
平成２９年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
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 ゲストハウしゃん亭 － 快適な宿泊空間の整備による顧客満足度向上の実現

鳥取県 整体・美容サロン　フェールラヴィ － 新たな顧客として若年層の集客に向けた取組み

鳥取県 加藤建具店 － 自社製品でＢｔｏＣを強化する販路開拓事業

鳥取県 アロマテラピーサロン　アロマティコ － 旅館内サロン売り上げ拡大・新規顧客獲得のための販促事業

鳥取県 株式会社Ｋ・ｆａｃｔｏｒｙ 1270001007363 外国人及び県外旅行客獲得による売上高・利益の維持・拡大計画

鳥取県 有限会社笹間建材店 4270002005958 ＯＡフロア事業へ向けた設備投資、説明用チラシ・広告の作成・配布

鳥取県 笑顔創造カンパニー － 積極的な販促活動による店舗の認知度向上と来店客・売上高の増加

鳥取県 ラーメン幸雅 － ＨＰ・チラシ及びイベント開催のＰＲによる来店客と売上高の増加

鳥取県 有限会社東洋インテリア 7270002010451 リフォーム提案ソフトを利用した提案力強化と業務効率化

鳥取県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｅｒｉ　ｅｍｂｅｌｌｉｅ － 顔ジムサービスの提供による新規顧客開拓と売上増加計画

鳥取県 株式会社ＳＰＲＩＮＧＳ 4270001004572 米子市から発信するローカルリッチ実現のための市場調査と販路開拓

鳥取県 足立商店 － ブランドの再構築によるエンドユーザー直受注の増加と単価上昇

島根県 ＢＩＳＴＲＯ　Ｃｏｅｕｒ － テイクアウト用オードブル、ケータリングの充実による販路拡大

島根県 ａｒｔｏｓ　Ｂｏｏｋ　Ｓｔｏｒｅ － 町の本屋にフラッと立ち寄ってもらうための魅力的な外観作り

島根県 有限会社小沢工業 5280002000478 プレゼンソフト導入による提案力強化と会社認知度向上

島根県 有限会社キドデザイン 6280002000626 消費税増税前、駆け込み受注対策の宣伝強化

島根県 出雲そば　きがる － 次世代へとつなげる老舗そば店の店舗リフォーム

島根県 有限会社田中商事 3280002001412 知れば必ず会いたくなる社員の人柄を動画で伝え顧客の心を鷲掴む

島根県 ゆうきネット山陰 － 店舗への誘客のための広告宣伝・看板設置・駐車場整備

島根県 Ｌａｍｐａｒｆｅ － ホームページ制作による全国への販路拡大と受注体制整備

島根県 有限会社昌子商店 3280002001131 ワイン市場を活性化し収益拡大につなげるワイン小売部門強化

島根県 陶風舎 － 陶芸教室の生徒数増加に向けた取り組み

島根県 梅仙人 － 新規顧客獲得のための新メニュー開発ならびに情報発信

島根県 ナガセミキ建築設計事務所 － 販路拡大のためのホームページ新設

島根県 川津なおらい処２３５ － 集客力アップ、機会ロス軽減のための増床と告知

島根県 つぼうち推拿整体 － ＷＨＯ認可のネトラバスティの導入による客単価の向上。

島根県 株式会社リバティソリューション 5280001006476 「家族を守る、除菌の新しいカタチ」をネットで販売！

島根県 有限会社ハーヴェスト 9280002001745 アーリータイムの集客と新規顧客獲得に向けた店舗・広報改善事業

島根県 株式会社ＶｉｓＦａｃｔｏｒｙ 6280001006748 中心市街地の空き家の新しい活路としての「簡易宿所」事業

島根県 有限会社家電のタケダ 1280002000564 顧客管理システムの機能強化による営業力強化の実現

島根県 有限会社オリオン工芸社 8280002000500 ホームページリニューアルによる取扱サービスの広報

島根県 有限会社丸中米穀 2280002002254 生産者の顔が見える島根県産米をインターネットで全国展開

島根県 サイクルハウスヤマサキ － 顧客満足度向上のための店舗内装改修

島根県 株式会社Ｉ・Ｄ・Ａ 8280001006309 山陰の魅力を発信！ＰＲ看板の設置で観光客を取り込む

島根県 スタミナ串焼き内田 － 宣伝による新規顧客獲得並びに店舗修繕による顧客満足度の向上

島根県 有限会社建設興業タイムス社 3280002000744 ホームページを刷新！会員制情報ページも新設で契約者増！

島根県 株式会社シマネプロモーション 5280001006699 ギフト販売強化のためのオリジナルショッピングバッグ導入

島根県 ビーブリッジ － ディナープランのリニューアルと販売促進による新規顧客の獲得

島根県 有限会社宝箱 6280002004156 生産地への消費者招致販売体質の転向によるブランド力向上事業

島根県 Ｍｕｓｉｃ　ｃａｆ’ｅ　ｂａｒ　５１５０ － ｂａｒ営業からこだわりのコンセプトＢａｒへの営業形態の変更

島根県 株式会社ＳＷＩＦＴ 5280001006550 ドローン測量ソフトの導入によるスクール新カリキュラム創設
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島根県 有限会社妹尾鐵工所 4280002001270 ＮＣ旋盤へのパワーチャック設置及び受注拡大事業

島根県 おこのみ一座 － 新メニュー導入に伴う鉄板設備の増設

島根県 ＣＯＣＨＩＣＡ － イベントスペースの使い勝手を向上しさらなる集客と収益アップ

島根県 有限会社高木商事 2280002001355 ＰＲ強化による店舗の浸透と顧客管理の強化による売上・利益拡大

島根県 株式会社ビドルインターナショナル 1280001006819 モノづくりのＯＥＭ専門ウェブサイトの構築

島根県 暮らしのギャラリーなすの花 － 世界にひとつ「ＭＡＤＡＭＥ　ＬＩＬＡ」着物リメイク服強化事業

島根県 有限会社ｅｔｓｕ－ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 1280002004292 「呑んで憩う」そば遊山のブランド力強化事業

島根県 いち花 － 一般消費者向けの販路開拓を目指し、もらって嬉しいギフト商品へ

島根県 株式会社天神Ｐｒｏｄｕｃｔｓ 7280001007530 地域性を生かしオリジナル商品開発。デザイン部門メイン化の取組

島根県 サロン叶 － ＷＥＢとＳＮＳ連動による新規開拓と顧客管理システムの販促活用

島根県 コクーン設計舎 － 住宅診断（ホームインスペクション）の受注件数ＵＰへの取組み

島根県 槇原建築設計 － 共同住宅部門の販路開拓ための広告宣伝

島根県 フラットスタイル株式会社 2280001007064 新規顧客獲得のためのカタログ制作とホームページの開設

島根県 有限会社中国包材 4280002004158 ホームページの導入による、販路拡大と自社の認知度向上

島根県 中脇株式会社 6280001000528 ゴルフウェアを前面に出した若い顧客層の取り込み

島根県 太助珈琲屋 － 集客促進のための看板設置整備事業

島根県 株式会社アトリエカーサ 5280001007508 ①エフエム山陰でのラジオＣＭ②店舗駐車場入り口への看板設置

島根県 ぼうげつ － テイクアウトサービス周知による新規顧客獲得と店舗設備の改修

島根県 狩野造園 － 広域広告展開による販路拡大事業

島根県 ＡＡＯ株式会社 9280001006340 旗艦店リニューアルによる団体客、外国人観光客の取込み強化事業

島根県 ゆめや － コーヒー豆の自家焙煎実施による品質・認知度の向上と売上拡大

島根県 ＥＢＳ － ～島根はだんだん英語学べる県～「ケンブリッジ英検」拡大事業

島根県 有限会社ナガサワ 8280002005796 オリジナル珈琲パック開発とホームページ等作成による販路開拓

島根県 企業組合おもひで屋 2280005003274 人生３大セレモニードレスの開発とＰＲによる販路開拓

島根県 ＴＤＭテック － 顧客ニーズである精度向上と作業時間短縮による受注拡大

島根県 有限会社重岡工務店 3280002005545 ＦＰプラン・住宅プラン・インテリアプラン融合による販路開拓

島根県 株式会社フォーシンク 9280001006076 ３次元ＣＡＤ内観システム構築とチラシ配布による販路開拓事業

島根県 合同会社プラム 7280003001168 まちや業界を元気にするための自社認知度アップによる販路開拓

島根県 株式会社ドッグライフ　エルム 9280001006150 オゾンを取り入れた美容による新規顧客獲得と既存客満足計画

島根県 株式会社石橋呉服店 3280001003054 正絹訪問着低価格レンタルサービスによる販路開拓事業

島根県 なぎら長春堂 － 店舗壁面改装ならびに看板設置による認知度向上事業

島根県 ａｍａｉｒｏ － 隠れ家サロンの看板設置・ＨＰ新設による販路拡大事業

島根県 八雲ふぁーむ － 焙煎生姜粒の結果検証を踏まえた広報展開による販路開拓

島根県 株式会社みそら 5280001007004 地元紙定期掲載と目立つ看板にリニューアルで認知度向上事業

島根県 まるい林産株式会社 9280001007421 パンフレットとＨＰによる仕入・販路両方開拓作戦！！

島根県 エステサロンＰＵＲＬＹ － 新たな顧客層に向けてのブランディング強化および販売促進事業

島根県 株式会社島根人材育成 5280001006047 ＨＰリニューアルによるＰＲ強化と研修環境改善による受講生拡大

島根県 株式会社ツーワン出雲 3280001003855 外出困難者へのメガネ出張販売及びメンテナンスサービス

島根県 有限会社竹下美建 6280002005708 住宅環境体感施設の設置に伴う自社イメージ周知、集客事業

島根県 有限会社山口電機工業所 5280002006104 パン教室開設による利益拡大と受講生に対する本業のＰＲ強化

島根県 有限会社喜島塗装 3280002006816 地域ＮＯ１塗装店となるための販路拡大事業
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島根県 株式会社Ｐ．Ｏ．Ｃ 6280001006368 レディースセッション・新「課題」提供と移動式壁で販路開拓

