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2369 愛媛県 大かんマート 安心・安全の店内環境整備とテイクアウトの販売強化

2370 愛媛県 簀戸自動車 車両整備の内製化のための設備導入

2371 愛媛県 Tenzo&典座 テイクアウト事業と自家製ドレッシングの商品化による販路開拓

2372 愛媛県 有限会社丸浦 6500002020213 チルド貯蔵設備導入による販路拡大と既存顧客満足度ＵＰ

2373 愛媛県 くろしお テイクアウト事業による経営基盤の強化と販路開拓事業

2374 愛媛県 八崎興業株式会社 3500001012899 建築資材の安定供給とＷｅｂ販売に向けた事業体制の整備

2375 愛媛県 有限会社藤田商店 1500002020011 ドローン導入による太陽光発電システムの保守点検業務参入事業

2376 愛媛県 有限会社千年松 6500002020287 アフターコロナを見据えた当館の魅力発信事業

2377 愛媛県 大島石材工業株式会社 8500001012936 ホームページリニューアルによる非対面型ビジネスモデルの構築

2378 愛媛県 ボディショップトラスト 対応車両の拡大による新規顧客開拓事業

2379 愛媛県 土岐モータース セルフ洗車サービスの導入による3密回避事業

2380 高知県 ラブアンドピース 新しい生活様式に対応美容室の遠赤外線促進器導入新サービス事業

2381 高知県 菓子工房コンセルト 販売力と利益率の向上を目指した商品構成の立て直し計画

2382 高知県 浜口酒店・Ruecafe コロナ禍をきっかけとした柔軟な飲食店営業スタイルの確立

2383 高知県 八百屋 小笠原 カット野菜売上拡大の為の加工場改修・設備導入

2384 高知県 合同会社 歩 5490003001256 自社ブランドの確立と外国人実習生との共同企画による販路開拓

2385 高知県 大阪なにわ道頓堀たこやき日高店 デリバリー対応と顧客への快適空間提供事業

2386 高知県 峰輝グリーン薬局 おでかけファーミーによるオンライン服薬指導とテレワークの実現

2387 高知県 株式会社 ケイズ 8490001007112 生徒募集を目的とした折込広告の実施

2388 高知県 そら農園 無人直売所の開設による直接販売開始

2389 高知県 青果やまもと 名産青果のEC販売導入による販路開拓

2390 高知県 あすなろ鍼灸接骨院 EMS機器による非対面での体幹トレーニング及び看板での広告

2391 高知県 株式会社 小松啓作商会 5490001006827 釣り針加熱炉の導入による生産体制の強化及び新規販路開拓事業

2392 高知県 聖建築研究所 ＨＰ改善とプラットフォーム活用によるウィズコロナ時代への対応

2393 高知県 こまつや ごぼう製品のEC販売導入による販路開拓

2394 高知県 沖本モーターサービス 新たなサービス事業の立ち上げによる販売拡大

2395 高知県 株式会社 オフィスニシムラ 6490001008129 ギフト通販商品へのWEB名入れシミュレーションシステムの開発

2396 高知県 株式会社 堀 9490001003688 非対面型ホームページの構築による販売促進

2397 高知県 苺氷り本舗株式会社 4490001005235 美味しいご当地氷を食べて、自宅でお祭り気分を味わおう！

2398 高知県 A・M・P hair 仕上がり感はコロナ前と同じ！時短美容サービスによる販路開拓

2399 高知県 栄楽 店舗設備に感染症対策を実施し、顧客へ安心・安全をＰＲする。

2400 高知県 どぶろく工房香南 新商品の１号瓶どぶろくを製造し、新たな販路へ販売する。

2401 高知県 横矢食品・Art Wave 従来のサービスを活用した継続性の高い事業展開計画

2402 高知県 永渕食堂Shanti 販路拡大のための設備導入と感染防止対策による売上確保

2403 高知県 株式会社ハッピーラフト 8490001007624 インバウンド獲得計画

2404 高知県 尾﨑建設有限会社 7490002009422 積算システムの導入によるテレワークの実施及び受注増加事業

2405 福岡県 株式会社ディレクション・ライブ 4290001069291 肉のネット通信事業と既存のコンサルクライアントへの食材提供
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2406 福岡県 里沙の店 ECサイト構築による非対面型ビジネスの強化と新規顧客開拓事業

