
令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第２回受付締切分）
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 株式会社喜多八 5270001007491 販売機会損失低下防止により売上向上事業

鳥取県 株式会社ＢＥＲＲＹＢＥＲＲＹ 9270001005681 やわらか床で安全な子供同伴トレーニングを提供し顧客開拓

鳥取県 ｋｉｋｉｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ － 新規の集客を目的とした販路開拓取組みによる売上・利益向上事業

鳥取県 やまだ鍼灸院 － 小売業への新規参入及び店舗移転に伴う顧客満足度向上

鳥取県 ｃａｎｔｉｋ　ＨＡＩＲ　ＣＲＥＡＴＥ － 訪問美容開始による売上向上計画

鳥取県 カカラ － 飲食店運営開始に伴うブランドイメージ確立および顧客満足度向上

鳥取県 Ｃｕｏｒａ － サロン経営のコンサルティング受講による販促の強化と新事業展開

鳥取県 株式会社さかい大黒屋 1270001004823 顧客分析手法を活用したＤＭ発送による既存顧客の掘起し事業

鳥取県 美保水産有限会社 4270002007137 ＥＣサイトの構築とＹｏｕＴｕｂｅの情報発信による新規顧客開拓

鳥取県 串揚げ串坊主 － 弁当、デリバリー事業を活かした販路開拓による収益体制の構築

鳥取県 有限会社千種建築 9270002006407 女性に優しい家づくりのための顧客満足度向上計画

鳥取県 周利 － チラシ広報による事業周知と効果的な販路拡大

鳥取県 有限会社和島鉄工所 2270002002370 事業基盤の強化に向けたホームページ製作事業

鳥取県 つばさ法務事務所 － オンラインを中心とする専門家向けの会員制教育事業

鳥取県 英語塾ＬＥＯＮ － コロナウイルス対策・新塾生獲得のためのＷＥＢコース開講

鳥取県 工房アルクス － オンラインショッピング機能を備えたホームページ制作事業

鳥取県 日本食品工業株式会社 3270001003831
自然派「だしの素」を嗜好する新規顧客開拓のため読売新聞の県版を活用し
た広告展開

島根県 トレンタ － 保育者研修会新規顧客獲得の為の情報提供型ＨＰ事業

島根県 株式会社ＨＥＲＡ 8280001003842 目立つ電光看板設置の宣伝効果による新規顧客の獲得

島根県 株式会社トレンド 4280001002641 ホームページのリニューアルによる３Ｄプリント事業の販路開拓

島根県 有限会社Ｋ．Ｍ．Ｃｌｅ　ｄｕ　ｂｏｎｈｅｕｒ 3280002004209 東京サロンとリモートワークの導入事業

島根県 有限会社井上楽器店 9280002000243 新規顧客獲得のための教室レイアウト変更とチラシ印刷

島根県 有限会社田中商事 3280002001412 感染予防対策によって地域のスポーツライフを安全に支える

島根県 山陰やさい家族 － 地域密着型八百屋の利便性向上・新規顧客開拓事業

島根県 クーパーウッドワークス － 「木育」をテーマとした木工教室の開催と展示スペースの拡充

島根県 ジラフクレープ出雲店 － キッチンカー導入によるイベント事業参入と認知度向上事業

島根県 株式会社クレバー 6280001006376 ３Ｄスキャナー導入による業務効率化と新サービス提供事業

島根県 ＨＡＩＲＳＡＬＯＮ３６５ － ネット購入できるギフトチケット開発とＨＰリニューアル

島根県 ケイズハウス株式会社 9280001004229 ユーザーニーズのワンストップ化を目指した新商品開発

島根県 株式会社石橋呉服店 3280001003054 成人を迎える本人への情報発信力強化による新規顧客獲得事業

島根県 ｃａｆｅ椿家 － 新しい生活様式時代の、花と緑で四季を楽しむカフェへの誘客事業

島根県 有限会社竹内畳店 8280002001382 認知度向上による新規顧客の獲得とインバウンド受入れ強化

島根県 有限会社エイシー 6280002004569 新式オートレフラクトメーター導入による次世代顧客の獲得

島根県 ＰＥＬＴ － 店舗移転リニューアルに伴う工作機械導入・商品開発

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に向けた更なる情報発信強化
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島根県 ギルド － 新型コロナウイルス感染症防止対策とテイクアウトの強化

