
令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

福井県 Ｂａｒ　ｊａｋｅ － 夜の街を元気に！外壁広告と連動ＨＰで街の活性化に貢献

福井県 有限会社あまから 3210002000222 レジ袋もプラスチック容器も使わないお持ち帰り容器の販路開拓

福井県 よしな － Ｗｅｂサイトリニューアルと玄関改装による新規客及び観光客獲得事業

福井県 アットパーシモンウエストジャパン － ネットを活用した受注システムの開発等による販路開拓

福井県 ＬＩ株式会社 4210001016086 「セイカシリーズ」のホームページ制作及び新規顧客販路拡大

福井県 株式会社シンコー 6210001001747 表彰事業におけるデジタルトランスフォーメーション

福井県 株式会社マーベルコーポレーション 4210001014627 マーベルウッドのＥＣサイトを活用した国内外への販路開拓

福井県 株式会社ＭＰ　ＦＩＴ 1210001008542 美容商材のネットショップ構築による売上確保とイメージアップ事業

福井県 ワインと熟成牛タン刻～Ｔｏｋｉ～ － コロナ禍以降の生活様式の変化を見越した飲食店の生き残り戦略

福井県 有限会社ゆびわ工房ジェイ 6210002003775 しあわせ指輪工房ＨＰの分析効率化、ＳＥＯ対策における施策発見

福井県 クローバ保険ナビ株式会社 5210001008578 ホームページを活用した非対面での保険提案募集

福井県 家庭教師のオアシス － 非対面型ビジネスモデルへの転換

福井県 遊眉人 － 「ＨＰ開設における新規販路の開拓、リモートによる施術指導」

福井県 株式会社Ｏ３ｄｉｎｉｎｇ 4210001016747 Ｗｅｂサイト構築と玄関改装による新規及び観光客獲得事業

福井県 株式会社えん 7210001009590 「自宅にいながら来店感覚」、ＨＰ活用による新たな相談方法

福井県 有限会社アドヴァンス 2210002008563 知識学習のオンライン化とスクータスノーケリング実施

福井県 鉄鍋屋 － ネット販売による新たな販路開拓事業

福井県 有限会社エナミ 4210002000650 ジュエリー商材の新たなＥＣ事業への転換計画

福井県 加畑水産株式会社 3210001000751 新規デリバリー事業の強化及び新しい生活様式に伴う店舗改装

福井県 株式会社ネオビジョン 8210001008377 インターネット販売で売上向上するための販売システムの構築

福井県 イースリシップ株式会社 4210001016805 新商品開発によるテイクアウト等の販売強化と効率化

福井県 株式会社ワンダーフードサービス 2210001015032 販路拡大に向け、楽天などのＥＣサイトの立ち上げ。

福井県 有限会社クリーンマスター有賀 1210002004571 非対面受注システム構築による売上増加・ブランディングに向けて

福井県 メディアファミリー － 店舗改装による撮影幅の拡充で既存顧客契約継続と新規顧客開拓

福井県 株式会社海道時計店 2210001000694 来店型オーダーメイドをメインにしたウェブサイトリニューアル

福井県 まなび舎 － ホームページ構築事業とウエブによる対話システムの導入

福井県 株式会社カガセイフン 9210001009358 “日本トップブランドそば粉”ネット直販完結型への売り方改革

福井県 株式会社吉光工業 3210001008654 新商品・サービスの販売に向けた看板設置・ホームページ構築

福井県 ＦｌｏｗｅｒＬａｂｅｌ有限会社 1210002008696 ●希少花き生産と新商品・サービス開発及び、ＥＣサイト構築事業

福井県 株式会社光翔 5210001015541 新型コロナウイルス感染症対策に役立つ室内除菌サービス

福井県 株式会社ＹＭＳ 2210001017144 リモート出張買取システムの構築とＨＰ制作による顧客獲得事業

福井県 合同会社ＹＳＪ 6210003001200 自社ウェブサイトの作成による情報発信及び収益化の強化

福井県 Ａｉｓｕｐｐｏｒｔ － 実店舗とＥＣサイトを連動させた次世代小売店への転換事業

福井県 有限会社トリム 2210002004455 ネットショップ・Ｗｅｂサイト・地域雑誌掲載による販売促進

福井県 株式会社パンセ建築士事務所 1210002008639 リモートワークを基本とした顧客密度の強化
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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

福井県 ＡＮＩＳＩＥ － 販路開拓に向けた新鋭ＥＣモールへの新規出店

福井県 株式会社ＬＣＭ 1210001015454 新サ－ビス“リモ－トセルフエステ”による顧客創造事業

福井県 有限会社アクティブスボーツシステム福井 6210002008790 貸切レンタル個室ジム事業による非対面ビジネスへの転換

福井県 株式会社西村プレシジョン 5210001013132 カタログ通信販売によるコロナ時代の非対面型販売の促進事業

福井県 お多福 － 非対面型と『三密』を避けた宴会場の一般客席化、イベントによるＰＲ事業

福井県 そば居酒屋ポポー軒 － 麺類製造事業許可を取得しＨＰを作りネット通販に販路を拡大

福井県 合同会社クレファス 4210003001202
認知機能訓練に特化した施設のＰＲ及びホームページ構築による非対面営業
の開始

福井県 株式会社若緑 4210001017035 デジタル作画によるテレワーク導入とオンライン似顔絵

福井県 ｃａｎｖａｓ － 既存ホームページのリニューアルによる新しい顧客層の獲得

福井県 ＭＯＲＴＯＲ　ＳＨＯＰ　ＳＥＡＧＡＴＥ － マリン用品のネット販売サイト開設と店舗改装による販路開拓

福井県 株式会社海扉 2210001017029 ネットショップ開設と店舗改装による販路開拓

福井県 株式会社ジュエル宝永 8010501006066 ＰＣ画面でのデザインご提案とネットを通じた新規顧客獲得。

福井県 株式会社グランボワ 9210001011413 「完全予約型　オンラインラウンジシステムの構築」

福井県 Ｂａｒ　Ｖｅｌｏｃｉｔｙ － 非対面提供方式「テイクアウト商品」強化のための設備導入事業

福井県 株式會社ヒュージ 7210001003485 古民家再生とＩＣＴ活用による地方創生リモートデザイン提案事業

福井県 株式会社フラワーカドヤ 2210001003227 非接触型ショーケースによる新たな販売・接客方式の導入

福井県 オフィス・マインドルージュ － 集合対面型から非対面型研修＆カウンセリングへの切替え事業

福井県 越前蕎麦ｄｉｎｉｎｇ櫻庭 － ＩＴを使いこれまでの飲食店業務を再構築！

福井県 株式会社センレイ 4210001001699 「家を守る塗装の大切さ」を多くの人に知らせる専用サイト構築

福井県 ヴィノベート・ジャパン株式会社 8210001017816 ホームページ内でのオンライン事業

福井県 常山酒造合資会社 5210003000079 会員制オンラインコンテンツ構築による独自のＢｔｏＣ戦略の実現

福井県 Ｈａｉｒ　Ｐｒｏｄｕｃｅ　ｒｉｖｅｒ － 非対面型店舗への改装による新規顧客獲得

福井県 ＯＦＦＩＣＥＦＡＣＥＴＯＦＡＣＥ － 『ＢｔｏＢ』オンリー体質から『ＢｔｏＣ』共存への事業形態変換

福井県 株式会社ミザガキ 1210001003764 ＨＰとＥＣサイト構築を通した新たな販路の開拓

福井県 釣船瑞祥丸 － 新規ネットショップ運営開始による釣具・土産物販売強化事業

福井県 どんと屋・うお吟 － ＥＣサイト構築による海鮮丼のインターネット販売の取り組み

福井県 有限会社小堀菓舗 1210002010280 「福井の魅力いっぱい夏スイーツ」の開発と自社ＥＣサイトの開始

福井県 有限会社スポーツコバヤシ 3210002010378 自社サイトリニューアルと自社ブランド（アストラル）紹介ページ作成

福井県 裕子きものスタイル － オンラインによる着付け指導に対応したＷＥＢ構築

福井県 みしま整骨院 － オンラインでの営業体制の構築

福井県 時の扉 － 配信型イベント活用にむけたカフェ型内装への変換事業

福井県 梅田公認会計士・税理士事務所 － 非対面型経営コンサルティング事業

福井県 白い雲不動産 － 非対面取引システムを導入した新たな不動産取引サイトの開設

福井県 みんなのＨＡＰＰＩＮＥＳＳ合同会社 1210003001205 ＺＯＯＭを使った双方向オンラインダンスレッスンによる販路開拓事業

福井県 株式会社エムシス 2210001013498 オンライン・ホワイトボードによる打合せ業務の改善
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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

福井県 アントレ・ベニヤ － 幹線道路から見えやすい外観と安心して来店できる店内で販路拡大

福井県 株式会社たつ屋 9210001015182 イタリアン料理のテイクアウト、デリバリーによる販路拡大

福井県 京町ごはん － 閑散時間を有効活用！カート機能付きホームページの製作・運用

福井県 株式会社うおとめ 7210002011513 「通信販売専用商品」の開発及びＷＥＢ販売による新規顧客獲得事業

福井県 呑喰処北ひの － 「コロナリスク０に向けて！安心店舗へのリニューアル事業！」

福井県 レストラン＆パティスリーマイルイ － 設備購入による商品の安定供給・増産体制を強化

福井県 ＧＬＩＴＴＥＲＢＬＵＥ株式会社 9210001017138 事業説明会のＺＯＯＭ配信と事前説明のオンライン化

福井県 有限会社羽生建築工業 8210002009589 オンラインによる非対面型ビジネスモデルへの転換

福井県 合同会社ＥＮＧＩＮＥＢＲＡＩＮ 6210003001191 地場産品を全国に販売する地域インボルブ（巻込み）ＥＣモ－ル運営事業

福井県 仲村屋 － 遠隔・オンライン型情報発信支援強化事業

福井県 ギャオポン合同会社 2210003001138 店舗・ＥＣサイト・ＳＮＳによるトライアングル構想と構築

福井県 加福鮮魚 － 創業１５０年への持続的成長へ。ホームページ作成による販路開拓

福井県 大江　一成 － 資格試験教材の非対面型ＥＣ販売への転換事業

福井県 セブンイレブン鯖江石田上町店 － 化粧品販売卸の非対面営業を実現させるための仕組み作り

福井県 株式会社スタジオユウ 4210001017308 ＩＴ活用健康教育事業『１０秒ポーズ健康カレッジ・オンライン』

福井県 株式会社リム精工 4210001013389 ＥＣサイト開設に伴う、ＨＰ・ＳＮＳを活用した販路開拓事業

福井県 有限会社スリム商事 2220002013092 タブレットオーダーシステムによる非対面型店舗化事業

福井県 株式会社曽明漆器店 5210001013017 漆器の魅力とお役立ち情報が動画で見られるウエブショップ作り

福井県 株式会社内藤眼鏡 5210001017455 Ｗｅｂプラットフォームによるオリジナルブランドの受注拡販事業

福井県 合資会社藤田印刷所 8210003000654 カンタン組立『ＫＺハウス』山小屋気分でテレワーク＆お勉強●

福井県 アルファ株式会社 6210001012637 ヤフーモール出店による非対面ビジネスモデルへの転換

福井県 ろくろ舎 － 移動式工房「ろくろ車」開発事業

福井県 有限会社井上徳木工 7210002012775 オンライン新規販路開拓事業

福井県 株式会社プログレスジャパン 6210001014419 【これが鯖江の眼鏡だ！ＢｔｏＣ販路開拓事業。】

福井県 出村仏壇店 － 百年の伝統を届けます。店舗販売からＥＣサイトへの転換事業

福井県 錦古里漆器店 － オンラインマーケティング事業

福井県 株式会社マコト眼鏡 2210001013283 ＡＹＵＭＩ製品総合ＷＥＢプラットフォーム構築・ＰＲ事業

福井県 シンボ漆器店 － 暮らしに漆器を。国内・海外への販路開拓事業、通販サイト作成

福井県 ＴＯＭＡＲＴ：ＰｈｏｔｏＷｏｒｋｓ － 動画・空撮環境整備による業務内製化事業

福井県 ラシーク － 子育てオンライン講座整備事業

滋賀県 ベティブーフ － 「花と風の学校　オンライン授業の開講」

滋賀県 株式会社シザナック 2160001022257 スマートフォン用の目に優しい画像補正ソフトの開発

滋賀県 行政書士スギモト事務所 － オンライン導入による相談とチラシ等配布による終活顧客を開拓

滋賀県 チョッパー京滋合同会社 1160003001879 オンラインＬＩＶＥ型　ＥＣサイトの構築

滋賀県 株式会社宙 8160001004373 「新しいオンラインコミュニケーション研修」の実施と普及活動
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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

滋賀県 有限会社鶴里堂 2160002000451 米粉を使用した新製品ラインナップ増加に向けた設備投資事業

滋賀県 株式会社井之商 8160001000141 建設市場開拓と非対面型ビジネスモデルへの転換

滋賀県 有限会社レイホープ 9160002013439 ＳＮＳで活躍の新興アパレルにフルカラーマーキングの新たな提案

滋賀県 ＢｅａｃｈＬｉｆｅＣｏ．，Ｌｔｄ － 海外生産を国内生産に回帰し、サプライチェーンの毀損に対応

滋賀県 ＢｅａｕＣｕｒｅ － 「セルフエステ」と「メンズ美容」で新ターゲットの販路開拓

滋賀県 オーパルオプテックス株式会社 5160001000342 コロナウイルス閉塞感打破！県内在住者向け特別パッケージ企画！

滋賀県 西久保仏像彫刻所 － 新しい仏像演出とＷＥＢ受注の構築

滋賀県 株式会社コムビック 5160001016537 Ｗｅｂ会議システムを利用しお客様にリモートで機器の操作説明

滋賀県 Ｙｅｌｌｏｗ － スパイスソムリエが創作する健康カレーの移動販売

滋賀県 個別指導コレクト － 『双方向型インターネット授業』及び『映像授業配信』

滋賀県 ラクトー酵素有限会社 6500002014710 インターネット販売を利用して顧客拡大、販売拡大を図る。

滋賀県 近江牛と近江野菜グリル漣 － 非対面型ツールの強化と新商品開発による新たな販路開拓事業

滋賀県 株式会社インフィアホールディングス 4160001003841 ウェブ授業よるに入試対策講座の展開

滋賀県 株式会社写真のすぎえ 3160001019525 安心して来店できるお店づくりと新規顧客開拓

滋賀県 有限会社至誠庵 3160002000252 非対面販売を強化すべく商品の賞味期限確保を図る設備を導入する

滋賀県
ＨＥＲＢ＋ＣＡＦＥ　ＡＬＯＨＡＫＩＴＣＨＥＮ　ｍ
ａｋａｎａｎ

－ 『セルフホワイトニングの新規事業、持ち帰り強化とネット販売』

滋賀県 整体院　まほうの手 － オフラインとオンラインの連携による新規集客法

滋賀県 株式会社大津二橋商店 9160001002392 安心快適な新しい生活様式に適した空間づくり

滋賀県 株式会社行動科学研究所 2160001000700 非対面型プログラムの開発とそれに伴うホームページ機能の強化

滋賀県 株式会社パレット 4160001003767 非対面型ビジネスモデルへの転換

滋賀県 株式会社ＤＥＣＯＰＬＡＮＮＩＮＧ 1160001019683 ライブコマースによるファッションイベント

滋賀県 サークルワークス株式会社 7160001019934 物販サイト制作とワーケーション需要への広報

滋賀県 ラ　フェスタ － 地域初イタリアンデリバリ―サービスの認知度向上による顧客開拓

滋賀県 株式会社ＷＩＹＮペット 6160001020629 ＷＥＢシステムを活用した対面販売時間短縮対策

滋賀県
株式会社ＷＩＹＮフードサービス　角煮ラー
メン匠

7160001022293 感染対策及びテイクアウト、デリバリー事業

滋賀県 本格炭火焼き鳥ＡＧＵＮＩ － もう一つの柱としてバナナジュースの販売による売上の向上

滋賀県 株式会社ユーストン 1160001003431 ＹｏｕＴｕｂｅ動画配信を軸とした非対面型ビジネスモデルへの転換

滋賀県 有限会社山口一心堂 9160002001889 非対面型営業の確立とＷＥＢ活用による「おしゃれ紙箱」の販路開拓

滋賀県 株式会社アイベル 3160001000096 視覚福祉デモ機器の院内設置の為の機械装置等の購入

滋賀県 Ｎｉｃｏ － 新たに非対面事業の取り組みと認知度アップによる新規顧客獲得

滋賀県 垂井商事株式会社 6160001001190 新たなる販路開拓！楽天市場　ニューコンセプトショップ出店計画

滋賀県 クロックワークレコードマーケット － 買い取り、販売共に非対面型スタイルに移行

滋賀県 わくわく株式会社 8160001021492 通販サイトの構築と販促活動のためのテレワーク環境の構築

滋賀県 ヤマダアールカンパニー株式会社 5160001018566 キッチンカーによる宅配と移動販売

滋賀県 ボディメンタルサロンクリン － コロナで疲弊した心身のリフレッシュプログラムをリニューアル
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

滋賀県 ロルフィングルームＫｏｒｕ － 重力適応性向上による健康レベル増進オンラインロルフィング事業

滋賀県
スカイオーシャンキャピタルパートナーズ
合同会社

3160003001621 農薬散布ドローンを活用したアリーナ・集会場などの消毒液散布業務

滋賀県 株式会社スタンドアウト 5160001022147 オンライン化による非対面新規顧客開拓

滋賀県 有限会社楽芸工房 8160002001989 自社ＨＰ再構築による新規顧客獲得及び販路開拓事業

滋賀県 布工房Ｄｅｎ － ＳＮＳとのつながりも組み込んだ効果的な販路開拓を目指すＨＰの製作

滋賀県 株式会社松村寝具 7160001007055 動画活用による非対面ビジネスモデルへの転換及び販路開拓

滋賀県 ｃｏｓｍｅｓｈｏｐｋｕｒｕｋｕｒｕ － お客様に安心して購入いただけるシステムの構築と設備導入

滋賀県 有限会社茶のながはま 5160002006719 あらたな情報発信による近江紅茶（和紅茶）の新規顧客獲得

滋賀県 中川絹糸株式会社 2160001006887 毀損したサプライチェーンを補完する生産設備導入による受注拡大

滋賀県 平川鍼灸マッサージ院 － 専用施術フロアー完備による非対面型ビジネスモデルの運営

滋賀県 株式会社ＤＭＣ 8160001020569 飲食店のメニュー撮影に特化した定期撮影サービスを創る

滋賀県 長浜浪漫ビール株式会社 7160001006882 自社ＨＰとオンラインショッピングページの大幅刷新

滋賀県 有限会社モリイ工芸 5160002007080 「看板供給全工程対応での販促支援アピールで顧客とともにＶ字回復」

滋賀県 株式会社美－ｐｒｏｄｕｃｅ 3160001022116 オンライン予約・美容特化型ＨＰ制作で会員制サロン拡大！

滋賀県 株式会社ＩＤＭ 8160001021559 自宅にいながら婚活イベントに参加できるオンライン婚活の周知

滋賀県 有限会社銀水 7160002008077 最新機種の活魚水槽の導入による仕入効率・原価効率の改善

滋賀県 そば処百百百百 － 販売用生蕎麦と販売用蕎麦粉の開発・販路開拓

滋賀県 洋食ＳＨＩＭＡＤＡ － 非対面型でのワインに合う惣菜テイクアウトの取り組み

滋賀県 みのや精肉店 － 本場近江牛のＥＣホームページ開設による販路拡大

滋賀県 有限会社ユニオン精工 5160002008723 切削・切断能力向上・効率化でサプライチェーンの毀損への対応

滋賀県 株式会社アラカワ 5160001008014 「ご当地商材を扱うＥＣサイトの開設と自社商品の販路拡大」

滋賀県 株式会社政所園 3160001008791 ホームページの刷新と予約システムによるテイクアウト推進事業

滋賀県 サンビジョン － コロナ時代の新しい日常、有人営業と無人営業のハイブリット型日焼けサロン

滋賀県 有限会社海水園 4160002008014 コロナに勝つ郷土料理の通販事発足とテイクアウト事業の拡大

滋賀県 きものの華匠 － ネットショップを活用したオンラインでの売上拡大

滋賀県 ステラ整骨院 － オンラインサービス・効率的な施術の実施と密を避けるコロナ対策

滋賀県 株式会社ＳＵＩＫＯＵＦＬＯＷＥＲ 4012701014819 Ｅ－ラーニングによる非対面式講義の実施

滋賀県 ね湖屋＋Ｌａｂ － 看板型自動販売機導入で、顧客との接触減少対策と新規販路開拓

滋賀県 株式会社ＴＡＬＬＴＲＥＥ 5160001012437 非対面式でシームレスなオンラインＳＴ講座製作環境の整備

滋賀県 エイトヒルズデリカテッセン － 地方の加工食品をＥＣ販売で全国へ展開

滋賀県 株式会社近江商店 2160001016952 「コロナに打ち勝つ！」店舗改装と、ＳＮＳで新規顧客の獲得！

滋賀県 トラヤ商事株式会社 1160001008521 ＨＰリニューアル及びネットショッピングの充実化

滋賀県 さざなみ酒店 － クラフトビールの量り売りとおつまみを真空パックでテイクアウト

滋賀県 株式会社せんじゅ 6160001020934 せんじゅの革新！非対面型情報提供とテレワークによる新たな戦略

滋賀県 岩渕司法書士事務所 － オンラインで解決！司法書士によるＷＥＢ活用型相続の実現事業
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

滋賀県 株式会社アルティ 8160001010628 オンライン商談で実施する非対面商談の販路拡大

滋賀県 株式会社弁天プロ 9160001021839 オンラインスクールで、障害を持つ方の未来を応援！

滋賀県 株式会社びわこだいなか愛菜館 4160001011497 新規顧客開拓へ　インショップ向け野菜の仕分けスペースを整備

滋賀県 ＫＢＩ社会保険労務士事務所 － ホームページによる新規顧客獲得とＷＥＢ面談による差別化

滋賀県 株式会社自然体 7160001011619 オンラインサロンの開設で非対面型の整体サービスを新規提供！

滋賀県 合同会社北川土地建物 7160003001527 古都奈良で古民家を利用したテレワーク環境の提供

滋賀県 株式会社Ｗａｌｌａｂｙ 9160001018653 リモートワークやワーケーションの新しい働き方の新規顧客の獲得

滋賀県 フランス料理　ぎんぎん － テイクアウト商品で自社ブランド化につなぐビジネスモデルの構築

滋賀県 有限会社ダイゴ食品 7160002009653 弊社ＥＣサイト・通販モール（楽天）による販売拡大

滋賀県 有限会社桃栗柿屋 1160002010105 「ＫＡＫＩＹＡ不動産」の新規販路拡大と非対面モデルへの転換

滋賀県 ｅＮ － 店舗前可動式屋台でのお弁当販売による販路開拓

滋賀県 有限会社野田新聞舗 4160002009763 ホームページ刷新とＳＮＳ活用による非対面型ビジネスモデルへの転換

滋賀県 株式会社プランシェルジュ 4160001017718 家でカフェの味を再現できる商品開発とネット販売による顧客獲得

滋賀県 ｔｈａｎｋｓ － コロナに負けないサロン作りとオンライン化への挑戦

滋賀県 株式会社大成運送 3160001021225 非対面型の引っ越し便のオンライン見積もりで新規顧客開拓。

滋賀県 Ｋａｍｉ－Ｌｏｃｏ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

滋賀県 株式会社崎村商店 7160001012848 ホームページの改修による非対面販売強化

滋賀県 有限会社ＦＩＸ－ＵＰ 3160002013378 顧客の囲い込みでの失客防止と年間来店回数増加での売上拡大計画

滋賀県 アメリカンヘアスタジオヒロズクラブ － 生活ニーズに合わせた家屋内卓上墓石・仏壇の開発および販路開拓

滋賀県 スタジオＶｉＶｉ － ピラティススタジオ完全オンライン化事業

滋賀県 合同会社ＣＯ－ＳＥＩ 160003001209 非対面型内覧に即応した他の物件との差別化事業

滋賀県 エージー機工 － ３次元加工（３Ｄ）を可能にし、受注幅・付加価値を高める。

滋賀県 株式会社近江麺商人三ツ矢 5160001021009 テイクアウトによる新規顧客の開拓

滋賀県 伊藤製陶株式会社 7160001013978 スペイン雑貨の販売（ＥＣサイト）

滋賀県 株式会社ＷＯＲＬＤｓ 8160001019586 真空機導入による新たなビジネスモデル

滋賀県 株式会社ドットヌーク 1160001021937 ホームケア商品のオンライン販売

滋賀県 滋賀マリン － 免許講習・更新事業の拡充とレンタル事業等の申込のシステム化

滋賀県 有限会社ブライダル・ポート 4160002013212 （お店でプロのヘア施術＋お客様の自宅で完結）＋ＥＣ展開

滋賀県 株式会社ＤＣＲＳ 7160001004374 自社のＨＰ作成とＥＣサイトの立ち上げでの販路開拓

滋賀県 谷口デザインオフィス － 中国に依存しない新商品開発

滋賀県 株式会社ニジプロ 5160001017114 新サービス「レコ婚」開始に伴うＨＰ作成と販売促進

滋賀県 ＣａｒＯｆｆｉｃｅＲｅｖ’Ｏ － ネット商談システムと無人車両受渡しサービス導入による販売促進

滋賀県 ちゃんこ茶屋三杉里 － テイクアウト・宅配サービスの販路開拓

滋賀県 整体　楽人 － インスタグラムでターゲットを絞り販路開拓

滋賀県 株式会社エヌイーエフ 8160001012673 ５Ｇ時代を見据えた動画チャンネルの開設による広告顧客獲得事業
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

滋賀県 株式会社ルークラン 7040001025300 個人客向けのオンライン通販事業

滋賀県 株式会社クラシックホーム 4160001020564 ＷＥＢ活用で幅広い新規顧客獲得と対面提案から非対面提案への挑戦

滋賀県 Ｈａｉｒ　Ｍａｋｅ　Ｌｉｂｅｒｔｅ － コロナ対策間仕切り工事とコロナ対策工事周知徹底

滋賀県 ドッグサロ　ｃｈａｎ　ｃｈａｎ － ワンちゃんも人も新しい生活様式へ！めざせワンダフルライフ！

滋賀県 株式会社ＬＢ　ＣＯＭＭＥＲＣＥ 4160003001216 販売促進用ＶＲサイトの構築

滋賀県 株式会社Ｒｅａｌｔｏｒ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 2160001016325 不動産購入×リフォーム工事でお得な仲介手数料割

滋賀県 株式会社クオリティライフ 5160001014251 コンサルティングサービスのオンライン化による非対面の販路開拓

滋賀県 エイクロス株式会社 9160001021517 クラウド型サービス「トラクルＧＯ」のリモート営業体制の構築

滋賀県 中松鍼灸整骨院 － 整骨院ｗｉｔｈコロナ時代の新サービス開発と広報活動

滋賀県 株式会社アルバトロス 3160001017842 サブスクリプションサービスを申し込めるＥＣサイト制作

滋賀県 サルティンボッカ － コロナ後の新生活様式におけるテイクアウト需要に対応した取組み

滋賀県 武田観光株式会社 5160001012957 アフターコロナを見据えた新しいサービスの構築と発信

滋賀県 株式会社ヴェルサーレ 7160001014142 個人客をターゲットとするメニュー全面改訂及びＨＰ・ＥＣ強化

滋賀県 株式会社凛プラス 7160001016840 キッチンカーを製作して移動販売及びドライブスルー販売を行う

滋賀県 サロンＣ － シャンプートリートメント購入サイト（ＥＣサイト）

滋賀県 ｃａｆｅ＆ｄａｒｔｓ　ＲＯＯＦ － 新規テイクアウト事業による自社ＷＥＢサイトの構築と宣伝媒体の作成

滋賀県 株式会社かがやくいろ 3160001019938 炭石窯で仕上げた厳選ピザをご家庭で！通信販売事業

滋賀県 アドミックス － ＥＣサイトを活用した非対面ビジネスの構築と新たな販路開拓事業

滋賀県 株式会社豚人 9160001014925 非対面で実現、かつフードロスを減らす！在庫管理システムの導入

滋賀県 博多とんこつ真咲雄 － テイクアウト対応型店舗への改装工事と通販サイト作成、開拓

滋賀県 フランス料理アペゼ － テラス席でコロナ対策！とインスタを使い新たな客層獲得の試み！

滋賀県 合同会社Ｐｉｓｔａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 8160003001419 オンラインショップ導入で収益源拡大！とコロナ対策万全の新店舗

滋賀県 Ａｂｕｓ　ａｐａｒｔｍｅｎｔ － 「巣ごもり中の美容需要」に対応！美容コンテンツ作成と通販事業

滋賀県 株式会社Ｋ＆Ｄエンターテインメント 2160001020450 ユーチューブチャンネルを使った新たな販路開拓事業

滋賀県 株式会社坐空 9160001014685 新型コロナ感染症に打ち勝つ「仕出し」「出張料理人」の取り組み

滋賀県 三福商店 － テイクアウト・デリバリー強化による売り上げ拡大

滋賀県 ラーメン三福 － 真空包装機の導入でテイクアウト・宅配事業に乗り出し販路拡大

滋賀県 サトミ商会 － インターネット等を活用した、新たな販路開拓に関する事業

滋賀県 株式会社Ａ．Ｈ．Ｍ 1160001021961 コロナ感染に配慮した個別プログラムの実施と販促

滋賀県 ＭＡＤＡＮＩＳ － セルフで楽しむワインとワインに合わせた料理もテイクアウト！

滋賀県 行政書士しみずみよこ事務所 － コロナうつ等ストレス解消のためリモートによる新規顧客獲得

滋賀県 パソコン教室ふらっと － オンライン授業の動画教材作成と予約利便性への取り組み

滋賀県 奥野ギター教室 － コロナ禍における新たな音楽教室の未来

滋賀県 山本　啓 － 出張、非対面で行うスタジオクオリティ高音質レコーディング事業

滋賀県 ＨＩＫＡＲＩ屋 － テイクアウト販路拡大、店内接触減安心増店舗作り
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

滋賀県 Ａｐｈｒｏｄｉｔｅ － サロン専売商品の化粧品オンラインショップの構築による顧客開拓

滋賀県 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｇｉｖｅ　ｃｈａｒｍ － お客様の笑顔はじける美容室へ！　インターネット活用と美顔器導入

滋賀県 林フォーム工業株式会社 6160001015414 外部からの生産指示の効率化の為のシステム導入及びツールの拡充

滋賀県 株式会社キョーリン 5160001015258 商品情報と見積自動計算ＷＥＢ化による非接触ビジネスの構築

滋賀県 ＴＨＩＮＫスタディ － 共働き世帯や学生の文武両道をオンラインで支援する取組み

滋賀県 鶴屋吉正 － 開かれたカフェスペースの設置と新商品『琥珀糖】の通信販売

滋賀県 株式会社スリーウェイブ 1160001016466 アニメーション動画による商品ＰＲ・教育動画制作

滋賀県 エブリィー整骨院 － 安全と安心を提供する最新の非接触型美容サービスの展開

滋賀県 かがり司法書士・行政書士事務所 － ＨＰの予約・見積システム及びＷＥＢ広告の導入による販路開拓

滋賀県 定國フードビジネスパートナーズ － 非対面型ビジネスモデル転換とデリバリー事業の参入

滋賀県 株式会社翠泉 5160001016859 ≪翠泉オリジナル商品開発と根強い翠泉ファンへネット販売を拡充≫

滋賀県 株式会社ジェイハープ 9160001021558 中食需要に向けた販路創造と拡大事業

京都府
特定非営利活動法人ＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌＦｒｉｅｎ
ｄｓｈｉｐ京ごころ

－ 動画配信による文化体験とネットショップの開設

京都府 整体院ボディーケアオフイス烏丸 － ＥＣサイト、有料広告掲載による新規集客および物販商品の販促

京都府 株式会社ＦＩＬＥ 6130001006317 高付加価値のオリジナル家具開発事業

京都府 株式会社アルカディアカンパニー 9130001060435 新取扱商品のＥＣサイト構築と店舗誘客を目的とした催事出展

京都府 有限会社トラベル応援社 4130002005815 ３箇所予約システム構築、無人チェクイン対応補助設備設置

京都府 Ｐｒｅｍｉｕｍ　Ｗａｇｙｕ　Ｂｅｅｆ　ＳＨＩＢＡＴＡ － デザート用ケーキのネット販売新プロジェクト

京都府 ガーネッシュ － ネット上からの商品注文・決済システムの構築と顧客管理システム

京都府 梶古美術 － オンラインでの新規販路の開拓

京都府 ギャラリーのざわｉｎｎ － 普段着の京都の暮らしや文化を、いっしょに楽しみながら伝えよう！

京都府 クチーナナテュラーレエッフェ － ヴィーガンに特化した商品開発とサイト構築による販売開拓事業

京都府 町屋のラーメン酒場Ｋ － ラーメンの通販システム構築により売上向上へ

京都府 登喜家 － 古き良き伝統を守り新しい京都の花街文化創造事業

京都府 高田勝株式会社 6130001017925 「オンラインきもの見本市」

京都府 ミリエン・フォト － 接触機会を減らす為の、映像・音声制作業務高精度化

京都府 Ｔ－ａｃｃｏｍｍｏｄａｔｉｏｎ株式会社 3130001059037 非対面ビジネスモデル化

京都府 ヒカリユラリ － 月替わり宅配セットによる長期的な非対面型収益システムの構築

京都府 有限会社とり山本店 4130002004065 鶏惣菜販売強化のための店舗改装工事

京都府 Ａｔｓｕｓｈｉ　Ｙｏｓｈｉｍｏｔｏ　Ｍｕｓｉｃ － 音楽制作による企業の応援とそれに伴う販路拡大

京都府 株式会社ＲｅＢｏｒｎ 3130001065489 ｗｅｂサイトのリニューアルをし、オンラインでの集客、収益を増やす

京都府 Ｐａｔｅｎｔｆｉｅｌｄ株式会社 7130001059685 非対面型営業による顧客満足度の向上と展示会効果の最大化

京都府 株式会社田なか 6130001061650 新ホームページによる既存顧客の確保と新規顧客の開拓

京都府 株式会社ステーション 6130001027420 作品展動画配信とレンタルアート事業の拡充

京都府 合同会社地点 2130003003084 現代演劇・劇場における二極化対応促進事業
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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２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

京都府 株式会社ギャラリー片岡 2130001014216 ホームページ作成によるＥＣサイトでの、顧客に直接販売

京都府 株式会社アトリエ彩紀 8130001052400 ＥＣサイトの構築による非対面営業への転換

京都府 大成印刷紙業株式会社 3130001012920 ３Ｄプリンターの導入による試作工程の内製化

京都府 ＢＲＯＷＮＳ　ＥＮＧＬＩＳＨ － 電子黒板を用いたオンライン講座の創設と広告宣伝によるＶ字回復

京都府 株式会社五條長兵衛 6130001024780 全国のお客様への通信販売強化

京都府 Ｗ．Ｖ．Ｃ株式会社 4130001066453 非対面営業でのお客様取込みによるホームページ作成と改善計画

京都府 有限会社ＹＯＵＥＮ 3130002020897 脱中国製・新工程計画

京都府 株式会社ＭＡＴＡＴＡＢＩ 6130001060792 非対面チェックインシステムおよびＡＩ価格調整システムの開発

京都府 株式会社エ・マーサ 2130001009050 衣装試着ソフト（アプリ）の開発・販路拡大

京都府 ｗａｃｏ－ｈｅｒｂ － 新たな分野で販路開拓に向けての設備導入と新商品の開発

京都府 株式会社ネクスト・ブレイン 8130001025926 テイクアウト事業への取り組み

京都府 株式会社京滋エージェンシー 4130001049573 生命保険オンライン相談・販売ページの構築

京都府 株式会社山中工務店 9130001005621 茶室用コードレス行灯の新商品開発とＥＣサイト構築事業

京都府 ソラウミライフデザインオフィス － 既存サービス再構築によるオンラインスクールの開設と販路開拓

京都府 株式会社ｉ－ｇｒｅｃ　Ｋｙｏｔｏ 4010901034414 物販促進のための広告宣伝拡充事業

京都府 大木祐二法律事務所 － サイトのリニューアル、ペーパーレス化による非対面テレワーク化

京都府 合同会社Ｂｒｅｗ　Ｃｏｎｃｅｐｔ 8130003005513 Ｂｒｅｗ　Ｃｏｎｃｅｐｔ　ＥＣ事業

京都府 株式会社ラシクランナー 6130001060421 社会の変化に合わせたサービス提供　体制強化と新事業開始に向けて

京都府 ローストビーフの店ワタナベ － 非対面販売の取り組みに必要なＨＰ作成並びに機械等設置

京都府 ＣＡＲＥＥＲ　ＬＡＢＯ － オンラインレッスンでのサービス提供へ転換するための投資

京都府 Ｍｏｕｎｔａｉｎ　Ｂｏｔｔｏｍ　Ａｇｅｎｃｙ株式会社 8130001062498 同調圧力打破！～男子大学生向けアカデミックガウンＰＲ動画～

京都府 株式会社モト・レガシー 1130001064971 非対面型自動見積りと双方向動画サービスでの売上向上

京都府 株式会社福の神 6130001049910 危機的状況を乗り越える為に自社ホームページの立上げ事業

京都府 古美術　鐘ヶ江 － 古美術鐘ヶ江　現代漆芸作品開発プロジェクト

京都府 プラスソーシャルインベストメント株式会社 8130001057317 デポジットチャージ機能による、顧客の非対面手続き向上事業

京都府 ＋ｖｅｖｅ － 非対面型プラットフォーム構築による新規販売経路の開拓

京都府 リ・ライフ輝 － 介護福祉におけるノウハウのＩＴ化

京都府 Ｔハートフル － ＩＴ活用によるオンラインコンサルティング

京都府 Ｎｕｒｓｉｎｇ　ｏｆｆｉｃｅ　ｓｅｅｄ － 訪問看護事業のＩＴ化

京都府 ゑびす屋 － ＷＡＫＵＷＡＫＵ手帳のウェブアプリ化でのＰＲ促進活動

京都府 Ａｍｉｔｉｅ　ＣＲＥＤＩＲ － 部品調達の内製化及び展示会出展による販売経路開拓

京都府 株式会社アスト 7130001042385 京都に住んでいるからこそ京町家に泊まろう

京都府 コフレダミティエ － テイクアウトに対応した内装の変更

京都府 株式会社夢の缶詰 130003004230 ＥＣ販売システム導入による事業の提案と販路拡大

京都府 株式会社ナカイチ 713000106436 和食弁当のデリバリーシステムの強化
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
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

京都府 株式会社同時代 413000106944 非対面型ギャラリーへの取組とアートフェアへの出展

京都府 水野朝太郎税理士事務所 － インターネット利用による業務改善及び販路拡大事業

京都府 たなごころ整骨治療院 － オンラインシステムを活用した革新的栄養療法サービスの導入

京都府 古賀絵里子 － 写真家・古賀絵里子ホームページ刷新事業

京都府 株式会社洛桜 3130001054376 自社ＨＰ作成とＥＣサイト構築による販路開拓

京都府 愛情が伝わる子育て － 保育園研修・アドバイスの非対面対応に向けた取組み事業

京都府 株式会社嘉 4130001063525 セルフオーダーシステム導入による「安心」の提供事業

京都府 有限会社アダチコーポレーション 1130002018019 新生活様式！オンラインストア計画

京都府 有限会社小川金正堂 7130002002140 箔押し機導入による内製化とスピード化

京都府 株式会社京都紋付 1130001023399 消費者向け染め替え衣類の非接触収集の確立とギフトカードを導入

京都府 株式会社アークコーポレーション 3130001002392 絵画を身近に。ネットやギャラリーで購入を。

京都府 株式会社Ｍｅｒｕｃｉａｓ 6130001065577 ＥＣサイトを通じて、対面から非対面へ

京都府 有限会社アイス松本 4130002004627 飲食スペース拡大による来店客への安心の提供

京都府 焼肉ダイニング権 － 日本初！！ドライブスルー型焼肉店

京都府 たこ焼き酒場蛸ぼーず － 移動販売とＥＣサイトの構築による新たな販路開拓

京都府 株式会社ｐｉｃｋｕｐ 2130001060879 オンラインサービスの開拓プロジェクト

京都府 ぐっすり家 － 伏見稲荷周辺のバーチャルツアーと音楽ライブ配信サポート事業

京都府 株式会社月虹舎 7130001057466 呉服専用｜クローゼット管理と着物のお誂えお直し総合アプリ開発

京都府 都総合法律事務所 － 「分野特化型の弁護士による非対面型の相談対応の構築事業」

京都府 3130001009487 新ブランド「土渕善亜貴」のホームページ作成と越境ＥＣの構築

京都府 京都　京馬 － 移動販売車両の導入による屋外での商品の安定供給の確立・継続

京都府 小田章株式会社 7130001020201 和に特化したオンライン「和サロン」のポータルサイト

京都府 株式会社たおやかカンパニー 2130001062132 オンライン探求教育事業のＷｅｂサイト制作

京都府 小竹志保 － 演劇教育／演技レッスンのオンラインレッスン導入の環境設備工事

京都府 株式会社なごみ 8130001038668 社内環境の改善とお客様を結ぶテレワーク環境の整備

京都府 株式会社シャイン 8130001058273 ネット販売、輸出ルート確保、サンプル購入、飲食店テイクアウト

京都府 株式会社Ｔ２ 5130001059209 ＥＣサイト構築による非対面ビジネス強化と自社ブランド力の向上

京都府 ごっこや（５５８） － 顧客囲い込み戦略！

京都府 有限会社　雅ダイニング 8130002018697 認知度向上と一般家庭・小規模事業所向けのデリバリー事業強化

京都府 上古屋 － 親しい友人や家族と楽しいひと時を　ほっこり居酒屋　リスタート計画

京都府 福嶋　辰生 － オンラインサポート化

京都府 株式会社ラクサスライフ 7130001064883 鍼灸整体院・レンタルサロン事業の非対面ビジネス推進事業

京都府 かすみ合同会社 9130003006080 オリジナルティーのネット販売事業

京都府 すみれ商事株式会社 1130001065136 「オンラインチェックインの構築による集客及び宿泊管理事業」

京都府 株式会社柴増 7130001021059 路開拓等の取組とＢ：非対面型ビジネスモデルへの転換
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

京都府 株式会社ｋｉｎｏｅ 9130001054288 セルフオーダーシステムと個室化による非接触型店舗の推進事業

京都府 株式会社京都設備 1130001012154 販路開拓ブランディング強化！非対面型「スタジオ工房」整備事業

京都府 有限会社大西嘉七法衣仏具店 5130002009699 革新的な商報発行とＷＥＢ注文システム構築によるコロナ危機脱出

京都府 有限会社ピー・エツチ・シー 5130002014690 今後１０年を見据えた店舗修繕と新規デリバリー事業への取り組み

京都府 和食居酒屋紫水 － ネット通販ＥＣサイトの開設と運営及び宅配サービスへの取り組み

京都府 株式会社京富士印刷 9130001008095 全社見える化し、食品系企業の新規顧客の開拓

京都府 株式会社ランプ 9130001059155 オンライン・セミナー導入とオンライン企業研修事業への進出

京都府 株式会社食傳 8130001056351 ホームページ及びネットショップの作成による販路の拡大

京都府 株式会社むげん 1130001065631 三密回避で旅を楽しむ「地域観光と京町家宿泊体験」

京都府 株式会社カスタマーズクリエイション 5130001064043 自社ブランドを開発し、通信販売事業にて販路を拡大する。

京都府 有限会社レザーアートいまがわ 8130002006462 革小物名入れギフト商品のＥＣ販売

京都府 株式会社アリューム 9130001044644 オンライン講座で提案するネイルと色彩のコラボ資格の取得

京都府 髙橋貴絵写真事務所 － 写真スタジオが行う葬祭・終活撮影サービスの販路開拓

京都府 リードアクト － オンライン型授業強化で売り上げアップ

京都府 株式会社ティンカーベル 8130001065492 非対面で全国に販売できるオンライン講座の提供

京都府 株式会社Ｒｅ－ａｌ 2130001062306 非対面型ビジネスモデルへの転換

京都府 樹鍼灸整骨院 － オンライン指導の導入と保険請求のオンライン化

京都府 ＨＡＣＨＩＫＵ株式会社 5130001061560 『コロナ対応ＷＥＢ強化型京都発お茶ブランドの確立事業』

京都府 有限会社一級建築士事務所ターボ設計 3130002022522 「ＶＲやＡＲを活用した体験型のリモート提案営業へ」

京都府 酒菜だありん － 人気メニュー通信販売による非対面型ビジネスモデルへの転換計画

京都府 三浦照明株式会社 8130001009706 北欧デザインの照明器具開発とＷＥＢを用いたＰＲ事業

京都府 フーデリコ株式会社 3010001135881 高付加価値有機茶のブランド化と越境ＥＣサイトでの海外販路開拓

京都府 株式会社ＲＩＶＥＲＦＩＥＬＤ 5130001059167 直接予約による利益率向上と、非対面接客によるコロナ感染症対策

京都府 ＳａｋｋｏＮａｉｌ － オンラインでのオーダーネイルチップの販売

京都府 ＨａｉｒＨｏｏｐ － 家族貸し切りキャンペーン　家族で気分一新ヘアカットプラン

京都府 京都インバン株式会社 1130001023267 年賀状印刷の受注システム構築

京都府 ｂｒｅａｄ　ｈｏｕｓｅ　Ｂａｍｂｏｏ － 衛生対策の強化と省力化を叶えるセミセルフレジの導入

京都府 ｂｒａｎｄ　ｓｅｌｅｃｔ　ａｎｇｅｌｌ － ホームページ作成及びｗｅｂショップによる新規顧客開拓事業

京都府 ラスタ － 非対面のネット社会における飲食業の新たな販路の獲得と拡大

京都府 きちや － テイクアウトによる事業拡大及び現事業の３密回避

京都府 有限会社オー・デイ・エイ企画 1130002006790 “モダンの老舗”が遂に「和」商品のＳＰＡ、ＥＣサイトを実現

京都府 焼鳥かなざわ　金澤　友栄 － 新しい生活様式に対応した安全安心な飲食店づくり

京都府 株式会社イシカワの樹 3130001051051 オンライン注文によるテイクアウト強化及び商品の全国配送開始

京都府 ＰＳ’ｌｏｖｅｒ － 高付加価値サービス提供及び空間除菌システム等による集客増事業

京都府 株式会社伝統みらい 3130001059284 伝統工芸品の海外展開のための英語版ＥＣサイトの開発
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

京都府 株式会社京都・一乗寺ブリュワリー 7130003002965 オンラインショップ開設と地域連携の情報発信サイト構築

京都府 株式会社リージュ 7130001029358 自社オリジナル薬膳茶に特化したネットショッピング

京都府 株式会社ＡＬＡＮ 7130001040356 人と人を繋ぐキッチンカー！青空キッチン事業

京都府 丸岡稔弘税理士事務所 － インターネット広告を用いた創業支援の京都一番店事業

京都府 あぎやお － 今までの経験をもとにした３つのオンラインショップ開設

京都府 アルゴ・システムズ － ウィズコロナ時代を見据えたオンライン指導の開発

京都府 株式会社やちよろず 9130001062225 弊社作成のウェブサイト「マダマダミステリー」の改良

京都府 ＣｕｉｓｉｎｅＢａｒＣａｆ′ｅＰｉｃＮｉｃ － メニュー開発・生産性の向上・販路拡大

京都府 株式会社小野建築設計 3130001044823 京都大原野に移住者を呼び込み体験型プランでの販路開拓

京都府 ＮＡＫＡＴＳＵＫＡ － エスプーマ及び備長炭を活かしたテイクアウト商品の開発及びＰＲ

京都府 株式会社三芳 9130001029356 通販用商品の開発とネットを通じた新規顧客獲得

京都府 冨田工藝 － 御位牌を中心とした小型仏壇販売に伴う店舗改装

京都府 家庭教師のスターズ － オンライン家庭教師サービスによる販路拡大

京都府 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｌｉｎｅ － 家でレストランライブ体感！飲食店と提携した動画配信で販路開拓

京都府 株式会社西川貞三郎商店 2130001009538 ＥＣサイト販売の構築と海外展示会出展による販路開拓の実現

京都府 株式会社Ｌａｎａｉ 6130001051115 非対面型営業システム確立事業

京都府 株式会社ＫＴＣ 9130001052911 ＳＴＡＹ　ＨＯＭＥに伴う自宅エクササイズシステムの開発

京都府 和田鍼灸接骨院 － Ｚｏｏｍを使用してのオンライン施術

京都府 株式会社モビリティープラス 8130001026362 非対面型ＷＥＢ構築とリアルタイム確認でのオンラインビジネス化

京都府 Ｐａｓ　Ｔｉｍｅ － 店内半個室化による非対面ビジネスの実現と販路開拓

京都府 有限会社オフィス京都 4130002022744 人生の節目・写真成人式で一生の思い出づくり

京都府 工房沙彩 － ネットショップ活用による販路拡大と高付加価値商品の市場開拓

京都府 つる幸 － 若い世代の健康志向に対応した惣菜の強化と販路開拓

京都府 株式会社アトリエミネエダ 4130001000123 スマホカバー、インテリア商品のネット通販開始による新規開拓

京都府 株式会社テラス 7130001064446 オンラインレッスンによる売上強化事業

京都府 株式会社ＵＰＵＰ 2130001040088 居酒屋からテイクアウト店舗への業態転換事業

京都府 とんかつ串揚げ希水 － ホームページ製作でネット通販を導入

京都府 中華そばみみお － 近隣の方には非対面な販売形態で、さらにネット通販で販路拡大

京都府 ソラアオ － 国産ジャムの製造とＥＣサイトでの販売開始

京都府 株式会社ｈａｃｈｉ 7130001062193 住環境をより豊かにする商品を扱うＥＣサイト構築及び店舗改装

京都府 株式会社チアーズ 2130001056134 インターネットビジネス最適化提案・推進サービス

京都府 株式会社ＦＵＳ 9130001057563 「有人でレジ対応をしている店舗を無人で対応するための設備投資」

京都府 ＦＲＩＧＯ － テイクアウトとデリバリー対応のメニューの充実にむけて

京都府 関西畳工業株式会社 3130001016161 《畳もネットで売る時代》新たな販売経路の構築とその施策

京都府 株式会社ロキシー 8130001061830 音楽教室および和文化体験のオンライン化と新規事業展開
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

京都府 正春武道具株式会社 1130001007311 新カタログ作成とネットによる新顧客獲得と既存顧客の満足度向上

京都府 株式会社和来堂 5130001031150 ＶＲ映像配信と電子物販を組み合わせた「バーチャル観光」戦略

京都府 株式会社ルート 2130001062966 商品撮影の非対面化とスタジオ内装の強化

京都府 有限会社杉本工藝 8130002023581 ＷＥＢサイト、パンフレットを使った自社製品、技術の売り込み

京都府 有限会社マーケットプレーン 8130002010225 非接触型販売ルートの開拓の為の設備投資

京都府 株式会社魚神 8130001015303 天然魚と加工品ＥＣサイトの作成

京都府 ＳＡＮＺＥＮ－ＹＡ　ＫＹＯＴＯ － 非対面型チェックインによる安全安心な滞在の提供と新規顧客開拓

京都府 ｃａｆｅ　ＮＯＲＤ° － テイクアウト向け冷凍アイスパフェの開発とオンライン販売

京都府 うしまけた － ピザメニューの充実、スピード化。自家製パンの販売

京都府 三幸製陶有限会社 1130002009892 非対面型ビジネスモデル化推進と一人当たりの生産性を高める事業

京都府 ひかりゆとりゆたか － 事業のオンライン化ならびに新規オンライン・ＷＥＢ事業の開始

京都府 楽読京都四条烏丸スクール － 楽読ｗｅｂレッスン＆ｗｅｂ導線の構築で毎月１０名新規契約。

京都府 澤正 － 自社ＨＰの設定変更と配達注文対応システムの構築による販路開拓

京都府 ＴＨＥ　ＭＯＭＥＮＴ － 【ＷＥＢ上での販路拡大強化に向けた取組】

京都府 ＲＥＰ　ＦＯＯＴＢＡＬＬ　ＬＡＢ． － ホームページ作成およびオンラインレッスンシステムの導入

京都府 みやこ庵 － 非対面で販売出来る、からあげテイクアウト専門店の開業

京都府 株式会社ｔｈｉｒｔｙｅｉｇｈｔ 8130001049478 オンラインレッスンとネットショップの拡大を通じた新規顧客獲得

京都府 株式会社尾崎食品 2130001002699 京都の蒟蒻屋のＷＥＢ事業計画

京都府 小林企画事務所 － オンラインによる新規顧客獲得とコンサルティング業務ＰＲ事業

京都府 合同会社京都ｃｈｅｆ’ｓカンパニー 7130003005547 販売能力強化とネット販売ページの作成

京都府 ａｌ　ｄｉ　ｌａ － テレワークによる業務効率化で、最高のデザートを全国へ！

京都府 株式会社ミュウ 5130001050877 苺ジャムのＥＣサイト構築とリアル店頭商品の紹介ページ製作事業

京都府 土御門仏所 － ３Ｄ機械と動画撮影機材の導入、ＥＣサイト構築による売上向上

京都府 株式会社大陽リアルティ 3130001052371 非対面型ビジネス・テレワーク環境構築及び情報供給による効率化

京都府 京・叡善 － 【京都女性１人旅セット】と銘打ち京風家庭料理とお酒の販売

京都府 株式会社イズム 3130001051893 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへの転換によめ非対面型ビジネスの拡大

