
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

福岡県 株式会社　Ｏｎｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ 5290001061165 催事からインターネット通販への移行事業

福岡県 株式会社ノーブル 9290002050717 もんじゃ焼き丸ごとテイクアウトとオンラインスナックで販路開拓

福岡県 ＨＡＭ（ハム） － ウェブサイト製作

福岡県 株式会社三角形 3290801021196 昼営業、テイクアウト販売力強化の新規取組み

福岡県 株式会社ヴァリュークロス福岡 6290001057294 非対面ビジネスモデル型！シフト戦略広報！

福岡県 株式会社ＬＩＨ 3290001072800 オンライン商談対応！中小企業ＥＣ化率アップのための販路拡大

福岡県 孝専社 － Ｗｅｂ版シアターライブの開設とファンとの交流が出来るシステムの構築

福岡県 ＴＨＥ　ＩＣＨＩ　ＧＯ　ＮＡＮＡ － 宅配でより地域密着に！ＥＣサイトを活用し若松の魅力を全国に！

福岡県 あいわ株式会社 7290001081608 沖縄産シュガーケイ素ミネラル飲料新規販路開拓事業

福岡県 カントリーハウス株式会社 5290001066288 コロナに負けない自衛隊グッズ販売強化で非対面サービスの展開

福岡県 株式会社グローカルプロジェクト 5290001073854 オンラインを活用した旅のおもてなしビジネスによる販路開拓

福岡県 あすなろブルワリー － あすなろブルワリー冷蔵設備増強事業

福岡県 キントウンツアーズ株式会社 290001025416 リモートワーク化及び非接触型営業のウェブシステム導入

福岡県 株式会社スペックス 8290001070774
Ｗｅｂを活用したビデオ会商談＆小ロットから可能！ノベルティの通信販売の
拡大！

福岡県 ポルテボヌール株式会社 8290001071285 動画による販売研修教育と通販サイトの構築による販路開拓

福岡県 ボディブレイス － オンライントレーニング普及の為のチラシ制作、配布

福岡県 株式会社ＺＩＯＮ　ＳＴＡＴＥＳ 3290001029544 家庭用『もつ鍋セット』の販売で、顧客の獲得を行う事業。

福岡県 株式会社Ｅ＆Ｉ 7290001031100 『つばさ』のネットでの販売・サポートの充実化と製品品質向上

福岡県 合同会社Ａｎｓｗｅｒ 5290003009484 非対面型サービス導入事業

福岡県 株式会社デイジー 2290801023623 ネット店舗・実店舗の収入源複数化による経営安定事業

福岡県 株式会社セオリー 9290001064783 見込客検知ロボットによる高効率非対面型営業システムの流れ

福岡県 ダウンタウン － 他店も欲しがる自家製ダレ！地元焼肉店のお取り寄せＥＣサイト構築

福岡県 有限会社ヒサエダコンサルティング 7290002031033 ＷＥＢ会議システム等を用いた非対面型教育研修の推進施策

福岡県 株式会社アーツ 8290001035793 非対面ビジネスモデル型！シフト戦略広報！

福岡県 アクセスオオホリ － サロンの無形資産活用による海外ＥＣ事業

福岡県 有限会社岡部順商店 6290002014633 宅配と持ち帰りサービスを提供し、顧客開拓を行う事業。

福岡県 ＯＴＥ２ － コロナに負けない！弁当事業

福岡県 美容室アプレ － 美容脱毛でお客様の悩み解決と新規顧客獲得

福岡県 有限会社自然薯王国 1290002020826 対面販売からネット通販重視への経営へ

福岡県 株式会社　モデスト 4290001083879 顧客獲得の為に家庭用『もつ鍋セット』を販売する事業。

福岡県 株式会社Ｄｄｄｄ 5290001084769 非対面型ビジネスモデルへ向けたＥＣ環境の構築

福岡県 有限会社龍人 1290002029768 お持ち帰り生豚骨ラーメン

福岡県 株式会社ＴＯＥ 3290001063551 ビデオ会議商談型！Ｗｅｂコンテンツ提供サービス！

福岡県 株式会社バルズ 9290001065039 テイクアウト販売強化

福岡県 ＡｉｒＥｘ　Ｖｅｎｔｕｒｅ株式会社 5290001079901 非対面業務システムを利用した求職者・企業の両面支援
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 オルケスタ税理士法人 2290005016853 後継者のためのオンライン財務・税務コンサルティング事業