島根県 株式会社ネイルアフルール 2280001006090 新サービスの導入と情報発信強化による新規顧客開拓

島根県 株式会社Ｌａｇｏｏｎ 4280001007888 テラススペースを有効活用し、安心して料理を楽しめる空間を提供

島根県 クレイ美容整体しんじ店 － 新型コロナウイルス感染症対策に対応しセミナーの開催

島根県 株式会社タケダＰＤＣ 4280001007500 レトルト新商品の開発とＰＲによるジビエ消費拡大事業

島根県 酒蔵やまきち － 看板、のぼり、案内板の設置による新規顧客獲得

島根県 株式会社岡田屋本店 4280001004984 自社サイトのリニューアルで企業イメージの向上・販促強化推進

島根県 レンタルスペースｎａｋａ・ｉｃｈｉ － 顧客ニーズ対応と新規事業実施による販路拡大のための環境整備

島根県 ＮＬａｂ － 顧客をプライバシーや感染症から守る店舗改装と視認性の向上

島根県 ＨａｉｒｍａｋｅＰｌｕｍｅ － ネット広告強化による新規顧客獲得ならびにコロナ対策アピール

島根県 美容カイロエステサロンｐｕｒｅ － ＨＰ作成や広告宣伝による新規顧客開拓と美容カイロの普及

島根県 またか鍼灸整骨院有限会社 3280002010743 業務効率化実現と機能訓練・施設衛生管理のＰＲで利用者獲得へ

島根県 株式会社Ｄ－Ｐｌａｎｎｉｎｇ 1280001007610 ホームページ新規開設による新規顧客の開拓、団体利用の獲得増加

島根県 有限会社岡富商店 1280002007551 おおだ一日漁「大あなご」新商品開発でブランド化推進と売上拡大

島根県 さんべ温泉そばカフェ湯元 － 製粉設備の導入と販売促進ツールでの復活オープン告知で売上拡大

島根県 大田屋呉服店 － 「古美術品販売コーナー」の拡張による店頭販売の強化

島根県 有限会社青山商店 5280002006954 ＬＰＷＡ管理システム導入による非対面型ビジネスモデルへの転換

島根県 爪切り屋メディカルフットケアあゆみ － 安心・安全なサロンの整備と情報発信力強化による新規客獲得事業

島根県 菅壱織髪 － 「あなたのおうちで菅壱織髪」　～出張美容サービス～

島根県 ラ、サンセリテ志 － 墓守りお助け隊　～お墓参り・お墓掃除代行サービス～

島根県 タイヤコミット － 出張作業サービス開始と来店しやすい環境づくりで売上拡大

島根県 株式会社元重製陶所 9280001004625 「すり鉢・おろし器専門窯元　もとしげ」の新規顧客開拓

島根県 株式会社オー・エフ・ケイ 4280001007228 ホームページ開設によるＰＲ強化と新規顧客の拡大

島根県 天然酵母パンルバーブ － ＥＣサイトにおける通信販売・通信パン教室の開始による販路拡大

島根県 金山工業株式会社 1280001003122 新商品「樹木葬　仮称：追憶の杜」の開発と販促ＰＲ

島根県 ＲＹＵＮＯＳＵｆｕｒｎｉｔｕｒｅ － 来店型店舗の誘客と展示スペース利用のための駐車場整備

島根県 有限会社井原建設 6280002000254 高性能な家を適正価格で提供するためのＣＡＤソフト購入

島根県 株式会社Ｐ．Ｏ．Ｃ 6280001006368 人が集いたくなる空間とバリエーション豊かな課題で常連客化事業

島根県 有限会社エスアベニュー 6280002004271 最新式測定機器の導入

島根県 くすりのトミヤ － 中高年向けカウンセリング型の薬店へリニューアルを図るための改装事業

島根県 ノブパン － 製造能力向上に伴う安定供給による顧客満足度アップ

島根県 高木工業有限会社 4280002002657 ジビエ料理で新規顧客獲得とリピータ客の満足度向上

島根県 有限会社松江クロード 2280002002097 店舗改修でのバリアフリー化、衛生面・安全面向上による販売促進

島根県 株式会社ディライトスクエア 7280001007670 リモートワーク普及による販売拡大に備えた経営基盤強化

島根県 株式会社丸浜建設 7280001007976 自宅時間ＷＥＢ戦略による販路開拓事業
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島根県 株式会社Ｚプラン 7280001007497 ＨＰの解説及びラミネート加工機の導入

島根県 有限会社伊藤石油 9280002005143 ホームページを活用した会社事業の知名度ＵＰによる販路の開拓

島根県 有限会社桑谷クリーニング店 7280002000708 外交クリーニング営業強化による売上アップ

島根県 ｃｏｆｆｅｅ　ｓｔａｎｄ　李庵 － いまを跳ね返せ！店と拘りコーヒーの認知度向上への取り組み

岡山県 インテックソリューションズ株式会社 5260001030981 ＡＳＰサービス提供のためのホームページ作成

岡山県 ＳＯＡＲ　ＣＬＯＴＨＩＮＧ － アウトドア需要に向けた新商品の開発および販売促進の実施

岡山県 株式会社Ｔｉｋｉナビトラベル 1260001030291 合宿施設の設備強化によるスポーツ合宿の新規需要の掘り起こし

岡山県 島津塗装株式会社 6260001013639 ホームページ開設にて新規事業取引先を確保する

岡山県 有限会社橋本屋 7260002020451 中高齢者向けコスプレ撮影サービスの事業化と販売促進

岡山県 ＣＯＣＯ合同会社 3260003002997 介護保険適用者の健康をサポートし健康寿命に貢献する事業

岡山県 株式会社メディックプランニング 2260001026280 障害者共同生活援助（障害者グループホーム）の開設

岡山県 いずみ靴店 － オパンケミシン導入により縫えない部分を解消する生産向上事業

岡山県 有限会社魚徳浜作 4260002001041 販売促進のための告知及び調理機械の導入

岡山県 株式会社鏡月 2260001026677 新たにヘアサービスを提供し、客単価の向上と新規顧客開拓を図る

岡山県 桜技研 － 作業の自動化・汎化モデル化・一元化で差別化と生産性向上を図る

岡山県 株式会社ＢＡＲＴ 6260001033281 高品質なホームページ構築とＥＣショッピングサイトの運営

岡山県 株式会社丸瀬 3260001033813 世界最大のオークションサイト『ｅＢａｙ』に出店を行う。

岡山県 有限会社森沢装飾 2260002021702 新規看板設置による周知拡大・販路開拓

岡山県 株式会社アビス 8260001009742 オンライン調査への移行を中心とした新たな販路開拓

岡山県 永井接骨院 － ＦＡＳＣＩＡリリース療法の周知による販路開拓事業

岡山県 オノファクトリー － 米・食味鑑定士が厳選した鑑定米の販売・販路開拓

岡山県 Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　ＳＴＡＲ － ホームページリニューアル及び新メニュー導入による売上高の拡大

岡山県 株式会社ラクプロ 5260001034388 テイクアウト商品のディバリーサービスとプレミアム買い物代行

岡山県 ｂｏｄｙ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ　ＳＥＮＳＥ － 新サービスと新設スタジオによる新規顧客開拓で売上向上を図る

岡山県 こもれび工房 － 組み立てて楽しむ本格木製シェルフコレクションラックの開発

岡山県 株式会社かないど 2260001028863 持ち帰りニーズを取り込むための販売促進

岡山県
特定非営利活動法人はっぴいひろば・と
まとさん家

1260005005777 高齢化の進展に対応するための認知症予防事業の拡充

岡山県 有限会社サンジェットアイ 4260002023283 自社製品の成分分析データ整備による販売機会の拡大

岡山県 岩荘 － 看板、のぼり旗の設置、ホームページ開設による認知度向上

岡山県 Ｎｉｃｏｎａ － 地域活性化！市民と経営者ともに役立つポータルアプリの開発

岡山県 ミニメイドサービス岡山店 － 料理提供サービスと情報発信強化による新規顧客の獲得

岡山県 株式会社想家 9260001030912 新築受注に向けた前段としての屋根リフォームの訴求

岡山県 ドッグサロンミユキ － シャンプーマシーンの導入＋ワンチャンの健康チェックで売上拡大

岡山県 株式会社市民葬儀 8260001030368 「高い費用をかけず、葬儀が出来る企業があることをＴＶＣＭでＰＲ」

岡山県 有限会社ながたや 8260002023899 レジ袋有料化に伴うエコバックプレゼントキャンペーンの実施
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岡山県 株式会社喫茶去・髙島 1260001010590
障がい者（障がい児）と高齢者が共に協力して生きる共生型事業（キャッチコ
ピー…幼老

