
主たる事業（大分類） 事業類型（枠） 事業計画名 事業計画

情報通信業 緊急事態宣言特別枠 旭川ラーメン等支援ＥＣ販売システム構築「お店の
味をそのまま食卓へ」

コロナ禍やデジタル化の影響により、当社の新分野への進出が急務。
そこで当社代表が関わりのある北海道が誇る「ラーメン」の支援を兼ね
た新事業（ＥＣサイト運営）に着手し、首都圏を中心に北海道の「食」の
拡販につなげます。

不動産業，物品賃貸業 緊急事態宣言特別枠 ウイズコロナ時代に対応するセルフエステサロンの
開設とＥＣサイトの構築

課題は不動産業界の落ち込みによる経営の持続化への不安であり、そ
れを解決するためセルフエステサロンを開設、美容器具販売のＥＣサイ
トを構築し、事業導入による地域振興と経営の多角化を目的とする。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 ＩＴで世界とつなぐ第二世代札幌場外市場の構築
楽天、ヤフー、アマゾンと自社ＥＣサイトを連携し、自社ＥＣサイトでは、”

ＡＩ＆人”のチャット・リアルタイム動画でオンライン接客を行い市場を体
験しながら北海道の特産物を購入できるサービスを提供致します。

不動産業，物品賃貸業 緊急事態宣言特別枠 既存店舗ブランドを活用した宮城県特産品のテイク
アウト・デリバリー・通信販売戦略

飲食事業において現状展開している店舗型の営業を閉店・縮小し、テイ
クアウト・デリバリーの店舗を新設、また既存店舗にＥＣサイトを活用し
た通信事業販売の製造室を設け、天候や災害に強い飲食事業に再構
築する。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 オフィス向け食品小売業者から、海外物販輸入・販
売業者への大転換

世界最大のショッピングサイトＡｍａｚｏｎで商品の販売を行います。  最
先端技術のＮＡＳシステムの導入をして常時２１万商品出品が可能で
す。  急成長しているＥＣ事業に目を向けて売上Ｖ字回復を致します。

生活関連サービス業，娯楽
業 緊急事態宣言特別枠 プロスポーツチームを媒介としたオンラインでの地

産商品・サービスの企画・販売事業

当社は運営受託事業者からの事業譲渡により、スポーツチームの運営
事業全般を展開しており従来の事業モデルを再構築すべくプロチーム
の資産（選手など）のＰＲ活用、地産商品やサービスを紹介するＥＣサイ
トの構築・販売事業の立ち上げを行う。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 移動販売、惣菜販売、ＥＣサイト強化による販路拡
大と事業生産性の向上

既存店の強み（薪窯で焼く本格ピッツァ）を生かした移動販売と惣菜販
売、ＥＣサイト強化によるネット販売を行い、店内販売に拘らない新たな
営業体制を築き、安定した収益を得るために本事業（移動販売車の製
作・惣菜許可の店舗改装・ＥＣサイト強化）を行う。

製造業 緊急事態宣言特別枠 アフターコロナ、ニューノーマルに最適化した直販
事業への業態転換

コロナ禍における既存事業（Ｂ　ｔｏ　Ｂ、Ｂ　ｔｏ　Ｂ　ｔｏ　Ｃ）への壊滅的な
影響を受け、東京・山形の自社拠点を中心とした製品の直販体制の確
立、新設するウェブサイトによる同拠点への集客促進によって、Ｂ　ｔｏ　
Ｃ　事業へと業態転換する。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 郡山発！ＥＣ事業参入により「和・郡山すが波」の味
を全国にお届け！

中間流通を介さない産地直接仕入ルートと、当社の高い調理加工技術
を活かし、コロナ禍で減少した既存外食事業の売上高補填と新規顧客
開拓のため、ウェブマーケティング技術を活用しＥＣサイトでの加工品販
売を行う。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 鮮魚仲卸業を活かした中食テイクアウト・ＥＣ販売事
業

当社の強みである“豊富な生鮮マグロの取扱い”を活かし、新たにテイク
アウト及びＥＣサイトによる販売事業を開始することで、ウィズコロナ・ア
フターコロナに対応した事業展開をする。これにより売上・利益を確保
し、更には本業である鮮魚仲卸業での生鮮マグロのブランド力を向上さ
せ相乗効果を実現することが目的である。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 店内飲食店から冷凍カレーのネット販売と持ち帰り
・配達飲食サービス業への業態転換事業

現在のコロナウイルスの影響により、店内売上が大きく減少しているこ
とが大きな課題です。その解決策として新たな販売方法として現在店内
飲食で提供しているカレーを、冷凍設備・オンラインサイト・店内飲食の
縮小・持帰り窓口の設置により業態転換を行い、売上を確保し課題を解
決します。令和現在２０２１年２月４１．６パーセント（２０２０年２月比）減
少している売上高・利益を確保し、継続して成長していくことが効果で
す。



製造業 緊急事態宣言特別枠 「Ｄ　ｔｏ　Ｃ」に向けた販路開拓のための、超小ロット
生産方式の確立

特定の個人客をターゲットに絞り、ＥＣサイトにて価値のあるオリジナル
商品を全国規模で販売する。新たな生産方式を導入することで、超小
ロット注文にも対応した販売体制を確立し、新しい生活様式に適応した
会社を目指す。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 ＰＦＣバランスを考慮した筋力アップの為の冷凍弁
当のネット販売事業

フィットネスジムとの協力によるＰＦＣバランスとカロリーコントロールによ
る筋力アップ、ダイエットのための冷凍弁当の開発。またその栄養管理
された冷凍弁当をネット販売する為のＥＣサイトの開設。

情報通信業 緊急事態宣言特別枠 ＡＩ機能搭載テレワーク用通信機器専用のＥＣサイト
システム構築による新たなる働き方改革推進事業

本事業では、自宅でも快適なオフィス環境や最適な通信環境を提供す
るための「ＡＩ機能搭載テレワーク用通信機器専用のＥＣサイトシステム」
を構築する、そして、中小企業のテレワークによる労働環境の質を高
め、業務効率化と生産性向上へ導くことを実現する。

生活関連サービス業，娯楽
業 緊急事態宣言特別枠 ヘアーサロンとセルフホワイトニングで狙う売上の

相乗効果！

既存事業である美容室と新規事業である歯のセルフホワイトニングを組
み合わせて、売上高の増加を目指し、新規事業の周知をするため、新
たなＷＥＢサイトを構築し、チラシの作成配布と併せて集客につなげま
す。

製造業 緊急事態宣言特別枠 中小企業の強みを結集した新商品「フィニッシング
オイル」の事業化

中小企業３社合同で企画開発した「フィニッシングオイル」を商品化し
て、インターネット通販で販売開始する。この実現に向けて、当社の第２
プラントに量産用の食品製造設備を設置し、ＥＣサイトおよびＬＩＮＥ集客
システムを開発する。

不動産業，物品賃貸業 緊急事態宣言特別枠 シニア層が主役になる動画メディア事業（動画配信
スタジオ開設）

高齢者を顧客として、動画共有サイトに投稿する動画スタジオを開設す
る。  要望に沿ってスタジオを貸すだけでなく、当社スタッフがサポートす

ることにより動画制作から  出演者のメイクまで対応できる点が特徴。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 天下星風オリジナルレシピを用いたレトルト食品の
実演販売事業

レトルト食品を世界で一つの天下星アレンジレシピを用い、テレビショッ
ピングのような実演調理をＥＣサイト上で行うことで、レトルト食品の新し
い楽しみ方を配信し、レトルト食品の新しい価値を生みだすＥＣ販売事
業

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 ラーメン店から事業再構築。惣菜製造業への業種
転換。

新型コロナウイルスによる緊急事態宣言等の外部環境により、飲食事
業の夕方以降の業績悪化。  業績悪い飲食店の夕方以降の営業を製
造業務へ。ＥＣサイトによる販売チャネルを確立し生産性と販売機会獲
得の向上を図る。  

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 和太鼓関連の新商品開発販売計画

和太鼓の新事業として、和太鼓に関する楽器、並びに、演奏に必要な
パーツやアクセサリー等のグッズと開発と製作を自社で行い、ＥＣサイト
や講習会、公演会場で販売することで、コロナ禍の影響を多大に受けず
に収入を上げることが可能になる。

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 東京の広告デザイン業から、ローカル（千葉県いす

み市）をブランド化する製造小売業に。

地方（千葉県いすみ市）の特産品や商品をブランド化し付加価値をつけ
て販売する「製造小売業」に業種転換します。    事務所のある１０００平
米の土地に「体験店舗」を建設し、全国へ発信できる新商品づくりと「体
験型」販売事業（店舗・ＥＣサイト）で、地域を盛り上げていきます。

サービス業（他に分類されな
いもの） 緊急事態宣言特別枠 子育て女性を主対象としたオンラインショッピングサ

イトの開設

既存事業のリアルイベント「ママハピＥＸＰＯ」（子育て支援イベント）の出
展者や来場ママを中心に、ＷＥＢ上で全国のお客様に向けて商品サー
ビスを販売できるショッピングサイトを開設する。  リアルとオンラインで
それぞれ事業補完できる安定基盤の構築を図る。

建設業 緊急事態宣言特別枠 ＣＮＣルーターを使用したオリジナル家具・食器小物
の製造、販売

新たに食器、オブジェ、家具等の製造販売を開始する。  精密な動作を
可能とする機械を導入し、職人が手彫りで何日間もかけて製作するよう
な商品を低コストで製造し、オンラインサイトを開設して販売する。



サービス業（他に分類されな
いもの） 緊急事態宣言特別枠 音楽スキルに特化した音楽スキル販売サイトの立

ち上げによる事業再構築

当社は対面でのサービス提供を行っており、コロナ禍の影響で売上減
少を余儀なくされている。今後、非対面で提供できる事業として音楽ス
キル販売サイトを立ち上げる。本事業でコロナ禍の影響を乗り越え、地
域経済への波及効果も期待できる。

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 災害対策アニメーション専用ＥＣサイトシステム構築

によるアニメ教育事業の推進

本事業は、訪日外国人のさらなる安全・安心の強化を図るため、災害発
生時に訪日外国人が円滑に避難できるよう、災害対策アニメーション専
用ＥＣサイトシステムを構築する。そして、災害対策アニメーションをオン
ライン配信することによって、インバウンド需要の拡大だけでなく、アニメ
を活用した教育事業のブランディングを高めて、地方創生と地域経済活
性化に貢献する。

医療，福祉 緊急事態宣言特別枠 デジタル技術を活用した最先端の鍼灸治療と鍼灸
専用のオンライン教育事業

本事業は、対人接触を減じるデジタル技術を活用した「オトトロン」を導
入して、ポストコロナに対応した最先端の鍼灸治療を行う。さらに、鍼灸
専用ＥＣサイトシステムを構築して、最先端の鍼灸治療に係るオンライ
ン教育コンテンツを配信し、ＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）を確
立する。

生活関連サービス業，娯楽
業 緊急事態宣言特別枠 桑田真似の宅建試験対策コーチング企画

専門知識０から３ヶ月の独学で宅地建物取引士試験に一発合格した経
験と知識を活用し、今後も受験者増加が見込まれる宅建士試験の対策
用の会員制ウェブサイトと動画、サポートシステムを構築し、受験者支
援を行います。

