
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５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 有限会社城南電装 4270002001081 安全装備搭載車両のエーミング調整事業

鳥取県 株式会社グリニッチ 8270001004313 オリジナル家具の製作業務効率化による新規顧客開拓

鳥取県 ＵＮ － 展示会での新規取引獲得及びＥＣ販売による売上・利益向上事業

鳥取県 Ｐａｓｓａｒｅａ合同会社 3270003001263 「サラダボウル等の商品開発および販路拡大」

鳥取県 遠藤千加子 － ハイブリッド型のトータルボディーメイクサロンの開設

鳥取県 アロマビューティーセラピシア －
「フェイス用新機械（エレポマックス）導入に伴う新規顧客獲得・リピート顧客
増加による利益向上計画」

鳥取県 株式会社ＫＭＳ 8270001004552
「ウィズコロナにおける顧客ニーズに対応したメニュー構成及店内改装による
売上向上計画」

鳥取県 ＲＩＺＥ　Ｆｉｔｎｅｓｓ － 「障がい者向けトレーニング」の提供による新規顧客の増加

鳥取県 Ｃａｓ　ｃｈｌｅｂａ － 店舗の認知度向上と生産性向上の取組による創業期からの脱却

島根県 拉麺かもす － 誰でも入りやすい外観魅力化、チラシ配布事業

島根県 有限会社湖南ラボ 4280002000834 技工所の機械化のための自動研磨機の導入

島根県 ラ・フェ・アクレル － 店舗移転による顧客満足度向上とサービスの強化

島根県 有限会社妹尾鐵工所 4280002001270 恒温寸法測定ブースの設置による高精度加工品受注の拡大

島根県 有限会社アルソアいとくま 4270002011196 ご自宅やオフィスの整理・収納サービスによる販路開拓

島根県 平野醤油 － 新規顧客開拓のための設備導入

島根県 有限会社えんや呉服店 7280002000410 教室兼ライブコマーススペースの改修による売上向上事業

島根県 株式会社インフィニマム 1280001008311 飲食店に特化したＨＡＣＣＰ支援システム

島根県 聖瀧丸 － 最新魚群探知機導入による新規顧客開拓および顧客満足度向上事業

島根県 ドローンヤマダ － ドローンを活用した農薬散布の販路開拓事業

島根県 久保田味噌麹店 － リーフレット作成及びＥＣサイト構築による新規顧客の獲得

島根県 須谷建築 － ＤＩＹとプロの技によるサステナブルなリフォームの提案

島根県 喫茶ひより － 安心安全の環境整備と生産設備の改善で効率・売上アップ

島根県 有限会社ヤマダ看板 7280002006110 ＨＰリニューアルと受注システム構築による販売促進事業

島根県 － メンズエステサロン開設による販路拡大・売上増加事業

島根県 Ｐｕｒｐｏｓ － ホームページを整備し、認知度及び新規顧客を獲得する！

島根県 株式会社オリーブ園・夢創庭 1280001007189 えごま用搾油機導入による差別化並びに販売商品群の拡大

島根県 企業組合おもひで屋 － 着物素材仕立服の定番商品開発・オンラインショーでのＰＲ事業

島根県 株式会社イロトリドリノ 4280001008267 自社のＶａＺＺｏｏＴＶチャンネル開設による販路開拓事業

島根県 ニュータイプ株式会社 4280001007574 ＥＣサイト開設による顧客開拓と中古看板を利用した販路拡大事業

島根県 石見工房 － 「ＤＶＤ商品の生産効率化とオンライン配信による新規顧客の獲得」

島根県 民芸肉料理共栄 － 「店舗の衛生対策・改修による新規顧客の獲得」

島根県 徳田たたみ店 － 販路拡大事業～地元の畳店をもっと知ってください！

岡山県 有限会社とき和 8260002013751 設備導入による生産性向上と広報ＰＲ強化による売上拡大

岡山県 Ｓｕｎｓｈｉｎｅ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ａｃａｄｅｍｙ － 集客のためのホームページの作成とＰＲによる販路開拓・広報周知

