
令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

岐阜県 ＳｉｇｎａＬ　（シグナル） － ◎シルクスクリーンプリント工場のＷＥＢ　受注システム制作

岐阜県 駄知新聞販売 － 地元のお店を応援！共同ＥＣショップで業績回復戦略

岐阜県 パンの店カッタン － 急速冷結技術等導入による美味しいパンのネット販売開始

岐阜県 ビズナイト株式会社 6200002024129 オンラインビジネス交流会向けのシステムの開発

岐阜県 中部計機株式会社 1200001003286 食品表示対応の専門性の高い通販サイト構築による新規顧客獲得

岐阜県 Ｗｉｎｅ　Ｂｌａｎｃｈｅ － 感染症予防のための店内公衆衛生強化と厨房のＨＡＣＣＰ構築

岐阜県 有限会社川登屋 9200002015991 委託販売体制の整備により、経営改善

岐阜県 株式会社サツキライフクリエイション 6200001036091 ミニチュア制服リメイクのネットショップの立ち上げ

岐阜県 有限会社岐阜創寫館 1200002005934 「非対面型のリモートサービス（ＷＥＢプロモーション）の開始」

岐阜県 ミューコネクト株式会社 5200001033552 インターネットをフル活用した事業モデルへの変革事業

岐阜県 ＬＩＮＫＳ株式会社 2000010348999 有料動画配信、コラムの配信、オンラインよる人生相談

岐阜県 合同会社ＹＡＲＯＫＫＡ 7200003003849 オンライン会員獲得のためのプラットフォーム整備・広報活動

岐阜県 ＲＹＯＴＡ　ＡＯＫＩ　ＰＯＴＴＥＲＹ － 陶磁器業界の他社にはない革新的な骨壺の開発と販路開拓事業

岐阜県 株式会社深和紙店 7200001019517 取扱商品のカタログ資料の電子化

岐阜県 さくらコンフォートライフ － 非対面型ビジネスモデルへの転換による新規顧客獲得

岐阜県
ＨＡＩＲ　ＳＴＹＬＩＮＧ＆ＭＡＫＥ　ＵＰ　美容室
笑顔

－ 非対面のカットスクールとヘッドスパ強化による販路拡大

岐阜県 株式会社ハネル 200001037413 冷凍配送パッケージ制作とＷＥＢサイト制作による販路開拓事業

岐阜県 イロドリ － ラーメンの持ち帰り商品化と複数税率対応無人レジの導入

岐阜県 有限会社　中津・プリンティング 1200002023465 労働力減少による補助システムの導入

岐阜県 ｅｔｒｅ美容室エトア － ＥＣサイトを用いた非対面型ビジネスの新規開設と訪問福祉美容

岐阜県 合同会社　藤設計 9200003002238 オンライン商談ツールを活用した非対面型営業活動への移行

岐阜県 キャトル・セゾンＭＯＲＩ － おうちで楽しむ高級フレンチレストランが提供するＢＢＱセット

岐阜県 有限会社サンシャイン 7200002010565 新たな問い合わせ経路確立のための情報化対応

岐阜県 株式会社サンワールド 1200001034348 ベーカリーカフェから、移動キッチンカーでパンの販売

岐阜県 株式会社　杉半 9200001033805 ＥＣショップの参入

岐阜県 巴庵菓子工房株式会社 8200001023757 危機を乗越えさらなる成長を実現するＥＣ化対応と切断機の導入事業

岐阜県 高山印刷株式会社 3200001024958 非対面営業の手法を確立し、全国からの可変印刷の受注を増やす

岐阜県 羽田建設株式会社 9200001004211 コロナウイルス感染防止の為、非対面型のＷＥＢ展示場を導入

岐阜県 今井　剛志 － 非対面ビジネスの導入で現状打破！

岐阜県 株式会社Ｖ字経営研究所 4200001030419 既存２事業及び新規事業のオンライン化

岐阜県 ｃｕｐ　ｏｆ　ｔｅａ － 非対面接客向けツールの開発・料理教室開催に必要なスペース改装

岐阜県
株式会社新技術グローバルコンサルティ
ング

1200001012007 オンラインコンサルティングによる間断ない指導とテレワーク推進

岐阜県 株式会社山春 1200001021131 海外からの部品調達から国内生産への転換と新商品開発・販路開拓

岐阜県 ｋｏｕｇｅ － ＥＣサイトで流通しやすい新形態クグロフの開発事業

岐阜県 大豊軒　白雲 － オーガニック食材と料理を店内外で楽しめるための事業
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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

