
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２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 藤原モータース － タイヤ交換内製化によるワンストップサービスの確立で販路拡大

京都府 福山ファーム － 誘導看板と御礼看板、横断幕等の設置による販路開拓

京都府 Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　ＡＰＩＮＥＹ － お客様に感動を提供できる美容脱毛サロンの地域ＮＯ．１ブランド化戦略

京都府 株式会社美津馬 7130001040595 快適なゴルフ練習環境実現による販路開拓

京都府 株式会社衣川鉄工所 2130001041012 顧客の創造プロジェクト

京都府 Ｙ＆Ｓ株式会社 7130001049678 世界にたった一つのオリジナルギフトで売上増加へ

京都府 ぽかぽかのうえん － 五右衛門風呂の露天風呂設置による宿泊者への新規サービス提供

岡山県 ＷＨ　ＪＡＰＡＮ株式会社 2120001137513 岡山市北区奉還町宿泊施設「ＫＡＭＰ（キャンプ）」のリニューアルと増築事業

岡山県 有限会社魚徳浜作 4260002001041 販売促進のための商談及びリニューアル

岡山県 宗雲堂 － 有名奏者が認めた画期的新商品の篠笛（特許取得済）の販売促進事業

岡山県 株式会社Ｌ．Ｉ．Ｂ． 1260001000906 製品に付加価値を付け高級スタイルカーテンとして売り出す。

岡山県 有限会社ミツワ金型製作所 9260001002325 水没設備復旧による新分野への進出

岡山県 ＣＰサロン　リーベル － 満足度向上による来店頻度の向上と新規顧客開拓による売上拡大。

岡山県 珈琲館まるやま － シニア向けメニュー提供と販路開拓事業

岡山県 株式会社Ｇａｎｇａ 3260001028615 ハラール認証インド料理店とうどん店の認知度向上による売上拡大

岡山県 株式会社広栄堂武田 9260001002300 きびだんごのパッケージリニューアルによる販路拡大

岡山県 株式会社岡田植物園 1260001001565 国際ガーデンエキスポ２０１９への出展

岡山県 昭和興業株式会社 6260001003417 ハイブリッドエコカーを利用しての調達販路及び販売販路の拡大

岡山県 ＵＮＵＳ － コミュニティー機能を持った　ＶＡＰＥ　ＢＡＲ　の出店

岡山県
ＴＡＥＫＯＭＡＧＩＣ　メイクレッスンアカデ
ミー

－ 自社ブランド『ＴＭプライマー』で販路拡大と人材育成

岡山県 マテリアル株式会社 4260001011685 営業戦略の再構築事業

岡山県 株式会社レイワン 4260001011371 高齢者やファミリー層の来店頻度を向上させるホスピタリティを強化

岡山県 ２８　ＴＷＯ／ＥＩＧＨＴ（ツーエイト） － 販路開拓するための車両の購入及び、店舗内リフォーム事業。

岡山県 スタジオノウズ － ウォールステッカーのインターネット販売

岡山県 ｆ－トータル有限会社 3260002014779 加工機の購入に精巧で時短の加工とコマーシャルによる販路の拡大

岡山県 家具工房ｆａｍ－ｇｒｅｅｄ株式会社 7260001029411 【広報戦略の強化を図り新規顧客の獲得による売上拡大！】

岡山県 Ｒｕｊ　ｏｋａｙａｍａ － 自社オリジナルブランド美容商材の開発と販路開拓事業

岡山県 株式会社匠建築 9260001028972 施工工程を自社内製化に転換することによる効率化向上

岡山県 株式会社島津プランニング 6260001031384 一般廃棄物、産業廃棄物の処理が出来る優秀な技能者の育成事業。

岡山県 Ｌｉｂｕｒａｎ － まつ毛エクステサービス拡充による若年顧客層の囲い込み

岡山県 株式会社トシモリ薬局 4260001004747 セイフプレーン導入による疲労回復・健康増進の新サービスの導入

岡山県 株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｌｕｎｃｈ 9260001022637 独自の宅配事業モデルの拠点増設による商圏拡大

岡山県 株式会社アルサクセス 9260001023668 催事出店の拡充とネット販売開始に向けた設備購入と営業宣伝

岡山県 株式会社ＳＡＬＵＴ 6260001010339 店の特長の発信による来店促進及びリピート率向上

岡山県 ＡＴＳＵＯ　ＨＯＭＥ － 災害被害復旧と当社オリジナル物件案内によるプロモーション事業

岡山県 新古美術　泰峰堂 － 広報戦略の強化による新規顧客の取り込みによる売上拡大
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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 スルタン － ウェブによる顧客開拓と設備強化による地域コミュニティ化

岡山県 マサ建設工業 － 倉庫内作業の業務効率化による受注受入可能件数の増加

岡山県 株式会社タスコーポレーション 2260001004170 タイヤ、バッテリーのメンテナンスチェックによる販売強化

岡山県 株式会社ＢＯＳＳ 9260001025367 高品質「フッ素塗装」の低価格事業展開と販促活動の強化

岡山県 株式会社ＳＴＡＧＥ 5260001012303 古き良き建物を活かし、販路開拓に向けたギャラリー＆カフェ事業

岡山県 株式会社ＴａｎＴａｎ 5260001024265 新たなショッピングサイト構築による売上高の拡大

岡山県 株式会社ビットペーパー 9260001031530 営業ツールの強化による新規顧客獲得に向けた販路拡大事業

岡山県 株式会社Ｋａｈ．Ａｔ設備 9260001029095 作業体制の再構築と情報発信機能の強化による販路開拓

岡山県 島田工業 － 水害被害による設備等の再導入による販路開拓事業

岡山県 サロンドアムボエル － 既存客の顧客満度アップと来店サイクルを早め顧客獲得活動。

岡山県 株式会社スタイル 2260001031322 製造拠点の新設にともなう機械設備の購入と新設工事事業

岡山県 ＳＵＮＤＡＮＣＥ　ＣＬＯＴＨＥＳ＆ＳＵＲＦ － 定期的なサーフィンスクール開催等による販路開拓、関連売上向上

岡山県 タイコー自動車株式会社 9260001003901 事務所改装と整備体制充実による若い顧客層の開拓

岡山県 株式会社ボブズ 4260001029694 エディティング・ノマド・レイズの実現

岡山県 有限会社近藤組 6260002003845 大型トラックの導入及び運搬体制再整備による増加受注対応

岡山県 Ｎａｍｉｍａｃｈｉ　Ｃｏｆｆｅｅ － イベント出店強化及び店舗客数アップによる売上高の拡大！

岡山県 株式会社アサノカメラ 2260001000269 店頭ショーケース設置と中古商品取扱店としての認知度アップ

岡山県 二葉ゴム工業株式会社 6260001005909 バイオマス資源を使った被災復旧強化水膨張ゴム事業

岡山県 株式会社グレイト 8260001025723 自社配送によるスピード感ある対応を武器に新規顧客を開拓

岡山県 コニシ株式会社 2260001026512 顧客関係性強化と情報発信媒体多様化による来店促進事業

岡山県 株式会社双葉店飾社 9260001005914 ミニサイン製品の知名度向上で販路拡大

岡山県 フリーフライト － 店舗リニューアルによる新規顧客の開拓

岡山県 おもしろいこと株式会社 7260001012053 販促ツールの充実度を図ることによる新規顧客獲得事業

岡山県 有限会社キャビネット 8260002023627
自社オリジナルブランドによる新商品の企画・生産・販売　自社でオリジナル
ブランドを開発、企画・生産・販売をし売り上げ拡大する事業！

岡山県 菅野電気 － 顧客ニーズのヒアリング強化による建築チームの総合力向上

岡山県 株式会社石原製作所 5260001025767 ＨＰによるＰＲ強化と設備導入による新たな受注先の獲得

岡山県 Ｈａｉｒｓａｌｏｎ　Ｕｍｂｉｌｉｃａ － 美容室での販売向けアパレル商品の開発とそれに伴う販促物の開発

岡山県 株式会社ディーオン 3260001024977 外販営業の維持と眼鏡等の店舗販売

岡山県 有限会社藤原ペインティング 2260002008815 塗装ブース一式交換による、業務維持、作業環境改善

岡山県 株式会社喜多屋 5260001032458 「安全」と「味」を両立させる品質管理による顧客囲い込み

岡山県 有限会社吉井美容院 8260002010518 新規従業員確保のための寮の改修

岡山県 株式会社ユウ電工 6260001032548 社内環境整備と機械化による生産性の向上による売上拡大

岡山県 横山商店 － エステの会員拡大及び化粧品愛用者の拡大。新規客の開拓。

岡山県 有限会社厨房館 9260002015565 厨房実寸シミュレートブース制作と会計試算による見込み客開拓

岡山県 栄光自動車 － 設備導入等によるファミリー層向けサービスで新規顧客開拓

岡山県 株式会社Ｔ－ＣＯＮＣＥＰＴＩＯＮ 2260001031272 瀬戸内産の果物や野菜を原料とした新商品開発と販路拡大
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岡山県 月組工業株式会社 1260001004403 民間中規模工事の営業強化

岡山県 拓実工業 － 豪雨に対応した、雨がしみこまない高機能な外壁工事の受注拡大

岡山県 小西珈琲 － 自家焙煎所の改革による焙煎効率化と販路開拓事業

岡山県 こころね － 古物を取り入れたライフスタイル提案スペースのための店舗改革

岡山県 パティスリーエール － 売り上げの回復に向けたイベントの開催、顧客の確保・拡充

岡山県 株式会社Ｅｇｇｐｌａｎｔ 4260001012320 幅広い年齢層と新たな男性客の取り込み常連客への新たなサービス

岡山県 ＳＵＮＳＨＩＮＥ工房 － ＷＥＢプロモーションの顧客獲得と海外進出による新規事業

岡山県 岡山中央水産有限会社 3260002001793 新商品開発と売場新設で販路開拓し売上拡大計画

岡山県 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ａｌｌｉｅｒ － 完全個室で新たなメニュー展開を行い新規集客、既存客単価向上。

