
№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

3499 ⾼知県 La・Lueur 新機器の導⼊により濃厚接触を避けた作業効率向上・営業継続

3500 ⾼知県 菓⼦ʼＳ Foo to Mee 形で訴求するケーキの製造機器導⼊

3501 ⾼知県 株式会社ひなたハウス 3490001007208 感染症対策型店舗への改装による新規顧客獲得

3502 ⾼知県 ふくちゃん⻘果 商品供給維持及び品質維持を図る為の店舗環境整備

3503 ⾼知県 岡崎鮮⿂店 業務⽤真空包装機を導⼊し、贈答⽤「カツオのたたき」の販売。

3504 ⾼知県 ⾷蔵⼀ 店舗衛⽣管理⾯強化とホームページ作成による販路開拓の実施

3505 ⾼知県 猪⿅⼯房おおとよ ショッピングサイトの構築と新商品開発事業

3506 ⾼知県 有限会社 マルオカ 5490002012312 中古⾞レンタカー事業の実施

3507 ⾼知県 株式会社宮地観光サービス 4490001009392 WEBでキャッチ、WEBでおもてなし、WEBで予約

3508 ⾼知県 コーヒースタンド カンズヒュッテ オンラインショップの⽴ち上げによる販路拡⼤、リピーター獲得

3509 ⾼知県 有限会社おかばやし 1490002011227 お店ｱﾌﾟﾘの製作と新商品開発による新規顧客獲得事業

3510 ⾼知県 株式会社三膳 9490001006575 通信販売事業向け冷凍⾷品の新商品開発事業

3511 ⾼知県 ジェラッテリアクリーム ３密を避け新たな商品提供⽅法による販路開拓及びブランド⼒向上

3512 ⾼知県 有光商店 配達強化及び冷蔵・冷凍⾷品強化による販路開拓

3513 ⾼知県 Pizzeria Blu e Albero 新規キッチンカーの改装によるオペレーション効率化から販売強化

3514 ⾼知県 株式会社 ⼟佐農機 3490001005491 ⾮対⾯型ビジネスツールとして製品PR動画の作成

3515 ⾼知県 特定⾮営利活動法⼈⿊潮実感センター8490005002613 ホームページ改修およびテレワーク環境整備による新規顧客獲得

3516 ⾼知県 EarlyBird〜TheBreadStand〜 ⼤容量オーブンの導⼊による業務効率改善と売上向上事業

3517 ⾼知県 ⻄村⾷品 真空包装機械導⼊により賞味期限⻑期化による販路拡⼤事業

3518 ⾼知県 ⼟佐ヒーリングセンター webを活⽤したカウンセリング・オンライン講座による販路開拓

3519 ⾼知県 株式会社 森国商店 9490001009512 加⼯品の本格製造開始に伴う設備投資

3520 ⾼知県 RABO森⽂具店 ホームページ開設による⾮対⾯型サービスの開始

3521 ⾼知県 株式会社 くるめ屋 2490001009519 新型コロナウイルスの消毒・除菌作業を含む特殊清掃事業

3522 福岡県 PETIT MARCHE ネット販売システムを構築し⾮対⾯型ビジネスの環境を整える

3523 福岡県 株式会社菊のや 1290001075739 ⾮対⾯販売に対応するためのネット販売による販路拡⼤

3524 福岡県 株式会社サトキチ 7290001061213 実⽿測定による調整回数の減少化と遠隔調整による来店不要化

3525 福岡県 美容薬理株式会社 8290801011696 コロナ対策関連商品の開発製造による売上・販路拡⼤事業

3526 福岡県 ふかみ組 SNSやオンラインセミナーを活⽤した販路拡⼤

3527 福岡県 akarizm キャンドルワークショップのオンライン化事業による販路拡⼤

3528 福岡県 ｍｉｎａ ｐａｎｎ ＰＡＮ ＤＥＬＩ．（ネット通販で実現するストック型ビジネス）

3529 福岡県 株式会社 中⼭吉祥園 6290001047411 SNSを活⽤できるホームページの作成

3530 福岡県 福岡サバゲーランド 「新しい⽣活様式」に対応した⾮対⾯型ビジネス（ＥＣ販売）

3531 福岡県 ⽴花ワイン株式会社 2290001047340 フルーツワインのスパークリングワイン、少量ワインの商品開発



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

3532 福岡県 toconobar 野外空間で気持ちよくーキッチンカーによる移動販売・宣伝事業

3533 福岡県 Mother Tree 動画講座の構築とオンラインサービスの販路開拓

3534 福岡県 ザグ・インスティチュート(有) 3290002027472 ⾼実⽤性・⾼耐久性・⾼機能の調理器具の開発とECサイト販売

3535 福岡県 有限会社 明光メディカル 1290002035510 理化学機器販売の⾮対⾯型ビジネスモデルの転換

3536 福岡県 ミリタリーＣＡＧ ＥＣサイト新設による⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換と販路開拓

