
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４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 ＭＡＳＵＹＡＭＡ－ＭＦＧ株式会社 5270002002211 超難削材「インコネル加工」による航空宇宙産業への販路開拓戦略

鳥取県 株式会社コダニ 6270001006906 新規サービス修理・調整事業進出よる靴売上・利益向上

鳥取県 ナナイロボイス － オンラインを活用した司会業・ナレーション事業への取組み

鳥取県 株式会社ＤＵＫＥＤＯＭ 3270001008129 ビジネスパーソン向け健康・食育指導による売上向上

鳥取県 オダガワダンススクール － ＩＴを活用した顧客拡大とスクール内環境改善による売上増加計画

鳥取県 株式会社元気堂 4270002005644 ホームページ作成による認知度向上と若手経営者顧客の獲得

鳥取県 株式会社フジシール工業 3270001005349 『広告宣伝３本の矢』実施によるＢｔｏＣの抜本的強化事業

鳥取県 株式会社美侑 9270001008164 空き家等の仲介事業展開のための情報発信による販路開拓事業

鳥取県 有限会社谷本種苗園藝 9270002010350 看板設置とカーラッピングによる新規顧客獲得と販路開拓

鳥取県 茜トータルビューティ － 看板設置による訴求力向上とチラシ・映像作成による顧客獲得

鳥取県 お米と自然食品ぷらす　ｃａｆｅ　ねこ。 － 食品ストック機能充実で販売拡大・見込み顧客の囲い込み

島根県 株式会社ユー 3280001006724 ホームページ・ＳＮＳを活用した新規生徒開拓

島根県 株式会社ＲＩＲＥ 8280001007991 明日の自分がもっと好きになる　～さらに輝く明日へ～

島根県 株式会社松白設備 9280001007727 ホームページの開設および事業所の広告ディスプレイ設置

島根県 Ｉｎｉｔｙ － 店舗拡大に伴う美容機器導入とセルフエステメニューの提供

島根県 株式会社影山呉服松江店 7280001006045 着物お手入れキャンペーン広域事業

島根県 ｔｏ　ｌｏｖｅｄ　ｏｎｅｓ － 店舗宣伝の為の看板作成及び主力商品の生産性向上

島根県 ライブハウス＆スタジオアポロ － 映像制作・配信事業及び大型イベント運営事業の自社化

島根県 オルフェ － 新サービス「訪問美容」の開始に伴う備品等の整備

島根県 株式会社ドッグライフエルム 9280001006150 ソフト導入による顧客分析・業務効率化とオリジナル商品の販売

島根県 有限会社セントラルビル 3280002005644 顧客等の課題解決のためのコンサルティング事業実施による売上拡大

島根県 合同会社石橋木工 4280003001344 ホームページの新規開設による営業強化とニーズ把握と受注拡大

島根県 東西建設有限会社 5280002010155 防災・減災関連工事を受注するための情報発信事業

島根県 株式会社むらたや 8280001005153 海外・ＢｔｏＣを意識したネットサイト「Ｋ－ｉｗａｍｉ」の制作

島根県 株式会社Ｗｏｍａｎ’ｓ 5280001006591 女性活躍推進に特化した非対面型研修等についてのシステム構築

島根県 髪美人Ｊ － 女性中高年齢層をターゲットにした「シミケアサービス」の提供

島根県 理容ワダ － 高齢者や障がい者の方に安心していただける理容サービスの提供

島根県 そば工房　木の香 － 製粉機導入でそば粉製粉効率向上と情報発信力強化で三瓶そば普及

島根県 Ｎｉｌｓｏｎ　Ｃａｆｅ － 情報発信強化による集客力強化、及び快適空間の提供で売上の拡大

島根県 シュプールミホ美容室 － 貸衣装・着付け部門の強化による売上拡大と新規客の獲得

島根県 第二漁勢丸 － 利用環境を整備・充実させて販路拡大を図り新漁業スタイルを構築

島根県 ＴＲＡＴＴＯＲＩＡ　キツツキ － ホームページ作成による魅力発信と予約システムの導入

島根県 クローバー － 見守りサービス導入と情報発信強化で移動販売の販路開拓

島根県 御面屋惠木舞工房 － 石見神楽面の魅力を伝える場づくり　～神楽面工房改装事業～

岡山県 株式会社エクセレント 9260001028031 テイクアウト商品の提供スピードアップによる販路開拓

岡山県 株式会社Ｆｏｒｃｅ 7260001033982 セルフエステを知らない層への広告宣伝による新規開拓。
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岡山県 有限会社バサラ 5260002007839 ＡＩとデザイナーが監修する新しいアルバム制作サービス。

