
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７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 合同会社Ｈｏｎｅｙ　ｃｏｒｅ 5270003000791 コンテナハウス設置による宿泊スペースの拡大

鳥取県 株式会社サワ 5270001007145 ホームページ開設と広報強化で新規顧客を開拓し下請け工事からの脱却

鳥取県 カスタムバイクショップボヤージュ － ＥＦＩ診断システムの導入による、オートバイ修理業の販路開拓事業

鳥取県 株式会社リプラス 1270001007454 総合コンサルティング業務への転換

鳥取県 ビッググロウス株式会社 7270001006839 自社ブランド認知度アップに繋げる販路開拓と情報配信

鳥取県 Ｓｃｈｕｂｌａｄｅ －
オンラインと対面の双方でニーズ答える仕組みづくりによる売り上げ利益向
上事業

鳥取県 株式会社ＨＩＲＡＧＩ 1270001008163 ＳＮＳを介した処方箋受け取り予約による売上・利益の向上

鳥取県 株式会社ユイリング 8270001006094
「経営環境に基づき策定した新規サービス（水素吸入サービス）取組みによる
新規顧客獲得・顧客単価増加に伴う売上・利益向上事業」

鳥取県 アサイ理容店 － ヘッドスパメニューの導入によるお客坂快適空間の実現

鳥取県 Ｂａｌａｎｃｅ － ヘアケアに特化したサービス展開と高齢顧客に配慮した店舗作り

鳥取県 有限会社田口自動車 7270002010377 ＨＰ作成による広告宣伝強化と作業スペース拡充による業務効率改善

鳥取県 有限会社鶴乃觜 7270002010427 全国の「良い食品」お届け体制整備による卸売の販路拡大

鳥取県 株式会社新喜建工 4270001005463 解体工事後の混合廃棄物分別処理のプロとしての認知度向上事業

鳥取県 シビック － ホームページとＷＥＢ配信を利用した販路開拓による生産性向上

島根県 株式会社リバティソリューション 5280001006476 従来の自動排泄処理装置を大幅に改良した新製品の宣伝広告

島根県 米村家／喜庵 － 一定の距離を保ちながら展開する有料ガイド事業、お茶体験事業

島根県 株式会社南波商店 1280001008591 調色機の導入による塗装仕上がりの向上と新規取引先の開拓

島根県 Ｌｅ　ｃｈａｉｎｏｎ － 知名度向上のための情報発信力強化

島根県 カランカラン株式会社 3280001006866 水まわりの「困った」を笑顔にする大作戦

島根県 － キッチンカ―出店先販路拡大のための宣伝・広告事業

島根県 有限会社マルカイ 8280002002224 良質な海苔をお客様の所へ届けるためのパンフレット改善事業

島根県 有限会社井原建設 6280002000254 自社ホームページのリニューアル

島根県 ぷーしまイングリッシュ － 高品質のＹｏｕＴｕｂｅ動画制作による新規顧客の獲得促進

島根県 ヘイ子 － 山陰の魅力を盛り込んだ子育て世帯向け電子書籍の制作

島根県 有限会社サエキ 5280002008298 自社オンラインショップの販売強化

島根県 山陰海宝水産 － パッケージデザイン及びホームページ構築による新商品の販路開拓

島根県 アイレック株式会社 4280001003540 ＨＰリニューアルによる売上拡大並びに業務効率化と人材確保事業

島根県 有限会社米原画材 9280002006819 多様な絵画教室の開催による絵画人口向上と売上拡大実現事業

島根県 びはつやねすと － 地域初！和漢彩染ＵＦＢカラーで販路開拓

島根県 有限会社池工作 2280002007030 精密平面だし作業の省力化による作業効率の向上

島根県 株式会社三洋不動産 9280001005020 ダイレクトマーケティングに向けたＷｅｂサイトの刷新

島根県 有限会社文華堂 1280002010258 文房具がもたらす豊かな世界を表現・提案するホームページの開設

島根県 サロンくつろぎ － 健康志向が高まる中、酵素風呂導入による新施術の提供

島根県 ＪＡＶＡ　Ｓｈｅｅｔ　Ｍｅｔａｌｓ － 省力化機械の導入による生産性の向上により販路拡大

岡山県 吉備学習システム販売株式会社 5260001001999 ホームページのスマホ対応など機能拡充による売上規模拡大

岡山県 リラク・エステサロン　ＨＡＲＵ － コロナ禍こそプライベートサロンのサービス強化と集客アップ方策
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岡山県 Ｍｕｌｌｅｒ － ブランディングとＳＮＳによる販路開拓とコロナウィルス感染症対策の充実。

