
№ 事業者名 事業者所在地 事業分類 補助金活用内容

1 (株)アートインテリアタムラ 川藤３９７８ 建設業 事務所内壁紙の抗菌化

2 (株)ベルズワン 栄町１５５６－５ 製造業 自社製品の販売に係るWEB広告の掲載

3 (株)ドリームプラント きよみ野４－１６－１５ 学習塾 飛沫防止パネルの設置

4 税理士法人　未来会計 吉川１－１９－１ サービス業 飛沫防止パネルの設置

5 医療法人社団協友会　吉川中央総合病院 平沼１１１ 医業 コロナウイルス感染者疑い患者の待機所の設置

6 焼肉家　ごんたか 木売新田５－１ 飲食業 テイクアウト、デリバリーの実施

7 (株)ツバサ工販 飯島201 卸売業 注文受注方法及び配達方法の変更

8 (株)メモリーズ きよみ野４－１８－４ サービス業 イベントや講演会等のオンライン配信の実施

9 風布うどん 川藤1805 飲食業 テイクアウトの実施

10 中華処　萬万亭 平沼１－９－６ 飲食業 デリバリー、テイクアウトの実施

11 ECCジュニアけやき通り教室 中曽根2-14-19 学習塾 オンライン授業の実施、飛沫防止パネルの設置等

12 (有)播磨屋 平沼２６５ サービス業 テレワークの実施

13 小山税理士法人 平沼２６３ サービス業 テレワーク、感染防止対策の実施

14 合同会社R・プレイス（MTサロン） 木売２－４－３ 倉本ビル１０５ 小売業 換気用網戸の設置、飛沫防止パネルの設置

15 まくらと西川寝具　いわひらや 平沼１－９－１５ 小売業 来店予約システムの導入

16 (株)オーディエム 川藤７１５ 製造業 飛沫防止パネルの設置

17 ECCジュニアきよみ野南教室 きよみ野１－１６－１５ 学習塾 オンライン授業の実施

18 (株)ホウユウ 中曽根２－６－１１ サービス業 テレワークに係る映像配信機器の整備、飛沫防止パネルの設置　等

19 (有)クィーンズ 美南４－１－１ 不動産業 飛沫防止パネルの設置

20 Pasta&Bar　Natsu 高久２－７－７ 飲食業 テイクアウト、感染防止対策の実施

21 Rayiha 栄町１３６２－１１ サービス業 空調設備の整備

22 こはまや 保１０１－２ 飲食業 デリバリー、テイクアウトの実施

23 (株)増辰海苔店 栄町８３ 製造業 DMによる通信販売の実施

24 FOOD DINING 穂思 中井２－６７－４ 飲食業 テイクアウト、デリバリーの実施、消毒液等の設置
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25 和菓子司　まるしん 平沼３１６－１８ 小売業 換気用網戸の設置