島根県 出雲のハーブ畑　ｃｕｏｒｅ － 出雲の農家が作る加工品の新開発とブランド戦略強化での販路開拓

島根県 須谷建築 － 看板とリーフレットで認知度を高め新規顧客獲得事業

島根県 ビュイ － アトリエ兼フラワーアレンジメント教室整備のための店舗改修

島根県 株式会社エースサービス 4280001003805 商品受注管理・認知度向上・販路開拓のためのウェブサイトの開設

島根県 山陰科学株式会社 5280001007631 島根県から日本を元気にする！子ども基本動作測定会事業

島根県 シンリン共同株式会社 4280001003219 スマホ対応ページ構築とコンテンツページの充実で売上アップ

島根県 株式会社サイクルセンターまつしま 8280001006003 普段の生活のなかでのスポーツ自転車の奨めと初心者の販路開拓

島根県 株式会社岡田屋本店 4280001004984
新製品のリキュールの生産性向上と新製品と既存品の国内外の販路開拓事
業

島根県 日本料理　じょう一 － 承継を見据えたお店づくりへ　『和』の改装で新たな顧客層を獲得

島根県 株式会社タケダＰＤＣ 4280001007500 知ってもらい食べてもらう猪肉消費拡大事業

島根県 有限会社きつ川 8280002007578 「美しい景観とジンギスカンが味わえる」魅力ある店づくり

島根県 一宮酒造有限会社 3280002007491 海外バイヤーのニーズに対応した商品展開による海外販路開拓事業

島根県 有限会社大田美装 4280002007532 作業効率の向上によるリフォーム工事の受注力強化

島根県 有限会社岡富商店 1280002007551 品質管理向上による販路開拓事業

島根県 有限会社中島商店 1280002007725 来店環境改善とＰＲ力強化による販路開拓事業

島根県 有限会社平和亭 8280002007776 ＰＲ強化による新規顧客獲得事業

島根県 オフィス　サケモト － 移動相談サービスの情報発信で新規客拡大と既存客満足度向上

島根県 さつだや － 人気商品「大福シリーズ」の販路開拓

島根県 有限会社金田建築 1280002007568 ３Ｄ建築ＣＡＤを導入し、提案力の強化・業務の効率化を図る。

島根県 有限会社ルック 6280002007844 眼鏡・補聴器への不安や不便を感じる高齢者への巡回サービス事業

島根県 ＩＧアイジー － シネマカメラで地域の魅力発信

島根県 近藤整骨院 － 筋肉メンテナンスで元気でケガしない体づくりを応援する事業

島根県 川島木工所 － 木工サービスを通して安全で快適な生活を提供する

島根県 有限会社家具ランドタナカ 1280002004557 本物を求める若年層をターゲットとした「キズ物大処分市」事業

島根県 丸永建設株式会社 9280001002455 個人顧客開拓に向けた営業ツールの整備

島根県 有限会社杉本パン店 4280002004728 新商品開発と収益性の確保

島根県 有限会社松本デンキ店 2280002004911 リフォーム事業への本格参入と新規顧客の開拓

島根県 旨いとんかつ　糸吉 － 法事会席への参入に伴う店舗改装・広告宣伝

島根県 佐々木時計店 － オリジナルハンドメイドメガネの販路拡大、開拓

岡山県 チーム・アドベンチャー株式会社 8260001010683 社会的問題であるストレス対策への対応強化にかかる販路開拓

岡山県 ＦｉｒｓｔＣｌａｓｓ１９ － 地域サービスの窓口一本化事業

岡山県 ヒカリ消毒株式会社 9260001005542 シロアリ駆除・防除の事業拡大による販路拡大

岡山県 株式会社ブックランドあきば 2260001005904
全国のカーディーラーに対して絵本を中心としたの本のコーティングサービス
の提案

岡山県 有限会社アルソアエレミヤ 1260002011951 女性の「美しい生き方」応援プロジェクトと教育環境の整備

岡山県 ピーチおかやま合同会社 7260003002176 チラシやホームページで予防セミナーの開催を発信して販路を開拓する

岡山県 いわさ鍼灸整骨院 － メディセル治療による訪問患者さんの集客と満足度アップ

岡山県 Ｎａｍｉｍａｃｈｉ　Ｃｏｆｆｅｅ － オリジナル自家焙煎コーヒー豆の商品化による売上拡大！

岡山県 株式会社ｗｈｉｔｅ 8260001029906 新規事業「エアリーエクステ」の広報事業

岡山県 俊軒園 － 訪日外国人・日本人向け体験型庭園見学ツアー

岡山県 フィッシングガイドかわい － 瀬戸内の釣りを世界に発信し新規顧客獲得するホームページ制作
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岡山県 大熨商店 － 卸売を活かした高品質低価格での一般小売販売による販路開拓

岡山県 ＫＡＲＡＮ － 情報コンテンツの再構築と充実化事業

岡山県 株式会社路考 3260001031107 新型色校正機導入及びＨＰ・パンフレット作成による新規顧客開拓

岡山県 アライブ岡山 － 新規ビジネス「ものバンクプロジェクト」の販路拡大事業

岡山県 株式会社イワショウ 3260001008492 地元の若年層へ向けた、安全で環境に優しい外壁塗装の提案と販売

岡山県 株式会社カンサイ製あん 3260001007890 菓子製造事業者等に対しオリジナル餡受注についてＨＰで宣伝する

岡山県 おうちパン工房粉雪 － チケット制の導入とホームベーカリーを使った講座の新設

岡山県 有限会社玄三 5260002003516 若者向けカジュアル要素を取り入れたメニュー展開と雰囲気作り

岡山県 ＮＯＥＲ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ － 高齢者向け出張美容サービスの立ち上げに伴う販売促進の実施