岡山県 有限会社御南塗装工業 6260002012945 相見積回避のための新商品のチラシ営業強化

岡山県 株式会社オー・ジィー・アイ 2260001001416 ホームページのリニューアル、内容刷新による宣伝力・業務効率の向上

岡山県 ヘアーズアミュレット － 新店舗増設で仕事と家事育児の両立＆女性のニーズに対応

岡山県 株式会社いろりカンパニー 7260001029650 広告戦略による観光需要喚起と顧客開拓事業

岡山県 有限会社町田 3260002021189 新商品テイクアウトと設備導入等による老舗日本料理屋の販路拡大

岡山県 クリーンクリン － サブスクリプション型高級車専用コーティングのサービスの販売促進

岡山県 やさしい手 － お客様一人一人に合わせたアロマの香りと極上ケアサービスの提案

岡山県 合同会社佐藤プランニング 8260003001276 安心・安全な職場環境を実現するプラント内装善コンサルティング

岡山県 ＥＬＮアカデミー津山校 － 放課後の学びの場！他にはない学習環境で、利用者の増加を目指す

岡山県 手打ちうどんうえさか － コロナ禍を切り抜けるために！設備一新による顧客獲得

岡山県 理髪店つねくに － 女性向けシェービングによる新規顧客獲得

岡山県 ユーロスタイル株式会社 2260001031099 卓上自動彫刻機の導入による名入れギフトサービスの提供

岡山県 アモルフ株式会社 9260001029616 不織布マスクのマスク管理ツール「真救キーパー」による販路開拓

岡山県 ビューティーサロンあんじぇりか － ホームページ開設による「美と健康」の情報発信と新規顧客の開拓

岡山県 有限会社貝原鉄工所 4260002017277 ホームページでの積極的な情報発信による新規顧客の獲得

岡山県 株式会社津山銘木 5260001020009 新規販路開拓の為の生産性の向上と業務効率化を図る設備投資

岡山県 三好たたみ店 － 和雑貨製造への本格参入と畳事業の生産性向上による再建

岡山県 小室建設 － 動画とチラシでＰＲする、高齢者向け住宅の販路拡大と空き家対策

岡山県 仙手道整骨院 － 慢性痛、コリのある潜在患者へのアピールと新規顧客獲得

岡山県 すがわら農園 － 新商品の製造・販売に向けた直売所とパッケージの作成

岡山県 ビクトリー卓球場 － わかりやすく見えやすい看板を新規に設置して新規客獲得事業

岡山県 ＢＡＢＹ　ＭＡＭＡ　さいかわ整骨院 － 新サービス提供で新規顧客の獲得と既存顧客の客単価向上に繋げる

岡山県 備前マリーナ － 看板等改修及びＨＰ新設による若者への周知・新規顧客獲得事業

岡山県 アトリエ・ｔｕｔｕ － 生花用冷蔵庫の購入とチラシ、ホームページを活用した販路開拓

岡山県 株式会社大和建装 8260001028206 ａｆｔｅｒコロナに向けて新サービス／アウトレット塗装の展開で売上拡大

岡山県 井原石材有限会社 6260002025550 若年層も取り込め！デザイン墓石を特徴とした宣伝広告事業

岡山県 株式会社備中屋 3260001014540 居抜き物件専用の自社サイト並びにネット広告・ポスティング等

岡山県 小野洋瓦有限会社 5260002017227 ＨＰのスマホ対応や利便性向上と瓦小物ネット販売事業

岡山県 株式会社さのオートセンター 5260001026567 サブスクリプション方式のカーリースサービス導入展開で売上拡大

岡山県 株式会社Ｔ・Ｂ・Ａ 8260001030921 「気軽に入る事が出来る、居心地の良い店づくり」

岡山県 株式会社ＬＡＶＩＥＮ 2260001031685 「抗菌サービス」の新商品・新サービスの導入で売上拡大

岡山県 Ｃｌａｓｓｙ － ＨＰから広がる、新しい生活様式へのお悩み解決アドバイス

岡山県 株式会社エス・キューブ 6260001029619 宅配ボックス設置推進事業

岡山県 御料理こにし － 弁当事業の販路拡大と真空調理器を使ったおみやげの開発
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第２回受付締切分）
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ＳＡＮＫＯ 1260001011746 高性能ＨＡＲＥシリーズ周知による規格型住宅の販路拡大

岡山県 ＨａｉｒＳａｌｏｎＡＳＰＩＲＥ － 理美容師講座事業による販路開拓

岡山県 株式会社シールド 8260001023248 ＨＰ刷新による新規顧客の獲得に向けた販路開拓

岡山県 株式会社草原の道 1260001025663
＊インターネット販売の強化　＊広告による来客や顧客収得　＊中古者の買
取り強化

岡山県 株式会社アトリエコト 9260001028535 理容室併設美容院とし今以上の複合サービス提供による販路開拓

岡山県 山足織物合資会社 7260003000824 ＷＥＢサイト作成による高品質デニムの販路拡大事業

岡山県 株式会社ボブソンピーチフォート 9260001010939 【異業種マーケットおよび販売チャネル開発の為の展示会開催】

岡山県 ポケット － ポケット新教室兼事務所の建設に伴う広報及び環境整備

岡山県 ＴＨＥ　ＢＡＣＫ　ＷＡＴＥＲ － 展示商談会出展にて自社商品の新ジャンル展開で売上拡大を目指す

岡山県 整体院ふくろう堂 － 広告宣伝で新規集客を増やし経営力強化

岡山県 スリーアール － 銅線買取回収サービス開始による新規顧客獲得

岡山県 ｔｏｔａｌ　ｃａｒ　ｐｒｏｄｕｃｅ　ＥＴＥＲＮＡＬ － 設備増強と広告で作業効率・品質向上・販促強化による売上拡大

岡山県 株式会社平田建設 6260001029767 既存顧客にリフォーム情報を発信し受注・紹介増加を図る販売促進

岡山県 ダンジョデニム － ＹｏｕＴｕｂｅのライブ配信を活用したライブコマース及び越境ＥＣサイトの構築

岡山県 ＥＮＤＯＲ（エンドア） － 「Ｄ２Ｃブランド立ち上げに向けた　商品開発　と　市場調査」

岡山県 株式会社ルクト 8260001034138 企業の課題抽出・課題解決型ホームページ制作と営業外注化

岡山県 株式会社ＡｕｔｈｅｎｔｉｃＥｄｕｃａｔｉｏｎ２８ 3260001032641 ホームページリニューアル及びＷＥＢ広告の活用による販路の拡大

岡山県 有限会社アキボーカンパニー 1260002000277 多用な部門の集合体である特性を生かし生産向上を図る事業

岡山県 ｋｕｓｕｎｏｋｉ － サロン事業の基盤作りとしての、ＨＰ、パンフレット作成

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＊新規意匠登録証については、添付ＰＯＦ資
料参照方　意

岡山県 大倉宏治税理士事務所 － 事業承継特化型の会計コンサルティング事業による販路開拓

岡山県 異邦人 － 女性客をターゲットとする集客の為の店内設備の改装

岡山県 鉄板焼佳 － 集客力を高め収益性を上げる為の店内設備の改装

岡山県 有限会社宇ら島 5260002027812 近隣寺社の法事需要取込みのための広報作戦

岡山県 株式会社山本工務店 4260001020323 地元情報誌へ広告掲載及びパンフレット印刷による受注獲得強化

岡山県 株式会社勝山組 2260001019656 ＨＰの開設による現顧客の維持とリフォーム等の新規顧客の獲得

岡山県 株式会社桃林堂 8260001034096 新設児童発達支援事業所による認知度アップ事業

岡山県 パティスリー　ラ・ビッシュ － オリジナルプリントクッキー事業による販路拡大

岡山県 中華蕎麦　みず川 － 顧客満足度向上と機会ロス削減による売上拡大

岡山県 株式会社トータルドライビングサポート 4260001030207 運転代行事業の販路開拓事業

岡山県 林の美容室 － 店舗の認知度向上と訪問美容事業への本格的参入

岡山県 Ｊ’ＧＲＯＵＰ － 飲食店から、吉備高原の葡萄＆瀬戸内のレモンを産地直送で販売

岡山県 ｕｐｉｎｃｏ合同会社 6260003002458 インバウンド市場から国内市場への切替事業

岡山県 株式会社花辰コーポレーション 3260001033862 ホームページを活用し家具のネット販売による販路開拓

岡山県 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　Ｓｈａｐｏｎ － 『青汁』の販路開拓のため販売サイトの制作と当社の広報活動
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第２回受付締切分）
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 まるた整骨院 － 現代のライフスタイルに則る予約まで至るＬＰ型ウェブサイト作成

岡山県 町家カフェ太郎茶屋鎌倉総社店 － 密を減らす店内レイアウト改善とテイクアウト強化を広報する

岡山県 Ｌｉａｎ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － 設備導入で地域のお客様のトータルビューティ実現による販路拡大