福岡県 Ｉ∞ＭＡ － コーチングとヒーリングのオンライン化事業

福岡県 合同会社ｃｏｒｅＤｅｓｉｇｎ 1290003005339 飲んで美味しい、体に優しい、薬味酒のネット販売

福岡県 ＢＡＲ　ブロックチェーン － マジックショーの内容補強、オンラインサロンの開設、及び店舗ＰＲの拡大

福岡県 株式会社ＨＣＳグループ 3290801018630 コロナ消毒と光触媒で予防まで！ＨＣＳの抗ウイルスサービス

福岡県 欧風ライスカレーケンズ －
博多のカレーブランド作り。ルーのアレンジが自宅で簡単にできる冷凍パック。
移動販売

福岡県 未来資産コンサルティング株式会社 1290802012155 「オンラインセミナー・コンサルによるビジネスモデルへの転換」

福岡県 Ｓａｌａｃｈｉｃ（サラシック） － チラシ・新商品ＥＣサイトを活用した新規顧客開拓事業

福岡県 エース株式会社 7290001074306 次亜塩素酸ナトリウムなどを用いた屋内ウイルス感染症予防事業

福岡県 リップバンウインクル － ●ドキュメンタリー映画「百年遷宮」製作全般

福岡県 カラープライマリー － 色彩の知識と技術を習得するセミナー動画販売での新規顧客開拓

福岡県 フロムトゥ株式会社 3290001088805 新しい生活様式に対応した非対面コンサルティングの展開

福岡県 ＡＢ不動産株式会社 2299001077098 空き家看板やＤＭを活用した売り物件情報収集戦略

福岡県 合同会社クーペ 3290003009008
非対面型商談！女性観点からのＷｅｂ用グラフィックデザイン提供サービスの
開始！

福岡県 株式会社ネクストクリエイション 4290801021014 会わなくても大丈夫、オンラインでのアイデア創出ワークショップ

福岡県 Ｓｋカンパニー － 非対面型ビジネスモデルへの転換

福岡県 定次郎商店合同会社 4290003007423 博多照らす　ＨＡＫＡＴＡ　ＴＥＲＲＡＣＥ

福岡県 株式会社ネオクリエイト 6290001075998 サービスの付加価値向上と生産性向上事業

福岡県 株式会社フリーダム 8290001027163 オリジナルマスクのＥＣサイト＋ＤＭ販売

福岡県 株式会社　坂本商店 1290801009202 坂本商店の海産物をネットで販売！ＥＣサイト導入！

福岡県 株式会社アルテレゴ 9290001070410 非対面化、テレワークへの移行と看板等設置による視認性の強化

福岡県 株式会社クルーク 2290001051004 非対面式、美容商材販売、スクール事業におけるＥＣサイト構築

福岡県 革ノ花宗 － おうち時間を楽しむ非対面型レザークラフト教室の提供と販路開拓

福岡県 株式会社レオナビューティー 3290001068930 新規販路開設でコロナに負けない！

福岡県 くらしいきいき株式会社 1290001027962 管理栄養士の相談サービスのｗｅｂ化による新規顧客層の獲得

福岡県 株式会社ル・クール 290001035112
新しいホームページの作成とＳＮＳ等による非対面でのカウンセリングの仕組
みづくり

福岡県 イリノイ株式会社 9290001077414 メーカー直営ラグ専門ネットショップの売上拡大

福岡県 Ｂｕｉｌｄ　ｎａｉｌ － 非対面型ビジネスへの転換と自社の再構築

福岡県 直家 － 業態変更に於いての販路拡大

福岡県 齋藤経営相談事務所 － オンライン広告宣伝物作成による非対面型ビジネスの実現

福岡県 株式会社アイコンテンツ 1290801022361 老朽化進む集合住宅修繕・リフォームのウェブＶＲによる販路開拓

福岡県 ｔｃｌｉｍｂ － 新しい健康食品の販売に伴うＨＰの作成・ネット通販の実施。

福岡県 有限会社イートレスト 5290002031670 新型コロナ感染リスクをおさえた次世代型店舗空間づくり事業

福岡県 ロカローラ － ネットでの販売およびテイクアウト商品の提供に必要な設備投資

福岡県 合同会社ＳＲＫ総合リスク研究所 4290003004965 不正を生まない！インターネット研修でいつでも受講可能な環境に！
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福岡県 合同会社ＴＹジャパン 2290803003350 オンライン鍛治町カジバー

福岡県 アイラッシュ大濠 － ①物品販売とテレワーク②新規事業

福岡県 ＢＡＲ　ＤＥＥＰ － リモート接客による新規顧客獲得及び、既存顧客への営業強化

福岡県 株式会社ＳＯＲＴＩＥ 2290001059328 ＩＣＴ化推進による「まちづくり」の支援事業

福岡県 Ｇ．Ｏ．Ｐａｒｔｎｅｒｓ －
海外用の訳あり商品オンラインショップ（リモート・テレビ電話付き・モール）機能
の

福岡県 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｄｅｓｉｇｎ　ｉｒｏｄｏｒｉ 1290801022741 新築住宅のブランド化と対面打合せ回数減及び飲食事業の販促活動

福岡県 今泉バル　Ｃｏｍｉｄａ・Ｂｅｂｉｄａ － 新鮮な糸島産の食材を使った本格スペイン料理のテイクアウト事業

福岡県 古美術　天平堂 － 売買拡大を目指した　ＷＥＢ　構築による生産性向上とブランドの強化

福岡県 みつばや酒店 － ネット販売の強化とノンアルコール商品の展開

福岡県 株式会社フェリシダージ・ネット 5290001040284 注から納品まで対面接客ゼロでＨＰ制作！

福岡県 合同会社ミライノ 3020003016807 オンライン個別指導事業開始と広告宣伝の展開

福岡県 株式会社オンリーワン 4290001078730 クラウド活用で非対面型ビジネスモデルへの転換を加速する事業

福岡県 株式会社ＴＯＲＡＩＳＭ 4290001083284 店舗販売をしている博多店が、新たにＥＣ販売に取り組むための投資

福岡県 セルフイメージ・メイキングＪＡＰＡＮ － 起業家やフリーランス向け！オンライン経営コンサルティング！

福岡県 ＳＥＥＤ － 美容室から発信するＥＣ＆通信販売と自社ブランド商品の開拓

福岡県 トラットリア　アルティジャーノ － ＥＣ型店舗アプリの導入で非対面サービスの展開と継続的顧客開拓

福岡県 ＴＬＣ株式会社 6290001034203 非対面型ビジネスモデル／着物フルセットのサブスクリクション

福岡県 ラビットフードマーケット － 顧客の新規開拓を目指す健康志向のテイクアウトメニューの提供。

福岡県 エアーテックホールディングス株式会社 8290801018163 若手クリエイターとアイデアの都市、北九州を目指した事業

福岡県 ハッピーリンク株式会社 8290001074916 非対面式オフィス配達とテイクアウトによる新規顧客開拓

福岡県 ビックアイランド株式会社 8290801025977 新設ＥＣサイトによる非対面型サービスの売上拡大・生産性向上

福岡県 株式会社ＭＡＤＡＮＧＳＯＥ　ＪＡＰＡＮ 2290001080515 自社テイクアウト、デイバリーの強化

福岡県 Ｇｒｅｅｎ　Ｒｏｏｍ － 洋食居酒屋から昼営業へ転換、テイクアウトへの新規取組み

福岡県 Ｒｅｔａａａｎ － シェアサロンＲｅｔａａａｎ

福岡県 フェニックス株式会社 3290001082485 バドミントン用品革命！ブランド認知度向上及び既存販路改良事業

福岡県 株式会社ベストエフォート 7290001035935 ＰＣエイドセレクトショップ

福岡県 株式会社ＨＡＣＣＰジャパン 6010003028453 感染対策となる空間除菌デバイスのオンライン販売

福岡県 エアーテック株式会社 6290801005139 知られざるオンリーワン企業を目指し、新たな情報発信力への挑戦

福岡県 イートムキッチンスタジオ － 「ネットチケット販売によるオンライン料理教室の販路拡大」

福岡県 健幸ライフ株式会社 290001065639 ブランドサイト新設および既存ＬＰ修正による直販の拡大

福岡県 株式会社創新 7290001027412 鍼灸院の挑戦　オンライン相談窓口開設による新しい診察方法の確立

福岡県 サンセイ（ベルルーンホテルハカタ） － 新型コロナウィルス対策のための非対面化に向けての工事、システム変更

福岡県 株式会社マイソル 9290001078791 電話代行サービス「Ｃａｌｌ－Ｔｒａｉｎ」の販路拡大

福岡県 ＥＵＲＥＫＡ株式会社 1290001068528 「全サービスｏｎ－ｌｉｎｅ化」に向けての体制構築と広告計画

福岡県 ＣＯＳＭＯ　ＡＲＴＳ株式会社 5290801025195 自社ブランド品の通信販売環境及び販売管理システムの構築
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福岡県 株式会社マンジャ 1290001022749 空弁で大ヒットを記録した焼鯖寿司等のネット通販