サービス業（他に分類されな
いもの） 緊急事態宣言特別枠 塾・家庭教師探し　オファー型サイトの立ち上げ

小中高生とその保護者がぴったりの塾・家庭教師サービスと出会えるた
め、様々なオンライン・オフライン様々な塾・家庭教師サービスから提案
をもらい選べる形のマッチングサイトを立ち上げます。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 オンライン接客機能を伴うＥＣサイト開設事業

外出自粛による実店舗への来店頻度減少に伴い１店舗を縮小する一
方、オンライン上でショッピングを楽しんで頂ける手段として接客販売力
の強みを活かしたオンライン接客ツールを備えたＥＣサイトを新規開設
する。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 一般消費者向けＥＣサイトの構築による小売業への
業態転換

既存事業のショールームを撤去すると共に新たにネット販売のためのス
ペースとして事務所を改修し、ＥＣサイトを構築することで新たな商流に
よる小売業への業態転換を実現させる。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 シェフの強みを活かした通販向け新商品開発と動
画販促でＶ字回復！

コロナ禍の影響でレストラン売上が激減した為、女性シェフの強みを活
かした通販向け商品の開発・販売に着手する。新商品開発と撮影用に
キッチン兼スタジオを新設し、ＹｏｕｔｕｂｅとＥＣサイトにより全国への販売
展開を図る。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトと冷凍技術の活用で銀座の味を世界の食
卓へ

銀座の老舗ＢＡＲがコロナ禍の難局に立ち向かう為、名物商品の通販
事業に挑戦。これまで店の名物商品として銀座の大人達に愛されてき
たサンドウィッチを最新の冷凍加工装置とＥＣサイトを駆使して全国にお
届けします。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 動物カフェ専門ＥＣサイトの構築
コロナの影響により、当社を含めて動物カフェ業界は多大なダメージが
あり、収益確保がしずらい課題ができた。その解決策として、動物カフェ
専門のＥＣサイトを構築してＥＣサイト広告業を展開する新事業とする

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 コンサル会社が高品質化粧品ＥＣ販売へ業種転換

で販促ノウハウ実践

新たに高品質の美容液・サプリメントを開発するとともに、ＥＣサイトを構
築し販売する。当社が持つ化粧品のマーケティング・プロモーションのノ
ウハウをフル活用し、コンサルティング業を大きく上回る売上を計画す
る。

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 ３Ｄプリンター試作製造業と自社ブランド生活雑貨

製造ＥＣサイト販売事業

３Ｄプリンター導入によるデザインからワンストップで試作製造業まで行
う事業と自社ブランドを構築し、エコロジカル、サスティナブル性を考慮し
独自性を持った生活雑貨をデザイン、設計から製造まで行いＥＣサイト
での販売事業を展開。



卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 リユース腕時計・新品中古腕時計に特化したショッ
ピングＥＣサイトの構築

既存の事業は卸売りが主でしたが、新たな市場に展開を図る上で、当
社は「国内外のエンドユーザーをターゲット顧客として、自社としてはこ
れまで取り組んでいないリユース腕時計、新品中古腕時計に特化した
ショッピングＥＣサイトを構築して通信販売をする事業」に取り組むことと
します。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 料亭「浅田」によるお弁当を中心とした物販事業へ
の新規展開

新型コロナが料亭業界に与えた影響は大きく、今後の回復の見通しも
立っていない。そこで、テイクアウト市場の拡大を機会と捉え、料亭の伝
統の味をお弁当に詰め、今回構築する当社ＥＣサイト等で販売していく
計画とする。

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 ＤＸ高度デザイン教育と地方中小企業マッチングに

よるエコシステム

当社の豊富な「デザイン」の知見や教育・人的資源を活用し、個人を対
象にＤＸを前提とした高度デザイン人材教育事業の実施と地方・中小企
業を顧客としたデザインコンサルのプラットフォームサイトを構築するこ
とに挑戦する。

製造業 緊急事態宣言特別枠 米農家＆コロナ疲れの人々を救うソンデリスイーツ
の開発・販売

これまで対面で洋菓子販売を行ってきた当社は、新たに米農家やコロ
ナ疲れの人々を救う「米ぬかを使ったスイーツ」を提供することとした。
本事業ではオンライン販売するための急速冷凍機やＥＣサイトの構築等
を行う。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 赤坂のコミュニティバーが提案する、ＳＮＳ映えする
ラッピング＆ルームウェアのＥＣギフト販売事業

赤坂にてコニュニティバーを運営する当社が、コロナ影響により急増し
たおうち時間を快適に過ごすための提案として、ＳＮＳ映えするラッピン
グにもこだわった、気軽に贈れるカジュアルギフトとしてのルームウェア
をＥＣサイトで販売します。

不動産業，物品賃貸業 緊急事態宣言特別枠 日本人所有フィリピン不動産の賃貸管理・ポータル
サイト運営及び内装請負事業

フィリピンの投資不動産を売買することで収益を得ていたが、賃貸事業
に進出することにより、フィリピンにはない質の高い賃貸物件のポータ
ルサイトを構築し、売買仲介収益だけではなく、賃貸仲介、内装、管理
からの収益を見込み、総売上の１０％以上になる計画を策定する。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 ペットロスに対応したペット用手元供養品ＥＣサイト
の開設

開業間もなくから営んできた、記念品グッズのＥＣサイト販売事業のノウ
ハウを生かし、ペットの記念品グッズであるペット用位牌、仏具、再現ぬ
いぐるみ等の手元供養品を専門に販売するＥＣサイトを開設する。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトを活用した卸販売及び、消費者への販売
へ 自社ＥＣサイトを構築し新たに取扱う化粧品の販売へ

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 衣服ロス削減に取り組みサステナブルを目指す越
境ＥＣ事業

越境ＥＣサイトによるネット販売を開始し、顧客にダイレクトに販売してい
きます。また、既に自社製品を購入した顧客より、不要となった衣服を買
い取り販売します。衣服ロスが問題となる世の中で、サステナブルな事
業を展開していきます。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 記念日の食事シーン用ギフトに特化したＷｅｂショッ
プ運営企画

ワイン、専門店の厨房でシェフが作った本格的な料理、花等、食卓に揃
うと嬉しいアイテムをワンストップで揃えられるセット商品をメインとす
る、記念日などの食事シーンを華やかに彩るギフトに特化したＷｅｂ通
販サイトの運営

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 クリエイター応援！作品販売自社ＥＣサイト作成に

よる新事業展開

当事業では自社ＥＣサイトを作成し、一般クリエイターのアート作品等を
販売する。カスタマーはＥＣサイト上に掲載された作品を見て購入し、当
社が印刷した上で送付する。購入された分に対して当社が手数料をい
ただくビジネスモデルである。

生活関連サービス業，娯楽
業 緊急事態宣言特別枠 オリジナル性を生かしたＥＣサイト構築

まだまだ先の見えないコロナ禍において、肌に直接触れるアロマオイル
マッサージでの集客見込みは大変難しく、存続の為には今ここで新たな
取り組みが必要です。新たな事業（新分野展開）ＥＣサイトのシステム構
築を、しオリジナル性を生かした通信販売にて売上獲得を致します。



情報通信業 緊急事態宣言特別枠 食品ロス削減のためのＢｔｏＣサブスクサイトおよび
無人店舗の立上げ計画

ＢｔｏＢビジネスを主たる事業としてきた弊社が、新たにＢｔｏＣの新事業と
して、食品ロス削減をテーマに「食品の詰め合わせをサブスクリプション
サービスで提供する通販サイト」と「生産者や商品を紹介、販売する無
人小売店舗」を立上げる計画です。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 地域型ｅコマース事業の展開
浅草地域の地域資源や地域振興に特化した商品や食品、体験サービ
スチケット、宿泊等の販売と予約を行うｅコマースを実装したポータルサ
イトを展開する。

不動産業，物品賃貸業 緊急事態宣言特別枠 食に関する仕事の特化した安価で利用できる即戦
力マッチングサイト事業

主たる事業である不動産業は継続し飲食店を閉店し、インターネット上
に食に関する仕事に特化したマッチングサイトを立ち上げ、付加価値と
してサイト登録者を対象にした研修サービス、出張シェフサービスを加
え新分野展開を図る。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 新開発の冷凍チーズケーキをＥＣサイトで販売する
飲食店の業態転換

飲食事業の人気メニューを参考に開発した冷凍のチーズケーキを新た
にＥＣサイトでお届けします。冷菓製造に必要な設備、保健所の許可も
整え製造します。お客様の満足を叶える企画力を活かしワクワク楽しめ
る商品です。

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 専門型ポータルサイト構築・運営　事業計画

マンション管理組合の理事を対象とした、マンションを管理していく上で
の悩みを解決できる専門型ポータルサイトを構築し運営する。マンショ
ン管理の基礎知識や設備に関する情報やトラブル事例などを掲載。  

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 支店のＩＴ拠点化と感染症対策商品のＥＣサイト構
築事業

対面営業から脱却しＥＣサイトでの販売を行う。名古屋支店を撤去しＥＣ
サイト上での商品管理を担う部門を新たに設立、４名のＩＴ人材を配置し
ＥＣサイトの運営・管理体制を確立する。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 パーソナライズ化されたお米のＥＣ販売
質問に答えるだけで好みにあったお米を米職人が手作りしてくれるサー
ビス。診断機能付きＥＣサイトを通してオンラインでパーソナライズ化さ
れたお米を購入することができる。

生活関連サービス業，娯楽
業 緊急事態宣言特別枠 外国人生活サポート事業計画

外国人が来日した際に直面するであろう様々な問題を、外国人生活サ
ポート事業を通し解決することにより、外国人労働者が暮らしやすい日
本社会に貢献したいと考えている。サービス内容としては①通訳、役所
・銀行等各種手続きサポート業務②家賃保証事業③外国人誰でも検索
ができるポータルサイトの運営である。  外国人労働者が「日本人と外
国人が充実した関係を築けるような社会を実現」することが本事業の最
終的な目的である。

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 ＶＲリアル体験型サイト事業計画

集客課題と非来店・非接触のユーザーニーズをマッチさせる「ＶＲリアル
体験型サイト」。３６０°店舗閲覧、Ｅコマース、ＳＮＳ連携、動画を含む

ＶＲコンテンツ×ＷＥＢ制作を新事業の軸とし、マーケティングに基づく撮
影～コンテンツ制作納品まで提供する。

サービス業（他に分類されな
いもの） 緊急事態宣言特別枠 ＤＪ演奏のライブ配信と連動したライブコマースによ

る地方の物産販売事業

当社は、日本各地の絶景スポットにおいて、ＤＪが演奏する模様をライ
ブ配信する事業を展開している。本事業では、その前後に周辺地域の
逸品を紹介し、ＥＣサイトでの販売を促進するライブコマース事業を新た
に展開する。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 豊洲市場のお魚を最新の急速冷凍機で鮮度そのま
まにお届け！

調理した魚を最新鋭の冷凍技術の導入により鮮度そのままにＥＣサイト
で一般消費者に提供・独自ルートでＦＣ店舗に販売。消費期限延長で
フードロス削減に寄与する。コロナ禍で影響を受けた飲食店へＯＥＭし、
雇用確保に貢献。



宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ時代に対応する洋菓子店の販路拡大
戦略

洋菓子店が店頭販売及びイートインスペースを縮小し、ＥＣサイトでの
販売と自社デリバリーサービスを新しい販路して利用していく。人気のノ
ベルティクッキーの製作をオートメーション化しＥＣのメイン商材に、長時
間の経過しても美味しく食べれる新製品の開発をスチームオーブンを軸
に行う。

生活関連サービス業，娯楽
業 緊急事態宣言特別枠 老舗アイビューティーサロンが開発したまつ毛美容

液を販売するＥＣサイトの構築

現在アイゾーン専門サロンを運営している。本計画では、自社開発した
「まつ毛美容液」をネット販売するために新しくＷＥＢサイトを構築する。
弊社サロン未利用者へ購入してもらう為、大々的にプロモーションをう
つ。

サービス業（他に分類されな
いもの） 緊急事態宣言特別枠 「うつ病向けサプリメントのクリニック＆ＥＣ販売」

セイントジョーンズワートを主な原材料としたうつ病向けのサプリメント製
造＆販売。販売チャネルはクリニックでの直販と自社運営ＥＣサイトを使
用。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 真空パックした鰻の独自商品を自社ＥＣサイトを構
築して販売する

近隣商圏以外の消費者をターゲットとして、自社ＥＣサイトを構築し、こ
れまで店舗で提供してきたうなぎの独自商品を真空パックでお届けする
という、ネット販売事業を行う

サービス業（他に分類されな
いもの） 緊急事態宣言特別枠 新橋駅徒歩１分の好立地を活かしたＥＣ連動型の

シェアショールーム事業

現状のコワーキングスペース・貸オフィスを転換し、新橋駅徒歩１分とい
う好立地を活かし、オンライン商談では不可能な、製品や商品やサービ
スを体験できるシェア型の常設展示会場を構築する。また、常設展示会
場とＥＣサイトと連動させ受注を仲介する。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト構築によるきもの小物、出張着付サービ
ス、メンテナンス事業の販路拡大

コロナ禍における特売会、産地訪問販売会などのリアルイベントの開催
中止、着付け教室の生徒減少に対応するために、ＥＣサイトを構築し
て、きもの小物の販売拡大、出張着付けサービス顧客の拡大、メンテナ
ンス事業の販路拡大を図る

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 地域の美味しいもの、安心・安全にこだわった食品

関連のＥＣサイト展開

食品関連のＥＣサイト立ち上げにより、新たな収益減を創出する  当サイ

トで取扱う商品は全国の生産者様のこだわりぬいた逸品で構成  新分
野への事業展開により、コロナ禍にも負けない強い経営基盤の構築を
目指す

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 多様な働き方を応援する「おやきと和ハーブ」の販

売事業

障害者雇用を中心としたテイクアウトカフェを開業。既存デザイン事業の
ノウハウを活かし、ＥＣサイトでの販売を合わせて行う。実店舗を経営す
ることで会社のショールーム的な役割を担い、デザイン業の新たな受注
へと繋げる。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 食品ロスで飲食店がペット食品製造を兼業するサ
ステナブルビジネス構築

コロナ禍により、既存事業の売上が激減。外食市場の減少を懸念し、テ
イクアウトやＥＣサイトだけでなくジビエ専門店の強みを活かして、ペット
の健康食品ニーズが高まる市場に参入し、新たな顧客と売上の確保を
目指す

情報通信業 緊急事態宣言特別枠 住宅リフォーム事業者向けオンラインＷｅｂサイト構
築サービス

コロナの影響で対面営業が難しくなり住宅リフォーム事業者は非対面で
のＷｅｂ集客が求められるが、業界全体でＤＸ化がなかなか進んでいな
い。その課題を解決するために誰でも簡単にＷｅｂサイトを構築できるオ
ンラインサービスの提供により業界のＤＸ化を促進する。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 フードロスをなくすアイスクリーム製造とＥＣサイト販
売

当社の既存飲食店運営により構築した全国の生産者（農家等）とのつ
ながりを活用して無添加のフードロスをなくすアイスクリームを自社製造
し、店舗での販売のほか、今まで活用してこなかったＥＣサイトでの販売
を行っていきます。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 店舗の終活

飲食・物販・サービスなど、あらゆる店舗業の経営者が店舗の店じまい
を検討する際に、閉店（再生・譲渡・売却）計画の立案から遂行までをワ
ンストップで行うサービスを提供する。  ウェブサイトでのサービス完結を
可能とし、日本の店舗業の再編・継承を目指す。



卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 オンラインシステム構築による中古商品の買取促
進と販路開拓

新型コロナウイルス蔓延によるリユース事業の買取量減少、売り上げ
減少を改善するため、オンライン買取査定システムと国内外に向けた販
売ＥＣサイトの構築により、環境保護の普及と事業成長を目指す。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 ＢｔｏＢ　からＢｔｏＣ　ＥＣへ　オリジナルブランド
「ａｕｔｏｍｉｌｌｓ」の自社ＥＣサイトによる販売事業

現在は、繊維製品の卸売（ＯＥＭ）業ですが、コロナ禍において売上が
減少した為、ＯＥＭ事業で培った高い技術力を武器に、当社企画のニッ
ト・カットソー製品を自然・社会環境に良いサステナブルな製造をし、店
舗を持たず自社ＥＣサイトによる直販事業を行います

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 実店舗販売のみの洋菓子店がアプリとＥＣサイトを
構築し新たに会員向け全国ネット販売を開始

食べログ百名店に２０１７年から４年連続で選出されるなど、行列のでき
る洋菓子店だったが、コロナ禍で遠方からの顧客が激減した。会員アプ
リとＥＣサイトを構築し、来店が難しい地方の顧客向けに会員制のネット
販売を行う。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍における店舗主導営業からの脱却
バーチャル体験型ＥＣサイトの構築と非対面営業を可能とする日本初自
然食品冷凍自販機の設置及びアシスト自転車による配達による持続的
な売上アップと雇用促進。    

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 おうちで外食！？ＥＣとリアルのマリアージュが生み
出すコロナに負けない飲食事業！

町田市内で焼肉屋３店舗を展開する当社は新型コロナウイルスによっ
て前年同月比約６５％減の大打撃を受けた。今回は「おうちで外食」を
テーマとした焼肉とワインのテイクアウト店とＥＣサイトの経営を新たに
開始することで、感染症リスクに強い盤石な経営基盤を作り上げたいと
考えている。

不動産業，物品賃貸業 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍に対応する記念日ギフトＥＣ事業及びフォト
ウェディング事業を展開

既存主力事業の売上が、昨年の緊急事態宣言発令時を境にして平常
時より半減している  事態を鑑み、蓄積された事業知識やコネクションを

活かした新分野展開を行います。  売上高のＶ字回復を目指し、人生の
記念日ギフトＥＣサイト事業及びフォトウェディング事業を展開します。

情報通信業 緊急事態宣言特別枠 ライブ配信向けスタジオ事業及び、国内、欧米及中
華圏向けオンライン配信サイトを構築する事業

所有する二子玉川のライブハウスを拠点にライブ公演のオンライン配信
に可能な環境を整備し事業化します。及び収録されたコンテンツを国
内、欧米及び中華圏向けにオンライン配信可能な活動プラットフォーム
として、オンラインサイトを構築しアーティスト側に提供します

製造業 緊急事態宣言特別枠 ｗｅｂサイトを活用したプリントアパレル事業

ＯＥＭ事業者が自社サイトを運営し、受注から納品までの管理を一括し
て行い、製造機能を有する自社工場で高品質低単価なプリントＴシャツ・
小物雑貨を製造、納品する。国内でもトップクラスに性能が高く、きめ細
かな印刷が可能なプリント機を導入し、ニーズに合った製品を市場に送
り出す。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトでの化粧品販売（モノの販売）から、オンラ
インワークショップの開催及びキットの販売へ

ＥＣサイトでの化粧品販売（モノの販売）を行っていたが、海外からの輸
入品でコロナ禍の影響により商品の入荷が不安定になった。そのため、
オンラインワークショップの開催、キットの販売、有料でのセミナーの開
催（コト消費）へと新規分野展開を目指す。

サービス業（他に分類されな
いもの） 緊急事態宣言特別枠 介護業界を劇的に変化させる採用コンサル事業

ＷＥＢに関する知見と人材紹介のノウハウを用い、人材不足の改善を
支援します。  介護業界に特化したＷＥＢサイトの運営も行い競合他社
の分析、求人出稿先の選定、出稿求人内容の添削、面接内容のフィー
ドバック等です。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 一般消費者向けの商品開発と販売を行っていく、
ホームケア事業

弊社はプロ向け美容商材の販売を行っており、今後は自宅でもサロン
同様な体感が得る事ができるホームケア商品の開発を行い、コロナ禍
や生活様式の変容に伴い伸長が期待できる分野（ホームケア）へ新た
に参入する事で、販売の視点も変え店販と合わせてＥＣサイト等も活用
し、新規商品を一般消費者へ販売していきたい。新規商品と合わせて
既存商品の認知度もあげて会社の収益性をたかめていける。



情報通信業 緊急事態宣言特別枠 テレワーク・自宅学習のオンライン姿勢環境評価と
作業・学習空間提案事業

当社の強みである運動科学技術を基盤に、テレワーク個人、児童や学
生の自宅学習向けの教育・テレワーク向け市場に転換し、簡単な操作
で自身の作業や学習中の姿勢や机・椅子等の環境を評価でき、改善の
ために作業・学習空間を提案するアプリおよびＥＣサイトを構築する。提
案アプリとＥＣサイトはゲーミフィケーションと教育的要素を組込み、働き
方改革、オンライン学習を進める法人や通信教育会社にサブスクリプ
ション販売する。

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 いつ・どこでも学べるマナー講座の動画コンテンツ

配信

コロナ禍で、対面式マナー講座をはじめとする、既存事業の採算が悪
化。オンラインをはじめとする、新生活様式への対応の一環として配信
サイトのシステム構築をし、いつ・どこでも学べるマナー講座の動画コン
テンツを配信する。

サービス業（他に分類されな
いもの） 緊急事態宣言特別枠 打上げ花火をやりたいユーザーと花火師が繋がる

マッチングサイトの運営事業

【打上げ花火をもっと身近なエンターテイメントに】を指針に、様々な環境
で打上げ花火をやりたいユーザーの相談窓口を広げる役割を果たしま
す。この事業では個人（ＢｔｏＣ）と企業や自治体（ＢｔｏＢ）の２つ収益性を
用いて計画しておりＷＥＢサイトの使用の簡素化を追求し花火師とユー
ザーのＷＩＮ・ＷＩＮのメリットを引き出し今までにない業種のマッチングサ
イトとして構築していきます。

医療，福祉 緊急事態宣言特別枠 三浦野菜を使った手作りペットフードの製造とＥＣサ
イト経由での販売

所有するソーシャルディスタンスカフェの敷地内に新たにペットフード製
造設備を設置し、地元産の野菜を活用したペット用の特別な食事を店
内で提供し、ＥＣサイトを新規作成、ペット向け焼き菓子の通販を行う。

生活関連サービス業，娯楽
業 緊急事態宣言特別枠 髭を扱うプロの理容師による髭脱毛事業とネット広

告販売促進事業

コロナ禍でオンラインの日常化が進み、ＰＣ画面で自分の顔を見る機会
が増え、髭脱毛に興味を持つニーズが増加。町に根付く理容店で脱毛
サービスを提供するために脱毛機を購入し、新たな専用サイトを制作し
周知を図る

