
平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

鳥取県 株式会社ＵＥＳパートナーズ 4270002008589 まちなか活性化へ向けた「空家対策改善計画」販促ツール作成

鳥取県 有限会社水蓮社 5270002008968 自宅葬直葬型新商品の新規販促チラシのデザイン制作

鳥取県
Ｎ．Ｋ．Ｃナーシング　コア　コーポレー
ション合同会社

1270003000861 「わたしの看護婦さん」販路拡大事業　：　利用者と潜在看護師の獲得

鳥取県 有限会社コマツ靴店 3270002010042 子どもの足の成長と初めて歩く靴の知識を発信する情報型ＥＣサイトの展開

鳥取県 株式会社新来軒 7270001004652 トイレ周辺環境の利便性・快適性改善による顧客満足度の向上

島根県 くらしの器　森脇 － 若年層、外国人観光客をターゲットにした広告宣伝、店舗づくり

島根県 株式会社しじみ屋 6280001002821 宍道湖産しじみのＰＲ動画を制作し、新規取引獲得・消費拡大を図る

島根県 トータルリペア・セブン － 新サービス導入の為の機械購入による客単価の向上と新規顧客獲得

島根県 協和地建コンサルタント株式会社 2280001000176 自社ホームページの改良による地中熱分野の受注拡大

島根県 株式会社ラルジェス 7280001002845 バレエスクール新規生徒獲得のための情報発信

島根県 ラーメン長さん － 新規店舗開設に伴う、広報宣伝、看板の増設による新規個客獲得

島根県 プチハート松江店 － 店舗イメージ刷新のための店名変更及びそれに伴う広告宣伝事業

島根県 ＢＬＡＮ－ＶＡＧＵＥ － 新メニュー並びに店舗環境整備による集客力向上事業

島根県 スリーハート・リフレ － 看板の設置及びホームページのリニューアル

島根県 株式会社ＡＴＴＲＡＣＴＩＶＥ 7280001007183 看板設置、宣伝広告で店舗の認知度を上げ、新規顧客獲得を図る

島根県 合同会社アセットパートナーズ 6280003000955 知名度向上のための公共紙媒体及びネット広告の展開

島根県 有限会社メガネのモチダ 9280002002339 店舗認知度アップとシニア客層への複数使用推進

島根県 まつえ蜂蜜 － 単花蜜「まつえ蜂蜜」のブランディング事業

島根県 株式会社こころスタイル 3280001002626 明治建築洋館「興雲閣」大広間を活用した各種イベント受託事業

島根県 株式会社七洋 5280001002946 生花のプリザーブド加工技術向上及び海外販路拡大事業

島根県 喫茶＆Ｂａｒ　ＬＡＧ － 極近隣の姉妹店「ＬＡＧの別邸　南欧料理とワインの店」の設立

島根県 ＴＲＩＢＥＣＡ － ホームページおよび各種ＳＮＳを統合することによる広告力の向上

島根県 株式会社吉田写真堂 8280001007034 ドローン・ウェアラブルカメラ撮影による新規取引先の獲得

島根県 株式会社ミライエ 2280001000449 生ゴミ堆肥化プラント販路拡大のための広告宣伝と展示会出展

島根県 森岡酒店 － ワイン販売強化による売上と認知度向上事業

島根県 有限会社いずも和紙 8280002002942 「“道”の文化にぎわい市」による書道ファン醸成・販路開拓

島根県 有限会社オフィス・サム 7280002000492 Ｔｅｒｒａｓｓｅ（テラス）都会へ行く！！

島根県 リトルコートコーヒー － 設備投資による自店の生産性向上と販路拡大

島根県 有限会社野口木材店 3280002001718 国道沿い看板設置と優良顧客によるチラシ配布による認知度向上

島根県 有限会社ハタケヤマ 3280002001767 独自のスキルを活かした専門商品開拓事業

島根県 ＥＩＧＨＤ　ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ － 新サービス導入に伴う調光機能付き照明設置による空間演出

島根県 誘酒庵 － おもてなし＆客単価向上対策！手打ちそばと地酒を個室でしっぽり

島根県 株式会社ビドルインターナショナル 1280001006819 海外市場向けにゼロから企画開発し直す伝統工芸品！

島根県 イマジン．珈琲店 － エスプレッソマシン導入による新規顧客獲得を図る

島根県 ＣＯＣＨＩＣＡ － 集客力アップ、イベント利用促進のための増床と告知

島根県 ｆｏｏｃａ － 「ヘッドスパ」導入による新規集客及びトータルビューティーの実現

島根県 有限会社ｅｔｓｕ－ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 1280002004292 新規顧客と観光客の獲得

島根県 有限会社たにや 4280002001428 新規開拓のためのロゴ製作、看板とショップカードの作成

島根県 株式会社蒼の地球 2280001007155 認知度向上による利用者増加のための広告宣伝と看板設置

島根県 コーヒーショップＫＥＮ － ペット同伴顧客に対応した店舗作りによる新規顧客層開拓
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島根県 有限会社地域計画山陰 2280002006940 真竹販路と用途の開拓～里山再生と資源化「ご縁ささ」販売～

島根県 林米穀店 － ネットでの商圏拡大・更なる地域密着化による新規顧客の取り込み

島根県 有限会社はら屋 8280002005879 ミニたい焼きの首都圏及び海外市場への販路開拓事業

島根県 富士酒造合資会社 7280003000293 酒蔵の歴史を感じさせる外観・内装整備による販路開拓事業

島根県 金山工業株式会社 1280001003122 「終活相談窓口」設置によるお客様のお悩み解決と未来顧客の創造

島根県 新宮建築 － ＨＰ制作・看板設置による情報発信及び販路拡大事業

島根県 美容室ＡＬＯＨＡ － 子供を取巻く人を元氣に出来る企業を広く周知する販路開拓事業

島根県 株式会社よろずやサービス 9280001006943 「お家のお医者さん」ＰＲ事業

島根県 ダンタニホームサービス有限会社 8280002006976 商品（中古住宅等）宣伝用ホームページ作成による販路開拓事業

島根県 有限会社夢工房 9280002006174 三次元ソフトを活用した提案型サービスによるリフォーム受注拡大

島根県 株式会社いづも農縁 4280001003581 出雲産有機「モロヘイヤサプリメント」ブランド化による販路開拓

島根県 山陰名産來間屋生姜糖本舗 － 事務効率の改善に伴う包装作業生産効率向上と販路拡大事業

島根県 安食畳店 － 専用曲げ加工機を使用した高品質縁なし畳の製造

島根県 ヘアサロンしのはら － 新メニュー「理髪増毛（りはつぞうもう）」のＰＲによる販路開拓

島根県 有限会社花環のヤナイ 9280002010218 新規事業「益田お墓参り代行サービス」を通じた新規顧客獲得

島根県 談食 － 焼き鳥店には見えない店舗の視認改善

島根県 株式会社シラガミ 8280001005260 県外のポテンシャルカスタマーを意識した店舗ＰＲの強化

島根県 風工房孝 － 「葛の花」オリジナル製品の販路開拓と生産機能強化事業

島根県 さつだや － 仏事関連商品等の生産体制の整備と情報発信による新規顧客開拓

島根県 有限会社中木屋本店 3280002007723 土産、産直ニーズに応える商品へのブラッシュアップと販路開拓

島根県 有限会社奥出雲薔薇園 1280002011990 ブランド食用薔薇「さ姫」の直販拡大、海外市場開拓で売上拡大

島根県 有限会社山陰食品センター 4280002007615 顧客のシチュエーションに合わせた提案による新規顧客獲得事業

島根県 紬麦 － 田舎で作る安全・安心原材料のハード系パンの販路拡大

島根県 御面屋　恵木舞工房 － 工房をギャラリーとして改装することによる販路拡大

島根県 ｏ．ａ．ｋ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － 整髪プラスアルファのサービスで忙しい女性を対象とした販路拡大