岡山県 株式会社真田トラスト 1260001028393 地元瀬戸内海を楽しむための環境づくりと広報事業

岡山県 株式会社ＡｕｔｏＳｈｏｐＣＡＲＥＳＴ 5260001029553 コーティング部門新設によるストックビジネス強化と販路拡大

岡山県 松山株式会社 2260001021579 新商品のニーズ開発及びテスト販売を軸とした販路拡大

岡山県 一本松商事株式会社 7260001021475 自社の魅力を伝える映像配信とネット販売強化のための試作品開発

岡山県 有限会社備州窯 2260002031949 自宅で出来る備前焼体験と工業製品的な備前焼の製作で販路拡大

岡山県 株式会社小林工務店 6260001021559 ホームページの更新による新規顧客開拓事業

岡山県 株式会社ＤａｙｓＰｒｏｍｏｔｉｏｎ 9260001034277 子連れ歓迎施設認定事業とＩｎｓｔａｇｒａｍアカウント開設

岡山県 株式会社ＧＲＥＥＮ　ＢＡＳＩＣ 7260001027596 再生可能エネルギーの普及とメンテナンスサービスの販売促進について

岡山県 Ｊｉｍｂａ’ｓ － 生産性向上による日本産業の販路拡大

岡山県 有限会社ふく仙 2260002020786 老舗和食料理店が提供するお弁当で“ほっとくつろいで”

岡山県 小野蘭 － 癒しを提供するＨｏｍｅエステ事業

岡山県 Ｌａｐｉｓ － 販売促進ツールを作成し、新規受注先を開拓して売上向上を図る

岡山県 有限会社三仁興業 4260002032061 スマートレベリング工法による生産性向上及び新規顧客の開拓

岡山県 おのしん － チラシの配布、看板の作成、ネットでの認知度向上の為の事業。

岡山県 株式会社岡萬 4260001027665 お米・麦の製造力強化とＥＣ市場での販路拡大事業

岡山県 瀬戸内アシスタント －
ＨＰ制作・オリジナルデザインの制服開発による新規顧客開拓並びに売上の
回復

岡山県 株式会社Ｍ．Ｍ．Ｄ． 4260001016180 小ロット対応による顧客価値の創造と情報発信の強化

岡山県 ランチェスター美作株式会社 5260001021155 シニア世代を主なターゲットとするパソコン教室事業

岡山県 株式会社キゾウ 8260001020617 米ぬか酵素風呂による販路拡大事業

岡山県 美容室エンジェル － コロナ対応に向けた設備リニューアルキャンペーンで集客力強化

岡山県 株式会社横田グリーン 6260001029255 ネット利用者への情報発信強化による直接受注増に向けた販路開拓

岡山県 有限会社美・ｆｏｒ 5260002023927 新規導入フェイシャルエステを中心としたＰＲ事業

岡山県 スマイルファクトリー有限会社 7260002023322 リハビリテーション効果の高い商品開発とＨＰ作成による販路拡大

岡山県 有限会社中尾建設 6260002029023 インターネットによる新規顧客獲得及び更新システムと予約管理

岡山県 作州薬膳 － 「薬膳料理の魅力を広げる」集客ツール強化と新教室オープン

岡山県 株式会社鈴木屋 2260001003544 ホームページを活用した「オリジナルせんべい」販売方法の構築

岡山県 有限会社タニイコーポレーション 2260002023839 レーザー加工機導入による新サービスの展開で売上の拡大を目指す

岡山県 共和電器株式会社 6260001015874 ＢｔｏＢ向け太陽光サービスの情報発信強化による新規顧客獲得

岡山県 光南台整骨院 － 『　新ホームページの有効活用や紙媒体配布による新規患者層の開拓　』

岡山県 株式会社アールエステート 5260001031708 ＲＣマッシングサービス「岡山請負館」の事業展開

岡山県 アーブルヴィラージュ － お持ち帰りメニューによる販路開拓

岡山県 さぬきや － 和定食事業開始による新規顧客の獲得
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第２回受付締切分）
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 うどん館 － 「うどん」を通じて家族団らんの復活と地域に元気を届ける事業

岡山県 清習塾 － ホームページのリニューアルと販促活動の強化による売上の拡大

岡山県 パティスリー＆ブーランジェリー杏 － ３０代の女性に向けた来店向上施策と誕生日ケーキの販売促進

岡山県 株式会社井倉洞 5260001019117 快適で密集を防止できる入洞環境を提供する休憩用腰掛け椅子新設事業

岡山県 慶塗装 － 地元住民をターゲットとした元請工事受注の増加計画

岡山県 犬の床屋さん　ＤＯＧ　ＥＩＧＨＴ － ペットホテル事業のための設備

岡山県 グリーンマネジメント株式会社 5260001031988 多言語対応ホームページで外国人顧客を獲得

広島県 有限会社コーテック 9240002028809 企業のブランディングとホームページでの周知による新規顧客の獲得

広島県 丸谷豆腐店 － 袋豆腐の新商品化による新規顧客と販路の開拓

広島県 笑凛庵 － 無人無料スポーツジム設置による見込み客集客

広島県 尾道　Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　いろは荘 － 公式サイトのリニューアルによる広報周知・集客力の向上

広島県 アケタ有限会社 5240002027129 最新温熱機器購入とＨＰ新設で治療効果ＵＰと患者数ＵＰを目指す

広島県 ｎａｉｌ＆ｃｏｌｌｅｇｅｃｉｅｌ－ｂｌｅｕ － 新しいメニュー（ハーブテント）を設置する為の店内改装と告知

広島県 株式会社白竜湖 1240001022588 仕出し弁当のお客様の獲得と告知・宅配による売上アップ

広島県 有限会社シーガル 6240002050732 店頭看板設置と新聞折込広告による販路開拓

広島県 ダブルファーム － 菊芋チップスの増産及び新商品の開発による販路開拓

広島県 ヒラヤマプロダクツ株式会社 5240001038465 ＡＩによる客先抽出を使った効率的な販路開拓

広島県 Ｍｏｓｉａｓ － 終活支援プラットホーム設置と集客に繋げる広報とツールの開発

広島県 株式会社ケアメディック 1240001053947 ホームページとＤＭで新規顧客獲得を目指す。

広島県 株式会社ＧＲＯＷＰ 3240001054654 ＳＮＳと連動した自社ホームページの作成

広島県 広島ボディケア － 店舗から出張サービスへ顧客ニーズに応えた販路拡大

広島県 Ｎｏｕｖｅｌｌｅｐｏｕｓｓｅ － ＨＰとリーフレットによる営業力強化で販路拡大を実現

広島県 お好み焼きｎａｃｃａ － 店舗営業と並行したテイクアウト・デリバリー営業による売上確保

広島県 岡崎純也税理士事務所 － 新規獲得と顧客満足度向上のためのＳＤＧｓページのリニューアル

広島県 平の家 － テイクアウトメニューの充実と個室整備により新規顧客獲得

広島県 株式会社近代社 5240001002586 エンドユーザー向けのＨＰ改築による販路拡大

広島県 くぼまち割烹しんすけ － 販路開拓のためのホームページ作成事業

広島県 司法書士野坂亮介事務所 － ホームページ作成による相続登記手続きの新規顧客開拓

広島県 株式会社倉重 6240001041055 テラス席の改修・拡張工事による、新型コロナウイルス対策と販売拡大事業

広島県 國島康太 － 新ホームページ開設と折込みチラシを利用した新規客獲得拡大事業

広島県 株式会社ｌｉｇｎｅ 1240001054235 フェイシャルやヘッドスパでの効果を肌診断機でデータ共有

広島県 レイトラボ株式会社 6240001053884 業務マッチングアプリ『ＹＯＳＵＭＩ』の開発とＨＰ作成による販路開拓事業

広島県 勇気鍼灸整骨院 － チラシ、ネット、ＳＮＳ・各メディアを活用した　Ｐ　Ｒ活動・集客

広島県 千年企画 － 展示会への出展による新規顧客開拓とニーズ調査

広島県 絵画教室アトリエ・リベルタ － 機械等設置での新規顧客・受講回数の獲得、及びコロナ対策の実施
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第２回受付締切分）
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 株式会社ＨＡＬＵ－ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 6240001054511 エアコン関連業の需要期に向けた広告戦略による販路開拓事業