岐阜県 有限会社クッチーナ 2200002015148 テイクアウトの増産強化と安全性を高めるための設備投資

岐阜県 晋山窯ヤマツ株式会社 7200001021340 ＢｔｏＢ販売の商品構成の見直しと通販サイトの立ち上げ事業

岐阜県 株式会社長良川観光ホテル石金 9200001027195 岐阜の恵みで元気に長生き。地域資源を活かした健康ツーリズム！

岐阜県 有限会社ラーニング・スクエア 9200002002585 新型コロナウイルスに負けない為の経営基礎体力を作る事業

岐阜県 株式会社はちえん。 3200001020370 ＷＥＢセミナーでコロナ対策サポート事業

岐阜県 リップルネット株式会社 5200001029253 オンライン商談、オンラインミーティング事業

岐阜県 ＲｅＢｉｒｔｈ株式会社 4200001031862 ＷＥＢを使った新しい販促活動の実施

岐阜県 株式会社ネコリパブリック 6200001032033 非対面型を促進するためネットショップ出荷スペース造作

岐阜県 横井社会保険労務士事務所 － Ｗｅｂを活用した非対面のコンサル型社労士サービスの販促・提供

岐阜県 有限会社丸山建築 8200002026189 コロナに負けるな。丸山建築の新しい接客モデル。

岐阜県 有限会社万寿実家具センター 7200002017288 インターネット販売強化のためのＰＲ

岐阜県 九代目　久左ェ門 － ネット販売・テイクアウト開始と認知度ＵＰによる新規顧客獲得

岐阜県 有限会社カネ芳製陶所 7200002021117 小型プレス成型機導入による多品種量産体制と新商品開発事業

岐阜県 ツグクリエイト合同会社 4120903001483 ウェブセミナーによる集客化の構築

岐阜県 株式会社ジーネックス 9200001034860 オンライン薬局ＩＴサポート支援事業

岐阜県 株式会社ハナムラ 8200001011803 アバターによる商品説明ＥＣサイトの開設と店舗無人化への設備投資事業

岐阜県 メリメロ － テイクアウトの充実、及びオペレーション改善の為の店内改装

岐阜県 しろやま － 駐車場及び玄関入り口の改善

岐阜県 ＥＭＩＲＵ　ＮＡＩＬ － 自宅ネイルサロン開業　９０日間オンライン講座

岐阜県 合同会社ツバキラボ 4200003003983 オンライン教室事業とレンタル事業の構築

岐阜県 株式会社ストレート 8200001036222 オンライン営業による増収、テレワーク体制の構築

岐阜県 ＡｆｒｏＪａｐａｎ合同会社 8200003003550 非対面型ビジネスモデルへのチャレンジ！

岐阜県 株式会社山秀 8200001019697 キッチンスタジオ整備と女性向けオシャレ包丁のオンライン訴求

岐阜県 マルカ各務米穀店 － 家族みんなの笑顔があふれる食卓になるよう！旨いお米を提供する

岐阜県 すきずき － 炭焼きくずし和食料理のテイクアウト・通販事業への拡充

岐阜県 ジャンプパーク － エリア貸切り制の導入と宣伝

岐阜県 株式会社ナカデン 7200001023460 住宅改修コーナー新設

岐阜県 スタジオｈｉｙｏｒｉ － 新サービス「十三詣り」の開始による新規個人客の獲得

岐阜県 川﨑建築設計室 － コロナ騒動による売上減少抑制に向けた取組

愛知県 株式会社リック 8180301002249 「ネット販売で安心」スーパーアルカリイオン水の新たな販路構築

愛知県 百年レザー － 非対面型ビジネスモデル構築と市場優位性のある製品の内製化事業

愛知県 株式会社アイルロックアンドセキュリティー 2180301003888 「非対面で鍵交換」動画を活用した新たなサービスの提供

愛知県 つかさ塾 － Ｗｅｂ上での問い合わせ、懇談、授業

愛知県 Ｋｉｔｃｈｅｎ菜と、 － インターネット販売・パッケージ制作・ウェブ広告

愛知県 株式会社ギブミーファイブ 180001135767 通販ギフト及びデリバリーサービスＥＣサイト構築によるＷＥＢ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

愛知県 ｇｒａｃｅ　ｌｉｌｙ － 美容サロンを生かした自社ブランドコスメ製造販売

愛知県 合同会社紡ぐ 9180303003839 ストレス対策水素吸入機の自宅療養用レンタル事業

愛知県 株式会社アールデザイン 2180001110398 安全に学べるコミュニティ型ワークスペースを提供

愛知県 リターナル － ライブ配信を活用して顧客獲得数ＵＰを目指すＰＲサイトの制作

愛知県 有限会社アド・フューチャー 2180002045478 コロナウイルス感染症に負けないＶＲお仕事体験による販路拡大

愛知県 株式会社トラント 3180001077133 自社製品や電子部品等、非対面型の販路開拓とテレワークの実現

愛知県 株式会社セーワ 1180001025911 ＥＣサイトによる新規販路開拓

愛知県 株式会社オアシス 1180301017633 地域のサッカースクールから全国にむけオンライン授業の開校事業

愛知県 Ｒｅａｌｉｓａｔｉｏｎ＆ｃｏ － ブランドホームページの新規作成とＳＥＯ対策による販路開拓

愛知県 株式会社ツーリズムデザイナーズ 6180001110312 オンライン宅配サービス事業の開発

愛知県 Ｎｅｘｔ　Ｐｌａｎ － 完全オンライン化した講座・セミナー提供によるサービス力強化

愛知県 株式会社エコの助 9180001132048 オンライン営業、遠隔フォロー・テレワーク社内体制の構築

愛知県 Ｍ　ｓａｌｏｎ － ＥＣサイトで厳選した脱毛美容商品の販売し、販路拡大を図る

愛知県 ベルギフト － ニーズに合わせたＥＣサイト活用で販路開拓

愛知県 美容室ＯＲＵＧＡ － 客層拡大！ＥＣ活用、新たな技術導入による販路開拓

愛知県 株式会社ミズナミ 6180001075035 ＥＣサイトの構築で個人向け（ＢｔｏＣ）販路の開拓

愛知県 オフィスアールエス － 非対面＆時短で負担軽減「リモート研修動画」の制作とＨＰ整備

愛知県 株式会社Ｒｏｏｍ８ 4180001123646 中小事業者向け動画撮影・編集サービスと動画販売サイトの開設

愛知県 ベルエアー株式会社 6180001074904 テイクアウトに特化した地域の飲食店ポータルサイトを作る

愛知県 株式会社一心舎 3180301017318 高品質な映像コンテ（事業名）ンツ制作体制とオンライン配信スタジオの整備

愛知県 カジクリエーション株式会社 9180001131454 「自社ブランド×ＥＣサイトで通販業界に参入事業

愛知県 株式会社ディスカバリートラベル 5180001122309 新規顧客獲得・手配業務のオンライン化

愛知県 ベリーフラワー行政書士事務所 － 非対面型への転換でオンラインによる高齢者向けサービス展開戦略

愛知県 Ｍａｄｋｉｎｄ － 非対面システムの導入と活用でストリートファッション売上ＵＰ

愛知県 株式会社石原合成樹脂 7180301000138 逆境をチャンスへ転換。品質の安定化による販路拡大への挑戦！

愛知県 鈴木雅巳会計事務所 － ＷＥＢオンライン税務相談による非対面営業化

愛知県 コムデックス株式会社 3180001076886 スタジオとモデルルームを整備しオンライン商談事業

愛知県 ジェイエヌエス株式会社 4180001077090 食用サボテンのイメージ戦略とＨＰ・ＥＣサイトの作成

愛知県 ＡＯ　ＡＱＵＡ － “幅広い層の女性に周知していただくための看板、サイト制作事業”

愛知県 オレンジガーデン － 換気システムの増設無煙ロースターの設置等の店舗改装

愛知県 株式会社セイシンＡｔｏＺ 2180001090293 コロナウィルス感染症に負けない非対面型ＩＴ融合コンテンツ

愛知県 合同会社ＦｉｖｅＲｉｎｇｓ 8180003019921 インターネットを利用した自主募集への転換による安定化経営

愛知県 有限会社グローバルネット 3180002078956 うし若丸特製牛たこ焼きキットのネット販売（非対面型）への取組

愛知県 株式会社Ｌ’ｅｎｆａｎｔ　ｅｎ　ｍａｉ 5180001109330 生徒・講師の安全を確保した、効果的で効率的なオンライン授業

愛知県 株式会社デザインモリス 9180001132758 『地域の魅力を伝えたい，観光地の小売店としてコロナ時代にできること』
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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

