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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3回締切分採択者一覧

※重要
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2177 高知県 有限会社　大勝製造所 2490002009690 オリジナル商品開発によるバラエティ豊かな商品をお客様へ

2178 高知県 高知石灰工業株式会社 7490001006172 ネットショップ開設によるDIY専用漆喰の販売

2179 高知県 陶工房　三寿 ネット販売開始の為のHP開設及び必要設備の導入

2180 高知県 Ocho8 非対面式ﾃｰﾌﾞﾙへの店内改装とｷｬﾝﾌﾟ事業の拡大

2181 高知県 株式会社　湖畔遊 3490001006589 屋外飲食スペースの拡張とインターネット事業の強化

2182 高知県 四万十の山問屋山間屋 自社ＥＣサイトの構築によるネット販売を通じた新規顧客獲得

2183 高知県 株式会社　篤農 7490001008235 自社ＨＰによるネット販売展開・他社サイトからの販売データ集積

2184 福岡県 HAIRMAKE-UP  La＊Voo ドライの自動化で非対面型ビジネスモデルへの転換と癒しの空間

2185 福岡県 アイ・ストーン 新たな事業展開に伴うECサイト構築による新規顧客開拓

2186 福岡県 カットハウスオクタニ 新しい施術方式の導入による顧客満足向上と生産性の向上

2187 福岡県 洋菓子工房こふれ 洋菓子店の生産性向上と販売力強化事業

2188 福岡県 ジェラート工房　リモーネ 地産手作りジェラートをキッチンカーで福岡県内外の新規顧客獲得

2189 福岡県 総合進学塾アプローズ 非対面型サービスの実現と個別指導強化でコロナに打ち勝つ事業

2190 福岡県 あんじぇりけ 動画を活用した非対面型の集客で両事業の新規顧客を獲得する事業

2191 福岡県 esprit SFS 株式会社 4290001084530 オンリーワン商品の開発と新しい販売方法の確立

2192 福岡県 Ｓｋｉｐ 移動販売の開始による販路拡大と知名度ＵＰ

2193 福岡県 ㈱メディコア 4290002037157 医療従事者向け非対面型ビジネスモデルの構築

2194 福岡県 アンドカフェ ドライブスルー方式の販売導入による安心安全な提供方法の確立

2195 福岡県 TARTE＆SWEETS F フードプリンターによるデザイン菓子通信販売

2196 福岡県 まるごのココロ ３密を避けお客様に安心してご来店いただける為の店舗改修工事

2197 福岡県 株式会社マリンコーポレーション 2290001083146 ”道の駅うすい”における仕出し事業開始

2198 福岡県 株式会社六花 5290001076205 新たなＶＲ活用によるＷＥＢ展示場の開設

2199 福岡県 鐘崎マルシェ インターネットとチラシで販売チャンネルの複数化

2200 福岡県 pour vous 非対面の身体の調子を整えるオリジナルスムージ―の販売事業

2201 福岡県 有限会社寿し徳 4290002045060 新しい生活様式に向けた寿司屋の味を家庭で楽しむECサイト構築

2202 福岡県 ワタナベ商事株式会社 9290001064866 加工作業の内製化と在庫スペースの確保で製品を安定供給する事業

2203 福岡県 ワールド英会話アカデミー 非対面型によるコロナに負けないオンラインレッスン事業

2204 福岡県 有限会社フラップ 1290002034628 大部屋リフォームによるソーシャルディスタンスへの取り組み強化

2205 福岡県 SEA  BLUE ３密を避けた快適な店作りとオンリーワンのテイクアウト商品開発

2206 福岡県 瀧口公認会計士事務所 「PDCAの徹底管理」のWebサービスによる販路開拓

2207 福岡県 有限会社割烹旅館みはる荘 3290002007854 ホームページの刷新とネットによる弁当販売システムの導入

2208 福岡県 株式会社中嶌家 5290801024412 新規顧客獲得に向けた新サービスの開始に伴う販売促進事業。
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2209 福岡県 Ｔ・Ａ・Ｂ 測色機導入による塗装作業の効率化と短納期により受注増