岡山県 表町イタリアンＭＡＲＩＯ（マリオ） － 店舗改装、席増設による揚げピッツァ専門店２号店の新規顧客獲得

岡山県 パウンドハウス西大寺 － 新サービス「プリントオーダーバースデーケーキ」の販売促進事業

岡山県 株式会社ウッディヨネダ 1260001000666 一般消費者向けＤＩＹ用木材・加工品の販売促進及びアドバイス

岡山県 株式会社ＭＯＧＡ　ｄｅｓｉｇｎ 7260001030856 新事務所開設に伴うイベント開催及びＨＰ・チラシによるＰＲ事業

岡山県 ミチナス － 企業・社会人向けキャリアアドバイスの強化による多彩な働き方応援事業

岡山県 Ｐｒｏｆｕｍｏ － 欧米からの観光客を取り込み、夜の売上を底上げする

岡山県 株式会社西大寺農機 4260001002809 移転先新エリアでの次世代に繋げる農業継続応援事業

岡山県 アトリエ・ノン － 高齢者層向け美容サービスと温熱機器導入による憩いと癒しの提供

岡山県 株式会社テンダーハーツ 6260001026574 低栄養、誤嚥性肺炎を予防する介護食の開発・販売促進事業

岡山県 Ｇ．Ｇ － 地方高齢者向け宅配買取事業による販路拡大

岡山県 岡北個別指導塾 － トヨタウェイを用いた学習システムによる理系専門個別指導塾

岡山県 三基サービス有限会社 5260002004299 自社サイトの改良とＳＮＳの活用で若者層向けの営業強化を実施

岡山県 合同会社ハロウ 1260003001472 大人のエクステを実施する為の店舗改装による生産性向上を促進

岡山県 株式会社メゾンフード 7260001012334 『全国発信できるホームページ作成と商品化に伴う売上拡大！』

岡山県 有限会社ダイテツ商会 1260002013196 一般家庭に向けた設置型回収ボックスによる廃棄物処理事業

岡山県 絵画修復工房ＹｅＹ － 遠隔作品調査システムと大型絵画運送ケース開発による販路拡大

岡山県 株式会社ＬｏｇｏｏＤｅｓｉｇｎ 4260001030677 デザイナーの作品展示サイト制作による共同受注システムの構築

岡山県 株式会社ＫＢＣ 5260001009596 高級フィットネスサロンへのシフトによるエグゼクティブ層の獲得

岡山県 Ａｒｔ　Ｓｔｕｄｉｏ　ｇＬＡｓｓｅ － ワンストップネイルサービスの提供事業

岡山県 東洋製あん株式会社 3260001004599 旬の味を一年中楽しむ「水熟桃」メーカー直販サイトでＢｔｏＣ推進

岡山県 株式会社ｉ－ｌｉｔｅｒａｃｙ 5260001029891 イベントとＨＰの連動による３０代後半～４０代の女性顧客の獲得

岡山県 ＩＭＰＡＣＴ株式会社 4260001031221 男性向け「みだしなみメニュー」作成、導入による男性顧客の獲得

岡山県 株式会社ホップス・デザイン 8260001031309 エクステリア（外壁や庭）実績がＷＥＢカタログになるＨＰ

岡山県 株式会社こども眼鏡院 1260001029094 こども眼鏡院ネットワークホームページ制作

岡山県 株式会社オートグランドスーパーセブン 5260001023614 見込客への自社開発オリジナル製品案内ＤＭ発送及びＦＡＸ送信

岡山県 株式会社インターラボ 7260001009215 ネット販売に取り組む小規模事業者向け物流代行サービス事業

岡山県 ＵＮＵＳ － ホームページを通じた営業時間外の来店予約受付サービスの開始

岡山県 株式会社ワンバイワンクリエイト 1260001029433 機械導入による業務効率化とホームページ制作による販売促進事業

岡山県 株式会社ノエルペット 9260001030326 新商品開発および店外広告・雑誌広告による潜在顧客への告知・誘導

岡山県 株式会社前津屋 4260001011909 地産地消にこだわった食材のレストランで来店客に健康と美を

岡山県 株式会社大江紙器 2260001001382 保育所向け新商品の開発・広報を活用した販路開拓による収益強化

岡山県 株式会社プレヴナン 9260001012002 自家製「グルテンフリー・米粉クラッカー」の販売強化
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岡山県 ＲＥＳＴＡ（レスタ） － ヒートマップを用いたアクセス解析サービスによる販路開拓事業

岡山県 合同会社ｃｏｔａｎ 4260003001180 サンマルツァーノトマト加工品開発による、中食需要の取込み

岡山県 有限会社Ｔ２クリエイト 1260002015374 新規事業！無人航空機ドローン空撮プランの販路拡大事業！

岡山県 ナッシュキッチン － 県産レモンを使用した新商品開発等によるブランディング

岡山県 株式会社Ｒｅｃｕｌｔｕｒｅ 2964103822223 教育県復活！偏差値４０代から地元進学校を実現するＩＴ対応学習塾

岡山県 株式会社小倉商店 7260001001618 デザインパッケージ作成による「岡山地魚一夜干し」の商品力強化

岡山県 タカオジュン建築設計事務所 － ブランド力向上のためのＨＰ改良と販路拡大

岡山県 ディードットステーション下中野教室 － パソコンで広告・プレゼン資料を作るコースの新設と宣伝

岡山県 株式会社Ｋテック 3260001027427 家屋専門解体事業『サラトチ』の販路拡大計画

岡山県 ホスピタリティ＆マナー・ラボ － ホスピタリティマネジメントで新規客の取込み

岡山県 ＷＯＮ－Ｐ － 愛犬家向けこだわりフードの通販サイト作成とそれに伴う広報活動

岡山県 Ｃ’ｅｓｔ　Ｓｔｙｌｅ － 食のサロンから衣食住の上質な情報提供のサロンへの転換

岡山県 株式会社成栄 3260001030942 一般顧客向け外構商品「Ｓ－Ｓｔｙｌｅ」訴求事業

岡山県 株式会社Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ａｇｅｎｃｙ 3240001022330 地域密着　求人難に悩む岡山の企業向け求人サイトの制作

岡山県 株式会社植田工業 2260001030043 土木公共工事参入支援事業

岡山県 株式会社Ｖａｇ 7260001030699 人気カフェ店舗の一角で珈琲豆を小売りする事業

岡山県 株式会社横山工房 5260001010612 発達障害児の「自分でできた！」を育む新商品開発と販売促進

岡山県 アトリエピエス － 『結婚式の学校』実施による当社ＰＲ強化事業

岡山県 株式会社ＭＤジャパン 6260001008250 予防医療プログラムによる「健康経営企業・往診システム」

岡山県 スタジオライト － 新規事業！ドローンを使った記念ムービーの販路拡大事業！

岡山県 合同会社ＭＯＭＯ電力 4260003002443 電力供給先確保のための広報システムの構築

岡山県 株式会社ＵＭＡＩＺＥ 2260001031116 接待の手土産やギフト商品、お取り寄せ商品の開発・販売事業

岡山県 小幸農園 － ホームページ、ショッピングカート刷新による売上増額計画

岡山県 有限会社バランス 3260002008021 当社スニーカーブランド『ＰＲＡＳ』の販路拡大・売上拡大事業

岡山県 株式会社ＯｆｆｉｃｅＨＡＴ 6260001030948 歯周病に有効な歯磨き方法を自動化した電動歯ブラシの販売

岡山県 株式会社インフィニットフィールド 6260001012310 中小企業のＩＴ投資を応援するセミオーダー型システムの販促強化

岡山県 麦酒島－Ｂｅｅｒ　Ｉｓｌａｎｄ－ － 広報活動によるクラフトビールの認知度向上とファン獲得

岡山県 有限会社岡山県農商 8260002001681 黒豆の商品開発とＩＣＴ導入でのミニトマトの生産による販路拡大

岡山県 株式会社スタイル 2260001031322 岡山県産フルーツを用いた冷凍タルト販売販路開拓事業

岡山県 株式会社セカタコ 5260001030858 事業内容の魅力をウェブとパンフレットに反映し、顧客を獲得する

岡山県 株式会社アトム 9260001024237 １．５次会プランの充実化計画と販路拡大

岡山県 Ｄａｎｃｅ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＳＴＯＭＰ － 岡山・倉敷のダンス未経験者に快適に過ごせる空間でのレッスン

岡山県 Ｔ＆Ｙ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｏｆｆｉｃｅ － 色を強みにしたインテリアデザインでの事業販路の開拓

岡山県 Ｃｈｉｈｉｒｏ’ｓ　カンパニィー － ホームページのリニューアルによる新規顧客の獲得

岡山県 ＩＮＡＣＡＴ株式会社 5260001031006 ｉＣＡＴＳ（運行管理システム）販路開拓のための展示会出展

岡山県 Ｍａｋｉｋａｒｏ－ｐｌｕｓ － 「世界にたった一つ」の商品をプロモーション活動で販路拡大！

岡山県 オックスフォード岡山店 － 看板設置、情報誌掲載等による中心商店街新規顧客開拓事業

岡山県 はぐみプロジェクト － 企業の保育に関わる問題解決「保育プロポーザー」

岡山県 株式会社ヤマニ 6260001015081 駐車場バリアフリー化等利用者弱者対策による売上・販路拡大

岡山県 ジャンナ － ジャンナぷりんのロゴマークを制作し、ネット販売等による販路拡大

岡山県 吉縁 － 認知力と集客力を上げホームページを新しくし参加者を増やす
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岡山県 Ｅｃｌａｎｇｅ － サロンの開店と新サービス提供に合わせたＰＲを行い、集客を図る

岡山県 Ｄｏｖｅ＆Ｏｌｉｖｅ － 新サービス及び新規海外顧客開拓の為のホームページリニューアル

岡山県 株式会社フォーシーズン 3260001025538 つい問い合わせしたくなる「ワクワクする」ホームページ作り

岡山県 みかみＦＰ事務所 － 高齢化社会対策に繋がる新しい終活支援事業を地域に普及！

岡山県 Ｐｒｉｎｃｅｓｓ　Ｒｏｓｅ　Ｇａｒｄｅｎ － 岡山で一番のフラワーアレンジ教室を目指すための販路拡大事業！

岡山県 有限会社宮原生花店 5260002021567 加工自然花材の試作および新商品開発・販路開拓に向けた取組

岡山県 有限会社渡辺酒造本店 7260002022142 １００％備前朝日米を使用した高級純米酒（新商品）の販路拡大

岡山県 丸三化学工業株式会社 8260001014817 廉価帯畳縁の生産性向上による販路拡大の取り組み

岡山県 株式会社ＲＱＭ 9260001029252 岡山県産白桃瓶詰め商品の販路開拓・増収事業

岡山県 有限会社米酒センター平松 4260002018218 アジア市場での商談会・展示会開催による岡山県産酒類の販路開拓

岡山県 メンズセレクト　Ｋ－２ｃｌｉｍｂ － 地元作家とコラボした新ジェンダーレス商品の開発による販路開拓

岡山県 株式会社ハート・プランニング 5260001014431
倉敷屋天領蔵『マスキングテープコーナー』開設による外国人観光客の取り
込み

岡山県 株式会社エフピー通販 6260001016360 商品容器の品質向上により販路拡大と売上増加を図る

岡山県 果樂株式会社 2260001030126 海外販路開拓に向けた展示会出展および商品開発・ブランディング

岡山県 有限会社ボーモンド 1260002021067 新フード・新ＨＰ・ＤＭ等販促ツールによって売上増加を図る

岡山県 倉敷野菜染研究所 － 野菜染教室も開催できる直販店オープンによる売上向上と販路拡大

岡山県 ｎｉｃｏ．Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ － 「施術中の顧客の負担を軽減する設備導入と改装」による販路開拓

