
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

茨城県
合同会社日本フードオペレーションサー
ビス

1010403014900 「自宅で南国気分！！ハワイ料理専門店のテイクアウト＆デリバリー」

茨城県 株式会社ゆめらぼ 9050001034901 オンライン指導への転換による売上・雇用維持及び新規生徒獲得

茨城県 司法書士市ノ澤事務所 － 空き家の利活用を推進！遺言書サービスによる新商品開発戦略

茨城県 株式会社ホテルニューつたや 6050001034342 宅配・テイクアウト事業

茨城県 Ａｙａ　Ｎａｉｌ（アヤネイル） － 動画配信等を活用した非対面型オンラインネイルスクールへの転換

茨城県 シティーヴィレッジ － ＷＥＢを活用した非対面型オンラインコンサルティングへの事業転換

茨城県
株式会社タープステイト・コンサルティン
グ

4050001046034 ＡＩ顔認証・ハイブリッド勤務管理システムの販売

茨城県 Ｓｕｉｔｅ３０１ － 美容室のクリーンルーム導入とＷＥＢ等を活用した物販への業務転換

茨城県 影山行政書士事務所 － 中小事業者・建設業者に向けてのオンラインサポート事業の展開

茨城県 小松水産株式会社 4050001024857 低温真空殺菌技術を施した「安心安全で美味しい釜揚しらす」の開発

茨城県 株式会社キャピタルトラスト 4050001012572 動画活用と不動産物件の３６０度パノラマ内見で非対面営業の確立

茨城県 株式会社ピーハピィ 3050002006343 インターネット活用による非対面型打合せや「オンライン結婚式」の提供

茨城県 株式会社ＣＯＡＳＯＮ 8050001043515 見込顧客誘因および新規顧客獲得のためのホームページ作成

茨城県 株式会社福祉用具サービスもんちゃん 7050001040926 ３Ｄスキャナ導入による設計プロセス効率化と設計受託件数の拡大

茨城県 株式会社アルテリコ 4050001037710 新規デザインの結婚指輪の開発

茨城県 Ｎａｔｕｒｌｉｇａ － 最新痩身マシン３Ｄハイメルトソニックの導入と利用者特典のエコバッグ作成

茨城県 株式会社フジヨシ 5050002042425 多様な働き方と、企業リスクに対応できる、ティール組織※の実現

茨城県 合同会社Ｋ１ 50003003242 入居者募集に繋がるＱＲコードを書いた看板による集客強化事業

茨城県 有限会社増山電設 2050002044988 【オンラインショールームによる非対面ビジネスの事業化】

茨城県 有限会社黒澤醤油店 9050002008350 インバウンド対応の見学パネル製作とバーチャル工場見学動画制作

茨城県 Ａｔｅｌｉｅｒ　ｙｕｋａｒ － オンラインギャラリーを活用した創造的で豊かな暮らしの提案

茨城県 株式会社　アポロ電器 3050001008844 様々なデバイスを活用した見積問合せサイトの導入による販路拡大

茨城県 有限会社やまの湯 7050002004327 体表面温度監視カメラ測定による安心して来店できる環境づくり

茨城県 フィールクリエイト － 飲食店向けデリバリー等専用ウェブテンプレートの開発・販路開拓

茨城県 アルソア歓知 － 非対面型美容カウンセリングサービスの実施体制構築事業

茨城県 ＳＯＴＯＣＯＦＦＥＥ － どこでもソトコーヒー・テイクアウトコーヒーで販路開拓

茨城県 すし大 － 変わりつつある外食産業、宅食による非対面型ビジネスモデル

茨城県 トーマスカフェ＆グリーンバナナ － ペットと一緒に青空ランチ！キッチンカーによるデリバリーイーツ

茨城県 Ｓｔｕｄｉｏ　ＣＨＡＫＩ’ｓ － おまかせデザイン名刺制作サービスの開始及び販売体制の構築

茨城県 レストラン　オオツ － 独創フレンチをご家庭で。アワードシェフのテイクアウト通販事業

茨城県 グローバルキッズアカデミー － 非対面型ビジネスの導入と英語学童施設の新規オープン

茨城県 炭火屋せがれ － オンライン飲み会・オフィス飲み・会議弁当のデリバリー事業

茨城県 ＣＡＮＶＡＳ合同会社 8050003004606 日立市初！マイクロクリエイションオフィスによる新市場開拓戦略

茨城県 ＫＣＳ合同会社 9050003004919 小規模飲食店向けデリバリーサポートサービスの展開

茨城県 駅前食堂ウエスタン・ジャンゴ － 厨房機器の刷新によりテイクアウト・デリバリーの対応力強化

茨城県 株式会社石塚工務店 2050001032969 地域密着工務店のデジタル集客システムの構築
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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

茨城県 株式会社スタジオエス 8050001008419 イメージとクリーンアップで顧客満足度を高める。

茨城県 有限会社ジェイオフィス 7050002006199 着物買い取り・着物レンタルの為のホームページとカタログ作成

栃木県 蔵風香 － 「ビックスマイルフォト」事業を立ち上げ新たな販路を開拓する

栃木県 丸昌産業株式会社 8060001020645 特殊な切れない手袋の国内社内製造ラインの新設と試作品の開発

栃木県 株式会社フォーカス 5060001031315 非対面営業化と情報発信力の強化（顧客との接点増加・増大）

栃木県
株式会社サイエンティフィックケアマネジ
メント

4060001031514 Ｗｅｂページ作成による、非対面型ビジネスモデル構築

栃木県 オーガニックサロン　レフェルン － 『脱毛機のレンタルサービス』

栃木県 第一酒造株式会社 5060001020458 酒蔵が目利きした厳選米をお届け！

栃木県 温情 － 地道に販路開拓。お客様の声を形にしたスイーツ戦略

栃木県 島田嘉内商店 － 得意先支援の「３本の矢」大作戦

栃木県 存じやすＬＳホールディングス株式会社 2060001029493 存じやすのアフターコロナを見据えたＤＸ戦略

栃木県 合同会社Ｃｉｕｎ 7060003002592 ＥＣサイト作成・宅配システム導入による販路拡大計画

栃木県 有限会社常陸屋物産店 9060002015833 高齢者、肢体不自由者予約を取り込む洋式トイレ改装

栃木県 アドベンチャーイングリッシュ － リモート授業とテレワークの推進

栃木県 株式会社金上 1060001020288 新たに消費者向け物品販売開始による売り上げ拡大作戦

栃木県 株式会社縁 8060001026741 ネットを使用した個人向け宅配野菜の販売システムの構築

栃木県 株式会社八丁の湯 1060001008746 宿泊客同士の接触機会を排した「三隔」型旅館滞在提案とアピール

栃木県 株式会社Ｃｏｏｋｉｎｇ＆Ｇｌｏｗ 7060001028532 ネット販売商品確立計画

栃木県 島田商店 － 古民家で開催する飲食業プレオープン

栃木県 下斗米接骨院 － 小山スポーツ接骨院の認知度向上とオンラインサービス環境整備

栃木県 日向野農園 － ４連棟胡瓜育成ビニールハウス建設で増産体制を確立し売上安定化

栃木県 株式会社リビングカマトク 6060001010672 テレワーク導入の為の顧客管理ソフト設備投資

栃木県 株式会社アソシエオレンジ 7060001021264 コロナ対策に対するオンラインＳＨＯＰ及びセミナーサイトの開設

栃木県 有限会社山田自動車工業 6060002017733 オンライン自動車説明と自動車室内を安全・快適空間で家族を守る

栃木県 株式会社林材木店 8060001009424 バーチャルオープンハウスサービス構築等による生産性向上

栃木県 行政書士事務所夢工房 － 非対面業務化推進による顧客満足度の向上とセキュリティ強化

栃木県 レストラン　ファンベック　ナオト － 真空包装した食品のテイクアウト販売

栃木県 自家焙煎真岡珈琲ソワカフェ － 「小ロット対応型製造機を用いた新たな珈琲豆通信販売販路開拓」

栃木県 ＴＳＵＭＩＫＩ － ネット店舗の開設とテイクアウト需要拡大

栃木県 株式会社スマイルダイニング 2060001028792 ＥＣサイトによる高たんぱく質健康冷凍弁当の販売

栃木県 おとっぺ － Ｗｅｂ・ＳＮＳ・非対面販売を活用した販売活動

栃木県 有限会社大地 5060002028847 店舗修繕と新しいスマホの有効利用による非対面ビジネスの構築

栃木県 メディカル＆フィットネスＡ－ｓｔｕｄｉｏ － ＷＥＢを活用した非対面のオンラインフィットネスの事業化

栃木県 スキップ － 今だからこそ！新メニューで全身トータルビューティーサロンへ。

栃木県 株式会社グラン・シャリオ 8060001018549 中食ニーズへの対応強化及び新チャネルへの挑戦

栃木県 田熊ダイヤモンド株式会社 1060001016427 インターネット通信販売ホームページ作成とカタログ通販開始
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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

栃木県 中川環境企画 － ポータブルガスクロマトグラフを導入し非対面型ビジネスを確立

栃木県 にこにこ治療院　宇都宮店 － 市場調査並びにＥＣ事業展開し、安定して継続できる基盤を構築する

栃木県 株式会社キヌナーセリー 9060001007410 自社商品の直販事業による新規顧客拡大のためのＥＣサイト構築

群馬県 合同会社デイグライブ 5070003001835 デリバリー・テイクアウト事業の構築とＰＲ

群馬県 ＹＯＵＭＳ　Ｄｅｓｉｇｎ － サブスクリプションによる新規顧客と安定収益獲得

群馬県 やきめし屋　植竹 － 商品開発・テイクアウト対応・コロナ対策による設備投資

群馬県 Ｌｕｓｓｏ　Ｊａｐｏｎ株式会社 2070001034385 海外で不妊に悩む方を対象にした「オンライン不妊治療支援」事業

群馬県 株式会社ｉ４ 1070001033347 「ときめき、感動を届ける」～動画で伝えるメッセージギフトサイト～

群馬県 有限会社糸井商会 3070002028088 オウンドメディア立ち上げによる新規ＣＶの獲得及び人材育成事業

群馬県 株式会社ポラリス 8070001009761 テレワーク環境の構築整備

群馬県 ミライ株式会社 8070001035205 非対面時代における自社名周知の徹底による販売力強化

群馬県 Ａｂｏ　ｈａｉｒ － サロンの可能性が広がる「お客様とサロンを繋ぐオンライン物販」

群馬県 角田製菓 － 酒まんじゅうと甘酒のネット販売における収益基盤の強化

群馬県 リフォームモリハウス － オンライン商談とサイトリニューアルで不安を払拭し、反響獲得！

群馬県 Ｎａｉｌ－スプリング － オートネイルプリンターを活用した　Ｗｅｂ　ネイル講座の販路開拓

群馬県 ティースリーブライダルオフィス － 非対面接客及びソーシャルディスタンス接客

群馬県 有限会社　中川漬物 70002007881 工場無人直売と新規販売先獲得による売上増加のための設備導入

群馬県 琉球プライニング －
人生で大きな買い物！お手持ちの不動産を守るお手伝いをします！Ｗｅｂ相
談でコロナ対

群馬県 株式会社Ｃ＆Ｔ 5070001028962 リモートワークでオンライン診療システムの販路開拓

群馬県 株式会社マウンテンディアー 1070001027019 オンラインショップ販売強化の為のスタジオ完備

群馬県 論文オンライン － 完全非対面ビジネスによる文章添削士養成事業

群馬県 和ｄｅｓｉｇｎ － ＷＥＢ会議を中心としたサポートによる住宅の設計施工管理

群馬県 有限会社リビングオオハシ 4070002022924 どこでもリモート打合せシステムによる非対面型住宅建築モデル

群馬県 高富建設株式会社 9070001007640 Ｗｅｂ集客促進による販路拡大

群馬県 エルファースト株式会社 4070001030614 テイクアウト需要の取込みと店舗の個室化による衛生対策

群馬県 有限会社ティープロダクト 6070002013104 「個」のこだわりを実現する結婚式のオンラインプロデュース

群馬県 株式会社アルベロ 3070001031745 コロナ対策の顧客開拓、ｗｅｂ商談のためのＨＰとチラシ作成

群馬県 セブンズクローバー － 非対面型でのオンラインイベント、婚活の導入

群馬県 有限会社　松邑 4070002012108 通信販売商品の開発

群馬県 株式会社ボスケット 5070001030828 お弁当の販売促進、衛生強化を行い、３密を避けての営業の構築

群馬県 椿食堂 － クラフト・コーラの製造とネット販売システムの構築

群馬県 株式会社セイワ食品 2070001007374 関東圏（１都３県）病院・医療機関に緊急用備蓄食の案内

群馬県 株式会社ジョイントループス 4070001025853 イースイッチのＥＣサイト構築による非対面型販売モデルへの転換

群馬県 有限会社俺スタイル 6190002011979 代理店開拓の為のビジネスモデル構築

群馬県 株式会社ｋａｏｉｒｉ 3007001035719 コロナ対策の顧客開拓、ｗｅｂ商談のための案内チラシ作成

群馬県 Ｔｈｅ　Ｔｅｓｔｋｉｔｃｈｅｎ　Ｍ － ケータリングカーを使って、ミラノの揚げピザ販売。
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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

群馬県 ジャパンエンタープライズ株式会社 5070001011605 オンライン商談及び面談への移行

群馬県 合同会社Ｌ．Ａ．Ｆ 4070003002644 テイクアウトメニュー強化事業

群馬県 株式会社Ｄ－ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 3070001015401 テイクアウト・デリバリー事業参入に伴うＰＲとシステム構築

群馬県 株式会社碧緯 1070001015774 ＥＣ販売体制の構築と抗菌繊維商品の開発

群馬県 株式会社アートこうげつ 5070001035257 新商品開発による顧客への供給・　販促物製作　での　販路開拓

群馬県 株式会社イザナギ 4070001015400 新型コロナウイルス感染防止の為のセルフレジ設置事業

埼玉県 株式会社コーチビジネス研究所 9013301035060 会員制有料コーチング教育オンラインサロン運営

埼玉県 有限会社稲荷屋商店 3030002001222 新規および既存顧客への認知、信頼度向上への店作り

埼玉県 ＲＯＳＥＬＡＢＯ株式会社 3011603001686 当社ＥＣサイトアクセス強化による当社ファンづくりと売上拡大

埼玉県 ｔｏｇｏ － ワイヤレスモニタリングシステムによる『３密』を避けた映像制作

埼玉県 株式会社富永 8030001064496 ネット散骨予約システム開発と散骨営業の推進

埼玉県 ＶｉＶｉＤ － 隠れ家サロンの特色を活かしたセルフ・マッサージ事業

埼玉県
ダンディ　スマートロゴテクノロジー合同
会社

30003014351 スマートフォンを活用した非対面型営業ＩＴ　システムの構築

埼玉県 ＨｏｐｅＦｉｌｍｓ／ホープ・フィルムズ － 「動画の学校」の講座をオンライン動画配信するためのシステム導入

埼玉県 株式会社ＡＳＴＯ　Ｓｙｓｔｅｍ 7030001079784 「会員管理クラウドシステム」Ｗｅｂマーケティング事業

埼玉県 株式会社Ｓｏｌｅｏ 3030001072487 非対面で提供できるオンラインレッスン

埼玉県 ヌーノ・テーブル株式会社 1030001127219 海鮮丼向井リストラ計画

埼玉県 りんずプロダクション － ハイレベル中国語人材を育成する「発音オンライン講座」の展開

埼玉県 荒井直樹 － ＥＣサイト制作による独自のリサイクルショップ店の開始

埼玉県 カントリーファーム － 安心安全にお買い物を楽しんで頂ける仕組みを構築する

埼玉県 行政書士石澤法務事務所 － オンライン相談・テレワークの実施、および営業エリア拡大

埼玉県 フラワーサロンリリー － ユーザーオリジナルのデザインを気軽に頼めるサービスで販路拡大

埼玉県 株式会社エバーグリーン 9030002065220 住宅リフォーム受付用ホームページの作成と広告による顧客獲得

埼玉県 合同会社ＡＣＥ 7030003012388 野球指導者に向けたノウハウ提供オンラインプラットフォーム開設

埼玉県 司法書士中山ゆり事務所 － 債務整理専門サイト作成及びテレワークによる相談及び事務処理

埼玉県 ｃａａｐａｓｈａｎｔｉ － ＹｏｕＴｕｂｅ動画及びオンラインヨガレッスンによる社会貢献

埼玉県 株式会社ＳｍｉｌｅＳｗｉｔｃｈ 9140001077718 ライブ会場Ｓｗｉｔｃｈでのオンラインライブ環境整備と開催

埼玉県 ＯＥＣマルシェ株式会社 1030001073000 所沢牛の流通滞留による保管管理と販路開拓

埼玉県 ＳｅｌｅｃｔＳｈｏｐはなあかり － 新しい形のオンライン販売と海外販売網の確立

埼玉県 株式会社ゴーランド 2030001034141 感染予防目的の換気効率向上と販売注力目的の食器洗浄効率化事業

埼玉県 ＳＵＮ　ＤＯＬＣＥ － ジェラートのネット販売による販路拡大事業

埼玉県 合同会社ラ・シタデール 9030003001182 ナゾトキものがたりｂｏｔの教育用途への転用計画

埼玉県 ＭＴｓ株式会社 4030001102524 非対面化での物件調査・売買と入居者募集の促進による業務効率化の実現

埼玉県 ケーズスポーツ － 非対面で全国のテニス一般プレーヤーに提供するオンライン講座の提供

埼玉県 合同会社黒船 2030003006741 ホームページを活用した非対面型の新規会員獲得活動の展開

埼玉県 株式会社伊勢錦 5030001013373 立地を生かしたブランド商品開発と売り方の変革でコロナに打ち克つ
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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

埼玉県 株式会社ＳＡＬ 2030001130436 顧客満足度ｕｐのための料理レシピサイト、新予約システムの開発

埼玉県 株式会社エフティーダブリュー 6030001120722 在宅時間の新たな提案とニーズに対応したインターネット販売

埼玉県 ネイバー＆ブラザーズ株式会社 2030001081514 地域密着型の新鮮クラフトビール持ち帰り＆宅配の新規拡販

埼玉県 合同会社ノーザンライツ 1030003014126 Ｗｅｂ受注システムの構築

埼玉県 有限会社スマイルライフ 4030002019016 鍼灸接骨院の集客ＵＰとドラッグ店の屋外での販売によるＵＰ

埼玉県 有限会社サキガケサービス 8030002109589 高級宅配弁当、お家で握りずし教室、お家でビュッフェ

埼玉県 有限会社ミキハウス 1030002096371 店頭販売から自社サイトでオンライン販売および諸工作受注

埼玉県 ワタナベスタジオ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

埼玉県 ＮＡＹＵＴＡ． － 遠隔対応の製作環境導入事業

埼玉県 株式会社クラウンクラウン 2030001034166 おうちのこうじ．ｃｏｍ事業

埼玉県 有限会社たなカ島 4030002116936 ＥＣショップの開設と加工の内製化による新たな顧客層の開拓

埼玉県 イネーブルスタジオ株式会社 6120001140026 動画配信・動画制作を非対面型のＷＥＢで受注し販路拡大する

埼玉県 ＳｍｉｌｅＭｅ株式会社 6030001096871 小中学生向けプログラミング教室・イベントのオンライン投資

埼玉県 有限会社丸星クリーニング 1030002119850 ２４時間衣類お預かり・お渡し窓口ボックスの導入

埼玉県 ブランディ株式会社 3430001062266 士業・個人事業主向けのＷＥＢ構築サービス

埼玉県 株式会社ＹＮＦ 9030001111883 ＥＣサイト環境整備による販路拡大・認知度向上事業

埼玉県 マリーシェル合同会社 8030003007404 マリーシェル占い館　ＷＥＢ鑑定所化

埼玉県 合同会社ＺＩＧ－ＺＡＧ 5030003011986 オンライン授業等を活用した「非対面型」教育サービスの構築

埼玉県 株式会社ニィニ 3030001021155 双子織マスクを皮切りとしたＥＣ通販への進出とブランディング

埼玉県 合同会社ＭＩＳＵＧＩ 2030003008044 入居者募集用ＶＲサイトの開設

埼玉県 株式会社ＮＡＴＳＵＭＩ 6030001104584 ＥＣサイトによる販路拡大、ＷＥＢ会議での安全な集客事業

埼玉県 炭火焼肉ホルモン処　縁 － おうち焼肉が流行り非対面でも黒字化を達成させる事が出来る

埼玉県 株式会社一期一会コーポレーション 9030001120109 新業態アピールによる販路拡大及び非接触型オーダーシステム導入

埼玉県 株式会社ケントアイ 1030001086282
ＷＥＢ授業・オンライン授業による自立型個別指導とその環境整備及び情宣
活動

埼玉県 シャイニー株式会社 6030001114377 埼玉県内企業限定の映像を活用したウェブ展示会場を設置する

埼玉県 Ｂ－ＲＩＳＥ　株式会社 7030001112842 同業他社からの修理代行業と一般客の郵送修理の販路拡大

埼玉県 リアン音楽事務所 － オンライン＆対面による音高音大受験対策プラン

埼玉県 クオリティー株式会社 8020001093232 海外外注生産のストップ納期遅れによる、内製化のための設備投資

埼玉県 株式会社ダイレクト 4030001114866 整備メンテナンス部の創設・カスタムの受注増加

埼玉県 株式会社アクアデザイン 8030001000278 除菌電解水のオンライン販売力強化と顧客囲い込みのための取組み

埼玉県 株式会社キョーリク 4030001088524 オンライン学習塾による事業転換、“血道”な販路開拓の構築

埼玉県 株式会社ＡＣＭ 6030001013637 動画及びＳＮＳを利用したアフィリエイターを育成する

埼玉県 有限会社福呂屋 2030002074797 自社ホームページ、ＥＣサイトの構築、運営管理

埼玉県 ＳｅｖｅｎＰｉｃ－ＪＰ － 怖いけど見ずにはいられない　ＹｏｕＴｕｂｅ　ホラーチャンネル

埼玉県 茜屋 － 店内販売方法　の変更　と顧客への惣菜配達

埼玉県 株式会社ホスピタリティアルファ 7030001127782 外出自粛を契機と捉えた新規事業による雇用の継続維持事業
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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

埼玉県 株式会社ファシオネ 2430001040801 オリジナル３Ｄデータを全て非対面にて提供するオンライン事業

埼玉県 株式会社アップスタート 1030001094913 インターネット設備の導入及び監視カメラ設置、池袋営業所の開設

埼玉県 Ｍ＆Ｊイングリッシュクラブ － オンライン英会話事業

埼玉県 会社の現場監督合同会社 7010003016176 ママ向けオンラインビジネススクール

埼玉県 株式会社ＭＹマネージメント 9120001172677 旅館業への参入継続と賃貸業のＷｅｂ対応

埼玉県 岡　将則 － レンタルスペース業のテレワーク対応と賃貸業のＷｅｂ対応

埼玉県 西垣岳哉 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

埼玉県 上加木工 － 生産販売拡大のための加工機械導入とＥＣサイト化による販路拡大

埼玉県 株式会社ＴＫキャリア 4030001104140 ＩＴを活用した歯科医院向けサービス提供プラットフォームの構築

埼玉県 株式会社ＭＩＬＬ 8030001096829 「清潔・安心安全・新鮮」なコメの非対面型販売事業

埼玉県 オオタＲＥドック株式会社 7030003003214 住宅専門ＦＰのオンライン住宅購入相談

埼玉県 上田　卓也 － インターネット設備の導入及び監視カメラ設置

埼玉県 株式会社ＨＡＣＣＰ総合研究所 2030001105859 ＨＡＣＣＰ記録簿システムのソフトウェアを活用した販路開拓事業

埼玉県 Ｌｅ　ＣＨＡＴＯＮ（ルシャトン） － 「実績を強みに、非対面サービスにも対応する新時代への販路拡大」

埼玉県 合同会社ご縁 4030003014585 非対面型ビジネスモデルへの転換

埼玉県 大上　洋治郎 － 非対面業務の対応　及び　販路拡大に向けた拠点づくり

埼玉県 合同会社１Ｔｏ５（ワントゥファイブ） 6030003012653 顧客とリピーター拡大及びイメージ、売上、認知度向上の実現

埼玉県 ナチュラル本舗 － ＥＣ販売によるモリンガ商品の認知、集客、販路拡大への施策

埼玉県 武州興産有限会社 9030002036857 ホームページ作成による電子商取引の開始

埼玉県 有限会社ひだまり通信社 5030002027901 「ネットでのライブ配信事業強化のための設備拡充」

埼玉県 株式会社イシモ建設 9030001050792 継続的かつ地道な販路開拓と非対面型ビジネスモデルの展開

埼玉県 株式会社ゼクスデザイン 5030001096526 非対面型顧客開拓およびオンライン顧客サポート

埼玉県 自然派ワインとアテ　サクラ － 市内初の自然派ワイン店舗販売とネット通販

埼玉県 株式会社プラスｏｎｅ 1030001070385 タイ古式マッサージ店の広告と宣伝による集客

埼玉県 スマイルスピリッツ － スポーツ分析力強化と自立型アスリート育成オンラインサービス

埼玉県 リンク － インサイドセールスの強化

埼玉県 株式会社インティブ 9030001014145 非対面型ビジネスモデルの構築及びサービス概要パンフレット作成

埼玉県 ＮＡＮＡＳＥ株式会社 5030001126778 町工場と企業を繋ぐデジタルマッチングサイトの構築

埼玉県 株式会社アールエフデザイン 2030001088831 安価で簡単に操作設置出来る三密対策小型無線音声通話装置の開発

埼玉県 合同会社ばとん 4030003015154 ブランドロゴと非対面型ビジネスに向けたＨＰおよびＶＲの制作

埼玉県 スポーツショップ　モスト － コロナ時代でも顧客満足持続・テレワーク環境導入で乗り切る！

埼玉県 訳国株式会社 2030001111139 動画の活用によるインターネット経由での販路の確立

埼玉県 有限会社ふじや 1030002121690 メイクレッスン・着付け教室の動画配信とネット販売

埼玉県 アトリエ　ド・オール － 二つの施策による小売事業への本格進出と非対面型販促の実施

埼玉県 株式会社ケオラケオラ 803000114979 バッグと財布の新規生産ライン確保と新作の発表、事業の継続

千葉県 株式会社エイチアイデイ建築設計 2040001049163 非対面型のデザイン提案と在宅ワークによるプレゼン作成環境
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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