26 コスメスクエア　MiKi 栄町６９７ 小売業 ホームページの開設　等

27 感謝亭 川藤４１０６－３ 飲食業 店舗内壁紙の抗菌化

28 よしかわファミリー歯科クリニック 平沼１５９８－１ 医業 抗菌機の導入

29 (株)オーマイホーム 栄町１５１５－１ 不動産業 商談等のオンライン化、チラシの作成、折り込み

30 (有)丸文商店　笑龍 平沼４６－２ 飲食業 テイクアウト、デリバリーの実施、空気清浄機、消毒液の設置

31 (株)仙喜 平沼１２８８－２ 施術業 空気清浄機の設置

32 (有)木の下商店 平沼１１４ 小売業 ビールサーバーのレンタルサービスの実施

33 青と台所　Azul y cocina きよみ野１－６－７ 小売業 作業効率化の機器の導入

34 中華飯店　きんすい 栄町１５５２ 飲食業 テイクアウトの実施

35 居酒屋太まる 栄町１３９８－２ 飲食業 飛沫防止パネル、空気清浄機の設置

36 (株)イントゥイション 平沼１７１１－２ サービス業 企業向け研修のオンライン化

37 CASUAL BAR K’ｓ 栄町８５８－２－１０１ 飲食業 飛沫防止パネル、空気清浄機、消毒液の設置

38 (有)バラエティストアー　カマニ 平沼１－１３－１５ 小売業 オンライン決済機能の整備

39 公文式吉川栄町教室 平沼１６５８－５　１F 学習塾 オンライン授業の実施

40 福寿家 平沼５１ 飲食業 消毒液、空間除菌液の設置

41 訪問看護ステーションShere 木売2-5-3-601 サービス業 オンライン会議及び記録を行うための機器の整備

42 (有)大林酒店 栄町１４６７－２ 小売業 換気扇の設置

43 Hair Art ROCO Factory 保１－３０－１ サービス業 空気清浄機の設置

44 満田工業(株) 川藤８１５ 製造業 オンライン上の製品紹介動画作成に係る機材の整備

45 ヘアトラベル　ロード 吉川１－１３－３ サービス業 オンライン決済の導入、消毒液の設置等

46 サロン ド ブリエ 川富１６３－３ サービス業 オンライン上のサービス紹介動画作成に係る機材の整備

47 ニューラーメンハウス 半割13-1 飲食業 換気用網戸、消毒液の設置

48 WAKO HAIR　DESIGN 美南５－１－１－１０２ サービス業 リラクゼーションメニューの新規実施

49 Dog Salon Lilly 美南３－２－５－１０１ サービス業 予約管理及びカウンセリングのオンライン化
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50 トリミングサロンcute 栄町８５９－１ サービス業 店内ドッグランの新設

51 (有)丸立商工 高久１－３５－１８ 建設業 サービスのオンライン化

52 (株)ツガル 小松川５４４－１ 製造業 感染防止対策の実施

53 ドッグサロンバービー 平沼１２４１－３ サービス業 空気清浄機の設置

54 pommery 美南２－１５－２－E サービス業 ダストコレクターの設置

55 (株)岡田工務店 木売１－９－２９ 建設業 FAX機器の導入、クーラーボックスの設置（現場内）

56 お好み焼き　べるべる 吉川１－２１－１５ 飲食業 換気用網戸の設置、消毒液の設置　等

57 光月軒 保５５８－３ 飲食業 テイクアウトの実施、空気清浄機の設置

58 Liu医整体院 木売２－１１－５ 施術業 サービスのオンライン化

59 (株)グッズカンパニー 土場２１３－７ 卸売業 テレワークに係る映像配信機器の整備、飛沫防止シートの設置　等

60 コウヨウ精密 栄町１５３５－３ 製造業 自社製品（歯車）の測定機器の導入

61 医療法人仁宮会　たじま眼科・形成外科 平沼９４０－２ 医業 空気清浄機の設置、飛沫防止パネル、消毒液の設置　等

62 (株)丸石サイクル 小松川６８４－１ 製造業 自転車通期啓発に係るのぼり旗

63 公文式吉川美南駅西口教室 美南３－２－５－１０３ 学習塾 オンライン授業の実施

64 (有)朋友社 道庭１－１－１３ 学習塾 オンライン授業の実施

65 （一社）カルミア　あいりす 保１－２１－１０－２０１ サービス業 飛沫防止パネル、消毒液、非接触型体温計の設置

66 永学堂(株) 非公開 サービス業 研修等のオンライン化

67 (有)木工房シン 吉川市関186 製造業 空調設備の整備

68 佐藤　正夫 きよみ野４－１－５－A104 サービス業 企業インタビュー動画作成事業の実施

69 うなぎ創作　鰻樹 木売２－９－７ 飲食業 テイクアウト、デリバリー実施に伴う広告宣伝

70 (株)川俣製作所 土場80 製造業 テレワークに係る映像配信機器の整備

71 元祖ほぐしと整体　吉川店 木売2-9-8 1F サービス業 SNS等へメニュー内容やクーポンの掲載に係る機器の整備

72 (株)高匠 美南3-3-12 建設業 リモートワークに係る機器の整備

73 鳩交通(有) 吉川1559-1 運送業 タクシー車内の飛沫防止パネルの設置

74 Y'sダンスアカデミー 保1-3-4 3F サービス業 オンライン講座実施に係る機材の整備
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75 オステリア　カルドゥッチョ 高富1-5-4-101 飲食業 空気清浄機の設置

