
平成３０年度被災地域販路開拓支援事業　小規模事業者持続化補助金　＜平成３０年７月豪雨対策型・追加公募分＞
採択者一覧表　(第１次受付締切分)

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

京都府 株式会社中野伊助 9130001018284 平成３０年７月豪雨被害からの復興を目指し新市場へチャレンジ

京都府 片岡株式会社 8130001040990 新規顧客の獲得に向け新たな販促活動を展開する

京都府 もりぐちでんき － 積載量の大きな営業車導入で販路開拓と業務効率の向上

京都府 日本料理　一ゑん － お手軽・お気軽に真心こめた“おばんざい”店出店で販路開拓

京都府 株式会社ＳＨＯＷＡ 1130001045617 地域連携型「完全無添加のドライフルーツ・野菜」製造事業

兵庫県 株式会社井藤工務店 4140001057765 断熱性能が高い省エネ　リフォームプランによる販路拡大

岡山県 株式会社ベル・ブランシェ 1260001006036
新しい販路を開拓するための展示機能を持った展示スペースを設け、販売強
化

岡山県 倉ファーム － 販路拡大とお客様からの信用獲得とＢ品減少の強化により事業再建

岡山県 株式会社ピアノ運送岡山 1260001011721 きめ細かい高精密機器運搬チャーターサービス「ＰＱサービス」

岡山県 讃岐の男うどん　能勢 － トイレ移設、店舗の補修、業務管理により新規開拓と売上アップ

岡山県 株式会社ウッディヨネダ 1260001000666 ＤＩＹキット品のネット販売と工房設置によるＤＩＹ事業への進出

岡山県 岡山旭交通株式会社 6260001007855 車いす兼用車両導入、新規利用者増で売上アップ

岡山県 スフィーダテニスクラブ －
新たな生徒獲得を目的に運動能力成長期の小学生達にテニスを広め売上を
拡大する宣伝

岡山県 株式会社システムラボ 2260001031933 ＩＴシステム相談事業の認知拡大活動による事業再建

岡山県 株式会社ジェネスラボ 4260001027236 大学及び医療機関と連携した企業向けヘルスケアサービスの展開

岡山県 合同会社ｃｏｔａｎ 4260003001180 機械装置導入での品質及び販売強化による持ち帰り顧客の獲得

岡山県 株式会社カンサイ製あん 3260001007890 県内全域の道の駅・産直店への販売強化

岡山県 株式会社池田動物園 6260001000430 ホワイトタイガーの導入のための施設改修、広報活動事業

岡山県 ｃｙｏｉ－ｃｙｏｉ　Ｓｔｙｌｅ － 新たなイベント需要の開拓と循環型システムの導入による事業再建

岡山県 Ｔｅａｍまんだい － 修理需要の獲得強化とオイル販売強化による再建事業

岡山県 原田中小企業診断士事務所 － 被災地域等の中小企業及び中小企業支援機関向け経営支援事業

岡山県 株式会社クオレ 1260001011779 売上向上に取り組むための販路開拓の事業

岡山県 表町イタリアンＭＡＲＩＯ（マリオ） － テイクアウトでの販路開拓と店名変更によるブランド化

岡山県 株式会社優成建設 3260001007957 建築車両導入による古民家解体事業部門の強化

岡山県 岡田工作所 － 設計・プレス加工への事業ドメイン再定義による短納期化の実現

岡山県 ＭＳＹマリンサービス － 販売・修理・保守一貫体制構築によるサービスレベル向上

岡山県 有限会社ツールアシスト 4260002015495 被災企業等向けのＰＣシステム復旧支援、およびホームページの作成事業。

岡山県
株式会社ニュースレター作成代行セン
ター

4260001012361 売上回復のための、被災地区へのニュースレターの作成代行事業

岡山県 ｃｙｃｌｅＺ（サイクルゼット） － 店舗の魅力アップ及びＷＥＢマーケティング強化による販売促進

岡山県 株式会社アークコストマネジメント 8260001010700 復興にかける建設業界の業務の効率化への貢献と新規顧客獲得計画

岡山県 株式会社Ｆｉｎｄｅｒ－Ｈ 7260001006063 宅配、通販クリーニング事業の強化、改善

岡山県 整体院ふくろう堂 － 発毛治療の導入で売り上げを強化する

岡山県 プライベートサロンＡｚｕ － 男性にも優しいエステサロン

岡山県 株式会社ノエルペット 9260001030326 猫ルームの拡張と猫専用ホテルの強化および広告宣伝

岡山県 株式会社喫茶去・髙島 1260001010590 介護施設の庭整備による差別化と広告宣伝による販路開拓事業

岡山県 有限会社太雅 4260002005802 若い世代でも入りやすい一人鍋のしゃぶしゃぶ
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平成３０年度被災地域販路開拓支援事業　小規模事業者持続化補助金　＜平成３０年７月豪雨対策型・追加公募分＞
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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