千葉県 中村哲也 － 現生徒様、今後に向けてのオンラインレッスン移行計画

千葉県 株式会社善通ホールディングス 6040001111051 自社商品サイト運営開始による非対面型ビジネスモデルの構築

千葉県 トータルケアサポートおおたかの森 － ＷＥＢマッチングシステムを活用した派遣型産後育児サポートサービス

千葉県 合同会社サウザンドサクセス 3040003010667 長期滞在客用オリジナル販路の開拓

千葉県 ＳｈｉｎｙＧｉｆｔ合同会社 6040003008626 新規自社ホームページ製作

千葉県 株式会社つばさ不動産 4040001087013 アニメ動画のプロモーション戦略による新規販路開拓と生産性向上

千葉県 中華大島 － 冷凍商品開発で販路開拓、ＥＣサイトで販路拡大。

千葉県 有限会社テスコ・プランネット 3040002097301 電子化支援ツール「まめまき」で、ウイルスと共存可能な環境構築

千葉県 合同会社トリプルエイト 8040003008236 非対面でできるコンサルティングへの取り組み

千葉県 株式会社サカイ 4040001102614 マリンレジャーに特化したＥＣサイトで販路開拓

千葉県 株式会社ＤＡＹ　ＣＯＬＯＲＳ 9040001111503 新規顧客獲得の広告媒体を利用した促進事業

千葉県 Ｓａｌｏｎ　Ｍｏａｎｉ － オンラインスクール開講およびネットショップによる販路拡大

千葉県 合同会社Ｖｅｎｕｓ 7040003011356 市場環境の変化に即応した次世代ビジネス

千葉県 流山ボンベイ － 業界初！パスタカレーによる新規顧客獲得戦略

千葉県 ＪＥＣ　ｃｏｍｐａｎｙ － 非対面型営業の手法拡大

千葉県 株式会社勇心スプリング 7040001070148 精密部品サンプル配布と遠隔営業事業

千葉県 グリーンリーフ － Ⅴ字回復に向けたネット通販等と店舗改装による販売促進事業

千葉県 あんり先生ピアノ教室 － ピアノのオンラインレッスンの新規導入

千葉県 株式会社ＨｏｌｄＨａｎｄｓ 4040001098290 非対面転職サービスシステム導入及びテレワーク環境整備計画

千葉県 株式会社　南柏リビング 4040001081742 自社　ｗｅｂ全面リニューアルおよびテレワーク導入事業

千葉県 株式会社ＣＣＲｅｎｏｖａ 1040001101156 非対面での賃貸住宅サービスの提供というビジネスモデルへの転換

千葉県 ａｎｄファクトリー株式会社 7040001094007 健康衣類事業の内製化と販路開拓

千葉県 特定非営利活動法人タオ 3040005004601 自社製品（食品等）のオンラインＰＲ・オンライン販売事業

千葉県 合同会社Ｆｅｅｌ　ｓｏ　Ｆｒｅｅ 7040003010812 オンライン販売に特化し全国展開し、若者の雇用を生み出す

千葉県 株式会社谷本住宅サービス 3040001080737 Ｗｅｂ内覧ＨＰ構築による販路開拓

千葉県 合同会社ＮＫコーポレーション 8040003013780 第２生産性向上計画（コロナ対応）

千葉県 株式会社ｈ．ａｉｒｓ 2040001024463 その場でデザイン！その場でプリント！

千葉県 株式会社ミニオン 4040002018933 非対面型取引先支援と展示会によるホルミシスクリーム拡販事業

千葉県 ヘルメス株式会社 6040001098058 スマートグラスを使ったＳＴＥＭ教育ライブ配信システムの構築

千葉県 さくらい行政書士事務所 － Ｗｅｂ集客力強化による新規顧客開拓

千葉県 相良　光次郎 － オンライントレーニングサービス、オンラインセミナーの開始

千葉県 株式会社ガルバ 9040001107674 オンラインヨガ本格導入における設備と宣伝広告の充実

千葉県 有限会社プラナ 9040002095984 既存顧客を対象としたオンラインアロマ講座の開講

千葉県 永島税理士事務所 － 非対面型の経営コンサルティング・教育サービスの提

千葉県 Ｎ’ｓ　ｅｙｅｌａｓｈ　ｓａｌｏｎ － 売上エクステンション事業（ＥＣサイト開始＆商品ＰＲ）

千葉県 サロンドジュンヌ － 「ウーマンスマイル・男女関係をよりよくし満たされた人生を送る」
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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

千葉県 株式会社ケイジェイコミュニケーションズ 7040001105358 限定商品、オリジナル商品のＷＥＢ販売事業

千葉県 株式会社フォーアローン 8040001094096 新しいチャレンジでコロナに負けない経営基盤を作る！

千葉県 株式会社ＦＡＵＳＴＯ 3040001099645 非対面式営業及びオンライン販売に特化した販売戦略

千葉県 株式会社スリーエイム 3040001073294 鉄板焼屋の商品やサービスに関する広告と集客

千葉県 株式会社ファンシーフーズ 2013301029449 店内飲食からテイクアウトに変換するための予約注文サイト構築

千葉県 株式会社クエスト 非対面型ビジネスモデルへの転換

千葉県 合同会社ワンカルテット 4040003009634 非対面ビジネス導入で新規販路拡大

千葉県 玉寿司 － コロナウイルスの影響回避のための「家族客」向け店舗改修事業

千葉県 小畑安代 － 新規ＥＣサイト開設による物販強化

千葉県 有限会社シナプス・インベストメント 6040002013610 非対面型の投資オンラインスクール事業の新規立ち上げ

千葉県 あさば整骨院 － オンライン整体　・　ＳＮＳ　体操教室

千葉県 合同会社かんぶつ生活 2040003010164
築地は抹茶ソフトとデリバリーで再生　市川は地域のカフェ・食料品店として
地域活性

千葉県 株式会社桜井電気商会 8040001037492 エアコンのリスティング広告による売上増

千葉県 株式会社ＭＵＳＥ 3040001090323 大人女性のまつげ専門サロン～新たな新規顧客獲得を目指して～

千葉県 ワールドスケープ株式会社 40001023637 非対面型店舗ビジネス構築オンラインコンサルサービス

千葉県 青木建設株式会社 2040001065078 新型コロナに負けるな！自己免疫力を高めるリフォーム推進事業

千葉県 アルカス合同会社 3040003010584 自然素材の注文住宅、自然素材のリフォーム事業

千葉県 株式会社ジビショウ 3040001075968 自社オンラインショップ作成による自社製造菓子ＥＣ販売強化

千葉県 株式会社デザイン２２ 6040001107941 テレワーク環境の整備とホームページ開設による販路拡大・開拓

千葉県 三瓶可南子デザイン事務所 － ブックデザイナーが作るメモリアルフォトブック制作サービス

千葉県 合同会社ＡＴＴＲＡＣＴＩＶＥ 6040003014962 草刈りの委託及び遠隔監視装置の導入

千葉県 株式会社ごはんクリエイト 1040001097980 おうちで楽しむ！地域食材を活用したお取り寄せグルメ開発事業

千葉県 株式会社日本教育アカデミー 1011801003651 新たなネット集客システムやウイルス除菌機器の導入で販路開拓

千葉県 アールプランニング株式会社 40001088831 新型コロナを乗り越え、販路拡大を検討し予約率向上を目指す。

千葉県 株式会社ジュン・コーポレーション 1040001048554 夜間営業を補う「ランチメニュー」「ちょい飲みセット」の販売

千葉県 Ａｒｔ．Ａｎｔｙ － コロナ収束後も活かせる！オンラインショップ開設による販路開拓

千葉県 工藤　拓也 － 猫飼育に特化した不動産賃貸管理業の販路開拓

千葉県 株式会社ランデックス 2040001073337 支店開設と設備導入により経営基盤を強化して持続的発展を目指す

千葉県 ＰＯＳＣＵＳ － リモート商品撮影

千葉県 ビズクルー株式会社 8040001108822 地域内広告マッチングサービスの企画・運営

千葉県 ｓａｔｏｉｋｕｍｉ － 非対面型オンラインレッスンの導入

千葉県 アイ・エフ株式会社 8040001015589 「独自のインターネット販売サイト新設による小売販売事業の展開」

千葉県 仲澤　麻美 － 免疫力アップと自主トレーニング法の提供（正しい方法）

千葉県 有限会社タツミ電化センター 7040002007207 ＥＣサイト構築とＷＥＢ受注相談可能にする為にＨＰリニューアル

千葉県 株式会社ＰＡＰＰＡＳ　ＧＡＲＤＥＮ 4140001097002 サプライチェーンの毀損への対応

千葉県 レストラン　マイヨジョーヌ － 気軽なテイクアウトで新規顧客開拓につなげて店舗利用に導く事業
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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

千葉県 株式会社ヒューマン・タッチ 4040001023034 Ｗｅｂを使った個別面談システムの開発

千葉県 株式会社クニヨシ 1040001023433 ウェブサイト事業の更新・拡充

千葉県 合名会社　山口製菓舗 2040003003449
ネット販売を開始する『銚子揚げかきもち』の生産性向上の為の機械装置を
導入

千葉県 ＳＥＥＤＳ － ココロとカラダと健康に配慮したＥＣ

千葉県 株式会社スピードクリーニングルック 7040001069958 「感染予防用、携帯電話を活用した自動受付システム導入」

千葉県 マイクラボ合同会社 3011703001669 デザインデータの翻訳を簡単に行うためのＷｅｂシステム

千葉県 木戸口行政書士事務所 － 「中国富裕層向けビザプラン」

千葉県 株式会社キーサミット 7040001032809 宅配サービス、ドライブスルーなどによるお弁当事業の立上げ

千葉県 足立公認会計士事務所 － 上場株式等を保有する個人投資家に対する相続コンサルティング

千葉県 株式会社ＮｅｘｔＳｔａｇｅ 8040001098832 インターネットによるゴルフレッスン及びトレーニング

千葉県 株式会社メディアアーク 2040001007476 ＳＮＳ　配信用高画質動画の制作サポート事業

千葉県 株式会社シーエスアイジャパン 9010501026781 ＥＣを中心とした婦人靴自社ブランド製品の直販小事業

千葉県 サイバースタイル株式会社 2040001038868 ＢＩＭデータ作成サービス事業

千葉県 森田農園 － 冷めても美味しい焼きいもでネット販売魅力ＵＰ！

千葉県 有限会社ｋｔ－ｓ 9040002021882 試作品生産の内製化、生産治具の内製

千葉県 ジーデザインラボ合同会社 7040003010011 テレビ会議と「広義のデザイン」による経営支援事業

千葉県 合同会社ＱＴ 9040003011692 防草シートによる雑草対策及び遠隔監視装置の設置事業

千葉県 株式会社デキデザイン 3040001024735 『動画撮影強化』に伴う自社ホームページリニューアル事業

千葉県 有限会社インワード・ハピネス 8040002053167 テレワーク環境の整備

千葉県 エヴァベリーダンススタジオ － スタジオの遊休時間帯を活用した無人レンタルサービスの開始

千葉県 田邉　隼人 － ドローンによる非対面ビジネスへの販路開拓

千葉県 Ｐｅｌａｎｇｉ　Ｊａｐａｎ合同会社 6020003007506 ＩＴを活用した賃貸アパートの非対面内覧システム構築

千葉県 株式会社ｃｏｎｎｅｃｔｐｌｕｓａｓｉａ 2040001101469 ｏｎ－ｌｉｎｅ英会話クラスの実現

千葉県 Ａぷらすイングリッシュ　高橋尚子 － 非対面かつ全国が対象のオンライン講座の提供事業

千葉県 合同会社Ｓ＆Ｙコンサルティング 8040003012808 非対面型で実施するＥＣコンサルティング・トータルサポート事業

千葉県 味笑 － 味笑の味をご自宅でお楽しみください

千葉県 テニスウィング － Ｗｅｂ上での集客を拡大

千葉県 佐々木崚介 － ＰＲ動画作成とクラウド電話サービスによる成約増加

千葉県 Ｉｎｎｏｖａｔｅｓ株式会社 8040001095466 非対面によるクライアント開拓と作業遂行環境の整備

千葉県 Ｏｋｉｎａｗａ　５８　Ｓｔｏｒｙ － オンラインビジネスによる沖縄体験観光誘致プロジェクト

千葉県 株式会社ａｎｄ　ＫＡＩＴＯ 5040001102638 ＨＯＭＥ　ｓｅｌｆ　ｓａｌｏｎ　ｃｏｌｏｒ

千葉県 株式会社ライトブライト 9040002013293 看板制作物による消費者、業者向け非対面ビジネスへの転換

千葉県 有限会社シーポート 8040002047251 Ｂｏｔチャット機能付低単価ＳＥＯ施策サービス

千葉県 株式会社収栄堂 8040001040728 勉強会とスクール運営を非対面型で提供

千葉県 ＣＡＳＴ － ライブハウスのアプリ化と、ＹｏｕＴｕｂｅコンサルティング

千葉県 佐々木恭子 － ＨＰ新規作成・クラウド電話導入による人生コンサルの販路拡大

9 / 49 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

千葉県 ボディインプルーブ － オンライントレーニングの導入とＨＰ大幅リニューアルによる事業モデル変換

千葉県 株式会社ＥＳＰＲＩＭ 2040001092782 ペット用品市場の市場開拓と仕入ルートの強化

千葉県 株式会社ソニックデザイン 7040001051809 ３つのサービス（３Ｓ）販売・サービス・安全性の取組みを展開

千葉県 堀井健太 － エアコン関連業務受注の為の非対面化への取組

東京都 パワープロダクション － 集客支援口コミアプリ作成

東京都 豊メンテナンス株式会社 8010701038438 店舗メンテナンス設備　ネットショップ開設プロジェクト

東京都 日本Ｍ＆Ｉシステムズ株式会社 9010001177984 業務提携先開拓とテレワークの拡充

東京都 ガッツビジョン － 「ＷＥＢ美術館の設立と美術品ＷＥＢ販売システムの構築」

東京都 ジャストインタイムリーディング合同会社 12803002105
対面で行っていた集客、個別説明、講座授業プロセスを、非対面のオンライン
で行う仕組

東京都 株式会社カタセル 3010701033922 非対面型の新規顧客開拓におけるオンライン商談の仕組みの構築

東京都 瞬間小顔ｍｕｇｉｅｅ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 ひっくり社 － 非対面型オンラインワークショップへの転換

東京都 株式会社ｅｑｕａｌｌ 5011101090321 「対面営業削減のためのネット広告宣伝とテレワークの仕組整備」

東京都 株式会社Ｗａｓｈｏｋｕ 1011001110034 日本食材の海外販路拡大

東京都 株式会社タナボタ 2010401131928
イベント事業の新型コロナによる自粛後の顧客獲得回復への取り組み及び、
非対面型のイ

東京都 ナユタ行政書士事務所 － オンライン型・行政書士事務所が貴社の許認可をサポートします！

東京都 環ＲＯＹ － 音楽家、芸術家

東京都 シンメトリーレボリューション合同会社 2010403017241 ネット販売システムの構築

東京都 ネクストアール株式会社 3010401149275 ＡＲ技術を利用した商品提案ツールの開発

東京都 株式会社ヘクセンハウス 5010601030976 スタジオ開設による花教室の双方向レッスンでの新規顧客の獲得

東京都 株式会社カブ・デザイン 4011501014500 経営が強くなる、商品ブランド開発の「デジタル教材」の制作

東京都 五十嵐　勇樹 － ＺＯＯＭを使用した遠隔居酒屋の開催～常連客の客離れを阻止～

東京都 ＷＡＢＩ　ＷＯＲＬＤ － オンラインビジネスモデルへのトランスフォーメーション

東京都 ものまち不動産株式会社 4010501043955 サプライチェーンの毀損への対応

東京都 ＫＩＭＯＮＯＳＳＯＲＹ － オンライン教室で成功する方法を教室講師向けに伝えるＨＰ制作

東京都 株式会社スマートワークス 4010001083031 売上ベスト３の集合研修をオンライン研修に改訂し、販路を開拓

東京都 株式会社八幡山地所 5011301008899 オンライン販売強化のための動画作成

東京都 ゴーウィ株式会社 3290001080695 メディファ

東京都 かりん整骨院 － オンライン集客・治療・レッスンによる販路開拓

東京都 有限会社オフィスキヨミ 2010902024721 ＳＮＳやＷｅｂ動画を使った販路拡大とｗｅｂでの健康教室の開催

東京都 株式会社フジキン光来 4011201009718 新たな事業の柱として個人向けの直接販売網を構築

東京都 有限会社豊商事不動産 2010702008684 不動産業務オンライン化プロジェクト

東京都 Ａｔｅｌｉｅｒ　ＣｈａＣｈａ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社エッグシステム 4011201020039 ジムオーナーとトレーナーのマッチングサービス事業の販路拡大

東京都 株式会社常進パートナーズ 3011801032293 インターネットを通じた非対面型セミナー・動画販売事業の展開

東京都 株式会社営業ハック 3010401137890 オウンドメディアサイト作成　全てがオンラインで繋がる新常識！
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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

東京都 株式会社ビーフォル 10701036029 不用品回収の非対面写真見積もりサービス

東京都 株式会社オフィス・フォーユー 3013301024234 賢約サポート業容拡大と高齢者の健康づくり支援

東京都 株式会社Ｔｏｋｙｏ　Ｏｎｉｇｉｒｉ　Ｌａｂｏ 2010401125780 非対面型弁当受発注決済システム開発と実証実験のための設備投資

東京都 モヒート株式会社 4011001132868 ブランディング＆ラインナップ拡張事業

東京都 アースストア合同会社 9011503003174 オンラインでの販売、セミナーの実施

東京都 合同会社ＴＲＵＳＴ 9010603007143 ＥＣサイトの導入、デリバリー業導入

東京都 株式会社ｌｉｅｎ 10901045547 スキンケア商品のオンライン販売および非対面型アドバイザー業務

東京都 一陽来復合同会社 3010603007041 オンラインビジネス構築と、ＥＣ通販サイト運営コンサルティング

東京都 ＡＬＯＴ － カメラ買取専門店のホームページとＥＣサイト開設

東京都 株式会社ＳＩＮＣＥＲＩＴＹ 1011301022672 ホームページのリニューアル（テイクアウトのページ新規作成も含む）

東京都 合同会社ハピプレ 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社ＢＩＬＬＥＴＴ 6180001119659 オンラインで完結するＷＥＢマーケティングのコンサルティングの提供

東京都 ＳＵＳＨＩ　ＫＩＳＡＲＧＩ － 寿司屋が時間を惜しまず届ける１品

東京都 株式会社ケイワールド 3011801025058 Ｂｌｕｅ　Ｔｈｅ　ＢｅｒｒｙＥＣサイトを構築し新規販路開拓

東京都 Ｊｕｗｗａ株式会社 9011001108038 販促用体験会開催システムの開発

東京都 アップビート株式会社 2011503003429 アップビート３密回避計画

東京都 株式会社ハナサカス 8010001179420 オンラインでの販売、セミナーの実施

東京都 宏洋企画室株式会社 9011001123524 Ｂａｒ三代目のオンライン促進・広報強化

東京都 株式会社ＤＡＮＧＡＮ 7010001169496 ネット配信サイトの改良とスポンサー営業システムの構築

東京都 ＫＥＩＴＥＮ　ＡＩＪＩＮ － 予防とテレワークで新時代を生き抜こう！

東京都 株式会社シーズン２ 6011001125507 テイクアウト・デリバリー業態への転換

東京都 株式会社Ｅｒｆ 9011001125561 コロナと共に生き抜く為のＷｅｂ化、新たな販路の獲得

東京都 ＬＩＮＯＡ － オンリ―ワンサロン新規顧客獲得と非対面でも売上げＵＰを目指す

東京都 株式会社ヒマリ 6012301006925 自社で非対面の入居募集・客付け体制を確立し、満室経営を目指す。

東京都 ＩＷビリオネアクラブ株式会社 8010401143323 一目で分かりやすい「電子マンガ」の制作・販路開拓

東京都 レ・ベスパ株式会社 7030001099460 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社ＢＥ　ＢＥｅ　ＮＥＸＴ 5012401035486 インターネット等を介した映像の配信、それに伴う映像制作業務の企画提案

東京都 ゼッタリンクス株式会社 2011501016903 ＤＭと動画ビデオによる非対面型営業への転換

東京都 株式会社Ｌｉｎｋｐｌｕｓ 6011001129004 外国人向けキャリアコンサルタント

東京都 株式会社プルーブ 8010401084699 キフミー

東京都 株式会社　美楽総研 4011001124279 セルフ美容サロン開業希望者のＷＥＢ集客

東京都 ヒューマンネットワークサービス株式会社 8010001113750 経営者専門のオンライン健康食育事業

東京都 岩田　裕太 － マンション販促における非接触型ビジネスモデルの構築

東京都 株式会社サテライトトウキョウ 8011001124622 宿泊施設の非対面型の受付・ツーリズムサポートサービスの開発

東京都 Ｂｉｓｔｒｏ　ｈｉｒｏ － テイクアウト認知度向上事業

東京都 株式会社ＡＬＨＡＭＢＲＡ 4010901024893 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

東京都 和食とお酒架 － 全座席のプライベート化と非現実化

東京都 株式会社ＯＨＩ 6011501012155 オンラインのみで、お客様にビューティーを提供する新しい試み

東京都 アーリーバード株式会社 4011001096576 非対面での販路開拓とＷＥＢ化促進

東京都 株式会社カル・ダモン 1010401088120 ジャパニーズハーブティー今古今　非対面型プロモーションの強化

東京都 ユーシア株式会社 9011001113104 バインミーの通販・体によい食品のセレクトショップ

東京都 岸田大地 － オンライン上演で新しい観劇体験とプラットフォーム作り

東京都 合同会社ｈｉｇｅ 1010003027022 ＥＣサイト構築による販路開拓

東京都 特定非営利活動法人ＨＯＰＥ 2011505001975 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社Ｔｈａｇｒａｄｅ 3020001093690 非対面販売への転換に向けた設備の導入・店舗の改装

東京都 株式会社ディレクターズアイエスビー 6010601027311 ＢｔｏＣ通販事業の再構築による非対面ビジネス売上の拡大

東京都 株式会社ダイブモーション 5040001084232 プロモーション・デジタルの企画をコンテンツ化

東京都 天心書道院 － ホームページを制作。物販、オンラインセミナーを開く。

東京都 有限会社味好銀龍 8013402001739 コロナ禍でも地域に根差したお店の味でみんなを元気に！

東京都 株式会社ランドローズ 3010903003070 １資産コンサルィング事業、２レンタルスペース事業

東京都 弁護士法人ＮＹリーガルパートナーズ 2011105004305 来所不要・相続手続き等ワンストップサービス

東京都 株式会社東京アーティスト協会 4010001189704 ライブコネクション

東京都 株式会社Ｋｎｏｔ 3013201018154 ＥＣサイトによる販路開拓

東京都 株式会社ＴＡＭＡＲＩＢＡ 11101081547
イベント需要の改善の為に中国、日本の顧客に対しての広告、宣伝、新規で
のＬＰの作成

東京都 株式会社ＣｈａｍｅＬｅｏｎ 5010401139472 店舗内商品のネットショップ化

東京都 下倉紀人税理士事務所 － ＩＴ活用による非対面・高付加価値の税務・会計業務

東京都 株式会社ハッピー・メンター 7010001101847 シニアコンサルタントによる中小企業支援事業で販路拡大

東京都 株式会社Ｂ＆Ｃ　Ｌａｂ 9010401105751 Ｗｅｂを活用した非対面型の従業員意識調査

東京都 株式会社Ｎｅｘｕｓ 2010401137669 オンライン販売のためのウェブサイト構築とプロモーション

東京都 株式会社松高 2010401074342 陽気なスペインバルＰｉｏ高輪の認知向上とネット通販のキックオフ

東京都 株式会社エティカ 6010401112065 ネパール人材紹介販路拡大および非対面型ビジネスモデル構築事業

東京都 ＭＪＧ － 「地域貢献！元気で強い日本に！儲かる農業ビジネスの開拓」

東京都 株式会社あーす 4010001036617 社内業務のリモート化及びオンライン化サービスの提供

東京都 アライブスピット株式会社 9010001188924 新ウェブサイト活用による非対面型コンサル・セミナーの販路開拓

東京都 株式会社プニー 7011001106373 オンラインでのボイス、メイク、料理レッスンの取り組み

東京都 Ｓ＆Ｓ．Ｌａｂｏ株式会社 9010001188148 不動産販売・賃貸のオンライン営業への切替及び強化事業

東京都 株式会社ワイズステイツ 2013301023229 不動産賃貸のオンライン営業への切替及び強化事業

東京都 株式会社Ｓｈｕｈａｌｉ 8010001184271 インターネット活用による営業・パートナーへのアプローチ強化

東京都 個太郎塾東尾久教室 － 非対面授業への転換授業

東京都 株式会社カクワーズ 10501038733 オリジナル調査のデータ販売事業

東京都 株式会社Ｓｈａｒｅｗａｙ 110000126454 オンライン教育サービスと求人・転職エージェントサービス

東京都 大平　慎一郎 － テレワークでの作品作りと消費を見据えた映像制作及びイベント制作事業
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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