京都府 趙　麻奈 － 非対面・小規模人数での写真撮影の取り組み

京都府 有限会社別所 1130002009298 この街育ちの工務店が取り組むＷＥＢ面談から始める受注獲得

京都府 株式会社一陽工芸 4130001040012 受注回復期に向けた新商品製作と生産体制の増強

京都府 ゴリラぐみ一級建築士事務所 － ＨＰで二本立て！コロナ対策型の新リフォーム提案＆アイテム販売

京都府 トラッツ株式会社 2130001065366 ビジネストラベル事業への販路拡大

京都府 りょうりや御旅屋 － 販売促進に伴う張り出し、ホームページの変更とチラシの作成

京都府 藤井畳店 － 自社ＥＣサイト構築による畳縁小物商品の非対面販売プロジェクト

京都府 ＩＸテクノプロダクツ株式会社 7130001063142 ＨＰ拡充と非対面営業への転換による販路拡大

京都府 株式会社ワイズコーポレーション 2130001028645 多言語Ｗｅｂサイト作成・見積自動化と営業非対面化システム構築
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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２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

京都府 株式会社スタッコ 8130001044315 左官材を用いたアートパネルのオンライン販売

京都府 永正染工株式会社 1130001021931 自社店舗をデリバリーをメインとした飲食店に改修

京都府 小竹　直 － 無観客ライブ配信事業

京都府 株式会社タカヤコーポレーション 1130001017946 写真素材をネットショップで販路拡大。ランディングページ集客

京都府 リラクゼーション楽種 － 掛かりつけセラピストによるリモートカウンセリング＆ボディケア

京都府 株式会社やましろ 9130001058339 オンライン化による呉服業界革命

京都府 オメガスカイ株式会社 7130001064149 Ｗｅｂ環境の整備と対面環境の改善による販路拡大

京都府 株式会社キヨロク 7130001009211 オンラインシステムの構築

京都府 株式会社ＡＣＣＥＳＳ・ＪＡＰＡＮ 6140001030431 新事業の展開と店舗設備整備

京都府 株式会社ＥＮＹＡ 4130001032166 看板商品の生蕎麦のＥＣ販売とテイクアウト販路拡大事業

京都府 ＯＷＬ美術研究所　東儀画塾 － オンライン絵画教室授業システム構築と販路開拓

京都府 弁護士　髙橋　健 － 『外国人・外国企業向け遺言相続法務及び企業法務サポート事業』

京都府 ばんしょう食品株式会社 6130001046445 プリンターの導入による小売事業への進出及び販路開拓

京都府 ｔｈｅ　ｓａｌｏｎ　ｂｏｕｑｕｅｔ － 非対面ビジネス用ＩＴ導入と新商品開発での販路開拓

京都府 京都エイプリー株式会社 5130001059729 ワイン・単品のテイクアウト実施のための商品開発と店舗改装

京都府 株式会社ＭＡＮＯ 2130001047728 サプライチェーンの毀損への対応

京都府 ＤＯＮＤＥ　ＶＩＳＴＯ － 健康促進コロナ対策事業

京都府 三多株式会社 5130001062261 「店舗改装とＥＣサイト販売による販路拡大事業」

京都府 有限会社ＭＩＲＡＣＬＥ　ＢＯＸ 6130002020911 密を避ける！安心！安全！〈リアルライブと動画配信の共存計画〉

京都府 日本まつげ美容株式会社 5130001046248 日本最大展示会で新商品サンプル配布及び非対面型ＷＥＢ講習実施

京都府 有限会社松川調整所 5130002017405 非対面方式によるビジネスモデルづくりで売上アップ

京都府 株式会社ｈｅａｒｔｅｓｔ 4130001028866 外食事業のみの売上からの脱却。複合的に収益を上げる。

京都府 株式会社公長斎小菅 8130001020720 ＥＣストアの増収および拡充のための本社ショールームの改装

京都府 三条メルスリー － ハンドメイドが楽しい！オリジナルパーツが揃うビーズショップ

京都府 合同会社ＡＲＫ － オンラインを活用したペット事業への参入及び感染防止対策工事

京都府 株式会社藍ぜん 6130001019772 ＥＣサイト開設による新しい顧客層の開拓とＨＰ・ＳＮＳの活用

京都府 Ｃｐｍｉｄａ　Ｌａｔｉｎａ　ＣＯＳＴＡ － 自家製ホットソース「マスカラス」のＥＣサイト制作と宣伝広告

京都府 かなたに接骨院 － 患者様の健康維持のためのＥＣサイト制作

京都府 株式会社いろはにクリエイト 9130001055848 アクティブ・ラーニングのオンライン授業化サポートサービス創出

京都府 株式会社マックス 4130001050432 自社ブランドＷＥＢサイト作成

京都府 株式会社７＆Ｍ 7130001056492 ネットショップ開設と吸排気見直しによる集客増計画

京都府 ＳＨＩＮ － ミックスドミトリー（３蜜）を唯一無二のデザイン個室へ

京都府 株式会社京都光林堂 8130001023302 ＥＣショッピングモール出店による非対面ビジネスへの移行

京都府 有限会社賞嵐観光 4130002000816 店頭・通信販売およびレストランでの新たな提供方法の開始

京都府 ＳＫサービス － コロナ不況の対策案　ＭＥＯ対策を使った非対面ビジネスへの転換
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

京都府 池村唱子 － オンラインの物販と情報提供によるロイヤリティ向上で売上回復

京都府 Ａ＆Ｂ　風水企画 － オンラインでの風水鑑定関連事業拡大と関連商品・講座販売

京都府 アレクサンダーテクニーク京都 － 姿勢レッスンのオンライン化とオンラインコンテンツ制作・販売

京都府 株式会社西川紙業 7130001011373 Ｗｅｂによるバーチャル展示会での非対面型営業の展開

京都府 京鴨と燻製酒場ＫＡＭＯＳＨＩＧＩＮ － 京鴨商品の通販とＵｂｅｒ　ｅａｔｓよる非対面型販売

京都府 株式会社ＧＭＳ 3130001049814 介護施設における非対面での体操および店舗の安全性確保事業

京都府 パティスリータツヒトサトイ － 毎月定期購入サブスクリプションサービス販売サイトの制作

京都府 株式会社シネマ・ワーク 5130001021052 非対面型ビジネスモデルへの転換

京都府 合同会社エドモンド 2130003006368 非対面型プログラミング教室に向けての環境整備と販路開拓

京都府 和菓子いけだ － 地道な販路開拓・拡大に伴う、ネット販売システムの再構築

京都府 菊屋雑貨店 － 六根ＯＮＬＩＮＥ　ＨＯＴＥＬ導入とスリムな経営改善事業

京都府 有限会社ｓｎｏｗｒａｂｂｉｔｓ 7010902025871 オンラインイベント事業のスタジオ分化＆中２階スタジオ設置事業

京都府 浅見株式会社 6130001019673 ネットワークを利用した顧客の創造と職場環境の改善

京都府 ビューティークレニアル研究所 － 微弱電荷のパッド取り入れた施術サービスによる新規顧客獲得

京都府 株式会社夢み屋 9130001033226 ＢｔｏＣの売上比率向上の施策

京都府 アンティークサロンＪａｄｅ － 切子細工のネット販売における販路開拓

京都府 ラーメン伸 － 祇園で北海道ラーメンの出前をニューノーマルとして根付かせる

京都府 有限会社ワイルドウッドジャパン 1130002018927 自社ブランド確立・販路拡大・新体制の確立

京都府 合同会社ＧＥＮＥＴＯ　ＧＲＯＵＰ 7130003005984 建築設計事務所等へのオンライン模型製作・販売サービスの提供

京都府 染匠市川株式会社 3130001021351 ホームページ会員専用ページでのＢｔｏＢシステム構築事業

京都府 株式会社Ｌｉｋｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ 9130001056821 リモート・システム導入とマニュアル整備によるテレワーク推進

京都府 株式会社ｉｌ　ｐｏｚｚｏ 6130001054670 委託によるデリバイー業務とデリバリー用商品の開発

京都府 株式会社ＥＸＳＴ　ＴＥＣ 6130001049274 非対面の太陽光発電設備メンテナンスを構築・拡大する事業

京都府 有限会社杢兵衛 5130002010269 「杢兵衛特製　鱧茶（仮名）、ちりめんじゃこ」等の物販を展開

京都府 株式会社アクエリアスコーポレーション 130001042569 除ウイルス・抗ウイルスで３密避けた簡易宿所とネットを通じた新規顧客獲得

京都府
有限会社東京トランスレーションフォーラ
ム

2012302005806 遠隔授業でも行える高水準個別指導

京都府 和幸庵 － 和文化セミナーの非対面型化と教材撮影の為の環境整備

京都府 乾隆校前整骨院 － ＥＭＳマシン施術を軸としたセルフ型ボディメイク事業の推進

京都府 株式会社ＥｎｏｌｉｔｅｃａＩ’Ｂｉｎｉ 1130001050410 ＥＣサイトを新設し、おうちでＢｉｎｉを楽しんでもらう策

京都府 エピス － 京野菜や京都の特産物を使た新商品を開発、ネット販売、業態変更

京都府 奏絲綴苑 － 伝統工芸がお家で体験できる～リモート綴織体験～

京都府 ＴｅｅｔｈＡｉ京都 － 口腔専門エステサロンとしての宣伝と動画研修の販売

京都府 天えい － 売上改善を目指し、デリバリーによる新規顧客サービスを図る

京都府 kguide TravelJapan － 日本・韓国、オンラインツアーの開発による事業継続

京都府 ふじの整体研究所 － 整体施設でのネットを使用した新サービス導入による販路拡大
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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２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

京都府 Ｗａｔａｎａｂｅ － 顧客データベースとＨＰを活用した新サプライチェーンの構築

京都府 学研御所南教室・ＫＴ企画 － ウェブ販売開始による個人顧客への販売拡大

京都府 おこしやす京都ＡＣ株式会社 6130001055181 ・ＨＰ刷新によるＷｅｂマーケティング力向上とコンテンツの強化

京都府
Ｒｏｃｋ　Ｂｏｔｔｏｍ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ（ロックボトム
クリエイション）

－ 非対面型ビジネスの映像制作、システム導入による販路開拓

京都府 株式会社幸福堂 2130001017243 京菓子ネット販売強化事業

京都府 右左喜Ｗｅｄｄｉｎｇ － 衣裳選択を主とした非対面型接客の為のプラットホ－ムの構築

京都府 株式会社大石天狗堂 4130001014024 囲碁・将棋通販サイトの外国語対応サイトの更新

京都府
鍼灸あん摩マッサージ指圧きっこうどう
（中塚カナコ治療所）

－ 自費治療環境と非対面での治療院コンサル業務環境の整備

京都府 合同会社ＭＧＣ 4130003004782 国内旅行客集客のための浴室の改装とセルフサービスルームの設置

京都府 麺屋かがり － 京都老舗ラーメン店のテイクアウト導入による新規顧客販路開拓

京都府 ｔｉａｒａ － 非対面を実現し”キレイ”を作るセルフ＆オンラインエステ事業

京都府 アディクト株式会社 3130001056463 非対面式営業補助ツール「会員式プレゼンテーションサイト」構築

京都府 一真工房 － ＥＣサイト構築（着物・小物・花嫁衣裳レンタル）

京都府 別邸凛 － ＳＮＳ動画を使って顧客の獲得

京都府 Ｋｙｏｔｏｐｉ株式会社 1130001058503 京都の逸品を全国へ

京都府 Ａｎ　Ｄｅｓｉｇｎ － オンラインツアーの本格的事業化

京都府 小雁倶楽部 － 顧客データベースとインターネットを活用した新規事業の取組み

京都府 ホリスティックサロンｇｅｅｋｇｅｅｋ － Ｂ：非対面型ビジネスモデルへの転換

京都府 ＳＯＮＯ － 非対面型「占い事業」モデルによる販路開拓

京都府 スカイ・スクラッパーズ株式会社 4130001040383 非対面型運営によるオンライン・コンサルティング事業

京都府 冨田潤染織工房 － ＥＣサイト構築とＷＥＢサイト改良及びイベントスペース整備

京都府 廣瀬米穀店 － 米穀店内お米屋カフェ、テイクアウトスペース拡張事業

京都府 おおば － 国立国会図書館との新商品開発と通販サイト構築および海外出展

京都府 ＴＡＫＥＯＫＡマーケティング － ＥＣサイト構築及び京都ブランド促進事業

京都府 Ｂ３ｃｕｒｉｏ － オンライン研修システムサイトの構築

京都府 株式会社ＡＳＹ 7130002011678 おうちｄｅナナイロ

京都府 株式会社寺蔵 8130001054181 地元京野菜のオンラインショップ開設による販路開拓

京都府 株式会社タクト 1130001047984 京土産を中心としたＥＣ通販による新規顧客の獲得

京都府 Ｋｅｙ＆Ｄｏｏｒ － テレビ電話を利用したリモート鑑定と動画プロモーション

京都府 株式会社ＴＣＩ研究所 9130003003268 オンライン販売システム構築による販路拡大・売上向上

京都府 ｔｈｅ　Ｐｏｗｅｒ　ｏｆ　Ｄｅｓｉｇｎ － 遠隔地リモート作業体制の構築とネットを通じた新規顧客獲得。

京都府 株式会社タックジャパン 9130001029521 ブライダル業界を新販路とするドレス、アクセサリーのウエブ販売

京都府 株式会社日吉屋 9130001025132 オンライン展示会活用とＥＣ刷新による非対面型ビジネスモデル構築

京都府 有限会社山茂登旅館 4130002010294 鮮度の高い食材を活用した京料理のネット通販による新規顧客獲得

京都府 ＦＲＥＥ，整骨院 － 相談支援及び自宅ケア指導のオンライン提供
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

京都府 ｉｌ　ｆｅｒａ　ｊｏｕｒ － 自社ＥＣサイトによる焼き菓子販売と新規顧客開拓

京都府 合同会社空間現代 3130003004593 無観客イベントのオンライン配信・販路開拓

京都府 株式会社立志社 9011001101166 ゼロ密宿の運営およびテレワークオペレーション体制の確立

京都府 ＰＬＵＳ　ＵＬＴＲＡ － オンラインサロンＯＰＥＮ　会員制コミュニティサービス

京都府 松田株式会社 9130001008698 機械の導入による品質・供給安定化

京都府 グッドエイチピードットコム株式会社 2130001008135 テレワークに最適なクラウドＰＢＸの非対面型プロモーション

京都府 かぐやコンサルティングオフィス － 起業塾のオンライン配信とそのＰＲ

京都府 担担麺胡ＹＥＢＩＳＵ － 非対面型ネット販売による京都担担麺市場による販路拡大

京都府 株式会社迦樓羅 8130001034745 居酒屋の味を真空パックで家庭に届けるＨＰの作成事業

京都府 ハマムラ株式会社 9130001007080 店頭訴求力向上とコロナ対策推進。通信販売への取組み。

京都府 松村鍼灸整骨院 － 【オンライン施術と微弱電流治療機器導入による患者満足度の向上】

京都府 株式会社Ｌｉｎｋ　Ｔｒｅｅ 1130001057728 地方活性化を目的とした宿コンサルティングのオンライン化

京都府 有限会社アトリエ祥 6130002008320 顧客データベースとＨＰを活用した新サプライチェーンの構築

京都府 株式会社伍彩菓 8130001062390 ＹｏｕＴｕｂｅ「ジャムがもっと好きになる！北野ラボＴＶ」開設

京都府 株式会社いつつじ 6130001002530 店頭売上の回復及び通販・配達サービスによる販路開拓

京都府 株式会社いそむら 4130001019832 催事・対面販売からの脱却を図るべくネット販売システムの構築

京都府 有限会社フジ食品 1130002011428 京都ならではの手作り料理と食材の通販事業

京都府 有限会社アスコンサルオーヤマ 4130002021374 「Ｗｅｂを活用した自社情報発信・非対面ビジネスモデルの構築」

京都府 株式会社吉羽與兵衛 4130001012003 ＥＣサイト用商品の試作ならびにＥＣサイト構築による売上向上

京都府 株式会社マガザン 4011001114635 オンライン販売強化による収益基盤の構築と新規顧客接点の創出

京都府 ＩＣＥＬＯＬＬＹ － ライセンス商品化を新設ＥＣサイトでの販売

京都府 昇瑛 － デリバリーで手軽にお店の味を　自宅で家族と楽しむ特上焼肉

京都府 ＴＲＥＥＥ’Ｓ － おうちで楽しむプチ贅沢抹茶スイーツを！新たなＥＣ販売戦略事業

京都府 リサイクルショップポパイ － 一商品群に特化した買取販売のための広告とホームページ作成

京都府 黎明株式会社 9130001049833 新型コロナウィルス社会のＥＣ新規販路開拓と新商品導入

京都府 京いすけ － ファミリー層、長期滞在、インバウンドの拡大、

京都府 株式会社冨永 8130001000755 新商品開発とテイクアウト・宅配を通じた新規顧客開拓

京都府 有限会社ハセガワ酒店 8130002001307 「地元に愛される理想のコンビニとネット販売の共有」

京都府 マイ・スター株式会社 8130001065526 お客様に最高の環境を提供するために除菌抗菌クリーニング

京都府 株式会社むかし菓子本舗 6130002001647 むかしなつかしいお菓子のネット販売開始

京都府 ＳＴＰｒｏｍｏｔｉｏｎＧｒｏｕｐ株式会社 3130001064276 紅葉時期に向けた新商品の開発のＥＣサイトによる新規販路開拓

京都府 京都心理教育研究所 － 筆跡診断カウンセリングと筆跡心理士講座のオンライン化推進事業

京都府 株式会社ＨｏｍｅＧｒｏｕｐ 5130001051306 オンライン上のバーの運営サイトを構築

京都府 ＡＲＣＯＩＲＩＳ － 非対面型ヨガ・瞑想スクール立ち上げのための販促・基盤整備

京都府 株式会社ソナル 7130001061716 内臓ケアをオンライン化とＥＣサイトでブランド力アップ
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

京都府 株式会社Ｙｏｕｒｂｉｌｉｔｙ　Ｄｅｖｅｌｏｐｅｒｓ 8130001051352 旅館紹介専門サイト　旅館プラス

京都府 シルヴァン書房 － ネット販売の立ち上げ

京都府 遊学館 － 新規オンライン授業、オンラインセミナーの提供と広告宣伝活動

京都府 株式会社インプレス 1130001047844 足で稼ぐ営業からインターネットを利用した非対面型集客への転換

京都府 ｗｉｔｈわん － 対面から「オンライン対応」及び「預かり対応」へ販路開拓

京都府 万年青 － テイクアウトへの業務拡大と京都食材の地産地消をＰＲ。

京都府 株式会社ものがたり 4010901034645 非対面対策の為の設備工事、利用客向けシャワールーム改装工事

京都府 株式会社ＲＵＳＴＩＣ 3130001063831 サンプル品郵送用小冊子・包装パッケージの制作＆新製品促進ＨＰ

京都府 株式会社ジー・アール・インターナショナル 4130001045787 ニュー脳ジムにウェルカムバックキャンペーン

京都府 合同会社プラスライフ 2011203002516 京都氷菓専門店の、糖尿病でも食べられるアイスの通信販売事業

京都府 ＢＮＩセントラル京都株式会社 4130001049920 テレワークとビジネス創生に特化したコワーキングスペース

京都府 株式会社プリメラビダ 9130001045502 オンラインメイドさん会話サービス

京都府 ＨＡＬＥＴＯＫＥ － オンラインライブ撮影とフィルム写真商品撮影

京都府 ＳＴＵＤＩＯＲＡＫＫＯＲＡ一級建築士事務所 － Ｗｏｒｋ　ｔｈａｔ　ｌｉｇｈｔｓ　ｕｐ　ｔｈｅ　ｌｉｆｅ

京都府 ＣａｌｌｉｇｒａｐｈｙＫｙｏｔｏ知ふみ書道 － 非対面型オンライン書道教材作成／日本語英語対応

京都府 有限会社千波 4130002005583 通販事業拡大の為のカタログ送付とキャンペーン

京都府 有限会社楽入 5130002011705 自社ｗｅｂサイトを新設とカタログによる新規販売経路の創出

京都府 株式会社ＳＩＰ 4130001054318 ネット通販を介した非対面の物販および弁当の製造販売事業開拓

京都府 ＯＶＡＣＯＨＡＩＲ － 新型コロナウイルスに負けるな！お客様に安心を！プロジェクト

京都府 りらく － 新たなテイクアウトメニューの創出とＨＰ作成による販路拡大

京都府 株式会社大西京扇堂 8130001020134 オンラインによる非対面型ビジネスモデルの構築

京都府 株式会社Ｎ＆Ｌ 4130001058070 新たなサービス提供方法の確立とそこから創出される新サービスの販売

京都府 株式会社シューマン 5011501016982 ｅコマースを活用し全国展開と販路拡大させる

京都府 リンクナチュラルジャパン株式会社 8130001047004 非対面型の販促予約ツール導入による新規顧客の開拓を目指す

京都府 ＮＩＣ株式会社 4130001045523 非対面型ビジネスの確立と販路拡大に向けて

京都府 株式会社ギオン福住 6130001009162 通販事業におけるツール及びパッケージ等の更なる充実と拡販施策

京都府 丸和商業株式会社 6130001022710 ウェブの強化と商品開発によるニーズに合わせた方法での売上拡大

京都府 ＲａＭａＤａＳａ － 自宅サロンの開設、オンライン講座の実施

京都府 オリジネンタル株式会社 2130001060937 オンラインでのシステム販売とコンサルティング事業の立ち上げ

京都府 芙蓉窯せらみ屋 － オンラインストア及びカタログ販売での非対面型販路拡充

京都府 有限会社やまとふうず 7130002001729 ＨＰリニューアルによる新規顧客開拓とネット販売の開始

京都府 株式会社文の助茶屋 1130001009638 文の助茶屋スーパー向け販路拡大事業

京都府 兼田和裁縫製研究所 － 下請加工業から、自社製品開発とネット通販で非対面型の販路開拓

京都府 Ｏｓｔｅｒｉａ　ＣＯＮＡＣＩＮＥＴＴＡ － オンラインショップ開設とそれに関連する設備投資

京都府 リリーレース・インターナショナル株式会社 6130001003561 【テレワークシステムを活かした国内外への即対応ビジネス】
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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

京都府 株式会社ダイニングエンターテイメント 2130001061167 『オンラインで楽しむワイン講座』

京都府 Ｇｕｅｓｔ　ｈｏｕｓｅ　Ｋｅｉｋｏ － 『非日常感のさらなる演出と遠隔でのサービス提供の強化』

京都府 株式会社アプリネット 1130001046929 幼保・各種園の先生撮影データ、簡単転送サービスの提供

京都府 炭楽屋とりうめ － ＥＣ注文による非対面販路拡大と真空包装による食品の安全確保

京都府 プランドール － オンラインサロン事業

京都府 炭火やきとり　絆 － お家ご飯需要へ対応！居酒屋メニューのネット注文ＨＰの作成

京都府 青柳　雛 － オンライン書道教室のサービス開発・販路開拓

京都府 京アンスイン － 京都のホテルから発信！オンライン語学レッスン事業の開発と展開

京都府 プラチナビーフ － 和牛肉鍋セットの開発と宅配方法を工夫　３密避けた新規顧客獲得

京都府 株式会社としはる 9130001060831 古き良き京都を発信！宿泊に繋げるＷＥＢセレクトショップ事業

京都府 川勝流日本舞踊教室 － Ｗｅｂカメラを使用したオンライン指導への転換

京都府 鹿肉とビールＭＩＹＡＭＡ１６２ － 店舗リニューアルによる広告宣伝とＥＣ販売事業の開始

京都府 株式会社ＫＡＫＥＧＯＥ 9130001065896 「お家で本格串揚げ屋さん」京都発祥商品開発

京都府 株式会社山本仁商店 2130001023002 非対面型ビジネス構築のための広報ツール作成・売上向上

京都府 有限会社ティーズ・コーポレーション 9130002018390 「サプライチェーンの安定と販路拡大」

京都府 Ｒｅ：ｐｌａｎｔｅｒ － 仮想空間の構築による非対面販売への転換の取組

京都府 Ｌｉｂｕｒａｎ － 健康寿命を引き上げるためレッスンオンライン化による販路拡大

京都府 ＭＥＭＥＭＥ － 安心安全を感じる店づくりと非接触でも温かみを感じるサービス

京都府 Ｌｕｘｅ － ネット活用による美容業における施術以外の非対面化と物販強化

京都府 こどもとダンスの教室ＫＯＯＫｉｅｓ － コロナと共存する子ども達を支えるダンス教室の取り組み

京都府 株式会社プロポックス 3130001052297 インターネットを活用したＣｏ－Ｎｉ－Ｃｒ－Ｍｏ合金パイプの技術営業活動

京都府 Ｈａｉｒｃｏｏｒｄｉｎａｔｅｃｈｅｒｒｙｓｔａｒ － 自社ＥＣサイト開設と今後の新規顧客開拓に向けての広告

京都府 Ｗ＆Ｈ － オンライン販売のブランド力強化計画

京都府 有限会社Ｓａｎｃｔｕｍ 7130002022774 ＷＥＢ環境を活用した情報発信と顧客向けオンライン接客サービス

京都府 株式会社オカムラ産業 6130001044218 ホームページを活用した非対面接客と業務連携で個人客の売上拡大

京都府 株式会社Ｎｅｘｔｈｅｒｏ 7130001058811 「ももたろう」オンラインショップの開設

京都府 Ｃａｆｅ＆ＢａｒＣｈｉｌｌ’ｓＫｙｏｔｏ － 感染症対策のための客席の改装による集客の確保

京都府 リペアスタイル － 「新規顧客獲得のため、ＥＣサイトとＤＩＹ動画スクールの構築」

京都府 ホリスティックサロンサンティエ － オンラインでのアロマ講座等の新サービス提供とネット集客の開始

京都府 下阪老舗 － 通販事業拡大の為、不足する生産能力を補う真空包装機械導入

京都府 株式会社京朋 9130001060501 テレワークシステム導入による打合せ業務非対面化の推進

京都府 こあの助 － こあの助インターネット販売による新規販路開拓事業

京都府 株式会社ティー・ビー・ケー 9130001060666 ボディートリートメントサロン事業

京都府 広島焼きやきべえ － 鉄板肉料理を中心にした新たに宅配弁当事業の展開

京都府 祇園にしかわ株式会社 6130001057087 全国に求められるお料理を非対面で提供
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京都府 京菓子司亀廣脇 － ホームページリニューアル事業

京都府 Ａｎｄａｎｔｅ － 在宅ワークによるルームシューズの製造。

京都府 有限会社晋六 6130002018518 セキュリティと販売強化の為のＷＥＢバージョンアップ再構築

京都府 株式会社クラテッロ 5130001028642 外販商品販売強化のための投資

京都府 有限会社清甫 5130002007323 当社（清甫）ホームページ製作と新たなブランドホームページの製作

京都府 有限会社京都ケミサプライ 9130002024620 化学物質を使わず微生物の力を活用した住居用生洗剤の販路開拓

京都府 炭火焼肉ホルモン焼秀峰 － 鹿児島県産黒毛和牛を活用した新商品開発とネットでの新顧客確保

京都府 ペンローズダイニング － 地域密着型　北山道の駅

京都府 株式会社Ａｖａｎｃｅ．ｋ 1130001066027 『人を介しないセルフエステの集客と認知度向上』

京都府 ＳＴＵＤＩＯ　ＳＡＴ － 非対面ビジネスモデルに特化した写真スタジオ

京都府 株式会社薫風舎 4130001057444 協業で脳と体を刺激しフレイル予防「シニアの元気応援」

京都府 なし － オンラインパーソナルトレーニング

京都府 ＬＩＭＡＡＧＥＮＴ － 信頼のおけるホームページを中心とした非対面型営業による安定受注

京都府 伏見稲荷参道茶屋 － 甘酒・冷やしあめのＢｔｏＢ向けＥＣシステムの強化と販路開拓

京都府 トラバースフォトグラフィー － 非対面での体験・学習映像コンテンツ制作

京都府 株式会社城戸平左衛門商店 6130001008247 新規顧客獲得のため商品開発及び製造工場感染防止施工

京都府 株式会社Ｍｏｄｅｌｏｒ 8130001051170 新規顧客獲得からハード開発までをオフィス内で完結

京都府 西佳システム株式会社 3130001031516 「天天有」オンラインショプの開設

京都府 整体サロンピンポイント － オンライン講座開催等による独自テーピングの新たな販路開拓

京都府 株式会社ＲＥＤＮＥＳＴＡ 8130001048365 ＮＡＮＯＳＯＬ事業（空間浄化サービス）の非対面営業の強化

京都府 ＴｈｒｅｅＷｏｒｋｓｐｌｕｓＣ － 認証整備工場許認可取得による受注安定化と販路拡大

京都府 株式会社波波 9130001028077 自社ＥＣサイト構築による“逸品のメニュー”のネット販売

京都府 平岡旗製造株式会社 7130001018567 「新カタログ・電子カタログの作成による非対面型営業体制の構築」

京都府 公文式荒神口教室 － 『オンライン指導環境の構築および在宅型学習者の相談窓口の拡充』

京都府 株式会社タケバタ商事 1130001006775 パーテーションで安心のお店作りのお手伝い

京都府 千田クリーニング － バイクによる宅配サービスの拡充

京都府 株式会社ＫＡＧＡＲＩＢＩ 9130001066498 京都オンラインツアー、自社ＨＰ制作によるプロモーション

京都府 Ｔｉｅｒｒａ － セルフエステ　ハイフによるボディ＆フェイス

京都府 ＡＧ株式会社 6160001017468 最新動画配信システムの導入による非対面型モデルの構築

京都府 烏丸鍼灸整骨院 － オンライン診断プログラムの開発と展開

京都府 有限会社呑寄亭 8130002010118 のんき亭流、京懐石テイクアウト食品の開発及び販路開拓

京都府 ＡＧサービス株式会社 5130001050530 子どもや高齢の親に送る「思い出デジタル」事業

京都府 株式会社電気蜻蛉 1130001049675 ライブ配信型プロジェクション・マッピング事業による販路開拓

京都府 居酒屋呑，呑 － お家ご飯需要へ対応！居酒屋メニューのネット注文ＨＰの作成

京都府 陶工房・伯耆 － 新規顧客獲得の為の陶磁器のネット販売と連動する対面販売開拓
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京都府 株式会社魁半導体 6130001029400 ボトル内面に一括で処理できるプラズマ装置の開発とその拡販

京都府 Ｔｈｅ　Ｏｒｉｅｎｔａｌ合同会社 2130003005403 「おうちレストラン」ブランド食品の開発・ＥＣ販売の実施

京都府 いち鈴本店 － テイクアウト開始による非対面型ビジネスへの転換

京都府 株式会社諏訪ミュージカルスクール － スタジオのレンタル事業及びオンラインレッスンの展開

京都府 ラフィーナメカニカルデバイス － コロナ対応製品デバイスとソフトウェアの両方を活用した販路開拓

京都府 ひさだアートインダストリー株式会社 1130001031690 非対面型によるヘアケアフォロー体制の強化と販路開拓

京都府 有限会社双葉堂 4130002014840 産院カタログ配布のＷＥＢ転換事業

京都府 株式会社ｅｅｎ 7130001065675 配信イベントに向けての演者に対する感染予防措置及び舞台改装

京都府 ＹＵＫＩ　ＳＨＩＲＡＨＡＭＡ　ＢＯＴＴＩＥＲ － 既製靴販売による販路拡大の為のテストマーケティング

京都府 ＤＩＯＧＥＮＥＳ株式会社 6130003004987 個人ユーザー向けのＶＲコンテンツ配信サイトの構築

京都府 京料理修伯 － 修伯特製デザートのお取り寄せ

京都府 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｍａｎａｌｙ － 新規にネットショップ事業とオンラインセミナー事業の立ち上げ

京都府 株式会社アクアテック羽馬禮 3320001012521 ペットボトルから紙パックへ　新しいミネラルウォーターの販売

京都府 スマイルグローバルフォト － 「非対面型のオンラインカメラ撮影講座の構築と宣伝」

京都府 株式会社ｅｍｕｅ 2130001046390 ＨＰリニューアルとＥＣ機能追加、新事業による収益モデル確立

京都府 株式会社ＯＫエンターテイメント 4160001021439 小ロット受注販売のパン生地製造のオンライン販売及び提案力強化

京都府 株式会社Ａｍｙ 8130001066953 衛生商品・除菌施工部門の立ち上げと商品オンライン販売の開始

京都府 テクノ電機エンジニアリング － 非対面型ビジネスモデルへの転換

京都府 有限会社ミホプロジェクト 9130002017517 リアルとネットライブ配信の共存で構築する新しいビジネスモデル

京都府 有限会社安本商店 1130002001692 衛生的な製造環境整備、高付加価値新琥珀の開発

京都府 石田商会 － 作業単価の向上となる大きな事故修理をしてウェブでの販売事業

京都府 共栄テック株式会社 9130001044198 高性能ＣＡＤ及びテレワーク会議システムの導入による生産性向上

京都府 アトリエ路樹絵 － 美術書のキンドル版電子書籍出版

京都府 株式会社アクセスコーポレーション 2130001029098 用途に合わせた広告、ＳＮＳ、動画サイトのメディア戦略

京都府 株式会社スイッチティフ 1130001025817 新規ＥＣサイトの構築

京都府 ｎｉｃｏ　ｈｏｕｓｅ － ウイルス感染拡大防止のための施設整備と内需への販路開拓

京都府 株式会社トラスト 5130001031778 遺品整理ホームページ作成

京都府 ＬｅＮａｔｕｒｅ － 店舗改修工事と無添加惣菜の新商品開発と新規顧客の獲得

京都府 ＴＡＫＵＳＥＬ － オンライン遺品買取サービス及び見積システムの構築

京都府 株式会社ビジネスコンストラクション 4130001062535 オンラインによる情報発信を通じた非対面型ビジネスの展開

京都府 ｔｒａｃｅ － ＥＣサイト開設によってアートは社会へ浸透する！

京都府 株式会社山徳商会 5130001011937 専門誌「ＭｏｔｅｒＺｏｎｅ」「芸文車」「ワーゲンマガジン」への出稿による集客力向

京都府 纒 － 現物目視と香りとの３密を避けた店頭販売で新商品開発、売上向上

京都府 ジャパンフードエンターテイメント株式会社 1130001057785 対面型体験事業から非対面型製パン店販売への業態転換事業

京都府 株式会社プランツ・コーポレーション 130001018687 ことば塾、こども話し方教室をテレワークで開催
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京都府 ＴｉｍｅＡｇｅ株式会社 5130001044846 ブラウザのマップに祇園祭のデジタル山鉾を配置し仮想巡行を行う

京都府 有限会社藤二商会 7130002018293 内製化による外注加工費の削減とＢｔｏＣ強化

京都府 （小山銀次郎） － フリーランスダンサーのオンラインレッスン事業

京都府 有限会社斗六屋 8130002016932 自社ブランドでの高付加価値商品開発と、新規顧客開拓

京都府 合同会社ルナワード 3130003005708 オンライン事業集客と海外への販路拡大の為のＷＥＢサイト構築

京都府 京野菜フレンチ懐石祇園重なが － ＥＣサイトによる料理の通販化

京都府 株式会社アホウプロジェクト 3130001058872 焼き鳥秘伝のタレ販売に伴うＨＰ作成・ネット通販の実施

京都府 株式会社ケイアソシエイツ 1130001027466 会員向けの動画によるオンラインサービスの構築

京都府 株式会社ワン・ピース 7130001045099 新規販路開拓の為に非対面型ビジネスモデルへの転換で宅配事業を行う

京都府 ａｂｒｉｔ　ｓｕｎｍｉｌｅ － 人生１００年を笑顔で生きる！ヨガでいきいき健康管理！

京都府 株式会社カワカミハウジング 3130001044088 オンラインを利用したＷＥＢ接客の構築

京都府 有限会社堀江商会 5130002034581 新規顧客の開拓と既存顧客のＩＣＴ管理による販路拡大・効率化

京都府 ＮＥＸＴＬＡＢＯ － 地域の魅力をまとめた、ＥＣサイトの構築

京都府 明智茶屋 － 明智茶屋

京都府 株式会社ｆｐｋｉｎｇ 7130001025415 インターネットによる「非対面型」オンライン教育研修／講演事業

京都府 株式会社ＣＡＬＡＲＳ 2130001045707 キッチンカー導入で販路拡大と事業構造改革

京都府 株式会社くさやま 4140001042131 ＥＣサイトホームページを構築し非対面販売での売上獲得

京都府 菓樹工房きぬがわ － ＥＣサイトの開設及び新たなテイクアウト商品の開発。

京都府 バレルヘアー － オンラインで繋がるティーチングヘアサロン

京都府 株式会社ホクト 4130001041290 細菌増殖・浮遊菌の付着を防ぎ急速冷却　真空パック商品新開発

京都府 株式会社美津馬 7130001040595 自社ＥＣサイト整備とオンライントータルサポートの実施

京都府 ＤＩＮＩＮＧ　ＢＡＲ　ＯＲＩＧＯ － トゥクトゥクキッチンカーでデリバリーサービスと移動販売

京都府 雲原大江山鬼そば屋 － テラス席設置および看板設置による新規顧客の取り込み

京都府 有限会社立石設計 2130002033074 ３Ｄモデルハウスを活用した非対面型バーチャル住宅展示場

京都府 有限会社フジムラ 3130002033461 モバイルワーク並びに発注システムを利用した営業・発注の効率化

京都府 有限会社現長 4130002033329 ホームページでのオンラインショップ開設並びにリニューアル

京都府 株式会社平成監理 9130001041848 ３Ｄイメージングを活用した遠隔コミュニケーション体制の構築

京都府 株式会社アイエス 8130001041659 非対面型ビジネスモデルへの転換

京都府 株式会社山音萬玉園 7130001066054 ＥＣサイトによる自社商品の直接販売事業

京都府 シアビアント － Ａ：サプライチェーンの毀損への対応

京都府 平山家具製作所 － ３ＤＣＡＤと加工機導入によるテレワークの推進、卸売事業の開始

京都府 株式会社ワンズマインド 1130001058189 ＳＮＳを活用した、ネットショップにおけるオンライン販売

京都府 ＨＯＮＥＹ　ＢＵＮＣＨ － ヒト幹細胞培養液を使用した再生美容のＰＲ事業

京都府 竹林株式会社 6130001056064 通販小売商品の開発とＥＣサイト構築による非対面型直販の開始

京都府 スキマ家具屋 － 新規受注獲得のために必要な機械設備の導入
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京都府 茉莉花 － 通販用商品の開発と非対面型販売の開始

京都府 ｃｏｃｏｎｉ － 収録スタジオスペース提供に向けた映像撮影・配信設備導入事業

京都府 総本家大茶萬 － 総本家大茶萬ブランディング向上のための戦略

京都府 株式会社アクアワークス 2130001034560 レンタルキッチン開設に伴うＨＰ作成・広報・販路開拓

京都府 株式会社ナンゴー 5130001032909 非対面型営業の構築による販路拡大と技術力向上

京都府 リムストアー － 外需から内需への転換、国内ネットショップの新規立ち上げ事業

京都府 株式会社ＤＦＣ 3130001053015 テレワークに対応したオンライン業務管理システムの導入

京都府 合同会社ブルーアイスバーグ 1130003005932 地域に密着した花屋の移動販売と花教室事業

京都府 スワ生花店 － 高機能フラワーキーパー導入による海外製品輸入ルート毀損の対策

京都府 株式会社日勝 6130001060520 オンライン面談サービスの開始と非対面型専用パンフレットの制作

京都府 手織りルームさをりん － “３密対策”織り機の貸し出し看板設置と店内密度の改善改装事業

京都府 エイビーシーキッズ － オンラインレッスン提供で学びを止めない英語教室となる

京都府 株式会社アン・サンテ 4130001062163 動画コンテンツでいつでもどこでも健康アップ

京都府 小泉米穀株式会社 9130001032608
オリジナル商品開発とＥＣサイトによる販売強化事業Ｂ：非対面型ビジネスモデ
ルへの転

京都府 進学教室ＷＩＬＬ － オンライン授業の開始と新規入塾者獲得

京都府 株式会社ＳＳＴ製造技術研究所 1130001050798 ホームページによるリモート操作サポートの構築

京都府 ワンモアライフ松村興業 － 空き家や見積もり、賃貸仲介の非対面式システムやサイトの作成

京都府 サンアロー株式会社 3130001060886 ＥＣショップ・チラシの活用とチャットボット導入による販路拡大

京都府 ペンションわすれなぐさ － 当館の味をご自宅へお届ける、ＥＣサイトの構築

京都府 有限会社ケイ・エス・ケイ 2130002028900 新聞折込広告受注パッケージ

京都府 株式会社　中川住研 7130001035736 古民家販路拡大＆リモートワーク対応の為のＩＴシステム開発導入

京都府 篠原良染工株式会社 5130001035639 オンラインシステム活用による受注拡大事業

京都府 ナカニシ開発株式会社 9130001042177 倉庫拡張（移転）によるボトルネックの解消

京都府 ジュビランＩｎｆｉｎｉｔｙ － 新型コロナウイルスに関するサロン内感染予防対策

京都府 ビストロ・エテ － 真空包装機を使用した新商品開発と販路開拓事業

京都府 のどか治療院 － 感染予防のためのテレワーク・採用活動・相談システムの構築

京都府 株式会社ＳＩＬＶＡＮＯ　ＳＴＡＢＬＥＳ 4130001051455 湯の花温泉との連携による非正規会員客の増加と業務効率化

京都府 アンシャンテヘアー － ソーシャルディスタンスを考慮した新感覚スポーツＢａｒＢｅｒ

京都府 ＰＡＭ － 事業所間の遠隔操作確立による業務効率化とサポート方法の拡充

京都府 株式会社すずめファーム 4130001059151 京の野菜及び６次産品のＥＣ事業

京都府 三浦製材株式会社 8130001035958 木材ショールーム、コロナ対策と非対面型ビジネスモデルへの転換

京都府 鍼灸院　ゆにぶ － 非対面型施術による販路開拓事業の構築

京都府 アンテナキョウト － アーティスト向け宿泊施設を改装した空間提供による新規顧客獲得

京都府 有限会社小林ホーム 2130002028925 『運動不足からの転倒！』～高齢者の転倒予防対策を見つめて～

京都府 株式会社ユメミファクトリー 2130002022523 コロナが招くコストダウン、新製品販売チャンネル
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

京都府 株式会社田畑乳業 1130001063718 ５０代と健康志向層に対するＷｅｂ集客及び非接触サービスの発信

京都府 あきつや食品株式会社 9130001038274 看板商品の贅沢山椒ふりかけ開発とネットショッピングの強化

京都府 有限会社すずや 6130002030729 非対面による衛生的な中古高級自転車通信販売事業

京都府 ＣＨＩＢＡ－ＣＨＵＰＳ － 非対面型音楽制作及びＨＰ配信型音楽制作スクール、演奏事業

京都府 株式会社みらいホーム 1130001039107 コロナ後を不動産テックによる非対面営業で乗り切る！

京都府 ＩＮ＆ＯＵＴ － 非対面型ＷＥＢ予約、ネットショップ、オンラインサービスの拡充

京都府 だいや株式会社 5130001038518 京都府産食材を使用したおせち開発とネットを通じた新規顧客獲得

京都府 株式会社日本製造京都工芸社 7130001062301 専用工具の開発と販路開拓の為の教育用テレワーク環境の整備

京都府 合同会社ルキイ 8130003003863 独自の「オンライン料理講習サービス」による新規顧客獲得と販路の拡大

京都府 キタザワ産業株式会社 9130001038340 不動産仲介業への新規参入。ホームページでの新規販路拡大

京都府 株式会社ＡＭＯ 6130001056626 訪問・対面打ち合わせを要しない！リモートコンサルティング

京都府 株式会社パックフォーミング 4130001028222 商品カタログによる非対面型販売の構築と新商品開発

京都府 エム・ワイ・ケイ・モールド株式会社 8130001038309 自動検査機改造による検査数アップと検査ミス削減

京都府 株式会社京の舞妓さん本舗 4130001050853 ぬかを薄く伸ばして使いやすくした「ぬかシート」の開発・販売

京都府 オーケーテクニカル株式会社 8130001016727 独自の水耕栽培システムによる生産品目拡大で新規顧客獲得を図る

京都府 ヨシオカ合同会社 1150003001194 販売チャンネルの拡充・４チャンネルに向けて

京都府 ＩＫＯＩＫＯ池内詠子 － オンラインで行う話し方、表情などのレッスン、動画作成アドバイス

大阪府 株式会社Ｌｕｃｅ 5122001026412 オンラインマンツーマンメイク教室による新規販路開拓事業

大阪府 株式会社リアライズ 1120001201724 オンライン健康指導の導入とネットショップ導入

大阪府 株式会社ｌｉｆｅ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ 6120001208582 免疫力ＵＰの記事ＬＰ／動画を活用したＥＣ事業

大阪府 株式会社雪ノ下 7120001181102 ユーチューブライブテレフォンショッピングプロジェクトの実施

大阪府 株式会社乾レンズ 7120001099914 眼鏡の生産技術を応用したタッチレスを目的とする抗菌製品の開発

大阪府 株式会社Ｈａｐｐｉｏｕｓｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 2120001190116 非対面でのコンサルティングが可能なシステム構築

大阪府 株式会社天満大阪昆布 5120001067534 ＳＮＳ・ＤＭ活用とＢｔｏＢサイトによる新規販路開拓を目指す。

大阪府 加圧トレーニングスタジオＥＶＯ － ＥＣサイトの導入による独自開発した大豆製品の販路開拓

大阪府 株式会社茜丸 5120001022638 メンタルにアプローチする新感覚和菓子のＥＣオンデマンド販売

大阪府 株式会社トリトトラ 9120001203309 日和制作所（和三盆お干菓子の製造）

大阪府 ＮｅｗＶｉｎｔａｇｅＷｅｄｄｉｎｇ － ＺＯＯＭを使った非対面接客を実施する婚礼貸衣装店専門ポータルサイト

大阪府 日本酒酒場キャンプ － 自社製料理キットの開発とインターネットでの販売事業

大阪府 ＰａｙｌｅｓｓＧａｔｅ株式会社 8120001214100 瞬時にイベント受付可能なサービスのオンラインでの商品改善

大阪府 理科ＢＡＲ － 理科ＢＡＲリカバープラン～ブランディングと若年層開拓に向けて

大阪府 ブースト株式会社 4120001215779 新規顧客獲得計画

大阪府 株式会社ピオンボ 2120001197648 自社通販サイトにてオリジナルブランドの販売販路拡大

大阪府 Ｌｕｌｕ＊ｓ － お祝い用品入れギフト商品の販売に伴うネット販売システムの構築

大阪府 スタジオワイズ － 水中ドローン映像のリモート会議等に対応した映像編集の開発
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

大阪府 オルガワークス株式会社 6120001210068 テングストアオンラインショップの強化及び、公式サイトの刷新

大阪府 有限会社エスツー 6120002010772 オンラインでの販売ルートの整備と販路拡大

大阪府 株式会社ＮＩＰＰＯＮ　ＬＩＦＥ　ＳＴＹＬＥ 7080001017483 天然ラテックス寝具（マットレス、枕）の開発・販路開拓

大阪府 株式会社クラスアプレシエ 6120001166764 ＬＩＶＥ型講義の構築とＥＣ＆ＷＥＢ会議システム整備事業

大阪府 株式会社グローバルコンストラクション 8120001117501 オンラインを活用した新規顧客及び取引先の開拓事業

大阪府 株式会社Ｍ＆Ｔコーポレーション 1120001181826 事業名：非対面型動画配信サービス

大阪府 株式会社ＯＳＡＫＡ　ＴＲＡＶＥＬ 2120001146316 在日・訪日ベトナム人に特化した旅行ブランドの設立と販路開拓

大阪府 株式会社ＧｒｅｅｎＨｉｌｌ 9120001169797 ｙｏｕｔｕｂｅ広告運用サービスの展開

大阪府 エンジェライト － 『ＳＮＳと動画で広がる！新規集客、信頼構築、会員教育事業』

大阪府 有限会社ジグ 5120002022100 事業名（アフターコロナの新時代イメージストックフォト撮影）

大阪府 株式会社ライズイノベーション 4120001179925 ホームページによる販売事業

大阪府 Ｔｈｅ補聴器専門店合同会社 4120003014155 遠隔操作で補聴器の再調整する体制を強化し顧客の囲い込みを図る

大阪府 株式会社ＦＬＡＰＳ 8120101035289 オンライン上で提供可能な試作品開発と販促サイトの構築

大阪府 株式会社アルゴプレイス 4120001197365 テレワーク体制・非対面ＷＥＢシステム変革事業

大阪府 株式会社プルソワン 5010701008781 オンラインサロン

大阪府 日産商事株式会社 2120001123109 ホームページの新規開設と働き方改革によるＩＴ化事業

大阪府 株式会社ＡＰＰＬＹ 9120001210981 在庫連動型インターネット卸サイト

大阪府 株式会社アイズ 1120001218850 ＥＣサイトによる新規販路開拓と新規顧客の取り込み

大阪府 株式会社フォーライフ 5120001106036 特区民泊雅宿のホームページ組入と無人チェックインシステム導入

大阪府 株式会社クラウド 3120001180495 エンドユーザーを当社のお客様にする非対面型ビジネスモデル構築

大阪府 ヴァンパイア株式会社 6011101088505 オンライン・ライブ・エンターテインメント事業

大阪府 ｗａｄ － 常設展示室の改築及び連携したインターネットページの開設

大阪府 ビューティーエステＬａ　Ｖｏｉｌｅ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 有限会社ＪＷコーポレーション 2120002053890 ネットでの非対面型販売で安全確保と新販路・顧客の開拓

大阪府 株式会社ＳＧＳ 9120001192279 テレワークで３次元専用ソフトを活用し、生産性を向上する事業

大阪府 カレー倶楽部ルウ寺田町駅前店 － テイクアウト販売の訴求

大阪府 株式会社エムティブレイン 1120001209379 「オンライン社外ＣＩＯサービス」の立ち上げと展開及び販路拡大

大阪府 株式会社グローレベル 5120001212726 テイクアウトと通販サイトによる極上卵かけご飯の拡販

大阪府 同窓会ジャパン － ＩＴを用いてリアルな場をつくる「同窓会のＩＴ化戦略」

大阪府 株式会社ウェルカム 8120101031593 ＩＴ・テレワーク化事業

大阪府 ＵＩＳＩＮＤＥＳＩＧＮＨＯＭＥＣＥＮＴＥＲ － 使って笑顔になる雑貨によるインターネット通販の新規顧客拡大

大阪府 株式会社ＶＩＴＡ 4120001220416 緊急時の安全確認システム及び顧客管理・安全管理体制の構築

大阪府 ＧＲＡＣｉＡ － 集客力ｕｐおよびオンラインによる新規ビジネス展開

大阪府 株式会社アクアテイメント 1120001161290 非対面型を目的としたイベントツールの開発とＷＥＢサイト制作

大阪府 ＨＩＳＡＫＡＲＲＹ － 売上確保を目的としカレー宅配弁当のＨＰの作成
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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

大阪府 株式会社ＹＵ＆Ｕ 3120001169209 テイクアウトで選ばれる店になるための、仕組みをつくる

大阪府 Ｏｆｆｉｃｅ　ＣＶＳＥＡ － オンライン配信と店舗改装等による営業両立化

大阪府 株式会社ウェルバランス 3120001154516 小規模事業者向けＩＣＴ相談窓口事業の開始及び広告宣伝

大阪府 瓦崎　伶奈 － テレワーク型ダンスレッスン動画配信環境の整備

大阪府 ｄｅｓｉｇｎ＝ － 全世界のクライアントと利用可能なオンプレミスシステムの構築

大阪府 株式会社７Ｈ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ 9120001184557 非対面対応１．５次会（披露パーティー）専門サイトの立ち上げ