岡山県 ＳＷ株式会社 3260001031073 女性専門の就職コーディネーター業のブランディング

岡山県 株式会社アール物流 5260001032508 ＷＥＢサイトによる既存顧客受注領域の拡大と新規取引先の獲得

岡山県 マニッシュヘアー － 「頭皮ケア」サービスの導入による客単価向上と新規顧客獲得

岡山県 株式会社西日本ケミカル 6260001027028 新商品を売り出し、顧客数の倍増に向けたホームページの刷新。

岡山県 Ｉｄｅａｌ － 「貴方に最適な髪質、頭皮メンテナンスを」広げる広報戦略

岡山県 株式会社宮脇商店 3260001006546 【新規ターゲット向けの商品開発及びＥＣ販売の強化】

岡山県 株式会社玉龍 5260001011593 女性に優しい個室系焼肉処への招待

岡山県 ヒューマンヘルスアカデミー研究所 － 岡山県産モリンガの販促強化による、ＢｔｏＢ販路の開拓

岡山県 ｆ－トータル有限会社 3260002014779 高度な検査と顧客にあった提案をＴＶＣＭで訴求する。

岡山県 匠の肉 － 『サブスクリプションの新規客獲得』と『ショッピングモール出店』

岡山県 ラ・プラス株式会社 5260001035915 オンラインを活用した経営支援の総合商社サービスＰＲで売上向上

岡山県 株式会社オークラ 2260001001408 ホームページ活用による非対面販売と販路拡大

岡山県 Ｂｅｌｌｅ美 － シミ取り機械の導入による競合店との差別化と売上の増加事業

岡山県 株式会社かどや 3260001025991 ＳＮＳ・動画を活用したコラボメニューのＰＲ強化による売上向上

岡山県 Ｕａｌｅ株式会社 8260001035805 クラフトビールのテイクアウト販売による売上向上

岡山県 フィカムスタジオ － 新たに始めるペット撮影サービスの販売促進強化による売上向上

岡山県 チームインヴルサ － ステージの総合プロデュースの完全内製化

岡山県 株式会社ＤＥＳＩＧＮ．ＬＩ．ＶＥ． 9260001027883 自社開発の新商品ＰＲおよび自社商品販売の販路開拓事業

岡山県 株式会社西日本トップサービス 9260001008850 介護施設向け特定技能外国人材紹介の促進

岡山県 いわゐ荷札印刷株式会社 1260001000575 マグロ冷凍保管荷札による新規顧客の獲得と生産性の向上

岡山県 大森塗装 － ＨＰを作成しリピートの声や施工例を盛込んで個人受注の拡大

岡山県 株式会社グラムス 7260001030245 新築注文住宅事業「ｂｒｏｏｍｓ」の展開

岡山県 手鍼ＳｈｕＨａＲｉＩＧＯ － 「産後骨盤矯正」の販路拡大を狙った広告媒体の強化計画

岡山県 相模物産有限会社 9260002004337 店舗周知と美容ソリューションの提案による生産性の向上

岡山県 Ａｎｄ　Ｌａｂ　Ｆｉｔｎｅｓｓ株式会社 8260001035202
新サービス導入に伴うホームページリニューアルとＰＲのためのＷＥＢ広告の
実施

岡山県 フルーツ　パーラー　オザキ － 夏に向けての無添加フルーツを主とした新商品開発。

岡山県 モイスティーヌ藤崎サロン － 水素吸入機導入による、「美容」×「健康」を提供するサロン経営

岡山県 株式会社Ｌｏｃａｌｓ　Ｍａｒｋｅｔ 2260001036016 テイクアウト、県内外出荷用のオリジナル瓶ビール製造

岡山県 ゆう整骨院 － 女性向け自費診療集客のホームページを作成し新規顧客開拓を図る

岡山県 ＱＯＬ － メインメニューと同時進行で行える新サービスの技術習得と提供

岡山県 小松屋株式会社 6260001034577 『聞く力』アピールで販路拡大を図る自社ホームページと看板

岡山県 株式会社創拓 9260001007927 低層アパートをターゲットに絞った大規模修繕事業への参入と周知

岡山県 株式会社最上工業 9260001028865 鉄筋結束機の導入及び看板も兼ねた塀の設置で生産性向上