3537 福岡県 clover ⻄畑を堪能！地元産のおいしいスイーツ委託販売の展開

3538 福岡県 フラワーショップ花urara 空間の確保によるコロナ対策と男性客の取込み

3539 福岡県 國 若草の⼩屋 精⾁のプロが作るお⾁専⾨通販サイトの⽴上げ

3540 福岡県 THREE TREES コロナ禍でも2⼈の思い出に残るウェディングに！

3541 福岡県 酒のメイトーク 「アナログ×デジタル」の販路開拓による事業転換の実現

3542 福岡県 株式会社S.sytle 3290001071050 男性専⽤美容脱⽑サービスの開始による新規顧客開拓

3543 福岡県 太宰府似顔絵ショップcotontoco 実店舗とインターネットが連携したステイホーム似顔絵教室の展開

3544 福岡県 アークラプロ株式会社 2290001044940 With コロナ時代への販売⽅法転換

3545 福岡県 PACHAMAMA YOGA HOUSE 動画によるフリータイムレッスンで⾮対⾯ビジネスを実現

3546 福岡県 株式会社ICHOU 4290001084729 仔⽝の移動販売とお迎え時の初めてパック販売

3547 福岡県 Cafe Lanai 新型コロナウイルスとの共存を図りつつの安全な営業形態の確保

3548 福岡県 ㈱トータルリフォームＫＡＮＤＡ 8290001057945 「トイレパック」の販路拡⼤を⾏う

3549 福岡県 ㈱ｊｕｓｔａ 2290001067850 こどもを想うママのためのドーナツ販売

3550 福岡県 仕出しかわかみ 拡⼤する中⾷市場と新たな顧客層に向けて取り組む販路開拓

3551 福岡県 株式会社エヴァブリッヂ 4290001042538 対⾯営業が減少する時代のターゲティング広告による販路開拓

3552 福岡県 福進ゼミナール 1クラス8名への移⾏、及び⼩学⽣プログラミング講座の開講

3553 福岡県 きちじ整体 新規事業とHP販売サイトの開設による新規顧客の獲得

3554 福岡県 有限会社許⼭酒販 2290002035682 ⽇本酒売場整備による販路開拓により持続可能な売上を獲得する

3555 福岡県 HOME＆STORE DESIGN SONS HPの⼤幅な作りかえと広告により知名度アップで集客作戦

3556 福岡県 DAUGHTERS FURNITURE テレワークに特化した商品開発と⾮対⾯での接客の充実化

3557 福岡県 HIKONIWA ＥＣサイト作成による新規顧客の開拓・販売拡⼤

3558 福岡県 ヒシミツ テイクアウト販売事業の本格化による新規顧客の開拓

3559 福岡県 勇商店 商品リニューアルによるブランド⼒強化とチラシによる販売促進

3560 福岡県 薬膳Café＆BAR 寿膳 設備導⼊による薬膳料理のテイクアウトメニューの品質向上

3561 福岡県 株式会社 モリ薬局 8290001044687 健康⾷品や⼀般⽤医薬品のECサイトでの販路拡⼤

3562 福岡県 株式会社⼼つなぐ⼀杯 6290001080841 キッチンカーを利⽤したデリバリー・駐⾞場整備による飲⾷の提供

3563 福岡県 深町タイヤ販売株式会社 2290001039536 環境配慮型低温エコ設備による来店型タイヤ交換サービスの拡⼤

3564 福岡県 有限会社若杉観光 9290002037549 新規⼀般客を開拓し旅⾏会社だけに頼らない営業体制を構築する



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

3565 福岡県 ステーキ＆ハンバーグくずはら 冷凍ハンバーグのEC販売開始による販路開拓

3566 福岡県 庚申窯 EC販売・動画マーケティングによる⾮対⾯型ビジネスモデル導⼊

3567 福岡県 テクサー環境 空気環境測定機器導⼊による販路拡⼤と収益の安定化

3568 福岡県 株式会社 新商 6290001033114 求職者と企業に訴求するWebサイトの開設による販路拡⼤

3569 福岡県 ㈱若⼤将 9290001047581 HPリニューアルによるテイクアウト・デリバリー事業拡⼤

3570 福岡県 株式会社宮原福樹園 5290001069976 顧客情報のクラウド化とＨＰ強化で機動⼒をいかして集客アップ

3571 福岡県 株式会社俊建⼯房 7290002041791 専⾨家にすぐ聞ける！スマホで住まいのなんでも相談室開設！

3572 福岡県 創作居酒屋 ⼀⼼ 地域の皆様の『うまい・安⼼・安全」を⼀⼼に考えた店舗整備事業

3573 福岡県 カネガエ技研 ドローン講習会の拡充と新講座、ネットを利⽤した新規顧客獲得

3574 福岡県 age age テイクアウト商品の拡充

3575 福岡県 スナックLokahi お客様に安⼼を提供するための感染予防対策リニューアル

3576 福岡県 ⾷⼯房 筑紫館 ⾃社サイト・チラシによる新規顧客開拓拡充事業

3577 福岡県 エムズイノベーション株式会社 8290001074172 宅飲み⽤の新商品の開発による販路開拓

3578 福岡県 ギャラリー茶寮 南の⾵ 当店オリジナル商品の通販強化

3579 福岡県 ヘアーリラックス・ハレノヒ 近隣の年配者の獲得とエステサービスのセルフ化による持続的発展

3580 福岡県 株式会社数寄屋 7290001066955 ⾃分だけの⽇本伝統オリジナル商品の購⼊が可能なECサイト構築

3581 福岡県 アライブコンピューティング キッチンカーの催事販売からECサイト主体の⾷品製造販売への転

3582 福岡県 MINOU BOOKS＆CAFE 「暮らしの本屋」をテーマにしたオンラインストア事業の開始

3583 福岡県 ⽣活購買店reed オンライン型の企画展開催による新規顧客開拓・既存顧客維持

