌｖｅｃｃｈｉｏ － テイクアウト用商品の開発と新規のお客様の販路開拓

広島県 株式会社インブルーム 240001037651 家呑みニーズに対応した小売店出店とネット販売の拡大

広島県 結生 － オンラインビジネスを導入したホームページ開設と新規獲得拡大事業

広島県 株式会社グレースラーン 6240001049973 テレワーク環境整備の教育実施とオンライン化で売上アップ

広島県 株式会社ＧＯＷＥＢ 7240001016948 テレワークで社員と家族の生活を守る環境整備事業

広島県 ライズ・プロジェクト株式会社 5240001046757 全国各地の知られざる名店・商品と消費者を繋ぐＥＣサイトの構築

広島県 第一電設株式会社 9240001005783 ホームページ作成による新規顧客開拓及び営業強化

広島県 佐々木順建設株式会社 8240001004134 非接触営業対応に向けたＷｅｂサイトリニューアル

広島県 株式会社ウーブル・ロールモデル研究所 9240001018141 ホームページの活用で研修のオンライン化を推進する

広島県 株式会社ヒトミソフト開発 3240001053350 自社製品開発の推進と通販サイト構築・ＷＥＢ会議システムの導入

広島県 Ｍ．Ｍ音楽院 － レッスン・ゼミ・演奏会のオンライン化による販路開拓事業

広島県 有限会社月ヶ瀬 2240002010541 「自社ＥＣサイト構築による非対面型の販路拡大」

広島県 美容と健康 － 「非対面型オンラインヨガと感染予防工事による新規顧客拡大」

広島県 株式会社ニックネーム・ドットコム 8240001014629 ＷＥＢ商談・営業による非対面型新サービスの提供開始

広島県 酒場すみよし － ソーシャルディスタンス対応のための店舗内外装工事

広島県 アイテレコムサービス株式会社 3240001000195 ホームページ全面改装による新規開拓オンライン化事業

広島県 株式会社Ｋ．ダイニング 7240001042259 設備導入と弁当宅配サービス・こだわり弁当よる販路開拓

広島県 器 － ＳＮＳを活用したＥＣサイトの立ち上げ、商品のネット販売

広島県 親子キャリアラボ － タレントマネージメントサービスのオンラインシステム化

広島県 ＯＦＦＩＣＥ　ＯＫＡＤＡ － オンライン相談事業の展開

広島県 有限会社中国メディカル 5240002010299 胃・胸部集検用デジタルＸ線システム中古検診車の販促活動事業

広島県 株式会社Ｌｉｔｔｌｅ．ｍ 6240001021882 お家で愉しむリトルハピネス・小瓶でＲｕｍ＆Ｗｈｉｓｋｙ

広島県 ＮＡＩＴＯＵ － 無人レジで安心安全なお店・家でも楽しめるテイクアウト事業

広島県 株式会社ＧＯＬＤ 4240001021819 テイクアウト・デリバリーなど新たな販路拡大事業

広島県 株式会社ＪＵＤＧＥ 9240001020403 ホームページ作成。動画を使い対面、非対面の問題を最小限に。

広島県 プレジール － ネット環境整備による販路拡大と店内作業の効率化

広島県 ことふき － セミナーのオンライン化及びデジタルコンテンツの展開
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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