岡山県 倉敷こころ接骨院 － 主婦層をターゲットにした広告配布

岡山県 スリーアール － 個別訪問回収サービスの強化による新規顧客獲得

岡山県 株式会社創テックサービス 1260001026513 無電極ランプの広報及び特殊ディスプレイ商品開発による販路拡大

岡山県 ヘアーアンドコー　クラシコ － 集客特化型のウェブサイトの構築と運営で新規顧客の獲得を促進

岡山県 株式会社クラテックス 5260001013144 様々なデザインのソファカバーとその派生品の開発による売上拡大

岡山県 株式会社木絆 7260002021706 働く女性へ向けたパッシブ住宅の広告宣伝による販路開拓

岡山県 株式会社ａｔｅｌｉｅｒ　Ｎ 4260001030355 店舗の集客力ＵＰの為のＰＲ活動

岡山県 株式会社イシダ工務店 8260001012614 価格を１／３に抑えた耐震補強提案によるリフォーム事業の販路開拓

岡山県 有限会社リセイ工業 3260002022179 溶接機の導入による新分野への進出および広告強化による販路開拓

岡山県 山口行政書士社会保険労務士事務所 － 高齢者向け相談窓口の新設を郵便局内で広告し新規顧客を開拓する

岡山県 株式会社秀プロダクト 7260001025352 下請比率を下げるための自社ブランドによる足袋型シューズの展開

岡山県 ブルージュ株式会社 8260001028197 「出張美容の本格活動による顧客満足度の向上」

岡山県 株式会社ＡＮＤ　ＦＩＮＥ 6260001029627 新規客開拓、既存客満足度向上、知ってもらおう！安心してもらおう！

岡山県 彩葉 － 新商品開発やギフトサービス充実による新しい日本茶ファンの獲得

岡山県
株式会社ＴＲＵＴＨ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ
ＡＣＡＤＥＭＹ

1260001031810 「ダンス授業必修に伴うメニュー展開及び、新規顧客の開拓及び周知」

岡山県 フーレセラピーサロンｑｕａｌｅ － ハーバルテント（ハーブ蒸し・ローズ蒸し）の導入・販路開拓

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！寿元堂茶の開発・販路開拓

岡山県 株式会社長山鉄工所 6260001015379 スマートフォン対応のホームページで情報発信・販路開拓

岡山県 有限会社猪井木型製作所 4260002016576 ホームページ＆トラック宣伝による「運送用木材加工」売上増額

岡山県 大和建設株式会社 8260001013918 新コンセプト住宅シリーズのＷＥＢプロモーション事業

岡山県 Ｊｏｌｌｙ　Ｆａｃｔｏｒｙ株式会社 8260001025186 法人向け保険活用の情報発信による販路拡大計画

岡山県 株式会社クゥティー 9260001024278 広報活動、新規顧客獲得、新卒者の取り込み活動による販路拡大

岡山県 有限会社宝石おか 3260002029348 高級腕時計拡販の為のＷＥＢリスティング広告の実施

岡山県 株式会社兵恵建設 3260001020159 地域工務店の認知度向上のための看板設置及び広告宣伝
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岡山県 ヨネモノ － 家具のショールームの改装による売上拡大

岡山県 株式会社津山銘木 5260001020009 自社ブランドＰＲによる新規顧客層の獲得及び販路拡大

岡山県 株式会社ヒロタ 4260001020166 商談の機会を増やす営業ツールとして役立つホームページ制作

岡山県 エール・プランニング － ＷＥＢ活用・仲人業合理化による新規顧客獲得及び販路拡大

岡山県 うどん坊かがみの － 品質の均等化した製麺機によるうどん麺を卸売りする。

岡山県 有限会社アド・デザイン 8260002027652 地域密着型求人ポータルサイト作成事業

岡山県 ヘアーサロン柚 － 「集客予約管理システム」を活用した売上アップ

岡山県 有限会社橋本屋 7260002020451 レンタル着物トータルサービスの認知拡大による販売拡大事業

岡山県 スカイクロスジャパン株式会社 2260001028426 がん患者に向けてのサポートサービス

岡山県 相原部品株式会社 4260001012436 扁平タイヤ交換に伴う機械の導入による自動車愛好家ニーズの獲得

岡山県 株式会社平野瓦工業所 6260001014570 自社物件獲得に伴う、折込チラシのデザイン・作成

岡山県 有限会社倉敷マツヤ 2260002017782 コンロのＩＨ化による販路の拡大

岡山県 有限会社ナゴラン 6260002020147 自社企画商品のオンライン水平展開に対するオンライン販売計画

岡山県 菊池酒造株式会社 2260001012974 観光資源化する酒蔵の魅力と小売強化のための各種施策

岡山県 おうち工房 － 地域密着！安心できる「おうち創り企業」を知ってもらう事業

岡山県 森永陽子社会保険労務士事務所 － ホームページの開設とそれに伴うＷＥＢチラシによる販路拡大

岡山県 玉島精機株式会社 8260001013827 ホットマーカー導入による品質向上、生産性向上及び販路拡大

岡山県 矢野工務店 － 矢野工務店のＺＥＨ対応高性能住宅の周知による販路拡大

岡山県 ２５２５Ｄｉｐｐｅｒ － ハンドメイドの魅力を伝えながら地域貢献！販路拡大！

岡山県 マックエンジニアリング株式会社 2260001014764 世界初小型ＣＳＴＲ（連続撹拌槽型反応器）の販路開拓の実施

岡山県 マテリオ合同会社 1260003001118 外国人向け新商品開発・委託販売とホームページ新設で販売促進

岡山県 株式会社アラキ 2260001022148 オゾンを活用したハウスキーピングでの販路開拓事業

岡山県 手打ちうどんうえさか － 当店自慢の「関東煮」「手打ちうどん」をＰＲする看板設置

岡山県 ウンプテンプ菓子工房株式会社 3260001029786 年間販売計画に添った販促活動の強化による客数アップ

岡山県 ＬＯＬ　ＣＡＦＥ － 楽しくなる子育てバリアフリーのための施設整備事業

岡山県 株式会社栄徳 2260001026132 ホームページ等による新たな事業の認知度向上

岡山県 株式会社宮脇 7260001025369 たまげたバケットサンド・あなごバケットサンドの開発とブランド化

岡山県 有限会社オーシーファーム 2260002032889 ＩＴの充実！全国展開するための布石事業

岡山県 合同会社瀬戸内ヨットチャーター 3260003002312 宿泊型ヨットクルーズのホームページ充実による顧客の増加

岡山県 菜つむぎ商店 － 店舗スペース拡大とインターネットショップによる増収増益事業！

岡山県 有限会社榊原商店 7260002018355 「アルミ」×「デニム」ハイブリッドジーンズの販路開拓事業

岡山県 株式会社吉又商店 2260001026859 下津井わかめのウェブマーケティングによる話題性及び知名度向上

岡山県 株式会社Ｓｏｄａ 7260001024370 ご当地土産の開発とデジタルサイネージを利用した販路開拓

岡山県 有限会社ＩＷＡＳＡＫＩ 5260002016625 あなたの夢をかなえる『エステートしあわせ実現コンシェルジュ』

岡山県 株式会社Ｎ．Ｔ．Ｐ 8260001016409 リフォーム勉強会開催による業界のイメージアップと売上増加

岡山県 松家製麺 － 製麺所だからできる工場直送オリジナルギフトの販路拡大

岡山県 有限会社藤孫商店 6260002020898 足サイズ測定器導入と広報活動による出張・外販販売の強化

岡山県 株式会社岡南計測 9160001011583 サービス提供プロセスの改善とｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎへの対応による販路開拓

岡山県 ＥＮＤＯＲ（エンドア） － 「超高密度帆布の開発による新規顧客獲得」

岡山県 有限会社曽根電設 8260002019212 電気・管工事の一括受注による新規取引先獲得

岡山県 有限会社鮨柳屋 6260002024271 下津井産の魚を使用した美しく繊細で新鮮なにぎりずしの提供
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岡山県 ＴＫフーズ株式会社 6260001030139 採れたて倉敷うなぎの炭火蒲焼のインターネット販売