岡山県 ＳＡＫＵＲＡ － 受付の自動化による機会損失回避と効率化

岡山県 株式会社Ｐｏｏｄｏｃｋ 5260001027920 安全面見直しによる利便性向上

岡山県 有限会社ノブハラ保険オフィス 9260002011663 営業車両の導入による管理不動産エリアの拡大

岡山県 八鍵不動産 － 営業車両の導入による管理不動産エリアの拡大

岡山県 次世代型個別学習塾　ラーナーズ・ジム － 教室改装によるオープンスペースフル活用プロジェクト

岡山県 バーコントワール 6260001010578 設備を一新したブランド力強化とＨＰによる広報活動を高める事業

岡山県 理容早川 － 店舗改装による販路開拓

岡山県 有限会社井上縫製 2260002000887 効率的な生産体制構築による販路拡大事業

岡山県 株式会社日本クリーンテック 3260001011133 野立て太陽光発電所のメンテナンス及び洗浄

岡山県 ＫＳＴオート － 現在所有している積載車ともう１台積載車を購入する

岡山県 株式会社ヴァーテブラ 6260001009364 青少年スポーツ選手が安心して飲める新サプリメントの開発

岡山県 ＭＮ　ＣＯＲＰ． － 集客を目的とした発信、宣伝広告の強化

岡山県 株式会社ワンバイワンクリエイト 1260001029433 ＥＣサイトによるフルカラーＴシャツプリントの受注生産業務

岡山県 株式会社ウェイブ 5260001000605 最新設備とローコストオペレーションによる低コスト動画のＰＲ事業

岡山県 有限会社福屋ベーカリー 7260002008645 食用プリンターを用いて新規販路開拓

岡山県 株式会社イーコンタクト 2260001012082 作業服へ企業名の刺繍サービスを行い、新規顧客を獲得する

岡山県 株式会社牛窓フードハピネス 4260001012221 商店街を活用したイベント強化事業

岡山県 株式会社光優会 2260001031339 個人宅にも対応したハウスクリーニング事業

岡山県 有限会社みのる工業 3260002014011 住宅設備機器　施工販売

岡山県 山岡靴店 － 常設店舗の新設による既存顧客との関係性強化と新規顧客開拓。

岡山県 リエルプラス － 大型ミキサーでの生産性向上とホームページ作成による販路拡大

岡山県 株式会社ＡＬＬＵＲＥ　ＷＥＤＤＩＮＧ 7260001029147 岡山フードと伝統文化・工芸をアジア地域特化型ブランド定着

岡山県 Ｋａｚｕ　Ｐａｉｎｔ　Ｗｏｒｋｓ － 大型パーツへの塗装サービスで新規顧客の開拓

岡山県 株式会社アドバンスライン 5260001010356 商品開発拡充による需要のリサーチと生産性・販売の強化

岡山県 株式会社ネクサライズ 6260001027969 新規車両導入及び広報戦略強化により新規顧客を獲得する

岡山県 たこ吉本店 － 地域密着型こだわりのたこ焼き店の認知度アップによる新規顧客増

岡山県 Ｃｈｉｈｉｒｏ＇ｓ　カンパニィー － 新スタジオオープンによる新規生徒獲得による売上拡大
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岡山県 株式会社ＫＢＣ 5260001009596 新規顧客獲得の為の設備充実化とＰＲ

岡山県 フレックス新地 － 新規営業強化と古着屋の新事業の展開

岡山県 株式会社クロジ 9260001028072 女性と子どもに優しい焼き鳥店へのリニューアル

岡山県 能勢聖紅 － 真備町イメージアッププロジェクトに関わる演出と創作

岡山県 有限会社ダイテツ商会 1260002013196 地域小規模事業者と積み合わせ出荷便による販路開拓

岡山県 サロンｔｒｕｅ － サロン　ｔｒｕｅの実力

岡山県 有限会社御南塗装工業 6260002012945 女性社員の活用による営業力強化

岡山県 ｆａｍｉｌｌｅ － 女性に優しい家族が来られるスナック

岡山県 株式会社おおもり農園 4260001027855 「ＷＥＢマーケティングによる、イチゴ６次化商品販路開拓事業」

岡山県 株式会社オートグランドスーパーセブン 5260001023614 自社開発製品販促用車両導入とＨＰ等更新及び店舗改装

岡山県 株式会社ワンズ 4260001026337 岡山の伝統文化を守り、全国へ温かいものつくりの心を届ける事業

岡山県 株式会社ｗｅｓｔ　ｊａｐａｎ　Ｅ－Ｈｏｍｅ 9260001011929 集客強化と自社工事による外注費削減。

岡山県 広東菜館山珍株式会社 1260001001813 職人の手作りのよさと設備の組み合わせによる新たな看板商品開発

岡山県 株式会社想家 9260001030912 新築住宅案件獲得のための営業体制の本格的始動

岡山県 株式会社山脇山月堂 8260001006797 キャラクター及びＨＰ刷新による販促と機械導入による生産性向上

岡山県 リージョン株式会社 6260001017482 コア事業のＷＥＢプロモーション強化と周辺サービスの充実

岡山県
ＮＥＷＴＲＡＬ　ＤＥＳＩＧＮ　一級建築士事
務所

－ 最先端ＣＡＤによる市場動向に対応した設計・デザイン事業

岡山県 藤井技研 － ニーズ増加に伴う県外への業務拡大。

岡山県 株式会社トラス 7260001027448 新規車両導入による業務量拡大と広報ＰＲによる売上拡大

岡山県 株式会社ステップ 5260001009150 人材不足事における医療福祉における人材確保支援事業

岡山県 小林　英夫 － 早期売上回復及び地域環境に配慮した売上増加への取組み

岡山県 ＡＲＥＡ　ＪＡＰＡＮ － メガネ加工機を導入し、新たにメガネの販売で売上向上を図る

岡山県 株式会社秀プロダクト 7260001025352
自社ブランドの足袋型シューズとスニーカー展開による事業再建と下請比率
低減

岡山県 すし屋の喜楽 － すべての人々が安心してくつろげる社交場のような寿司屋づくり

岡山県 久ら志き食品有限会社 1260002017866 商品発送場所を確保、ネット販売やインバウンドに対応し販路開拓

岡山県 Ａｒｉｅｓ － 手元、目元、口元から美しく！トータルビューティーＰＲ

岡山県 有限会社難波化成 9260002020177 新商品開発のための新しい設備導入・修繕による販路開拓

岡山県 株式会社サレンダー 6260001031104 映像機材導入による新規映像業務の受注拡大で経営再建を図る

岡山県 エルフ － 小売業界を知り尽くした卸業者が提案する店舗売り場作り

岡山県 ブルージュ株式会社 8260001028197 「高齢者にやさしい店舗づくりによる販路拡大」

岡山県 有限会社谷口保険事務所 7260002019543 車両増加による販売エリアの拡大

岡山県 フューチャーヒャクカフェ － 多くの方に当店のコーヒーの味を知ってもらいたい売上向上を図る

岡山県 ＢＡＢＹ　ＭＡＭＡ　さいかわ整骨院 － 妊産婦の骨盤ケアと赤ちゃんケアの新事業によるサービスの充実

岡山県 有限会社連島渡辺工務店 8260002019724 ３次元ＣＡＤソフトを使用した出張提案による販路開拓

岡山県 ブティックよしなが － 事業再建と先を見据えた事業継続のため、店舗の多目的利用化の推進

岡山県 有限会社綱島クリーニング 2260002019696 広地域に向けての集配サービスの充実と幅広い年齢層への販路拡大
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岡山県 Ｅｃｌａｎｇｅ － 新たなターゲットに向けた新規顧客開拓を図り、売上向上に繋げる

岡山県
合同会社パーソナルトレーニングジム
Ｐ．ｒａｓ

9260003001952 特殊トレーニング器具の導入によるジム設備強化と販路開拓

岡山県 有限会社鳥越動物病院 4260002019967 デジタル画像の活用による効率化と新たな顧客獲得に向けた販路拡大事業

岡山県 若石リフレ施術＆ｓｃｈｏｏｌ　ひなたぼっこ － 写真事業を展開し、新しい機材の導入による販路開拓を図る

岡山県 パティスリーココロ － 洋菓子製造設備の導入により新商品を開発して売上向上を図る

岡山県 有限会社オクダサイクル 9260002017108 新たなストアコンセプトで新規顧客を獲得し、利益向上を図る

岡山県 マッキナ・スポルティーヴァ － 顧客ニーズへの対応と生産性の向上による収益の確保

岡山県 ムッシュ　ド　ムスタッシュ － 新商品開発と生産性向上のための設備導入による販路開拓

岡山県 ホクセイ電気 － 被災復興する住宅の電気設備等を施工販売する街の電気屋さん事業

岡山県 株式会社建房 4260001025322 デザイン性の高い高気密住宅の新築及びリフォームの広報

岡山県 ＨＡＩＲ　ＳＴＡＧＥ　ＡＶＡＬＯＮ － 上位ランク広告掲載で新規客獲得とＤＭによるリピーターの獲得

岡山県 ワイケイクリエイト － 被災後の事業機能回復及び設備導入に伴う事業拡充により販路開拓

岡山県 株式会社ティースリー 1260001028006 多目的レンタルスペース機能の拡充による新規顧客獲得事業

岡山県 清心 － 整体・図面作成業務の環境再建とサービス強化で経営再建を図る

岡山県 有限会社吉川塗装 3260002024563 顧客満足度の向上・受注拡大を目的とした、建具等製造ブース新設

岡山県 日本ＡＲＣ株式会社 2260001027576 設備投資による補強と水路施工対応、年間保守事業の効率化

岡山県 Ｆｒｉｐｏｎｓ － ネット通販の強化及び顧客のリピート化への取り組みで再建を図る

岡山県 環山堂株式会社 3260001012890 ホームページリニューアルによる新規顧客獲得及び売上高拡大事業

岡山県 株式会社雨風 1260001012505 ホームページをリニューアルし、倉敷市に特化したサービスの展開

岡山県 合同会社リソアス 9260003002158 営業活動の強化及び配達サービスによる新規顧客獲得と売上拡大

岡山県 株式会社キシケン 5260001029256 車両導入による営業活動の強化ならびに販路拡大

岡山県 マンマカフェ － 朝市等のイベント出店及び新商品開発と市場調査等による販路開拓

岡山県 楽丸 － 新メニュー開発と情報発信、店内の修繕による販路開拓

岡山県 ビストロマンマルリアン － 個室増設ならびに店内改装、広告媒体の強化による販路開拓

岡山県 パン喫茶アトリエ － 設備導入による商品開発と広報活動による販路開拓

岡山県 モトフリーク有限会社 2260002021669 事業再建に向けたアフターサービス強化と来店しやすい店舗作り

岡山県 有限会社万寿製麺所 3260002021156 家庭でプロの味を再現したい方に応えるための販路開拓事業

岡山県 有限会社グリーンターフ 8260002017843 設備導入による受注能力拡大及び施工現場の生産性向上

岡山県 サンク・ラスタ株式会社 3260001016264 海外向け『折畳み式畳』の販路拡大及び増産に伴う設備導入事業

岡山県 株式会社倉敷看板 7260001025501 ホームページのリニューアルによる新規販路開拓

岡山県 韓洋ＳＴＹＬＥ　ＮＯＢＵ － 売上・利益向上のための営業・宣伝強化

岡山県 ｃａｆｅ　Ｐａｔｈ － コーヒ豆焙煎機導入と贈答用セット販売・ＰＲによる販路開拓

岡山県 株式会社くらしき藹然 8260001023875 美観地区出店・新販路開拓に伴う新製品開発及び新サービスの確立

岡山県 有限会社釣房 7260002019725 視認性の良い新規看板取り付けによる新規顧客開拓と集客倍増強化

岡山県 ＆　ＧＲＩＬＬ － 大人数対応可能な設備の導入及びＨＰやチラシを活用した販路開拓

岡山県 板谷工業株式会社 1260001012629 鉄骨自由設計と高精度鉄骨による施工ネットワークの構築
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岡山県 株式会社イシダ工務店 8260001012614 災害対応・防災事業への対応強化により新規販路開拓を図る