岡山県 リエンス　ヘアデザイン － 待ち時間短縮による顧客の満足度を向上し、新規顧客開拓を目指す

岡山県 有限会社竹正 5370002012191 百貨店の物産展イベントでの出店販売並びに売り上げ獲得事業
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岡山県 千道株式会社 9260001027454 個人向けオンラインコーチングとファスティングサービスの展開

岡山県 株式会社鏡月 2260001026677 「新たにヘアカットを提供し、男性もターゲットに売上向上を図る」

岡山県 Ｅｃｌａｎｇｅ － オンラインによる美肌スキンケアレッスンにより売上向上を図る

岡山県 ＢＡＢＹＭＡＭＡ　さいかわ整骨院 － 新たな産後ダイエット指導及び関連商品販売により売上向上を図る

岡山県 Ｂｒｉｃｏｌｅ － 日本料理と民藝を組合せた新たな観光資源の創出と販路拡大活動

岡山県 橋本防水工業有限会社 8260002020450 会社ホームページの効果的な活用と営業力の強化による販路拡大

岡山県 株式会社ラディアボディ 1260001024392 自社ＨＰリニューアル及び自社ブランド商品開発による販路拡大

岡山県 ａｇｅｔｅ － 最新パーマ機とカウンセリングによる「期待を超える感動」の提供

岡山県 株式会社フロンティア 6260001034949 自社ＰＲ強化による販路拡大と、事務所改装でイメージＵＰ計画

岡山県 ニクコマ － ホームページを活用した新規集客と、テイクアウト事業。

岡山県 ｒｅ　Ｂｏｎｅ － 機械設備の導入と集客媒体を活用し新規獲得と売上アップを目指す

岡山県 ＬＡＳＡＬＩ － 魅力ある電子版商品カタログを作成し、自社ホームページで販売

岡山県 ｋａｍｅｙｏ － 日本の台所から使い捨てをなくす「かやふきん・さらし生活」

岡山県 サンデーガレージサダ － 【高性能スキャンツールの導入】

岡山県
株式会社フリースタイルエンターテインメ
ント

6260001027085 芸能事業部（アイドル事業）ホームページ作成による新規顧客獲得

岡山県 家庭教師のアスピレーション － 新設の私立中学特待生取得コースの宣伝広告による売上向上を図る

岡山県 有限会社北山寿元堂薬局 7260002017555 パッケージ搬入で県外での販路拡大を目指す

岡山県 倉敷まちなみ食堂　アカネイロ － ランチのコース料理提供による客単価向上と店内環境整備

岡山県 株式会社想建 5260001035485 元請け企業になるためのＨＰ作成による受注体制の確立

岡山県 有限会社日総 4260002020314 ブランディングと売り上げ拡大のためのＨＰリニューアル

岡山県 株式会社モコガレージ 8260001023181 事務所看板取替設置と診断機導入による新たな車検顧客の獲得

岡山県 大衆肉酒場いぶし銀 － 津山の伝統的郷土食＂牛肉料理＂の冷凍食品開発による販路拡大

岡山県 Ｓｔｅｌｌａリン － エクステリア専用ＣＡＤの導入による精度の高い図面提案で販路拡大

岡山県 － アットホームな「くつろぎ空間・貸切りカフェ」の提供

岡山県 ジーテク株式会社 5260001020999 高精度・短納期を可能とした生産体制と連携帯による販路開拓

岡山県 株式会社兵恵建設 3260001020159 ホームページ刷新による販路拡大及び新規顧客獲得事業

岡山県 まちのピザカフェ水のや － 飲食サービス回転率向上によるマイクロツーリズム需要獲得

岡山県 有限会社いのうえ企画 8260002030111 あらゆるゴルファーのニーズに対応できるゴルフ工房

岡山県 ｕｔａ　Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ． － お客様の癒しと満足度アップを目指す、店舗改装の実施！！