大阪府 船場小川楽器株式会社 1120001197269 邦楽器と付属品等の非対面対応へ向けた取り組み

大阪府 ＧＯＣＡ－ＡＳＩＡ － 日本製の上質な素材にこだわったリラックスウェアの拡販

大阪府 特定非営利活動法人関西ジャズ協会 6120005010290 ＪＡＺＺライブストリーム配信事業

大阪府 寺内貴金属加工ジュエリーノ － ホームページのリニューアルと３Ｄプリンターの導入

大阪府 株式会社オフィスルアーバック 6120001182373 専門店から販路拡大の為の業態変更、感染予防の為の清潔感の向上

大阪府 株式会社クロト 7120001183123 サロンの日常を豊かにするインテリアスタイルショップ

大阪府 株式会社ＨＡＮＯＷＡ 9120001218554 需要喚起の為の販促多角化とユーザー間のｗｅｂ面談システム化

大阪府 ＢＯＤＹ　ＣＡＲＥ　ＬＡＢＯ　鍼灸院 － Ｃａｒｅｆｏｒサービス導入と顧客集客の販路拡大

大阪府 旨味カンパニー － 加工商品のオンライン販売事業および当該店舗の周知遂行事業

大阪府 株式会社ネムリ 1120001225418 オンライン睡眠相談システムとＨＰ＆チラシの相乗効果で集客ＵＰ

大阪府 ＷＩＮＥ　ＫＡＬＫＯＳ － ＷＩＮＥ　ＫＡＬＫＯＳテイクアウトデリバリーサービス

大阪府 Ｓｏｌｅ　ｄｅ　Ｍａｒｅ － インターネット集客対策と新メニューの開発・販路開拓

大阪府 スキルアンドウィル － オンラインセミナーの開発及び販路開拓

大阪府 ＧＥＴＢＡＣＫ － 【ＥＣサイトによる非対面販売への取り組み計画】

大阪府 有限会社オゥドゥビッシュ 4120002059267 デジタルジュエリー（Ｒ）でお客様が輝く！オーダーメイドで販路拡大

大阪府 有限会社ラセリオ 6120002025952 非対面業務への転換と販路開拓の取り組み事業

大阪府 ＢＡＬＳＨＡＲＩＮＧ － 企業、事業グループ向けセミナー、個別コーチングのオンライン化

大阪府 株式会社メイクビー 6120001137121 スクールにおける自社動画撮影と編集、ライブ配信の構築

大阪府 株式会社ジュエリーローラン 3120001081413 ｗｅｂ（非対面）でのセミオーダーマリッジリングの販売

大阪府 ｉｃｈｉｍａｒｕｎｉ（イチマルニ） － 非対面型と業務バランス改善へのＢ２Ｂ、Ｂ２Ｃ両面での取組。

大阪府 株式会社ホーメストホーム 4120001105435 ＷＥＢで注文住宅販売。

大阪府 株式会社ハンシン経営 3120001098218 顧客管理システムと通信の再構築によるリモート・テレワーク革命

大阪府 有限会社ガウディホーム 9120002059691 ２０２０年度　対コロナ体制＆オペレーション

大阪府 いち媛 － 非対面による新規事業形態における販路拡大計画

大阪府 旬彩　雲海 － ３密避ける空間対応＋家事時短のサポート「秘伝スープ」の販売

大阪府 株式会社ペンロイ 1110001117268 サプライチェーンの再構築とＮＥＴ販売への移行

大阪府 株式会社トーン 9260001028650 自社ＷＥＢサイトの刷新

大阪府 株式会社おもしろ旅行社 5120001207486 おもしろ旅行社で行く３６０°ＬＩＶＥツアー＆おかゆツアー

大阪府 株式会社ベックオン 8120001220718 『オンライン研修』を訴求するダイレクトメールで新たな販路開拓
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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

大阪府 フラットフィールド株式会社 6120001180534 【自動メールシステムとＷＥＢミーティングによる事業拡大】

大阪府 株式会社Ｔｅｌｅｍａｒｋｅｔｉｎｇ　Ｏｎｅ 4120001222271 新たな在宅テレワーク型コールセンターの開設プロジェクト

大阪府 株式会社Ｔ－ＬＡＢＥＬ 2120001111220 テイクアウトと宅配の販路拡大

大阪府
ライフビューティーサロンアルファカット心
斎橋

－ ＥＣ販売による顧客商品機会の実現と店内改装による衛生面向上

大阪府 株式会社ナチュラルクリエイト 7120001168578 移動ができ低価格！セルフＤｏｇ　Ｓｐａトレーラーユニットの販売

大阪府 株式会社ソウ 4130001044673 オンラインでのプログラミングセミナーの開催と販売促進

大阪府 アズコーポレーション － ネット販売へ完全移行

大阪府 株式会社アルファブレイン・ワールド 5120001074200 ＥＣ販売による商品提供の実現と新デザイン、新商品開発

大阪府 Ｌｉｃｏ　Ａｌｏｈａ　Ｊａｐａｎ － Ｌｉｃｏ　Ａｌｏｈａ　ＪａｐａｎにＥコマースを開設する。

大阪府 Ｊａｃｋ＆Ｃｏ － オンラインで完結する結婚動画作成サイト構築と販路開拓

大阪府 オフィスマネージメント － 展示会出店による商品販売促進　新商品開発マーケティング

大阪府 白梅堂 － 白梅堂：ネット販売の開始で昆布の良さを伝え、顧客年齢の幅を広げたい

大阪府 田崎珈琲 － 焙煎機導入による確実なコスト削減と売上増

大阪府 有限会社かながわ軒茶舗 120002035038 ＨＰ制作によるＷＥＢでの商品ＰＲと販路拡大

大阪府 株式会社トモエサヴール 3120001208313 オンラインショップ販売増加とリピート顧客獲得に関する取り組み

大阪府 株式会社ｐａｒｇｏｌｏ 9120001224214 『イタリアンおせち』とワイン小売開始で売り上げＵＰを目指せ！！

大阪府 コレクティーボ株式会社 1120001209800 衛生的で快適にリモートワークが出来る環境整備

大阪府 株式会社インクス 5120001074852 人気カレーのテイクアウトと通販サイトによる販路開拓

大阪府 炭火焼鳥壱庵 － 安定した売上を目的とし、備長炭の通販サイト作成

大阪府 株式会社ＬｉｖｉｎｇＰＬＵＳ 4140001109129 空き家問題の解決と地域活力の向上を目指す老朽化建物再生の取組

大阪府 有限会社ティエム　アマドック 3120002081024 比内地鶏の真空パック低温料理等で売上増を図るテイクアウト事業

大阪府 株式会社アストロノーツ 2120001188829 テレアポや対面営業に頼らない商談のオンライン開発・販路開拓

大阪府 株式会社なんなん 3120001184703 会社案内型ホームページから営業ツール型ホームページへの転換

大阪府 株式会社ストック・ソリューション 5120001175482 「ストックソリューション」Ｗｅｂサービス転換事業

大阪府 株式会社プレミアムスタイル 6120001218367 企業向け会議弁当への販路拡大とネット通販事業での販売開拓

大阪府 株式会社システムネットワーク 3120001064946 ヘルスケア関連製品販路開拓のオンライン商談プラットフォームの構築

大阪府 株式会社ポジティブライト 6120001144745 壊滅的な撮影部門の三密解消による販路の維持、新規開拓事業

大阪府 ご馳走家ＧＯＴＴＩ － ウェブでの新商品のミールキットの販売強化、店舗貸出し提案

大阪府 ｃｌｅｔｏｉｌｅ － 魅力的なホームページ立上げによる、対面から非対面式販売の強化

大阪府 株式会社長池昆布 2120001068196 非対面による販売の強化

大阪府 株式会社アドバンスブレイン 4120001110633 テレワーク及び自社システムの改修事業

大阪府 小雀弥天満店 － 宅配客および商品持ち帰りの増加による売上Ｖ字回復

大阪府 ａｋｋａ合同会社 5120003014922 ウェブサイト広告での販路開拓とパンフレット作成

大阪府 東京シェアードサービス株式会社 2120001227339 ホームページの活用によるＢＰＯ事業と電力サービスの販路開拓

大阪府 ユースフルワールド株式会社 5120901033858 剣道居酒屋サイバー版（オンライン飲み会）新規開発・販路開拓
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大阪府 鶴身印刷株式会社 5120001015591 店舗での対面式の商品販売やレッスンをオンラインへ移行する事業

大阪府 ソーキージャパン株式会社 1120001121212 自社ＨＰを再構築し、オンラインの強化による販路拡大。

大阪府 ＬＩＶＥＨＯＵＳＥ３９ － 無観客ライブ配信

大阪府 西都電機株式会社 7120001015292 ネット広告を活用したコロナ対策新規販路開拓

大阪府 株式会社ＦＰイノベーション 5430001059269 Ｗｅｂを活用した見込み客開拓とオンライン申込への取組

大阪府 ＮＰＯ法人Ｎ３ 9120005011402 仕事環境の安全対策導入で利用者の技術力向上と働き方改革の実現

大阪府 株式会社クレディブル 1120001211582 負荷試験機を用いた自家発電装置の点検事業

大阪府 串焼肉串焼ホルモン　てが利 － アフターコロナ売上アップ対策

大阪府 ジュエラーズ・ミリオン株式会社 1120001114686 新商品開発と新企画提案及び、ＥＣ販売の強化による新規顧客開拓

大阪府 Ｊ・スチール鋼業 － 【自社加工及び他品目の取り扱いへの移行】

大阪府 ＡＲＫ　ＤｉｖｉｎｇＳｈｏｐ － ダイビングイメージを高める積極的情報発信による販路開拓事業

大阪府 Ｏｒｂｌａｎオルブラン － 初期費用０円でインテリアを楽しむバーチャルステージング

大阪府 株式会社たびぱる 2120001172980 コロナ対策万全！安心のソーシャルディスタンス　バスツアー

大阪府 お食事処ひよこ － 独自開発したレトルトカレーのネット販売による新規顧客開拓

大阪府 ブライダル館クチュリエ － ＺＯＯＭを活用し非対面接客を取り入れた婚礼貸衣装オンラインストア

大阪府 株式会社ＯｆｆｉｃｅＭ 3120001171404 働き方改革、業務効率化のための給与の学校オンライン講座開発

大阪府 株式会社Ｒｅプロデュース 8140001100612 リフォームのＤＩＹとプロ施工との融合『ＤＩＹコラボ』の推奨

大阪府 アイ・プラネット株式会社 7120001199945 非対面型ＨＰ販路開拓と非対面（非接触）型設備導入

大阪府 和牛処なかざき － テイクアウトはじめましたプロジェクトｉｎ和牛処なかざき

大阪府 株式会社ＹＭＦＡ 3120001173648 非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 ＬａｎｇｕａｇｅＳｃｈｏｏｌ　Ｗｉｋｉ－Ｗｉｋｉ － 教室内の感染予防及び衛生向上の為の改装、非対面型への取組み

大阪府 Ｐｌａｉｎ　Ｔｒｅａｔｓ － 好きな商品をＷＥＢで選べる、もらって嬉しいギフトカード商品

大阪府 有限会社クリアタイムズ 1120002054147 オンラインショップの開設

大阪府 ＯＵＴＡＲＴ － 「ブランディングによるアーティストプロモーションと商流開発」

大阪府 株式会社ココミーナ 2130001055020 宴会の場で対面で手渡しをしていた引き出物の宅配を確立

大阪府
株式会社ソルフォアコンサルティンググ
ループ

4120001188744 「美容室の新メニュー導入の教育と商材販売のオンライン化」

大阪府 江口舞踊研究所 － モダンダンス関連の教材及び用品のインターネット販売

大阪府 ＬＵＲＵＳ － 化粧品・健康食品等の非対面型販売ビジネスの構築

大阪府 ＤＥＶＩＳＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ － スマートホンから便利に服を買って幸せになる事業

大阪府 Ｓｅｅａｄｌｅｒ～海鷲～ － Ｓｅｅａｄｌｅｒ～海鷲～通販事業

大阪府 Ｉｃｈｉｍｕｒａ　Ｒｅｉｋｏデザイン事務所 － 女性キャリア支援のオンラインサロン開設

大阪府
アビエーションインターナショナルジャパン
株式会社

7120001142244 弊社ホームページリニューアルによる営業強化並びにＳＮＳ強化

大阪府 ＰＩＺＺＡ　ＦＯＲＴＵＮＡ － デリバリーによる非対面形式での販路拡大・認知向上

大阪府 アスレティックトレーナーあたかゆうすけ － プロアスリートが実践！トレーニングとケアで疲労回復メンテ

大阪府 ＳｍｉｌｅＷａｙ － 非対面型オンラインサービス提供事業
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大阪府 ＴＨＥ再生企画 － シェアハウスのテレワーク環境整備および国内需要への適合化

大阪府 エコソリューション株式会社 3120901016039 中古通信機器に特化したＥＣサイトを制作し全国展開を図る！

大阪府 株式会社吉田企画 5120001128716 テレワーク環境整備及びオンラインコンサル及びオンラインサロンの構築

大阪府 ＶＯＸＭＵＳＩＣ － ウェブサイトを通じた販売・仕入れ強化施策

大阪府 ＯＳＴ不動産株式会社 5120001217997 タワーマンション仲介を営業から契約まで「完全非対面」対応化

大阪府 オフィスぷう吉 － インターネットによる高音質コンサートの有料配信事業

大阪府 株式会社オセイリュウ 5120001110040 結婚式披露宴の新プランを非対面型にて提案する。

大阪府 株式会社銀泉館 9120001183294 【新たな顧客獲得と客単価向上の実現】

大阪府 Ｊａｍ　Ｏｓａｋａ － 自社開発オーガニック整髪料をＳＮＳ活用して販売開始！

大阪府 株式会社パルフェ 4120001207487 バーチャルフォトで擬似体験できるブライダルフォト

大阪府 株式会社輝コーポレーション 9120001207615 非対面型ＥＣサイト３ショップ構築

大阪府 株式会社悠建設 9120001096835 建物新築工事に関するポータルサイト「新築工事ドットコム」

大阪府 株式会社草葉善兵衛商店 6120001222889 電子カタログ・ＷＥＢサイト再構築で非対面型ビジネスモデル強化

大阪府 有限会社ギャラリー瑞鳳 7120002030150 ホームページの充実と家財整理、遺品整理事業

大阪府 株式会社ワラフ 5120001165040 ＷＥＢマーケティングを活かした自社商品開発とＥＣサイト構築

大阪府 株式会社美麗華 2120001167171 ＥＣサイトを利用した独自商品（ミールキット等）の通信販売

大阪府 Ｏｍｏｔｅｎａｓｈｉｂｅａｕｔｙｓａｌｏｎ － ネイルオンラインスクール開設・ウイルス感染予防

大阪府 株式会社オールザベスト 2120001173442 感染防止対策によるセルフレジと特設陳列棚の設置

大阪府 株式会社シーアイビー 9120001218224 エステ商品のネット販売と新機器導入による販路開拓

大阪府 株式会社パーソナルコミュニティ 4120001170396 パソコン教室におけるオンライン授業の展開

大阪府 釜戸ダイニング縁 － ネットショップ、テイクアウト、デリバリーで経営の多角化

大阪府 買取専門店大吉 － 宅配・出張買取りのビジネスモデル構築

大阪府 はりきゅう整骨院ＭＯＩＫＩＹＡ － 必要緊急のｉＰｈｏｎｅ修理と格安ＳＩＭでの節約インフラ事業

大阪府 有限会社恵美寿屋 9120102026328
コロナ感染者が出た店という悪い印象を、《安心して来店できるお店》へイメー
ジ回復す

大阪府 ＣＯＲＮＥＲ　ＳＴＯＮＥ　ＢＡＲ － 非対面型ライブ配信による新規開拓事業

大阪府 べっぴん野菜と日本酒たまや － オンラインビジネスを活用した新たな外国人観光客誘致の取り組み

大阪府 フロネシス・マネジメント － ノウハウのストックビジネス化ならびに動画マーケティング

大阪府 株式会社フェイスファクトリー 1120001181074 ＥＣサイトでのＢｔｏＣを対象とした物販事業の開始

大阪府 株式会社ＭＤＣファクトリー 3120001141852 デジタルメディア強化事業（Ｂ　ＴＯ　Ｃの強化とオンライン集客の拡大）

大阪府 株式会社スマイルチルドレン 7120001195135 オンライン活用で非対面型営業手法の確立事業

大阪府 宝スタンプコイン － 非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 株式会社エッチイーシグループ 7120001061700 自社サイトリニューアル事業

大阪府 株式会社ガッツソウルカンパニー 5120001167629 業務効率アップ・販路開拓のためのテレワークシステム

大阪府 株式会社Ａｎｄｅｃｏ 7120001184906 スマートシティコンサルティング業務のオンラインサービス化

大阪府 株式会社タバック 3120001192029 真空冷凍包装による特定事業者へのネット販売サービス
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大阪府 株式会社ネクストホリデー 3120001139847 株式会社ネクストホリデー

大阪府 ニュートンクラブ － 非対面型の学習支援システム構築プラン

大阪府 野田　眞 － 高画質映像配信・音楽配信・販路開拓

大阪府 オーガニックハーブエステサロンアショカ － 自社オリジナルアロマ商品アイテム追加と主にウェブ販路拡大

大阪府 合同会社Ｓｕｇａｒ－ｃｏｇ 4120003010550 新たなニーズへの対応に向けたテレワーク環境のシステム構築

大阪府 福島企画株式会社 6120101060850 リモートワーク促進の為の販促及び自動受付機による対面機会の減少化

大阪府 特定非営利活動法人映像記録 1120005009115 遠隔授業における防災コンテンツ制作とＨＰ更新による販路開拓

大阪府 株式会社Ｒｉｃｃｏ　ｐｌｕｓ 8120001170005 動画による技術発信でヘアメイク塾を開催。非対面型事業開始！

大阪府 株式会社ユプレス 1120001078964 オンラインでの空きスペースマッチングサイトの立ち上げ

大阪府 株式会社リプケン 120001100766 Ｔシャツのオンライン型オーダーメイドサービス

大阪府 道頓堀麦酒醸造株式会社 2120101009397 ビール増産体制を強化するための設備投資と新規販路開拓

大阪府 ジェイシー・フューチャー株式会社 2120001119148 インバウンド顧客獲得の為の非対面型ビジネスでの販路開拓

大阪府 株式会社秋セブンティーン 8120001204448 コロナによる悪状況を乗越、金属売買非対面ビジネスによる経費削減

大阪府 合同会社ＲＤＣＢ 2120003014660 淡路島産自然栽培ハーブ利活用と由来物の商材化事業

大阪府 株式会社シャンティスタイル 8120001213515 フードロス削減！自社ＥＣサイト開設、展示会で販路拡大

大阪府 株式会社ａｒｂｏｌ一級建築士事務所 6120001144712 ＶＲを導入しリアルな建築を体感することで非対面でも顧客獲得

大阪府 ピラティススタジオ進化 － オンライン　ピラティスレッスン配信システムの構築

大阪府 Ａｇｇｉ（アギー） － 真空冷凍によりお店の味をそのまま食卓へ届ける新たな外食事業

大阪府 株式会社ポン太青果 3120001141266 密を避けてプライベートバーベキューで創る新しいアウトドア様式

大阪府 ヘアーメイクケンジ － ウェブを活用した集客及び在宅でケアー出来る商品のネット販売

大阪府 株式会社マダムテルコ 5120001038493 非対面型の美容機器導入による新規顧客開拓

大阪府 株式会社ひろひろ 3120001166305 【オフィスでうどん（オフィス設置型のプチ社食サービス）】

大阪府 青山印刷紙工株式会社 7120001014138 柔軟性でお客様のニーズに応える総合印刷事業

大阪府 株式会社ＰｒｏＣａｒｅ 3120101053403 動画コンテンツ制作を通した非対面型ビジネス開拓の取り組み

大阪府 株式会社１０６マーケットプレイス 5120001209862 メーカー直販型ＥＣサイトの構築で非対面型ビジネスを拡充

大阪府 株式会社馬酔木 6120001073580 自動釣銭機の導入による感染防止対策事業

大阪府 南風 － 【南風窯陶器ギャラリー】

大阪府 株式会社スタジオマル 3120001197044 ネットによる撮影立会い及びＣＧデーター作成部門の構築

大阪府 黒門小雀弥 － 宅配客および商品持ち帰りの増加による売上Ｖ字回復

大阪府 たなか観光 － コロナ終息の後にある新しい手配旅行システムの構築

大阪府 ＯＮＥＳＨＯＴＤＯＷＮ － 格闘技世界王者夫婦によるパーソナル及びオンライントレーニング

大阪府 ＯＲＩＧＩＮ － 仮想店舗の新設及びＥＣ販売用の商品開発

大阪府 李鍼灸院 － ツボでセルフケア（オンラインでできる痛みの解消プログラム）

大阪府 株式会社オレンジフィールド 5120001188256 パンとスリランカ紅茶の非対面型ビジネスのスキーム構築事業

大阪府 株式会社Ｋｕｋｋｉａ 6120001132329 オンラインによるオンラインＰＲ戦略の実行
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大阪府 株式会社しくみワークス 3120001187235 起業家向けオンライン対応有料コンサルティングサービスの構築

大阪府 ＨＯＨＯＹＯＧＡ － ヨガを活用した女性の楽しめる生活づくりを応援するオンライン事業

大阪府 お好み・鉄板焼きＫＯＮＯＭＵ － ＷＥＢ活用で非対面型の店舗・デリバリーサービス体系構築

大阪府 株式会社インフォグロース 1120001178335 Ｗｅｂマーケティングと集客型ホームページからの新規顧客開拓

大阪府 ユーファーム － 待ち時間ゼロ、焼きたて「たこ焼」販売システム

大阪府 合同会社ＩＤＥＡＬ 6120003014995 オンラインマジックスクール

大阪府 木工房こっころ家 － 人とペットの為の新しい抗菌ウイルス商品展開とネット環境整備

大阪府 中小企業診断士／行政書士中村事務所 － 感染対策のコンサルティングと感染防止関連商品のＥＣ販売

大阪府 株式会社デザインポケット 2120001125443 食品サンプルを気軽に作ろう！制作キットで販路拡大計画

大阪府 栄華飯店清水支店 － 出前・テイクアウト事業（非対面型ビジネス）

大阪府 オフィスｈｉｎｔ　ｌｉｎｋ － オンライン授業・オンラインイベントの実施

大阪府 ＬｉｔｅｒａＭｉｌｉｔａ － ＷＥＢを活用したオンライン講座及び運動指導による販路開拓

大阪府 株式会社Ｒｅｐｌａｃｅ 8120001196776 コロナ対応のための飲食販売チャネル拡大とキャッシュレス対応

大阪府 フォーサイト － 個別指導のオンライン化及びマッチングシステムの構築

大阪府 有限会社健康ステージ 1120002009217 非対面型健康ｗｅｂサポート

大阪府 セイコー運輸株式会社 1120001031023 健康寿命延伸を実現する研修・セミナーのオンライン転換

大阪府 株式会社ＤＭ商事 120011991116 【ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル創設による食品の通信販売事業】

大阪府 株式会社ソーシャルインタレスト 8120001198459 エンターテイメントライブ配信事業

大阪府 Ａｎ’ｓ　ｓｃｈｏｏｌ　アンズスクール － オンラインで学ぼう！子ども英会話学習

大阪府 株式会社エーオフィス 6120001169916 楽天サイトで３年保証中古ＰＣと日本製マスクの販売

大阪府 トレードマスターラボ － ＨＰ改修及びリスティング広告実施

大阪府 Ｐａｉｎ　Ｃｈａｎｔ（パンシャン） － 新型コロナウイルス感染防止対策

大阪府 青い鳥 － インターネットで集客・販路を構築し、ネットを使った広告を実施

大阪府 ＳＡＹ株式会社 8120003012353 『エイジレスバレエ・ストレッチ』レッスンのオンライン化

大阪府 株式会社ＪＫ　ｐｒｏｄｕｃｅ 5120001220828 動画のＷＥＢ販売を目指した非対面ビジネス確立事業

大阪府 株式会社ＹＦＰ 2120001189760 お金のパーソナルトレーニングのオンライン化とＦＰ新講座開発

大阪府 ヴァンクール － アパレル商品のネット販売事業

大阪府 わたしのハイフ。京橋店 － サブスクによる簡単セルフエステで顧客獲得！

大阪府 株式会社梅田東米穀店 2120001061119 備蓄米の勧め、及び小規模の保育所・介護施設での販路開拓

大阪府 大栄住宅株式会社 6120001198007 オリジナル家具・建具のＥＣサイト化とオンライン商談の実現

大阪府 トータルビューティーサロンＫＡＲＥＮ － 販売促進ツール作成とオンライン情報発信力の強化

大阪府 金城行政書士法務事務所 － 外国人向け帰化・ビザ申請オンラインサポート事業の開拓

大阪府 再生堂本舗 － 宅配買い取りとオンライン査定による非対面買い取り

大阪府 株式会社ユーティー・ソリューション 8120001213928 鉄人くんの拡販のための非対面型営業プロセスの確立

大阪府 株式会社ウマテツ機工 3120001028570 オンライン工場見学による新規顧客開拓
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大阪府 株式会社いろはにほへと 2120001226976 キッチンカーによる屋外型バルの展開

大阪府 株式会社オール 2120001199124 プロ向け金属加工部品のオンラインショップ開設による販路開拓

大阪府 有限会社サカノ 4120002015534 新規受注を可能とするバーチャル工場見学

大阪府 株式会社こふれ 120001030666 ダンボール（紙）を使用した製品のウェブ注文受付

大阪府 株式会社コントリビュート 7120001214571 「企業活動と生活」を支えるための電力販売の販路拡大

大阪府 株式会社アミティエ 6120001169420 独立希望者向けオンラインスクール＆コンサルティングの展開

大阪府 ｇｏｓｔａｇ． － 非対面でもかっこよくなれる！ウェブで美容アイテム販売強化！

大阪府 時に和食ゆきや － 時に和食ゆきや３密対策

大阪府 アンノウン株式会社 2120001216135 出店前市場調査レポート作成事業と販促セミナーの開催

大阪府 北村パース株式会社 1120001009589 ワクワク楽しめるオンラインショップの構築

大阪府 合同会社ジパング 4120003009709 ＷＥＢを活用した非対面型「神社コンサル」サービス

大阪府 よーりよーり － やちむんネット販売システム構築＋特産物販売計画

大阪府 キャリアライフコンパス － メンタル不調者ゼロ。マインドフル社会にむけて『今』できること

大阪府 タヒボジャパン株式会社 9120001084179 ホームページ等の改良とＷＥＢ会議での代理店強化と新規開拓事業

大阪府 有限会社ＰＯＷＥＲＳＴＡＴＩＯＮ 1120002057315 高齢化時代のテレビ番組企画制作・人材育成マッチング事業

大阪府 洋也株式会社 2120101053148 非対面型接客への移行およびクラウド型サービスの導入

大阪府 上山敦司事務所 － 非対面を推進する広報誌企画制作事業

大阪府 株式会社ＣＨＥＲＩＥ 3120001216357 オンラインレッスン・店舗移転・パーソナルスタジオ

大阪府 ＡＭＭＹ － インターネット通信販売によるビジネスモデルでの売上獲得

大阪府 いずみ経営研究所 － 進路に悩む学生の相談ニーズに応えるオンライン進路相談サービス

大阪府 小雀弥阿倍野店 － 宅配客および商品持ち帰りの増加による売上Ｖ字回復

大阪府 インレット株式会社 3120001207587 不動産広告、新マーケティング手法による新規販路開拓

大阪府 ａｃｕｕｅｉｌｕｎｃｏｕｐｌｅ － 同業者向けＢｔｏＢ非対面ＷＥＢセミナー事業と来店環境の改善

大阪府 プラスＣホーム株式会社 7120001203574 オンラインでお客様に家づくりの感動を伝えよう。

大阪府 まるしん豆冨店 － ネット販売システムの再構築＆充填豆腐・の製造販売

大阪府 株式会社平田照樹堂 5120001126554 オンライン・ウェブ通販環境の拡充による販売強化事業

大阪府 ＪＴＣ株式会社 1130001037449 ＨＰ製作及び新商品開発による営業力拡大

大阪府 Ｓａｔｉｓｆａｃｔｏｙ（ｙ） － アーティストの収益化とシステム化のためのＥＣサイト構築

大阪府 株式会社Ｉ’ｍ　ｈｏｍｅ 8122001030857 ホームページの改良、ダイレクトメールの企画・作成

大阪府 株式会社清水健カンパニー 2120001211441 新しい生活様式に対応する講演会、配信へ向けてのサイト再構築

大阪府 株式会社Ｙ’ｓオーダー 9120001128150 オンラインによる教育研修事業で売上回復と新規顧客獲得

大阪府 カフェスペースＴｏｍａｒｉ－Ｇｉ － 子供に安心なマクロビオティック料理のＷＥＢによる新規販路開拓

大阪府 カレーハウスＴ＆Ａプラス今里 － 出前対応とレトルトカレーの開発＆ネット販売による販路開拓

大阪府
アッシュミュージックエンターテイメント株
式会社

5120001180956 ライブハウスでのライブ配信事業と映像コンテンスサービスの構築

大阪府 レイア － 映像配信サービスの提供及びその手法に関するコンサルティング
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大阪府 株式会社ａｕｖｉｅ 1120001132226 ウェブツールを用いたオンライン営業システムの構築

大阪府 株式会社フランゴ 9120001183740 インスタグラム投稿を活用したＥＣサイトでの集客販売ビジネス

大阪府 株式会社オートモービル輝 1120001172313 非対面型無人展示場

大阪府 株式会社岩崎商店 3120001074796 欲しいときに欲しいモノを提供できるＥＣサイト制作

大阪府 Ｂ２Ｂマーケティング研究所 － 食品Ｂ２Ｂ通販に係る情報サイトを制作し非対面型顧客獲得手段とする

大阪府 株式会社アパマン情報センター 4120001172228 管理物件受託増及び売上ＵＰのための非対面型事業への転換

大阪府 株式会社テクノインペックス 4120001163045 除菌衛生用品の商品認知を促すサイトと営業用コンテンツ制作

大阪府 オンリーワンラグジュアリー株式会社 3120001219434 ＳＮＳを駆使して新しい顧客、販路の開拓。

大阪府 株式会社ジャストホーム 6120001023718 物件情報・見込客のクラウド管理でのテレワーク・遠隔接客対応

大阪府 メガロ － 非接触型ネット販売強化

大阪府 杉山 貴伸 － オンラインサービスの拡充とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 株式会社高浜商店 7120001035621 市場で出る魚介の廃棄部位を活用した犬猫用フードの開発と直販

大阪府 ＩＯＢＴ　ｔｒａｄｉｎｇ合同会社 7120003012453 シーシャ用品の自社ブランド品の制作とＥＣサイト販売の構築

大阪府 算数塾ｎｅｏ － 算数塾ｎｅｏ中学受験オンライン授業テキスト販売サイト

大阪府 合同会社くくり 5120003015532 オンラインサロンの構築による非対面型サービスの販路開拓

大阪府 株式会社ＳＯＫＯ 2120001192401 オンライン販売のコンテンツ強化と小冊子発行で販路拡大する作戦

大阪府 ｐｉＣＡＴ － ＨＰを作成しｗｅｂ内覧の実施をアピール

大阪府 アサヒウエスト株式会社 8120001208580 空家を活用したレンタルスペースの提供

大阪府 株式会社カラダのミカタ 120001196923 高性能体組成計データを用いたオンラインダイエットプログラム

大阪府 創作ローカーボダイニング凛 － 健康増進ＱＯＬの改善を支援できる食事を全国へ通信販売する

大阪府 株式会社キャン 414000108336 オンライン結婚式や同窓会等で新しいパーティーをつくる事業

大阪府 株式会社ｐｏｓｔ－ＣＵＬＴＵＲＥ 7120001182471 自社商品の開発とオンライン販売によるビジネスの確立

大阪府 ＶａＲｋｉｌｌｙ － イベント開催に頼らないネット上での商品自動販売化

大阪府 株式会社コンストラクション・サービス 3120001176881 日本一「安心」して仕事ができ、「安全」を満喫して充実

大阪府 Ｐｓｙ　Ｚａｃｋ　Ｃｈａｃｋ － 安価な古着を用いてトレンドを押さえたブランドの開発・販売

大阪府 ｅｌｌｙ－ａｒｔ － 対面サービスから非対面サービス転換の為のホームページ制作

大阪府 有限会社イワイザケドットコム 5120002064126 お家に居ながら「大阪産品」を楽しめるオンラインショップの開設

大阪府 ｊｏｉｎｔ － デリバリー、テイクアウト提案による販路開拓事業

大阪府 ネクストイノベーション株式会社 8120001190705 コロナに負けるな！最新抗菌技術使用ウイルス対策の販路開拓事業

大阪府 ＨＧエステート株式会社 3120001195972 営業代行業から非対面での営業コンサルティング業への切り替え

大阪府
ストレングス・クリエイト⇒島本式ストレン
グスコーチング協会

－ オンラインショップ収入コーチング・カウンセリングの販路開拓事業

大阪府 株式会社ランド 9120001188806 動画広告配信サービスの最先端広告活用／運用媒体の構築

大阪府 ＵＯＭＯＲＩ企画 － Ｗｅｂでの飲食店サポート『料理教室、及び打合せシステムの導入』

大阪府 ポップ英会話スクール － オンラインでの英会話レッスンの提供及び英語に関する動画の配信

大阪府 一兆 － 『焼肉屋のまかないカレー』缶詰、食肉販売の新規販路開拓
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大阪府 有限会社ドアー 6120002022529 新規に開発した総菜を冷凍してインターネット販売する。

大阪府 ナノフォトン株式会社 7120001103816 オンライン営業活動とテレワークへむけて体制の整備

大阪府 株式会社Ｕ２３ 6010001130351 バーチャル旅行・宿泊サービスの開発とウェブサイト構築

大阪府 日昇貿易株式会社 8120001135263 今後は非接触オーダーまた食の衛生管理が大事

大阪府 語り場スナック４Ｕ － オンラインスナック・バー

大阪府 スピークイングリッシュ － クラフトビールのデリバリーサービス

大阪府 株式会社スマイリックス 9120101052341 ホームページを改修しリモートワーク普及による新しい販路を獲得する

大阪府 株式会社クリエイティブユニバース 3120901039171 フリーランスのオンラインスクール開講による新規顧客獲得

大阪府 ふた葉鍼灸接骨院 － 患者様と交流し新たな施術で心と体をケアする

大阪府 ＩＮＤｅｓｉｇｎ株式会社 4120001201705 化粧品販売ＥＣサイトの構築

大阪府 クルン株式会社 2120001154780 クラウドファンティングを活用した、非対面ビジネスへの転換。

大阪府 ｔｏｋｏ － ＨＰ更新、チラシ作成、販促・販路拡大、室内の除菌と改装

大阪府 株式会社サードアイ 8120001143563 社内テレワーク構築と新サービスの販売促進に向けた動画を制作

大阪府 Ｒｌｕｃｅ　ｎａｉｌ － 新規顧客獲得！リモートサービスも行えるネイルサロンのＨＰ作成

大阪府 コモンズ・コムマーケティング株式会社 6120001187257 インターネット販売事業の構築およびテレワーク環境整備

大阪府 ＳｕｍｏＦｒｕ － ＷＥＢ上でのビジネス転換でコロナに負けない新店舗オープン

大阪府 健美宴 － 看板メニュー「鶏水炊き」の通販向け商品開発とネット販売

大阪府 オオサカチャオメン － オンライン販売による販路拡大等

大阪府
カラープランニングオフィスプアソンルー
ジュ

－ ＷＥＢを活用したオンライン色彩講座やセミナーによる販路開拓

大阪府 株式会社ａ　ｖｉｓｉｏｎ 7120001128615 非対面での全国の経営者に販売できるオンライン講座の提供

大阪府 直塚航 － オンラインギター教室＆オリジナルアーカイブ配信音質向上事業

大阪府 合同会社水越経営企画 8120003011586 レッスン動画の制作・販売による非対面レッスンへの移行

大阪府 株式会社ＷＷ 6120101051593 非対面型営業、オンラインサービスによるオーダースーツの受注

大阪府 株式会社くるみの森 3120001222090 オンラインサロン「脳ケアゼミ」開設による専門職の育成支援事業

大阪府 株式会社ツーリズムアカデミア 8120001194961 世界は変わった。私達も変わる。合格率ＵＰのＷＥＢ講座を構築。

大阪府 有限会社Ｗｏｎｄｅｒ　Ｆｕｌｂｅａｕｔｙ 4120002007572 Ｗｉｔｈ　＆　Ａｆｔｅｒコロナ負けず海外販路開拓・拡大をやるで！

大阪府 株式会社サリエアー 2120003015881 自社ＥＣサイト開設に伴うツボおしマスクインナーパッド新規開発

大阪府 株式会社日光リアルター 8120001211287
大手住宅ポータルサイトの３Ｄビューを活用した、非接客型営業への移行を企
画する。

大阪府 株式会社コーリングデザイン 5120001127635 ＷＥＢ会議・オンラインセミナーで美容室の活用化応援

大阪府 イルピアット東心斎橋 － 三蜜を解消する新たな店舗形態とホームページのＥＣやテイクアウト販売

大阪府 Ｈｅｒｂａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　Ｍａｎａ － お家でできる！コロナに負けない健康体、健康美肌作り！

大阪府 株式会社エーオンラッシュ 5120001225356 現代に通用する新感覚の和テイストあふれるオリジナル商品販売

大阪府 桜宮ゴルフクラブ株式会社 8120001007520 キャッシュレス対応チャージ機導入による非対面型サービス

大阪府 有限会社エレガントソウル 1120002061102 居宅介護住宅改修箇所のビフォーアフターの３Ｄデータ化計画

大阪府 ＫＳＫ　ＳＰＡＣＥ － 日本旅行者強化へ向けたゲームプランを含めた販売活動の強化
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大阪府 株式会社ｃａｍｏｍｉｌｅ 9120001225971 自社集客サイトを利用したキャッシュレス・デリバリー推奨事業

大阪府 セレクトエステｃｈｏｕｅｔｔｅ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 三和乃俵株式会社 9010401114843 テイクアウトシステム導入と内装改修による販路開拓

大阪府 ひまわり経営サポート株式会社 3120001214897 ものづくり中小企業を対象とした、座学研修と実技研修の販路拡大

大阪府 株式会社カラーズホーム 7120001186860 『安心のカーライフ人生へ、ワンストップサービスの情報発信力強化』

大阪府 株式会社日本売上アップ研究所 1120001161407 ランドリー（通い）バッグによる非対面・非接触での受注拡大

大阪府 株式会社ｓｈｏｉｃｈｉ 3120001161628 ＳＤＧｓ関連商品専門のＥＣサイトの構築

大阪府 株式会社デルタウィズ 9120001164708 ワイヤレス機器を活用した省人化・高画質ライブ配信システム

大阪府 株式会社ドラマティックギフト 5120001127420 一番大切な心を届けるギフトサービスＥＣサイト構築事業

大阪府 株式会社Ｂｒｉｄｇｅ＆Ｂｒｏｔｈｅｒｓ 6120001203410 他の同業者宿泊施設向け新規サービス開始

大阪府 有限会社ウォーター・マインド 4120002029393 お客様先への訪問が不要となる、「リモート営業」の仕組みの構築

大阪府 株式会社ギャレークルー 6120001143053 ＢｔｏＣ向け「おめでとう本舗」ネットショップ開設事業

大阪府 株式会社矢口製靴 7120001004452 革小物のティザーサイトの制作によるブランディング化

大阪府 お好み焼き鉄板焼き生地 － 顧客増加につながるデリバリーサービス

大阪府 プライベートサロンＣｏｃｏｒｏ － 集客力×売れる仕掛け　リピーター客増大・客単価向上の実現

大阪府 ＤＲＥＳＳＳＴ －
【自宅に居ながら作成・注文が出来るセルフオーダーシステム事業】対面接触
ではなくて

大阪府 株式会社ビー・エス・ケイ 1120901026881 販路拡大に伴うＥＣサイト再構築事業

大阪府 株式会社ＤｏｗｎＵｎｄｅｒ 8120901037476 一般消費者への新たな販路拡大及びワインと嗜む新商品の開発販売

大阪府 有限会社ルネッサンス・ジェム 9120002068866 伝統工芸『蒔絵』とハローキティのコラボ真珠！ＥＣで世界へ！

大阪府 株式会社シャルマン工芸 2120001081315 売上向上に向けたＥＣショップの開設と展示会の出展

大阪府 ＫＮＯＰ － 生産能力増強、非対面型への転換を目的とするレーザー加工機購入

大阪府
有限会社シャンティランカアーユルヴェー
ダ

5120002068192 ＨＰ上での自動予約とネット販売及び、顧客管理システムの導入

大阪府 有限会社ジパング 9120002043365 いつも使っている商品を自社サイトで購入いただき新たな売上獲得

大阪府 株式会社新光写真館 3120001052042 証明写真、記念写真の背景色変換とデータのネットによる受け渡し

大阪府 Ｄ－ｔｅｎｔ田合恵子 － リモート取材・ＥＣサイト開設で販路拡大！一点集中展示会でＰＲ

大阪府 シリウス鍼灸整骨院 － ＬＩＮＥで集客・オンラインカウンセリングとサプリ販売の自動化

大阪府 株式会社マアト 2120001114917 たびのすけツアー第１弾：「働く場所」改革ツア－

大阪府 維住株式会社 7120001201677 ホ－ムペ－ジの構築と新開発商品で新規販路と顧客の確立強化

大阪府 株式会社Ｃｕｒｉｏｎ 8120001189730 「おうち　ｄｅ　ｃｌｏｖｅｒ」

大阪府 みやこ法律事務所 － コロナで苦しむ経営者の債務整理・解雇問題を迅速に解決

大阪府 株式会社ＳＩＯＮ 4120001219656 ＥＣサイト連動のＳＮＳ動線構築による非対面リフォーム営業

大阪府 株式会社ＧＩＶＥ＆ＧＩＦＴ 4120001128064 募集・面接・採用まで！障害者雇用業務を完全オンライン化！

大阪府 有限会社武美屋 5120002017777 お客様目線でのＷＥＢ会議システム活用による新規開拓事業

大阪府 株式会社ｃｈ１ｍｐｓ 120001207731 テイクアウト，デリバリー及びＥＣ販売商品の拡充

大阪府 ｍａｋｉｋａ株式会社 3140001067625 「姿勢を整える呼吸整体」と「講師養成講座」のオンライン展開
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大阪府 Ｙｏｒｏｚｕ　Ｍｕｓｉｃ － 音楽教室活性化とポートフォリオとしてのオンラインチャネル構築

大阪府 有限会社法善寺三平 2120002065127 当店特製ソースを活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 株式会社ＤＡＤＡＮ 5120001213815 非外出型背景合成撮影・非対面型テレワーク撮影事業

大阪府 株式会社Ｔｈｅ・Ｖｅｇｅｔａｂｌｅ　Ｇａｒｄｅｎ江坂 9120001194036 ＥＣサイト経由で食品を販売するビジネスモデルを構築

大阪府 有限会社リキハート 7120002006373 ニーズの多い洋服のシミ抜きを内製化し利益率アップと販路拡大

大阪府 片山縫工所 － 非対面発注を考慮したオンラインによる新規顧客の獲得

大阪府 株式会社資格センター 7120001087539 ＷＥＢを活用したオンライン講座とコミュニティの構築

大阪府 有限会社エーエスシー 1120002053875 事業名：《テレワークを活用した財務コンサルティングへの集客事業》

大阪府 株式会社ハイファイブ 3120001184249 ＩＴを活用した非対面モデルの現場対策および社内環境整備

大阪府 堂島珈琲株式会社 2120001221688 「堂島珈琲（Ｒ）」のプロモーション・販路開拓事業

大阪府 株式会社ｅ３ 2120001214543 工場直売品コミュニケーション型サンプリング

大阪府 株式会社福純 2120001058040 旅行前旅行中帰国後の非対面オンラインによる日本語教育×民泊

大阪府 有限会社エムズエヌズ 8120002059684 店舗改装と新メニュー開発とネットを通じた新規顧客獲得。

大阪府 株式会社塩の介 4190001004622 【コロナ感染症対応、非対面型コワーキング＆テレワークスタジオ】

大阪府 合同会社食楽エンターテイメント 6120003007834 無来店販売販路開拓拡大事業

大阪府 ＧＬＡＢ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆｆｉｃｅ － 幅広いジャンルのデザインワークを情報発信＆周知向上

大阪府 ＯＨＡＮＡ － 新たなビューティの提供と、ウェブサイト活用による販路拡大

大阪府 四季喰のむら － ミシュラン掲載懐石料理のテイクアウトによる新規販路開拓

大阪府 株式会社ザネット 7120001129084 【高知に特化した住宅検索ＨＰのリニューアルによる掲載企業の獲得】

大阪府 Ｂａｒ２０３ － 広報活動及びライブ配信事業

大阪府 株式会社アプタス 2120001225169 Ｗｅｂ支援サービスを用いた非対面コンサルティングと販路拡大

大阪府 のぐち鍼灸整骨院 － 植毛鍼灸の認知向上とＥＣサイトでの新たな販路開拓

大阪府 ＳｈｉｓｈａＣａｆｅｆｕｍｕｓ － シーシャ関連用品のオンライン通販事業

大阪府 ＴＡＩＬＯＲｂｌｕ － 非対面型アプローチ実現のための広報・顧客管理・予約フォーム

大阪府 ａｆｕ － 利用無人化による新しい生活様式への対応

大阪府 永田フォト － 所有スタジオを有効活用した非対面型動画のライブ配信事業の代行

大阪府 人力社会保険労務士事務所 － セミナー動画を制作し実務を学べる社会保険労務士学校の創出

大阪府 株式会社フクメ印刷 8120001020432 ボトムシール製袋加工を内製化し、受注を強化する事業

大阪府 有限会社帝塚山画廊 5120002017851 自社サイトのデザイン一新／ＥＣ導入、それに伴う機材強化事業

大阪府 株式会社わくつく 6120001185649 ＥＣサイト構築による非対面型ビジネス構築事業

大阪府 ＷｅｂＥｄｇｅ － サプライチェーンの仕入先開拓・販路開拓・既存販路強化事業

大阪府 充調剤株式会社 2122001029483 みつき調剤薬局オンラインストア

大阪府 ＳｔｕｄｉｏＲａｉｚ － テレワーク型カポエイラレッスン動画配信環境の整備

大阪府 さくら薬品 － 【Ｗｅｂ店舗強化とテレワーク化ビジネスモデルで販路拡大する事業】

大阪府 うえ接骨院 － 動画、プロモーションライティング代行業
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大阪府 フォーリーフ株式会社 4120001123230 セルフマネジメント・経営の技術の両方が学べるオンライン塾

大阪府 白雲台 － キッチンカーでの移動販売

大阪府 株式会社Ｌｅｅ．ｅｓｐｏｉｒ 3120001228501 ホームページでの案内集客、新商品宣伝

大阪府 ミヌエット － スマホで簡単！顔や資料が見えて安心の自己管理サービス作成！

大阪府 株式会社ニチレク 3120001039428 「合宿施設とお客様をつなぐマッチングサイト」

大阪府 株式会社アビリティトレーニング 6120001135835 非対面型ビジネスモデルとして、オンライン型研修教材への転換

大阪府 自家焙煎珈琲喫茶路地 － テイクアウトを軸としたコロナ共存型のビジネスモデルへの転換

大阪府 株式会社壱ｌｉｆｅｗｏｒｋｓ 7120001184591 新型コロナ感染防止対策・ネット通販販売とギフト販売事業開始

大阪府 みつわ鍼灸接骨院 － 動画配信やオンラインでの、施術・健康指導・カウンセリング。

大阪府 株式会社ボルテックス 3120001219285 非訪問型オンライン営業及び商談システムの構築

大阪府 メンズセラピストＳＰＡカラダビューティー － オンラインスクール開校でメンズセラピストの育成事業拡大

大阪府 株式会社Ｊ・Ｓ 1120001215708 人気焼肉店のテイクアウトと通販サイトによる販路開拓

大阪府 ＦｉｎｄＬｅａｐ － オンライン化で看護師の未来を明るくする事業

大阪府 株式会社ＫＡＳＩＫＡ 4120001145976 アーティスト・子供の作品をオンラインで商品にできるサイト作成

大阪府 カンタ・カンタ － カラオケグループ教室の非対面型リモートレッスンへ向けた取組

大阪府 わっぜ － シャポーン鶏しゃぶしゃぶセット販売に伴うネット通販の展開

大阪府 株式会社ＳＡＫＵＲＡケアサービス 2120001192566 オンライン健康指導の導入とネットショップ導入

大阪府 カドヤ － 無農薬キムチ開発・ＷＥＢ環境整備・顧客のリピーター化

大阪府 カンティーヌ　ドゥーデリス － カンティーヌ　ドゥー　デリス

大阪府 有限会社オール・ビー 7120002009236 新たな販売方法と、仕入先及び消費者とのコミュニケーションの強化

大阪府 オリンピアサンワーズ － 非対面型インソール作成のシュー・フィッティング・サービス

大阪府 ＲＥＦＬＥＴ － コロナ対応！オンラインコンサルタント＆メディア構築

大阪府 ＴＫＥ個別指導学院 － オンライン授業コースの設置

大阪府 ｅｌｉｃａｆｅ　ｂｙ　Ｃａｆｅ－Ｉｎｎ － 自宅で楽しむりんごカフェのりんごスイーツの、商品開発・販路開拓

大阪府 ｐｒｅ－ － 製造小売業を展開するための設備投資

大阪府 セールスディビジョン株式会社 9120001119307 オンライン商談システム導入で営業の完全インサイドセールス化

大阪府 おまもり堂 － 新型コロナウィルス対策

大阪府 ＡｓｉａＮｏａｈ株式会社 5120001109930 ＷＥＢシステムを利用した、就職あっせん、マッチング事業

大阪府 ＴＫ不動産 － オンライン商談用ページの構築及びそれに伴う販促強化

大阪府 株式会社ＧｒａｎｄＦｕｓｉｏｎ 5120001208063 社会復帰を目指す看護師の新たな働き方の創出

大阪府 株式会社アレーズヴェルチュ 2120001183004 非対面型ビジネスモデルの構築と化粧品物流販路開拓進出

大阪府 三陽アキュラシー株式会社 6120001181565 ＤＸを用いたマーケティング手法の開発

大阪府 あかり治療・鍼灸院 － 女性向け「オンラインでお灸指導サービス」の事業化

大阪府 株式会社ジアル建築 7120001195317 ホームページを活用した非対面型の営業活動と業務活動

大阪府 株式会社ａｓＯＮＥ 6120003014095 非対面型オーダー受注による衛生用品販売
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