岡山県 有限会社くま 6260002022655 「三宅商店カフェ工房」商材の量産体制整備により販路拡大を図る

岡山県 有限会社中島プロダクション 2260002020035 販路開拓のため料金表示と迅速な見積もりのホームページ改正

岡山県 ＦＡＲＭ － 自転車と触れ合う機会を創出し販路を開拓、増収を図る

岡山県 三宅　美和 － 新規顧客開拓のための新事業開始に必要な機器購入と広報活動強化

岡山県 有限会社エムワイティ 6260002022143 女性向け体質改善メニューの再構築・ＰＲによる新規顧客の獲得

岡山県 児島産業株式会社 8260001013249 車両（トラック）導入による解体工事への本格参入及び販路拡大

岡山県 すぐり － 女性と観光客が来店しやすい店舗改装と調理強化

岡山県 平松万祐子 － 【新事業挑戦】女性のためのパーソナル床暖房トレーニング

岡山県 株式会社ハートバード 4260001030165 作業スペース・物置・電光掲示板の設置で生産性向上と販売力強化

岡山県 有限会社小田上車体 1260002023022 ソフトの導入による生産性向上と営業力の強化による販路開拓

岡山県 有限会社波照間 8260002020483 新サービスの提供と認知度向上を図り、売上向上に繋げる

岡山県 有限会社ナカダサービス 9260002020053 ホームページのリニューアルにより新事業の展開と売上増加を図る

岡山県 株式会社Ｔ．Ｆｏｏｄｓ　ｃｏｍｐａｎｙ 8260001017191 弱みだった団体席スペース確保による新規開拓と売上向上

岡山県 有限会社水島建運 2260002021355 管理システムを導入し、生産性営業体制構築による販路開拓

岡山県 株式会社藤本塗装 7260001023488 自社ブランドの周知と作業車買換えに伴う売上アップ

岡山県 Ｂａｒ　Ｒｏｏｔｓ － 本格的バー・ケータリングサービスによる販路・売上拡大事業

岡山県 有限会社キドスポーツ 3260002028127 目や身体の蓄積疲労の軽減ケアを目的とした出張型施術の実施

岡山県 有限会社誠心堂 5260002028620 仏壇仏具地域一番店を目指した情報発信による来店客倍増計画

岡山県 パーティーキッチン　ピノア － 団体客ニーズを満たし、集客力アップするための店舗改装工事

岡山県 トラットリアバール　バル寅 － 岡山市中心部へのラーメン店出店強化による販売拡大

岡山県 岡山ペプシコーラ販売株式会社 3260001019960 自動販売機光通信販売管理システム導入によるデジタル管理へ

岡山県 プティポワ － 店舗改装による顧客のニーズに対応した快適空間の創出

岡山県
ＰＣらいふパソコンレンタルサービス株式
会社

9260001032157 「売上増に向けたホームページ修正とインターネット広告」

岡山県 有限会社倉敷マツヤ 2260002017782 こだわりラーメンの認知度拡大と業務効率化による売上拡大事業

岡山県 ＭＥＩＨＯカービズ － 積載車の活用による新規事業展開と既存顧客の満足度向上

岡山県 旭金属工業株式会社 5260001012410 新規意匠開発製品販路拡大事業

岡山県 有限会社ディーシャイン 2260002022304 ＱＯＬ向上講座の充実とＰＲで、カイロの認知向上とファン拡大

岡山県 ＰＵＭＰ　ＵＰ － パーソナルトレーニングでコンテスト出場者を全面サポート

岡山県 太陽トラベル株式会社 7260001013910 知る人ぞ知る「食」や「文化」を楽しむ通な旅行プランの提案

岡山県 田中建材 － １０トントラック購入により、資材の復興ニーズに応える

岡山県 板野産業株式会社 8260001012523 段ボールのプロによるＱＣＤを守る梱包ソリューションの提供

岡山県 株式会社Ｋｅｙｓ 2260001027568 特殊塗料、責任施工の自社販売により売上、利益強化

岡山県 おにぎりのくに － いつでも何処でも美味しいおにぎりを楽しめる冷凍おにぎりの販売

岡山県 株式会社ＥＩＪＩＮ　ＷＯＲＬＤ 5260001031848 『「かわいい」と「かっこいい」と「素敵」をもっと世の中に』

岡山県 株式会社スカイビルメンテック 4260001024811 売上拡大のための、ビル清掃用の高所作業研修サービスの提供
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岡山県 さぬきや － 玉島の家族の老若男女が安心して楽しめる寿司とうどん居酒屋

岡山県 株式会社ズッパエイノバツィオーネ 4260001029843 選べるスープとパン＆ドリンクビュッフェのセットメニュー展開

岡山県 有限会社土手建設 3260002033127 地域工務店が空き家管理の新サービスの展開

岡山県 延藤　喜久 － 太陽光パネルメンテナンスサービスＰＲによる販路開拓！

岡山県 株式会社ホワイト 1260001030804 店舗改装による来店型営業の強化、空き家対策の推進

岡山県 有限会社ニシウチ 5260002033083 顧客ニーズに合った新たな売り場リニューアル事業

岡山県 株式会社おかやま食材 7260001031219 岡山食材の魅力を伝えて周知による来店促進事業

岡山県 株式会社Ｓｅａ　Ｒａｙ 9260001032173 海の見えるカフェの美食カフェメニューＰＲによる新規顧客獲得！

岡山県 総合ユニフォーム　ＫＯＤＥＲＡ － 刺繍専用ミシンの導入と店舗改装による提案営業の強化

岡山県 マリンガイド福丸 － 海を楽しむ新しい客層を獲得するための広告宣伝事業

岡山県 有限会社エスジェイ山陽 3260002033473 店舗改装による災害関連保険ニーズの掘り起こし

岡山県 サザンクロス － 現役競輪選手が教えるパーソナルトレーニングジム事業

岡山県 有限会社信和 2260002018921 ＥＣサイトにおける下津井真ダコ専門店化と既存商品の高級ブランド化

岡山県 株式会社Ｃｈａｎｎｅｌ 1260001017074 豪雨による売上低下に伴う、海外や国内に向けた販売促進事業、

岡山県 有限会社三枡製作所 8260002021498 ３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による受注拡大事業

岡山県 株式会社Ｍ．Ｍ．Ｄ． 4260001016180 自社工場の生産能力強化を図り事業再建を目指す

岡山県 シティーハウスメンテナンス － 被災地倉敷の復興のための、専門的な清掃クリーニング需要に対応

岡山県 株式会社ＳＡＮ－ＹＯ 9260001027421 災害時にも対応できる管理体制強化及び地域企業への情報発信

岡山県 株式会社Ｈ．ＵＮＩＴ 5260001027350 オリジナリティ溢れる他には真似できない製品での販路開拓

岡山県 ＴＨＥ　ＥＡＳＹ　ＳＨＯＰ － ユニセックスデザインの新ブランド立ち上げと卸売事業の開始

岡山県 拓栄丸漁業 － 海苔刈り取り船の整備による作業効率化で販路開拓

岡山県 西田水産 － 活水・冷海水装置導入による高付加価値の商品を用いた販路開拓

岡山県 有限会社鷲羽工業 2260002032550 販売事業参入の為の展示・商談ブース設営、来客駐車場整備事業

岡山県 ＨＩＧＨ－ＲＯＣＫ － ぽっちゃり系女子向けＲｉＭＡＣＫＹの移動工場によるジーンズストリート集客

岡山県 株式会社マルチバス 3260001030827 理想的な休息のためのオーダーメイド枕の提案

岡山県 有限会社藤島建設 5260002024603 人生を快適・安全にすごすための自然に配慮した住まいづくり

岡山県 株式会社ＳＰＹ 5260001016502 海外向け商品企画と展示会・イベント出展による販路拡大

岡山県 株式会社プランター 5260001028398 被災復興のための、農産物及び加工品の生産と販売の強化

岡山県 小堀建設株式会社 2260001017734 被災地域等のお客様向けの、安全安心で健康な住宅の提供

岡山県 株式会社Ｗｅｅｄ 3260001027716 インフルエンサーとのコラボによる新商品開発および販路拡大

岡山県 石材工房石神 － カッティングプロッタ導入と据付工事の内製化による経営力向上

岡山県 島宿三虎 － 三虎ＰＲ作戦で客足回復と新規観光客の獲得

岡山県 株式会社グローバルストーン 3260001017725 大理石加工のための機械装置開発による新規販路の獲得

岡山県 株式会社櫛田農機商会 2260001017718 二極化する市場ニーズに応えるための防音工場の整備

岡山県 ビューティサロン　フルール － 新業態の店舗改装による販売拡大事業

岡山県 丹原農産 － 作付面積拡大による販売拡大のための設備導入
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岡山県 株式会社伊座 5260001027425 ブランド再構築及びそれに伴うサイト再構築による販売拡大

