
採択事業者リスト

鳥取県 合同会社Ｈｏｎｅｙ　ｃｏｒｅ 送風機導入による業務効率化・看板設置による販路拡大

鳥取県 ドゥ　ヘア　ドレッサーズ 防水デジタルパーマと炭酸シェービング導入による顧客拡大

島根県 ペットサロン　リボン デザイン性の高いトリング技術ＷＥＢ発信による新規顧客開拓事業

島根県 松江製版有限会社 デジタルサイネージとコンテンツのパッケージ提供による収益拡大

島根県 Ｍｉｓｓ　ＡＧＡＴＨＡ Ｍｉｓｓ　ＡＧＡＴＨＡ　Ｆｉｌｍ．ｓ

島根県 有限会社えんや呉服店 『集客増加を目指し、社員全員でのおもてなし体制のための改装事業』

島根県 スリーロードボクシングジム 開業五周年記念事業による新規会員の獲得

島根県 Ｔｉｍｅコレクション 紅茶の自社ブランド開発とその展開

島根県 梅津テニス教室 高齢者にショートテニスを広める事による、生きがい作り並びに会員増強。

島根県 株式会社しじみ屋 ネット販売システムの構築及び新規顧客獲得

島根県 有限会社ながさこ ＨＰリニューアルと顧客管理システム（ポイントカード）導入事業

島根県 有限会社シャルル
（今までの固定観念と全く発想を変えた顧客ニーズ発掘に対応するための）山
陰バーチャ

島根県 のなか動物病院 入院、歯科設備の充実による飼い主様の満足度向上の実現

島根県 有限会社ハタケヤマ 卸形態から小売形態への強化による新規顧客開拓事業

島根県 有限会社オーリー 中古タイヤ需要増に伴う買取り強化ならびに認知度アップ事業

島根県 有限会社カジコスメ 自社オリジナル化粧品のＰＲ事業

島根県 有限会社大廣建設 「アクアフォーム」を利用した新築・リフォーム販路開拓

島根県 株式会社魚徳 Ｐｅｓｃｅ　Ｖｉｒｕｔｕ　お魚ごはんとスープの販路開拓事業

島根県 ＩＣＨＩＲＩＮ 高齢者のための快適なサロン作り、トイレ増設工事

島根県 すのうはっと 徹底的な地元での市場浸透戦略と大都市圏における多角化戦略

島根県 有限会社太田建材 アクアフォーム・スカイライトチューブ販路拡大事業

島根県 小松　正嗣 神々の國から「神様の果物」西条柿を皆様のお手元に

島根県 有限会社岡茂一郎商店 見学できる醤油蔵への改装と来店客増加に向けたＰＲ強化

島根県 有限会社ＳＡＮＢＥ　ＢＵＲＧＥＲ 「地産地消」をテーマに「地域の宝」を活用した販路開拓事業

島根県 株式会社育英商会 店頭販売強化と健康ノルディックウオーキング普及による販促事業

島根県 有限会社ＮＥＯ－ＬＩＮＫ 動画コンテンツ、映像制作部門強化による販路開拓事業

島根県 和田造園 「苔」を柱とした、空間（庭）提案による販路拡大事業

島根県 佐々木左工店合同会社 情報発信強化による風力発電事業の新規顧客開拓

島根県 有限会社みどりや 婦人服のＯＥＭ生産取引先の新規開拓による販路拡大事業

島根県 有限会社水明館 新鮮な鮮魚を生かした外販可能な商品開発

岡山県 イワサキケイコキカク 農業従事者向け職業服ブランド設立による販売サイト制作

岡山県 株式会社ＴＯＤＡＹＡ 自転車利用者の為の安全と健康促進事業

補助事業で行う事業名事業者名都道府県
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

岡山県 中山下　チロ鯉 ２階席の活用による団体顧客の獲得する為の事業