3584 福岡県 株式会社 住幸房 2290001046739 ⽊のぬくもりを感じて、暮らしを豊かにする⽣活⽤品販売事業

3585 福岡県 パブスナック⽐絵呂 ⽐絵呂⼈気メニューのテイクアウト販売事業による新規顧客獲得

3586 福岡県 株式会社UBSNA 2290001079409 ポタリングとピクニックとお⼟産で新サービスの開発

3587 福岡県 株式会社丸徳 2290001031303 社屋の改装による⼩売販売（テイクアウト）と商談スペースの確保

3588 福岡県 朝倉買取センター 商品仕⼊と販売のWEB強化及び店舗外観の改装

3589 福岡県 はる⾵整⾻院 整⾻院の信頼から⽣まれたオンラインで繋がる新しいトレーニング

3590 福岡県 弥右衛⾨ テイクアウトによる新規開拓と周辺市場へ認知度向上計画

3591 福岡県 豚⾻らーめん・創作麺CRAZY MALT ドライブスルーdeおうちらーめん

3592 福岡県 ヤマモトパーツ ⽇本全国の中古⾞、中古機器をウエブを活⽤してオンライン買取

3593 福岡県 堀留 『活き⿂料理とテイクアウトをアピールし、新規顧客の確保』

3594 福岡県 株式会社 ⼤橋建設 7290001054935 モデルハウスの動画配信と⾮対⾯型の打ち合せによる受注の確保

3595 福岡県 スマート ３ＷＡＹ ＷＩＧ メディカル

3596 福岡県 浜幸家 当店名物「サザエの炊き込みご飯の素」開発及び通販事業展開

3597 福岡県 コーヒーハウスタイム コロナ対策⼿洗い場設置・テイクアウトきょうかによる新規顧客獲
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3598 福岡県 アイライズ⼯房 焼き菓⼦の⽣産販売による取引先の拡⼤

3599 福岡県 ⽔﨑塗装 ⾮対⾯での診断・補修・打ち合わせができるシステムの構築

3600 福岡県 技⼯ボウディ 当ラボの技術⼒とセラミック材等を⽤いた⾃費技⼯分野の販路開拓

3601 福岡県 アートビデオプロダクション コロナ対策ライブ配信付き映像撮影サービス

3602 福岡県 ヘアリゾートブンブン 新しい⽣活様式に対応した理容＋癒しサービスの提供

3603 福岡県 とまとのまつお ブランド確⽴と販路チャンネルの複数化による販路拡⼤

3604 福岡県 クォーレインターナショナル株式会社9290001034183 ⾃宅や野外料理に使える持運び可能なオリーブオイルの販路拡⼤

3605 福岡県 ノエルの樹 3密対策！他にはないテイクアウトも考慮したECサイト事業

3606 福岡県 ⼗割蕎⻨かぜのたみ 福岡ブランド蕎⻨のネット通販進出及びPR事業

3607 福岡県 ミライダネ株式会社 8290001087133 ボタニ⽸の商品開発および販売促進

3608 福岡県 仕出しふか⽥ ⾃社ブランドの確⽴とホームページ＋チラシによる売上アップ

3609 福岡県 炭⽕焼劇場 ⼆⽇市⽉空 ウィズコロナに対応した店舗構築・営業再建

3610 福岡県 あこ家 テイクアウト、デリバリーサービスへの進出及びPR事業

3611 福岡県 レストランKUROKI テイクアウトメニューの開発と屋外客席の設置による販路拡⼤

3612 福岡県 村のお⾁屋さん HP作成による全国への情報発信とECサイトによる販路拡⼤

3613 福岡県 Mimosa. ⽶粉クレープの移動販売⾞事業による販路拡⼤

3614 福岡県 癒⽯ 天然⽯や新商品アメリカンフラワーを中⼼としたネット販売の拡充

3615 福岡県 株式会社M・T企画 9290001062911 ⾮対⾯型ビジネスモデルへの導⼊による新規顧客獲得

3616 福岡県 株式会社レイズ・ワン・スタイル 8290001052021 新規顧客・取扱店等の開拓・PR活動とオンラインショップの強化

3617 福岡県 福岡⽣活道具店 ⾮対⾯でのデザイン案件受注・進⾏のためのWEB作成・設備投資

3618 福岡県 居⾷屋 ⼀栄 ⾮対⾯ビジネスを取り⼊れ、売上UPを⽬指す販路開拓の取組み

3619 福岡県 株式会社IDEALgrow 2290001083534 遠隔コンサルタント実施・在宅での技術向上するための計画

3620 福岡県 株式会社H&H 8290001061922 新しいつながりを⽬的としたネット環境・ショッピング機能の構築

3621 福岡県 とまりガーデン⼯房 お庭の⽬隠し施⼯専⾨店構築とネットを通じた新規顧客獲得

3622 福岡県 あおば不動産合同会社 9290003004011 ネットワークカメラで賃貸住宅等を遠隔管理して業務を効率化する

3623 福岡県 ⼟地家屋調査⼠⼭本幸伸事務所 ネットで相談・受託できるウェブサイト構築による新たな販路開拓

3624 福岡県 株式会社ノリハウス 5290001044533 デザイナーズ収益物件の3DVRコンテンツによる新規販路開拓

3625 福岡県 宝町整⾻院 ECサイト作成によるホームケア商品の拡販

3626 福岡県 やきとり新選 焼き⿃新選 お持ち帰りや催事等にも⼒を⼊れよう計画

3627 福岡県 カラオケば〜 うたんちゅ たこ焼きのテイクアウト、配達、祭りなど催事への出店、販売計画

3628 福岡県 有限会社シルバー 3290002042414 ⾮対⾯受渡しシステム構築による新サービス提供・収益改善事業

3629 福岡県 有限会社東肥産業 4290002052073 新規顧客獲得からサービス提供まで⾮対⾯式廃油回収システム

3630 福岡県 ㈱エステック21 9290801012842 WEBに特化した⾮対⾯型営業⼒とその対応⼒強化による販路開拓
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3631 福岡県 陽代⼯業株式会社 5290001038857 モバイルワーク・テレワーク環境構築