愛知県 鉄板焼じろう － ランチ、昼呑み、テイクアウトによる販売促進

愛知県 株式会社レガーレ 1180001121495 起業支援スペース産のノウハウをオンライン化で名古屋から全国へ

愛知県 株式会社たつとり 8180001137725 かたづけ手伝います！ボランティアカードで生前整理の販路開拓

愛知県 本多快眠堂 － こだわりのネット販売で「会ったことないが、身近な布団屋」に！

愛知県 有限会社和秀 5180002030337 家庭に届ける新商品の開発及び非対面で完結する販売方法の構築

愛知県 旬魚・お番菜はまじ　安城本店 － オンライン飲み会等に活用できる御自宅用肴メニューの展開事業

愛知県 有限会社花正 6180302018758 販売から教室、葬儀の花まで。生花会社の新しい販路開拓の挑戦

愛知県
ＩＬ　ＦＩＯＲ　ＦＩＯＲＥ　イル・フィオル・フィ
オーレ

－ 宅配配送サービス、動画配信サービス

愛知県 ひまわり － これで未来を変えよう！コロナを乗り切るホームページ制作

愛知県 ＢＡＳＥ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

愛知県 ＡＩＮ　ＳＯＰＨ　ＤＩＳＰＡＴＣＨ － ＷＥＢオンライン展示会＆作品販売ＥＣ機能の作成

愛知県 アリア会計事務所 － デジタルワーク事業

愛知県 株式会社ユースタイル 6180001112622 コロナショックによる既存仕入れルート依存からの脱却

愛知県 丸翔工業 － 非対面式商談構築による環境整備事業

愛知県 株式会社ｆｒｅｅ　ｂｉｒｄ 9180001131917 京風古民家民泊の新規利用者開拓とテレワーク環境整備事業

愛知県 ジュエリー工房ｙａｍａｍｏｔｏ － オリジナルジュエリーのネット通販サイト新設と展示会出展

愛知県 株式会社ニットハウス貴副 1180001096580 縫製職人が創る「Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ｊａｐａｎマスク」で日本を元気に

愛知県 株式会社白菊保険事務所 1180001052658 ライブ配信ＰＲサイトによる財務コンサルティングで新規顧客開拓

愛知県 株式会社Ｌｉｎｏ 8180001134549 非対面型の不動産管理とコンサルティング

愛知県 株式会社ＨＡＬ 3180001137580 ＷＥＢ対面ビジネス

愛知県 オフィスプライム － 翻訳業を身近にするホームページ新設で商圏拡大

愛知県 三河プロパティ＆サービス合同会社 4180303003918 ＩＴ等を活用した非対面型の不動産販路拡大

愛知県 株式会社デジカル 5180001105858 ホームページ刷新による販路開拓とオンライン対応の促進

愛知県 株式会社香瑛住研 4200001001898 オンライン商談とホームページ活用で不安を払拭し、反響獲得！

愛知県 文字と行株式会社 7180001133502 非対面でホームページ制作を行うための顧客管理システム導入

愛知県 モリカフーズ株式会社 6180001140128 ＥＣサイトによるネット販売戦略

愛知県 モリカプロジェクト株式会社 3180001104176 ＥＣサイトによるネット販売戦略

愛知県 株式会社Ｔａｘ　Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ 9180001138474 非対面でも今までと変わらない仕組み作り

愛知県 ＲｅＴｏＲｕ － オーダースーツに特化したＥＣサイトの制作

愛知県 有限会社ライブスペースピアチェーレ 6180002002987 みんなのオールジャンルライブハウス　コロナに負けず継続するぞ

愛知県 株式会社ｕｔｉｌｉｔｙ 6180001126143 ウェブ営業・コミュニケーションツールの活用による事業のリモート化

愛知県 株式会社　ｌｕｍｉｎｏｓｏ 7180301033600 対企業、学校、個人向けセミナーの完全オンライン化とプロモーション

愛知県 有限会社ブレイス 4180002054782 顧客に合わせたオリジナルプリントを施した商品づくり

愛知県 株式会社　エムズオート 7180001051910 非対面型販売モデルの構築

愛知県 ＰＥＮＹＡＧＯＮ － ＨＰによるウィッグ・増毛に特化した美容院のＰＲとケアの充実
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛知県 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社 4180001108374 ＭＡＳＴ経営羅針盤の販売とコンサルタント養成

愛知県 株式会社クロス・インダストリー 2180001127896 オンライン面談システムの導入による販路開拓

愛知県 ＥＮプロデュース － 動画ＰＲとオンライン面談や研修の２軸新規販路開拓と集客戦力

愛知県 住まいるマッチ － 大好きな、なごやめしを守りたい！居抜き店舗名古屋ドットコム

愛知県 有限会社ブッシュドプーレ 2180002065864 簡単注文で、安心・安全な宅配弁当

愛知県 株式会社氷屋川久 1180002065700 ＥＣサイト構築による新規顧客販売

愛知県 株式会社プライムＦ 5180301032315 ＥＣサイトでＰＶ商品を世界に打ち出し、新たな可能性を見出す。

愛知県 藤原　綾子 － 非対面で販売できるヨガ教室のオンライン講座の提供

愛知県 Ｌｉｌｙプラス － ＨＰ作成で信頼を得、どんな状況下でも対応可能なサービス提供

愛知県 株式会社モア 8180001089652 デリバリー・テイクアウトによる、おうちイタリアン需要の取込み

愛知県 ＯＲＢＩＴ － 会員向け、ＩＳＡサーフコーチによるコーチング動画サイトの構築

愛知県 Ｓａｌｏｎ　Ｂｅｌｌｅｔ － 大人女性が通うサロン～新規顧客開拓で地域活性化を目指して

愛知県 株式会社トランポライン 1180301031337 施設利用券等の通信販売システム導入による顧客満足度向上計画

愛知県 有限会社サンエス 7180002072724 販路拡大のためのＷＥＢ展示会

愛知県 ｄｅｃｏ株式会社 8180301027980 知られざるインドネシアの良品を扱うＥＣサイト立ち上げ

愛知県 モデルアート － 時空を超えた商圏拡大のための経営支援と生涯学習支援の遠隔化

愛知県 寿きや － 出前・持ち帰りシステムの導入と椅子席、新しい調理器具の購入

愛知県 津島ゲストハウス － 非対面ビジネスモデルの転換で、接客を面白くアピール！

愛知県 株式会社ランダムネス 1180001107239 「オンラインによる英会話レッスンの開発」

愛知県 ゆたか社会保険労務士事務所 － 雇用関係助成金等活用をＷＥＢ面談で説明する業務効率化事業

愛知県 株式会社Ｓ＆Ｅ 6180001135078 廃業企業ワンストップサービス「企業の終活」の制作

愛知県 株式会社ＧＭＴ 4180001140047 ホームページの整備とウェブカメラを利用した交流サービス

愛知県 お好み焼き　鉄板焼き　おかげ － 本場大阪仕込みのお好み焼きの魅力をアピールし、集客をＵＰ！

愛知県 ｎｕｉ　ｐｒｏｄｕｃｔｓ － 新商品開発及び自社ＥＣサイト構築による新規販路開拓

愛知県 ら・イゾレッタ － 手作りマスクで元気を取り戻す！

愛知県 株式会社マルニ 8180001080917 魅せるショールームとテレワーク環境整備補完計画

愛知県 永津　晴代 － 「自宅で私らしい働き方」ママのための幸せな起業・副業講座

愛知県 株式会社Ｐａｓｅｏ 2180001073380 アレンジフラワー製作キット販売事業

愛知県 株式会社童庵 2180301006338 インターネットを活用した販路拡大

愛知県 株式会社エール 4180003017490 クラウドファンディングを使った日本製品の展開

愛知県 有限会社パール金属 1180002032378 製造現場の困り事を解決するオンライン生産技術コンサルティング

愛知県 有限会社柏弥紙店 1180002030340 ライブ動画配信機能付きホームページ制作

愛知県 ひょーげもん酒房雲仙 － 豊川市内に島原の郷土料理の味をテイクアウト！

愛知県 株式会社アス・ライズ 4180001107624 高齢者配食事業

愛知県 イタリアンダイニング　花の庵 － コロナに負けない！和風イタリアンのテイクアウトによる販路開拓
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛知県 高橋公認会計士事務所 － テレワーク環境の整備

