
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

新潟県 株式会社金巻屋 8110001001540 「ＷＥＢ通販の開始・テイクアウト窓口設置等による新規需要の開拓」

新潟県 株式会社デリラボ 5110001034535 ポストコロナ時代に対応する売上拡大施策

新潟県 阿部酒造株式会社 7110001017100 人件費を抑えた酒造直売所の変革～通販の強化と非対面販売へ～

新潟県 スタジオロータス新潟 － オンラインヨガをスタートする為のウェブサイト、システム制作

新潟県 有権会社せかい鮨 3110002003532 「テイクアウト・出前注文サイトと県外誘客に向けての広報強化」

新潟県 松本ニット － ＥＣ販売システムの構築による非対面ビジネスへの新たな事業展開

新潟県 トラストラボ株式会社 2110001021503 非対面型機能ウェブサイトの制作基盤強化及び販路拡大事業

新潟県 有限会社日承テクニカル 6110002018016 非対面販売システム導入・構築で販売業務の強化・販路開拓を図る

新潟県 株式会社野崎製作所 6110001014560 ウェブ型営業ツールによる受注拡大と普及版グラビモルフの開発

新潟県 Ｍａｒｇａｒｉｔａ － オンラインレッスンで世界中の美味しい料理を発信！

新潟県 新井電機株式会社 1110001018772
自動車電装整備業の電気の知識を活かして家電品販売並びに電気工事（リー
フォーム）確

新潟県 ｌｕｍｉａｓ － オンライン講座の開設、動画配信等による販路開拓

新潟県 有限会社オフィスリファイン 1110002001505 ホームページによる個人受注システムの構築事業及び告知宣伝

新潟県 株式会社商道 7110001029302 ＳＮＳ上の人々をターゲットにしたコンサルタント事業・仲介の増加

新潟県 総合空手　夢源会 － 「おうちが道場になる！」総合空手夢源会のオンライン稽古

新潟県 ＢＡＲ　１１７３ － オンラインバーの開設とデザイン雑貨の通信販売事業の立ち上げ

新潟県 株式会社やさいのひ 3110001028092 料理教室のオンラインレッスンとライブ配信

新潟県 Ｊｅｗｅｌ　ＢＬＡＣＫ（ジュエルブラック） － 非対面型モデル、新サービス事業

新潟県 株式会社スマイルファーム 7110001028844 新規アプリ事業のＰＲ動画制作とインターネット広告配信

新潟県 Ｄｏｌｃｉ － 当店が誇る主力商品のネット販売による販路開拓

新潟県 株式会社　Ａ－ｌｉｎｅ 7110001030458 １、店舗改装　　２、ＥＣのストア構築

新潟県 合同会社万代トレード 3110003003259 食品デリバリーサービス

新潟県 有限会社ピュアシャイニング 4110002018686 ビデオ通話を利用したオンラインサービスの設置と拡大

新潟県 株式会社アイサポート 8110001016927 マーケティングオートメーションで地域を超え販路拡大

新潟県 株式会社　三協 8110001017900 訪問面談主体の営業から、ＷＥＢ対応営業の変換・強化

新潟県 特定非営利活動法人ＳＰＩＮ　Ａ　ＴＡＬＥ 1110005016302 ＥＣ　サイトの構築と商品開発による販路開拓事業

新潟県 合同会社リアルエステート 2110003003383 非対面型顧客募集ポータルサイト立ち上げによる家主の自主募集

新潟県 合同会社キャピタルキャッスル 5110003003380 非対面型顧客募集ポータルサイト立ち上げによる家主の自主募集

新潟県 株式会社Ｏｌｉｖｅ 7110001027322 テイクアウト＆デリバリー用ＥＣサイトによる販路拡大

新潟県 有限会社もか 1110002006603 ふあふあのかき氷とアクリル板で対面会話の楽しい時間を

新潟県 株式会社コネクティングピープルズ 8110001031686 笑平。

富山県 ハヤゾーＰＣサポート － 非対面型店舗とレンタルパソコン事業による新規販路開拓

富山県 小沼ＦＰ　事務所 － Ｚｏｏｍ　（リモート）を利用しての　ＦＰ　個別相談

富山県 ＪＥＷＥＬ　ＣＯＬＯＲＳ － オンラインカラーセラピスト資格取得講座の構築

富山県 虎徹 － 「マイスター工房八千代直伝　虎徹巻きの販売」
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令和２年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜コロナ特別対応型＞（第１回受付締切分）
採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