広島県 アップ － 自社ＨＰの刷新及び広報チラシ配布による販路拡大・新規顧客獲得

広島県 株式会社福祉スタジオ 1240002021515 注文住宅事業部のホームページ作成とネット広告を用いた集客

広島県 にし川行政書士事務所 － 充実したウェブサイトを活用した外国人に係る手続きの広報と集客活動

広島県 有限会社新田鉄工 1240002036760 自社の技術力と高品質、製品の操作性を紹介し売上増加を目指す！

広島県 ＢＡＣＣＡＮＯ　（バッカーノ） － ロゴやパッケージデザイン一新で商品価値をレベルアップ

広島県 ティーエスコンサルティング株式会社 6240001019332 老後資金対策事業と相続対策・相続後事務代行事業の推進

広島県 中尾商事株式会社 9240001028041 農家の思いを伝える「米専門店」としてのＰＲと入店、接客強化

広島県 禅和庵 － 来店を促す看板設置とチラシ制作、テイクアウト充実化

広島県 Ｎｉｉｃｏ － 働くママ　美肌でイキイキ　Ｎｉｉｃｏで家庭も経済もニコニコ事業

広島県 有限会社カーサービスオガワ 1240002044524 新型コロナウイルス対策による自社ホームページの改修

広島県 株式会社オフィスフローレ 8240001046341 郊外に美容と健康をお届けするエステ＆カフェを作り、売上アップ

広島県 有限会社大名 4240002052169 古美術品の買取強化と甲冑リース事業新設に伴う広報強化

広島県 有限会社オーエスケー 8240002050210
コロナ対応、及びプライバシーに配慮した投薬窓口、及び処方箋受け渡し、会
計窓口の改

広島県
ＺＩＧＥＮライティングソリューション株式会
社

5240001051443 ブルーレスＬＥＤ技術による「アイケア照明」でおうち販路開拓

広島県 ステーキ青ひげ － 本格鉄板焼店『青ひげ』のブランド化を図るための動画作成・ＰＲ

広島県 株式会社森脇食品 6240001011826 ＨＡＣＣＰ対応による安心安全アピールと新規顧客獲得・販路開拓

広島県 Ｃａｆｅあおぞら３丁目 － ３密回避のためのウッドデッキ設置と新規客獲得のためのＰＲ事業

広島県 ＥＰＡＴＩＣＡ － 新しい生活様式に対応し、新規集客の獲得に追い風を！

広島県 ａｎｇｅ（アンジュ） － ホスピタリティ強化による常連客の囲い込みと新規顧客の開拓

広島県 イトク食品株式会社 5240001037780 「蒸し生姜製品」の新たな市場参入による新規顧客の獲得

広島県 ＰｒｏＧｙｍ － オープン会員募集のためのリベンジキャンペーンの実施

広島県 ドッグカフェ　ヒュッゲ － 倉庫を改装し多目的レンタルスペース新設による新規顧客の獲得

広島県 株式会社白百合 4240001018831 領域拡大と若年層のアクセス増加を目的に、自社サイトを改変

広島県 株式会社和田企画 4240001052467 １８７２クリッパーティーの広報拡充と販路拡大

広島県 利根株式会社 2240001026258 看板・チラシ・ホームページを活用し居酒屋利根をＰＲして活性化

広島県 有限会社ヤマキ薬局 2240002017149 在宅支援機能強化による新たな患者層（在宅医療）への販路拡大事業

広島県 ｌｉｇｕｅ　ｈａｉｒ － 新規客・顧客満足をより良くし売上アップに繋げる経営計画

広島県 ススキダ法務事務所 － 障害年金業務特化型ホームページ開設による販路拡大事業

広島県 ｄｉｅｔ＆ｂｅａｕｔｙ　Ｓｅｎｊｕ － 新しいマシンを使って、高付加価値のサービスを提供する。

広島県 ＦＵＺＺ　ＦＡＣＥ － ＨＰ・ＹｏｕＴｕｂｅ・ＳＮＳによる新たなターゲット層へのＰＲ

広島県 鞆の浦けんちゃんのいりこ屋 －
観光地を復活させるためのいりこ屋における再出発をかけた環境整備と販路
開拓事業

広島県 ハウスファクトリー株式会社 8240001051201 新規オープンするショールームの広報活動による新規顧客獲得・販路拡大

広島県 株式会社廣友 4240001010061 インターネット広告の強化による集客増及び売上増の実現

広島県 株式会社アスタス 4240001048548 建築ＣＡＤ導入とそれに伴う販路拡大事業
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第２回受付締切分）
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 スタイルウェブ － ドローンを利用した新しい事業展開で売上拡大を目指す