岡山県 ａｇｕｒｉ － 本格志向でカジュアルな女性に優しいスナック

岡山県 アピア － 若い世代での入りやすい人に優しい喫茶店

岡山県 株式会社神田建設 1260001027164 現場作業員の負担軽減と作業効率化による地域貢献事業

岡山県 株式会社グラスト２１ 6260001027647 眼鏡の老人福祉施設への訪問販売事業及び、送迎サービス事業

岡山県 Ｃｌｏｖｅｒ　ｉｐｓｅ株式会社 8260001009354 美ジョン診断システムの国内・海外市場のＢｔｏＢ販路開拓

岡山県 小幸農園 － 氷温庫、自社パッケージの導入による売上増額計画

岡山県 ちょっ蔵　津島店 － ユーザビリティの改善、さらなる居心地の良さの追求

岡山県 みやび鍼灸整骨院 － 【広報戦略の強化及び訪問診療サービス新設による売上高の拡大】

岡山県 株式会社ＵＭＡＩＺＥ 2260001031116 和食の技術を活かした肉料理に特化した居酒屋の展開

岡山県 株式会社Ｅ－ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＹ 1260001028930 被災後の売上回復のための、不動産営業力の強化事業

岡山県 梶坂洋ラン園 － 災害復旧の為の洋蘭栽培場の業務効率化及び小売り事業の強化

岡山県 有限会社オフィスムラカミ 4260002014027 災害復旧の為の整備工場の再構築及び販売促進

岡山県 株式会社ブレイス美濃津 7260001012326 新店の周知活動と弁当配達サービス展開

岡山県 株式会社ライブモア 4260001023615 メディア運営を活用した営業強化・販路拡大

岡山県 株式会社ＮＯＲＡ　ｄｅｓｉｇｎ 4260001028424 ドローンでの劣化調査と独自のＷＥＢ入札システムでの販路開拓

岡山県 Ａｔｔｉｃ　Ｊａｐａｎ － 妊活中や育児中の女性向けクロレラ・生姜入り加工食品の販路開拓

岡山県 株式会社音茶屋 9260001027594 「法人向け」「新サービスへの挑戦」

岡山県 ＤＩＡＮＡ － 独自開発　産後お母さんに向けた「美ｃｏａマッサージ」による販促強化事業

岡山県 Ｃ’ｅｓｔ　Ｓｔｙｌｅ － １００年時代の人生を豊かにする学校のハード面、ソフト面の充足

岡山県 Ａ－ｓｔｙｌｅ － 営業用車両導入により特別養護老人ホームからの受注獲得を図る。

岡山県 ヘアークリエイションプランプ － ネイルサービスと高齢者サービスの強化

岡山県 すし亀 － 顧客満足度向上および新規客獲得のための設備改善

岡山県 アトリエＫＴ － 【特殊機器の導入及び看板設置による販路拡大による売上拡大】

岡山県 那須　浩二 － 集客活動と団体用プランの企画、販売業務の効率化

岡山県 ｓａｌｌｙ－ａｌｌｙ － 自社ブランド確立による、売上の安定化

岡山県 Ｃｈｅｒｉｅ＊ｂｅａｕｔｅ　（シェリエボーテ） － 被災した倉敷市の女性達に、美と健康を提供するエステ設備の導入

岡山県 有限会社児島自動車 3260002023342 新しい積載車の導入による販路開拓

岡山県 みのりや株式会社 6260001014950 営業車両を活用した高サービス化及び自動販売機の設置推進

岡山県 美原金属工業株式会社 4260001014952 設備導入による社外外注加工品の内製化と新規販路開拓

岡山県 株式会社水島食糧 2260001014913 情報発信力の強化・充実による新規顧客開拓と売上拡大

岡山県 ｔｅａｍ　ＬＯＶＥ － 【新規レンタルドレス事業の設立による自社商品の売上拡大！】

岡山県 メンズセレクトＫ－２ｃｌｉｍｂ － 新商品のイベント出展と卸先確保の為の車両購入による販路開拓

岡山県 株式会社フォーシーズン 3260001025538 スピーディーな直営工事力で売り上げ増加をねらう！

岡山県 岡山フードサプライズ － 冷凍車購入による配送エリアの拡大による販路開拓

岡山県 タイムＳ株式会社 9260002018972 新規に設計の市場を開拓し、技術力を伝承し最終利益を２倍にする

岡山県 株式会社弘組 3260001024507 効率的かつ迅速な施工工事実現による復旧・復興工事への貢献事業
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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