福岡県 有限会社　ＧＯＬＤＥＮ－ＢＲＩＤＧＥ 8290002028838
『　ネットで取寄せ　博多の美味しいを真空調理　全国へ　安全　安心　美味し
い』

福岡県 株式会社四次元ポケット 7290001067656
５Ｇ到来によりビジネスモデルの変化。企業のブランド力の向上を目指すサー
ビスを確立

福岡県 有限会社古門造園 3290802016336 個人のお客様が当社にお願いしやすいホームページの作成と展開

福岡県 Ｃａｆｅ　ｄｅ　Ｂｒｉｑｕｅ － ミツバチカレー：デリバリー展開で門司区民に選べて楽しいお食事を

福岡県 海鮮居酒屋　夢邸 － 海鮮煮魚丼と海鮮揚げ出し豆腐の開発・販路開拓・真空パック発送

福岡県 ＳＨＯ　ＮＡＧＡＴＡ － ＷＥＢストア立ち上げとＥＣ専用新コレクションの開発・広告

福岡県 株式会社プロジェクトクリック 7290001056155 非対面型のｅラーニングプログラムフォーマットの開発

福岡県 ｆｉｎ， － ｆｉｎ，

福岡県 メリーアンナ － オリジナルブランドの紅茶を商品開発・通販による販路拡大

福岡県 ジバイ行政書士事務所 － オンラインでの交通事故関連業務に特化した販路開拓

福岡県 はじまり　はじまり － 広告・モチベーションＵＰ　を図った、動画作成事業

福岡県 ＧＬＰＡＰＡｏｆｆｉｃｅ　株式会社 4290001059425 宅配買取事業

福岡県 井上　俊彦 － 非対面型オンラインスカイプ通信講座

福岡県 中華そば　まるへい － 持ち帰りに圧倒的人気商品の復活！ＥＣサイト構築でサービス提供

福岡県 スカイコミュニケーションズ株式会社 8290001076078 オンラインインバウンドイベント

福岡県 竹の泉 － オンラインで完結する教室運営とカウンセリング

福岡県 ＣＨＩＰＳ － オリジナルブランド（販路開拓）．自社のＥＣサイト制作

福岡県 オーケービーファクトリー － ドローン屋根点検・火災保険申請サポート事業

福岡県 株式会社トミヤス 7290001073076 安全・安心なリモートワーク対応プランの導入と新規販路の開拓

福岡県 株式会社ＩＷ 4290001080991 食通たちがオススメする当地絶品お供「Ｈａｎｄｓ－ｏｎ　Ｌｏｃａｌ」

福岡県 株式会社ＪＳＨ 290801022447 人気メニューの通販販路開拓

福岡県 ピットアウト株式会社 2290801024695 資料・動画・デモによるリモート営業の推進事業

福岡県 合名会社ｌａ　ｐａｉｘ 7290003000978 美容室こだわりの自社商品でコロナに負けない本気の小売事業参入

福岡県 合同会社ＨＡＰＰＹＨＩＬＬ 2290003008927 オンライン販売用の商品開発と自社通販サイト設立による販路拡大

福岡県 ソンブライト － 「シャボン玉を発生する新しい演出機器の開発」

福岡県 株式会社マルコネクト 4290001086816 化粧品・健康食品・ヘルスケア商品等の海外販路開拓および販売

福岡県 ＬａＧｅｅｌｕｃｋ － ＥＣサイト新設による新たなる顧客層獲得を目指して

福岡県 株式会社ルーチェ 9290001072893 自宅でスキンケア！エステサロン美容専売品の通販！

福岡県 ＳＵＮＳ　ＤＩＶＥ株式会社 4290001084183 ４Ｋデジタル撮影機器を使用した水中映像撮影、映像販売事業

福岡県 Ｓａｐｌｉ　ｈａｉｒ　ｃｒｅａｔｉｏｎ － コロナに負けるな！小さい美容室の再生計画

福岡県 博多鶏塩らぁめん　みやびや － 博多の食の魅力『博多鶏塩らぁめん　みやびや』ブランド化プロジェクト！

福岡県 株式会社和気ａｉａｉ 1290801020159 配達代行プラスワン

福岡県 有限会社オフィスアーツ 5290002030292 動画で動じない！Ｗｅｂ動画ＰＲチャンネル！

福岡県 株式会社ＴＥＮ－ＮＡＮＤＡ 6290001087234 上海ミシュラン監修の「大壺春の焼き小龍包」ＥＣサイト導入！
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第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