愛知県 株式会社ゆきちｌｉｆｅ 6180301025466 新規ＷＥＢサイト制作によるブランド力向上と新規顧客開拓

愛知県 トゥジュール －
「タンスにある洋服を活用！マダムのための婦人服１週間着回しテクニック＆
コーデ！」

愛知県 株式会社ＭＩＤＫ 6180001128552 コロナに負けない新規体制を構築

愛知県 鍼灸室ＳＵＮＮＹＤＡＹ － 健康器具・サプリのＥＣ販売事業

愛知県 ＳＭＩＬＥ　ＭＡＫＥ － ＥＣサイトで撮影をした作品をアルバムにして思い出の販売！

愛知県 ゆるトレ － ママの笑顔が家族を幸せに！全国のお疲れママ救済オンライン事業

愛知県 株式会社平松組 4180001022674 民泊施設のシェアハウスへの転用

愛知県 株式会社解決本舗 9180001126743 コロナ対策テレワーク導入で居抜マッチングをＳＮＳで販路開拓

愛知県 株式会社セブンズハート 8180301021430 『通販サイト販売商品の拡充

愛知県 ＮＡＢＩＧＥ－ＳＨＯＮＮ － スピード対応！提案型営業！夢と感謝と笑顔と仲間とお客様売上ＵＰ

愛知県 すみれムービー － 技術力を活かしてオンラインセミナー制作・配信事業

愛知県 株式会社アツシ 4180001086538 充実したオンラインサポートを売りとした非対面型自動車販売活動

愛知県 ベースコーヒー株式会社 3180001133919 テイクアウト販売拡充に向けたセルフレジ導入

愛知県 株式会社介護コネクティブ 9180001114746 オンラインでも弊社の強みを伝える！直接面談との２本立て！

愛知県 株式会社ピースエイト 3180001116345 ライブ配信を付与したＰＲサイトの作成で売上ＵＰ

愛知県 Ｈａｐｐｙ　ｃｏｏｒｄｉｎａｔｅ － アプリとオンラインサロンによる非対面型印象アップサービス

愛知県 パティスリーアングレーズ － 街のケーキ屋さんから全国へ幸せを！通販ケーキの販売促進

愛知県 長田農園 － ｔｏｍａｔｏ　ｄｅ　ｈａｐｐｙ　コロナに負けるな！「あって良かった！」自動販売

愛知県 株式会社Ｃｌｅｖｅｒ　Ｓｏｍｅ 9180001139175 ＥＣモールを活用した飲食店のフード商品販売サイトの設立

愛知県 き笑 － 店内空間の安全面と快適さの向上・テイクアウトによる販路開拓

愛知県 株式会社リンクコンサルティンググループ 9011101062300 「オンライン会社説明会サポートパック」を非対面型で販路拡大

愛知県 有限会社荒木製作所 1180002010672 新たな生産要請・内製化への放電加工機・表面粗さ測定機導入事業

愛知県 株式会社そよ風 3180002079616 訪問理美容から葬祭事業！双方の事業を伸ばす取り組みを全国へ

愛知県 ＷＥＤＤＩＮＧ　ＬＡＰＰＬＥ － 新生活様式の発言に伴った少人数結婚式の価値向上計画

愛知県 アメリカ酒場　Ｃａｆｅ　ＢａｒＫｏｍａｎｅｃｈｉ － テイクアウトサービスによる新規顧客獲得へ向けたＷＥＢ戦略事業

愛知県
株式会社中部キャリアコンサルティング普
及協会

2180001122476 ポストコロナを見据えた事業のデジタル化と販路拡大

愛知県 ＱＯＬ　スタジオ － ホームページの新設・動画制作

愛知県 リセット愛知 － ｗｅｂ広告による非対面接客によるサービスの展開

愛知県 トラベルパレット － ご要望を事前にまとめて戴きやすい店舗作り・業務改善・販路開拓

愛知県 ＬｅａＬｉｎｏ － 新たな出会いで顧客を獲得！出会いを未来につなげる！

愛知県 ライブウーマン株式会社 4180001125279 リメイク日傘のＥＣ販売による国内外の販路開拓＆催事出店の強化

愛知県 株式会社ライノテック 6180001130590 ＬＩＮＥ用アプリの拡販に向けた「非対面型」提案営業の強化

愛知県 株式会社アントレプレナー 3180001055312 優秀な紹介人材確保の強化と不動産賃貸物件確保の促進

愛知県 山本ハウジング株式会社 9180001003117 オンライン商談とサイトリニューアルで不安を払拭し、反響獲得！
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛知県 株式会社アーチス 5180001077404 ＩＴツールによる労働生産性向上と営業エリア拡大での顧客獲得