大阪府 株式会社プライムステージ 6120001175055 コンサル事業の完全オンライン化による収益倍増計画

大阪府 うみかぜ不動産事務所 － 新規顧客開拓に向けたＨＰと広告の作成

大阪府 堂島味彩家 － 住宅地エリアでのお惣菜テイクアウト店舗の開店

大阪府 アンジー － 【ノーベル賞ものの美肌菌コスメ　販路拡大事業】

大阪府 有限会社丸徳紋章 9120002047028 紋章上絵師の伝統技術によるウェブを使った異業種参入

大阪府 株式会社ＬＩＮＤＡ　ＨＯＴＥＬ　ＳＹＳＴＥＭ 2120001212464 泊まらないバーチャル宿泊体験オンライン宿泊のプロモーション

大阪府 ｍｉｕｍａｒｃｈ株式会社 3120001217512 ＢＴＯ通信販売システム構築による非対面型オーダースーツ販売

大阪府 株式会社Ｃ＆Ｂ 2120001213017 コロナ禍の小学生向け教育動画配信による学習機会創出の新事業

大阪府 Ｋｏｉ－Ｆｉｔ － オンラインパーソナルトレーニング導入と非対面レンタルジム計画

大阪府 株式会社チルコ 4120101040904 オンライン工事店管理システムと通信販売販路の強化

大阪府 株式会社エルフィネス 2120001205971 不動産賃貸業　貸主直接募集プラットフォーム推進事業

大阪府 株式会社ソフィアパートナーズ 2120001118422 オンラインセミナー・研修への新規参入にあたってのノウハウ取得

大阪府 エーイーティーピージャパン合同会社 5120003015763 サステナブル社会に対応するクリーンで革新的な表面改質を可視化

大阪府 株式会社チルコート 5120901029311 チルコートブランドの周知とチャネルの分散化

大阪府 株式会社岩崎不動産 1120001214635 ＷＥＢ集客からリモート相談「空き家・借地問題相談」事業

大阪府 カレー饂飩たちばな － 持ち帰り新商品の開発及びリニューアルと効果的な販路開拓事業

大阪府 株式会社コイエムジャパン 3011101064995 抗菌銅フィルムの市場開拓計画

大阪府 株式会社ＭＮＳ 4120001229011 感染症予防の為ＷＥＢを介した面会サービスを提供する介護事業

大阪府 岡本ふとん店 － ベビー布団をオンライン販売で全国に！ファンを作って来店へ

大阪府 株式会社イシダ印刷 6120001134556 ＷＥＢ専用サイトで非訪問型ビデオチャット通信サービスの導入

大阪府 ティーブレイク － オンラインレッスンの拡充と関連するＷＥＢサイトリニューアル

大阪府 宿 － 宅配御膳　宿

大阪府 株式会社ライフギルド 9120001222069 管理職・経営者に特化したオンラインサービスの販路開拓事業

大阪府 株式会社ｋｉｃｈｉ 7120001117915 オンラインで学ぶまつエク新技術セミナー

大阪府 株式会社ディー・スリー 5120001163985 コロナ感染対策含めた総合衛生管理をＷＥＢで指導する

大阪府 株式会社ＡＳＨ 4120001224953 ＥＣサイト導入によるお弁当販売での障害者の就労支援

大阪府 まちこＹＯＧＡ － 日本唯一！ヨガインストラー向けオンライン集客実践講座

大阪府 有限会社プティ・キュイジーヌ 4120002052552 『オンラインでこだわりの自社ドレッシング販売の為のサイト構築』

大阪府 合同会社レップリーガル 1120003010999 非対面での営業手法の構築・税理士向け集客支援サービスの立上

大阪府 宇都宮　拓也 － 『オンラインによる完全非対面型資産形成コンサル』

大阪府 株式会社ヴェルプレート 7120001201124 「みんなのスマホデータ復旧プロジェクト」による新規顧客の開拓

大阪府 オルセンオルセン － 自社ＥＣサイトのリニューアル、ネット広告予算の拡充

大阪府 ＫＵＲＲ合同会社 2120003016954 専門レストラン事業を基盤にした、ネット通販事業への展開

大阪府 タウンナビ － タウンナビ（インターネットのお店紹介サイト）

大阪府 株式会社ＣａｓｔｅｌｌｏＡｌｔｏ 3120001223717 デリバリーサービスとＢＢＱプランの展開による新顧客獲得事業
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大阪府 株式会社ＳＩＫ 4120001225332 デリバリーメニューの充実化と三密を避けるための店舗改装事業

大阪府
特定非営利活動法人ジェイズマスクワイ
ア

6120005007980 ＪＡＹＥ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｖｏｃａｌ　Ｓｃｈｏｏｌ

大阪府 株式会社入船設計 4120001163565 非対面型営業によるＷＥＢ集客促進化事業

大阪府 株式会社エンタープライズサポート 7140002064329 非対面で行う「成長マーケティング会計」の自動集客システム

大阪府 歩（エフユー） － インターネットを使った、テイクアウト、情報発信等の新たな販路開拓。

大阪府 株式会社Ｃｒａｓ 5120001187010 実績を活かしたＷｅｂセミナーとシミュレーションツールの作成

大阪府 株式会社ムラカミ 3120001174893 「ＴＡＫＥ　ＯＵＴ、ネット販売における新規販路拡大」

大阪府 ニッケイグローバル株式会社 1120001138875 コンサルティング事業のオンライン化による収益基盤の再構築

大阪府 株式会社イーフォワード 3120001224186 ホームページの作成・テレワーク及びオンライン面談・内覧環境の整備

大阪府 ＭＯＭＯ － 「対面型占いから、電話＆オンライン占い・会員制占いの取り組み」

大阪府 株式会社ＤＯＮＯ　ＪＡＰＡＮ 2120001164664 （株）ＤＯＮＯ　ＪＡＰＡＮ　ＫＥＭＯＮＯ店舗

大阪府 エモジ － オリジナルブランド新商品（スタンプ帳）と販路拡大

大阪府 ＷＡＮＯＷＡ．ＧＳ － コロナに負けず幸せをつかむ！リモート婚のための新規ＨＰ作成

大阪府 株式会社こまこ舎 6120001106241 「ヤドカリー」の集客・拡販及びテイクアウト販売の強化

大阪府 株式会社グローバルコムズ・ジャパン 1120001191791 日本人顧客に対する販路拡大のためのマーケティング

大阪府 株式会社ＡＺＵＲ 2140001053989 『関西圏で起業を志す海外人材向けオンライン動画配信サービス』

大阪府 ｓｔｃｈｉｋｏ － 非対面型ビジネスとしてＥＣサイトを活用し通信販売を拡大する。

大阪府 Ｂａｌｉ　Ｌｕｘｅ － スクール事業に関するブログの有料化とオンラインスクール開校

大阪府 株式会社ＰＩＳＡ 1120001101957 非対面型を促進するネットショップでの販路拡大と効率強化

大阪府 文化サロンそびあ － 【文化サロン活動内容とリンクする非対面販売向け商品の開発】

大阪府 株式会社越後屋ピア・エステート 4120001022523 脱新型コロナウィルス不況対策リモートワークビジネスプラン

大阪府 株式会社Ｎ－ＳＴＹＬＥ 3120001192292 国内外対応のＥＣサイトオープン

大阪府 Ｏ，Ｓジャパン － イベント開催に頼らないネット上での商品自動販売化

大阪府 ｎａｉｌｓａｌｏｎ＆ｓｃｈｏｏｌｓｍｉｌｅｙｎａｉｌ － ネイルチップ等ネイル用品のネット販売による売上策

大阪府 ＫＩＲＡＫＵ株式会社 7120001215561 『ＧＯ　ＴＯ　ＪＡＰＡＮ』新規顧客獲得の為の非対面型営業への取組

大阪府 株式会社アートアンドクラフト 4120001060242 ＩＴ重説やオンライン設計打合を行うための商談スペース設置　（２８文字）

大阪府 エフアイエス株式会社 5120001166468 ＷＥＢ商談機能を備えたホームページ及びテレワーク環境の整備

大阪府 株式会社オフィスユアスマイル 6120001218292 ライブおよびセミナーオンライン化

大阪府 Ｐｉｌａｔｅｓ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＦＲＥＥＤ　ＢＯＤＹ － コロナ時代をピラティスオンラインレッスンで健康的に乗り切る

大阪府 カシオペイア株式会社 1120001219072 在宅ライターを育成するオンラインスクール

大阪府 合同会社ましか 6120003011290 ＨＰを改修しテイクアウトとメニューの訴求で客数・客単価アップ

大阪府 株式会社バルトリップ 7120001204647
ＶＲの活用による密の見える化、オンラインでの清水焼　陶芸体験ツアーへの
取り組み

大阪府 一日一麺ＬＡＢ＋ － 移動販売のキッチンカー設備とフランチャイズ事業への導入

大阪府 大阪たこ焼き本舗八っち － 自社独自アプリによる集客宣伝力の強化

大阪府 一宮物産株式会社 2120001053834 Ｗｅｂ講座による非対面ビジネスの展開と新商品による販路拡大
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大阪府 ＮＯＣＲＹ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 株式会社扇屋式服店 9120001009350 レンタルＥＣサイトの作成

大阪府 株式会社ディーマン 2120001131227 魅せる工場の新規顧客開拓事業

大阪府 Ｇｏ　ｇｒｅｅｎ　ｇｒｏｕｐ株式会社 2120001212885 使い捨てカイロ使用の水質浄化剤生産とネットによる新規顧客獲得

大阪府 佐野音楽教室 － 「自宅にいながら受講出来る実践的オンラインレッスン」

大阪府 アドバンスワードサポート － 研修教育および女性向け自己啓発事業のオンライン化と販路拡大

大阪府 株式会社アロンジ 3120001202126 オンラインキャリア面談

大阪府 ラ　クチーナ　イタリアーナ　ウエキ － 国内外向け通販事業の拡充及び新規スタート

大阪府 株式会社ボディースパイス 7120001204779 コロナに負けない　オンラインダイエット

大阪府 司法書士宮本事務所 － 高齢者のためのオンライン相続・空き家売却セミナーでの販路開拓

大阪府 あじはらみどり整骨院 － 自費診療新メニュー宣伝と非対面ビジネス対応のＥＣサービス事業。

大阪府 株式会社ＲＥＳＵＳ 9120001201972 テレワーク用のファイル共有機能付チャットシステムの導入

大阪府
株式会社メディオン・リサーチ・ラボラト
リーズ

4120001094777 リピート通販向けＥＣ基幹システム導入によるデジタルシフトの推進

大阪府 ＡＤＭＡＸ － 広告宣伝＋非対面型営業ビジネスモデル

大阪府 プチスーク － ＥＣサイトの刷新及びＳＮＳ誘導による売上拡大事業

大阪府 合同会社アルティメットリンク 120003012266 オンライン婚活事業

大阪府 株式会社ちろり 1120001133819 新商品「ＫＵＩ　ＢＡＳＥ」のオンライン上での販促開拓

大阪府 株式会社ＸＬＩＭＩＴ 6011001118312 オンライン型人材紹介システムの構築

大阪府 ビジューオーガナイズ株式会社 2120001190826 オンライン提供型新ブランド「片づけ心理学」の制作と販路開拓

大阪府 株式会社御青 7120001113583 社会貢献活動の拡充を補う通販事業導入およびプロモーション強化

大阪府 株式会社タイムズスクエア 8120001124324 非対面式教育・技術指導

大阪府 株式会社辰巳屋 2120001020735 英語・中国語対応動画配信型ＷＥＢサイト構築とカタログ製作

大阪府 ロブザーコ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 ｏｒｇａｎｉｃ＆ｎａｔｕｒａｌ　ｓａｌｏｎ　ｔｒｅｓｏｒ － 植物性セラミドによる肌改善基礎化粧品の販路開拓

大阪府 株式会社クローバー 1150001018348 『お家でできる！オンライン＆リアル整体サービス』

大阪府 Ｂｏｕｌａｎｇｅｒｉｅ　Ｓｈｏｗ － セルフスキャンレジ導入で衛生面向上による感染リスクの軽減

大阪府 城東学院 － オンライン授業などの特徴を動画配信した生徒募集の宣伝効果

大阪府
公認会計士・税理士事務所合田＆パート
ナーズ

－ 医科歯科専門の会計事務所の新規顧客開拓及び顧客満足度向上計画

大阪府 株式会社アグリカルテット 4120001207561 こだわり野菜・果物のカタログ・ウェブ通販の集客コンテンツ作り

大阪府 株式会社ＬＤＫプロジェクト 4120901033628 レンタルスペース転用と賃貸向けクリーニングの新規事業

大阪府 西日本電源株式会社 9120001198037 非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 平和住建株式会社 812000194458 ネット予約・支払いシステム、入退室無人管理システムの導入

大阪府 ＬＩＯＮＫＩＴＣＨＥＮ － スイーツのオンラインショップの発展と販路拡大

大阪府 合同会社Ｃ．Ｓｃｏｍｐａｎｙ 8120003010885 ニューノーマル時代、外食業界の新たな提案「ミールキット」

大阪府 ＨＡＧＡＮＥ　ＡＴＨＬＥＴＥ　ＧＹＭ － 「ＨＡＧＡＮＥ　ＡＴＨＬＥＴＥ　ＧＹＭ」オンラインサロン開設
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大阪府 ＩＺＵＭＩ　ＡＰＡＲＴＭＥＮＴ － 非対面・非接触型国内外向け民泊事業

大阪府 株式会社ＲＥＡＲＳ 5120001199385 飲食店の非対面フードデリバリー業態開発・運用代行サービス

大阪府 甲能税理士事務所 － ホームページ集客とテレビ会議システムを用いた非対面事務所運営

大阪府 合同会社医鍼会 3120003016672 遠隔診療とラドンカプセルを導線とした鍼灸患者の獲得計画

大阪府 アンビシャスマネジメント株式会社 8120001127624 新型コロナウイルスに対応するウェブサイトを利用した営業戦略

大阪府 合同会社ＹＵＴＡＫＡ 7120003014243 ＶＲを使った非対面事業への転換

大阪府 株式会社ＧＲＯＷ　ＵＰ － 非対面型オーダー受注のためのホームページ作成

大阪府 有限会社オンリー・ワン 7120002069858 時代が変われば仕事も変わる！会社も進化しなければ！

大阪府 株式会社メガジェンジャパン － 非対面での販路拡大と生産性向上のためのシステム構築

大阪府 有限会社Ｎｅｔ．ＭａｋｅｒｓＯｎｌｉｎｅ 4120002065471 不動産業界に導入するリモート業務

大阪府 大西　平一 － 高齢者・女性・初心者向け法律相談！漫画で合点！非対面推進事業

大阪府 株式会社ＷＷｉｎｇ 5120001187613 自社ＨＰでの新規顧客集客ＵＰプロジェクト

大阪府 センス － オンラインを活用した抜毛症に対する改善プログラムの推進

大阪府 Ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　ｍｉｍｉ － お家で簡単！リモートネイル施術

大阪府 Ｍａｒｅ　Ｃａｌｍｏ － レストランバーのテイクアウト事業開始のための店舗改装事業

大阪府 株式会社ＶＥＱＴＡ 7500001018141 ペット用遺伝子検査の普及に向けたウェブによる販路開拓の取組

大阪府 お掃除代行心斎橋 － 四方向業務用エアコンの除菌・清掃サービス

大阪府 株式会社ジェイアイズ 1120001113639 業務効率化と顧客接点の創造による支店の設置及び販路拡大

大阪府 大阪梅田縁住家 － 新規客層獲得の為のＷｅｂ集客強化と設備改善で魅力ある民泊経営

大阪府 ＶＩＳＩＴＦＯＲ － アイシーオール

大阪府 トラットリアニコ － 「本格シチリア料理のデリバリーとＥＣ販売の開始！」

大阪府 ８１合同会社 7120003016776 オンラインＬＩＶＥ型商談システム＆ＷＥＢ会議システム整備事業

大阪府 ＳＣＯＲ － ＥＣ販売体制の強化と、ＢｔｏＢ取引先の獲得

大阪府 リトルバード － コロナに負けない内製化と顧客の「あったらいいな」との共存

大阪府 ＡｌｏｎｅＣａｆｅ＆Ｂａｒ運 － 葉山たけしプロデュースＰＰ．Ｔｏｍｏファン獲得と新商品の開発

大阪府 株式会社ブロードトラスト 9120001165730 日帰り旅行比較サイトの新規開発による販路拡大事業

大阪府 スリーノーヴェ － テレマーケティング導入による飲食店・美容業界への販路開拓事業

大阪府 株式会社ＦＭＫ 2120001224484 品質向上の確立による競争力強化

大阪府 クリーンズ － 越境ＥＣを活用した非対面型ビジネスモデルの構築

大阪府 玉鬘 － 玉鬘オンライン倶楽部

大阪府 株式会社ＦＢＩ 2120001172691 【テイクアウト商品を開発しデリバリー部門の売上を永続的に確保】

大阪府 Ｗｏｌｖｅｓ － ヘヤニナールの開発及び販路の開拓

大阪府 カラフルコネクション － お客様の魅力を高めて恋愛偏差値を上げるためのコンサルティング

大阪府 藤原総合事務所 － ホームページの作成と非対面型ツールの活用

大阪府 Ｅｍｍａ　Ｒｏｓｅ － オンラインレッスン講座とネット販売における新規顧客獲得
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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

大阪府 本富ヨガ教場 － 民宿・特区民泊を「３密の無い安全な宿」として整備・販路拡大

大阪府 わいんばるＭａｎｄｏｕ － テイクアウト新商品の開発と提供。店内における衛生環境の向上。

大阪府 株式会社ＹＡＰ 7120001220842 模型製作内製化・非対面型営業活動・テレワーク推進事業

大阪府 有限会社上田 2120002004068 店舗におけるテイクアウト事業と、新たな自社ＥＣのネット販売

大阪府 株式会社Ｇｂｉａｔｅ 5122001031494 『接触を避けるコロナ対策テイクアウト用新商品の開発』

大阪府 カジュアルダイニングちゃあむ － ３０年続く老舗人気居酒屋のテイクアウトによる販路開拓

大阪府 菅工房合同会社 1120003007079 無観客ライブ配信の事業化による新規販路強化

大阪府 株式会社邑プラニング 9120001006653 賃貸用ＨＰ立ち上げにより販路拡大、ユーザニーズを収集

大阪府 有限会社アイ・シー・ビー 9120002071408 コロナでの非対面ビジネスの加速に伴うＩＴ導入支援事業

大阪府 株式会社遊人 7120001195011 ＥＣショップ事業【家飲み料理専門店ぎんすけネットショップ】

大阪府 株式会社ＰＥＮＩＶＩＡ 8120001222689 非対面でのオリジナル商品販売にむけてのオンライン強化整備

大阪府 お食事処てる － ＴＡＫＥＵＣＨＩ弁当、テイクアウト商品開発と店舗改修

大阪府 株式会社Ｓ．Ａ．Ｍ 3120001141753 オンライン相談のできるｗｅｂページ作成

大阪府 カンサイ － ＥＣサイト構築による売上向上のための販路開拓事業

大阪府 勝や － ＨＰ改修及びペットジュエリー試作品製作

大阪府 株式会社明地工務店 6120001019377 外部改修工事に特化したネット新規顧客獲得とＩＴ活用事業

大阪府 Ａ－ｂｅａｕｔｙ － ホワイトニング商品や化粧品のＥＣサイトによる販路開拓

大阪府 セルフアライアンス株式会社 1120001183368 リモートによるデジタルフォトフレームの書品開発と販売

大阪府 Ｌａ　Ｏｌｉｖａ － テラスのカウンター席だと３蜜なくて親密にお食事ができる

大阪府 株式会社ロイ 3120001216935 ブランディング事業への移行の為の自社ＨＰ作成と通販サイト作成

大阪府 グルック　玉出店 － ＷＥＢコンテンツ配信によるオンラインセミナーサロン事業

大阪府 株式会社フィールトラスト 7120001169394 非対面営業を可能にする為の機能を実装したＷＥＢサイトの構築

大阪府 株式会社ＡＲＣＯＣＯ 7120001217946 国内卸へ向けた卸販売システムの構築　非対面型　卸販売受注事業

大阪府 株式会社ｗｅｂｕｌｌ 7120001171301 中小企業向けデジタルトランスフォーメーションサポートサポート

大阪府 ラグビー部マーラー － オンラインイベント実施とグッズ販売による当店のファン拡大

大阪府 株式会社４ＲＥＳＴ 9120001199539 エンターテインメントライブ配信による非対面型ビジネスの導入

大阪府 高見保徳 － ＜業務のクラウド化計画＞

大阪府 ＭＡＳＨＴＡＫＥ株式会社 7120001196562 オンライン化を進めるためのシステム開発事業

大阪府 Ａｑｏｕｒｓ － ＥＣサイトでのマッサージアイテム販売

大阪府 同心町和食瑞 － 本格和食のテイクアウトと新しい生活様式を取り入れた店内整備

大阪府 株式会社松福堂 5120001038576 チョコレート新商品開発とホームページによる販路拡大

大阪府 株式会社北辰 1120001110636 オープンテラス戦略

大阪府 株式会社マックス・インベストメント 4150001021472 ネットを通じた新規顧客獲得と、テレワークによる働き方の改善

大阪府 ｔｏａｕトー － オリジナル商品開発によるＥＣ、実店舗の集客力向上

大阪府 オルウィン株式会社 8120001124217 ＷＥＢオンライン名刺制作とデータクラウド管理システム開発事業
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

大阪府 株式会社Ｈｉｖｅ 5120001220464 インターネットを活用したシステム構築及び非対面式面談の推進

大阪府 ボレロ － 自社サイト構築による“オンライン完結型”の新規デザインサービス立上げ

大阪府 さくらアート教室 － マンダラアートをウエブサイトで広めて新規顧客の販路開拓

大阪府 株式会社シナラボ 3120001213338 マッスルスーツ販売に伴うＷＥＢサイト作成・ネット通販の実施

大阪府 株式会社サンライズ 5120001005411 「新たな販路開拓とリスク軽減のためネットショップを開店」

大阪府 寺澤鍼灸整骨院 － ホームケア配信によるお客様の健康促進・既存客へのアプローチ

大阪府 株式会社楽笑家 2120001188110 「旨手羽」デリバリーサービスの立ち上げ事業

大阪府 らーめんやまふじ － インターネットを利用した広報活動および新規事業

大阪府 株式会社ｂｅｓｔｏｋｅｄ 7120001216270 コロナ危機による変化にも対応可能な職場へ向けたＥＣ販売強化

大阪府 シヴィル司法書士事務所 － 創業者を応援！資金のお惱み解決ＨＰ

大阪府 つむぎ － 感染リスク低減対策の徹底とテイクアウト事業の強化

大阪府 株式会社ＷＥＬＬＤＥＣ 1120001225566 オンライン事業（オンラインセッション＆ＥＣサイト）※非対面ビジネスへの転換

大阪府 ＤＩＲＥＣＴ　ＷＩＳＨ株先会社 612000119059 非対面でモデルレッスンや花嫁修業のお見合いコーディネート

大阪府 ＷＨＹ　ＫＮＯＴ － オンラインビジネスで、新規顧客の開拓に繋げる

大阪府 今崎達也 － Ｗｅｂ上に化粧品販売の窓口を作る

大阪府 株式会社３０９ － ウエディング事業強化

大阪府 溝西鐵鋼株式会社 2120001047704 鉄の町九条のサプライチェーンを守る鋼材加工技術サイトの開発

大阪府 株式会社Ｍａｒｓｈａ 2120001173483 ＳＮＳ活用によるネット売上の強化とオンライン営業の強化

大阪府 ＨＡＲＲＹ整骨院 － 院内環境整備による販路拡大と非対面サービスによる感染防止

大阪府 サンムーン合同会社 4120003015095 ネット販売システムの構築

大阪府 株式会社ＡＣＲＯ 120001218826 オンライン販売実現のためのＨＰ作成

大阪府 ｂｅｒｇａｍａｉｓ － テイクアウト強化による新規顧客の獲得と、客単価アップの計画

大阪府 ソニックプラン － ライブ配信事業

大阪府 株式会社ＣＬＣ 3120001183515 コールセンター環境整備及びテレワーク推進事業

大阪府 きたおか整骨院 － ビフォーコロナ時代のオンライン整骨院をオープンします。

大阪府 Ｋａｌａｄａｂｏ． － オンライン姿勢分析＆姿勢改善運動指導、健康セミナーの構築

大阪府 株式会社季幸建設 2120001212118 水道・電気設備工事（新築・リフォーム・メンテナンス）

大阪府 株式会社Ｙｏｕ＆Ｍｅ 4120001172285 より高いコストパフォーマンスを求める国内宿泊者のニーズに応える

大阪府 竹内ＦＰ社労士事務所 － コロナに負けるな！チャットボットを使った販路開拓事業

大阪府 いつもファンキーな有限会社 6120002066690 安くて美味しいギョーザ、唐揚げのテイクアウトで大阪を元気に

大阪府 株式会社津村材木店 8120001035728 ＤＩＹ教室を動画配信して木材・建材をＥＣサイトで販売

大阪府 ぶどう酒バル虎月堂 － 南アフリカワインバルがマッチングアプリで新規顧客獲得を目指す

大阪府 株式会社ツタワ 2120001020974 通販システムサイトの構築で３密を避け新規顧客を獲得し販路拡大

大阪府 株式会社ヘルシーベスト 3120001115245 マルシェビジネスのオンライン化

大阪府 株式会社イル・ソッフィオーネ 3120001225333 輸入ワインの定期便サービスの展開による顧客獲得事業
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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

大阪府 Ｊａｙ － ウイルス対策で安心安全にご利用いただける店舗への改良事業

大阪府 ＡＢＣ　ｅｘｐｒｅｓｓ　ｏｎｌｉｎｅ　ｓｔｏｒｅ － 悩み改善に必要な動画講座及び、オンラインカウンセリング

大阪府 株式会社西光園 9120001217515 店内の衛生環境をクリーンに、宅配サービスも活用した販路開拓

大阪府 株式会社Ｆｉａｎｃｏ 7120001211073 オーダーメイドスーツのオンライン化による受注と販促事業

大阪府 株式会社ダブルダレ 6120001185005 ・一般顧客への新規販路開拓

大阪府 株式会社リビジョン 9120001210593 人材紹介サイトの製作による非対面化への取り組み

大阪府 島野珈琲株式会社 6120001065041 店舗の十分な安全性確保とホームページからの新規顧客で売上拡大

大阪府 Ｗｏｒｌｄ　Ｆｒｉｅｎｄ　Ｐｒｏｊｅｃｔ － 英会話オンラインサロンの展開

大阪府 輪だち － お店の味をご自宅で！鶏鍋と肴漬盛と万能たれ販売

大阪府 プラスワン整骨院 － オンライントレーニングの構築とイメージ変更で新規顧客獲得

大阪府 日本酒とお食事はちどり － お客様とスタッフみんなが安心感を持てる空間づくり

大阪府 ＴＨ　ｃｒｅａｔｅ株式会社 3120001221118 広報プレスリリースの制作で知名度をアップさせ販路拡大

大阪府 株式会社ネクステージ 6120001177646 インターネットを使用したオンラインパーソナルトレーニング

大阪府 株式会社ラブニール 6120001221370 新サービス「頭皮の芽生え」提供のためのサイト制作と販売促進

大阪府 株式会社ＳｕｎＫｙｏコーポレーション 3120001187631 顧客増加に向けたアプリ導入とフラワーキット配送サービスの開始

大阪府 ＲＩＣＣＡ － 専門業が織り成す・一気通貫の新サービス

大阪府 中小企業支援連合会 － 建物の健康診断をしよう！建物損害調査に関する販路開拓事業

大阪府 株式会社Ｔｅｃｈｎｏ－ｉｄｅａ 8120101056632 特許商品に特化したＥＣサイト販売

大阪府 ｗｏｍｂＷｏｒｋｓ（ウームワークス） － 非対面型Ｗｅｂテンプレート制作・受注・納品サービス

大阪府 株式会社アソビスク 2120001223759 インターネット動画制作配信ＧＡＵＤＯ事業

大阪府 せき整骨院 － オンラインによるカウンセリング・物販の自動化

大阪府 ナンバプラザホテル株式会社 8120001086309 安全な朝食提供のための施設改装と情報発信の強化による販路拡大

大阪府 カーニバル － 非対面型の業務を強化し、売上高の維持・拡大を図る

大阪府 スタイルアップ２１ － オンラインパーソナルトレーニング動画配信／月額制

大阪府 エイアップ － 写真セミナーをオンラインで行いビジネスモデルの転換

大阪府 Ｕｉｑｕｔ面谷優貴 － 非対面ビジネスモデルへの転換のためＥＣサイト構築、販売を強化

大阪府 株式会社ザシーン 2120001169639 専門誌広告掲載とホームページ刷新による非対面型営業活動の構築

大阪府 株式会社リバティ・データ・システム 3120001048420 イメージエントリーシステムによる書類のリアルタイム化事業

大阪府 とよさき整骨院 － 来院施術から、オンラインセルフケア美容講座へ

大阪府 株式会社米田屋 1120001004508 国内外へのオンライン対面取引の拡充と関連サイトのリニューアル

大阪府 スリープウェル株式会社 7120001143812 テレワーク環境下での睡眠評価サービスの販路開拓

大阪府 ｙｅｌｌ０ｗ － オンラインレッスン開始及び動画販売による売上の回復

大阪府 青空株式会社 3120001109718 オールリモートによる完全非対面で安心安全提供のお宿

大阪府 株式会社はなつむぎ 1122001028701 グリーンインテリア・フラワーショップのＥＣサイトでの販路開拓

大阪府 ひかり整骨院 － アロマテラピースクールのオンライン講座
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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

大阪府 マゼンタエステサロン － 非対面を強化！マゼンダオンラインサロン事業

大阪府 Ｗｏｒｌｄ－Ｃｒａｆｔｓ － オンラインレッスンの開講および動画コンテンツの販売

大阪府 株式会社スタジオ・ビーム 2120001082206 ＥＣサイト構築による新規販路の拡大

大阪府 株式会社ＳＴＡＫＥＨＯＵＳＥ 1120001107979 商談・打合せのオンライン化とオンラインサロンの創設

大阪府 えみし － 外食産業ビジネスの新たなビジネスモデルを構築させる事業

大阪府 株式会社花菱都市開発 4120001205912 新規販路開拓から接客商談までＷＥＢ完結（非対面販売）

大阪府 シェニシタニ － ビデオ通話を活用した会員制フレンチ料理教室のウェブサイト制作

大阪府 タイゾーフード株式会社 4120001213254 もつ鍋セットの商品開発と、ネット販売による新規顧客獲得

大阪府 株式会社ＴＹ 9120001216946 ｗｅｂによる非対面型インタ－ネットのホ－ムペ－ジでの集客

大阪府 トライアングル － 美顔機を使用した新メニューの開発で、新規強化

大阪府 株式会社ＳａＴ 5120001182028 オンラインヨガの導入

大阪府 ＴＨＥ　ＧＹＭ － 『オンラインエクササイズ』サービスの訴求による新たな販路開拓

大阪府 イトウハウス － 次世代映像化によるインバウンドビジネスの増益拡大計画

大阪府 うめだ印刷株式会社 8120001009285 衛生管理強化とオンライン販売業務強化をして売上増進を図る事業

大阪府 ａｐｐｅａｒａｎｃｅ － 非対面レッスンへの移行と新規顧客の獲得

大阪府 有限会社センタックス 9120002070194 飲食店特化近隣法人へのＦＡＸ配信による集客支援サービスの展開

大阪府 株式会社レジェンドアドバイザーズ 1120001128967 ＥＣシステムの強化と、来店不要のリモート接客の導入

大阪府 ＦＬＯＷＥＲ　ＣＡＦＥ　ｂａｏｂａｂ － 身体と心を豊かにする花ギフト、ＥＣサイト出店

大阪府
総合サポートセンター大阪　行政書士事
務所

－ ＥＣ販売サイトによる非対面型ビジネスモデルへの転換と販路開拓

大阪府 橋本和巳音楽事務所 － オンラインを利用したエンタメや教育コンテンツの拡大

大阪府
土地家屋調査士法人エスアールパート
ナーズ

8120005011097 顧客利便性向上と非対面対応の実現で顧客獲得と売上拡大を図る

大阪府 ＧＡＬＡＸＹＢＲＯＴＨＥＲＳ株式会社 8120001216988 ＥＣサイト導入により、非接触で不用品のネット販売を行う。

大阪府 脚のお悩み専門スタジオひなた － 膝痛改善コンテンツ（動画教材）販売サービスの開発・販路開拓

大阪府 Ｓｏｕｌ　ｋｉｔｃｈｅｎ － ファスティング事業のオンラインによる告知と提供の拡充

大阪府 株式会社ＴＡＫＡＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ 7120001228035 動物病院の非対面診療への移行を促進

大阪府 株式会社芭蕉堂 7120001036099 出前（デリバリー）事業への進出とＷＥＢ通販販路強化

大阪府 坂井水産株式会社 2120001035023 ホームページとメールマーケティングで新たな販路開拓を図る

大阪府 株式会社ＢＨＦ 7120001165534 オンライン結婚式のためのサイト構築及び生配信環境の整備

大阪府 松田パーソナルジム － 非対面型オンライントレーニング周知のためのＷＥＢサイト活用戦略

大阪府 炭火焼寝床心斎橋本店 － 自社ＷＥＢサイト強化とＥＣサイト設置、テイクアウトデリバリーの販路開拓

大阪府 ジタン・マーケティング株式会社 2120001222876
オンラインセミナーの開催、及び集客用の紹介サイト制作とプレスリリースの発
信

大阪府 株式会社ゼロゲート 9120001173386 ＩＴガジェット専門ＥＣサイトによる新商品開拓戦略

大阪府 お好み焼金のてこ － 魅力あるデリバリーサービスの開始による販路開拓

大阪府 エコマーノカフェ － ３蜜回避の店内改造と営業スタイル大幅変更でもっと繁盛店になる

大阪府 株式会社ＫＯＺＯＵ 9120001197501 「お店の味を全国のおうちでも楽しめるネット通販への取り組み」
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大阪府 大阪茶会株式会社 2120001199099 Ｗｅｂショップを制作し、新規販路を開拓する

大阪府 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｔｒｅｅ 2120001224518 ホームページ及びＥＣサイト構築による販路拡大とブランディング

大阪府 高山建設株式会社 7120001215990 リフォーム検討者への営業及び情報提供プロセスの高度化事業

大阪府 株式会社安川工務店 1120001127127 訪問型ビジネスから非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 有限会社ＬＯＨＡＳ 5120002061924 コロナ対応の為ジムのパーソナルトレーニングをオンライン化

大阪府 株式会社むらくも 6120001216973 「オンラインＥＣサイト導入からサブスクモデル構築事業」

大阪府 ＡＡＡＡＷＯＲＫＳ合同会社 9120003017153 家具の通販から始める、取引先開拓

大阪府 くいや － ＥＣサイト制作によりデリバリーサービスの構築

大阪府 株式会社マーケティングテクノロジーズ 3120001199024 オンライン対応とオリジナルゲーム開発による新規事業

大阪府 株式会社みんじも 1120001213538 オンライン広告運用スクール事業

大阪府 大村塾 － 安全のためオンライン授業を行う

大阪府 株式会社Ｊ．Ａ．Ｍ建築企画 1120001210543 リフォームのホームページを構築し新たな顧客を獲得する

大阪府 ｔｓｕｂａｋｉｙａ － 鹿児島農家と提携。黒薩摩鶏薬膳しゃぶしゃぶＥＣ販売事業。

大阪府 かこも北浜 － ＷＥＢシステムによるビジネスモデル転換及び販路拡大事業

大阪府 株式会社コネクト 9120001213860 非対面型店舗（コールセンター事業）への新設事業

大阪府 大塚謙太郎一級建築士事務所 － ホームページ再構築によるコスト削減と非対面ビジネスモデル構築

大阪府 グラス － 大人が安心してお酒を楽しめるクリーンな店づくり

大阪府 株式会社Ｂｒａｖｅｒｙ 2120001188309 環境変化対応を目的としたメニュー開発およびＥＣサイト構築

大阪府 株式会社ディープインパクト 7120001120407 ウェブ拡充によるナールス化粧品のアジアでの販路拡大と再成長

大阪府 ＴＵＭＥＮＯＫＥＳＨＯＹＡ － オリジナル化粧品のネットを通じた新規販売

大阪府 上海 － １００人中９７人が満足しリピートする出前・宅配サービス

大阪府 株式会社防犯革命 1120001202809 子ども用「ボルダリング」コロナに負けるな！！キャンペーン

大阪府 Ｏｓｈｉｒｉ．ｙｅｓ － ［Ｎｅｗ！お店の味をお家へデリバリー＆高機能換気空調設備を完備］

大阪府 マッキーゴルフスクール － シニア向けリモートゴルフレッスンの全国展開と予約システム構築

大阪府 ＢＡＣＫ　ＳＴＲＥＥＴ　ＣＯＦＦＥＥ － コーヒー販売をメインとした通信販売

大阪府 ＳｈｏＢａｒ４Ｕ － オンラインバー

大阪府 シンワコンサルティング － オンライン講座の展開とＷＥＢ広告で販路拡大

大阪府 合同会社Ｍａｒｂｌｅ　Ｍａｒｋｅｔ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 8120003015199 マーブルマーキットプロジェクト出張野外ステージ「あおてん」

大阪府 株式会社ｋｓｋＬｉｖｉｎｇ 3120001223849 運営力・仕入れ力・集客強化のための事業整備

大阪府 ゼロ・イチ研究所株式会社 1120003013952 一流研究者が保証。安心安全な最新技術品ＥＣサイト事業。

大阪府 株式会社ｅｓ．Ｌａｖｉｅ 2120001128017 美しく健康寿命を引き延ばす。自宅でオンライン未病エステ体験事業。

大阪府 ＵＣ　ＲＥＳＯＲＴ　ＡＧＥＮＣＹ株式会社 1120001183640 「ＩＲセミナー及びカジノビジネススクールのオンライン講座の導入」

大阪府 デイズ・ヌーヴォー － 「ホームページリニューアル」と「オンラインサロン」立ち上げ

大阪府 株式会社スプール 4120001171080 新型コロナウイルス対策として非対面型営業システムの構築

大阪府 有限会社シン・スタイル 6122002002056 古屋再生の進捗と魅力をＶＲで体験する空き家再生推進事業。
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大阪府 株式会社Ｃａｄｄｉｅｅ 6120001206960 オンラインゴルフレッスンサイトの制作

大阪府 ヤグマネジメント株式会社 9120001216013 非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 ホテルトータルサポート合同会社 6120003016694 ホテルオンラインコンサルティング及びテレワーク会員強化事業

大阪府 北新地Ｋｏｕｔａｒｏ － レストランの味をご家庭で。テイクアウトと発送

大阪府 Ａｔｅｌｉｅｒ　ｃｕｂｉｃ　Ｓ － ＥＣモールに依存しない独立ＥＣサイト構築事業

大阪府 株式会社ＢｒｉｄｇｅＯｎｅＡｓｉａ 4120001211670 オオサカグルメパスのオンライン販売システム開発、プロモーション

大阪府 兼村鍼灸整骨院 － オンライン姿勢分析及びプログラム提供による新規顧客販路開拓

大阪府 株式会社グッド・サポート 3120001166593 ＥＣ販売とＷＥＢ広告の強化を中心とした、差別化商品の販路拡大

大阪府 株式会社Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ 5120001226206 ＥＣ販売の導入とＷＥＢ広告およびテイクアウト強化

大阪府 株式会社証券市場新聞社 1120001138693 ウェブシステムを活用した広告ビジネスへの転化

大阪府 マスカレード － 英語オンライン家庭教師

大阪府 株式会社ハーベストワークス 2120001185504 ＶＲシステム院内ビューとリハビリ事例の掲載による新規顧客獲得

大阪府 珈琲店茶亜夢 － 社会貢献による店舗の知名度向上・かき氷の新規販売・販路拡大

大阪府 合同会社ＮＡＯ 6120003017049 オンライン自動見積を用いた業務非対面化によるコロナ克服事業

大阪府 スパイス料理ナッラマナム － 新規顧客獲得と新規ビジネスチャネルの創造

大阪府 株式会社ラ・ヴィーニュ 1120001167098 宅配、テイクアウト型お家フレンチの提供

大阪府 ＵＰＢＥＡＲ － 販促物と動画を活用しオンラインでお洒落になれるＨＰとＥＣ構築

大阪府 らんら屋 － ホームページで広げる安心ごはんのデリバリー

大阪府 Ｔｏｋｕｒｉ６１　ｃｏｆｆｅｅ － ３密をさけるテラスでの飲食展開と宅配サービス

大阪府 陶芸クラブ桃久李 － 出張陶芸教室の拡充と食器のネット通販の開始

大阪府 リルウヘアー － オートレジの導入とそれに伴う広告宣伝による潜在顧客獲得

大阪府 株式会社粒 512001226882 『動画で弁護士紹介サイト』の開設とＰＲで新たな販路を開拓

大阪府 Ｂｒｉｄｇｅ － デリバリー導入とインスタグラム広告

大阪府 ａｂｃ－ＯＳＡＫＡ － 鍵の手渡しを非対面で対応するビジネスモデルへの転換

大阪府 夢酒粋亭 － 洋職歴２５年のオーナーによるデリバリー業態の本格化開発事業

大阪府 ＧＤＬ株式会社 7120001226393 非対面で中古車販売を可能に！撮影機器の購入及びＨＰ制作事業

大阪府 なおき鍼灸治療院（＋）整骨院 － ホームページ作成によるオンライン事業立上げと新規顧客開拓

大阪府 オフィスヨシナガ － ＥＣサイト開設による人生１００年時代の美容健康商材で販路拡大

大阪府 株式会社瀬楽 5120001187134 『ドキュメンタリーで残す！演奏動画撮影プロジェクト』

大阪府 株式会社ノンバーバル 1120001142316 フードパックデザインのネット販売及びリモートコンサルティング

大阪府 ケンズパス株式会社 5120001133831 自社開発オリジナルタルトのネット販売による新規顧客獲得

大阪府 森脇産業株式会社 3120001004448 ホームページで発信！老舗企業の商品棚

大阪府 有限会社スキップ 3120002002054 通信販売サイトの新規店オープン及び既存店リニューアル事業

大阪府 株式会社ユーロ 2120002012285 いつでもどこでも旅が出来るプラットフォームの作成

大阪府 合同会社ＳＷＡＭＩ 3120003008884 オンラインビジネス販路拡大計画
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大阪府 株式会社ブラッシュエイト 1120001177790 楽器専用オンラインサロンの開設

大阪府 おら鴨 － 河内鴨を使った餃子スープのインターネット販売事業

大阪府 株式会社ラビットクリエイティブ 8140001100471 企業ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル導入サービスの顧客獲得サイト構築

大阪府 有限会社常楽 6120002062855 非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 株式会社アサユナイト 8120001212566 自社サイト制作による融資サポート業務の受注体制構築

大阪府 合同会社ＣＯＮＶＩ 2120003010701 国際統合型オンラインシステムと新ブランディング

大阪府 株式会社ＩＣ 4120003011103 デジタル板書データの制作による、自社ブランド・システムの強化

大阪府 株式会社ＣａｐＷｏｒｋｓ 1120001226977 「オンラインライブ・ＷＥＢ配信サービス」の周辺機器の設備投資

大阪府 ｆｕｔｔｅｎ － デジタル商品の海外販売による受託事業からの転換と販路開拓

大阪府 うめ原ｓｃ － 新規顧客獲得の弁当開発と笹巻おこわ蒸し通販構築

大阪府 株式会社楽彩 3120001192342 和歌山県勝浦産のマグロを使用したマグロカツとマグロ醤油の販売

大阪府 きものーいんぐ － 半対面型のネット通販事業の開始

大阪府 有限会社ＳＡＹＡエステート 6500002017754 民泊事業に於ける内需発掘とＯＴＡに頼らない直接予約サイト構築

大阪府 株式会社あずきハウス 1120001211343 非対面に近い環境を作り、安心感を与え来店率を上げる

大阪府 株式会社ＳＴＹＬＥ 5120001210110 自宅でストレス発散！オンラインキックボクシング

大阪府 株式会社東洋アド 6120001128970 広告代理店が開くホームページｄｅセレクトショップ

大阪府 有限会社メルロット 4122002012841 卸向け販売管理システムを開発し、新たなビジネスモデルを構築

大阪府 株式会社ＴＡＴＡ－ＹＡ 4120001226537 ホームページのブラッシュアップとＡＩ活用によるコロナ克服事業

大阪府 石井　ゆかり － アプリとＺＯＯＭを併用し、アスリート向けフードサポートを拡充

大阪府 すけさん訪問鍼灸 － 対面治療回数を減らし患者様をオンライン管理するステップアップ

大阪府 有限会社ドゥエドゥ 2120002067271 オンライン型セミナーの実施

大阪府 アークスペーステクノ株式会社 2120001192756 非対面型ビジネスにて既存顧客販路開拓と新規顧客開拓事業

大阪府 株式会社アッテミー 8120001221088 コロナで影響を受ける「高校生の就職活動」をオンラインサポート

大阪府 ｓｏｒａｔｏｂｕｋａｏｒｉ － 通販商品ラインナップ拡充による売上増加事業

大阪府 ミルキーウェイ － 「四天王寺の魔女」が徹底指導！食える占い師育成オンライン講座

大阪府 ｋｏｈａｋｕ － 【自社ホームページの開設及び通販サイトでの販路開拓】

大阪府 株式会社ウェルマネジメント 4120001211654 市販ＵＳＢメモリをコピー防止セキュリティＵＳＢメモリへ

大阪府 ケイブリッジ株式会社 1120001191271
店舗の改良工事によるテイクアウト販売構築およびデリバリー販売体制の開
始

大阪府 藤方ＦＰ事務所 － オンライン会議システムを利用した企業年金制度導入事業

大阪府 リラクゼーションセラピーパキラ － ３密を避ける店舗への改装及び、アロマ精油のＥＣ販売

大阪府 株式会社ラクショー 2120001164053 ｗｅｂを活用した不動産事業の拡大による派遣先会社への依存脱却

大阪府 ラングライズ株式会社 6120001114509 非対面型セルフオーダーをアピールしての新規顧客獲得

大阪府 Ａｌｉｃｅ － 抗菌コーティングと遠隔決済システムの導入

大阪府 株式会社ドーモラボ 2120001134460 バーチャル対面販売の環境構築でシームレスにお客様を誘導

大阪府 ウィンカム株式会社 120001161533 決済機能を持つ卸売りＨＰの導入と、テレワーク環境の整備
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

大阪府 有限会社サンクラール 2120002006799 独自技術の広報と新規販路開拓の為、ホームページを改良する

大阪府 西村優子 － オンラインサービスの拡充とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 株式会社ススムワーク 4120001223070 『やる気を覚醒させるワークショップ』のオンライン化で販路拡大

大阪府 株式会社ＢＡＥ　ＪＡＰＡＮ 6120001226808 心と身体を美しくするオンラインセミナーと女性活躍を支援

大阪府 エムエスプランニング － 公式ＷＥＢサイトを活用した新規顧客開拓と業務の効率化

大阪府
株式会社ヒューマンプロデュース・ジャパ
ン

5120001114063 セミナー・研修のデジタル化とオンライン市場開拓

大阪府 株式会社珍和都市開発 1120001220518 お家でＶＲ

大阪府 魚居酒屋あぷちゃ － コロナでもおうちでたべれる居酒屋弁当販売開始・販路開拓

大阪府 Ｔｅｔｏｔｅ － 客単価の上昇により増益を図る

大阪府 合同会社アドバンスエステート 7120003013286 非対面型の部屋内覧及びリモートでの物件管理の仕組み構築

大阪府 株式会社まわり 2120001227140 コロナ対策と新規顧客獲得の施策

大阪府 ＢＵＹ＆ＳＥＬＬユーズ － オンラインリモート買取査定

大阪府 株式会社山佳化成 3120001162080 自社商品のプロモーション戦略で販路拡大、販売拡大を

大阪府 有限会社マーケットプレイス 6120002062789 韓国伝統衣装チマチョゴリの販売サイトで新規販路開拓

大阪府 株式会社ＯＨＡＮＡｎ 9120001145583 『店舗広告と非対面型動画制作配信システムの導入』

大阪府 ｆｅｌｉｃｉｔａ － オンラインで独自の強みを配信していくサービス展開

大阪府 ＪＥＲＫＭＡＮ － 通信販売販路開拓事業・発送商品品質確保事業

大阪府 － ＨＰリニューアル、カート機能及び予約機能搭載、チラシ作成

大阪府 有限会社エム・アンド・エム 9120002021338 レディース販売の特化と共に対面営業をネット戦略にシフトする

大阪府 アドバンスカイロプラクティックスクール － 従来の来店型からオンライン型への新しい取組み

大阪府 かじき整骨院 － ＬＩＮＥシステムを使ったオンラインシステム・物販の自動化

大阪府 豊川ミシン － 「オゾン機導入とスケルトン型（非対面対策）リフォーム工事の実施」

大阪府 家庭料理歩っこり － コロナにもどんな変化にも対応出来るテイクアウトおばんざい

大阪府 ＮＰＯ法人ＪＡＥ 8120005007830 遠隔参加できるプロジェクト開発とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 酒菜家ペッシェロッソ － ネットショップ「ペッシェロッソオンライン」の開設

大阪府 天神ノ森整骨院 － 天神ノ森整骨院のオンラインアドバイス

大阪府 ましば鍼灸整骨院 － オンラインでの鍼灸師向け講座、物販事業による経営の安定化

大阪府 株式会社フェイスフル 9120001186116 ドローンや３Ｄスキャナーでの三次元測量提案をネットで販路拡大

大阪府 合同会社Ｒｅあすとれ 1120003014934 オンライン授業コースの強化＆集客に向けての広報宣伝

大阪府 ＯＫＡＧＥ合同会社 3120003016664 独自アプリ、ＥＣサイトによる新規販路の開拓と業務効率化

大阪府 扇流 － 伝統芸能自動採点システムによるＥラーニング事業

大阪府 エクラ － 医療・健康アートを活用した疾患啓発活動強化と新規顧客獲得

大阪府 フォエバー － 非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 岡行政書士事務所 － １万円でできるＶＩＳＡ申請

大阪府 ｅｙｌ西梅田 － 美容オンラインショップ　ｅｙｌネット
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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２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

大阪府 Ｅ・レボリューション － グローバル化を見据えた非対面ビジネスモデルの展開

大阪府 ＳｕｇａｒＳａｌｔ合同会社 9120103002063 自社ブランドを活かしたネット販売システムの構築

大阪府 三恵メリヤス株式会社 6120001064547 記事配信機能付きＥＣショップの立ち上げによる販路拡大

大阪府 株式会社クリエイトコレクション 8120001128696 オンラインイベント、システムの構築、実施、運営事業

大阪府 Ｒｉｏフラワー・カラースクール － オンライン授業等の動画作成とＰＲするホームページの開設

大阪府 弁護士　都　裕記 － 困っている労働者が安心して相談できる身近なサイトを開設

大阪府 花咲み茶合同会社 3120003014998 テーブル席をカウンター席にし３密を防ぐ店内への改装

大阪府 合同会社ＤＣカンパニー 2120003015840 ライブイベント等の生演奏をＳＮＳを通じておこなうライブ配信事業

大阪府 ＪＵＩＣＹ’Ｓ　ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ － ＪＵＩＣＹ’Ｓ　ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ

大阪府 株式会社ユーアーツ 9120001139123 新規ＥＣサイト構築でネコ好き顧客層の集客・顧客獲得

大阪府 有限会社オブ・ユース 8120002069675 非対面での見込み客開拓自動化と訪問しない営業への転換

大阪府 Ｌａ　ｃｈａｎｃｅ － 花屋の「感動を届けるＥＣサイト」で新規販路開拓

大阪府 全身脱毛１０円ｔｅｎ － 完全個室化リフォームによる高級感＋安心感増強事業

大阪府 ＷＭ＆Ｃｏ．合同会社 4120003015327 ＳＭＡＲＴＵＰＳ！在日外国人の経営サポートを行います

大阪府 Ｈｅａｌｔｈ＆Ｂｅａｕｔｙ　ＣＳＹ’ｓ　ＳＰＡ － 「ゆるめぐ」で女性支援＆社会貢献を全国展開

大阪府 スピードワーン材団株式会社 8120001211865 アフターコロナにおけるテレアポによる非対面型営業の強化。

大阪府 株式会社サラ 7120001219298 非対面でのオンラインバー及び新形態ラウンジでの販路拡大

大阪府 株式会社玉田ピアノ商会 7120001066996 オンライン環境整備による非対面型ビジネスへの転換事業

大阪府 うみのめぐみ － 三密避けオンライン講習でライセンス取得顧客の増加を目指す

大阪府 株式会社シネマドライブ 9120001184409 ＹＯＵＴＵＢＥチャンネル制作運営代行をホラー映画でＰＲ

大阪府 ＡＮＤＬＩＦＥ．ｇａｌｌｅｒｙ － 動画配信とオンライン事業の参戦の販路開拓

大阪府 ＡｎａＴｒａ － 「鴨クレソン鍋」の周知拡大、ランチタイム営業開始による新規顧客獲得

大阪府 ｍｅｄｉｄａｓ株式会社 9120001218629 ＥＣサイト制作による子供服のオンライン販売体制の構築

大阪府 株式会社湯木 4120001136117 日本伝統食文化お取り寄せサービスをＤＭでＰＲし、購買意欲刺激

大阪府 ＴＲＵＭ（トラム） － 非対面型販売チャネルによる売上創出とチルド食品開発事業

大阪府 株式会社Ｓｕｐｅｒ　ｍｅａｔ 8120001213060 焼肉店のテイクアウトシステム導入による新規販路開拓

大阪府 きになる舎 － 環境に配慮した生活雑貨のネット通販による拡販事業と訴求力向上

大阪府 ブルームギャラリー － ライブコマースを使ったＥＣサイトづくりと店舗内撮影環境の整備

大阪府 ｏｆｆｉｃｅＲＯＨＡＮ株式会社 1120001207614 国産原料燻製食品販売、ウェブセールスの新規取り組み及び強化

大阪府 バランス治療院 － 動画無料相談サービスとＥＣサイトのｗｅｂ広告事業

大阪府 ショウエイ株式会社 1140001115872 保険コンサルティングサイトの構築による感染予防と新規顧客開拓

大阪府 ＣｔｌＣ － 非対面での新規開拓営業の促進

大阪府 株式会社タイキゴルフ 6120001046891 新型コロナ環境下に対応するテレワーク・オンライン業務推進

大阪府 有限会社林印刷所 1120002011809 ＣＡＰＰＡＮ　ＳＴＡＤＩＯ　ＥＣショップ構築による業務効率化および販路開拓

大阪府 株式会社ａｓｏｂｉｇｏｃｏｒｏ 8120001211584 職業訓練カリキュラムのＷＥＢ＆販路開拓計画
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