福岡県 スパイアソリューション株式会社 9290001084823 ＷＥＢ型インターネット通販コンサル業

福岡県 株式会社　ＴＮ 1290001080986 コロナが収束したら安全安心な「ＧＯ　ＴＯ　Ｔｒａｖｅｌキャンペーン」

福岡県 株式会社ホライゾンコンサルティング 7290001019038 経営コンサルティング事業、　Ｍ＆Ａ　事業のリモート対応

福岡県 コレクションズ　クラブ － 美容整形用薬品を使用した新化粧品の開発とネット販売

福岡県 株式会社太郎源 8290001029548 販路拡大に伴う商品を開発とＷＥＢ構築による生産性向上

福岡県 株式会社ｂｉｂｂｉｄｉ　ｂｏｂｂｉｄｉ　ｂｏｏ 8290001086630 非対面型パーソナルスタイリングのウェブサービス構築

福岡県 たけ屋 － 設備と衛生管理強化による自社製うどんの持ち帰りと通信販売の拡大

福岡県 株式会社ローカルメゾン 4290001062239 自社企画婦人服の生産体制の革新と非対面型ビジネスへの転換事業

福岡県 株式会社ＨＳＰ 6290001061569 車をＷｅｂにて安心購入！お車のテレワーク商談サービス！

福岡県 株式会社アップＪ 7290001062434 持ち帰りに圧倒的人気商品の復活！ＥＣサイト構築でサービス提供

福岡県 有限会社キューブリック 4290002023181 ホームページ等の更新とパン製造力増強のための設備投資

福岡県 夢の蔵 － テイクアウト事業開始

福岡県 ＣＡＦＥ　ＢＡＲ　ＴＲＥＳＯＬ － ＥＣサイト開設による販路拡大と店舗改装

福岡県 株式会社　Ａｓｔｏｎ 4290801023225 物件情報調達業務請負事業

福岡県 株式会社　ＰＡＲＡ－ＤＥＳＩＧＮＬＡＢ 3290001066075 家具プロダクトの新商品開発と３Ｄソフト導入等による販路開拓

福岡県 株式会社樹 3290801008012 会議のテレワーク化と新規宅配サイト及び管理システムの導入

福岡県 株式会社フォープン 8290001057961 非対面型ビジネスモデルへの転換

福岡県 ふくしょう － 岩塩で作った無添加のお醤油の動画広告で健康意識と免疫力の向上

福岡県 フェアリーテマチルダ － 対面式の美容エステ講座をオンラインにリニューアルする事業

福岡県 株式会社　ＬＯＮＧＴＡＩＬ 3290001064616 売上拡大のためのホームページ集客

福岡県 ＳｗｅｗｅｔｓＨｏｍｅ株式会社 9290003007897 「子育て中の主婦」の方々が安心して働ける不動産販売業の構築

福岡県 大町幸 － 自宅からオンライン婚活パーティ！Ｂｙオンライン結婚相談所

福岡県 ポンポンマム合同会社 6011103006200 対面に頼らない顧客とのコミュニケーションチャネル創出事業

福岡県 ＳＡＶＥホールディングス株式会社 2290001066860 ＳＮＳ・ブログ連動ホームページで新規顧客獲得とオンライン応対

福岡県 株式会社アーツエンターテインメント 8290001035793 リモート打ち合わせが可能！ＳＮＳパッケージ広報！

福岡県 株式会社酔笑 7290801022629 屋外型飲食システム“街中ＢＢＱ”事業の強化とＰＲ

福岡県 株式会社キュリアス・マインズ 2290001071456 オンラインでデザインリノベーションを行うしくみ構築

福岡県 株式会社エスフォーアール 3290001071257 新規商材の販売に伴う写真撮影業務、加工作業業務を自社で行う

福岡県 ＴＥＡＭ　ｔａｋｅ － ネットショップ（ＥＣサイト）【ａｒｕＢｕｙ】開設

福岡県 松陰塾福重校 － 自宅でも学習ができるオンライン指導をＰＲするチラシ広告

福岡県 和み囲酒屋雅　ｍａｓａ － 子育て世代の負担を解消し健康増進させるＥＣサイト販売構築

福岡県 楽笑ボディケア整骨院 － 感染症対策における運営方針の転換と地域プロモーション

福岡県 ｐａｓ　ａ　ｐａｓ　Ｍａｒｉｅ － よもぎ蒸しレンタルで対面式から自宅で体質改善と免疫力強化

福岡県 株式会社アストンデザインワークス 4290001037835 奏づ

福岡県 株式会社ｃｏｍａｍリビング 4290001087665 ＨＰ、動画、ＴＶ会議による営業効率化と認知度向上による販路拡大
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第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

福岡県 欧風創作料理Ｌｉｅｎ － ネット販売を強化するＨＰの作成とアンテナショップの販促強化

福岡県 株式会社ナオブランド 4290801019990 自社オリジナルキャラ動画制作及び通信販売事業の強化

福岡県 プランツフードシステム － パッケージ作成と自社サイト開設による有機農産加工物の販路拡大

福岡県 株式会社ファピ 9290001067464 保育学生向けオンライン就活支援サービス

福岡県 有限会社吉冨 4290002018099 ブランド力を活かした新商品の開発とネット販売

福岡県 合同会社ケイトリメル 290003001519 ＯＮＬＩＮＥでの非対面型ショッピング機能付ＳＮＳ販売

福岡県 株式会社ＨＩＲＯ 7290001046882 イタリア食材の通販専門サイト構築を通じた販路拡大

佐賀県 株式会社伊万里陶苑 9300001005546 オンラインショップ開設でセミオーダー対応による販路開拓

佐賀県 株式会社ノザワークス 1300001010982 地方発、開発から流通までのブランディング事例の情報発信事業。

佐賀県 有限会社べにばな薬局 4300002011507 顧客満足度向上のための機器導入及びプロモーション強化事業

佐賀県 株式会社すみなす 8300001011900 非対面型ビジネスによる障がい者のためのオリジナルブランド確立

佐賀県 玄海漬株式会社 6300001007173 「コロナに負けるな！！伝統食品を安定して食卓へ」のための設備更新

佐賀県 合同会社ロジスト 3300003001086 宿泊施設の非対面型転換及び各事業所のテレワーク化事業

佐賀県 メイコー企画 － 顧客ニーズに応え安定供給を実現するための印刷設備の高度化

佐賀県 有限会社オダカラー 2300002006698 法人向け動画撮影・編集サービスの開始と販路開拓活動

佐賀県 李庵 － 鮮度抜群！独自に仕入れた店内手切りの和牛をリーズナブルに提供

佐賀県 株式会社瀬兵 4300001005542 店舗販売から非対面型のＥＣ販売へ転換し新たな販路開拓に挑戦

佐賀県 有限会社吉田陶芸 1300002008497 自社商品「花陶硯」ＰＲのためのオンライン書道教室の展開

佐賀県 株式会社ニコ 4300001011227 広告媒体の高度オンライン動画化事業

佐賀県 楽読鳥栖スクール － オンライン事業に移行させることで、スクールの売上維持と強化を図る。

佐賀県 有限会社玉喜 5300002000814 ＨＡＣＣＰ対応業務用海苔特化ラインによる佐賀海苔ブランド向上

佐賀県 Ｌ＆Ｍコンサルティング － 令和から始める新たな保険と不動産のワンストップサービス

佐賀県 有限会社篠原渓山 1300002008407 カタログとオンライン催事を連動させ非対面型販売による販路開拓

佐賀県 有限会社　金照堂 3300002008256 光触媒による抗菌食器の製作とＷｅｂ再構築

佐賀県 株式会社カーウォッシュワン 4300001009808 売上アップと見込み客の収集を非対面型販売システムの構築で！

佐賀県 伊万里　陶房大林 － ＥＣサイトを構築し非対面型営業への転換と新たな販路開拓へ挑戦

佐賀県 有限会社織島 5300002004526 ネットショップ構築事業及び公認会計士による経営指導

佐賀県 大島　悠樹 － テイクアウト販売拡大のための真空パック機械導入

佐賀県 ベースキャンプエビス － 唐津の食材をうまく活用した食品の商品開発

佐賀県 ｈｅａｌｔｈ　Ｌｉｆｅ　Ｃｏｎｎｅｃｔ － 健康経営オンラインサポート導入と宣伝で新規顧客の登録増

佐賀県 株式会社ＯＬＥＮＧＥ 2300001008506 リモートレッスンの音質と画質を向上させるための環境作り

佐賀県 富永窯 － ホームページ作成とネット販売システム構築による販路開拓

長崎県 ラボーテ － 全国どこにいてもいつでもオンラインで学べるエステスクール事業

長崎県 酒井　健一郎 － オンライン化を目指した婚活事業

長崎県 有限会社ボヌールクロージンググループ 4310002018096 非対面型ＥＣショップの活用で、顧客の維持と新規開拓
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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