愛知県 金田和豊 － 「Ｗｅｂ面談コミュニケーションツールによる事業リモート化」

愛知県 Ｆ．４５ － 古材雑貨のオンライン販売とデザイン力を生かした新事業の展開

愛知県 株式会社Ｊｃｏｎｎｅｃｔ 1180001133037 新規販路確立で売上拡大でコロナに負けない

愛知県 シェリーＭＲ － ネット販売の進出とコロナ感染リスクを低減させた販売体制の構築

愛知県 大辰株式会社 2180301022913 「人間・環境にやさしい製品群」の新たなインターネットでの販売

愛知県 リード株式会社 9180301003601 「ガソリン！レジ！脱毛！はセルフがトレンド」

愛知県 兒玉毛織　株式会社 1180001132955 新型コロナ対策としての販路開拓と感染予防のテレワーク導入

愛知県 株式会社まんてん． 8180301027766 キッチンカー導入による直販部門及びマーケティング力強化事業

愛知県 ユニークジャパン株式会社 5180001125170 自社完結に向けた設備投資と販路拡大に向けた広告宣伝費

愛知県 レンカイネスノーボード － 販路の拡大を目的とした、設備及びＨＰの補強と、試作・テスト。

愛知県 有限会社バンズヘア 9180002042510 「プロが伝授！おうち美容術」のＳＮＳ動画配信で販路開拓

愛知県 亘陽テクノ株式会社 6180001139277 サプライチェーンの再構築と販路拡大

愛知県 タスクール － オンライン環境の構築で会員サービスの向上と効率化事業

愛知県 株式会社リブレ 3180001123655 ヘルスケア用品ＨＰ（リブレメディカル）作成事業

愛知県 岡崎　二橋 － 郷土料理店の非対面型ビジネスモデルへの転換

愛知県 合同会社７７７エキスプレス 5180003016252
ＷＥＢを活用して非対面型のオンライン問い合わせの導入とオンラインサポー
ト

愛知県 お仕立処　Ｙｏｕ － ＥＣサイトと動画プロモーションによる着物の需要喚起戦略

愛知県 カエルボディスタジオ － パーソナルトレーニングのオンライン化

愛知県 株式会社小次郎 1180001122072 自社独自のデリバリー注文環境構築による売上拡大

愛知県 ＭＯＲＥ経営コンサルティング株式会社 6180301007407 ＷＥＢ配信収録スタジオの新設と動画編集コンサルティング事業

愛知県 ＲＩＤＥ・ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ － ホームページの新設による積極的な認知度アップと販路開拓

愛知県 株式会社Ｐｒｏｇｒｅｓｓ 6180001102342 ＢｔｏＢネット買取り非対面化システムの構築

愛知県 ラリーニュクレール株式会社 3180001130387 お菓子の開発・通信販売

愛知県 株式会社ＷＯＷ 2180001135024 生産と販路の変革計画

愛知県 Ｈａｉｒ＆Ｃｕｓｔｏｍ　Ａｉ－ｎｅｙ　ｆｉｌｍ － ＥＣサイトの制作及び非対面型ＰＢ商品販売による新たな販路拡大

愛知県 ＥＬＬＡＳ（エジャス） － オンラインセミナー配信

愛知県 株式会社加とう 5180001121995 カレーうどんのアピールとテイクアウト店外看板・ＬＥＤ照明取付

愛知県 株式会社レベル 7180001106607 物販事業による非対面型販売および新規顧客の集客

愛知県 エイトはり・きゅう院 － 非対面での施術をするためのビジネスモデル革新事業

愛知県 株式会社ｃｏｂａ 4180001112137 ＴａｋｅＯｕｔメニュー機能強化と情報発信のためのサイト改善

愛知県 Ｔｒａｎｓｃｅｎｄ　ｍｅｎｓ　ｏｎｌｙ　ｓａｌｏｎ － 自社オリジナルスタイリング剤を製造。非対面型ビジネスモデルへの転換。

愛知県 株式会社オフィスＴＫＢ 9180001122957 レッスンサービスのオンライン配信対応

愛知県 株式会社スプレイ 3180301030304 オリジナルスノーボードアイテムのＥＣ販売

愛知県 虹野デザイン － オンライン受注システムの構築
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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１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛知県 ユメカラ － 非対面で顧客開拓・販売可能な自社ＷＥＢサイトへの投資

愛知県 株式会社シュフーズ 180001117096 オリジナル衣装と小物のネットレンタル

愛知県 リバイバルビジョン名古屋株式会社 9180001066345 ＹｏｕＴｕｂｅ活用によるＷＥＢ集客の強化と顧客満足度の向上

愛知県 株式会社Ｆｏｏｄ　Ｅｄｕｃａｔｅ 2180001113079 当店の強みである質の高い鰻丼を効果的に訴求し、販路拡大を図る

愛知県 有限会社ＩＮＴＨＥＤＯＧ 9180002060388 ドッグトレーニングをオンラインでも受けられるようにする。

愛知県 まつげ家Ｌｅａｆ － オンラインまつげエクステスクールの開設で新たな顧客の取り込み

愛知県 都タウン株式会社 5180301007317 非対面型物件紹介で、コロナウイルス脅威を乗り越えろ！

愛知県 株式会社プラスト 9180001117486 家具販売も含めたトータルインテリアの提案

愛知県 ＯＶＥＲＣＯＦＦＥＥ － オンラインショップ開設による認知度及び販路拡大事業

愛知県 からだ工房 － 店舗広告を兼ねた　ＹｏｕＴｕｂｅ　用動画作成による販路開拓

愛知県 株式会社ハンティントン 2180001072952 非来店・非店舗内飲食顧客の拡大と新店舗オープンによる売上拡大

愛知県 ＮＥＷ　ＭＥ － ＥＣサイトで厳選した脱毛美容商品の販売をし、販路拡大を図る。

愛知県 株式会社ジュネ 2180001004278 自社ＥＣサイト早期市場認知による非対面販路開拓加速と業績貢献

愛知県 株式会社Ｎｉｎｅ’ｓ 180301026076 中小企業へマーケティングやＷＥＢ、ＩＴ　構築サポートと情報発信

愛知県 ヘアーワークス　オオチ － コロナ対策衛生強化で顧客満足度向上と看板照明による自店アピール

愛知県 合同会社未来創世塾 3180003021114 脱コロナ！会員制オンライン授業への販路転換

愛知県 株式会社ＭＩＴＳＵＫＩ 6180001135490 ＭＩＴＳＵＫＩサイト構築による販路拡大のための環境整備事業

愛知県 パイングローバル － 「インサイドセール（非接触販売）」

愛知県 野口整骨院 － 感染リスクを減らすための非対面型医療機器の導入

愛知県 合同会社オーダマッチランド 7180003016663 非対面型ビジネスモデルへの転換

愛知県 株式会社Ｗｉｌｌａｕｇｈ 8180001129029 テレワーク導入とＳＮＳ集客専門学校の開設及び顧客満足度向上

愛知県 有限会社ウエダ 3180002029950 コロナ禍のお客様の要望に応えるテイクアウト事業への挑戦

愛知県 合同会社エッセンス 6180003019097 Ｗｅｂ営業・コミュニケーションツールの活用による事業のリモート化

愛知県
神戸育ちの串焼屋むさしココラフロント豊
橋

－ 従来の飲食店経営と強みを活かした新たな収益を生み出す取組み

愛知県 有限会社まんてん． 8180302012123 『料理動画撮影し、ホームページに載せネット販売への顧客拡大』

愛知県 株式会社Ｇｏｌｄｅｎ　Ｃｈｉｌｄ　ｄｅｓｉｇｎ 7180001105311 ＥＣ通信販売、ＥＣ受注ドライブスルー、３密解消による販路開拓

愛知県 株式会社モグニデザイン 4180001091067 ホームページリニューアルによるブランド認知の向上

愛知県 ＦＲＥＥ　ＳＴＹＬＥ４１ － 既存客との関係性維持と新規客層開拓を通じた事業永続性確保

愛知県 鉄生 －
コロナに負けない！販路拡大・オリジナルＨＰ　と自社バイクで宣伝するデリバ
リー

愛知県 株式会社　ｉ　ｍｅｍｏｒｉａｌ 3180001120999 非対面でも納得の供養を。位牌サンプルお取り寄せサービス。

愛知県 株式会社ＺＯＳ 4180001140732 飲食・サービス業の生産性向上支援テレマーケティングの販路開拓

愛知県 梶谷商店 － 内製化向上で安定的かつスピーディに商品開発して需要掘り起こし

愛知県 個別指導ステップ － 先生１人に生徒１人のオンライン個別指導＆学習管理

愛知県 エーシーネットワーク株式会社 8180001029658 オンライン遠隔ヨガクラス（非対面型ビジネス）事業

愛知県 株式会社　夏目商店 9180301006694 インターネット動画を利用した非対面販売の拡充
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛知県 ＴＡＫＥＳＨＩ　Ｖｏｃａｌ　Ｓｔｕｄｉｏ － レッスンのオンライン化とネット集客の拡大