岡山県 山口行政書士社会保険労務士事務所 － 新たな市場を開拓し、被災者自立のための相談業務を２倍にする。

岡山県 株式会社倉敷プリント 5260001031897 情報発信によるシール印刷・看板・印刷物の新規顧客開拓

岡山県 有限会社オンｄｅマンド 7260002022803 車両導入による営業強化ならびに販路拡大

岡山県 有限会社Ｋｌａｘ－ｏｎ 9260002023262 年間契約によるロングスパンの雑誌掲載により売上拡大を実行

岡山県 株式会社ＥＬＮ 9260001027735 岡山県を中心とした地域産品のブランド構築と輸出強化事業

岡山県 ワインショップしんじ － オリジナルワインを中心とした新規展開とＩＴ活用による販売促進

岡山県 リエゾンＰ．Ｍ － 店舗移転によるパンの販売再開に向けた什器等の購入と広告宣伝

岡山県 倉敷エンターテイメント合同会社 7260003000774 イベント企画の地元企業シェア向上を図る集客サポート

岡山県 有限会社ピーシーサポート 1260002008072 被災地近郊のニーズに沿った新サービス導入と集客力アップ

岡山県 倉敷米肥株式会社 2260001013122 「倉敷のおいしいお米を広めることで、倉敷の水田維持を図る」

岡山県 株式会社ハート・プランニング 5260001014431 レーザー加工機導入によるオリジナル商品開発と販路拡大

岡山県 くし亭 － 新店舗オープンによる、事業拡大

岡山県 織田工業 － 作業車買換えによるリスクマネジメントとコスト削減に伴う利益増加

岡山県 田村製麺有限会社 8260002028790 スーパー等への販路拡大に向けた冷蔵配送車両の導入

岡山県 岡本鍼灸整骨院 － 交通事故対応等の利便性を追求した自由診療専門鍼灸整骨院の開設

岡山県 合同会社フクラス 1260003002025 岡山県北地域の高齢者・高齢世帯の幸福度指数向上による売上拡大

岡山県 幸屋精肉店 － 年間を通して引合い連絡の多い岡山県南への業務用販売拡大計画

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 ハイクリーナーズ　あきた － 水洗機、ドライ機の導入による高付加価値サービスの提供

岡山県 株式会社パシフィックデザインサービス 8260001026408 全国向けネット販売強化の為の製造工場の移転、拡大と効率化

岡山県 有限会社アンジェ 3260002027624 季節ごとのイベント開催に必要なショーケースの導入

岡山県 相原部品株式会社 4260001012436 レジとタイヤ機械導入・トイレと看板の改装チラシで新顧客獲得

岡山県 居酒屋　丹屋 － うなぎ専門店「丹屋」の業務用の真空パックうなぎかば焼きの卸売

岡山県 エクリチュール － お名前ポエムで記念日を彩るライフイベントギフトのネット販売

岡山県 株式会社アイムス 3260001012437 遊び心のあるナチュラル系ジーンズカジュアルのネットショップ展開

岡山県 有限会社山中好鳥園 7260002021862 ペットと飼い主の相性をチェックするふれあいマッチングシステム

岡山県 株式会社玉華堂 3260001013047 瀬戸内海の香りで生活を彩る薫物の多品種小ロットの製品展開

岡山県 株式会社オリオン 9260001027636 玉野特産サンドイッチ移動販売による認知度向上・新規顧客獲得

岡山県 有限会社ナチュレ・ファーム瀬戸内 8260002033072 老朽化したトイレ改修による顧客満足度向上と来場者回数増加

岡山県 ＩＷＡＯ株式会社 6260001028018 卸先拡大と事務所のハイブリッド化（自社工場化と店舗併設）

岡山県 ウームブロカント － 離れてしまった既存顧客の再獲得・新規顧客開拓のための店舗リニューアル

岡山県 中華そば　こうた － 自家製麺による商品力強化を図り事業再建を目指す

岡山県 ＢＥＬＩＳ　ＦＡＣＴＯＲＹ － 倉敷オリジナルの競馬ジーンズの多様化と海外展開

岡山県 林檎堂 － 新規販路開拓を目指す商品拡充でのＶＭＤ強化

岡山県 ＴＣＢ株式会社 3260001023392 インバウンド需要拡大に向けた販売促進取組み

岡山県 松井織物株式会社 1260001014757 個人へのオリジナルデザインの畳縁小ロット生産販売による販路拡大
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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