2210 福岡県 Fukuokaボクシングジム 会員拡大のためＩＴを活用した販路開拓

2211 福岡県 studio845 ヨガ＆ピラティスのオンラインレッスンとECサイトの強化

2212 福岡県 やわら木 業界初セミオーダー骨壺ＥＣサイト

2213 福岡県 有限会社マルジン 3290802016963 マグロ食堂から小売卸売への業態変換による販路開拓

2214 福岡県 有限会社日本収録研究社 2290802016931 ライブ中継・リモート会議・オンデマンド配信事業化計画

2215 福岡県 松田ホルモン もつ鍋セット及び漬け込みもつ販売に伴うECショップの開設

2216 福岡県 株式会社クロワッサン 4290001040649 非対面型の売店経営による新規顧客の獲得と売上確保計画

2217 福岡県 なかがわ市場うしじま ソロキャンプ向けのCAMP　MEATの販売強化

2218 福岡県 ＰＵＮＴＯ　ＭＡＲＥ 冷凍イタリア郷土料理の新商品開発による売上拡大

2219 福岡県 Ueoki　Hair 個室化による販路拡大。「安心感の提供」と「生産性の向上」

2220 福岡県 陶芸工房プラス 無料で陶芸用粘土を発送「お家で粘土コネコネセット」

2221 福岡県 イキイキフーズ㈱ 3290801021642 安心・快適な飲食空間構築によるお客様満足度と集客力向上

2222 福岡県 和処　月歩 『宇美町産の麹』を使った自社製造加工食品の非対面での販路開拓

2223 福岡県 豊田治療院 オンラインにおける症状改善サービスによる販路拡大

2224 福岡県 合同会社ニコまる 7290003009929 海外最新ガジェットでテレワーク需要獲得！国内クラファン事業！

2225 福岡県 美容室 マキ 自動洗髪機を使用した非対面型ビジネスモデルの販路拡大事業

2226 福岡県 石田食堂 テイクアウト事業の強化による売上回復

2227 福岡県 ＭＢＣ ゼロから始める売れるネット通販の仕組み化スクール

2228 福岡県 居酒屋　山海川 ３密での感染拡大防止と配達出前業での雇用拡大及び新規顧客獲得

2229 福岡県 ヘアートリム 自動化によるコロナ対策サロンへのシフトと新メニュー展開

2230 福岡県 中国菜館　龍宮 テイクアウト販売強化と新メニュー開発

2231 福岡県 ＮＯＮＯ　ＫＩＲＥＩ　ＬＡＢ コロナ時代はダイエットも骨格矯正もセルフエステで！顧客獲得！

2232 福岡県 流星区 産地直送野菜・果物をECサイトにて販売し新規顧客獲得

2233 福岡県 プライベートサロンＬｏｔｕｓ 美容機器導入によるコロナ対策とサービス拡充による売上向上

2234 福岡県 株式会社ダナクト 4290001042141 ICTツールを活用した非対面型通販代行販売サービスの本格実施

2235 福岡県 悠 感染症に負けない！テイクアウトメニューの宣伝と新メニュー開発

2236 福岡県 株式会社太陽ハウジング 7290001041495 ＷＥＢ情報発信コンテンツの拡充と非対面商談システムの新設

2237 福岡県 中川設備 地域の課題を解決する惣菜移動販売事業による新たな顧客開拓

2238 福岡県 有限会社オダグリーンプラント 9290802018351 新型コロナウイルス、その他感染症予防のための消毒業務

2239 福岡県 瑞穂錦酒造株式会社 9290001049652 豊富なメニューで安心安全なテイクアウト弁当を御賞味あれ！

2240 福岡県 寿苑 美味しい魚を家庭で手軽に食べられる「魚・テイクアウト」の展開
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2241 福岡県 吉井スタジオ ネットオーダーを活用して感染リスクを減らし且つ新商品提供