富山県 オカヘルスアップクラブ － 自粛生活でも楽しめるｏｋａｏｋａエクササイズ

富山県 さくら工房 － 「高精度内製加工体制の実現による独自ブランドの構築」

富山県 Ｖｉｎａｋａコーポレーション株式会社 9230001017788 結婚相談所Ｖｉｎａｋａ事業の展開

富山県 株式会社キトキトカンパニー 2230001014759 富山から発信　富山の美味しいをオンラインにて

富山県 タケ建築株式会社 8230001016353 「新しい在宅の価値」を発信する木製エクステリア製品の製造

富山県 けんとれ接骨院 － 新規獲得、顧客の離脱を減らし月額会員制システム構築とＨＰ改修

富山県 ｔｏｔｏｔｏ － ＳＮＳ、ビデオ通話を使った販路開拓事業

富山県 有限会社ゼン企画（食道園） 6230002008070 新規および既存顧客へのテイクアウトのプロモーション

富山県 ＢＯＱＵＥＲＩＡ － 低接触型レストランスタイルへの転換事業

富山県 東条うどん － ハッピーデリバリー

富山県 株式会社ＮＯＯＮＥ 7230001016940 「代理店×お客様×当社」すべてが利益を得られる組織に成長事業

富山県 弁護士法人　法優法律事務所 6230005008992 オンラインで完結する法律相談サービスを提供するサイトの作成

富山県 有限会社実業建設新報社 6230002001612 建設業界専門の求人、情報発信サイト構築事業

富山県 株式会社ディーアール 7230001014993 ＨＰの制作及びｗｅｂマーケティング

富山県 かねぶん青果株式会社 2230001000610 ＨＰの制作及びｗｅｂマーケティング

富山県 株式会社ゴソー 9230001000918 非対面型ビジネスモデルへの転換

富山県 ミセスコーヒー株式会社 2230001015823 老舗喫茶店からの新名物「自家製食パン」開発とテイクアウト強化

富山県 平野興業株式会社 9230001014323 ＨＰ制作およびｗｅｂマーケティング

富山県 にじでざいん － 希少な革を使用した自社ブランド商品開発とＥＣサイトの拡充

富山県 有限会社出木野屋 7230002011593 「ビデオ通話による商談を推進することを目的とした広告宣伝」

富山県 株式会社ひまわり 3230001010740 チャット機能の搭載によるネット集客最大化プロジェクト

富山県 ＣＨＥＬＳＹ －
非対面ＷＥＢカウンセリングホームページ制作　看板外装刷新による新規顧客
獲得

富山県 株式会社ライフフィット 5230001015923 オンラインによる運動指導の構築プラン

富山県 有限会社西島化成 4230002002620 ＨＰ制作及びｗｅｂマーケティング

富山県 大洋食品工業株式会社 4230001001532 ＨＰの制作及びｗｅｂマーケティング

富山県 株式会社織絵 6230001000549 オンライン対応や自社サービス照会等のＨＰ作成による新規顧客獲得

富山県 株式会社うまや 2230001013901 ＨＰ制作及びｗｅｂマーケティング

富山県 有限会社ひこうき雲 1230002002838 ＨＰ制作及びｗｅｂマーケティング

富山県 有限会社ファロー 7230002002956 イタリア製陶器、キッチン小物のネットおよび店頭販売

富山県 総合通信サービス株式会社 7230001001422 オンラインでの予約、相談システムの導入

富山県 株式会社福建 8230002002963 ＨＰ制作及びｗｅｂマーケティング

富山県 株式会社マツモト 1230001003069 オンライン対応や自社サービス紹介等のＨＰ作成による新規顧客獲得

石川県 輪島キリモト － ＺＯＯＭを活用したオンラインショップの構築と販路拡大

石川県 株式会社ひらみぱん 9220001021832 Ｌｅ　ｍａｒｃｈｅ　Ａｒｔ　ｄｅ　ｖｉｖｒｅ

石川県 平田神仏具店 － 「お祭りグッズ」のネット販売システム構築と新商品の開発
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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

