
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１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

青森県 合同会社Ｗｉｌｌ 6420003001914 ＥＣサイト活用によるフードイベント事業のオンライン化

青森県 鮨割烹大沢 － アフターコロナに向けた戦略的な設備投資

青森県 学習塾　Ｓ－ｃｌａｓｓ － 先端技術による遠隔授業や動画などの非対面型学習塾事業

青森県 株式会社甲州屋洋服店 2420001000888 「ねぶた祭関連商品ネット販売強化事業」

青森県 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｂｅａｕｔｅ　ＳＡＬＡ － コロナに負けない『女性の美』を支えるエステサロン作り

青森県 有限会社青い森物産 4420002010934 自社ＥＣサイト構築による新鮮野菜のネット通販、販路拡大事業

青森県 合同会社ＳＦＳ 5420003001452 ダンスレッスンのオンラインレッスン化とオンライン決済化事業

岩手県 株式会社ＯＳＫ 1400001010114 オンライン婚活のための婚活アプリの開発とその会員獲得事業

岩手県 進学塾ＴｏｍｏＺｅｍｉ － オンライン学習塾の創設による新規需要創出とコロナ対策

岩手県 合資会社スーパーオウル 5400003000002 合鴨農法の無農薬玄米のレトルト粥の開発と通販

岩手県 株式会社ＹＵＫＩＭＯＹＯ 3400001014666 タイから輸入する女性向けアパレル商品の情報発信

岩手県 ポロリア － コロナウィルス脅威との共存

岩手県 株式会社ＣＯＫＡＧＥ　ＳＴＵＤＩＯ 2400001013495 販路開拓への生産拠点新設とテイクアウト対応什器の設置

岩手県
ＨｏｌｉｓｔｉｃＢｅａｕｔｙ　ｙｏｇａ　＆　ａｒｏｍａＫａｚ
ｕｍｉ　Ｓｔｕｄｉ

－ 在宅ヨガのオンラインレッスンとウイルス対策の導入

宮城県 株式会社アトムズ 9370001044083 小・中・高校生を対象にしたオンライン学習指導による学習サポート

宮城県 株式会社ＦＲＤ 4370001020519 本補助事業は【非対面型ビジネスモデルへの転換】を実現する

宮城県 リノリー － 既存顧客と新規顧客獲得を目的とした自宅エステ動画配信事業

宮城県 ベターマネジメント － テレワーク営業を可能とする販促用チラシ・ｗｅｂサイト作成

宮城県 Ｎｏｚｏｍｉプログラミング＆Ｗｅｂ株式会社 9370001040462 オンライン講座及びＹｏｕＴｕｂｅ動画と連動したテキスト販売

宮城県 晴れ市場 － アフターコロナに向けた「海外アウトドア用品」の輸入卸事業

宮城県 自然食食堂　さん － ＷＥＢサイトを活用した「テイクアウト強化」による売上の改善

宮城県 信用堂スポーツ企画 － レッスン動画の制作・販売の為の設備投資による販路開拓事業

宮城県 ベターライフジャパン株式会社 3020001098863 非対面での内覧、申込、入居管理システム導入による事業の再構築

宮城県 株式会社Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ａｇｅｎｔ 9370001041386 アイサロンの商品通販開始と安心・安全アピールでの集客向上事業

宮城県 株式会社あるく 4370001024973 テレワーク等新しい生活様式に対応した再生パソコンの販路拡大

宮城県 有限会社　阿部新 6370302000085 テイクアウト（ＥＣ販売）の強化による非対面型ビジネスへの転換

宮城県 株式会社ＩＦＧ 4370001013596 テレワークを活用した携帯型磁気刺激装置筐体の設計・試作

宮城県 有限会社ライフサポート 9370002019381 ワンカラムサイト作成システム

宮城県 有限会社佐藤精肉店 2370602000788 自社ＥＣサイトを強化。苦境を乗り越えるための起死回生の一手。

宮城県 モトラーダ － カーコーティング２．０、愛車を蘇らせる新時代のボディーケア

宮城県 Ｍｕｓｉｃ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｂｏｐ　Ｗｉｎｄ － ラジオを用いた販促強化による非対面型ビジネスモデルへの転換

宮城県 株式会社精華堂霰総本舗 2010601003282 お得感のあるオーガニック米菓パックの開発と販路創出

宮城県 株式会社ラポールヘア・グループ 9370301002930 高齢者　・要介護者　専門　髪のお悩み電話・オンライン相談室の開設

宮城県 愛さんさん宅食株式会社 6020001090090 非対面型でも可能な宅食サービスの提供とその広報戦略

宮城県 株式会社ペントハウス 1370001024084 ウェブサイトを活用した除菌液ＡＱＵＡ　ＢＩＯ　ＭＩＳＴの販売
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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