愛知県 ブルーアイズ株式会社 6180001120666 ラジオ電波を使ったコロナ対策顧客増加事業

愛知県 株式会社ＮＵＴＲＡＢＩＴ 6180001132067 「Ｗｅｂ営業・コミュニケーションツール活用による事業リモート化」

愛知県 六光スタジオ － 人との接触をゼロ化できる写真・映像素材のオンライン販売

愛知県 合同会社ＵＮＩＴ 8180303004202 婚礼業界向けＷｅｂ上講習会のツール整備オンラインサロン開設

愛知県 池田　従通 － ＰＲ動画、セミナー動画作成による顧客獲得の自動化

愛知県 株式会社ＡＢＯＶＥ 9180001137286 非対面型の不動産コンサルティング

愛知県 株式会社ギミックス 6180002070431 路面飲食店のデリバリー事業への本格参入

愛知県 エムサロン － ＥＣサイト導入と感染症予防を通じた新規顧客開拓と売上拡大

愛知県 株式会社イノビジョン 1180001107560 オンライン授業を実施するための非対面型指導の構築

愛知県 株式会社ＡＳパートナーズ 5180001137422 ウェブサイト構築等による非対面型コンサルティングの実現化

愛知県 やっこ酒店 － ＷＥＢを活用した非対面式における酒類販売の新規販路展開

愛知県 株式会社グリュック 8180001085387 感染予防を踏まえテレワークの導入と新規事業の販路開拓

愛知県 株式会社ａｇｒｉｃｏｅｕｌｅｓ 2290001074888 バウムクーヘンの自社製造

愛知県 茶正染色合資会社 1180003011488 染色の一貫生産体制と小ロット対応の強化＆技術ＰＲ

愛知県 株式会社ゑ 9180001130943 ハワイの邸宅を利用した新規事業開拓と非対面型営業化

愛知県 ｍａｌｌｏｗ（マロウ） － 店舗型オリジナル販売促進アプリで”美容業界の未来を支える“

愛知県 サワレコ － 完全内製化・非対面加工の実現化および、新製品販売・試作品製作事業

愛知県 株式会社ＭＯＮＤＩＡ 6180301032859 ホイスト設置による取扱案件の拡大と販路拡大で業績アップ

愛知県 Ｐｌａｉｓｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ － デザイン事業とスクール事業非対面事業化リアルからオンラインへ

愛知県 中村　麻紀 － 相談から納品まで全てオンラインで完結できる案件の受注・販促戦略

愛知県 にこにこ経営パートナーズ － 売上アップ成果報酬型経営支援の営業活動のための宣伝事業　】

愛知県 株式会社ブラーバ 2180001121619 非対面型でも売れる・ユニセックスジュエリーブランド立上げ

愛知県 合同会社　Ｆａｃｉｌｉｔａｔｅ 6180003016648 来店修理から非対面型遠隔スーツケース修理サービスへの事業転換

愛知県 アイキャリア株式会社 6180001119221 人が育つ「伝え方」研修事業　ＺＯＯＭリモート研修

愛知県 Ｒｅ－Ｌｉｆｅ　Ｓｔｙｌｅ株式会社 1180001109169 オンライン発信の撮影スタジオの製作

愛知県 Ｄａｔａ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ － 経済指標を厳選し分かりやすく提供するＷｅｂ　サービス

愛知県 株式会社ウェイストボックス 9180001056585 非対面型ＣＯ２排出量調査の為の動画コンテンツ作成事業

愛知県 株式会社ハーモニィ 8180001063888 環境測定モニタリングシステムの販売促進サイトの構築

愛知県 ＳＵＧＩ　ｓｔｕｄｉｏ － オンラインで体験できる本物のスタジオ環境の実現！

愛知県 合同会社ＭｅｅＳ 7180003020277 レンタルスペース事業の経験を生かしたシェアハウス事業の新規立ち上げ

愛知県 高むら － テイクアウト商品の販路開拓と新規顧客の増大

愛知県 フューチャーフード株式会社 5180001134337 集客・注文・売上を一元管理できる自社ウェブサイト制作

愛知県 ブーツワールド － 顧客満足度ＵＰを目指すライブ配信機能の導入とＰＲサイトの制作

愛知県 株式会社ナチュール・メイ 4180001108341 オリジナルパッケージ商品による訴求効果でＥＣサイトを盛り上げる
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛知県 株式会社ヴァン・クリエイティヴ 1180001089601 ビデオ通話システム導入と直営店舗設備拡充による生産性向上計画

愛知県 ヘアセットＣＯＣＯ － 着物レンタルサービスをネットで完結できる仕組みつくり

愛知県 株式会社イタヤ電機 9180001085171 生産性向上・短納期対応によるサプライチェーンの維持・販路開拓

愛知県 ＢＥＡＳＴ　ＨＡＩＲ － 非対面式設備の導入と男性客を取込むためのバーバースタイル提案

愛知県 サンライフ株式会社 9180001129861 非対面型サービス提供の導入による事業の永続性確保

愛知県 キッチンハウス恵比蔵 － 蒲郡駅隣接の立地を生かしたテイクアウトへの業態転換事業

愛知県 株式会社創美設計 5180001037399 ホームページ刷新・３次元ＣＡＤソフト導入による販路開拓

愛知県 株式会社らいふＭサポート 3180001108210 旅館業の自社ＷＥＢサイト立ち上げによる販路開拓事業

愛知県 ランスター － 密集密接を避けるための個人利用への転換

愛知県 株式会社テイク・スリー 7180001091345 自習型プログラミング学習システムの導入と販路拡大

愛知県 ＩＮＤＩＲＥＣＴ　ＯＦＦＩＣＥ － 飲食店等で使うメニュー表の自動作成システムの構築

愛知県 株式会社きよせ 8180001082021 ＥＣ販売によりコロナウイルスによる売上低下の補填計画

愛知県 ｕ　ｅｙｅｓ － 新たな顧客層獲得と囲い込み、非対面ビジネスモデルへの転換

愛知県 名駅ノリタケＣｈｅｅｒｉｎｇ － コロナに負けるな未来に向かって応援プロジェクト

愛知県 ＳＥＴＩＡ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ株式会社 2180001135164 ＶＲによる介護スキルの体験型学習導入と人材育成