岡山県 倉敷ストーブ店 － ホームページ等による薪ストーブの新規販路開拓

岡山県 有限会社ニワ縫製 5260002020354 顧客ニーズに対応した製品開発及びインストアマーチャンダイジング

岡山県 三冠酒造有限会社 1260002018360 備中杜氏歴史館の看板設置とパンフレット制作による集客強化

岡山県 株式会社ＳＰＡＲＫ　ＴＲＵＥ 3260001015373 「発想をカタチにする」アパレルブランド立ち上げ支援事業

岡山県 Ａｒｏ　ａｒｏ － アロママッサージ×空間演出×ハーブティのリラクゼーションタイム

岡山県 Ｈ２Ｏ － 業務用ミシンの導入によるサービス拡充と生産性の向上

岡山県 ハイロック － インディゴ・ニットによるナチュラル・ジーンズ・コーディネート

岡山県 株式会社ＳＰＹ 5260001016502 オリジナルヴィンテージジーンズ製造体験サービスの販売促進

岡山県 アルドスタイル － 経営者のイメージアップパーソナルコーディネートカルテ作成事業

岡山県 備前焼わかくさ － 店舗改装による視認改善で来店しやすい備前焼販売の拠点つくり

岡山県 笠岡個別指導塾とりゼミ － 貸スペースの有効活用と広報強化による塾生の獲得

岡山県 株式会社川﨑建設 3260001028094 「女性がより綺麗に輝く生活を送る家」の販売拡大

岡山県 あけび － イラスト・似顔絵のデジタル化による販売促進

岡山県 藤屋菓子舗 － 地元密着「地域を代表する菓子店」の地位確立による販売拡大

岡山県 サザンツリー － 看板設置と木工旋盤導入でコミュニティづくりによる販路拡大

岡山県 フジイカーズ － 高精度自動車エアコンガスクリーニングによる新規顧客の獲得

岡山県 カーリフレッシュタハラ － オンリーワンのアメリカン雑貨店舗による収益拡大事業

岡山県 株式会社丸一商事 7260001017886 名入れ専門店をＰＲすることによる新規顧客の獲得

岡山県 島宿三虎 － 宿の魅力発信！口コミに繋げてリピート客と新規客の獲得

岡山県
しあわせ届けるいちご農園　ＨａｐｐｙＣｏｍ
ｅＣｏｍｅ

－ 好適ＰＨコントロールによる栽培条件の克服と栽培品質の向上事業

岡山県 藤井畳店 － 低反発で安心！安全なオリジナル畳床「柔らかくん」で売上増！

岡山県 株式会社インテリア川井 6260001018167 女性職人「なでしこチーム」のＰＲで新たなマーケットを創出

岡山県 かわかみ化粧品店 － モノの販売からキレイの提供へ　～トータルビューティーの提案～

岡山県 野宮食品株式会社 8260001018306 豆腐屋がつくるヘルシー豆腐デザートの販売

岡山県 株式会社西部観光バス 7260001018257 旅行業者への配車から脱皮、ニーズを捉えた提案型旅行の実施

岡山県 石田安弘 － 現代アートの備前焼の「作家との出会いづくり」によるブランド化

岡山県 鷹取醤油株式会社 5260001021601 地産地消の醤油煎餅『市米』の販路拡大に向けたパッケージデザインの実施

岡山県 株式会社ナント 8260001028791 高品質・量産技術を用いたタモギダケ販路の確立

岡山県 株式会社備前文具 6260001021682 季節・テーマ別フェアの開催と店内改革による販路開拓事業

岡山県 矢部俊一 － 備前焼鋳込み技術を用いたカフェ・ビストロ向けの食器製造販売

岡山県 楠奥工務店 － 古民家ショールームとＨＰの開設による古民家再生事業ＰＲ

岡山県 ＲＣ　ＰＲＯＳＨＯＰ　Ｔ２ － 走行とセッティング技術で速く走る楽しみを伝えるラジコン事業

岡山県 出　製陶 － 革新技法を用いた備前焼のホームページを活用した海外販売強化

岡山県 株式会社ティーアイシー 2260001021752 効果的な人材採用のためのリクルートサイトの提案と制作事業

岡山県 有限会社備州窯 2260002031949 海外からの旅行客誘致と国内外における販路拡大事業

岡山県 一陽窯 － 展示会によるこだわり層への備前焼食器の販売促進について

岡山県 森商店 － 店舗内装、外装のリニューアルによる集客力アップ事業

岡山県 有限会社金重利陶苑 4260002031666 モデルチェンジによる若者向けのコンセプトショップの展開

岡山県 株式会社Ａｋａｔｓｕｋｉ 3260001030307 陶芸教室等に来られる女性・子供に配慮した改修工事とＨＰ作成

岡山県 Ｃｕｒｒｙ　＆　Ｃａｆｅ　Ｓｈｉｂａｂｅ － 新コンセプトのレトルトカレーによる販売拡大事業
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岡山県 株式会社吉村養蜂場 3260001028144 国産高品質ハチミツのＢｔｏＢ展開による販路拡大事業

岡山県 株式会社備前の夢 7260001031565 備前発の本格ピザ窯の認知度向上のための販売促進事業

岡山県 有限会社土屋商店 2260002026817 トータルカーライフサポートによる顧客生涯価値の向上

岡山県 福本環境マネジメント － ハウスクリーニングを通じた、地域の課題に応える生活支援隊

岡山県 有限会社エヌケーエス自動車販売所 3260002026700 「ネット購入持込みでもＯＫ！自動車用品取付けサービス」

岡山県 株式会社さのオートセンター 5260001026567 新サービス「スチーム車内まるごと洗浄」の発信強化で顧客獲得

岡山県 プティ・グレーヌ － 地産地消カルピスを使用した新商品の販売促進の実施

岡山県 マシュハウス株式会社 2260001027089 ３Ｄシミュレーションの発信強化でお客様の理想の居住空間を提供

岡山県 ＳＯＡＲ　ＣＬＯＴＨＩＮＧ － 展示会出展による新しい地域の取扱店獲得及び認知度向上について

岡山県 レッドライスカンパニー株式会社 2260001024680 海外販路開拓ＰＲの為の外国語表記ホームページ等の作成

岡山県 ＴＨＥ　ＢＡＣＫ　ＷＡＴＥＲ － ＰＲ動画制作で釣り用ジーンズの利便性浸透による売上・販路拡大

岡山県 有限会社横田電器 7260002024097 ＡＩを活用したＩｏＴ家電とスマート生活の提案による売上の拡大

岡山県 長谷川タイヤ商会　総社店 － ファミリー層の新規顧客獲得に向けたＳｈｏｗ型店舗の実施

岡山県 有限会社竹田スパイナルサポート 7260002023834 女性に特化したプラン導入による新規顧客開拓事業

岡山県 ａｍｏｕｒ　ｅｔ　ｂｅａｕｔｅ’　ａｍｏｕｒ － 診断システムによる化粧品とエステによるお肌の改善サービス

岡山県 さーちゃんミニヤギ牧場 － 新見産ヤギ乳・牛乳を使用したチーズ等の販路開拓事業

岡山県 株式会社ウエストカントリー 3260001019374 展示会出展を軸とした広告総合戦略による新商品の販路開拓

岡山県 有限会社上山工務店 8260002027140 専用ソフトによる住宅の省エネ可視化と広告戦略による商圏拡大

岡山県 株式会社ＢＯＳＳコーポレーション 9260001019377 新技術「ＷＢ（ウォールバリア）多彩仕上工法」の提供及び販促活動の強化

岡山県 株式会社日東社 3260001019218 看板業と塗装業の融合による新規顧客開拓・販路拡大事業

岡山県 Ａｔｙｐｉｑｕｅ　ｄｅｓｉｇｎ － ３ＤＣＡＤパース事業の建築業界での認知度向上のための広報活動

岡山県 有限会社杉産業 3260002027228 林家の世代交代に伴い地縁からブランド力による販路開拓を目指す

岡山県 株式会社浅原青果 9260001012480 高鮮度、簡単・適量調理、岡山産のカット野菜＆フルーツの提供

広島県 有限会社楽園 9240002025616 新規顧客開拓のためのケアマネージャー等を対象とした広報活動

広島県 ファミリード － 顧客へのワンストップサービス周知のための広報事業

広島県 クラウドサーフ合同会社 7240003003317 企業間連携によるストレスチェック、メンタルケアのトータルサポート

広島県 博多うまかもん　びんちょうや － 当店人気メニュー『博多水炊きラーメン』の商品化・販売事業

広島県 株式会社辻山宝石店 9240001007045 『インターネット上に新店舗を展開』

広島県 ドッグサロン　プールマシェリ － 外装工事及び販促広告掲載、ＨＰの改修による認知度向上事業

広島県 有限会社プロシード 2240002025977 海外とのつながりを生かした貿易と販路開拓

広島県 株式会社共栄経営センター 3240001002662 人事評価・賃金制度コンテンツの提供による新規顧客の開拓事業

広島県 株式会社　ＤＯＯＮＥ 7240001050146 ｗｅｂシステム構築による導入店支援と全国への販路拡大

広島県 ちぎりや呉服店 － ＨＰ刷新及びイベント実施による若年層顧客掘り起こし事業

広島県 株式会社マアル 5240001043746 肌刺激の少ない新シリーズ肌着発売に伴う販促開拓事業

広島県 株式会社光 5240001009739 インバウンド向け土産品「日本シリーズ」の商品開発

広島県 株式会社ＧｏＧｙｏＪａｐａｎ 3240001047303 ＷＡＭＯＪＩ（和文字）変換システムの販路開拓

広島県 さくらコンサルタント － 下水道設計コンサルテーションサービス専門事業所としての運営体制の強化

広島県 有限会社アプトプランニング 9240002026473 オリジナルビーズボールを使ったオーダーメイドかんざし販路開拓

広島県 株式会社ＫＡＯＲＩ　ＬＯＧＯ 4240001052343 新事業「ＫＡＯＲＩ　ＬＯＧＯ」の認知と広島県内事業者への販促活動

広島県 有限会社リカーフーズＣ＆Ｄ 9240002024997 スイスワインを独自のルート開拓で販売の基盤を作り展開の加速化！

広島県 有限会社シーピーシー 8240002007359 新商品「企業歴代代表列伝家系図絵巻」の新規顧客の開拓事業
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広島県 サトーアソシエイツ株式会社 4240001052038 販促リーフレット・ホームページ構築による新規顧客の開拓営業