広島県 ＣＡＶＥＤＥＶＩＮＳ柿さか － 通販・テイクアウト事業のための環境整備について

広島県 和食家ＭＡＳＡＴＯ － テイクアウト事業における非対面での受注の確立

広島県 ＯｆｆｉｃｅＭ － 教育研修や個別相談のオンライン新サービス開発と広告展開

広島県 ＯＮＥＰＬＵＳＯＮＥ株式会社 6240001045618 ＊通信販売用ＥＣサイトの新規構築で販路拡大

広島県 株式会社ブリリアントスマイル 9240001053535 売上増大のためのホームページ集客

広島県 クローバーマネジメント合同会社 7240003004315 「地域創生アパート」の開発とＷＥＢ広告強化による販路開拓

広島県 シャンティヨガ － 非対面型オンラインレッスンによるヨガクラスの導入

広島県 株式会社ソル・レヴァンテ 7240001052860 低温熟成肉料理による広島和牛のブランディング化

広島県 株式会社色彩商業 5240001054611 店内改装による集客増加並びにネット販売の開始

広島県 定者法律事務所 － ネットの活用により遠隔・非対面型の法律相談を推進する事業

広島県 ジビエラボラトリー株式会社 240001019571 非対面型ビジネスモデルへの転換

広島県 ＬＥＶＥＬＳ　ＤＥＮＴＡＬ　ＴＥＡＭ － デンタルスキャナーを取り入れたビジネスモデルの構築

広島県 Ｊａｐｏｎｔ － オンラインによる非対面型地域インバウンド観光人材育成事業

広島県 砂の工房ｂｉｂｉ － ＩＴの強化と効率化でＥＣ通販事業の拡大・既存顧客へアピール

広島県 株式会社グロウ 1240001052247 オンライン接客サービスの導入

広島県 ＳＰＡＣＥ　０９２ － 店内のソーシャルディスタンス確保とネット配信対応の新サービス

広島県 有限会社アクト企画 6240002000456 オンラインマーケティングによる販路拡大

広島県 株式会社ライフシングス 6240001054668 打ち合わせのオンライン化、インターネットを活用した販路拡大

広島県 株式会社Ｈｉｎｔ 1240001045275 ソーシャルディスタンス環境構築とオンラインでの新規顧客獲得

広島県 ＡｒｒｒＫ株式会社 9240001017685 動的ＣＭＳの導入により、非対面型でのコンサルティング

広島県 株式会社ケーズ 4240001047681 オンラインによる情報コンテンツ配信サービスによる販路開拓

広島県 有限会社佐伯 2240002006457 手づくり商品のインターネット通信販売事業の構築

広島県 個室ＤｉｎｉｎｇＲｉｆｕｇｉｏ － オーダーバイキング開始

広島県 株式会社ｉｓａｉ 6240001051046 通信販売を利用した委託販売による販路拡大

広島県 株式会社ホームラン 7240001049320
インターネットホームページを活用した非対面式による労働者と受け入れ企業
の確保

広島県 株式会社３ＣＯ 1240001044467 オンラインプログラミング教室の開校による新規事業

広島県 株式会社プロジェクトジャパン 6240001017740 地域密着型計画

広島県 株式会社広瀬印刷 1240001022142 顧客管理システム開発による業務効率化とＣＲＭ基礎の確立

広島県 有限会社アトラス・オーポレーション 1240002000774 ＷＥＢ販促、リモートによる営業活動、セミナー開催支援事業

広島県 整体千鳥 － オンラインでの売上基盤を作る

広島県 株式会社広島駅前ハウス 4240001042047 自動化・非対面型のゲストハウス運営

広島県 合同会社ＲＩＧＨＴＥＯＵＳ 1240003004394 ＺＯＯＭによるテレ・セミナーの実施

広島県 Ａｓｔｒａｅａ － 新規オンラインサポートの開始および教育動画制作による販路拡大

広島県 株式会社Ａｂｉｌｉｔｙ 8240001054229 こんな時だからこそＳＮＳを使った新たな挑戦！オンライン講習！

広島県 Ｈａｎａｋｏ　Ｇａｒｄｅｎ － 『看護師資格を活かした新事業とオンラインセッションへの設備投資』
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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