2407 福岡県 魚処かいせい 地元水産物を活用した新商品開発と卸販売による売り上げ拡大

2408 福岡県 株式会社グーニーズワン 8290001079618 ECサイト構築による自社ホームページからのネット販売

2409 福岡県 ヘア−スタジオしょうわ 高齢者目線の店づくりによる顧客生涯価値を高める事業

2410 福岡県 有限会社 丸巧水産 4290802021970 キヌ貝の販路開拓を図るための一般消費者向け商品の開発と周知

2411 福岡県 美健料理屋禅 焼き肉用鹿肉の販売による新たな販路の開拓

2412 福岡県 株式会社ジーワン・トレード 8290801016869 インターネット販売事業の取り組みによる新たな販路開拓

2413 福岡県 やきとり東洋 ファミリー層のお客様に喜ばれる新メニュー開発

2414 福岡県 株式会社ＳＯＵＬ 1300001008589 九州のソウルフード「井手ちゃんぽん」をキッチンカーにて拡販

2415 福岡県 ニルヴァーナ オンラインエステの構築による販路拡大と売上獲得

2416 福岡県 スタジオ桑野 商品の内製化とネットショップ開設による販路拡大

2417 福岡県 ラックデザイン株式会社 7290001072821 ヒーティングジャケット縫製完全内製化とリモート営業新規開始

2418 福岡県 M・Tトータルカーショップ 展示場開設による月額定額リース車両の開拓について

2419 福岡県 佐藤 洋美 「ヒロミの干物」ブランド化と全国の食卓への販路開拓

2420 福岡県 玉水酒造合資会社 1290003003202 オンラインストアの開設、既存のお客様からの販売拡大

2421 福岡県 Jewel Nail salon 脱毛器導入による、気軽に行う脱毛と介護脱毛サービス

2422 福岡県 株式会社イーストロング 4290001037496 テイクアウト事業強化と密を避ける為の店内改装による売上向上

2423 福岡県 株式会社セイコー・トータル・ホーム 4290801014810 ＶＲを活用した非接触型の営業への移行

2424 福岡県 ブループラネット英会話スクール 軽バンでデリバリー＆イベント出店

2425 福岡県 株式会社ＨＯＰＥ’Ｓ 1290001074187 自社サイト作成による非対面での商品販売及び顧客対応

2426 福岡県 日和乃家 ネット販売構築による非対面ビジネス導入で販路開拓

2427 福岡県 森のおはな 地元一般個人客獲得に向けた店内改装による販路開拓事業

2428 福岡県 寿司本家げんもん バリアフリーに対応した店舗改装による少人数顧客の獲得

2429 福岡県 NISHIKIMATI PHOTO STUDIO 自宅撮影スタジオを新設し非対面型営業と訪問撮影で写真事業展開

2430 福岡県 琉球料理 安 新商品の開発とネット販売による販路拡大事業

2431 福岡県 桃香 デリバリーサービス強化による業態変更と新規顧客開拓

2432 福岡県 美容室VOGUE 3密を避け、安心を提供する新しいVOGUE

2433 福岡県 旬鮮処 まこと家 客室の個室化（非対面化）による少人数利用者等への販路拡大

2434 福岡県 レストラン サンシャイン ハイグレードなテイクアウト商品開発への取組

2435 福岡県 株式会社ステッカートレーダージャパン 1290001040809 動画によるカーラッピングサービスPRで販路開拓

2436 福岡県 Spice オンラインレッスンと動画コンテンツ販売による販路拡大

2437 福岡県 株式会社フルサポート 8290001042699 空き家のご実家を再生し有効活用する「ふるさと安心サポート」

2438 福岡県 らーめん 六⾧屋 コロナ対策の一環として、３密を避ける２階改装による集客

2439 福岡県 情熱的中華厨房 味都 ネット通販導入による小売販売事業の拡充

2440 福岡県 Pure green heart 業界初の新方式 非接触型エステティックサービスの導入

2441 福岡県 革研究所 福岡店 全国のお客様と非対面で接客可能なオンラインシステムの提供

2442 福岡県 シオンフードサービス有限会社 5290002054671 創作料理店の仕出し宅配・テイクアウト強化事業！
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2443 福岡県 合同会社simclear 8290003008839 自社ブランド製品の開発とクラウドファンディングによる販路開拓