岡山県 株式会社藤廣 新店オープンに伴う来店促進、販路拡大、新規顧客の開拓事業

岡山県 有限会社積和 健康マージャン事業の拡充でシニア、レディース層の顧客獲得

岡山県 立岡麻子 大人女性のためのベリーダンスビューティスタジオのＰＲ事業

岡山県 有限会社佐野実商店 「縁Ｊｏｙ！Ｆｕｌｌプラン」開発による新規個人顧客の開拓

岡山県 ひのまる給食有限会社 新感覚・和風サンドイッチ『わさん堂』の知名度向上と販路開拓

岡山県 有限会社岡山県農商 県農商野菜ブランドの発信力強化による販路開拓事業

岡山県 今八ふたわ 日本の伝統文化とモダンな和菓子の情報発信

岡山県 Ａ＊Ｍ　Ｐｈｏｔｏ 衣装の強化による３スタイルによる新メニュー強化に向けた販売促進の実施。

岡山県 株式会社エコース 新規顧客獲得の為のサイト運営及びウェブ動画の配信

岡山県 きもの乃＝縁＝ＹＵＫＡＲＩ “親子で来ていただける店”としての広報事業

岡山県 株式会社Ｂｏｎａ・ｄｅａ オリジナル化粧品の新商品開発と販売促進事業

岡山県 山本食品有限会社 広告媒体を強化し、豆腐への関心を高め、新たな需要の創設

岡山県 合同会社　Ｋ’ｓ　ｃｏｍｐａｎｙ 保育所が主催する、子育てを頑張るママの為のイベント運営

岡山県 ヒューマンカンパニー おかたづけサービス（生前整理・遺品整理）の展開と販路開拓

岡山県 株式会社エアー．プラス 業務用レシピ開発強化及びこれをＰＲする為の販促ツール整備事業

岡山県 フラワーレーベル 法人向けギフトフラワー販売普及事業

岡山県 ウェブティ株式会社
選挙支援システムサービスシステムの構築及び伴う販促制作（ＰＲサイト・パン
フ）

岡山県 自活支援塾香レント 移動教室の展開を目指した、受講生のニーズの高い教材の開発

岡山県 株式会社ココロエ 中古物件活用希望者を対象とした、リノベーション推進事業

岡山県 株式会社辻吉商店 店舗高級化のための改装（床の張替え、看板設置）による販路拡大

岡山県 有限会社泰平産業 ＨＰ開設・商談ルーム改装により団塊ジュニア層の直需を取り込む

岡山県 株式会社創・和 エコバックを活用した新需要開拓事業

岡山県 リージョン株式会社 オリジナルチラシの発行による、成功報酬式就職支援サイトのＰＲ

岡山県 合同会社イノバース 中小建築業界の競争力向上のための３Ｄモデリングサービスの提供

岡山県 株式会社Ｆｏｏｌｉｓｈ ピザ宅配による新規顧客の販路開拓事業

岡山県 株式会社ＧＬＯＷ 新サービス「まつ毛エクステ」の開発と周知

岡山県 エルガルディ株式会社 レディース専用コーナー・フィッティングルームの新設

岡山県 移動トリミング　くるり ペットや飼主に優しい、高齢者向け移動トリミングサービスの提供

岡山県 有限会社　三香堂 販路開拓、新規顧客獲得の為にＷＥＢを用いた新たな販売方法の展開

岡山県 住宅工房なごみ 耐震補強工事を伴う住宅リフォーム市場への新たな進出

岡山県 株式会社トイどらごんのひみつきち 実店舗への親子連れの来店を促進する居心地のよい店作り事業

2/9



採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

岡山県 有限会社ツクミクリーニング 店舗改装により、入りやすい店頭と快適な店づくり