愛知県 ほぐし処まごころや － 『オンライン妊活カウンセリング』で少子化対策に貢献する事業

愛知県 株式会社ブリック 9180001129647 非対面型コンサルティング及びセミナー発信用Ｗｅｂサイトの構築

愛知県 弁護士　宮本　真志 － ＷＥＢサイトによる法律顧問ＰＲと非対面型相談による新規開拓

愛知県 トライ・コンサルティング株式会社 6180001135029 ＷＥＢサイトによる専門サービス業向け非対面コンサルの販路開拓

愛知県 株式会社エニシア 2180001107403 研修・イベントのオンライン配信＆ｅラーニング教材の開発

愛知県 合同会社Ｈｉｒｏｈａｓｕ 9180003016835 ＩｎｓｔａｇｒａｍとＧｏｏｇｌｅマイビジネスからで新規顧客獲得対策事業

愛知県 株式会社ＦＯＲＥＳＴ 6180001132653 ホームページ刷新で外装・内装工事技術の認知度向上と販路拡大

愛知県 株式会社　ｔｈｅ　Ｓｏｆａ 7180001121523 マーケティング強化と生産性拡大に向けた取り組み

愛知県 アトリエ桂川 － オンラインシステムの導入で図る、非対面の婚活サ－ビス

愛知県 聖新陶芸株式会社 3180001078932 食育教材の開発とカタログ販売による新市場開拓

愛知県 株式会社いわいハウジング 1180001082168 魅力を伝えて、オンライン相談会のネット予約で新規見込客を獲得

愛知県 株式会社ＢＡＬＲ 1013301043599 デリバリーの販売促進による売上拡大

愛知県 有限会社　多門亭 1180002016298 名古屋で１００年以上続くうなぎ老舗店、ＨＰのリニューアル

愛知県 ト－タルビュ－ティ－雅 － ＥＣサイトの開設とエステ技術講習会のオンライン化

愛知県 株式会社ユニバーサル・リソーセス 1180001122304 一般消費者向けアルコールスプレーの開発・販売事業

愛知県 Ｓｋｙ　Ｑｏｏ株式会社 6180301031299 新規見込客開拓のオンライン化事業

愛知県 わくわくクリエイト － 速読のオンライン／オフライン融合レッスンで顧客満足度を向上

愛知県 株式会社水野誉十郎商店 6180001096650 日本全国へ届けます。泳げ！鯛焼き君プロジェクト

愛知県 ライフマネジメント － テレワークで会計サポート　動画配信で販路拡大

愛知県 株式会社ラポール 1180001135355 コロナに負けない体制作り！
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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１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

愛知県 株式会社一刀 9180001127717 ライブ配信を活用したＰＲサイトの作成で若年層顧客開拓

愛知県 ＭＲインベスターズ合同会社 8180003017248 中古ＤＶＤ販売のコンサル事業の非対面下での集客方法確立

愛知県 カレー屋キング！ － 非対面型カレー弁当宅配の拡充事業

愛知県 有限会社伊藤畳商店 6180002013217 当社のＨＰの作成及び顧客のデータベースを構築

愛知県 株式会社ｖｅｇ　ｗｏｒｋｓ 1180001137632 日本ビーガングルメ祭りｏｎ－ｌｉｎｅ　モールの開設

愛知県 焼しゃぶＤｉｎｉｎｇ　しゅうまる － お持ち帰り「焼きしゃぶ鍋セット」販売開始＋ＰＲ事業

愛知県 Ｇｒａｎｄｉｒ － ネット販売ページを作り非対面で手軽に商品購入が可能に！

愛知県 株式会社ＶＯＴＲＥ 8180001131117 ＩＴを活用しＥＣサイト新設で販路開拓

三重県 有限会社酒商中西屋 3190002001867 老舗酒販店による、こだわりインターネット通販への取り組み

三重県 エバーラケット株式会社 7190001023479 商品販売のリードタイム短縮による販売力強化でのお客様満足度向上！！

三重県 株式会社三田清 6190001008695 慶事法事向け高級懐石弁当及びおせちの開発販売

三重県 ５５カフェ － ワーキングマザー対象「お弁当おかず」スマホ注文サイト構築

三重県 有限会社クロフネカンパニー 8190002008684 オンライン導入による新規顧客獲得と生産性の向上計画

三重県 株式会社宮田総合研究所 9190001005905 営業活動を円滑化するためのテレワーク環境の整備

三重県 有限会社ワーキング・スタッフ 6190002001732 イベント・コンサートスタッフ等募集登録システム導入での非対面募集・面接

三重県 創作ダイニングとしかわ － 宣伝広告費と調理機器の購入に合わせた厨房の改修工事

三重県 株式会社Ｈｅａｒｔ　ｎｅｔ 1190001021587 工事部門の非対面型販売推進と、テレワークによる業務効率化

三重県 株式会社Ｏｎ－Ｃｏ 1180301032376 移住定住促進イベントのオンライン化による販路拡大

三重県 合同会社住米 1190003003170 非対面での集客・募集システムによる集客率向上

三重県 株式会社サティスホーム伊勢 3190001020876 全会議及び打合せのリモートワーク化

三重県 株式会社ＩＮＳ 9190005009654 農家レストランの弁当販売と介護施設給食の双方向非対面型モデル

三重県 エベレスト株式会社 9190001018873 「ＥＣ＆バイクを活用した企業向けお弁当カレーの宅配サービス」

三重県 ふみコード － ＩＴエンジニア向け『オンライン見積システム』で非対面打合せを実現

三重県 株式会社ＨＡＹＡＳＨＩ 2190001011694 テレワークによる経営アドバイスの品質向上の事業

三重県 多幸 － コロナショックに対し、新規宅配移動販売で新規顧客獲得を目指す

三重県 株式会社桔梗屋織居 1190001008444 老舗和菓子屋のスマホ対応型ネット販売事業

三重県 株式会社未来食品 7190001012630 受注・発送管理システム導入によるＷＥＢ販売強化事業

三重県 美容室エテルネル － プロの美容師向けの講師実績を活かしたサロン専売品のＥＣの展開

三重県 山泰建設株式会社 6190001016649 遠隔対応の充実によるお客様との関係性維持及び強化

三重県 株式会社ヤマナカ製作所 4190001016659 耐震シェルターの認知度アップと非対面での新規販路開拓

三重県 西村建設株式会社 9190001000798 コロナに負けるな！　ソレイユカフェのテイクアウト認知度向上！

三重県 株式会社Ｙｕｕｋｉ　Ｊａｐａｎ 1190001005747 買い物代行・家事代行サービスマッチングＷＥＢサイト　家事きんぐ

三重県 ミュゼドゥクオル有限会社 2190002021296 飼い主さんと一緒にワンちゃんも泥パックで元気になろう

三重県 有限会社丸井食品三重工場 8190002014402 ショッピングカート付きＨＰの作成及びデカフェの製造、販売

三重県 ＯＬＵＯＬＵ － セルフメンテナンスで自然治癒力アップ！オンラインエステ事業
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