岡山県 株式会社アルホーム 9260001011020 規格住宅分野に参入し一般客からの新築施工受注を増やす。

岡山県 株式会社十色 3260001034381 認知度を高める外観リニューアルとＳＮＳ活用による新規顧客の獲得
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岡山県 ヴォルケーノ美容室 － 大型画像付き看板設置により新規客促進

岡山県 穏食酒家うおつぼ － イノベーティブフュージョンという新ジャンルの料理を提供する。

岡山県 株式会社藤ファーム 2260001032502 「ホームページ作成により、藤ファームブランドの拡散及び販路の拡大」

岡山県 ｈａｉｒ－ｍｏｄｅ美結 － 美と健康を支援する飲食店事業展開による販路開拓

岡山県 先進有限会社 3260002014424 ホームページの刷新：ホームページを営業マンにする（提案型）

岡山県 Ｓａｌｏｎアルハル － 岡山の地元アーティストとコラボした、内装リニューアル

岡山県 ＴＳＥ＆ＣＯ．株式会社 7260001032704 イートインスペースの拡大に伴う売上高の拡大

岡山県 めばえ鍼灸整骨院 － マタニティ顧客販路拡大計画

岡山県 ＷＨＥＥ！ － 新規の駄菓子・玩具販売事業のサブスク・ＥＣ強化による売上向上

岡山県 光露庵株式会社 4260001011512 ホームページなどＷＥＢ集客強化による新たな販路開拓と売上向上

岡山県 有限会社久保プラスチック工業所 5260002003227 オンライン営業体制の構築による県外への販路開拓と売上向上

岡山県 株式会社アロマコーヒーカンパニー 3260001034638 コロナに負けない！「世界トップレベルの珈琲豆」の販売

岡山県 内田商事有限会社 6260002001130 ホームページリニューアルで、新商品の情報発信力強化と商圏拡大

岡山県 株式会社ＡＭＥＢＥＲ 5260001030701 新店舗の広告宣伝

岡山県 インサイトモデル株式会社 2260001028599 サブスクリプション型システム開発サービスの販売強化

岡山県 有限会社竹波運動具店 1260002006092 ホームページ及びネット販売による販売チャネルの多角化

岡山県 有限会社コンプライアンス 1260002015671 コロナ禍で求められる自費ホームヘルプサービスの拡大

岡山県 株式会社どんぐり 7260001034923 ジビエ用成獣個体のみ捕獲する遠隔操作装置開発による販路開拓

岡山県 株式会社セイルイン 4260001029117 Ｇｏｏｇｌｅ広告を使い宿泊客と収益性をアップさせる事業

岡山県 西日本建築管理有限会社 9260002013494 室内用オーダーメイドペットハウス開発販売による売上増加事業

岡山県 株式会社クロス 4260001002197 ６次産業化トータル支援サービスの販促強化による販路の拡大

岡山県 有限会社サントピア 5260002004522 地域住民の夕食お助け店舗実現（店内リフォーム及び店舗宣伝）

岡山県 菱善地所有限会社 2260002010894 自社ＨＰに予約専用ページを構築することによる直販路の開拓

岡山県 株式会社オーネスト 5260001001470 商品ＰＲ動画の拡散と商談オンライン化による商圏および収益の拡大