岡山県 株式会社ナルテック 5260001017847 石材自動研磨機の夜間無人運転用ワーク供給装置の開発

岡山県 株式会社グリーン 8120101055015 被災地復興に寄与！産業用太陽光発電事業ＰＲによる販路拡大！

岡山県 株式会社井原工務店 8260001018165 木造注文住宅と宅地建物取引業の宣伝力強化事業

岡山県 フジドライ － 開店５０周年企画と会員システムのリニューアルでリピーターＵＰ

岡山県 有限会社備前焼窯元備前一 7260002031993 「備前焼タイル」の魅力発信強化による建材分野の販路拡大事業

岡山県 株式会社ＦＯＲＴＹ　ＦＩＶＥ 7260001029626 ポップアップストアやインバウンド向けの店舗リニューアル

岡山県 株式会社梅木商店 4260001021486 店舗業務を通した地域貢献及び催事出店での岡山の魅力促進事業

岡山県 有限会社備州窯 2260002031949 国内外からの旅行客誘致と販路拡大事業

岡山県 末石　泰節 － 「炭焼窯」の新規開発と備前焼ギャラリー集客事業

岡山県 有限会社徳永商店 8260002031869 見積方法改善による「工法改善」の積極提案で、「一貫加工」の受注を拡大

岡山県 上杉石材本店 － 石製の贈答品や記念品による石材店の認知度アップ

岡山県 備北液化ガス販売株式会社 4260001018929 顔なじみのサービスマンの御用聞きによる「便利屋サービス」展開

岡山県 有限会社石井洋品店 8260002026687 店内改装による憩いの空間づくりと刺繍ミシンでの付加価値創造

岡山県 有限会社山陽建資 2260002026767 良質な砂の仕入力と製造開発力による高品質な砂利の提供

岡山県 有限会社ミムラ機械商事 1260002026883 高梁市の食と文化、産業の交流するコミュニティカフェ事業

岡山県 有限会社大森ランドリー 2260002026718 女性専用ルームと高品質な洗濯・乾燥のコインランドリー展開

岡山県 Ｍｅｌｌｏｗ　Ｃｏｆｆｅｅ － 新商品開発と機械の性能アップ、ＩＴ活用による販売促進

岡山県 きびロック － 集客施設への新店オープンによる地域の防犯促進と強化を実現

岡山県 株式会社岡本工業所 4260001015827 被災から復興を図る、屋根工事の施工力および機動力の向上

岡山県 株式会社ＧＲＥＥＮ　ＢＡＳＩＣ 7260001027596 洗浄作業工程の効率化による販路拡大事業

岡山県 株式会社総建 4260001028928 事業再開についてＨＰで広報を行うと同時に新たな顧客獲得を図る

岡山県 株式会社さのオートセンター 5260001026567 ＯＢＤ検査装置導入で「あなたの愛車のかかりつけ医事業」の拡大

岡山県 Ｊｏｉｎｔｌｙ － ワイヤレスマイク導入による情報セキュリティー、サービスの充実

岡山県 有限会社ながたや 8260002023899 店舗改装による夏物在庫の一層セールに向けた改装について

岡山県 ＳＯＡＲ　ＣＬＯＴＨＩＮＧ － 四大都市ならびアジア地域への市場拡大と藍染レザーの販売促進

岡山県 吉備建創株式会社 3260001024498 超低汚染防水遮熱塗装サービス普及を目的にショールームオープン

岡山県 ネイルサロンＭＯＭＯ － 訪問ネイルを再開することにより売上増加及び認知度上昇

岡山県 株式会社Ｂａｋｅ　Ｆｒｅｅ 2260001030241 被災復興に向けた、惣菜入りハードブレッドの配送の効率化

岡山県 季節料理　二合半 － 店舗空間のプライバシー強化でお客様よりの予約率向上で売上拡大

岡山県 有限会社鈴木建具店 3260002023755 「こだわり建具・家具」の修繕・リメイクで浸水被害からの復興を支援

岡山県 久代車体 － 新規顧客の獲得強化に向けた新サービスの広告宣伝の実施

岡山県 ラーメン２号店 － 設備拡充及びラーメン屋台購入により夜の集客増加を目指す

岡山県 有限会社マツオ自動車販売 3260002024019 新しい顧客層獲得に向けた店舗誘導の強化

岡山県 ヨコタ整骨院 － ＨＰ作成等で自費診療増加により新規患者様増加を目指す

岡山県 エクステリアＹＡＢＵＴＡ － 外構工事の直販ＰＲによる販路開拓！新規顧客獲得！
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岡山県 株式会社ＯＣ 8260001028619 快適空間ラジコンサーキット場ＰＲによる売上増加大作戦！

岡山県 岡本車体 － 超スピーディー自動車板金塗装サービスＰＲによる販路開拓！

岡山県 有限会社グランディーオート 6260002024651 オートリースサービスＰＲによる販路開拓！被災地復興支援！

岡山県 株式会社ＡＳＨ 5260001016865 災害復興に向けたサービスの強化について

岡山県 ナカハラ株式会社 2260001030167 土木、外構工事を行うための２Ｔダンプ購入

岡山県 有限会社総社ランドリー 4260002023804 乾燥機の導入で「地域最速仕上げの総社ランドリー」を実現する

岡山県 有限会社前田料理店 9260002024013 被災者支援で購入した車両活用デリバリーサービス強化で売上拡大

岡山県 有限会社小田工務店 6260002027159 高性能林業機械の整備による、増加する林業ニーズの獲得

岡山県 株式会社仲岡運輸 3260001019192 地元自動車部品工場での中型トラックによる不定期輸送の市場開拓

岡山県 有限会社ミナミ 9260002027354 ジビエ商品の安全性と販売力の向上を目的とした生産環境整備

岡山県 有限会社上田建築工房 6260002027571 展示会出展による他地域への販路拡大

岡山県 株式会社白川マイニング 4260001019167 製造設備の復旧による安定した採掘・製造と新規販路開拓

広島県 株式会社富士火工 5240001031998 付加価値の高い花火打上げ演出の強化計画及びＰＲ活動

広島県 株式会社流通プランニング研究所 7240001014480 ダウンロード機能を高めたホームページの構築による知名度向上

広島県 高見亭 － 宿泊宴会プランを作り新規・リピーターを増やす事業

広島県 ラヴィータ － 駅前好立地への移転に伴う飛込み客等、新規顧客層開拓への取組み

広島県 株式会社三吉屋 7240001042960 国内外の新規顧客獲得のためのＨＰリニューアルと配送体制の強化

広島県 横川酒場　かくれ小屋 － 新規客開拓・売上増に向けたランチ営業開始等の定食メニュー充実

広島県 東是株式会社 2240001047171 災害に負けない安定的売上を構築する販路拡大

広島県 正充産業有限会社 1240002008677 新規顧客開拓に向けてのジェット洗浄機機能向上のための設備導入

広島県 みつばスタジオ － 災害に負けないスマートフォンアプリ市場参入による販路拡大

広島県 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　Ｂｒｉｉｅｒ － 既存客の再来・新規客集客のための新サービス導入と店内環境改善

広島県 ドッグスタイルレオン － 新規顧客獲得と常連客の来店率アップのための企画開催と設備修繕

広島県 堀口海産株式会社 3240001016241 災害に負けない高付加価値製品の販路拡大

広島県 リカーショップマツヤ － 災害に負けない地域のコミュニティーに貢献する販路拡大

広島県 株式会社サンモール 5240001004285
Ｌｅｔ’ｓ　ｇｏ　ｅｖｅｒｙ　ｗｅｅｋｅｎｄ！サンモール週末イベントキャンペ－ン＆外国
人客対応

広島県 株式会社こんせんと 4240001042212 新照明のデザインで新顧客の開拓を目指す

広島県 Ｔｏｏ　Ｍｅ － 低価格で安心感と特別感を体感できる、新感覚のサロンを作る。

広島県 司法書士法人渡邉事務所 7240005003406 災害に負けない自立集客、継続的依頼関係にもとづく販路拡大

広島県 アスト株式会社 5240001042186 新規受注開拓・リスク分散のための営業エリア拡大と広告宣伝強化

広島県 有限会社広亭タナカ 7240002005735 災害等に強い経営、売上構成にする為の通販事業売上ＵＰ施策

広島県 株式会社ベクトロニクス中国 2240001009114 新規顧客開拓のための電子カタログ的ＨＰとオリジナルパンフ作成

広島県 株式会社ｓｈｉｅｎｏｒｉ 6240001050717 店舗周知と自社飲食店のブランディング強化のための開発商品のＰＲ

広島県 株式会社サエラホーム 8240001015222 売上・契約数増加の為のホームページ再構築で販路拡大

広島県 ＦＵＬＬ　ＨＯＵＳＥ － 広報強化による当店認知度向上と新店舗への移転による新規客開拓

広島県 合同会社フォーユー 4240003002643 先端設備導入による観光客向けテイクアウト事業
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広島県 有限会社カトレア 7240002003953 オシャレな婦人服や介護用品で老人福祉施設への外販の強化

広島県 株式会社ハッピーちゃい夢 3240001048887 子ども専門プログラミング教室を新教室での開講で販路拡大

広島県 ＡＲＵＭ合同会社 4240003003468
美容機器ＷＩＮＢＡＣＫ（ウィンバック）を導入しオリジナル技術との相乗効果を
温活ブームに対応しながらも更なる健康志向の顧客層を開拓