岡山県 トリミングハウスらんらん － ブリーダー業への進出とトリミング業の効率化と生産性向上

岡山県 有限会社竹内製作所 9260002028708 キッチンカー＆フードトラック等移動販売車両需要の獲得

岡山県 Ｓａｌｏｎ　Ｍａｒｉｅ（サロンマリー） － ＨＰリニューアルにより化粧品オンライン販売で売上拡大

岡山県 ヘアーサロン　タカタ － 安心・安全なお店作り！！お客様に癒しの場を

岡山県 有限会社サンライト 8260002028452 スマホ世代をターゲットとした総合広告代理店への転換

岡山県 津山日本消防機具株式会社 9260001020005 使用期限超過消火器への注意喚起と買換えによる一般顧客販路拡大

岡山県 有限会社アド・デザイン 8260002027652 ロゴアニメーション事業ＰＲ事業
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岡山県 介護タクシーうえんど － 高齢者の『足』！自由に外出できる事業で販路開拓と顧客の笑顔づくり

岡山県 オーボエリード　アトリエ　ＫＯＺＵＫＩ － 一人ひとりに合ったオーボエリードの販売促進

岡山県 ｓｔｅｌｌｉｎａ － 【広報ＰＲの強化】

岡山県 株式会社ニシケンコーポレーション 2260001036123 自社機保有による施工基盤の強化

岡山県 フジワラ塗建 － 他社には無い塗装業をチラシで宣伝してホームページ作成での集客

岡山県 ＣＡＭＩ　ＯＫＡＹＡＭＡ － ハーブテントサウナで集客倍増計画。

岡山県 ＪＡＫＥ － 特殊ミシン導入でハイブランドのサンプル縫製・売上の増大

岡山県 彩里さろん － ヘルスケア関連の新サービスによる売上向上

岡山県 ゼコー株式会社 5260001013747 ホームページによる情報発信とブランディングによる販売促進

岡山県 Ｎａｊｕ－ｌｅ － 女性の心身の健康のためのピラティス・パーソナル・トレーニング

岡山県 クラセン株式会社 5260001036046 通販業者や物流会社に向けた高付加価値な配送付帯サービスの提案

岡山県 蜂縁屋 － 日本文化を取り入れたジャポニズムブランド『縁紋』のＰＲ活動

岡山県 エステ・リラクゼーションサロンｍｏｒｅ － 若年・高齢層へ向けたメニュー提供による新規顧客獲得と売上拡大

岡山県 ティルナノーグ － ものづくりの技術力を活かした手帳事業の強化による売上拡大

岡山県 ＥＮＤＯＲ（エンドア） － Ｂ　ｔｏ　Ｃ　事業展開に向けたＷＥＢサイトの制作

岡山県 有限会社松尾 8260002025425 若手職人育成とＢｔｏＣ販路拡大による会社パワーアップ計画

岡山県 せんた － 移動販売車の導入によるルート販売等で個人客への販売強化

岡山県 株式会社石田製帽 7260001017639 小売りを起点とした移動販売車事業及びファクトリーショップの整備

岡山県 ＬＥＰＯ　ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ － ホームケアサービスの強化による新規顧客の獲得