2444 福岡県 Happy gym オンラインレッスンで新しい生活様式に対応し売上拡大を図る

2445 福岡県 Golf&Bar Rosa Brillante 佐賀県産牛肉の丼料理開発とECサイト導入による新規顧客獲得

2446 福岡県 株式会社イベロジャパン 2900010374754 字幕付き動画による全世界営業と国内での販路開拓事業

2447 福岡県 ＭＡＣＡＲＯＮＩ 糸島産あまおうの新スイーツ開発と非対面売り上げの構築

2448 福岡県 ケーキとパンのお店ちびちび 麹製造オンライン講座サービスの新規開始とその販売促進

2449 福岡県 SRK商事株式会社 6290001057872 ＨＰ・ＥＣサイトを活用した、海外販売網構築並びに販路開拓

2450 福岡県 福盛醤油醸造元 「福盛ネットスタイル」によるフレンドリーな販売と御用聞き開始

2451 福岡県 三洋軒よかろ ﾃｲｸｱｳﾄ商品の販売促進による店舗改装

2452 福岡県 株式会社チャレンジアンドスマイル 7290001082044 カーシェアシステムを活用した非対面の無人レンタカー運営

2453 福岡県 百武総建 塗装の相談窓口を設置して地域の住宅寿命の最大化に貢献する

2454 福岡県 そば茶寮 桃乃香 そば粉を使った新感覚スイーツでコロナ禍でも売れる新規販路開拓

2455 福岡県 原口鉄工所 TIG溶接製品へ取り組み受注先と受注製品分散させる

2456 福岡県 贈り物家具 みはたや 関東へ進出！バイヤー向け展示会への参加による新規顧客獲得

2457 福岡県 ヘアメイクハウス ハーベスト ECサイト構築によるオリジナルシャンプーの販路拡大

2458 福岡県 株式会社 白石商業 3290801024414 精米工程の内製化と受託精米事業の立ち上げ

2459 福岡県 有限会社 高倉食品 5290002044276 九州手作り田舎こんにゃく販路拡大のためのWEBサイト改良

2460 福岡県 株式会社 セブンミート食品 8290001067283 新商品の開発と通販事業拡大への取組

2461 福岡県 有限会社 畠中育雛場 8290002044447 DM配信による非対面による来店誘致と新商品ＰＲの取組

2462 福岡県 ハナオコーヒー ケーキとコーヒーのテイクアウト強化事業

2463 福岡県 （有）ヤマト工芸 4290802016979 感染症予防対策アクリルパーティション付き別注家具の販路開拓

2464 福岡県 Hair make Choki Choki 心と身体を癒す「大人のメンテナンスlabo」の事業展開

2465 福岡県 蛭子屋合名会社 7290003002413 ワクワク！味噌づくりワークショップ商品の通信販売事業開始

2466 福岡県 熊添農機サービス 運搬機導入による作業のスピードUPと施工現場での新規顧客獲得

2467 福岡県 株式会社 近藤 2290001087023 非対面型ビジネスを構築し、新規顧客及び客単価の増加を図る

2468 福岡県 桑野自動車 ラミネーター導入による自社でのステッカー作製に伴う販路拡大

2469 福岡県 有限会社祥賢物産 4290802016871 ビーツを使用した甘味料生産体制の構築

2470 福岡県 有限会社つづみの里 6290002044176 ３６５日色の地産地消弁当のデリバリー

2471 福岡県 株式会社 tomato create 3290001080729 スーパーマーケット等で当店商品を販売する為の真空包装機の導入

2472 福岡県 BMS古賀 自社ブランド内製化による生産強化と自社ＥＣサイトでの販路開拓

2473 福岡県 ケーキのメルシィ 洋菓子店が展開するパンの製造販売による販路開拓

2474 福岡県 CANDY テイクアウト（ドライブスルー）の導入と各種取り組みの市場浸透

2475 福岡県 カレー＆カフェ ココペリ ネット販売及び直売所販売の強化に伴う量産計画

2476 福岡県 元の氣 石飛 オンラインを活用した施術開始による販路開拓

2477 福岡県 株式会社 マイキ 4290001059879 非対面による完全個室化サービスの取組

2478 福岡県 有限会社 糸島手造りハム 4290002032620 OEM生産の拡大で食品業界の新たな需要に対応し販路拡大を行う

2479 福岡県 田原電設 設備導入とチラシ配布により新たな販路にアプローチを行う
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2480 福岡県 オートファクトリーマツモト ホイールバランサー導入による事業継続への取り組み