三重県 Ｍｅｌｌｏｗ － 自動販売機を購入し、コロナに対応した非対面型の販売を行う。

三重県 フローラ － 外構・造園工事等の広報活動による売上拡大事業

三重県 有限会社Ｍａｒｉｅ 2190002024200 通販サイトとオンラインレッスンでアートフラワーの魅力を伝える

三重県 喜美寿司 － 旧東海道で食べ歩き！桑名の魅力を満喫するテイクアウト事業

三重県 有限会社エフティーデザイン 7190002020640 ＥＣ構築とインフルエンサーマーケティングのＤｔｏＣ事業の展開

三重県 株式会社三重ティーエルオー 1190001001721 Ｗｅｂ会議システム等を用いた新たな産学官連携ビジネスの展開

三重県 ホーリーカフェ － コロナに負けない！新商品の開発・出店場所の開拓！

三重県 有限会社松本紙店 1190002014391 コロナ対策、三密回避！心を豊かにする文化のコミュニュティー

三重県 株式会社保田商店 5190001012665 地域産蕎麦と作る「桑名もち小麦」のつなぎを使った地産地消蕎麦

三重県 株式会社テイクパート 2190001024473 ＬＩＮＥ　運用を軸としたリモート活動による強みの強化と課題克服

三重県 ひふみ土地家屋調査士事務所 － 非対面でも信頼される事業所を確立して販路を開拓する

三重県 有限会社ワイズパントリー 8190002013388 ホームページ刷新による新たな受注体制の構築

三重県 株式会社トラベルラボ 3190001019737 旅行プロのこだわりおにぎり事業拡大と非対面旅行相談実施

三重県 株式会社２３ 8190001022703 美味しさを持続し、廃棄を減らし、デリバリー強化

三重県 株式会社エルマーナ 1190001013130 ホームページ作成による事前打ち合わせのＷＥＢ対応化事業

三重県 Ｃｒｅｍａ　ａｍａｔｏ・ｃｏｆｆｅｅ － 珈琲豆の販路拡大　～今こそ届けたいコーヒーの癒し～

三重県 株式会社コーチング・システムズ 4190001013409 共創コーチングオンラインスクール化事業計画

三重県
特定非営利活動法人三重県生涯スポー
ツ協会

2190005009867 スクール事業における非対面型ビジネスモデルの導入

三重県 酒菜料理　吟 － テイクアウトサービス対応ＥＣホームページ作成と知名度向上事業

三重県 伊勢くすり本舗株式会社 8190001019030 伝統医薬品のオンラインカウンセリング充実および首都圏販路拡大

三重県 株式会社アイ・Ｋ 6190001025187 テレワーク環境整備を進め、国内外に伊勢真珠の魅力を発信しよう

三重県 株式会社ビューティーライズ 9190001011473 我社を富裕層にアピールし非接触型事業を加え新規顧客の獲得

三重県 株式会社Ｅプレゼンス 3190001022360 女性起業家と地元企業のマッチングオンラインコミュニティの構築

三重県 株式会社ブルック 9190001018857 お家でプロの料理をストックして楽しめるテイクアウト事業

三重県 有限会社ライフプランニング２１ 8190002018510 非対面セミナーの開催、スタッフとの情報共有による販売力強化

三重県 ｉｎｆｉｎｉｔｙ　ｎｏｔｅ． － 『ママのための時間と思考の整理術』をオンライン講座化

三重県 株式会社ＡＷＥＳＯＭＥ　ＥＹＥ 3190001024183 テレワーク実施企業向け非対面型マネジメント研修の販路開拓

三重県 カップオブティー － 「強靭化のための多角的展開に向けたビジネスモデルの構築」

三重県 西村　欣也 － 「Ｗｅｂ営業コミュニケーションツール活用による事業のリモート化」

三重県 ＲＫＤコーポレーション株式会社 6190001020394 顧客専用の宗教品購入ＥＣサイトの非対面化ビジネスモデル

三重県 ＰＡＣＨＡ！ － ネット注文ページ作成によるお客様の新規開拓

三重県 特定非営利活動法人ａ　ｔｒｉｏ 6190005003115 未来へ向けた広報戦略～ＨＰの新機軸リニューアル～

三重県 ＩＳ株式会社 7190001024840 コロナに勝つ！抗菌ガラスコーティングとＥＣサイトで復活！！

三重県 株式会社ホークアイ 2190003002989 展示場の設置及び動画によるマーケティング

三重県 プレゼントクッキーのｋｕｒｉｍａｒｏ － 非対面型への転換！ＥＣサイト販売強化と生産増強のための改装
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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

三重県 有限会社伊藤鉉鋳工所 1190002016322 在宅トレーニング用器具ケトルベルの生産強化及び販路の拡大

三重県 ワールドテニスアカデミー有限会社 6190002023355 ウェブカメラと屋外照明の導入による売上及び販路拡大

三重県 株式会社イシイナーセリー 5190001023200 ネットショップ販路拡大のための仮出荷場の整備に伴う外注工事

三重県 わしおみどり行政書士事務所 － 行政書士による相談やセミナーをオンラインでいつでも可能にする

三重県 ＡＬＯＡＬＯ － 非対面型フィットネス指導システムの構築で顧客獲得

三重県 進学塾ＧＴ － オンライン授業パッケージの強化・通塾圏内外の顧客へのアピール

三重県 だるま － 本格的なデリバリーテイクアウト事業の立ち上げ

三重県 有限会社エムブレイン 8190002016010 社内のテレワーク環境の整備による業務効率化

三重県 ＦＬＯＲＡＩＳＯＮ － 専門家の強みを生かした商品と教育動画配信で販路拡大収益増！

三重県 ジパング舎 － オンラインイベント等のシステム確立と今後の活動のためのＰＲ

三重県 ２ｎｄ　ｔｈｒｏｗ　ｓｔｕｄｉｏ － オンラインを活用した映像・音楽の制作授業のネット配信

三重県 ＬＡＮＤ　ＰＬＵＳ株式会社 190001025707 いつまでも若々しく、美しく！～新な顧客獲得層を目指して～

三重県 エムツー － ３Ｄプリンター導入による非対面型の部品製作及び販路拡大

三重県 有限会社お花ちゃん生花店 4190002016435 暮らしを彩る花企画、１本から購入できる定額制スマホサイト構築

三重県 堀田塗装 － ホームページＷＥＢ会議システムによる新規顧客層の開拓
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