岡山県 株式会社西大寺グランドホテル 8260001010221 ホームページをスマホ対応にし観光情報も発信し新規客を獲得する

岡山県 有限会社福富建設 4260002008615 「越屋根の家」のイメージ定着とＨＰ刷新等による受注増加

岡山県 橘　染物店 － 個人向け商品開発の為、ホームページを作成する。

岡山県 ｊｉｆｆｙ － 当店オリジナルフローズンドリンクの新展開による集客強化

岡山県 ＨＩＳＴＯＲＹ － 欧米圏向け極細字画プロモーションによる売上利益の拡大

岡山県 同和商事株式会社 8260001004719 ＷＥＢサイト構築を主とする来店動線強化による新規顧客獲得施策

岡山県 ＵＮＵＳ － 対面式　カウンセリング型セールスの導入

岡山県 ＣＰサロンルミナ － 設備導入とメニュー表開発によりＣＳを向上させ新規客獲得を目指す

岡山県 Ａｒｔ　Ｓｔｕｄｉｏ　ｇＬＡｓｓｅ － 施術する側、される側どちらも幸せになるネイルサロン事業

岡山県 株式会社テンダーハーツ 6260001026574 バーベキュー型フードメニューによる顧客掘り起こし

岡山県 株式会社スミダヤ 1260001003586 自社ブランド商品（頭髪化粧品類５種）の開発、販路拡大

岡山県 株式会社ワンバイワンクリエイト 1260001029433 すぐ欲しい！に応える当日納品可能な小ロットオンデマンド印刷屋

岡山県 株式会社川空山海 8260001030310 Ｗｅｂサイト改善とクラウドＩＴシステム導入による販路拡大

岡山県 山陽施設工業株式会社 5260001002642 営業力強化に向けたＩＴ整備・導入事業

岡山県 台湾料理あじ仙　中央町店 － 台湾の「九份」をコンセプトにした店舗改装で売上の向上を促進
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岡山県 株式会社フクデン 5260001003434 太陽光固定買取終了とＺＥＨの蓄電池及び体に優しい照明等の展示