広島県 株式会社ｒｅａｌｉｓｔｉｃ 1240001018082 広告宣伝による店舗ブランディング化と通信販売の強化

広島県 そよかぜ － 外注作業の内製化による利益率の改善と請負業務の拡大施策

広島県 株式会社アトリ 5240001053638 結婚式などの２次会利用客獲得等に向けての体制整備・広報活動

広島県 株式会社東洋テクノライズ 4240001021257 企業防災力を高めることによる被災後からの売上回復

広島県 地鶏　清太郎 － 常連客の呼び戻しと新規客の獲得のための店舗移転・改装

広島県 有限会社三信 6240002006825 フロアーＮビル１Ｆ南側店舗改装プロジェクト

広島県 株式会社光 5240001009739 ＢｔｏＢｔｏＣ向け商品獲得のための販路開拓事業

広島県 株式会社ＧＯＷＥＢ 7240001016948 ＥＣサイト構築による事業拡大、および顧客へのサービス向上強化

広島県 株式会社六感 7240001052150 ホームページによる周知とオリジナルチョコレートの販売

広島県 株式会社ゼフィールコミュニケーションズ 2240001015863 セントラルキッチンでの効率的な調理と新規販路への販売

広島県 Ｃａｆｅ　Ｂａｒ　１９６ － 国産クラフト酒を主軸とした新規顧客の開拓とリピート率の向上

広島県 Ｆｒｅｎｃｈ／ｗｉｎｅ　ｏｒａｇｅ －
最新機材の導入による流通ストレスの改善と低迷した利益回復の為の店舗
改装

広島県 有限会社エンブ・モップ 5240002002494 新ギフト事業の立ち上げと、ＥＣ通販の強化で販路拡大

広島県 ティントカラー － 個人リピーターと企業向け新規サービスにより売上アップを図る事業

広島県 株式会社風楽 5240001018153 新規及び既存客集客の為のオンラインサービスとセミナー周知

広島県 ココロジャパンサービス株式会社 6240001053777 当店・商品の認知度を高め新規客を開拓するためのＣＭ等広報活動

広島県
Ｓｕｎｎｙ　ｎａｐ　ｓｔｏｒｅ（サニーナップスト
アー）

－ 海外展開並びに店内環境の向上

広島県 株式会社アズサプランニング 5240001050602 新車種開発による実店舗への販売及び型式認定試験の受験

広島県 Ｐ．ＣＯＮＮＥＣＴ － 店舗移転による新事業への対応、既存事業のサービス性向上

広島県 さいらい株式会社 2240001042180 ホームページ製作と、現場業務の効率化を図るための車輌導入。

広島県 ＭＯＵ　ｆｌｅｕｒｓ　ｅｔ　ｖｅｒｄｕｒｅ － ホームページ制作による情報発信と販売強化で販路開拓

広島県 株式会社モトエスエックス 8240001021591 災害に負けないＩＴを活用した販路開拓について

広島県 有限会社モンブラン 4240002016792 周辺市場のテイクアウトニーズを満たす取組による売上確保。

広島県 株式会社リトル・ワンズ 7240001045864 災害に負けないターゲット層を確実に獲得できる販路拡大

広島県 株式会社オフィスフローレ 8240001046341 女性の雇用を生む新提案！メンズ脱毛の立ちあげ事業で売上アップ

広島県 巴屋清信有限会社 7240002011394 独自製法による新製品の国内および海外販路開拓事業

広島県 株式会社エヌブライト 5240001051617 駐車場利用客へコーヒーの無料提供サービス事業の実施

広島県 株式会社藤原 8240001010421 売上回復・当社商品認知度向上に向けての広報強化

広島県 ＋ＣＯＣＯ － データ入力スタッフ登録制度【ココタスク】による売上向上

広島県 株式会社だいすけプロダクション 5240001006001 災害に負けない安定的売上を構築する販路拡大

広島県 有限会社江波合金製作所 4240002002454 新規客開拓に向けてのＨＰ更新、増収のための設備導入等体制整備

広島県 Ｌｏｔｔｉｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｓｃｈｏｏｌ － 当店の「使える英会話」の販促活動により新規顧客開拓

広島県 ｂａｒ　ＨＡＮＡ　ＴＯ　ＧＵＩＴＡＲ － 広島県内生産者と連携した新商品開発及び店舗改装工事事業
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広島県 株式会社ＬＡＧＯＯＮ 1240001024345 共働き世帯の増加及び軽減税率適用に伴うテイクアウト事業の実施

広島県 ＧＡＲＩＢＥＲ － 被災後からの売上回復のための観光客をターゲットとした販路拡大

広島県 ＯＦＦＩＣＥ　ＯＫＡＤＡ － 被災後の売上回復のための小冊子作成と無料相談ルームの設置事業

広島県 株式会社ＳＫＴ 5240001053951 被災地の高齢者のためのリハビリ特化型デイサービス事業

広島県 株式会社Ｅｎ’ｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ 4240001048580 売上拡大に向けた当店及び自社商品等知名度向上の為の広報事業

広島県 キャリアプラス株式会社 3240001045769 新たな広報ならびに市場調査、離職率増加傾向の解消で販路拡大

広島県 ＣｈｉｈａＢｅａｕｔｙＫｉｔｃｈｅｎ － 有料会員制オンラインサロンを利用したレシピ提供サービス

広島県 ダイニングバーＨＯＢＯ － 外国人観光客をターゲットとしたテイクアウト事業

広島県 有限会社大石刃物店 6240002024554 工具の配達サービス・アフターサービス強化による販路開拓

広島県 尾道海産株式会社 7240001037886 地域性ある自社ブランド商品の開発と一貫した広域販路開拓

広島県 宮地機工株式会社 5240001038597 工場等改装による多能工職人育成と生産性向上並びに営業力拡大

広島県 株式会社村上製作所 8240001049055 丸鋼材穴あけ加工の受注管理システム構築及び紙媒体による広報

広島県 有限会社理興　Ｒ＆Ｒレンタル尾道 5240002051905 認知度向上の為のＨＰ改良とレンタル商品発送による販路拡大

広島県 路地裏ほぐしサロン　Ｍａｎａ　Ｍａｎａ － ＨＰ作成・ショップカードの配布による周知活動及び集客力の向上

広島県 有限会社マキノ 1240002052460 トイレ改修による外国人・高齢者に優しい店舗づくりと集客力向上

広島県 有限会社アメリカヤ 4240002049917 顧客満足度の向上と店舗周知活動強化による顧客の獲得

広島県 総合衣料ももたに － 高齢者向けの品揃えと顧客誘引力を高めるための店舗設備の改修

広島県 イチリヅカシューズ － 年間１５０足を持続可能にするオリジナル製法開発と機械化

広島県 御食事処　きりたんぽ － 真空包装機導入による生産性向上及び座敷席美装化による集客ＵＰ

広島県 有限会社大丸日本料理場 3240002050867 セルフオーダーシステム導入による働き方改革及び多言語化の対応

広島県 有限会社メゾン・ドゥ・オクハラ 3240002051634 ウェブ媒体特化新規集客ビジュアルブランディング

広島県 有限会社ユニリース広島 8240002051943 新規顧客開拓とクリーニング仕上げ作業の効率化に向けた設備導入

広島県 株式会社千代乃 1240001038287 魚離れした顧客を取り戻すための加工品製造設備の導入と広報強化

広島県 ＣＯＬＯＲＳ － 脱毛サービス導入による新規顧客の獲得と売上の拡大

広島県 有限会社日工電設 4240002051146 軽作業車両の導入による住宅密集地・狭小地での案件の新規獲得

広島県
ＲＩＳＴＯＲＡＮＴＥ　ＩＴＡＬＩＡＮＯ　Ｄｏｎ　Ｆｅ
ｄｅｒｉｃｏ

－ シェフ兼漁師が手掛ける地魚料理の開発と顧客満足度・生産性向上

広島県 １ｐｏ　Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ － 店舗視認性向上による集客率アップで新規顧客開拓計画

広島県 和み処　真 － 座敷からテーブルへ顧客ニーズ対応で売上拡大計画

広島県 ＹＯＧＡ　ＳＴＲＩ　　（ヨガストリ） － ウェブ発信強化＆設備改善による、地域密着ヨガ教室の販路拡大

広島県 河西　春奈 － ＥＣサイト・動画の撮影依頼需要向上による販路の拡大

広島県 Ｔｅａ　Ｆａｃｔｏｒｙ　Ｇｅｎ － 経営再建に向けた新工場建設及び瀬戸内茶の普及

広島県 國本建築堂株式会社 1240001042330 自社の魅力・強みが的確に伝わるＨＰ改築とブランディング整備

広島県 株式会社タジサス 4240001053762 快適な設備と施術効率向上、ＨＰやＳＮＳでの情報発信による販路開拓

広島県 合同会社ＪＩＷＡＴＳ 4240003003245 脆弱設備の改修による快適空間の提供並びに提供商品の品質向上

広島県 たこすけ － 店舗移転による集客力の向上と新規顧客の獲得と売上の拡大

広島県 有限会社やすもと 7240002051671 製造における設備導入（成形機・酢合わせ機）による生産性の向上
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広島県 ｃａｆｅしましま － 尾道本通り商店街活性化に向けた屋台かき氷事業

広島県 ケアラーサポート尾道合同会社 1240003003594 フライヤー・パンフレット作成による当社事業周知と新規顧客開拓

広島県 シミズダイヤモンド株式会社 7240001038166 宝石加工・リフォーム部門の強化による集客・受注の拡大

広島県 有限会社沙棗花 5240002040775 店舗改装による細かな顧客ニーズへの対応と新規顧客の獲得

広島県 有限会社製菓宮本 9240002050787 工場直送企画とＯＥＭ商品の受注拡大と販路開拓の強化

広島県 参遍来 － 地産地消にこだわった食材づくりのためのミニ耕運機の購入

広島県 おおもと鍼灸整骨院 － 健康良品の新開発と広報周知による新規顧客の獲得

広島県 東方記 － 店舗ファザードの改装による視認性向上で新規顧客開拓

広島県 寺山眼鏡店 － 工房拡充・研磨機導入による生産性向上で納期短縮・受注拡大計画

広島県 株式会社瀬戸内コーヒー焙煎所 3240001048276 自社各店舗の営業情報訴求のためのウェブサイト制作

広島県 お気楽酒場　和が家 － 新メニューによる新規顧客獲得と業務効率化による生産性向上

広島県 しぜん療法院　おのみちの家 － 当院概要と自然療法についての周知に向けたＨＰ制作と新規顧客開拓

広島県 株式会社道原塗装 7240001026625 リフォーム販促チラシ配布の強化による受注拡大

広島県 有限会社中村工務店 9240002033602 新たな大工道具拡充による生産性アップ、営業エリア拡大

広島県 すずらん吉浦薬局 － 多品目収納錠剤棚の導入等による業務の効率化と集客力の強化

広島県 寿司芳 － 店舗内装・設備のリニューアルによる良質な空間造り

広島県 株式会社５ｃｉｎｑ 2240001047849 ホームページリニューアルによるオンラインショップの売上アップ

広島県 株式会社サカイ 4240001025910 土木工事業へ進出し、新たな顧客の掘り起こしを行う

広島県 株式会社ローカルズオンリー 8240001042448 エリアの集客を促進させる飲食店事業の新規展開

広島県 荒瀬秀俊税理士事務所 － 相続財産１億円以下を対象とした『コンパクト相続』の販路拡大

広島県 創菜酒房　縁 － お客様の回転率の向上と新規雇用を見据えた店舗増床工事

広島県 株式会社三宅水産 6240001026618 ＨＡＣＣＰ導入による信頼性向上と販路拡大

広島県 お菓子工房　スーリール － お客様の気持ちに寄り添う店作りと集客数アップを目指す設備改善

広島県 和泉屋二級建築士事務所 － 住宅の新築やリフォーム、店舗の改装などの設計業務の拡大

広島県 株式会社呉精版印刷 8240001027762 運搬車輌の導入による商圏の拡大と新たな事業の展開

広島県 ＲｅＰＬＡＹ　ＭＯＴＯ　ＳＥＲＶＩＣＥ － 車両販売拡充のため展示スペースの増設改装とカフェの併設

広島県 株式会社和家 8240001041276 ８ｔダンプ車導入による体制強化と販路拡大

広島県 二丁目割烹　Ｒｏｊｉ － 和食とパンの融合による新ジャンルのパン屋の出店

広島県 株式会社中央ホンダ 4240001026198 地域に密着した車両展示スペースの設営

広島県 有限会社早田商店 8240002033727 菓子教室を中核として第一想起の構築を目指した店舗改装

広島県 坂井鮮魚店 － 店舗改装と広報強化による集客アップ

広島県 株式会社フジミクレ 7240001026518 災害に負けるな！カープうちわ＆ドローンでアゲアゲプロジェクト

広島県 細田商店 － 年配の方から次世代の方々と共存する魚屋さん

広島県 株式会社マウントペック 5240001050420 親子でものづくりを楽しめる作業場の開設

広島県 茶道具　華道具　中本商店 － 店舗改装による和みの場の提供と商品紹介による売上げ向上

広島県 株式会社ねむの木 7240001027631 誰もが美しく！生活の活力を！高齢者向けサービスの展開
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広島県 Ｏｆｆｉｃｅ　Ｕｎｉｔｅ　Ｕｎｉｔ － ＳＮＳと連携した新手法、広報コンサルティング業の推進