東京都 株式会社ａｌｌ　ｔｈｅ　ｗａｙ 4010401149670 美容製品ＥＣ事業

東京都 株式会社Ｄｏｏｐｅ 9010001124697 家庭教師マッチングサイトのオンライン指導最適化プロジェクト

東京都 ナイスニッポン株式会社 1010501042605 燻煙での除菌コーティングを開始し雇用を守り売上回復を目指す

東京都
ウォーターメロン・インベストメンツ合同会
社

1010903003080 賃貸管理・販売／募集活動のデジタル化促進による事業継続

東京都 株式会社誠真 2013301039373 対面型の社員研修を、非対面型のＷｅｂ研修に転換。

東京都 有限会社スラドキー 4011002026887 受注販売（卸し）からネット販売への切り替え

東京都 星野　真央 － オンラインをフル活用、多様な演劇体験

東京都 株式会社ユピア 7011201019128 アフターコロナの産金学官連携プラットフォーム、人縁から電縁へ

東京都 株式会社ＫＲＭ 8010401085367 サプライチェーンの毀損への対応

東京都 株式会社アイミックス 6140001089303 動画プロモーションによる新規販路開拓と生産性向上

東京都 合同会社エムジェイケイ 4040003010773 テレワーク等、スペースの新たな用途訴求による販路拡大

東京都 株式会社ＶｅｎｔｕｒｅＦｏｒｗａｒｄ 7011101078950 インターネット広告による非対面型販路開拓

東京都 株式会社Ａｗｏｒｄ　ｏｆ　Ｌｉｆｅ 3020001107921 動画編集者を育成するオンラインスクールの展開

東京都 株式会社ノット 8011001045174 オリジナル家具の開発・販路開拓

東京都 佐藤伸一 － リモートでの自己紹介ＶＴＲ動画作成

東京都 ＦａｎｔａｓｔｉｃＢａｙ － 】ＷＥＢ総合制作サービス「ＦａｎｔａｓｔｉｃＢａｙ」

東京都 株式会社ゴヤ 8010001207395 高知県産のフルーツを使ったフルーツポンチとフルーツパック販売

東京都 シード株式会社 2013301042988 既存及び新規事業における顧客管理のためのクラウドシステムの新規導入

東京都 Ｔｏｋｙｏ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ － サービスの認知度向上による顧客数と売上の増加

東京都 ピーピクチャーズ － ４Ｋ映像制作と非対面型コンサルタント事業による新規顧客開拓

東京都 峯田　咲希 － ＥＣサイト制作による非対面型販売の拡大

東京都 クリエイティブサウンズ － 「こどもの声を残そう！」子供向け音楽事業

東京都 株式会社松本栄文堂 4012301009698 店舗人気メニューの通信販売と食材ロスの低減

東京都 株式会社ＮＥＸＵＳ 9010401142662 ホームページ制作と会員登録システムでＷｅｂクラウドへの転換

東京都 株式会社さくら 5010001200493 スペース継続の為オンライン化兼ワークスペースの提供

東京都 武川　憲 － ブランド経営専門の「オンラインサロン」と「デジタルコンテンツ」の販売

東京都 ＣＡＲＬＩＥＲ　ＣＯＵＴＵＲＥ －
オーダーメイド婦人服事業において、非対面での注文が可能な「セミオー
ダー」をスター

東京都 Ｏ＇ｃｅａｎ －
ＨＰを新規に作成し、ＳＮＳと連携させて非対面型の新たな形式での接客を望
むお客様を

東京都 有限会社ハーモニー 4020002104479 ＥＣ強化・ブランド強化による販売向上

東京都 株式会社クレイドルスタジオ 4011001124304 インターネットを使った遠隔レコーディング

東京都 平本商事株式会社 5012301002124 高齢者向けお惣菜の製造・宅配と買物代行サービスの有料化

東京都 有限会社スズキプリンティングサービス 1011602022272 チャットボットシステム導入リニューアル

東京都 株式会社ＮＯＲＴＨ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 1010001179369 非対面対応型創業サポート体制の構築

東京都 平塚　信之 － 各専門家の成功事例を仕組化し同業者向け横展開ビジネスへ変換

東京都 ＯＬＩＶＥ合同会社 110030008710 賃貸業案内における非対面対応ビジネスモデルの適応へ向けて

東京都 株式会社コールドクター渋谷事業所 8010001195756 非対面型医療サービス「オンライン診療」で対応エリア拡大
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第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

東京都 Ｖａｒｉｕｓ株式会社 3020001104423 チラシ配布による売上の回復

東京都 株式会社ＫＬＣ 8100001027462 「不動産のチカラ」事業の、オンラインによる営業推進

東京都 尾崎　愛 － 空間を可愛くするオンラインレッスン、オンラインショップ運営

東京都 銀錬屋 －
経費を削減しながら貿易再開を待ち、この際にテレワークなど在宅での事業
形態に取り組

東京都 株式会社エイト 6012401033101 リモート営業によるホームページ・システム作成

東京都 株式会社達磨 1010001203005 Ａｉｒレジ導入とＷｅｂによるコロナ対策の告知と販路の拡大

東京都 ローカルアセット株式会社 7011801019287 ＳＤＧｓを基軸とした販路開拓

東京都 プラス・ドライブ株式会社 6010001202423 業務改善研修のオンライン化による企業のコスト削減サポート

東京都 株式会社アルテ＆ラール 8010401093048 ＥＣサイトを利用した海外顧客獲得と国内レンタルサービス促進

東京都 株式会社ロマンド 9011001067787 ｔｅｌｌ　ｍｅ　ｃｈｅｆ！

東京都 株式会社秋コレ 3010001181827 秋葉原活性化事業

東京都 アストロブレス株式会社 4010001177080 オンラインの太陽光セカンダリー案件マッチング

東京都 株式会社Ｆａｓｔ　Ｍｏｔｉｏｎ 4020001118182 広告運用、ＳＳ運用のコンサルティング事業の新規開拓

東京都 トレ・スパーデジャパン合同会社 8010703002722 インターネット販売を拡充

東京都 株式会社アンドフィーカ 7010401085797 リアルとウェブを連携した北欧ビジネスプラットフォームの開設

東京都 池上　裕樹 － ブランディング及びパッケージ撮影

東京都 株式会社みんなで人生会議 1013301044548 サプライチェーンの毀損への対応

東京都
株式会社グローバルジャパンネットワー
ク

2010001175697 インドとの円滑なコミニュニケーションツールの開発・広告

東京都 ＴＮＴ合同会社 9010003023006 化粧品・健康食品店舗販売のＥＣ販売への転換

東京都 株式会社ＧＡＧＡＨＩＲＡＮＯ 情報発信領域の拡大による認知向上と販路の拡大

東京都 株式会社ライクアス 5290001063054 コロナショック時代に最適化した新しいフォトウェディング事業

東京都 株式会社イデアール 7010701030627 クラウドサービスを活用した、営業活動による販路開拓

東京都 株式会社ＣＨＥＥＲＦＵＬ 3010001108581 講義からメディアへ、「企業研修」のオンライン対応

東京都 ａｉｋ － 販路紹介のプロモーション動画制作とクラウド電話導入

東京都 株式会社トランスコード 2013201015490 パーソナルカラー診断を使ったネットレンタルの仕組みの構築

東京都 合同会社クロススリー 3010703004797 オンラインイベントシステム構築事業

東京都 株式会社ハイファイブ 9011101063884 動画メディアＹｏｕｔｕｂｅおよびＴｉｋＴｏｋの強化事業、ならびにテレワーク支援事

東京都 深夜営業 － ＥＣサイト制作による非対面型ビジネスモデルへの完全転換

東京都 ＮｅｗＢｅｓｔＬｉｎｋ株式会社 5010001205914 明るく・前向きに一歩前進！農業関連事業へ外国人技能実習生をマッチング

東京都 株式会社アングレー 9011001046618 百貨店卸から撤退し、非対面型の新しいビジネスモデルを確立する。

東京都 べアラックス株式会社 9011101084204 クラウド・テレワーク化推進とアジア・中東訪日市場の市場復興

東京都 株式会社彩鳥 2011801032542 デリバリー、テイクアウトサービスの立ち上げ

東京都 ＫＡＢＵＫＩＭＯＮＯ　ＤＥＳＩＧＮ　ＯＦＦＩＣＥ － 不要不急の外出・対面仕事減少案と新規開拓の試み

東京都 株式会社Ｂｌｏｏｍｉｎｇ 6010001179414 メンテナンスケアの開拓

東京都 合同会社ＭｏｔＣｏｚｙＳｐａｃｅ 3011003009033 アフターコロナを見据えた無人チェックインシステムの導入

東京都 外資系英語力アップスクール － グローバル人材の英語力を低価格で伸ばすウェブ広告活用・運用
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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

東京都 グリーンメディカル　上一色薬局 － 業務のオンライン化と業務システム刷新による在宅医療化の推進

東京都 トークンエクスプレス株式会社 4011101088944 ホームページの拡充によるオンライン完結型営業・サービス提供

東京都 株式会社高田プラザ 11801024741 新たな自社ホームページでお客様にＶＲを活用した物件紹介事業

東京都 有限会社Ｉ．Ｇ．Ｏ 6011802028800 音楽教室およびイベントライブのネット配信オンライン対応

東京都 餃子やガウでぃ － まるごと一匹大海老餃子販売　に伴うＨＰ作成・ネット通販の実施

東京都 株式会社ｅｆｆ 4010401148219 アイスバッテリーを活用した非対面型の食材販売事業

東京都 株式会社ブロック 1011501015311 ランディングページ自動最適化ツールの開発と販促活動

東京都 株式会社ＲＯＳＥＹ 1011001096620 レッスンのオンライン化およびオンラインショップ

東京都 合同会社カベルネ 1011003002667 「戦略的女性起業家になる為のオンラインビジネス講座」販路拡大

東京都 Ｐｏｓｅｉｄｏｎ　ｒｅｃｏｒｄｓ － 高い音楽性と笑いを武器に日本を変えるコンテンツ配信事業

東京都 株式会社エヴリック 9011101087363 パーソナルオンラインコーチング（Ｐ－ＣＯＡＣＨ）事業

東京都 株式会社ｈｏｐｅｆｕｌ 3012401035232 オンライン商談によるキャッシュレス導入事業

東京都 株式会社ＳＴＡＲＴ　ＷＩＴＨ　ＷＨＹ 3010401149457 オンラインを活用した販路拡大。

東京都 有限会社ナチュラルニコ 2013102006515 定休日及び閉店後にＺＯＯＭを利用した完全予約制の販売システム

東京都 株式会社ＰＯＴＥＴＯ　Ｍｅｄｉａ 6010401135677 インフォグラフィックを用いた映像等の制作事業

東京都 サステナブル・ラボ株式会社 7010401143076 テレワーク時代のサステナビリティ／ＳＤＧｓ　オンライン研修

東京都 合同会社メディーナ 9030003012857 医療機関直販以外の販路の開拓

東京都 Ｋｕｕｌｅｉ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 3040001101377 新予約システム及び　ＩＴ　活用によるオンライン化推進プロジェクト

東京都 Ｕｒｉｅｌ　Ｊａｐａｎ － 非対面型オンライン講座や会員サイトによるメンタルサポートサービス

東京都 株式会社堀口コンサルティング 5011401016273 ＷＥＢを活用した直接集客とオンライン・コンテンツの配信

東京都 株式会社イキカタ 3010001190456 夫婦向けコミュニケーションアプリ「リシル」開発

東京都 司法書士事務所アルファ・パートナーズ － 非対面型の新規事業分野案件の開拓

東京都 ｅｓｏｌａ － ヘルスジュエリー商品の開発と新サプライチェーンの構築

東京都 株式会社プレジール 5010401086558 看護師業界に特化した労働問題のオンライン相談サービス

東京都 琥珀 － オンライン環境整備とそれを活用した広報・営業・販売手法の強化

東京都 井上　徳 － ＰＲ動画制作とクラウド電話システム導による販路拡大

東京都 合同会社不動産の窓口 2010703002541 事例による不動産のコンサルティングのＷＥＢページ作成による販路拡大

東京都 ニージマ株式会社 9011701023321 事業承継における専門家相談の非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 小林　晴美 － ＨＰ作成等による顧客獲得および非対面型への転換

東京都 株式会社もずや 3011101056217 Ｗｅｂ映像配信の仮想ショールームを作り、非対面の配信を強化

東京都 合同会社　齋藤ケア 4011403001530 ホームページリニューアルによる同地域の従業員、利用者の募集

東京都 株式会社ルーチェ 6010001160258 非対面で全国の経営者に販売できるオンライン講座の提供

東京都 有限会社メディカルインパクト 3010602033930 オンラインリハビリ施設見学会の配信とチラシとポスティング

東京都 株式会社ラヴィゼン 2010401113249 ：オンラインスクール及びオンラインコンテンツ開発販売

東京都 ＣＡＬＩＣＯ　ＬＥＧＡＬ行政書士事務所 － ＷＥＢメディアによる非対面型ビジネスの事業基盤構築

東京都 ＯＹＣ株式会社 5010001128025 かんたん操作にこだわった小規模事業者向け印刷通販サイト
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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

東京都 ピアノ経営塾株式会社 7013101007377 新型コロナ対策～豊かになるピアノ教室復興計画

東京都 プライズ株式会社 7030001124053 非対面型営業手法の転換による販路開拓

東京都 Ｃｕｒｒｙｄｅ　Ｆｒａｎｃｅ 7010001180098 フランスカレーの宣伝による知名度向上と売上の増加

東京都 ソニクリア株式会社 7011101084379 オンライン型代理店営業支援Ｗｅｂサポートシステム構築事業

東京都 炭火焼肉　四分一 － 和食居酒屋のメニューやサービスの広告による集客

東京都 尚工藝 － デンマーク杖のホームページ

東京都 鍬田　かおる － オンライントレーニング＆オンラインコンフェレンス企画

東京都 Ｄｓｉｇｎ　ｃｈｅｆ株式会社 9010601052736 ポータルサイト立ち上げによるオンラインビジネスの構築

東京都 ｎｏｎｏｉ － ＨＰ＆オンラインショップ開設

東京都 Ｍｉｒａｉｇａｔｅ合同会社 5011103008643 セミナーのオンラインオートメーション化

東京都 ＳＯＭ　ＴＵＭ　ＣＡＦＦＥ － 冷凍ソムタムのネット通販による販路開拓と国内農家の保護

東京都 株式会社テックミー 3011401020475 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 ＯＬＩＶＥ不動産 － 賃貸業案内における非対面対応ビジネスモデルの適応へ向けて

東京都 株式会社テイラーアンドクラフツ 9011001108467 次回　９　月展示会用新試作品開発、生地見本の配布、販路開拓

東京都 株式会社アリヴェデパール 5013301031105 オンラインショップ販売によるテレワーク環境の整備

東京都 有限会社秦川堂書店 9010002044069 既存の古本屋イメージを覆す「和モダン」店舗から世界に発信計画

東京都 個別指導ＹＥＳ（ワイイ－エス） － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社バントウ 9013301042321 イルカスリッパの販路開拓の為の非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 ＨＫＣ人材開発パートナーズ株式会社 4010001188664 パワハラ防止対策義務化対応【社外通報窓口サービス】

東京都 ボディメンテナンスあおき － 新しい治療スタイルと患者さん同士も繋がる治療院を目指す

東京都 ハギワラデザインオフィス － テレワーク向け新商品を開発し、ネット販売による新規販路を獲得

東京都 Ｗｉｎｅ＆Ｄｉｎｉｎｇ　ＣＥＲＣＨＩＯ － 店内飲食から通販やテイクアウトへの移行事業

東京都 株式会社ブレイディア 11001102823 データ復旧サービスＤａｔａｓｍａｒｔ（データスマート）

東京都 株式会社Ｌ’ａｍｏｕｒ 1011301016815 オンライン講座販売システム構築による全国へ販路拡大事業

東京都 癒やしリスニングＢＡＲねむねむ － ステージパフォーマンス動画の配信による課金サービス

東京都 ＭＪ　ＴＯＫＹＯ株式会社 9011601015633 取材が殺到する広報配信サービスで不動産売買活性化事業

東京都 梅澤　昂弘 － 持続可能な「自己完結型」ビジネスモデルへの再構築事業

東京都 株式会社書肆秦川堂 4010001142340 書肆秦川堂ＥＣサイト躍進プロジェクト

東京都 ＢＡＲ　ＬＩＥＮ － ニッチなマデイラワインを新規外国人への販路開拓

東京都 株式会社三浦健太郎事務所 4011101090917 非対面型総合ＰＲコンサルティングビジネスの融合

東京都 玉川食品株式会社 5011501002859 粉砕機導入による衛生向上とＷＥＢ販売用乾麺製品の拡充

東京都 京都鳳焼売 － 簡単に調理できる冷蔵真空パック焼売開発による販路拡大

東京都 Ｍ＆Ａトータルアドバイザリー株式会社 8010001203097 事業承継補助金を訴求材料としたＭ＆Ａ案件の新規開拓事業

東京都 株式会社壮大 7011201014194 コロナ終了後の撮影ニーズに対応するための撮影用スタジオの設置

東京都 株式会社エヌ・ティー・ワークス 4010601037584 Ｍ＆Ａサービス集客＆マッチングの仕組み・在宅勤務体制の構築

東京都 株式会社佑楽 6010001154425 外国人顧客の取込みとオンラインショップンの再構築
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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

東京都 有限会社エダンディ 1010902024540 中目黒の３坪極狭店舗眼鏡屋がコロナ禍を乗り越える為の機器導入

東京都 Ｏｙｓｔｅｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 6010001183705 牡蠣のテイクアウトと通販事業を強化しコロナを乗り越える事業

東京都 株式会社ドリンクアッパーズ 1010001187751 自社倉庫兼店舗による売上安定化と非対面販売の活性化

東京都 株式会社ブレイヴシーティーダブリュー 3011001073725 非対面でも実現可能なオンラインイベント企画および実施

東京都
Ｔｏｋｙｏ　Ｂａｙ　Ｆｉｌｍｓ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ
株式会社

4011201021094 既存コンテンツの海外配信セールス＆オンラインサポート事業

東京都 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｕ７ － ＥＣサイト宣伝、店舗宣伝用の動画制作

東京都 越智　和紀 － 自然栽培品のリブランディングとＥＣ販売強化

東京都 クリックワークス株式会社 9010001205704 場所の制限を受けずに人とも会わず自宅から学べるオンライン講座

東京都 株式会社早稲田出版 4010001086612 既存市場での生産性の向上と新市場における非対面型研修事業

東京都 株式会社アラキ 2011001123043 「天ぷら　あら木」経営基盤構築事業

東京都 株式会社ＴＨＩＮＣＥＳＳ 5012401024828 統合医療オンラインサービスの開発提供

東京都 テクロ株式会社 7040003009202 公式ＷＥＢ　サイト改修による問い合わせ／営業のオンライン化

東京都 株式会社ＩＢｅｌｉｅｖｅ 2010801029838 オンラインを活用した非対面型不動産賃貸業の推進

東京都 アヌエヌエ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 ファーストステップ合同会社 2010503005807 移動販売・テイクアウトの強化による販路拡大

東京都 ナダヤ酒店 － 非対面型ビジネスモデルへの転換のためのＥＣサイト制作

東京都 株式会社ＥＭＡコンサルティング 4010401149035 Ｗｅｂ会議システムを活用した販路開拓とマーケティング

東京都 株式会社カーボン 7012401034841 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 中島　隆裕 － インターネット活用による賃貸業の生産性アップ事業

東京都 合同会社カインドネス 7010403016164 ポストコロナを見据えた非対面型不動産賃貸業ビジネスモデル

東京都 合同会社ｆｉｎｄ　ｙｏｕｒ　ｌｉｇｈｔ 4021003005071 オンライン就活時代に対応するＺＯＯＭ活用ＨＲ業ＥＣサイト制作

東京都 ＬＵＣＫＹ　ＹＯＵ（ラッキーユー） － 精神的安定と豊かさを得るセミナー等を非対面で提供

東京都 Ｓｋｙ．ｓ株式会社 5010401146469 正確な知識の普及と需要を生み出し、社会貢献を行う

東京都 株式会社シャルム 8012401011286 フェイスパック販売の新規事業による相乗効果

東京都 合同会社グランルート 1011403001483 自然食育アカデミーのオンライン型への転換事業

東京都 Ｗｉｎｇ行政書士事務所 － ホームページ作成による販路開拓及び書籍の共有

東京都 株式会社島津エンジニアリング 8120901041065 非対面での施工写真付き報告書作成・送信を可能にするアプリ開発

東京都 合同会社Ｎｏｗｈｅｒｅ 4010703004854 ①除菌清掃事業②クリーニング管理アプリ開発

東京都 Ｕ．Ｋトレーディング － 独自ＥＣサイト設立による円滑な購入システム

東京都 水産取引サポートオフィス本山 － ホームページ上の視聴集客＆ビジネスマッチング提案サイト化

東京都 合同会社ビズクラブ 7011003010615 非対面リモート研修の開催による利益アップ

東京都 ＩＮＡＳＥ － インバウンド依存からの脱却と非対面・リモートによる経営効率化

東京都 株式会社ジュネイ 7010401124043 ＴＨＥ　ＪＵＮＥＩ　ＨＯＴＥＬ　京都　御所西・京都

東京都 Ｆｒａｎｎａ株式会社 1011001110983 クリスマス事業：ブランド認知度を国内外で上げる取り組み

東京都 株式会社花想容 2011101047927 「家庭で楽しめる染色用機器の開発とウェブを利用した利用者の拡大」

東京都 （有）スペースプランニングＭＡＹＢＥ 8011802021332 ＺＯＯＭを活用した中小企業向け研修事業
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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

東京都 ＩＡＰＡＲＴＭＥＮＴ合同会社 4011003005972 小売ノウハウｗｅｂコンサルティングサービスの構築

東京都 株式会社ＴＲＡＤＥＣＲＥＡＴＥ 1010001093074 プロジェクトマネージャ評価システムの開発

東京都 合同会社ホワイトスノー 2010703002991 ＷＥＢページ開設による不動産リフォームの販路拡大

東京都 株式会社Ｌｉｖｅ　Ｌｉｆｅ 6010401125612 オンライン化による販売経路の確保

東京都 株式会社Ｒ　ｆｏｒ　Ｈ 8010001188000 豊洲市場直送のまぐろ他海産物の通販拠点設置事業

東京都 株式会社　創土社 9011201006090 電子書籍製作の強化

東京都 株式会社　ドリームインポケット 1010000082769 非対面型ビジネスモデルの構築

東京都 株式会社ＴＲＩＥＭ 9013301043930 新商品の開発とネット通販の販路拡大

東京都 株式会社アルテミオ 2011001114182 対面販売オンライン化とネット販売新システム導入

東京都 株式会社オドリバ 7010001203032 ホームページリニューアルで行動変容中の新規顧客を獲得

東京都
司法書士・行政書士オフィス・リーガルナ
レッジ

－ ＷＥＢを活用した完全非対面型相続サービス

東京都 株式会社　Ｇｏｏｄ　Ｔｈｉｎｇｓ 11001116753 ブランド事業のＥＣ強化

東京都 株式会社ワタヤコミュニティー 12301002754 バーチャルツアーよる非対面型接客並びにテレワーク環境の構築

東京都 ＨＣ株式会社 3010401085512 集合研修方式の講座からオンライン講座サービスへの転換

東京都 スマイル　半沢正光 － オンラインビジネスによる販路開拓と顧客サービス実施

東京都 ＭＯＮＮＡＣＡＮＰＡＮＹ － 在宅で受講できるオンラインストレスケア事業の仕組みづくり

東京都 きらぽカンパニー － オンライン面談による個人のキャリア形成支援事業

東京都 ＴＯＡＲＵ行政書士事務所 － 新たな業務として人脈とテレワーク機器を生かした入管業務

東京都 株式会社サンゴールド 3012401035835 インターネットを利活用した古物商ビジネスの展開

東京都 株式会社ＡＳＴＯ　Ａｓｉａ 1000155181 「外国人採用サポートサービス」Ｗｅｂマーケティング事業

東京都 株式会社宏隆 10001002691 「２０２０　コロナからの復活　東京オリンピックに備える事業」

東京都 株式会社オープンプラットフォーム 7011201015606 新型コロナウイルス徹底対策済み安心のコワーキングスペースへ

東京都 株式会社ティームーン 7011001132543 芸術家と資産家のＶＲ空間でのコンサル・マッチング業務。

東京都 池田商店 － 商品提起動画作成とクラウド電話導入

東京都 ピンポンパール － 飲食店向共同購入ネットショップの提供と配送業務請負

東京都 千田　愛 － セミナー内容の動画作成

東京都 株式会社Ｓｉｇｈｔｆｅｅｌｉｎｇ 1011001124570 世界の富裕層向けに日本の高級旅館をＰＲ・販路開拓

東京都 株式会社Ｃａｍｅｌｌｉａ　Ａ　Ｓｅｅｄ 4010601056709 在宅化が進む中、在宅時間を有意義にする食品通販サイト運営事業

東京都 株式会社ネクサージ 4010001197137 面接プロセスの効率化を図るためのＬＩＮＥボット開発

東京都 株式会社キークエスト 8013301042140 オンライン型ＷＥＢマーケティング教育スクール

東京都 株式会社麻布タマヤ 7010401074255 バーチャル内覧システムのオンライン化によるＷＥＢでの販路拡大

東京都 株式会社ＰＩＫＡＰＩＫＡ 7010501027468 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社リバーサイド 4011001111632 自社ホームページを構築して非対面式の動画配信サービスを提案

東京都 アーキュエイト － ＷＥＢサイト・ＬＰ制作・販促チラシ戦略で非対面型営業へ転換！

東京都 株式会社　サポートシステム 6010001139054 模擬試験採点システムの多様化プロジェクト

東京都 株式会社マイパックエステイト 8010001057601 外部催事に頼らない新たな販路の開拓
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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