岡山県 株式会社建築工房いづき インターネット広告で古民家再生事業

岡山県 株式会社つながる手
「介護求職者掘り起こし及び新規メンタルヘルス事業に係るサービス告知強化
事業

岡山県 Ｃｈａｌｅｕｒ（シャルール） 独立志向、生徒様向けスクール事業

岡山県 株式会社シリウスリレーションズ 新規事業の周知による販路拡大事業

岡山県 株式会社ウエザイ 県産材を活用したリフォーム事業への参入

岡山県 Ｔｅｐｐａｎ－ｙａｋｉ弥勒 鉄板焼専門店が作る接待・祭事用高級弁当の周知と販売

岡山県 いではら社労士事務所 マイナンバー情報のホームページ開設とセキュリティ体制の構築

岡山県 池田促成青果有限会社 商品情報の提供とメニュー開発の支援を重視した青果店へ改装

岡山県 株式会社和楽 プロモーション強化による地域住民への介護情報発信と認知度向上

岡山県 株式会社インスタイル 起業家を支援する実践型起業塾及び経営塾の集客促進事業

岡山県 リベラルマーケティング株式会社 新規開発した割安片付けサービスの西日本エリア展開事業

岡山県 株式会社藤エンタープライズ 環境事業　初期費用０円レンタルシステム『節水くん』

岡山県 朝霧元晴司法書士事務所 コンサルティング業務、相続関連セミナー・相談会の実施

岡山県 株式会社キュビズム 『店舗プランニング・設計・施工の一括受注』事業への取組強化

岡山県 Ｐｏｎｔｅ 害獣駆除された鹿革のペア製品の開発と販路拡大

岡山県 岡山眼鏡店 スポーツ愛好家中心とした雑誌広告及びフライヤーによる来店誘導

岡山県 株式会社服部時計店 高価格帯腕時計の若年層新規顧客獲得セール実施

岡山県 有限会社やまね 高齢者向け手作り弁当惣菜移動販売を通じた買い物弱者支援事業の実施

岡山県 株式会社皆成 県内外への広報強化による集客拡大

岡山県 株式会社ＳＷＩＴＣＨ　ＷＯＲＫＳ ”中小企業支援に特化したビジネススクール・個社研修の販路拡大

岡山県 株式会社　　なちゅふぉと 持ち運べる「ＬＥＤミニスタジオ」等の開発及び全国販売展開

岡山県 近藤発動機株式会社 ＹＯＵＴＵＢＥ動画広告や、ネット広告を利用した販売促進

岡山県 Ｔｉｍｅ　ｄｅｓｉｇｎｅｒ　ｓｈｉｐ 交流サロン＆資料閲覧室の新規開設と新ウェブページでの情報発信

岡山県 株式会社Ｄ－ｃｒｅａｔｅ ４０代～６０代のお客様に向けた店内外のイメージ変更による販売促進

岡山県 アッパービレッジ有限会社 顧客の強みを見える化する提案型ブランド戦略業務の開発・販路開拓

岡山県 有限会社ソガワ印刷 新事業「まんがで販促」による新規販路拡大

岡山県 株式会社ハートバード 人材力も稼働効率も上げる「介護事業アカデミー」の開発と販売促進

岡山県 株式会社Ｏｒｂ 中国人向け会員価格販売サイトによる売上増加事業

岡山県 有限会社馬場足手店 設備導入による縫製製品の製造・販売の拡大

岡山県 株式会社ヤマカワ商事 リハビリサポートマシンの販売促進による売上拡大

岡山県 有限会社食器のみつはた 外国人観光客への全国窯元のうつわ博物館としての陶芸品の提供
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岡山県 有限会社Ｋｌａｘ－ｏｎ 定番商品のカタログ製作と雑誌掲載により売上拡大を実行する