広島県 よりどころ － テイクアウト＆デリバリーの周知と環境整備事業

広島県 有限会社総合サービス社 2240002008998 新規顧客獲得を目指したホームページ制作

広島県 合同会社Ｓｅｓｓｉｏｎ’ｓＢｒｅｗｅｒｙ 7240003003688 オンラインショップ開設と店舗リニューアル

広島県 株式会社ＴＷＯＦＡＣＥ 8240001021897 「オリジナルブランドを取り込んだ衣料品販売用自動販売機の導入」

広島県 Ａｎｏｎｅ　ｎａ－ｎｉ　梶川　真由 － 新たな生活様式に対応するための事業革新。

広島県 紺屋 － 厳選素材ラーメンのインターネットを活用した販路開拓事業

広島県 藤本屋 － 売上減少を補う広島地酒及び広島物産、食材、工芸品のネット販売開始

広島県 株式会社オプティマルサプリ 8240001048305 仕入先の拡大と新規客の定着化の取り組み

広島県 ｒｉｎｋｕｒｉ － オンラインコンサルティング、動画セミナーによる売上げ向上

広島県 合同会社ＰＬＵＳ１ － 『テレワーク対応の非接触型練習の開始』

広島県 Ｌｅｒｅｖｅ － カラーセラピーとそのスクール（講座）のオンライン化の為の事業

広島県 株式会社ＡＭＳ 4240001053804 自社オリジナルリフトの新開発とオーダーメイドガレージの広報

広島県 ＳＩＬＶＥＲ － オンライン接客を利用したウェブ販売力強化と店舗販売促進事業

広島県 ５ － 店内飲食とテイクアウトの両立を可能にする体制強化

広島県 株式会社マルニシ 3240001038558 新「食品表示法」に対応したラベル表示と安定供給

広島県 宇治園製茶株式会社 5240001037830 「電話一本ポストイン」新しい生活様式で日常茶飯の健康増進事業

広島県
Ｍ２－ＬＩＴＥｃｒｅａｔｉｏｎ（エムツーライトクリ
エイション

－ プロジェクションマッピングと仮想空間における舞台演出への進出

広島県 ゆう家 － 「和食屋さんのお弁当」ネット注文、認知度向上による販路開拓

広島県 カメレオンワークス － 非対面・３密防止可能な動画配信サポート事業の開始

広島県
チャイサロンドラゴンゲストハウスヤドカー
リ

－ テイクアウト、デリバリー、テレワーク環境整備

広島県 Ｓｐｏｏｎ． － レストランとギャラリーの融合活用による相互の新規顧客開拓事業

広島県 キッチンすからべ － テイクアウト・デリバリー等での新規顧客開拓とＥＣ販売への進出

広島県 今川玉香園茶舗 － オンラインショップの整備とＨＰ再構築ならびに販促ツールの作成

広島県 ＴＥＡＦＡＣＴＯＲＹＧＥＮ － 品質向上及び多様な商品開発に伴う設備投資及び広報活動

広島県 有限会社宮徳 3240002051535 新規オンラインショップの開設及び大都市に向けたＥＣ販売の強化

広島県 株式会社コウノグループ 9240001038882 尾道土産をインターネット販売・安心設備の導入による販路開拓

広島県 株式会社フォワード 6240001027780 モバイル対応『ブティック　クレア』ネットショップ販売

広島県 株式会社ＲａｉｎｂｏｗＳａｋｅ 1240001044896 『オンライン酒蔵見学とオンライン商談による相乗効果創出事業』

広島県 株式会社朝日新聞焼山販売 3240001041818 既存購読者向けの物販開始とイベントブース広報販促活動

広島県 蜜屋本舗株式会社 9240001026623 スマートフォン対応によるオンラインサービス提供の拡充

広島県 有限会社沖元水産 2240002032395 牡蠣加工商品の開発とＥＣ化による全国のファンづくり事業

広島県 株式会社土肥 9240001026268 自社ＨＰとＥＣサイトを使った家具雑貨・住宅リフォーム販売促進

広島県 株式会社中元本店 6240001026295 新商品の展開とネット環境の整備による新ビジネスモデルの構築

広島県 株式会社ローカルズオンリー 8240001042448 「多様な販路を生かして呉市産品を国内外へ届ける拠点店舗の開業」

広島県 株式会社徳蘭 2240001047642 電解水を用いた衛生管理向上によるテイクアウト販路拡大事業
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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）
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

広島県 森川行政書士事務所 － スクリーンの導入により非対面対応が可能な事務所を構築する

広島県 オンリーｏｎｅ － コロナでも繋がりたい！ファンと共にオンリーｏｎｅ！！

広島県 株式会社たていし園呉 2240001047023 宣伝周知による移動販売の強化で売上ＵＰを目指す

広島県 株式会社モリス 8240001043792 呉のモリスを全国へお届け事業

広島県 株式会社制服のフジ 6240001026064 強みを活かした商品ブランディングと海外に頼らない生産体制作り

広島県 楽 － 幅広い年齢層が一定の距離を保ち、安心して食べて歌える憩いの場

広島県 株式会社ヴァンカトル 5240001048992 ショッピングサイトの構築等による販路拡大と効率化

広島県 ＹＯＳＡ癒しの空間 － セルフ方式の美容マッサージ店・予約プログラム導入

広島県 株式会社Ｔｏｍｏｔａｓｕ 9240001051910 テイクアウト・デリバリー本格参入で売上ＵＰを目指す

広島県 ティモモシィー － Ｔシャツ、グッズの自動販売機設置

広島県 瀧建築デザイン株式会社 8240001053164 販路拡大に向けた環境整備およびホームページの開設

広島県 サロンドミカ － 非対面カウンセリングと会員制サイト活用による新規顧客獲得

広島県 株式会社小畠 2240001030607 家庭や庭先で楽しむアイテムが思わず買いたくなるＷＥＢｓｈｏｐの構築

広島県 株式会社カリノ企画 3240001042585 特殊広告の自社生産体制確立及び通信販売による新規顧客の確保

広島県 インクロッチェ株式会社 7240002039444 過疎地域に貢献する、健康メニューの配達弁当＆テイクアウト事業

広島県 ＲＯＨＴＡ　ＢＡＲ － バーバックヤード通信販売及び一般酒類小売業販売事業等発展事業

広島県 株式会社機縁 6240001034645 ３密回避も対応、非対面型の新しい時代「セルフエステ」へ転換

広島県 株式会社ＡＬＬＲＯＵＮＤ池田 4240001035926 ネット受注システム構築及び新規事業導入による販路拡大

広島県 有限会社アゲイン 9240002039070 インターネットを活用した非対面型システムの構築

広島県 有限会社豚珍館 8240002042026 真空包装機の導入によるテイクアウト商品の提供

広島県 ＬＩＦＥＣＴ － オンライン申込みと非対面の商品撮影による新規顧客獲得

広島県 株式会社備後ムラカミ 7240001032978 最終需要者向け事業の強化のための薄型畳の販売強化・生産力向上

広島県 ａｔｏｒｉｅ福山美容整骨ｂｙｓｐｅｅｄＫＯＧＡＯ － オンラインセミナーの運営及びＥＣサイトの構築による販路拡大

広島県 有限会社たんと 6240002044940 企業向け配達給食事業立上げと高単価弁当、仕出しの販路開拓

広島県 英会話教室ｗｏｋｗｏｋ（ウォクウォク） － オンライン英会話教室の体制強化とＷｅｂ活用による新規顧客獲得

広島県 さくらや福山店 － 在庫検索システム導入によるネット非対面販売と業務の効率化

広島県 株式会社食は生命なり 3240001032841 美と健康よみがえりサロンのオープン。

広島県 ＰＯＴＣｏｆｆｅｅＲｏａｓｔｅｒ － ウエブサイトとＰＲ動画作成による非対面型ビジネスへの転換。

広島県 合同会社ＰＯＭＰＥＴＴＥ 6240003002229 オリジナルブランドの認知度向上と書籍の販売促進

広島県 和創酒膳零、ライクステーキ － 主婦層及び単身世帯向けのテイクアウト・デリバリー体制の構築

広島県 ＦＯＲＥＶＥＲ＆ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 8240001050178 キッチントレーラーの導入による新たな販路開拓

