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760 ⾼知県 有限会社創栄⼯務店 3490002007966 CADソフト導⼊による効率化と、付加価値増⼤による販路開拓

761 ⾼知県 ⿓鳳 テイクアウトメニューの充実と快適空間提供事業

762 ⾼知県 ヤマサキ農場 HP改修とカタログ掲載による⾮対⾯型ビジネスモデルの構築

763 ⾼知県 ⼭⼤ ホームページによる新規客拡⼤と既存顧客の契約継続化

764 ⾼知県 株式会社 ハート 6490001001819 海外向けショッピングサイトの構築と新たな販路の開拓

765 福岡県 ＭＯＲＩＴＡＢＡ ＨＰ開発、ショッピングサイトの導⼊、新商品開発

766 福岡県 森⽥利七⾏政書⼠事務所 遺⾔・相続等終活オンライン無料相談会の開発と販路拡⼤

767 福岡県 株式会社 lives 1290001068412 オンラインカウンセリングとECショップの開設による販路開拓

768 福岡県 和⾷処いけだ テイクアウト商品の展開による新たな販路の開拓

769 福岡県 株式会社原⼝想建 1290001065698 オンラインシステム導⼊と規格住宅展開のためのＨＰリニューアル

770 福岡県 株式会社シセイコーポレーション 5290002019716 シセイハウジングの「こだわりの家」をバーチャル住宅展⽰場で！

771 福岡県 ⽥丸電設サービス ＷＥＢミーティングの導⼊による顧客ニーズ向上と収益の拡⼤

772 福岡県 Beauty Studioシオン “健康”をテーマにしたＨＰとＥＣサイト構築による販路拡⼤

773 福岡県
izumi industry（イズミ インダ
ストリー）

防⿃対策製造・販売業務を⾮対⾯式ビジネスへ移⾏する

774 福岡県 智清庵 奇跡の⽊「モリンガ」のECサイト構築で販路開拓

775 福岡県 株式会社 永徳 4290001044518 お家で永徳 デリバリー事業

776 福岡県 ⽊⼯房＆ぎゃらりーふじやん 完全予約制体感型ぎゃらりーの導⼊

777 福岡県 有限会社Step技建 1290002042762 オンライン商談の実現で消費者の不安を払拭し、反響獲得！

778 福岡県 岩下愛司法書⼠⾏政書⼠事務所 ⾮対⾯型リモート相談窓⼝の設置

779 福岡県 ⼀看板 業務⽤設備導⼊によるカッティング売上増加への取り組み

780 福岡県 ＵＤＯＮ ＨＩＲＯ 当店⾃慢のうどんを⾃宅で。看板及びECサイト構築事業

781 福岡県 HEART トレーナーによるオンラインカウンセリング＆トレーニング

782 福岡県 ⽩⽯ありさ ⾮対⾯型ビジネスモデル！エンターテイメントWEBステージ！！

783 福岡県 ＭＩＳＡスクール 異⽂化に触れるＷｅｂサイトの開設とオンラインレッスンの導⼊

784 福岡県 Ｍｏｒｒｏｗ珈琲 コロナ禍の影響に負けない、ネット集客強化事業

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

786 福岡県 ＬＡ ＣＯＥＴ コロナウイルス打開に向けた新商品開発と販売による経営再⽣事業

787 福岡県 ⽥主丸ラーメン 五炉 ＥＣ販売開始による当社オリジナルラーメンの全国展開

788 福岡県 ティービーファクトリー ニコニコ⼈⽣フォトブックの作成と広報

789 福岡県 七輪焼⾁ 炎⽜ オリジナル商品のネット販売による販路開拓

790 福岡県 ＭＫ ＣＥＮＴＥＲ インターネットサイトＢＥＳＴＢＯＡＴの構築

791 福岡県 Medical Salon K.STELLA 天然素材パウダーを使った⾃宅で出来るケアの提案による販路拡⼤

792 福岡県 焼き⿃ ⼼ちゃん 店内環境改善による顧客増加と商品のテイクアウトによる販路拡⼤
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793 福岡県 神川重機サービス 設備の導⼊で作業効率の劇的アップ。受注件数を1.3倍に増加！