長崎県 クレド佐世保 － 非対面チェックイン、チェックアウトシステムの導入

長崎県 キャリー企画 － Ｌｏｃａｌ　ｅＣ　Ｓａｓｅｂｏ

長崎県 有限会社美乃本店 2310002018131 既存客との繋がり維持と新規開拓のためのＥＣサイト活用

長崎県 株式会社グレース 8310001008739 新規獲得！利便性と操作性を両立したＥＣサイトの構築

長崎県 ｇａｌａｐａｇｏｓ － 遊びバーのオンライン・動画発信等による会員顧客の獲得

長崎県 株式会社ダイフク 5310002014747 あぐー豚の肉巻きおにぎり・味噌漬けのテイクアウト用販路開拓

長崎県 ライフホームズ株式会社 8310001012609
飲食テナントビル経営の問題点を脱却するための顧客管理クラウドシステム
の新規導入

長崎県 ＯＰＡヘアーシステム － 新型コロナ対策で、地域一番の美容室になる！

長崎県 ｆｅｌｕｃｃａ － プライベート感重視の完全予約制とカーテン仕切でコロナ対策事業

長崎県 エノテカＲ － オンライン接客で　おウチごはんにソムリエ付き

長崎県 Ｔキューブテーブルテニスタカラ － コロナ対応卓球マシーンを活用した非対面型練習による受講生確保

長崎県 深流（ふる）リンパケアＳａｗａ － セルフケア動画配信による関連商品の販売事業

長崎県 有限会社アートスタジオわお 3310002013908 「昆虫食」「野草食」自然からの恵みである食材を未来に向けて開発販売する

長崎県 株式会社マツオ 9310001011758 ＡＩも活用した非対面化での物件調査・売買と入居促進による業務効率化

長崎県 株式会社　さくら整体 3310001004123 コロナの影響で減少した施術売上をオンラインショップで補てん

長崎県 株式会社ＳＰＡＲＫＪＯＹ 6310001014623 老舗貸衣装店と就労支援施設で取り組むＷＥＢ結婚式事業

長崎県 かきごや　こんねこんね － コロナからアフターコロナへ。店はコミュニティーに向かう。

長崎県 長崎潜水 － オンラインで申し込み、海から景色を楽しむツアー

熊本県 株式会社やどるくるむａ 5330001024893 非対面・遠隔新サービスの開発と高付加価値な加工品開発事業

熊本県 ｍｉｎｉｍａｌ　ｄｅｓｉｇｎ － ホームページの改修と看板の設置及びチラシＤＭの作成

熊本県 株式会社ティーアソシエイト 3330001023385 自社ＥＣサイト構築による販路拡大事業

熊本県 有限会社中村商店 9330002030367 安心安全のサービス提供と美味しいお米の消費拡大による販路拡大

熊本県 有限会社アート・アイ 4330002015513 オンライン企業研修・通信教育の事業拡大

熊本県 Ｎｅｘｔ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ株式会社 1330001021531 ＷＥＢカタログを使っての営業活動

熊本県 Ｇａｌｌｅｒｙ　Ｍｏｅ － オンラインショップ開設

熊本県 宮下機器開発株式会社 2330001023691 オンラインＣＡＤ教育環境整備と３次元試作造形事業強化

熊本県 上高橋オステオパシー整体院 － あなたにあった商品とオンラインで健康へのフォローを致します。

熊本県 いすず事務所 － オンラインシステムによる新規事業確立とそのプロモーション事業

熊本県 Ｂａｒ　ＯＲＢＩＳ － セルフホワイトニングの導入

熊本県 木下兄弟株式会社 2330001024203 「ＥＣサイト構築及びＰＣ修理のリモート対応化による新規顧客獲得」

熊本県 ＪＡＭ － 映像生配信及び録画録音業務における受注拡大事業

熊本県 ＨＡＰＰＹ　ＢＯＸ － 忙しくても、美意識を高めたい女性の心美容をケアするサロン

熊本県 トミーズショートブレッドハウス － オリジナル自販機設置でお菓子の非対面キャッシュレス販売計画

熊本県 荒木直平商店 － サプライチェーンの毀損への対応

熊本県 原田洋品店 － 菊池川流域日本遺産商品の「災害保存食」による事業承継促進事業
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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