3632 福岡県 株式会社ＤＥＥＧＯ 5290001062915 ＩＴツールの活⽤や動画掲載による⾮対⾯型集客モデルの構築

3633 福岡県 やすまる⾏政書⼠事務所 Ｗｅｂツールを活かした⾮対⾯相談窓⼝設置による新規顧客獲得

3634 福岡県 ONGAESHI株式会社 6290001086483 ECサイト構築による⾮対⾯販売での売上拡⼤

3635 福岡県 ファゼンダかじわら株式会社 5290003003990 ファミリー層向けのオリジナルジェラート開発および通販事業

3636 福岡県 OYASAI KITCHEN 室外飲⾷とテイクアウト強化でコロナに負けないお店づくり

3637 福岡県 ＭＡＩＫＯ ⾃社販売ウェブサイトによる販路開拓

3638 福岡県 株式会社Green Field 9290001051781 産地直送野菜の、ECを活⽤した販路の開拓

3639 福岡県 アフォードシェア合同会社 9290003008045 レンタルオフィスとして⺠泊施設活⽤とユーチューバーとの仲介業

3640 福岡県 ファニーラテイナーズ ダンスレッスンのオンライン化、野外実施における事業の多⾓化

3641 福岡県 株式会社 ⼩名細胞アッセイ技術研究2290001069533 現地コンサルティングを活⽤し⾮対⾯・遠隔による新規販路獲得

3642 福岡県 林ホルン教室 WEBを活⽤し、三密に配慮した⾳楽レッスンの拡充事業

3643 福岡県 Pain de famille YOUTUBEで天然酵⺟パン＆旬野菜の簡単料理教室

3644 福岡県 ジラソーレ コロナに負けるな！テイクアウトで新規顧客を開拓！

3645 福岡県 株式会社グラシアス 5290001043519 ⾮対⾯営業の推進とテレワーク環境整備による働き⽅改⾰事業

3646 福岡県 MASUKEレーシング 現在保有のスキルを活⽤した移動式キッチントレーラーで販路拡⼤

3647 福岡県 炭⽕ダイニング ばん鶏 テイクアウト事業の本格参⼊による新規顧客獲得

3648 福岡県 株式会社スリーワン 7290001081640 販売⼒強化を⽬的とした⾃社ＥＣサイト新規⽴ち上げ

3649 福岡県 隠れ家スタジオＰＥＣＣ オンライントレーニングサロン開設

3650 福岡県 台湾料理 福来たる お弁当配達サービスで販路開拓

3651 福岡県 Live cafe folkvillage 顧客安⼼度向上及び集客拡⼤のための販路開拓事業

3652 福岡県 株式会社三笠⽊⼯ 2290001043018 新しい⽣活様式に対応したリフォーム商品の開発と販売

3653 福岡県 ㈱城⼾⽯材加⼯所 8290801015499 霊苑の遠隔確認システムの導⼊による新サービス提供と販売⼒強化

3654 福岡県 株式会社スリーサポート 4290001085413 ⾃社ブランドの確⽴とＨＰ＋ユーチューブ動画による売上アップ

3655 福岡県 合同会社リハプラス 6290003009095 オンラインを使ったオーダメイドのカラダのメンテナンス予防事業

3656 福岡県 ⽉うさぎ テイクアウト向け新商品の開発及びweb構築による販路拡⼤

3657 福岡県 ⼩⼭農園 ドライブスルー可能な直売所設置による販路拡⼤

3658 福岡県 有限会社吉村⾃動⾞整備⼯場 1290002050518 展⽰場開設によるコンパクトカーの販路開拓

3659 福岡県 坂井製⽡合資会社 1290003002906 受注体制強化の設備投資及び販路開拓に向けた事務所改装

3660 福岡県 有限会社たまや 3290002036597 四国4県及びその周辺地域を狙ったデザイン特産品の販路開拓事業

3661 福岡県 株式会社 創筵 5290001075371 伝統と伝統のマッチング・いぐさと絣の新しい商品開発・販路開拓

3662 福岡県 株式会社クリエイトクリーン 3290001085298 もみ殻運搬処理業への進出・販路開拓

3663 福岡県 Nice Time 浴室完備のウェイクボードレッスンPRによる販路拡⼤



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

3664 福岡県 ⽥中製麺 ウィズコロナで販売⼿法の⾒直し〜ステップワン〜

3665 福岡県 居酒屋からす 衛⽣的で安⼼できる飲⾷店への体制構築と販路開拓

3666 福岡県 ⼤⾨運送有限会社 5290002053541 ⺠間企業への営業⼒を強化！広報宣伝強化による販路開拓事業

3667 福岡県 株式会社串ざんまい 8290001062086 マスク着⽤が常態化するうえで安全かつ快適な店内の空調改善

3668 福岡県 株式会社オールデザイン 7290001035340 対⾯販売からECサイト販売への転換でコロナ禍を乗り切る

3669 福岡県 Bugs&Guild合同会社 7290003008947 ⾃宅学習動画による⾮対⾯ビジネス化と広報活動での事業再⽣

3670 福岡県 柳川サッシ販売株式会社 7290001053318 コミュニティスペースを活⽤したイベント開催による販路開拓

3671 福岡県 株式会社テレバイス 8290001032948 エリア拡⼤、オンライン営業への転換の為のＷＥＢサイトの刷新

3672 福岡県 とうの鍼灸整⾻院 アスリート特化型施術のレベルアップと⾮対⾯⽅式の導⼊及びPR

3673 福岡県 ㈲扇屋 9290002047044 届く！家で楽しむ！ECサイトで販路開拓

3674 福岡県 ヘアガーデンハーベスト ⾮対⾯での商品販売の為のECサイトの⽴ち上げ

3675 福岡県 マンション管理⼠事務所オフィスM2 感染防⽌会議システム導⼊

3676 福岡県 INDIAN SPICE FACTORY 合同会社 9290003008219 現地そのままの東インド料理を冷凍パックでご⾃宅にお届け！

3677 福岡県 OIEsalon... 来店せずにネイルアートを楽しめるネイルチックオンライン販売

3678 福岡県 株式会社モリタ 1290001038646 ネット・ＳＮＳ活⽤による販促、デザイン、テレワークの推進

3679 福岡県 株式会社オータニ 2290001038141 超⾳波治療器フタワソニックの販路開拓

3680 福岡県 YAMAZAKURA ⽶粉を使⽤したシフォンケーキ販売と寛ぎの場所の提供