2481 福岡県 株式会社フロンティア・アドバンス 2290001035064 食材ロスをＷＥＢで繋げるBtoBビジネス事業

2482 福岡県 海＜KAI＞ 新鮮な玄界灘産魚介類を中心とした創作料理のテイクアウト事業

2483 福岡県 古民家レストラン 食工房 神楽 自社ブランド商品の開発及びECサイト構築による新規顧客獲得

2484 福岡県 株式会社FRank 3290001086131 オンライン内見サービス等の展開による非対面ビジネスモデル構築

2485 福岡県 合同会社天照グループ 5290003009658 当店の味をご家庭で！テイクアウトの拡充と非接触型店舗への取組

2486 福岡県 有限会社カノオ醤油味噌醸造元 9290002032665 ＥＣサイトを利用した非対面型直接販売での販路開拓事業

2487 福岡県 カルチャースタジオ スイッチ ヨガからセルフエステへの事業シフトによるコロナ禍への対応

2488 福岡県 株式会社 保利建設社 3290001033117 お客様獲得に向けて新たな媒体へのチャレンジ

2489 福岡県 ＵＳソーイング 高速電子ミシン導入による防護服加工売上増加の取組

2490 福岡県 株式会社タツナリース 8290001076672 足場工事に付随する非常用発電機点検事業の展開による販路開拓

2491 福岡県 CORONハンドメイドショップ&カフェ テイクアウト及びコロナ対策による飲食の提供

2492 福岡県 有限会社スポーツ館 6290002033749 クラブチーム・学校向け会員制ECサイト構築による販路開拓

2493 福岡県 菊美人酒造株式会社 4290001052776 ネットショップの強化と新商品投入による家飲み市場の開拓

2494 福岡県 Handmade in Fukuoka ネットからの売上拡大とBtoB事業拡大への基盤整備

2495 福岡県 ALARGE 三密を避けた自動シャンプー機器導入による新規顧客獲得

2496 福岡県 城井ふる里村有限会社 1290802023565 ホームページ作成及びEC機能導入による販路拡大と売上の向上

2497 福岡県 有限会社まいんど 6290002033170 キャッシュレス決済導入及び広告・宣伝による新規顧客獲得

2498 福岡県 株式会社エースワークス 4290001084571 非対面型によるオンライン集客及び作業効率化による販路開拓

2499 福岡県 GELABO オリジナルカップアイスの開発とネット販売による販路拡大

2500 福岡県 ビストロでんでんむし コロナ時代の消費形態の変化を逆手に本格的なテイクアウト開業

2501 福岡県 西山陽一博多人形工房 博多人形工房のブランド力向上とオンライン販売の導入で販路拡大

2502 福岡県 カフェレストラン人と木 自家焙煎珈琲の導入でテイクアウト商品を充実！売上増加計画

2503 福岡県 アートオブヘアー 非対面型新メニュー提供による接触時間の削減と混雑の回避

2504 福岡県 Sun Laurel 合同会社 5290003006093 非対面型新サービス「おくって修理」「電話１本在宅修理」の導入

2505 福岡県 トランポリンHouse am.ex 非対面型「トランポリンエクササイズ」オンライン講座の提供

2506 福岡県 有限会社むさしや 3290002040293 大吟醸酒で仕込む「大吟唐揚げ」の開発とテイクアウト販売の開始

2507 福岡県 ととや 石釜の名水を使用したおもちかえり海鮮丼と石釜店の新規開店

2508 福岡県 株式会社木村ファーム 7290001061519 ネット通販用使用済蹄鉄の商品化とふれあい乗馬の安全・安心強化

2509 福岡県 株式会社 渡辺農産 2290001042853 生麹（生麹、黒麹、はと麦麹等）の開発及び新規販路拡大事業

2510 福岡県 あしたばくらぶ（プチボヌール） 若者に人気のフルーツサンドテイクアウト事業による売り上げ回復

2511 福岡県 合同会社ＥＨカンパニー 7290003009565 ネット予約及び通販システムの構築と季節メニュー周知チラシ配布

2512 福岡県 株式会社コネクト 9290001061814 刺繍機導入による小ロットからの帽子刺繍サービスで販路拡大

2513 福岡県 株式会社 彩月 1290001056557 オンラインによるトータルフットケアサービス事業の展開

2514 福岡県 株式会社 富田商店 5290001044120 朝倉・筑後川流域にて醸された酒を物語と共に全国へネット販売

2515 福岡県 うどん屋翔 自動券売機導入による安心安全の店づくりでコロナに喝！克！勝！

2516 福岡県 株式会社マツカワ世界堂 6290001044243 学びを止めるな！オンラインレッスンの開始独自ECサイト展開
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2517 福岡県 KEIKIー経氣ー スクール事業のオンライン化による販路開拓