岡山県 ｔｏｉｔａ － 地域資源を生かす日本伝統食品梅干しの商品作り

岡山県 株式会社ＧＯＯＤ　ＡＮＳＷＥＲ 2260001033921 オンライン限定アクセサリーブランドの立ち上げと販路開拓

岡山県 創美建設株式会社 5260001003830 こだわりのサービス内容の周知による自社設計物件の受注促進

岡山県 株式会社田岡仏壇店 1260001003917 ＩＴ活用による仏事よろず相談の周知と販路拡大

岡山県 晴空美容室 － 美容メニュー＋写真撮影という新メニューによる売上向上

岡山県 徳永しずか行政書士事務所 － 主に車庫証明等、自動車登録関連業務に関わる販路開拓

岡山県 株式会社四つ葉屋ＯＫＡＹＡＭＡ 5260001029826 新しいカット野菜の殺菌技術のライセンス販売

岡山県 株式会社あすなろ 3260001024829 業者向けから個人向け販売へ転換のための動画撮影での販促

岡山県 オフィス　スリーエス － ＥＣ販売ツール導入による多店舗展開で売上拡大計画

岡山県 幸治屋 － ブドウ農家オリジナル焼菓子製造・販売による販路開拓

岡山県 有限会社コムネット 3260002018152 キャラクターアイテムでエコ活動とミドル世代への販路開拓事業

岡山県 ｆｏｒ　ｔｏｍｏｒｒｏｗ － 県外移住者に向けた遺品整理業の周知による顧客開拓
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岡山県 有限会社山陽地研 8260002018247 自動水位測定器を用いた新しいサービスの提供による販路開拓

岡山県 株式会社プラスイー 6260001035245 ＬＰを活用した非対面型ビジネスモデルでの販路拡大

岡山県 カンタロウ商事合同会社 4260003002724 酸化防止機能付ワインサーバーの導入による新規顧客獲得

岡山県 マルタニテッパン － テイクアウト方法の大きな改善に伴う、真空包装機の導入

岡山県 ＫＩＫＩ商会 － 産業用の精密・測定機器等の販売・買取サイト構築による全国展開

岡山県 Ｓｏｕｐｃａｆｅ　Ｎｅｋｋｏ － 席数減少によるウィズコロナ対策のための店舗改修

岡山県 お山の会ｏｋａｙａｍａ － 新サービスとして一時預かり事業を開始し、売り上げ増加を図る

岡山県 ＲＯＭＥＯＢＬＥＵ － 自然派志向女性の為のオーガニックヘッドスパ導入による売上拡大

岡山県 株式会社アクミー 3260001017072 教室環境改善による新規客獲得に向けた販促事業

岡山県 アトリエ・トノープ － デジタルアート事業による小中学生増員の為の広報と改装工事事業

岡山県 有限会社連島渡辺工務店 8260002019724 介護リフォームをアピールして売り上げ増加を図る

岡山県 ｈａｉｒ　ｌｏｏｐ　ｎｉｃｏ＋ － デジタルパーマ機導入による集客力向上

岡山県 株式会社津山朝日新聞社 7260001019957 新聞社の強みを詰め込んだサブスクリプション型新サービスの展開

岡山県 Ｌｉｆｅ－Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ－ＬＡＢ． － 顧客満足度の向上と経営の多角化・安定化のための初期投資