2242 福岡県 有限会社大宝自動車 5290002047997 小グループ旅行顧客の取込みで新規顧客開拓

2243 福岡県 舞踊小道具　桐生 インターネットを活用した当店独自の舞踊PR

2244 福岡県 理容　サンクス 顧客同士および顧客・スタッフの接触の削減

2245 福岡県 株式会社髙取焼宗家 7290001044102 髙取焼の伝統と魅力を伝える一点物限定ＥＣサイト構築と販路開拓

2246 福岡県 有限会社ホットサポート 6290002034672 テレワーク・見積ソフト導入とオンライン営業による新規顧客獲得

2247 福岡県 宮原製菓 イチョウ饅頭等の新商品開発やECサイト構築による新規顧客獲得

2248 福岡県 四季食彩しみず 小さな飲食店だからできるコロナに負けない飲食事業モデルの確立

2249 福岡県 翠藍 テイクアウト販売の本格導入による売上向上・新規顧客開拓

2250 福岡県 居酒屋 金ちゃん 真空パック機導入による冷凍テイクアウト商品開発での売上拡大

2251 福岡県 有限会社総合緑化コガキュー 3290002056645 自社ＷＥＢサイト制作による植木苗木の個人顧客向け販路開拓

2252 福岡県 株式会社みのう山荘 5290001078151 安心して滞在するための衛生管理の徹底と情報発信による販路開拓

2253 福岡県 駅前饅頭店 来て選ばなくても安心、ネットで購入・予約できる店づくり

2254 福岡県 ANALOG　CRAFT　CHOCOLATE ECサイトの開設と自家焙煎チョコの広告による販路拡大

2255 福岡県 Lodge　-SPA- コロナに負けない時間短縮脱毛サービス提供による新規顧客獲得

2256 福岡県 紀文 オリジナル持ち帰り商品の展開と店内安全性の向上

2257 福岡県 大ばけ　小ばけ 割烹居酒屋が弁当デリバリーを開始！新規顧客の開拓で売上アップ

2258 福岡県 ぶたのしっぽ 商圏の裾野拡大を目的とした業態転換に伴う新サービスの開始

2259 福岡県 68トレーナーズ 新規非対面型リモートセミナーによる売上ＵＰと来店客の売上回復

2260 福岡県 米粉マフィンムクロジ グルテンフリーで安心なマフィンを届けるための新たな販路拡充

2261 福岡県 井上　知子 糸島での暮らし方と住まいを提供する『糸島移住計画』

2262 福岡県 CACHETTE(カシェット） 糸島の特産物を使用した商品の開発と移動販売車での新規顧客獲得

2263 福岡県 もりもりホルモン ホームページ構築とテイクアウト・通販で売り上げを増加させる

2264 福岡県 連歌屋珈琲 三密防止に伴う販売形態の新設とＨＰを利用しての販路拡充

2265 福岡県 HINODE HINODEテイクアウト営業強化に伴うリニューアル事業

2266 福岡県 -suu- ウェブショップを通じた販路拡大と新規顧客獲得

2267 福岡県 焼きとり　雲海 感染拡大防止のための店内改装と持ち帰り強化による売上獲得

2268 福岡県 独楽 ネット販売強化による日本料理店売上拡大の取り組み

2269 福岡県 福本工房 顧客ニーズに対応したパッケージ開発と新規顧客獲得の取り組み

2270 福岡県 金の鶏冠 ドライブスルー方式販売に取り組むための駐車場整備

2271 福岡県 藍森山 個展開催による直販売り上げ機会の創出

2272 福岡県 plants funshop natur 親子ワークショップとオンライン講座の開始のためのハウス内改修
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2273 福岡県 GOLDEN FLASH MFG ECサイトでの非対面セミオーダー製造による革製品の開発・販促