東京都 株式会社ＬｅＭａｃａｒｏｎＹＵＫＡ． 3011001103952 トレンド料理ショート動画と実力派オンラインスクール２　本立構築

東京都
株式会社紀乃国屋データ＆コミュニケー
ション

5011001054748 既存データベースを活用した顧客開拓用オンラインサービス販売

東京都 有限会社　クライム 7011602003283 予防衣的なエプロンの開発とＷＥＢ販売等による収益の改善

東京都 株式会社新倉商會 10401021369 非対面型・在宅テレワーク対応の不動産販売ビジネス

東京都 株式会社ＳＩＰＯ 4013301031997 新規ＷＥＢサイト制作による新規販路開拓と生産性向上

東京都 株式会社Ｇｅｎｉｅ 3010901038093 セミナー集客と起業塾を非対面型で提供

東京都 大谷夏生 － ＩＴ　等を活用した不動産販路の拡大と非対面型ビジネスの新規開拓

東京都 スカイフィッシュ － ドローンの映像に特化した専用カメラ、システム導入

東京都 武田莉絵子 － オーガニックコスメ専門ＥＣサイト作成による販路拡大

東京都 株式会社　地方の宝物 8011101058225 ネットショップ本格参入と、安心満足度向上の店内改装　　【

東京都 株式会社　Ｋ‐ｃｏｍｐａｎｙ 6013301029073 非接触治療と自宅でセルフケアできる温熱マットの販売事業

東京都 株式会社Ｌａｕｇｈｓｔｙｌｅ 3030001116780 オンラインサロンとショップの新規開設による事業展開

東京都 株式会社メイクアンリミテッド 4010401114501 オンライン完結型企業メイクアップ研修・身だしなみ研修

東京都 株式会社エア―クラフトキャリア 2011001055014 ライヴ配信番組事業

東京都 株式会社パイプライン 5011101062444 ホワイトニング代理店事業広報サイト「プラチナムＧＥ」制作

東京都 株式会社Ａｍｏａ　Ｊａｐａｎ 5010401100558 オンライン配信の作成と広告による顧客様へのアプローチ構築

東京都 彩りプロジェクト － ソーシャルディスタンシングを戦略的に取り入れビジネスを革新

東京都 株式会社ダックビル 8011701019535 検温カメラを利用した現場作業者の管理システム開発

東京都 シェアビズＢｌｏｓｓｏｍ － イベントやセッションを紹介・販売するネットＴＶとＨＰの作成

東京都 株式会社グリット 5011101080272 障害者・認知症向け保険の対面販売から動画活用販売モデルへの転換

東京都 株式会社九石興業 9011001058068 新型コロナウイルス感染症収束後の販売促進・拡大事業

東京都 株式会社セームページ 240001044879 非対面型システム設計シュミレーションシステム構築事業

東京都 株式会社萌木 1010001190565 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 ハイブリッジホーム株式会社 2011001132399 事業遠隔化、新規顧客獲得に向けて取り組み

東京都 株式会社アルペ 6012401013937 国語に特化したオンライン講座を開設・宣伝する事業

東京都 うちさん － 省対応型の飲食サービス事業への転換

東京都 株式会社ＡｉｒＸ 5020001109791 需要が見込める顧客に対する効果的な販売促進施策

東京都 リズミカル株式会社 6011001115144 実店舗、個人商店が顧客に向けた、ツールの開発、拡販

東京都 ＨＡＳ株式会社 9010901039128 オンラインで全てが完結する　ＷＥＢ　構築と宣伝手法の改善

東京都 株式会社Ｍｏｖｅｍｅｎｔ 4013301040528 個人喫茶店の広告による客数増加

東京都 株式会社タッグ 4010401120581 Ｔａｇ７４３　あなたを笑顔に変える１着のテーラードジャケット

東京都 株式会社ｄｏｔ２ｏｎｅ 10601055339 テレワーク環境の整備

東京都 太野垣達也事務所 － ＨＰ開設による営業の非対面型化と販路開拓、および新商品開発

東京都 Ｂｉ　ＡｒａｋＡ＋ｉ － 完全個室でプロの美容機器を使って自身で自分を磨くお部屋の提供

東京都 マジェスティック － ホームページのスマホ対応サービス販促企画

東京都 株式会社ＲＡＶＩＰＡ 8013301041480 「美と食」の事業のインフラ一本化による生産性向上プロジェクト
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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

東京都 株式会社グリーンメゾン 6010901030634 不動産賃貸業の非対面型ビジネスモデルへの転換事業

東京都 鈴木健構造設計事務所 － 新型ウイルス感染症・五輪以降の多様な建築需要に応える技術拡充

東京都 株式会社東京精品館 3010001194580 ネットショップ構築による非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 たか・りら － 非対面型ビジネスであるオンラインを活用した教育事業の立ち上げ

東京都 株式会社カンナムドール 4011601023558 医師と患者の繋ぐ、ビデオカウンセリング事業

東京都 Ｄａｙｔ． － 内外装工事による販路開拓とテレワークによる技術・知識向上

東京都 株式会社ＷａｖｅＬａｂｏ 8100011868200 非対面受注サイトの製作によるテイクアウト強化

東京都 ＫＣＭＹ合同会社 2010903003501 ワークショップイベントの非対面型対応とコンテンツの通信販売

東京都 株式会社ティパクレア 5011001105088 非対面式で対応できるシステム導入と新規事業の立ち上げ

東京都 株式会社クレコ・ラボ 3010001118382 「木の紙」の新製造体制構築および新商品開発

東京都 株式会社版三 6010801027292 テレワーク化の実現による業務効率化の実現

東京都 株式会社ＫａｍＳｈａ 1011001113656
今後の海外展開と新型コロナウイルスの対策としての非対面型面談受付サ
イトページの制

東京都 株式会社ケリーアン 7011001054077 ブライダル業界に激震が走る三位一体ＢｔｏＣビジネス

東京都 有限会社ビットブルー 3011002033364 ＳＮＳ活用などによる目先需要の確実な確保

東京都 篠崎　義行 － ＷＥＢ利用のオンライン非対面型コンサルティング事業の本格化

東京都 株式会社コンセライズ 2010501043602 動画販売事業・動画制作コンサルティング事業

東京都 ドクターウエルネス株式会社 2011001027748 定期購買契約商品の通信販売拡大による売上と収益の安定化

東京都 キリィエドナ － 作業場に撮影スタジオを導入、商品動画で自社ＥＣサイトの強化

東京都 ＯＰＥＮＥＲ　Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ － 新型コロナウイルスの影響を受けづらいオンライン販売の強化施策

東京都 合同会社ひだまりサポート 6001003026960 Ｗｅｂ内覧ＨＰ・システム構築による販路開拓

東京都 合同会社Ｓａｍｐａｇｉｔａ 7011203001991 スイーツ、ケーキの非接触型デリバリー販路強化

東京都 株式会社クリーンサービス 7010601040214 インターネット活用による家事代行サービスの生産性アップ事業

東京都 ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ＴＥＮ － ＥＣサイトの制作　Ｙｏｕｔｕｂｅチャンネルの動画制作

東京都 エム・スティール株式会社 8010001176137 顧客対応オンライン化強化のためのウェブサイトリニューアル

東京都 Ａｔｌａｓ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ株式会社 9010403020263 Ｗｅｂ広告、新たな販促品の調達、配布

東京都 合同会社Ｏ｀ｓ建築設計事務所 4010903004976 自社ＨＰ作成による販路拡大と非対面システムの構築

東京都 ＩＳＢ　マーケティング株式会社 4011001098721 デジタルトランスフォーメーションの加速と販促推進

東京都 株式会社ｎｏｏｎ 3011001126235 ①システム開発受託の取引拡大②自社サービスの改善や販促

東京都 エヌタス株式会社 5011501020679 既存サービスに対する販路拡大と新規サービスにより新規販路開拓

東京都 ボヌール株式会社 4010701032213 ＰＲのプロ養成＆実践コミュニティ「ＰＲ大学」

東京都 株式会社廣田康之事務所 6010401064091 コンサル業の販路拡大及び自社リモートワーク化強化

東京都 八木愛実 － プレゼン動画作成・クラウド電話導入

東京都 八木一郎 － 動画によるサービス・商品の伝達とクラウド電話システム導入

東京都 エイチ・エイ・エム株式会社 6010401114623 レシピに頼らない自立家庭料理オンライン化計画

東京都 株式会社ｓｔａｍｐｓ 6013401007400 インターネットやＷＥＢを利用したテレ公演イベントの制作・開催

東京都 アキヤマスタジオ － ホームページリニューアル事業、リモート撮影設備構築事業
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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

東京都 株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ 2011801027501 顧客データを活用しオーダーメイドトリートメント材のＷＥＢ販売

東京都 チアーズ株式会社 4010001065888 オンラインを活用した、　新たな作家開拓に　よるネットショップ　の　強化

東京都 ｂｏｎｏｂｏ合同会社 3010903005281 ウラジオストクのおすすめ観光情報をお届けする旅サイト

東京都 焼きたてピザ９１０ － アフターコロナを美味しく彩る！ミニミニサイズピザの拡販計画！

東京都 株式会社アル・ワズン 3010001150773 リモート営業の加速化と国内製品開発により骨太企業への進化

東京都 ニックスジャパン株式会社 5010001025916 技術情報ＤＢサイト活用による営業拡大とＣＳによるシステムの高度化

東京都 株式会社コーモドドゥーエ 6010901023687 弊社取り扱いブランドのＰＲ活動をしオンライン販売に繋げる

東京都 株式会社ＯｐｅｎＦａｃｔｏｒｙ 2010901032551 自社店舗の非対面受注サイト「ＨａｐｐｙＰｒｉｎｔｅｒｓＦａｃｔｏｒｙ」の構築

東京都 合同会社スゴモン 2011003004745 オンライン販路開拓とネット販売システム構築にむけたＨＰの改善

東京都 リカバリ鍼灸院エビス － 免疫力アップダイエットコースのオンライン化事業

東京都 株式会社Ｖｉｃｏｖｉｃｏ 2011001064865 ＷＥＢマーケター育成の双方向型オンライン教材開発と集客事業

東京都 株式会社ディアトレード 1010501033323 店舗改装とスタジオ設備の新設による非対面型販売チャネルの創出

東京都 ブライトデイズ － オンラインでわかる！「未来が輝く片付け・生前整理」

東京都 アトレクト － 動物病院向け自社商品の営業サポートを目的としたホームページの作成

東京都 有限会社セレナ 4011802002055 建設業・不動産業での非対面型ビジネスモデルへの取組

東京都 浜崎正太郎 － 成約獲得ボイストレーニング動画講座パッケージの開発・販路開拓

東京都 株式会社谷口事務所 8010001022043 展覧会企画提案をネット使用によって新たなプレゼン方法を行う

東京都 レンタルＥＣ株式会社 11501025348 チャットボットを導入した非対面型顧客対応システム構築事業

東京都 株式会社Ｂｉｔｓｅｖｅｎ 9012401033858 タイ技術者育成＆テレワーク計画

東京都 株式会社スターリンクス 2011001103854 コロナウイルスからのＶ字回復のための宅配サービスと販促活動

東京都 和風堂々 － 『食のリアルとバーチャル』～ケータリングとオンライン料理教室～

東京都 アーティストリー＆アイ合同会社 3011003004562 ハワイアンジュエリーの国内外における販路開拓と供給体制構築

東京都 カレイドソリューションズ株式会社 3011101048742 研修のオンライン化を実現し、ブレンド型学習企業へと脱皮

東京都 株式会社輝京． 9010001202643 銀座のお店が仕掛ける銀座プリンのネット販売

東京都 株式会社カラーアンドデコ 4010401146759 非対面不動産オンライン商談ツール「ヴァ―チャルモデルルーム」

東京都 小川建装株式会社 3010101004136 地域の認知を得るウェブサイト新設とオンライン相談の仕組み作り

東京都 株式会社アウト・ジャパン 4010001169499 非対面ビジネスモデルの構築

東京都 株式会社Ａｌｉｃｅ 1010403020403 Ａｌｉｃｅ　ＡＩ・ＤＸ研究所

東京都 下北沢バルセブン － ＥＣサイトの制作

東京都 株式会社　Ｘａｎａｄｕ 2011001060591 映像配信スペース提供サービス

東京都 株式会社Ｍａｔｔｏ 9010901042123 ＡＩチャットボットを活用したアンケートサービスの販売促進

東京都 株式会社ｉｒｏｄｏｒｉ 8010901044946 サッカースクールにおけるオンラインレッスン及びサービス提供

東京都 株式会社エン・デザイン 5040001087202 テンプレート開発・テレワーク環境整備による受注量と顧客の拡大

東京都 ＭｉＱ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｄｉｅｔ － オンライントレーニング

東京都 エイジメディア株式会社 9010401128587 撮影を伴わずＣＧ等を活用したインターネット専用動画編集事業

東京都 有限会社活いか商店 1010102011562 活イカを生きたまま、一匹ずつ宅配輸送できるイカパックシステム
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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１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

東京都 株式会社道々楽者 9011301020974 『オリアル』を活用した卒業アルバム制作工程の非対面化対応

東京都 株式会社トランセント 2011001101478 オンライン会議システムを活用した米国バイヤーへのセールス戦略

東京都 株式会社ドリームクエスト 2011801025975 提携先に依存しない自社完結型のオンライン事業化

東京都 Ｄｉｓｃｏｖｅｒ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｃｈａｎｎｅｌ － 技術動画配信を活用し自社オリジナル製品を国内外に販売する事業

東京都 Ｌｉｆｅ　ｆｏｏｄ　ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ｅｔ　ｖｏｕｓ？ － 飲食店における店舗外でのＭｏｎｅｙＴｉｍｅの構築

東京都 Ｌ’ＡＺＵＲＥ株式会社 3011301020658 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社ＣＨＡＲＩＴＥＳ　ＪＡＰＡＮ 1010003020489 集客から決済までを完全非接触型のオンライン化する取り組み

東京都 吉武　亮 － 有料動画、コラムの配信、オンラインのプランニング相談

東京都 株式会社ＳＥＮＳＴＡＲ 2010401133924 有料動画、コラムの配信、テレビ通話でのトレーニング

東京都 株式会社アイランドマーケティング 5030001118528 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 合同会社ＦＡ技術サポートセンター 6010003030748 抗菌性マスク製造検査工程の自動化開発及び販売

東京都 株式会社ヒューマンキャピタル研究所 3010901010168 基礎能力検査のＷｅｂ対応商品の開発

東京都 ＳＵＮＢＯＸ － インターネットを利用した通販や宅配の新規売上の創出

東京都 合同会社ファン 3012803001402 潜在的な見込客の開拓及び積極的な営業を遠隔で行う事業

東京都 エムワン合同会社 7011503003556 新型コロナに影響を受けない新設発電所事業計画

東京都 株式会社クレシオ 5010801026915
クラウド型電話システム、テレワーク生産性向上ソフトウェアの販売事業立上
げ

東京都 株式会社マネーデザイン 6010001158574 ｗｅｂを徹底的に活用したマーケティング戦略の構築

東京都 株式会社スリーピーシーズ 2010701027818 複業時代を生き抜く「スキル？繋がり」のコミュニティサービス

東京都 公文式早宮東教室 － 非対面型オンライン学習

東京都
ヒューマンリソースイノベーション株式会
社

1010401135491 ハイスキル人材と中小企業との「非接触＆非対面サービス」の実現

東京都 株式会社ビジョナリー・デザイン 8010401129611 太陽光発電サービスにおけるＷＥＢサイト制作と地域経済活性化

東京都 Ｋ．Ｗａｔａｎａｂｅ． － 新規仕入先確保と販売サイト構築による売上拡大事業

東京都 株式会社ロングリバー サプライチェーンの毀損への対応

東京都 有限会社　月島太郎本舗 5010002045293 月島もんじゃソース焼きそばご当地化に向けての営業戦略

東京都 ２２ＣＡＦＥ － ライブ配信事業による新たな収益手段の獲得と経営の安定化

東京都 株式会社マユアンドコー 2010901039316 ハーブピーリングとドライヘッドスパの施術技術のオンライン講座

東京都 株式会社フロロ 1011301016113 非対面型ディスプレイによるサプライチェーン拡大計画

東京都 カットスタジオ２４６ － 新聞折込チラシ広告による集客・非対面による安全型への転換

東京都 株式会社ｏｌｄｗａｙ 8011101080815 開発した免疫力を高めるコース料理を発展・広めるための設備

東京都 株式会社アルテミシア 3011301017423 リハビリ動画配信と非接触型営業システム、業務改善システム導入

東京都 株式会社ファーストレート 7010901033207 ＬＥＡＲＮ　ａｔ　ＨＯＭＥ　動画配信スタジオ構築計画

東京都 株式会社ＣＵＯＲＥ　ＪＡＰＡＮ 8010501033085 コロナ感染症対策の光触媒施工に関するＷＥＢ　受注システム構築事業

東京都 合同会社ウィル４５ 6010103000659 テレワークによる事業効率化および健康事業の重点化

東京都 ダブリュエー － 美容業界２．０　コンサルティング

東京都 竹澤　桂子 － サプライチェーンの毀損への対応

東京都 Ｇｒｅｇｏｒ － 生ビール等のテイクアウト、通信販売による販路開拓
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東京都 株式会社ＤＥＲＯＲＵ 8011001124011 アスリート向け「Ｙｏｕｔｕｂｅ」制作の集客サイト（リニューアル）

東京都 株式会社イートイズ 7010001199824 おしゃべり会オンライン教育事業の開始

東京都 ワイアールエム株式会社 1011801036577 既存ＥＣサイトの改良およびＷＥＢ広告の実施

東京都 有限会社中村鉄工ガラス機工 1010602007085 ガラス加工機械の製造会社が仕掛けるコンシューマー施策

東京都 ＦＯＯＤ　ＱＵＥＳＴ株式会社 1011401021021 商品開発と新ブランドを構築し、ＳＮＳを活用した販路拡大事業

東京都 ライフコーチサービス － 遠隔セミナーの実施及び動画教材の作成

東京都 ｉｌｌ（イル） － サプライチェーンの変革と人員削減による高効率化

東京都 有限会社松本製麺所 9013302009311 ＨＰ、ＥＣ　サイトを開設し　ＢｔｏＣ　向け新規販路拡大へ取り組む。

東京都 株式会社ロードマップ 9013301032512 バッググラウンドチェック（背景調査）の自動化

東京都 株式会社にほん 5020001206689 就職活動・レッスン提供のオンラインサービス構築

東京都 株式会社Ｃｈａｍｅｌｅｏｎ＆Ｃｏ． 1010401099431 Ｆａｒｍ／Ｓｅａ　ｔｏ　Ｔａｂｌｅ　～生産者から食卓へ～

東京都 株式会社和と輪 7011401019035 サプライチェーンの毀損への対応を踏まえた研究開発

東京都 有限会社　マツハシ 9010602005255 オムツカバー等の生産性効率化の為、自動縫付ミシンの設備導入

東京都 パーシモン － 食品ロスの少ないカキ氷のテイクアウトでコロナを乗り切る事業

東京都 増田藍 － 日常をデザインする新習慣の製品開発

東京都 株式会社スリーワイズエデュケーションズ 3011801029331 わせスタ☆オンライン

東京都 株式会社サンライズ 3010001204348 中小企業向けＩＴを活用した資金繰り支援

東京都 有限会社椿建築デザイン研究所 3011502003899 オンライン日本文化ワークショップ「伝統と革新」

東京都 株式会社開運不動産 1013301044201 ＹｏｕＴｕｂｅ　動画による運気の増加

東京都 ソダテキカク － オンライン情報発信による認知度向上・収益増

東京都 シンシアエステート － 屋根太陽光設置による環境に優しい住まいの提供計画

東京都 株式会社ファイド 9012701011836 生産後のフルフィルメント作業を中国から日本の倉庫へ移行

東京都 スタジオフォトファーム － フォトとアートでパソコン周りをほっと計画

東京都 えん株式会社 4013301037400 オンライン型婚活推進事業

東京都 合同会社ＴＡ－ＷＡ 4012803000700 安定してワインを供給するための冷房設備機器の導入

東京都 シーユーレイター － オンライン接客サービスを活用したアパレルウェア販売

東京都 株式会社エープラス 8010901031176 ＥＣサイト立上と新商品開拓

東京都 株式会社大和靴店 3010101030055 ネット販売システムの構築と３Ｄ足型計測器の導入

東京都 株式会社Ｌｕａｎａ 5010101009117 ネイル座席空間確保の為エステ個室解体工事

東京都 株式会社エコポーター 6011801029964 ＨＰ開設・フロン回収事業。

東京都 細木税理士事務所 － ＷＥＢを活用した新規顧客販路及び従業員のテレワーク方法

東京都 株式会社カムリ 3010001172917 オンラインビジネス転換による販路開拓と顧客サービスの実施

東京都 丹波貿易株式会社 1011501002854 ＥＣモールへの出店に伴う、新たな販路開拓の取り組み

東京都 株式会社Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｊａｐａｎ 1010501032845 ＥＣサイトの立ち上げによる販売のオムニチャネル化

東京都 株式会社インセンス 3011501024698 営業活動における非対面型ビジネスモデルへの転換と新規販路開拓

東京都 株式会社ＴＥＰ 4010001115882 来店不要。集客から契約までの非対面仲介サービスの提供
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東京都 株式会社徳豊 3010001178435 国内需要拡大による広告、増室（客室内装）

東京都 株式会社マジカルハートビート 9011001096324 オンラインコミュニケーション研修のコンテンツ配信

東京都 株式会社ＲｏｕｎｄＴａｂｌｅ 5010601051238 リモートモノコト体験サービス

東京都 有限会社ソーシャルキャピタル 4010902021709 Ｔａｍａｇａｗａ　Ｂａｓｅ卓球上達オンラインプログラム

東京都 蹄跡 － 遠隔地であってもコミュニケーションをとれる環境の構築

東京都 カウンセリングルーム　メンタルアップ － 新商品開発、非対面型ビジネスの推進とネット広告による新規集客

東京都 株式会社ＨＩＲＯＢＡ 7010901029527 リモートでの映像制作とホームページ改良による新規顧客開拓

東京都 アトラクティヴ株式会社 4010401099098 「ＶＲプレゼンテーションシステム」開発による販路開拓

東京都 ＲＪサポート － 仕入の非対面化及び、新規販路として韓国語ＥＣモールの作成

東京都 美崎　珠莉 － 未病・不定愁訴に起因する就業困難者のオンライン支援強化

東京都 株式会社Ｈａｐｐｙ　Ｓｗｅｅｔｓ　Ｊａｐａｎ 9010901042577 オンラインお菓子教室～はかりのいらないお菓子作り～の構築

東京都 株式会社ウェルフィット 8010001180221 美容商材の開発・自社製品化とオンライン販売

東京都 合同会社スタンドエステート 1010703002984 非対面型での入居者希望者の内覧及び入居申込の仕組み構築

東京都 株式会社アリアンサ 6010101008209 ドレス試着等のオンライン接客システム及び抗ウイルス素材のマスク製作

東京都 ＮＯＡＫ　ＨＡＩＲ － サプライチェーンの毀損への対応

東京都 トップブランディング株株式会社 9010001140323 新たなテレワーク商品をパッケージ販売するＷＥＢサイト（リニューアル）

東京都 Ｊ－ｆｌｏｗ（ジェイ・フロー） － ＩＴによる音楽レッスンの相互配信やセッションライブ配信

東京都 株式会社授業学研究所 7010501028978 オンラインによる授業研修　～だれでもどこでも授業学研修～

東京都 早川社会保険労務士事務所 － 社労士事務所における電子化および広報活動の強化

東京都 株式会社ｉｃＨｉＲｉ オンライン営業体制の構築

東京都 株式会社ハイナイン 3011001067041 「ＥＣサイトの立ち上げ」

東京都 有限会社菊池商店 4010602010334 通販による売上安定化に向けたＤＭカタログやＥコマースの強化

東京都 谷口　一樹 － オンラインフィットネス

東京都 木村　剛 － 顧客の導線設計と誘導を担うオンラインサイトお構築

東京都 有限会社峡西商事 6011102003677 テイクアウト・宅配事業開始に伴った、新たな販路開拓の取り組み

東京都 プライベートサロンラシュール － 自社化粧品開発による販路開拓と「おうちエステ」の顧客獲得

東京都 ゆうらホールディングス株式会社 1010001177273 伝統的工芸品の良さを国内外消費者へ販路拡大を図る

東京都 合同会社フクタ 5010003030583 【事業名①：非対面での物件内覧システムの構築】

東京都 手づくり文具雑貨工房 － 店舗改装と展示会出展で新規顧客獲得の試み

東京都 株式会社カッコイイ大人 1010701027851 対面型及び紹介型の販路から非対面型販路開拓のためのＷＥＢ集客等

東京都 ＴｒａｎｓＡＴＴ合同会社 9013303004906 非接触生活時代に生き残りをかけたエステサロン新サービスの開発

東京都 株式会社フードエナジー 2010401076850 サプライチェーンの毀損への対応

東京都 株式会社　ダイス　コミュニケーション 3010001098088 マスクはファッションのひとつになる。新素材「ＢＲＥＥＺＥ　ＦＲＥＥ」を採用した

東京都 株式会社ＬＵＸＥＬＵＳ 1011501024766 新規取引先開拓による新商品開発とＥＣサイトの販路拡大事業

東京都 株式会社エフェクト 4010601017289 ネット通販新規開拓事業

東京都 株式会社オインクゲームズ 1010901026579 自社ボードゲームのオンラインショップの開設およびＰＲ
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東京都 株式会社アッパーフィールド 4010401136669 高度人材紹介をＩＴを活用したマーケティング、マッチングで実施

東京都 株式会社ｎａｎｄｅｍｏ 2013301041973 ラクロスのＥＣサイト制作における地域創生と地域経済活性化

東京都 合同会社増山大建築研究所 4040003001649 宅建業及び建築コンサル業に係る非対面及びテレワーク化事業

東京都 有限会社池清 9011802000517 夏場に強い新規メニューの開発とデリバリーの開始

東京都 セリーン株式会社 6010401015994 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 マーケティングセバスチャン株式会社 8013201013704 ＨＰの改修と案件受注の自動化、展示会における販促活動

東京都 藤原実税理士事務所 － 動画配信による中小企業の管理部門効率化サービス開発・販路拡大

東京都 ＣｏｍＰｏｗｅｒ株式会社 7020001095774 ウェブセミナーを起点とした新規顧客の獲得プロジェクト

東京都 ＢＩＡＮＣＯ － 感染症対策を実施しての事業継続及び事業強化の改善

東京都 長谷川事務所 － “チャレンジ３１”食生活改善オンラインティーチャー

東京都 株式会社エーワンテクニカ 9011801000591 インターネット販売サイト制作・運営・広告

東京都 バディーズ株式会社 7010401106165 電子メールを活用した非対面型の新規販路開拓

東京都 ユックリとチイサイ － 自社ホームページのリニューアル・ネットショップの開設

東京都 物販じゃぱん株式会社 4013401007204 サプライチェーン回復を見据えた新商品予約受付のための販路開拓

東京都 グローバルヒューマンリソース株式会社 1010401119338 非対面でのコンサルティングサービスを開始し中国新規販路開拓

東京都 株式会社シェークスピア 3011101051060 オンラインカジノゲーム体験・オンラインカジノディーラー体験

東京都 株式会社シンク 9010001150719 スポーツにＬＩＮＥを活用する非対面サービスの販路開拓

東京都 株式会社アシーマ 5013201013351 コロナ時代の新規顧客獲得・既存顧客受注拡大に向けた販路開拓

東京都 株式会社青春時代 4011101010899 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社グローバルマーケティング 8011001133037 非対面営業による広告運用代行受注のための販路開拓システム導入