岡山県 ＰａｓｔａＶｉｔａ － テイクアウト・ショーケースでの小売販売・ネット販売の強化

岡山県 トータルリペアＭａｔｅｒｉａｌ　Ｄｒ． － リペアを主体としたトータルカーケアのための設備整備事業

岡山県 居酒屋将軍 － リフォームにより集客力を向上させ伝統ある店舗を周知する事業

岡山県 有限会社松永建材店 5260002029437 新規顧客の獲得に向けたリフォーム提案

岡山県 株式会社マリーガトー 6260001029494 「売上、利益率増加を図る新商品開発、生産性向上のための設備導入」

岡山県 原田ドライ － 防炎加工サービスの周知による新たな需要の開拓

岡山県 菊池酒造株式会社 2260001012974 オンライン海外商談ツールを活用した海外販路開拓

岡山県 Ｆｒｅｙｊａ　Ｂｏｄｙ　Ｃａｒｅ　Ｓａｌｏｎ － 広報ＰＲ強化、安心安全な環境整備で顧客獲得し売上拡大

岡山県 串乃友 － 和の風情を感じられる店舗改装で外国人観光客への訴求力強化

岡山県
カイロプラクティックサロンスクヮーヴァ
ティー

－ 安全な施術環境と口コミを生かしたマーケティングで販路開拓

岡山県 株式会社岡崎建材 2260001022131 電力事業の拡大・深化による地域社会・経済への貢献

岡山県 ＴＫエナジー株式会社 9260001034946 電源設備工事の自社完結化による提供価格改善と会社知名度向上。

岡山県 Ｇｏｏｄ　Ｌｕｃｋ有限会社 7260002024535 新たな洗車機の導入による販路開拓

岡山県 ギャロップヘアー － ホットペッパービューティー活用による長期的な集客計画

岡山県 創彩中村 － 顧客満足度向上の為の自社店舗ＰＲとサービス拡充

岡山県 有限会社高一製作所 5260002024611 溶接テーブルシステム導入による生産効率向上と新規販路の開拓

岡山県 有限会社桑田モータース 1260002017890 新規格のタイヤサイズに対応して効率性の向上と新規潜在顧客の獲得

岡山県 倉敷帆布株式会社 8260001015674 ブランド価値の発信と販路開拓を目的とした企業情報誌の製作

岡山県 ＲＩＶＥＲ　ＭＡＩＬ（リバーメイル） － 自社直営店オープンによる新規顧客獲得事業

岡山県 合同会社登美 2260003002619 地元食材を活かした『映える』メニューの制作とＰＲ

岡山県 株式会社ＳＰＹ 5260001016502 ニュースタンダードな体感型ライブ配信で心もアップデート！

岡山県 三彩堂 － マット裁断機導入による作業の効率化と製品の精度向上
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岡山県 ＤＩＮＩＮＧ　ＢＡＲ　ＭＡＬＦＩＳＨ － 当店人気メニューの商品化とＥＣサイトによる販路拡大

岡山県 笠岡冷凍株式会社 4260001017690 産業用送風機の導入による冷却能力向上及び取扱品目の増加事業

岡山県 株式会社ＢＰサービスタバヤシ 9260001030243 最新溶接機導入による営業活動の強化及び他社との差別化事業

岡山県 クレアズ株式会社 4240001046543 草刈り・清掃サービスの看板設置で販路開拓を実現！

岡山県 株式会社髙木 8260001018636 ＨＰ作成による既存店・新規店の特徴ＰＲと販路開拓

岡山県 コウグ・岡本 － ＷＥＢと映像を活用した自社の技術紹介と売上強化事業

岡山県 株式会社福本環境マネジメント 5260001032301 空き家対策として提供するサービスの生産性向上と販路開拓

岡山県 株式会社能登原商店 3260001018921 ＬＰガス集中監視システム導入による、販路開拓と業務効率化

岡山県 大月刃物工場 － 自宅で美しくおいしい料理を調理するための包丁専門サイト

岡山県 マシュハウス株式会社 2260001027089 人気雑貨販売スペースを活用した住宅相談会ＰＲによる売上向上

岡山県 吉富農園 － 桃農家の閉散期にオリーブを栽培！新たなブランドで販路拡大！

岡山県 ａｔｙｐｉｑｕｅ　ｄｅｓｉｇｎ － 出張販売型オーダーカーテンのフィッティングサービス

広島県 株式会社ヒノキフーズ 2240001009857 にぎり寿司のテイクアウト事業の強化で売上アップを図る

広島県 有限会社マリモ商事 1240002021077 当社事業のＰＲチラシ作成と飛込み営業に代わる折込広告等の展開

広島県 株式会社ＡＣＥ 8240001055623 既存店の看板デザイン変更、新規店舗の改装

広島県 Ｒ’ＣＡＦＥ － 収益確保に向けた非対面型ライブ配信のための設備投資・体制整備

広島県 ＨＡＮＡ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株式会社 8240001056811 広島初！本格的水素ケア機器導入によるお客様満足度と単価の向上