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 デジタル署名を用いた現代陶芸作家作品のＥコ
マースサイトの構築

日本の現代陶芸作家や北欧のヴィンテージ陶芸作品等、非代替性のあ
る陶芸作品のオンライン販売サイトを作ります。これまでのギャラリーの
ような対面委託販売ではなく、買い付けによるオンライン即納型で、デジ
タル署名等等先進性を取り入れたサイト作りに取り組みます。

製造業 緊急事態宣言特別枠 ＤＩＹ向け防音材を販売するＥＣサイトの構築とＷＥＢ
マーケティング体制の構築

テレワークの一般化や在宅時間の長期化により、個人のＤＩＹによる防
音需要の拡大が見込まれる。そこで当社の防音技術を活かした商品開
発を進め、その成果をＥＣサイトで展開、更に戦略的にＷＥＢマーケティ
ングを展開し、誰もが手軽に、本格的な防音材を使えるようにする。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 台湾のソウルフード「麺線」を食品製造専用キッチン
から食卓へ急送！

本補助事業では、当店の主力商品である台湾麺線を中心とした本格台
湾フードを自宅で温めるだけで手軽に食べられる商品の開発・販売の
ための食品製造専用・販売環境の構築を行います。現店舗では食品製
造許可取得ができないため、新たに事業所を設け、独立した厨房の内
装工事・設備投資をします。ＥＣサイト中心に販売するため、自社ＨＰ・イ
ンターネット販売環境整備、インターネットを中心とした広告宣伝等を行
います。

製造業 緊急事態宣言特別枠 ブームを活かしてピンチを脱出　日本刀職人達の起
死回生の一手

販売店の下請けから脱却し、職人集団を結成、刀剣ブームにより日本
刀に興味をもった顧客をメインターゲットにＨＰ、ＥＣサイト、ＳＮＳを駆使
して売上、利益を上げるとともに職人に仕事を回すことで日本の伝統文
化を守る。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 職人が手作りした弁当惣菜を冷凍・チルド加工し、
ＥＣ販売をする事業計画

職人が手作りした弁当・惣菜を冷凍、チルド帯の新商品として製造す
る。新たにＥＣサイトの構築を行い、注文プラットフォームに登録。オンラ
インで受注ができるシステムを導入し、一般消費者向けに販売する。



宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 プライベートジェット専用のケータリング事業、及び
専用ＥＣサイトの立ち上げ

プライベートジェット利用者をターゲットとした高品質なケータリング事
業。  専用のＥＣ受注システムサイトを製作し、高級飲食店とも提携し、

配達飲食サービスを提供  倉庫を改装しケータリング専用の調理室を作
り生産能力を拡充する

教育，学習支援業 緊急事態宣言特別枠 心についての相談、道徳コンテンツの購入ができる
「命の保健室」

教員や学生が心の悩みについて相談できる「命の保健室」をオンライン
にて提供。また、付随してサイト内で道徳の動画コンテンツ（命に関する
講演の動画）の購入やオンライン学習を可能にし、道徳授業をサポー
ト。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 国内外向けＥＣサイトの構築と物流センターの建設

中間業者に依存する不安定かつ間接的な対面販売方式から、自助努
力に基づく非対面の直販方式へ移行する。具他的には、国内外向けの
ＥＣサイトを構築し、物流センターを設置する。これにより、安定的かつ
継続した販売業務を実現できる。

建設業 緊急事態宣言特別枠 黒板と小屋でニューノーマル時代の生活を提案す
る再構築事業

建設工事業を営む弊社が事業再構築により、家で過ごす時間やテレ
ワーク時間をより有意義にするアイテムを全国に向けて販売する。建築
現場の屋根などで使われている板金材にアートデザインを付与。室内
で使う黒板としてＥＣサイトで販売。また、既存事業の経験と人脈の強み
を活かし、デザイン性の高い３坪以下の小屋を製作販売する。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠
自社及び燕三条の飲食店メニューのレトルト化、缶
詰加工により燕三条地域の飲食店の賑わいを取り
戻す

多くの飲食店の売上が激減する中、地域特化型「商品化戦略」を軸に
地域の事業者が一体となって取り組む事業をアピール。飲食店自慢の
メニューをレトルト化し小売店やＥＣサイト販売することで店頭への来客
を促し賑わいを取り戻す。また、将来の展開としてレトルト化された商品
はフードバンク・災害用食への応用も検討

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 旅館から非接触型個室すき焼き店へ

当館の強みである手作る料理の提供力と高岡大仏前の老舗旅館の立
地力、異業種を含めたネットワーク力を生かして非接触型個室すき焼き
にします。コロナ過の中、宿泊・宴会サービスの需要減少の脅威から売
上回復が期待できない中、客室を防音と排気設備を完備した個室にし
ます。専用サイトから予約から決済、入室まで非対面で老舗旅館の風
情に触れながら、地元の越中万葉牛のよるすき焼きを楽しめる環境を
提供します

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 地方の移動販売車と出店場所のマッチングポータ
ルサイト運営事業

地方の移動販売車と出店場所のマッチングや利用をＡＩを搭載する
チャットボットで簡単にできる移動販売車を基軸としたポータルサイト
「ＡＮＴ」（アント）を開発、運営し、利用者を増やしていき、新しい収益体
制を獲得する。

製造業 緊急事態宣言特別枠 能登の里山で輪島塗を満喫する「まるごと輪島塗・
漆体験教室」事業

体験予約サイトに登録を呼び水として、アフターコロナ時代に向け
ＳＤＧｓの意識が高いターゲットに向けた輪島塗の「創る」「使う」「洗う」
「しまう」「傷む」「直す」ローテーションを実体験する教室整備事業。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 イタリアンカフェの映像コンテンツ付き冷凍総菜商
品通販への業態転換

コロナ禍で売上が落ち込んだイタリアンカフェが、店内飲食の料理提供
から家庭で調理する冷凍惣菜を生産、シェフによる映像コンテンツを
セットにしてＥＣサイトで販売する事業への業態転換に挑戦する。

サービス業（他に分類されな
いもの） 緊急事態宣言特別枠 国内・海外向け非対面型オンライン販売によるアニ

バーサリー・日本文化体験ツアー企画運営

国内・海外向けにサイト販売にて自社の強み（衣裳・美容・英語対応人
材）を活用し  アニバーサリー企画と日本文化体験企画を販売していく。

アニバーサリー企画はお祝い記念日に  特化し多様化したセレクトがで

きる会場と契約し（食事・記念撮影・衣裳・お祝い儀式・宿泊）  を組合せ
たプランを企画。販売は既存の狭い市場領域でなく観光や旅の領域で
の販売を行う。



製造業 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢでの提案と顧客の実体験による創注型ビジネ
スモデルへの転換

一般個人向けの新商品の紹介とその利用シーンを想起させる動画を発
信するＷＥＢサイトを新設し、そこから問い合わせのある見込客に対し
モデルハウスの体験サービスを提供。デジタルとリアルの販売プロセス
で新規顧客を獲得する。  

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 無農薬・自家製有機肥料で作った野菜の加工所・
機械設備導入計画

無農薬・自家製有機肥料を使って自社で自然栽培した野菜を加工し、
加工品を自社ＥＣサイトを使って、一般家庭向けに販売する。野菜を加
工するために必要な、食品加工所と機械設備を導入する計画である。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 地産農産物を活用した「贈答用フルーツタルト」の
開発と通販事業

売上構成比の主軸事業である「対面型」飲食店事業が、昨今のコロナ
の影響により売上低迷が続いている。飲食事業で培った地域の生産者
との繋がりを活用し「非接触型の通販サイトでのフルーツタルトの開発・
販売」ができる店舗兼製造所を新設し、新分野での販路を開拓する。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 “焼きたて”のお菓子を全国のお客様に届けたい！
通販用商品の開発とデジタル化への挑戦

新事業では特殊急速冷却機の導入、およびモバイルオーダーシステム
の構築で製造プロセスの省人化を進めます。また、コロナ化で落ち込ん
だ売上回復を図るため、ＥＣサイト販売用の焼き菓子を開発し、直送販
売します。「新たな製造方法による製造の効率化」、「新商品の開発・販
売で販路拡大」に挑戦することで業態転換の体制を整えます。

製造業 緊急事態宣言特別枠
ウィズコロナ時代を見据えた「消毒液用マット」の独
自サイト構築による「地域限定受注製造」から「全国
展開ネット販売」への転換

新型コロナウイルス蔓延防止のために幅広く使われている手指消毒溶
液用「オリジナルマット」を新たに商品化し、独自のＥ－コマースサイトの
システム構築により、現在の「顧客並びに地域限定受注型製造販売」か
ら脱却し、「全国の不特定多数の顧客に向けた商品ネット販売」への業
態転換を図りたい。

農業，林業 緊急事態宣言特別枠 米生産者が「酒蔵と生きる未来を創る」酒販売事業
「酒蔵と生きる未来を創る」をミッションに自社で生産した酒米で醸した
酒の販売を開始します。新しいコンセプト、新しい価値観の提供を目指
し小売店舗の開設と・ＥＣサイトのリニューアルを実施します。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 撤退店舗の在庫及び什器をリユースするマッチング
サイト事業

閉店した店舗の在庫と什器を新規出店者等にまとめて販売するマッチ
ングサイトの構築。  売れ残った在庫、捨ててしまう什器をユーザー同士

結び付けてリユースすることにより  産廃ゴミを減らして社会環境に貢献
するビジネス。

製造業 緊急事態宣言特別枠 美容師向け革製シザーケースＥＣ販売による事業
再構築

美容師向け革製シザーケースのＥＣ販売。（カラーシミュレーション機能
搭載ＥＣサイトを構築、ＷＥＢ上でシザーケースの各パーツの色を選択
し注文できるカラーオーダーシザーケースの販売）

製造業 緊急事態宣言特別枠 自社ＥＣサイト構築と基幹連携による営業利益と作
業効率の向上

自社独自のＥＣサイトを構築し、今までできなかったＨＰ・ＳＮＳとの連携
や情報発信を行い、売上及び営業利益の向上を図る。また、ＥＣサイト
にはデジタル技術を導入し、作業効率の向上図り、新商品の開発及び
顧客満足度向上を図る。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 新規事業・新製品・新チャネル創出による飲食店の
事業再構築プラン

新型コロナの影響で売上高が大幅に減少し、赤字となっている。店舗で
のＢｔｏＣの販売から、日本に珍しい新製品の開発とＢｔｏＢ事業への進
出、さらに自社ＥＣサイトを開設する。原料農家の販売増と自社従業員
の雇用安定に寄与する。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 飲食店３店舗から２店舗プラス１オンライン店舗へ
の再構築事業

コロナ過の影響が最も多かった観光客寄りの店舗を閉鎖・郊外店と統
合し、主力支持基盤である地元顧客が多く集まるショッピングモール内
テナントに移転出店。新商品の物販と主業の飲食を行い、ＥＣサイトに
て新商品の供給を行う体制を構築する事業。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 竹細工工芸品「竹あかり」と、自社ブランドアメニティ
のオムニチャネル販売

竹細工工芸品「竹あかり」と、温泉とマリアージュする自社ブランドアメニ
ティをＥＣサイト、宿泊施設内庭園のショールームにてオムニチャネル販
売をする。宿泊事業とのシナジーの創出、売上構成の変化に伴うリスク
ヘッジを狙う。



宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 地元飲食店の冷凍冷蔵商品の店頭販売とＥＣサイ
トからの全国販売

地元飲食店の冷蔵冷凍商品の委託販売による店頭販売を主としてい
る。１か所で色々なお店の商品を購入することができ、お客様にとっても
便利でありながら、地元飲食店を応援していくという目的も兼ね備え、地
域に愛され地域のお役に立つお店を作る。またＥＣサイトを作り、ネット
からの注文も受け、全国発送も行う。

建設業 緊急事態宣言特別枠 シミュレーションを用いた専門店らしいＥＣサイトの
立上による販売機会の拡大

インターネット上で個人情報等入力せずに、専門店らしくカラー提案を行
い、カーテン・ロールスクリーン・アクセント壁紙をお客様の部屋の写真
上にシミュレーションし、わかりやすく購入を決定できるＥＣサイトを作成
する。

製造業 緊急事態宣言特別枠 卸売り（ＢｔｏＢ）のＥＣサイトでの遠隔非接触による
販売方法への転換

卸売り（ＢｔｏＢ）についてＥＣサイトを経由し遠隔非接触での受注方法を
可能にする業務システムを導入することで、業務改善と新商品開発を
推し進め、コロナ後の未来に向けて事業を再構築する。

サービス業（他に分類されな
いもの） 緊急事態宣言特別枠 プロテインアイスの新規製造・販路開拓

補助事業ではＥＣサイトを構築し、プロテインを配合した高タンパク・低
糖質アイスを販売する。既存事業では子供と一緒に通えるスポーツジ
ムを運営している。キッズスペースがあり保育士が在籍しているため、
お子様連れでも安心して運動できることが大きな特徴であった。しかし、
オンラインでは特徴が発揮できないことが課題であり、先行き不透明な
コロナ禍では現行ビジネスモデルだけでは高リスクと判断し新分野展開
を決意した。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 家庭用市場向け魚惣菜の開発によるＤｉｒｅｃｔ　ｔｏ　
Ｃｏｎｓｕｍｅｒ事業への進出

当社が主事業としている鮮魚卸は卸先の飲食業の休業により大幅な売
上減となり回復見通しが立たない。そこでＯＥＭの加工事業で出る原材
料ロスを活かし新たに家庭用惣菜市場に参入すべく商品を開発し自社
オンラインサイトで販売を行う。

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 一般建設市場へ進出「おうち時間を充実させるプチ

リフォーム事業」

当社の主事業であるイベント事業はコロナウイルスの影響で軒並み中
止となり、経営に深刻な影響が出ている。そのため一般建設業許可を
活かし、おうち時間により増加したプチリフォーム市場ニーズを獲得する
無料見積りサイトを作成し、新市場となる一般建設市場への展開を目
指す。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト構築による自社ノウハウと消費者ニーズ
を融合した一般消費者向け食品販売事業

新型コロナウイルス感染症の影響を乗り越えるために、当社が培ってき
た事業者向け高価格帯商品（高付加価値商品）開発のノウハウと消費
者のニーズを融合した個人向け商品を開発し、自社ＥＣサイトを構築さ
せ個人顧客に販売することを目的とした業態転換を図る。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 最新の凍結技術による新商品開発の製造業への
挑戦、そしてＢｔｏＣへの拡大

自社としてはこれまで取り組んでいない新たな冷凍技術の凍結機を導
入し新商品を開発する製造業事業に挑戦し、かつ従来の対面による販
売方法だけでなく、非対面（自社ＥＣサイトの構築）による販売方法に進
出する。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトプロモーション強化・Ｄ２Ｃ販売による販路
拡大事業

百貨店等への卸小売が売上の９割を占める中、新型コロナの影響で大
幅減少。自社ＥＣサイトの新制作で伝統織物ポッパナ織や新商品開拓
等で販路を拡大し国内市場だけでなく海外展開を見据えて市場拡大と
活性化を図る。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 オンライン＆３６０度カメラで実現！眼鏡のカスタム
ショップ事業

対面での店舗販売や卸販売を、非対面のＷｅｂ販売に転換し、コロナの
影響を回避する。Ｗｅｂ販売では商品の見せ方が重要で、弊社のデザイ
ン重視の商品や眼鏡カスタムの詳細を最新の３Ｄ撮影機材を導入して
撮影し、差別化を図ったＥＣサイト構築をする。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 花の販売で気付いた相見積もりサイトの重要性に
伴う業種転換

既存事業として結婚式や誕生日などイベント毎で活用出来る花の販売
を行っており、コロナ禍の中売上が激減した中で人との繋がりから気付
いた広告代理店設立と相見積もりサイト構築への業種転換



学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 オリジナルデザインの家具制作と販売のできるオン

ライン木工教室

１、現在行っている木工教室を、オンライン用のコンテンツとして再構成
して販売する。  ２、制作した木製品（主に家具）をオンライン上で販売す
るためのサイトの構築と決済システムの導入。また、商品撮影のための
スタジオを設営する。

情報通信業 緊急事態宣言特別枠 サスティナブルな暮らしそれに該当する商品を提案
し、ＥＣ（通販）販売する事業の構築

コロナ問題で健康に関心のある消費者が増えている中、  日本ではまだ

欧米基準の肥料・無添加食品などを購入できにくい環境である。  当社
は、サスティナブルな暮らしの提案と、それに付随した商品を①製造
②ＯＥＭ③仕入れの３本立てで自社ＥＣ（通販）サイトを構築する。    

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 地域の食材を活かしたソース・惣菜の製造販売事
業へチャレンジ！

岐阜県の東農地域（中津川近辺）にソース類と惣菜の食品加工・製造
所をつくり、地元の食材を使った地域特産品として、都市圏から地方ま
で地域観光所販売所、ＥＣサイト等を活用してて販売を行います。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 豊富なお酒の知識・品揃えを最大限に活用したネッ
ト販売事業

当社は居酒屋への卸業を主としているが、新型コロナウィルスの影響に
より居酒屋への卸販売量が激減しています。そのため、当社の強みで
あるお酒に関する知識、品揃えを活用したＥＣサイトを構築し、ネット通
販事業を新分野展開していきます。

情報通信業 緊急事態宣言特別枠 病医院・従業員・患者向け「ＩＴ・資産管理塾」事業計
画書

ＷＥＢサイト製作を行ってきたが、自社強みのＩＴ・資産管理知識を活か
し、誰もが自分でデジタル技術を活用した安心な未来を描けるよう、新
たに病医院、病医院従業員、患者（一般個人）向け「ＩＴ・資産管理塾」事
業を始める。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 最新の中食需要傾向に応える本格ベトナム料理の
惣菜・通販事業の展開

家庭で調理可能で高単価な本格ベトナム料理の「個別包装された惣
菜」の製造・販売を開始する。調理から真空パック包装まで一貫対応が
可能な専用の厨房を開設し、ＥＣサイトや対面販売、キッチンカーなどの
販売チャネルを駆使し現在の飲食店と同等の売上を３年内に目指す。

情報通信業 緊急事態宣言特別枠 コロナ影響下において個人・小規模事業者を応援
するＳＮＳ事業

コロナで減少した収入を補うため、ユーザが自分で作ったもの簡単に販
売できるようにする一般向けサービス。ＥＣサイトを作ることができない
方でも、スマホ等があれば利用できる電子決済など電気通信事業者の
強みを活かしたサービス

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 愛知の医療・福祉業界に特化した有料職業紹介事
業への挑戦

当社は医療・福祉業界に対する知見があり業界との繋がりも強いため、
有料職業紹介施設の新設・ウェブサイト構築の新事業に着手し、新たな
価値提供と安定した売上構築を可能とし事業の再構築を進めたいと考
えております。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 テイクアウトスウィーツ需要取込のための事業構築

新たな生活様式として、需要が急速に高まるテイクアウトやデリバリー
等の中食・内食需要を取込む為、豆腐製造の技術を生かした、本格的
豆腐スウィーツを開発及び、ＥＣサイト構築、販売設備の拡充により、新
規顧客を獲得する。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 中国からの輸入・調達ノウハウを活かした会員制
ポータルサイトの提供

中国のパートナー加工・検品工場と連携し、当社の「海外からの調達ノ
ウハウ」を活かし、国内Ａｍａｚｏｎ出店事業者に対し、会員制ポータルサ
イトを開設し「中国商品の調達・検品業務代行サービス」を提供します。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 ラウンジ業がテイクアウトも行う日本料理店を開業
することで売上拡大を目指す事業

新型コロナウィルスによる影響が直撃している夜の接待を伴う当社のよ
うなラウンジ業は苦境に立たされている。その中、テイクアウトやＥＣサ
イトを備えた日本料理店を開業することでこれまで取り込めなかった日
中のニーズを取り込む。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 サブスクリプション型動画販売システム『ｉｃｅｙ（アイ
シー）』の開発と普及促進。

特別な知識が無くても誰でも簡単に、独自の動画販売サイトを作ること
ができるＷＥＢサービス『ｉｃｅｙ』の開発を行う。  開発後に、システムの利
用希望者を募集するための販売促進活動を行う。



卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 心地よい住まいを提案する家具店のリモート販売
事業による事業再構築事業

これまでの来店による接客販売やＥＣサイトによる通信販売から、非対
面による接客販売（リモート販売）を開設し、事業の再構築（業態転換）
を図り、ポストコロナの時代に適応した新しい販売方法を構築する。

製造業 緊急事態宣言特別枠 無縫製製法のオーガニックコットン肌着の新たな製
造・販売事業

アトピー性皮膚炎などの皮膚疾患や敏感肌に悩む消費者をターゲット
に、当社独自開発のオーガニックコットン生地を使用したオーガニック
コットン肌着を無縫製製法によって新たに製造し、当社ＥＣサイトにて販
売する

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 「飲食店向けＥＣサイト専用動画撮影サービス」によ

る新分野展開

今回のコロナ禍の影響で企業の広告費が削減され、主力事業（印刷・
看板など）の広告依頼が激減し事業の再構築を迫られている。消費動
向も変化し、ＥＣサイト等で非対面での商品やサービスを購入する時代
に加速している。当社はこれを機会と捉えて本事業で飲食店に特化した
ＥＣサイトやテイクアウト専用の動画撮影サービスを実施。事業期間終
了後は総売上高の５０％以上占める計画を達成し、デジタル広告を主
力事業に成長させる。

建設業 緊急事態宣言特別枠 マチの工事屋さん事業計画

増加傾向にある高年齢層のリフォームを対象とした工事店を紹介する
サイトの運営を行う。ＩＴが苦手な高年齢層にも馴染みのあるＬＩＮＥのビ
デオ通話等を主に利用しながら、非対面化を進める。工事内容や工事
店の決定において、専門的なアドバイスを行うことでリフォームをより身
近なものにする。

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 子供向けイベント・キャンプのポータルサイト構築

全国で開催されている、小学生を中心とした子供向けの自然体験サー
ビス、教育サービス、イベントを、閲覧、参加受付可能な「子供のための
ポータルサイト」を構築。  自社のイベントだけでなく、全国の子供たちと
全国のイベント事業者を繋ぐウェブプラットフォームとして、イベント事業
者からの販売手数料を主な収益源とする。