熊本県 Ｇｌｏｃａｌ　ＢＡＲ　Ｖｉｂｅｓ － 事業内容の多角化と更なる国際化による、経営基盤の強化

熊本県 ダル　フォルノ － 冷凍パンの通販事業

熊本県 セフティ－観光ＪＡＰＡＮ株式会社 2330002005920 お客様と作り上げるＶＲカスタムツアープランの販路拡大事業

熊本県
合同会社Ｌａｏｓ　Ｊａｐａｎ　Ｔｒａｖｅｌ　Ｓｅｒｖｉｃ
ｅ

2330003008237 ＶＲによる熊本県内のオーダーメイド・フリープラン販路拡大事業

熊本県 株式会社デザイングロウ 3330001022032 ＢｔｏＣネット通販サイト構築による非対面式全国販売網整備

熊本県 株式会社ＲＡＭＥＴ 5330001016833 「現代版お抱え庭師サービス」

熊本県 株式会社こどもデザイン研究所 9330001020328 オーダーメイド製品のパッケージ化及びオンライン販売事業

熊本県 株式会社ソニックアーツ 3330001007792 オンラインによるピラティスレッスン

熊本県 行政書士まつおか事務所 － ビデオ会議システムＺｏｏｍを導入しリモート相談業務を展開する。

熊本県 Ｌａｂｏ． － 機材の宅配レンタル事業とオンライン講座による新事業展開

熊本県 株式会社ＷｅｓｔＶｉｌｌａｇｅ 1330001017678 熊本県産にこだわった新メニューを真空パックで食卓に！！

熊本県 株式会社シャインリヴ 7330001026797 非対面型ビジネスモデルへの転換

熊本県 パルテ熊本 － ＥＣサイトでの一般ジュエリー販売による販路開拓、売上拡大事業

熊本県 株式会社まつしん 2330001025706 猫のトイレ用「高性能な消臭・抗菌加工商品」の販路拡大事業

熊本県 有限会社やざき葬祭 9330002014012 非対面型システムによる「新たなる家族葬」の販路拡大事業

熊本県 ひご整骨院 － 新規顧客開拓・オンライン体操教室

熊本県 有限会社トヨダ 9330002027223 作業効率化と在宅業務システムの導入

熊本県 水前寺　時雨 － 非対面型飲料セルフサービス拡充取組事業

熊本県 株式会社ゼネラリスト 6330001008598 【デリバリー・テイクアウト事業　非対面型のシステム活用】

熊本県 有限会社学会旅行センター熊本 5330002002188 病院内でのＶＲを活用したオーダーメイド旅行商品の販路拡大事業

熊本県 有限会社　嶋田車体 6330002025931 調色センサーの導入による販路開拓

熊本県 有限会社アドア企画 9330002000378 施術の非対面化を目指したセット面とオートドライヤーの導入

熊本県 株式会社つたえる 1330001025607 保育士求人に特化した成果報酬型の求人掲載システム構築

熊本県 ものがたりＪＡＰＡＮ株式会社 4330001017452 出前サービス・非対面型店舗改装による新型コロナ感染症対策事業

熊本県 株式会社ＨＩＬ 3330001026289 クラウドヘルスケアアプリケーション評価ソフトの開発

熊本県 株式会社Ｊ－ｔｏ　（ジート） 9330001020625 テレワーク導入及び２事業における販路開拓と雇用促進

熊本県 九州中央トラベル株式会社 2330001001185 非対面型来店予約システムによるラオス国へのＦＩＴ観光拡大事業

熊本県 有限会社中村植物園 8330002021111 バタフライピー農園の整備事業とコロナウイルス克服プロジェクト

熊本県 株式会社優雅 9330001018611 新型コロナ対策のための非対面型ビジネスモデル構築事業

熊本県 青木設備 － 季節に応じた商品提供による売上の安定化とコロナ不況克服事業

熊本県
Ｙ’　ｓ　Ｄｅｒｍａｔｏｌｏｇｙ　＆　Ｓｋｉｎｃａｒｅ　株
式会社

1330001024674 オンラインカウンセリングと併用したオンラインショップ事業

熊本県 株式会社不知火建設 5330001013921 一般集客と事務所外での作業可能システムの導入

熊本県 株式会社Ｐｕｌａｍａ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 4330001021529 当社オリジナルグッズ開発の促進によるコロナ不況克服事業

熊本県 美容室Ｐｕｔｒｉ － 個室対応とリモートによる非対面オンライン相談の展開

熊本県 株式会社三ツ川ブロック工業 6330002021220 新型コロナ対策のための新規ビジネスモデルの構築事業
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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

熊本県 株式会社ライズナー 7330001013382 ＥＣサイト構築による販路拡大

熊本県 大衆酒場ＣＨＡＢＯ － 人吉球磨産地鶏店の店舗充実化と情報発信による売上回復事業

熊本県 さくら結び － リサイクル商品のＥＣ販売へのシフトと非対面システムの構築

熊本県 ＭＯＺＯ旭屋 － 人吉球磨産居酒屋の店舗充実化と情報発信による売上回復事業

熊本県 有限会社ａｌｌ－ｇｅｔ 3330002015605 「ＳＮＳ媒体を活用したＥＣ開始と人事生産性アップの為の先端設備導入」

熊本県 合同会社絹幸 3330003007709 熊本一安く、ネットショップの導入で販売エリアを全国に！

熊本県 有限会社宮本精肉店 6330002010421 スマートフォン版ＥＣサイト構築による販路拡大事業

熊本県 達善 － 居心地のいい空間で安心安全手打ちそばの提供による売上確保

熊本県 株式会社孝八 8330001026689 製造工程見直しによる生産力向上における外販事業強化

熊本県 ｇａｊｕ － ポイント付与ＥＣサイトへの出店による販路拡大事業

熊本県 株式会社吉田屋海苔 4330001004855 非対面型ビジネスモデルへの転換

熊本県 コーヒー焙煎研究所わたる － おうちコーヒーを非対面販売でも需要に応え促進するための新事業展開

熊本県 有限会社永田本店． 9330002030466 ホッと一息美味しいコーヒー提供でステイホーム！による売上拡大

熊本県 有限会社オガタ 3330002030018 旬の食材を提供する店舗空間の提供と広告による販路開拓事業

熊本県 郷土料理　四季 － 熊本の美味しいテイクアウト料理の提供による売上拡大事業

熊本県 株式会社九州フードサービス 4330001018269 真空調理を用いた非対面型商品の開発及び通販事業

熊本県 ＳＫＨシステム － 内製化により外注先の負荷を軽減し、サプライチェーンを拡充する

熊本県 合同会社Ｅ・Ｉ・Ｃ 9330003008379 ＷＥＢを活用したヨガレッスンの全国展開と、そのサポート事業

熊本県 株式会社ＷＡＶＥ 2330001025515 ホテルへのインバウンド対策向け新製品提供による顧客開拓事業

熊本県 有限会社メガネのあらき 7330002010619 動画でわかりやすい！新商品と取扱説明書

熊本県 バルエイト － 新店舗移転によるテイクアウト販路拡大事業

熊本県 株式会社はずむ 1330001027173 コロナ時代を生き抜く企業支援、自社ＨＰ制作＆新顧客獲得事業

熊本県 ｋｏｍｅ　＆　ｃｒａｆｔ　こめ屋 － オリジナルデザインとネット販売システムの構築による販路開拓

熊本県 株式会社　ＪＰＧｒｅｅｎ 7330001020461 ＯＥＭ製造したオリジナルカレーの自社利用と業者販売事業

熊本県 株式会社プラスユウ 6330001021576 非対面型ビジネスモデルへの転換

熊本県 サブリー － 熊本の特産品を活用した新フレーバーポップコーン開発事業

熊本県 ビューティーサロン　ＡＲＴ － セルフ光脱毛機導入によるコロナ対策及び非対面型ビジネス事業

熊本県 有限会社エレガントコム 5330002027499 家族皆で出来る１日５０円の”ホーム筋トレ”

熊本県 株式会社らくらくハウス 2330001021555 オンラインで見学会・商談・見積までを実現するプロジェクト

熊本県 株式会社ＳＴＥＬＬＡ 2300001020771 『眠れるＷＡＸ脱毛』オンラインで広げる新しい美容の『カタチ』

熊本県 天素体流（テンスタイル） － 非対面型ヨガ動画配信による顧客獲得の為の販路開拓

大分県 岩崎美紀中小企業診断士事務所 － 商店街向け非対面型コンサルティングパッケージの開発と普及

大分県 合同会社カムコム・コンサルティング 1320003002290 テレワーク環境の整備

大分県 つばめ食堂 － スイーツのテイクアウトの拡大と専用機器導入による業務効率化

大分県 合同会社ＣＳＳ 6320003002798 発電事業メンテナンスの非対面化の促進による業務効率化
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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