岡山県 株式会社アベルホーム 6260001012161 動画配信により、新規リフォーム客の問い合わせ拡大

岡山県 小森十千根税理士事務所 － 新規顧問先獲得の為のホームページ及びパンフレット作成事業

岡山県 大畑司法書士事務所 － 認知症高齢者と＂おひとりさま＂を支援する司法書士事務所

岡山県 河合いちご農園 － ホームページによる自社いちごのブランド化と新規顧客の獲得

岡山県 株式会社こいき 9260001032768 個人客からの剪定作業依頼の倍増による安定化事業

岡山県 モモ韓国語教室 － 多忙な３０～５０代女性顧客獲得を目的とした広告媒体ＰＲ事業

岡山県 双英株式会社 1260001010723 ネットショップ構築により販路拡大事業

岡山県 コォ・マネジメント株式会社 4260001030826 中小企業向けのオンラインイベントを活用した販売促進について

岡山県 魚好株式会社 1260001030184 販売増加に備えた製氷機の導入で生産のボトルネック解消

岡山県 Ｅｓｔｈｅ　ｓａｌｏｎ　Ａｎｊｉ － 看板の設置、店舗改装（棚、メイク台）ＨＰ開設

岡山県 Ｍａｋｅ　Ｅｆｆｏｒｔｓ（メイク　エフォーツ） － コロナ対応した少人数制テニススクールを作り強化指導で売上拡大

岡山県 キレイエ － コミュニケーション向上による顧客満足度を高める営業体制の構築

岡山県 ＮＡＩＬＳ　とんぷそん － スクール事業等の情報発信と環境改善による集客・売上の向上

岡山県 ＢＥＬＩＥＦ株式会社 9260001024550 オンライン賃貸契約システム導入に向けた自社ＨＰの改修

岡山県 Ｃ　ｎａｉｌｓ － 自社サイトの製作及びウェブ広告による売上高の拡大

岡山県 おかやま中央司法書士事務所 － 事業承継・Ｍ＆Ａ専門家集団による安心・安全のワンストップ支援

岡山県 Ｎｕｌｌ　ｙｏｇａｔｅｓ　ｓｔｕｄｉｏ － ホームページリニューアルによる宣伝効果・集客アップ

岡山県 株式会社ハンド・イン・ハンド 8260001032851 新規事業における動画を活用した非対面での販路開拓事業

岡山県 ｍａｒｃｏ － 認知度を向上させるための看板を設置し、新規顧客の獲得を目指す

岡山県 株式会社ｌｉｆｅコーポレーション 4260001017419 新たな販路開拓、現場の見える化のためのＷｅｂサイト導入

岡山県 ’ＡＭＯ － コロナ禍で生まれた需要に対応し顧客満足度向上を図る

岡山県 株式会社松浦モータース 1260001023122 マイカーリース「スーパー乗るだけセット」の展開で売上拡大

岡山県 有限会社ハッピーオレンジ 9260002018865 新しいサービス導入のための店舗の改装

岡山県 株式会社まるぐち 9260001014808 認知度向上による販路開拓のための看板の書き換え

岡山県 有限会社カレーハウス神戸屋 5260002017490 テイクアウトの強化、ＥＣサイト販売の開始に伴う設備の導入

岡山県 ＥＺＥｎｇｌｉｓｈ － 広告宣伝による新規顧客の獲得と認知度アップ

岡山県 株式会社小町産業 4260001013351 ブランド化推進と新商品開発及びＷＥＢサイト改良による販路開拓

岡山県 Ｅｃｌａｎｇｅ － 新たに基礎化粧品販売を行い、施術や物販の売上向上に繋げる

岡山県 株式会社浜川塗装 8260001032934 直接施工につながるホームページの作成

岡山県 エンジェルゲート － ホームページの作成及び地元情報誌等への掲載による販路開拓

岡山県 ｅ－ｅｃｏｎｏｍｙ（イー・エコノミー） － ビジネスパーソンの心の負担を取り除き、仕事力を上げる事業

岡山県 レストラン喫茶むぎわらぼうし － 新規顧客の獲得に向けた店内設備の改装と看板のリニューアル

岡山県 Ｓｃｅｎｔ　ｏｆ　Ａｎｇｅｌｓ － 店舗改装によるフラワースクール受講者受入増加計画

岡山県 カラオケ喫茶　来留美 － 高齢者への快適空間提供！歌声・笑い声ある憩い場喫茶事業

岡山県 カシェート － 接触時間大幅低減！安心安全美容院への転換による販売拡大事業

2 / 8 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４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 鍼灸治療室はりきゅうのすすめ － ２０～４０代の女性の悩みに対する鍼灸治療ＰＲ