製造業 緊急事態宣言特別枠 「海外向けＥＣ販売事業の開発」事業計画
送料計算などを自動化した顧客に利便性のある海外向けＥＣサイトを開
発し、海外販路の確保及び海外向け製品を開発することにより、売上拡
大を目指します。当社としては初めての事業となります。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ時代に対応した、非対面型サービスの
ニューノーマル化

対面接客の感染リスクを抑えるため、非対面におけるオンラインカウン
セリング等及びＥＣサイトシステムの新サービス構築を計画する。  

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 オーセンティックバー併設のウイスキーを中心とし
た酒類のセレクトショップ

オーセンティックバーに併設の酒類のセレクトショップを開業する。同時
に、そこを拠点とした酒類のＥＣショップを立ち上げる。並びに、配達業
務専門サイト（出前館等）を通した富裕層向けのデリバリー事業も展開
する。

製造業 緊急事態宣言特別枠 ネット販売の構築と見学・体験できる醤油製造業へ
の業態転換

現在、醬油製造業を営んでおり販売先は事業用が主である。販売先の
多様化を図るためＥＣサイトによるネット販売と工場を見学・体験できる
蔵に改装して一般消費者様向けの販売を強化して売上の増加を計画。

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 和装商材　販売／レンタルサイト運営事業

弊社が立上げ運営をしてきた和装ブランドサイト「キモノプリンセス」を和
装の販売・レンタル機能がついた和装ポータルサイトへリニューアルし、
オンラインでの和装商材の販売・レンタル業を行う。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト構築によるコーヒーのＤ２Ｃサブスクリプ
ション販売

珈琲焙煎機を新規導入し自社商品を製造。全自動珈琲マシンを無償貸
与、期間縛りのある会員制ＥＣサイトを構築し珈琲をサブスク販売しま
す。直接得た消費者データはニーズの把握や商品企画などに活用しま
す。

製造業 緊急事態宣言特別枠 ＢｔｏＢ販売サイトの創設
コロナ禍で売り上げが大幅に減少し、今までの訪問型の営業スタイル
が出来なくなった事が課題となった。解決のためにＢｔｏＢ販売サイトを構
築し、動画商品紹介も入れた新しい販売方法を行い売上を回復させる



不動産業，物品賃貸業 緊急事態宣言特別枠 宿泊用空きスペースを活用し、テイクアウトカフェ＆
ショップヘの新分野展開

新型コロナ感染拡大の為、インバウンド向けの宿泊事業の売上げ収入
が減少。宿泊用空きスペースを活用し、ウェルネス・セルフケアをテーマ
にしたテイクアウトカフェ＆ショップへの新分野展開、Ｗｅｂサイト・ＥＣ販
売に向けて、広告宣伝戦略を図り既存事業との相乗効果を狙う。

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 エンターテイナー特化型ポータルサイト事業計画

エンターテイナー特化型ポータルサイト開発運用を行い、地域や人脈に
限定されていた顧客から、全国を対象にして登録者、ユーザーを確保す
る事で、まずは弊社の既存ビジネススキームにイノベーションを起こしま
す。更に、既存事業と新事業のシナジー効果を最大限発揮出来るよう、
人員を増やし既存事業と新事業の双方が目詰まりなく稼働するようにし
ます。

生活関連サービス業，娯楽
業 緊急事態宣言特別枠 小規模医療施設向けユニフォーム等の宅配クリー

ニングサービス

当社がこれまで培ってきた医療施設向けクリーニング技術と個人宅配
事業のノウハウを掛け合わせて、「小規模医療施設向けのクリーニング
サービス」という新サービスをウエブサイトを活用することにより、全国と
いう新たな市場に進出するという多角化戦略である。知名度不足と小
ロットによる生産性低下という課題に対して、医師会への営業等の積極
的なプロモーションと小口洗濯機や乾燥機の導入により、事業再構築を
達成する。

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 日本商材を扱う中国人富裕層向け越境ＥＣサイトの

構築及び運営

補助事業により、日本の中小企業の商品を取り扱う越境ＥＣサイトを構
築します。当社が中国進出コンサルティングで培ったノウハウを活用し、
主に日本の中小企業の海外販売を支援するものです。

サービス業（他に分類されな
いもの） 緊急事態宣言特別枠 業界初、医療機関の経営改善を可能にする医療機

関専門のＷＥＢプラットフォーム構築

コロナにより経営悪化・人材確保に苦しむ医療機関とコロナの状況に応
じて転職先を決めたい転職者を対象に、業界初の医療専門アグリケー
ションサイトを構築し、医療機関の医療従事者の確保と経営状況改善と
いう社会的問題解決に挑戦する。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 ＵＶプリンターを導入し、ＥＣで小ロットからのグッズ
販売事業

１個からオリジナルグッズを作れるＵＶプリンターを導入し、オーダーメイ
ドや自社オリジナルデザイングッズ、ライセンスコラボグッズなどの新製
品を製造しＥＣサイトで販売する。

情報通信業 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトを活用したバーチャル商店街の構築計画
当社独自開発アプリ「ジモネタ」内にネットショッピングができるＥＣサイト
（バーチャル商店街）を構築する。ＢｔｏＢのビジネスモデルにＢｔｏＣを加
え、新たな市場からも収益を得て、Ｖ字回復を実現する計画である。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 工務店向けオーダー家具キッチンのオンライン受注
サイトを活用した販売戦略

従来、店舗来店の一般消費者向けに販売していたオーダー家具キッチ
ンを、全国の工務店向けに新規構築するオンライン受注サイトにて販
売、また新素材モルテックス家具を新規に製造し同システムで販売す
る。

生活関連サービス業，娯楽
業 緊急事態宣言特別枠 経済社会の変化とニーズに対応したネット型宅配ク

リーニング事業の展開

近年、共働き世帯の増加等を背景として、クリーニング店に行く時間が
取れない世帯が増加している。本補助事業は、このニーズに対応する
ため、ＥＣサイト及びスマホアプリを構築し、自宅にいながらスマホ一つ
で注文できる宅配クリーニングサービスを実現する。

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 日本ブランドで地域創生・海外展開を目指す日本名

産品ＷＥＢ販売事業

ＷＥＢ物販サイト（ＥＣサイト）を利用した、非対面型ＷＥＢモールの構
築。日本国内に潜在する日本の美、文化、伝統、食、技術が特化した良
いものを開拓し、全国で物販販売する事業

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠
対面型の料理提供のコロナ影響を凌駕するために
非対面型飲食物の販売に業態転換しＶ字回復する
計画

コロナウィルスの影響で対面型の料理提供の営業が毀損しています。
新たな装置を導入して、非対面型の飲食物提供を行う事業（ＥＣサイト
での物販等）を構築し、コロナ影響を凌駕してＶ字回復を達成します。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 新製品開発・ブランディングとＥＣ商流開拓による事
業再構築

ＥＣモールや自社ＥＣサイト構築を通しての消費者直販により販売利益
率向上を図る。又、抗菌・抗ウイルスタオル、オーガニックコットン晒生
地を新規製造し、ブランディング実施後展示会出展や広告出稿を通じて
拡販する。



サービス業（他に分類されな
いもの） 緊急事態宣言特別枠 デジタルライブで演奏会や動画投稿が出来るプラッ

トフォーム構築

コロナで管楽器修理の売上が大きく減少。そこで、ネット上でセッション
が出来る専門ポータルサイトを構築し、演奏する機会を作ることで修理
業も伸びると考えた。効果として付加価値額が３％以上の上昇が見込
める。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 洋食店の技術を活かしたスープと自家製麺による
ラーメン店の開業

コロナの影響による売上高、特に人件費の回復の為に、隣り合った２室
の店舗のうち１室を改装し、洋食店の技術を活かしたスープと自家製麺
によるラーメン店の開業及びＥＣサイトによるテイクアウト、通信販売事
業を行う。

製造業 緊急事態宣言特別枠 越境ＥＣと自社サイトを利用した海外向け販売事業
及び新商品開発

国内の一次産業者から直接原材料を仕入れ、商品開発と卸しを行って
いる事業者が、越境ＥＣサイトと自社ホームページを利用して、海外向
け直販事業を行う計画

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 デザイン力を活かした非対面型ＥＣ事業参入と

Ｄ２Ｃビジネスの確立

外出の難しいコロナ禍で在宅時間の多い日々のライフスタイルを豊か
にする為、自社の持つデザイン力やノウハウを活かした商材と自社オリ
ジナル商材（Ｄ２Ｃ）で、事業者向け（ＢｔｏＢ）から一般向け（ＢｔｏＣ）に販
路を拡大したＥＣサイトと実店舗運営（ショールーム・倉庫）を計画。

製造業 緊急事態宣言特別枠 おうちレストランに華を添える高級陶芸品の小売り
販売とサブスク事業

飲食店専門で、器の製造・販売を行っているが、コロナ禍による売上高
が激減しており、この危機的状況を打破するために、インターネット販売
サイトを構築し、器の小売り業と、器のサブスク事業を行う。  

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 飲食・小売店のブランド価値を高める新規事業の実

施

当社は企業のブランド価値を高めるブランドデザイン業です。今回新た
にテイクアウトやデリバリー事業を営む飲食・小売店に対し自身でオリ
ジナルのフードパック（袋や器など）をデザイン可能なＥＣサイトを構築
し、飲食・小売店向けにオリジナルの包装資材を提供する事業に取り組
みます。本事業によりコロナに強いビジネスモデルを構築します。

生活関連サービス業，娯楽
業 緊急事態宣言特別枠 越境ＥＣとジャパン・イベントを使った＂和もの＂

デュアル販売

日本伝統文化を紹介するイベントを主に欧州で企画運営した実績を生
かし、和もの販売のＥＣサイトを構築する。ポスト・コロナではジャパン・
イベントでの展示・デモンストレーションを行い、日本文化に興味を持つ
方に直接現物を見ていただき、ＥＣサイト購入に繋げる。  

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 営業活動のデジタル化　ＢｔｏＢ　ＥＣサイト開設＆ス
マホアプリ運用

デジタル化を推進する為、ＢｔｏＢ　ＥＣサイトを開設し、訪問営業活動等
から転換する。  スマホアプリを制作し、商品をモノからコト（動画）に広
げサブスクリプションで動画配信。自社ＥＣサイトへ誘導、店舗のポイン
トカード統合を図る。  

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 関西飲食店のＥＣ通販ポータルサイトへの新分野
展開

既存の飲食店経営の、新型コロナウイルスによる業績悪化から脱却す
べく、新分野展開として関西飲食店のＥＣ通販ポータルサイトの企画、
運営を新事業として計画している。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 老舗卸問屋が届ける、非対面ＥＣ販売による小売
新規参入事業

卸先がコロナで大きな打撃を受け、当社も大幅な受注減となっていま
す。仕入れ先の強いネットワークを生かし、ニーズが急増している空調
服とヒートベスト専門ＥＣサイトを構築することにより、小売業での売上
拡大を目指します。

生活関連サービス業，娯楽
業 緊急事態宣言特別枠 健康と機能性に特化したインナーシャツの開発と広

告宣伝

肩こりや腰痛、姿勢が崩れている方に、理学療法士が開発した健康と
機能性に特化したインナーシャツのプロトタイプを作製、意匠登録申請
をする。また既存ＥＣサイトにページ作成、広告宣伝、店頭販売スペー
スの造設をする。