大分県 中和国際株式会社 2320001014163 非対面型営業によるおみやげ体験プログラム支援サービス

大分県 株式会社ｐｅｎｅｌｏｐｅ 3320001014848 人生のストーリーを写真で紡ぐ、ペネロピメンバーシップ事業

大分県 ＮＰＯ法人ＢＥＰＰＵ　ＰＲＯＪＥＣＴ 7320005003109 『ＳＥＬＥＣＴ　ＢＥＰＰＵ』のオンラインによる販路開拓

大分県 株式会社ＳＦＰコンサルティング 6320001013582 テレワークによるＩＴサポートとアウトソーシング事業の強化

大分県 クンチョウ酒造株式会社 6320001010010 蔵元の意地！麹活の発酵食メーカー転身、疑似観光による販路開拓

大分県 株式会社古川製菓 6320001009093 安心・安全店舗で、目指せ！地域一番店。

大分県 タイ料理ルアンマイ － 知名度ＵＰ＆デリバリー用ＨＰとテイクアウト弁当の制作

大分県 オフィスアリー － 『女性のための民泊経営研究会』オンラインサポート事業の展開

大分県 合同会社ねこ 5320003002535 猫カフェねこのオリジナル商品を開発してネット販売

大分県 Ｒｅｇｇｏｐａｎｎ　Ｆａｃｔｏｒｙ － エディブルフラワーを使って販路開拓　生産～多様な販売促進計画

大分県 ランチカフェらんぷ屋 － 店舗をテイクアウト対応型・非接触型に改造する工事

大分県 株式会社ドリームプロモーション 1320001011624 オンラインを活用した非対面型講演・研修事業

大分県 ｄｏｔ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ － オンライン配信型エンタメサポートスタジオ事業

大分県 Ｓｔｅｌｌａｔｙ　Ｅｙｅｌａｓｈ － コロナ対策をしっかりし、安心して通えるサロンに

大分県 Ｏｓｔｅｒｉａ　ｅ　Ｂａｒ　ＲｅｃａＤ － オンラインショップ販売及び移動販売での事業展開

大分県 サムサーラ － オンラインによるヨガレッスン配信の販路開拓

大分県 株式会社グランゲート 6320001004739 テイクアウトおよびミールセット等の販売事業と新販路開発

大分県 マルウメ梅江製材所株式会社 5320001013121 ＷＥＢ連動で無垢材のリアルを追求した非対面型ＢｔｏＢ＆Ｃ販売】

大分県 リーガルゲート行政書士事務所 － 留学生を活用したオンライン外国人ＶＩＳＡ・生活サポート

大分県 エラノイワ － 自社商品のＥＣ販売化と旅館業のチェックイン非対面化事業

大分県 合同会社ＲＳＢ 7320003002194 動画で魅力発信！顧客との新たな関係づくり、新規顧客開拓

大分県 株式会社Ｍｏｏｎａｃｒｏｓｓ 7320001013458 「似合う」の数値化が可能にする無人接客

大分県 Ｐｈｏｔｏｓｔｕｄｉｏ　ＰＡＳＳＩＯＮ － 非対面型に対応した「フォトウエディング」サイトリニューアル

大分県 痩身専門店Ｔｒａｎｑｕｉｌｏ － 非対面型セルフエステ導入による売上及び利益の増加

大分県 ワードローブ － オリジナル商品開発及びネット販売の充実

大分県 アイモット株式会社 5320001015118 ３密対策強化型・ライブ配信特化型スタジオ事業

大分県 西野竹刀製作所 － 伝統ある国産竹刀の販路開拓と海外向け販売戦略

宮崎県 美容室いけだ － 非対面型ビジネスモデルへの転換のための着付教室オンライン化

宮崎県 株式会社Ｉｒｏｎ 3350001011025 なんこつのシチューのレトルト食品加工及び販路拡大事業

宮崎県 焼肉太康 － 世界のブランド松阪牛をご自宅に

宮崎県 株式会社トーコー 4350001008128 オリジナルギフトや巣ごもり需要に対応するネット通販事業の推進

宮崎県 ＨＥＲＯ株式会社 2350001016388 ブランディング強化による食肉及び食肉加工品等のテイクアウト事業

宮崎県 ベビーサイン宮崎 － オンラインセミナーの実施と動画の販売

宮崎県 合同会社ＬＣ 350003002124 インターネット通販／大口顧客での売上げ獲得のための生産性と信頼性向上

宮崎県 有限会社風月堂 4350002018002 ネットショップの再構築及びＤＭ等情報発信強化による売上確保
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採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