岡山県 ＸＬＢ（エックスエルビー） － 革新的な作業服を販売する為のサンプル作成・工場選定・営業

岡山県 株式会社屋敷建設 2260001024004 土木工事の効率化による復旧・復興工事への貢献事業

岡山県 つちや産業株式会社 1260001014039 受発注作業の効率化と新たな商品展開による販路拡大事業

岡山県 有限会社榊原商店 7260002018355 ハイブリッドデニムによる販路開拓

岡山県 株式会社クロスオーバー 7260002022547 自社企画による開運ジーンズの開発及び販売事業

岡山県 株式会社Ｖｉｖａｃｅ 9260001028956 「女性視点を活用した働く母向け健康食品の新商品開発」

岡山県 株式会社絆 8260001019469
事業拡大のため事務所を移転し、来店型の顧客満足度をアップし、売り上げ
を拡大につながる事業。

岡山県 有限会社ニワ縫製 5260002020354 ０番ステッチデニムの土産物とオーダーメイドジーンズの提供

岡山県 有限会社丸清織物 2260002021289 『倉敷りぼん』を使用した小物ブランド『ｅＮ（えん）』の立ち上げ

岡山県 株式会社ＬＩＶＥ　ＡＲＴ 9260001026448
新たな売り上げ拡大を目的にオリジナル新商品を企画製造・販路拡大する事
業

岡山県 小山製麺 － 衛生管理部門の強化による新規販路開拓

岡山県 まるみ屋 － 顧客情報システムの導入による顧客サービス・満足度の向上

岡山県 株式会社テイクモーターズ 9260001027743 新事業短時間貸しレンタカー及び展示場増設による新規顧客の開拓

岡山県 株式会社川﨑建設 3260001028094 「夢を叶える模様替え」提案による商圏拡大と新規顧客の獲得

岡山県 酪農Ｃａｆｅ　Ｍｏｕ　Ｍｏｕ　Ｋｉｔｃｈｅｎ － 地元食材とのコラボ新商品開発と地元新規顧客の獲得

岡山県 ＳＩＲＵＨＡ（シルハ） － 生産ラインの整備を起点とした事業のリスク分散と事業規模の拡大

岡山県 佐藤物産株式会社 8260001018223 鉄スクラップ切断設備導入による効率化・売上拡大及び復旧事業

岡山県 株式会社ハーモニアリンクコミュニティ 7260001031961 中国ＳＮＳを活用した日本文化体験インバウンド観光事業

岡山県 岩荘 － バリアフリー化による顧客開拓事業

岡山県 有限会社幸栄興業 9260002025696 既存事業に加えスタンプコンクリートによる新規事業を展開

岡山県 株式会社ｗｉｔｈ　ｓｉｅ 1260001022041 機械等導入によるグラブに関する生産性の向上及び店舗売上の向上

岡山県 Ｂ．Ｃ　Ｗｏｒｋｓ － 生産性の向上と認知度向上による販路拡大事業

岡山県 松山株式会社 2260001021579 伝統的陶磁器イメージからの脱却！松山ブランドＰＲ

岡山県 株式会社アートコミュニケーション 1260001021464 備前焼土ひねり体験スペース拡大および応対力強化による売上向上

岡山県 株式会社吉村養蜂場 3260001028144 県外小売店への販路拡大による事業再建

岡山県 二幸建設株式会社 1260001021646 認知度、訴求力向上による受注促進事業

岡山県 株式会社松本 5260001018944 国産筍の活用で新商品開発による経営基盤の安定、及び雇用の創出

岡山県 とくし丸 － 充実の冷蔵品と百貨店並みの品ぞろえで地域を助ける移動販売事業

岡山県 赤城旅館 － 老舗旅館の魅力と観光地としての新たな魅力の発信による売上拡大

岡山県 Ｃｈａｒｍａｎｔ＊シャルマン － 製造業務機械化により来店客回復と新商品の販売拡大を目指す事業

岡山県 ユーキエンジニアリング株式会社 6260001032713 設備充実による二次下請けから一次下請けへ

岡山県 ＥＤＥＮ　ＨＡＩＲ － 高品質で付加価値の高い予約の取れない人気サロンでの集客事業

岡山県 創作料理　菜茂家 － 大口顧客向けのはなれの改装

岡山県 株式会社クレスト 4260001026766 地域の土木・建築に関するワンストップ窓口事業の展開

岡山県 なごみグループ合同会社 5260005004585 災害被害の施設復旧と集客における利便性の確保等の販売促進事業

岡山県 株式会社山雅ファブリカン 2260001026751 お歳暮向け冷蔵シャインマスカットの商品化
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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