広島県 株式会社ＴＲＩＮＩＴＹ 6240001035098 テレワークへの対応と地域情報誌発行による販路開拓

広島県 建築設計事務所　ｓｑｕａｒｅＫｎｏｔ － オンライン上でのヒアリング、片づけアドバイスサービスの導入

広島県 株式会社福の山印 3500001016850 非対面型提供方式の導入による販路拡大

広島県 株式会社オフィスプロスタジオ 8240001043693 コロナウイルス、自然災害に負けない運動指導のオンライン化
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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）
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

広島県 リンパジュエリーサロンＭａｍｉａ － エステ業界初、非対面型リモートエステシステム構築及び普及事業

広島県 株式会社三州屋 3240001030829 ホームページでの新規顧客開拓とＺＯＯＭを活用した営業活動の転換

広島県 株式会社谷口建設 3240001045513 ドローン動画による非接触会議とＨＰ開設による新規顧客の獲得

広島県 塾まなび － 非接触型ｅラーニングの構築と販促用ＰＲ、個別ブースの設置

広島県 尾道中華そば　すみだ － 持ち帰り用尾道ラーメンの生産体制強化と販路開拓計画

広島県 ａｔｅｌｉｅｒＲ － インテリアに関連した新商品開発及びネット販売システム構築

広島県 ＲｅＳＯＲＴ　ｄｅ　ＢＡＬＩ － コロナウイルスによる売上減少を回復するフェイシャル設備の充実

広島県 株式会社ダンボ 7240001051169 Ｗｅｂ開催ボディメイク健康推進事業

広島県 御舟宿いろは － 新商品開発とそのウエブサイト販売による非対面型ビジネスの導入。

広島県 株式会社サード 2240001041835 自社ブランド日本レザ－の開発と日本から世界への販路開拓事業

広島県 ぴあのあーと教室あうる － 自由な発想で考える力を養う教室運営とオリジナル商品のＥＣ販売

広島県 株式会社樹 4240001055809 蓄電池システムのＥＣ販売サイトによる受注拡大

広島県 株式会社レイ・アークス 6240001046244 リモートカメラの設置とオンライン支援

広島県 株式会社夢石庵 6240001032335 非対面型食品宅配サービスへの転換による販路拡大と情報の電子化

広島県 有限会社アトリエ・ピュア 4240002046501 テイクアウト商品を開発し、ホームページで宣伝し販路を拡大事業

広島県 真・さかもと整体館 － コロナウイルスによる店舗対策と商品開発及びネット販売の拡大

広島県 Ｍｓｕｐｐｏｒｔ － 非対面型ビジネスにつなげるためのホームページリニューアル

広島県 アントレ － 非対面型ビジネスにつなげるためのホームページの開設と広報

広島県 ＴＯＴＯＹＯＴＯＮＥＴ － ＬＩＮＥ公式アカウントサイトの運営とサービスの構築と開発

広島県 株式会社Ｔ’ｓ 2240001050480 ホームページ広報とテイクアウト営業の展開

広島県 Ｒｅｇａｌｏ － ＥＣサイト制作とウェブサイト作成による集客

広島県 株式会社伊藤勝 5240001029877 ホームページ改装によるシステム導入、看板と電光掲示板設置

広島県 株式会社アップモア 8240001051234 ホームページを中心としたオンライン商談システムの構築

広島県 有限会社豊栄堂運動具店 1240002053616 ＥＣサイト設立と刺繍専用機導入によるチーム特化ビジネスの展開

広島県 株式会社コグマヤ 7240001039577 ＥＣサイトの確立による自社プロモーションの強化と売上げ拡大

広島県 株式会社庵 5240001046831 非接触型自動ドアの導入とウイルス除菌脱臭機の設置

広島県 株式会社ＴＭＹ 6240001053042 自社オリジナルＨＰを作成し集客及び販売促進

広島県 お好み焼き・鉄板焼き　２５ＳＴＡ － お弁当での販路拡大と店内設備環境を整備し売り上げ拡大を図る

広島県 陶農園 － 巣ごもり消費対応：動画つきぶどうＥＣサイト開設による販路拡大

広島県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｒｅ － 個別化された運動指導が受けられるＥラーニング事業の立ち上げ