岡山県 有限会社山中好鳥園 7260002021862 健康管理や飼育トレーニングスキルによる健康で良質な小動物提供

岡山県 森本商店・グリーンガードナー － 明朗会計プランで個人需要獲得プロジェクト

岡山県 星島被服興業株式会社 1260001014716 情報発信強化による新規顧客獲得事業

岡山県 ボヌール亭 － 店内のレイアウト変更による回転率の向上と新メニューの導入

岡山県 サロン・ド・エミル － 自動シャンプー台導入による感染防止、生産性向上による販路拡大

岡山県 居酒屋ふくろう － 和洋折衷料理を提供する居酒屋のテイクアウトサービス開始

岡山県 クロン合同会社 4260003002947 観光客需要を積極的に獲得する為の備品倉庫改装による席数増加

岡山県 株式会社ＵＲＡＲＡＮ 3260001030505 ホームページリニューアルによる新規顧客の獲得と非対面化の実現

岡山県 株式会社小町メディカルグループ 7260001016483 整体治療セルフトレーニングオンラインによる販路開拓

岡山県 佐々井建設 － 一味違った高品質な空間を提供するために当社ができること

岡山県 株式会社アップステアーズ 4260001029042 新規ＷＥＢサイトによる空き地活用コンサルの認知拡大

岡山県 株式会社なんば建築工房 9260001014287 新規顧客獲得に向けたカタログ刷新により事業向上を図る！

岡山県 有限会社キイデンキ 7260002017588 電化リース顧客（特に、エコキュート・ＩＨクッキングヒーター）の販路開拓

岡山県 北川マリン － 金物加工事業の強化による売上拡大

岡山県 ギフトショップ太陽社 － コロナ時代適応の「安心して故人を偲ぶ安全な自宅葬」の提供

岡山県 ｈａｎａｉｒｏ － 心も身体も自分でデザインするフラワーエッセンスＥＣサイト構築

岡山県 ＲＡＶＩＳ　ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ － コロナ禍における心身の癒しと安心・安全なお店でのサービス提供

