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2480 愛媛県 ラフ＆ラフ 顧客満足度向上のため、顧客用トイレ及び換気窓等の刷新

2481 愛媛県 稲垣建材有限会社 8500002020161 業務効率化による売上の向上と安心安全のサービスの提供

2482 愛媛県 伊予路園 商品の安定供給を行うための盆栽日除屋根設置事業

2483 愛媛県 マルフジ薬品 安心・安全の店内環境整備と新商品開発による販路開拓事業

2484 愛媛県 末広自動車 スキャンツールと排気ガステスター導入による内製化事業

2485 愛媛県 うずの鼻コミュニケーションズ株式会社 1500001018279 「ポタリング」向けアパレル商品開発とＥＣ販売による販路開拓

2486 愛媛県 弘俊堂鍼灸院 ECサイトの作成及びポートフォリオサイトの作成による販路

2487 愛媛県 吉田自動車 車両整備の安定化のための設備導入

2488 愛媛県 株式会社丸美 4500001016131 生産性向上による新市場開拓事業

2489 愛媛県 スイーツ工房 絹 ネット通販による販路開拓とブランド化

2490 愛媛県 レストランよし川 テイクアウトメニューの強化による販路開拓事業

2491 愛媛県 東洋オフプリント有限会社 1500002010846 総合ウェブサイト構築でサービス拡充＆非対面型ビジネスモデルへ

2492 愛媛県 織田建設興業 3次元CAD・積算ソフト導入による販路開拓事業

2493 愛媛県 daremoconte 安心安全にお届けします！珈琲バイク便事業

2494 愛媛県 しまなみ苑 テイクアウト事業の参入による販路開拓事業

2495 愛媛県 宗方丸商店 安心・安全の店内環境整備と手づくり惣菜の販売強化

2496 愛媛県 有限会社赤宗商会 3500002020224 車両整備の高度化に対応するための設備導入

2497 高知県 岩神印刷株式会社 9490001006352 コロナ需要にも対応。新機種導入による利益率向上計画

2498 高知県 有限会社アイエル物産 4490002012073 経営の安定化を目的とした自社ブランド『庭鉄』の展開計画

2499 高知県 野本商事株式会社 9490001006393 外部環境に影響されない事業分野の成⾧を目的とした設備導入計画

2500 高知県 株式会社 須藤鉄工所 8490002013035 森林率日本一の高知！顧客ニーズ対応と新規顧客獲得へ溶接機導入

2501 高知県 パティスリー＆カフェ プルメリアラクーン キッチンカーの改装による販路拡大事業

2502 高知県 有限会社ジェイ・アンド・エムズ 9490002009040 動画を活用した販促による通信販売の販路拡大事業

2503 高知県 土佐酒造株式会社 4490001006448 生活様式の変化に対応する品質向上に取り組む事業

2504 高知県 ふれあいの宿 海遊里 テイクアウトで、手軽に柏島の地域グルメを満喫しよう

2505 高知県 有限会社 葛岡自動車商会 6490002001231 サポカー対応のエーミング作業の内製化とコロナウイルス対応

2506 高知県 土佐三原どぶろく合同会社 5490003001066 どぶろく造りの技術を活かした商品開発並びにECサイト構築事業

2507 高知県 大田口カフェ 新たなサービスの提供と新商品による販路開拓

2508 福岡県 猫山商事 刺繍付きオリジナル商品の生産性強化とネット販売の開始

2509 福岡県 合同会社HOC 3290003004974 難局を乗り越えるための新しい経営スタイル（ECサイト）の展開

2510 福岡県 Karuna Cafe コロナ危機に立ち向かう、テイクアウト分野進出に伴う収益拡大

2511 福岡県 DOGSALON ARALE 新たなトリミングコースの提供と愛犬用冷凍惣菜の製造販売事業

2512 福岡県 海幸 宅配サービス導入による、非対面型ビジネスへの転換

2513 福岡県 有限会社 立花うどん 7290002053597 テイクアウト販売量増加と高齢者の来店促進の取り組み

2514 福岡県 Pet’sLifeSupportBASE 大型犬のお客様の新規獲得と非対面接客でのコロナ対策

2515 福岡県 有限会社マスブチカメラ 5290802023297 「アクセス力と提案力アップ！町の写真店の非対面型ビジネス」

2516 福岡県 万金丹 コロナ禍における店内環境の改善とテイクアウトによる販路拡大
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2517 福岡県 有限会社まえだ 7290802023213 お客様が安心してくつろげる空間づくりによる販売回復事業