岡山県 万料理みずぐち リーズナブルな本格会席コース料理の提供

岡山県 株式会社ヤマニ 看板を設置し、認知度向上を図ることによる売上拡大

岡山県 東万繊工株式会社 新商品・ギフトセット開発と販路拡大

岡山県 株式会社　倉敷ぎょうざ本舗 ホームページのリニューアルによる販路・売上拡大

岡山県 有限会社原ふとん店 「正しい睡眠」の普及と「体験型店舗」による新規顧客の獲得

岡山県 フューチャーヒャクカフェ 看板設置による通行人へのＰＲ強化とギャラリーの充実

岡山県 株式会社リショウ ポータルサイト「ｄｏｎｂｌａ．」のスマホ化による売上、利益アップ

岡山県 孔雀株式会社 一般住宅用定礎板の新規開発及び販路開拓により売上向上をはかる

岡山県 株式会社クラテックス イタリア製ソファカバーの調達先開拓と商品の充実による販路拡大

岡山県 株式会社ＣＤＬキャリアデザイン研究所 新規事業（人材表彰制度）展開にともなうＨＰ作成と情報発信

岡山県 ピタゴラス進学塾 発達障がい生徒対象の専門派遣家庭教師部門の設立・販路開拓

岡山県 株式会社エージェックス 厨房整備による給食事業強化を行い、売上拡大を図る

岡山県 補聴器ショップ倉敷 補聴器の試聴貸出の広告宣伝による販路・売上拡大

岡山県 あっとホームサービス株式会社 企業の新規顧客獲得を促すポスティング代行サービス

岡山県 有限会社坂本接骨院 ２１世紀をサポ－トする外反拇趾サポ－タ－の販路拡大計画

岡山県 三日月家 安心・安全・美味しいパンで地域の輪・人の輪を広げる事業

岡山県 株式会社備中屋 備中屋販売用自社サイトの新装

岡山県 有限会社ジョイント・エフ 施設改善と販売促進による外国人・女性の集客向上

岡山県 おいえはり灸院 女性向けサービスを特徴とした児島分院の開設と地域へのＰＲ活動

岡山県 再来 団体向け外出サービスの開始と利用者獲得のためのＰＲ

岡山県 理容あさの 定額制サービスを中心とした新規顧客の獲得のための情報発信

岡山県 うどん館 集客を目的としたロード看板設置と店舗改装

岡山県 珈琲屋３２ 女性が来やすい喫茶店のための環境整備と多店舗展開に向けた準備

岡山県 株式会社ＬＡＰＯ ウランガラスを使った雑貨・アクセサリーの制作と販路開拓

岡山県 坂本織物有限会社 ハンドメイド商品のデザイン性向上による販路拡大事業

岡山県 ティーツーケー株式会社 “９９円からはじめるネットショップ”ＥＣサポートシステムの構築

岡山県 有限会社信和 安心・安全な下津井ブランドの水産加工食品の全国展開

岡山県 レイヤード・ジャパン 事業継続・発展のための新サービス・販売ルートの構築

岡山県 株式会社ＳＰＹ ヒーローに捧げる一本、児島発ヴィンテージ・ジーンズの提供

岡山県 ジンバ株式会社 働く女性のヘルスケアサイトでのワークウェアと骨盤グッズの提供

岡山県 合同会社佐藤プランニング 工場丸ごとデジタル化サービスによる下請けからの脱却

4/9



採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