広島県 ニシナ屋珈琲うらぶくろ焙煎所 － 小型ガス焙煎設備導入による高級コーヒー豆のきめ細かな少量受注生産

広島県 ａｌｔａ　ｓｏｔｔｏ － ｗｅｂ広告及び地方情報誌への広告出稿による認知度向上事業

広島県 栗屋 － 店舗の存在周知・商品サービスＰＲおよび売場の改善

広島県 株式会社グローバル住まいるセンター 3240001045224 「民泊コンサルティング事業」の開始とそれに伴う販路開拓

広島県 株式会社裕和フィナンシャルマネジメント 2240001019253 新サービス「未来会計コンサルティング」で顧客開拓！事業

広島県 株式会社さだや 1240001004231 ＮＥＸＴ比治山店　店内改装

広島県 株式会社サナイ 8240001004241 長年の営業で培ったアレンジメント力と駅近立地を活かし小売開始

広島県 株式会社ＦＲＯＮＴ　ＭＩＳＳＩＯＮ 9240001050664 オンラインデータ、サービスを利用した営業強化

広島県 有限会社ウエストシグマ開発 6240002001743 自社ＨＰの刷新とｗｅｂクレジットカード決済の導入

広島県 Ｔｒｅｅ　ａｎｄ　Ｅｌｅｐｈａｎｔ － 結婚式の２次会利用ニーズ対応のためのスペース活用

広島県 パンク合同会社 2240003002802 ニーズの高いギフト利用可能な新商品開発により新規顧客開拓

広島県 ｆｒｅｎｃｈ／ｗｉｎｅ　ｏｒａｇｅ － フレンチ総菜、パテやテリーヌのテイクアウト販売で売上げアップ

広島県 トゥルーミー工房 － 婚活イベントへの集客と会員管理・婚活フォローの為のサイト作成

広島県 ティントカラー － 独自のサービスと情報提供で生前遺影撮影の潜在需要を開拓する

広島県 アイニー中国語学院 － 中国「芸術文化講座」開設事業

広島県 株式会社タカラ 9240001044492 室内用の電動座椅子の販路開拓事業

広島県 株式会社ＴＡＮＥＭＡＫＩ 1240001037578 訪問型企業研修の実施により売上増加・利益率の向上を図る事業

広島県 ＳＯＰＨＩＡＲＴ．ＪＰ － パステルヒーリングアートを活用した壁画事業の拡大

広島県 スターアテンダント株式会社 6240001047696 新規利用者獲得のための販促活動

広島県 株式会社ハニービーワークス 2240001050976 ドローンスクールに一般顧客を取り込むための広告実施

広島県 レゲーラ株式会社 8240001049096 自社開発ヘアケア用品の販売促進計画

広島県 武信公認会計士・税理士事務所 － リスティング広告を利用した税務顧客の獲得

広島県 株式会社一文字屋 2240001046900 独自自家焙煎による珈琲豆のネット販売に伴う新規顧客開拓

広島県 ３ＴＲＥＥ － 外国人観光客の集客のためのプロモーション

広島県 株式会社エネレック 8240001042027 シェアサイクルシステム導入の提案による自転車の販路開拓事業

広島県 株式会社向井印材 3240001011622 新商品アクリルバッジの開発とＷＥＢサイトによる販売促進事業

広島県 ＩＮＴＵＳ． － 家族需要と季節イベント需要を取り込む販路開拓と生産体制の強化

広島県 株式会社ビットゼミ 1240001011979 「未来のＩＴ人材」育成事業

広島県 有限会社加美優 3240002026347 ヘッドエステ等のサービスを効果的に提供する販路開拓事業

広島県 池上会計事務所 － 司法書士との連携による相続税申告業務の取り扱い強化

広島県 有限会社ソララ 7240002021955 プライベートブランド立ち上げに伴うＥＣショップ構築

広島県 有限会社たくみ工房 7240002022012 新製品展示スペースと小規模ならではの臨場感ある商談スペースの構築

広島県 株式会社はら 5240001009012 当社オリジナル商品「抹茶　伊都岐の白」のブランド強化と拡販

広島県 行政書士法人ライフ 6240005014461 「空き家・認知症対策のための家族信託組成サポート事業」の広報

広島県 お好み焼き　鉄板焼き　しん － 高齢者向けヘルシーお好み焼き宅配事業の展開

広島県 Ｗｅｉ － オリジナルプリーツ加工を用いた国内ブランドの海外販路開拓事業

広島県 株式会社アズサプランニング 5240001050602 新発明のファッショナブルな裏起毛タイツの開発と販促活動

広島県 ｔｕｍｕｇｉ － ブランド認知度アップと通販サイト充実により新規顧客の開拓

広島県 株式会社メジャー・エンタープライズ 6240001011719 移動販売開始に伴う食べ歩きに相応しいパッケージ変更で新規市場開拓

広島県 鍼灸院・整体院ｋｏｎｄｏｈ － 新規顧客獲得に特化したＨＰ製作と新聞折込
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広島県 株式会社プライム・スタイル 9240001051992 ビジネスと観光を組み合わせた滞在型ツアー商品の企画ならびにＰＲ

広島県 ニイダ株式会社 3240001008288 自社ホームページで思い出を形に残す販路開拓

広島県 天壇鍼灸院 － 販促ツール作成と配布による、新規顧客の集客と当事業所の広報強化

広島県 ｔｏｕｋａ － オリジナルブランド“ｓｏｕｗａ”の商品開発と販路開拓

広島県 合同会社フォーユー 4240003002643 廣島特産物専門店　廣島ノ酒処　おたまや事業

広島県 合同会社リプログレス 9249993003455 お客様のご利用環境を整える為の改装事業

広島県 ヒラヤマプロダクツ株式会社 5240001038465 磁気式リニアモータを用いた整列機構の展示会出展による販路開拓

広島県 イトク食品株式会社 5240001037780 「蒸し生姜製品」による新ブランドの構築と新規顧客の獲得

広島県 ｑｉｖ － 身体などに障害のある方に特化したリフォームの拡充と周知活動

広島県 Ｃａｆｅ　しましま － オリジナル紅茶販売による紅茶専門店としてのブランド力ＵＰ事業

広島県 Ｙショップ　神田店 － 店内整備・調理機械の導入・販路開拓

広島県 有限会社ユニリース広島 8240002051943 幅広い業界に対する認知度向上のためのＨＰリニューアル

広島県 Ｇａｌｌｅｒｙ　Ｂａｒ　夢喰 － 地産地消テイクアウトメニュー開発、ウェブ及び来客導線の強化

広島県 美髪庁おくはら － ホームページリニューアルと顧客カルテ連動による新規顧客獲得

広島県 クック・アシスト － 新サービス「スマートクックアシスト」の販促活動と新規顧客開拓

広島県 魚占商店 － 地産地消！尾道産農作物の「コンフィチュール」「野菜天」開発

広島県 有限会社藤本乾物 3240002050875 「尾道の観光客向け、地域の食文化活用「朝ごはん」開発・周知」事業

広島県 文具のひろば　ポプラドー － 鉛筆用彫刻機導入による革新的事業の展開

広島県 株式会社ゴクラク堂 1240001025855 ニーズに合わせたコンセプトショップへの転換事業

広島県 慶進塾 － 広告宣伝の広域化・コンテンツ増加による潜在的顧客の掘り起こし

広島県 Ｉｎｄｉａ　Ｅｓｔｈｅｔｉｃ　Ｓａｌｏｎ　ＯＡＳＩＳ － １１周年記念にむけた広告掲載等による新たな販路開拓

広島県 Ｄｏｇ　Ｓａｌｏｎ　ＴＲＩＡＮＧＬＥ － 写真ブース併設ドッグランによる愛犬家へのトータルサービス提供

広島県 株式会社心音 9240001045680 広告ツールを活用したスポーツアロマの認知度向上による集客拡大

広島県 有限会社山迫写真館 1240002043534 ドローンを使用した空撮による新たな販路開拓

広島県 有限会社エスエスシー 3240002039596 低温溶射用ＨＶＡＦと粉体供給機の特徴をＰＲするＨＰ更新事業

広島県 株式会社マロンドール 5240001032204 新ホームページによる商品販促と現店舗への集客戦略

広島県 株式会社瀬戸内不動産鑑定事務所 1240001031093 ＨＰリニューアルによるタイ料理店「パーパイター」の活性化

広島県 株式会社ペイジブル 7240001035717 パリからＥＵへ和を発信「日本茶」輸出、海外販路開拓事業

広島県 有限会社ホルス 1240002045670 『ＯＮＬＹ　ＯＮＥ　ＬＯＣＡＬ　ＳＥＬＥＣＴ　ＳＨＯＰ』の為の情報発信

広島県 株式会社ｖｉｓｉｏｎ 2240001050472 進学個別指導塾が運営するプログラミング教室の販路開拓

広島県 有限会社安田メッキ工業所 7240002043495 ホームページとパンフレットのリニューアルによる販路拡大

広島県 ブランドギャラリー － ｉＰｈｏｎｅ修理の顧客獲得に向けた広告掲載等の広報活動

広島県 寺岡製畳 － 看板設置、神社仏閣向けパンフレットの作成による認知向上事業

広島県
有限会社カフェ・コンディトライ・シューベ
ルト

1240002040044 庭へのテラス席の設置と贈答品カタログの作成・ＰＲ

広島県 株式会社エティック 1240001029955 ひねろー陶芸に特化したＨＰ製作。営業用パンフレット製作

広島県 やさしい鍼灸院 － 折り込みチラシおよびインターネット広告による新規顧客獲得

広島県 有限会社広島金具製作所 5240002044108 オリジナル製品の品質確保と優位性ＰＲによる売上増大計画

広島県 ｓｔｕｄｉｏ　Ｒｅ － がん治療による外見のケアサポート事業強化による新規顧客開拓

広島県 陶工房Ｐｏｌｅ　Ｐｏｌｅ － 子育て世代への陶芸教室開催による販路開拓

広島県 有限会社コズミック 4240002054140 ３０～５０代女性のファンを創る、新提案商品と販促ツールの開発

広島県 有限会社ＩＷＩＬＬ 9240002053063 ホームページ開設による顧客の利便性向上と売上増加を実現

11 / 15 ページ



平成２９年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
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