794 福岡県 ⼀ 〜HAJIME~ テイクアウトサービスによる既存顧客満⾜向上と新規顧客獲得

795 福岡県 舩越 舞 オンライン占いと占い教室の開設

796 福岡県 有限会社 MIZUBEFIT 9290002034100 リモートを活⽤した新商品のフィットネス講習会と、そのPR

797 福岡県 株式会社茜屋 4290001037414 ホームページの開設とオリジナルジュエリーの開発

798 福岡県 株式会社 one step 6290001087969 オンライン療育／販路開拓事業の実施

799 福岡県 株式会社サークワイド 7290001068555 HP改修及びインスタ活⽤で新しい結婚式の提案、販路開拓

800 福岡県 株式会社PLANDO 4290001063690 販売機会を失った商品フードロスをなくす為の運営サイト構築

801 福岡県 博多漢塾 看板メニューの商品化・通信販売事業の⽴ち上げ

802 福岡県 鵜来巣 ジビエ料理テイクアウトメニューの充実化による他店との差別化

803 福岡県 株式会社エムエスホーム企画 5290001077129 清掃業務の差別化、お客様への内装、清掃管理の販促・仲介業務

804 福岡県 ⼟俵⼯房株式会社 7290001086598 ⾃宅で出来⽴てのうどん！ ドライブスルーでサービス提供

805 福岡県 オフィスANAN. オンラインセミナー配信のWEBサイトによる全国展開

806 福岡県 有限会社 坂⽥織物 3290002047181 バーチャル産業ツアー・ライブ配信による⾮対⾯型ビジネスモデル

807 福岡県 株式会社MEISHO system 2290001043389 WEB打合せ専⽤室整備とチャットボット問合せサービスの実施

808 福岡県 株式会社MACRO JAPAN 2290001082445 釣りガール専⽤ルアーメーカーの⽴ち上げ

809 福岡県 わかまつ農園 3密にならないための開放的な直売所への改装

810 福岡県 原ラーメン ラーメン店⼿作り餃⼦ご家庭⽤でテイクアウト拡販

811 福岡県 熊川⾷料⼯業株式会社 1290001052812 福岡県地域資源を活⽤した「福岡の⾷」ブランドの開発及び展開

812 福岡県 そろばん学舎 い都の寺⼦屋 ＷＥＢを活⽤した動画配信サービスの開始による販路拡⼤

813 福岡県 PonoHeartCompany 市場動向を意識した健康志向ナッツ商品の開発による販路拡⼤

814 福岡県 ジーク・デザイン インターネットを⽤いた事業の拡充と作業場の整備

815 福岡県 合同会社イマチュウ 1290003007500 インバウンド集客企業向け特別プロモーション

816 福岡県 HANAMIZUKI F-style 通販サイトのリニューアルによる新規開拓

817 福岡県 王様のチャーハン SNSを活⽤しテイクアウト＆デリバリー強化でコロナを乗り切る

818 福岡県 ディーブレイク 事例が⾒えるWEB集客による⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換

819 福岡県 LINK不動産株式会社 3290003003729 40代以上もわかりやすいテレビ電話を活⽤した新ビジネスモデル

820 福岡県 株式会社ビィ・プランニング 7290001079131 ⾃社独⾃アプリによる集客宣伝⼒の強化

821 福岡県 守永接⾻院 オンライン決済導⼊による新規集客と販路拡⼤の為の広告宣伝

822 福岡県 miel うきはのお⼟産オンラインストア販路開拓

823 佐賀県 株式会社GFL 2300001011880 ⾃社HP制作及びネット通販の⽴ち上げによる販路拡⼤事業

824 佐賀県 株式会社 中嶋⼟⽊ 4300002009410 トータルICT化で「地元No.1ICT建設業者ブランド」確⽴

825 佐賀県
特定⾮営利活動法⼈ COOL BEAT
DANCE SCHOOL

1300005006358 コロナに負けるな！オンラインレッスンで再始動事業