3681 福岡県 内村建装 脱下請け！ネットを活⽤した直受け販路の開拓

3682 福岡県 株式会社Espoir 5290801017069 こだわりの味を気軽にお得にテイクアウトの広報について

3683 福岡県 ＭＥＮＯ ＣＯＭＰＡＮＹ ＪＡＰＡＮ 個⼈及び⼩ロット輸⼊者向け買付代⾏サービスによる新規顧客獲得

3684 福岡県 べーる テイクアウトを便利に！持ち帰り専⽤窓⼝と注⽂システムの導⼊！

3685 福岡県 炭⽕焼⾁まがりや 換気の悪い密室空間改善で安全と安⼼の店造りを⾏い売上回復！

3686 福岡県 開成館アカデミー Ｅラーニング及び学習管理スステム導⼊による遠隔授業の効率化

3687 福岡県 うぐいす座 ⾮対⾯と換気でおもてなし！プライベートなゲストハウス

3688 福岡県 （株）⽟広⾷品 9290001033350 商品の店頭販売強化とネットを通じた新規顧客獲得

3689 福岡県 Ken-style ⾮対⾯式で楽しむオンラインゴルフ

3690 福岡県 株式会社 友⼼ 6290001066634 コロナ対策、除菌剤販売と除菌作業の⾮対⾯販売で販路拡⼤

3691 福岡県 トップミシン 次世代プリンター設置によるレンタル事業と新規顧客層の開拓

3692 福岡県 御忍び麺処nakamuLab. キッチンカー活⽤による移動販売事業

3693 福岡県 株式会社レガロ 9290001060601 ⾞売却・パーツ買取販売・⾞リースのＷＥＢ⼿続による販路開拓

3694 福岡県 博多南ナチュラルビア＆オイスターガ 屋外飲⾷スペースを有効活⽤した新型コロナウイルス対策事業

3695 福岡県 創伸テクニカルサービス株式会社 5290001043584 ⼥性⽬線の事業所内コロナウイルス感染症感染防⽌対策の提案

3696 福岡県 有限会社リピート 3290002030360 ホームページとSNSによる、通販客と新規顧客の獲得事業



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

3697 福岡県 炎のステーキ 新型コロナ禍転じて福となす炎の挑戦

3698 福岡県 ⼤動開装 ネットとＳＮＳを駆使してキーワードから誘導する販売促進事業

3699 福岡県 家康観光株式会社 3290001073303 ⾞両に除菌⽤噴霧器を設置、感染症の危険から乗客を守る

3700 福岡県 株式会社九千部 4290001033792 名物とろろすき焼きのネット向け商品改良とＥＣ事業の強化

3701 福岡県 ⽥中⽺羹本舗 若者の⽺羹ファンを増やす、テイクアウトメニューの開発

3702 福岡県 須恵ミュージックサロン ホームページのリニューアルによる⽣徒募集

3703 福岡県 eyelash salon Winkerbell 男性も⼦供連れの主婦も通いやすい⾼技術な美眉サロンへ

3704 福岡県 中華Ｄｉｎｉｎｇ桂華 安全安⼼の真空パック中華料理の出前移動販売事業

3705 福岡県 トラットリアジラソーレ テイクアウト及び通販⽤商品を製造する「ひまわり⼯場」の新設

3706 福岡県 カレーショップL-A レトルトカレーパック商品開発の店頭販売による販路開拓

3707 福岡県 株式会社 協和⽊材 3290001041409 リモート営業取組に必要な周知活動及び環境設定事業

3708 福岡県 ⾜⽴⾏政書⼠事務所 ＷＥＢ会議システム連動、複雑な書類の相談を解決するサイト制作

3709 福岡県 有限会社⼭中塗装店 4290002048212 HP及びランディングページ構築により⼀般顧客の獲得

3710 福岡県 株式会社芳野造園⼟⽊ 7290001071039 ⾮対⾯営業実施のためのWEBサイトリニューアルと販路開拓

3711 福岡県 有限会社執⾏企画⼯芸 7290002049166 アフターコロナに向けた複合加⼯可能設備導⼊による⽣産性向上

3712 福岡県 有限会社原野製茶本舗 6290002047492 旬の新茶商品のカタログ販売により奥⼋⼥新茶をご⾃宅にお届け

3713 福岡県 アート企画 新しい⽣活様式対応オンラインDeテーマ・アートコレクション展

3714 福岡県 株式会社春⽇製薬 2290001083674 １個から製造販売する化粧品通信販売と卸販売システムの構築

3715 福岡県 al passo（アル パッソ） 新しい⽣活様式に対応した新営業スタイルの構築による販路拡⼤

3716 福岡県 四季彩膳 彩⽻ テイクアウトの周知強化とアフターコロナを⾒越した店舗環境整備

3717 福岡県 POND合同会社 6290003008857 営業⽀援コンサルタントサービスの展開

3718 福岡県 Restaurant Spoon コロナにも負けないSpoon通信販売開拓事業

3719 福岡県 合資会社若⽵屋酒造場 7290003002999 歴史ある蔵元が旬の酒を直接販売するオンラインショップの開設

3720 福岡県 古賀酒店 今後の時代を⾒据え新たにオンライン通販強化にて売上確保

3721 福岡県 串焼き 時松 居酒屋⼥将が弁当デリバリーに業務転換して売上アップを図る！

3722 福岡県 博多やき⿃ 天匠 ランチ営業での売上強化と、デリバリーによる新規顧客の開拓

3723 福岡県 株式会社 横mix 2290001052010 庭師の作るコンテナハウスを利⽤した新しいライフスタイルの提案

3724 福岡県 街道カフェ やまぼうし 中⾷（テイクアウト）製造設備及び販促設備導⼊

3725 福岡県 サカタ環境管財 オリジナル商品開発によるインターネット販売事業

3726 福岡県 うどん⼈⽣たもん ⾃慢のうどんと総菜をご家庭で！テイクアウト商品拡充で販路開拓

3727 福岡県 ルネプラス 彫⾦アクセサリーの⾮対⾯型販売対策と製造材料の⾃社製造

3728 福岡県 居酒屋ゆたか ⼈気No1商品である「⼿⽻先の唐揚げ」のテイクアウト事業の開

3729 福岡県 有限会社 英ルーテック 3290802017160 検査体制の充実による付加価値向上と販路開拓
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3730 福岡県 炭焼⼯房暖 住宅地への地域巡回型移動販売事業による新規顧客獲得