76 (株)伊波実業 中島2-251-15 建設業 リモートワーク等に係る機器の整備

77 おうちごはんAK きよみ野5-4-3 教育・技能教授業 料理教室のオンライン化に係る機器の整備

78 (有)太田屋 吉川団地1-4-104 小売業 ネット販売で新規顧客獲得のための新商品開発等

79 パインド 道庭1-13-28-Ⅰ101 小売業 新メニュー開発に係る機材の導入

80 医療社団法人金田整形外科 吉川324 医業 フェイスシールドの購入、飛沫防止シート、消毒液の設置

81 (株)エステートプラス 栄町673-3 不動産業 オンライン対応、WEB動画掲載等に係る機材の整備

82 酒乃おはこ屋 高富2-14-17 飲食業 配送、テイクアウトに係る消耗品、備品の購入

83 たかせ歯科医院 高富2-14-8 医業 飛沫防止パネル、空気清浄機の設置、オンライン対応に係る機材の整備

84 医療法人敬生会 関360-1 医業 治療器具の消毒に係る設備の導入

85 吉川脳神経外科 川藤850-4 医業 待合室の換気に係る設備の整備

86 CP PINE 吉川さくら通りサロン 保556-10 サービス業 消毒液、サーキュレーター等の設置

87 三省インテリジェント(株) 木売2-3-8 不動産業 空気清浄機の設置

88 市左衛門 木売2-4-3 飲食業 空気清浄機、消毒液の設置

89 菓子工房　雨のち晴れ 平沼1-10-6-101 小売業 新メニュー開発に係る機材の導入、空気清浄機の設置

90 LUNA HAIR SALON 美南4-22-74 サービス業 感染症対策に係る広告宣伝、サーキュレーターの設置

91 田村たばこ 栄町1411-14 小売業 空気清浄機の設置

92 しゃぶ亭　トンボ 隆久1-10-24 飲食業 デリバリーの実施に係る車両の導入

93 公文教育研究会 中野分教室 木売2-1-1 学習塾 オンライン講座実施に係る機材の整備

94 医療法人社団土屋医院 加藤664-1 医業 空気清浄機の設置

95 三味線　おとや 新栄2-14-5 製造業 空気清浄機の設置

96 染谷米穀店 平沼187 小売業 オンライン対応に係る機材の整備

97 メーベラスリハ 吉川団地1-6 サービス業 空気清浄機の設置

98 松仙堂印刷所 平沼213-1 製造業 オンラインサービスを活用した自社PR

99 (株)永瀬農産 三輪野江1-80 農業 作業所・販売所の環境整備
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100 神栄整骨院 栄町1488-3 施術業 空気清浄機、非接触型体温計、消毒液等の設置

101 東埼玉テクノポリス協同組合 旭6-4 ー オンライン研修等の実施に係る機材の整備

102 (株)オカヤス 吉川本社工場 旭3-2 製造業 オンライン対応に係る環境の整備、非接触体温計等の購入

103 (株)清水製作所 中井76 製造業 オンライン対応に係る機材の整備、消毒液等の設置

104 02school 美南2-10-23 学習塾 空気清浄機等の設置

105 高岳電設(株) 中井38-1 建設業 空間除菌脱臭機の設置

106 藤井塗装 新栄1-20-13 建設業 オンライン対応に係る機材の整備

107 いちょう通り整骨院 保1-37-1-101 サービス業 空気循環のための換気扇取付

108 中国料理　太華 吉川1604-1 飲食業 テイクアウト、デリバリーに係る容器等の購入

109 MSワイズ 非公開 サービス業 空気清浄機の設置

110 (株)三光サービス 栄町1439-6 運送業 消毒液、パーテーションの購入

111 (有)魚藤 平沼119 飲食業 消毒液の購入、空気清浄機の設置

112 (株)板垣 平沼1-24-5 小売業 空気清浄機の設置

113 (有)アドバンス（美容室101） 高富1-27-9 サービス業 空気清浄機及び消毒液の設置

114 (株)網川建設 吉川1-28-15 建設業 自社ホームページの作成

115 パティスリーハヤノ　きよみ野店 きよみ野3-9-5 小売業 空気循環のための換気設備の導入

116 メンズへ―サロンイシカワ 栄町1398-1 サービス業 空気清浄機の設置

117 (有)清水ゴム工業 中野345-1 製造業 空気清浄機の設置

118 (株)フロア―シール 道庭2-2-21 製造業 自社製品のホームページの作成

119 ソラテック きよみ野5-12-5 建設業 オンライン対応に係る機材の整備

120 (株)ケンシン 小松川505 小売業 ホームページの作成

121 たちばな きよみ野2-3-9 建設業 新規サービス開始に係る機材の整備

122 フレンチレストラン　シャルメ 保1-4-13 飲食店 パーテーション、消毒液等の設置

123 つぶつぶ料理教室　ぽっかぽか 平沼1-7-17 教育・技能教授業 オンライン講座実施に係る機材の整備

124 炭火ホルモン焼しちりん 木売2-4-5 飲食業 空調設備の整備
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125 立原農産 皿沼1-105 農業 事務効率化に係る環境の整備

126 ヘアーサロンむーず 保26-9 サービス業 空気清浄機の設置

127 ローズウッド 東京都中央区銀座5-6-12　7F bizcube サービス業 ホームページの作成

128 中里薬局 平沼134 小売業 オンライン服薬指導の実施に係る環境整備　等