広島県 株式会社ＫＡＷＡＣＨＩＹＡ 1240001052107 化粧品の自社ブランド設立とリアルタイム配信ビジネスの展開

広島県 株式会社ワラビーデザイン 8240001035113 医療用フェイスシールド等、医療器具の製作対応

広島県 ＴＡＣＴ　ｏｆ　ｈａｉｒ － 美容室向けフェイスシールド等のネット通販による販路拡大

広島県 パティスリーパンセ － 予約システム導入及びデリバリー業務による非対面型菓子販売事業

広島県 備後スズキ株式会社 8240001034375 車内ウイルス対策サービスの内製化による設備投資
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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

広島県 松葉製作所 － 在宅ワーク対応：木製ＰＣ・スマホアクセサリーのＥＣサイト構築

広島県 有限会社光事務機 5240002046995 ・ＨＰと販売顧客管理システムの活用で非対面商談スタイルの構築

広島県 株式会社モノミラ 2240001053384 ＣＡＤ／ＣＡＭ操作に特化した独自リモート教育システムの構築

広島県 鉄板食堂ぽん － ウェブサイト（ＥＣサイト含む）とＳＮＳを活用した販路拡大事業

広島県 株式会社エムズワークス 6240001053793 ウェブサイト改良による非対面ビジネスモデルへの転換

広島県 株式会社チューリップの店あかしげ 2240001034319 店舗販売から配達販売に特化することによる販路開拓事業

広島県 有限会社エルドー 5240002039685 指輪リフォームサービス事業のＥＣサイト開設による販売拡大

広島県 横山建設工業株式会社 3240001034474 ウェブサイトを核にした非対面営業への転換

広島県 大内商事株式会社 7240001033571 商品紹介動画コンテンツ作成による新規顧客の獲得

広島県 山一精肉店 － 個人顧客向け宅配サービス導入による新規顧客開拓事業

広島県 ＨＩＧＨＥＳＴ － 小規模事業者へオンライン化・有効的動画マーケティング支援

広島県 志和住設株式会社 5240001034282 『“ありがとう３５周年”実績をアピールした営業活動』

広島県 Ｓｅｏｌｔ　Ｆｒａｎｔｉｃ合同会社 9240003004635 地元の大工さんと住宅購入予定者をつなげるマッチングサイト

広島県 ＭＵＳＥＵＭ（ミュージアム） － カウンセリング・まつエクスクールのオンライン化による販路開拓

広島県 高橋工芸株式会社 7240001034223 コロナウイルス対策のための非対面ビジネスモデルへの転換

広島県 和風空間ネイルサロン爪咲美人 － ネットショップ開設による対面以外の販路開拓と新顧客層の獲得

広島県 徳永　真紀 － オンラインイベント司会＆コンサルティング事業

広島県 ｉｏｌｉｔｅ － オンラインストア販売促進計画

広島県 平和印刷株式会社 4240001025027 紙媒体の広告印刷事業から動画制作事業への参入

広島県 ペットサロンベル － ホームページの開設と店舗の快適化、さらに高度なサービスの提供

広島県 ハキモフ香川有加 － リモート化した民泊施設の構築による販路拡大

広島県 株式会社大陽工房 4240001037289 ＥＣサイト開設による販路拡大と新設備導入による経費削減

広島県 合同会社ＬＢＭ 7360003007289 テレワーク導入、業務効率化、衛生環境の強化による集客力の強化

広島県 株式会社トロムソ 7240001039222 ベトナム法人設立におけるＨＰ作成および国内海外向けパンフ製作

広島県 株式会社因島観光開発 7240001037812 ネットを通じた新たな販路開拓による新規顧客獲得と感染防止対策

広島県 しまさとデザイン － ホームページの開設による顧客獲得と周知、施設環境の整備

広島県 ルリヲン － 通信販売による販路拡大と店舗改修による安全性と快適性の向上

広島県 興文館書店 － 密閉　密接　密集の３密回避した書店営業基盤の拡充戦略

広島県 寿乃 － ホームページを利用した販路開拓による売上回復

広島県 Ｂｅａｕｔｙ　Ｈｏｕｓｅ　４Ｕ － ホームページ作成によるネット販売・認知度アップで新規顧客獲得

広島県 一色商店 － 飲食店営業３類の営業許可取得で販路開拓、新規顧客獲得！

広島県 ワイルドサイド２０株式会社 7240001041995 心と体の健康をＥＣで支える栄養食品販路開拓

広島県 株式会社Ｌｏｃｕｓ　Ｃｒｅａｔｅ 240001053548 運営システムで退会阻止とオンライン自習・授業で販路開拓

広島県 ＭＲＩＤＩＮＧ株式会社 7240001048818 テイクアウト及び宅配事業で新規顧客を獲得する

広島県 株式会社カチーク 4240001023773 デリバリービジネスで『美味しい』をお届けする
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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