2518 福岡県 美容室ラヴィール 癒しと安心、新しい美容室の在り方

2519 福岡県 株式会社あひる工芸 5290001056066 変幻自在の販売方式の提案

2520 福岡県 株式会社スタッフエージェント 6290001034847 自社商品シフトベースの販路拡大のための非対面型営業への進出

2521 福岡県 ナリス化粧品朝部販売所 コロナ対策を考慮した店舗改装等による小売販売事業の本格参入

2522 福岡県 飛龍酒造 株式会社 6290001050596 清酒等のECを活用した販路の開拓

2523 福岡県 株式会社片山金型工作所 6290001040564 金型製作プロセスの改善事業展開

2524 福岡県 Ｃｈａーｃｈａｒａ美容室 コロナウイルス感染症対策をする店舗改装

2525 福岡県 Serabyu キッチンカー導入によるカフェ事業参入への取組

2526 福岡県 日の出屋 新規ネット販売による売上強化。そして、コロナ後の飛躍のために

2527 福岡県 ミラクルグリーン株式会社 3290001064715 対面販売重視からSNSを駆使した非対面のNET販売重視へ

2528 福岡県 株式会社ROKUMI 2290001089300 真空包装機の導入による持ち帰りメニューの提供と販路の拡大

2529 福岡県 炭火焼鳥 睦 テイクアウトを主とした非対面ビジネスへの取組みによる販路開拓

2530 福岡県 有限会社フィールドウイングシステム 7290002043838 ライブ配信に合わせ手作り菓子のネット販売で顧客・売上の獲得

2531 福岡県 ＡＣＡＲＩＡ テイクアウト専門の蒸しパンの製造・販売

2532 福岡県 酒ノ膳 元気 テイクアウトで「元気」の料理を自宅で美味しく！

2533 福岡県 ドッグパウ シニア犬に優しい店作りとHPでの店への認知

2534 福岡県 Tweedia（ツイーディア) 非対面型による不妊治療専門の心理カウンセリング事業の開始

2535 福岡県 有限会社しげちゃん 8290002053415 ランチ・配達・テイクアウトのＰＲ強化による売上アップ

2536 福岡県 エースいちご株式会社 9290801023071 テイクアウトカフェ型アンテナショップ構築とECサイト販売強化

2537 福岡県 理容山﨑 女性客向けの顔そり・エステ事業の展開

2538 福岡県 翔栄丸 通年営業のテイクアウト体制をつくり新規顧客にアプローチ

2539 福岡県 欧風食堂オッタントット 非対面型による「人と食を笑顔で結ぶ」ビジネスモデル展開

2540 福岡県 愛屋旅館 当館３つの営業スタイル確立のための店舗換気設備改善

2541 福岡県 移動陶芸教室パンジー ネット販売開始及び倉庫改装による常設店舗新設での販路拡大

2542 福岡県 峠のパン屋 焼き芋等の新商品販売と、企業へのデリバリーサービス開始

2543 福岡県 火曜日はお休み ホームパーティ専用の出張シェフサービス開始による新規顧客獲得

2544 福岡県 手作りハンバーグの店 K’s kitchen テイクアウト商品の展開による新たな販路の開拓

2545 福岡県 株式会社 瀬戸製作所 7290001036603 薄肉鋳物によるバーベキューグリル等の自社商品開発とEC販売

2546 福岡県 常勝進学塾 ソーシャルディスタンスの確保で安全と安心をご提供する

2547 福岡県 エールプロ 真空包装材と冷凍庫の導入によるブイヤベースのネット販売

2548 福岡県 shinamon cafe 新顧客開拓、メニュー再考、テイクアウト販売、地元企業との提携

2549 福岡県 からだリセット太宰府 プロレスエンターテイメントをセットにした健康タコス出張販売

2550 福岡県 合同会社Samp. 4290803003209 新たな宿泊施設運営システムの構築と新規販売チャネルの確立

2551 福岡県 福間車輌サービス 移動事務車の製作による非接触型商談・決済システムの構築

2552 福岡県 有限会社マエダ企画 9290002033936 『飲食店向けCTIシステムの導入』事業による販路開拓

2553 福岡県 ハウジングステップヤスマル建装 既存のＨＰ上に見積もりシミュレーションを導入して集客率アップ
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2554 福岡県 うお家 ⾧浜市場の新鮮な魚を活かした商品開発とテイクアウト事業開始