大阪府 鮮魚川崎 － 鮮魚販売に特化した新サービス開発とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 株式会社濱田商会 2120001197499 ＩＴ重説＆リモート案内導入計画

大阪府 南谷行政書士事務所 － 建築業許可を訴求するＷＥＢサイトの作成と非対面型モデルの導入

大阪府 株式会社アメ村ミュージック 9120001196461 ＬＩＶＥ・ＤＪライブ配信

大阪府 ＮＡＲＥＧＩ株式会社 2120001190850 副次的業務の営業強化による安定仕入れ・売上アップ事業

大阪府 ネイルサロンｂｅ　ａｍｂｉｔｉｏｕｓ － 『新しい生活様式』に沿ったビジネスモデルへの転換プロジェクト

大阪府 日本プロユナイテッド国際旅行株式会社 2120001197004 ＷＥＢビジネスと非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府
ＧＵＥＳＴ　ＨＯＵＳＥ　ＯＫＩＮＩ２「おーきに
２」

－ 宿泊室の和室化と非対面対応

大阪府 株式会社スズヤコーポレーション 9120001165862 オンライン化による業務の一括化と新たな“コト”の提供

大阪府 装和株式会社 4120001111357 「日本文化のオンライン講座」を世界に発信します。

大阪府 ＮＥＯ　ＶＥＣＴＯＲ（ＰＯＰＢＡＲ） － 今後の生計の為の、新たな取り組み

大阪府 ＯＳＡＫＡプチスパ － オンライン販売とエステ時短コースの導入

大阪府 Ｈｅａｌｉｎｇ株式会社 4120001214070 宅配業務の開始による販路拡大

大阪府 ｕｎ　ｎａｔｕｒａｌ　ｇｒｏｏｖｅｒ株式会社 3120001220458 ＥＣ購買機能を主軸に置いた総合飲食店ポータルサイト制作

大阪府 オールージュ － ＨＰのリニューアルで商談非対面化・販路拡大及び顧客管理強化

大阪府 ＲＯＣＣＡ － 販路開拓型会員システム搭載ホームページの新規設立

大阪府 ぼたんＢｕｔｔｏｎ － テイクアウト・配達ブランド新設による「自宅で和食を」の浸透

大阪府 増谷 紗絵香 － 事業内容をオンラインに移行し新しい生活スタイルに対応する。

大阪府 株式会社チームパワーソリューション － ◆自動受注システムとメールマーケティングで販路拡大を図る。

大阪府 和泉商事有限会社 8120102024943 保有集合住宅・築古戸建不動産賃貸物件の住み替え入居者の促進

大阪府 ＲＵＮＮＥＲ　ＰＡＲＴＮＥＲ － 自宅でも出来てしまうプロが教えるランニング　マッチングサイト

大阪府 Ｂｌａｎｃｈｅ－Ｎｅｉｇｅ － 新型コロナ後の生活様式に見合ったＥＣサイト販売へのシフト

大阪府 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｊａｐａｎ 5120001218681 自社ネットショップの構築

大阪府 株式会社バイタルアートボックス 1120001024860 道頓堀ＺＡＺＡ・近鉄アート館のオンラインライブ配信計画

大阪府 黒川祐吏 － ビジネス用アプリケーション広告と非対面型営業への転換

大阪府 合同会社フェレット 3120003015617 福祉業界に特化したオンラインのＨＰ制作サービス展開事業

大阪府 有限会社扶桑印刷社 2120002032531 人との繋がりを感じさせるネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 株式会社Ｎｅｗ　Ｌｅａｆ 120001189313 高級寿司のテイクアウトシステム導入による販路開拓

大阪府 株式会社ＢｉｇＨｕｇ 7120901040670 人との繋がりを支える新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

大阪府 ドラムアンドベースレコード － 店舗リニューアルと流通ＷＥＢサイト構築

大阪府 株式会社オー・エヌ・アイ 3180001056764 Ｗｅｂによる非対面型インターネット・通信環境の相談窓口

大阪府 ＣａｒｐｅＤｉｅｍ － オンライン上での「海外営業コンサルティング」案件開拓

大阪府 アイヴィーデザイン有限会社 7120002062631 ＨＰリニューアルとサービスサイト制作、広告プロモーション施策

大阪府 ＳＣＪクリエイティブワーク － ＨＰリニューアルによる総合メディアサイト化、販路拡大施策

大阪府 吟座えにし － ネット販売及びテイクアウト事業

51 / 100 ページ



令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

大阪府 ゲストハウス木雲 － 大阪の下町から発信するソーシャルフレンドリー・ゲストハウス

大阪府 株式会社Ｌ．Ｂ．Ｃ 3120001210368 自社ブランドの世界観を表現するＥＣサイトの構築

大阪府 株式会社アイ・オー・ワン 8120001146252 オンライン運営サポートのオールインパッケージ

大阪府 オリエンタルゴルフサービス － 新型コロナ環境下に対応するテレワーク・オンライン業務推進

大阪府 有限会社デスティニー 3130002024130 安全対策強化によりお客様へ安心度の高さをアピール！！

大阪府 株式会社セルバ 7120001114623 チャットボットによる効率化と非対面型ビジネスモデル商品の開発

大阪府 ＲＩＳＥ　ｐｈｏｔｏ　ｏｆｆｉｃｅ － コロナ禍において伸びているＥＣサイト用商品撮影プラン

大阪府 靴磨き処ダンディズム － 特許品ハイヒールのカカトゴムを基軸にしたウェブショップの展開

大阪府 株式会社エビス堂 9120001182701 ＥＣサイト構築でＢｔｏＣ参入新たに非対面ビジネス開始

大阪府 タノシミナ合同会社 1120003010743 飲食店の可能性を最大限に生かす総合ポータルサイト制作

大阪府 Ｍ’ｓ　ｃｕｂｅ宗近バレエ － バレエを通して年齢・性を別問わない心身共に健やかに過ごせる体づくり

大阪府 Ｙｕ．Ｐ．Ｎ合同会社 6120003015614 メイク動画配信、リモートで講習、教育の動画製作

大阪府 ｉｒｏｄｏｒｉ． － ホームページリニューアル等による販路拡大と非対面ビジネス参入

大阪府 ＴＳＵＫＩＩＣＨＩ － デザートレシピ本を販売するＥＣサイト作成による販路拡大

大阪府 カーサデイオーロ － バーチャルレストランＴＧＡＬを利用した販売網の拡大

大阪府 のぶ鍼灸院 － オンラインを用いて自宅で自分の身体と向き合おう！

大阪府 株式会社Ｗｏｗ 8120001212038 日本で初めての“オンライン飲み会”を伝えるプラットホームを作る！

大阪府 アリス症候群 － ｗｉｔｈコロナに向けたオンラインによる新規顧客開拓事業

大阪府 アイビークルー株式会社 8120001220775 管理体制構築における主婦のパート・アルバイトの活用で事業拡大計画

大阪府 オモロビトプロジェクト － 動画配信やリモート技術を活用したオンライン研修の開発

大阪府 ８０２Ｅｖｅ － リモートレッスン及び校正と内製化比率を高めて事業拡大

大阪府 株式会社マルタ・スポーツ・クリエイト 9120001222960 高濃度酸素発生器の発信力強化と展示会出展による新規取引先開拓

大阪府 株式会社ＩＣＬ 1120001145211 ホームページを通じた接客で販路を開拓

大阪府 株式会社Ａｌｍａ 2120001222785 酵素ドリンク開発による体質改善計画

大阪府 株式会社大恵 6120001003703 メイドインジャパンのニーズに応え販路を拡大

大阪府 株式会社清華堂 6120001023965 ＩＳＯの性能試験により承認された抗ウイルス・抗菌コーティング施工

大阪府 株式会社ｅｎ　ｃａｓａ 8120001217251 非対面型オンライン打合せとカメラ活用の遠隔・支持・手配

大阪府 ＫＡＲＵＮＡ株式会社 7120001120778 ◆メールマーケティングとＷＥＢ会議システムによる販路開拓

大阪府 陽水　麻未 － オンライン患者サポートシステムとＨＰの構築整備・告知の強化

大阪府 株式会社グッドマン．ダイニングｃｏ 9120001199687 からあげ専門店のテイクアウトによる販路拡大

大阪府 ＡＳＯＢＩ　ＧＯＣＯＬＯ　ＳＴＡＮＤ － 全国各地へ届けるオリジナルスパイス

大阪府 大正千島倉庫酒場パーキング － テイクアウト・デリバリーサービス事業の展開

大阪府 合同会社エコソラ 7120003015381 遠隔監視システム導入と安定操業のための除草シート敷設

大阪府 Ｉ．Ｄｒｅａｍ　Ｉｎｃ．株式会社 8120001174542 オンライン上でのイベント開催に必要なシステムの構築

大阪府 株式会社ＯＳＳ 4120001132454 「学会・研究会運営に関するｗｅｂサイトを活用したサポート」
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大阪府 ティエムアイ技研株式会社 9140001108092 ＷＥＢサイト制作・ウイルス社会と戦う基盤作りのお手伝い

大阪府 花・華 － テイクアウトはできない、名物の「かす汁」をレトルト商品化

大阪府
東京コンテンツプロデューサーズ・ラボ株
式会社

2120001166900 オンライン講座システムの導入と競争力の向上

大阪府 筆文字ギフトのポエトリー － ＥＣシステムの強化とその場で作れるマグカップのイベントを開催

大阪府 ＴＫＬプラス株式会社 8120001187321 Ｂ：非対面型ビジネスモデルへの転換、Ｃ：テレワーク環境の整備

大阪府 合同会社井上 1120003015156 サプライチェーンの毀損への対応

大阪府 あとりえ花音 － コロナ時代のオンラインレッスン

大阪府 山尾社会保険労務士事務所 － 「Ｗｅｂサイト開設で対面型営業からＷｅｂ型営業へ！！」

大阪府 スリーピース － コロナ対策充実による高品質サービスの提供と新規顧客獲得事業

大阪府 株式会社上野鉄工所 8120101021388 製造過程における抜き工程の内製化とテレワークの推進

大阪府 シオジ株式会社 4140001081088 パソコン研修のＷＥＢ配信とテレビ会議システムを使った研修

大阪府 株式会社小谷酒店 2120101002261 コロナウイルスと向き合い、販促、サービスを向上させる。

大阪府 岡本屋 － 移動販売事業・貨物軽自動車運送事業

大阪府 株式会社ＫＯＮＯＭＩ人材開発研究所 7120101057755 動画研修商材の製作及びオンライン・コーチングの始動

大阪府 株式会社Ｆ＆Ｐコーポレーション 9120101029026 ＷＥＢを活用した有益な運用ノウハウ等のＥＣサイト販売化

大阪府 株式会社Ｍａｎｅｑｌ 7120101054587 テレワーク勤務環境の整備による採算性強化策について

大阪府 株式会社ヒューマンコンパス 6120101023997 ＶＲを活用した健康サポート事業

大阪府 有限会社ＭＣＬジャパン 7120102007230 「ウェブでのメディア素材、アボリジニアート、導光板の販路開拓」

大阪府 株式会社Ｂ・Ｐ・Ｆ 9120101023887 串カツを導入し若者や女性客の集客を増やし売上向上をはかる

大阪府 鈴木アカデミー － 非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 ＨＩＴＯＳＨＩ　ＹＡＭＡＭＯＴＯ － 靴型のパターン化と革小物の製作及びフルオーダー靴の出張販売

大阪府 株式会社はっぴぃａｎｄプロジェクト 7120001218861 社長版『ゆいごん白書』の制作とＰＲ、オンラインも含む販路拡大

大阪府 株式会社Ｄｏｌｌｓ 9120001124934 カットリボン内製化による即納販売体制の強化

大阪府 日本特殊畳株式会社 4120101023339 バーチャル工場見学とＲｅブランディングで販路拡大

大阪府 株式会社組無垢 7120101053309 雑貨のオンライン販売及び実店舗の更なる充実への取組み

大阪府 Ａｒｂｒｅ　Ｓｏｌｅｉｌ － ペット用品のネット通販、改装、コロナ対策

大阪府 焼肉酒場万次郎 － 空間提供型テイクアウト〔オオトリ照ラス〕計画

大阪府 西尾茗香園 － 国内消費者へのＷＥＢ通販を通したダイレクト販売の確立

大阪府 ペイトンプレイスコム － ＪＤＭ車カスタムパーツのＥＣサイトと価値向上保守の提案事業

大阪府 株式会社ワインハーツ 2120101053544 ほろ酔いカレッジにおけるオンラインビジネスの構築

大阪府 株式会社ブレファ 4120103002290 バーチャルリアリティー（ＶＲ）映像配信・コンテンツ制作事業

大阪府 株式会社上野芝お灸室 1120101061531 訪問施術の認知度向上と新メニューやＷＥＢお灸教室の新たな挑戦！

大阪府 日本料理もち月一味庵 － ７３年続く料亭生き残りをかけ　テイクアウトと換気システム導入へ

大阪府 株式会社南部企画 7120101052517 『非接触型による販路開拓』

大阪府 合同会社プレミア 5120103003263 充実したホームページ広告とＴＶ会議利用のテレワークを実現する
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大阪府 レオニス株式会社 6120101007864 Ｗｅｂ展示会サイトの構築とテレワーキングを活用した集客と働き方

大阪府 アイワン株式会社 7120101057631 動物病院用カルテシステム及び電話着信表示の新規顧客開拓

大阪府 株式会社日本アトロン 8120001048639 オンラインによる非対面販売システムの構築、及びＥＣサイトの確立

大阪府 住宅美人株式会社 8120101009895 ＺＯＯＭを利用した非対面型商談体制構築による販路開拓

大阪府 有限会社金岡学習サークル 2120102010841 ＫＧＣオンライン塾の整備

大阪府 有限会社ライシーネット 3120002045986 ホームページを新規に設置して非対面型業務への移行

大阪府 藪中麻希 － ネットマーケティングオンライン講座開設プロジェクト

大阪府 Ｋ４ｒｅｔａｉｌ － ネット販売強化で非対面ビジネスモデルへの転換

大阪府 株式会社装飾プロデュース 3120101027951 不動産空室対策の為のインテリアに特化した販路拡大事業

大阪府 未来工房 － 光触媒利用の次世代抗菌バリアコーティング販路開拓

大阪府 ピットライフ合同会社 1120103002772 外注商品の内製化及び同業他社対策

大阪府 竹本整骨院併設ｈａｎａｕｔａ整体院 － オンラインで楽々！おうちサロンで「美容と健康」サポート事業

大阪府 ＡｕｔｏＳｈｏｐＤＤ － ウェブサイト開設による非対面式販売の実施

大阪府 未来電機システム株式会社 5120101054787 ＥＣサイトの作成による非対面ビジネスへの転換で販路拡大

大阪府 有限会社スマート・アイ 4120102002564 オンラインサービス立上げによる営業革新と個人向け市場の開拓

大阪府 Ｋａｌａ　Ｃｒａｆｔ － オーダー商品の販売強化事業

大阪府 株式会社神山 4120101053880 ＷＥＢ受付型デリバリーサービスの開始による販路拡大

大阪府 合同会社マキコ＆ドラゴン 4120103002092 非対面型ビジネスモデルへの取組、テレワーク環境整備、販路開拓など

大阪府 美容整骨サロン　ｍｏｏｎ　ｄｕｓｔ － ホームページ作成によって「美容整骨」の需用の拡大をはかる

大阪府 株式会社リビエール 1120101024174 マスクの企画・開発・試作および小口生産を行う新拠点の設立

大阪府 Ｈａｐｐｉｌｙ － コロナを超えて！オンラインパーソナルジムの開設

大阪府 株式会社八風 3120101023620 八風のコンセプトを見直し、ネットを中心に皆さまにお届けします

大阪府 アドバンス株式会社 8120101029935 商品開発と販路開拓からのネット販売の拡充

大阪府 Ｃａｒｅｓｐａｃｅ蓮の音 － ストレス対策！マインドフルネスの非対面オンラインレッスン

大阪府 株式会社ＭＩＵＴＹＢＡＬ 9120101060014 家庭内におけるテレワーク環境の整備

大阪府 いちごの花 － オンライン着付け教室

大阪府 オフィスエメ － 【ホームページの導入とインターネット販売の構築】

大阪府 株式会社藤吉商店 3120101006154 テイクアウトやネット販売などの非対面型販売への推進事業

大阪府 松本 － 「経営者コミュニティーを活用した売上向上と新規集客づくり」

大阪府 ボザール － 非対面仕入れの環境構築＆多言語対応化でさらなる海外販路開拓！

大阪府 バランス整体院エール － 生体電流の促進、神経の伝達作用を高める新サービスの提供

大阪府 永盛商事株式会社 7120101058209 充填機を用いた生産ラインの増設

大阪府 株式会社永盛 9120101060179 コンベア式ジェットオーブンを用いた焼き生産ラインの増設

大阪府 株式会社トータルヘルスデザイン 3120101029931 正しい知識でペットを愛する人の為の非対面型コミュニティ構築

大阪府 米ぬか酵素　津久野店 － ・米ぬか酵素浴の周知・宣伝及び顧客満足度向上・新規顧客開拓事業
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大阪府 トモエ食品販売株式会社 6120001139407 コメの低温保管とインターネットによる新規開拓

大阪府 関西アーク株式会社 6120101060512 ウェブサイト開設による非対面式販売の実施

大阪府 株式会社織苑 6120101041306 振袖カタログからの注文受付開始とＥＣサイトの構築

大阪府 ＩＧＡバイオリサーチ株式会社 6120101021258 健康食品原料の販路開拓用試作品開発及びテレワーク環境整備事業

大阪府 有限会社藤川樹脂 6120102012454 新しい展示会スタイルの提案

大阪府 株式会社ライズトレーディング 2120101056423 ネット販売における自社サイトへの誘導

大阪府 株式会社オシタニプレス 1120101058767 タレットパンチプレスとプレスブレーキ用金型導入による新しい加工への対応

大阪府 有限会社ＦＰ・フレンズ 6120102013015 来店サロンの活性化とリモートによるセミナー研修業務の確立

大阪府 躍る鉄板酒場まるた － テイクアウト、宅配メニューの開発・販路拡大

大阪府 ＥＣＣジュニア南英会話教室 － 非対面型オンライン授業システムの構築

大阪府 白蓮会館堺支部南道場 － 非対面型オンライン稽古システムの構築

大阪府 ＢｒｉｔｉｓｈｐｕｂＢｒｉｇｈｔｏｎ － テイクアウトシステムとＥＣサイトの導入によるパブの販路開拓

大阪府 株式会社Ｃｏｕｒｏｎｎｅ 1011101088328 ダイエット講座や美容相談のオンライン化への取組み

大阪府 なごみ － 『西陣美術織画』をオンラインにて広め販売する事業』

大阪府 ｈａｉｒ　ｗｏｒｋｓ　ＭｃＱｕｅｅｎ － ＨＰ及びＭｃＱｕｅｅｎ紹介動画でのネット型新規顧客開拓

大阪府 ＡＺＡＳ － インターネット放送・広告事業による販路開拓

大阪府 ヴィーガンカフェあすか － アフターコロナを見据えた、テイクアウト等の新規顧客開拓事業

大阪府 ＩＭＰＡＣＴＯ大阪アカデミー － ブラジリアン柔術のオンラインレッスン化事業

大阪府 株式会社アライトピース 7120101048011 複合型選択型小規模企業向け会社成長支援サービスの提供

大阪府 株式会社エーワイ 4120101055745 コロナウィルス対応型、非対面型ビジネス及びテレワークの整備

大阪府 恋フォト － 非対面での新規開拓営業の促進

大阪府 Ｂｅｌｌｅ － 非対面での新規開拓営業の促進

大阪府 株式会社Ｎ＆Ｍ　Ｃｏ． 9120101021239 自社Ｗｅｂサイトの改良によるネット販売事業

大阪府 白鳥マキ － 婚活をオンライン化して全国展開し、少子化問題を解決する

大阪府 こおひい工房まめの木 － ホームページのオンライン受注及び決済化とその広告

大阪府 Ｈａｐｐｙ　ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｗｉｌｌ － 広告でお客さんの認知度を高め短時間で新メニューを提供

大阪府 花～木～蓮 － 非対面型ビジネスにて新商品の販路開拓と新規顧客開拓事業計画

大阪府 株式会社零 2120001181486 テイクアウト事業、団体予約事業、通販事業、業務効率化事業

大阪府 藤井工業株式会社 5120101022471 密を避けた非集合型集客方法と非接触による営業方法の確立

大阪府 ＨＯＲＩＺＯＮＴＡＬ　ｓｔｙｌｅ － ＢｔｏＣチャネル売上拡大と製品調達戦略の見直し

大阪府 行政書士オフィスさかい － ＶＩＳＡサービスアウトソーシング

大阪府 和田通信株式会社 1120101053966 新規ＥＣモールへの出店による販路開拓と非対面型査定への移行

大阪府 株式会社てんてん 4120101052164 通販事業やデリバリー事業の製造拠点構築事業

大阪府 Ｐａｉｎ　ｄｅ　Ｓｉｎｇｅ － デリバリー・ＥＣを強化する新商品「ナマケもんドッグ」の開発

大阪府 ＡＤＶＡＮＣＥ － 出張自動車故障診断
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大阪府 株式会社Ｂ・Ｔ 5120101059101 中古エアコンの通信販売等による販路開拓

大阪府 有限会社コモ 9120102001826 施術ノウハウを商品化した髪の美容液の市場拡大による店舗存続

大阪府 株式会社ルチル・ゴールド 6120102011679 インフルエンサーマーケティングと百貨店参入の計画

大阪府 お掃除専門達磨屋 － 業務効率改善計画を図る

大阪府 ＳＡＫＵＲＡＴＲＡＤＩＮＧ合同会社 5120103000822 事故車査定のオンライン査定化とその自社集客計画

大阪府 竹野染工株式会社 9120101004920 新商品ガーゼマスクを開発し店舗型販売からネットビジネスへの移行。

大阪府 株式会社おおぞら 4120101059366 労働生産性向上と販路拡大の為のＶＲ内覧が出来る新しい不動産

大阪府 エッチング工房Ｓｈｉｎｅ－輝－ － 安心できる店舗づくりとネット販売を通じて全国へ販路拡大

大阪府 ｉｎｅｇｏ株式会社 3120101059747 ＨＰ作成による無訪問営業と顧客向けクラウドストレージの構築

大阪府 アンサンブルフランセ － 文化教室に於ける授業の遠隔化事業

大阪府 はやし整骨院 － 自宅に居ながら続けられるリモートリハビリサービスの提供

大阪府 奥山和幸 － ＷＥＢサイトを活用した販路開拓

大阪府 三丁カフェ － 販路拡大及びデリバリーサービスのスタートアップ事業

大阪府 株式会社ＡＮＡＮＡＳ 8120101057151 コロナ対策による非対面でのＥＣ事業販路拡大

大阪府 とろけ屋 － 配信による非対面の“とろけ屋”オンラインサロン

大阪府 株式会社小西金型工学 2122001002325 『直需拡大システムの構築による新ビジネスモデルの確立』

大阪府 株式会社ロダン二十一 6122001008888 モノづくり中小企業のための経営サポートオンラインスクール

大阪府 株式会社マゼックス 2122001030557 幅広い事業者に向けてアプローチするためのＷｅｂ広告事業

大阪府 東方工業株式会社 9122001008877 お米をより美味しく！カセットガス式自動炊飯器の改良事業

大阪府 株式会社エストロラボ 1122001012589 放電ワンストップ事業　～放電加工に困ったらお任せください～

大阪府 株式会社アップロード 9122001013654 非対面型通販事業拡大及び強化への取り組み

大阪府 味菜旬香菜ばな － 真空調理で生産力と販売力アップ。ブランディングで相乗効果を

大阪府 レイ・システムズ － 親身でタイムリーな月次体制を実現するＷＥＢによる記帳体制の構築

大阪府 Ｍｙｓｔｉｑｕｅ － 新たなバームクーヘン販売に伴うＨＰ作成・ネット通販を開始

大阪府 株式会社村松 9122001033561 宅配ＤＩＹペイントチャレンジ！塗装職人がオンラインでお手伝い

大阪府 有限会社リオン 2122002017272 会議アプリを使用し提案型ショップとオンライン商談を行う事業

大阪府 株式会社スタイルラボ 3122001032973 「女性創業者向け不動産物件及び開業サポート」の販路拡大

大阪府 脳活センターかなもり氣功整体院 － ＷＥＢカウンセリング・セミナーＬＰ作成・ＨＰ更新・ＰＰＣ広告

大阪府 株式会社アクト 8122001026252 オンラインショップを開設し、自社オリジナル家具ブランドの販売

大阪府 四つ葉リフォーム －
既存ホームページのプログラム更新及び、折込チラシ強化による新規開拓事
業

大阪府 ツクリテラ合同会社 5150003001967 対面営業出来ない状況に合わせたオンライン営業

大阪府 ＫＳＬ自動車Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ － 最先端技術の設備投資と工数削減・オンライン型中古販売

大阪府 匠ぷらす＋ － オリジナルスマホケース制作サイト　チームｄｅオーダー．ｃｏｍ

大阪府 やまぐち整骨院 － Ｉｔｏ－ｉｎｂｏｄｙ３７０の導入のよる個別の栄養指導

大阪府 さぬき志度 － 商圏拡大を目的とした出前強化及び顧客満足度向上の為の設備改修
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大阪府 美容室シーエスジップ － 新型コロナウィルスの影響に対応美容業ＥＣサイトの構築と宣伝

大阪府 有限会社アイティーオー 4122002000185 保存料防腐剤の無い鉄板焼料理をオフィスやご家庭にお届けします

大阪府 株式会社ＨＥＩＺＯ　ＫＩＴＣＨＥＮ 9122001029881 プロの味をご家庭で！障害者さんの仕込み食材オンライン提案営業

大阪府 細川行政書士事務所 － ホームページのリニューアルによる非対面での新規顧客獲得

大阪府 藤井税理士事務所 － 非対面型による財務改善指導体制の確立及び販路開拓

大阪府 株式会社Ｍ－ＮＥＴＰＲＯ 6122001032228 ホームページ・販売サイトによる顧客サービスとネット販売推進

大阪府 Ｓ・Ａ・Ｒ株式会社 5122001031065 若者の車離れを解消する新販売方法をＨＰで周知し、売上アップ！

大阪府 株式会社湯浅不動産 1122001023909 非対面での不動産コンサルティング事業での販路拡大

大阪府 マザーグループ株式会社 1122001017514 人参ジュースＥＣ販売による非対面型ビジネスモデルへの転換事業

大阪府 株式会社やまもと 5122001007957 焼酎マイスターがオンラインに現る！提案型誘導サイトで新規営業

大阪府 株式会社アシステック 5122001013360 情報発信力の高いサイト構築による販路開拓、売上げ増強

大阪府 たかだ整骨院 － ネット広告で新規患者獲得、オンラインダイエット整体の提供

大阪府 Ｓａｋｅライブラリーふじなみ － ＥＣサイトと実店舗の融合。店舗誘導で、安心で清潔な店舗作り

大阪府 藤居幹子社会保険労務士事務所 － 「動画とＥＣサイトを利用した顧客が集まる宣伝広告」

大阪府 有限会社アラカワ紙業 6122002000448 ホームページをスマホ対応型にリニューアルによる新規顧客の獲得

大阪府 合同会社ａｉｎｉ 5122003001652 コロナ禍でも美意識と心のゆとりを保つためのプロジェクト

大阪府 株式会社リバースコンテニュー 6122001032896 ピンチをチャンスに！ＥＣサイトで東大阪から世界へ販路拡大！

大阪府 宮崎の地鶏 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 有限会社ウイズ 1122002006425 日本初！美容師向けプロ用のハサミをサブスクリプションで提供

大阪府 ＡＲＥＡ － 自社部品の開発と部品のネット販売を通じた新規顧客獲得

大阪府 株式会社ドクターズ・ドック － ＥＣサイトによるラグビーオリジナルブランドの販路拡大

大阪府 創栄ジャパントレード株式会社 122001030076 非対面型ビジネスモデルに転換するための営業ツールの作成

大阪府 Ｃｕｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｊａｃｋｐｏｔ － ＷＥＢコンテンツ配信によるオンラインセミナーサロン事業

大阪府 株式会社ＮＳＡクリエイト 2122001028849 遺品整理非対面型オンラインセミナー事業

大阪府 ハタニ製作所 － 非対面型受注システムとオンライン販売サイトの構築

大阪府 株式会社田村商会 3122001028055 車検証入れ製造直販として売上・販路拡大の為のネットショップ開設

大阪府 ＢＡＲはる風 － 手作り弁当・総菜の販売事業

大阪府 株式会社ＳＴＹＬＥＣ 9122001032968 対面販売からの転換。ＬＰ作成によるＥＣでの化粧品販売の強化

大阪府 株式会社ミーツ不動産 8122001033298 非対面型接客・営業活動モデルの実現並びに業績拡大を目指す

大阪府 Ｒｅｍｅｒｃｉａｎｔ株式会社 9122001023661 オンラインファッション展示会

大阪府 タンドラム株式会社 8122001031921 宅配弁当他の複数事業展開とネット販促強化

大阪府 なかがわ司法書士事務所 － ホームページ開設によるエンドユーザーの集客・販路開拓

大阪府 有限会社ディエムディ・ジャパン － 新商品開発と新たな販路開拓（ＥＣ販売）で新規事業を展開

大阪府 楓林軒 － 宅配（デリバリー）による新規開拓事業

大阪府 さわい洋品店 － ファッションオンラインサロン＆ＷＥＢ通販チャネル構築
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大阪府 日本鳩対策センター株式会社 5010901029826 ドローンを活用した非接触による鳥害調査の実施

大阪府 アメニティーコーポレーション株式会社 2122001028246 リアル店舗とＶＲ空間を活用した次世代型ビジネスモデル

大阪府 有限会社森本 4122002004913 ［ネット販売］

大阪府 ヘイデンホーム株式会社 1122001032950 ＨＰリニューアル～中高年層でもみやすいＨＰで販路開拓

大阪府 株式会社常吉 4120001208064 百貨店対面販売からＷｅｂサイト非対面販売への転換

大阪府 有限会社三喜製作所 5122002006025 展示会に代わる営業ツールとして動画とｗｅｂを活用するＰＲ事業

大阪府 株式会社ＯＢＵ 7122001029776 キッチンカーによる屋外テイクアウト店の展開

大阪府 あき整体院 － オンラインカウンセリングで収益改善

大阪府 株式会社エヌカンパニー 8122001032829 安定化二酸化塩素を主成分とした除菌消臭剤の製造販売。

大阪府 Ｎｅｋｏｂｏｓｈｉ猫星 － 子猫販売や猫カフェ経営開始による販路開拓

大阪府 株式会社可門プリントラボ 7122001001611 オンデマンド印刷機導入によるコロナ禍対応製造供給強化計画

大阪府 シャラド － テイクアウトと宅配、ＥＣ販売への移行に関わる製造強化への投資

大阪府 合同会社Ｅｄｕｔ 1122003001689 宅配サービス、インターネット利用による新市場の開拓

大阪府 株式会社ボスコリサイア 2120101051572 テイクアウト料理の安全保障面の充実及び食中毒予防

大阪府 株式会社智泉 3120101053378 キッチンカーによるテイクアウト事業及び泉大津市への社会貢献

大阪府 ロシェル株式会社 2120101056968 非対面型オンライン営業活動強化事業

大阪府 三輪輝 － 気軽に相談できるＺＯＯＭサロンの設置

大阪府 オーテックフジ － 最新機器で見えるデータ化と見積・診断・納車、非対面化改革事業

大阪府 スポーツスイート合同会社 8120103003450 自社通算サイト構築とコンテンツ配信で売上げアップ計画

大阪府 仕出し料理高光 － ウェブ注文受付と新商品開発によるネット販売新規開拓事業

大阪府 カスガアパレル株式会社 7120101047087 サスティナブルな手作り日傘の作成、セミオーダーのワンピース作成事業

大阪府 鉄板ばるＦｕｒｕｆｕｒｕ食堂 － 店舗改装による客席数増席とネット注文受付開始事業

大阪府 株式会社ダイエーホーム 9120101041666 対面商談のみに頼らないインターネットの活用による営業

大阪府 阪南メディアリンクス株式会社 2120101043603 非対面での打ち合わせ・発注システム

大阪府 ふじばやし鍼灸整骨院 － ・オンラインヨガで心と身体の健康をつくろう！

大阪府 株式会社ザイドパートナーズ 3120101056629 非対面による営業活動とドローン・ＶＲ撮影による販路開拓

大阪府 株式会社ＹＡＳＵＤＯ 1120101060252 ＩＴシステムを活用した非対面型営業の促進と販路拡大

大阪府 株式会社ＮＯＧＩＫＵ 1120901034562 懐石料理で使用している厳選食材をネットで販売！ＥＣ強化事業

大阪府 ＧＲｉＮ＋ － インバウンドセールスのためのウェブサイト構築と広告実施

大阪府 フロマジェリーアンドチーズバルカゼウス － 非対面販売の強化による、世界のワインとチーズの販路拡大事業

大阪府 有限会社ノイズ 6120902011003 ウエブ上での新商品と着こなしの提案で来店を促す、及び販売

大阪府 株式会社ルクセス 2120901032631 「オンライン受注のためのＷＥＢシステム構築と販路拡大」

大阪府 合同会社レリーサキューブ 9120903002816 ホームページ活用で新規顧客開拓とコンサルティング拡充計画

大阪府 株式会社カードマップ 8120901037947 ホームページやＳＮＳを活用した非対面での越境決済システムの販売。

大阪府 株式会社シガー 9120001211088 オリジナルホームページでの生肉の通信販売
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大阪府
株式会社トータル・フィットネス・コンサル
ティング

7120901016563 ＦｉｔＢｉｚオンライン塾（フィットネスビジネススクールオンライン塾）

大阪府 ねき － 新商品の製造とテイクアウト販売の拡充

大阪府 株式会社青谷フード 2120901019091 事業形態変更に伴うテイクアウト・デリバリー型移動販売の開始

大阪府 株式会社ＴＫ２３ 8120901042055 オウンドメディア＆動画製作ビジネスシステム構築

大阪府 有限会社金の水研究会 9120902010010 サプライチェーン再構築と販路開拓による事業力強化

大阪府 高槻市プライベートサロン・セミミ － オンライン予約・ＥＣサイトでの販売、サービス提供

大阪府 山内珠算教室 － みんなついてこい！オンラインそろばん

大阪府 株式会社エブリワンダイン 7120901040836 家庭で高槻バーガーが楽しめる配達サービスの拡充整備

大阪府 株式会社ＳＩＮＷＡ 6120001189344 「真心で近づく、安心・安全優先の店舗創り」

大阪府 Ｐｒａｔｔｏ　Ｃａｆｅ － ３密を避けたテラス席の設置で安心して外食が出来るお店に！

大阪府 山城 － コロナ対策として販路拡大、新規顧客拡大の為の店舗改装事業

大阪府 株式会社ひまわり不動産 1120901034934 「オンラインコミュニケーションによる不動産管理維持と発展」

大阪府 株式会社Ｓｕｎｉｔａｓ 7120901036116 ＥＣ（楽天市場）への事業展開

大阪府 ナッシュビルウエスト － 「ライブ映像配信システム導入プロジェクト」

大阪府 マネー＆レッスンカフェ － 学ぶから稼ぐまでを育てるＷＥＢ講座を集めたサイトの企画運営

大阪府 株式会社ＦＩＥＬＤ土香 9120901017064 ＳＮＳでの商品ブランド戦略強化と商談システムの構築

大阪府 株式会社甲和ビルド 8120901033756 遠隔操作で内覧を可能に！仲介物件の取扱件数を増やし顧客獲得！

大阪府 山田大地 － 飲食店舗イメージ動画を無料で作成し販路拡大に繋げる事業

大阪府 みなせ － 店内飲食来店客の回復と島本町在宅給食サービスの販路拡大

大阪府 Ｌａ・ＳＡＲＡ － 既存顧客の来店促進とテイクアウト事業の開発

大阪府 株式会社クロックアップ 7020001098959 大革新！カフェと非対面セルフエステ店が大阪発コラボ！

大阪府 ｃａｆｅＮＥＵＴＲＡＬ － 地元産の食材を使用した商品などのデリバリー販路の拡充

大阪府 合同会社Ｂａｌａｎｃｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ 5120903003149
『健康な心身作りに特化した新パーソナルレッスン』と『安心・安全・快適な新ス
タジオ

大阪府 高槻ＣＨＩＩＢＯデリバリー － 地元の飲食店をコロナから守るデリバリー事業の販路拡大

大阪府 豊中象屋 － 和菓子に於ける日本らしさの演出とネットによる訴求。

大阪府 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｔａｋａ － 非対面型によるセラピスト講座等のオンライン事業の仕組み構築

大阪府 鶏さん － 魅力ある商品を開発しＥＣサイトでテイクアウトと通販に取り組む

大阪府 株式会社テンマデンキ 9120901011546 看板製作と店舗外装工事によるリフォーム部門の認知度アップ事業

大阪府 有限会社あたけ 3120902009421 日本料理をご家庭でも。宅配・ＥＣ事業による新規顧客獲得

大阪府 のりまきのすけ － 「新型コロナと共存する為の多様なテイクアウトに対応する事業」

大阪府 有限会社紋珠 4120902011459 「製炭現場のリアル情報を画像共有できる遠隔管理システムの構築」

大阪府 株式会社ＳｍａｒｔＰａｐｅｒ 9120103003103 「サービスのオンライン化への変容と、広告活用による新規顧客獲得」

大阪府 輝自動車工業株式会社 2120101037170 ヒカルアプリ制作と関連ホームページ作成事業

大阪府 合同会社ＳＵＭＩＹＯＳＨＩ　ＪＡＰＡＮ 3120103003604 海外企業との遠隔商談簡素化・強化対策

大阪府 平誠機械株式会社 3120101045367 パレタイジングロボットシステム及び関連装置の自社組立、販売
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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

大阪府 株式会社ライフサポート関西 9120101047382 ホームページ作成とメール自動送受信システムによる効率化

大阪府 株式会社ＨＧＬ － 自社ホームページ作成とネット販売による販路拡大事業

大阪府 木彫前田工房 － 生産性向上と新商品開発促進のための機械の導入と店舗改装

大阪府 株式会社雪本米穀 2120101051408 加工食品（漬物）・お弁当（介護向け）のデリバリー販売事業

大阪府 アンヴィ・ジャパン － 世界に届け！販売用ＥＣサイトの開設による販路拡大事業

大阪府 株式会社はる 1120101051994 コロナに打ち勝つ！オンライン治療家向けセミナー

大阪府 内山商店 － 自社ＥＣサイト（水なすぬか漬）の新規作成による販路拡大

大阪府 大地建設 － テレワーク環境の整備と非対面式営業システムの導入

大阪府 寺山造園土木 － 非対面コミュニケーションや情報提供のオンライン構築

大阪府 有限会社フクハラ 2120102022572 非対面でできる漢方相談システムの構築

大阪府 ユーシン － テレワーク導入・非対面式営業のＩＴ化とショールーム設置事業

大阪府 株式会社クニイチ 4120101036605 卸売業からの脱却！ネット販売構築の為のＥＣサイト開設

大阪府 コンパス － オンライン対応及び感染症予防の推進、その広報宣伝活動

大阪府 株式会社Ｋ－ＣＲＡＦＴ 9120101056243 ホームページの開設を通じた非対面型営業による販路開拓事業

大阪府 東商事株式会社 6120101037519 だんじりＤＶＤ物販のＥＣサイト構築による販路拡大事業

大阪府 整体院つなぐ － 新施術法導入と新商品で独自性を出し、認知、販路開拓を推進

大阪府 株式会社英之 8120101041048 既存宅配業務拡大と店内コロナ感染予防対策事業

大阪府 旬彩炭火焼きさくら家 － デリバリー事業拡大とコロナ対策に伴う改装工事計画

大阪府 有限会社レーヴェ 2120102027794 Ｗｅｂによる非対面販売事業と増産のための大型生地ミキサー導入

大阪府 デッキワン － ＨＰ・動画・自社ｗｅｂショッピングサイトによる販路開拓

大阪府 ２９ＫｉｔｃｈｅｎＭａｓｕｄａ － テイクアウト、デリバリー飲食店へのビジネスモデル転換

大阪府 福田農園 － 泉州一美味しいといわれた水ナス浅漬ウェブ販売強化展開事業

大阪府 株式会社田中家具製作所 2120101037092 桐箪笥の洗い替え・修理サービスを完全非対面で全国展開する事業

大阪府 株式会社エスケイエス 8120101046534 キッチンカー導入による自社商品の販路開拓

大阪府 株式会社みかん山本舗 3120101046506 自社商品と「大阪のオバチャングッツ」販売の為のＥＣサイト構築

大阪府 有限会社三季 9120102021626 感染症対策消毒業務の新規参入事業

大阪府 ＡＬＢＥＲＧＯ　ＡＳＰＥＲＡ － ネット販売を中心とした事業展開とパンフレット作成

大阪府 ネイルサロンＰ＆Ｂ － 脳トレネイルシールでリモートレクリエーション

大阪府 株式会社志ｃｏｃｏｒｏ． 7120101060494 自社ＥＣサイト開設と思いを叶えるオーダーシステムの構築

大阪府 ココ整体院 － ネット上で新規や既存客に日常生活の注意点・セルフケアを伝える

大阪府 心空感 － オンラインショップ開設によるこだわり焙煎コーヒー豆の販路拡大

大阪府 株式会社ＶＲＯＯＭ　ＶＲＯＯＭ 2120101061407 キッチンカー導入による地域活性化

大阪府 株式会社ワンズ 9120101039264 対面型販売から、非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 ハギ美容室 － コロナ対策としての店舗設備拡充とインターネットでの集客活用

大阪府 株式会社誉穂 4120101060357
非対面型電話占いのシステム開発（ＥＣサイトの構築）、クレジット決済代行に
よる料金
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

大阪府 株式会社ホームサポート 8120101051419 非対面型ビジネスモデルへの転換・テレワーク環境の整備

大阪府 株式会社新空港サービスエージェンシー 8120101038176 非対面型ビジネスモデルへのチェンジ計画

大阪府 岸本 － フィルムカメラの国内独自ネットショップの立ち上げ

大阪府 オークサーフ － テレワーク活用による製図の非対面のサポートサービスへの転向

大阪府 らいくカルチャーくらぶ － コロナウィルス対策を踏まえた路面店への展開と事業の安定化

大阪府 アクア・オリジナリティ － オンライン環境を活用した営業活動による新規顧客の獲得

大阪府 八木　梓 － オンラインツールを活用してイラストレーターとしての販路開拓

大阪府 Ｌｉｋｅ合同会社 9120103002244 コロナウィルス対策の店舗設備拡充と広告での実施内容の訴求活動

大阪府 株式会社めりーらんど 5120901033461 コロナ禍からの復旧と「オンラインレッスン」構築の取り組み

大阪府 株式会社成田家 3120901001511 テイクアウトへ改装と地元味噌を使ったふるさと納税返礼品の開発

大阪府 シニア＠プロジェクト － シニアの健康づくりの専門家によるオンラインサービス

大阪府 稚乃針灸整骨院 － 電子書籍の出版、ＹｏｕＴｕｂｅ広告による販路開拓

大阪府 渡や － 「コロナ感染予防のための店内改装で、安心安全な飲食空間の提供」

大阪府 フルダイニング －
①日本人向け料理教室、②海外の人向け料理体験、③海外の人向け茶道体
験、④海外の人

大阪府 株式会社光柱屋 9120901036304 地域のお客様が自宅から申し込みできる宅配買取ＷＥＢサイト　ＫＯＪＩＹＡ

大阪府 有限会社関西中央アグリ 3120002072023 安心、安全、味の良い野菜のネット販売システムの構築

大阪府 わかほ薬局 － 非対面販売と新商品をＨＰ作成による告知で販路拡大

大阪府 有限会社藤熊食品 6120902001409 ホームページ再構築によるＳＮＳを用いた販路開拓

大阪府 個別学習のセルモ茨木学園南教室 － 自宅で学べるオンライン授業の提供とその広告宣伝活動

大阪府 靖島リフォーム株式会 120901038194 非対面営業。セルフ見積り型ホームページ作成事業

大阪府 株式会社テラサルース 3140001107521 女性目線でのコロナ対策の次亜塩素酸水のＥＣ販路拡大・顧客確保

大阪府 ポーラスマイル － 【オンラインカウンセリングとパーソナル個室で安心してエステを！】

大阪府 夢ペンギン村、鳥作まる － テイクアウトへの改装と自社商品の地方発送とネット販売開発

大阪府 株式会社ミルイオン 5120901042149 質量分析イメージングの受託分析サービスのより安定した提供

大阪府 株式会社ＣＲＥＷ 120901018246 弊社のオリジナルたこ焼きセットのネット販売

大阪府 茨城グリル － 自慢の肉料理のＷＥＢ販売による商品開発と新規販路開拓

大阪府 高間酒店 － 自社ウェブサイトの更新とＷＥＢ無料公演による販路開拓

大阪府 さかな屋茨木吉房 － シーフードマイスター厳選・旬の食べてみたい魚の宅配便

大阪府 株式会社創造舎 8120001116494 ＷＥＢとＩＣＴを活用して売上の向上を図る為のトライアル事業。

大阪府 株式会社ＡＳＯＢＩＬＩＴＹ 9120901036353 安全な自宅トレーニングのオンライン指導の導入と新規顧客獲得

大阪府 Ｌｉｆｅ　Ｊａｐａｎ － 自社国産商品の開発及び販売

大阪府 はだ鍼灸整骨院 － 機器導入による感染リスクの回避と動画による安全対策のアピール

大阪府 ＫｕｋｕｎａＹｏｇａ － オンラインヨガで全ての世代の「心身の健康」をサポートする事業

大阪府 有限会社ティンバーファクトリー 5120902002184 脱モデルハウス！！モデルハウスに頼らない営業スタイル

大阪府 ｈａｈａｔｏｋｏｃａｍｅｒａ － 世界に１つだけセルフプロデュース記念日撮影サポート
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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２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

大阪府 有限会社長友電業社 2120902021206 単独顧客状況の解消への取り組み

大阪府 ｙｕｍｙｕｍｊｏｕｒｎｅｙ － 露店出店による販路拡大とプール施設とタイアップした非対面化

大阪府 パソコンスキルＣＡＳＡ － レッスン動画の提供による販路拡大と、教室のコロナ感染予防対策

大阪府 井上貴之事務所 － ＩＴ活用による非対面営業への転換と新サービスの宣伝と顧客獲得

大阪府 Ｒ’ｃｏｉｎ（ラクワン） － オンライン化による集客力・販売力強化とＢｔｏＢ分野の拡大

大阪府 ＪｅｄｅｎＴａｇ － 新しい生活様式・非対面型ビジネスでの販路開拓・新規顧客獲得

大阪府 ＫｏＴｏサウンド合同会社 2120903003011 演者も観客もオンライン！リモ－トライブ・リモ－トイベント！

大阪府 チバ保健薬局 － 新規サプリメント開発およびアフターコロナ販売体制の確立事業

大阪府 ゆめつぼ － こども専用ダイエットオンライン相談所の開設

大阪府 株式会社ＷＡＮ 9120901037946 新規事業に伴うシステム構築と動画コンテンツによる新規顧客獲得

大阪府 阪急　次郎長 － 新たなＨＰ・チラシの制作・送付による　非対面事業への強化

大阪府 テルワット合同会社 8120903002932 防草シート、遠隔モニター導入による電力の安定供給と生産性向上

大阪府 株式会社木のめ舎 5120901039979 オープンな事務所改装と飲食店のコロナ対策とともに売り上げアップ計画

大阪府 株式会社セリショップ 9120901042263 自社ＨＰ及びネットショップ構築とチラシ活用による販路拡大

大阪府 株式会社ユーロプランニング 1120901012254 注文住宅専用のオプションブック制作

大阪府 株式会社ケーラボ 8120901039761 衝動性眼球運動オープンイノベーションサイトの開発

大阪府 浜村興業 － ｖａｒｉｏカルチャースクール

大阪府 メンテナンスストレッチアソシエーション － リモート（オンライン）レッスン導入で笑顔をつなぐ

大阪府 美音ミュージック － オンライン・プラットホームの導入による売上拡大

大阪府 株式会社バーブワイヤー 8120901007982 ＷＥＢ完結型コンテンツおよび製品の販売

大阪府 関西ファシリティーズサービス株式会社 2120001179547 警備事業開始による安定収益化

大阪府 駅うどん吹田 － 昔ながらのうどん屋さんが行うネット注文によるデリバリー

大阪府 有限会社三陽美装 2120902006353 情報発信の強化による新規客獲得とリピート率・客単価アップ

大阪府 株式会社ジーテックジャパン 4120901014215 ＷＥＢ営業による安全でスピーディーな経営

大阪府 株式会社ｋｕｎこころの宮総合カレッジ 2122001024831 オンラインで心理カウンセリングと研修の開催

大阪府 株式会社オレンジパオ 120901005757 「研修動画の活用によって企業の人材教育に貢献する」

大阪府 アシスト学習塾　五月が丘校 － ニーズに合ったオンデマンド動画講座の構築

大阪府 レコンフォルテ － テイクアウト商品のインターネット販売の導入、生産性向上

大阪府 クレセント株式会社 3120901030007 対面型Ｗｅｂコンサルティング事業から非対面型への転換

大阪府 ｍ’ｓ　ｋｉｔｃｈｅｎ － コロナ対策　ネットによる店内の状況を可視化と新規客取り込み

大阪府 スタジオシアノス － オンラインサービスの提供のための窓口づくり

大阪府 株式会社アルコバレーノ 1120901041360 管理システム入りＷＥＢサイトの開設

大阪府 千里合同会社 9120903001181 障がい者のオンライン介助とメンタルサポート事業

大阪府 株式会社ジラジャパン 5120901015740 有機酵素事業の事業拡大に伴う、非対面型事業の拡大と設備投資

大阪府 ファニービー吹田 － オンラインカウンセリングによる新規顧客獲得計画
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

大阪府 ＭＣ事務所カルテット － ＥＣサイトの新規作成とオンライン講座のスタート

大阪府 ＭＯＲＩＹＡ － オンラインレッスン導入のための環境整備事業

大阪府 有限会社ピクセルプロック 7120902007363 ４Ｋの高精細高音質映像の編集・配信が可能なスタジオ事業

大阪府 ＫＡＮＡＵ合同会社 6120903001639 オンライントラベルと「ご近所宿（マイクロツーリズム）」の推進

大阪府 癒しｔｏ絆ｓａｌｏｎ　Ｎａｉ’ａ～ナイア～ － オンラインショップ及びダイエットサービスによる販路開拓

大阪府 三功株式会社 6120901006664 Ｗｅｂ見学・予約・相談システムの導入し売上向上と業務効率化

大阪府 オフィスＦＰ　Ｌｉｎｏ － オンラインスクール化と動画・音声メディア販売

大阪府 ピアチェーレ　カラースタジオ － ホームページ開設と無料カラー講座のオンライン化による販路開拓

大阪府 株式会社ヴィレッジ 2120901005513 消費者の不安をオンライン商談で払拭、新規反響獲得プラン

大阪府 ＨＡＩＲ　ＯＣＥＡＮ － コロナ対策を目的とした設備購入・店内改装による顧客の維持継続

大阪府 まちなか特許事務所 － 地方経済を活性化するオンラインを中心とした知財サービスの提供

大阪府 お好み焼き野の香 － お持ち帰りを増やし安心安全な環境をつくる非対面化推進事業

大阪府 株式会社ベネッセア 8120901041841 福利厚生サイトで待って、ユーチューブＣＭ動画で攻める

大阪府 イズムリフォーム株式会社 8120901042492 アナログから脱出！ネットを駆使したサービスで顧客接点を増やす

大阪府 上野 － 非対面型賃貸募集システムとウィズコロナ対策住宅

大阪府 江坂さくら結婚相談 － 結婚相談所が運営する非対面型セミナー「婚活予備校」の設立

大阪府 むらつ鍼灸接骨院 － アスリート故障治療と事故防止に特化した接骨院としての告知活動

大阪府 合同会社リバティ 2120903002203 安心してトレーニングできる環境づくりのための手洗い場設置

大阪府 岡田建装 － 軽天工事の認知度向上による新規顧客開拓及び職人育成事業

大阪府 株式会社ＫＩＳＡＫＵ 1120901033853 ＦＣオーナー募集時の非対面面談とテレワークの実現

大阪府 Ｈａｒｕｎ／ハルン － 『ｅラーニング開発＆オンライン化の導入』による新規顧客の獲得

大阪府 有限会社コル 3120902002681 ＷＥＢカウンセリングと新メニュー導入でサロン改革売上アップ。

大阪府 ＦｉｒｅｆｌｙＥｎｇｌｉｓｈＤｉｓｃｏｖｅｒｙＣｅｎｔｅｒ － オンライン非対面型システム構築と実店舗での新規顧客の獲得

大阪府 株式会社ｉｓｐサービス 120001174788 新規事業展開のため移動販売車によるバーベキュー用生肉販売計画

大阪府 田中那哉 － 非対面営業への転換及び内装工事業開始による新規顧客獲得

大阪府 Ｓｋｅｌｅｔｏｎ　Ｄｒ．ｎｅｎ － 訪問美容サービスを通して全ての方にサロンと同じ喜びと満足を

大阪府 株式会社大阪松風 6120901036455 【デリバリーの開始とＷＥＢ広告で販路拡大】

大阪府 株式会社アクセル 1120901035791 ＥＣサイト開設による新規販路開拓

大阪府 サンフィールド株式会社 1120901031089 外壁・屋根リフォームのＷｅｂ見積りサイト構築による一般顧客開拓

大阪府 トラットリアイルフィオレット － テイクアウト商品販売強化　冷蔵ショーケース＆テーブル＆棚設置

大阪府 ５ｃｒａｚｙ － 既存顧客のフォロー強化！顧客満足度向上から紹介発生を狙う

大阪府 よろず屋太郎 － 新規事業としての『講師育成事業』および『英会話事業』

大阪府 岸部カイロプラクティック － 「オンライン対応出来るセルフ整体ｗｅｂ講座販路開拓事業」

大阪府 リンクリング － 『オンラインレッスン』サービスの導入による販路開拓

大阪府 畑見行政書士・調査事務所 － 新事業としての防犯、調査用の小型カメラ専門店のＥＣサイト立上
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大阪府 株式会社ＣＥＮＴＲＡＬ 2120901035378 ＷＥＢサイト強化（商品出品までの業務の効率化）