3731 福岡県 和の舎かりん 家族団らん、⾮対⾯ECデリバリーサービスへの転換事業

3732 福岡県 松永専⾨店 顧客データによる布団の販売・レンタルで販路拡⼤

3733 福岡県 株式会社 IPO 6290001066196 オンラインによる営業⽅法の導⼊による新規ユーザーの獲得事業

3734 福岡県 BAR婆いろは 店内換気改善によるコロナ感染防⽌への取り組み

3735 福岡県 ウーヴル飯塚教室 講師のオンライン講座および動画配信に対応した貸し教室事業

3736 福岡県 株式会社プレディ 2290001055896 既存サービスをオンライン型へ移⾏する

3737 福岡県 カミーノ ホームページによる集客とネットミーティングの実施

3738 福岡県 福岡引越センター 事業継続のための不動産売却サービス事業の展開による販路開拓

3739 福岡県 ㈱天盃 5290001044112 新商品販売に伴うHP強化とECサイト構築

3740 福岡県 蕎⻨と惣菜 つくし 仕出し事業を踏まえたメニュー改⾰と店内コロナ対策強化

3741 福岡県 ハッピーフーズ株式会社 7290001079321 新メニューと地域⾷材ドリンクバーの開発で顧客獲得とコロナ対策

3742 福岡県 ジョイトラベル有限会社 2290002033760 新規セーフティサポート事業の展開による販路開拓事業

3743 福岡県 陶花 通信販売サービスによる顧客・販路開拓事業

3744 福岡県 スイッチ ホームページを使った店舗・消費者の信頼獲得による販路拡⼤

3745 福岡県 トータル・ヒューマン・ヘルス ＥＣサイトの⽴ち上げによる新たな販路開拓事業

3746 福岡県 えがお整⾻院 コロナに負けない⾝体と⼼をサポートする取り組みの全国ＰＲ活動

3747 福岡県 Cafe Gatto HP刷新およびECサイト活⽤による販路開拓事業

3748 福岡県 ⼤⽯養成園 インターネットを活⽤した果樹⽣産販売業者への独⾃販路開拓

3749 福岡県 株式会社ボーテックス 5290001067567 テイクアウトの強化による店内飲⾷再開後の新規顧客開拓

3750 福岡県 moment コロナ禍でも提供可能なヘッドスパによる売上拡⼤計画

3751 福岡県 ＬＡＮＫＡ株式会社 9290001051204 災害備蓄⽤レスキュー⽸の開発と⼯場直送による⼩売部⾨の強化

3752 福岡県 エナジーオートワークス 完全⾃社施⼯新サービス開始よる販路開拓

3753 福岡県 ⽯川会館有限外会社 8290002052945 外販商品の開発とマルシェキットの導⼊で販路開拓

3754 福岡県 髙⽥⾷品⼯業株式会社 6290001005393 コロナ禍で加速するEC事業の体制づくりとホームページの拡充

3755 福岡県 舞ひめ 予約受注制による「テイクアウト弁当(惣菜)」への取り組み

3756 福岡県 有限会社まるごう商店 1290002021568 ホームページ作成によるBtoB拡⼤及びBtoCの新規顧客獲得

3757 福岡県 地鶏炭⽕焼 ⿃花 冷めても美味しい地鶏料理の開発とテイクアウトによる販路拡⼤

3758 福岡県 スマソル嘉⿇ ゲーム機修理ビジネスと郵送受注でコロナを⽣き抜く広報事業

3759 福岡県 株式会社ストーク 3290001033389 完全オンラインでリアルな対⾯接客システムを導⼊し売上拡⼤

3760 福岡県 遠賀屋 遠賀町産⽶粉めんと⽶粉スウィーツの持ち帰りによる新規顧客獲得

3761 福岡県 ⼤煙 お客様のためのお客様に安⼼してご来店頂ける店作り計画

3762 福岡県 いちよし インターネット販売を活⽤した⾮対⾯型広域販売への事業展開



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法⼈番号 補助事業名

3763 福岡県 鶴⾒窯元 鶴⾒窯ＷＥＢサイトからＥＣサイトへの再構築

3764 福岡県 SO:AIL ⾃宅で気軽に本気の出会い！オンライン婚活！

3765 福岡県 有限会社 ⻤丸雪⼭窯元 5290002043435 薄さ軽さを伝えられるＥＣサイトの構築と受注システム確⽴

3766 福岡県 有限会社やまめ⼭荘 3290002043916 安⼼な案内時間提供クラウドサービス導⼊と売上確保への取組み

3767 福岡県 ⼩⽯原焼 秀⼭窯 お客様とのつながりを⼤切にするオンライン販売の取組み

3768 福岡県 KANOYA株式会社 8290001082043 梅ケ枝餅や仏料理に合うオリジナル⽇本茶の商品開発で売上アップ

3769 福岡県 オートワン ⾮対⾯での⾞の相談〜契約システム、及びサブスクシステムの導⼊

3770 福岡県 Cafenine Hakatanomori デリバリー弁当の導⼊による⾮対⾯ビジネスの推進

3771 福岡県 Mʼｓ福岡 ⾃動⾞のネット販売による販路開拓

3772 福岡県 株式会社KLD 9290001075401 HPリニューアルによる⾮対⾯での買取強化

3773 福岡県 株式会社コラボプラネット 7290001063639 学習塾オンライン校の開設

3774 福岡県 個別指導学習塾EUREKA ⾮対⾯型授業システム(ユリイカオンラインシステム)の構築

3775 福岡県 ⽥中美掃 オンライン相談システムの構築と発信⼒強化による販路開拓

3776 福岡県 鉄板焼きじゅうじゅう アフターコロナへの営業⽅法転換と売上確保

3777 福岡県 GRIP サーモグラフィ導⼊による安全性を重視で新規顧客の開拓

3778 福岡県 jingoro ⽊⼯品及び焼き菓⼦などのオンライン事業と実店舗の充実

3779 福岡県 ⽥中⾃動⾞ コロナウイルス感染拡⼤防⽌対策してある清潔感のある店舗へ

3780 福岡県 Studio Somcha Club オンラインダンスレッスン配信と業務効率化

3781 福岡県 凛 テイクアウト及びレトルト商品の開発による新顧客獲得

3782 福岡県 鉄板焼広島お好み焼もんちゃん デリバリー業務の強化。換気設備の増設

3783 福岡県 韓国居酒屋オンマ 店舗丸ごとテイクアウトPR事業

3784 福岡県 ㈱愛菜華⽥中ファーム 1290001075508 採れたて野菜を買い物に困った⼈へお届けする移動・直接販売

3785 福岡県 J Space ⾮対⾯型のロボット・プログラミング授業へのビジネスモデル転換

3786 福岡県 暖歓 アフターコロナを⽣き残る営業改⾰

3787 福岡県 アグリフィールズ合同会社 3290003006392 廃プラリサイクル体験ができる⼯場開所により売上アップ

3788 福岡県 有限会社くまタクシー 8290002048877 「タクシー⾞内の空間除菌対応⾞」周知事業

3789 福岡県 Famille 妊娠期〜初期育児に関する悩みを解決するオンラインコンテンツ

3790 福岡県 いけす料理 磯太郎 新型コロナ感染症対策のための店舗リニューアル

3791 福岡県 ⽥中油糧⼯業株式会社 3290001040889 化粧品事業におけるECサイトの構築及び販売促進

3792 福岡県 株式会社NAO２＆４ 1290001070368 ECサイト改善によるコンバージョンアップ及び海外への販路拡⼤

3793 福岡県 有限会社 東洋テクニカルフーヅ 3290002053659 たい焼き・かき氷の製造販売事業の新設・ドライブスルーの整備

3794 福岡県 株式会社KʼS 3290001086098 ビジネスコーチング販売に伴うHP作成・オンライン決済の導⼊

3795 福岡県 となりのグリル 福津市・古賀市を対象としたデリバリー事業への本格参⼊
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3796 福岡県 花祭窯 ネット販売強化のための、国内・海外へのECサイト構築