広島県 有限会社よしなが 5240002053827 新規顧客獲得のための店舗看板・外観のリニューアル

広島県 株式会社ＢＲＩＧＨＴ 8240001040311 エアコンクリーニングを家庭向けに新規事業の実現

広島県 有限会社田村商會 6240002047175 広域集客のための駐車場設置と、看板新設による店舗認知度向上

広島県 ＨＡＩＲ　ＢＯＯＴＨ　ｋａｍｅｙａｍａ － 成人式ワンストップ新プラン開発と広報による若年層新規開拓事業

広島県 株式会社テクノコート 5240001044736 ホームページの新設と看板設置によるＰＲで販路拡大

広島県 大吉ラーメン － 地域密着型ラーメン店のＰＲ強化事業及び居心地の良い店舗づくり

広島県 マルカ株式会社 2240001033766 楽に着脱できるユニバーサルデザインシャツの作成

広島県 有限会社峰和 1240002047056 パッケージの刷新によるドッグフードの販売方法の強化

広島県 有限会社ヴォーグ 2240002047550 高齢者をターゲットにした車いす対応の美容室への改修事業

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ＰＲによる販路拡大

広島県 株式会社府中家具の館中島 6240001034414 まちの家具屋が電気屋と挑む、住宅リフォームと家具の販路拡大

広島県 有限会社由工房 9240002046851 古材を活用したリフォーム事業の販路開拓

広島県 モロショク － 地元のブランド野菜を使った漬物ギフトの詰め合わせで販路開拓

広島県 オフィス我龍 － 教育市場向けの体験型太鼓公演による販路拡大

広島県 松井木工株式会社 8240001034420 府中家具ブランドの展示会出展等による国内外新規取引先獲得事業

広島県 株式会社大盛センイ 4240001034291 販促用動画コンテンツの作成・展開による新規顧客獲得

広島県 井上デザイン － 地域密着デザイン会社の卒部式用映像制作サービスによる販路開拓

広島県 有限会社キッカワ 4240002046757 フルカラープリンタの導入で、小ロット生産を更に強化する

広島県 株式会社内海機械 7240001034140 ホームページのリニューアルによる広域エリアからの新規受注

広島県 コタニコーヒー － ワークショップ・イベントの専用スペース開設による販路拡大

広島県 株式会社ヤスダ 7240001034462 店舗への集客を図り新規顧客を獲得するためのＰＲ事業

広島県 有限会社エルみやおく 5240002046657 「インソール工房アルマ」コーナー開設による販路拡大

広島県 有限会社つむぎ 4240002046245 仕出し業務とお持ち帰り弁当の開発による販路開拓事業

広島県 お好み焼き　そら － 新メニューの周知と駐車場整備で新規顧客開拓事業

広島県 志和住設株式会社 5240001034282 “あなたの街にやって来ました”出張イベント開催による受注拡大

広島県 有限会社福田クレーン 4240002047029 性能表入りパンフレット・ホームページ作製よる広報・販路開拓

広島県 西本工芸株式会社 6240001052647 キャンピングカー製造業者への販路開拓事業

広島県 アリフク株式会社 2240001029797 商品体験モニターのアンケート調査を反映した販路開拓事業

広島県 横山建設工業株式会社 3240001034474 土木工事業者の民間工事強化のための販路拡大事業

広島県 府中焼き・鉄板焼き　だいまる － 顧客管理システム導入による効率化と宴会ＰＲによる新規顧客開拓

広島県 モノミラ － ＣＡＤ／ＣＡＭデータ作成サービスの営業効率向上による販路拡大

広島県 中田大介法律事務所 － 高齢者の法的アクセスを容易にし新規業務を開拓する

広島県 株式会社しんわ 8240001025361 空家所有者の想いに添った賃貸・売買物件へのコンバートの提案

広島県 株式会社川廣 3250001011828 自動梱包機の導入による販路開拓事業

広島県 晏里株式会社 8240001029313
「園芸療法」に必要な農地開墾用の「農機具」の導入による新規利用者の開
拓

広島県 ｈｕｉｔ∞ － 新サービスの導入と積極的広報による販路拡大事業

広島県 ミハス美容室 － エステコース新設による客単価アップ

広島県 株式会社アミスイ 2240001028972 新規顧客及びリピーター獲得のための商品紹介パンフの作成

広島県 有限会社藤川 6240002049601 福祉理容サービスの拡充による新規顧客獲得事業

広島県 有限会社イナダ塗装 4240002049388 納得の色選びを提案する営業力強化で直接受注の顧客開拓を行う

広島県 株式会社ともの家 2240001049234 施設利用推進の為に、認知症を知って相談できる機会を設ける
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広島県 陶工房　風土 － イートインスペースの設置と陶芸教室看板設置

広島県 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｍ　（トラットリアエム） － ホームページ開設による知名度向上とピザ販売による販路拡大事業

広島県 竹の駅 － 若者の新鮮な感覚も取り込んだ竹情報の集積・交流拠点づくり

広島県 手づくり料理とお酒　くにみ － 業態変更のに伴う宣伝活動

広島県 有限会社朝比奈屋 6240002049700 ネットショップ定期購入システムを導入による広島米の販路拡大

広島県 ルリヲン － 増加する外国人及びおひとりさま客への利便性と満足度の向上施策

広島県 西華園 － 駐車場整備による地域住民や観光客のおもてなし環境の整備事業

広島県 株式会社トロムソ 7240001039222 製品ＰＲ用のパンフレット・ＤＶＤ製作による海外販路開拓の推進

広島県 株式会社実森建設 6240001023755 住み継ぐ家へ…「和心文化再生建築所」と空家再生事業の発信

広島県 ふらっと － 認知性の高い看板設置による新規顧客の開拓

広島県 舞麺来（ブーメラン） － 「中華料理店からラーメン専門店へ」業態変更後の集客力の強化

広島県 お好み　真心デイズ － 広島お好み焼き・府中焼きの宅配事業

広島県 株式会社中工務店 5240001022956 天然無垢木材を使用したオーダーメイド住宅による新サービス事業

広島県 どじょうやサービス － 田舎的ｃａｆｅ～食の体験の場新設による６次産業拡大事業～

広島県 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｋａｚｕ　ＭＡＲＵＹＡＭＡ － 食の楽しみをもう一度！料理内容の広告と座席改善による販路開拓

広島県 フレスコサンドカフェ － 買物困難地域におけるコミュニティ維持を助ける移動販売

広島県 株式会社エイビス・プラン 2240001023453 事業内容紹介ビデオ活用による新規顧客開拓及びニーズの発掘

広島県
ＺＩＧＥＮライティングソリューション株式会
社

5240001051443 調光調色の新ＬＥＤデバイス製品を核とした販路拡大

広島県 ワイルドサイド２０株式会社 7240001041995 「治療と予防の統合整骨院」予防メニュー認知のための販路開拓

広島県 たかや鍼灸・整骨院 － 広告集患活動を行い新規顧客の開拓

広島県 有限会社益田畳店 2240002036925 畳を使った新商品による新市場開拓と企業イメージ向上

広島県 ＩｍＰｒｅＳｓｉｏｎ株式会社 7240001044841 ＷＥＢツール等を使った若年層集客から固定化へ向けた事業

広島県 エコサポート株式会社 1240001041761 専用アプリで誰でも簡単！「いつでも古紙回収サービス」

広島県 コンフィアンス株式会社 1240001046488 サービス内容の見える化で問合せ数を増加させ売上に繋げる

広島県 かえる整骨院 － 東洋医学を元にした他店にはない新メニューの開発とＰＲ

山口県 季節料理ゆず － 客単価の高い団体客の集客事業

山口県 有限会社山口電工 4250002011413 顧客対象転換事業『下関市初　一般家庭向け　電気工事専門店』

山口県 ワークマン下関長府店 － 作業服、ユニフォーム等に社名、社マーク等をミシン加工

山口県 有限会社ふじ珈琲 7250002010726 珈琲の美味しさが見えてくる成分表示

山口県 Ｈａｉｒ　ｌａｂ　ａ　Ｌｕｓｔｅｒ － 店舗改装に伴い、セット面兼コールド席・シャンプー台の追加

山口県 ｒａｖｉｓｓａｎｔ － ウェブ集客とアナログ集客による新規顧客開拓

山口県 有限会社東和商会 4250002005266 老舗表装店のブランディング並びに販売促進強化

山口県 ＳＵＺＵＪＵＫ － 新たな販路開拓、拡大のためＥＣサイトの立ち上げ

山口県 有限会社エスビーエス宇部 2250002004328 専門的メンテナンスサービスの展開によるバイクショップの販路開拓

山口県 リトル・ウィン － レンタルオブジェクトの提供による中小企業の空間演出支援事業

山口県 みすみ治療院 －
中・高校生の栄養・トレーニング不足を解消する新メニューによる販路開拓（３
４字）

山口県 イワタ商会 － サービス付加による中古車販売強化・レンタカー販路拡大事業

山口県 ベストエデュケーション山口校 － 親子で楽しむゴルフスクールの開設・販路開拓

山口県 エリカ美容室 － 来店が困難なニーズに向けた訪問美容事業による新規顧客の開拓

山口県 餃子の匠　一玄 －
健康志向の高い客層に向けた国内産きくらげを食材にした餃子による販路開
拓

山口県 和食ダイニング饗の風 － 新規客獲得に繋げる新サービス・広報戦略による集客力アップ事業
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山口県
マツトミ企画制作室（店名：Ｂｏｏｋｓｔｏｒｅ
松）