岡山県 株式会社あじ仙 6260001009760 店舗改装でイメージチェンジ！ファミリー層の利用者拡大を促進！

岡山県 株式会社Ｋ－ＤＲＩＶＥ 5260001027895 中古車の個人売買という新たな方法を認知拡大するためのＰＲ事業

岡山県 オヤコサロン　ホアラ － 「乳幼児専門の言語の発達相談室」の認知向上と顧客満足向上事業

岡山県 ｄｏｕｚｅ － 学生向けメニュー展開による販路開拓事業

岡山県 株式会社ｒｏｈａｓｃｏｍｐａｎｙ 4260001028837 ヘアカラー専門店の認知度向上と、自動化による業務効率化

岡山県 小幸園 － 商品パッケージの作成による農産物直売所においての売上増額計画

岡山県 フラワーショップサンタウン有限会社 2260002008963 弊社技術のブランド化と花文化発信による付加価値化と法人需要開拓

岡山県 有限会社廣珍軒 1260002003643 ３０～４０代の働くお母様をターゲットにしたテイクアウト事業の周知事業

岡山県 オフィス君佳・Ｌｕｃｋｙ＆Ｇｏｏｄ － ３０代～４０代の仕事をしている女性の新規顧客集客プロジェクト

岡山県 株式会社サンアース 2260002004145 狩猟農家の労力軽減と収益向上を目的としたＩｏＴシステムの展開

岡山県 株式会社フクトヨ 5260001005802 地元住民をターゲットとしたリフォーム受注の増加計画

岡山県 パウンドハウス西大寺 － 企業向けオリジナルノベルティの新展開とその販売促進事業

岡山県 株式会社ＴＯＰＹＮＥＸＴ 9260001029954 ＨＰの情報量を活用した新規取引拡大計画

岡山県 株式会社ＮＯＲＡ　ｄｅｓｉｇｎ 4260001028424 ドローンを使用した屋根・外壁の劣化調査開発と販路開拓

岡山県 Ａ＊Ｍ　Ｐｈｏｔｏ － ペット向け撮影・アルバムサービスの展開による販路拡大事業

岡山県 株式会社ＰＯＩＮＴ　ＵＰ． 2260001028979 結婚式場及び写真館に向けたプリザーブドフラワーの訴求事業

岡山県 いなほやファクトリー － 岡山県産にこだわった米粉１００％手焼きドーナツの販路拡大

岡山県 スマートハウス株式会社 7260001024759 最新縦型動画による周知向上、販路拡大

岡山県 株式会社ｃａｆｅ．ｔｈｅｍａｒｋｅｔ 1260003000953 近隣のお洒落カフェ初ＩＴルーム設置で、新規客獲得

岡山県 株式会社セキバ 4260001003674 高齢者・車椅子の方でもゆっくり買い物できるトイレ・休憩スペース改修

岡山県 株式会社秋津 3260001025802 ショーウィンドウにすることで伝わりやすい店にする。

岡山県 株式会社ＡＬＬＵＲＥ　ＷＥＤＤＩＮＧ 7260001029147 岡山特産の白桃を使用した結婚式の引き出物を開発して全国展開

岡山県 エディット・リテラ － ベテランライターの独自ノウハウを詰め込んだＩＴセミナーの実施

岡山県 焼肉食道園 － 顧客満足度向上における家族客増大と、インバウンド客増大

岡山県 株式会社福田茶屋 7260001005800 オリジナル土産品の販路拡大

岡山県 マイペンライ － タイの、異国情緒溢れる雰囲気作りと情報発信による　顧客の開拓

岡山県 株式会社ウェイブ 5260001000605 最新ドローンと撮影技術による中小零細企業向け低コスト動画製作

岡山県 Ｙ－３２１６ － ウエブショップと広報宣伝による知名度向上及び販路拡大、顧客獲得

岡山県 オフィスＳｔｅｐ　Ｏｎｅ － 岡山県内介護施設に特化したコミュニケーション研修の周知事業

岡山県 株式会社チャイルドクラン 5260001009811 自社ＨＰで、働く女性に「ちょっと贅沢な私たちだけの女子会」を提案

岡山県 有限会社ナカシマ建創 4260002007179
『耐水くん』並びに『ハートフルスロープ』の認知度向上に向けた販路開拓事
業

岡山県 Ｆｌｏｗｅｒ　ａｔｅｌｉｅｒ　Ｓａｉ　Ｓａｉ　Ｋａ － 自社栽培素材を使用したＢｔｏＢ向け独自商品の新展開による販売促進

岡山県 株式会社シュウケン工業 6260001024173 広告とホームページ作成による新規顧客獲得と取引先の多様化

岡山県 たこ吉本店 － 本格的たこ焼きを自分で焼く楽しみを提供するサービスのＰＲ事業

岡山県 株式会社ターゲット． 1260001011242 ＥＱ適性検査付き採用サイト運営パッケージの開発・販路開拓

岡山県 香房うな一 － 美容パッケージメニューの新規開発による売上高の増加

岡山県 株式会社福岡屋 1260001005772 ホームページの全体最適化、内容刷新による着付け教室への誘客

岡山県 株式会社鈴木屋 2260001003544 小麦せんべいを進化させた高付加価値な焼菓子の開発と販路開拓

岡山県 ケイ美容室 － 販促ツール作成と設備改善により新規客獲得を目指す

3 / 12 ページ



平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

岡山県 株式会社西崎工務店 4260001005092 ４０万円で生命を守ります！寝室耐震化パッケージの開発・販路開拓

岡山県 株式会社シールド 8260001023248 ＷＥＢサイトコンテンツ強化と新規立上げで新規客増加を目指す

岡山県 合同会社ｃｏｔａｎ 4260003001180 高齢者向け新メニュー開発と高齢者層への販路拡大

岡山県 有限会社芭蕉庵 7260002007837 伝統と魅力を伝えるパンフ・包装紙と新商品開発で新規顧客開拓

岡山県 株式会社リペアテック 4260001012023 エンドユーザー向け賃貸物件補修事業の動画解説による販路拡大計画

岡山県 株式会社Ｙ．Ｙ 4260002023176 販売促進の為の、宣伝・広告。労働軽減の為の機材購入

岡山県 株式会社Ｇａｎｇａ 3260001028615 少数民族であるムスリムの、生活向上に寄与する

岡山県 ＨＩＭＡＷＡＲＩ － 顧客対応力の向上による競争力強化と販促活動

岡山県 有限会社アキマ 9260002000286 「工具落下防止ベルト」及び関連アイデアの事業化

岡山県 株式会社新田硝子店 6260001005248 安全・安心・省エネ「エコセキュリティーガラス」の販売促進

岡山県 ｄｒｅｓｓｉｎｇ（ドレッシング） － フォトスタジオ「ｄｒｅｓｓｉｎｇ」の認知度向上に向けた販売促進ツール整備事業

岡山県 有限会社とき和 8260002013751
ホームページの二言語化と雑誌広告掲載による外国人観光客の集客アッ
プ！

岡山県 株式会社守屋建設 1260001010756 適切なビジネスマッチングによる型枠大工業の受注拡大

岡山県 有限会社パックマンフーズ 5260002007855 市場直送の岡山県産果物を使ったプレミアムアイスバーの全国展開

岡山県 表町イタリアンＭＡＲＩＯ（マリオ） － 揚げピッツァの拡販に向けた広報とデリバリーサービス展開

岡山県 有限会社住人十彩 5260002014224 カーテン売り場面積拡大と展示数増加による売り上げ向上

岡山県 スタジオ　スクラム － 「幼児教室の認知度向上と顧客満足度アップで売上拡大化計画」

岡山県 サロン　ｔｒｕｅ － 「美養食プログラム」のブランド力強化と販路開拓

岡山県 アサノカオリ － ワンランク上のニューボーンフォトによる新規顧客獲得、単価向上

岡山県 山下産業株式会社 5260001010521 若年層の新たな顧客層の開拓のための販売促進事業

岡山県 英会話ＢＡＲ　Ｒｏｏｆｔｏｐ － 英会話バーのフランチャイズ展開のための加盟店募集促進事業

岡山県 株式会社アルマ経営研究所 8260001000387 ＯＶサーベイのシステム開発と販売促進

岡山県 ＲＥＳＴＡ（レスタ） － 集客性拡大の為のコンテンツ作成支援事業

岡山県 株式会社ワークウインド 4260001026411 特殊撮影装置を用いた映像制作及び音響事業の業務効率化

岡山県 有限会社Ｔ２クリエイト 1260002015374 撮影からフォトブックまで当社独自サービス展開の販売促進事業

岡山県 有限会社ほっとハウス 4260002027581 自動販売機の保守作業効率化による営業時間増加の取り組み

岡山県 有限会社スナミ製作所 7260002005378 ホームページリニューアルによる自社製品の販路拡大・新規顧客の獲得

岡山県 さすらの杜株式会社 8260001009619 日本文化体験プランにおけるインバウンド観光事業

岡山県 カイロセンターＧｒａｃｅ － カイロプラクティックのブランディング・新メニューの導入

岡山県 ベーシック印刷株式会社 7260001009339 水に強く、耐久性のある合成紙で品質感ある診察券事業の開始

岡山県 有限会社三鼓商事 6260002013992
アルバム売上を伸ばすためのフォトセレクトシステム（運営統合ソフト）の導
入

岡山県 株式会社フェアチャイルド・コンタクト 1260001028749 訪問看護体制の充実とＰＲ強化

岡山県 株式会社Ｒｅｃｕｌｔｕｒｅ 2260001025704 新サービス開発と販促企画による総合皮製品リペア事業

岡山県 株式会社タイズ 1260001029466 新サービス開始にあわせ、新規顧客開拓と知名度向上を実施する

岡山県 有限会社キョウエイ藤原保険事務所 7260002013117 「新入社員のためのマネーセミナー」の販売・販路開拓

岡山県 はぐみプロジェクト － はぐみ保育園の看板広告による園児募集と、園の安全環境整備

岡山県 蕪木家の食卓 － 地元食品のオリジナルブランド化と販売促進の実施事業

岡山県 株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｌｕｎｃｈ 9260001022637
備前焼什器による備前黒牛のローストビーフ丼の展開による新規顧客の開
拓

岡山県 株式会社ばら色めがね 7260001023959 働く３０代４０代女性の開拓のための取り組みと販売促進事業

岡山県 リージョン株式会社 6260001017482 新規事業「中小企業向けの正社員採用サイトＧＯＥＮ」の販路開拓基盤づくり
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岡山県 ｋｕ：ｒｉａ【クリア】 － 漢方アロマ強化による新規顧客、リピート顧客、高齢者顧客の獲得