岡山県 ＬｉＬｉｕｍ － 心身・お肌の疲れをとり、免疫力を向上の為のメニュー追加と増客

岡山県 せやま治療院 － ＫＹＴによる安心のぎっくり腰・腰痛・寝違え即効療法の提供

岡山県 株式会社潤禾 1260001033732 ボタンとボタンホールで個性輝くジーンズブランド開発と中国進出

岡山県 株式会社ＨＴＢ 6260001023984 筋力強化とリラグゼーションの融合によるパーソナル・トレーナー

岡山県 有限会社タカタ 5260002019974 ゴム貼装置付き設備の導入による新規商材への対応力と競争力強化

岡山県 有限会社岡山県食 1260002022420 新商品製造と既存商品の販売強化と販路拡大による事業継続

岡山県 株式会社太陽 5260001017789 ホームページ及びＣＭ製作による地域に根付いた企業構築の推進

岡山県 ＴＡＩＴＡＩ家 － コロナ禍の影響を打破するための集客アップ大作戦

岡山県 島宿三虎 － 最高の島時間を提供するためのリノベーション事業

岡山県 株式会社ナルテック 5260001017847 温水高圧洗浄機の導入により、中古機械の整備作業環境の改善

岡山県 株式会社ワンズゴール 2260001024573 紙媒体の電子化による企業とのヒアリングや商談の効率化及び販路拡大

岡山県 Ｈａｉｒ　ｐｌａｃｅ　Ｏａｓｉｓ － ヘッドスパサービスで新規顧客及びリピーター率のＵＰ

岡山県 株式会社Ｆ 6260001029156 常時肉フェス！インスタグラムで焼き肉の魅力をＰＲ

岡山県 松井　浩之 － 既存の窯改良による商品力強化による販路開拓事業

岡山県 横山綿行株式会社 1260001021729 修繕等ＰＲチラシ作成及び周知による集客効果・新規顧客獲得

岡山県
喫茶心温とはり・きゅう・酸素ボックスいつ
つのき

－ 自社「身体に優しいサービス」の情報発信強化による集客拡大

岡山県 総社土地開発株式会社 5260001015941 相続不動産相談センターの新設および販売促進の実施

岡山県 有限会社ティー・エス・シー 8260002023858 生コンを周知し、世間のお父さんのＤＩＹニーズに対応する
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岡山県 株式会社岡本工業所 4260001015827 ドローンで点検「屋根見守り隊」災害から地域の屋根を守りたい！