岡山県 英裕組株式会社 1260001028600 災害復旧工事

岡山県 有限会社髙松精機 8260002006144 自社製品の高付加価値化をはかり直接取引を拡大する

岡山県 西村工業株式会社 7260001019222 ドローンによる作業工程の見直しと新サービス開発による販路開拓

岡山県 株式会社新見ランドリー 2260001019210 仕上機導入による生産性向上と広告戦略による販路開拓

広島県 有限会社オーラム 8240002003093 自社オリジナルシルバーアクセサリーの販路拡大に向けた取組み

広島県 ためま株式会社 1240003002670 展示会出展による自治体版パッケージの認知向上で販路拡大

広島県 合同会社ＣｏＬａｂｏ 1240003003074 売上回復・向上、安定的経営基盤確立に向けた太陽光発電事業拡大

広島県 有限会社イマモト印刷 3240002001589 新商品「名前シール、活版名刺」のＷＥＢ販売による販路開拓

広島県 株式会社Ｒｅｎｓａ 3240001044291 新たなサービスモデル開発とセミナービジネス展開

広島県 株式会社ｐｅｔａｐｅｔａ 6240001050246 簡単・すぐできる「手形アートキット」の海外向け製品開発＆販売

広島県 岡崎純也税理士事務所 － 顧客とつながるスクール事業への展開

広島県 ワイン食堂　莉庵 － 移転に伴う独自提案強化への取り組みと広報活動の実施

広島県 有限会社エム・フジタ 3240002026371 新たなターゲット層に向けた顧客満足度向上にむけた取り組み

広島県 Ａｒｔ香 － 食品廃棄物の再生化による小麦代用新粉の開発

広島県 有限会社ラビット 6240002025668 外国人観光客増加のための施設内改装および販促品の制作

広島県 とんかつ料理　さち － 災害に負けない安定的売上を構築する販路拡大

広島県 萬国製針株式会社 9240001008811 人間工学に基づいた特許製品「スムードル」の販路拡大について

広島県 株式会社三十八花堂 2240001052502 ニーズが高まっている「社外保健室」の受入態勢強化

広島県 有限会社佐伯 2240002006457 新規顧客獲得と顧客満足度の向上により売上げを増加させる

広島県 有限会社アミューズ 1240002023206 自然光を演出するスタジオセットの導入による新サービスの提供

広島県 有限会社山中酒店 4240002017312 新店舗移転に合わせた「角打ち」営業強化のための店舗づくり

広島県 サイクルサービス　チャリなが － レンタルファットバイクによる販路拡大

広島県 月待ち － 居心地良い店舗づくりと新規開拓のためのトータルブランディング

広島県 有限会社庄野塗装 5240002008013 一般顧客開拓、呉地域復興支援のためのＨＰ作成等当社ＰＲ事業

広島県 ＲＩＺＩＤ － 新たな顧客層獲得の為の自社ショッピングサイト事業

広島県 有限会社中国メディカル 5240002010299 女性専門のデモ検診車の製作及び販促活動事業

広島県 鉄板道場 － ケイタリング・移動販売による災害に負けない販路拡大

広島県 路地裏鉄板こたろう － 広島県内生産者と連携した新商品開発及び新店舗改装工事事業

広島県 株式会社福々庵 4240001044514 広島県産おとなの牡蠣福まんじゅう（仮称）新商品開発

広島県 株式会社花栄 7240001045410 オンライン営業の強化と災害復興イベントへの取り組み

広島県 アイ・ビイー・ケイ － ニーズの高い高齢者向け住宅へリフォームし入居者確保する

広島県 ｓｏｒａ　ｓｔｕｄｉｏ＆ｇａｌｌｅｒｙ － 店舗改装による集客と設備導入で体験回転率アップ売上拡大計画

広島県 尾道Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　いろは荘 － トイレ改修による快適性・満足度の向上及び利用客の拡大

広島県 ラテハートカフェ － 店舗改修によるお客様の受入態勢整備と集客力の改善

広島県 有限会社しーそー 7240002050475 脆弱設備の改修ならびに安全快適性の向上による宿泊者増員計画

広島県 有限会社ミニミニブティック・ユリ 8240002051530 ウェブと看板リニューアルで、インバウンド対応を含む顧客開拓
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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 吉祥 － 自家製手打ちうどんの製造卸しから直営店開店による新規顧客開拓

広島県 前岡工務店株式会社 2240001052023 ホームページ作成とＳＮＳ連携、モデルハウスＰＲによる新規顧客開拓

広島県 お好み焼き　風来坊 － インバウンド対応「お好み焼き店」へ業態変更による新規顧客開拓

広島県 株式会社ＣＨＩＰＳ 7240001046838 ペーパーフラワー部門の商品充実化による新規顧客獲得と売上拡大

広島県 株式会社瀬戸内クルージング 3240001044366 旅客船を活用したしまなみエリアの観光商品造成並びに販路拡大

広島県 有限会社明鏡 7240002051639 最新設備導入と職人技術の融合による新規顧客開拓

広島県 ヘアサロン　ドア － 店舗改装によるトータルビューティの実現

広島県 花本大作建築設計事務所 － ホームページ拡充による顧客獲得範囲の拡大

広島県
有限会社ワイ・エイチ・ワイコーポレーショ
ン

2240002034557 〇中高年と男性客の集客強化・客単価アップ及び新規客獲得

広島県 ｂｏｔａｎｉｃｏ － 店舗イメージアップとブランディング強化のための移転と改装

広島県 やけやま整体 － 顧客認知の強化と近隣の新規顧客の獲得

広島県 ｅｄｇｅ － 機動力強化による顧客獲得での売上高向上策

広島県 有限会社尾田プロパン 6240002032334 ガスの良さを実感していただけるレンタルルーム

広島県 株式会社田頭茶店 1240001026110 販路拡大に向けた商品生産体制の強化及び生産効率の向上

広島県 隆建工 － 国産無垢材を使用したオーダーメイド建具・家具の受注拡大

広島県 ＢＡＲ　ＡＮＣＨＯＲ － 営業スペースの空調改善と、音響設備の改善による集客の向上

広島県 百合花 － 好立地への移転、店舗拡大による販路開拓と呉の街の活性化

広島県 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＮＡＬＩＰＯ － 販路拡大による前日予約制拠点宅配サービスの確立及び小売強化