広島県 Ｃｉｒｃｌｅ．Ｒ － 寝具用品のネット販売に伴うＨＰ開設及びＳＮＳ広告での売上拡大

広島県 廣島酒処じょうや － 顧客層の拡大を目指した店舗改装とテイクアウト事業への参入

広島県 有限会社蘇州 1240002009089 新メニューとテイクアウトの導入と告知強化による販路拡大事業

広島県 有限会社きてる 3240002024978 テイクアウト事業強化の店舗改装とＷＥＢ情報発信

広島県 岩幸 － 店舗改修による新規顧客（女性客）の獲得で売上アップ

広島県 醸はせべ － 新規顧客の拡充および自家製味噌・漬物や味噌おでんの販路開拓

広島県 中岡　香 － お客様が未来を想像でき、安心感を持てるＨＰ作成による販路開拓

広島県 整体院青体 － 「足圧測定器」導入による新サービスとネットを活用した広報戦略

広島県 東雲自動車株式会社 1240001004735 スキャンツール（故障診断機）の導入によるサービス・受注の強化（３０文字）

広島県 株式会社八重洲 8240001011832 １センチのおりづる関連商品　新事業

広島県 橙デザイン株式会社 7240001055715 自社メディア（Ｉｎｔｅｒｖｉｅｗ　ｗｉｔｈ　Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔ）認知向上のためのＰＲ展開

広島県 フェイス・ケイ － 新サービスと店舗改装で販売促進を行い高単価事業への転換を図る

広島県 ｖｅｎｔ　ｄｏｕｘ － 製品の高品質化・マーケット拡大による売上拡大施策

広島県 牛田食糧　本町の店 － 無農薬米栽培で活躍した『アイガモ』肉販売のための当店体制整備

広島県 株式会社マモルフーズ 4240001056245 新商品の唐揚げをキッチンカー販売にてウィズコロナを乗り越える

広島県 広島やきとり処よし坊 － 日本酒売上拡大のためのセットメニュー外注と店内在庫の収納増設

広島県 ｙ’ｓ　ｅｍｐａｔｈｙ（ワイズエンパシー） － 「法人企業に向けた福利厚生事業で販路開拓」

広島県 エルシード株式会社 6240001055096 自社ＷＥＢサイトを構築し新たな販路開拓による下請け体質からの脱却

広島県 小川　恵 － 温もりを感じる伝統工芸漆器の販売サイトを活用した販路の拡大
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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５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 株式会社フォアデリカ 1240001015518 ホームページを起点とした動画とＳＮＳを活用した商品の販路開拓