東京都 株式会社ジョッシュ 7010001083887 ＥＣを含めたサイトの刷新及び開設、新規のニッチなマーケット開拓

東京都 白井アセットマネジメント株式会社 2010401119675 高収益物件の追加取得（サプライチェーン棄損への対応）

東京都 株式会社エワルエージェント 5010401139927 動画制作によるメディアコンテンツ強化と営業業務のオンライン化

東京都 Ｂａｎｂｉｎａ　Ｎａｉｌ － 物販、動画配信、出張ネイルのためのＨＰ作成

東京都 株式会社カラーズ 4010601051049 介護分野に特化した特定技能外国人人材紹介事業で販路拡大する

東京都 合同会社バリューマーケティング 5010603007320 物販業者向け遠隔コンサルティング・研修事業

東京都 植野勧事務所 － 抗ウイルス・コーティングの非対面募集事業

東京都 株式会社ＥＮＧＬＯＢＡＬ 9011001106958 ＥＣ　サイト構築による酵素のＢｔｏＢ、ＢｔｏＣ　向け海外販売

東京都 株式会社大人ウェディング 2120001142686 ウェディングドレス選びと相談の非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 澤谷　夏樹 － ホーム・オフィスの図書館化

東京都 有限会社シー・オー・シー 8011102017733 スマートフォンで注文するモバイルオーダーへの業態転換

東京都 株式会社コンプリート 8011101038788 新型研磨機導入による新サービスの提供

東京都 株式会社並木海苔店 5010801008830 非対面型ビジネスモデルの転換のための販促動画とカタログ制作

東京都 株式会社アースソリューション 1010601037653 遠隔でもコーチング手法で介護事業所経営をサポートする取組み

東京都 株式会社ウルトラＣ 9013101005627 Ｗｅｂサイト作成とＥＣサイトの開設による販売促進と新規顧客駒拓

東京都 有限会社ベアーシステム 2200002004134 インターネットモールを利用した仏壇・仏具の販売事業
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東京都 株式会社グランドツー 6180001069854 支援情報マッチングシステム　情報の泉

東京都 株式会社防災ログ 8010001177374 防災セミナーオンライン配信による非対面型モデルの構築

東京都 高野智弘 － 物件ホームページ作成による認知度、募集営業力の強化。

東京都 ガンジューヤ － キッチンカーによる移動販売

東京都 東京修理センター － 店舗のブランディングＵＰ

東京都 井山　永一郎 － 撮影は顧客がおこない、映像制作全てを非対面型で完結する事業

東京都 株式会社Ｌｕｃｋｎｅｓｓ 9011101084443 インターネットショッピングサイト

東京都 株式会社Ｓｈｅｒｌｏｃｋ 5010001186023 缶詰のネット販売システムの構築

東京都 合同会社Ｌａｃｒｏｓｓｅ．Ｔｏｋｙｏ 4012403004052 ＥＣサイトでの新規顧客獲得と固定客化事業

東京都 吉村行政書士事務所 － ビデオ通話による法務相談の実施

東京都 株式会社アルファ 7010401069016 オリジナルデザインマスクの企画・製作＋販路拡大

東京都
コスメティック・ハラル＆オーガニック株式
会社

12401036324 新たな商品企画とオンライン上での販路開拓のための取り組み

東京都 ラスールデザインオフィス － ファッションマスクブランド発足とＥＣサイト構築による販路開拓

東京都 小林　景子 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 クールジャパン株式会社 5010401131371 アートのオンライン化「ネットアート」強化事業

東京都 株式会社ｍａｍａ　ｓａｉｄ 8010701027004 女性向けの薄毛ケアをオンラインで提供するためのＷＥＢ環境整備

東京都 株式会社ビリオンセラー 7011101083843 販路拡大ならびに新規商品の開発宣伝、既存の販路維持

東京都 大友中小企業診断士事務所 － 非対面型のコンサルティングへとシフトするためのツール開発

東京都 木村 － 暮らし、生き方を変える照明デザイン

東京都 アトリエ　イイイ － 書籍出版事業の販路開拓：大型書店、ＥＣサイト、海外書店

東京都 株式会社ＮＴＵ設計室 3012401030084 今後の環境変化に対応するオンライン・テレワーク環境整備事業

東京都 東京蔵屋敷 － 移動販売車を活用した“商品の良さ”と“ＥＣ”のＰＲ　事業

東京都 株式会社大五商会 4010001021858 コロナに打ち勝つ働き方改革

東京都 株式会社ジャップジェニック 7010501025389 布製マスクの市場形成への貢献及びその販路の開拓

東京都 ＮａｉｌＳａｌｏｎ　Ｒａｆｆｅｍ － ネイリスト育成のためのオンライン個別レッスンの実現

東京都 わたし宝石株式会社 9011001130974 オーガニックダイヤモンドをＤｔｏＣ事業へ提供する

東京都 三原色絵画クラブ － 自宅で学べる『アートセラピー習得プログラムＤＶＤ』の販路開拓

東京都 株式会社ロードフロンティア 4050001019989 ビジネススクールとセミナー事業のオンラインへの転換

東京都 株式会社社会起業家パートナーズ 8010001156865 ｗｉｔｈコロナの働き方改革における受付・会計の非接触事業

東京都 株式会社ティーエス 2010601043411 クラウド型テレワーク導入支援サービス紹介ＷＥＢサイト（リニューアル）

東京都 株式会社佐山経済研究所 1010601029700 オンライントレーニングおよびコンサルティングとＨＰ　での集客

東京都 ＳＡＱ　ＬｉＦＥ合同会社 3011003006451 Ｗｅｂ化による業務効率化・営業非対面化、ＳＮＳ集客で販路拡大

東京都 株式会社ＦＩＲＳＴ　ＡＩＲＬＩＮＥＳ 8013301045168 販路拡大・既存顧客の再来促進への施策と業態変更への取り組み

東京都 ダブ（ジャム） － 無観客動画配信業務の企画提案運用

東京都 株式会社フォーハート 7012401015718 オンラインレッスンの開講と集客、感染予防対策した教室運営

東京都 ＯＬＡＳ合同会社 3010003027086 完全非対面型　２４時間対応　受付ロッカー設置
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東京都 Ｍａｒｋ＇ｓ＆Ｃｏ．合同会社 5010403009715 「南沢奈央」ホームページのリニューアル（ビジネス領域追加）

東京都 株式会社ラストワンマイル 3013300331536 リアル　ｔｏオンライン中継／交流スペースへの転換事業

東京都 モノコーポレーション株式会社 5011601021494 テレワークを活用した新商品開発及び広告を活用した販売促進事業

東京都 株式会社ｗｉｔｈｄｏｇ．ｊｐ 7012401025857 「ペットを迎える方にプロが付きそう『つきそい』サービス」

東京都 クレスト株式会社 7010501045478 テレワーク対応販売管理システムの導入と新商品の試作開発

東京都 ＬＩＦＥＥ － Ｗｅｂ広告による非対面型販路強化と新商品開発

東京都 ＣＨＡＬＩ２ＤＡＮＣＥ － ダンスレッスンオンライン化、アパレルオンライン販売参入

東京都 ｓｏｂａ＆ｂａｒコゲボン － おつまみ／お弁当テイクアウト、デリバリー事業

東京都 舟木和俊 － オーダーメイドバンライフ仕様車のＨＰ及びパンフレット制作

東京都 株式会社栗金団 4010001178194 親族・従業員承継の後継者向けオンライン教育サービスの集客事業

東京都 有料自習室ＣＵＢＥ － ＹＯＵＴＵＢＥ動画を利用したＷＥＢ内覧会及び新型コロナ対策

東京都 ヴァルアップテクノロジ株式会社 1010001113732 自社によるスマートフォン／ＶＲアプリの開発

東京都 合同会社Ｂｏｔｓｃｈａｆｔ 6010903004578 動画配信による商品説明と通販サイトへの誘導

東京都 田辺詠子 － 物販の事業での新規事業開拓・オンライン化

東京都 合同会社ハイエフィカシー 7010003027017 インターネット広告

東京都 らく塾 － 「ＧＳＲ６週間オンラインコース」の開発・販路開拓

東京都 株式会社ガイア 6010900041417 非対面型オンラインにおけるコロナ対策商材の販売

東京都 ｆｅｒｍａｔａ株式会社 4010701038383 ＥＣサイトのＵＩ　／ＵＸ向上、及び、提供情報コンテンツの充実化

東京都 株式会社リオ 5010001114388 テレビメディアとネット通販を連携プロモーション

東京都 オーシャンパラリーマンズ － ＳＮＳビジネスモデルの確立

東京都 トータル幸せアドバイザー － オンラインにおけるカウンセリング事業

東京都 株式会社ＺＹＸＧＥＲ 7020001089685 非対面コンサルティングと動画活用によるマーケティング戦略

東京都 合同会社ＴＵＭＵＧＵ 2030003013688 対面せずに売上を上昇される為美容師向けて自社製品ニットの販売

東京都 有限会社サステイナブル・デザイン 9010902025424 非対面で事業継続するための業務遂行・営業活動のオンライン化

東京都 株式会社ハレルヤ 10001154580 出張料理人養成スクールのオンライン化

東京都 Ｓｐｏｏｎｎｏ神楽坂 － 鍼灸師によるオンラインカウンセリングとＥＣ販売強化策

東京都 合同会社ソレイユ 8010003027528 遠方から引越しする人が新居賃貸の物件を動画で確認できる仕組み

東京都 株式会社ウィーバー 8140001108762 ＥＣ販売を活用したブランド支援事業と地方及び海外での顧客開拓

東京都 株式会社すごい改善 1010901027107 ３５万部著者による　Ｅｘｃｅｌ　セミナーの低価格サブスクリプショ　ンモデル化

東京都
表参道鍼灸マッサージ治療室自然なから
だ

－ オンライン健康情報サービスの販売とブランド構築

東京都 ＢＲＧ － ハウスクリーニング事業『ＢＲＧ』公式サイト開設

東京都 Ｈａｎｅｄａ　Ａｉｒｐｏｒｔ　Ｇｕｅｓｔ　ｈｏｕｓｅ － 日本の名産品をネットで販売！ゲストハウス存続へ売上増加計画！

東京都 株式会社シャイン総研 8010001145736 リモートによる「オンライン財務改善」支援事業

東京都 合同会社リッツ 9011803003436 ①予約サイトの多角化　②無人経営の強化

東京都 株式会社バルーンバスターズ 2010401148542 分かりやすい「動画」による新規販路開拓と生産性向上

東京都 宮越友希 － テレワーク環境の整備
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東京都 株式会社Ｅｎｔｈｅｎａ 9010501040956 インターネットショップ『Ｒｉｎｅｒｖａ（リネルヴァ）』の開設

東京都 合同会社リンガフランカ 1010903002850 自社スタジオ貸し出し運用時の非対面化による需要拡大

東京都 エーディーエス － 非対面で行う企業ツール制作

東京都 Ｋ．ＴＡＫＡＳＨＩコンサルティング株式会社 10401141150 ウェブ媒体での広告による新規集客強化事業

東京都 有限会社アクスト 4010502020367 靴職人が作る足を育てる知育ファーストシューズのオンライン通販

東京都 カトウカンパニーズ － ウィズ・コロナ時代に、映像を活用した新たな販売促進を提案する。

東京都 未来予報株式会社 4010001178649 未来を構想するためのイベント・勉強会・ワークショップのオンライン開催

東京都 株式会社アストラ 4010101009159 ビル照明設備のリニューアル工事及び賃貸住宅の館銘板設置工事

東京都 株式会社３ＬＤＫ， 9012401024535 若者向けジュエリーＥＣショップオープン

東京都 株式会社オパルス 5011101068037 レンタルスタジオの非対面対応へ向けた取組

東京都 葵プラクティス株式会社 3011601015300 「オンライン痛み相談」の導入と最適化のためのＷＥＢサイト再構築

東京都 株式会社シ―ティージー 2010401143188 メディアページの付加価値向上と広告配信顧客へのアプローチ強化

東京都 株式会社ＶＡＧ 7010401150980 ＦＲＰ業界特化型　ビジネスマッチング事業

東京都 有限会社ドゥポワソン 7011002034350 ＨＰ等の改善によるジュエリーのオンライン接客販売の周知拡大

東京都 Ｂａｒ　ＣＳ － Ｙｏｕｔｕｂｅ用スタジオとしても使える個室カラオケバー

東京都 株式会社ヴィアス 9010001194740 インターネットを活用した非対面での不動産物件の紹介の実施。

東京都 膣美人Ｌｅｓｓｏｎ － 膣美人Ｌｅｓｓｏｎ非対面型ビジネス転換＆テレワーク環境整備

東京都 三宅マーケティング事務所 － 企業コンサルティングの非対面転換およびオンライン商材開発事業

東京都 株式会社Ａｎｙｌｏｇ 2110001033102 男性化粧品事業

東京都 照井　資規 － アニメ動画制作による新規販路開拓と生産性向上

東京都 合同会社ストーリーマネジメント 5010403015911 中小企業に特化した、広報ＰＲ塾のオンライン化

東京都 ベルーガ株式会社 6010001151554 対面型から非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社グランブルー 7010401089922 サプライチェーンの毀損への対応

東京都 株式会社サンサホ 4030001100164 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社クレストプロモーション 9011301016064 所属タレントホームページ作成による非対面型営業事業

東京都 リブシアラボ － 宿泊事業における非対面推進とテレワーク需要の取込

東京都 株式会社ＬＴＶマーケティング 9010601052661 オンライン集客コンサルティング・レッスン事業

東京都 株式会社ミルプラトー 2011601020895 オンライン商談に特化した動画ライブ配信システムの開発

東京都 合同会社音と生活 2011203003167 オンラインセッション及び物販ホームページ等の整備

東京都 株式会社ＭＣプランニング 4013301027467 非接触型テレワーク方式ビジネススキーム構築事業

東京都 ＴＲＥＡＴ － ランニング愛好者の為の家の中でできるオンライントレーニング

東京都 株式会社ＦＥＬＬＯＷＳ 4050001024873 ＷＥＢ　を使った新たな顧客層の開拓と非対面型ビジネスの確率

東京都 エイチプラスパートナーズ株式会社 5010901028803 ＳＮＳと紙媒体を活用した非対面での新規開拓・ロイヤリティ向上

東京都 株式会社Ｗｅ　Ｃａｒｅ　Ｊａｐａｎ 3010001187709 高齢者向け高満足度施設紹介サービスの非対面提供による販路拡大

東京都
株式会社インターナショナル・リク　ルート
メント・ジャパン

1011101041162 職業紹介事業における、求人・求職者の非対面での獲得手法の確立

東京都 Ｎｏｔ　ｏｎｅ　株式会社 6010501039910 安心安全なお店づくりと自慢料理の通販事業の開始
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東京都 ａｎｄ　Ｎｅａｒ合同会社 9011103009092 他に依存しない仕組み作りによる徹底的な経費削減と新規顧客獲得

東京都 有限会社大久保増田屋 4012302008550 新機能エアコン導入と出前＆テイクアウトの宣伝活動の強化

東京都 宝石小町 － 宅配専用サイトを使ったジュエリー修理・リフォーム・買取システムの構築

東京都 合同会社ゲッコー 7010703004356 トランクルーム賃貸業の非対面型ビジネスモデルへの転換事業

東京都 株式会社ＨＡＮＤＥＮ 10001167010 室内コーティング剤及びスプレー商品のオンライン販路体制の拡充

東京都 ＢＡＲ＆ＣＡＦＥ　ｃｈｅｚ　ｍｏｉ － ＥＣサイトやＰＲサイトＰＲ動画を利用した新規売上の創出

東京都 有限会社ブルーウェイ 3012302008147 テレワークで利用できる現場クラウド型利益管理システムの試作

東京都 三代目だるま鮨 － 新販路の開拓及び、コロナ後の店頭集客強化

東京都 アイ・メディカ株式会社 4011001056282 新規事業のスタートとオンライン授業のオンライン広告の強化

東京都 立花建設森本諒至 － ホームページ制作及び会員登録モジュール制作による新規顧客獲得

東京都 代々木上原腰痛整体院ｍａｏＲｉ － 「オンライン整体」フィジカルブートキャンプ

東京都 株式会社ｅａｒｔｈ 5010001085464 老人ホーム仲介サイト新規構築と介護施設向け採用支援の事業化

東京都 株式会社ゴーストレイト 4011101043800 店舗運営近代化事業

東京都 ＧＬＯＷ － 地域密着サロンでリピート８０％越え！新たな新規層獲得を目指す

東京都 ナレッジ・プログラミングスクール － オンライン授業の教材動画化、タイピングアプリ開発

東京都 株式会社アーツエイハン 5011101034922 非対面型のリモート映像制作サービス用システム開発

東京都 コウワエンタープライズ有限会社 1012702010381 ホームケア商品の非対面型自動販売

東京都 株式会社サキュレ 3010001116188 動画コンテンツおよび新商品開発事業

東京都 株式会社実践クラウド 5013401007319 オンライン商流強化プロジェクト

東京都 五十嵐　早紀 － 非対面で全国の個人に提供できるコーチング・オンラインスクール

東京都 株式会社ウッズ・コーポレーション 4010401078804 Ｗｅｂマーケティング人材の育成と新規インターネット販売事業

東京都 ヘアサロンＷＥＥＤ － ホームページ制作による新規顧客獲得とテレワーク導入計画

東京都 Ｎｏｉｒ　Ｒｉｃｈｅ － リモートビューティサロン＆レッスン

東京都 株式会社１０ＤＯ 9013301031076 『コロナウイルス対策を施した非対面型飲食店の事業モデル構築』

東京都 株式会社プレ・システム・クリエイト 9013301010798 取引企業及び協力組織に対するコミュニケーション手段強化

東京都 西村　幸大 － 写真編集設定のプリセットを販売するＥＣサイトの開

東京都 株式会社ＷｅａｌｔｈＬｅａｄ 5010401132337 プロモーションから商談までプロセス全体のオンライン化

東京都 Ｅｎｔｉｍ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ － 個人事業主のためのオンライン税務サービス

東京都 土井経営事務所 － ウェブサイト新設による経営コンサルタントへの業態転換の加速

東京都 株式会社ＳＮＣ 1010901035836 ココの台所のホームページ制作

東京都 空狐堂 － ＥＣサイト設立計画

東京都 田中　さやか － オンラインによるメイクレッスン、カラー診断、ショッピング同行

東京都 株式会社ＦＢＣ 8013301026218 特許４６１９５８２号を活用した「空間に絵を描く刀」の開発

東京都 株式会社ＤＩＥＴＡ麻布十番 9010401145987 パーソナルトレーナーコンシェルジュ＋オンライントレーニング

東京都 株式会社ディック 7010601038282 抗菌処理事業の認知拡大とオンライン商談への導線確保

東京都 久保木　梢江 － オンラインヨガ、ピラティスレッスン
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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

東京都 株式会社ニッセイアクティブジャパン 6010901022318 非対面型手法で販売効率アップとＤＸ

東京都 株式会社トラベルワークス 5010001186915 ＷＥＢ　サイトを活用した新規顧客獲得とオンライン対応事業

東京都 Ｉｎｓｉｇｈｔ　Ｆｏｒｅｓｔ － Ｅ　コマースとプロモーションの組み合わせによるゴルフ関連用品の販売

東京都 アイディーテンジャパン株式会社 8013201017060 オンライン蔵ヴィジティング　／　酒テイスティング整備事業

東京都 ＦＵＮＦＡＭ株式会社 3030001084103 ＳＮＳと連携して行う竹食器のオンライン販売事業

東京都 ぜんき整体院 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社ＶＥＲＯＭＡＮ 1011001107294 大手ＥＣサイトへの販路の拡大とＡＳＰ（ＳａａＳ）システムの導入

東京都 株式会社ゼスタス 9010001101440 会話形式で問い合わせができるサイトの制作

東京都 ユーエフケー － 非対面形式での入居者募集活動・契約・管理体制の構築

東京都 有限会社日米コーナー 7010002013249 新たに「イタリアン食材の通販及び料理動画配信」サイトの構築

東京都 合同会社雄飛企画 9012403002662 オンラインでの合同相談会開催で、受験生と学校を繋ぐ！

東京都 Ｓｔａｒ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ － 運用・保守を前提としたホームページ制作の経営効率化

東京都 ＹＵＢＵ　ＣＡＭＰ（Ｙｕｂｕ　株式会社） 1010401100355 オンラインレッスン事業化

東京都 株式会社パールスタイル 6010001103357 オンラインを活用した在宅高齢者食事栄養ケア促進事業

東京都
株式会社フェアトレードコットンイニシア
ティブ

3010001160343 製品加工工程の国内化による在庫確保及び非対面販売の拡大

東京都 坂田社会保険労務士事務所 － オンライン商談システムを活用した助成金サポート強化事業

東京都 合同会社ＰＬＵＳ　ＧＥＡＲ 3010903004300 音楽家の非対面型レコーディングを実現するサービスＭｙＳｅｌｆ

東京都 整体院　人の手 － 新たな「オンライン施術、カウンセリング」ＷＥＢサイト（リニューアル）

東京都 株式会社ＳＨＩＲＯＢＡＣＯ 6430001065563 自社ＥＣサイトの立ち上げによる、国内外への販路拡大事業

東京都 野田啓介 － オンラインサロン、本出版、コンサル事業

東京都 セルファクト株式会社 8010001147996 人材育成研修とメンタルカウンセリングのオンライン化

東京都 合同会社　モーションプラン 2010903001975 日本人宿泊客のための改装と障がい者ＧＨ用賃貸事業への新規展開

東京都 株式会社ミヨシ 3010001030208 あらたな時代のニーズに対応可能な高付加価値サービスの実現

東京都 株式会社　Ｍｉｎｅｒｖａ 8011001127377 ホームページ、ランディングページ制作

東京都 株式会社ＵＥＮマネージメント 8013201014140 ウェブを活用した非対面型の自宅ドレス試着システムの構築

東京都 株式会社ｏｎｅ８０ 2030002082346 販路拡大による事業維持のための新ＥＣサイト開設

東京都 ひつじ整骨院 － 非対面・自宅でできる整体オンライン講座の提供

東京都 株式会社ｍｅａｎｗｈｉｌｅ 6010901043033 ｍｅａｎｓｗｈｉｌｅ

東京都 株式会社ＦａｓｔＳｏｌｕｔｉｏｎ 4010501042494 自社ウェブサイト作成

東京都 合同会社エヌ・エスカンパニー 6011803003851 非対面販売への転換に向けた設備の導入

東京都 梅林株式会社 3010801021827 料理の真空パック販売による非対面型サービスへの転換

東京都 株式会社ラブバード 1010001173925 ウェブ会議システムの構築とコンサルタント業務新規立ち上げ事業

東京都 株式会社リアルメディエーション 8020001095088 日本初のウェディングレジストリ（結婚報告ＷＥＢサイト）

東京都 ライフデザイン株式会社 6010901043867 ＷＥＢ上でファイナンシャルサービスを提供する

東京都 株式会社腰越耕太建築設計事務所 8011101058456 設計用テレワーク環境整備と高精度３ＤＣＧ作成によるＷＥＢサイトでの拡販

東京都 合同会社フロムスクラッチ 101603006020 非対面チェックイン化と日本人向けへの施設の転換
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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

東京都 株式会社Ｇｉｒｏｎａ 8010701018506 おうちでジローナ

東京都 リノベアー － コロナ対応のリノベーションＰＲ動画・ＤＭ送付による非接触提案

東京都 ＢＩＯ　ＰＲＯＪＥＣＴ － 新型コロナ禍に影響のない新製品開拓　及び非対面型販売事業

東京都 有限会社みなとや 5010602005655 動物モチーフ煎餅の開発および拡販プロモーション

東京都 株式会社城北通信サービス 7011501001958 ＲＰＡによる業務改善、テレワークの提案と非対面型営業体制構築

東京都 平林晃 － 不動産賃貸業の非対面型ビジネスモデルへの転換事業

東京都 株式会社アップサポート 8013301045110 女性起業家のための経理動画販売

東京都 株式会社Ｃ．Ｔ．Ｅ 9011001051790 サプライチェーンの毀損への対応

東京都 株式会社ｒｅａｒｉｓ 5011001126729 インターネットを活用したサイン商材の販売サービス開発

東京都 株式会社ＫＮＡＰＰ　ＪＡＰＡＮ 9010901035069 小型簡易接合金物の開発と認証の取得による販路の拡大

東京都 株式会社イアムス 13301035362 不動産資産形成コンサルティング事業

東京都 クレアティー・サービス株式会社 4010001077520 トラベルコンシェルジュ！

東京都 株式会社オーツーネット 2010001165343 額面で全国の小規模事業者に販売できるオンライン講座の提供

東京都 婚活工房 － ＺＯＯＭによるオンライン化計画

東京都 弁護士法人葛飾総合法律事務所 8011805002932 ｗｅｂ広告及び非対面制度導入による販路拡大・感染防止・効率化

東京都 株式会社ベイス 3010001115875 日本製「メープルバター」の開発と個人向けＥＣ通販新規導入

東京都 アバンタム合同会社 6011703002152 オフィス街の飲食店が取り組む収益の複数化による経営の持続化戦略

東京都 自遊自裁株式会社 9011001054001 プレタポルテ（既製服）ブランドのネットショップ開設と販路拡大

東京都 田中将介 － 日韓を繋ぐ動画オンラインプラットフォーム事業

東京都 健美食　弐屋 － 持ち帰り商品販売強化と店内衛生環境強化

東京都 ＪＡＰＡＮブランド輸出支援機構株式会社 8011501025584 ホームページ・会員登録モジュールによる新規顧客開拓資産化計画

東京都 有限会社ブラックヘアージャンボ 4011502015159 オンラインショップ物販強化のためのオリジナル商品の自社開発

東京都 ＥＳＣＡＬＥ株式会社 6010701035395 ＥＣ販売

東京都 ＦＧＣｏｎｓｕｌｔｉｎｇ － テレワーク促進パックを販売するＷＥＢサイト（リニューアル）

東京都 株式会社ＡＶＩＯＮ 6010601043036 食洗機導入によって得られる営業メリットと感染防止対策について

東京都 みらい整体院 － ＡＩを活用した波動分析器を導入しオンラインで体質改善サポート

東京都 ＦＴＩＪＡＰＡＮ株式会社 3020001086769 本気で取り組むｗｅｂ企画、対面営業・対面販売からの卒業。

東京都 株式会社ルートデザイン 9013301023973 高品質のオンライン会議サポート及びリモート動画配信

東京都 未来型漫画ＦｕｔｕｒｅＴｒｉｐ株式会社 9010001193701 アニメ動画のプロモーション戦略による新規販路開拓と生産性向上

東京都 株式会社Ｈ．Ｕ．Ｃｒｅａｔｅ 8011001109540 イベントシーンの応援キャラクター育成・配信イベント転換

東京都 日本善略研究所 － 衛生管理コンサルティング事業の立ち上げ及び販路開拓

東京都
株式会社グローバル・リーダーズ・アカデ
ミー

7130001054926 「自宅にいながらオンラインで全国と繋がるプロコーチ養成講座」

東京都 まちひとこと総合計画室 － 非対面型×対面型　超時空の出会いと集い　うなどこＡｎｎｅｘ

東京都 株式会社ボウンディア 7030001044490 つのつのバランスボールの開発と、ホームページのリニューアル

東京都 スマイルリンク株式会社 9010801020939 デジタル機器を利用した防護具等製造体制と販売システム構築

東京都 ＭＡＲＵ　ＴＯ － オンラインでの展示会オーダーを受けるシステム作り
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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