2274 福岡県 有限会社丸の内建設 7290002047624 新型コロナウイルス感染症対策型リフォーム・リノベの販売促進

2275 福岡県 牛もつ鍋平島 もつ鍋の強みを活かした「もつ焼き」ECサイト販売及び来店増加

2276 福岡県 居酒屋　純 移動販売車両活用による販路拡大事業

2277 福岡県 中華そば　麺すけ 製麺機導入によるオリジナルラーメン製造による売上UP事業

2278 福岡県 ラブレド ブレッドスイーツチラー導入によるパン増産化への取り組み

2279 福岡県 瀧本電気 電線加工処理の内製化と新たな施工方法導入による販路開拓

2280 福岡県 さぼてん 事業継続のためのテイクアウト開始及び新規顧客獲得事業

2281 福岡県 株式会社ディーアールメディカル 2290001033456 ネット販売及び配達サービス開始による非対面の売上拡大

2282 福岡県 いけす　てら崎 新鮮魚介類を中心としたテイクアウト商品開発に伴う販路開拓事業

2283 福岡県 株式会社糸島フーズ 4290001052264 ソーシャルディスタンスを考えた店づくりと販路開拓事業

2284 福岡県 旨海寿 寿司職人が新鮮な地魚を使ってつくる缶詰の販売

2285 福岡県 居酒屋　丸五 設備導入による新商品の開発と業態の転換による販路拡大事業

2286 福岡県 フルーレ ECサイトによる新たな紅茶事業と特別菓子の開発による販路拡大

2287 福岡県 スーパー・ファミリー・カンパニー合同会社 3290003008901 手作りのおむすびを非対面型システムで安全な食品を提供する

2288 福岡県 一力寿司 新事業冷凍お土産品の開発による販路拡大

2289 福岡県 海扇寿し 配達サービスの拡充で地域の顧客ニーズに対応し売上拡大を図る

2290 福岡県 相撲鳥 テイクアウトとランチができる「新しい生活様式の店舗」づくり

2291 福岡県 菓子工房　小野農園 大型サイト出店と自社HP・商品のブラッシュアップで販路拡大

2292 福岡県 株式会社シンショー 4290001042166 新ギフトセットをＰＲするＨＰの開設とＥＣサイトの設立

2293 福岡県 櫻コーポレーション株式会社 6290001040886 様々なフレーバーに加工した蜂蜜のネット販売サイトの作成

2294 福岡県 べこや 居酒屋メニューをいかしたテイクアウト販売・くつろげる店舗改装

2295 福岡県 有限会社東建住宅 9290002000036 手作り餃子のテイクアウト及び店舗改装による販路開拓

2296 福岡県 焼鳥酒場みどるとん 博多のソウルフードをビン詰で、新規顧客と通販客の獲得事業

2297 福岡県 ぱんのもっか Beyondコロナを目指した新たな販売方式の導入

2298 福岡県 有限会社有岡食料品店 2290002038545 看板設置による認知度向上による新規顧客の獲得

2299 福岡県 セブンアート タブレットを活用した販促ツールの提供による新規顧客の獲得

2300 福岡県 my routingwork.co 太宰府を活かした新製品の開発及びHPによる新規顧客の獲得

2301 福岡県 T　MUSIC STUDIO オンラインレッスンの充実、自宅で学べる教材開発で新規顧客獲得

2302 福岡県 松田活魚 既存顧客への新商品の提供と鮮度と保つ為の取組、HPでの直販

2303 福岡県 和気商店　魚処　わき コロナから従業員の雇用を守るために海藻加工品の店内製造開始

2304 福岡県 有限会社塩川自動車 1290802021189 最新式コンプレッサー導入で新たな顧客を開拓



№ 都道府県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

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3回締切分採択者一覧

※重要

　採択通知書に補助金交付決定通知書が同封されていない事業者様につきましては、交付決定が行われておりません。