宮城県 三ッ引興業株式会社 5370001004124 オンライン対話型測定評価アウトソーシングによる販売拡大

宮城県 株式会社ｇｏｏｄ　ｗａｖｅ 6370001043113 『東北地方で唯一のからあげ塩ダレ部門３年連続金賞店のＨＰ制作』

宮城県 有限会社ディースプレッド 1370002018300 稼ぐホームページ作りとこだわりを具現化した商品パッケージ開発

宮城県 トーングラウンド － 配信設備の購入・整備

宮城県 株式会社ＡＺＵＫＩ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 5370001042388 進化して生き残る！店舗販売からネットおよび移動販売への転換

宮城県 株式会社アイオーティドットラン 7370001044300 販促チャネル複線化：アクティブラーニングオンライン化への挑戦

宮城県 株式会社ＫＡＩＳ 1370001043860 「ＤＩＹキット」の商品開発・製作・販路開拓

宮城県 有限会社ファーム・ソレイユ東北 7370302003145 老舗お茶屋が挑戦する長期的事業展開を目指す新たなＥＣ販売

宮城県 株式会社エムコーポレーション 2370301002648 対面販売から地域ブランドを押し出しネット中心の販売へ転換

宮城県 助六鮨 － 自社サイトとテイクアウト専門サイトの活用による売上の向上

宮城県
ＳｋｅｔｃｈＢＯＸスケッチボックスデザイン事
務所

－ インバウンド回復の為の、外国人インフルエンサーの定住化支援

宮城県 ｎｏｒａｓｅｎｓｅ＋ － オンラインにおける整体ビジネスモデルの構築と集客

宮城県 株式会社えん 5370001020294 対面型スタイルからオンラインセミナースタイルの確立へ

宮城県 ＭＡＴＨＩＥＵ　ＭＯＩＮＤＲＯＮ － 完全オンライン撮影を通したコンテンツ制作サービス事業の展開

宮城県 合同会社アゼリアエステート 9370003003582 直接募集方法の導入による新規販路の開拓への取り組み

宮城県 株式会社気仙沼波止場 3370501001102 友好都市目黒での気仙沼店舗立上げと遠隔交流システムの整備

宮城県 株式会社空地音ハーモニー 5400601001120 みちのくオリジン～東北の祝い品・伝統文化・工芸・食のＥＣ化

宮城県 日本ベーシックサポート株式会社 6370001043848 ＥＣサイトを活用した各事業者の販路開拓支援を通じた販路拡大

宮城県 株式会社ＳＵＧＡＷＡＲＡ 9370001043696 潜在顧客層獲得の新サービス・新メニューの開発

宮城県 マサルアザーズ － Ｗｅｂ上で販売代理店とマッチングする非対面型モデル構築事業

宮城県 株式会社オークジャパン 4370001007383 ＳＤＧｓアウトサイドイン・ビジネスゲームのオンライン化事業

秋田県 株式会社時幸堂 2410001001334 ネットショップの立上げによる非対面型での販売開始

秋田県 株式会社アンドアッシュ 8410001007714 「自社オリジナルのＷＥＢ配信で東北・秋田を元気に！」

秋田県 有限会社花よし 2410002011753 コロナに負けないテイクアウト展開事業とホームページ整備事業

秋田県 おおぶち整骨院 － 遠隔サービス拡充に向け、体組成計測器の導入で整骨院の販路拡大

秋田県 バラエティストアーｍｏｇｕｎｅｚｕ － テイクアウトと通販＆電子決済で気軽に安心安全な買い物を！

山形県 社会保険労務士法人プロゲート 8390005008604 テレワーク環境の整備

山形県 株式会社ＡＲＵＺＡＭＵ 3390001015781 オリジナル高級食パン開発とテイクアウト事業の立上げで販路拡大

山形県 株式会社ＰＲＯＧＲＥＳＳ 2390001015989 ◎ホームページの作成及び、会員向けオンラインサービスの提供

山形県 株式会社ＢＩＨ 2390001015849 「超薄型で、やわらかく曲がる次世代電池プロモーション事業」

山形県 古民家ライフ株式会社 3390001012548 古民家材を非対面販売するためのＥＣサイト構築及び営業の効率化

山形県 株式会社Ｋａｐｉｌｉ－Ｎａ 2390001014339 幼稚園等、非対面型ビジネスモデルの構築

山形県 合同会社スケッチ 8390003001544 自宅飲み消費者ユーザ向けのサービスの提供

山形県 合同会社明日は晴れ 3390003001706 広域情報誌のＷｅｂ化と買い物サイトの構築

山形県 Ｄａｉｚｙｃａｆｅ － 地元密着から全国へ　米沢とＤａｉｚｙｃａｆｅのファンを増やす
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山形県 斎藤製麩所 － ギフトにできる麩菓子の開発・商品化による販路強化