製造業 緊急事態宣言特別枠 小ロット容器の加飾サービスの生産体制構築

オンデマンド印刷機、プロッター機、ラミネート機、ラベラー機、ウェブサ
イトの５つを融合させ、主として化粧品等に使用される容器の小ロット加
飾の生産体制及び受注体制を構築します。  小ロット領域において加飾
の幅が広がるサービスとなります。



不動産業，物品賃貸業 緊急事態宣言特別枠 不動産業界の健全化とウィズコロナに対応した物件
検索サイトの作成

不動産の物件検索にはサイト検索が用いられる。しかし誇大広告やお
とり広告などで来店させられコロナ過での移動が発生する。そこで誇大
広告やおとり広告を防ぐ事に特化したサイトを作成し他社に先駆けた革
新的なアイデアを導入し不動産業界の健全化とウィズコロナ化を実現

サービス業（他に分類されな
いもの） 緊急事態宣言特別枠 陸上自衛隊ブランドのレトルトカレーによる食品販

売事業への進出

既存事業でつながりのある自衛隊協力会からの勧めで、陸上自衛 隊ブ
ランドのレトルトカレーを製造（委託）し、自衛隊駐屯地のイベント等で販
売するとともに、ＥＣサイトでの販 売も手掛け、食品販売事業へ進出し、

業種転換を目指す。  

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 アパレル専門店の口コミを中心とした情報サイト運
営事業

アパレル専門店（小売店）の口コミを中心とした情報サイトの運営を行
う。  アパレル小売店の口コミ、取扱商品、販売単価や、販売員さんの口
コミ情報をまとめ検索できるようにすることで、消費者が素敵なお店を見
つけやすくし、専門店の集客を助けるサービス。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 最新の冷凍技術を活用した和菓子のＥＣ販売によ
る売上の柱の構築

コロナウイルスの影響により、店内販売の売上が前年同月比最大４１％
まで減少した。そのため、店内販売に頼らない販売の柱として、最新の
冷凍技術を用いた和菓子のＥＣ販売事業を開始する。冷凍の和菓子を
製造するための設備導入・販売用ＥＣサイト作成・専門家による指導を
本事業で実施する。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 オムライス専用ソースの製造及びＥＣサイトでの販
売

家庭で外食店の味を味わう方々をターゲットとして、開発及び製造した
「オムライス専用ソース」をＥＣサイトで販売する事業。受注数の伸び悩
み等課題もあるが、業務訓練やＳＮＳ・動画サイトでの継続的な販促を
行い、目標達成します。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 コーヒー豆をオーダー焙煎してＥＣサイトでの販売
計画

新分野展開として新たにコーヒー豆のオーダー焙煎販売をＥＣサイトに
て行う。  非対面型ビジネスを導入することによりコロナ等感染症に対し
て強い経営を目指す

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 宅配買取事業計画

現在実店舗にて海外ブランドのリユース品（中古品）の販売や対面式で
店舗買取をしていますが、新たに全国をターゲットに宅配専用のＥＣサ
イト（ホームページ）を作成しリユース品の非対面型の宅配買取事業を
行います

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 嘘偽りない、ホンモノの明石の魚を届けるプロジェク
ト

営業自粛にかかわらず、品質の高いホンモノの明石の魚料理をお客様
に届けるため、明石の魚を使った冷凍惣菜を製造し、店頭およびＥＣサ
イトで販売する。高品質を実現するため専用の加工室を設け、レシピの
改善・品質管理方法の研究を行う。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 不動産マッチングサイトを活用した不動産仲介業

日本では人口減少等の影響により空き家問題が深刻化している。当社
は「誰でも」「気軽に」自己所有の不動産を掲載できる不動産マッチング
サイトを構築し、不動産市場の活性化を図りより強固な経営基盤を構築
する。

製造業 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトによる魚介類を中心とした福井県産品の
販売事業

新鮮な魚介類を中心とした魅力ある厳選した福井県産品をセレクトＥＣ
サイトにて展開する。  　主要商品は魚介類で越前がにや若狭ぐじ等の
ブランド品の他、普段地元でしか消費されないような地魚も取り扱う。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 芦屋サンドボックスのテイクアウト販売及びＥＣサイ
ト立ち上げ

兵庫県芦屋市で、人気のイタリアンレストランの味を手軽に味わえる新
商品のサンドボックスを、テイクアウト及び新たに構築するＥＣサイトで
の販売に業態転換し、販路を拡大する。また、フランチャイズ化への足
掛かりとする。



卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 終活・相続に関する「地域プラットフォーム」事業

終活・相続に関する多岐にわたるノウハウやの事業者の地域密着情報
を「地域プラットフォーム　サイト」と「ショールーム」で公開し、一般顧客
がワンストップで情報収集でき、適切な事業者とのマッチングを実現す
る。

製造業 緊急事態宣言特別枠 酒蔵飲食部門が通販事業に参入し、来店型ビジネ
スから通販事業へ転換する

コロナで客足が激減した観光酒蔵レストラン部門が新たに通販事業に
参入し、通販ビジネスの新商材を開発し、百貨店や大手スーパー通販
サイト・ふるさと納税サイト等に新たな販売チャンネルを確立することで
酒蔵ビジネスを再構築する

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 靴のＯＥＭ企業によるＥＣサイト専売の自社ブランド
の創設

生産工場への発注量の維持を目的として、ＥＣサイトを中心に展開する
靴の自社ブランドを創設し、ショールーム兼フォトスタジオの取得と自社
ＥＣサイトの構築を行う。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 《ＥＣ事業への業態転換》瞬間冷凍機を活用した韓
国料理のＥＣ販売

飲食店経営からＥＣ事業へ業態転換。「真空ホットパック機」「瞬間冷凍
機」を活用することで、他社と差別化された冷凍韓国料理を開発し、ＥＣ
サイトで販売。ターゲットを＂共働き家族＂に絞ることで、商品ライン
ナップも差別化する。

生活関連サービス業，娯楽
業 緊急事態宣言特別枠 カップル支援プランの特化ポータルサイト運営と日

本語教室の開設

当社は顧客の８割を自社ウェブサイトで集客してきた。その実績を活か
し、関西圏でカップルの記念日やプロポーズ利用に特化した旅行プラン
のポータルサイトの運営とオンライン中心の日本語教室の開設を新た
に始める。

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 地場の人気グルメと新商品のオンライン販売転換と

販路拡大事業

飲食店の実店舗経営から業態転換を図る「食の製造調理施設」を新設
し、５年間の飲食店営業で培った、地元明石の人気グルメと新たに開発
した野菜スープを販路拡大が望めるＥＣサイト市場の販売のみに特化し
た事業に取り組みます。

学術研究，専門・技術サービ
ス業 緊急事態宣言特別枠 国内外を対象にした新規ショッピングサイトの立ち

上げ

弊社の企画したツアー内においての販売を予定していたアイテムや、
Ｃｏ－Ｃｒｅａｔｉｏｎ事業によって生み出された商品、既存取引先の持つア
イテムを国内外それぞれに向けたＥＣサイト及びプロモーションサイトを
構築し、販売を行う。

製造業 緊急事態宣言特別枠 ファクトリーブランドによるアンテナショップを活用し
た直販推進

外出抑制によりＯＥＭ先の売上が激減したことで、当社の売上も大きな
影響を受けた。そこで、直販売上を拡大するため、オンライン商談機能
も備えたアンテナショップを立ち上げ、アンテナショップを梃子にファンを
獲得し、リピーターによる自社ＥＣサイトでの売上拡大を目指す。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 吉野産の割箸のブランディング及び、国産箸の炭
化、農地改良の循環によるＣＯ２削減事業

回収した使用済みの割り箸などを炭化し、農地改良へと生かす仕組み
を構築する。吉野産の割り箸のブランディングへと繋がるＷＥＢサイトと
アプリを開発し導入することにより、将来的にＪクレジットの販売を行い、
新たな事業拡大を目指す。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 店舗縮小を伴う新商品のインターネット通販で業績
回復と地域貢献

「業態転換」に該当する事業再構築として、運営する居酒屋店舗を縮小
し、新商品の開発・製造・保管場所を確保。当該商品のＥＣサイトを通じ
たインターネット通販及びふるさと納税制度の返礼品としての登録を行
う。

建設業 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト構築によるリフォーム工事業から無店舗
小売業への新分野展開事業

当社はリフォーム事業を手掛けているが新型コロナウイルス感染症の
影響で対面での営業活動が困難になり売上が大幅に落ち込んだ。コロ
ナ後の社会変化を見越し、ＥＣサイトを通じた建築資材の販売を手掛け
ることで、リフォーム工事業から無店舗小売業への新分野展開を図り、
新たな収益の柱とする。

サービス業（他に分類されな
いもの） 緊急事態宣言特別枠 登録支援機関として特定技能所属機関を支援サ

ポートする事業

特定技能所属機関と送り出し機関をマッチングするＷＥＢサイトを運営
し、登録支援機関として特定技能所属機関を支援サポートする事により
日本の労働力不足問題を解決し経済発展に貢献する。  



卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 新分野展開の昆虫ビジネス事業開発による多角化
と事業再構築

魚介類およびその加工品の小売店を行っている中での事業再構築とし
て、既存従業員の昆虫に関するノウハウを生かし昆虫の飼育・繁殖、販
売事業を開発。ＥＣサイトを構築し商圏を拡大し、新分野展開による多
角化を図る。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 農家から直接仕入れる高品質な米を自社ＥＣサイト
を通じて消費者に販売する事業

農家から直接仕入れる高品質で完全トレーサビリティな米をＪＡや米卸
業者などを通さず自社ＥＣサイトを通じて消費者へ販売しそれと同時に
商品に付随するストーリーや体験を付加価値（情緒的価値）として提供
する事業

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 新製品「赤酢寿司酢」と地元海産物でＥＣ販売・新メ
ニューで寿司店開業

コロナで激減した売上とフードロス問題等を解消するために、セントラル
キッチンを活用させ、新製品の赤酢寿司酢等をＥＣ　　サイトで販売しま
す。地元海産物の寿司店で観光客を誘致し、尾道経済に貢献します。

製造業 緊急事態宣言特別枠 地域コミュニティ紙のネット媒体への移行

当社が発行する週刊フリー・ペーパー「西広島タイムス」をＷｅｂ媒体へ
と転換する。これまで約３３年間担ってきた、地域の回覧板的性格を持
つコミュニティ・ペーパーの役割を潰えさせることなく、引き続き、当エリ
アにおける情報発信・交流の場となるべく、配布方法を、各戸ポスティン
グからＷｅｂ媒体（ウェブサイト＋ＳＮＳ）へと転換し、デジタル社会への
適応と発信コストの削減を行い、長期的な事業継続を目指す。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 食品アレルギー対応新商品で取り組むＥＣ販売によ
る事業再構築

新しく食品アレルギー対応の新商品を開発・製造し、ＥＣ販売を始めま
す。そのために座席数削減やキッチン隔壁等の工事、設備撤去を行
い、ＥＣサイト、急速冷凍機、保管冷凍庫等の設備投資を行います。