－ 新規顧客開拓を目指したイベントの開催による販路開拓事業

山口県 合同会社ユダ整骨院 9250003000303 当院の特徴の見える化と自由診療の情報発信強化による差別化戦略

山口県 Ｄ．Ｎ．Ａ．ＩＮＣ． － 情報発信力強化による新規顧客獲得・受注拡大事業

山口県 有限会社モトナガ 9250002001590 店舗リニューアル・商品ラインナップ刷新による販路開拓

山口県 Ｎｉｓｈｉｄａ　Ｃｏｆｆｅｅ － 廃棄豆を活用した入浴剤の開発と設備導入による生産力強化

山口県 株式会社スワークス 3250001016612 製造業のＩＯＴ化ソリューションと情報発信支援

山口県 藤原米穀店．ＣｏｉＣｏｉ － 機械導入による移動販売商品の充実と情報発信による売上向上

山口県 株式会社クライミングラボラトリー 5250001013640 店舗リニューアルよる新規顧客獲得および販路開拓

山口県 野村石材店 － お墓の見守り代行・引っ越しサービス開始による販路開拓

山口県 株式会社一期一会 4250001015729 明治維新１５０年記念メニューの開発と販路開拓

山口県 ＣＡＳＡ　Ｌｉｂｅｒａ － 建築空間からインテリアまでのトータルコーディネートの提供

山口県 ＢＡＲ　ＳＰＥＹＳＩＤＥ － お客のニーズに応える店舗改装と新規客獲得による売上増加事業

山口県 ＣｏｎｎｅｃＴ － 観光音声ガイドアプリ開発と調査分析による事業構築と販路開拓

山口県 花あそび － オンリーワン商品をコンセプトにした販路開拓

山口県 ｈａｉｒ　ｎｏｂｌｅ － 顧客満足　地域ＮＯ．１店を目指した「ＰＯＳ　ｗｉｔｈ　電子顧客カルテ」の運用

山口県 株式会社防府デンタルアート 2250001013593
研修施設の機能も持つ歯科技工センターの開設による高度な技工技術の承
継

山口県 清國建匠 － 防府市新市街横丁再生プロジェクトによるインスタ女子会の獲得

山口県 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ＢｅｌＧｉｏｃｏ － イタリア政府公認の匠が県産食材でつくる究極メニューの周知拡大

山口県 ＣＨＡ　ＣＨＡ　ＤＯ － 二人で祝う特別な記念日を素敵な花で演出！二番町ブライダル

山口県 有限会社スギタニ 1250002014848 木工屑を再利用！『固形燃料』開発による売上向上事業

山口県 株式会社カネシロ工業 6250001015578 会社パンフレット・ホームページの作成による営業力強化

山口県 メンタル・ボディケアサロンＬＡＶＩＳＨ － エステの新規分野への参入及び商品開発・販路開拓

山口県 株式会社Ｓｅｒｏｒｉ 9250001014750 店舗改装によるイメージ一新と広告宣伝による販路拡大事業

山口県 株式会社誠宏 7250001010719 ＩＴの活用で業務内容の質を向上させ顧客に安心と安全を届けたい

山口県 有限会社金星 3250002014540 ＨＰとショップカードで老舗寿司店の「思い」を伝えたい。

山口県 つぐみ行政書士事務所 － 「つぐみ相続サポート」という名前で相続一括代行サービスを行います。

山口県 Ｅｓｔｈｅｔｉｃｓａｌｏｎ　Ｒ － 新規顧客の増加を狙うチラシ作成とホームページリニューアル

山口県 エステスクール＆サロン　シェリール － ＩＴ活用及びＥＭＳ機器導入による新たなサービスの提供

山口県 株式会社らぷれ 7250001016963 骨盤底筋に悩む女性のための補正下着開発および販路開拓事業

山口県 株式会社サンテックス 8250001013811 職人の情熱が伝わる外装リフォーム専門ＨＰの新規開設で売上ＵＰ！

山口県 銀座社会保険労務士法人 5250005008348 社会保険労務士の強みを活かした業務による新規顧客開拓事業

山口県 Ｆｌｅｕｒ　Ｐａｒｌｅｒ － 働く女性を応援！生花を活かした「国内初」石けん開発事業

山口県 株式会社ライン 7250001013168
訪問理美容師育成センター開校「訪問美容部門の強化」と「美容師の育成と
ネットワーク

山口県 徳山ふくセンター株式会社 8250001009099 中国上海への販路開拓

山口県 関西化研工業株式会社 9250001008744 新商品「スポットクーラー」の開発による顧客満足度向上事業

山口県 ジェラテリアクラキチ － 自社の強みと顧客ニーズを掴んだ新メニュー販売による売上アップ

山口県 株式会社山縣本店 1250001009353
復活ブランド清酒「熟成冷酒：防長鶴」の首都圏および海外における販路拡
大

山口県 株式会社清木鉄工所 7250001009546 営業力強化と雇用拡大を実現するホームページ・パンフレット作成

山口県 ｒｕｃｏ － ホームページ英語対応リニューアルによるインバウンド取込事業

山口県 きくや － 成人した女性向けの雛人形需要開拓と売上拡大

山口県 株式会社中原商会 1250001008594 顧客獲得のための「タイヤ預かり」サービス事業の拡大
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山口県 有限会社一乗建設 7250002013035 自社パンフレット作成及び新聞折込による周知力の向上と販路の拡大

山口県 ふくや － 中国へ日本文化普及のための着物レンタルとオリジナルバッグの販売

山口県 広告代理店アクト・スリー － 紙が持つ魅力や印刷物の楽しさを伝えるコンセプトストア

山口県 有限会社昇和土木 4250002006396 ＩＴ化、夜間作業対応、ドローン導入等で、民間案件の受注拡大

山口県 山縣輪業 － 電動自転車販売強化と出張修理サービスによる新規顧客開拓

山口県 中村うに商店 － 中村うに商店の新商品「贈答用粒うに」の販売促進

山口県 居酒屋　饌　花むら － 店内レイアウト改善による新規顧客開拓と集客力の向上

山口県 合同会社らいち 4250003000431 シニア世代外食機会増加プロジェクト

山口県 茶房ＩＺＵＭｉ － 実態に合った営業時間の変更とランチタイム特化により経営改善

山口県 有限会社今浦仏具店 5250002013796 和風アクセサリーの提案で若年女性客を新たに取り込む

山口県 株式会社さくや 1250001016110 海外へ向けて当社オリジナル化粧品の認知度向上

山口県 有限会社清水屋 5250002017327 日本製ビーチサンダルの通販サイトのシステム構築による販路拡大

山口県 株式会社兼永 8250001010180 御用聞きによる家電お困り事相談の引き受け事業

山口県 株式会社ＬａｃｔｅｎＳ 8250001015171 介護リフォームに特化した宣伝と見積システム構築による販路開拓

山口県 西日本ケアサービス株式会社 3250001016216 地域企業への営業力強化を狙うパンフレット・ホームページ作成

山口県 工房　向陽葵 － 伝統技術×オーダーメイドで空き家の有効活用を提案する！

山口県 地産馳走　飛寅 － 自家製生そばをメインとしたランチ営業の開始と蕎麦前文化の発信

山口県 石田塗料商会 －
５０周年に感謝し、ネットワークの再構築と新製品の取り扱いによる販路の拡
大！

山口県 Ｌａ　Ｔｉｅｒｒａ　ラ・ティエラ －
１０周年にあたってテイクアウトセットの販売と店舗刷新によるお客様満足の
向上

山口県 スナップオンツールズ藤野 － 職人さんに工具の奥深さを伝えることで販路の拡大を目指す！！

山口県 株式会社ヨネツ 8250001012581 「ＤＩＹセミナーと工房利用で新規顧客を獲得」

山口県 エムテックス有限会社 3250002020472 味付こんにゃくの商品開発および販路開拓

山口県 株式会社弘津工業 3250001014129 機械装置購入による人材育成と販路開拓

山口県 ほうえい堂販売株式会社 4250001014292 クロスチャネル戦略による「世界に一つだけのお菓子」の販売

山口県 情熱農園 － 環境リスペクト製品のインバウンド観光客向け販路開拓×地域発信
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