東京都 株式会社キクチカラ 8010001199947 分かりやすい「動画」による新規販路開拓と生産性向上

東京都 後藤武浩 － 非対面で行える商品撮影業

東京都 株式会社富田染工芸 1010501032845 ＥＣサイトの立ち上げによる販売のオムニチャネル化

東京都 株式会社アップライト 5010901017252 ＶＰＮ導入・構築サービスの展開事業

東京都 株式会社ＳＩ住宅研究所 10701038938 自宅ＰＣにて販売開拓を行なえるプレゼン資料の作成・営業

東京都 株式会社セレンディピティ 9010001178297 インバウンド観光客向け宿泊施設運営の無人化

東京都 シナリーダンボ株式会社 1010001120638 【事業名：会員、ご愛用者向けオンラインサロン構築】

東京都 株式会社Ｔｒｕｅ　Ｃｏｌｏｒ 7011001126727 購買行動変化対応型システムを非対面型ビジネスモデルの構築

東京都 株式会社ユーロスポルト 5011701019637 スケートマット国産化とＷｅｂ通販の商品説明動画の制作組込み

東京都 コンテンツイズキング株式会社 1010001181694 ビデオ通話を用いたインタビュー記事（コンテンツ）制作事業

東京都 三共ファスナー株式会社 5010501007538 ファスナーの店頭販売向けショールームの改修と衛生設備の整備

東京都 株式会社ゴッホ・スタイリングス 8010401139123 美容室専売メーカーによる通販サイト

東京都 株式会社共栄 4011401001573 ランディングページ作成及びネット広告による健康茶の販路拡大

東京都 株式会社オーギュメント 1011001043259 広いスタジオの有効活用のため可動式床とリモートワークの導入

東京都 株式会社ＬＩＮＤＡ　ＶＩＳＴＡ 9010701033958 脱対面施術、ＥＣ強化でおうちケアにシフト、新しい生活様式を

東京都 バレエ整体院あすか － バレエ整体ＷＥＢ版オンラインサポート

東京都 株式会社ストーリア 4011201020666 ＡＩプラットフォーム導入による土地の仕入・建物プランの分析

東京都 株式会社ＥＢＯＮＹＮＡＩＬＳエンタプライズ 1011501020955 オンラインショップ物販強化のためのオリジナル商品開発

東京都 株式会社タワシタ 5010401066592 新型ウイルスによる売上高回復に向けた生産性向上の取組み

東京都 株式会社シーズ 2010001169030 オンラインコンサルティング・研修、オンライン教室ソリューション

東京都 Ｔ２ＷＯＲＫＳ株式会社 1010001153530 ４０年以上続く老舗イタリアンレストランが挑戦するデリバリー事業

東京都 有限会社タフビーツ 8013202012341 一般消費者と音楽制作者をダイレクトに結ぶシステムの構築

東京都 ＨＩＲＯＹＵＫＩ　ＫＵＢＯ － アートディレクター育成オンラインサロン

東京都 住設ジャパン株式会社 5011101088349 販促チラシ配布と商品特化型のＬＰ広告で新規顧客の販路拡大

東京都 株式会社ｒｅｔｒｏ 8010401112039 Ｗｅｂ取引の拡充と非対面ビジネスモデルへの転換を図る

東京都 株式会社トータルリハビリテーション 1010101010251 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社スーパーライトウォーター 9010001020533 サプライチェーン毀損への対応とパッケージ刷新

東京都 株式会社ＭＩＬＬＩＯＮＳ 2010701038385 クラウドファンディングを使った新たなガジェットの販路開拓

東京都 嘉七八ホーム・レジデンシャル株式会社 4012301007487 書道教室レッスンのオンライン化プログラムの実施

東京都 安部　麻井子 － 中小企業向け月額定額制の動画制作サービス

東京都 リフレクトアート株式会社 1010501042547 直販体制の強化による売上の増加とテレワーク環境の整備

東京都 株式会社ＲＩＴ 2011301016665 販路を拡大して、個性あふれる燻製料理をもっと広めたい！

東京都 ＲｅＳｉｘ － 通販事業進出と海外顧客の確立

東京都 大谷更生総合研究所合同会社 2011403001755 新規事業立ち上げ希望者向けオンラインスクール構築

東京都 合同会社樂 6011003005178 オンライン公演およびオンラインレコーディングの実施

東京都 弁護士　佐野太一朗 －
新型コロナウィルス感染症等による法的援助を求める来所困難者等の法的
救済

32 / 49 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

東京都 有限会社ヘヴィーシックレーベル 3011002019941 映像配信サービス展開

東京都 大崎社中合同会社 9010703002481 自社ホームページリニューアル

東京都 株式会社キーノートシャープ 8011001060891 オーダーメイドミュージック注文のオンライン化

東京都 株式会社トキノカンパニー 9011301022913 密閉空間の解消。オ－プンスタジオでサイレントフィットネス

東京都 骨付鳥一之亀 － 通販による調理商品の販売及び接客対応時の電子化

東京都 ＩＳＨＩ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｉｎｃ． － 非対面型自学自習の学習方法をリモートで提供する仕組みつくり

東京都 ＡＤＥＲＵ銀座 － 宣伝活動による集客強化における非対面の取り組み

東京都 株式会社ブルーオーシャンスターズ 8011801037453 オンライン映像制作サービス

東京都 米森建築設計事務所 － ＶＲ・ムービー等による非対面プレゼンを行うためのシステム投資

東京都 株式会社ワイズクリエイティブファクトリー 9011001048457 非対面型営業機能付きエリア別新集客ＷＥＢ　サイトの構築

東京都 合同会社ねこや 13303004755 オンラインサービスを使った非対面型ビジネスモデルの導入と広告

東京都 株式会社柳田商店 5010901012237 「非対面型による新しい募集と管理」

東京都 Ｔｏｋｙｏ　Ｏｒｃｈａｒｄ － 持続的収益が見込める新規テイクアウトビジネス計画

東京都 スーパームーン・ピクチャーズ合同会社 4011003010436 テレワーク環境整備とオンライン事業への販路拡大

東京都 株式会社オフィスＡＺ 4012401033953 自宅で楽しめるオンラインカクテル講座＆オンライン料理教室

東京都 株式会社ジーシーティー 7011501005661 ＦＡＸＤＭと無料サンプル配布をきっかけに販路拡大とＥＣビジネスへ転換

東京都 株式会社ジービーエス 5013201016759 ネットショップ拡充による新規販路開拓

東京都 ＳＡＮＯＥ株式会社 1011001125544 ＳＮＳを活用した健康志向の女性向けボトルドティーのＥＣ販売

東京都 株式会社ヨシダ 3011801022113 インターネット事業展開

東京都 株式会社アウトサイド 8011301025033 ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの開設とＥＣサイト化で新たな販促活動

東京都 株式会社伊勢音 7010501000862 自社ホームページの新規作成

東京都 有限会社リング 9011202010348 新型コロナウィルスに伴うＡＲ動画導入・リモート下見推進事業

東京都 プラスソルト － テレビ会議を活用した在宅ワークによるマーケティング提案・実施

東京都 株式会社西北社 3010901006364 営業のデジタル化とｗｅｂ媒体の新サービスの構築

東京都 鈴木　信悟 － 在宅での良質なコンテンツのインターネット配信、及び制作

東京都 いっぴん屋食堂 － 知名度ｕｐ！！新規顧客獲得　大作戦！！

東京都 チャットイー － オンラインキッズ番組でブランディング

東京都 ＴＳＰコンサルティング株式会社 9011101064379 販路拡大のための地元企業開拓

東京都 株式会社ペイフォワード 5010401151287 オンラインレッスンの拡充

東京都 オールサンデー株式会社 7011501018168 自社生産プロダクトを販売する海外版ＥＣサイトの開設

東京都 株式会社Ｌａｋｋｅ 9011601017704 ＺＯＯＭを使って非対面で直接会わずも家が建つ

東京都 株式会社アイカワ装飾 1011201019926 内装工事の高い技術をＰＲし、新規の取引先を増やす取り組み

東京都 株式会社パグトウキョウ 5010001169639 保護猫カフェ型カルチャースクール（事業名称：ｎｅｃｏｍａ）の創設

東京都 株式会社ｆｉｓｈｏｅ 5010501036223 プレスルームもＥＣ型、販売もＥＣ型の新しいブランド戦略

東京都 株式会社インフォネクスト 4010401056479 セミナーのオンライン化およびオンデマンド配信による新販路開拓

東京都 きくち針灸院 － ＬＩＮＥ＠システムを使ったオンラインビジネス（栄養学）・物販の自動化
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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

東京都 株式会社ＰＯＣＵＢＡ 1010701034336 ＨＰやＳＮＳページの拡充、セミナーのライブ配信

東京都 合同会社ＢｉｇＭｏｍ 9010903003734 徹底クリーニングによる顧客満足度アップとリピーター増への事業

東京都 ｆｙｓ － ＰＲ動画制作による顧客層拡大とテレワーク導入

東京都 合同会社ノザデベロップメント 3010403014799 宿泊事業における非対面推進と日本人宿泊者取込に向けた設備投資

東京都 株式会社アジアンベース 7010503004036 アプリを使ったオンラインでのゲームサービスの提供

東京都 株式会社ＡｇｅＡ 8012401036234 テレワーク環境の整備

東京都 株式会社サムズ 2013201013255 ＤＩＹ広島お好み焼きＫＩＴ及びテイクアウト販売

東京都 アド．プランニング株式会社 8013201018323 非対面型集客、接客、契約を可能とするアプリの開発事業

東京都 株式会社ビンゴ 2011801028689 ウェディング相談カウンターの非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社ＲＩＫＩＸ 1010801017281 プロが選ぶトレーニングギアのＥＣショップ開店

東京都 てつ鍼灸整骨院 － 女性に特化したファスティング新サービスと店舗改装で集客力ＵＰ

東京都 ＶＩＣＩＬ － オンラインセミナーで学べる美容＆オンラインショップで販売促進

東京都 株式会社ＷｏｒｋＤｉｖｅ 4010501040408 教育研修サービスのＷｅｂ化と販路拡大

東京都 株式会社ＢＦ 9010601043033 食洗機導入の効果及び店舗スタッフの衛生管理の教育と徹底

東京都 ＰＬＡＮｐｅｒｆｅｃｔ － 訪問型営業からＷＥＢを活用した非対面型営業確立による売上拡大

東京都 ミールソリューション株式会社 1010401104232 ＬＩＶＥ　ＣＯＯＫＩＮＧ　ＳＣＨＯＯＬ～ウェビナー（ウェビ＋セミナー）への進化。

東京都 株式会社豊会館 1010601007383 イベント業の非対面ビジネスへの転換および強化事業

東京都 株式会社ナカシマプランニング 3010001195703 工場の修繕需要を開拓するウィズコロナ時代の非対面営業支援

東京都 トップコート －
アートをもっと身近にプロジェクト　自慢の自宅オフィス作っちゃおうプロジェク
ト

東京都 株式会社スティル 6010401096044 「オンラインＰＲ塾」による販路開拓と生産性向上

東京都 ユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人 9011005003193 クラウド会計導入促進による顧客の在宅勤務促進・生産性向上事業

東京都 株式会社ナマケモノ 4040001101772 カウンセリングのオンライン化に伴うＷｅｂ　システム構築

東京都 株式会社ＫＡＭ 9011001068447 労働集約型ビジネスから第二創業オンラインビジネスへの進出

東京都 株式会社　喜久屋水産 11301001790 卸売りの環境整備

東京都 合同会社ワイルドライフ 4010103001394 ジビエマルシェの受注ＩＴ化及びにジビエジャポンの導入

東京都 Ｈｕｔｔｅ － 新しいライフスタイルの変化に向けて店内設備投資・改装計画

東京都 小桃堂 － ダイエット指導事業・ラストチャンスダイエット

東京都 高円寺Ｋ＇ｓスタジオ － 実演家向け貸しスタジオから非対面型芸術家オンラインスタジオへ

東京都 有限会社まるみ 4010102006576 社内クラウドシステムを利用したテレワーク環境整備事業

東京都 株式会社日本学術総合研究所 6010001188811 非対面型の指導は質が低いという先入観を覆すような英語支援事業

東京都 甲斐　亜由美 － オンラインレッスンヨガ・トレーニング

東京都 株式会社ｊｅｊｅｕ 7013201014827 本格的なベビー用おくるみ（今治産）と子供服（日本製）のブランド展開

東京都 株式会社Ｂｅ－ｄｅｓｉｇｎ 5020001117745 整骨院紹介メディアを軸にした整骨院販促ツール制作サービス

東京都 株式会社リンケージ 3010701024938 業態転換！オンラインセミナー及び電子書籍事業への新たな取組み

東京都 株式会社ＧＲＩＴ　ＮＡＴＩＯＮ 7011001115151 ＯＮ　ＬＩＮＥ　トレーニングサービスの開発・提供

東京都 株式会社ＳＴＵＤＩＯ６９６ 5010501029730 インターネット配信によるライブコンサートの顧客獲得、及び物販販売
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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

東京都 株式会社スターパートナーズ 10401111951 福祉事業に特化した経営者・管理者オンライン研修システムの構築

東京都 トゥッティフェリーチ株式会社 1011501022869 【テイクアウト、デリバリーサービス】

東京都 株式会社あきらめない 8010601045402 ＷＥＢを活用したオンライン研修・オンラインサロン事業

東京都 株式会社モノメテウス 3011501022116 「Ｋｉｐｅｒａ　ｂｏａｒｄ」のホビー・クラフト市場開拓

東京都 株式会社ストーンオーシャン 9012401017035 【不動産投資・管理におけるテレワーク環境整備事業】

東京都 株式会社フリーダム 1012301006599 楽天市場への出店

東京都
株式会社ＳＵＧＡＲ　ＳＯＵＬ　ＲＥＣＯＲＤＳ
ＳＴＵＤＩＯ

4010001184630 インターネットで繋がるスタジオライブビデオストリーミング

東京都 株式会社ＫＹＳ　フードサービス 9011601018025 ランチ営業およびテイクアウト営業の認知向上による売上拡大事業

東京都 株式会社みんなのまちづくり 2011001110529 サービス付き高齢者向け住宅の入居者募集のオンライン化

東京都 レクシスノア株式会社 5010001186568 プロダクトローンチシステムによる非対面型集客モデルへ転換ＰＪ

東京都 株式会社タケダワークス 2011201020148 ・ＷＥＢサイト上にて新規コンテンツ開発、運営、管理業務

東京都 株式会社ヴィダックス 9010701023224 オンラインとリアルを共有することによる売上向上。

東京都 カフェドダンス合同会社 5010803002559 オンラインレッスンによる非対面型ビジネスモデルの導入

東京都 有限会社モノリス 9011002015209 リモート収録によるマルチメディア・バーチャルスタジオ配信事業

東京都 株式会社ピハナコンサルティング 3010401097326 自宅でも楽しめるＣＥＲＡＮＩＳレンタルセット開発及び販路開拓

東京都 株式会社Ｃ－ＯＮＥ 8010001189295 ガイド登録者へのＷＥＢ講習会とＬｉｎｋｅｄｉｎによるＷＥＢ広告

東京都 株式会社リコラボ 9011101077975 オンラインで学べる、非対面型コミュニケーション講座の提供

東京都 株式会社９２２ 2010401141209 オンライン化プロジェクト

東京都 エイジェイビズテック合同会社 10003023545 ＨＰ、ＬＰ、動画、ウェブ会議などによる販路拡大

東京都 ＣＯＴＯＮ － 自社開発商品のウェブ販売事業、広告運用による新規客の獲得

東京都 株式会社ＯＨＡＮＡ・ＭＡＮＡ 8013201015576 オンライン講座によるエステティシャン育成技能資格制度

東京都 このはなさくや － オンライン商品（カウンセリングなど）の販売を開始する

東京都 株式会社しんがり 1010401074343 中小企業向けＷｅｂメディアパッケージプランの販売促進

東京都 株式会社東京ビューティラボ 1010401120502 ＶＲや動画を活用した化粧品メーカーと消費者のマッチング事業

東京都 合同会社Ｌｉｔｔｌｅ　Ｂｅａｒ 2010803001753 少子高齢化社会、老年年少に特化した安全とバリアフリー再生賃貸

東京都 株式会社リトルミラクル 3011001067792 日本の伝統文化のオンライン化・収益化

東京都 アソビジョン株式会社 6010401136171 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 ヤスダインテリアサプライ株式会社 9010501014225 非対面化を推進するオンラインカタログの製作

東京都 株式会社プロパリンク 9010001060728 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社スタディ・レボリューション 7010601035916 オンライン学習サービスの拡充

東京都 アールティ・ヘンマ株式会社 1011201021031 オンラインインテリアデザイン／コンシェルジュサービス

東京都 合同会社Ｄｉｏ 7013303003331 ヘアカタログ画像のＥＣサイトでの販売

東京都 株式会社ＡＫＫ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ 6012401031880 非対面型ビジネスモデル転換強化、及び経営多角化展開

東京都 ｍａｎｉｎａｉｌ － 美容・ファッション商品のオンラインショップ開設

東京都 Ｇｌｕｔｅｎ　Ｆｒｅｅ　Ｔ’ｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ － ＥＣサイト導入　（国内外へオリジナル商品の販売）及び海外展示会、輸出

東京都 株式会社あみだす 7010501043102 オンライン配信での映像・音声改善　非対面型ビジネス転換事業
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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

東京都 株式会社イーコミュニケーション 6011101047840 『テレワークと顧客拡大の両立』

東京都 株式会社オフィスエルアール 5011201013355 非対面での集客と決済システムの導入によるオンライン講座の構築

東京都 株式会社ａｓｐｉｒｅ 8011701019188 ホームページ改良により動画配信を実施とチラシ配布

東京都 大場エステート合同会社 3011703001272 マンションへの物理的な集客と非対面内見を組み合わせた販路開拓

東京都 株式会社ｓｐｉｎ 9010701038313 医院への営業手法拡大と患者認知集客のための広報活動

東京都 さやエステート － オンライン完結型の入居者募集システムの構築、販路開拓

東京都 飯田　好孝 － 室内洗濯機置場の設置。

東京都 ゆめいろデザイン － オンラインによるブランディングコンサルティングの販売体制構築

東京都 有限会社篠原ライス 4011502005267 真空脱気包装を活用した備蓄米提供による顧客満足度と安心感向上

東京都 ａｒｃ － ・インスタ非対面カウンセリング・自宅ヘアケアセット商品販路確保

東京都 ５Ｗ１Ｈ － 白髪、育毛に特化した予防医学に基づいたスキンケア商材の開発、販売

東京都 株式会社マイクリエイト 9010001169032 介護をする人向けコミュニティの創設に伴う新規事業展開

東京都 合同会社あかり 5010003020923 自社餃子のＥＣサイト販売へのビジネスモデル転換

東京都 株式会社ＭＡＳ 1010501036235 コロナウイルスを教訓に、対面以外で売り上げを作る取り組み

東京都 株式会社ＯＧ　Ｓｔｙｌｅ 8010401133349 美容室向けヘアトリートメントの非対面型拡販活動

東京都 株式会社ｙｏｌｏｚ 2010401142677 ＥＣサイト開設とデジタルマーケティングによる新規顧客の開拓

東京都 リソウル株式会社 4010001105776 「離職率低下と開業率向上を同時に目指す新事業の宣伝」

東京都 株式会社エス・ライン 8011101027221 地域のニーズ応じたコインランドリー運営事業の継続

東京都 鮪のシマハラ株式会社 7010001194429 コロナに負けない。世の中の変化に対応するマグロ通販事業の構築

東京都 株式会社ワイバン 5011601017377 ｛デリバリー＆テイクアウト販売の事業化｝

東京都 まな商事株式会社 1011301017326 ＷＥＢショップ中心のビジネスモデルへの転換

東京都 株式会社ＫＯＳＵＧＥ 2011401014313 視覚障害者向け福祉用具の展示会中心の販売方式からの脱皮

東京都 株式会社リンク 7011601019025 アート事業のオンラインビジネス化

東京都 株式会社タイムレスエデュケーション 3010001175119 オンライン型プログラミング学習システムのプロモーション

東京都 Ｈａｐｐｙ　Ｃｌａｐｐｉｎｇ － 立川市初！「シミケア」による無人エステの新サービス展開！

東京都 Ｍａ　Ｂｅｌｌｅ － 個別指導のオンライン化および物品販売の遠隔システムの導入

東京都 株式会社ＳｎａｆｋｉｎＤｅｓｉｇｎＷｏｒｋｓ 6011001118403 美容師向けオンライン教育サービス事業

東京都 Ｋ＆Ｒ　ＡＣＡＤＥＭＹ株式会社 4010801020654 親子で学べる知育動画アプリ　ＴａｍａｔｅＢａｋｏ　の試作事業

東京都 野村　昌平 － 顧客獲得戦略トータル動画講座一括パッケージの開発・販路開拓

東京都 アロマネット株式会社 7011601017301 オンライン・プログラミング学習サービスの構築

東京都 株式会社タカノ・アソシエイツ 6030001135150 新しい生活スタイルにおやつ革命

東京都 株式会社Ｓｔｕｄｉｏ　Ｐｏｏｈ 6011001128253 テレワークでも諦めない録音品質の提供

東京都 株式会社樂 7011001039152 「選りすぐり館」別館ページ制作による新市場開拓戦略

東京都 株式会社グロービズ 7011301018087 オンライン配信システムとアーカイブ活用でサブスクモデルの確立

東京都 土佐　勇斗 － くせ毛専門オンライン美容室とオンラインストアの開設

東京都 ａｃｒｏｓｓ　ＴＩＭＥ株式会社 2010001187197 自社ＥＣサイト構築による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

東京都 株式会社わっしょい 3011401022158 インターネットを活用した非対面型美術学習サービスの訴求

東京都 合同会社コラデス 3010703002454 ３６０ＶＲ空間制作サービスのローンチ・販路開拓

東京都 公認会計士が教える投資塾 － ＩＴや外部委託を活用した販売チャネルの多角化

東京都 マークテック － 初回アプローチ及び受注までの非接触化

東京都 スリーウェル株式会社 1010001205257 自宅で安心安全なオンライン授業の紹介・販路開拓

東京都 株式会社ｓｈａｋｅ　ｈａｎｄｓ 6010701034661 スポンサーセールスのリモートオンラインカンファレンス事業

東京都 レリーズ　ライティング＆エンジニアリング － 地域に根差したＷｅｂ広告への切り替え

東京都 ＶｏｇｕＡ（ヴォーガ） － ＷＥＢ会議ツールを使った『オンライン美容室』の開設と相乗効果

東京都 株式会社サプライズプラス 4013201012899 ＳＡＶＥ　ＴＨＥ　国酒　～日本の酒の未来を拓こう～

東京都 有限会社フットマン 4010702010944 オンラインスクールによるマッサージ「ノウハウ」の展開

東京都 日野陽一公認会計士事務所 － ベンチャー・スタートアップ企業に対する会計コンサルティング

東京都 株式会社ＳＴＯＲＹ　ｐｌｕｓ 9010001208038 オンライン面談によるマッチング精度の高い転職支援事業

東京都 ゼノンクリエイツ株式会社 7011301020943 オンライン語学学習システムへの転換と販路開拓

東京都 有限会社パルテック 2011202011600 牧場から直接黒毛和牛を販売するチャネルの構築

東京都 合同会社ＧＬＯＢＥ－ＴＲＯＴＴＥＲ 9010603004883 オンライン化プロジェクト

東京都 修美堂株式会社 1011701004056 売上が上がるショップをオンラインで学ぶネットショップ教習所

東京都 合同会社泉力 4010003017904 過去の経験から世界と肩を並べる企業へ

東京都 エベレスト・フィットネス東高円寺 － 無人ジム貸し切りサービス

東京都 株式会社ｅ－ＬＩＦＥＷＯＲＫ 11001133595 非対面型の英語学習コーチングに向けたオンライン仕組み構築

東京都 株式会社オーブエンタテインメント 3011001051904 ライブ配信アプリ開発

東京都 ファンづくりカンパニー株式会社 4010401129615 採用戦略トータルブランディングコースの開発・販路開拓

東京都 株式会社ＳＳＣ 4010001188086 中小企業向けＩＴを活用した経営支援

東京都 株式会社パート２ 4011001121607 地方の特産食材を使ったブランドコラボ商品開発

東京都 株式会社セルフ・インプルーブ 8011001096985 ＷＥＢセミナーへの新規参入にあたってのノウハウ取得

東京都 田島美和事務所 － 「フランス式ドクターズアロマスクール」

東京都
合同会社ロストプロダクトエンターテイメ
ント

2011103009017 オンラインによるマーダーミステリーゲームの提供

東京都 有限会社冨士精機製作所 1010802012232 ホームページを作成し販路拡大

東京都 エアライン・アライアンス合同会社 6430003005030 ＩＴ化による営業効率化およびメディア開発

東京都 ＵＮＩＱＫＹ株式会社 4010701023823 ＥＣショップ集客・売上向上のための新規販路・認知拡大計画

東京都 株式会社キャストダイス 4013301033408 個別指導塾ＣＡＳＴＤＩＣＥ

東京都 ＩＮＶＡＤＥＲ　ＯＮＥ　ＦＬＡＴ　ｃａｆｅ － ＥＣサイトの制作

東京都 株式会社ｏｎｅ’ｓ　ｗａｙ 9010701030922 既存の広報部立ち上げ支援サービスのオンライン講座化

東京都 株式会社プライムカッツ 7010901028124 オンラインスクール用ウェブサイト開設と運営

東京都 株式会社ａｎｄ　Ｓｕｐｐｌｙ 8011001123178 飲食店の非対面型ビジネスモデルでのキャッシュポイントの創出

東京都 株式会社ビーシーアップ 2020001124455 非対面型ビジネスモデルとしての電話占いサービスの開発

東京都 株式会社ＧＬ 2500001019607 大型印刷機を愛媛に導入、印刷製造を愛媛で対応
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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