岡山県 水島マチヅクリ株式会社 2260001029143 「旧　吉田彦七邸」プロモーションを通じた更なる需要掘り起こし

岡山県 株式会社Ｌａｉｄｖａｃｋ 3260001016958 差別化された商品の生地見本サンプルとＨＰ作成による販路拡大

岡山県 株式会社創テックサービス 1260001026513 水銀灯からＬＥＤ照明への代替に向けた販路開拓による売上拡大

岡山県 株式会社一正 4260001029356 小型風車を使った風力発電所の販売事業の展開

岡山県 矢部被服株式会社 1260001015053 顧客シェアアップ中長期に向けた繋がりを維持する戦略

岡山県 株式会社高下商店 5260001029693 建機駆けつけ修理ユニットの導入とＥＣサイト構築による売上拡大

岡山県 有限会社米酒センター平松 4260002018218 岡山県産プライベートブランド酒類の販路開拓・売上向上

岡山県 株式会社ｆｌｕｆｆｉ 6260001026104 要介護者向けリハビリメニューの新設により利用者の増加を図る

岡山県 備前焼　亜登武窯 － 「新機能！耐熱対応備前焼」の販売促進による経営力の強化！

岡山県 果樂株式会社 2260001030126 ホームページリニューアルを絡めたＩＴ戦略による販路開拓

岡山県 有限会社八幸 1260002020457 医療・介護施設、高齢者向けコンビニ移動販売による売上拡大

岡山県 株式会社カネマツ 9260001012927 リサイクル、リフォーム、セミオーダーサービスの提供と広報事業

岡山県 有限会社ハッピーオレンジ 9260002018865 安全性、ダメージ防止、技術の高さを積極的にＰＲし販路開拓する

岡山県 有限会社北山寿元堂薬局 7260002017555 日本の伝統医学を生活に取り入れる！漢方茶の開発・販路開拓

岡山県 株式会社ヴェルテックス 8260001028073 ＯＡ機器、ＬＥＤ照明機器の販路、電気通信工事請負拡大事業

岡山県 森のかくれんぼ － 集客力向上に直結する店舗改装、看板設置による販路拡大

岡山県 有限会社マツミ住宅 3260002021214 「パッシブデザイン」住宅のＰＲによる新規顧客獲得

岡山県 小鳥食品株式会社 4260001029901 倉敷市から生み出す新たな居酒屋モデル事業。

岡山県 榮晃 － 元請け頼りの販路脱却にホームページを開設し直受け販路を築く

岡山県
株式会社フジワラケミカルエンジニアリン
グ

4260001014606
端材プラスチック樹脂の販売とホームページ作成で新規受注の獲得を目指
す

岡山県 ｎｉｃｏ．Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ － 髪質改善強化の為の設備導入による販売促進

岡山県 ＣＯＺＹ　ＳＴＹＬＥ － 明るい街づくりの為の整理収納・生前整理アドバイザー受講者拡大

岡山県 うどん坊 － うどん玉「倉敷てまり」のデイサービス施設への通販による売上増

岡山県 美観ｎｅｋｏ － 視認性向上を目的とした改修工事による新規顧客の獲得

岡山県 倉敷ママ漫画ルームにこり － チラシとプロモーション動画を使った認知度向上による販路拡大

岡山県 有限会社松永建材店 5260002029437 ＤＩＹセミナー実施からの新規個人顧客の販路開拓

岡山県 株式会社アイリス 1260001024748 新事業に対する店舗改装と看板設置並びに広報宣伝によるＰＲ

岡山県 作楽整体院 － 女性の活躍を応援し自社ブランド向上を図るセラピースクール事業

岡山県 牧野住宅 － ＷＥＢとチラシを活用した住宅リフォームの販売促進を行う

岡山県 有限会社ちんがらや 8260002028808 着物初心者に向けたホームページ等強化による販路拡大

岡山県 有限会社酒井酒店 3260002028382 ホームページとチラシによる日本酒・焼酎等の販路開拓

岡山県 有限会社キドスポーツショップ 3260002028127 グラウンドゴルフ・サポーター用具に特化した自社ＰＲと販促事業

岡山県 三日月家 － 鉄道ファンの取り込みを目指したデザインの開発と販売促進の事業

岡山県 有限会社宇ら島 5260002027812 宿泊業へ本格参入、ビジネス出張客獲得のための部屋・トイレ改修

岡山県 株式会社玉島ナンバ 9260001013834 補聴器の販路を拡大し、老眼鏡との相乗効果を図る

岡山県 菊池酒造株式会社 2260001012974 ホームページのリニューアルと海外販路開拓に向けた各種施策

岡山県 吉田畳店 － 日本の文化「畳」の紹介と顧客獲得拡大のためのサイト作成

岡山県 株式会社ほほえみ 4260001028820 ヘルパーと温かいご飯を届ける複合サービスの提供

岡山県 久保木工 － 『面取り丸』商品高級化とＨ．Ｐリニューアルによる販売促進
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岡山県 有限会社明和 8260002033312 顧客管理ソフトを利用した最適提案による来店促進