岡山県 黒川商店 － 地元産品や地紅茶を活用した、観光客向けカフェ事業

岡山県 有限会社備中路 9260002027313 「スポーツ合宿者の利用拡大に向けての挑戦」

広島県 Ｂ－Ｂ － 感染対策徹底し、子供が楽しく通える理容室の新規顧客開拓事業

広島県 株式会社パークサイドホテル 1240001017753 顧客ニーズへ対応したＨＰ改修、動画、ＳＮＳによる販路開拓

広島県 ＩＯＴ‐ｃｏｎｎｅｃｔ株式会社 5240001056277 定額プラン及び家族利用を促す為のＰＲにより新規顧客開拓の実施

広島県 八丁堀接骨院 － 「強みを活かせる施術への絞り込み×広告宣伝強化」で販路開拓

広島県 三原福祉サービス株式会社 4240001040026 「コロナ共生時代の快適住宅改造事業」

広島県
ゆかいさぽーとストレスマネジメント研究
所

－ ストレスケア個人セッションに関するチラシ作成等による販路拡大

広島県 ＣｌｅａｒＤｒｏｐＨｅａｌｉｎｇＳｐａｃｅ － 鍼灸サービス開始のための設備充実と新規顧客開拓事業

広島県 株式会社サンドアーズ 4240001020944 Ｗｅｂ広告で共同開催セミナーと新規事業の広告出稿で販路拡大！

広島県 ビイアルファ株式会社 4240001014780 新しく開発したポイントシステム認知度アップのための施策

広島県 株式会社中央 1240001006888 新規獲得及び顧客内シェアーアップ事業

広島県 ＳＨＥＢＡ　ＣＡＦＥ － グラノーラ商品のインターネットを活用した販路拡大事業

広島県 有限会社玉野 5240002010159 テイクアウトにも対応できる店舗・厨房の整備とそのＰＲ活動

広島県 行政書士あき法務事務所 － 外国人の在留ビザの集客アップＨＰ・オンライン相談・認知度向上

広島県 まん○寿司 － 看板設置で新規顧客開拓、すしの文化と歴史を伝承！

広島県 瀬戸内彩食いづみ － お客さまに優しい個室へのリニューアルと広報活動で売上増を目指す

広島県 心愛 － ムービーを活用した「ひきこもりで訪問型自立支援サービス」ＰＲ

広島県 居酒屋そらきゅう － 新商品、広島熟成鶏コラーゲン鍋のネット販売開始で新規顧客開拓

広島県 インディバサロン燈 － ニーズの高い痩身メニューを充実させる為の体制整備で顧客開拓

広島県 株式会社セイキ 1240001005337 ホームページ開設による新商品の販路開拓と新規顧客獲得

広島県 Ｓｑｕａｒｅ　Ｓａｌｏｎ － ＨＰ開設、及び痩身・美顔複合機での顧客開拓

広島県 株式会社ＢＬＵＥ　ＧＲＩＤ 7240002023324 「自然素材×注文設計の家」で新築戸建事業への参入

広島県 有限会社ヤマウチハウス 6240002017095 土地活用コンサルティングＰＲに向けたＷＥＢサイト制作事業

広島県 ビーワークス株式会社 4240001056096 コストを削減し適正価格で最新技術による個人宅の外壁塗装を開始

広島県 株式会社しろがねや 5240001044656 ホームページ＆動画＆チラシの利活用で３年後売上１４０％アップ

広島県 合同会社コーラル・ライフ 6240003003499 自社ブランド＂うぶぶ＂製造内製化・広告宣伝による販路開拓

広島県 合同会社Ｓ．Ｉ．Ｃ 4240003004508 コロナ禍によるテイクアウト商品の効率化

広島県 ＭＩＫＯＴＯ － 環境対策事業「強アルカリイオン電解水ＰＢ商品の開発と販売促進」

広島県 有限会社賀茂クラフト 3240002027443 ＢｔｏＢビジネス中心からＢｔｏＣビジネスの追加で売上増加事業

広島県 ネットファム株式会社 4240001019549 「仏旅行会社向け訪日旅行における体験プラン予約サービス」

広島県 株式会社常翔 8240001037035 事業領域拡大による販路開拓　インターネットで自社の強みを発信

広島県 株式会社ゴールド・ミノー 7240001019620 オンラインショップとリモート鑑定できる新ＨＰ制作

広島県 株式会社おてらパートナーズ 6240001047424 ＷＥＢサイトと印刷物の連動によるサービス認知と販路・売上拡大

広島県 ｅ－ｎａｉｌ － シニア世代へネイル体験ギフトのＰＲ、ネイルケアで認知症予防提案
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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４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 マルチコローレ － 広島では珍しいヘッドスパメニューの豊富な美容室へシフト

広島県 株式会社文華堂 6240001012799 オリジナル切抜名刺の提案力強化の取組み及び店舗設備改装の実施

広島県 ユー．クリンネス － 個人客獲得のためのインターネットとチラシを活用した販路開拓

広島県 ｃｏｃｏｎ － ４０～５０歳代をヘッドスパ、フェイシャルで新規顧客開拓！

広島県 西広島ショートコース株式会社 6240001018672
顧客ニーズに対応したトイレ内非接触型自動水栓及び温水機能追加による
販路拡大事業

広島県 Ａｔｅｌｉｅｒ　ＵＮ… － 新たな施術可能な環境に向けてシャンプー台の設置し販路開拓実施

広島県 株式会社ＬＥＭＯＮ 6240001055220 ＳＮＳ・インターネット世代を中心とした販路開拓

広島県 フルオブライフ － 不登校児・発達障害児の受験に特化したコースの開発・販路開拓

広島県 合同会社プロジェクト２１ 2240003004542
統合失調症・発達障害・不登校の児童生徒への学力向上支援事業　対顧客
向け名称：「私だけの学習の時間」