石川県 株式会社なないろのはな 6220001022412 オンラインで業務改善「ＩＴ事務長?」事業

石川県 株式会社フジタ 5220001009377 インターネットを活用した、非対面型バーチャル住宅展示場

石川県 カナン株式会社 1220001014538 オンライン研修・セミナー講師サービスの開発事業

石川県 株式会社カトー 7220001001794 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！

石川県 ＹＵ　ＳＷＥＥＴＳ － コロナに負けない新商品新販路開拓事業

石川県 Ｂ＆ＬＨ合同会社 4220003002307 ブランド化によるオンライン集客と完全非対面ビジネスの構築

石川県 ジョインプロパティ株式会社 2220001022226 非対面型サービス提供のできる不動産店への移行事業

石川県 百薬キッチン － ＷＥＢカメラを使った料理教室

石川県 アトリエＭＩＴＡＮＩ － 環境変化に応う香り商品や新商品開発ＷｅｂＰＲと試作製造部強化

石川県 髙木屋金物店 － ホームページ改修によるオンライン販売強化

石川県 インターネットプロモーション － オンライン商談ツールを活用したホームページ制作事業

石川県 泉が丘法律事務所 － ホームページ改修、オンライン法律相談やキャッシュレス化の新設

石川県 お椀のなかお合同会社 3220003002638 木地作製の円滑化とインターネットを通じた販売

石川県 ｎａｔｉｖｅｙｅ － 「観る・働く・泊まる」３機能サービスへの施設改修とＰＲ

石川県 株式会社ＳＷＡＹ　ＤＥＳＩＧＮ 2220001022267 市場需要の変化に適応するための建築物の企画・改修サービス

石川県 山木絹織 － シルク需要増進化事業（消費者直販増進化計画）

石川県 Ｆａｍｉｌｉａｒ － 新型コロナ対策による抗菌塗料を使用した住宅リフォーム販路開拓

石川県 株式会社いーじー 1220001021732 コロナ対応型お弁当無人販売サービスの開発

石川県 真洋創商株式会社 7220001018500 業務用プロ食材を一般消費者に直接販売する仕組みを新たに構築

石川県 一山楼 － 「テイクアウトの強化やインターネット販売への新規の取り組み」

石川県 有限会社大島石材 7220002001595 ＥＣサイトによる石材店の非対面型販路開拓

石川県 株式会社国際人事 4220001022876 高機能なＨＰの開設と非対面型サービスの展開による販路開拓

石川県 ザアグラリアンテーブル合同会社 8220003002534 さいはてのテイクアウト＆地域内企業団体向け宅配サービス

石川県
ｓｐｉｃｅ　ｃａｆｅ　Ｓ－（スパイスカフェ　エスラ
イン）

－ テイクアウト・オードブル販売強化及びレトルト商品開発事業

石川県
株式会社Ｊａｐａｎ　Ａｔｈｌｅｔｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅ
ｎｔ

3220001022927 オンラインサロンで全国展開！プロが教えるＧＫ哲学！

石川県 株式会社あて 4220001022141 Ｗｅｂの強化・新しい商談スタイルと　ＥＣサイトの構築等

石川県 株式会社ＳＡＬＩＮＡ 5220001019327 イタリア政府公認ピッツァ職人が作る冷凍ナポリピッツァ

石川県 株式会社フロンティア 7220001011208 事務所を一歩も出ずに売上を上げる独自のオンラインビジネス化

石川県 株式会社ＲＨアフターサービス 9220001011131 インターネット通販ショップ開設による販路拡大でコロナ禍を打開

石川県 中出精肉店 － 打倒コロナ！感染症対策強化型店舗改装

石川県 ㈱橋本幸作漆器店 3220001017043 卸から小売りへ新商品の箸を販売するためのＥＣサイト作成事業

石川県 株式会社ありがた屋 3220001011715 ＶＲ活用による鉄道模型の販促と、Ｂ　ｔｏ　Ｃオンライン受注・販売への移行

石川県 弁護士法人あさひ法律事務所 8220005002532 アフターコロナ対応型のＨＰとＷＥＢ会議システム導入

石川県 金沢屋白山店 － 若年層から高齢者まで利用でき、非対面型にも対応できるお店作り

石川県 ｋａｎａｚａＷＡＺＡ研究所 － 文化体験・疑似文化体験プログラムの開発とＰＲ動画、ＶＲ制作
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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