広島県 有限会社松岡組 5240002034117 ３ｔダンプ購入により積載量アップと現場拡大と作業の効率化

広島県 ふるど印刷 － 名刺コンサルティング実績日本一向かって「新規顧客」獲得計画

広島県 株式会社たていし園呉 2240001047023 呉市とびしま産ドライフルーツの製造販売の強化と販路拡大

広島県 坂本工務店 － 施工技術の見える化で販路の拡大へ繋げる、ショールームの開設

広島県 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　ＬＯＯＰ － 今までにない新しい形のポリタンク作成

広島県 有限会社曽我屋 8240002033140 曽我屋再建プロジェクト

広島県 Ｇｒａｎｄ　ｃｒｕ － 力を合わせ、テイクアウトメニューを新たな名物に。

広島県 株式会社フォワード 6240001027780 新ブランド『ｃｏｒｅｃａｒａ』のポップアップ販売、卸売

広島県 有限会社きたずみ 2240002032528 高齢者も安心安全で快適に集える店舗の環境整備と癒しの場作り

広島県 さくら鍼灸整骨院 － 被災地の患者様に、体の痛みを予防する筋肉トレーニングを提供

広島県 株式会社カリノ企画 3240001042584 新設備と既存設備の統合による新商品の開発及び新規顧客の確保

広島県 有限会社たんと 6240002044940 既存店舗の業態変換、新名物開発、新規販売チャネルの開拓発信

広島県 株式会社中日総業 7240001040535 自社開発した化粧品の売上を向上させる為の宣伝、営業を強化

広島県 株式会社アンネイムド 3240001035679 顧客拡大、売上拡大のためのＷＥＢ戦略と人材への投資

広島県 Ａｒｏｍａ　ＲＵＢ － 福山産椿油を活用した商品開発による地域活性と商品ブランド化

広島県 鞆の浦　ａ　ｃａｆｅ － 地元特産品を集めた商店をオープンすることによる新規顧客の獲得

広島県 Ｔｅａｍ朝日エコ － ソーラー難民に応える適時な活動で環境配慮と売上目標を達成

広島県 有限会社父石家神田 6240002044486 廉価・高級商品の開発と夏場の新商品開発による認知度向上事業

広島県 ブランドギャラリー － 中古農機具の顧客獲得に向けた広告掲載等の広報活動

広島県 有限会社入江豊三郎本店 5240002039421 テイクアウトスペースの新設と衛生設備の改修による売上の拡大

広島県 有限会社福山金網工業 7240002043900 狭小な現場での作業効率を高める設備導入で新規顧客を獲得

広島県 インクロッチェ株式会社 7240002039444 ドライプランツを活用した新商品開発による販路拡大

広島県 有限会社タカノ　髙野耕石堂 1240002041637 新たな彫刻機の導入による新商品開発と広報活動で販路拡大へ

広島県 ＳＴＵＳＨ － 五輪正式種目スケートボードの選手育成、販路拡大の為の修繕

広島県 広島ファイナンシャルプランナーズ － 被災企業等向けの、生命保険及び損害保険の巡回営業事業

広島県 クイックマッサージ　ディライト － 親子での来院を促す環境整備と広報活動による新規顧客の獲得

広島県 株式会社ココマツハマ 5240001030570 豪雨で浸みた壁紙と床張を張り替える事で販路拡大を図る

広島県 お菓子工房テテ － 県内外に向けた新たなお土産品の商品開発等による販路開拓

広島県 リゾート　デ　バリ － 被災地でも、女性に元気と美しさを提供するエステサービス

広島県 有限会社ぬまくま夢工房 4240002045759 搾汁機導入による供給能力向上

広島県 山寛工務店 － 車両導入と無料見積もりチラシの配布による販路拡大

広島県 ＫＵＲＵＭＩ　ＤＥＳＩＧＮ － 照明器具と電材の開発製造による販路拡大と経営体質の改善

広島県 株式会社ワンダーウォール 1240001052544 新建材の取り扱い及び店舗活用による新たな販路開拓

広島県 服部電池株式会社 3240001031694 自家消費型太陽光発電＋蓄電池＋省エネビジネスモデルＰＲ強化

広島県 スヤマミヅホ － タブレット導入による効率化と業務用ミシン導入によるデザイン力の発揮
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広島県 株式会社ミシマ写真館 6240001032269 店舗改装と新メニュー企画による新たな販路開拓

広島県 瀬戸内デニム株式会社 5240001053076 展示会出展等による商品の周知活動及び、それに伴う販路の拡大

広島県 株式会社中島商店 1240001031523 車両更新による配送効率の向上と卸売機能の強化

広島県 多酒多菜　しじ海 － 新規顧客層開拓における新店舗展開

広島県 やきにく本舗たみ家 － ロードサイドのお客様に対しての営業強化による販路開拓

広島県 ＡＰＰＬＥ　ＳＰＩＣＥ － 設備入替とＳＮＳ活用で、チャンスロスをなくし、集客力強化

広島県 瀧建築デザイン株式会社 8240001053164 ショーホーム建築とホームページ作成による新規顧客獲得

広島県 髙橋製麺株式会社 1240001031259 包装機の導入による生産性向上と販路拡大

広島県 塾まなび － チラシ・ＨＰでのＰＲ、及び被災地域での新規出店

広島県 女性とこどもの鍼灸院ＳＥＩＳＨＩＮ － 女性と子供専門鍼灸院として認知度及び安全性の向上

広島県 デザインオフィスホワイトルーム － ホスピタリティ強化と新規顧客獲得に向けた設備の整備

広島県 福山観光旅行株式会社 8240001032663 インバウンド需要獲得事業

広島県 Ｈａｉｒ　ＧＡＲＡＧＥ － 高齢者・障がい者向け美容サービス拡充のための送迎用車両の導入

広島県 有限会社よしなが 5240002053827 来店客の購買意欲を高め企業イメージの統一性を図る内装改修

広島県 Ｐｒｉｎｃｅｓｓ　Ｒｏｏｍ － 災害から早期復旧をめざし、新メニュー導入による新規顧客開拓

広島県 串の家　ｓａｚａｎ － 新規顧客獲得と客単価アップに向けた店舗改修とメニュー表変更

広島県 高根パラディーゾ － 音楽、アート、食を通じて地域活性化を目指す地産地消カフェ

広島県 株式会社ＫＡＷＡＣＨＩＹＡ 1240001052107 対面販売可能な店舗改装と自社ＨＰへの誘導強化の為のｗｅｂ改修

広島県 合同会社ダーツストレージ 2120103002788 住居用フローリング等の清掃作業機械導入による効率化と販路拡大

広島県 有限会社自動車共和国 6240002053264 整備用リフトの更新・増設による受注数拡大・生産性向上を図る

広島県 カフェダイニングチャオ － 商品生産の強化と新規販路拡大

広島県 Ｂｉｎｇｏ　Ｓｕｎ　Ｍａｒｋｅｔ － 広報の強化および粉砕機械導入による販路拡大事業

広島県 ＫＡＷＡＣＨＩＹＡ － 太陽光発電導入で収益柱の構築と入居者募集のための共益費削減

広島県 Ｔｗｏ　Ｓｅａｍ・ＦＬＯＡＴ　ＣＡＳＴＬＥ － 顧客ホスピタリティを向上させ売上を伸ばす

広島県 株式会社ＮＥＪＩＲＯ 2240001051446 オートマ限定車両の導入による業務効率性と売上向上を図る

広島県 有限会社Ｉ　ＷＩＬＬ 9240002053063 デジタル機器の連動とスタジオ環境整備で情報発信を強化。

広島県 ｗｈｉｔｅ．ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － マンツーマン施術に合わせた新規顧客の獲得と業務改善の強化

広島県 三原シティバレエスタジオ － 明るく安全なスタジオを作りバレエをやりたいと思えるようにしたい。

広島県 有限会社笠上組 9240002054136 効率化による新規顧客獲得に向けた体制作りのための設備投資

広島県 コウダイ － プレゼンによる感動から受注へ！！

広島県 ｔｅｐｐａｎｄｉｎｅｒ６ － 災害復旧工事と広報強化による新規顧客の獲得と市場の拡大。

広島県 チックパイプ － ラーメン昼営業に向け必要器材購入とホームページ作成と宣伝

広島県 Ｂｏｏｎｉｅｓ　Ｃａｆｅ　Ｓａｆａｒｉ － 災害復興と広報強化と心地よい空間づくりで新規顧客獲得

広島県 ＬＩＬ － ヘッドスパメニューの導入に伴う、客単価アップ、事業拡大

広島県 カフェ３ｇ － プロジェクター＆周辺機器の設置とメニューのリニューアル

広島県 山久設備株式会社 6240001052382 販路拡大の為の設備投資により売り上げアップ
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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 ｍ．ｍｉｌｌｉｎｇ － 新規受注のための効率化を行う設備及び管理システムの導入