2555 福岡県 田主丸フーズ 野菜生産農家が行うネットを活用したEC販売事業の開始

2556 福岡県 香春閣 「お持ち帰り弁当」で、自宅で香春閣を楽しみましょう！

2557 福岡県 たべった テイクアウト事業への本格参入による売上拡大・新規顧客獲得

2558 福岡県 株式会社アンダンテ 7290001078174 小ロットで原材料調達から包装まで一貫して行うＯＥＭ生産の受託

2559 福岡県 やわらか製作所株式会社 3290001074656 エンドユーザー向けウレタン加工製品開発とオンライン販売の開始

2560 福岡県 たこやき大王 自宅で人気メニューを堪能！冷凍食品のインターネット販売開始

2561 福岡県 石釜いおり 新メニュー開発およびネット通販による販路開拓

2562 福岡県 ファンキークルー オンラインを用いて宗像のエンタメ業界を盛り上げる事業

2563 福岡県 合同会社MAフーズ 7290003009111 鹿児島県地鶏を使用した地域では珍しい地鶏専門居酒屋への転換

2564 福岡県 サンリブ古賀社員食堂 新商品の開発とテイクアウト・ネット販売による販路の確保

2565 福岡県 二代目はやっとぉ ファミリーや女性を狙った個室への改装とサービスによる販路開拓

2566 福岡県 米粉製菓店コメコウ 原材料の安定確保による新商品と贈答品セットの売上拡大

2567 福岡県 内野ストアー 総菜コーナーの拡大に伴う宅配及び来店顧客数の売上拡大

2568 福岡県 Vocal school Pure breed HPリニューアルと雑誌広告によるオンラインレッスンの販路開拓

2569 福岡県 手打ちそば蕎波人 テラス席の設置とテイクアウト販売の客数増加による売り上げ向上

2570 福岡県 愛蝶羽 愛蝶羽（アゲハ）の唐揚げ弁当テイクアウト・デリバリー事業

2571 福岡県 合同会社 あじMIRAI 1290003006527 「九州素材にこだわり、餅生地を活用した商品」の開発、販売促進

2572 福岡県 ハッピー企画株式会社 6290001089692 新しい生活様式に対応したイートインスペースで販路拡大を図る

2573 福岡県 花伝 自社ECサイトによる非対面ビジネスの構築と顧客獲得・売上向上

2574 福岡県 不老松月本店 コロナ対策万全の２店舗体制で、新規顧客の開拓を図る！

2575 福岡県 ジモコムかすや 訪問営業→非対面営業への転換計画

2576 福岡県 ティーケーピーネットワーク株式会社 4290001043585 部品製造の内製化と試作品レンタル事業による新規顧客獲得

2577 福岡県 手柴食品工業 こだわりの豆腐を使用した新商品の開発による新規顧客の獲得

2578 福岡県 立野早百合 自律神経失調、不安症を克服に導くオンラインヨガで受講者を募る

2579 福岡県 POLAほしの 接触時間短縮エステメニューの導入によるコロナウイルス感染予防

2580 福岡県 ヘアーブティック アート21 ハーツ店 「非接触で安心、新時代のサロン形態」

2581 福岡県 えびすや テイクアウト事業の新設と仕出しの強化

2582 福岡県 たつみ園 自社サイト改修・チラシ作成による新規客層獲得・認知度向上

2583 福岡県 しろうず接骨院 非対面型コースの作成と積極的な告知による経営力強化事業

2584 福岡県 新栄丸 操縦者と釣り客の接触を減らすため遊漁船を改装する

2585 福岡県 株式会社六葉建社 6290001088397 ウェブ広告とポスティングによる非対面型営業事業

2586 福岡県 みるく畑くりやま オリジナルアイス作ります！非対面型営業を実現する体制構築

2587 福岡県 株式会社エスブライト 2290001072685 新商品開発によるテイクアウト販売強化事業

2588 福岡県 居酒屋 満月 脱着式間仕切壁の導入とテイクアウトの充実による販路開拓

2589 福岡県 星峰園 ＨＰ作成による新たな販売形態への転換

2590 福岡県 株式会社 太陽の商人 7290001086680 専用テイクアウト販売窓口の設置と業態明確化看板による売上確保
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2591 福岡県 大一食品工業 株式会社 5290001060084 WEB販売サイトの構築と顧客リピートフォロープログラムの導入