岡山県 株式会社メガネの雄飛 4260001022484 異業種との連携による新メンテナンスサービスの提供

岡山県 インコントロ・モンド － 外国人観光客への「おもてなし」創出と地元産の新規メニュー開発

岡山県 共栄産業株式会社 7260001022283 ギフトにできる岡山産フルーツフレーバー緑茶の開発

岡山県 株式会社藤和 5260001022624 ラッピング車両による移動を兼ねた広告宣伝事業

岡山県 若観門豆　田井店 － ＨＰ及びチラシ等の作成を通じた魅力発信強化による新規顧客創出

岡山県 やまもり商店 － インターネットを活用！新規顧客開拓のためのプロモーション事業

岡山県 やさい屋ポッケ － 新規顧客獲得用ショップカード作成と業務効率化のための機器購入

岡山県 ウンプテンプ菓子工房株式会社 3260001029786 店舗増床による新商品カテゴリーの創出

岡山県 たい公望有限会社 3260002024555 下津井を元気にする渡船サービス大作戦

岡山県 南條海苔 － 下津井産海苔の本物の味を証明し、美味しい食べ方を伝えるＰＲ戦略

岡山県 株式会社タッチ 2260001014005 日本製ブランドｔｏｕｃｈ海外進出新規開拓プロジェクト！

岡山県 有限会社もとや 8260002021671 卸先の売上に貢献する販促手法を含めた「おからクッキー」卸事業

岡山県 暮らしの店　しみず － 町の灯りであり続けながら、ＨＰと通販サイトによる販路拡大計画

岡山県 有限会社パウハウス 2260002020415 立体プリントによるトータルコーディネートアイテムのブランド化

岡山県 ヘアーグリース － 毛髪改善システムの取組強化による『髪の病院』プロジェクト

岡山県 有限会社尾道屋 3260002024191 お餅専門店「尾道屋」が作るお餅カフェメニューの開発とＰＲ活動

岡山県 株式会社池田製紐所 8260001016210 多様な組紐の見本帳の提供によるインテリア・雑貨分野への進出

岡山県 ＴＫフーズ株式会社 6260001030139 倉敷うなぎによる倉敷新名物「うなぎ蒸し」の飲食店展開

岡山県 パソコンわくわく広場 － 中高年の多様なパソコンニーズに応える脳と心の憩いの広場の提供

岡山県 高橋順明 － 備前焼の「小さなこだわりアイテム」商品開発による販売拡大事業

岡山県 株式会社奥商 3260001017675 ご法事用品レンタル事業で新たな需要の取り込み

岡山県 酪農Ｃａｆｅ　Ｍｏｕ　Ｍｏｕ　Ｋｉｔｃｈｅｎ － 朝穫れのフレッシュミルクと地元食材をジャムにして新商品展開

岡山県 Ｖ．Ｉ．Ｓｏｕｌ　田中　真 － “笠岡発”「唯一無二の釣りアイテム」で、全国にシェア拡大！

岡山県 株式会社西山モータース 4260001018623 地元住民をターゲットとした板金・塗装受注の増加計画

岡山県 長迫バラ園 － 農場直売ネット予約によるリピーターの獲得と販売拡大

岡山県 株式会社ニシオカ 7260001017853 購買動向のデータを活用した個別提案による販売拡大

岡山県 ＩＮＵＭＡＮＩＡ － 日本初！人も犬も使える「洗顔専用」低刺激シャンプー開発

岡山県 西村いちご農園 － 完熟イチゴの見える化による販売拡大

岡山県 鉄板焼　一本松 － 安全安心な地元食材を使用した鉄板焼料理店の新規顧客拡大

岡山県 有限会社アルデバラン 5260002026302 コンセプトブック作成とネットショップの再構築による販路拡大

岡山県 栄龍石材有限会社 9260002024863 丸物加工の内製化で収益向上と新製品開発による販売拡大

岡山県 株式会社赤田運輸産業 7260001017614 鋼材の長尺物に特化した輸送サービスのＰＲ強化による販売拡大

岡山県 有限会社鳥越酒店 3260002025776 地域住民から親しまれる「郷土芸能　備中神楽」のお面ラベルで販売強化

岡山県 ＲＩＢＩＡＮ － 「新帯板」を使った魅力ある着付け教室をアピールし新規客を獲得

岡山県 株式会社石の大和 8260001018727 営業型ＨＰで認知度向上と販売力強化

岡山県 せのお社会保険労務士・行政書士事務 － 労務トラブルの予防と社内の統一化を図る新型就業規則の提供事業

岡山県 ビルド － 世界に１台のカスタムカーの販売促進

岡山県 笠原商店 － 顧客の拡大と業務効率化による販売促進

岡山県 株式会社カーセンターヤナ 9260001018197 新事業（個人向けリース販売）での新規顧客獲得と利益の向上
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岡山県 株式会社渡辺金物店 4260001018375 高齢者をターゲットにした地域資源活用メニューの開発周知

岡山県 有限会社備州窯 2260002031949 台湾での新たな販路開拓と焼き物産地のコラボによる新規顧客開拓

岡山県 有限会社中元写真館 4260002031889 看板設置による、喫茶事業の拡充及び写真事業への相乗効果

岡山県 有限会社岡崎商店 8260002026720 岡山県産大豆を使用した手作り豆腐の工場直販とネット販売事業

岡山県 大勝屋 － 地元に焦点をあてた受注増加事業

岡山県 アグリファーム秋山 － 農家がつくる安心・安全なオリジナルポン菓子による売上拡大

岡山県 ゴールデンクロス － シニア層へデジタルライフコーディネートサービスで事業基盤強化

岡山県 ｓｔｕｄｉｏ５０８ － オーダーメイド型整体による女性新規客獲得プロジェクト

岡山県 あべ写真館 － モノから体験へ！撮影体験を楽しむ『シニア写真』の顧客開拓

広島県 サポート・託 － 子育てを「サポート」し，放課後のお子様を「託」してもらう事業

広島県 株式会社サエラホーム 8240001015222 ＹＡＨＯＯショッピング出店による新たな顧客層の開拓

広島県 株式会社マージナル 7240001047027 シニア層向け閲覧サポート機能付きスマートフォンブラウザの開発

広島県 株式会社ＨＡＳＥＣ 7240001050286 「安全・安心なバイクの提供」地域一番店から全国へＰＲ事業展開

広島県 株式会社川本建装 8240001048115 完全自社施行で行う子育て世代向け住宅リフォーム事業

広島県 株式会社マルタ 9240001011204 「介護施設るんるん移動販売事業認知と新規販路開拓」

広島県 有限会社九龍商会 5240002004821 鍛造リングを中心としたブライダル商品の展開

広島県 ｋｕｒｉｓｕｍａｄｅ － 新たにデニム縫製加工の小ロット対応サービス開始による顧客開拓事業

広島県 あい司法書士事務所 － 相続・遺言・成年後見専用ＨＰ作成・新聞への広告折り込み

広島県 Ｇ．ＣＬＥＦ － ウインドウディスプレイとＳＮＳの連動による新規客開拓

広島県 株式会社白鷹 5240001050437 新規顧客開拓のためのサービスの向上

広島県 華美ビューティ－ハウス － 「育毛アドバイス」と「増毛の施術対応力強化」による新規顧客開拓事業

広島県 Ｗｅｉ － 新たに男性向け商品ラインナップ拡充による新規顧客開拓事業

広島県 有限会社元喜 9240002005485
訪日旅行者の宿泊滞在、地域文化の伝承体験付与による新規顧客開拓事
業

広島県 いろどり － ３６０°全天球映像（ＶＲ）を使って観光情報発信「ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ３６０」

広島県 株式会社石河屋 2240001048327 作家や写真家の方へギャラリー利用を促進する

広島県 株式会社花栄 7240001045410 見守りサービスの周知のためのホームページ制作及びチラシ作成

広島県 株式会社ｐｅｔａｐｅｔａ 6240001050246 すぐできる！親子で楽しむ手形アート制作キットの開発と全国展開

広島県 ＤＡＮＫ －
「広告業務×人材マネジメント支援」のセット対応サービスによる新規顧客開
拓事業

広島県 ＩＮＴＵＳ． － アプリ開発による、Ｓｕｋｉｍａ．商品の販路開拓

広島県 広島日本電子工業株式会社 3240001009542 イオン窒化法による金属熱処理を全国のメーカーに販路開拓する。

広島県 大衆酒場　喜久本店 － 牡蠣小屋の新設と店舗外壁広告による顧客増加計画

広島県 有限会社ロードスター 7240002023448 多角的な集客展開による新規販路開拓

広島県 行政書士法人Ａｓｕｍｉａ 4240005012979 ウェブサイトのスマホ対応及びクレジット決済による顧客開拓

広島県 ヤマニシ鍼灸整骨院 － ＰＲ強化および施術所の改装による新規・リピート患者獲得

広島県 有限会社ソララ 7240002021955 テストマーケティングを兼ねた実店舗（カフェ・ショップ）の出店

広島県 株式会社ＨＢＬ 7240001047976 美容トータルサロンが促進する「結婚サポート事業」

広島県 Ｓｕｇｉ － プロモーション映像で認知度アップ！筆文字講座の販路開拓

広島県 有限会社なかみち 6240002011841 駅前新店舗における販路開拓強化

広島県 有限会社オイスターマンズフーズ 3240002021414 広島県産の牡蠣加工品の販路開拓及び新商品開発　※菊芋は？

広島県 たむろ木材カンパニー株式会社 9240001049070 広島県産圧縮木材とその他広葉樹材を利用した木製食器の製造
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