広島県 岡村鮮魚店 － 鮮魚店が営むごはんやさん（食堂）事業の展開による利益拡大計画

広島県 らーめん亭民都 － テイクアウト事業の販促と女性・ファミリー・シニア層開拓

広島県 株式会社アトリ 5240001053638 接触機会削減・増収に向けてのテイクアウト・デリバリー事業開始

広島県 ほぐし手－ひらりん－ － 新規事業等に伴う店舗改装及び看板、ＨＰ、チラシによる販路開拓

広島県 株式会社イーガーデン近藤 9240002040672 外構工事は専門店で直接契約する方が安心で安全の広報事業

広島県 日山塗装 － 営業エリア拡大による新規顧客獲得のためのＰＲ事業

広島県 株式会社プレゼント広島 8240001021831 成人式・ウェディングの別撮りに特化したＨＰのリニューアル

広島県 石井畳店 － 店舗ファザードの看板設置とオリジナルチラシによる新規顧客開拓

広島県 株式会社フレンドリースポーツ 5240001018194 新ＨＰ　ＳＮＳと動画配信サービスで売り上げを伸ばす

広島県 店舗そのままオークション広島本川町店 － ＬＩＮＥ公式アカウントを活用した見込み客とのネットワーク構築

広島県 Ｍｉｔ’ｓ　Ｙｏｇａ　倶楽部 － オンラインヨガレッスン販路拡大のためのセールスプロモーション

広島県 陽だまり鍼灸院 － ２周年イベントをきっかけとしての販路開拓

広島県 吉川製餡製餡株式会社 7240001012245 一般消費者向けの小サイズ化製品製造による売上回復・販路拡大事業

広島県 Ｓｈｅｌｌｍｙ － 衛生管理対策の整った癒し空間への店舗改装による新規顧客の獲得

広島県 ＯＮＥ－ＰＥＡＣＥ － 炭酸泉を活用した頭皮・毛髪改善サービスにかかわる設備導入

広島県 Ｓｔｕｄｙ　ｓｔａｔｉｏｎ　ＳＵＺＵＫＩ － 当塾オリジナルの指導方法の確立と新規生徒の獲得

広島県 美・プロデュース － ネットを積極活用するエステスクール・コンサルの販路開拓事業

広島県 珈琲館　嵯峨 － 厨房改装による地産地消を盛り込んだ料理の生産強化と販路開拓

広島県 有限会社松田建築設計事務所 2240002028410 中規模建築の顧客増、地元事業者の周知の実現による販路拡大

広島県 株式会社健康美学 4240002006612 ウェブサイト開設と健康経営の販路開拓

広島県 ＳａｋｅＢａｎｋＨＩＲＯＳＨＩＭＡ －
県内外旅行客来店確保のための旅行雑誌への広告掲載と看板作成（２９文
字）

広島県 株式会社リノベートファーム 3240001021720 業務用エアコンレンタルの専用サイト新設とＷＥＢプロモーション

広島県 菅田税理士事務所 － ホームページ・Ｆａｃｅｂｏｏｋを活用したウェブ集客事業

広島県 治療家ミソファ － ＷＥＢを通じたコンサル・コーチングの広報宣伝・販路開拓事業

広島県 有限会社濱崎漢方 4240002012701 オンライン授業の新規顧客獲得のためのＨＰ等の広告手段の改善

広島県 株式会社せとや島川 5240001032757 店舗改装及び広報活動の強化による販路拡大、新規顧客獲得

広島県 焼き鳥　梵ろ － 新しい生活様式への対応と機会損失削減のための店内リニューアル

広島県 ガレージベイシティ － 最新泡スプレー洗車機導入とＳＮＳ広報による新規顧客開拓

広島県 有限会社中野輪業 6240002053446 タイヤ交換機導入による作業効率・顧客満足度・利益率の向上

広島県 ラウンジマイラブ － 女性に利用いただきやすい環境整備とＬＩＮＥ開設によるＰＲ事業

広島県 ＳｈｏｅｍａｉｓｏｎＤｒ．Ｎ － シューフィット事業、知名度向上のためのＨＰの改修と販路拡大

広島県 かっぱ － コロナに屈指ない！お客様を守る環境整備事業

広島県 株式会社アタック 5240001043564 ＨＰのリニューアル及びＳＮＳを利用した動画広告配信サービス

広島県 株式会社ＡＬＴＳ 1240001056116 新メニュー導入による顧客の来店回数と一人あたりの客単価アップ
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第２回受付締切分）
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 ベストサポート － ホームページ作成して、新規開拓、新規顧客の獲得を目指す。

広島県 フレスコサンドカフェ － 自宅でカフェ空間を楽しめるフードペアリングコーヒーの開発販売

広島県 なごみ補聴器 － 体験型店舗・訪問サービスの告知活動による販路開拓

広島県 Ｌ’ＵＮＩＶＥＲＳ － 非日常を提供するための空間づくり

広島県 有限会社アイライフ竹原 4240002049371 体験型設備音響機器展示場実現の為の顧客専用トイレ整備事業

広島県 有限会社ライフ衣料 3240002046865 ＥＣサイトの開設と店舗改装による販路拡大

広島県 株式会社てっぱん 4240001041503 新メニューのＰＲによる販路拡大

広島県 三原福祉サービス株式会社 4240001040026 「新商品：超小型カメラ普及で、独居老人等の異常早期把握事業」

広島県 オートボディー末岡 － 塗装において品質向上と時間短縮、作業効率の向上

広島県 有限会社ユーアイ自動車 1240002017422 ＨＰやＳＮＳチラシを使った販路拡大と販売促進

広島県 有限会社かぜたに 3240002039976 【新規顧客の獲得に向けた明るい雰囲気の店舗改装】

広島県 エイチアールエム － 媒体宣伝の継続とオンライン受講新設で販路拡大

広島県 株式会社ＩＴスパイス 6240001020678 新規顧客に訴求するＨＰリニューアル

広島県 山電商工株式会社 8240001054369 販路を拡大し売上・利益増のためのＨＰとパンフレットの制作

広島県 ゆきこころ鍼灸院 － 美容と鍼灸の技術を活かした新たなスタイルの店舗新規開業

広島県 健整館上園整体治療院 － 心機一転・設備新設・初の広告拡大・皆の自宅でも安心管理大作戦

広島県 株式会社芦田水道工業所 9240001034122 デジタルとアナログを融合した情報発信による新規顧客開拓事業

広島県 スヤマンガ研究所 － 新規顧客の開拓ならびに認知度の向上に向けたウェブページの作成

広島県 株式会社ＳＰパートナーズ 4240001042889 ＢＩＭソフト導入による販路開拓・生産性向上と広告事業で売上アップ

広島県 フィジオ － プッシュ型広告の導入とプル型広告の強化で販路拡大

広島県 ナーガサポート － ＨＰとチラシによる個人顧客の集客拡大でＢｔｏＢからＢｔｏＣへ

広島県 株式会社アミーゴス 7240001039379 ホームページの制作およびパンフレットの制作による販路拡大事業

広島県 株式会社ＪＣＳ 5240001053778 業務改善、企画提案（倉庫業全般、その他サービス業）

広島県 リブカラーズ － 『ワークショップの販路拡大』による売上高増加事業

広島県 株式会社イトー宝飾 7240001045765 ショーケース増加による視覚的訴求力向上、収納棚増加による対応力向上

広島県 ｅｆｆｌｅｕｒａｇｅ． － 最新機器で健康状態を数値化！新たな顧客を開拓するＷＥＢ戦略

広島県 新中鍼灸院 － 新治療メニュー「光線療法」で他院との差別化で新規患者獲得

広島県 ＰｅｔｉｔＰａｓ（プティパ） － 地域初の「デコ・アート・スクール」広告宣伝による顧客掘り起こし事業

広島県 有限会社総合サービス社 2240002008998 新規顧客獲得を目指したホームページ制作

広島県 八寸松原 － 広島では当店でしか食べられない鮪を使い販路拡大

広島県 株式会社ＹＭＰコーポレーション 1250001017026 Ｔシャツ・雑貨の自社製造とＤＭ発送による新規顧客開拓事業

広島県
株式会社シーズントラベルアンドコンシェ
ルジュ

9240001050672 自社農園整備によるサービス開発による販路拡大事業

広島県 Ｊｒｉｓｅ － 新型コロナウイルス感染予防製品・サービスの販路拡大事業

広島県 藤野商事有限会社 6240002037746 安心、安全に来店していただくための店舗改装による新規顧客開拓

広島県 はやし － ウイルス抑制で来店誘導そして、テイクアウト商品で販路拡大
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第２回受付締切分）
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 株式会社イースト自動車 1240001040697 レンタカー事業展開による販路拡大事業