3797 福岡県 筒井時正玩具花⽕製造所株式会社 8290001066392 ⼿軽に遊べる新商品の開発とネット販売強化のためのＷＥＢ整備

3798 福岡県 有限会社博多海苔 ⼤分県産バラ⼲し海苔の新商品を軸にしたBtoB販路の開拓事業

3799 福岡県 ⽷島きのこファーム 商品のデザイン統⼀化及び会社ロゴマーク制作による販路拡⼤

3800 福岡県 アロマの⼯房 ⾹の宮 オリジナルデザインの充実と⾮対⾯販売での業績UP

3801 福岡県 Vin Café PROSPERO ソムリエが提供する本格的なテイクアウト型ワインカフェの展開

3802 福岡県 よかもんいちご 新たな体験型デイキャンプサービス事業の企画・展開

3803 福岡県 株式会社キ乃シタ 3290001055152 コロナにまけない新たな⾮接触型販路開拓、物産展出展

3804 福岡県 セブンイレブン筑紫野杉塚店 タイアップテイクアウト ⼆⽇市ウエストサイド事業

3805 福岡県 株式会社toffee 6290001059539 テイクアウト販売窓⼝の設置と新商品開発による新規顧客の獲得

3806 福岡県 陶灯 オリジナル作品のLED化とコードレス化による販路拡⼤

3807 福岡県 カメライフ ⾼単価顧客獲得サイトの構築で新市場開拓

3808 福岡県 和彩⽇ 巣ごもり消費に対応したテイクアウト事業により新規顧客の獲得

3809 福岡県 株式会社 414 Factory 9290001043795 太宰府での草⽊染⼿織⼯房設⽴による新規顧客の獲得

3810 福岡県 株式会社SING 9290001056293 お洒落な屋台での移動販売による新規顧客の獲得

3811 福岡県 株式会社テレワーク構築 7290001067037 ⾮対⾯営業化と情報発信⼒の強化

3812 福岡県 株式会社エムズプロデュース 1290001041699 野外カフェ空間で「⽇本⽂化体験」計画・宿泊⼈数増やす

3813 福岡県 楽亭 テイクアウト商品の開発、駐⾞スペース拡張による売上向上

3814 福岡県 株式会社TANNAL 1290001085647 おうち時間のための商品開発とオンライショップの拡充

3815 福岡県 ダンザパデーラ ⼈気メニューの真空パック商品の開発及び通信販売

3816 福岡県 サユアロマ 新型コロナ対策店舗への移⾏及びネット販売の強化

3817 福岡県 1 LIFE COMPANY ⾃社ECサイトでの卸販売並びにBtoCへの直接販売強化

3818 福岡県 アッカプントエッフェ コロナ感染拡⼤防⽌のための客席配置と店外飲⾷スペースの設置

3819 福岡県 有限会社 塚本鮮⿂店 1290002035898 寿司テイクアウトの販路開拓

3820 福岡県 いとしまスポーツ整⾻院 40〜60歳代⼥性をターゲットとした健康増進型⾃費治療院併設

3821 福岡県 喫茶 深⼭の牡丹 ウエブ注⽂受付と新商品開発によるテイクアウトの販売強化事業

3822 福岡県 炭⽕やきとり⼆番⼿ 新型コロナウイルス感染症に対応した持ち帰り・店内飲⾷の展開

3823 福岡県 有限会社 川久保酒店 2290002032671 ECサイト構築によるB to Cビジネスの強化

3824 福岡県 有限会社 ウラタ農園 2290002033174 ホームページでのネット販売を活⽤した新規顧客の獲得

3825 福岡県 株式会社 森⼭ 9290001070187 九州アイランド 貸切・乗合バス⽷島から発信・・・

3826 福岡県 株式会社 村上や 6290001072913 販売経路を確保のため認知を増やしネット販売で利益を⽣み出す

3827 福岡県 株式会社 吉丁 1290001042879 ⾮対⾯による⾃社商品の販売と新規顧客獲得

3828 福岡県 ビデオフラッシュ イベント等の⾼品質ライブ配信サービス
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3829 福岡県 株式会社H＆A 5290001072534 ⾮対⾯での広告媒体を利⽤した治療体制の構築による販路開拓