石川県 インプルーブマネジメント株式会社 3220001022225 フィットネスジムエリアを拡張し距離をとり、非対面型も導入する

石川県 株式会社松乃寿し 5220001015524 老舗寿司屋の名物商品を核とした非対面型ビジネスモデルの構築

石川県 尚軒 － 老舗中華料理店の冷凍餃子市場への挑戦

石川県 一本杉　川嶋 － 食材の素晴らしさを最大限に味わえるテイクアウトサービスの構築

石川県 Ｃａｚａｈａｎａ － ＥＣ　システム導入による自社製品を生かした非対面型販路の開拓

石川県 織陶苑　典座 － 手軽な能登の食メニュー整備とマイカーで来店しやすい店づくり

石川県 株式会社　湊正 2220001012482 板金のプロが作る！メダカ飼育用品の非対面・対面販路開拓事業

石川県 株式会社シェヘラザード 3220001017142 動画・オンラインを活用した非対面型研修へのビジネス転換

石川県 イタリアカフェ食堂ｃｏｃｏｏｎ － テイクアウトに特化した新商品開発事業

石川県 株式会社ＭＯＮＯ 7220001022097 ピザのテイクアウト、インターネットでの販路開拓事業

石川県 株式会社ｒｅｌｅａｓｅ 220001021177 テイクアウトに対応した新店舗改装事業

石川県 有限会社高田本店 2220002015534 『家飲みを楽しむ食卓に美味しいお酒をお届けする販売戦略』

石川県 株式会社ゼッカ 7220001022857 地元を元気に！「広告米」プロジェクト

石川県 輪島海房やまぐち － 総菜商品の充実化に伴う生産及び販売体制の構築

石川県 株式会社ＣＬＯＵＤ 3220001015030 オンラインを活用した顧客作りと商品販売

石川県 有限会社生活アート工房 7220002013376 拡大するホームフィットネス需要に対応！オンライン市場開拓事業

石川県 株式会社グルーヴィ 8220001002503 ホームページリニューアルとアニメーション動画制作

石川県 中華そば響 － 急速冷却・凍結技術の導入によるお持ち帰り用冷凍煮干そばの開発

石川県 ＡｕｔｏＧａｒａｇｅＣｌｉｍｂ － 受付から納車まで非接触型によるカーフィルム施工サービスの提供

石川県 奥田染色株式会社 4220001001624 ＷＥＢサイト拡充による販路開拓事業と商品開発

石川県 株式会社ＯＰＥＮＥＲＳ 9220001021254 ＥＣサイトを活用し金沢を代表するお土産「いなり寿司」販売

石川県 Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　Ｓｔａｒｓ合同会社 9220003002260 バレエコンクールの対面の簡素化、ＨＰ強化による集客の向上。