東京都 まきの整骨院 － 動画制作とオリジナル商品開発で非対面型サービスの構築と店内改装

東京都 株式会社ａｒｔｅ　ｐｌａｎｎｉｎｇ 8010401142077 新規顧客獲得のためのｗｅｂ戦略

東京都 有限会社オフィースジャンヌ 5010902019818 オーダーメイド用靴木型（男性用一種、女性用二種）の開発

東京都 株式会社ラクエモン 11001133538 アシストウェア　楽衛門

東京都 ＭＡ　Ｓｔａｔｉｏｎ株式会社 6011501024431 感染防止対策教育サービスの集客事業

東京都 山家　泰 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

東京都 エベレスト株式会社 8010701031095 オンライン体験予約プラットフォーム

東京都 ＡＲＴ　ＦＯＲ　ＴＨＯＵＧＨＴ － ギャラリー展示のオンライン化と非対面化のための空間リフォーム

東京都 大迫　裕生 － 非対面型の集客によるビジネスパーソンの主張応援プラン

東京都 北村司法書士・行政書士事務所 － 融資支援・財務コンサルティング業務獲得のための広報活動

東京都 木本硝子株式会社 3010501003092 『商品コンセプト等』を記載した自社ショッピングサイトの再構築

東京都 株式会社アイストーン 3010001148842 『顧客に合ったヘアケア商品を自宅で買えるサイトの設置で販路開拓』

東京都 合同会社パラレル 6010403008682
【事業名：不動産業界ＤＸ事業（テレワーク環境整備と不動産業務のデジタル
サービス化

東京都 有限会社スリージャグス 4010002011486 電子書籍×ＳＮＳを使い顧客獲得のためのオンラインビジネス講座

東京都 株式会社ＶｉｖｉｄＷｏｒｋｓ 2011301021946 教育管理システムを通した商品開発と販路開拓

東京都 かなざわ行政書士事務所 － 非対面式による旅行業登録新規・変更・更新申請一括サポート事業

東京都 株式会社無重力 8011101064974 ＬｉＤＡＲスキャナを用いた３Ｄスキャンアプリのプロトタイプ

東京都 石本　徹 － 宅配ボックス設置による在宅および非対面モデルの実現

東京都 合同会社ＴＲＩＧＧＥＲ 7011103009615 動画編集者を育成するオンラインスクールの展開

東京都 株式会社平成プロジェクト 4010001133249 「プロモーション動画」による新規販路開拓と生産性向上

東京都 エンサイドコンサルティング株式会社 4010601052286 ＩＣＴ及び動画を活用した非対面商品の開発と社内のテレワーク化

東京都 株式会社アワーデザイン 4012401036213 非対面型でのプロジェクトプレゼンテーションの深化

東京都 合同会社ハヤザム 1010403007697 「１クリック単価１円」のウェブ集客を全国にＰＲ

東京都 シェアドリームジャパン － 生涯サポートオンライン可能のゼロから学ぶ株教室の営業事業

東京都 株式会社小原工業 9010901002556 アニメ動画のオンライン戦略による新規販路開拓と生産性向上

東京都 株式会社ヤオキ 7010401029721 自立学習型学習教材開発販売

東京都 株式会社リアリゼイション 5011001117364 男性向け脱毛サロン新規ホームページ開設および物販事業

東京都 ＲＥＣＹＣＬＥ　ＰＯＩＮＴ　ＴＯＫＹＯ株式会社 3010101009440 リユース事業の非対面取引による買取促進及び海外販路開拓

東京都 株式会社ＷＨＥＲＥ 5010601048671 インサイドセールス構築事業

東京都 株式会社いしい旋盤製作所 9010801023306 新型コロナウイルスによる売上減少に対応する工程改善設備の導入

東京都 株式会社キャリア・ナビゲーション 2013201017297 オンラインイベント・理系学生特化型イベントの実施

東京都 株式会社ＢＡＣＯＮ 8010501036526
中止や延期となった展示会のグッズ販売のための整備（オンラインショップ
ページ開設）

東京都 株式会社インサイトパワーズ 9010401091158 非対面型オンライン研修の実施環境整備による新規販路拡大

東京都 株式会社ワンスイン 2010001113509 カルチャー教室の動画配信とそれに付随するキット商品の通信販売

東京都 有限会社タンバリンアーティスツ 5011002027521 タンバリンチャンネルＹＯＵＴＵＢＥ番組配信プロジェクト

東京都 株式会社ＳｃｉｅｎｃｅＲａｂｂｉｔ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｓｅ 9013301035705 配信ライブ事業
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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

東京都 Ｒｅｌａｘ　ｍｅ － ３密のないリラクゼーションサロン

東京都 有限会社ギャラリー上田 4010002043975 インターネット販売への取り組み

東京都 ＧＡＴＥ株式会社 7011203002817 ＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの開設とオンラインショップの強化

東京都 株式会社ランドワークス 2013301034085 ①リノベーション事業②店舗新規改装工事事業③若手技術者の育成事業

東京都 ９９．９株式会社 2010003028291 新たな融資制度、資金調達相談ができるＷＥＢサイト（リニューアル

東京都
株式会社ＭＵＧＥＮＫＡＩ　ＣＯＭＭＵＮＩＣＡ
ＴＩＯＮ

6011001065471 イベント関連事業へのバーチャル化システムの導入

東京都 合同会社ＤＰ－ＮＥＴ２４ 4010403022628 沖縄県石垣島のインバウンド婚リーガル挙式事業

東京都 合同会社ナップ 1010603007472 旧式扉のスマートロック化（非対面）、庭園補修、サイト刷新

東京都 有限会社田嶋屋 5011502003724 「街のワイン屋さん　タジマヤ」の認知強化による売上向上

東京都 株式会社Ｍ＆Ｔインターナショナル 1010901026901 ２０２１年バレンタインフェア：新チョコレートブランド開発

東京都 株式会社エターラ 6013301039642 自社ホームページ作成による非対面ビジネス

東京都 株式会社ＪＹフォルティナ 8010601054799
新たに「３種出汁（醤油・塩・酒）デリバリ＆通販」のＷＥＢサイト構築（リニュー
アル

東京都 有限会社宝飾ホワイト 5012402023382 通販による販売・加工・修理を受注する「提案受注型ＨＰ」の作成

東京都 合資会社オオタキカク 4011203001474 非対面型営業手法の確立とＩＴ化の提案による販路開拓

東京都
株式会社アシュラスコープ　インスタレー
ション

2011101059591 遠隔操作によるプレゼン（４Ｋオーバー映像・ＶＲ）の実施

東京都 Ｍ‘Ｓ　ＦＩＥＬＤ － 設備更新と広告看板による新顧客層の開拓

東京都 Ｗｉｎ　Ｐｏｗｅｒ合同会社 1010703004923 「売上改善のための販路拡大および感染症対策のＩＣＴ技術の導入」

東京都 大薗労務経営事務所 － 「見える」ＨＰにより、安心して相談したい士業へ

東京都 株式会社ＷＯＲＬＤ 6010601049677 クラウドキッチン（シェアキッチン）

東京都 株式会社ｅｇａｏ　ｗｉｔｈ　ｕｓ 6011001130762 翻訳の正確さを鑑定する非対面型Ｗｅｂサービスサイトの開設

東京都 株式会社Ｐｒｏｐｅｌｌｅｒ　Ｐｌａｎｅ 9012401021292 日本橋地区２料飲組合コンテンツの東南アジア客層向け翻訳計画

東京都 株式会社ウインクリエート 7010001108586 ＷＥＢ　型予約販売管理テレワークシステム開発

東京都 株式会社ラック＆ハーモニー 5011601024068 独自の立体編み込み芸術パネルのＷｅｂ受付による売上向上事業

東京都 クリエーターズサポート株式会社 9010401148445 アーチスト支援サイト「パトロンファン」の開発と運営

東京都 株式会社浜の院 2010001054298 全国を対象としたオンライン対面接客販売システムでの新販路開拓

東京都 株式会社真経営 4011101045053 オンライン・動画配信活用による若手社員戦力化コンサルティング

東京都 ネイルケア専門サロンＭｏｏｏｏｏｎ － サロン内の感染症予防対策と荒れた手元と心を癒すお手入れの提案

東京都 株式会社Ｋ‐ｉｎｇ 8010501028845 テイクアウトメニューの開発、販売

東京都 株式会社グリット 1013301038430 株式会社グリット　ＬＦＢＸＧＹＭ

東京都 ｇｅｅｎｕｓ － オンライン授業導入と広告活動

東京都 株式会社Ａｎｔｈｉｌｌ 7010701031195 セルフサービスで対面接客を減らしつつ、楽しい飲食を提供する

東京都 株式会社ＴＡＭＯＮＴ 1011101089714 女性起業家を対象としたマーケティング講座のオンライン教材化

東京都 株式会社西新宿ドットネット 1011101034975 Ｗｅｂ製作につながるオンラインサロン

東京都 有限会社ニューウエーブ 3011002036490 筆耕業務における「営業アプローチ活用」分野の拡充

東京都 アークリッチ株式会社 9011101079815 不動産鑑定士による総合不動産サービスの販路拡大プロモーション

東京都 株式会社ＩＬＬＵＭＥ 4012301010706 オンライン化によりカウンセリングやレッスン動画配信で物販強化

39 / 49 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１回受付締切分）
採択者一覧表
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東京都 ＭＳＣパートナーズ株式会社 9010001186341 ＷＥＢページ（英）、動画（日・英）製作、リモート業務基盤導入事業

東京都 Ｄ’ｓ－１ － ドリンク前売券販売　に伴うＨＰ作成・ネット通販の実施

東京都 株式会社バード財産コンサルタンツ 9011101017139 既存顧客対応オンライン化とＤＭによる新型コロナ減収回復

神奈川県 株式会社ミリオン神奈川 3020001085556 理容器具の買取・販売

神奈川県 株式会社エイムズ 2021001063593 センサーカメラ、専用アプリを用いた在宅診察と店舗ＰＲ

神奈川県 ワンダーズアドベンチャー － オンライン講演会による新規顧客の獲得

神奈川県 有限会社よしみや 4020002088375 新しいお持ち帰り商品の提供と情報化への対応

神奈川県 株式会社ウォークライド 6021001048970 洗車サービスによる洗車用品のＷＥＢ通販強化事業

神奈川県 株式会社リレーション・ジャパン 6020001060317 「外国人人材紹介」Ｗｅｂマーケティング事業

神奈川県 有限会社ヤマ岩水産 7021002071905 三崎マグロをトンからグラムまで。ＥＣサイト活用事業

神奈川県 有限会社ロングアイランドスタジオ 3021002016005 ＫＡＭＡＫＵＬＡＸネットショップフルリニューアル＆リボーン

神奈川県 有限会社ファイブ・アイランド 5020002104833 非対面型ワークショップ・レッスン提供のための会員サイト構築

神奈川県 三和光機合同会社 6020003015178 携帯式ＵＶ殺菌＆エア－シャワー装置の開発及び販路開拓

神奈川県 田中　航 － キャリア教育メソッドのオンライン配信

神奈川県 行政書士法人富澤事務所神奈川支社 3013305002608 遺言の大切さを地域に広めるラッピングバス広告とチャットボット

神奈川県 株式会社エックスアイ 4020001093260 地域に根差した医療介護の相談窓口サービス

神奈川県 小林　豊春 － ＷＥＢで解決できる貴社の環境問題や環境対策やＳＤＧＳ

神奈川県 食事処　なの花 － テイクアウト展開による収益確保

神奈川県 保険コンサルト － ＨＰ使って、対面営業なしでも集客バッチリ

神奈川県 合同会社サクセスエモーション 7120903001241 オンラインビジネススクールの構築

神奈川県 有限会社クレアトーレ 5021002008834 女性限定のサーフィンスタジオ創設と運営による顧客拡大

神奈川県 鮨処酒主 － テイクアウト販売や手ごろな新コース提案による新たな需要開拓の実現

神奈川県 合同会社時悠人 3021003006715 教育事業の経営安定化および非対面ビジネスモデルへの転換

神奈川県 株式会社ＯＬＣ 5010001134386 インターネット集客による非対面オンライン講座の提供

神奈川県 株式会社ＦＶコンサルティング 8021001008106 集客及び営業の代行依頼による、非対面ビジネスモデルへの転換

神奈川県 有限会社堀口ハウス 5020002099041 閉店店舗の閉業支援

神奈川県 ふたこ音楽館 － オンラインレッスン、ライブ、動画撮影場所としての設備強化

神奈川県 株式会社トランスペアレント 3020001099036 自社のオリジナル商品の販売促進

神奈川県 株式会社Ｓｔａｙｗａｙ 5020001122299 ユーザー投稿型の動画及び写真旅行メディア

神奈川県 ＆ｋｉｄｅａ． － 家庭で学んで、家族で活かせるオンラインリノベーション相談室

神奈川県 ＬＡＧＩ株式会社 6020001127982 ＣＡＤ設計テレワーク化

神奈川県 株式会社グローイングアップ 4020001093590 福祉・衛生商品「電動プラチナナノ万毛歯ブラシ」の開発

神奈川県 株式会社ジェレック 7020001117462 スーパー等への小売向け商品の安定供給を継続するための設備投資

神奈川県 株式会社ＡＤＤＲＥＳＳ 1021001050312 コロナでも安心！クラウドカメラによる遠隔見守りサービス

神奈川県 ｇｏｏｄｈｕｂ（グッドハブ － 海外メーカーと独占販売契約を結び、日本市場への参入・販路拡大

神奈川県 株式会社オージャス 9020001082416 自宅でヨガ。ヨガオンラインレッスン
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神奈川県 株式会社ビックスルー 1020001117286 テイクアウトの拡大とオンライン販売

神奈川県 株式会社ＴＡＫＩＨＡＲＡ 9021001066557 テレワークを使った非対面型商談と新規市場へのアプローチ

神奈川県 カピバラハウス － オンラインサイト開設による販路拡大

神奈川県 株式会社銀の鈴社 9021001010837 新型コロナウイルス影響による〈非対面型オンラインサロン〉開催

神奈川県 株式会社ｅｃＢａｓｅ 1010401096494 オンラインビデオシステムの構築

神奈川県 １０Ｔ株式会社 5021001058987 １日１組限定宿の利用イメージを訴求する販促物での販路拡大

神奈川県 株式会社Ｎａｍｉｄｅａ 4020001104546 手軽にオンラインでダイビング申込み（英語対応可）販路開拓

神奈川県 クールチエール株式会社 8430001043055 非対面型のマーカーレスＡＲ販促・宣伝用のＷｅｂＳｉｔｅ作成

神奈川県 株式会社ＭＫ商事 6021001063136 バカヤロー限定オリジナルメニューテイクアウト＆デリバリー事業

神奈川県 株式会社やまと 2021001054155 やまとオリジナル弁当テイクアウト事業

神奈川県 株式会社ＦＬＹＩＮＧ　ＭＯＴＵＳ 3020001135311 電子チケット制有料ライブ配信システム構築

神奈川県 株式会社トーン 4021001005858 コロナウイルス収束後の客数増に繋げる為のテイクアウト強化事業

神奈川県 ＬＡＳＨ　ＭＡＲＹ － 非対面型ビジネスモデルの強化の為のＥＣサイト開設

神奈川県 神地古美術 － ＥＣサイトの構築による新規顧客獲得と日本の古美術品の発信

神奈川県 株式会社アクエリアス 9020001129753 流水の如く、情報とビジネスを提供する。

神奈川県 有限会社Ｍａｎｙ　Ｎｏａｈ 3020002073642 ビデオチャットを使用した声優、歌手養成スクール

神奈川県 メイクラフト株式会社 1021001056136 全国ご当地の地ビール・クラフトビールのＤ２Ｃサービスの構築

神奈川県 株式会社ウィルフォワード 7010701025858 非対面による人材採用・育成等映像コンテンツ事業

神奈川県 合同会社エムフィールド 8020003013097 入居者に寄り添う大家

神奈川県 マージ　イマージュ － 美意識高い女性が利用するお店で衛生の安全を高め来店促進

神奈川県 株式会社スモールツリー 3020001121773 オンライン顧客経営支援システムパッケージの開発

神奈川県 鈴木　健五 － インターネットを使った非対面ビジネスモデルへの転換

神奈川県 ダブルウイング株式会社 5020001111566 ＜民泊事業＞非対面型自動チェックイン／アウト・接客システム

神奈川県 合同会社ＬＥＯＮＥ９ 1021003007797 本格ピザテイクアウト事業

神奈川県 株式会社ＲＥＦ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ 3020001125213 サプライチェーン強靭化と販路開拓

神奈川県 株式会社　アフレアー 4021001035079 性能評価試験用湿式サイクロン集塵システムの製作

神奈川県 有限会社ティーディーエス 2021002003391 ＶＲコンテンツ制作への対応整備と新たな市場の開拓

神奈川県
３ＣＯＭＦＯＲＴ　ＢＬＤＧ　ＳＡＫＡＴＡ株式
会社

1021001050799 非対面オンライン完結型の不動産契約とテレワークシステム構築

神奈川県 棟居　微貳 － オンラインで集客・商談・フォローが可能なシステムの構築

神奈川県 レインブラントティー株式会社 7020001131884 スマホＥＣサイト再構築等による早急な黒字化と生産者への貢献

神奈川県 株式会社Ｂｕｒｏｓｓｏ 2021001054270 店内改修及びテイクアウトメニューのための真空機導入事業

神奈川県 クレバ株式会社 4021001066009 使用材料変更に伴う導電性ポリマー原液製造プロセスの適応化

神奈川県 ジェイ企画 － 対面営業からインターネット上での販路転換事業

神奈川県 ＣＵＲｅ・Ｃ／ＱＵＥＳＴ － オンラインサービスとロケーションフォト

神奈川県 合同会社ベルグランツ 4020003013885 入居者のそばに寄り添う大家

神奈川県 合同会社ジャスティ 9021003007583 塾用教材販売のＤＭ配布・ＥＣサイト構築による販路拡大
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神奈川県 松本公認会計士事務所 － ウェブ会議システムの導入とデジタルマーケティングへのシフト

神奈川県 株式会社レン 4010901025355 ｅスポーツにおける広告・イベント事業

神奈川県 株式会社ケイ・システム 6021001057609 業務診断ＷＥＢ　サイトを用いた説明動画による新規顧客の開拓

神奈川県 大塚高弘 － テレワークシステムの環境設計及びＰＲ動画の作成による販路拡大

神奈川県 株式会社バイオクロマト 8021001001787 テレワークの推進の為の社内外コミュニケーションシステムの構築

神奈川県 合同会社　ＳＡＮＴＩ 7021003006406 焼き菓子パーツの内製化および　ＥＣ　強化

神奈川県 Ｔ．Ａ．ソリューションズ － 北海道産直品紹介サイトの構築と商品仕入れ業務のリモート化

神奈川県 オーク総合教育　平野裕子 － コロナ禍から、学生・社会人の「成長の場」を守る為のｗｅｂ事業

神奈川県 ガーリックハウス － テイクアウト・デリバリー販路開拓

神奈川県 Ｔｗｏ　Ｆａｃｅ － 店舗に来た様に買い物を楽しめる通信販売事業の強化

神奈川県 行政書士　竹田アキオ事務所 － オンラインによるヒアリングシステム整備事業

神奈川県
ＦＬＯＷＥＲ　ＣＯＦＦＥＥ　／　ＢＲＥＷ　ＢＡ
Ｒ

－ 茅ヶ崎を感じられるスペシャルティコーヒーを全国（＆世界）へ

神奈川県 株式会社沖セキ 2020001073669 「非接触型墓石商談ビジネスモデルの構築（ＴＶ会議）」

神奈川県 イー・ストラティージックス株式会社 1021001049395 オンラインビデオシステムの構築

神奈川県 ｋｉｚｕｋｉｓｍｉｌｅ － オンラインによるアスリート向け心身サポートサービス

神奈川県 株式会社東京エンヂニアリング 4020001069822 ＧＥＮＢＡ（ゲンバ）Ｒｅｍｏｔｅ（リモート）Ｓｏｌｕｔｉｏｎ（ソリューション）

神奈川県 有限会社ヒーリング・シュクル 7021002027064 ＥＣサイト制作とオンラインカウンセリング、予約システム導入

神奈川県 株式会社フォーミュラ 4010901028366 販路拡大のためのホームページ構築

神奈川県 Ｍｏａｎａ － コロナに負けないネット販売の強化と広告掲載による販路拡大

神奈川県 藤沢機器株式会社 2021001001990
弊社で以前から運用を続けているＷＥＢサイト（フットゴルフウェブ）のスコア
登録機能

神奈川県 有限会社スドウ工営 8021002050081 非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 城東石渡住宅サービス合同会社 3011703000836 感染症流行下での貸家業の営業非対面化と新事業の取り組み

神奈川県 しのだ法律事務所 － Ｗｅｂ広告を利用した集客

神奈川県 小林写真事務所 － 湘南から世界へ！クールジャパンファインアート写真のネット販売

神奈川県 株式会社Ｔｅｎ　Ｓｃｅｎｔｓ 9021001068867 サブスクリプション型　抗菌アロマ衛生空間提供サービス

神奈川県 株式会社エウレカキッチンアンドラボ 4020001124981 アフターコロナを見据えた山芋ＥＣサイト戦略

神奈川県 株式会社グローパス 9020001090773 オンラインコンテンツおよびデジタルマーケティング創出の取り組み

神奈川県 Ｉｍａｃｈａｎｚ － 小商い副業推進、テレワーク、オンライン化２０２０！

神奈川県 株式会社ワンアンドオンリー 3020001119470 ホームセンター商流販売開始と知名度アップによるＥＣ直販の充実

神奈川県 ワレアレア合同会社 9020003010036 オンラインによるリフォームスクール、相談・勉強会開催支援

神奈川県 タントベルデ平塚店 － ピザ生地ミキサー導入による、テイクアウトの強化。

神奈川県 ダンシングファン株式会社 8020001085485 遠隔レッスンを自動配信する非対面型バレエ教室の販路開拓事業

神奈川県 株式会社興味しんしん 9021001062787 ２０２０年　販路拡大プロジェクト

神奈川県 アトラパス株式会社 5020001095719 自宅スタジオによるオンライン講座で販路開拓

神奈川県 グローバルコンサルティング株式会社 2021001029693 携帯電話「修理」サービスと修理店舗ポータルサイト運営事業

神奈川県 痩身専用サロンジプソフィラ － オンラインによる遠隔ダイエットサポートの導入
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神奈川県 ＪａｐａｎｓｔｙｌｅＴＯＫＹＯ合同会社 4021003007910 非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 そばと天ぷら　楽山 － 蕎麦１００％（グルテンフリー）の商品通販事業

神奈川県 すこやか整骨院 － 地域初。整体は身体も心も整える時代へ「あたまと体の整体」事業

神奈川県 有限会社アクア自動車 1021002062455 タイヤバランサー・両診断機導入による車両整備内製化の充実

神奈川県 ＭＧＲＴ合同会社 7020003015128 太陽光発電事業の運営・管理効率化を実現するテレワーク環境の整備

神奈川県 有限会社さくらがおか 4021002008249 “水が変わる。暮らしが変わる。ＵＦＢ　ＤＵＡＬ”販促大作戦

神奈川県 株式会社アールティ・コラボ 1021001068817 ごみに特化した新規ＷＥＢサイトによる電子化普及と地域貢献

神奈川県 株式会社ファンクリエイション 1020001117947 売場づくりの動きが伝わるプロモーション動画の導入

神奈川県 株式会社ＣＴＫホールディングス 8021001035711 ＢｔｏＣ集客戦略

神奈川県 株式会社こどものそら 9021001057234 どこでも学べる「そらスタジオ」でのオンライン研修会の普及事業

神奈川県
石渡ファイナンシャルプランニング事務所
合同会社

5021003003578 不動産Ｍ＆Ａ仲介業務の非対面化による推進とテレワーク環境整備

神奈川県 株式会社シティライフ 3020001096198 不動産テック時代突入！非対面・リモート対応のＷＥＢ店舗づくり

神奈川県 Ｊｏｙｆｕｌ　Ｌｉｆｅ　Ｄｅｓｉｇｎ － ママ向けコーチング講座・教材のオンライン事業化

神奈川県 有限会社オフィスサウル 7021002016843 ケーキ教室のＥＣ導入と非対面型レッスンへの移行

神奈川県 ロア株式会社 7021001047922 テレビ電話によるコーチング・コンサルティング事業／セミナー事業

神奈川県 Ｆｌｅｘｘ株式会社 1021001065194 スタジオでの非対面型ビジネスモデルへの転換に向けた取り組み

神奈川県 サピオネクスト株式会社 9021001053695 インターネットを活用したクライアント獲得プロセスの自動化

神奈川県 リチャード・ル・ブーランジェ － 稲村ガ崎リチャード・オープンテラスカフェ事業

神奈川県 ゴールコンサルティング合同会社 8020003007347 オンラインインタラクティブ型マネジメント研修の開発

神奈川県 ｓａｋｕｒａ　ｓｕｎｎｙ － 非対面、遠隔にて「施設探し」「健康管理・見守りサービス」事業

神奈川県 ＬＡＧ　株式会社 2020001119579 住宅宿泊事業のＩＣＴ　導入

神奈川県 革工房ａｔｓｕ － ＨＰリニューアルとパンフレット制作による認知度向上

神奈川県 ボディケアサロンルーチェ － オンラインでの物販導入と動画活用による販売強化

神奈川県 有限会社稲村亭 8021002014020 非対面型ビジネスモデルへの転換のための業務用冷凍冷蔵庫導入事業

神奈川県 ａｔ　ｔｈｅ　ＣＯＲＥ － オンラインによる陸トレーニングのためのスタジオ開設

神奈川県 株式会社ジョブテラス 8021001064355 新規ＷＥＢサイト制作による地域の雇用促進と地域経済活性化

神奈川県 株式会社ホシノ 5021001019106 テイクアウトメニュー充実のための真空機導入事業

神奈川県 ワンワンワンミュージック株式会社 6020001107299 ピアノ教室に特化した非対面式レッスン対応ポータルサイト構築

神奈川県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｓｙｍｇｒａｐｈ － 楽団向け動画撮影・制作サービスの開発・販路開拓