広島県 くごうはりきゅうマッサージ － ホームページ改修および出張サービスでの販路拡大事業

広島県 株式会社ＬＬＬＤ 4240001056674 「学びの場ＬＬＬＤ」新規開校に伴う顧客開拓・認知度向上の取り組み

広島県 藤重大樹建築設計事務所 － ３ＤＣＡＤ（ＢＩＭ）導入による契約率ＵＰと販路開拓

広島県 ｔｏｕｋａ － 「ｎｕｕ（ヌウ）」キットの商品開発、販売

広島県 株式会社ａｍｉｃｏ　ｄｅｓｉｇｎ 6240001041253 脱・下請けのための、ホームページと広告による顧客開拓事業

広島県 株式会社カルシャカ 9240001046844 テイクアウト強化・ネット活用・店舗改装による新規顧客開拓

広島県 株式会社ジテック 7240001052522 ３Ｄモデリングカメラ導入によるＥＣサイト構築強化事業

広島県 中村　和恵 － 新サービスの販路拡大を目的にしたＨＰ・リーフレット、チラシの作成

広島県 ｋｉｋｉ鍼灸整骨院 － 機器導入による美容新サービスで販路開拓

広島県 西ひろしま整骨院 － ＥＭＳを活用したトレーニングサービスにより新規顧客獲得

広島県 Ａ．Ｍ　レーザーメイド － お客様ニーズに対応した商品提供のための設備の購入とＰＲ

広島県 Ｍ４ｃｏｍｐａｎｙ － 広島産のテントサウナの販売とレンタル事業

広島県 アグリスタデザイン － 顧客獲得とサービスの発信を担うホームページの作成

広島県 オーサム － 地元客等、新規顧客開拓に向けての当店広報と製造量増加への対応

広島県 株式会社ネオホームズ 9240001053304 広告媒体の増加による反響ＵＰ・受注ＵＰの取り組み

広島県 あわい総合法律事務所 － 看板設置、パンフレット作製、ＨＰ改定による販路開拓事業

広島県 株式会社環境クリエイト 8240001057231 シャットノクサスミニ購入とホームページ作成

広島県 有限会社刺しゅうの店ますだ 6240002007600 刺繍のオリジナル作品をネット販売し新規顧客開拓

広島県 Ｃｈｅｚ　Ｌｏｕｉｓｅ －
「脱敷居の高い店！」を目指し、誰もが気軽に利用できるフレンチレストランへ
移行計画

広島県 株式会社ｉｚｚ 8240001047653 看板やチラシ等での新規顧客開拓と障害者への取組事業

広島県 株式会社ハコジム 5240001051162
新サービスの非対面トレーニングサービスの認知拡大による新規顧客の獲
得

広島県 株式会社長崎屋 6240001007832 長崎屋マルシェの開設・販路開拓

広島県 株式会社アメリカンドリーム 4240001000599 新規オンラインプログラムＰＲのためのＨＰ改修及びＷＥＢ広告実施

広島県 Ｇｒｉｄｄｌｅ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　ＭＡＩ － テイクアウト・ケータリングサービス開始周知に合わせたＨＰの改修

広島県 合同会社宮崎塾 4240003003385 プロモーション動画による高校数学ⅠＡⅡＢ指導者向け教材のＰＲ

広島県 Ｒａｋｕｏｌｉ（ラクオリ） － 広報強化と機材の充実による顧客獲得とブランド向上

広島県 株式会社プロテクター 5240001039232 オリジナルユニフォーム作成サービスの拡充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４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 株式会社壱番館 6240001038506 自社ＷＥＢページのリニューアルによる販路拡大と宣伝力強化