石川県 こまつ町家文庫 － 「こまつ町家文庫」のコロナになんか負けないぞ！事業

石川県 Ｎアクティブ － オンラインセミナー＆オンラインコンサルティングへのサービス転換

石川県 株式会社運転代行新選組 8220001019881 ホームページを作成しＳＮＳによる経営改善

石川県 ジャパンウェルネストレード株式会社 6220001013873 インターネットによる非対面型営業にて販路拡大と顧客満足度ＵＰ

石川県 株式会社　ＫＡＩ－ｃｒａｆｔ 7220001022279 本格生パスタ・ソース通信販売

石川県 株式会社ハルテリベイマ 3220001018454 テイクアウトサービスの確立＆非対面オーダーシステムの導入事業

石川県 フジキン醤油株式会社 1220001005644 石川の和食調味料を発信するホームページ、ネットショップの構築

石川県 株式会社こみんぐる 8220001022105 地元客利用の促進と民泊オンラインスクールの開設

石川県 花屋　卯さぎ － フラワーデザインで全国に明るさをお届け

石川県 有限会社角知漆器店 3220002015491 ネットショップ・英語版のページ発信での非対面販売の推進

石川県 株式会社弥組 3220001019881 新技術を導入した新商品の開発及び設計

石川県 有限会社大藤漆器店 9220002015486 人が動けない状況下での、インターネットを活用した販売戦略

石川県 株式会社ライ・ミィ 4220001015558 新規顧客開拓のためのオンライン販売とセルフ販売型店づくり

4 / 7 ページ



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

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

石川県 輪島塗の稲忠 － 若手職人との連携によるオンラインＥＣサイト販売の確立

石川県 ＴｏｔａｌＢｅａｕｔｙＭｏｏｎ － セルフエステ導入による免疫力アップ！コロナ打倒事業！

石川県 ＰＥＡＲＬ － ネットショップの開設、各種ＳＮＳ，ＬＩＮＥ公式アカウントの整備

石川県 有限会社なべよし 4220002009286 洋風釜めし仕出し弁当の提供

石川県 ＴＨＩＲＤ　ＰＬＡＣＥ　Ｂｏｏｍ － アフターコロナへ！ウイッグ再生とヘッドスパによる生き残り戦術

石川県 ＨｏｏＤ　Ｋｉｔｃｈｅｎ － 買い物弱者への惣菜販売　ＨＰネット販売での販路拡大

石川県 株式会社　弥介さ 9220001019471 通販サイトに向けた新商品の開発及び環境整備

石川県 采色屋なか門 － 非対面販売システムの構築と全国的ＰＲでの新規販路開拓

石川県 株式会社エイチツーオー 8220001011248 海外向けＥＣサイト構築と金箔レースを使った高機能マスク製作

石川県 ジェラート・ジェラート － 「お家ｄｅくるくるクレープ屋さん」でお家時間に楽しみを！事業

石川県 ｎｏｔｔｏ － 日本初となるリモートによる体験型の商品開発と販路開拓

石川県 株式会社　御朱印 7220001011991 自社ホームページと店舗の連携で顧客が購入しやすくする仕組み

石川県 深田印刷 － ＥＣサイトでの年賀状販売促進事業

石川県 串滿斎やきとり家竹松 － 非対面営業スタイルの確立による老舗やきとり店が挑むテイクアウト事業

石川県 株式会社みや新 4220001016580 伝統のある料亭がつくる美味しいものをネット販売して販路拡大

石川県 株式会社ＬＯＯＰ不動産 1220001023539 非対面型物件探しによる新型コロナウイルス対策による販路開拓

長野県 ちえてらすコンサルティング － オンライン経営支援・蓄積型コンテンツ販売事業への進出

長野県 ｉｒｉｋｉ － 家庭でできるワークショップキットの開発・販売、自社での製材

長野県 株式会社ファブリ 8100001028221 アナログ手段でコロナ禍を突破！効率的で即効性のある販促事業

長野県 有限会社旬彩菓たむら 8100002002497 ホームページ刷新及びＷｅｂショップ開店による新規顧客開拓

長野県 Ｋ－ｋｉｄｓ － みんなで楽しく踊ってコロナに勝つ！オンラインダンスレッスン

長野県 スイーツ・パーティー・マーケット株式会社 9100001023808 自店の強みを活かしたネット販売・ネット販促導入で新販路を開拓

長野県 株式会社マルナカ 7100001015781 伝統芸能芸術文化事業の強化と非対面型ビジネスモデルの構築

長野県 藤田九衛門商店 － ネット販売システム構築・新商品を開発

長野県 有限会社アベ 6100002019114 生産性効率向上と新規顧客獲得

長野県 ＴｈａｉＣｏｌｌｅ（店名：虹石） － インターネット事業を強化することによるコロナ不況からの脱却

長野県 ジオナレッジ合同会社 8100003004518 ストーリーマップを用いた体験型非対面販売システム構築

長野県 株式会社　スキノス 2100001030232 ３Ｄプリンタによる生体センサのオーダーメイド製造と事業化

長野県 有限会社吉沢製作所 3100002032045 テレワーク・オンライン授業のための情報機器向け部品の増産

長野県 Ｙａｍａｉｒｏ　ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ － 外から内へ。泊まれる地域の公民館へ！

長野県 株式会社ＪＩＤ 9100001025077 オンライン営業を用いた新規顧客獲得フローの構築

長野県 ウルオイ株式会社 9100001029796 デジタルマーケティングにて事業課題を解決できる広告会社へ

長野県 株式会社ｎａｋａｒａ 6100003000568 信州の旬で美味しく栄養補給！長野発パウチドリンク新提案！！

長野県 一歩ベーカリー － パンの通信販売進出への取り組み

長野県 有限会社平林 2100002007642 自動化塗装ラインの製造環境改善による生産性向上事業
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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

長野県 株式会社横島物産 3100001006272 あんずは、コロナに負けません！

長野県 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｂｊｅｔ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