山形県 Ｂｏｄｙ　ｃａｒｅ　ｓａｌｏｎ　ｍｉｚｉｚｉ － 店内サービスのオンラインシステム化

山形県 和工房　空海 － お家でプチ贅沢お惣菜販売

山形県 ｎｏｂｌ　ｓｔｏｖｅ合同会社 2390003001590 １００％自社オリジナル薪の製作と顔の見えないキャッシュレス販売所の新設

山形県 株式会社ゆきんこ 1390001013597 新規包装機導入による新商品開発及びスマホ向けＨＰ改修事業

山形県 ＤＥＷＯＲＫ － 動画制作事業の拡大と、自社サイト・セミナー配信で新規顧客開拓

山形県 株式会社クロスライン 6390001006175 ネット動画を活用した新たなレッスン形式

山形県 株式会社ビーズ 4390001015418 大手通販サイトを活用した販路拡大

山形県 株式会社不動産の住まいる 4390001005559 コロナ禍における非対面仲介サービスの導入

山形県 居酒屋バルまりぼう 【事業名：コロナに負けるな！移動販売車の導入による新規顧客獲得】

山形県 有限会社ロワール 4390002013560 ギフト対応する商品開発とショッピングサイト構築による販路開拓

福島県 合同会社デルタクリエイト 1380003004629 ＥＣ販売サイト・オンライン教材システム構築による販路拡大事業

福島県 今井淑子社会福祉士オフィス － オンライン学習塾おうちで学ぼう

福島県 株式会社ＯｏｋｉｎｉＧｒｏｕｐ 3380001029865 福島の元気を全国に届けたい！ラーメン屋の複数収益化への取組み

福島県 株式会社城山平安荘 7380001020481 プロの味を家庭で！弁当・惣菜のテイクアウト事業展開

福島県 株式会社矢吹量一酒店 6380001014022 大型保冷庫導入による日本酒の最適温度での品質維持と販売の拡充

福島県 株式会社龍凛 1380001020826 テイクアウト商品による非対面型ビジネスへの確立

福島県 加圧＆ヨガスタジオＮｅｘｔ － Ｎｅｘｔオンラインカルチャースクール

福島県 酒ト肴ト〇〇ト　慶輔 － Ｏｔｏｄｏｋｅ　ｆｕｋｕｓｈｉｍａ　～オトドケフクシマ～

福島県 株式会社ニューマルエス 5380001006169 ダンスの魅力を伝えるＥＣサイトの立ち上げによる販売促進事業

福島県 株式会社亀饅 8380001011166 ホームページリニューアルによるＥＣ販売注力事業

福島県 ぐるっと株式会社 5380002027957 ＷＥＢを活用したテイクアウト＆宅配システム構築

福島県 株式会社キュール 7380001024136 出荷体制の整備とＥＣサイトによる非対面型販売とテレワーク講習

福島県 クローバー整骨院菜根 － ＩＴ対応の超音波診断装置導入による患者との接触時間短縮事業

福島県 有限会社オレンジ 6380002022924 コロナと共存しながら収益を上げるための取り組み

福島県 有限会社ＮＡＴＵＲＥ 5380002027445 オリジナルヘアケア商材の開発ならびにＰＲ事業

福島県 夢成株式会社 7380001014896 しゃぶしゃぶ温野菜デリバリー事業

福島県 ＢａｌｌｏｏｎＡｒｔ　Ｎｏｄ － ネット販売システムやオンラインでのセミナー環境の構築

福島県 株式会社ミンナノチカラ 5380001018957 ＷＥＢマーケティングシステムの構築とネット広告による営業

福島県 株式会社ドリームディレクション 2380001024636 オリジナルＷｅｂサイトパッケージ開発・拡販事業

福島県 珈琲焙煎所ぼうし － 店舗動画を作成、有効利用で大幅商圏拡大と新規顧客獲得へ

福島県 合同会社サイトウ興業 9380003002146 ５種のテリーヌ（外販用）の開発・販路開拓

福島県 ＮＰＯ法人ＭＯＣＣＳ 5380005012080 万全のコロナ対策で安全安心なお買い物の提供

福島県 ＬＵＣＫＹ － ＥＣサイトでの受注販売でＴシャツを少量から作成できる設備導入

福島県 どんぶり定食ＳＨＩＯＲＩＣＨ － ヘルシーお弁当の開発およびテイクアウト、デリバリー強化事業
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福島県 株式会社阿部農縁 6380001022306 買っていつでも食べられる「母の凍み大根の煮つけ」商品化事業

福島県 株式会社ＦＥＲＲＡＧＯＳＴＯ 7380001025308 ピッツァ、オードブルのテイクアウト事業及び販路開拓

福島県 カフェ　デル　マール － ＷＥＢサイトを活用したテイクアウト商品の？に関する取り組み
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