広島県 有限会社小林鈑金塗装 7240002050533 個人のお客様獲得のためにＨＰ構築と看板設置による認知度向上

広島県 ポートカイロプラクティックオステオパシー － 治療が必要な患者さんへ情報を発信するＨＰの構築による販路開拓

広島県 株式会社ピー．ワン．ロード 3240001038459 愛犬も飼い主も負担減少で満足度向上ボックスドライヤーの導入

広島県 合同会社山重電気工事 8240003004941 店舗・倉庫改修による円滑な接客・商談環境の改善と整備

広島県 Ｔｅａ　Ｒｏｏｍ　リオ － 看板の新設による店舗の視認性向上・潜在顧客の獲得計画

広島県 株式会社タジサス 4240001053762 新聞折込によるリセッターカットサービスの周知ＰＲ

広島県 小田印房 － 最新印章彫刻機を導入した土産商品の短納期化による新規顧客開拓

広島県 株式会社Ｒ．Ｔ 6240001053810 空きスペースを利用したフォトスタジオ新設による販路拡大

広島県 ドローンテックＹｏｓｈｉｍｕｒａ － 畑への農薬空中散布サービス実施による売上・収益拡大事業

広島県 株式会社ペアーレれんがどおり 8240001040484 新たなターゲットへのオンライン講座販促事業

広島県 有限会社点心 7240002033439 元祖呉冷麺「珍来軒」のスープを使ったドレッシング拡販事業

広島県 有限会社大江自動車 2240002035381 高度なスキャンツール導入による次世代自動車整備の販路開拓

広島県 社会保険労務士法人スペース 3240002033120 クラウド導入支援・ＷＥＢ相談事業周知のためのホームページ制作

広島県 株式会社せとみ 1240001046760 小中規模宴会事業、総菜販売等事業周知のためのホームページ製作

広島県 プラスオン － ＥＣサイト開設とコンサルティングによるＷ事業による販路拡大

広島県 松村プリント － 自動販売機によるＴシャツ等オリジナル商品の販売

広島県 有限会社石田薬局 8240002032142 若い世代の利用しやすい店づくりによる新規顧客の獲得

広島県 株式会社ＡＢＩＬＩＴＹ 7240001056705 児童発達支援事業新設に伴う集客プロモーションと感染予防対策

広島県 ワイオリファーム － 油圧ショベル導入による生産効率化と野菜及び菓子製造の販路拡大

広島県 お好み焼き・鉄板焼き　まん太郎 － 看板設置及びチラシ配布による新規開業店舗の認知度向上事業

広島県 株式会社ＶＡＮＶＡＮ 9240001046786 静電塗装の導入による更なる品質向上及び売り上げ獲得

広島県 株式会社常盤家具 1240001052676 オーダー品対応のＥＣサイトによる直販体制強化

広島県 合同会社Ａｃｈｉｅｖｅｍｅｎｔ 5240003004688 コロナ収束後のスタートダッシュ！　集客増大　店内改装

広島県 株式会社エムケイエス 8240001017978 自社ＨＰ開設、ＳＮＳ連動、広報活動、商品やサービスのＰＲと販路拡大

広島県 瀬戸内デニム株式会社 5240001503076 新作デニムカーテン開発等による販売促進プロジェクト

広島県 有限会社キタムラ商会 8240002040186 デパート、商社等の展示会を増やして今治タオルの販路の拡大

広島県 株式会社伸和建工 5240001030991 ホームページ作成および看板設置による新規顧客獲得

広島県 山崎機工株式会社 9240001032448 精密切断機導入による新サービスの展開で売り上げ拡大を目指す。

広島県 Ｏｒｇａｎ合同会社 3240003002082 炭酸泉を活用した新メニューヘッドスパと年間会員方式の新設

広島県 株式会社ビュートリス 9240001035260 自社ＨＰ作成・ネットショッピングサイトとの連動による販路拡大

広島県 さくらの整骨院 － ＨＰリニューアルによるサービス・認知度向上と新規患者の獲得

広島県 林田工業株式会社 1240001031721 ＨＰを作成し新事業をＰＲすることで新規顧客を獲得する

広島県 株式会社ｈｉｔｏｈｉ 5240001055171 ホームページの改修とパンフレット作成による新規顧客開拓

広島県 Ｊｅｐｕｎ　ジェプン － ホームページ開設によるアロマテラピーの情報発信と新規顧客獲得

広島県 なないろ整骨院．鍼灸院 － 新規ＨＰ作成による新規患者獲得により売上を伸ばす
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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４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 奥田自動車 － ①当社の思いや考えの『見える化』の推進！