岡山県 ＥＮＤＯＲ 「岡山県産オリジナル生地の販路開拓に伴うホームページの作成」

岡山県 あじ菜 高齢者向けのメニュー開発と新商品の販路拡大

岡山県 酪農Ｃａｆｅ　Ｍｏｕ－ｍｏｕ－Ｋｉｔｃｈｅｎ 全国初「初乳」を使ったスウィーツ開発による販路拡大

岡山県 オオモトクリーニング リペア・メンテナンスの常設メニュー化。

岡山県 青山茶舗 『デザインの地産地消』と『プレミアム商品の開発』

岡山県 島宿　三虎 瀬戸内海！地元の魚を使用した加工土産品の開発による販売拡大

岡山県 カーリフレッシュ　タハラ ウッドテラスを活用したイベント開催による新規顧客の獲得

岡山県 株式会社大本 「塗装のプロが教えます！」用途・材質に合った塗料の販売拡大

岡山県 有限会社丸新麺業 真空包装機導入による笠岡ラーメンの販路開拓、新商品開発

岡山県 一心整体 視認性向上！清潔店舗のＰＲによる新規顧客の開拓

岡山県 小山製麺 雑穀物語「美人うどん」のネット販売による販売拡大

岡山県 お多福旅館 「日本夕陽の宿百選」の宿！集客力を高めるための館内改装

岡山県 井原石材有限会社 自社の強みや新たな取組をＰＲするための販売促進ツール構築事業

岡山県 有限会社フードスタイリング 食器洗浄機導入による顧客回転率の向上

岡山県 ＢＯＵＬＤＥＲＩＮＧ　Ｔ：７ ボルダリング愛好者の拡大

岡山県 株式会社岡本テキスタイル インターネットを利用した販路拡大事業

岡山県 みのり 開業して６ヵ月、リピーター確保のための販促事業

岡山県 株式会社ティーアイシー 求職者の為の就職ガイダンスと合同説明会の開催

岡山県 森商店 英国にて展示会を開催し、備前焼の新規販路開拓をはかる。

岡山県 合資会社五郎辺衛 【デザイナーと窯元のコラボ　備前の新たな販売ルート確立のために】

岡山県 株式会社タイガーインターナショナル オーダーメイドタイルの新製品の販売促進及び販路開拓事業

岡山県 リサイクルワタナベ 自社ホームページのユニバーサル化及び個人情報管理の徹底

岡山県 株式会社山雅ファブリカン 情報発信力強化による個人直取引スキームの構築で収益ＵＰ

岡山県 有限会社総社ランドリー 地域最安価格を提供するキャンペーンで新規顧客を獲得する。

岡山県 ｒｅｃｈｅＲｃｈｅ（ルシェルシュ） 顧客管理ソフトの導入でファン顧客づくりと売上アップ

岡山県 金亀 地産地消弁当の開発とヘルシーな精進料理の情報発信で集客拡大

岡山県 吉備建創株式会社 アパートオーナー様向けの効果的販促ツール活用による売上拡大

岡山県 リサイクルストアあかつき ネット販売管理システムの構築と活用による販売力強化

岡山県 創作料理　菜茂家 新サービス「テイクアウト」の広告宣伝活動による売上向上

岡山県 株式会社ナルミ 販促ツール及びホームページ制作で売り上げアップ

岡山県 株式会社ビリーブ ５０～６０代にターゲットを絞った広告宣伝によるリフォーム事業の拡大。

岡山県 株式会社トングウ 潜在顧客へのテストマーケティングによる売上アップ
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採択事業者リスト