広島県 廣島牛骨らーめん健美堂 － テイクアウト・デリバリー・弁当製造で販路売上拡大

広島県 株式会社Ｃｒｏｓｓ　Ｒｅｌａｔｉｏｎ 240001045147 ＥＡＲＴＨ飲食３種免許及び菓子製造業設備の構築と資格取得

広島県 ｕ．ａｎ（ユアン） － ＥＣサイト、予約サイト、グーグルページ連携で非対面型を強化

広島県 株式会社ｉｏｒｏ 7240001050732 宅配・お持ち帰り対応への拡充

広島県 ＳＭＩＬＥエクササイズ － 専用アプリの開発によるオンライン健康体操教室の実施

広島県 ＬＴＰＹ － トラック競技計時システムの提案で密を防ぐ

広島県 あおき整骨院 － 歯のセルフホワイトニングで新顧客の開拓を！

広島県 有限会社イーストシティ 1240002029153 ドローンによる映像の活用ビジネスの拡張

広島県 司法書士行政書士松原事務所 － ソーシャルディスタンスの確保と入管業務の立上げ

広島県 株式会社プライドフーズ 6240001023598 テイクアウト部門の設備投資と広報及び看板設置による夜の集客増

広島県 有限会社ぽけっと 2240002028897 新生活様式を支える非対面のお掃除講座の実施

広島県 ヨーガ・セラピー・スーリア － オンラインレッスンの取組みによる新規顧客獲得と売上拡大

広島県 修猷学館 － 中高一貫校受験対策に特化したオンライン授業と動画の販売

広島県 マルジュウ木之下 － ランチ営業及びＴＯ＆デリバリーの販路開拓事業

広島県 シューロング － ビラティスインストラクター養成事業（オンライン）

広島県 株式会社ホームクリエたくみ 4240001054785 オンラインによる非対面型の新規顧客獲得、商談の確立

広島県 らーめん亭民都 － 看板設置によるテイクアウト事業の周知と洋式トイレへの改装

広島県 株式会社白竜湖 1240001022588 非対面型ビジネスモデルへの転換

広島県 有限会社える 4240002029308 散骨事業のｅコマース化

広島県 有限会社めぐみフードサービス 2240002028889 音楽愛好家のための安心・安全な非対面コンサート会場の整備

広島県 美容室アルト － 非対面式会計及び技術の自動機械化による生産性の向上

広島県 グレイビージャック － 完全予約制テイクアウト事業の確立

広島県 株式会社ハピセ 6240001046194 接触減＆効率化！スマートフォン内線化でテレワーク環境の整備

広島県 アグリ・アライアンス株式会社 6240001049065 自社ウェブサイトを利用した販路開拓し美味しい野菜を食卓へ

広島県 はにわＣａｆｅ － コロナ対応の為の新事業と店舗改修

広島県 合同会社ＭＩＲＡＩＥたかや鍼灸・整骨院 8240003004438 「自宅への訪問施術モデル」を強化、非対面のための機器貸出。

広島県 株式会社西条庭園 5240001022535 ネットショップ構築による販路拡大。

広島県 ＯＮＥ　ＬＯＶＥ － オンラインレッスンおよびポータルサイトによる販路拡大

広島県 ウーベンアグリ － 自社栽培生産の農作物の試食・飲食・販売設備の投資

広島県 ＲＥＤ☆ＥＹＥ － オンラインによる弊社アーティストのイベント企画および実施

広島県 株式会社ブランドル 7240001051821 販売目的の自社ＷＥＢサイトおよびＥＣサイトの新規構築

広島県 中本商店 － 移動販売車（キッチンカー）による新規販路の開拓

広島県 ウクレレ・テラス － サービス提供のオンライン化

広島県 ＮＪ－ＶＯＬＴＡＧＥ － 新しい生活様式に対応したオンラインレッスンの導入と顧客獲得

広島県 みやじまガラス工房ＦｉｚｚＧｌａｓｓ － オリジナルパーツの増産による作品の魅力作りと店舗外の販路拡大
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広島県 中尾商事株式会社 9240001028041 コロナ対策に配慮した接客重視の店舗改善