広島県 倉田会計事務所 － テレワークによる経理代行事業の販路開拓のための設備導入

広島県 大内商事株式会社 7240001033571 実店舗・ワークショップエリア開設による近隣の新規顧客の獲得

広島県 パピー山政 － ＨＰリニューアルとイベントによる新規顧客獲得

広島県 千田屋硝子店 － 看板設置とショールーム開設、ＨＰ作成による新規顧客開拓

広島県 世羅西開発有限会社 6240002052704 紫アスパラガスを軸とした農業事業の自社ブランド化・６次産業化

広島県 合同会社マルニ 9240003001772 介護用軟らか食材の販路開拓事業

広島県 橘被服株式会社 8240001034305 国産、安全に配慮した防寒服と警備服の販路拡大

広島県 有限会社道田木材 7240000204636 廃棄物・国産もみ材「のこ屑」を堆肥材料として販売

広島県 浦上桐工芸株式会社 8240001034305 日本最古の桐箱製造業が挑む、インバウンド市場向け桐箱の拡販

広島県 ピカワン有限会社 2240002052253 短納期サービスの実施による顧客拡大事業

広島県 豊田産業株式会社 1240001034328 メッセージ名入れサービスの展開によるギフト商品の販路拡大

広島県 有限会社鷹屋 5240002047184 商品の種類の多様化による顧客拡大のための冷凍・冷蔵庫導入事業

広島県 アート　ＨＡＩＲ　＆　ＦＡＣＥ － 最先端美容機器導入による生涯顧客と新規客の獲得

広島県 あわけん － 入口への看板設置と持ち帰りメニューの作成による新規顧客獲得

広島県 有限会社シマタニ時計店 4240002047160 自社倉庫の復旧工事とブランド商品開発による販路開拓事業

広島県 カケエ・コーポレーション有限会社 7240002046738 お酒・食品ラベル製造の専用サイト・ＤＭを活用した集客強化

広島県 平の家 － 持ち帰りメニューの作成による新規顧客獲得

広島県 株式会社みやわき建設 6240001034447 ワークショップスペースメインの店舗機能新設による新規顧客獲得

広島県 高橋工芸株式会社 7240001034223
工場機械の修繕により生産効率を向上させ、売上獲得のための新規販路開
拓

広島県 株式会社モノミラ 2240001053384 ＷＥＢ受注システム及びリモート編集システムの構築と展示会出展

広島県 白銀 － 業務用オーブン活用による新商品開発にともなう顧客獲得

広島県 ヒロタニ工業株式会社 8240001034379 ホームページ作成による営業力向上および施設環境の整備

広島県 お好み焼き　鉄板焼かたおか － 店舗改装と駐車場整備とインスタ映えメニューによる新規顧客獲得

広島県 ＶｕｌｃａＣＡＦＥ － 『ＴＨＥ　ＷＡＦＦＬＥ』のブランド化と災害に負けない販路開拓事業

広島県 こめもと屋 － 農業の６次産業化推進と請負作業増強及び広報活動による経営改善

広島県 Ｙｕｒａｋｕａｎ～Ａｒｏｍａｓｈｏｐ＆Ｓｃｈｏｏｌ～ － 予防医療を取り入れた「簡易人間ドック」サービスでの販売促進

広島県 ヤマケン工業有限会社 2240002046833 復旧整備と自社技術ＰＲによる新規顧客獲得事業

広島県 株式会社ヤスダ 7240001034462 インターネット販売とダイレクトメールを活用した販路拡大事業

広島県 ウイズかわはら － 問屋業から少ロットメーカーへのシフト

広島県 有限会社由工房 9240002046851 ３Ｄ　ＣＡＤを活用したリフォーム販促事業

広島県 有限会社中林商店 7240002047059 インターネット販売とデジタルサイネージを活用した販促強化

広島県 朝日商会有限会社 4240002046575 ＷＥＢを活用した内装用建材（薄型ＣＬＴ）のオーダーサービス

広島県 ＵＧ　ｇａｒｄｅｎ（ユージーカーデン） － 年配層に向けた新技術メニュー提供と駐車スペース・フェンス改修

広島県 横山建設工業株式会社 3240001034474 クレーン導入による作業効率の向上による販路開拓強化事業

広島県 株式会社スミール 9240001051431 新聞折込広告で同じ場所にチラシを撒きＰＲを行い販路開拓をする
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採択者一覧表　(第２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

広島県 ＭＵＳＥＵＭ（ミュージアム） － アイリストのためのアイクリーム開発による販路拡大

広島県 有限会社門田看板 4240002046815 ぶどう園でのコト消費対応型体験ワークショップ・スペースの開設

広島県 広島エコロジー － 天候不順に負けない冷蔵庫を使った加工用（漬物）野菜の販路拡大

広島県 西本工芸株式会社 6240001052647 設備増強による生産性向上で新規顧客獲得事業

広島県 株式会社繊維卸フジ 6240001036039 新規イベント出店による新規顧客開拓事業

広島県 有限会社マサヨシ 5240002030099 車両購入による復旧工事などの円滑な受注獲得

広島県 株式会社ルピナス 4240001024879 商品パッケージ変更による一般消費者への販路の拡大

広島県 有限会社児玉醤油 6240002030742 充填工程の改善と品質・生産性の向上を目的とする設備投資事業

広島県 株式会社菁文社 2240001024451 無人航空機・動画撮影の利用による印刷新分野への展開

広島県 有限会社フィッシングショップぬまた 5240002031592 ＰＯＳレジを活用した一般業務の効率化と顧客管理の徹底

広島県 有限会社はなや 6240002031559 新しい価値の映像の提案とネットを使った広報・生花販路拡大。

広島県 みたま酒店 － 設備導入による生産性向上と営業体制の強化による商圏の拡大

広島県 塚本商事株式会社 3240001024987 ボウリングの演出強化による新規顧客の拡大

広島県 有限会社ほり川 7240002049609 キッチンカー導入によるビジネス拡大と新規顧客の獲得

広島県 有限会社川松商事 5240002049437 消費者ニーズ対応のため什器類の購入と店内ホスピタリティ強化

広島県 ＢｏｎＡｎｇｅ － 卸売先の対面販売力強化と、商品の認知度を上げ売上を増やす

広島県 ニッコー有機株式会社 5240001037327 事務所再建と新設備導入による売上増加と新規顧客獲得

広島県 せとうちクルーザー － 訪日外国人を含む観光客受け入れ環境整備による新規顧客の獲得

広島県 ＣＨＵＲＣＨ． － 夕食メニューによる早い時間帯の新規顧客開拓

広島県 ＨＳ　ハママツ － ２トンダンプ稼働による在庫品と現場へのデリバリーで売上強化

広島県 ヘアースペースプラスパラス － ＰＯＳシステム導入による予約から清算までの一括管理を構築

広島県 株式会社アクロバ 1240001039285 フォークリフト架装場所整備および試作車展示スペース整形事業

広島県 株式会社備後海事 8240001038470 岸壁の破損等復旧工事に必要な溶接を迅速にする事業

広島県 スマイルコンサルテイング － 顧客訪問からニーズ把握と問題点を発掘し解決策の提言。

広島県 有限会社時組 4240002051071
資材置き場兼作業場を整備し、建設工事の拠点として顧客のニーズに応え
る。

広島県 ｈａｉｒ　ｃｒｅａｔｅ　ａｉｎａ － 新メニュー導入と内装改修による顧客満足度と売上の向上施策

広島県 寿乃 － 顧客満足度向上及び、新鮮食材提供の為の設備改善による売上拡大

広島県 有限会社田頭総建 3240002050974
資材置き場兼作業場を修繕・整備し、建設工事の拠点として顧客のニーズに
応える。

広島県 有限会社マルサン設備 7240002051498 健康で生き生きとした暮らしを提供する、住生活環境の提供。

広島県 有限会社玉江 4240002027939 家族行事で利用しやすい割烹への転換

広島県 華火 － 快適空間の提供による女性客の獲得

広島県 株式会社ｍｉｋｅ 2240001051652 生食用ショーケースをＬＥＤ照明に変更。顧客の販売意欲の向上

広島県 ｇｒａｔｅｆｕｌ　ｃｏｆｆｅｅ － 収益性向上と経営の安定化のための情報販売事業の強化

広島県 ファイテック株式会社 4240001045982 広報機能拡充による当社技術の知名度向上とそれに伴う売上増加

広島県 割烹　しんすけ － 地産地消メニュー開発のための設備導入事業

広島県 みその庵 － 地域住民との関係強化による、店舗立ち位置・存在感の確立

16 / 19 ページ



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２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