広島県 鍼灸院満月 － 未病治療をおこなう鍼灸院の確立と認知度向上

広島県 ＮＩＩ － 全国から集客、オンラインセミナー開講、新たな売上を獲得

広島県 Ｓｈｏｅ　ｍａｉｓｏｎ　Ｄｒ．Ｎ － シューフィット事業、知名度向上のための商品の動画撮影とＨＰの新規作成

広島県 株式会社教育シューズ広島 5240001042657 ホームページを活用した新しい販売サービスの提案による販路開拓

広島県 株式会社坂昆 7240001015702 ＷＥＢ販売を活用した北米マーケット進出に向けての当社体制整備

広島県 株式会社Ｅｎ’ｓＣｏｍｐａｎｙ 4240001048580 アフターコロナを見据えた県外客等回復のための認知度向上の取組

広島県 ラフィットネス － ＬＡ　ＦＩＴＮＥＳＳ

広島県 マルヤ － オンライン通話で音色も確認！安心の非対面買取・販売サービスの開発

広島県 株式会社Ｓｈａｋｅ　Ｈａｎｄｓ 4240001055602 設備の有効活用によるダンス練習用レンタルスペース事業

広島県 牛田食糧企業組合 4240005001908 ＨＰ、店頭看板により当店の強みをアピールし新規顧客を増やす

広島県 Ｃｏｎｓｏｌｏ － 大人男子のための音楽レッスン集客用ホームページ作成

広島県 有限会社ダイエイ 6240002009191 経営安定に向けた新規取引先開拓のための看板製作設置とＨＰ作成

広島県 株式会社さくらホーム 3240002023311 「無添加住宅」普及に向けてのオンライン広報宣伝・販路開拓

広島県 アストレイア － ９０％が寝落ち施術による顧客ファン化と認知拡大の為の広告展開

広島県 ＮＥＯ　ＬＩＦＥ － インターネット、セミナー等を活用した会社認知度向上・販路拡大

広島県 マルサンカフェ － 新メニュー及び新サービスによる販路の拡大と新規顧客の獲得

広島県 行政書士レイ国際法務事務所 － 『伴走型コンサルサービス』認知度向上の取組みによる新規客獲得

広島県 山口昇人税理士事務所 － 製造業の現場が分かる税理士のＨＰ作成による顧客獲得

広島県
株式会社ペペカルチャーエンターテイメン
ト

8240001027358 古物業・小売業における自社ＨＰによる販路拡大と顧客獲得

広島県 有限会社プレエミナン 5240002014721 整理収納業に付随した宝石・貴金属の出張買取開始による販路開拓

広島県 有限会社みらい総合コンサルタント 4240002023310 がけ測量調査を普及促進し広島の自衛的な減災対策を革新する

広島県 株式会社ＲＨＭｓ 3240001057319 新規開設訪問看護ステーションの利用者獲得事業

広島県 有限会社崎本商店 9240002050589 製造設備導入による総菜部門の生産体制強化及び販路拡大計画

広島県 岡本自動車有限会社 7240002050913 最新タイヤチェンジャー導入による販路拡大と売上増加計画！

広島県 香 － 新サービス開発における新規顧客の獲得とネット販売の充実

広島県 くれ星製麺屋 － １店舗で賑わい創出、ラーメンとひとり焼肉のハイブリッド事業

広島県 エイトカフェ － ホームページを利用した告知、予約システムの導入

広島県 株式会社ワンズ 7240001049907 買取り事業参入し、呉市の高齢者の新規顧客獲得大作戦

広島県 末広米穀株式会社 3240001055710 ２４時間対応自販機導入と新規顧客へのチラシによる売上拡大

広島県 ｅｄｇｅ － 鋏販売を強化し売上増加、販売と研磨の両輪で事業基盤を確立する

広島県 お好み焼きみえちゃん － ３蜜を回避する為の屋外飲食スペース提供による顧客獲得

広島県 株式会社小堀仏壇店 5240001025892 遺骨供養と関連商品の新規取り扱いと、周知による新規顧客獲得

広島県 株式会社中元本店 6240001026295 自社ＷＥＢサイトリニューアルによるお取り寄せ市場への販売強化

広島県 リストランテ　ア　ターヴォラ － イタリアン料理店が新たに手掛ける伝統焼き菓子製造販売事業

広島県 株式会社斉藤商店 1240001030657 イ草栽培の拡大および新設備導入によるびんご畳表の販売拡大
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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５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 株式会社小山オフセット印刷所 9240001030641 同業者に向けた情報発信の強化による販路開拓計画

広島県 大門鍼灸整骨院 － 発毛施術の受注増加へ確実に繋げるランディングページの構築

広島県 つぐみ漢方堂薬局 － 福山市内初、オーダーメイド漢方薬局の販路開拓事業

広島県 株式会社ヨコイ 4240001032519 ＳＮＳでスポーツバイクファンとつながるコミュニティ作り

広島県 備後自動車工業株式会社 2240001032966 最新タイヤチェンジャーの導入による販売促進・時間短縮

広島県 株式会社ＢＪＣＳ 4240001049273 自社サービスを宣伝し利用を増やす為のホームページ制作

広島県 有限会社小川建具製作所 3240002039852 顧客からの直接受注率増加に繋げるＨＰ制作及びＷｅｂ広告の掲載

広島県 駒方宏史事務所 － ドローン測量導入による業務効率化と新販路開拓事業

広島県 有限会社成駒 4240002042129 ＨＰの全面リニューアルとＳＮＳ活用による新規若年層顧客の獲得

広島県 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｍｉｃａ － エステティシャンが作る新規商材開発及び新規顧客への販促