広島県 Ｌａ　Ｂｏｃｃａ － ピザ窯を設置、若い世代の顧客層開拓による事業再建

広島県 有限会社滝川設備 1240002033238 軽バンと軽トラックを使い分け、作業効率をアップ

広島県 株式会社グリル壱乃藏 2240001035713 仕出し弁当製造工程の効率化と新商品開発で、新たな販路を開拓

広島県 株式会社サード 2240001041835 緑化とライトアップの店舗改装による事業拡大計画

広島県 株式会社なかくし 8240001035583 個室バリアフリー対応による売上倍増計画

広島県 キャンドルフレイム － 新規顧客を増やすための宣伝とステンド展示スペースの確保

広島県 松林　良 － 新規商材の発掘およびＦａｃｅｂｏｏｋを活用した新規ルート開拓

広島県 株式会社どりあん 9240001031508 店舗レイアウトの変更で新規顧客の獲得と固定化を目指す

広島県 株式会社ベリタリア 9240001035748
自社商品再開と安定供給再開に向けたレシピと製造見直し、そのための機
器・什器購入、営業ならびに顧客獲得のためのｗｅｂ強化と宣伝広告

広島県 株式会社夢石庵 6240001032335 首都圏に向けた販路開拓と保管庫新設

広島県 ｇｅｍｉｓｈ　【ジェミッシュ】 － ショップ認知度拡散によるオンラインショップへの誘導

広島県 調度品の亀川株式会社 9240001046134 中国地方全域でのギャッベ絨毯展示販売会実施による売上増強

広島県 ＦＯＲＥＶＥＲ＆ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 8240001050178 商品種類拡充による卸売営業と直売スペースのホスピタリティ強化

広島県 イタリア料理　ｐｅｃｏｒａ － 個室の席数拡大等による団体利用者の販路開拓

広島県 株式会社ハシモト 3240001031686 看板とのぼり設置　チラシ配布　Ｗｅｂ整備で直販による売上回復

広島県 八田保命酒舗 － 土産品から脱却、広域市場の獲得、必要な生産拡大の取り組み

広島県 株式会社鳥徳 9240001039716 工場直売型の新規店舗による、新規顧客の獲得と商品開発力の強化

広島県 田中陸運有限会社 8240002053337 会社の信頼度向上による、新規事業拡大
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広島県 株式会社喜楽園 9240001039550 ホテルの新規顧客獲得に向けた受入体制構築のための設備改善