広島県 ＢＡＣＣＡＮＯ（バッカーノ） － ロゴやパッケージデザイン一新で商品価値をレベルアップ

広島県 株式会社ＪＩＣ 7240001052563 日本の素晴らしい車を世界に届かせ続ける！

広島県 Ｆａｍｉｌｉａ　Ｃｒｅａｔｅ － オンライン研修プログラムの販売・ならびに新規顧客開拓の実施

広島県 リカー＆フーズタナカ － 店頭販売強化及びインタ－ネット販売事業の再構築

広島県 有限会社田頭菓子屋 7240002037448 夏の暑さ対策と新しい生活様式に合わせたオープンカフェの改装

山口県 プロポーションスタジオアフロディーテ － リモートレッスンの新設と、時代に対応したホームページの構築

山口県 モノボックスジャパン － 新たな商品調達先の開拓、非対面型のネット販売を拡大する

山口県 ふく旅庵　下商会館 － デリバリーやテイクアウトの実施とネットによる宅配の全国発進

山口県 株式会社ＵＭＩＮＯＮＥ 2250001017958 地元重視型　オンラインセミナー　プレミアムコーヒーショップ

山口県 大和食品株式会社 7250001005900 遠隔を活用した食材販売型の食育教室

山口県 るいバレエスタジオ － バレエレッスンおよび発表会のオンライン転換事業

山口県 マリア企画 － 電子オルガンによる既存事業の販路拡大と販路開拓

山口県 民泊ＰＡＮＡＲＩ － ホームページでの広報及び予約体制の構築

山口県 株式会社ＡＺカンパニー 2250001017009 パーマ液の開発と自社商品の海外越境ＥＣによる販路開拓

山口県 Ａｕｂｅ － キッチンカーによるカレーライスの移動販売による販路開拓

山口県 おむすびお茶漬け　米手 － 外出自粛の中、スーパーで、おむすびやお弁当を非対面で提供

山口県 養生庵　泰山 － おから発酵調味料の自社生産とＷＥＢ販売による販路開拓事業

山口県 ＳＥＬＦＭＡＤＥ山口宇部店 － 動画説明で感染リスクを低減し、安心安全な脱毛サロンへの転換

山口県 拉麺・飲茶・酒家るいるい軒 － らーめん居酒屋のお土産商品テイクアウト・ＷＥＢ販売による販路開拓

山口県 量り売り専門店Ｆ － ＥＣ販売への転換を図るオーガニック加工食品の量り売り専門店

山口県 株式会社ＴＥＮＱ 7250001018076 焼肉店が吟味した「おうち焼肉セット」の小売による販路開拓

山口県 株式会社サンマルノ 4250001018112 生パスタのテイクアウト・ネット販売による販路拡大

山口県 ロングライド － 全国のバイクユーザー向けたネット販売の取組

山口県 有限会社ヒデ 4250002006297 良質な食肉を家庭に届けるＥＣ販売事業の取り組み

山口県 ラーメン祐三 － 二郎系ラーメン店の非対面型ビジネスへの挑戦

山口県 焼肉韓国料理白虎児 － 新しい生活様式にマッチするテイクアウト・デリバリー事業展開

山口県 有限会社ナカタ時計店 7250002001089 オンライン買取査定システムの導入によるネット販売強化

山口県 クマサキ洋ラン農園 － スマフォ対応ページの拡充とネット広告による直販拡大

山口県 ＡＳ　Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 5250001017344 コロナ対策安心安全オンラインＷＥＢ事業

山口県 トゥワイスマン合同会社 9250003002514 インド珈琲焙煎豆専門ＥＣサイト開設・商品開発・販路開拓

山口県 有限会社末廣 6250002000802 ネット販売システムの構築と顧客の新規獲得およびファン化

山口県 菓子屋 － 写真とデザインの力で農家のネット販売を強化し新規顧客獲得

山口県 カテリーナ英会話教室 － レッスン動画やブログを取り入れたＷＥＢサイト作成による販路拡大

山口県 ちゃばちゃば － 「非接触型店舗運営転換に係る店舗レイアウト変更による集客力強化」
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山口県 ｃｏｃｏ－ｅｍｉ － 人材育成に関するオンライン講座の開発による売上拡大