広島県 吉原写場 － 第２スタジオの新設による撮影稼働率の上昇に伴う販路拡大

広島県 Ｐｕｚｚｌｅ － オリジナルブランドの立ち上げと新顧客の獲得

広島県 やまとのおおばんやき － 店舗認知度、来店頻度、夏季売上アップ施策

広島県 ユニフェル － コロナ禍での営業力強化のためのホームページ開設と看板の設置

広島県 橘被服株式会社 8240001034305 警備服の国内工場生産を開始し販路を拡大する

広島県 灰原ゴム工業株式会社 7240001034355 高性能商品をＰＲできる店舗改装による新規顧客の獲得と売上ＵＰ

広島県 光成保険事務所 － 入口のバリアフリー化と店内改装で高齢者に安心・安全な店舗作り

広島県 株式会社武山林業 5240001034825 危険木伐採業務のＰＲによる新規個人客の取り込み

広島県 株式会社アマデン工業 8240001051696 感染対策として光触媒抗菌コーティング事業による新規販路開拓

広島県 株式会社三次会館 1240001042074 葬儀相続に関するワンストップサービスの構築とＷｅｂ情報発信

広島県 サロンド・サカエ － 超後期高齢者時代に沿った高齢者に沿った高齢者に優しい美容室づくり

広島県 永井建具店 － 熟練の職人による匠の技術をその目で！来店型ＰＲによる売上アップ事業

広島県 Ｍ・ｓａｌｔｏ － 「困ったを良かったに」機械検査サポート強化事業

広島県 三国酢造株式会社 1240001028445 「貰って嬉しい」・「贈って楽しい」＂ワクワク感＂で販路強化

広島県 工房大知Ａ＆Ｙ － 特許を取得している釣具のネット販売強化と新製品の開発による売上増加

広島県 オロシバＪａｐａｎ － 潜在客・見込客の取り込みと、自社ブランドの販売強化による販路拡大

広島県 有限会社朝比奈屋 6240002049700 郵便局のタウンプラスを活用した新鮮な「つき立て米」の販路開拓

広島県 竹鶴酒造株式会社 2240001037288 歴史・伝統・風土が産んだ日本酒を紹介するホームページの開設

広島県 ムーラン株式会社 5240001057317 地元の観光資源と融合した新商品開発とＥＣサイトで販路拡大

広島県 ＫＡＭＯ学習企画株式会社 4240001045553 会員作成動画利用ホームページによる販路拡大とＩＴ企画強化事業

広島県 ワミレスサロン西条Ｒｏｓｅ － マスクトラブルのケアの強化とセルフネイルの導入による顧客獲得

広島県 有限会社和光葬祭 6240002028662 訴求力を強化し「寄り添った葬儀」をご提案する

広島県 ＳＯＡＮ　Ｈａｉｒ． － ３０～４０代の子連れ女性をターゲットとした店舗改装

広島県 コタコット株式会社 8240001053387 ホームページ開設と新メニュー紹介パンフレットの配布で売上増加

広島県 スタンド　フローラ － 新サービス提供体制の構築と雇用維持を実現する事業

広島県 木々写真室 － 屋外撮影ブースの設営

広島県 株式会社ＳＨＥＥＰＳ 6240001050931 特定技能外国人の育成、囲い込みによる新たな市場の開拓

広島県 おそうじ本舗東広島西条駅前店 － 新サービス導入による顧客定着化と売上増加計画

広島県 みやがわ － フルーツ用冷蔵ショーケースの導入

広島県 やきとり　歩乃ぼの － 若者向け新メニューの開発と業務効率化、情報発信

広島県 Ｊａｍ － 新たな宣伝活動にチャレンジし、サロンのＰＲを強化する

広島県 エステｓａｌｏｎ　ａｇａｔａ － ３０代女性に選んでいただけるエステ整体サロンリニューアル作戦

広島県 おばんざいラウンジ友部 － お店の情報を発信することで、新規顧客獲得を目指す！

山口県 株式会社田村工務店 3250001016554 チラシ広告とホームページ作成による見込み客開拓事業

山口県 株式会社イリイチ食品 8250001005115 チューブ式の無添加明太子ばらこ製造による販路拡大
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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４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

山口県 美騎建築 － 新規顧客獲得のための自社ＨＰ・看板・チラシの作成

山口県 株式会社ＫＭＫ 8250001018380
事業発展ストーリーＢＯＯＫを使った自社ＨＰ作成による新ターゲット囲い込み
事業

山口県 平川司法書士・不動産事務所 － 業務効率の飛躍的向上と新規顧客獲得のための情報発信事業

山口県 株式会社ＬＯＶＥａｎｄＰＥＡＣＥ　ＬＴＤ 8250001002863 ネット販売・予約の導入と顧客導線の改善・効率的な販売促進

山口県 有限会社岡部造園 3250002000301 家庭設置型ペット墓（ペットグレイブ）の開発・販売

山口県 メディカルサロンＫＩＲＥＩ山口店 － ランディングページで集客強化！男女ともに愛されるサロンづくり

山口県 エイワンオート有限会社 4250002000267 オンラインを活用したサービスの拡充による新規顧客獲得

山口県 Ｈａｉｒｓａｌｏｎ　Ｓｗａｌｌｏｗ － 県内屈指のパーマ技術師による『綺麗×扱いやすさ×美髪』の実現

山口県 ポルタ・アル・マーレ － 地域Ｎｏ．１イタリアン料理店の憧れシェフ直伝の料理教室！

山口県 オーシャン・ブールバード － 音響設備のデジタル化による販路開拓及び顧客の囲い込み

山口県 株式会社周防工務店 3250001009541 不整地運搬車の導入による民間工事等への販路拡大

山口県 井上登記測量事務所 － トータルサポート事業拡大のためのホームページ開設等の取組み

山口県 有限会社さくらクリーニングサービス 9520002018032 ＳＮＳやメニュー英語化による米国人クリーニング需要の新規開拓

山口県 がってん承知之助 － 新たな事業展開「ボードゲームカフェ」の運営による新規顧客獲得

山口県 株式会社ＡＬＤクリエイティブ 7250001018621 岩国市初ワンストップサービスによる新規顧客獲得

山口県 株式会社井上佛工所 1250001003926 自家製仏壇や家具調仏壇および仏壇修理の認知度アップで顧客獲得

山口県 中原商店 － 地元道の駅等で人気のしらす・かえり加工品のネット販売体制構築

山口県 ＢＬＡＮ－ＣＯ　ＨＡＩＲ － 店舗改装で、スタイリッシュな「本物志向」の新規顧客を獲得する

山口県 愛輝工業 － 工程の機械化で余剰時間を生み出し新たな販路を開拓

山口県 Ａｊｕｌｉｅ － 山口から全国へ！地元中小企業の「広告戦略パートナー」になる！

山口県 ｓａｌｏｎ成ゆ －
介護と美容を融合した「介護＆美容サービス」の充実のための店内改装とシ
ステムの確立

山口県 周南軽運送 － 抗菌・抗ウィルス車両の整備及び生活支援物流事業参入
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