広島県 英会話教室ｗｏｋｗｏｋ － 英会話教室フランチャイズシステムの販売促進及び基盤整備

広島県 ＳＯＵＺＯＵ株式会社 8240001056398 コロナ過での来店客に依存しない、オンライン販売の拡充

広島県 筒井社会保険労務士事務所 － 事務所看板の設置による潜在顧客への認知度向上

広島県 株式会社教文 3240001030390 リアル講習に匹敵する遠隔実践講習による研修の充実

広島県 有限会社エルドシック 7240002039717 オーガニックコットンを使用したオリジナルインナーの販売促進

広島県 有限会社アゲイン 9240002039070 複数の広告媒体を活用したＰＲ広告による販路開拓

広島県 ダイニングバーＢＥＮＥ － 新事業「生活サポート業」開始による売上げ倍増計画

広島県 三平商事有限会社 7240002053222 看板・販促物と動画活用によるセトウチベースの販路開拓事業

広島県 有限会社三城商会 4240002053217 『クルマで楽しむ』ホームページの開設による売先の拡大

広島県 有限会社エルドー 5240002039685 動画コンテンツのＷＥＢサイトでの活用による新規顧客の獲得

広島県 株式会社ウェルホーム 5240001030117 建売住宅からセミオーダー住宅への移行と販路開拓

広島県 Ｌａｓｈｉｋｕ － 売り場を拡大しアンティーク商品を取扱う新規事業による販路拡大

広島県 美容室リッカ － ヘッドスパの強化と店舗ＰＲによる新規顧客開拓

広島県 隠れ家奨太 － アフターコロナ時代に向けた新事業参入のための改修事業

広島県 有限会社ギフト屋さんくす 1240002037610 地域初のマッチングギフト商品による潜在的顧客の掘り起こし事業

広島県 エムズ☆ＳＡＩＫＩ － 地域唯一である書店の認知度向上と販路開拓による売上増加

広島県 株式会社中村建築 6240001048364 きっと日本初！建築会社内に古着屋オープン

広島県 株式会社渡部瓦産業 9240001028553 徹底宣伝！塗装部門の販路拡大による売上増加計画

広島県 藤井酒造株式会社 7240001037515 商品リニューアルに伴うブランド力強化と新規顧客獲得

広島県 京丸輪業有限会社 6240002050451 美髪・美顔器導入による高効果サービスの提供と感染防止対策

広島県 お食事処喫茶古都 － ファサード整備と販促活動による認知度向上と新規顧客獲得

広島県 株式会社トロムソ 7240001039222
【事業名：ベトナム法人設立後の自社製品販路拡大におけるツール制作事
業】

広島県 パティスリーソンヌフ － キッチンカーを使っての移動販売・販路開拓事業

広島県 （株）玉井宝石店 8240001022697 顧客ＤＭ，インターネット広告による販路開拓

広島県 勇建商事 － 施工件数アップのための生産性向上工具類の導入

広島県 有限会社フラワーショップはなよし 3240002028327 オンライン相談による「かかりつけのお花屋さん」の販路拡大

6 / 7 ページ



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５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