2518 福岡県 株式会社AMBITIOUS 8290001039654 リアルタイム非対面双方向型オンライン授業システムの構築

2519 福岡県 ７YOGA ネット活用による『ヨガ、ダンス』のオンラインサービス開始

2520 福岡県 美しが丘そろばん教室 学びを止めない「オンラインそろばん」デジタルとアナログの融合

2521 福岡県 株式会社飛梅商店 8290001079469 森林マイナスイオンを利用した開放的な空間での施術

2522 福岡県 原口商店 来店型から通販型への本格移行による売上高確保策の実施

2523 福岡県 籔電設 HPを活用した「町の電気屋さん」PRによる新規顧客の獲得

2524 福岡県 博多餃子笑井 巣ごもり消費に対応したキッチンカーによる新規顧客の獲得

2525 福岡県 高木茶園 コロナ禍における対面販売から本格的オンライン販売への業態転換

2526 福岡県 仁田原花園 自分で育てるユリで幸せ時間＆コロナに負けない気持を手に入れる

2527 福岡県 風の道 自動販売機による小売りの売上高アップ

2528 福岡県 有限会社 佐藤工業所 6290002039201 非対面営業による新規顧客拡大と車中泊キットの開発とネット販売

2529 福岡県 JAM TACOS 【新たなテイクアウト販売の拡大とＥＣ販売による販路開拓】

2530 佐賀県 北村養蜂園 ラベル刷新による訴求力向上とＷＥＢ＆ＥＣ新設による販路開拓

2531 佐賀県 九州ライフネット株式会社 2300001004488 非対面型による顧客満足度を向上させるオンライン支援の導入

2532 佐賀県 一光合同会社 9300003001056 動画指導を取り入れたストレッチサービスによる販路拡大

2533 佐賀県 有浦米穀店 飲食店向けの販路回復のための小型精米機導入

2534 佐賀県 翔建工業 オンライン講習配信サービスによる建設従事者のスキルアップ支援

2535 佐賀県 オフィスきゃぶ 目指せ世界一！国内外自社EC&システム構築の新既販路開拓強化

2536 佐賀県 よしとみ整骨院 非対面型で実現する整体&ファスティング新女性専用サロンの開設

2537 佐賀県 有限会社 辻与製陶所 3300002006251 ECサイト再構築による新たな販路拡大と肥前吉田焼の知名度向上

2538 佐賀県 AYHカウンセリングルーム 「非対面型でも対面型カウンセリングと同じ効果を得られる」

2539 佐賀県 ソラパン コロナ禍でも来店しやすい環境整備による「巣ごもり需要」の獲得

2540 佐賀県 株式会社花一 2300001005255 アナログとオンラインを駆使した個食対応の法事メニュー提供事業

2541 佐賀県 介護タクシーはまたま コロナ禍でも非接触の取組で集客できる地域型介護タクシー事業

2542 佐賀県 体質改善サロン蓮REN レンタル事業の開始、HP作成、チラシ広報で新規顧客獲得計画！

2543 佐賀県 おるごーる デリバリー&テイクアウト事業への参入と安心安全な店舗づくり

2544 佐賀県 ノグチ農園 新鮮なレンコンをお取り寄せ！ネット通販参入で新規顧客獲得

2545 佐賀県 カーレストレーションモリ 色調作業のIT化によるオリジナルアクセサリーの開発とEC進出

2546 佐賀県 和醸良酒 とりごえ 「非接触テイクアウト推進と３密回避店内環境整備事業」

2547 佐賀県 友田商店 集中監視システムを活用した新たな非対面型サービスの提供

2548 佐賀県 千生 ひょう太 認知度向上と販路開拓に向けたHP・ECサイト構築とパンフ制作

2549 佐賀県 有限会社アリギス 1300002004959 仕出し屋が取り組むネット販売への進出とテイクアウト事業の強化

2550 佐賀県 ulla 高齢者ヘアカラー充実のための非接触型シャンプーサービス提供

2551 佐賀県 やきとり一竜 Withコロナ時代を生き抜くための新商品開発と販売強化事業

2552 佐賀県 有限会社オールフーズ 3300002004981 コロナ対策としての新製品開発・新販売方式導入のための設備導入

2553 佐賀県 株式会社 堀田工務店 9300001008540 コロナ順応型 ネット集客とVR営業による新規顧客獲得事業