2592 福岡県 合同会社いなかず商店 7290003006026 間伐材や副産物を使ったBtoC向け商品開発と販促で企業力強化

2593 福岡県 株式会社磯家食品 5290001052627 設備導入による内製化１００％で新しい小売展開の確立

2594 福岡県 茶寮 千代乃園 お茶の琥珀糖等の商品開発とオンラインショップ開設

2595 福岡県 京色まみる ＨＰ・看板によるテイクアウト及び宅配事業の宣伝強化事業

2596 福岡県 株式会社KIMCO 2290001057257 本場韓国の焼肉と韓国料理の冷凍食品販売による中食需要対応

2597 福岡県 整骨院なかきど 非接触型運動器具の導入とオンライン相談による販路拡大

2598 福岡県 寿司・活魚料理 玄海 糸島産真鯛を使った通販商品開発と新規顧客獲得による売上拡大

2599 福岡県 株式会社いとしのいとしま 5290001057130 非接触型ビジネスへの転換に向けたテイクアウト専門事業

2600 福岡県 大賀酒造株式会社 7290001040902 HPの刷新とECサイト強化による基本売上の底上げと販路拡大

2601 福岡県 株式会社 福吉水産 5290001082384 新規集客や事業内容効率化に取り組み売り上げを図る

2602 福岡県 味楽 焼菓子などカフェの要素を取り入れたコロナ対策のための設備導入

2603 福岡県 株式会社SORA 5290001065249 ゲストハウス事業展開によるマイクロツーリストの新規顧客獲得

2604 福岡県 株式会社飯塚メタル（中華料理 金泉飯店） 5290001062948 お家で薬膳火鍋。本格中華をステイホームで楽しむ専用純銅鍋付き

2605 福岡県 理容室 髪人 ホームページ作成と新サービスのための店内改装とPR

2606 福岡県 伊都ホットサンド 笑顔 キッチンカーでの移動販売による売上拡大と地域活性化

2607 福岡県 タビノキセキ オンライン接客とカスタムオーダーシステムの構築による販路拡大

2608 佐賀県 きみどりバーガー こんな時代！もしもきみどりバーガーがボタン一つで頼めたら！

2609 佐賀県 Bleu Couronne 新しい生活様式に向けた店舗改装と商品の提供体制&PR強化事業

2610 佐賀県 株式会社 SUM RICE 7300001011240 オリジナルブランド米の通信販売による非対面型ビジネスの構築

2611 佐賀県 株式会社西日本髙場観光グループ 4300001005328 キッチンカー導入による佐世保バーガー等移動販売強化事業

2612 佐賀県 合同会社 福吉商事 6300003001190 ギフト用新商品開発によるギフト受注及びネット販売事業の推進

2613 佐賀県 有限会社串源 6300002007313 With コロナ対応！キッチンカー導入でテイクアウト外販事業

2614 佐賀県 ケーズサウンドスクエア コロナ禍克服のための３密排除によるドライヴインライヴ事業

2615 佐賀県 母乳育児・健康相談室「つなぐ」 ITツールとホームページを活用したオンライン育児相談対応事業

2616 佐賀県 有限会社 海上館 8300002007055 竹崎蟹と当館人気メニューのネット販売強化のための体制づくり

2617 佐賀県 木漏れ陽 木漏れ陽の本格蕎麦を自宅で堪能！通信販売体制構築事業

2618 佐賀県 旅館 大和屋 お客様も従業員も安心・安全・満足の個室空間！食事処環境整備

2619 佐賀県 LIFE 新サービス「セルフエステ痩身コース」の開始による販路拡大

2620 佐賀県 大島製畳所 薄い置き畳の製造販売のための設備購入

2621 佐賀県 有限会社森永建設 1300002007029 新規パネルソーの導入による生産体制強化及び新規販路開拓

2622 佐賀県 有限会社 渕野陶磁器原料 1300002007020 海外市場に向けた販路開拓事業

2623 佐賀県 Spicaーpatisserieー 地元食材を活用した新商品開発とネットを通じた新規顧客獲得

2624 佐賀県 坂本水産 漁師直伝！！「活き絞めした一夜干し」をご家庭へ直接届けます！

2625 佐賀県 リンパサロンCHIYU.R コロナ対応としての免疫力アップ施術PR及びオンライン教室開催

2626 佐賀県 山﨑ハム株式会社 7300001005060 非対面型販売路線の強化に伴うホームページ、ECサイトの再構築

2627 佐賀県 chez.N（シェ．エヌ） 感染拡大リスクを回避しお客様のニーズに応えるECサイトの開設