大阪府 クライメイト・クリエーション － 非対面型の独自コンテンツ販売システムの確立

大阪府 株式会社ＫＯＵＫＩ 9120901041394
売上高増強のためのエステ機器の導入とＥＣサイトでの物販－ボディエステの
メニューを

大阪府 カミナリギャング － 「店舗開店に伴い知名度アップと売上を加速させるための広告活動」

大阪府 麦秋 － 麦秋

大阪府 株式会社東山ベジフル 8340001016193 加工用有機ごぼうの生産強化事業

大阪府 炭火焼ダイニング３６９ － 炭火焼のチルド商品開発とネット通販の開始による売り上げ拡大

大阪府 株式会社ＣＡＳＡ　ＣＯＭＯＤＡ 2122001026159 国内旅行者向け集客サイトの新設による経営の安定化

大阪府 株式会社大西東山造園 6120001076229 テレワーク環境の整備

大阪府 ｇｕｉｔａｒｗｏｒｋｓｈｏｐ２４４ － 対面型レッスンからＩＴ技術を活用したオンライン型レッスンへ

大阪府 炭焼きキッチンとりこ － 『オゾンで安全安全を！！』感染症対策による販路拡大事業

大阪府 タウ・ステーション － 漢方・薬膳でおうちごはんを豊かにするオンライン講座の新規事業

大阪府 大阪切手会 － 【世界から「日本切手、日本文化をお取り寄せ！」システムの構築】

大阪府 デザインオフィス　リバー － 低価格で実現する非対面型ＶＲ営業提案

大阪府 有限会社三好商店 1122002014915 ホームページを非対面通販サイトに刷新

大阪府 株式会社Ｃｒｅ．ｍｏｒｅ 7122001033019 『セルフ脱毛機』の導入と『応援キャンペーン』によるＶ字回復

大阪府 合同会社茶屋吉兵衛 122003001486 新規事業「茶吉庵カルチャー倶楽部」の販促チラシ及び動画作成

大阪府 ゆる和食 － 食材キッドとオンライン講座で「ゆる和食（Ｒ）」の輪を広げよう！

大阪府 ＺＸＤＩＶＩＮＧ大阪 － カラマ干物店オンラインショップ開設

大阪府 合同会社ＳＯＬ　ＣＯＭＯＤＡ 1122003001053 ４コママンガ活用でブランド浸透と潜在顧客の掘起しでＶ字回復

大阪府 株式会社大德 4122001025266 【ＩＴによる新規入居・観光客集客増加と収益物件のコンサル・仲介】

大阪府 株式会社プランドール 9120001116320 クッキーショップアンジー　西宮市夙川店における通販拡大計画

大阪府 八尾・心理カウンセリングの会 － 「コロナに負けない・次世代型メンタル講座プロジェクト！」

大阪府 有限会社ひかり写真室 5122002014597 「地元自慢の写真スタジオ」への非接触化と接客力強化、看板設置

大阪府 株式会社スタッフプラス 1120001138454 フードトラックイベントの実施

大阪府 あいりす司法書士事務所 － ホームページ作成による非対面型ビジネスへの転換

大阪府 Ｑ＋ － 非対面での新規開拓営業の促進

大阪府 ランモックカフェ － 本格エスプレッソによるテイクアウトへの転換事業

大阪府 株式会社桃林堂 1122001019378 桃林堂オンラインショップ　リフォームプロジェクト

大阪府 おてんきや鍼灸整骨院 － インターネットによる新しいビジネスとコロナ対策のＰＲ。

大阪府 コンディショニングワークス有限会社 1122002016309 訪問型コンサルティングからオンラインデジタルトランスフォーメンション

大阪府 株式会社るいす 6122001020629 ｅコマース事業の構築

大阪府 株式会社Ｐｌｕｓ・ｉ 5122001026247
①インターネット販売による新事業の拡大　②新商品販売の為、自社サイトに
よる広告や

大阪府 株式会社八光堂寺院仏具 7122001019769 ＥＣサイトによる非対面型ビジネスの展開

大阪府 株式会社ＯＮＥＭＩＮＤ 2122001027396 全国に対する通販サイトの立ち上げとそれに伴う広告活動
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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

大阪府 アユミ機械株式会社 7122001028431 オンラインによる美顔器の製造及び販売体制構築

大阪府 ＡＳＣメディカルラボ － 健康商品販促品制作とシェアにより顧客の経営を守りかつ販路拡大

大阪府 Ｗｅｂ制作 － 電動歯ブラシのサブスクリプション型サービスの展開

大阪府 株式会社エスタカード 5122001032286 １）非対面型のサポートｗｅｂシステムの構築・提供（ＨＰ）

大阪府 まめいち － 店頭販売からＥＣサイトによる広域販売への転換

大阪府 フコク産業株式会社 3122001021357 抗菌・防災・静電気防止のドアノブカバーの製造・販売

大阪府 有限会社協栄製作所 4122002012949 自動紙折機導入による従来の外部委託作業の内製化

大阪府 グリーンオフィス　ベルデ － お花のレッスン動画をスマホサイトで配信し非対面型販売への転換

大阪府 川崎こども将棋教室 － 幼稚園年中から高校生を主な対象したネット将棋教室

大阪府 ひなた鍼灸整骨院 － ＥＭＳ及びコアレミニ導入によるトレーニングでの販路開拓

大阪府 ＭＨＫ合同会社 1120903001222 対面式・オンライン授業の選択できる制度への移行

大阪府 合同食品株式会社 8120901023682 ナチュラルコロッケ「ｍａｇｏコロっ」の情報発信強化

大阪府 株式会社Ｈｅｙ　Ｄｏｇｓ 2120901040114 愛犬のしつけ通して幸せを提供するホームページの作成

大阪府
ヨガピラティスボディメイクスタジオアンカ
サ

－ Ｗｅｂ会議システム「ｚｏｏｍ」を用いたヨガレッスンの導入

大阪府 山庄北村製茶場 － 本物の宇治茶をＥＣサイトで国内・海外へ。

大阪府 テクニカルライフ － 楽々！おうちに居ながら片付け上手になれるオンライン講座の開拓

大阪府 株式会社ユーエム 4120001186632 防犯カメラ工事簡易見積り及び防犯機器ＥＣサイト設立運営

大阪府 株式会社村人Ａ 9120901042574 現地見学せずにＷｅｂからリアルに判断できる入居促進事業

大阪府 エフシーブレイス株式会社 7120101030167 非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 料理屋くおん － 移動販売・ＨＰ・看板などによる中食事業環境整備と販路開拓

大阪府 志水里衣 － オンラインレッスンでの音楽教室に伴うＨＰ制作と販促物制作

大阪府 有限会社アトリエ笠井 7120902021224 地域密着型キッチンカー事業への取り組みによる収益構造改善計画

大阪府 ｅｎｊｏｙｌｉｆｅ株式会社 7120901039382 リモートを制しあなたも私も販路拡大売り上げ増大計画

大阪府 株式会社ヴァイアンドカンパニー 2120901028290 オリジナル豪州輸入商品の小売り市場開拓事業

大阪府 江本　雅一 － ウェブを活用したセミナー及び個別相談推進による新販路開拓

大阪府 おばんざい屋Ｍａｒｕｔｏｋｕ － おばんざいのテイクアウト開始を中心とした新規顧客層の獲得

大阪府 Ｉｎ　Ｗｏｎｄｅｒ － ワークショップ動画の制作によるオンラインコミュニティの強化

大阪府 株式会社アイデン 7120901031835 「愛犬共生住宅」ショールームの「オンライン接客」サービス

大阪府 株式会社ぱんだの庭 3120901040096 新たな家庭学習コンテンツの販路・新規顧客開拓の為のＨＰ改修

大阪府 株式会社ディーラリエ 6120901031357 オリジナル商品宣伝のためのＨＰ更新と新規顧客開拓ツール作成

大阪府 株式会社Ｓｐｉｒｉｔｓ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ 2120901039370 世界に日本の文化をオンラインで体験できる取り組み

大阪府 株式会社ワークアンドハーフ 7120901030671 面談予約システムを備えたサイト構築とＷｅｂ会議システムの導入

大阪府 株式会社ｕｃｏｂ 1120901041443 ＵＶプリンター導入により外部生産から自社生産への切り替え

大阪府 株式会社サクセスシェア 5120901027397 オンラインによる飛び級（１年先取り学習）授業

大阪府 弘屋 － 有名フレンチの味を自宅で味わえるテイクアウトシステムの導入
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大阪府 有限会社フィールズ 2120902019553 ＨＰ制作による新規顧客獲得、ＥＣ販売による継続的な販路開拓

大阪府 マッシブダイナミック － 仕入れ事業とネットショップ事業のウェブ構築化

大阪府 ＬＯＵＴＲＥ － 券売機を導入し接触の機会を削減することで安心感の増加を図る

大阪府 株式会社ココロニア 6120901040069 ＷＥＢペット供養の構築及び販路拡大

大阪府 株式会社サンイーブン 8120901033005 新型コロナ感染症対策に用いる弱酸性次亜塩素酸水の増産・拡販

大阪府 総合ペットセレモニー株式会社 3120901029288 ＥＣサイトでの物販強化とサイトでの自動見積もりシステム導入

大阪府 炭火焼肉慶州館 － ＨＰ制作により宅配強化、オリジナルタレのネット販売

大阪府 株式会社ＮＩＣＯ 5120001164323 飲食店も小売店も買い物弱者も救うデリバリーサービス展開

大阪府 メナードフェイシャルサロンＰｕｒｅＰａｎｓｙ － エステセラピストの育成強化による販売力拡大

大阪府 Ｗｏｏｄｉｎ　ｄｅｓｉｇｎ株式会社 6120901042016 自社オリジナル餡を活用した持ち帰り商材の開発とネット販売事業

大阪府 株式会社クロックワークスタジオ 7120901029821 縫製ものづくりオンラインサロン実現に向けた編集スタジオの設置

大阪府 株式会社テトラファースト 1120901024729 オーダーメイドニットのＥＣサイト構築と非対面型ビジネスの実現

大阪府 株式会社クラウド漁業 6120901038716 Ｂ２ＢからＢ２Ｃへ…サプライチェーン再編、販路開拓チャレンジ（３０文字）

大阪府 合同会社ＡＬＯＮＧ 5140003013443 専門知識習得のための書籍購入及び、ＥＣ販売サイトの構築

大阪府 株式会社ＲＩＤＥ　ＯＮ　ＴＩＭＥ 3120901042729 他ＥＣモールへの販路拡大と独自の体系的な物流システムの構築

大阪府 Ｔｈｅｅ　Ｆｏｏｄ　Ｒｅｓｔ　Ｇａｒａｇｅ － 非対面テイクアウト販売の推進

大阪府 癒しの訪問美容陽和 － 「脳のマッサージ」で精神疲労と認知症の緩和を行う訪問美容事業

大阪府 株式会社ツジカワ 4120901024684 ＬＰガス販売における集金方法変更などによる業務効率の向上事業

大阪府 有限会社ユニコルセ・エンジニアリング 5120902020418 コロナで気付かされたインターネット販売による世界への販売戦略

大阪府 ＳＩＤＥＭＡＡＮ’Ｓ － ＥＣサイトとテイクアウトなど持ち帰り販売の促進

大阪府 Ｆｏｎｔｉｅｒ２４株式会社 5120901027851 ネットでＶＲや広告を使った集客できるホームページ作成

大阪府 ＰＬＵＭＥＲＩＡ　ＳＡＬＯＮ － 自社開発商品ネット販売＆ＷＥＢカウンセリングサポート開始事業

大阪府 ＧＥＡＲ － 企業向けオンラインセルフ整体で販路開拓

大阪府 株式会社ｓｑｕａｒｅｗａｌｌ 120001204426 非対面型ビジネススキルの発展とオンラインサポート

大阪府 ファーストページ － 【完全非対面】飲食店向けネット集客のリモートサポート

大阪府 船越鍼灸整骨院 － オンラインカウンセリングと院内カウンセリングスペースの拡充

大阪府 サロンドアマンシィ － アライアンスの導入により売上を大幅回復させる

大阪府 株式会社Ｍｕｓｉｃ　Ｕｎｉ　Ｓｔｒｅｅｔ 7120901037691 非対面チェックインとドミトリーベッドの完全個室化計画

大阪府 伸びる子の緑丘教室 － オンラインによる講習の確立と社会的距離を保てる教室体制の構築

大阪府 イーベルスベルク株式会社 1120901019381 自動・たこ焼き器「家族だんらん」の詳細設計と試作品製作事業。

大阪府 合同会社シンフォニックブルー 9120903001850 画像診断の受注強化とコンサルティング業務のリモート化

大阪府 ラリマースキルアップサロン － 非対面型研修ｅラーニング・オンラインセミナー・の構築

大阪府 有限会社茂浩産業 3120902018604 テイクアウト・通販のニーズに対応した手作り居酒屋料理の販売

大阪府 田中　謙一 － 脳へのヘッドスパで精神疲労や認知症を和らげる訪問美容事業

大阪府 株式会社ＴＫコーポレーション 6140001080402 非対面型サービス導入による既存顧客の維持と新規顧客の獲得
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大阪府 ＨＰＡ株式会社 1120001134800 オンラインレッスン開設でコロナ対策と新規生徒獲得事業

大阪府 デクノボー － キッチンカーによる本物の沖縄そばの移動販売・デリバリー事業

大阪府 株式会社サンオウ 5120901023578 誰にも聴けない悩みをプロに相談出来るｗｅｂサービス

大阪府 合同会社ＡＲＭ 7120903002487 再生美容アプリを開発し非対面型の接点拡大と商品販売を強化する。

大阪府 北摂ビルメンテナンス株式会社 4120901042777 チラシの作成・配布にて集客を行い、２期目以降の売上拡大を実現

大阪府 肉匠豊乃 － テイクアウトサービスのＨＰ告知による新規顧客獲得への取組

大阪府 ｉｒｏ－ｄａｍａ株式会社 7120901040118 システムに関する課題を解決できる企業認知プロジェクト

大阪府 弁護士　前嶋　幸子 － 離婚に特化したオンライン法律相談の提供

大阪府 ｂｉｋｋｙ　ｃｒｏｐ＆ｚａｋｋａ － オリジナルプレミックス粉の量産とショップサイトの強化

大阪府 株式会社三幸住研 7120901023840 家具販売のＥＣサイト立ち上げで新規事業立ち上げと販路開拓

大阪府 Ｓｐｌｕｓ（エスプラス） － 「オンラインセッションを武器に複数媒体での広告で集客を図る」

大阪府 豊中青藍塾 － オンライン学習システム導入とチラシ配布による売上規模拡大

大阪府 メナード化粧品梅田豊崎代行店 － 衛生環境整備及び非対面型レッスンによる顧客満足度向上

大阪府 株式会社ミロク経済研究所 1120001162925 「風水鑑定オンラインサービスの確立とＥＣサイトの運営」

大阪府 ＯＲＡＬ　３０　ｂｙ　ＭＡＮＵＥＬＡ － 非接触での歯のホワイトニングを用いたオーラルケアの認知拡大

大阪府 合同会社Ｅｎａｂｌｅ 2120003016649 事業の円滑化および安定化に向けた取り組み

大阪府 鍼灸整骨院南天 － 池田市鍼灸コミュニティ

大阪府 ＤＴＦ － ＳＮＳ用映像制作サポート（機材レンタル込み）

大阪府 ＭＩＹＡＭＡ － 店舗リニューアルと新商品による新規顧客の開拓と売上増大計画

大阪府 ｗｉｌｌｉｅ　ｓｔｕｄｉｏ＋ｃａｆｅ － 安心・安全な出張レッスンとテイクアウトサービスの強化

大阪府 株式会社Ｅｍｐｏｓｙ 7130001065106 オンライン家庭教師Ｏ－ｊｕｋｕ

大阪府 ガクミュージックスクール － オンラインレッスンの導入・宣伝・広告及び感染症対策

大阪府 株式会社スタッフオンリー 5120901041373 コロナに負けるな！在宅でできるダンス、ヨガ、ピラティスレッスンスタート！

大阪府 マクロホーム株式会社 5120901029113 集客回復及び非対面集客の為のホームページ強化

大阪府 ヨネマル商事株式会社 6120901039631 手に取るように良さが「伝わる」ＥＣサイトでの履物販売

大阪府 家族葬ホール　いこい － 非対面型販路拡大・認知向上・Ｗｅｂセミナー相談会活動

大阪府 木もれび鍼灸院 － ＷＥＢを活用したセミナー及びオンライン講座による販路開拓

大阪府 株式会社ワンズホテルズ 9120901038192 新型コロナの影響により、拡大するテレワーク需要の環境整備

大阪府 池嶋酒店 － ＩＴシステム導入による酒屋のデジタル化計画

大阪府 ｐｕ－ｒｉｓｍ　ｐｈｏｔｏ － 出張撮影の非対面対応へ向けた取組

大阪府 涎屋 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 特定非営利活動法人ロジカ・アカデミー 6120905005638 プログラミング教室「ロジカ式」非対面化と販路拡大事業

大阪府 藤井写真館 － 完全ネット発注対応の遺影写真作成事業

大阪府 グラフサインワークス － ～「インターネット販売における販路開拓事業」～

大阪府 ネイルサロンフィルド － 個室化、テーブルガード計画
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大阪府 神宮茶処あじゃり － 地産地消型の米に向き合う発酵精進料理の開発と非対面型販売

大阪府 ｃｕｐｉｄｏ － 新事業での販路開拓。テイクアウト専門のホットドック店

大阪府 楽笑音楽広場 － ～生徒も先生も子ども！？～『子どものがっこう』

大阪府 ＭＩＫＡＺＵＫＩ － 自社ＥＣ事業における新たな仕入れ先と商品の開拓

大阪府 株式会社ちよ松レストランマネージメント 2120101052026 「ネット販売による物販事業開始。飲食店の新たな試み」

大阪府 中徳 － 店独自の広告宣伝活動と鮮魚などの通信販売事業部門の立ち上げ

大阪府 株式会社ビューティーＷＥＢハンター 3120101059730 ウェブ広告を活用した販路の拡大

大阪府 株式会社Ｎｏ　Ｌｉｍｉｔ 2120101054699 外国人留学生が完全オンラインで就活できるようになる仕組みの構築

大阪府 京きもの晴れぎ屋 － 着物のソーシャルディスタンス販売

大阪府
特定非営利活動法人大阪府重症心身障
害児者を支える会

2120005007869 医療的ケアの必要な重症心身障害者のグループホーム事業

大阪府 ｉＣＲａＦＴ泉佐野りんくう店 － スマホ修理の内製化、出張修理等で新規販路の開拓

大阪府 パティスリーアンスリール － ケータリングサービス「ＳＨＥＮＳＨＵ　ＰＡＲＴＹ」

大阪府 ドン － インターネット予約を通じた新規顧客獲得と店舗ＰＲ事業

大阪府 有限会社マインド・ピープル 2120002073105 昭和風情のハイブリット型ヨーロピアン喫茶。

大阪府 せんば堂 － 新規顧客開拓及びネット販売等の販路開拓による売上拡大

大阪府 有限会社杉村工業 2120002071645 サプライチェーン維持と生産体制強化！

大阪府 Ｓｕｍｉｒｅ　ＫＵＺＵＨＡ － 『ソーシャルディスタンスサロンの構築』

大阪府 パソコン教室＆デザイン制作リトルツリー － 放課後デイサービス向けタイピング教材の制作

大阪府 株式会社ＳＩＳ 3120001199003 ｉＰｈｏｎｅ修理事業の新型コロナ対策ビジネスモデルの構築

大阪府 串虎枚方店 － 再オープンの連続告知と販売チャンネルの複数化事業

大阪府 輝響コンサルティング － 非対面型指導の確率と新規顧客獲得の為の新規ウェブサイトの作成

大阪府 松岡　文子 － ●楽曲制作の新規受注に向けたホームページの作成

大阪府 大村　萌絵 － オンラインフィットネスサービス環境整備事業

大阪府 株式会社関西空気サービス 4120901017127 メンテナンス管理ソフト開発による非対面型積算情報システム

大阪府 結 － ゲストセルフチェックイン、持ち込まないコロナ対策

大阪府 カフェド・コロンビア － 『自宅で楽しむ喫茶店の味、自家焙煎珈琲ＥＣ販売への取り組み』

大阪府 ブックス銀河 － 古本屋非対面ビジネスモデルへの転換

大阪府 和食ダイニングあご屋 － 冷蔵庫車両導入によるテイクアウト拡大事業

大阪府 平杉整骨院 － 水素水による健康増進、非対面式販売（ＥＣ販売、遠隔診）

大阪府 いちごいちえ電力株式会社 3120001229202 ネットを活用した非対面での新規契約獲得の仕組み構築

大阪府 Ｌｉｎｇａｗ　Ｃｏｎｎｅｃｔ － ホームページ構築とオンライン英会話システム構築

大阪府 株式会社カンパニーズ 2120001177708 【ドローンを活用した屋根壁診断のウェブ広告による販売促進】

大阪府 Ｋｉｓａｓｈｉｊａｐａｎ － 伝統工芸品の海外向けＥＣサイトの拡大

大阪府 ＮＡＴＯＰ（ネイトップ） － リモートトレーニングサービスの開始アピール・ＥＣ市場への進出

大阪府 Ｅｉｔｔｏｎｅｓｓ － 【ＬＩＦＥ　ＳＨＩＦＴ－ＢＬＯＧ　ＬＥＳＳＯＮオンライン教室】
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大阪府 エイト － テイクアウト・通販の開始とＳＮＳを活用したイベントの開催

大阪府 エシカルカウンセル － インターネットによる販路開拓強化

大阪府 いづみ塾 － キャリア教育のオンライン化、ＷＥＢからの新たな販路開拓

大阪府 株式会社エイ・アール・ケイ 5120001153755 「非対面型」イベントを実現させる音声伝送装置の導入

大阪府 フジリード株式会社 2120001218016 ＷＥＢ広告運用サイト新設と自社アクリル造形体販売のＥＣ化

大阪府 Ｃａｆｅ＆ＤｉｎｉｎｇＹ － テイクアウト＆デリバリーの強化＆アプリで購買層の拡大事業

大阪府 関西ドローン － オンライン環境を用いた映像制作講習・コンサルタント事業

大阪府
ＨＩＬＯ　ＣＬＡＳＳＩＣＯ　ｈａｉｒ（ヒロクラシコヘ
アー）

－ ウイルスを恐れず安心してサービスを提案する美容室の新たな挑戦！

大阪府 天の川かささぎ － 「竈」「季節の佃煮」「米」のネット販売の立ち上げ

大阪府 株式会社ファインスター 1120001153874 痛みの予防や健康維持のためのオンライントレーニングの販売

大阪府 株式会社ヘッドリバー 8120001220300 オンライン販売強化を目的としたＰＢブランドの立ち上げ

大阪府 － ペット飼育場の改装および菌・ウイルスへの対策による品質向上

大阪府 お宿応援隊 －
「ＷＥＢ会議システム」を導入し、非対面での旅館ホテル向け運営アドバイスを
始める。

大阪府 株式会社エムクロック 3120001216927 ・非対面型オンラインコンサルティング事業

大阪府 有限会社ヨミハンオリコミ 2120002075349 Ｆａｃｅｂｏｏｋにより自社サービスを広告して集客する

大阪府 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｌｕｃｃａ － テイクアウト・デリバリー・ハイブリッドイベントによる販路拡大

大阪府 いちごいちえ － 焼肉いちごいちえの仕入れルートを活用した焼肉の通販事業

大阪府 つじ整体院 － ＬＩＮＥによるオンライン非対面型自動販売システム

大阪府 マムズプラス株式会社 2120001214931 来店型飲食事業＋配送型飲食事業『ハイブリッド型飲食事業』

大阪府 整体院なかはし － ＬＩＮＥ＠を使ったオンライン物販自動化システム

大阪府 マツダ　ミノル － ＷＥＢ事業参入で新たな販路を拡大

大阪府 トータルバランスサポート鍼灸院 － 次亜塩素酸水の自社製造による衛生管理強化と院認知強化

大阪府 株式会社共育基盤開発 4011001120526 オンラインスポット受講ができるＷＥＢシステム再構築とその他ＳＥＯ対策

大阪府 ストリングハウスリアン － 旧来型の店舗経営からオンラインを使用した新型の店舗経営の導入

大阪府 ＢＬＡＨＩＴＥ － オンラインサロン

大阪府 頂フーズ － ＩＴを活用しての非対面型での営業支援システム

大阪府 ルームス　サロンｅｔｏ － まつげエクステ技術のオンライン講習と広告での新規顧客獲得

大阪府 ＳＴＵＤＩＯ　ＡＬＡＴＡ合同会社 3120003014503 オンライン販売化、並びにオンライン集客化用の映像・画像撮影

大阪府 株式会社ｍｉｌｋｙｗｅｉ 3120001228815 デリバリー事業主向けＳＮＳコンサルティングサービスの提供

大阪府 Ｃｏｍｅ　Ｉｎ　Ｆａｍｉｌｙ　Ｃａｒｅ － ホームページ開設によるオンラインレッスン開講と販売促進

大阪府 雀のお宿 － 老舗のお好み焼きのウェブ販売やお好み焼き学校開校で販路拡大

大阪府 株式会社誠實堂製帽所 3120001149870 オンライン英会話スペース

大阪府 株式会社シードリング 5120001211067 英語学習の動画作成とオンライン学習環境の整備

大阪府 株式会社Ｂｌｅｓｓｉｎｇ 4120001218947 結婚相談とキャラクターによる地元活性化

大阪府 ムーブスアンドマナーズ － オンラインでの効果的な話し方・魅せ方のサポート事業
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大阪府 Ｇｏｏｄ株式会社 5120001169990 遠隔接客サービスの導入・新規顧客獲得のＷｅｂ制作

大阪府 ダスキン交野 － ダスキン交野　事務所及び店舗における感染防止と販開対策に向けた改装

大阪府 ＤＳｅｎｇ株式会社 1120001203737 テレワーク環境の整備

大阪府 株式会社理念のチーム 9120001200347
インターネットを活用した非対面でのフロントセミナー及びコンサルティングの
実施

大阪府 出口裕記 － 「ＷＥＢでアピールポイントを転換。保険の入口から出口へ」

大阪府 有限会社コーワコーポレーション 8120002072324 塗装板金環境の整備及び非対面ビジネスモデルの強化

大阪府 ＲｉｇｕｌｕｓＪＡＰＡＮ － オンラインミーティング会員制サイト

大阪府 ｋｙｏｊｉ － 非対面でのサービス拡大

大阪府 株式会社Ｍｏｖｅ　Ｆｏｒｗａｒｄ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ 7120001222558 「集客・販売・商品提供」のオンライン完結型システムの構築

大阪府 株式会社ブールヴァール 3010001141351 コロナ後の新しい流通形態

大阪府 Ｂｏｄｙ　ｂａｌａｎｃｅ　ｓａｌｏｎ　ｙｕｆｌａ － 新店舗への移転に伴うネットＰＲ事業

大阪府 健康ライフやすらぎ － 相談業務のネット公開による非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 株式会社メイククリエイション － 生活提案型セールスに向けたインテリア販売用ＥＣサイト構築

大阪府 合同会社ビーネ 1120003014315 インターネット媒体とポスシステムによる効率化を図った集客と売上獲得

大阪府 グラッチェ株式会社 5120001192282 「Ｄｏｎｎａスペース」対面から非対面へのオンラインスタジオ化

大阪府 関西・足うら改善センター － 新オンライン外反母趾改善プログラム

大阪府 ｔｉｘｉｔ株式会社 6130001048598 除菌スプレーの商品開発とＷＥＢ販売システム構築による販路拡大

大阪府 平戸 － 絶対まけへん！平戸の味お持ち帰りで勝負！

大阪府 みつわ － 串カツテイクアウト。地元応援企画でみんな元気に！

大阪府 株式会社あさがおねっと 9120001196916 児童療育テレシステム

大阪府 株式会社くろしお保育園 2120001190652 娯楽業への統計解析・分析サービスによる経営サポート事業

大阪府 Ｃ’ＳＦａｃｔｏｒｙ（シーズ・ファクトリー） － 新サービスのオンライン動画学習講座の撮影事業

大阪府 お好みハウスぐるまん － ぐるまんこだわりのテイクアウト始めます！

大阪府 居酒屋あしたも元気 － あしたも元気になぁ～れ！コロナになんかまけへんで！

大阪府 株式会社ディーエル・ワールド門真 120001194319 口腔内スキャナー対応のＣＡＤ／ＣＡＭによる非対面事業

大阪府 美食屋こころ － テイクアウトで笑顔いっぱい。自宅ｄｅ居酒屋！

大阪府 ｐｈｏｔｏｒｎｅ － 「ホームページリニューアルと商品撮影の新規販路開拓」

大阪府 ビジョン北川 － ネット活用・業務効率化からの顧客・受注数拡大及び新事業創出

大阪府 アトリエ鉄線 － 自社独自アプリによる集客宣伝力の強化

大阪府 株式会社Ｄｅｓｕｔｉｖｏ 1120001206467 スペインサッカーオンライントレーニング＆クリニック

大阪府 マヒナメレマヒナ － 新型コロナ後の生活様式に見合ったＥＣサイト販売へのシフト

大阪府 若狭や製麺所 － ネット販売及びスーパーマーケット参入による販路と売上の確保

大阪府 Ｌｅａｔｈｅｒ　Ａｒｔｓ　Ｊｏｎｎｅｙ － 各ＳＮＳからの流動的ＷｅｂＳｈｏｐの開設

大阪府 株式会社Ｔｈｒｅｅ　ｐｉｅｃｅｓ 1122001031449 自宅で免疫力アップを狙うスポーツジムのリモート活用事業

大阪府 ＹＲＣ保険サービス株式会社 3120001202480 ホームページの作成による新しいビジネスモデルへの転換
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大阪府 株式会社からだクリエイト 4120001160083 対面中心の販売からＥＣサイトを活用した販売体系への転換

大阪府 株式会社ｕｎｉｄｉａ 9120001169707 配信サービス～誰でも利用しやすい非対面型ビジネスの土壌として

大阪府 株式会社ウシオ 4120001155323 新型コロナウイルス対応商品製作へ向けた工場の有効活用

大阪府 ＴＯＭＯＭＩ企画 － サロンを通じ、みんなはっぴーに、継続的にスポーツを楽しもう

大阪府 株式会社山福 7120001210744 家族だんらん「ＴＡＫＯ　パー　Ｓｅｔ」の販売

大阪府 合同会社Ｐｒｏｄｉｘ 9120003013680 感染リスクを抑えた内覧の確立、居室内の感染症対策の実施

大阪府 玉置泰照 － Ｗｉｔｈコロナ時代のサプライ対応、非対面型における内覧の確立

大阪府 ＮＮａｍａｂｉｌｅ － オンラインショップの作成

大阪府 Ｋａｌａｎｃｈｏｅ － 店内改装とネット販売の実施による売り上げ増加事業

大阪府 株式会社岩根工業 1120001202846 ドローンを活用した現場調査を導入し、非対面化を図る

大阪府 食楽酒楽しん － きれいな空気でみんな安心。居酒屋式テイクアウト販売！

大阪府 Ｈａｒｄ　Ｒｏｃｋ　Ｂａｒ　ＶＡＭＰＩＲＥ － 店舗内快適化工事とライブネット中継システム導入による販路開拓

大阪府 株式会社シンフォニー 9150001016641 スキャナレンタルに特化したサイト製作で裁断サービス事業の強化

大阪府 水月舎 － 「ＳＮＳ時代」に適応した機材導入と販路開拓事業

大阪府 カチタス株式会社 6120001178685 ＩＴ化と非接客ビジネスモデル構築による集客アップと生産性向上

大阪府 グリルヤマモト － 非対面サービスシステム構築の諸施策と良質の水で美味しい洋食を

大阪府 宝海 － 創業４０年、地域焼き肉店の新規ＷＥＢサイト制作・活用での販路開拓

大阪府 特定非営利活動法人ライフサポート大阪 8120105008076 コロナ禍に対抗！ネット販売のシステム構築事業

大阪府 西川工務店株式会社 7120101027403 コロナ対策！オンライン商談ビジネスの構築・新規顧客の獲得

大阪府 ヤマゲン製菓株式会社 4120101025839 商品保存用アクリルケース・新商品開発でコロナに対抗

大阪府 コウワ － ウェブサイト改修及びＥＣサイト制作による非対面販売促進計画

大阪府 アリカインテリアデザイン － ＷＥＢでインテリア教室　販路拡大収入ＵＰ～豊かな暮らしのご提案

大阪府 ｆｏｔｏｃｏｌｏｒｅ － Ｆｏｔｏ　Ｃｏｌｏｒｅ　Ｍｏｖｉｅ

大阪府 Ｐｌｕｓ　ｈｅａｒｔ － アフターコロナに向けたウェブ販売システムの構築

大阪府 ｅサポート株式会社 2120101059293 会わなくても人柄を感じてもらえるオンライン営業・サポート

大阪府 株式会社ＬｏｃｏＨｏｍｅ 7120101049224 ＨＰの更新とネットを使った重説システムとテレワークの導入

大阪府 株式会社オフィスタカタニ 8120101051022 リモートによるトレーニングの充実と動画による拡散

大阪府 株式会社たくみ 6120101025408 負けるなんてとんでもない！製品の安定供給とコスト削減による事業継続

大阪府 Ｒｏｕｇｅ・Ｋ － コロナ対策によるインターネット販売と新メニューの導入

大阪府 株式会社ソリディジャパン 5120101049721 非対面型打ち合わせ及びテレワーク継続実施の為の事務所改装

大阪府 藤井光栄 － オンライン鑑定による商圏の拡大および顧客開拓で売上アップ

大阪府 重栄商事 － 共同運営飲食デリバリー事業と地域活性食べ歩きイベントの開催

大阪府 司法書士にしむら事務所 － 提案型司法処理に特化した情報発信による顧客獲得と口コミの増加

大阪府 ＳａＱ　ｈａｉｒ － 『コロナに対応した個別プライベート空間の提供』

大阪府 株式会社ていと 2120101056588 対面営業に頼らない集客の仕組みを構築し新規顧客を獲得する
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

大阪府 松井産業有限会社 2120102005684 新型コロナに負けない販売ルート開拓計画

大阪府 株式会社ふたば 8120101029209 遠隔服薬指導のためのオンラインシステム構築事業

大阪府 有限会社ＮＥＷＣＯＬＯＲＳ 3120102013182 “非接触”と“接触”から成る安全安心で顧客満足を得られる事業

大阪府 泳ぎトラフグ専門店ふぐかず － 大鳥大社前ふぐかず　デリバリー、お持ち帰り、ネット販売の強化

大阪府 ラックドゥアン － テイクアウトに特化した店舗に変更する

大阪府 大上　哲也 － 代理店販売の確立と郊外展開及びネット事業での効率化

大阪府 北摂ガス株式会社 2120901020933 オンラインによる非対面型営業体制の構築

大阪府 株式会社まるこん 9120901036758 お店の味をご自宅で！通販による非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 セイワエステート株式会社 7120901021316 見込客情報のクラウド化、ＶＲ内覧・売却相談でのＷＥＢ接客対応

大阪府 箕面不動産市場株式会社 3120901030246 不動産管理のクラウド化と、ＶＲ機能導入によるＷＥＢ接客対応

大阪府 Ｌｉｍ合同会社 2120903003176 コロナウイルス対策としての調剤薬局主体の新規販路開拓事業

大阪府 ＴＷＥＮＴＹ　ＥＩＧＨＴ合同会社 7120903002685 焙煎豆販売の楽天市場を通したオンライン販売強化

大阪府 株式会社エマ・コーポレーション 7120901020276 婦人服販売ＥＣサイト構築と店舗ショールーム化で売上アップ！

大阪府 株式会社Ｒｅａｌ　Ｗｅａｌｔｈ 5120901041167 地方での麻酔科医不足を助けるためのコンサルタント事業

大阪府 Ｏ’ｔｓ　Ｍａｍｍｙ株式会社 1120901031733 飲食物デリバリー事業参入による業績回復プロジェクト

大阪府 ＫＩＣＫ－ＳＴＹＬＥ － オンライン個人レッスン／パーソナルトレーニングの新規事業

大阪府 マドンナ鍼灸整骨院 － 体質の合ったエイジングケアのためのサポートとＥＣサイト構築事業

大阪府 ワーク・オウルズ － アウトドア関連のオリジナルブランド構築

大阪府 株式会社Ｍ３６ドシー 4120901039550 売上アップ！テイクアウト販売強化とセルフオーダーシステム導入

大阪府 株式会社ＬＯＦＬＯＬ 7120901041025 広告使用と自社サイトのデザイン改善

大阪府 有限会社ヤブタ 4120902015848 ＷＥＢで周知！地球にも自分にもやさしい物販充実事業

大阪府 株式会社夢職人 5120901022530 Ｂ２Ｃグローバルサイト新規構築プロジェクト

大阪府 ログマリアカフェ＆ラテアートスクール － 外向きの飲食店（ガーデン＆ウッドデッキスペースの活用）

大阪府 株式会社ヒロシプランニング 7120001184724 非対面型オタクアイテム買取サイト事業

大阪府 株式会社スザンヌ 5120901022002 サプライチェーンの毀損への対応

大阪府 ＲＹＤ　ＯＰ － 在宅勤務の生産性向上につなげるためのＥＣサイト開設

大阪府 株式会社エイチエーコネクト 4120101051174 新規自社ＥＣによる非対面式販売の実施

大阪府 Ｍｉｃｈｉｒｕ　Ａｓｓｉｅｔｔ － かき氷等でコロナ対応店舗に！！

大阪府 株式会社ウッドベル 1120901029538 屋根修理専門サイトの構築とブランディング戦略で売上アップ！

大阪府 福寿堂 － 全国の野球好きへ和菓子を届けたい！ＥＣサイトで販路拡大！

大阪府 株式会社ボンモマン 6120001215307 デジタルコンテンツ配信によるオンライン料理教室の普及と定着

大阪府 リラクゼーションサロン　楽（ＲＡＫＵ） － 新規顧客獲得に向けたＥＣサイト構築事業

大阪府 Ｓｅｒｉ － 肌と環境に優しい化粧品を扱うＥＣサイトでの販路開拓

大阪府 有限会社ｒｅ・ｍａｋｅ 9120902021750 「Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｓｔｙｌｅゆず活用養生セルフケア」事業

大阪府 株式会社ｃｈｏｕｃｈｏｕ 7120901039457 育児中の母親と地域の企業をつなぐママの‘ハローワーク’事業
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

大阪府 ＨａｐｐｙＬｉｆｅ － オンラインセミナー等非対面型ビジネスへの転換

大阪府 島雄機設株式会社 9120901020547 Ｗｅｂシステム導入による遠隔支援サービスの構築と販路拡大

大阪府 コニ訪問鍼灸院 － 治療効果・単価ＵＰとオンライン指導

大阪府 建築工房ａｒｔｅ － オンラインのおうち相談、ワークショップ動画＆キット販売

大阪府 北摂住宅販売株式会社 1120901031741 非対面ビジネスへの転換事業

大阪府 Ｓｏｒａ － 地方都市を活性化！全国どこからでもリモート研修

大阪府 ＳＡＧＡＲＡ － ＩＴサポートとペットサロンのオンライン・非対面サービスの開始

大阪府 バイク屋アキラ －
来店による接客を防ぐため、非対面決済（ペイペイ等）リモート電話により新規
レンタル

大阪府 株式会社ワイズコーポレーション 1120901028548 日本人顧客の販路拡大のためのマーケティング

大阪府 株式会社山中塗装店 3120901022210 建物メンテナンスにおける非対面型ビジネスモデルと販路拡大

大阪府 株式会社ビッグオアシス 7120001216329 マーケティングの動画商材作成

大阪府 有限会社ギミックス 9120002042540 新しい取り組みで、ピンチをチャンスに！

大阪府 マリアレイヒーリングリゾートアカデミー － オンライン授業、および動画コースの新規開発による新規販路獲得

大阪府 合同会社アビシニアン 6120003017255 自然志向の人々に店長が実際に使った商品を紹介！

大阪府 前田紗希 －
インターネットを使った海外向け宅録ナレーション供給（さらに展開するならば
日本語ナ

大阪府 株式会社グロウタス 3120001201788 公式オンラインショップによる商品販売と新規顧客獲得

大阪府 ｃａｆｅ　ｍｉｇｎｏｎ（カフェミニョン） － 非対面ビジネス強化でｍｉｇｎｏｎのおしいもの多くの方に発信！

大阪府 株式会社ｍａｃｏ　ｍａｍｍｙ　Ｅａｒｔｈ 6120901040671 インター出身者専門オンライン英会話による全国的集客

大阪府 あんぽんたん － 町のごはんやんさん「あんぽんたん」弁当販売からスタート

大阪府 ファミール － ＥＣサイトの運営開始！　コロナ負けず販売を伸します！！

大阪府 ＣＴＨ合同会社 4120903002713 広域広告事業とリモートワーク利用者への対応事業

大阪府 ｐａｉｎｌｅｓｓｌａｂ － 自社で研究開発した製品のＥＣサイトを介した新規販路開拓

大阪府
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　和泉いぶき
野店

－ 南大阪初！ココイチキッチンカーによる移動販売事業

大阪府 合同会社セブンワンスリー 8120103003194 非対面式店舗への業態転換

大阪府 株式会社アプトス 5120101045365 販路開拓を伴う非対面型ビジネスの確立とサプライチェーンの拡大

大阪府 株式会社スリーブランチスＭ＆Ｋ 1120101046986 効率アップ＆テレワーク環境作りで売上げアップ

大阪府 株式会社Ｂｅｌｌ　Ｍｏｕｎｔａｉｎ 6180001134914 感染病防止と相談者の権利保護のためのオンラインシステムの導入

大阪府 １０ａｍ株式会社 8120101060881 非対面型建築提案モデル事業

大阪府 Ｇｒａｎｔ － おうちｄｅエステ　非対面型ビジネスモデルへの転換

大阪府 ＰＬＵＧ　ＤＥＳＩＧＮ（プラグデザイン） － デザインで中小企業に付加価値を付けるサービスサイトの構築

大阪府 株式会社ＰｉＰｉ 1120101051499 ビシネスモデルチェンジ計画

大阪府 株式会社Ｎ’ｓイノベーション 2120101059558 ＬＥＤビジョンによる販路開拓とビジョンの遠隔操作化

大阪府 株式会社ＷＯＲＬＤ　Ｋ 6120001208921 感動のリアル動画を世界中に発信集客作戦

大阪府 株式会社日本アニマルヘルスサポート 4120101049805 「療法食の定期購入と非対面の簡易診察」

大阪府 Ｉｚｕｔａｎｉ － 非対面での新規開拓営業の促進
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

大阪府 コンビニエントレスキュートリプルエス － おうちでリモート片付け

大阪府 株式会社ハジメフーズ 9122001017044 テイクアウト・通販事業商品提供に必要な設備投資と宣伝広告

大阪府 ＴＯＭＯＫＯ － ホームページと動画で、ハープ弾き歌いオンライン公演の販路開拓

大阪府 株式会社ソリデンテ 5122001032740 ＷＥＢ活用非対面型オンラインコンサルティングへの事業転換

大阪府 ＹｏｋｏＶａｃａｔｉｏｎＲｅｎｔａｌ － 民泊事業復興計画及び日本人宿泊客誘導のホームページ作成

大阪府 居酒屋久 － 感染症対策を徹底した衛生面での顧客満足度向上居酒屋持続化事業

大阪府 株式会社三住建設 2122001015987 ＨＰ・オンライン相談による空き家活用の顧客開拓

大阪府 英会話教室Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｌａｎｄ － 感染症対策とオンライン授業を取り入れた英会話教室

大阪府 株式会社ＭＹＴクリエイト 4122001032403 遺品整理ノウハウを配信するオンラインサロン事業

大阪府 ＩＡＪＰ留学センター － ＩＡＪＰオンラインアカデミー【国境超えずできる留学】

大阪府 株式会社ケイ・アンド・エムソリューション 1122001016549 【小規模事業者事業短期預託マッチングシステム】

大阪府 株式会社アライアンスバンクジャパン 9120001220840 ＷＥＢシステムを活用した新規顧客開拓及び全国への営業展開

大阪府 株式会社ピギーバックス 8120001143588 オンラインセミナー対応セミナールーム運営

大阪府 株式会社スタジオくまかけ 4140001074109 オンラインコミュニケーションサービス開発による販路開拓事業

大阪府 株式会社介護共育研究会 4120901029618 介護施設・職員・家庭での課題解決を提供するオンライン相談事業

大阪府 株式会社えだ 1122001027133 コロナウイルスでの健康被害に悩む人々への施術・治療展開

大阪府 株式会社ＳａｍｕｒａｉＡｇｅｎｔ 4120001487944 おうち時間でＷＯＲＫＯＵＴ

兵庫県 ＵＢＣ合同会社 3140003014187 カテゴリー別によるインターネットショップ支援事業の拡大

兵庫県 有限会社Ｔ＆ＪＳｏｌｕｔｉｏｎｓ 2140002025995 社内展示会を活用した自社提案型ビジネスモデルの構築

兵庫県 合同会社碧名商店 2140003013462 「新規プラットフォーム開拓による売上増加と販売商品の転換」

兵庫県 会席のふる川 － チラシの新規作成とＤＭ・ネットを通じた売上の獲得

兵庫県 株式会社ウェルネス 5120901040400 オンライン見学システム構築と施設内動画付きＨＰの作成

兵庫県 火土水ネットワーク合同会社 9140003011641 オンラインによるコミュニケーション能力向上遠隔支援事業

兵庫県 有限会社ハイブリッド 5140002020374 広報費。パンフレット、チラシ制作。ＷＥＢサイトの更新。

兵庫県 松村美佳 － 新型コロナウイルスに負けない「新規顧客」の獲得計画

兵庫県 株式会社ハヌルホスジャパン 5140001090971 お客様の身近なサイト（楽天市場）にハヌルホスはあります。

兵庫県 株式会社パース 2140001032489 ジビエ肉のネット販売体制の構築

兵庫県 株式会社ＬＥＶＡＮＴＡＲ 4140001077739 オンライン海外輸出とＢｔｏＣビジネスの確立

兵庫県 株式会社ｋｏｋｏｉｑｕｅ 9140001102153 コワーキングスペースを非対面で使用するＰＲによる売上向上計画

兵庫県 株式会社ピンクカンパニー 9140001088376 サプライチェーンの毀損への対応

兵庫県 ルンバ☆ルンバ － 非対面型感染症防止・３密にならない工夫の設備改善

兵庫県 株式会社ＭｏｍＲｅｖｏｌｕｔｉｏｎ 5140001103188 ＥＣサイト販売の充実によるコロナ禍での売上回復

兵庫県 ＳＨＯＰ　ＭＯＲＥ － ホームページの充実により、インターネットを通じた新規顧客開拓

兵庫県 神東地所株式会社 3140001027372 ホームページの一新とともに不動産ＶＲを活用した集客力向上事業

兵庫県 株式会社ワクレア 1140001103167 新たなネット展開で新規顧客を獲得！
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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

兵庫県 Ｈｏｚｕｍｉ　ＫＡＢＡＮ － ＥＣサイトと動画作成による非対面型ビジネスモデルへの転換事業

兵庫県 株式会社クロスパ 8140001114975 通信販売・店頭販売・テイクアウト・デリバリー事業

兵庫県 ＷｅｂＩＴ－ＡＥ － ＷｅｂＩＴ－ＡＥ

兵庫県 株式会社ピクルす 8140001047176 店舗向け顧客管理システムによるリモートコンサルティング

兵庫県 ＳＦＰ　ｎｅｔ　ｓｈｏｐｐｉｎｇ － 輸入ビジネスの外注化・国内メーカーとの販路の構築

兵庫県 唐揚げ専門店揚匠しげ盛 － 急速冷凍を導入しレンチン商品の開発で非対面型ビジネスへの転換

兵庫県 株式会社Ｂｅ　Ｂｒｉｄｇｅ 4140001115408 オンラインレッスン・トレーニングによる非対面ビジネス

兵庫県 をちこち － 満足度の高いオンラインレッスンを提供するための環境整備事業

兵庫県 Ｆｅｅｌｉｎｇｏｏｄ － オンラインセルフアロマ講座とＥＣサイト構築事業

兵庫県 株式会社ジャーニージーン 4140001110664 人との接触を減らす情報発信プラットフォームの構築

兵庫県 結 － グリーン・リラクゼーションスペースの設置

兵庫県 合同会社碧宙 7140003005083 「どんな状況でも学びを止めない！」中小企業をサポートするために

兵庫県 株式会社サクラ 8140001116435 美容室

兵庫県 ｌ’ｏｒｅｉｌｌｅ（ロレイユ） － 「Ｗｅｂによる集客強化と、イヤーリフレ関連商品のＥＣ事業構築」

兵庫県 株式会社Ｔｒａｄ　Ｓｔｙｌｅ 1140001034032 地域密着型のＥＣサイトとＷＥＢカタログを構築し、生産性の向上を図る

兵庫県 株式会社輝石 2140001032134 出勤日時を縮小するためのネット販売一括管理システム化

兵庫県 株式会社デーシーイー 8140001098938 遠隔監視制御システムの開発

兵庫県 ひなたぱん － 対面レッスンに頼らないオンライン天然酵母パン教室

兵庫県 ＹＡＤＯＲＩＧＩＷＥＤＤＩＮＧ － Ｗｅｂでの販売／オンライン体制の充実とお花のデリバリー強化

兵庫県
特定非営利活動法人神戸スポーツ振興
会

3140005021339 動画作成による非対面型ビジネスモデルへの転換事業

兵庫県 株式会社アユザック 5140001077606 オンラインショップ開設による通販売上確保と来店見込み客づくり

兵庫県 ＮＡＩＬＨＯＬＩＣ － セルフエステ、オートネイルの導入による非対面型サロンへの転換

兵庫県 株式会社プリティ 7140001016792 ホームページ、ネットモール開設による新規顧客獲得計画

兵庫県 株式会社いろは精肉店 2140001001072 コラーゲンたっぷりの美味しい純国産餃子の開発及びネット通販

兵庫県 株式会社ＴＳ　ＴＲＵＳＴ 1140001092146 商品の安定供給及び感染症感染予防店舗づくり

兵庫県 カフェ　ラヴニール － 店頭販売からネット販売に主軸を移す効率化のための取り組み

兵庫県 有限会社テンプル 8140002015033 新型コロナで起きた変化をビジネスチャンスに変えよう！！

兵庫県 こうべキッチンころＭＯＧ － 非対面注文受付による売上増加計画

兵庫県 株式会社ＬＵＣＫＭＡＮ 5140001032395 コロナ禍を乗り越え新時代のスタイルへ「未来の若者育成計画」

兵庫県 ラング － ＷＥＢ集客による非対面での顧客獲得と業務の効率化

兵庫県 篠原酒類食品株式会社 8140001008376 業務用冷蔵庫取得しての新たな冷蔵食品の販売事業

兵庫県 夢のアトリエ － Ｗｅｂ活用による事業の持続的発展

兵庫県 ＣＯＳＭＯＳ － 在宅ワークの顧客を取り込み、店販売上げ、客数アップシステム

兵庫県 株式会社ＷｉｔｈＹｏｕ 1140001104132 ＨＰリニューアルとオンライン面談システムの構築による販路開拓

兵庫県 株式会社ブロックヘッドワークス 6140001095788 非対面型ビジネスとしてＥＣサイトを活用し名刺販売の販路を拡大
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兵庫県 株式会社福宝ハウジング 3140001025228 非対面での新規開拓営業の促進