広島県 ＲｅｌａｘＣａｆｅ　Ｃｌａｉｒ － クレープ生地の自動焼き機「クレプ」導入により売上拡大

広島県 株式会社ゴールド・ミノー 7240001019620 新規顧客獲得のためのｆｕｓｉｕ　ｓｔｙｌｅの販路開拓・イメージ浸透

広島県 株式会社クロスク 7240001049980 社会人向け会計オンラインスクール及びオフラインスクールの広報

広島県 アロマール － ＩｏＴ化による生産性の向上と廉価なアロマ空間サービスの提供

広島県 株式会社ランプラス 5240001048142 新規シューズブランド「ＧＲＩＰＤＲＯＰ」のＥＣサイト構築

広島県 石田雄二税理士事務所 － 中小企業への「財務部長機能」導入プロジェクト

広島県 暦 － 最新の再生美容技術とスキンケア商品による新規販路開拓

広島県 ｒｏｓｅ　ｈａｉｒ － 世界遺産の島「宮島」唯一の美容院で提供する着物着付けサービス

広島県 有限会社おくだ農園 2240002053004 女性の集客アップ！新規顧客開拓事業

広島県 株式会社サイクルポートプランニング 8240001042456 国内中小企業と海外とのマッチング支援事業及びＨＰでの告知

広島県 エヌテイエム有限会社 1240002032256 親子連れに嬉しいカフェの環境整備と新メニュー展開

広島県 山陽機創株式会社 2240001027685 特許「メクリナ」販路拡大と特許「ゆで器具卵調理器具」等の開発

広島県 順風暮らし － 特産品備後絣を使った独自企画商品ネットショップ構築事業

広島県 ブランドギャラリー － 中古農機具の出張買取強化に向けたチラシ配布等の広報活動

広島県 株式会社イーガーデン近藤 9240002040672 【庭ピカ隊（庭工事のプロ）】が行う庭洗浄事業の販路拡大

広島県 サスケヘアワークス － 美容室から顧客を奪い返せ！理容師が技術提供する縮毛矯正サロン

広島県 株式会社夢石庵 6240001032335 主力商品パッケージ改良と通販サイトリニューアルによる販路開拓

広島県 株式会社中日総業 7240001040535 自社で開発した施術法を取り入れた整体師養成講習会の販路開拓

広島県 ＴＡＵ　ＧＲＡＰＨＩＣ － 情報発信ツール作成による販路拡大とオリジナル商品拡販事業

広島県 日本料理きっちょう － 仕出し部門の開始とホームページ等広告による顧客拡大

広島県 株式会社まつや 8240001032176 ６０周年を迎える当店の周知と来店促進に向けた広告とＨＰの作成

広島県 有限会社エスエスシー 3240002039596 微粉体を安定供給可能な粉体供給装置の改良事業

広島県 ボルダリングスペース　ココペリ － 移動式ウォールによるイベント出店と新規顧客開拓

広島県 大門鍼灸整骨院 － ＨＰ改良とチラシ配布による顧客獲得事業

広島県 ラーメンハウス － 店舗改装による新規顧客の獲得と顧客満足度向上のための取り組み

広島県 ＬＩＲＹ　ＣＵＰＣＡＫＥ． － 看板設置とパンフレット制作、ブライダル誌掲載による販路開拓

広島県 有限会社父石家神田 6240002044486 リーフレット・ホームページ作成による販路拡大事業

広島県 協同精機株式会社 6240001030388 看板設置による新規顧客獲得と販路拡大による経営規模の拡大

広島県 有限会社Ａ・ＤＥ 2240002052187 看板・新聞折込チラシ・ポスティングチラシ・ＤＭでの販路開拓

広島県 株式会社ココマツハマ 5240001030570 店舗前面と側面への看板設置による店舗アピールとイメージアップ

広島県 株式会社スイートピー 9240001036052 世界を笑顔に！お菓子でつなぐＪＡＰＡＮブランドの世界展開

広島県 畦崎畳商工株式会社 7240001029900 外観改装による一般顧客への提案・アドバイス型畳店への事業展開

広島県 フリーニャム － フェア出展による販路拡大

広島県 山の薫りのおもてなし　楓花 － 魅力的な「予約制古民家レストラン」の開店をＰＲ

広島県 有限会社広島金具製作所 5240002044108 オリジナル製品の知名度アップとブランディングで全国進出計画

広島県 株式会社アシスター 5240001029456 海外の展示会出展による新規販路開拓及び新規顧客の獲得

広島県 石井畳店 － ソフトウェア活用で顧客管理とオリジナルチラシによる販路開拓

広島県 内海美容室 － チラシ・ホームページ製作・看板設置等による新規顧客の開拓

広島県 ＨＡＴＩ－ＨＡＴＩ － 食・健・美を、シニア層にも対応したトータル美容ボディケアサロン

広島県 オフィス我龍 － プロ和太鼓打ちが張る、太鼓の革張り替え新規事業
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都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