広島県 有限会社中野自動車 7240002037712 次世代自動車修理に対応するための塗装乾燥設備の導入

広島県 株式会社アカニシベース 6240001055518 リフォーム工事へ事業拡大　ホームページによる販路開拓

広島県 土方商店 － 移動式マッサージルームで仕事の幅が無限に拡がる！

広島県 株式会社ｓｅｅｋｆｒｅｅｐｌａｎｎｉｎｇ 8240001055342 自社の特化したオリジナル商品を紹介するＨＰのリニューアル

広島県 有限会社小川家電サービス 7240002039849 高所作業設備導入による高所作業工事・メンテンナンスの販路開拓

広島県 ｃａｆｅ　ｂａｒ　ＮＩＣＯ － 全自動コーヒーマシンによる商品サービス向上とスピード化事業

広島県 有限会社山口屋 8240002037793 コロナに負けない！感染症に屈指ない店舗づくり事業

広島県 Ｏ・Ｄ・Ｆ － ３Ｄスキャナ導入による精密度・生産性の向上と、新規取引先の確保

広島県 麗縁 － テイクアウトカウンター設置と店舗周知のための看板リニューアル

広島県 株式会社吉田設備 5240001023491 ホームページの導入による新規顧客の獲得

広島県 ＭＡＪＩＭＥ　ＬＡＢ － お客様の満足度向上～増収に向けてのトレーニング用器具等導入

広島県 株式会社ＦＯＲＥＳＴ　ＷＯＲＫＥＲ 2240001054176 地元メディアを活用した新たな林業経営モデルの発信

広島県 和の稽古　いろは － 教養としての和の伝統文化の継承のための広報活動

広島県 鍼灸院よつば － コロナ対策による新たな治療院顧客獲得の取り組み

広島県 手結 － 販路開拓に向け魅力溢れる店舗・料理内容を紹介する広報事業

広島県 株式会社ｒｅｌｉｅｆ 5290001057023 ＷＥＢを活用した女性向けサービスの販売促進事業

広島県 鉄板こうさか 8240001052141 自社アプリ開設とフードデリバリーを活用した販路拡大事業

広島県 炭焼かどしま － お客様の安心・安全を提供できる店内の環境づくり

広島県 Ｃｈａｏ － ２０～３０代の新規顧客獲得に向けた動画作成・広告強化、増員等

広島県 ダブルスネットワーク株式会社 4240001015044
「新時代の土地経営『リースホールド事業』に係るサイト構築及び案内資料作
成

広島県 中宏屋商店 － 地産地消のなめらか豆腐で販路開拓

広島県 ヘアーサロン三原 － 新設備導入による顧客満足度アップ。新規販路開拓事業

広島県 リビングストリーズ株式会社 9240001054946 提供サービスの充実化及び各種広報活動による周知力強化

広島県 株式会社ぐろうす 1240001046406 広島ドローンユーザー拡大研修プログラム開発と販路開拓事業

広島県 有限会社進財 5240002050709 販路開拓に向けた新たな販売企画の立ち上げ並びに製造効率の向上

広島県 有限会社エヌユー 2240002050125 新たな取り組みであるデリバリーとコロナ対策の実施で売上回復！

広島県 布糸釦Ａｌｅｅｖｅｎ － 自店の布地を使った作品提案及び縫製依頼のオンライン化事業

広島県 まちラボ不動産 － 空き家マッチングサイトで認知度と収益力の向上。

広島県 創作酒膳　ふぅ － 新メニュー開発と看板・トイレの改修による新規顧客獲得

広島県 株式会社ｕｎｃｏｄｅ 1240001047107 海外対応ＨＰ、パンフレット作成でのリモート営業による販路開拓

広島県 株式会社広瀬印刷 6240001020678 顧客管理システム開発による業務効率化とＣＲＭによる売上アップ

広島県 株式会社イーサービス 5240001052912 アッパー導入による工事費削減・工期短縮による受注増加

広島県 ＦＯＲＯＲＴＨＯ － 強みを活かした小規模歯科技工所の販路開拓事業

広島県 ヴィードパレット株式会社 9240001055713 『インテリアショップからカーテン専門店へ』変革後の集客力強化
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第２回受付締切分）
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 有限会社広陵発條製作所 7240002005958 難切削技術や無人技術を活かした、顧客ニーズ発掘の為のＨＰ作成

広島県 やまね鍼灸整骨院 － スポーツを楽しむ全ての方へ！可視化できる健康サポートの提案

広島県 お好み焼き　えっと － 安全快適な飲食スペース創出と、お家で楽しめるネット配信事業

広島県 有限会社モーコ製パン工場 7240002037786 情報発信システム及び受注システム構築による販路拡大事業

広島県 なごみ － 女性等新規顧客開拓のための店舗改装とデリバリー対応の設備導入

広島県 ラーメンぐっち － 畜光石を使用した店舗外観リニューアルでの認知度と集客率のＵＰ

広島県 ＤＵＭＢ　ＲＥＣＯＲＤＳ － ホームページ改修、ネットショップ構築による販路拡大

広島県 有限会社博愛堂 8240002049995 サイクリスト客を呼び込む地産地消のかき氷の開発事業

広島県 オノケン企画株式会社 3240001053227 広告媒体の強化および看板設置によるＰＲ

広島県 修和産業株式会社 4240001030943 自社ＨＰの刷新、ＳＮＳ連動、広報活動の改善による販路開拓

広島県 有限会社ラ・シャンブル 9240002020914 お客様が安全に安心してご利用頂ける空間づくり

広島県 東広島幼児体育研究所 － 中高年向けサルサダンス教室の開講の為のチラシ作成と施設の整備

広島県 コンサルインディー － ＰＲチラシ同封サービスで事業承継相談会参加募集し顧客先獲得

広島県 遠藤管楽器店 － ＨＰの改修（スマホ対応・高速化・ＣＭＳの構築）

広島県 オプテリオン － 新メニュー脱毛サロン事業

広島県 有限会社晟上工業 1240002047337 販路拡大のためのホームページの刷新

広島県 陣内雅文事務所 － ＹｏｕＴｕｂｅとインバウンド文化体験で雪だるま式販促の実現

広島県 鮨哲 － 素材の見える化とテイクアウトのための設備投資による販路開拓

広島県 株式会社ユグドラシル 1240001053930 「プログラミング教室」新設に伴う広報活動と新規顧客の獲得

広島県 合同会社ＴＡＧ 1240003004312 離れて暮らす家族に近況がわかるオンラインシステムの構築

広島県 若石ＤＲＴサロン楽笑 － 看板設置、チラシ配布による新規顧客の獲得と感染症対策

広島県 お好み真心デイズ － 鉄板周辺設備の改善による店内環境向上と大量注文への対応

広島県 株式会社ＴＨＥ　ＢＵＬＬＰＥＮ 9240001046274 「オンラインレッスンの開始及びホーム―ページの作成で顧客開拓」

広島県 オリオン商事株式会社 6240001037193 新聞折込チラシ、ＤＭ発送による販路開拓

広島県 ＣＬＯＶＥＲ － 《　新規リフォーム顧客の集客販路開拓　》

広島県 藤森プロダクション － 自社開発ソフト「ＣＯＳＭＯＳ」の販路拡大と従業員の賃上げ事業

広島県 広島技研株式会社 3240001043401 大理石・御影石などの非金属材の研磨による販路拡大事業

広島県 株式会社モナミ 6247000103495 知名度向上のための電光掲示板設置

広島県 オステリアブリランテ － 新規設備導入による提供メニューの拡充と質の向上で新規顧客開拓

広島県 ＲＯＯＴ － 積極的情報発信で新規顧客獲得と駐車場改修で顧客満足度ＵＰ事業

広島県 和田理容院 － コロナ感染予防を実施しながら地道な新規顧客開拓を目指す！

広島県 ヌーヴェルモード株式会社ＮＡＫＡＤＯ 2240001043591 インターネットを活用した情報発信力強化と新規顧客拡大事業

山口県 オーケイ不動産株式会社 9250001018116 インターネット広告および紙面広告による周知活動

山口県 ジオラボ － ドローンと地質解析ソフト導入による三次元データ対応と販路開拓

山口県 ちゃば　ちゃば － ●　オープンテラス設置による、コロナ対策と集客強化
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令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第２回受付締切分）
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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