広島県 株式会社内海機械 7240001034140 レーザマーカ導入による商品価値の向上、ＨＰによる販促事業

広島県 小川工芸有限会社 3240002046700 在庫スペース確保による在庫の見える化と新商品開発

広島県 株式会社髙月組 1240001034311 災害復旧と新重機導入による生産性向上事業

広島県 株式会社エムズワークス 6240001053793 災害に強い家にするためのリフォーム事業による販路拡大

広島県 丸和石材株式会社 5240001033862 １級お墓ディレクターと考えるお墓づくりのＨＰ作成とＰＲ

広島県 松葉製作所 － 発信情報の品質向上と新商品開発・展示会出展による販路拡大

広島県 富士旅館 － 地元資源を活かした体験型宿泊プログラムの提供による販路拡大

広島県 有限会社ティ・ケイ・エイ 7240002047109 ＢＣＰ策定・運用を中心とした新たなセミナー、経営支援事業の推進

広島県 ｙｗｅｌｌ － 最新の高速脱毛器導入による新たな顧客層開拓等事業

広島県 台湾ダイニングカフェ行天 － テイクアウト事業と２階遊休スペースの活用による新規顧客の獲得

広島県 西川建材工業株式会社 1240001037322 新設備導入による販路拡大と経費削減

広島県 ナントー自動車 － 新設備導入による販路拡大と新サービスの周知

広島県 上寺錦鯉 － 破損したハウス池をリニューアルし小売販売しやすい環境を整える

広島県 有限会社前川酒店 6240002049683 新規取引先拡大に向けてＩＴを活用した販促ツール充実と陳列棚整備

広島県 有限会社長太 3240002049538 豪雨被災後観光客数が回復兆しの今、観光客を獲得し売上を増やす

広島県 大広観光株式会社 7240001037283 売上げＵＰの為のＩＴ活用、営業車購入、安心の為の設備導入

広島県 ル・ラパン － 催事販売に向けた機器の購入整備と観光客に解りやすい看板の整備

広島県 竹原ランドリー － 新設備導入によって販路拡大と生産能力向上を図る

広島県 有限会社朝比奈屋 6240002049700 「こだわりのお米」エリア拡大とサイト外部委託による販売強化

広島県 西華園 － 店舗設備の整備による作業効率と顧客満足度の向上事業

広島県 有限会社Ｂ＆Ｇ 7240002052348 バリアフリー化設備等整備事業

広島県 有限会社はと印刷 2240002051222 災害に強い生産体制を確立し、品質の復活を通じ、利益を復活。

広島県 Ｃａｆｅ　ｔｅｒｒａｃｅ　菜のはな － 店舗改修とホームページ強化による幅広い客層の獲得と宣伝

広島県 株式会社トロムソ 7240001039222 新商品浄水器とグラインドミル設置プラン提案での販路開拓

広島県 有限会社小原水産 2240002050265 商品の製造再開に向けた環境整備及び、売り上げ拡大

広島県 民宿　満寿美荘 － 情報発信体制の強化による認知度向上・新規顧客開拓事業

広島県 三幸工業株式会社 9240001038115 協力工場との連携強化による生産性向上。

広島県 キラデンタルサポート － 最新機械導入で復旧を機会とした販路開拓事業

広島県 ＨＥＡＲＴＳ　　ｈａｉｒ － オリジナル商品を利用した複合メニューで集客力を上げる事業

広島県 福富工業株式会社 1240001038502 パッカー車の増設による造園工事業の広報と販路拡大事業

広島県 サンライズ株式会社 5240001038119 水上太陽光発電に伴う水中アンカー工事のＰＲ事業

広島県 株式会社プラス 4240001041734 地方就職移住サイト「地場産移住」プロジェクト

広島県 かわよしパソコンサービス － ノートパソコンや周辺機器の導入による提案力と作業効率のアップ

広島県 有限会社松本工業所 9240002051496 新型機械の導入による豪雨災害の影響を打開する事業

広島県 桒原石材 － クレーン導入による作業効率アップ
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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 株式会社エイジュクリエイト 8240001051903 ネットショップ再構築とカタログ作成による販売強化

広島県 理容室　カットハウスイング － 理容室で行う被災地ブライダル応援と癒しスペースのご提供。

広島県 楽美 － 訪問治療体制の構築及び新規治療サービスの導入による顧客開拓

広島県 マコフ（ＭａｃｏＦ） － 販売管理システム導入と集客力を上げるための広告と空間作り計画

広島県 栞（しおり） － お好み焼きのおいしさを伝えて、売上と集客力の改善計画

広島県 有限会社フラワーショップはなよし 3240002028327 車両購入により、宣伝広告並び周知・配送業務の効率化

広島県 有限会社ヤスイ 2240002037007 会社の認知度向上と新商品の販売強化で収益向上

広島県 Ｃａｆｅ　Ｌｅｎｔｅ － 世界遺産宮島においての外国人向け民泊事業

広島県 食彩工房なかむらや － 店舗の常設営業によるリスク対応強化と新規販路獲得

広島県 Ｌａ　ｆｏｒｇｅｒｏｎｅ － 海外ブランドとの連携やカタログ制作による個人ブランド力の向上

山口県 株式会社ヨシカワ 4250001010812 災害に備えた安全性の高いＳＵＳラック製作事業による販路開拓

山口県 ＥＸＲＩＺＥ － 自動車修理専門の見積システム導入による生産性向上と売上拡大

愛媛県 Ｍ．Ｓ．Ｓ株式会社 3500001016272 スマートフォンに対応したホームページの全面リニューアル

愛媛県 株式会社アスタビ（温泉旅館どうご屋） 6240001020769 新規顧客獲得並びに排水機能強化のための施策

愛媛県 Ｖｉｎａｅｌｌａ － 愛媛県産の日本酒・ワインを国内・海外で販売し被災地の復旧支援

愛媛県 有限会社カネキヨ食品 4500002002080 カタログ販売・ホームページ作成による販路拡大計画

愛媛県 有限会社小林フーズ 2500002022700 新規販売チャネルの確保と効果的な自社ＰＲリーフレット作成

愛媛県 骨付鳥しき － 個室で楽しくわいわいできる女子会の呼び込み

愛媛県 ＣｏＣｏ壱番屋宇和島国道５６号店 － キッチンカーの導入による、カレーの出店販売および商圏拡大

愛媛県 ＲＡＤ　ＨＡＮＧＯＢＡＲ － 居心地の良いお店づくり

愛媛県 有限会社亀和建設 5500002022623 車両導入により早期の事業完了および売上高確保、利益率改善

愛媛県 宇和島酪連 － 保冷車の導入による宅配事業の強化

愛媛県 ホテル菊水今治菊川堅吾 － 豪雨罹災による電気設備２箇所の修繕及びエージェント等への告知

愛媛県 株式会社曽我増平商店 6500001011808 伝統の味・地域良品のコラボで食卓シーンを彩り地域活性化を

愛媛県 ラーメンなる － 新ジャンル『今治豚そば』の開発による回復へのチャレンジ

愛媛県 パティスリーまあと － 災害の苦しみから学んだ新たな売上拡大と安定経営への取組み

愛媛県 ホテル七福 － 日本語、英語に対応したホームページの作成

愛媛県 有限会社住吉 6500002013299 「着物何でも相談窓口」設置による着物ケアからはじめる販路開拓

愛媛県 ＬＯＣＡＬＥ － 機械導入による新規客の開拓と顧客満足度の充実

愛媛県 泉屋 － 店舗リニューアル・生産性向上・業務効率化による集客向上

愛媛県 たたみ善 － 「生産性向上と商談室での営業強化、看板設置・ＨＰ開設による広報」

愛媛県 ｂａｒｂｉｅｒｅ（バルビエーレ） － 理容店舗設備の購入による新規顧客獲得とお客様サービスの向上

愛媛県 ドックサロン・ファリーヌ － 車両購入による、大型犬及び複数の犬の同日送迎サービス

愛媛県 有限会社森井眼鏡店 7500002006888 外販部門営業・サービス強化による売り上げアップ事業

愛媛県 丸星藤樹堂 － 業務効率化による売上拡大・利益拡大計画

愛媛県 マルわ建築工房 － 作業効率化による生産性向上及び売上増加を目指す。
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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