神奈川県 藤野富村バレエアート － 対面サービスからオンラインサービス移行による顧客獲得事業

神奈川県 有限会社西鶴間増田屋 1021002041946 出前・持ち帰り弁当の宣伝強化とウィルス除菌機能エアコンの導入

神奈川県 ＤＷＭＤＷさくらさく － ウェブサイトのリニューアルを行い独自性と安定性のある経営を目指す

神奈川県 ＭＵＧＥＮ　ＰＨＯＴＯ － 遠隔オンライン授業及びコンテンツ配信環境の整備

神奈川県 株式会社ＤＳＬ 5021001055506 新規事業「オンラインメディカルサロン」による販路開拓

神奈川県 株式会社ＨＥＡＲＴ　ＱＵＡＫＥ 6020001087756 オンライン研修サービスの開発

神奈川県 Ｊ＇ｚ　ＷＯＲＫＳ － 対面からインターネット上でのサービス提供への販路転換事業
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神奈川県 合同会社デイジーホームズ 2020003010554 国内ファミリー層をターゲットとした宿泊業の強化事業

神奈川県 株式会社４９ｆｉｌｍ 3021001010248 サイトのリニューアルによる新規販路の開拓と自社商品の販売

神奈川県 アニマリア・エチカ合同会社 3020003007946 ペットホテル受入数拡大と物販売上の向上

神奈川県 せりえ鍼灸室 － テレワークで顧客確保と新規顧客獲得を可能にするＷｅｂ相談事業

神奈川県 合同会社Ｋｏａ 21003006628 不動産賃貸業も自給自足で危機を乗り越える！

神奈川県 株式会社ちょんまげ 5020003010287 不安な状態に陥っている方をはげますＷｅｂコミュニティサービス

神奈川県 Ｃａｆｅ８３（カフェ　ヤミィ） － 非対面型営業「テイクアウト」「家庭向けデリバリー」強化事業

神奈川県 株式会社Ｃｏｚｙ　Ｐｌｕｓ　Ｉｎｃｏｒｐｏａｒｔｅ 5021001018974 ＢｔｏＢにおける受注発注システムの導入と商談展示会

神奈川県 Ｓｈｙ － オリジナルの簡単セルフ計測で最高のオーダーシューズをＷＥＢで

神奈川県 株式会社アーカス・インズ 5010401110334 企業研修を集合型からオンラインへシフトし、売上回復を図る

神奈川県 ｉｎｆｏｍｅｒｉｔ － シニア活性化ための情報コンテンツ提供とオンライン教育配信事業

神奈川県 スープカレーＫＩＦＵＫＵ － スープカレーをレトルトパックにしてネット販売の強化

神奈川県 株式会社ベイサンズ 4020001124049 事業遠隔化、新規顧客獲得に向けて取り組み

神奈川県 Ｆｉｔ　Ｗａｎ － オンラインによるドッグウェア　作り方教室整備事業

神奈川県 木舟　光史 － 家主が直接入居者を募集、交渉及び管理運営する仕組みを構築する

神奈川県 株式会社ＨＥＲＳ経営コンサルティング 7021001010467 コロナ不安を抱える経営者のためのオンライン経営塾の開設

神奈川県 株式会社ココロポートトレーディング 9021001059908 法人向けの日本製新商品の開発とＥＣサイトのリニューアル

神奈川県 合同会社リベラマネージ 2020003008664 物件ホームページ作成による賃貸募集のオンライン化計画

神奈川県 ｓｈｉｓｈａ＆ｃｏｆｆｅｅ　ｐｏｌｅｐｏｌｅ － シーシャ（水たばこ）および本格エスプレッソの提供

神奈川県 有限会社ハム工房ジロー 4021002013117 食べ方提案で非対面型のビジネスモデル構築及びＥＣサイト販路拡大

神奈川県 ｆａｍｉｌｙ　ｔｒｅｅ － 働く女性の心理サポートをオンラインで行って販路開拓

神奈川県 株式会社またぽた 2020001058604
イタリア料理（パスタ・ピザ）のデリバリー用ＥＣサイトの制作（「非対面型ビジ
ネス

神奈川県 ドローン・アイティー株式会社 8020001132287 ドローン利用に必要な知識をオンラインで学ぶ仕組みの導入

神奈川県 繁栄株式会社 3010902019448 ネットで洗濯乾燥・集配ランドリー便

神奈川県 板橋　政次 － 太陽光発電事業の運営・管理効率化を実現するテレワーク環境の整備

神奈川県 有限会社ティーワイふるかわ 3020002012352 テイクアウト事業による販路開拓と新しい層の集客戦略

神奈川県 株式会社和泉デザインスタジオ 7020001124005 非対面型ビジネスモデルとテレワークのためのサテライトオフィス

神奈川県 株式会社アダチ音研 2020001055691 音楽学校における非対面型のオンラインレッスンの導入

神奈川県 有限会社カギの横浜ロックサービス 9020002066302 防犯用品等のＥＣ環境構築と受注拡大に向けた販売促進

神奈川県 メッゲンドルファー － ホームページリニューアルによる販路開拓事業

神奈川県 株式会社ＬＩＣ 12001064820 設備増強と空間デザインでゲストの安心安全と満足度を高める事業

神奈川県 合同会社でくまひくま 3020003010413 『誰でもゴッドハンド！　オンラインで大体良くなる？お家で代替医療　』

神奈川県 株式会社スレイプニル 21001063652 オンラインフィットネス事業、並び、非対面でおこなうメディア制作事業

神奈川県 株式会社デザインオー建築事務所 3020001133793
環境に配慮した家づくりをＰＲするホームページを活用した非対面型の集客シ
ステムの構

神奈川県 ＶＩＶＡＣＥ － 全国を対象に非対面で販売できるオンライン講座の提供

神奈川県 有限会社竹まん 4021002058673 中食部門の新設とその強化
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神奈川県 ＡＬＯＴ － 美容関連商品のネット販売、有料カウンセリング、有料動画配信

神奈川県 株式会社スリーピース 8020001083753 インターネットを活用した販路開拓

神奈川県 株式会社ラウト 7020001049953 コロナ危機から考える～ＥＣから実店舗へ・実店舗からＥＣへ～

神奈川県 株式会社レスト 4020001127654 クラウドシステムを活用した業務効率化・テレワーク環境整備事業

神奈川県 サティア・ヨガ － オンラインヨガレッスン及び動画レッスン作成販売、新規物販導入

神奈川県 株式会社アクアホールド 3020001103061 接触感染を予防するためのＩＴを使った改善

神奈川県 有限会社湘南サウンドオフィス 2100209085 コロナの時代にハープの癒しを！ＳＮＳ動画配信で販路開拓

神奈川県 合同会社宮﨑 4020003010206 非対面ニーズに対応する賃貸住宅

神奈川県 ビストロ　ラ　ペクニコヴァ － 真空機を活用した非対面型ビジネスでの販路開拓事業

神奈川県 合同会社ｓｅｎｃｒ 2020003010141 次亜塩素酸水を用いた除菌・消臭剤の商品開発とその販売

神奈川県 横浜ベイブルーイング株式会社 4020001102541 「Ｂ　ｔｏ　Ｂ」から「Ｂ　ｔｏ　Ｃ」への転換

神奈川県 宮崎プランニング － ホームページ作成による非対面型での販路開拓事業

神奈川県 合同会社鵠沼住宅サービス一号 3021003007746 貸家業における賃貸用土地付き建物仕入の非対面化の取り組み

神奈川県 うごきのステーション － パーソナルトレーニングの非対面への移行とその認知向上策の実施

神奈川県 株式会社日ノ菓 4021001064061 オンライン形式での離乳食教室の実施

神奈川県 株式会社ＣＯ 9020001130637 リモートで受けるオフィスポ「リモスポ」の開始

神奈川県 湘南ナネア － 広告費投入で新規顧客獲得、ネット販売強化とオンライン講座開催

神奈川県 株式会社クロスウェル 2020001043515 自律神経ソフトウェアに特化したオンライン営業システムの構築

神奈川県 ＣＴＷホールディングス株式会社 80401018965 非対面で全国の経営者に販売できるオンライン講座の提供

神奈川県 豚焼＆湘南畑　マニトン － 従来の飲食店経営から進化したコロナ禍以降を見据えた持続化経営

神奈川県 Ｊ－４０１ｋオフィス株式会社 1020001099590 確定拠出年金法定要件である投資教育の非対面化支援

神奈川県 株式会社コンパス 7021001022223 案件管理システム導入で業務効率向上とテレワーク職員の連携強化

神奈川県 株式会社アトラス 1020001077282 専門的な在宅エクササイズ指導サービスによる販路開拓

神奈川県 ｏｆｆｉｃｅ　ＢＡＯＢＡＢ － 新型コロナを契機としたサービスレベル向上計画「新型革命」

神奈川県 ＳＵＮＳ　ＰＡＩＮＴＩＮＧ合同会社 6021003009186 ＳＵＮＳ　Ｒｅｎｔ　Ａ　Ｃａｒ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｓｅｒｖｉｃｅの構築

神奈川県 株式会社カブキ 9021001062291 オンライン転職フェアの実施

神奈川県 喰の眞方合同会社 3021003005741 感染症に対応する就業環境作り

神奈川県 株式会社アップロック 5021002061866 エアブラシの職人技を伝えるオンラインスクールを開設

神奈川県 株式会社スポレングス 2011001100100 「オンラインかけっこ力向上システム」の立ち上げ

神奈川県 株式会社ストレスマネジメント実践研究所 9012301010271 『現場監督のマネジメント力向上研修』オンライン集客

神奈川県 キャンソフト株式会社 7020001078622 非対面型学習サービスの提供と学習状況通知システムの試作

神奈川県 株式会社コッカラ 3020001103689 新型コロナウイルスによる、環境の変化で見込まれる症状の販路開拓

神奈川県 株式会社クローネ 3021001039502 リーディンググラスに特化したＨＰ（オンラインサイト）の構築事業

神奈川県 株式会社ＬＡＦＮＥ 6021001024501 脱中国。商品部材の調達から生産までを日本国内で完結

神奈川県 有限会社カインズ 6021002039457 新型コロナ影響による宅配需要対応への物流体制の拡充と販路開拓

神奈川県 ＴＭＡ株式会社 5020001122373 非対面営業オンライン化事業
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神奈川県 Ｃｏｌｉｂｒｉ － 非対面型営業へ移行のため、契約に直結しやすい　ＨＰ　開発

神奈川県 株式会社イーシュ 3010001166745 オンラインで繋ぐ　非対面型ビジネスへの転換と　Ｉ　Ｔ　化で　集客アップ

神奈川県 株式会社ｖｉｖｉｄ 5021001061529 ｋｉｎｔｏｎｅでテレワーク化社会実現のための取り組み

神奈川県 株式会社紫式部 1020001048911 中小書店の売上と利益を向上させる「棚画像販売サービス」の拡販

神奈川県 株式会社ＳＯＵＲＣＥ　ＯＦ　ＳＰＩＲＩＴＳ 102100103 ジュニアアスリートの夢を支えるオンライントレーニング

神奈川県 有限会社花里企画 4021002016524 オンラインショップ強化による非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 ㈱Ｈｅｓｔｉａ　ｃｏｍｐａｎｙ 6021001018908 テイクアウトメニュー充実のためのショーケース及び真空機導入事業

神奈川県 なずなカンパニー合同会社 5021003008718 太陽光発電設備の遠隔監視及び各種メンテナンス業務委託

神奈川県 株式会社Ｋｏｏｓｈａ 8020001125282 ＥＣサイト構築による非対面型ビジネスモデルへの転換

神奈川県 株式会社Ｍ＆Ｇ 1021001068387 中古ブランド品の売買を目的としたＥＣサイト制作プロジェクト

神奈川県 藤田かほり － 飲食業１０年の経験を活かした、新規顧客開拓の為のかき氷屋開業

神奈川県 株式会社事業リノベーション 8021001059405 新規顧客受注活動の再構築（受注動画の制作とサイト整備）

山梨県 富山音楽教室 － オンライン・通信講座での「通わないピアノ教室」のすすめ

山梨県 株式会社丸正渡邊工務所 6090001002072 ＨＰリニューアルとオンライン集客・接客体制の構築

山梨県 焼鳥燈 － プペルキッチンカー

山梨県 有限会社トアシステム 2090002002117 夢時間提供サービス　ＹＵＭＥＭＵＳＵＢＩの立ち上げ

山梨県 焼肉バル秀 － 焼肉弁当などテイクアウト販売事業

山梨県 Ｎ．ＩｓｓＨｉｎ － ＥＣサイトによる売り上げ増加と、ＨＰによる新規顧客開拓

山梨県 たまらんど株式会社 3090001006836 通販、ネット販売に次ぐ第３の非対面販売～無人直売所

山梨県 株式会社　日向宝飾 8090001001790 ネット販売事業計画

静岡県 株式会社ル・フィヤージュ 7080101013853 フランス惣菜　のテイクアウト販売事業

静岡県 ＩＬ　ＧＯＬＦＯ － イタリア家庭料理真空パック商品の開発と販路開拓

静岡県 株式会社ストアノ 8080101020650 内装工事業から静岡地区における「ＭＥＯ対策」の普及事業への転換

静岡県 Ｐｌｕｍｅｒｉａ － 「非対面に配慮した店舗の内装改修と提供サービスの改善」

静岡県
株式会社ＶＥＬＴＥＸスポーツエンタープラ
イズ

8080001022417 非対面型アカデミー講座の開催及びＰＲ活動

静岡県 合同会社ＲＩＶＥＲＳ　ＩＭＰＯＲＴ 6080003001494 燻製をもっと楽しく！独自燻製商品開発とレベル別ノウハウの提供

静岡県 有限会社野沢工務店 4080002004558 バーチャル見学会で新たな需要を掘り起こす！「自宅ＤＥ見学会」

静岡県 株式会社ディプティ 2080101017487 今だからこそできる、ホスピタリティ向上のためのオンライン講座

静岡県 株式会社クラッセ 8080001020239 自宅に居ながら学べる！　クラッセのオンラインセミナー

静岡県 三島食品株式会社 6080101006271 実店舗での非対面販売、ネット拡販及びＷＥＢでのライブオーダー販売

静岡県 株式会社子育て安心住宅 6080401011806 オンラインによる非対面型ビジネスモデルへの転換

静岡県 株式会社エーケイアイ 8011001126759 非対面対策及び宿泊客のターゲット変更と整体業務の拡大

静岡県 ｋｉｓｓｅｒ － 自宅でマジックが学べる　キッサーのオンラインマジック

静岡県 ブルーインミッチェル － 全国の花嫁さんへ！　当店のブーケで幸せを勝ち取ろう！

静岡県 株式会社　英宝 8080101016995 ＶＰＮによる社内ネットワークの構築とテレワークの実施

静岡県 株式会社タスカ 9080101017150 自社ブランドを活用した販路拡大事業の展開
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静岡県 ソレイユ六本木 － ソレイユを全国に　生花販売のオンラインショップ構築

静岡県 株式会社Ｇｌｏｖｅｒ 6080101021485 オンライン販売に向けた当店公式アプリ開発

静岡県 株式会社山田給食 7080102011914 給食提供方法切替（総菜形式販売）の為の商品開発と機材購入

静岡県 株式会社アール・アンド・エム 6010701029538 ＷＥＢ活用・チラシ配布等によるシニアビジネスの周知と利用促進

静岡県 おしゃれ工房ルーベラ － オンラインによる新たな顧客獲得と売上増加施策

静岡県 株式会社建築システムｊ 9080001001386 リモートで建築提案と図面設計を実現！オンラインプレゼン事業

静岡県 株式会社平松鋼業 4080001013246 住宅装飾品のネット販売・オンライン取付サポート事業の訴求

静岡県 メタルワーク静岡株式会社 4080001016190 メタルワーク静岡のオンライン窓ショップの開設

静岡県 駅南望月整骨院 － ホームページのスマホ対応とネット情報発信による集客活動

静岡県 株式会社ＷｉｓｅＰｒｏｊｅｃｔ 2010401127307 人気メニュー鶏の白レバームースのブランド化及びネットショップの構築

静岡県 ＭＲ．ＣＬＩＰ（ミスタークリップ） － 『空き家を有効活用して、価値あるレンタルヘアサロンへ変換』

静岡県 有限会社アフターホーム 9080102016036 ＶＲを活用した内覧会で潜在需要を喚起するネット販促事業

静岡県 株式会社集客デザイン研究所 5080001022444 バーチャル職場見学サービスの販路拡大事業

静岡県 株式会社ラフィーネサガワ 7080001005653 動画で製造工程も見られる！自社通販サイト運営

静岡県 株式会社ビーライン 8080101003749 テイクアウトサービスの開始とそのＰＲによる販路開拓

静岡県 株式会社はごろもマリンサービス大瀬崎 6080101012402 ＳＮＳによる水中動画配信での新規顧客開拓

静岡県 Ｌｉｆｅｓｔｙｌｅ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ合同会社 1080103001886 非対面型ビジネスモデルへの転換事業

静岡県 株式会社小杉苑 6080001016395 絆つくりをお手伝いする会社の販路開拓のための広報活動

静岡県 ｒａｒｅ． － オンラインレーニング実施に向けたＨＰ・動画配信システムの構築

静岡県 株式会社サンタアムール 1080001023347 小規模結婚式の魅力を伝えるためのＷＥＢの仕組み構築

静岡県 セントラルガイヤ合同会社 9080403002783 販促用ＰＲ・販売サイトの構築とエビの飼料の開発・販路開拓

静岡県 アロマサロン＆スクールＡＬＣ － 『オンラインセルフケア』事業のＰＲによる販路開拓』

静岡県 株式会社ｍｉｎａｓｈｉａ 4080001022164
障がいがあるお子様への在宅支援領域の拡大と移動販売車による新規事業
の開発

静岡県 株式会社ビューティースタイルス 5080101018821 パーソナルストレッチ・エステ・レッスン動画作成と化粧品の開発

静岡県 株式会社灯建築舎 9080001022184 自社の強みを活かした内製化とその発信で感動価値をお届けする！

静岡県 ふくしえん社労士事務所 － 介護業界に特化した助成金活用による業務改善オンラインサービス

静岡県 染織ユトリ － 親子で楽しむオンライン講座「はじめての染め・織り」の企画販売

静岡県 藤原造園株式会社 9080101012845 効率的な造園作業による高級宿泊施設への短工期保守サービスの提供

静岡県 株式会社静岡リリース 5080001021504 ハナのハングルクラス

静岡県 美容室ｆａｃｅ － 換気窓設置で３密対策が万全なお客様が安心できる美容室への転換

静岡県 株式会社シティサポート 1080001022522 カタログ送付による持続的な非対面型営業へのシフトと販路拡大

静岡県 株式会社ＡＶＥＳＴ 8080401011399 車のメンテナンスＤＶＤを用いた非対面での取付方法アドバイス

静岡県 本村　勝司 － オンライン化による非対面型での健康増進業の展開

静岡県 名倉メロン農場 － フードロスメロンをなくす販売方式の展開と新商品の開発と販売

静岡県 合同会社ｅｅｅｓ 4080403003885 オンラインによる新規顧客開拓・サービス説明への切り替え

静岡県 有限会社　ソネプラ 5080002003476 軟質樹脂の完全リサイクルの実現と受注拡大
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静岡県 アイマーク株式会社 2080001017249 確定拠出年金企業型選択制導入メリットをウェビナーで配信

静岡県 ＲｅＰｕＢｒｅｗ合同会社 9080103001607 自社缶ビールのＥＣ販売による販路開拓

静岡県 野櫻本店合同会社 8080003002375 通信販売による非対面型事業の強化

静岡県 麒麟 － 巣ごもりでも美味しく食べられる！低糖質肉まんの開発事業

静岡県 有限会社ペルル 8080102006153 たくさん食べても太らない！美味しい低糖質スイーツの商品開発

静岡県 合同会社すまうと 7080003002343 家具の非接触型販売による新規顧客開拓に向けたＥＣサイトの構築

静岡県 株式会社ＣＨＩＬＬ　ＤＩＮＥＲ 6080401011657 非対面型ビジネスモデルを見越したテイクアウト事業の実施

静岡県 ゆかしフーズ株式会社 2080101020573 うまかもんなモツ鍋を全国に！オンラインショップの構築

静岡県 ＦＵＪＩ　ＣＡＮＤＬＥ － ＳＴＡＹ　ＨＯＭＥキャンドルの開発とＥＣサイトによる販路開拓

静岡県 ハートフルホームズ株式会社 9080101010469 商圏分析を活用したオンライン物件紹介サポートサービスの展開

静岡県 有限会社ヤマナシコマース 1080002013363 健康と環境に配慮した生活雑貨の商品開発と販路拡大

静岡県 株式会社ハビタット 9080101006995 サービス付き業務用防犯カメラの通販サイト作成

静岡県 株式会社テンポイント 4080001021389 ＩｃＴを積極活用し、経営危機に直面している中小企業の支援を強化

静岡県 株式会社岩河 5080001011125 提案型カタログを活用した非対面型企画営業による小規模イベントの展開

静岡県 かるがもレスキュー － 起業準備中の子育てママへ時短料理講座＆起業サポート事業の訴求

静岡県 株式会社中村米作商店 9080001008828 オリジナル茶箱の企画・開発とインターネット販売による事業展開

静岡県 株式会社メイポール 1080101016829 地域リスク分散を意識した海外での非対面型ビジネスへの新規参入

静岡県 Ｔｏｘｉｃ　Ｗｏｒｋｓ － オリジナルシューズの通信販売による新たな販路開拓

静岡県 株式会社こころサロン 7080001023011 カウンセリングの広告とオンライン完結の為の仕組構築

静岡県 株式会社　めぐみ不動産 1080101016795 オンライン相談の導入によるＷＥＢサイトでの新規販路開拓

静岡県 － 女性が本来の自信を取り戻せるＥＣ対応型サロンの構築

静岡県 有限会社マーチ 5080002005324 非対面サービスを利用した最適な靴提案の仕組み構築

静岡県 麺創房ＬＥＯ － 店内でしか食べることのできなかった本格ラーメンをご自宅で

静岡県 有限会社東京屋分店 5080402005403 テイクアウト・デリバリーおよびディナー営業展開による販路開拓

静岡県 ソリューションデータサービス株式会社 4080101020027 ＧＩＳで商圏分析をした特定エリアへのバナー広告配信事業の展開

静岡県 株式会社ＭＯＧＡＷＯＲＫＳ 80001020601 販路拡大による安定した事業継続への施策

静岡県 オアシスダイビングサービス － 飛沫防止シャワールームの改修・海辺テラスの一新

静岡県 蒲原アーキテクツオフィス － ３次元設計とウェブサイトを活用した顧客中心型業務システムの開発

静岡県 株式会社小河屋商事 1080101005427 プロの味が家庭で楽しめる！ミールキット販路拡大事業

静岡県 有限会社大橋建工 6080402001707 新築住宅の非対面営業Ｗｅｂサイト構築

静岡県 株式会社Ｏｔｏｎｏ 2080001022389 デジタルサイネージの遠隔監視システムによる非対面運用モデルの確立

静岡県 Ｈｅａｌｔｈｙ　Ｌｉｆｅ　Ｃｅｎｔｒａｌ － ソーシャルディスタンシングでコロナ禍を乗り越える治療院運営

静岡県 株式会社ローカルトラベル・パートナーズ 5080001020365 日本人向けウェブサイト構築と事務所ウィンドウサインの設置

静岡県 株式会社テクノート 8080401003297 海外向け英語版ＥＣサイトの開設

静岡県 株式会社建築システム隙間職人 9080001021756 地元工務店とコラボした、ＶＲ現場見学会の販路拡大プロジェクト

静岡県 株式会社Ｒ＆Ｏフードカンパニー 6080001002973
給食事業の販路拡大と一般消費者へのアプリケーション等を通じたデリバ
リー開始
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静岡県 Ｃｌｉｅｎｔ　Ｖｉｅｗ － カウンセリング事業の完全オンライン化

静岡県 ホッパー５ － 「ついで買い」を狙ったテイクアウト部門の強化

静岡県 ＫＳ住宅サービス株式会社 2180001134471 自主募集等非対面型モデルへの転換等による長期安定化経営策

静岡県 美容室　ちゅらさん － 本業を活かした副業で地元特産品を使って地域活性化にも貢献

静岡県 青木パン店 － 顧客からの新型コロナウイルス感染リスクを大幅に減少させる改装

静岡県 くりくり行政書士事務所 － 非対面型ｗｅｂツールの導入とブランディングサポート事業の構築

静岡県 株式会社トータルヘルスラボ 3080001020235 ファスティングのオンライン自動販売と鍼灸院リモート健康相談

静岡県 アロマセラピーサロン　寿香 － 寿香のアロマを全国のお客様に。オンラインショップの構築

静岡県 株式会社フェリーチェ 8080001012194 自宅にいながらフラワーレッスンが学べる！オンラインレッスン
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