広島県 竹内農園 － 地域ブランド野菜である『諸田ごんぼう』を使った販路拡大

広島県 有限会社田村商會 6240002047175 高齢者に優しい店舗改装とＰＲによる新規及び休眠客顧客開拓事業

広島県 パピー山政 － 百年企業の挑戦！子供服から婦人服への転換による新規顧客開拓

広島県 備後スズキ販売株式会社 3240001034375 女性が来店しやすい明るい店舗改装による新規顧客拡大

広島県 Ｄｅａｒ．．＋　ＳＰＯＲＴＳ×ＡＲＯＭＡ － 府中市初のスポーツアロママッサージ店の魅力発信による販路拡大

広島県 金光味噌株式会社 1240001034162 食品安全認証体制の確立による有機味噌商品の海外での拡販

広島県 蓑屋 － 閑散時間帯の来店者を増加させることによる新規客増大事業

広島県 ピカワン有限会社 2240002052253 スマホ用ページ作成等による既製品の販売強化と新規販路開拓事業

広島県 Ｍ＇ｓ　ｗｏｒｋｓ － ＤＩＹワクショップ開催による、リノベーション事業の販路拡大

広島県 スムージーｃａｆｅ　元気ハウスＭＯＲＩ － 酵素スムージー専門店としての知名度アップ戦略による販路拡大

広島県 株式会社ナカヤマ 4240001034341 創業７０年の経験を活かした「こだわりリフォーム」で販路拡大

広島県 有限会社キッカワ 4240002046757 オリジナル商品開発による下請け脱却と新販路開拓事業

広島県 有限会社コトブキ印刷 5240002046806 印刷ワークショップスクールと専用販売ＷＥＢサイトの開設

広島県 樫本絹綿株式会社 6240001034158 特殊なニーズにあった高品質な布団作りをアピールする販路開拓

広島県 カフェ＆カリー　グランマ － 地域密着型カレー専門店の利用シーン提案及びＰＲ事業

広島県 株式会社恋しき 7240001034553 外国人観光客を含む周辺観光客の誘致を目的としたＰＲ事業

広島県 株式会社Ｒｏｏｍ＆Ｃｏ． 7240001049626 住て手に合ったリフォームの提案による販路拡大

広島県 株式会社内海機械 7240001034140 魅せる工場への変革による新規取引先の開拓

広島県 豊田産業株式会社 1240001034328 跳び箱収納シリーズおもちゃ箱の露出アップによる販路拡大

広島県 珈琲屋スプレモ － 移動販売車によるエスプレッソメニューの提供と新規販路拡大事業

広島県 有限会社エムランド 6240002031385 足型測定機を使った接客販売による顧客満足度向上・新規顧客獲得

広島県 オカダサイクル － お店はココ！『お店がすぐにわかる看板』設置事業

広島県 株式会社小城六右衛門商店 8240001028422 ホームページリニューアルによる新規顧客開拓事業

広島県 アトリエｍｅｒｃｉ～ － 店舗ＰＲ効果で認知度ＵＰを図り来店客・委託者を増加させるための事業

広島県 有限会社中野自動車 7240002037712 個人客獲得大作戦　～積極的な販売促進によるファン作り～

広島県 台湾ダイニングカフェ行天 － ランチ営業開始による新規顧客獲得と安心な店づくりへの取り組み

広島県 株式会社カワバタ 2240001037511 「純米吟醸たけはら焼き」の通販・店舗販売に向けたパッケージ・包装の刷新

広島県 村上ベーカリー － 路面店販売売上強化事業

広島県 有限会社前川酒店 6240002049683 地酒・地域食材を提案する地域Ｎｏ．１の地酒専門店化への取り組み

広島県 ルリヲン － お客様の購買行動におけるボトルネックを解消して売上高増加

広島県 精工堂 － 自宅訪問＋コンサルティング販売で豊かなシニアライフをサポート

広島県 一色商店 － 鮮魚のアイテム開発で来街者を増やし、来島・来店頻度をアップ

広島県 立本醤油 － 地元消費者への売上高＆認知度ダブルＵＰ事業計画

広島県 ｇｏｏｄバランスうしお鍼灸接骨院 － 保険診療に頼らない痛み治療強化のための取り組み

広島県 株式会社ＣＯＯ　Ｉｎｃ． 8240001050384 “美人ケーキ”のパッケージ開発・ＷＥＢを使った販路開拓の実現

広島県 あったかハートゆみこサロン － サロンの高級感仕様への改装による客層の拡大

広島県 個別指導　彩星館 － 高校対象個別指導と中学生対象少人数制体系数学の販路拡大。

広島県 名称株式会社サンライズタイヤサービス 2240001023610 一般個人への販売拡大のためのホームページ制作

広島県 株式会社パートナーズ＆会計 6240001023573 若者の移・飾・住を提供する未来型賃貸不動産業「ミライフ」

広島県 はあとタッチサロン － 出張ヘナ体験会、新サービスメニュー立ち上げによる販売促進
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広島県 ＥＡＲＴＨ　ＢＥＲＲＹ　ＣＯＦＦＥＥ － 販売・顧客データ管理システム構築と認知度向上

広島県 株式会社ミライハート 8240001046085 リーズナブルなバスリメイク事業（お風呂修理）の立ち上げ

広島県 有限会社翠寿園 7240002036631 庭木の剪定枝や草を有効活用した培養土の商品化を目指す！

広島県 株式会社サンボレ 7240002026509 新しい車の買い方の提案で新規顧客の獲得をめざす！

広島県 株式会社みどりの樹 5240001049867 開業支援を通じて、不動産積極活用を推進するホームページの設置

広島県 世良水産 － カキ生産者とレモン生産者による瀬戸内をイメージした新商品開発

広島県 ＳＥＡＧＬＡＳＳ － 『地元初のネットテレビ番組』で新しいベンチャービジネスへ参入

広島県 Ｙ’ｓ　ｒｅｃｏｒｄｓ － 音楽制作サービス知名度向上のための販売促進事業

山口県 ＣＲＡＩＺＥ　ＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥ － 最新モデルの業務全般対応でディーラーに負けないサービスの提供