生活関連サービス業，娯楽
業 緊急事態宣言特別枠 地域商社型ビジネスモデル「ＡＲＴＴＲＩＰ　山口（仮

称）」メディア・ＥＣサイト構築

コロナ禍で既存事業が苦境に立たされている中、本事業でメディア型
ＥＣサイトを構築して、地域商社型ビジネスモデルで新たに山口県の魅
力ある「プレミアムな逸品」をＷＥＢ上で販売する。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 オンラインを活用したＥＣサイト構築による新たな販
売方式の確立

首都圏等の飲食店における需要の喪失や対面方式による販売が困難
となっている現状の打破を目的に、新たに個人向け需要の創出と、新た
な販売方式としてのオンラインによるＥＣサイト等の構築を目的に事業
を転換する。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 特殊冷凍による、刺身・寿司等冷凍仕出し料理の
開発及び全国通販事業

特殊冷凍技術の導入により、刺身・寿司等、ハレの日を彩る高品質な冷
凍仕出し料理を開発、ＢｔｏＢ専用ＥＣサイトを設け、全国の介護施設等
へ販売する

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 お土産卸売業者が初めて取組む独自ＥＣサイトによ
る通販事業

売店にお土産品を卸していた会社が、自社がプロデュースしたキャラク
ターを活用したＥＣサイトを立上げ、サービスエリア、フェリー会社、高速
バス運行会社から協力を得てサイト集客を行い、四国の特産品を販売

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 体験型観光うどん店が新たに冷凍うどん製造事業
を立ち上げ、非観光客向けに新商品販売を開始

県下最大級のうどん作り体験型観光施設として、テレビやマスコミで人
気を集めていたが、長引くコロナの影響で観光客が激減しているため、
新たに製造事業を立ち上げ、自社独自の「インスタント冷凍讃岐うどん」
を製造し、ＥＣサイトで販売を開始する。従来の「来店観光客」とは異な
る「非来店観光客」をターゲットとした新市場へ進出する。  

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 街の小売店が目指すこれからのニューノーマル　～
地域の為のＥＣサイト・親しみやすいお店に～

ガス小売店が持っている強みを活用し、家電製品の取り扱いを開始す
ることにより地域のニーズに応えるため決済機能を有するＥＣサイトを
構築する。それと同時に店舗を改装しお客様にご来店していただきやす
い環境を整備する。

情報通信業 緊急事態宣言特別枠 デジタル技術を活用した地域密着型農家応援マッ
チングサイト事業

労働力不足を課題としている農家に対し、アフィリエイトサイトで広告し
ながら、地域密着型のマッチングサイトを運営することで、課題解決に
寄与し、地域活性化につなげるとともに、自社の収益拡大を図る。



宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 飲食店による新事業展開（小売・ＥＣ事業へ参入）

コロナ過により利用機会が減少している宴会場の１つを改装し、有名ホ
テルでも提供されている高級感のある冷凍加工調理品の販売を開始す
る。同時に自社ＥＣサイトを開設し、地域から全国へマーケットを拡大し
収益向上を目指す。

生活関連サービス業，娯楽
業 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢ指名ができる個人宅ベビーシッターサービス

個人宅シッターへ主軸の転換。（新型コロナの影響で主力のイベント保
育事業が大幅な縮小のため）弊社の強みである「顔が見える」をより一
層強化し、ＷＥＢサイト内で指名予約ができる新サービス「ジョイシッター
セレクト」をリリース

不動産業，物品賃貸業 緊急事態宣言特別枠 地域商品の体験サービスの提供（個室・長時間）と
ＥＣサイト構築

コロナの影響で宿泊客が激減した中、宿泊施設の役割を転換し、地域
商品を展示した個室空間での長時間体験スペースを提供する。展示す
る地域商品はブランディングし、ＡＲの配信やＥＣサイトでの販売を行う。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト導入による活魚料理および高級仕出し弁
当の宅配事業

コロナの影響で店舗の売上が減少している。そこで店舗の一部を縮小
すると同時に、ＥＣサイトや注文予約システムの構築を行い、通販およ
び宅配事業を展開します。非対面的な営業構造が可能となり、売上拡
大を図ります。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 夜のおじさん向け小料理屋から昼のママ友向けカ
フェへの事業転換

駅前で年配男性相手の洋風小料理を営業していたが、コロナの影響大
なことから、女性向けに郊外の自宅倉庫を改装し、おしゃれ、地元のフ
ルーツを利用したスイーツ、ＥＣサイトや女子会向け貸出等、多面的な
事業に転換する。

生活関連サービス業，娯楽
業 緊急事態宣言特別枠 新しい生活様式に対応した宿泊型家族葬専門ホー

ルの展開

新型コロナウィルス感染症の影響下でも対応が可能なサービス事業と
して、新たなる葬儀ブランドの立ち上げで「邸宅型家族葬ホールの新
設」や「遠隔参拝・御供物のＥＣサイト立ち上げ」に取り組む。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 自社開発ＥＣサイトを用いた高品質商品による巣籠
需要対応事業

外食向業務用食肉卸をしておりましたが、新型コロナウィルスにより売
上は激減。外食産業に頼らない安定的売上構築が急務であり、解決策
として自社ＥＣサイトによる家庭向けの全国小売事業で事業の安定化を
図ります。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 「雅家」の味を気軽に自宅で。ＥＣサイト構築による
新分野展開。

本補助事業では、今後需要が高まる飲食物のＥＣサイト業界に参入を
行う。『ｗｉｔｈコロナ社会』が続き、今以上に不要不急の外出を制限され
た場合の現在の事業は継続が難しくなる。この事業を通してコロナ禍で
の売上減少からの脱却と、地域の活性化を図る。

医療，福祉 緊急事態宣言特別枠 北九州の健康メディアサイト「めぐるめぐる．ｃｏｍ」
の運用

新型コロナウイルスに負けないカラダを作るための健康情報サイトを構
築します。血流促進、免疫力アップに関するコラムや北九州市内の健康
系おすすめスポットなどを定期的に配信しアクセスを集め広告収入を得
ます。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト、ＥＣサイトで販売、舞台付個室の貸し
スペース事業を行う

創業６３年の歴史を誇る自社薩摩料理のメニューをテイクアウト及びＥＣ
サイト販売する。舞台付個室を改装し貸しスペース事業を行う。

建設業 緊急事態宣言特別枠 建設工事業のノウハウを活かしたキャンプ用品製
造販売

アウトドアレジャー・ＤＩＹ需要に対応し、建築のノウハウを基に新たに木
材製品の製造販売を行う。また、拠点となる製造・販売施設を設立す
る。ＥＣサイトを構築し、非対面型ビジネスモデルの確立を行う。

サービス業（他に分類されな
いもの） 緊急事態宣言特別枠 利尻昆布の旨味唐揚ＥＣサイト開設と注文無料配

達で新規顧客獲得

再開発中の人口密集地に高級唐揚げ専門店を出店。ＥＣサイト構築
で、ＰＣやスマホから注文し、無料で迅速に配達する。富裕層が多い地
域で、味と接客にもこだわり、新規の顧客を獲得する。初年度売上２，
０００万円超えを目指す。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 自宅で島半島ＭＩＲＹＯＫＵ発見～島原半島と全国
への架け橋～

島原半島の特産品に特化したＥＣサイトを立ち上げ商品の販売だけで
はなく企業を取材し消費者の方へ企業や商品の良さはもちろん島原半
島の魅力も訴え島原半島の商品を掲載し島原半島のネットでのアンテ
ナショップを目指す。



宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 非対面営業を前提として新商品と新店舗を新たな
軸とした業態転換

新商品「長崎割包」シリーズの開発と主力商品化、既存店舗を事業内容
変更による非対面型営業型への改装を行い業態転換を行う。この２つ
の施策を支えるブランディングとＥＣサイトの構築による販路拡大を実現
する。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 小売機能の集約、本店でＥＣサイト等で事業再構築

本店及び支店で化粧品小売店を営んでいましたが、支店を撤退し代わ
りに事業の多角化を行います。支店の小売機能を本店に集約し、さらに
本店でＥＣサイトの開設、移動販売車の導入、サブスク事業の開発を行
います。

サービス業（他に分類されな
いもの） 緊急事態宣言特別枠

地域限定予約ポータルサイト及び飲食店向けス
マートオーダー×ＡＩＣｈａｔｂｏｔの開発

ＡＩによる自動翻訳チャットやスマートオーダー・スマート決済のシステム
を搭載した地域密着型の飲食店および宿泊設備の予約サイトの開発・
運営し、新型コロナウイルス感染症の影響で打撃を受けた経済の回復
に寄与する。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 まるで化学実験・驚きの新感覚ドライフルーツで事
業再構築

バー経営で、大打撃を受けた経営を立て直すために、創作フルーツのノ
ウハウを活かした、新感覚ドライフルーツの製造・販売・ＥＣサイトの活
用を行い、接触機会の減少事業の導入で、事業再構築を行います。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 ラーメン店から転換！通販やテイクアウトの「商品
開発施設の開設」と「ＥＣサイトでの販売促進」

「既存ラーメン店における来店の減少や休業での売上の低下」の課題を
「通販やテイクアウト商品開発（ＬＩＦＥ　ＬＡＢＯ）」に業態転換し、「ＥＣサ
イトの構築」による通販やテイクアウトでの販売促進で解決。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 バーチャルレストランによるバーチャル多店舗デリ
バリーサービスの運営

これまで、大分の郷土料理中心の居酒屋を運営していたが、新たに
「バーチャルレストランによるバーチャル多店舗デリバリーサービスの運
営」を行う。１拠点で最大全国２０店舗の大分店として、デリバリーサイト
に出店する。

建設業 緊急事態宣言特別枠 旅するひなた事業～ライブコマースを取り入れた
ＥＣサイトへの挑戦～

新型コロナウイルスにより大きな影響を受けた旅行事業部の立て直しを
図る為、新規サービスとしてオンラインツアーやライブ配信を活用、ライ
ブコマースを取り入れたＥＣサイトを展開する。

製造業 緊急事態宣言特別枠 店舗アプリ連動型自社オリジナルモバイルＥＣサイ
ト事業

店舗アプリと連動した自社オリジナルモバイルＥＣサイトを導入する。
ＥＣモールを介さないオリジナルＥＣサイトは顧客管理が可能となる。全
店舗共通特典等を付与し、リピーターの獲得に繋げたい。また、そのシ
ステムの一部を利用し、高齢化の進む屋久島においてお年寄りの方々
の買い物支援サービスも展開する。

卸売業，小売業 緊急事態宣言特別枠 畜産加工品への進出とＷＥＢとリアルの融合による
販路拡大

供給の不安定な水産物を中心に販売してきたが、安定供給可能な畜産
加工品を新たに加えることで、売上の拡大と安定した成長を目指す。ま
た、ＷＥＢサイトを活用した情報発信を強化し、消費者との接点を拡張、
充実させる。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 沖縄ご当地グルメ厚切りステーキを簡単に家庭で
調理できるミールキットの通信販売

フライパン不要！ご当地グルメ沖縄ステーキをご家庭で簡単に調理が
できるステーキミールキットの製造拠点の設営及び、ＥＣサイトでの販売
網構築。

宿泊業，飲食サービス業 緊急事態宣言特別枠 沖縄食材を使った低糖質冷凍食品の通信販売
沖縄食材とおからを使い、低糖質お好み焼き・お好み焼きドッグ・アグー
塩焼きそばをプロトン冷凍機で冷凍し、ＥＣサイトで県内外のお客様に
販売する。