広島県 おきむらピアノリトミック教室 － 『０歳から唯一、人間力・育脳に特化した音楽教室』のＰＲ

山口県 季節料理ゆず － 揚げ物強化と高機能換気設備導入による収益性増加計画

山口県 モノボックスジャパン － 差別化できる革製品の製造、ＥＣモールで販売拡大を行う。

山口県 ＳＡＬＯＮ　ｂｙ　ｍｏｏｎｆｌｏｗｅｒ － 競合他社と差別化を図るための新エステティックサービス事業

山口県 株式会社翔屋 2250001013726 ホームページやＳＮＳを活用したブランディング及びファン作り

山口県 行政書士法人ＯＮＥ 7250005008445 「建設業許可の学校」の創立

山口県 西京げんや － うなぎ料理専門店による高級志向なお客様へのおもてなし

山口県 ＡＳ　Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 5250001017344 Ｗｉｔｈコロナ！新しい結婚式のサービスの提案による販路開拓

山口県 リフレグリーン － コロナ禍で急増する手の悩み解決！新メニュー導入と広告宣伝事業

山口県 ｍｍ－ｆａｃｔｏｒｙ － 宣伝／新サービスによる新規顧客獲得と管理業務負荷軽減

山口県 有限会社パートナーパブリシティ 8250002015187 ＥＣサイトに特化した県特産品紹介の動画ポータルサイト事業

山口県 合同会社樋口経済企画研究所 5250003002617 国内最大規模の商談会に参加し理解者を得て顧客を開拓する

山口県 有限会社萩野自動車工業 3250002017527 特定整備認証取得による既存顧客離れの防止及び新規顧客獲得

山口県 株式会社翔洋技研 7250001015379 水中ドローンとナローマルチビームによる新たな水中構造物調査

山口県 株式会社スマイエ 5250001014481 オンライン営業の強化による新規顧客の獲得と業務効率化

山口県 株式会社九内 7250001008779 販路拡大のためのＳＤＧｓに対応する新規事業展開

山口県 Ｔｏｔ　Ｇａｒｄｅｎ － 地域産品を使った「ドライフルーツ」製造による事業規模と販路の拡大

山口県 丸三 － 靴履物販売への商品拡大による市場ニーズの充足と顧客層の若年化

山口県 ｓａｒｏｎＲ － 地域初「男性専門」脱毛サービスでビューティーケアサポート

山口県 野良房 － 額を身近な存在に、そして人々の日常に彩りと温かさを届けたい。

山口県 株式会社北浦建設 9250001008406 民間市場への積極的アプローチと公共工事依存からの脱却

山口県 株式会社キモノレゾンデートル 8012301007574 「日常使いの新商品開発で新規顧客の開拓と生産性向上の実現事業」

山口県 有限会社第五良栄丸 1250002013239 バイ貝の知名度向上による飲食店・小売店販売の強化

山口県 Ｉ　ｓｔａｔｉｏｎ － 岩国初絵本（英語絵本含）による親世代の生涯学習と育児支援事業

山口県 レストハウス・たんぽぽ株式会社 2250001013321 錦帯橋スパイスプリンの開発とネット販売による売上拡大

山口県 麻野農園 － 農家カフェ開設と広報強化による売上アップ事業

山口県 株式会社Ｖａｖａｉｒａ　Ｊａｐａｎ　Ｃｏｓｍｅ 1250001016110 非対面型ビジネス導入に向けてＶａｖａｉｒａ化粧品のブランド化

山口県 御食事処　辰すし － アフターコロナに対応したテイクアウトサービスによる売上ＵＰ！

山口県 株式会社まつや 8250001009280 インターネット・ＳＮＳを用いた新たな営業戦略の構築

山口県 一緒にはぐくむ幸せ収納３つの木 －
自社ブランディングの確立及びホームページ・ＳＮＳ活用による新規顧客の獲
得

山口県 足ツボマッサージ － 施術環境の新調による顧客への印象アップと新規顧客の獲得

山口県 株式会社コウシン機工 5250001014093 最新の溶接機導入による溶接技術の確立で新規受注の拡大

山口県 ラメール － 新規顧客の獲得のためのクロスメディア戦略で売上拡大を目指す
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