補助事業で行う事業名事業者名都道府県

岡山県 窪津真果園 「食べきり新規格商品の販売に伴う広告宣伝による販売開拓」

岡山県 新見らーめんいぶき 高性能な食器洗浄機を導入し、女性客も入りやすいラーメン店を目指す。

広島県 株式会社ＡＫＩコーポレーション デジタルサイネージの導入とチラシ作成及び配布による販路開拓

広島県 ｔｕｍｕｇｉ 新たな集客のためのワークショップの開催と各種イベントへの出展

広島県 広島観光事業株式会社 健康と地域コミュニティの空間に拘った、健康麻雀教室の出店

広島県 有限会社広島米倉 メンタルヘルス事業において法人顧客の開拓で売上増大を目指す

広島県 株式会社エフツー 広島限定　住宅リフォーム潜在ニーズ　見える化プロジェクト

広島県 Ｐ－ＢＥＲＲＹ おいしいカフェインレスコーヒーの認知向上・販路拡大事業

広島県 三十八花堂 介護事業所の介護職員と利用者の為のメンタルヘルスケア事業の展開

広島県 株式会社坂昆 広島産レモンを使った地産地消の新商品開発と販売促進活動

広島県 吉島合同事務所 産廃業特化で８年。今こそ業種特化型行政書士の存在周知を！

広島県 合同会社フォーユー タブレットで電子化した飲食メニューの開発

広島県 株式会社デザインビズ 税理士専用顧客ニュースレターの販売促進のための営業展開事業

広島県 スワ食品 知名度のある地域資源を絡めたネット販売の構築

広島県 讃岐うどん専門店やまふじ 女性客の来店増加を目的とした販売展開の実施

広島県 株式会社ＳＩＧＮＴＹ（サインティ）
オリジナルヘアゴム「ａｎｎｉｅｕ（アンニュ）シリーズ」の商品開発と既存商品の販
路

広島県 大同防水工業株式会社 外壁塗装、屋根塗装、防水リフォーム工事の販路開拓

広島県 Ｅｉｂｉ 美容品とネイルの顧客ニーズに対応した環境整備と宣対事業

広島県 アドジャパン 伝統的工芸品熊野筆の技術を活用した商品開発と販路拡大事業

広島県 寺町漢方薬局 漢方薬局の専門性をＰＲするための店舗改装とオリジナル販促物の制作

広島県 有限会社オキノストアー 高齢者にやさしい店舗作りと無料配達サービス活性化による売上向上事業

広島県 広島食鳥有限会社 「廣島赤鶏砂ずりせんじがら」、「手羽元の醤油焼き」商品化、販路開拓事業

広島県 有限会社グリーンブリーズ
『Ｇｒａｎｄｅひろしま』の販路拡大用の営業ツールと定期講読者獲得のためのＨ
Ｐ開設

広島県 一級建築士事務所Ｐｌｅａｓａｎｔ　Ｄｅｓｉｇｎ
新規顧客獲得のための機械導入による商品の付加価値向上、ならびに広報
活動

広島県 広島あゆみ保育園なかひろ 園内改装による業務効率の改善とインターネットを活用した広告宣伝

広島県 メディカルコート株式会社 新商品の化粧水・美容液による販路拡大と卸業務の展開

広島県 株式会社ソアラサービス 広島（宮島）の観光資源を活用した「守り砂」の販路拡大

広島県 一級建築士事務所みらいプラス住宅検査 住宅検査に特化した第三者検査事務所による住宅検査サービス

広島県 有限会社中尾商店 新規彫金教室開設による男性層の顧客獲得事業

広島県 株式会社アスルート アスルート「ＫＯＢＡトレ」拡大プロジェクト

広島県 株式会社ジョブマッチ 自社の強みと安心感が伝わるＨＰを作成し若年層を取り込み売上拡大

広島県 クラシックミュージックパブオクターヴ． クラシック音楽パブ強化に向けた、メニュー、認知、客単価の向上
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