山口県 ｐｏｒｔｅｒ３１ － サロン事業を強化するためのデジタルパーマの導入及び壁面広告の実施

山口県 カンナキッチン － 真空包装機で作業効率アップ「新鮮食材を安全安心でみなさまに」

山口県 レストランとまと － アフターコロナを見越したファミリー向けメニュー開発

山口県 Ｃａｆｅ＆ｐｕｂ－ｋｉｒｉｋｏｕ － ランチ強化・ボトルキープによる売上向上と情報発信力強化

山口県 Ｋｉｔｃｈｅｎ８４６ － コロナに負けない！キッチンカーによる山間カフェのオープン

山口県 萩焼窯元小萩窯 － 電気窯導入による一点物から量産型への転換による販路開拓事業

山口県 株式会社ダテワークス 9250001015765 当社ホームページリニューアル・顧客管理アプリの製作

山口県 株式会社原田屋 4250001009185 思いを込めて繊維加工商品を販売。良質の商品を皆様の所へ。

山口県 久米ピッツァルマーカ － 魅力が一目で伝わる店舗前のリニューアル及び新メニューの開発

山口県 ＣＨＡ　ＣＨＡ　ＤＯ － フラワーショップの中にある小さな結婚相談所

山口県 るり・あーと － 出張型ガラス工芸ワークショップメニューの増設による売上の拡大

山口県 株式会社ＨＡＲＰＳ 2250001016349 高齢者障害者及び新型コロナとの共存社会に適用した環境整備

山口県 森製パン所 － 店舗環境整備及び新商品開発による新規顧客獲得

山口県 けんたくん山口店 － 新しい生活様式に対応する『宅配』サービスのＰＲによる販路開拓

山口県 ドライブイン南国 － 真空パックでドライブイン南国料理をおうちにお届け

山口県 パリパリ工房 － ノンオイルチップスの百貨店販売に見合う品質向上に伴う設備増設

山口県 寿フーズ有限会社 6250002016955 生産性向上、衛生面向上による新しい店づくりで新規顧客層を開拓

山口県 Ｄｏｎｑ－Ｐｏｎｑ － 店舗視認性改善と大型看板設置による来店客数の向上

山口県 株式会社石けん工房春風 2250001016753
はるほのか無添加除菌スプレーのＨＰ作成とインスタグラム、＠ラインページ
の作成

山口県 メガネのふくだ － ポスティングによる潜在的顧客獲得と販路拡大

山口県 株式会社ヤマウチ 2250001000815 鍛冶屋職人が造るアイアンインテリア製品の販路開拓

山口県 有限会社河本 7250002014495 ホームページリニューアルによるテイクアウトラーメンの販売開拓

山口県 建成プラント株式会社 3250001018237 プラント配管工事事業の販路開拓に向けた設備導入

山口県 牧野窯 － 薪小屋建設・動画配信による誘客とＥＣサイトを活用した売上拡大

山口県 有限会社髙橋瓦工事店 4250002006405 ホームページ作成・チラシにより認知度ＵＰで商圏拡大

山口県 トータルリペア岡本 － 《木材・フローリング・アルミサッシ部の傷・劣化の補修事業》

山口県 有限会社椙八商店 3250002013195 ＨＰ刷新による情報発信強化と、オンライン販売による販路開拓

山口県 Ｂａｒ竹 － 大人女子へ送る「お持ち帰り本格カクテルアイスカフェ」の販売

山口県 服部天龍株式会社 7250001008135 機械設備導入による新商品の生産・販売開始で新たな販路拡大

山口県 カサイ美容室 － コロナに負けない！笑顔のあるスナップ婚サービス

山口県 はり・きゅう・小児はりしろくま治療院 － 鍼灸院で「妊活サポート・産前産後ケア」を行うための施設整備

山口県 ハレクラニ － 惣菜とお弁当を扱う田舎料理店＆居酒屋のハイブリッド新展開

山口県 自然派菓子工房ＮｅｉＧｅ － フレーバー（薔薇をメインとした花の香り）マカロンの開発と販路拡大

山口県 有限会社タイガー安全 1250002003165 「これ扱ってる？」からの脱却　ＨＰショールーム化とＥＣ販売開始

山口県 ラック・ミー － 人との出会いを大切にして厚狭駅前の中心的存在を目指します。
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山口県 株式会社富士建設工業所 9250001009635 クラフトバンドサロン「かごらんど★すえたけ」のオープン

山口県 有限会社割烹福助 6250002002006 山口市初「天然とらふぐセット」のテイクアウト・デリバリー事業

山口県 お好みキッチン６３ － デリバリー事業継続に向けた宣伝強化と業務効率化

山口県 株式会社佐竹本店 2250001001978 顧客ニーズに素早く応える在庫管理・即納体制の構築で販路開拓

山口県 石野商事 － 売上の一事業依存脱却を目指す！新商品開発と販売による売上増加

山口県 空逢　ｓｏｒａ－ａｉ － 撮影演出の向上と設備充実によるスタジオ撮影業務の効率化

山口県 桑田醤油有限会社 4250002003006 プロユースの商品を一般消費者へ！有事に強い商品群の構築

山口県 ＢＡＲＢＡＲＳＨＯＰＨＥＡＤＺ － プライバシー確保重視！　あなたの町のウィッグサロン整備事業

山口県 オカモト福祉タクシー － 「地域住民の心強い味方」元自衛官が始める【患者等搬送事業】

山口県 有限会社高橋材木店 8250002003175 「ホームページ作成による既存・新規事業の刹ＰＲ並びに受注拡大事業」

山口県 有限会社オカザキ 4250002003848 わかりにくさの解消！サービス内容を伝えるアニメ動画の制作

山口県 合同会社ＬＯＴＵＳ　ＣＲＥＡＴＥ 5250003002328 地域に貢献、訪問美容室サービスによる新事業展開

山口県 ＡＤＥＬ － 洋式トイレ改修による女性団体客をターゲットとした販路拡大事業

山口県 株式会社灯り 1250001002639 有料老人ホーム開設とデイサービスの移転・増員の広報強化

山口県 株式会社純興業 2250001017974 設備導入による生産性向上及び解体工事分野の進出

山口県 豆腐料理奴 － トイレの改装による女性客、身障者、お年寄りの来店増を目指す

山口県 有限会社マスカレード － 『プレミアム生食パン』のトライアルキャンペーン

山口県 スナック麗・萩ゲストハウスラビット － トイレの洋式化によるインバウンド対応事業

山口県 株式会社港屋呉服店 4250001009664 コロナ禍をきっかけに店舗移転し、お客様との親密度アップに取組む

山口県 パティスリー　レ・サンク － コロナに負けないブランドの確立で新規顧客を増やす

山口県 西日本石油化学株式会社 3250001003486 基幹業務管理システム導入による生産性の向上、新規顧客開拓
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