兵庫県 株式会社ＡＫ－ＬＡＢ 140001108369 地域から信頼され、利便性向上のこれからのクリーニング店

兵庫県 株式会社Ｋｏｂｅ　ｒｉｃｈ　ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 4140001111258 スキンケア化粧品の新規顧客開拓・販路拡大開拓

兵庫県 傳塾合同会社 7140003013318 朗読音声を聴きながら行う読書で、楽しみながら学力の土台を養う

兵庫県 株式会社ナリカワ 4140001013792 ＨＰを充実させ相続関連相談者やリフォーム依頼者数の増加計画

兵庫県 株式会社ちはや 9140001100215 非対面でのカウンセリングと動画の実施による患者さんの獲得

兵庫県 株式会社大翔 8140001101825 非対面型ビジネスとしてＥＣサイトを活用し通信販売を拡大する

兵庫県 有限会社プオリクー 6140002022816 製造内製化による自社ブランド商品の製造効率化及び販路拡大

兵庫県 ヒトモノ － ＥＣサイトを活用したＯＥＭ家電・玩具等の販売事業の拡大

兵庫県 村角司法書士事務所 － オンラインを利用した非対面型の面談相談体制の構築

兵庫県 株式会社いれ歯やさん 8140001025529 ＣＡＤデザインのテレワーク化と歯科技工士の業界復帰の推進事業

兵庫県 株式会社ＲＴＦ 7140001112146 機器メンテナンスのリモート化

兵庫県 株式会社ＳＥＬＦ　ＡＣＨＩＥＶＥ 2140001038016 商圏一のリスティング運用代行事業者に向う「新規」の獲得計画

兵庫県 合同会社コレス 3140003013494 ニッチ市場での非対面型職業紹介、業務委託サイトの構築

兵庫県 株式会社愛棋京蘭 6140001089823 野菜たっぷり特製カンテイポウソースの焼肉を自宅でも楽しむ！

兵庫県 株式会社ＰＥＴＩＰＡ 3140001086410 元タカラジェンヌが指導！保育者向け劇発表のオンライン研修

兵庫県 神戸進学会 － ＳＮＳやオンライン会議システムを活用した大学受験生の個別進学指導

兵庫県 串カツホリケ － 宅飲み対応串カツ事業モデル

兵庫県 株式会社プロ人事 6140001115455 新サービス認知獲得に向けたＥＣサイト作成・展示会への出展

兵庫県 株式会社ＳＰｉＣＥ－ＵＰ 6010901024867 貼って剥がせるコロナ感染対策ステッカーの製作及びネット販売

兵庫県 株式会社北野建築工房 1140001030312 Ｗｅｂ商談システムの構築と、Ｗｅｂによる新規顧客の開拓

兵庫県 株式会社しあわせフーズ 1140001033843 神戸・三宮「味兵衛」が贈る食のエンターテインメント

兵庫県 はり・灸うたたね － アスレチックトレーナーによるオンラインレッスン予約サイト構築

兵庫県 ＫＯＢＥ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＰＯＮＤＥＲ － 『何度も学べ、即実践！マーケティングノウハウオンライン講座』

兵庫県 福田法律事務所 － オンラインの問い合わせへの対応力強化、オンライン法律相談の推進

兵庫県 ＫＯＨＯＬＡ株式会社 9140001107020 ホームページ＆技術者向け講習動画・ＥＣサイト作成で販路開拓

兵庫県 合同会社東塾 3140003012265 【オンライン】リハビリサポートシステムの開発と販路開拓事業

兵庫県 株式会社ＥｄｕＬａｂ 1140001104074 オンライン個別指導コースの開設

兵庫県 モット！コミュニケーションラボ － 非対面型コンテンツ及びオンラインコンサル開始のための準備及び販売

兵庫県 ＳＨＩＮＫＡＮ － 来店営業に頼らない宅配による食品販売事業

兵庫県 あこや真珠有限会社 6140002012692 海外展示会出展及びＷｅｂ決済による事業継続プラン

兵庫県 株式会社御湯所 3140001092508 ポストコロナ時代の新たな収益モデル確立を目指す４つの対策事業

兵庫県 有限会社ＡＩＳ（アイス） 2140002026960 ３Ｄ－ＣＡＤ導入による顧客サービス強化とデータ品質の向上

兵庫県 株式会社かなえる 5140001097505 骨盤矯正を活用したオンライン治療とネットを通じた新規顧客獲得

兵庫県 株式会社平賀敬一郎建築研究所 3140001114534 新規販路拡大

76 / 100 ページ



令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

兵庫県 ＡＤｏＣＲＯ － インターネットを利用したオンラインレッスンメニュー

兵庫県 カラ・ラヴァン － ＷＩＴＨコロナ！ホームエステを！ネット販売システムの構築計画

兵庫県 株式会社プラスリジョン 1140001029057 都市と農村をむすぶ半加工品開発と非対面販促ツールの作成

兵庫県 株式会社竹組 8140001100216 枠型ケレン機導入で「感染リスク抑制」「受注ロス解消」を実現！

兵庫県 合同会社あさぎ 4140003012306 情報発信型ホームページへのリニューアル

兵庫県 株式会社市井屋 4140001089098 「新型コロナ」に負けずコロナ終息後に向けた新規顧客の獲得計画

兵庫県 ＭａｉｓｏｎｄｅＳｈｉｎａ － お菓子制作の通信講座開設によるレッスン売上向上計画

兵庫県 合同会社データストーン 1140003013686 テレワーク、オンライン会議環境の整備・構築

兵庫県 堺正元刃物店 － 衛生樹脂柄包丁内製化とＥＣ販売サイトの新築でコロナ対策推進

兵庫県 株式会社西村川魚店 6140001032849 鰻専門の通販サイト開設による、“おうちＤＥ蒲焼”大作戦

兵庫県
株式会社トウエンティワンコーポレーショ
ン

5140001023444 不動産の非対面型ワンストップサービスの提供とテレワーク環境の整備

兵庫県 Ｍｏｎｊｏｉｅ － ハーブによる新メニューの開発と新規顧客の獲得

兵庫県 ジャミイプラネット － 非対面型を推進する案件を含む動画撮影サービスの拡充

兵庫県 特定非営利活動法人しゃらく 8140005004405 業務効率化による時間の創造の実現と新規顧客獲得事業

兵庫県 ルカフォト － カメラ講座のオンライン化による他都市での顧客とスタッフの獲得

兵庫県 株式会社アレス 4140001022372 ウェルネス事業の販路拡大

兵庫県 株式会社川田 4140001001302 ホームページを刷新し美術品のＥＣサイト構築による売上向上計画

兵庫県 Ｊａｓｍｉｎｅ　Ｌａｓｈ － アイデザイナー育成オンラインスクール創設による事業拡大

兵庫県 ストック株式会社 6140001031735 地域に根ざした非対面・非接触型リモート打合せ拠点の整備

兵庫県 株式会社ガゼボ 8140001020323 満足度の高い上質インテリアをネット拡販プラン

兵庫県 株式会社双海 9140001029017 券売機導入・洋式トイレ変更工事・老朽化した空調施設の交換

兵庫県 株式会社ＶＩＬＬＥＮＴ 9010701036696 ウィズコロナ貸別荘・貸会議室・バーの非対面ビジネスの最大化

兵庫県 株式会社モイスティーヌ美容研究所 8140001033333 デジタルコンテンツを活用した販売強化計画

兵庫県 置田　裕輔 － コロナ対策用非対面型ビジネスのＥＣサイトを構築し販路拡大

兵庫県 かこう文字の会 － 『彩り文字（Ｒ）講師認定オンライン講座への積極的な非対面事業転換』

兵庫県 ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｆｅｌｉｃｉａｓ － セルフエステ機器ハイフ設置

兵庫県 ちゃっぷまん － 発売機導入による販路開拓及び非対面型ビジネスモデルへの転換

兵庫県 ＨＩＭＥＪＡＰＡＮ株式会社 5140001027668 オンラインエステティシャン養成スクールの教材製作

兵庫県 株式会社らぽぉる 5140001033113 ｗｉｔｈコロナを生き抜く！訪問介護事業所の改修と働き方改革

兵庫県 株式会社ＡＫＩＫＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ 7140001093023 ホームケアアドバイスのオンライン動画配信サービス

兵庫県 株式会社ＲＯＯＴ 7140001112988 ＥＣサイト再構築、非対面式の接客の強化による売上奪回計画

兵庫県 Ｋｏｂｅ　ｃａｆｅ　ｓｔｙｌｅ　Ａｚｚｕｒｒｏ － テイクアウト、デリバリー販売促進

兵庫県 トライセス株式会社 5140001115621 「動画」や「知名度の高い販促」で安心を与え、会わずに集客計画

兵庫県 株式会社ＥＭＣ 4140001098446 催事販売店併設コインランドリーによる非対面型新ビジネスモデル

兵庫県 有限会社ヤスオ疊店 1140002005346 オンライン見積・商談による畳製販ビジネスの非対面型への転換
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兵庫県 株式会社四方継 5140002020985 非対面化ビジネスへの転換とフルオーダーでの快適な住空間の提供

兵庫県 かい整骨院 － 神戸美人は健康美人！セルフエステの月定額制コースの導入

兵庫県 Ａ－ｄｅｓｉｇｎｌｉｆｅ － 幹細胞化粧品のＷＥＢでの非対面商談とネット販売の新規顧客獲得

兵庫県 株式会社ＣＡＳＡ　ＧＬＯＢＡＬ 9140001101948 関西発トゥクトゥクキッチンカー導入によるデリバリーサービス

兵庫県 株式会社Ａｉｍ　Ｈｉｇｈ 4140001094180 意識改革・身体改革、全国推進プロジェクト

兵庫県 ルクス － ホームページの構築によるオリジナルブランドの販売

兵庫県 株式会社小西工務店 6140001109358 個人顧客獲得のためのオンライン商談システムの構築

兵庫県 Ｔｏｋｙｏ　Ｓａｋｕｒａ　Ｓｔｒｅｅｔ　Ｊａｐａｎ － Ｗｅｂを活用したオンライン講座による販路開拓

兵庫県 株式会社ヘルスプロモーション 4140001028691 リモートワーク推進企業等へのオリジナル動画配信サービスの展開

兵庫県 ちりん － 自宅で学ぶ！健康な心身を手に入れるための習慣

兵庫県 株式会社喜市 9140001088665 非対面式セルフ注文システムの導入事業。

兵庫県 株式会社柴田 6140001018468 創業１３０年の質屋による非対面オンライン買取販売事業

兵庫県 ＫＲＢコンサルタンツ株式会社 6140001024227 オンラインセミナー、オンデマンド配信による新規顧客企業の獲得

兵庫県 アトリエペタタ － コロナ対策をとった新しい生活様式における子ども達の体験活動

兵庫県 株式会社ビートラベル 3140001113214 インバウンドから脱却！神戸の魅力を伝え日本人旅行客を獲得！

兵庫県 エステルームＢｅｌｌｅ － オンラインメニュー導入及びＨＰ全面リニューアル

兵庫県 特定非営利活動法人神戸太極拳協会 2140005003726 インタラクティブ型オンライン太極拳授業コンテンツ配信販売

兵庫県 合同会社ヒュドラー 7140003011957 デリバリー、テイクアウト強化等、店舗外事業への改造計画

兵庫県 株式会社アームパワージャパン 1140001102078 運送業展開と人材の獲得・育成のための情報発信・業務効率化事業

兵庫県 ｒｅｏｂｌｉｇｅ合同会社 6140003010002 腸活啓蒙活動と腸活オリジナル商品の企業等への販路開拓

兵庫県 株式会社ＯＭＯＩＤＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ 6140001097982 ＯＭＯＩＤＥ　ＷＡＧＯＮ　キッチンカーで神戸の街を元気に！

兵庫県 株式会社丸太や 9140001011057 非対面販売の強化による新規顧客獲得計画

兵庫県 マネジメントノムラ － ＨＰ制作とオンラインイベント開催事業

兵庫県 ゴールドカットクラブ － ＨＰ・ＳＮＳ連携によるヘアセットアドバイス・ＷＥＢ通販取組

兵庫県 福寿亭 － 個人販売増加に向けたお酒落な販売ブースと予約ＨＰの設置

兵庫県 ＹｏＵ．１ － 電気工事士の現場打合せや会議を非対面型オンライン化で

兵庫県 株式会社大上鞄店 3140001006566 非対面型ビジネスモデルへの転換

兵庫県 株式会社プリュムデザイン 1140001098424 Ｔシャツプリンターの導入と自社通販サイトの作成

兵庫県 株式会社りびはだ 6140001092281 完全オンライン来店不要！楽しく痩せるプラスチェンジダイエット

兵庫県 株式会社ＲｅＦ神戸 1140001099224 創業１５０年の家具屋におけるソファシュミレーター

兵庫県 株式会社エス・ケイ・ワイイノベーション 8140001111262 国産シューズ，草履のネット販売サイトの構築

兵庫県 フレンチキッチンロイエフアール －
＜おうちでフレンチをテーマにしたインターネット販売、デリバリー、移動販売事
業＞

兵庫県 弁護士井上翔太事務所 － ネット集客とオンライン相談の活用による非対面式業務体制の構築

兵庫県 株式会社都会育児研究所 5140001117048 「教育ポータルサイト」を活用した次世代の子育て支援計画

兵庫県 髪ＫＯＴＯＢＡ美容室 － 完全予約制への移行とオンライン予約受付システムの整備
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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

兵庫県 Ｒｏｃｋ★ＳｔａｒＧｕｉｔａｒＳｃｈｏｏｌ － オンラインによるギター教室と楽器販売の販路開拓

兵庫県 株式会社ジェイズ 140002003198 非対面で営業活動ができるサイトの構築で売上を維持する

兵庫県 株式会社組織運営研究所 4140001089596 ＷＥＢ研修、ＷＥＢ営業実施で取引先増加計画

兵庫県 芯身美茶株式会社 6140001115595 茶葉を使った独自商品の開発と通販サイトの宣伝

兵庫県 株式会社ダブルカラー 5140001100326 店頭の店販販売をＬＩＮＥを使用したオンライン販売へ転換

兵庫県 ｏｆｆｉｃｅ　ＷｏｎＫ － 新型コロナウイルスに負けない非接触テレワークシステム

兵庫県 モリタ製パン所 － 生産性向上のための設備投資とオンライン販売強化

兵庫県 株式会社アトラクティブシステムズ 2140001029304 ネットを活用した双方向コミュニケーションによる新規顧客開拓

兵庫県 株式会社ＬＯＶＥＳＴ 8140001096124 アロマリンパマッサージのオンラインスクールの事業化

兵庫県 株式会社郷土活性化組合 3140002028023 ＰＢ商品開発による販路拡大とＥＣ事業の促進

兵庫県 デザインオフィス　エイ・ボックス － コロナ感染抑制プリント素材の普及（ホームページ開設）

兵庫県 合同会社スタイルマネジメント 6140003012931 サービスのオンライン化への変容と、広告活用による新規顧客獲得

兵庫県 サヒヤ貿易商会有限会社 9140002014158 神戸のオリジナルデザイン靴のインターネット販売事業

兵庫県 有限会社プライムミッション 5140002024078 非対面型ビジネスモデルへの転換

兵庫県 しょう整体院 － ヤフー、グーグルのネット広告

兵庫県 キッズテール － 「オンライン理科実験とアートアトリエよる販路拡大」

兵庫県 ライトオブランタン － 薬膳資格取得者のためのビジネス化サポート事業

兵庫県 鈴木規生 － 非対面型ビジネスとしてＥＣサイトを活用し音源販売を拡大する

兵庫県 ＨａｃｈｉＢａｙＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 5140001110300 外国人と女性にも優しい車屋さんを目指す出店とＥＣ販路開拓事業

兵庫県 アイディーエーインコーポレイテッド － 「おうち時間を充実させるデザインルームシューズの販促」

兵庫県 Ａｒｃｋｆｏｏｄｓ － 一般消費者にも対応できる、小売店開設での販路拡大

兵庫県 株式会社ｕｎ　ｔｉｅｒｓ 7140001104366 自社販売サイト、ＨＰによる受注単価、新規取引先獲得の向上計画

兵庫県 正道会館神戸後藤道場 － 柔道整復師が教える、生涯健康に続けられるスポーツ動画事業。

兵庫県 株式会社オーギュスト 9140001033596 高級Ａ５ランク牛を使用。冷凍炭焼きハンバーグ販売事業。

兵庫県 Ｓｔｅｌｌａ　ｄｅｓｉｇｎ － 撮影機器導入で顧客負担軽減と記憶と記録を繋ぐ感動サービス提供

兵庫県 ブルーダイヤファクトリー － オンラインによる非対面型の梅関連商品販売

兵庫県 株式会社ウッド開発 5140001004485 資材を持たない小規模事業者へのリースオンライン申込サービス

兵庫県 松浦会計事務所 － 非対面型による関与先の打合、コンサルティング及び講義

兵庫県 野島法務行政書士事務所 － 相続関連業務の獲得計画及び非対面型ビジネスモデルへの転換

兵庫県 株式会社ホーユーサービス － 今後の売上を、今まで以上安定的に確保するための営業秘策。

兵庫県 有限会社サンコリーヌ 6140002068529 婚活プロデュースオンライン事業

兵庫県 有限会社ヴァルト 5140002022313 各種自社販売ＥＣサイト再構築、及び、紙媒体における販路開拓

兵庫県 想創家Ｋｕｂｏ － 独自のＥＣサイト構築による新しい飲食提供と顧客獲得手法の確立

兵庫県 有限会社Ｗｈｏｌｅ９ 4140002026075 家飲み・オンライン飲み会応援！食品通販事業「おうち居酒屋」

兵庫県 Ｒｉｚａｌｄｒｉｖｅ株式会社 4120901035368 ＷＥＢシステムを活用したブロックチェーン開発への移行
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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

兵庫県 由社会保険労務士事務所 － 医療業界に特化した社労士事務所の「新規顧客」獲得事業計画

兵庫県 辰巳茶房 － 神戸のオシャレカフェが全国に発するオンラインサービス事業。

兵庫県 ＯｆｆｉｃｅＡｌａ － Ｗｅｂからの問い合わせ導線の確立

兵庫県 株式会社ＣＤＦ 1260001027924 イベント写真リアルタイムダウンロードサービスの展開

兵庫県 Ｈａｎａｈａ － 看護師さんに手先のオシャレを。ジュネルオンライン販売事業。

兵庫県 ＩＳビル建物管理株式会社 5140001111835 手軽に９９％の空間除菌も出来る次亜塩素酸水スプレーＰＲ事業

兵庫県 合同会社ＷＩＳＥ 5140003013633 憧れの職業人を招聘。ｗｈｙから始める学習推進説明会事業。

兵庫県 株式会社アップ 8140001109661 一流シーリング職人が提供する、オンライン相談見積事業。

兵庫県 Ｔｈｅｎｉ　Ｎｅｔｅｅｎｔｈ　Ｂａｒ － 国内蒸留所とｚｏｏｍで繋ぐウイスキーテイスティング事業

兵庫県 株式会社Ｍ．Ｂ．Ｌ． 2140001028165 免疫力アップでコロナ対策。循環不良改善対策オンライン事業。

兵庫県 株式会社サニーベル 5140001111835 除菌スプレーをもっと身近に。コロナ感染防止対策ＰＲ事業

兵庫県 Ｂａｒ　ＡＬＰＨＡ － 本格Ｂａｒのカクテルを自宅で楽しむためのお持帰り販売

兵庫県 合同会社かあちャん 1140003012317 相続から資産運用まで幅広くＦＰが行うオンライン相談事業

兵庫県 ギルド － アメリカのサブカル文化に触れて英語力ＵＰ。アメコミ鑑賞事業。

兵庫県 有限会社はる 2140002025426 新メニュー＆既存メニュー持ち帰りで売上をあげて、継続できる運営に！

兵庫県 株式会社ＳＫＡｒｔ 7010801029189 食品由来安心な消臭スプレーの商品化と各方面への営業売上構築

兵庫県 司法書士上野秀章事務所 － 相談者が安心して相談できる相談施設と相談環境の整備

兵庫県 創作鞄槌井 － ウェブショッピングサイトを構築し通信販売による販路拡大

兵庫県 株式会社大匠 2140001029948 安全コロナガード

兵庫県 地鶏安東 － 地鶏料理専門店の味をそのまま家庭へ届ける事業

兵庫県 ｊｉｎａｎ － ＳＮＳが連動するホームページを制作してテイクアウトで集客する

兵庫県 ヤマヒ株式会社 8140001096058 ＣＴＩとチャットによる非対面での顧客コミュニケーション力向上

兵庫県 株式会社ＢＥＮＹ 6140001108608 神戸のスイーツ石鹸と化粧品の店舗・オンライン小売事業

兵庫県 伊川谷整体治療院 － 新型機器の導入による従業員のリモートメンテナンス施術事業

兵庫県 神戸六甲道カイロプラクティック － コロナに負けない！ニーズに合わせて訪問・来院どちらも選べる！

兵庫県 大師餅本舗 － 明治創業の和菓子再生計画！コロナに負けないＥＣ販路の開拓事業

兵庫県 Ｎｏｕｎｏｕ － オフィス改装による撮影場所の内製化

兵庫県 株式会社秀紀 9140001110726 ステーキ店のインターネット予約ユーザーへの新規販路開拓

兵庫県 Ｂｅａｕｔｙ＆ＳｐａＣｈｌｏｅ － 対面型ビジネスモデル、店舗販売からＥＣシステム販売へのシフト

兵庫県 株式会社バシラーティージャパン 3140001077830 非対面型ビジネスモデルへの転換

兵庫県 株式会社テレマック 2140001009520 インターネットを使った有料生放送の開始

兵庫県 株式会社エグボマネジメントサービス 140001114690 後継者のための新時代を生きる第２創業オンライン塾

兵庫県 株式会社五観 6140001090830 キッチンカーで販路開拓、安心と安全と美味しいを届ける計画

兵庫県 株式会社Ｋ　Ｔｕｒｅｉｓ － 目指せ！新規顧客獲！！国際宝飾展出展大作戦！！！

兵庫県 エッジウエディング － オンラインによる商圏拡大による新郎新婦の新規顧客獲得
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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

兵庫県 金公認会計士事務所 － 小規模・中堅の社会福祉法人のネットを通じた新規顧客獲得

兵庫県 丸福バーム － ＨＰ・ＥＣサイト構築と新規販路の開拓

兵庫県 株式会社ａｍｂｉｅｎｔ 6140001057012 オーダーメイドの家具が購入できるＥＣサイトの制作

兵庫県 まな家株式会社 － 自社ブランドを活用した粋なＨＰ制作とオンラインショッピング化

兵庫県 一級建築士事務所　真工房 － 移動除菌室の持参ができる工務店と安心して打合せませんか！

兵庫県 サダモクデザイン － ＥＣショップの受注一括管理・業務の合理化及び生産力アップ計画

兵庫県 有限会社有悠 3140002020161 ポストコロナを見据えた、新しい旅館業務の構築

兵庫県 花工房サリ・パサール － 華道教室のオンライン授業の構築

兵庫県 ニコファームうえだ －
イチゴハウス栽培の自動環境管理システムを使った自宅利用型テレワークの
構築

兵庫県 スナックＹｏｕ － 固定概念から脱却！自宅で繋がる、新しいスナックのかたち。

兵庫県 カラピンチャ － 動画等を盛り込んだ購買意欲を刺激するオンラインストアの構築

兵庫県 有限会社シエル 1140002028124 初心者からすべての乗馬ユーザーのためのＥＣメディア化ヘ

兵庫県 ＴｒｉＣｏ株式会社 7140001112468 新ウェブサイトを活用しての新たな販路の開拓

兵庫県 株式会社ケイシイピー 6140001007371 業者依存からの脱却及び個人客の獲得

兵庫県 Ｖｏｌｏｎｔ’ｅｃｏｃｏ株式会社 5140001108088 役務型エステビジネスを非接触式商品販売ビジネスへ

兵庫県 テバククリエイト － 新サービス展開による製品強化及び構築計画

兵庫県 レトロフィットホスピタリティ株式会社 3140001107471 複数のＷＥＢサービスを活用したビジネスモデルへの転換

兵庫県 美容室クレセ － オンラインを活用し「心も体も健康で美しくなれるサロン」の拡販

兵庫県 株式会社ＣＩＡＯＬＡ 2140001096113 ホームページでＶＲを使ったコンテナハウス展示場の製作

兵庫県 ｍｉｕｌａｎｄ株式会社 2140001112761 飲食店舗での従業員と顧客の接触機会を減らし、売上アップを図る

兵庫県 アルテピエル － 来店不要・宅配鞄修理サービスＨＰのリニューアルで販売促進

兵庫県 株式会社壱萬年 9140001106807 「オゾン機導入とスケルトン型（非対面対策）リフォーム工事」

兵庫県 合同会社ワークアズライフ 7140003013210 ｗｉｔｈコロナの時こそ活用したくなるＩｏｔレンタルスペース

兵庫県 建構堂 － アクセスフリーな設計支援プログラム導入によるテレワーク対応

兵庫県 有限会社キョーヒメ 5140002048267 「対面型から非対面型及びＷＥＢ活用での提案・販売強化事業」

兵庫県 株式会社クアン 5140001110977 オンラインサイトの開設による新たな販路の開拓

兵庫県 Ｃａｆｅ　ＭＯＲＥ － ネットでのコーヒー販売とファンクラブ開設で安定した売上確保へ

兵庫県 株式会社ハマノインシュアランス 140001065754 ＩＴを活用した集客システムの確立

兵庫県 株式会社きものやまなか 7140002051418 オンラインストアによる新たなビジネスモデルの展開

兵庫県 和食ゆう希 － 情報発信を通して、非対面による受注の精度及び効率アップ化

兵庫県 Ｐａｌａｉｓ　ｄｅ　Ｔｉａｒａ － 対面販売困難下、ＥＣ販売で難局を切り抜ける為ＨＰを活用する

兵庫県 隠れ家エステｃｈａｒｉｓ（カリス） － 新規エステ集客の広告宣伝とオンライン新商品の作成・整備・導入

兵庫県 中村司法書士事務所 － ウェブサイト整備・非対面型受任サービス提供による新規顧客開拓

兵庫県 株式会社Ｇｅｅｋ　Ｏｕｔ 4140001114566 ＥＣサイト活用と新商品開発による販路拡大

兵庫県 有限会社ＫＯＵ 4140002052864 ＥＣサイトの開設および店頭販売による新たな販路開拓事業
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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

兵庫県 フォレスト株式会社 2140001064862 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

兵庫県 信武商事株式会社 6011301011596 テレワーク環境を整備するためのクラウド型ＥＲＰシステムの導入

兵庫県 美柚庵 － 非対面型ビジネスモデルへの転換

兵庫県 オリーブ － 中小企業にもプロの広報戦略を！オンラインで学べるサイト構築

兵庫県 ルシャボテ － 有機野菜を使った離乳食のネット販売

兵庫県 萬年楼 － テイクアウト及びデリバリー事業参入での販路拡大計画

兵庫県 フォー・リーフ － 「ズーム・電話により非対面方式カウンセリング事業の展開」

兵庫県 Ｊｕｖｅｌｉａ － オンラインとテクノロジーによる販路拡大

兵庫県 リラクセーションリゾートＪＵＮＥ － オリジナルアプリの導入とオンラインスキンケアプログラムの立ち上げ

兵庫県 エステサロンカレン － 自宅で簡単に取り組めるＷＥＢシステムを軸とした販路開拓戦略

兵庫県 Ｇｏ　Ｕｐ　Ｋｉｄｓ － Ｇｏ　Ｕｐ　Ｋｉｄｓオンライン授業の導入

兵庫県 ホリデーイン・ヴィラ － お肉屋さんのお弁当事業

兵庫県 季よせさゝま － ＥＣ販売を開始して当店の味を我が家でも味わっていただく

兵庫県 株式会社エソール 1140001095768 リモートサロン開設による顧客のファン化と物販の売上強化

兵庫県 現場イズム － オンライン・イベント開催支援サービスで販路開拓をサポート

兵庫県 ケイタック － 新型コロナウイルス感染防止対応（店舗にテラス席を新設）

兵庫県 有限会社ボルボスナカジマ 3140002050836 ＥＣサイト立上げによるインターネット販売・動画宣伝広告

兵庫県 麺ｄｉｎｉｎｇだいふく － 姫路地区Ｕｂｅｒｅａｔｓ開始に伴う店舗告知及び販促活動の開始

兵庫県 富士高速印刷株式会社 1140001061357 非対面型ビジネスモデルの構築

兵庫県 光洋製瓦株式会社 2140001058781 非対面型ビジネスモデルへの転換ためのホームページの改良

兵庫県 もっち鍼灸整骨院 － 【動画配信によるネット集客の確立と非対面での腰痛指導】

兵庫県 株式会社Ｌｅｅ　Ｖｉｎｉｎｇ 7140001102691 下町のパン屋が行うＥＣサイトの開設による新たな販路開拓事業

兵庫県 らむ助 － 自家製燻製肉のインターネット販売と既存商品の改良

兵庫県 有限会社グレイスプランニング 9140002052471 オンライン講座・セミナーによる販路開拓と売上アップ

兵庫県 コーラルハウジング株式会社 5140001064240 スマホ対応及びオンライン商談のためのホームページリニューアル

兵庫県 ロッソピコリーノ － ウェブ注文受付とネット販売等の販売強化事業

兵庫県 ＩＮＣＥＰＴＩＯＮ － 独自のオンラインストアを軸とした新規顧客並びに販路開拓戦略

兵庫県 岡本法務事務所 － ワンストップ相続手続サービスを遠方の相談者にもリモートで提供

兵庫県 麺昌まさ － 【お土産用ラーメンの販売定着、ネット販売など販路拡大】

兵庫県 浦口 航平 － 新規雇用により新型コロナウイルスを乗り越える為の販路拡大

兵庫県 アトム － 動画での事業紹介コンテンツを活用した新たな非対面営業戦略

兵庫県 二代目あさひや － 地域貢献を兼ねたテイクアウト・新メニューによる販路開拓

兵庫県 ＫＯＹＯＬＩＮＫＳ株式会社 7140001066053 ＶＲシステム導入を軸とした新事業展開並びに販路開拓事業

兵庫県 プラティーヌ株式会社 7140001062754 非対面で打ち合わせを行うサイトの構築による売上向上計画

兵庫県 合同会社ｈｙｐｈｅｎ 8140003011188 地域企業のテレワークを支援するシェアオフィスの開設
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兵庫県 宮藤会計事務所 － 非対面、リアルタイムの財務支援の構築

兵庫県 Ｎｅｗ　Ｓｔｙｌｅ　ＫＩＴＣＨＥＮ　Ｊ － 新設備導入による生産体制の拡大とＥＣサイトでの新たな販路開拓

兵庫県 株式会社エムス・テック 6140001099418 外部環境に左右されない職場環境整備と遠隔監視作業ロボの開発

兵庫県 有限会社ウェルサポート 3140002053723 コロナストレス軽減、三密を防ぎ日常生活を取戻す新規事業の展開

兵庫県 株式会社おさるの森 8120001189391 遊び場施設の無人レンタルスペースモデルへの移行

兵庫県 株式会社ＴＡＫＡＷＯ 4140001115515 屋上野外スペースにおける安心・安全な空間の提供

兵庫県 エスポアこにし － ＥＣサイト制作、及びＨＰ変更による新規売上構築事業

兵庫県 株式会社フクサヤ 7140001061302 ＨＰ，ショッピングサイトを活用した新しい販路開拓の取り組み

兵庫県 すたじお空 － 宅トレの導入による新しい販路開拓の取り組み

兵庫県 ｋｏｍｅｌ － ＥＣサイトを再構築しブランド力強化及び売上増加を図る

兵庫県 シエルメソッド学習塾 － 古民家でオンライン授業の構築による新規開拓事業

兵庫県 イルピアット － 地元食材を活用した新商品の開発によるテイクアウト進出事業

兵庫県 トラットリアマーレ － 最新型調理機の導入によるテイクアウト事業の販路強化

兵庫県 ｒａｉｌ － テイクアウト事業並びにデリバリー事業を軸とした販路開拓戦略

兵庫県 有限会社ＷａｔｅｒｓＩｎｃ． 2140002053567 対面型セミナーのオンライン化による販売機会の増加とエリア拡大

兵庫県 ＢＲＡ － 企業向け運動ライブ配信サービス『ＪＯＹ　トレ　Ｏｆｆｉｃｅ』

兵庫県 株式会社トリニティ 1140001064040 プロが演奏した楽器の生音を使った新しい販路開拓の取り組み

兵庫県 ＨＥＲＯ’ｚＫＩＣＫ＆ＢＯＸＩＮＧＧＹＭ － ２４時間利用できるレンタル・プライベート・ジムの開業

兵庫県 ビーコンフォート株式会社 8140001058149 非対面型リモート営業へのビジネスモデルの転換

兵庫県 有限会社三宅商店 1140002051076 ＷＥＢサイト活用による情報発信と販路拡大・ネット販売の強化

兵庫県 株式会社ティー・エム・ピー 7140001059940 ネット通販による「非対面型」商品販売と新規顧客獲得

兵庫県 菓子工房しもさん家 － 自社設備の強化と非対面型ビジネスによるネットレッスン

兵庫県 ＪＡＣＫ（ジャック） － 地産地消キッシュの新商品開発によるテイクアウト・委託販売事業

兵庫県 合同会社ライフサポートアイリス － オンライン＆テレワーク応援！ＩＲＩＳのサポート事業

兵庫県 Ｇｒａｚｉｅ － 店舗改装によるメニューの拡充と新たな販路開拓の実現

兵庫県 株式会社アクティブクリエイト 1140001110394 見積もり、リフォームイメージの簡素化事業

兵庫県 株式会社Ｎｅｘｔｙ 4140001086764 「自社ＥＣサイト」構築により販路拡大と利益率の向上を図る。

兵庫県 株式会社理創化研 1140001062306 商品の内製化を促進するための処方開発力の強化

兵庫県
株式会社ピーシーマネジメントエーマック
ス

7140001065294 いきものデザイン革パス＆キーケース、３Ｄマスクの開発販路開拓

兵庫県 合同会社Ｅ－ＫＯＮ － オンライン販売の強化とキックボード認知度のＵＰ

兵庫県 合同会社Ｂｅｎｅｆｉｔ 6140003011157 自社ＷＥＢショップ開設で新ブランドの販路開拓

兵庫県 有限会社大樹 3140002049358 営業再開時の店舗での非対面及び非対面型店舗への移行

兵庫県 ＣａｓｈＢａｓｅ合同会社 7140003012113 テイクアウト事業実施による販路拡大計画

兵庫県 シティイノベーション株式会社 2140001092483 食品の移動販売

兵庫県 住空間建築設計株式会社 1140001065886 ＣＡＤの図面提案・見積作成システムの構築による売上向上計画
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兵庫県 有限会社オーバルホーム 8140002040254 宅建業に参入し、リノベーションの需要を伸ばす事業

兵庫県 株式会社こどもみらい 6140001067416 ホームページの強化並びに非対面型事業推進計画

兵庫県 ｔｏｋｉｂｅ　ｓｔｕｄｉｏ － オンラインカメランレッスンとフリーランス向けＨＰ作成支援

兵庫県 株式会社エム・エス・テニスカレッジ 5140001047930 双方向動画レッスンによる新規顧客獲得

兵庫県 大和肥料株式会社 1140001049781 肥料製造に関わる魚原料の安定確保、家庭菜園肥料の研究開発

兵庫県 会席創作かっぽう花水季 － テイクアウト商品における生産効率向上による売上拡大

兵庫県 イルチブレインヨガ立花スタジオ － オンラインヨガ教室オープンと子ども脳教育教室拡大

兵庫県 ＬａＴａｖｏｌａＦｅｌｉｃｅ － イタリア家庭料理が学べるオンライン教室の開講

兵庫県 小野測量株式会社 1140001055136 最新型ＵＡＶ測量機器導入によるＩＣＴへの対応と測量技術の向上

兵庫県 Ｕ－ｋｎｏｗ － 美容室に来られるお客様への非対面サービスの環境づくり

兵庫県 株式会社デカスリート 1140001106112 インターネット集客を学べるオンラインスクール

兵庫県 株式会社マルシンシーエーエス 8120001006472 色調・色相調整工程の自動化による省力化と高付加価値商品の拡大

兵庫県 オードサクレ有限会社 140002045704 テレワーク専用の営業所の設立・新規ＥＣモールへの出店

兵庫県 高橋塾 － 双方向オンライン授業

兵庫県 日尼商事株式会社 3140001106630 介護人材育成支援事業

兵庫県 株式会社プロテクノ 8140001052762 新たな顧客獲得のためのＷｅｂコンテンツ整備事業

兵庫県 尼崎ゼミナール － リモート授業及び非対面授業の開拓事業

兵庫県 Ａ－ｂａｌａｎｃｅ － 「就活塾で人間力をアップさせるオンラインスクール構築事業」

兵庫県 株式会社ミツヒロ 3140001104238 子供向けプログラミング教室におけるオンライン授業の展開

兵庫県 株式会社セイレンドウ 2140001098794 遠隔見積もり機能と自社ＥＣサイト追加に伴うウェブサイト刷新

兵庫県 丸富商事 － 在宅勤務、非対面接客の促進のための新規ＨＰ作成

兵庫県 株式会社オーガスタ 7120001175624 ｗｉｔｈコロナに打ち勝つビジネスモデルの立ち上げによる転換

兵庫県 ８ｐｏｉｎｔｓ合同会社 7140003013581 ノンアルコール飲料の情報サイト運営による非拘束型の新規事業

兵庫県 株式会社ワンアップ 1140001104082 全国の士業をオンラインでつなぐ会員制サイトの構築

兵庫県 日成化学鍍金工業株式会社 9140001050567 大容量整流器導入による国内向け製品供給力強化の取組み

兵庫県 株式会社アイデンティティー 6140001100366 【「エンジンオイル」の新商品の開発及び新規顧客獲得の販促活動】

兵庫県 ハルキ株式会社 3140001111168 エンドユーザー新規獲得に向けた取組み事業

兵庫県 Ｃｕｔ　Ｓａｌｏｎ　Ｑｕｅｕｅ － マツエク及びヘアリセッターの導入とホームケア商品のネット販売

兵庫県 ボイスアンドクリエーションコエトテ － オンライン面接対策講座をオンラインで開講

兵庫県 有限会社アクセスコーポレーション 6140002044620 ホームページとＤＭ用カタログによる非対面型販売の仕組み作り

兵庫県 鉄板ダイニング千の家 － 売上拡大を目指す販路開拓テイクアウト＆宅配事業

兵庫県 よし鍼灸接骨院 － 安心できる非対面型オンライン診察システム導入

兵庫県 スマートサロン株式会社 4140001098355 研修受講の完全オンライン化の実施と宣伝

兵庫県 Ｋｕｂｕ － 空気環境の良いお店で新規来店数増加と独自の仕入ルートの確保

兵庫県 Ｒｅｃｏ． － 知識・技術の動画コンテンツ化、販売システムの構築
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兵庫県 株式会社新征テクニカル 8140001049164 スマートファクトリー推進に伴う広報・営業のオンライン化

兵庫県 有限会社ネットクレードル 3140002043716 動画導入に伴うホームページ制作と非対面型スクール事業の構築

兵庫県 ソレイユ　フラワー＆カルチャー － オンラインレッスン事業化とレンタルスペース設備の充実

兵庫県 株式会社叶夢 6120001201554 顧客満足度の高いスタッフが対応！質の高い非対面式販売の実現

兵庫県 プリミエール － セルフエステの導入、オンラインレッスン開始による販路開拓

兵庫県 株式会社ＰＬＡＹＨＯＯＰ 8140001114505 オンラインショップの開設とテレワークの導入

兵庫県 小顔＆よもぎ蒸しムーンシード － コロナ太りにも対応！オンラインビューティプログラム

兵庫県 生きもの科学研究所 － 一人ひとりができる新型コロナ感染症対策の情報商材による普及

兵庫県 ＯＲＥＯ － 非対面でもお客様のそばに！ＨＰを駆使した伴走支援事業

兵庫県 特定非営利活動法人つなげる 1140005024186 日本初オンライン多胎サークル『ふたごのまち』認知・魅力向上

兵庫県 共生印刷株式会社 6140001048481 訪問型営業から非対面による２４時間簡単に商品発注できる仕組み

兵庫県 株式会社笑波 9140001097526 感染拡大防止の内装工事とＷＥＢ通販でコロナ後の時代を生き抜く

兵庫県 株式会社オーバーザエッヂ 4140001073837 エアコンフィルタ－サービス周知及びオンライン化による販路開拓

兵庫県 タヒーノ － 持続化補助金で尼崎の皆様にテイクアウト料理を届けたい！

兵庫県 ｎｕｔｓ － 傘販売用ＥＣサイト並びに展示会場スペース設置による販路拡大事業

兵庫県 Ｍａｉｍｙｓｈｏｐ － おうち相談ＨＰオンラインメニュー開設と福利厚生サービス活用

兵庫県 株式会社ＣＯＣＯＬＯＣＫ 4140001102736 非対面型オリジナルジュエリー制作相談およびリモート営業

兵庫県 Ｔｏｔａｌ　ｂｅａｕｔｙ　Ｓｏｉｎ－Ｖｉｓａｇｅ － 健康美を応援！体質改善エステの導入とＷＥＢ事業の販路開拓

兵庫県 株式会社ＳＵＮ 7140001104218 オンラインによる輸出ビジネス講座の提供

兵庫県 ｈｉｎｏ　ｐｌａｎｎｉｎｇ　ｃｏ． － オンラインマーケティング集客仕組み化事業

兵庫県 アットリフォーム株式会社 1140001053115 住環境を改善！オンラインによるリフォーム・お片付け事業の展開

兵庫県 株式会社おうちコンシェルジュ 1110001030348 ＷＥＢサイトを活用した商談スキームの確立

兵庫県 株式会社Ｒｅｉ－Ｔｅｃｈ 6140001105588 Ｗｅｂサイト構築による非対面型新規顧客獲得と人材採用強化

兵庫県 Ｔｒｙ－Ａｎｇｌｅ － アクセサリーショップ「Ｓａｎｋａｋｕ」立ち上げによる販路開拓

兵庫県 株式会社ロダン美容室 3140001052008 非対面型ビジネスのＥＣサイトを活用し美容販売の販路を拡大する

兵庫県 長山整骨院 － 電子書籍出版による非対面型セラピー及びオンラインセミナー事業

兵庫県 ｌｕｋｋａ － ＳＮＳによる集客及びアクリル板の設置による店舗環境整備

兵庫県 エコール・ド・ミュジークモナコ － 音楽家が安定収入を得るためのオンラインレッスンの構築

兵庫県 麺匠尼爺 － 販路の拡張とガイドラインに沿った衛生的な営業の継続

兵庫県 キッチン＆カフェ　エマーブル － 野菜を使った家庭の食事の充実と健康メニューの販路開拓

兵庫県 株式会社緑香 2120001154541 一般家庭のガーデニング設計・施工（新規顧客の獲得）

兵庫県 ワイズ鍼灸整骨院 － 患者さん中心のホームページ集客

兵庫県 フラッシュモブ大阪サプライズＳｉｎｎ － リアルとオンラインのハイブリット型ダンススクール運営による販路開拓

兵庫県 株式会社ＣＲＯＧＯ － 内と外を繋げるＷＥＢ配信事業

兵庫県 合同会社ＫＨＭ 3140003008775 ヴェラスフード通販事業オンライン化販売事業
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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

兵庫県 居酒屋ダイニングさくら － 新規・リピート顧客獲得及び販路拡大の為のＨＰ・チラシ制作

兵庫県 ママとベビーの教室ハートノート － オンラインでの講座開催と新規の商品開発

兵庫県 すずき整骨院 － ■非対面型のセルフケアによる健康増進サービス

兵庫県 きくの鍼灸整体院 － 非対面型のオンラインシステムの強化

兵庫県 株式会社バーベキューアンドコー 8140001104720 オリジナルＢＢＱグッズを通じた新たなコミュニケーション創出

兵庫県 ｋｏｍｏ．ｄｅｓｉｇｎ － アフターコロナに対応したＷｅｂ活用による顧客の事業継続サポート

兵庫県 新極真会　兵庫中央支部 － コロナ対策への設備投資とＷＥＢ稽古導入により新規会員増加！

兵庫県 合同会社ワークコンチネンタル 7140003013061 売上確保及び新規顧客獲得のためのテイクアウト販売強化

兵庫県 ランチェスターマネジメント明石 － リアル＆オンライン社長の実力アップ・プロジェクト

兵庫県 株式会社柿野工務店 8140001034686 老舗工務店が施工する安心安全な徹底除菌サービスの立ち上げ

兵庫県 株式会社ひじり 2140001046217 放課後デイサービスにおける在宅モニタリング

兵庫県 茨木酒造合名会社 2140003005534 自社チャンネル開設！動画とコラムでネットショップ売上アップ

兵庫県 富士の山菓舗 － セミオーダーシステムによる手焼き煎餅の非対面型販路開拓

兵庫県 株式会社Ｄ－Ｆｌｏｒ 9140001037952 オンラインＥＣサイト導入からサブスクリプションモデル構築事業

兵庫県 内外建設株式会社 8140001096529 時短！スマートフォンでできるオンライン住宅相談窓口

兵庫県 リラクゼーションサロンＳｏｙｏｋａｚｅ － 『女性の為のオンラインを活用したセラピスト養成講座開講』

兵庫県 株式会社ＳＴＡＲ’Ｓ 4140001092762 対象中学校の拡大、塾生獲得、オンライン授業を可能に

兵庫県 サンエイ・トータルサービス － アルコールの代用品で、今までと違う洗浄除菌水の販売

兵庫県 株式会社サンライズ 9140001037696 全国対応オンライン授業の開講・学習機会の提供と売り上げ回復

兵庫県 ＫＵＫＵ － コロナに負けないで！食事でニコちゃんマークの心体づくり

兵庫県 シーズウォーキングスクール明石校 － 人生を豊かに！オンラインウォーキングレッスン開設で売上ＵＰ

兵庫県 ブルーシエロ株式会社 5140001045802 ウェブサイト開設によるセミナー動画配信・情報提供

兵庫県 Ｎｏ　ｌｉｍｉｔ － ＷＥＢを活用したセミナー及びオンライン講座による販路開拓

兵庫県 合同会社パステル 1140003010816 『撮影スタジオ』として運営拡大し、幅広い利用者層の獲得を狙う

兵庫県 株式会社Ｐｕｒｅ 2140001036977 非接触で実施可能な美容サービスの立ち上げ

兵庫県 株式会社ＮＥＸＴ　ＷＯＲＫＥＲＺ 4140001112941 法人営業においての非対面型のオンライン接客の拡大事業

兵庫県 有限会社フォレストアップ 4140002029573 オンライン商談のスムーズ化！動画で「ここだけ内見」で差別化！

兵庫県 ティーネット株式会社 1140001037051 受注管理体制強化の業販サイト開発で顧客と地域活性化を実現！

兵庫県 有限会社穂希 3140002021275
オンラインでの業務管理・リモートワーク強化で、更なる顧客満足度ＵＰと貢献
を

兵庫県 明石市本町法律事務所 － 交通事故専門のブランドを構築し、テレワーク環境で連携を強化

兵庫県 株式会社夢工房 6140001037939 移動型調理場（キッチンカー）導入による販路開拓

兵庫県 ライフパワー － 特産品で地域創生。兵庫但馬の黒ニンニクブランド化事業。

兵庫県 ＤｅａｒＦａｍｉｌｙ － ＨＰ上の集客から受注までの非対面導線を作ることによる販路開拓

兵庫県 ＴＲＥＡＳＵＲＥ明石 － オンラインアカデミーによる新規客の集客

兵庫県 キッチン・コミュニケーション － 子どもに食育環境を！オンラインでの講師育成とミニレストラン開設
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

兵庫県 ＯｆｆｉｃｅＢｅｔｔｅｒ － ＳＮＳからの直接的ＷＥＢ販売、非対面ビジネス転換

兵庫県 Ｃｕｔｉｅｍ － 【メンズメニュー参入によるホームページの拡充とｅｃサイトの設営】

兵庫県 株式会社アルフィット 4140001037338 オンラインを利用した国家資格者による装具販売システムの構築

兵庫県 志間ギター・ウクレレ教室 － Ｌｅｔ’ｓ　Ｍｙ　Ｈｏｍｅ　Ｌｅｓｅｎｅ～ギター・ウクレレ～

兵庫県 ｃａｆｅＸｕＸｕカフェクスクス － クスクスモーニングをネットショップから全国の食卓へ！

兵庫県 一蔵 － 西宮から全国へ！リユース推進とネット買取で販路拡大

兵庫県 いっきゅう鍼灸整骨院 － 新メニュー導入準備とオンライン指導の導入

兵庫県 ＫＯＺＡｉｓｍ － 香西家の暮らしごと＆メディカルアロマオンラインレッスン

兵庫県 ヘアーギャラリー梁 － ウェブを活用した周知及びホームケア商品のネット販売

兵庫県 ヘアークラフトヒロ － ウェブを活用した集客及びホームケア商品のネット販売

兵庫県 ＭＹソリューション合同会社 8140003006221 Ｗｅｂ受注システムの導入による非対面型ビジネスモデルへの転換計画

兵庫県 株式会社ルシール 2140001091816 ダンススクール事業のオンライン化計画

兵庫県 Ａｉ　ｅｓｔｓａｌｏｎ － どんな時も心と身体を軽くするオンラインダイエット

兵庫県 株式会社たけふく 7140001101768 お客様の安全安心第一としたお店作り

兵庫県 ビデオイースト － クラウドシステムを使用したテレワークの強化

兵庫県 本の人 － 出版デジタル化事業

兵庫県 有限会社ビューティーネットウェブ 2140002043758 非対面型ビジネスモデルへの転換

兵庫県 みやび鍼灸院・整骨院 － 安全な健康生活のサポート・運動療法で元気で楽しいを推進

兵庫県 京進スクール・ワン上甲子園教室 － 非対面型ビジネスモデルである双方向型オンライン授業開始の告知

兵庫県 株式会社ＡＳホールディングス 1140001096444 Ｗｅｂサイトを活用した新車リース・自動車部品の非対面営業販売

兵庫県 株式会社豆仁 9140001098697 カシューナッツ専門店オリジナルグッズ　オンライン販売

兵庫県 株式会社ケイパックプロダクツ 3140001072006 多層インフレーチューブに対する食品包材向け印刷能力の拡充

兵庫県 インディバサロンｓｏｌａ － サイト構築でコロナに負けない非接触販売、オンライン診断の実現

兵庫県 神戸キーマカレー元町通り３丁目 － 生き残りをかけて、コロナ後の経営の見直し

兵庫県 オセロ・フィナンシャルサービス株式会社 6020001116572 外国人向けお部屋探しサイト

兵庫県 さかいバイオリン教室 － 公式ホ－ムペ－ジによる非対面レッスンの販路拡大

兵庫県 有限会社ケイエヌシステムズ 1140002058360 ユーチューブパソコンスクール

兵庫県 株式会社ＶＱ 8140001107814 非対面型オンラインセミナー・オンラインコンサルティング構築

兵庫県 ＪＡＭ株式会社 6140001110811 【サテライトオフィス開設による警備員採用及び販路拡大計画】

兵庫県 ディアーハーツ － 低価格で誰もが気軽に利用出来る地域密着型のお店

兵庫県 一分の一株式会社 3140001068524 ＨＰ刷新・ＳＮＳ広告の実施・テレワーク整備による売上・生産性向上

兵庫県 株式会社ホライゾン 6140001091110 コロナウイルス影響下における新しい補聴器ビジネスモデルの構築

兵庫県 株式会社ｄｏｕｓｈｉ 8140001116294 ライブコマースでブランディング＆宣伝効果を可能にする事業

兵庫県 ＰＡＣＥ － 日本に還元する持続可能なものづくり

兵庫県 Ｋｉｔｃｈｅｎ＆Ｂａｒ　ＫＡＮＯＮ － テイクアウト、デリバリー商品メニューの開発と販路開拓
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兵庫県 Ａ－ｒｉｓｅ株式会社 8140001096314 空調関連商品販売のためのオンラインショップ開設