広島県 株式会社トレカンテット 広域営業推進によるショップ認知度の拡大及び新規顧客の集客

広島県 三代屋 店舗拡張による顧客の取り込みと売上げ増加

広島県 サルトリアヌォーヴォ 客層拡大と購買率・再来率アップを図るための現物サンプル作成

広島県 株式会社ワークジェイ 転職マーケットに特化した求人サイトの運営周知及び販路拡大事業

広島県 有限会社光立建設 ホームページ作成、チラシ作成およびポスティング配布による新規顧客の開拓

広島県 株式会社吉村店内創美 パンフレット等による集客と、リフォーム部門確立のための改装

広島県 有限会社エルドー 出逢い創出やＩＴ戦略により『チャンス』を自ら創る事業

広島県 株式会社プラスコーポレーション 予防保全サービスと補修部品製造の販路開拓

広島県 パスワ スイーツふくやま＆備後のパン屋アプリの販路開拓と認知拡大

広島県 株式会社ソワール 新規開拓に向けたイベントの開催とホームページリニューアル

広島県 水呑ＣａｆｅＢｏｎｅｕ “お家でＢｏｎｅｕ”カフェが始めたお弁当事業の強化

広島県 株式会社こんどう電器 「家まるごと活性化事業」の基盤整備とＰＲ展開による販路開拓

広島県 新生タイヤ販売株式会社 老朽化している店舗内外装の改修による新規顧客の販路開拓

広島県 お好み焼き・鉄板焼わっしょい。 うずみ焼き、だしお好み焼きによるファミリー層のとりこみ

広島県 有限会社交和商会 重量物運搬サービスの導入と販路開拓

広島県 株式会社ＴＲＩＮＩＴＹ オリジナル家具のカタログ製作による販路拡大

広島県 有限会社ぬまくま夢工房 飴菓子商品力強化のためのパッケージ改良

広島県 フェニックス トイレの全面改装、階段手すりの設置で売上増加の実現

広島県 合同会社　カスリラ 備後絣を使った絣商材（カスリラブランド）の販路を拡大する。

広島県 有限会社リニューアル仁 新築和風モダン社宅の認知活動と集客活動

広島県 米マイフーズ株式会社 米粉商品の販路開拓・商品開発支援　米粉の普及　新技術開発

広島県 有限会社清吉コーポレーション 認知度アップの広報活動と法改正に対応する為の改善

広島県 株式会社水工房リアル 「すぐ来てほしい…。」お助けマグネット事業

広島県 株式会社府中家具の館中島 「世界にひとつだけの家具」無垢一枚板（自社製）の販路開拓

広島県 コタニコーヒー コミュニティ型コーヒー店（コーヒー豆製造販売・喫茶）の開店

広島県 株式会社マザーアンドチルドレン 端材を使ったオーダー型オリジナル木製まな板の開発と販売

広島県 株式会社ヒラメキカンパニー 地域ポータルサイトＡＳＰのサービス強化と販路拡大事業

広島県 小川工芸有限会社 そば打ち道具のターゲットを絞ったＷＥＢ広告、パンフレット制作

広島県 松葉製作所 高品質のパンフレット作製および展示会出展等による販路開拓

広島県 株式会社アペル 若年層の顧客に対応した新たな情報発信の構築

広島県 株式会社みやわき建設 打合せスペースのオープンスペース化改修事業

広島県 木のおもちゃＨＡＮＡ 顧客サービス拡充に伴う店舗設備の整備と販売促進資料の作成
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補助事業で行う事業名事業者名都道府県