宮崎県 合同会社マリーフーズ 5350003003480 コロナに打ち勝つテイクアウト拡大対策

宮崎県 ＦＲＥＥ　ＳＴＹＬＥ － 非対面で行うｗｉｆｉ導入支援事業の強化

宮崎県 中井上商店 － ＥＣ市場参入～宮崎育ちの特産品で全国の食卓に笑顔をお届け～

宮崎県 株式会社ＡＳＸＥＥＤ 3350001016156 売り上げ増加のためのアパレル事業の非対面式オンラインショップ

宮崎県 株式会社丸中 4350001008292 オンライン対応挙式ＩＥＫＯＮ－家婚－普及の新規事業

宮崎県 合資会社山口商店 2350003000159 日本の伝統食文化“蒲鉾”の非対面型ビジネスモデルの構築

宮崎県 有限会社白水舎乳業 6350002003613 モナカアイスの事業化及びオンラインショップの強化

宮崎県 株式会社エイワ設計 4350001006560 女性向け不動産物件紹介ホームページ

宮崎県 欧州食堂ボンターブル － 「デリバリー・テイクアウト　事業」

宮崎県 株式会社ｃｈｅｚ　ｋｅｎ 5350001012467 「ｗｉｔｈコロナ時代の結婚式スタイルの確立とオンラインショップの構築」

宮崎県 Ｌ’ｏｒｅｅ － 「時短で簡単フレンチお惣菜」中食客の開拓・客単価アップの実現

宮崎県 サスティア株式会社 6350001012714 非対面型オンライン婚活の全国展開による売上利益拡大事業

宮崎県 有限会社　財興商事 6350002014164 きじ食って元気だしんしゃい！ステイホーム応援事業

宮崎県 株式会社Ｍｉｌｋ　Ｌａｂ． 8350001015319 フローズン優乳甘酒関連商品のファン育成及び通販拡大

宮崎県 高妻　彩 － 料理教室（店舗型とオンライン型）

宮崎県 株式会社オフィス３Ｍ 6350001015709 非対面式でのエステ事業オンラインショップの構築事業

宮崎県 株式会社アールエフファクトリー 4350001004738 ネットショップの再構築及びＤＭ等情報発信強化による売上確保

宮崎県 株式会社油津応援団 5350001012632 販路拡大のためのホームページ作成と宿泊事業の感染防止対策事業

宮崎県 ｎｅｏｎｃｉ － ランチ、ドリンクのテイクアウト販売事業・オンライン料理教室

宮崎県 Ａｃｔｏｒｓ　Ｓｑｕａｒｅ　Ｃｏｆｆｅｅ － 珈琲豆の非対面販売とテイクアウトフードの促進事業

宮崎県 韓国料理大韓 － テイクアウト販売のネット予約＆決済システムの構築

宮崎県 株式会社屋台骨 7350001013026 「自社通販サイトリニューアルによる非対面型販路の拡大」

鹿児島県 有限会社山崎パン 8340002018825 おいしいパンの生産効率アップで安定供給の確保と販路拡大

鹿児島県 株式会社東英学院 4340001006578 非対面授業専用室の設置による教室環境の改善と販路拡大

鹿児島県 まさき建築工房株式会社 6340001014570 ホームページ作成と建築ＣＡＤソフトの導入

鹿児島県 サンカイ・プロダクション合同会社 7340003002192 遊びと学びのオンラインスクール事業

鹿児島県 株式会社Ｃｈａｒｉｔｅｓ 5340001016659 コロナに負けるな！納豆菌の素晴しさをネットで全世界に伝えたい

鹿児島県 ｂｕｅｎｏ珈琲豆専門店ｍｉｋｏｙａ１３４ － 疫病から守るアマビエのイラスト入り簡単ドリップ珈琲製作

鹿児島県 石野商店 － 飲食店と消費者を配達で結ぶ商店の新たなビジネスモデルへの挑戦

鹿児島県 合同会社山地 2340003000993 テイクアウト事業参入によるＥＣサイト構築

鹿児島県 ゲストハウス　涼風 － 宣伝訴求効果を高めた販路開拓による顧客拡大事業

鹿児島県 上岡　弘明 － 交通事故の専門性向上と、遠隔相談・顧問サービスの提供

沖縄県 Ｉｓｈｉｇａｋｉ　Ｃｏｒｐ － 持続可能な事業存続の為の新規事業展開

沖縄県 合同会社ミリオンズ 7360003006803 対面型スクールからオンライン型スクールへの転換事業

沖縄県 裕翔国際株式会社 4360001020379 新型コロナウイルスに対するインバウンド事業計画
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

沖縄県 株式会社ビジョンプロジェクト 6360001014404 オンラインセッション（相談）導入に向けたＷＥＢプロモーション

沖縄県 ＩＭＧ合同会社 6360003009757 「沖縄在留の留学生、就労者向け支援総合プラットフォーム構築事業」

沖縄県 合同会社　魚かつ 9360003008228 完全閉鎖型循環式海ぶどう養殖

沖縄県 ＯＮＥ　ＷＯＲＬＤ － オンライン印象コーディネート相談に向けたプロモーション

沖縄県 ＡＤＯＲＡＢＬＥ － オリジナル商品開発、及び非対面型ビジネスモデル転換

沖縄県 株式会社シルクコンサルティング 3360001025370 ＨＰ、テレワーク等拡充による販路開拓・維持計画

沖縄県 ナガミネ生花 － ＥＣサイトで販路拡充！広告強化で新規顧客の獲得を目指す！

沖縄県 Ｍａｓｈｔ　ｓｔａｒ － 越境ＥＣサイト構築による新規顧客開拓事業

沖縄県 リリー －
店舗改装とＥＣサイト導入とホットペッパー導入・予約システムによる新規顧客
呼込み

沖縄県 津堅事務用品店 － ≪営業種目・営業範囲拡大・業務内製化による販路拡大≫

沖縄県 株式会社ナガサキ 1360001001555 みの家ブランド生餃子持ち帰り専門店（リアルとＩＴの融合）展開

沖縄県 株式会社ながまれ 3360001026022 販路限定テイクアウト容器販売事業の開発

沖縄県 株式会社トラステイ 1360001023780 動画やＷＥＢ媒体による売上強化事業

沖縄県 株式会社木立 6360001011376 全国市場への非対面・オンライン営業活動の新規取り組み

沖縄県 合同会社浦添印刷 7360003004253 非対面型ビジネスモデルへの転換

沖縄県 合同会社七彩 5360003009221 免疫力アップに繋がる腸活サプリの開発と販売で販路拡大を推進

沖縄県 ファンクション － オンラインでのレッスンプログラムの開発とシステム化で販路拡大

沖縄県 池宮城商店 － ネット販売・店外販路商品の品質向上

沖縄県 株式会社ＡＮＺＹ 2360003007285 ＥＣサイトで全国のお客様に自社ブランドの美容商品を提供

沖縄県 ナチュラルビューティーＭｉｔ － プラチナエイジの応援事業

沖縄県 株式会社ワンブラスト 3360001023531 テイクアウト並びフードイベント強化事業

沖縄県 ｇｒｅｅｎＴｏｍｏ － 自家製沖縄産ブレンドハーブ商品の展開と通販サイトの立ち上げ

沖縄県 株式会社ＡＫ 4010003026104 障害者サービスに関するメディア事業

沖縄県 Ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ２５６ － 新たな看板やビラを作成し、地域住民に周知してもらう

沖縄県 株式会社ファンファーレ・ジャパン 360001018030 沖縄市コザの物販販売ＥＣサイト構築事業

沖縄県 株式会社考福 8360001023849 テイクアウト＆デリバリーの実施とＥＣ販売の構築で販路拡大

沖縄県 メグスタイル － 女性の自立の為のイメ－ジコンサルティング事業

沖縄県 株式会社クリードエクスパンド 7360001018404 県民の健康と命を守る「人と環境に優しい」商材の開発と販売促進

沖縄県 合同会社一徳 6360003007785 ＥＣサイトで全国のお客様に自社ブランドの美容商品を提供

沖縄県 榮椿 － 通販対応型商品の開発

沖縄県 ｈａｉｒ＆ｓｐａ　ｋｏ － ＥＣサイト構築と新メニュー導入に向けての改装

沖縄県 お食事の店　桃原 － 移動販売車による販路開拓

沖縄県 株式会社沖縄商店 3360001024422 顧客の利便性

沖縄県 Ｓｔｕｄｉｏ　ＨＵＥ－スタジオ　ヒュー－ － ホームページ作成によるネット販売の開始

沖縄県 居酒屋　島の人 － テイクアウト、デリバリーに向けたテレワーク
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採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

沖縄県 ロボコン　大平インター教室 － オンライン授業（リモート授業）への拡大

沖縄県 Ｖｏｌｃａｎｏ　ｎｏｏｄｌｅｓ － 移動販売車による販路拡大
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