兵庫県 塗り替え専門店縁 － 自社ホームページ作成とＥＣサイト設立で販路拡大

兵庫県 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ｄａ　Ｔｏｒａｃｈｉｃｉ － 自宅でもナポリの味を！ピッツァと料理とワインで気分はイタリア

兵庫県 リトルラビット － 対面×非対面での安心安全な教室環境のレベルアップ

兵庫県 デューントレーディング － お食事だけじゃない！ネットショップ作成と物販拡充で販路を拡大

兵庫県 炭火焼鳥専門店ともや － 家で楽しめるプロの味、普段は自宅では食べれない地鶏料理！

兵庫県 トライアングル － ミシン仕事のテレワーク化とウェブ関係の構築販売強化事業

兵庫県 レッドリーヴスバー － テイクアウト・デリバリーの開始、コロナに対応した店内改装

兵庫県 株式会社笑い総研 5140001101828 オンラインを通じたメンタルヘルス対策体制の構築事業

兵庫県 ＭａｒｄｅＢｉｊｏｕ － おうちで、グッバイ・ダイエット！

兵庫県 とりごや　今津駅前店 － 付加価値の高い商品を地域、全国にお届けする事業

兵庫県 ビッグショップ西宮 － コロナの影響を受けないホームページによる新規販路拡大

兵庫県 司法書士さくら夙川事務所 － こんなときだからこそ中小企業の販路を広げるサポーター

兵庫県 フェリーチェ法律事務所 － 法律業務全般

兵庫県 有限会社ミキ・コーポレーション 3140002057963 テイクアウト、ネット販売で家庭に焼き鳥を楽しんでもらう

兵庫県 株式会社アイトロニクス 2140001072510 新製品「超多段式変速機」の開発

兵庫県 ゆらり亭 － ７つの穀物を練り込んだ無添加麺「七福そば」の開発と新規顧客獲得

兵庫県 有限会社神戸工房 7140002056425 非対面ビジネスによる販路開拓と、海外生産拠点の新規開拓

兵庫県 ＢＵＮＤＹＢＥＡＮＳ － 個人店だから出来る細やかなサービスでＥＣ業界へ参入、販路開拓

兵庫県 株式会社なごみやコーポレーション 2140001108628 店舗のリニューアル及びＥＣサイトの展開

兵庫県 株式会社ＲＩＣＨＩＡＭＡＭＩ 1140001111285 「ファッションブランドのＷｅｂ直販・卸販売一元化システムの構築」

兵庫県 タイ国料理店イサラ － 通販で本場のタイ料理を日本の食卓にお届けする事業

兵庫県 株式会社ＬＩＮＸＳ 9120001194969 住宅リフォームのオンライン見積もりシステムの導入

兵庫県 中国料理滕王閣 － 手作り点心の開発とＥＣサイトを活用した販路開拓

兵庫県 Ｍｏｓｔ　Ｌｏｖｅｌｙ　Ｔｈｉｎｇｓ － 対面型ビジネスからオンラインビジネスへのシフトと充実を図る

兵庫県 株式会社ポッポヤ 5140001070338 スポーツ品専門ネット通販サイトの構築事業

兵庫県 よだきんぼ － ＷＥＢサイト構築によるアナログ飲食からの脱却への参画

兵庫県 株式会社カルナシア 5140001116017 非対面型の販路拡大

兵庫県 サノスミコ流朗読塾 － 音読・朗読講座の非対面対応へ向けた取組

兵庫県 株式会社サンライズ 1140001031764 ネットを活用した宅配事業の展開

兵庫県 小皿中華　Ｏ－ＣＨＡＩ － テイクアウトメニューの充実化とＥＣサイト活用による販路開拓

兵庫県 株式会社動きのコツジャパン 1140001104157 インターネットによる月額制脳卒中リハビリコミュニティサービス

兵庫県 Ｆｉｌｕｃｅ － オンラインホームケア導入における漢方アロマ事業

兵庫県 バッカナール － レストランクオリティ　パスタセット等　オンライン販売

兵庫県 ＳＴＥＡＫ＆鉄板ゆずか － テイクアウト強化と来店への宣伝
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兵庫県 Ａｍｒｉｔａｍ　Ｓｕｄｄｉｈ － 感染予防に貢献し安心と快適な日常をサポートする事業

兵庫県 株式会社ＤＩＳＰＡＴＣＨＨＡＩＲ 4140001116249 ネット通販を活用し、メンズコスメ市場へ参入する事業

兵庫県 レーシングドライバー有限会社 2140002058888 軽くて清潔！大型犬用の跳ね上げ式ウォータートレッドミルの開発

兵庫県 ＢＡＲいつじ青果 － キャッシュレス、ネットで販促野菜総菜のテイクアウト事業

兵庫県 久武正明建築設計事務所株式会社 6140001108475 「新しい働き方のための建築」を開発・提案し、新たな顧客獲得を目指す

兵庫県 イタリア食堂カメリーノ － どのような生活環境にあっても自宅で手軽に理想的な健康食を！

兵庫県 うらく整体院 － 頭痛改善に特化したアーユルヴェーダ・アロマ講座体験事業

兵庫県 ゆげ株式会社 7140001110406 オンラインストアでの顧客獲得モデル作り

兵庫県 タブチ神経整体院 － コロナ対応！オンライン顧客フォロー＆治療家向けセミナー

兵庫県 ウィズ法務司法書士事務所 － コロナ社会での新たな法律相談モデルの取り組み

兵庫県 かしづき － 家庭料理の技術シェアを生かし、ポストコロナを乗り切る事業

兵庫県 株式会社創智社 4140001074579 ・テレワークとＷＥＢ受講生獲得の環境整備および広告活動

兵庫県 有限会社エルランド 8140002055913 ＨＰの大規模リニューアルによる売上向上

兵庫県 ＴＯＲＩＫＡＲＡ　ＳＴＡＮＤ － テイクアウトの強化、販路拡大

兵庫県 ＲｅｈａＭｏｒｅ株式会社 4140001116629 オンラインリハビリやセミナー導入の為の告知

兵庫県 Ｍｅｌｌｏｗ． － Ｅコマースに特化したマーケティング活動

兵庫県 ｏｆｆｉｃｅ　ｌｏｋｋｉ － ホームページの改修による新規顧客開拓・売上規模拡大

兵庫県 合同会社ｓｏｌａｎａ 1140003014676 ＨＰ・ＳＮＳ・チラシを作成し法人のＰＲと顧客の獲得

兵庫県 えだ屋 － 自宅でお店の味を手軽に！

兵庫県 ｏｆｆｉｃｅひいらぎ － 無店舗販売事業の拡充とＯＥＭ開発による非対面ビジネスモデルの構築

兵庫県 みらいラフター － 動画を活用したオンライン講座

兵庫県 株式会社大好き 6140001113863 自社ＨＰの制作による非対面型予約システムの構築

兵庫県 株式会社スプレーフィールド 2140001073070 業務用冷凍ストッカー（冷凍庫）等冷凍機器のネット販売事業

兵庫県 Ｒｉｔａ　Ｂａｌｌｅｔ　Ｓｃｈｏｏｌ － 【専用スタジオの設立による細かなクラス分けと新規生徒の募集】

兵庫県 ＡＴＡＲＩ － 独自ホームページ作成による営業強化事業

兵庫県 尾崎　佳奈 － 個人の資産運用に関するオンライン相談とマッチング事業の展開

兵庫県 ＤａｎｃｅＴｅｑＩｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ － リモートレッスン事業と感染予防事業の広告拡大増加

兵庫県 浅野夏悠 － タイムマネジメント手帳術オンライン講座

兵庫県 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　ｋａｎｏｎ － 非接触型痩身マシンによる部分痩せメニューの販売

兵庫県 バラエティミートみのや － 和牛を使った新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

兵庫県 廣岡屋商事株式会社 3140001070117 非対面営業による旗ポールレンタル事業による拡販

兵庫県 ＬＩＦＥ　ＶＩＥＷ － コーチングビジネスオンライン化プロジェクト

兵庫県 アンスリール － 高級仕出し料理と弁当のデリバリーサービス

兵庫県 株式会社イリス 4140001095798 ＷＥＢサイトと動画コンテンツにより復元美装工法の効果をＰＲ。

兵庫県 Ｒｅｌａｘｇａｒｄｅｎｈａｉｒ － 新型コロナウイルスの拡散防止対策
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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

兵庫県 有限会社ヘアランド 6140002063975 ヘアケア商品をオンラインＭａｋｉｎｇ　ｓｈｏｐでの販売。

兵庫県 ＭｉＬＤＡ　Ｃａｆｅ － 店内飲食からテイクアウト・通販事業への拡充計画

兵庫県 パーソナルトレーニングＴｅｎｃｈａｎｃｅ － パーソナルトレーニング　Ｔｅｎｃｈａｎｃｅ

兵庫県 株式会社ＳＳＴＥＣＨ 3140001083738 非対面型ビジネスモデルに転換するためのＥＣサイト構築事業

兵庫県 株式会社クレデュ 5140001083100 非対面型ウェブ授業推進準備及び対面型授業のコロナ対策

兵庫県 ｃｏｒｅｃｏｒｅ．伊丹カイロ整体院 － オンライン整体の開始、ネットショップの開設

兵庫県 株式会社パトナ 1140001083145 ＵＶカットシールド

兵庫県 なないろロール － オンライン講座と物販による販路開拓とＥＣサイト強化

兵庫県 株式会社ノトス 3140001112637 ＶＲで社会を予習する児童発達支援オンラインシステム

兵庫県 命運館 － オンラインサービス強化による販路開拓と受注増加

兵庫県 鳥心 － 第二波・第三波に備えてウイルスと共存していく店舗運営の切替

兵庫県 ｃｏｃｏｌｏｃａ － 新ホームページ開設と動画教材の作成でオンラインの販路開拓

兵庫県 ＣＵＰＳコンセント － 結婚相談所のブランド化・広告活動による新規顧客獲得事業

兵庫県 有限会社緑園 4140002064075 新型おもてなし・こだわり日本茶工房・講習会のウェブ配信

兵庫県 エムベース － ネット広告事業による、コロナ感染防止対応と事業モデル転換

兵庫県 北播防犯設備商会 － 自社ホームページの更新による非対面型ビジネスへの転換

兵庫県 有限会社山本鉄工 9140002062132 これからのモノづくりの土台作りと非対面型ビジネスへの転換

兵庫県 有限会社丸石織物 8140002062026 マスク関連製品安定供給のため出荷体制の強化

兵庫県 日東梱包株式会社 2140001075728 【コロナをチャンスにＢｔｏＢ→ＢｔｏＣへの変革で収益力アップ】

兵庫県 英会話ウエストサイドイングリッシュ － ホームページの改修によるオンラインレッスンの本格導入

兵庫県 株式会社藤井酒販 2140001077179 田舎におけるフード＆ドリンクのデリバリーシステム構築

兵庫県 ＨＡＳＵ － オンラインによる非対面型サロンコンサルティング集客システムの構築

兵庫県 有限会社スタイルアップ 2140002063062 テイクアウトおよび通信販売向け餃子の生産体制強化事業

兵庫県 株式会社ラ・ジュネス 9140001113712 非対面接客事業【オンラインエステのお肌ケア「遠隔エステ」販路拡大計画】

兵庫県 株式会社松三堂 3140001039938 オンラインカタログを整備してチラシとＷｅｂ広告での販路開拓

兵庫県 株式会社藤谷塗装工房 1140001109098 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへの切り替えをはかる取組み事業

兵庫県 株式会社丸尾牧場 7140001040826 移動販売車導入により非対面型ビジネスに転換する

兵庫県 あい・プランニング株式会社 8140001040321 「深く狭くあなただけに！」地域・職種特化ｗｅｂ人材サービス

兵庫県 ＴＲＵＳＴ株式会社 6140001113913 オンラインによる非対面式見積もりサービス体制確立

兵庫県 暖木 － テイクアウト向け店舗改装と持ち帰り商品の販売

兵庫県 個別指導塾Ｗｉｌｌ　ｂｅ － 高校生対象としたＷｅｂ個別指導による商圏拡大と広告宣伝活動

兵庫県 Ｘ－ｍｏｖ　Ｊａｐａｎ株式会社 2140001104940 ＷＥＢサイトを活用した非対面販売による新たなビジネスモデルの確立

兵庫県 ｓｔｕｄｉｏｍｏｃｏ － こども写真館からの脱却、オトナ対象の新規顧客獲得計画

兵庫県 有限会社イシイ 1140002030716 「ＥＣによる一般消費者向け靴用ブラシの販路開拓」

兵庫県 パーソナルトレーニングスタジオｆｕｎｃｔｉｏｎ － オンライン指導及び貸切トレーニングジム開設による売上増大計画
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

兵庫県 株式会社橘祥建設 4140001036199 ホームページの刷新並びにテレワーク導入による売上拡大計画

兵庫県 道刃物工業株式会社 8140001036303 ＷＥＢを活用したオンラインワークショップによる販路開拓

兵庫県 ヤマダホーム株式会社 6140002031453 住宅向けの家具や雑貨のＥＣサイト販売で販路拡大

兵庫県 有限会社山本楽器店 4140002069074 無観客ライブ配信のための高品質な動画収録サービス

兵庫県 有限会社坂本文昌堂 4140002068836 ＬＩＮＥによるマーケティングとＬＩＮＥ連携ＥＣサイトの構築

兵庫県 ＴｈｅＫｉｔｃｈｅｎｂｕｏｎｏｂｕｏｎｏ － 自家製パンの製造体制構築及びテイクアウト事業の展開

兵庫県 株式会社Ａｎ．ｄ　ｙｏｕ 1140001101121 Ｗｅｂで高性能健康住宅の体験・相談ができる住宅建築のすすめ

兵庫県 有限会社くろだ 140002069636 コロナウィルスに対応するネットショッピング及び販路開拓事業

兵庫県 中野かおり税理士事務所 － テレワーク・ＷＥＢ面談による生産性向上と３密をさけるオフィス

兵庫県 ＰＵＲＡＲＥ： － ＰＵＲＡＲＥ：オーダーメイドＷＥＢサイト構築

兵庫県 ワタナベ商事有限会社 2140002069092 「地元のお店が運営する顔の見えるインターネット通販」

兵庫県 タンミダイニング圓 － デリバリー・衛生向上の強化と広告宣伝による販路開拓事業

兵庫県 株式会社ｐｒｉｍｅ　ｃｏｃｏ 6140001110803 フィットネスクラブの非対面サービスの提供

兵庫県 株式会社浜田屋本店 2140001084852 ＳＮＳ活用における顧客接点強化によるＥＣ販売強化

兵庫県 ｃａｆｅ　ｍａａｒｕ － テイクアウトのオンライン化と通販サイトのシステム強化の再構築

兵庫県 Ｖａｎｎａ － 人体健康度測定器ＱＲＭによる健康度測定で新規顧客を開拓

兵庫県 株式会社富士スタヂオ 8140001084871 ＩＴ化で図る新規商談機会の創出及びサービス開発

兵庫県 株式会社淡路第一商事 1140001084580 全国の女性にブランド商品をお届けするインターネット販売

兵庫県 家具ｚｏｍｂｉ － 【ものづくり動画配信事業】

兵庫県 有限会社たかなべでんき 6140002068933 非対面型ビジネスモデルへの転換

兵庫県 ミタケ水産株式会社 6140001109663 淡路島由良港の群魚通販サイト構築

兵庫県 寺子屋 － 家庭学習管理システム導入と広報力強化による売上規模の拡大

兵庫県 株式会社キコニアボイキアナ 7140001056962 コーヒー生豆を活用した新商品開発と非対面による新規顧客獲得

兵庫県 有限会社ワイズエンタープライズ 6140002046567 カラーオーダーシステムの開発とネットを通じた新規顧客開拓

兵庫県 イーコマースラボ － 沖縄県観光復興のためのツアー予約サービス構築事業

兵庫県 Ｓｍｉｌｅ － 非対面型サービスの確立に挑む

兵庫県 ＡＬＢｉＶＯ － サプライチェーンの毀損への対応

兵庫県 ＭＴサービス － ＷＥＢツールしたを活用した「顧客密着型」の新規顧客獲得事業

兵庫県 和―なごみ― － 和菓子の伝統文化の継承と存続を目指した新たな販路拡大事業

兵庫県 株式会社アールジェイビー 7140001045908 オンライン研修による非対面型ビジネスモデルへの転換事業

兵庫県 株式会社御影屋 1140001101583 新ブランド立ち上げによる非対面ビジネスモデルへの転換

兵庫県 Ｐｈｏｔｏ＆Ｄｅｓｉｇｎ　Ｔａｋｕｍｉ － 写真業の技術を活用した事業、新たな販路開拓による新規顧客獲得

兵庫県 珈琲紫園 － 自社サイト作成によるアーモンドバターのネット受注体制の整備

兵庫県 ファーム前田屋 － ファン客作りのための自社通販サイトの作成

兵庫県 エニィデイスタディ合同会社 1140003013934 リモート学習システム導入・広報活動強化による売上規模の拡大
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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

兵庫県 ＮＰＯ法人セカンドライフ．ＪＰ 3140005021438 会社サイト・ＳＮＳサイト（目標．ＪＰ）の構築

兵庫県 新在家ラーメンもんど － 新型コロナウイルス感染防止のための空気清浄機の購入

兵庫県 和処森樹 － コロナ後のニーズに対応した店舗改装とテイクアウト事業の展開

兵庫県 福良有限会社 7140002038951 コロナを乗り越えるためのキャッシュフロー強化計画

兵庫県
マイルストーンブルーイング東加古川醸造
所

－ 瓶ビール製品を製造とネット販売による販路開拓

兵庫県 株式会社ＡＲＳ 3140001110698 囲炉裏制作・販売及び広告宣伝による新規顧客獲得事業

兵庫県 マザーフーズカンパニー － コロナに負けない！明るく清潔な飲食店へ、安心を提供致します！

兵庫県 ｖａｒｉｅｒ － エステ店のドライブスルー非対面販売計画！

兵庫県 周鳳堂 － オンライン講座とキャッシュレス決済で販路開拓

兵庫県 ａ　ａｓｉａ － 非接触の設備導入と、オンラインセミナーの実施事業。

兵庫県 株式会社橋本 9140001046193 空中スペースを利用した非対面式屋外受付待合事業

兵庫県 株式会社ＬＥＡＤ 8140001096495 非対面による新しい販路開拓及び社内の環境整備

兵庫県 ざこば市場株式会社 6120001133665 Ｗｅｂ上でのオンラインセミナー開催とコンサルティングへの集客

兵庫県 株式会社キ・ボン 4140001042692 新商品のネット販売と、テイクアウト用新サイトからの顧客獲得

兵庫県 株式会社ＴＮＫ田中接骨院 6150001087629 高機能ベッド増設とＨＰ新設によるＰＲ強化、売上回復・拡大

兵庫県 株式会社ＹＡＮＥＳＥＫＯ 7140001089517 やね整骨院グループの非対面による体質改善プログラム

兵庫県 ピロンシステム株式会社 140001043480 来客減少分を和牛タン・ハラミ専用ＥＣで埋めて持続可能な経営を目指す

兵庫県 株式会社クロスオーバー 8140001097997 オンラインチャット導入によるホームページ企画のリモート化

兵庫県 志方亭 － ＥＣ機能の追加とインフルエンサーマーケティングによる販売強化

兵庫県 株式会社住田商店 2140001046340 老舗酒屋によるＥＣサイトを用いたお酒の販路開拓

兵庫県 株式会社わくわく 5140001046362 既存ＨＰリニューアルとＥＣサイトの新設による売上アップ

兵庫県 ＳＡＬＥＳ　ＯＮ　ＪＯＵＲＮＥＹ － 集客の仕組化及びオンライン化に向けたビジネスモデルの構築

兵庫県 有限会社キッズ 9140002035699 光の力で安全強力に車内をまるごと空気清浄機に！！

兵庫県 株式会社ハウジング山一 3140001043403 リーズナブルな注文住宅提案による販路拡大と非対面型相談の実施

兵庫県 ＩＭＡＭＵＲＡ企画 － オンラインコンテンツ配信に伴う環境整備及び、販売促進事業

兵庫県 ＭＡＴＵＲＡＲＥ（マトゥラーレ） － テイクアウト商品の開発と注文時決済システムの導入

兵庫県 合同会社ツナガリ 1140003014305 コロナに負けるな！設備導入と新規ＥＣサイト構築し販路拡大

兵庫県 ｍａ－ｍａ．ｃｏｍ － 主婦の潜在的労働力を最大限に引き出す主婦起業家養成アカデミー

兵庫県 株式会社ＯＷＬ 140001099454 海外ビジネス進出サポートサービス

兵庫県 小野旅行センター株式会社 2140001076635 店舗でもホームページでも旅行を疑似体験

兵庫県 合同会社シーラカンス食堂 8140003008085 シーン撮影専用空間を設けオンラインによる自社商品の魅力発信

兵庫県 株式会社はりよし 4140001076831 ＥＣサイトの充実による顧客への商品提供およびブランディング

兵庫県 高橋醤油株式会社 4140001076303 オープンイートイン新設と情報発信強化による新規顧客開拓

兵庫県 株式会社グレイスデザインラボラトリー － 非対面型ビジネスモデルへの転換

兵庫県 おひさま整骨院　加西店 － 非対面型ビジネスモデルへの転換
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

兵庫県 合同会社ＷＯＯＤＳＩＳＴ 7140003012914 無垢の木と漆喰で作る企画提案型住宅の広報費

兵庫県 向日葵 － 移動販売と宅配等の販売事業

兵庫県 ごはんカフェパンジー － 外食依存脱却！真空パック・レトルト加工への進出でコロナ対応！

兵庫県 Ｈｅｒｂａｌ　Ｅｓｔｈｅｔｉｃ　Ｓａｌｏｎ猫ろ美庵 － 「コロナに負けない！感染症拡大防止対策で刷新、新たな販路計画」

兵庫県 ミラシオン株式会社 5140001095608 ＵＳＢ基板のプラットフォーム化と商品案内チラシによる販路拡大事業

兵庫県 写真館プロフォート宝塚 － 即日対応の新サービス展開ＰＲに伴うＨＰ開設で多方面集客

兵庫県 株式会社アドバンス 4140001081170 『動画×ＳＮＳマーケティングを活用した新規集客とリピート戦略』

兵庫県 わんぱくポケット － オンライン授業を取り入れた新たな顧客の創出と駅看板設置事業

兵庫県 栄飯店 － コロナに負けた店内売上を取り返すためのネット通販展開事業

兵庫県 株式会社 ロココ 8120901016141 商品を魅せる什器改装、ＨＰ開設販売による販路開拓で全国展開

兵庫県 百合珈琲 － 「ユリ」百合珈琲×エタラジスト

兵庫県 シルビア － 元タカラジェンヌの「ちーとすいーレモン酢」オンライン販売

兵庫県 ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ － 対面型ビジネスモデルであるＥＣビジネスへの新規展開

兵庫県 株式会社美アシスト 2140001084357 【感染症予防対策とオンラインショップ】

兵庫県 Ｂｅａｎｓ　Ｐｏｔ － 実店舗から無店舗型小売店（ネット販売）への主要業態の転換事業

兵庫県 幻灯 － 作家としての認知度向上と新商品の販路開拓

兵庫県 ＧｗｅｎｎＨａＤｕ（グウェン・ア・ドゥ） － フランス・ブルターニュ地方の食をテイクアウト＆ネット販売で販路開拓

兵庫県 株式会社ＫＩＴＴＡＮ 4140001115861 テイクアウトとＥＣサイトを利用した和牛料理店の販路開拓

兵庫県 Ｌｉｆｅｓｔｙｌｉｎｇｒｏｏｍ － いつでも学べる！頼れる！片づけ整理収納オンラインサロン

兵庫県 ｍｏｃｏＭＯＲＯＣＣＯ － 非対面でもお客様にコロナ対応や商品情報を正しく伝えて販路拡大

兵庫県 株式会社健康マルシェ 9140001106311 コールドプレスジュース通販商品の増産及び衛生管理強化

兵庫県 ボンエスポワール株式会社 3140001103371 非対面形式の陶芸教室開催及びオリジナル陶磁器の新規商品開発

兵庫県 有限会社クリップ 1140002066801 オートシャンプー機を導入して感染の緩和と格安での提供

兵庫県 茶寮華 － 「全国各地へ宝塚の香りをお届け＋コロナ対応店舗大改造」

兵庫県 ＣＳ６０宝塚 － オンラインでの販売システムの構築による新たな販路開拓

兵庫県 株式会社ＳＯＶＬＡ 2140001099165 コロナ休業期間に非対面転換と業務拡大でアフターコロナに対応

兵庫県 整骨院体心堂 － ネットを使った新サービス開始と実店舗メニューの充実

兵庫県 ＰＥＳＣＥ　Ｄ’ＯＲＯ － ペッシェドーロ　オリジナル冷凍総菜　開発・販売プロジェクト

兵庫県 株式会社ＲＡＺＫＡ 7010001190196 インターネットを活用した非対面型の人材紹介事業

兵庫県 株式会社ＩＭＯデザイン 1140001083822 ＩＴ建築設計事務所のホームドクターデザインアーキテクト

兵庫県 バンビ － セルフ美容商材とサポートをＷＥＢで提供・販売非接触型サービス

兵庫県 ことや堂 － アウトドア情報サイト新設による新規顧客と定期収入の創出

兵庫県 有限会社メグプロモーテ 3140002068060 １７周年記念ジュエリー特別展示会による販路開拓計画

兵庫県 株式会社Ｅｄｗａｒｄ’ｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 2140001092475 オペレーション効率化とＨＰを利用した物販の計画

兵庫県 ＫＯＲＵ － 非対面型ビジネスモデルへの転換
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

兵庫県
Ｇｅ黄土よもぎ蒸しＲＩＶＥＲＳＩＤＥ宝塚大劇
場前サロン

－ 通販新規販路開拓と、三蜜回避の店舗構築

奈良県 株式会社アンビション 5150001008956 非対面型セルフ脱毛でのコロナ対策と新たな顧客層獲得

奈良県 東友株式会社 3150001007373 非対面型転換のためのＶＲ見学会実施に向けたＹｏｕＴｕｂｅ動画発信強化事業

奈良県 ｍｏｏｔｈｉ － ホームページ開設と店内公衆衛生上の為の設備導入

奈良県 株式会社オカダ電子 8150001005463 内視鏡洗浄履歴管理システム「ウォシュレコ」の販路開拓

奈良県 ヒロティーナレッジ株式会社 1150001022589 ＦＰが独自コンテンツを使い、非対面型営業に転換する事業

奈良県 タキヘアメイク － 消毒、換気、３密にしないお客様の安全、感染予防事業

奈良県 ｏｒｉｇｉｎａｌ　ｓｉｇｎ　ＦＡＣＥ － インターネット販売

奈良県 Ｂｅａｕｔｙ　Ｅｃｌａｔ － ＷＥＢ広告集客・ＥＣサイト開設等、非対面型営業システムの構築

奈良県 合同会社Ｆｅｒｉｅ奈良 2150003001904 安全で快適なホテル・塾づくり－プライベート空間・感染予防策－

奈良県 スタジオ＆ギャラリーＨＡＮＥ － オンライン授業と通信講座開設

奈良県 合同会社Ｎ　Ｂｏｄｙ　Ｌａｂ 7150003002096 ホームページ開設により非対面型ビジネスモデルへの転換を図る

奈良県 株式会社エムワイピー 6150001000350 特許育成鶏の新商品開発に伴う、ＥＣ構築およびブランディングの展開

奈良県 日本バイオロジック有限会社 3150002001367 仕入商品を自社ブランドに切り替え、３年以内で導入費用を回収する

奈良県 合同会社センスオブファン 7150003001610 ※コロナ対応の新観光モデル

奈良県 株式会社エクストリーム 1122001028511 アフターコロナ新生活様式に向けた自社製品の開発及び販路拡大

奈良県 サンホワイト太陽炭株式会社 3150001002928 外国人労働者（技能実習・特定技能）の人材育成事業

奈良県 古都奈良かんざし美術館 － ミュージアムグッズの開発とネット販路の拡大

奈良県 ヘッドスラップ － オンライン化による新たな集客と販路拡大

奈良県 株式会社ＳＴＣ 150001016536 『オンラインと動画配信、ＳＮＳ活用での研修提供に向けて』

奈良県 ヒーリングフォレストスクール － 非対面型「ヨガ指導者養成」事業で販路拡大と売上アップ

奈良県 杉本雄太 －
国内のファミリー層などにアプローチする「はなれ」の客室開発　販促と収益化
を両立す

奈良県 有限会社レイズ 2150002003620 コロナ対策による研修・ワークショップ・相談対応のオンライン化

奈良県 有限会社魚万商店 4150002000260 『次世代ネット通販を目指して～ギフト商品展開ＣＭ事業』

奈良県 ＲＯＫＫＡＮ　ＲＯＯＭ － 安心して利用できる換気対策、感染症予防策の整った店内改装事業

奈良県 めぐみ行政書士事務所 － お役立ちファイルブックの開発・ＰＲ・新規顧客・販路拡大事業

奈良県 チアフル株式会社 7150001020587 オンライン化と地域密着型による持続可能なファンづくり

奈良県 Ａ－ＬＩＦＥ株式会社 1150001016418 コロナウイルス除染・消毒作業「プロエンドクリーン」のＨＰ作成

奈良県 ｃｏｌｏｒ　ｓｔｕｄｉｏ　Ａ＋ＳＴＹＬＥ － 奈良初！対面・非対面を組み合わせたカラースクールへの転換

奈良県 株式会社井上本店 9150001000216 「新しい日常」にもっと美味しいお家Ｌｉｆｅを届けたい！

奈良県 合同会社グラムコム 7150003001718 セルフキットの開発によるホームケアサービスの展開

奈良県 資格合格実践会 － オンライン講習会の開催とそのＰＲによる販路開拓事業

奈良県 有限会社アイボリー 7150002003731 バーチャルギャラリー計画

奈良県 トータルリペア林田 － 【ホームページ作成、ＥＣ市場での販路開拓】

奈良県 おおのファーム株式会社 2150001023396 加工品事業の非対面型ビジネスへの方向転換および小売事業の拡大
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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２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

奈良県 株式会社ＣＲＥＡＲＴＨ 2150012022695 映像ツール、ネットショップを導入のＨＰ作成による新規顧客獲得

奈良県 菜宴 － 【店頭・ネット販売を前提とした商品ＰＲ】

奈良県 ｏｆｆｉｃｅ●ｔｏｙｏｏｋａ － 『認めて伝えるコミュニケーション術』３ヶ月間オンライン講座

奈良県 Ｍｏｎｋｓ　ｏｎ　ｔｈｅ　Ｍｏｏｎ － 自社製品の開発。バンズの安定供給、及び新たな販路開拓

奈良県 合同会社ＢＡＲＮＥＹ，Ｓ 9150003001484 障害福祉施設によるマスク生産活動で目指す社会貢献

奈良県 株式会社ＥｖｅｒＧｒｅｅｎ 3150001020211 家庭で本格ジャマイカ料理！新しいテイクアウトの楽しみ方

奈良県
株式会社ブルーオーキッドコンサルティン
グ

3150001016878 オンラインコンサルティングで中小企業へのテレワーク導入推進

奈良県 ６４２ＰＩＺＺＡ（ロッシーニピザ）」 － ６４２ＰＩＺＺＡ（ロッシーニピザ）

奈良県 ＭＪステーション － 電子サービスによる販路拡大と新規サービスの開始

奈良県 ゴールデンロックグループ株式会社 1150001018752 世界をワンチームにする外国人材サービスの新規顧客獲得

奈良県 株式会社山柚 2150001020369 ユーチューブを活かした全国展開向けの成長型ネット販売事業

奈良県 エステティックサロン　サンベリーナ － ＤＮＡスキンチェック鑑定によるオンラインカウンセリングの実施

奈良県 コザタコス － コザタコス認知度ＵＰのためのテイクアウト事業

奈良県 うどん専門店　釜粋 － 既存客へテイクアウト及び新たな新規開拓の通販事業

奈良県 和だいにんぐＹＵＢＡ － テイクアウト、通信販売の販路開拓／ソーシャルディスタンス対策

奈良県 有限会社ペスカード 8150002002591 自社・他社・既存ＥＣサイト三位一体型活用による新規顧客の獲得

奈良県 アロマヨガウーシア － 高齢者のネット社会への抵抗をなくす。自己診断、ＶＲ体験事業。

奈良県 ｎａｉｃｅ － 椅子職人が提案するＥＣサイトの活用と家具販売の新しい型

奈良県 株式会社あやめ電化ハウス 7150001000102 リフォーム専門店から工務店へのイメージ転換による販路拡大事業

奈良県 Ｓｔｙｌｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ － 男性向けファッションコーディネートサービス

奈良県 えにし堂鍼灸整骨院 － オンライン上で完結する新商品の開発と販路開拓による顧客獲得

奈良県 株式会社Ｒｅｆｆｅｃｔ 5150001018518 子どもの夢再開にむけて！リモートレッスン事業による販路開拓

奈良県 銀の雪 － 奈良の陶芸家がつくるこだわりクッキーを通信販売で全国展開

奈良県 株式会社ブラストジャパン 9150001008993 顧客と非接触対面商談販売の推進及び新規若年層顧客の獲得

奈良県 株式会社シュガーアソシエイツ 5150001017635 チェックイン／アウトの際の非対面型の施設の実現

奈良県 株式会社魚元わかさ旅館 1150001000280 写真スポットを充実させＳＮＳ映えによる新たな宣伝に繋げる。

奈良県 パン屋福笑 － 販路開拓！パン＆ラスクを「ギフト」として全国にお届け。

奈良県 株式会社ｔｉｌａ．ｄｏｌｃｅ 2150001007820 奈良食材に拘った安心安全な地産地消型デリバリー事業参入計画

奈良県 やまからな － 新型コロナウイルス感染症危機を乗り越えるための総合戦略

奈良県 ジョイ・デザイン・フォト株式会社 1150001021054 着物とインタネットの融合、新たな着物と観光ビジネスモデルの開発

奈良県 アライヴホーム株式会社 150001008729 新たな視点でのオンライン物件見学コンテンツの拡充

奈良県 愛犬の湯Ｐａｃｈａｍａｍａ － 非対面型ビジネスモデルへの変換と健康志向の顧客獲得新サービス

奈良県 ｂｏｋｉ　ｃａｆｅ － 非対面型リモート教室・セミナー運営による商圏拡大と売上アップ

奈良県 酒房亜耶 － 弁当販売と、ゆとり空間による居酒屋運営

奈良県 株式会社中谷 1150001022291 「つながる民泊モデル２．０」の構築
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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２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

奈良県
喫茶かじせん（西田自動車鉄工株式会社
カフェ部門）

9150001001825 こだわりのコーヒー豆をネットで購入できるＷＥＢサイト新規構築

奈良県 株式会社ブラコンサ 150001019737 厳選有名ブランド品ネット通販事業

奈良県 ＤＩＮＩＮＧ　ＫＩＴＣＨＥＮ　ＢＡＳＥ － 状況にあったお客様需要に対応しコロナ禍を耐え抜く

奈良県 欧風料理ふりぽんぬ － 史上初！沖縄食材使用のフレンチ店が持ち帰りに活路を見出す！

奈良県 パルメット株式会社 5150001001969 【奈良漬けを栽培から製造、販売まで県内で行う事業】

奈良県 ＦＭＳ － 非接触型コミュニケーションの構築とＩＴを活用した新規顧客獲得

奈良県 株式会社コンフォータブルスペース 1150001019305 「安全・安心・快適なサービスの実現で利用者と家族の満足を獲得」

奈良県 株式会社なら町長屋 3150001002556 コロナに打ち勝つ！独自デザインでＥＣ市場へ乗り出し雇用を守る

奈良県 株式会社のぎす 8150001018845 貸会議室のスタジオ化による動画撮影と配信・ホームページ１本化

奈良県 ＧＪダイニング株式会社 150001021386 『店内飲食・テイクアウト・通販の三位一体ハイブリッド経営』

奈良県 株式会社エコノレッグ 4150001015268 新特許技術、縦アーチのスポーツ用靴下を近畿大学と共同開発する

奈良県 植木の剪定　岡安 － 非対面で営業活動ができるサイトの構築で売上を維持する

奈良県 株式会社日本レジャーツーリスト 9150001013218 クラウドサービス活用テレワーク業務の促進・ホームページ作成

奈良県 酒蔵割烹布川 － キッチンカーを通じた新規顧客獲得

奈良県 株式会社ＷＩＣ 150001020221 ハピ婚ウエディングカウンター

奈良県 川東履物商店 － ビジネス需要に適したサンダル開発と非対面での販売機会の創出

奈良県 令和インターナショナル株式会社 2150001022951 インターネットの環境整備とホームページ作成

奈良県 ｍａｌｌｅｔ　ＤＥＳＩＧＮ － 非対面式の営業と会議のリモート効率化

奈良県 ａｉ　ｍｏｖｅ －
ＹｏｕＴｕｂｅの自社コンテンツ化オンラインサポート及び高クオリティ（４Ｋ）映像
制

奈良県 ツナグ建築企画設計事務所 － ＷＥＢ＋ＶＲを活用した非対面型家づくりモデルの基盤構築

奈良県 株式会社エスファクトリー 9150001022796 テレワーク環境の整備と新規販路拡大のための調査機材導入

奈良県 店舗でんき株式会社 1150001021392 新規通販サイト開設により非対面型ビジネスモデルへの転換を図る

奈良県 西峯システム － ＹｏｕＴｕｂｅ等を活用したオンライン事業への転換

奈良県 いちごの縁　Ｆ － 国産、地産に対応できる生産に向けて規模拡大

奈良県 ゴンゴンカフェ － 待つ営業から攻める営業へ方針転換のためのインフラ構築

奈良県 ぷれぱらくらぶ － オンラインレッスン導入企画

奈良県 株式会社美文化計画 8150001008359 通学型からオンライン型に向けた環境整備と販路開拓

奈良県 株式会社山の神 4150001005302 新しいビジネスモデルを構築し、地域や生産者との共栄を目指す

奈良県 株式会社未来農業研究所 6150001022171 関西圏における葉付き長ネギの販路開拓

奈良県 株式会社リエイト 9120001201139 非対面型ビジネスモデルへの転換

奈良県 優美美美容鍼灸院 － 安全安心清潔を第一に取り組み売上をＶ字回復する事業

奈良県 Ａｔｅｌｉｅｒ　ｃｏｍｍｅ　ｄｅ　ｌａ　ｓｏｉｅ － 非対面型サービスの注力と３０％工数削減に向けた自動洗髪機導入

奈良県 株式会社動画の鉄人 5010001165927 動画のテンプレート販売サイトを制作し新規顧客の獲得を図る

奈良県 ひまわり整骨院・鍼灸院　岩本　弘治 － （体幹を鍛え個室での施術を可能とするＥＭＳの導入）

奈良県 ウインクプラス － オリジナルラメエクステ〔キラッシュ〕ネットショップ販売事業
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

奈良県 生駒いちご園 － ソーシャルディスタンスを意識したサテライトワークの構築

奈良県 ｎｉｊｉｉｒｏ＊ｃａｆｅ － 生駒ドレッシングの開発とネット販売での新規顧客開拓

奈良県 ピカイチ － ホームページ開設により非対面型ビジネスモデルへの転換を図る

奈良県 有限会社コミュニティースポーツサービス 2150002004973 オンラインダンスレッスン導入のための販促物制作

奈良県 ＵＯＵ － ＥＣサイトを活用した非対面ビジネスを強化する事業

奈良県 武田塾奈良生駒校 － 感染予防策として換気システムの導入とオンライン個別指導とその広告

奈良県 株式会社リアルスタンダード 5150001008254 自分に合うプランがわかる「携帯乗換オンライン診断」の導入

奈良県 笑顔くらぶ － 全国の方を『笑顔くらぶ』のバルーンアレンジで笑顔にしよう！

奈良県 久保教育 － インターネット通販を利用した大学入試対策問題集の販売

奈良県 Ｔａｍａタマ － 奈良と食材と人で作る大人用の焼菓子のネット販売事業構築

奈良県 株式会社たち花 8150001021452 店舗改装によるテイクアウトサービスの認知向上事業

奈良県 Ｒｕｓｔｉｃ － コンテナハウスを使った完全なプライベート空間の提供

奈良県 ＬＩＡＮＧＥ　ＰＥＰＥ（リアンジェペペ） － ＬＩＡＮＧＥＰＥＰＥエステサロンのオンライン化

奈良県 ハーツ・ミュージック株式会社 7150001001199 動画撮影・編集と出張レコーディングサービスの販売

奈良県 ＮＩＣＯ’Ｓ　ＣＡＦＥ＆ＴＡＢＬＥ － フードとコーヒー類のテイクアウト・デリバリー事業の拡大

奈良県 合同会社ｑｕａｒｔｅｔｔｏ 7150003001734 ＷＥＢサイトを利用して自動車整備業の新規顧客獲得事業

奈良県 スーパー英語塾ＩＷｉｌｌ － リモート講座の高レベルＩＣＴ化とＳＮＳを使ったＰＲ

奈良県 かとう建設株式会社 7150001010415 土地活シミュレーションサービスの展開による新規顧客開拓

奈良県 ＳＱＵＡＲＥ　ＰＡＩＲ　ＳＨＡＲＥ　ＳＡＬＯＮ － インターネットを活用した集客施策とシステムの保守管理

奈良県 有限会社ドレミファソ 9150002008571 テレワーク及び安全対策の環境整備で学びを止めない音楽教室作り

奈良県 山田整体指導室 － 非対面型ビジネスモデルへの転換！コロナ対応遠隔療法整体

奈良県 鯛だしらーめん・蕎麦サクラ － 持帰りラーメン予約システムとストック冷蔵庫の導入

奈良県 小柳時計店 － 高級時計店のＷＥＢ分割払いサイトの構築

奈良県 美容室いまざわ － 橿原初ホームケア商品ＥＣサイトとコロナ対策での売上回復・拡大

奈良県 学習ジム・コーチ － 塾長向オンライン塾の導入・オンラインサイトで販売促進

奈良県 株式会社エヌ・ジー・エス 9150001010347 再オープンチラシでの連続告知と販売チャネルの複数化事業

奈良県 明文堂 － オンライン対応したい事業主向け月額制動画教材の広告と環境整備

奈良県 伝統食カフェ～楽膳～ － ＥＣサイト作成と新たな業務展開による売上向上プラン

奈良県 株式会社ＷＡＭＡＬＬ 7150001011933 地域特産品とのコラボ商品開発と福祉との連携によるネット販売

奈良県 三つ柱治療院 － コロナ太りを解消！オンライン完結型で行う体質改善ダイエット

奈良県
特定非営利活動法人ポルベニルカシハラ
スポーツクラブ

7150005005469 ポルベニルＷＥＢ事業

奈良県 総合研修センター － 感染症対策の為、位置情報を活用し、広告先を企業から個人へ

奈良県 お好み焼まん房 － デリバリー事業・飛沫感染予防で新しいスタイル転換

奈良県 橋本経営事務所 － 商品力を上げる小企業向けオンラインコンサルティング

奈良県 ＧｒａｐｈｉｃＰｌａｎｎｉｎｇ － 非対面型転換新規ＥＣサイト受注システム
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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２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

奈良県 ＩｍａｇａｍＩ － 店内改装による通販テイクアウト対応及び店内利用促進事業

奈良県 ＢＩＧＦＩＲＥＷＯＲＫＳ株式会社 5150001019128 ウィルスが付着しにくいフェイスシールドの販売拡大

奈良県 肉奉行　天狗 － トレーラー式キッチンカーでの移動販売型テイクアウト事業

奈良県 株式会社イトバナシ 1010001186019 サプライチェーンの転換およびＥＣ販売強化

和歌山県 株式会社ＨｉＢｒｉｄｇｅ 2170001014468 新規顧客獲得に向けた３つの方法と３つの取組

和歌山県 カフェ＆ゲストハウス楓荘 － 和歌山市の新名物、ネット販売で全国に癒しを届けたい！

和歌山県 株式会社ヘルスケアシェアードサービス 7120001179484 「非対面型の相見積取得プラットホームシステムの構築」

和歌山県 合同会社ＭｏｖｅＬａｂ 5170003000760 非対面型ビジネスモデルへの転換

和歌山県 囲み － 自慢のデザートを自宅で楽しんで頂くためのＥＣサイト導入

和歌山県 ＳＥＲＥＮＯ － エスプレッソマシン導入によるテイクアウト拡大と接客時間の短縮

和歌山県 有限会社アットフリークス 9170002006111 インバウンドマーケティングを活用した顧客獲得体制の構築

和歌山県 諏訪園茶舗 － ステイホーム・お家にいようよ、お茶を飲んでまったりと

和歌山県 岸浦綿店 － ネットショップ開設とランディングページ構築による地域密着戦略

和歌山県 土井はりきゅう治療所 － 非対面・非接触。新たなる鍼灸院の在り方。

和歌山県 ナレーションオフィスＦＵＫＵＹＡＭＡ － 福山朗読教室オンラインレッスン「声」を愉しむ　お家レッスン

和歌山県 株式会社サントピア 6170001006871 Ｗｅｂショップで注文！真心サンドウィッチをおうち時間で。

和歌山県 株式会社ステラ 6170001014051 自社サイト構築によるテイクアウト・デリバリー事業の強化

和歌山県 すこやか整体院 － 素手での施術時間を短縮し非対面で健康増進を提供

和歌山県 株式会社快養 9170001006764 オンライン整体と充実した施療で販路開拓

和歌山県 ヨガシャンティＷＡＫＡＹＡＭＡ － ヨガシャンティオンライン　ヨガレッスン

和歌山県 有限会社ワイズプロス 8170002004149 ・究極のお一人様を楽しもう！「Ｔａｋｉｂｉｔ」

和歌山県 割烹恵比寿 － 「熟練技術者によるワンオペレーション化事業」

和歌山県 花工房シェーンビッテ － ホームページ開設によるＷＥＢ販売の強化

和歌山県 株式会社マスメン 9170001003035 セレクトショップエスプリア　ＥＣ販売本格スタート！

和歌山県 株式会社濱辰商店 4170001005309 全商品掲載のカタログ作成・配付による非対面型販売への転換事業

和歌山県 ｇｌａｆｉｔ株式会社 5170001014894 企業サイト、ＥＣサイトの改修・統合による非対面型販売の強化

和歌山県 Ａ＆Ｔ司法書士事務所 － 税理士向けの相続・事業承継案件と新規紹介元の獲得

和歌山県 ライスジャパン株式会社 9170002005872 米穀類商品のＷＥＢ広告を利用した非対面型ビジネスモデルの構築

和歌山県 湧禅 － 新型コロナウイルスに負けない、３密を避ける新たな分野へ挑戦！

和歌山県 有限会社西岡石材 6170002005454 遠方在住者向け！地元和歌山での墓守サービス。

和歌山県 有限会社アリエル 1170002005896 わかやまのフルーツをおうちで！未病健康のドライフルーツ販売

和歌山県 有限会社ＺＥＲＯ 9170002005971 ネット動画への参入・ドローンプロジェクト

和歌山県 株式会社Ｍｉｋｉ 8170001014330 ホームページによる増客増売上

和歌山県 オートサービスエフワン － お客様の身近なカーライフ・トータルアドバイザーを目指す。

和歌山県 フクちゃん － フクちゃん自慢の食材をおうちで楽しもう！
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

和歌山県 ｈａｉｒ－ｐｒｏ　ＲＩＴＺ － ３密改善し安心して来店頂ける空間とＷＥＢにて売上回復を図る

和歌山県 秀栄塾 － ビテオ会議システムによるオンライン授業の実施

和歌山県 ワルンバリ － 非接触型接客によるコロナ対策と顧客の常連化による経営の安定化

和歌山県 初花 － お客様がマスクを外しても安心出来る店内非対面型販売

和歌山県 株式会社きたかわ商店 7170001000827 ネット通販への軸足の転換とそのための高訴求力商品の開発

和歌山県 株式会社Ｔ＆Ｔ 9170001012622 国内卸へ向けた自社サイトの構築　非対面型　卸販売受注事業

和歌山県 有限会社城東メディカル・サービス 2170002001944 ＷＥＢやＩＯＴの活用で、利用者・保護者の安心安全を獲得！

和歌山県 有限会社ナカムラテニスプラニング 1170002002828 Ｗｅｂを駆使したワカヤマテニススクール３本の矢事業！

和歌山県 株式会社Ｈａｃｋｕｓｈａ 2170001015268 商品、企業プロモーション動画撮影・制作事業

和歌山県 ＳＡＮＤＯＹＡ（サンドヤ） － 安心安全、かつ、作業高効率により、売上げアップを目指す。

和歌山県 西中商店 － 非対面ビジネスモデルの構築で、全国からお客様を獲得！

和歌山県 有限会社橋爪商店 6170002006568 自社ＷＥＢへの業者向け非対面型契約システムの実装と新規販路開拓

和歌山県 ウイロン株式会社 7170001005594 サービスの安定供給を実現する徹底した新型コロナウイルス対策事業

和歌山県 有限会社坂部ブラシ 8170002006483 感染症予防に貢献する手洗いブラシの開発

和歌山県 パティスリーＫＵＭＡ － 自宅でこだわりのフランスパンを！高性能パン発酵機の導入

和歌山県 株式会社えんファイナンシャル 9170001014544 ＺＯＯＭの活用・リスティング広告を活用したアフターコロナ対策

和歌山県 ＰＬＡＢＯＴＥＣ － 感染症対策の付加価値商品開発と非対面での受注方法の確立

和歌山県 ＳＡＬＯＯＮ’ＳＢＡＲ＆ＣＡＦＥＤＡＩＳＹ － テイクアウト・デリバリーサービス提供に向けた設備投資と販促

和歌山県 ｍａｃａ － 創業直後のハンデを乗り越える販促事業

和歌山県 株式会社やまが 4170001014565 コンサルティング継続に向けた非対面型商談メディアサイトの構築

和歌山県 Ｈａｍａｎｏｍｉｙａ　Ｌａｓｓｉｃａｌ － 開業直後の困難を克服する設備投資と販促

和歌山県 株式会社大和化学工業所 2170001006630 チラー（冷却水循環装置）の導入による金型温度安定成形の実現

和歌山県 山紀建設 － パワーショベル追加導入による農業工事、造園工事の販路開拓

和歌山県 有限会社まるた 8170002009965 テイクアウト並びにインバウンド需要拡大戦略とＨＰ開設

和歌山県 喫茶ラピス － 感染拡大防止、夜中での営業及びデリバリーサービスの提供

和歌山県 Ｓｅａｓｉｄｅ　ＣＡＦＥ　散歩道 － コロナ感染の三蜜に対し衛生面の強化と販売方法を構築する

和歌山県 ＨＡＮＧＯＶＥＲ（ハングオーバー） － 安心して食事ができる店舗作りと新規顧客獲得のための販路開拓

和歌山県 居酒屋かしま， － ＳＮＳに敏感な女性に好まれる店舗への転換事業

和歌山県 ベビーフェイスプラネッツ田辺店 － 感染予防対策！安心＆快適なお店作りで集客増を狙う

和歌山県 Ｍｅｇａｎｅ － 新商品開発とＥＣサイトによる販売での販路拡大事業

和歌山県 株式会社エムアファブリー 2170001014030 ホームページ制作とＷＥＢ広告を利用した販売拡大促進事業

和歌山県 合同会社フリークパートナーズ 1170003001309 ・業務用ＥＣサイトを活用してのうめ玉の新規販路開拓

和歌山県 株式会社日高観光 7170001010149 ホームページ作成よる非対面型ビジネスモデルと販路拡大を目指す

和歌山県 ＭＡＲＵＮＩ株式会社 1170001014584 「非対面型ビジネスモデルへの転換事業」

和歌山県 Ｔａｎｅ． － 「美を求めるお客様に安心して頂けるサロン運営を目指す！」
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第２回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

和歌山県 ○○な店中（ＡＴＡＲＵ） －
コーヒー移動販売　新鮮な珈琲豆を使った本格的な珈琲の移動販売サービス
を通じた新規

和歌山県 和食とくさ － 新型コロナウィルス感染症の防止、質の良い料理の提供

和歌山県 結Ｍｕｓｕｂｉ －
缶詰を活用した備蓄新商品開発の取り組みと、ＥＣサイト販売の売り上げアッ
プ強化

和歌山県 フィンダ － 新事業立ち上げによる２本柱での運営

100 / 100 ページ