山口県 株式会社Ａｒｃｈｉｓ 6250001015421 ペット同伴可能新店舗のサイト開設とネット販売での販路開拓

山口県 大和春信松緑窯元 － 萩焼粘土精製用ポンプおよび展示ギャラリーの換気循環設備導入

山口県 岩本建装 － 建築塗装および自社製作家具等のＥＣ販売によるＢｔｏＣ市場開拓

山口県 笠原　朋子 － テレワークの導入と業務のオンライン化

山口県 小野　隆洋 － テレワークの導入と業務のオンライン化

山口県 山口おでん燈 － 個室増設と昇降機導入による売り上げ向上と新規開拓

山口県 ＴＳＵＫＩＮＯＷＡ － テイクアウト商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

山口県 株式会社アドヴァンクライン 1250001016151 独自マウスピースを用いたオンラインパーソナルトレーニング事業

山口県 株式会社アクトホーム 8250002002243 新たな開発団地の魅力を非対面で伝えるための広報ツール作成

山口県 合同会社元氣の里 8250003001748 「ソーシャルディスタンスに配慮した非接触型新レッスンの開発」

山口県 ＷＡＢＩＳＡＣＨＩ‐栄養のある暮らし‐ － オンラインレッスン導入による新規開拓と売上向上

山口県 ＬＡＷＡＫＵ － レシピ動画付き手作りキットのネット販売による販路開拓

山口県 ときつ養蜂園 － 魅力あるＥＣサイト構築による非対面販売の強化

山口県 ゴルフシミュレーションスタジオＧｏｌｃｈｏｒｕ － 打席間のロールスクリーンによる仕切りと飲食スペースの改良

山口県 株式会社緒 7250001018027 ランチ・テイクアウトの本格展開と販売促進強化による売上拡大

山口県 竹重治療院 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

山口県 株式会社まるもち 8250001017358 コロナ対策非対面型直売小売テント開設と通年型餅商品開発

山口県 株式会社インスパイア 6250001015751 ニューノーマル対応型住宅販売戦略

山口県 アイテム株式会社 7250001014595 コロナに負けない非対面型営業体制の確立と安心できる店舗づくり

山口県 有限会社ドリーム・ワークス 4250002003823 ＬＩＮＥ＠による非対面型美容商品の販売と安心・安全な店舗づくり

山口県 株式会社ソルト 325000101562 ＷＥＢで工務店をアドバイス！ＷＥＢ会議システムとＨＰの導入

山口県 有限会社司商事 3250002003221 老若男女問わず安心して毎日使える除菌剤の開発と販路拡大

山口県 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｊｕｎ － 地元果物をふんだんに盛込むフルーツ洋菓子の開発と新規顧客獲得

山口県 Ｉｎｆｉｎｉｔｙ　ｓｐｏｒｔｓ　ｃｌｕｂ － 動画や映像を利用して日本全国でコロナに負けない体作りを目指す！

山口県 ＬＡＳＴ － 新店舗開業による販路拡大とＥＣ強化による非対面売上開拓

山口県 ポーザー株式会社 6250001017772 野外をフィットネススタジオに変えるライブ配信システムの構築

山口県 株式会社Ｐｌａｃｅ　Ｄｅ　Ｒｅｐｏｓ 1250001015707 コロナ対策で新メニュー・日曜日営業開始による新規顧客開拓

山口県 徳山夜喫茶「雫」 － 【モクテルとガトーショコラのテイクアウトと通販事業】

山口県 イタリア食堂Ｂａｍｂｏｏ － 「真空包装商品」販売による販路拡大・新規顧客開拓事業

山口県 株式会社防長工務 4250001009268 オンライン化による安心なリフォーム提案

山口県 株式会社ヒロスイ 8250001009198 卓球場の施設利用営業

山口県 ｍｍ－ｆａｃｔｏｒｙ － ＩｏＴによる非対面ビジネス化、および宣伝による販路開拓

山口県 学童＆個別学習ステップ － オンライン授業導入による商圏エリア拡大と販路開拓

山口県 フェアリー － フツーの主婦発　料理レシピで農産物を売る・自社商品を開発する
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山口県 有限会社レンタックス 1250002016183 「自粛」から「自宿・自祝」へ、お家でグランピング

山口県 徳山ふくセンター株式会社 8250001009099 食材宅配サービスへの商品開発と販路拡大、工程・設備改善

山口県 パルビーネ＆りらく － 商品の通信販売による売上強化の為の計画

山口県 株式会社灘や 4250001015720 インターネットビジネス市場の開拓

山口県 有限会社Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｋａｉ 2250002017429 自社ブランドの化粧品を開発し、ホームエステを推進

山口県 ノエビア美里町中央 － 安心してサロン利用、来店しなくてもお客様満足アップ

山口県 ＡＳＳＩＳＴ國分整 － 美容商品の通信販売による販路拡大

山口県 岩国サンコー － コロナの影響による予防対策と顧客ニーズの転換と新販路開拓事業

山口県 株式会社グランドチーフ 250002-018100 オンライン販売環境の構築と宅配システムによる新規顧客の開拓

山口県 キングスカフェ － ドリンクおよびスイーツメニューの開発による新規顧客獲得

山口県 岩国再生エネルギー株式会社 2250001013791 木質ペレット等の非対面での新販路開拓事業

山口県 有限会社梅津ハウジング 6250002019504 ピンチをチャンスに！非接触型営業モデルで業務の効率もアップ！

山口県 Ｖｉｏｌｅｔａ － オンライン環境の構築と新規顧客開拓及び世界の旅コンサルタント

山口県 ＴＯＫＩＴＩＭＥ － 新規顧客獲得の為の機械設備導入及びホームページ刷新事業

山口県 株式会社魚錦 5250001015439 魚錦テイクアウト販路拡大事業

山口県 オーエスプランニング － オンラインシステム構築による非対面型新商品販売への転換

山口県 西日本ジビエファーム － ジビエの肉を加工しインターネットで一般消費者向けに販売する

山口県 発信キッチン － 顧客ニーズに対応したＥＣ販売およびテイクアウト事業の強化

山口県 株式会社ｐｅｒｃｅ・ｎｅｉｇｅ 3250001011035 安心してランチを楽しめる新しい店内オペレーションの実現

山口県 フジテクノ株式会社 4250001016426 環境衛生事業のノウハウを活用した安心安全な解体工事の販路開拓

山口県 ＤｉｎｉｎｇＨＡＲＡＹＡ － 飲食店の新しい形の実現に向けて商圏を拡大～ネット販売開始

山口県 ほりうち株式会社 3250001014335 通販強化と各種おこしの積極的販売による販売力強化

山口県 ＩｔｏｎａｍｉＣａｆｅ － テイクアウト事業のための自社ＨＰ注文システム構築及び設備投資

山口県 平和建設株式会社 9250001010089 テレワーク環境の整備に必要なセキュリティの強化
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