愛媛県 ケーキハウス　ベール － サービス商品の増産による集客ＵＰとギフト商品による収益ＵＰ

愛媛県 有限会社福岡石材店 6500002011848 最新ソフトの運用及び顧客管理による売上拡大事業

愛媛県 有限会社ダイヤスポーツ 8500002011755 新加工体制構築によるオンリーワンアイテムの提供事業

愛媛県 Ｊａｎｇ（ジャン） － 厨房機器・カウンターチェアー整備による顧客と売上増加

愛媛県 植木屋の兵頭 － 新規設備導入による諸経費削減と生産性向上による売上拡大

愛媛県 ｈａｉｒ　ｒｏｏｍ　Ｓｏｗｅｌ － 新機材導入による施術メニュー拡大に伴う売上げアップ！

愛媛県 有限会社アオキ 7500002011500 快適空間構築による網元売上増加計画

愛媛県 Ｒｉｄｉ － 生産性の向上による商品製造能力アップと域外顧客獲得事業

愛媛県 ハタダ大洲店 －
車両および季節に応じた店用ディスプレイ用品（資材）を活用した販売力強
化！

愛媛県 有限会社池田クリーニング 7500002011525 井戸水利用による低価格料金で既存・潜在顧客へアプローチ

愛媛県 ＢＥＥＦ　ＥＡＴＥＲ － 観光都市松山で新店舗のオープンによる売上拡大

愛媛県 元永商店 － 冷凍庫導入計画

愛媛県 羅り瑠れ櫓（らりるれろ） － 設備導入による生産性向上と新メニュー開発による売上拡大

愛媛県 ホリイアルミ － 設備導入によるリフォームに関連するサッシ等据え付け工事の強化

愛媛県 有限会社肱陵建設 2500002012882 大型車両導入による作業能力向上の実現と工事受注増加

愛媛県 もり幸 － 厨房器具の購入による商品開発の円滑化と労働時間の削減

愛媛県 田口こんにゃく店 － 包装機とボイラー刷新で売上倍増計画！

愛媛県 伊大建設株式会社 6500001007640 松山エリアでの不動産売買仲介業務進出による売上拡大

愛媛県 有限会社菊地浄化槽センター 2500002011645 作業効率向上による時間確保で新規受注獲得と売上拡大

愛媛県 有限会社神田鉄工所 3500002011636 新規受注獲得と売上拡大のための営業用車両の購入

愛媛県 三瀬工務店 － 万能機導入による作業の効率化から販路開拓と顧客満足向上を展開

愛媛県 有限会社オカモトスタジオ 7500002011599 南予全域の方々に当社を知っていただく為の広報活動

愛媛県 大谷技研 － 設備導入で作業効率アップによる販路拡大

愛媛県 ジャポネーズ － 寄ってみたくなる店舗を演出　ジャポネーズ改革

愛媛県 ルーミングＯＫＡＢＥ － 地域の早期復興のため、作業効率を上げて売上増を目指す。

愛媛県 高橋餅店 － 生産性・衛生管理の向上による売上・販路拡大

愛媛県 有限会社柿見時計店 9500002011622 「ジュエリーリフォームとジュエリー買い取り事業の強化」

愛媛県 有限会社樽井旅館 1500002011753 新式ボイラーへの設備取り替えによる安定した給湯サービスの確保

愛媛県 株式会社岡どうぶつ病院 1500001016646 ペット用診療設備の導入による顧客の囲い込み・新規顧客開拓事業

愛媛県 ＢＡＲ　Ｌｏｕｉｓ － 店舗のリニューアルとフライヤー導入による売上拡大

愛媛県 ササキボデー － 最新機器導入によるエコカー対応で車検のベストを目指す

愛媛県 ＯＺＭＯＳＩＳ（オズモシス） － 理想の自分になる健康づくりの場を創出し地域を元気に

福岡県 株式会社Ｆ．ＡＧ 6290001063284 【店内増席改装による機会損失防止とＳＮＳ媒体による新規顧客獲得】

福岡県 吉栁自動車株式会社 7290001072796 豪雨で使用不可となった機械工具の入替や店舗改装による収益回復

福岡県 合資会社川茸元祖遠藤金川堂 6290003002042 西日本豪雨災害で被災した黄金川と川茸での地域活性化事業
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