長野県 シャムロックコテージ － 焼き菓子をメインとした通販事業の立ち上げ

長野県 株式会社エヌシーキューブ 1100001026272 貨物トレーラーによる移動式サウナ車の開発

長野県 有限会社ニューボトルズ 9100002011794 ＨＰ更新によるオンライントレーニングと訪問相談システムの導入

長野県 すし居酒屋　十べえ － 非対面型ビジネスモデルへの転換

長野県 合同会社Ｓｙｍｐｈｏｎｉｃ　Ｗａｖｅ 6100003005303 除菌抗菌液の製品化プロジェクト

長野県 ＢＬＵＥＴＲＥＥ － 新商品販売のためのサイト制作

長野県 株式会社Ｍ　ａｄ 5100001032911 事業名：ウェブを使った新たな集客方法の確立

長野県 ｏｒｇａｎｉｃ　ｆａｒｍ　８８ － コロナ逆境からＥＣ販売で活況へ。販路を地方から全国へ。

長野県 Ｐｉｎｅ　ＨＡＩＲ＆ＳＰＡ － 美容室の定額制セルフヘアケアプラン＆ＥＣ販売

長野県 パドルワークス株式会社 1100001027675 レストランを家までお届けします！宅配のビジネスモデル追加事業

長野県 Ｔｕｎｎｅｌ　ｗｏｒｋｓ － オーダーメイド販売から国内量産品展開への転換事業

長野県 ＪＵＫＡＮ株式会社 6100001010908 コロナに負けない！非対面型ビジネスモデルへの転換でＶ字回復！

長野県 カフェと暮らしの雑貨店ｆｕｍｉ － 菓子製造業許可取得による非対面型ビジネスへの販路開拓

長野県 鈴木健一ゴルフアカデミー － 自宅でゴルフ上達。ｚｏｏｍを利用したオンラインレッスン

長野県 有限会社ホテル雷鳥 4100002022532 新型コロナウイルス一時収束後の国内旅行者に対する販路開拓

長野県 ＥＲＩＫＡ株式会社 100001032013 技能実習生の入国後講習において非対面でのオンライン授業の提供

長野県 株式会社プライマルビューティージャパン 3100001025090 オンライン化による全国に向けての販路拡大

長野県 株式会社フロー 7100001025780 住宅リフォーム等訪問販売の非対面化ビジネスモデルへの転換

長野県 薬膳火鍋　ｙａｎｇｙａｎｇ － オンライン広告、ウェブを使った新たな販売方法の確立

長野県 有限会社　ＧＥＮＫＩ 9100002032262 海外向け日本文化の電子書籍発行を主としたオンライン事業

長野県 株式会社スマイル・ラボ 7100002038872 ステイホームでも従業員が育つ、動画で学べるプラットフォームの構築

長野県 有限会社エヌ設計 3100002000786 業務内製化・商談スペース刷新による新規顧客の獲得事業

長野県 ＲＩＴＵＡＬ　ｔｈｅ　ｃｒａｆｔｓ － 非対面ビジネスモデルの開発・新商品の開発

長野県 株式会社ヴォーグ 6100001000314 ネットショップ開業と開業準備とホームページ開設

長野県 有限会社硫黄岳山荘 7100002029731 感染防止対応設備導入とスマホ版ホームページ構築

長野県 ＡＭＢＩＲＤ － 小売部門（オンラインショップ）の新設と仕組み化

長野県 株式会社大原屋コミュニケーションズ 4100001022302 信州産天然素材を用いたインテリア供養塔開発

長野県 株式会社未空うるし工芸 9100001032701 Ｎｅｗ　Ｓａｌｅｓ　Ｓｔｙｌｅ　構築　事業

長野県 株式会社ｒｅｎｔｒｙ 2100001031098 非対面型営業による動画コンテンツ制作受注事業の立ち上げ

長野県 合同会社岡木農園 5100003003415 「環境配慮型の小分けのパッケージ開発及びウェブギフトの活用」

長野県 有限会社大塚建設エンジニヤリング 8100002019467 測量・設計業のコロナ感染防止対策へのビジネススタイルの移行

長野県 有限会社　松尾商店 6100002028908 付加価値商品（惣菜）の小売（インターネット販売）・卸売の仕組み化

長野県 株式会社ＥＲＵＫ 8100001032636 グランドオープンに向けての予約サイト構築等の新事業周知のための広報
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長野県 有限会社太養パン店 1100002028466 美味しい幸せ創り、焼きたてパン屋の店舗リニューアル事業

長野県 株式会社ＲｅＢｕｉｌｄｉｎｇ　Ｃｅｎｔｅｒ　ＪＡＰＡＮ 5100001029461 非対面型販売のための商品撮影環境の整備

長野県 アクアディフォンテ － テレワークを活用した遠隔地でのレストラン運営事業

長野県 インクリーズ・インク株式会社 7100001026861 販路開拓・認知度向上のための動画作成・発信力強化事業
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