山口県 大和食品株式会社 7250001005900 山口県物産の直販体制の拡充とネット販売の強化

山口県 株式会社海 4250001005226 インバウンド客に向けた販路拡大

山口県 有限会社貸衣裳千景店 3250002008559 インバウンド向けレンタル着物で下関史跡巡り

山口県 焼鳥　一力（いちりき） － 備長炭で焼き上げるこだわり焼鳥店の販売促進強化

山口県 宇部ラーメンまじめ川 － 快適な店内空間の実現と閑散時間帯の販売促進による売上向上

山口県 ロングライド － 安全性の確立、情報発信強化によるバイクショップの躍進

山口県 株式会社コデラ 6250001003194 ＨＰ、チラシ等の広告展開によるベーグル専門店の売上向上

山口県 有限会社トレキュート 5250002007567 ＩＴの活用による既存顧客の客単価アップと新規顧客開拓

山口県 有限会社マイ学習社 8250002005725 快適楽習空間提供のための教室リニューアル事業

山口県 茜おろーろ － 真鍮・革細工のオンリーワン商品を手掛ける雑貨店の飛躍

山口県 ＢＬＥＮＤ　ＩＮ － 効果的な指導法で理解度アップ！実践的英会話教室の利用促進

山口県 はうすナビ不動産 － 高齢者利用率ＮＯ．１の地域密着型不動産屋を目指した店づくり

山口県 ワンちゃんの美容室Ｂｏｏｎ － 高齢者が緊急入院時に安心して預けられるペットホテルの開設

山口県 株式会社内藤工業所 8250001003481 自走式船台フローダーの米国における製造販売の実現と販路開拓

山口県 養生リラクゼーションサロン洵 － リラクゼーションスクール事業拡大に向けて販売促進事業

山口県 藤本昌平国際特許事務所 － 中小企業からの特許出願又は商標登録出願受任の増大

山口県 山田クリーニングセンター － 専門性の高いサービスメニュー提供によるクリーニング店の飛躍

山口県 株式会社あけぼの 7250001016071 地域密着型学習塾のＩＣＴ活用による認知度向上

山口県 はごろも寝装有限会社 8250002005460 寝具職人直伝のオリジナル商品の開発・製造販売による販路開拓

山口県 ブルーウェーブやまぐち合同会社 3250003001273 「カフェタイム創設と実践による販路開拓」

山口県 ＢＥＡＳＴ　ＣＯＡＳＴ － 犬用オーガニックシャンプー（豪州産）による卸への垂直展開

山口県 るり・あーと － トレンドと自社の強みを活かした酸素バーナー機器販売

山口県 バイクハウスルート２８ － フライス盤を導入し、部品を調整加工するサービス展開による販路開拓

山口県 有限会社ちふりや工業 1250002000971 特許商品「ライフキャッチＲ」のパンフレット・ＨＰを作成による販路開拓

山口県 ＯＮＥ　ＭＩＬＥ　ＭＯＴＯＲＣＹＣＬＥＳ － ハーレーを主とした旧型バイクの整備ニーズに応えての販路開拓

山口県 ラダークラフトセブン － ラダー型オーディオケーブルの試聴ルーム設置による販路拡大（２８字）

山口県 食料品小売にしむら －
高齢者を対象とした移動販売のエリア拡大による販路開拓・買い物弱者支援
（３４字）

山口県 有限会社荒木板金 2250002000095 個人顧客の笑顔が見える　ＢｔｏＣの比率を高める販路開拓

山口県 ファームランドやまもと － 山口発いちごによる６次産業化ビジネス

山口県 みすみ治療院 － 酸素カプセルを活用した治療・トレーニングメニュー開始による販路開拓

山口県 株式会社アルジュ・ジャパン 9250001001831 オリジナルカーの紹介・販売ページ作成とレンダリングソフト導入
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山口県 ＣｏｎｎｅｃＴ － インバウンド観光業のための「情報」の新サービス提供と販売促進

山口県 株式会社松永ピアノ 3250001000731 ピアノ調律技術力の発信と中古市場への本格参入による販路開拓

山口県 和菜遊彩　叶 － お客のニーズに応えるための個室増設と広報戦略による販売促進

山口県 有限会社サンソウ 5250002002733 省エネ・断熱リフォーム受注のための広報強化による一般顧客開拓

山口県 ｆｕｍｉ　ｗｏｏｄｗｉｎｄｓ － オーボエ用リード製作設備導入での生産効率向上による販路開拓

山口県 Ｗｉｔｈ　Ｗｅｅｄ － ２号店出店での新規顧客開拓による販路拡大

山口県 ＲＩＤＥ　ＴＯＴＡＬ　ＳＥＲＶＩＣＥ － 設備拡張による大型イベント出店への販路開拓

山口県 風伝 － 店舗拡張と個性豊かな店舗展開、販路開拓及び用途提案の拡大

山口県 ベースシステム山口 － 新規ドローン部門の販路拡大事業

山口県 株式会社ザメディアジョンリージョナル 3250001013816 『ＴＭＲモデル』（地方創生型新卒採用モデル）の確立と販路開拓

山口県 ＡＤＤＩＣＴ － 通販サイトの海外対応と海外販路拡大

山口県 Ｂｉｊｏｕ － ホームページ新設・案内パンフレット作成による新規顧客の獲得

山口県 ＢＡＫＥＲＹ　ＢＲＥＬＩＣ － エスプレッソマシン導入と情報発信による販売促進

山口県 ギフトクリエイツ － 山口県産材料に拘った商品（ポン菓子）の開発及びその販路開拓

山口県 有限会社ひわだや 4250002001265 桧皮葺を活用した数寄屋エクステリアの海外展開販路開拓事業

山口県 みやび商店 － 不安定な漁獲量に左右されない生産体制の確立による収益性向上

山口県 Ｓｔｅｐ－Ｕｐ進学塾 － 保護者の悩み解消！文武両道を目指す「中学生土曜日クラス」開講

山口県 株式会社キャッスル 2250001001945 海外客で好調なホテルのキーホルダーを間伐材でグレードアップ

山口県 Ｅｔｈｅｎ　＆　Ｃｏ． － 贈り手の想いを形にする「世界にひとつだけのバッグ」の展開

山口県 ＣａｄＤｅｎｔ株式会社 5250001015050
小規模歯科技工所との提携強化（サテライトラボ体制の構築）による販路拡
大

山口県 有限会社芳山園 8250002015294 ＨＰ作成（ブラッシュアップ）による新規顧客獲得

山口県 維新労務士事務所 － アナログ式マイナンバー管理システム事業展開による顧問先獲得

山口県 まつもと － “地域コミュニティー機能併設手作り総菜店”ＰＲと什器の購入

山口県 株式会社やなざき 3250001012280
新規並びにシニア層顧客等開拓のための対応可能なショウルームへの改修
及びＰＲ事業

山口県 柏村武道具専門店 － 多機能刺繍ミシン導入による生産性向上と販路の拡大

山口県 有限会社さくらクリーニングサービス 9250002018032 ネットショップ新設販路拡大事業

山口県 合同会社翠泉サービス 3250003001926 １人客用への対応とランチ営業による新規顧客開拓

山口県 株式会社さくや 1250001016110 エステ店の経営支援による、当社オリジナル美容液の認知度向上

山口県 株式会社友松商店 4250001009755 光の海と山の融合－地元産寒天と果実から作る梅ゼリーの開発

山口県 早稲田商店 － 業務用機器の導入による新商品開発、調理労働時間短縮と販路開拓

山口県 株式会社ＬａｃｔｅｎＳ 8250001015171 宣伝用チラシとホームページ作成による販路開拓

山口県 トライワークスジャパン株式会社 2250001015937 「カーエアコン洗浄サービス」認知度向上のためのインターネット戦略

山口県 Ｗｏｏｄ　Ａｒｔｉｓｔ　Ｈｉｋｏ － アンティーク家具製作効率改善の為の設備導入と販路拡大

山口県 有限会社瀬口事務所 4250002006165 最新のＧＮＳＳ測量機を利用したドローンによる高精度測量

山口県 ダイックス株式会社 6250001004052
“木育”への思いを大切に木製おもちゃの販路を拡大するため、製品製造速
度の向上を図る

山口県 まごころ弁当　小野田店 － ご高齢者向け宅配弁当の販路開拓の為の広報と作業効率の向上

山口県 エスティ　ローズ － 美意識高い女性・妊婦のためのトイレの洋式・バリアフリー化

山口県 有限会社フジモト写真 3250002016792 新設備導入による新サービスの提供を通じての顧客開拓

山口県 株式会社くすの木 4250001015927 ホームページ新規開設による障害福祉サービスの充実

山口県 情熱農園 － 『環境優選バイオリキッドきらら豊』の新製品開発と海外展開
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山口県 鶏そばカヲル － ＩＴとアナログを駆使した「女性向けラーメン店」の認知度向上
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