広島県 有限会社中野自動車 一般個人客へのコンサルティングブース設置

広島県 有限会社吉岡企画 ・和密を使った高単価商品開発による販路開拓事業

広島県 オカダサイクル 「移動修理自転車店ＰＲ」新規顧客獲得のチラシ、ホームページ作成

広島県 有限会社藤川 高齢者・福祉利用者の新規顧客開拓事業

広島県 農家レストラン西野 「おかずでがんす“竹原まんま”」事業

広島県 株式会社川崎フードモデル 糖尿病模型の広告、蜂の巣、ネックレス、お供えセットの販路拡大

広島県 株式会社スポーツショップワタナベ
○地域の柑橘類を販売するホームページサイトの立ち上げ。○現在のイン
ターネット通販

広島県 株式会社宇根鉄工所 大都市の地下空間の浸水災害を防ぐＢＣＰ対策ゲートの販売促進

広島県 木村哲也建築デザインオフィス 空き屋削減のための古民家リノベーション促進事業

広島県 丼丸渡部 早急に店舗の認知度を高めるためのプロモーション展開

広島県 株式会社ｐｌｕｓｂｏｘ シニア犬専用サプリメント販売事業の立ち上げ及び販路拡大

広島県 集いの杜福の神 団体客をターゲットにした「広島流お好み焼き」積込サービス事業

広島県 ｃａｆ′ｅ　Ｌｅｎｔｅ 併設店舗稼働による厨房機器の拡充及び屋外席上部にテント設置。

広島県 有限会社翠寿園 簡便な計測機械を用いて、樹木の倒木を未然に防ぐ技術の開発と提案

広島県 ＡＭ　Ｆａｒｍ 店舗改装等によるブランドイメージ強化事業

広島県
ｇｅｌａｔｅｒｉａＢＡＣＣＡＮＯ（ジェラテリア　バッカー
ノ）

世界遺産「宮島」で、観光客を路地への誘導・集客事業

広島県 株式会社ミライハートベンリー甘日市店 認知度向上・来店頻度を高めるための店舗看板の改善

広島県 株式会社旭工務店 企業イメージを高めるデザイン性の向上と積極的なＰＲ活動事業

山口県 廣田養蜂場 下関産天然生蜂蜜の商品デザイン改良とネット販売システムの構築

山口県 株式会社伸和精工 温度解析～予測変移システムの導入による新販路開拓

山口県 ｖｅｒｙ０００２ 女性の社会進出を後押しする機能性マタニティウェアのＯＥＭ生産

山口県 焼鳥一力 食べログ等の利用による集客、経営戦略に関する専門家への相談

山口県 いっぺい堂 冷めても美味しいバラエティーから揚げの提供による多店舗展開

山口県 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｃｏｕｐｌｅ キッズスペース・着付室の新設による新規顧客の取り込み

山口県 株式会社マイルーム 「建物診断付の中古住宅売買仲介業」の立ち上げ・販路開拓

山口県 有限会社れんげ 買い物弱者向け「置き惣菜」商品開発と販路開拓

山口県 茶房はせ 通行者への店舗周知と、モーニングの周知による新規顧客の獲得

山口県 株式会社モンシェール 『不妊症・更年期障害改善』の新メニューで新規顧客を獲得

山口県 原田総合システム 登録商標“こらぼる”の商品化とビジネスモデル構築・販売促進

山口県 合同会社アグリプロジェクト 有機農産物・有機食品のコラボレーション新規販路開拓事業

山口県 有限会社ひわだや 社寺クリーン事業「社寺きよら」のサービス開発と販路開拓

山口県 桑田醤油有限会社 新機能商品の認知向上・ラインナップ強化による販路＆売上拡大
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山口県 幸の芽オフィス 「記憶に残る」新しい結婚式スタイルの提案

山口県 有限会社福田フルーツパーク 親子が農園で楽しむフィールドアーチェリー事業と販路開拓

山口県 株式会社グリーンハート 医師が行うアンチエイジングサービス「Ｒｅ・Ｂｅａｕｔｙ」の販売促進事業

山口県 株式会社Ｓｅｒｏｒｉ 参加型・体験型で楽しめるお抹茶・日本茶のサービス開発

山口県 ＫＯＪＡＲＥ ヘッドクリームバスの新規メニュー化

山口県 防長建材株式会社 一般顧客獲得に向けた店舗改装と人材のスキルアップ

山口県 レストハウス・たんぽぽ株式会社 岩国特化したデザートの販促事業

山口県 有限会社アイティーキューブ 「ごくー不動産システム」の開発と販路拡大

山口県 内山順天堂 剣先するめの個包装改良による販売促進事業

山口県 木村水産 剣先いかの塩辛、田作りの開発・販路開拓

山口県 有限会社にこにこサービス 新規開設する在宅型有料老人ホームの顧客獲得事業

山口県 ３Ｇｒａｎｔｓ（スリーグランツ） 美容液エステの普及で小さくても強い価値で存続するサロン作り

山口県 イラストレーターＮＯＢＵ．
「栄養士の資格を持つイラストレーター」としてのブランディング強化、及び営業
活動

山口県 Ｗｏｏｄ　Ａｒｔｉｓｔ　Ｈｉｋｏ 地方から発信するアンティーク家具製作効率化の為の設備導入と販路拡大

山口県 株式会社まつもと 「お中元期に合わせたふるさと山口のギフトセットの考案と販売促進

山口県 エムテックス有限会社 新製法蒟蒻麺と蒟蒻麺一貫生産装置の販路開拓
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