3830 福岡県 株式会社アルジェント 7290001043384 テイクアウト強化・当店の認知度UP

3831 福岡県 Cafe&barTAMARI 地産地消のオリジナルピザとテイクアウト等事業の実施

3832 福岡県 光酒造株式会社 3290001038512 顧客創造とブランド形成~SNS連動情報発信型ECサイトの構築

3833 福岡県 有限会社フーディアムトクナガ 6290002012819 リモート商品開発・⾷育のための設備投資と⾃社製品のＥＣ展開

3834 福岡県 いやし処すっきり堂 オンラインダイエットプログラムサービスの提供

3835 福岡県 キッズライン福津 ⾯談や育児相談、及び⼦ども向け教室のオンライン化

3836 福岡県 ⽷島レストランAMOUR 惣菜、カレーのテイクアウト・デリバリー開始による販路開拓

3837 福岡県 ヒカリメンテナンスサービス のどかな農園の隠家・ダイニングバーの宅配テイクアウトへの転換

3838 福岡県 和洋めし よはく プチ贅沢・贈答⽤お弁当および「おばんざい」のテイクアウト事業

3839 福岡県 MONQ（モンク） ⾮対⾯ビジネスツールの導⼊による新営業システムの構築

3840 福岡県 ⼩杉有由美 「ハンドメイド⼩物販売と、ハンドメイド教室をオンライン化！」

3841 福岡県 ロッカシャッカ合同会社 7290003007040 ⾃社デジタル⾳楽配信サイト開設による⾮対⾯型ビジネスの構築

3842 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

3843 福岡県 もぐもぐぽけっと株式会社 1290001088071 アレルギー対応製品の⾮対⾯販売及びEC販売対応化事業

3844 福岡県 合同会社ブルズ 4290003006144 同業他社と差別化した地域密着⾮対⾯型ビジネスモデルへの転換

3845 福岡県 てらすてら 販路拡⼤の為の脳トレグッズの制作とオンラインの多⾯的活⽤。

3846 福岡県 ＴＥＳ我者 移動販売⾞を利⽤したコロナに負けない販路開拓並びに顧客獲得

3847 福岡県 合同会社福寿丸⽔産 9290003008053 ネット販売対応の⾃社ホームページ作成による販路開拓

3848 福岡県 Ｔｒｏｉｓ Ｃｌｏｃｈｅｓ 外注に頼らない真空機器による商品開発と⾮対⾯ＥＣシステム確⽴

3849 福岡県 有限会社 寿し栄 6290002039382 九州産さばを活⽤した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

3850 福岡県 yummy mekong 本格！東南アジア料理専⾨店が⼿掛けるテイクアウト事業

3851 福岡県 QOT株式会社 8290001088940 ⾃社⾷品販売サイト、写真ダウンロードサイト作成による販路開拓

3852 福岡県 いち⽇のはじまり 新しい⽣活様式に対応した⾮対⾯、EC販売への取組、事業展開

3853 福岡県 クレッシェンド合同会社 1290000006948 「太宰府みやげ」の開発とネット販売による新規顧客の獲得

3854 福岡県 宴屋う免/OPOL（オポロ） テイクアウト並びにインターネット販売による新規顧客の獲得

3855 福岡県 BRiLLER（ブリエ） 新サービスの提供並びにネット販売による新規顧客の獲得

3856 福岡県 まんまる⾷堂 ⽷島産ひじきを使った新メニュー開発とネット販売による販路拡⼤

3857 福岡県 有限会社スターカメラ 4290002032760 視認度アップのための店舗改装とホームページ作成による販路開拓

3858 福岡県 株式会社 ⻩河 9290001024003 業務管理システム・アプリケーションの開発（⾮対⾯型営業⽀援）

3859 福岡県 君の庭 花雑貨の販売と⾳読・朗読講座の⾮対⾯対応へ向けた取組

3860 佐賀県 有限会社 鶴荘 8300002007113 ⼈気バイキングメニューをお届け！通販参⼊による新規顧客獲得

3861 佐賀県 川原⾷品株式会社 5300001001185 新商品「家庭で楽しめるおつまみ煎餅」の開発による販路開拓事業