広島県 廣島牛骨らーめん　健美堂 － オリジナル自家製麺で付加価値アップ！！

広島県 株式会社リルファンプラス 7240001051086 ＩＴを活用した受注管理・配送業務の生産性向上

広島県 有限会社めぐみフードサービス 2240002028889 インターネット広告と新メニュー専用機械の導入による販路拡大

広島県 株式会社ワークタイムスタッフ 6240001023202 外国人材のためのマニュアル製作と研修実施、ＰＲによる販路拡大

広島県 ＫＵＳＨＩＡＧＥ　味彩 － 店舗入り口の改善、お客様の手洗い場の改善

広島県 ｎｃａｆｅ（エヌカフェ） － 認知度の向上による売り上げ回復に関する販路拡大計画

広島県 手島訪問はりきゅう治療院 － 被災した車両の入れ替えと広報活動による地盤強化

広島県 合同会社プライム・メイド 5240003003186 遊休施設を活用した貸会議室・教室の事業展開と収益拡大

広島県 株式会社マスタード・シード２２ 6240001023846 べジアイス専門店の復活に向けたテストマーケティング

広島県 エステティック来夢 － 新規事業及び広告宣伝による販路拡大

広島県 株式会社サンライズタイヤサービス 2240001023610 タイヤ交換設備導入及び広告宣伝における販路拡大

広島県 合同会社Ｈａｋｏａ 4240003003690 新商品設計開発及び広告戦略

広島県 株式会社ヨンナナカンパニー 6240001046517 女性客・家族客を開拓するためのリニューアルとワイン販売強化

広島県 美容室アルト － シャンプーとドライの自動化による顧客確保と環境改善

広島県 はにわｃａｆｅ － はにわｃａｆｅの特色を活かした事業展開と広告宣伝

広島県 華ごころ － 販路拡大の為の仕出し料理の広告宣伝、真空調理導入事業

広島県 ヨガスタジオ　ｈｏｎｏ　ｈｏｎｏ － ヨガと食育で生き方や人生を変えるお手伝い事業

広島県 Ｈｅａｌｅｒ － ＰＣ・スマホ出張修理、パソコンサポート顧問契約事業の拡大

広島県 株式会社ビーワイシー 3240001028088 オーガニックの知識を伝える基盤づくりをして、新規顧客を集める

広島県 有限会社レディス　カナザワ 1240002037049 店舗の視認性を上げる外装工事と販売促進の強化

広島県 ＢＡＣＣＡＮＯ － 販売チャンネル強化で売上増加

山口県 株式会社さくや 1250001016110 売上安定のために、新メニュー・新製品の導入で販路拡大

山口県 有限会社トキオ 2250002017395 顧客が助かり当社も育つ「タイヤお預かりサービス」の展開

山口県 有限会社オフィス４３ 4250002017451 地域のお困りごとを解決する「残材処理サービス業」で認知度向上

山口県 ユーメン塗装工業株式会社 1250001009700 塗装ブースの復旧及び作業環境改善による作業効率向上と売上拡大

山口県 ウッドペッカー － とんかつ料理と音楽を楽しめるイメージアップで顧客開拓

愛媛県 株式会社谷屋 5500001010959 おもてなしでお客様満足度アップと外国人観光客を含めた新規誘客

愛媛県 株式会社旅ｔａｂｉ．ｉｎｆｏ 8500001005799 ＩＣＴを活用した訪日外国人観光客誘客支援体制の強化

愛媛県 ｉ－ｖｉｌｌｅｇｅ － ランチ提供の課題解決及び、働く主婦向けのテイクアウト事業の周知

愛媛県 ＫＡＩＳＥＩ － 最新設備導入による安全運航・漁場開拓による集客計画

愛媛県 楽家 － 店舗以外の売り上げ確保の為の、愛媛県内イベント出店事業の周知

愛媛県 有限会社万喜 4500002006263 シニア層および団体顧客のおもてなし・快適性の店づくり

愛媛県 有限会社ＬＣＧ 5500002010033 「タルトガチャ」で愛媛のお土産を楽しむ観光客向け販路拡大事業

愛媛県 有限会社カフェー工房松山 7500002002094 新商品開発とＨＰリニューアル、カウンター席設置で売上高アップ

愛媛県 旅館　常磐荘 － 送迎マイクロバスと管理システム導入で顧客利便性ＵＰと販促力強化を図る

愛媛県 夢乃家 － 愛媛県初の病児対応ベビーシッター事業で地域支援と自社の売上回復計画
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愛媛県 有限会社Ｒ・Ｉ・Ｅ 1500002009450 業務最適化による生産量向上と営業強化

愛媛県 金井食品株式会社 2500001001259 店舗外見改修を行い、入りやすさ向上による集客力向上

愛媛県 株式会社クリエネ 6500001018398 蓄電池販売による新規顧客プロジェクト

愛媛県 ホテルエコ道後 － 送迎・運搬車両導入によるお客様満足度の向上と地域活動

愛媛県 肉吸い処　川ぐち － 「プライベート」を大切にしたお店作りによる新規顧客獲得事業

愛媛県 株式会社細川鮮魚 6500001018043 売上回復に向けた車両導入と販路開拓事業

愛媛県 宇和島漬物食品株式会社 6500001015321 生産性向上による販路拡大と新商品の開発

愛媛県 有限会社かぐや姫 2500002022618 新しい宅配クリーニングシステムによる新規客獲得と母体収益強化

愛媛県 健康応援スポーツクラブＰＲＩＭＥ － 高齢者の身体調整を目的としたマシン導入による新規会員獲得事業

愛媛県 株式会社宇和島名産即売所 5500001015330 新規顧客獲得に向けた内装の改修およびホームページの開設

愛媛県 懐石料理　みよしの － 和を基調とした空間を演出し、顧客満足度をアップ

愛媛県 デジタルコーナー株式会社 1500001018262 新規事業のための移転改修及び、相談スペースの窓口確保

愛媛県 有限会社有明 1500002022445 新規顧客取り込みへの情報発信と、女性や高齢者に優しい店づくり

愛媛県 有限会社プランニングナウ 9500002023072 広告媒体とネットの融合と販路拡大における顧客の新規獲得

愛媛県 イマジック合同会社 1500003001869 撮影スタジオ活性化事業

愛媛県 クリエイトオフィス　ワイズ － 動画・空撮事業拡大による新規顧客獲得と災害時の地域サポート

愛媛県 株式会社髙橋木工 6500001021393 高齢者のためのバリアフリー化とＳＮＳによる若年層の顧客獲得

愛媛県 鉄板焼き　ビギン － 店鋪外観・店内改装工事によるお客様の快適性向上の店づくり事業

愛媛県 株式会社テイクワン 7500001011963 新規設備導入でイベント販売の効率アップ及び外販強化で売上回復

愛媛県 有限会社卜部蒲鉾店 1500002017825 今治ラーメンで売上倍増・販路開拓計画

愛媛県 株式会社オーシャンドリーム 4500001014077 自社ノウハウを活用して水産加工から柑橘商品開発への挑戦

愛媛県 株式会社サム 8500001010717 地域のスポーツマンを丸ごとケア！ジム併設接骨院認知度向上事業

愛媛県 株式会社鎌田工業 8500001007671 ケガキロボの導入による短納期化と人的ミスの削減による利益向上

愛媛県 リース産業池田 － 新規取引先開拓のための新体制による利益向上計画

愛媛県 タケダ内装 － 新型設備と車両導入による生産性向上と販路拡大

愛媛県 愛媛食材株式会社 6500001000777 ジェラートを販売できる設備を整える

愛媛県 有限会社カシワギ 8500002012638 新規重機導入で南予インフラ復旧に更に貢献！

愛媛県 山下瓦店 － 「売上げ回復に向けた車両・設備購入と営業活動」

愛媛県 Ｔ－ＲＳ － ４ＷＤレッカー車購入によるロードサービス事業の商圏拡大

愛媛県 Ｂａｒ　Ｒ－ｎｅｘｔ－ － 市内商店街に移転！店内の衛生環境向上による売上拡大

愛媛県 音楽倉庫　楽氣屋 － 新型音響機材導入による省人化と新たな販路拡大

愛媛県 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ＮＥＷ　ＴＯＫＹＯ － 快適性を追求したヘアサポート強化と既存顧客誘客・新規顧客獲得

愛媛県 Ｔｅｔｅ　ａ　Ｔｅｔｅ － 美と健康の提供で、生き生きとした生活を送るプロジェクト

愛媛県 かわい料理店 － 店舗＆メニューリニューアルで、お客様の特別な時間を演出

愛媛県 ビューティースペースウイング － 新設備と車両導入による事業と売上拡大戦略

愛媛県 有限会社松本青果 2500002011892 配送用の新規車両購入による販路回復事業

18 / 19 ページ



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２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

愛媛県 末廣製菓 － 好評の「唐饅頭」「鬼とうまん」の製造能力増強による売上拡大！

愛媛県 有限会社マツダ農材 6500002012920 ドローンを活用した農薬散布支援による売上確保及び新規農家開拓

愛媛県 有限会社オクダ設備 8500002011607 作業効率と生産性を向上させ地域復興への寄与と売上拡大を！

愛媛県 有限会社ハリカ大洲店 5500002011824 顧客データ再構築と新サービス展開による営業力強化事業

愛媛県 ＣＵＴ　ＳＡＬＯＮ　ＭＡＲ － 店内環境整備と新しい機械導入による生産性向上

愛媛県 有限会社サンエイ電装店 6500002012697 店舗の移転及び改装による作業効率と生産性強化事業

愛媛県 谷岡電気工事所 － 新たな作業道具と営業車両購入による売上拡大事業

愛媛県 有限会社カーピットしみず 4500002011643 顧客が安心して車を預けることができる自動車修理会社の実現

愛媛県 株式会社梶田商店 7500003000502 アンテナショップの構築と衛生環境の整備で客数・売上アップ

愛媛県 ＨＡＩＲ　ＡＴＥＬＩＥＲ　ＭＯＪＩ － お客様を笑顔に！顧客満足度向上による売上拡大

愛媛県 有限会社神山自動車整備工場 4500002011684 最新温水洗浄機を利用した生産性向上による売上拡大

愛媛県 有限会社岡本組 2500002011612 足場用軽量型枠資材導入による生産性向上で工事受注増加

愛媛県 有限会社田子屋 1500002011745 冷凍配達車と加熱調理器具導入による生産性向上事業

愛媛県 山下農産 － 営業配達車購入による生産性向上と売上拡大事業

愛媛県 有限会社大栄建設 6500002011740 業務改善による作業効率向上・販路拡大

愛媛県 有限会社中川食品 2500002011802 営業配達用車両購入による新規販路開拓と売上拡大事業

愛媛県 株式会社山中建設 5500001007781 新重機導入による作業環境改善と作業効率向上による販路拡大事業

愛媛県 うめたこ有限会社 9500002011556 店舗修繕による顧客満足度の向上と売上拡大事業

愛媛県 株式会社リ・ライフ 3500001007635 ショールーム改装による顧客の新規獲得

愛媛県 レスト株式会社 7500003001054 顧客満足度向上及び新規顧客獲得

愛媛県 ぴぃす代行 － 営業車両増大による機会ロスの削減と安全性の向上

愛媛県 まつがはな整体院 － 事業設備改良工事によるホスピタリティ増進事業

高知県 小松柚粋園 － 冷蔵庫導入および販路開拓に向けた生産体制の強化

高知県 みのり産業株式会社 9490001006740 温水循環型栽培システムの試作・試験

高知県 大北果樹園 － 柑橘類のギフトシリーズ開発による個人向け販売の強化

福岡県 株式会社アルテレゴ 9290001070410 ネットショップサプライズケーキ工房の来店型店舗併設への改装

福岡県 有限会社匠 7290002052822 高齢者に特化した食事宅配事業

福岡県 Ｂｒｉｄａｌ　Ｒｏａｄ － 豪雨からの決起！お客様の要望を叶えるブライダルロード

福岡県 有限会社さくら警備保障 8290002051105 営業しながらの復旧作業で顧客からの信頼度アップ

福岡県 ＨＡＩＲ　ＰＬＥＡＳＩＳ － 店内イメージアップに向けた店舗改修工事

福岡県 ひらた整骨院 － 新規顧客を狙ったスポーツ選手育成指導サポートの為の車両購入

福岡県 株式会社ニューウェイズ 1290001049354 授業ツールの多様化による「どこでも英会話レッスン」

福岡県 清原計量士事務所 － 新たな設備投資による受注範囲の拡大とその体制づくり

福岡県 ネイルサロン＆スクール　ティアラモード － 病気療養中や心の病の方へのアピアランスサービスの展開

19 / 19 ページ