　追加の書類の提出をお願いさせていただくことがあります。該当の事業者様については、ご対応いただきますようお願い申しあげます。

2305 福岡県 手づくり工房アーダニン 外販（委託販売）・テイクアウト事業の拡充

2306 福岡県 ばんばん 高齢者に特化したチラシによる顧客の囲い込み事業

2307 福岡県 紫音楽教室 非対面型オンラインレッスン開設ＰＲ事業

2308 福岡県 住吉ラーメン太閤 自慢のらーめんダレの商品化・通信販売及び新スープのＰＲ事業

2309 福岡県 COOKLUCK広沢京子 旬の農産物加工商品を販売、オンラインショップ開設事業

2310 福岡県 エステサロン・エクラ オンラインエステ相談で地域密着型の女性専用サロンを目指す事業

2311 福岡県 Poron音楽教室 オンライン教室を通じて自宅にいながら音楽の力でストレス発散！

2312 福岡県 華笑み香 香司が提供する、天然１００％お香商品のネット販売事業

2313 福岡県 溝上工業株式会社 4290001066818 新規設備導入による事業回復と各種工事の新規開拓コロナ克服

2314 福岡県 Mira cocon 高い品質のセルフケア商品自宅で楽しむECサイトで販路拡大計画

2315 福岡県 オートサポート 付加価値を高めた中古車販売と時間的制約の解消による受注強化

2316 福岡県 dining Linova ピザ窯導入による、本格ピザのテイクアウト・通販で販路拡大

2317 福岡県 鶏笑宗像東郷店 デリバリーの取組とインスタグラムを使った新規顧客の獲得

2318 福岡県 行政書士保利法務事務所 オンラインチャット接客サービスの導入

2319 福岡県 株式会社REGEN 1290001086678 LINEを窓口とした不用品引取依頼サービスを構築し販路開拓

2320 福岡県 OUR　TIME(株) 4290001086205 HPの新設とオンラインシステムの導入による新規顧客獲得

2321 佐賀県 居酒屋有明 ケータリングde出張三夜待！焼鳥・鉢盛の宅配サービス新規展開

2322 佐賀県 株式会社シンセリティ 6300001004550 テイクアウト料理の商品化とEC・ふるさと納税による販路開拓

2323 佐賀県 株式会社キス 1300001007970 住居や店舗の除菌サービス始めます！クリーン空間deコロナ対策

2324 佐賀県 華園おかもと 通信販売事業開始による当園のニューノーマル（新常態）構築

2325 佐賀県 株式会社みのり 3300001011137 ネットで手軽にお取り寄せ！白石レンコンの対コロナ販路開拓事業

2326 佐賀県 有限会社ジーンスレッド 4300002007430 非対面ビジネスからなる情報発信と顧客関係強化による売上アップ

2327 佐賀県 Ｊ－ＳＴＹＬＥ 既存受講生向け動画と新規受講生への案内を掲載したＨＰ制作

2328 佐賀県 旅館　豊洋荘 当館一押しのかにまぶしを自宅でご堪能、通販参入で新規顧客獲得

2329 佐賀県 有限会社　田代工務 4300002006465 無人モデルハウス見学からオンライン商談へ繋げる非対面ビジネス

2330 佐賀県 有限会社　大望閣 3300002011029 ECサイトの設置とお客様に安心してご宿泊いただける感染症対策

2331 佐賀県 有限会社古湯温泉扇屋 6300002005449 通販事業取り組みの為の設備機器導入と当館ホームページの改修

2332 佐賀県 三調家 テイクアウト事業販路拡大と生産性強化

2333 佐賀県 有限会社佐賀企画 5300002009806 新型コロナを契機としたテイクアウト・ネット販売への挑戦！

2334 佐賀県 相川製茶舗 新生活様式に合わせた生産・販売強化プロジェクト

2335 佐賀県 株式会社髙田 9300001007022 ラーメン店がコロナ禍を乗り越える為の生麺の製造と販売事業

2336 佐賀県 株式会社　一吉 9300001011230 EC販売に進出し、「一吉」ブランドの魅力を全国へ発信！