岡山県 ＭＡＭＡＮ － 北木石の廃材を使用したオリジナルブランド商品の販売強化

岡山県 マルマン商店 － 米穀業における新商品の開発及び販路の拡大

岡山県 株式会社松本 5260001018944 食品容器店との取引強化による飲食店テイクアウトニーズへの対応

岡山県 株式会社坪井商会 4260001015975 高齢者向け新サービス提供における販売促進で売上拡大を目指す

岡山県 なごみグループ合同会社 5260003000776 治療院のコロナ対応強化サービスのオンライン広告で集客力アップ

岡山県 ｓｔｕｄｉｏ５０８ － 脱毛機器の導入による脱毛サービス（セルフ・フル）の新規展開

岡山県 株式会社クレスト 4260001026766 オンライン営業体制構築による造成工事サービスの売上向上

岡山県 有限会社ヒューマンテックヒカリ 3260002023953 新規事業のレーザー加工事業の販売促進による売上向上

岡山県 オーガ － ハーレーダビッドソンに特化したオートバイ整備修理業の販路開拓

岡山県 Ａｎａｎｄａｈ － シニア層に特化したオンラインヨガスタジオ

広島県 株式会社アライバル 5240001025380 販路開拓のためのチラシ及びホームページ等による広告宣伝

広島県 株式会社アズサプランニング 5240001050602 アフターコロナで増加の通行者来店を誘導する室外広告実施

広島県 Ｌｏｕｎｇｅ　万里子 － グルテンフリーお好み焼きの非対面型デリバリー事業

広島県 れいわ治療院 － 動画を活用したパーソナルトレーニングの認知拡大への取り組み

広島県 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｍａｒｋｅｔ　Ｐｒｏｄｕｃｅ 2240001057393 イベント部門拡大に向けたハード整備と新規客開拓の為のＰＲ強化

広島県 株式会社コーセン 7240001043166 ホームページリニューアルにより新築戸建契約数の増加を図る

広島県 株式会社文友 3240001018717 高画質な写真で新規集客アプローチ、トイレ改修で安全安心を提供
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広島県 ＭＡＲＲＹＡＮＮＥ　ＮＡＩＬ － 施術時間短縮のための設備導入と自爪ケアサービスによる販路開拓

広島県 Ｃｈｏｃｏｌａｔｅｒｉｅ　Ｓ － 夏場に向け、売上増加を図るためのソフトクリーム販売体制の整備

広島県 株式会社ライフデザインアルク 9240001050581 ドローンを使った雨漏り調査事業で新規顧客の獲得を目指す！

広島県 ヒロ商店 － 広島のラーメン屋が行う地域産品を使った香味塩の開発・販路開拓

広島県 くま家 － トイレ改修とその改修による新しい客層の収得と販路拡大事業

広島県 株式会社ＦＲＡＳＣＯ 7240001053883 店舗リニューアルロゴの作成、カタログ情報誌、ＳＮＳ広告の実施

広島県 ネイルアトリエシャイニー － 遠赤ドーム・ベッド・サーモカメラの導入で新規顧客の獲得！

広島県 リラクゼーション　スミレ － 高濃度水素吸入サービス投入による顧客の増加と増収

広島県 Ａｇｅ － 新メニュー導入のための設備投資

広島県 おそうじ革命広島東蟹屋店 － ・新メニューの開始とバス広告・ＹｏｕＴｕｂｅ広告を活用したＰＲ

広島県 株式会社東洋ハウジング 3240001017396 『ＴＯＹＯリフォーム館』住設機器のＰＲによる新規顧客獲得

広島県 有限会社カゲイ建装 6240002003707 「おしゃれな工務店」が行う、新たな集客方法による新規顧客開拓

広島県 Ｈａｒｍｏｎｙハーモニー － 自宅で受けられる占いと販路拡大のためのＷＥＢサイト制作事業

広島県 株式会社水野商店 2240001011359 顧客先へのラベルプリンターでの業務軽減の提供で販路拡大

広島県 ｏｔｅ． － 犬用フォトスタジオ「ＰＨｏｔ　Ｄｏｇｓ．」の新設により販路拡大

広島県 エピュレ － 『ワイン販売促進のためのウォークインセラーのリノベーション』

広島県 株式会社ＫＩｗｏｒｋｓ 2240001041934 テレビＣＭによるブランドイメージ向上、宣伝効果による売上アップ

広島県 ティンカーベル － ラテスパによる皮膚トラブルに悩むシニア犬への販路拡大

広島県 ＰＭＡｃｏｍｐａｎｙ合同会社 2240003004609 クラフトビール製造設備の拡充・増産によるファン層の拡大

広島県 株式会社京和 2240001002473 ウェブサイトを活用した顧客訴求力の強化及び新規事業の拡大

広島県 株式会社チェルシー 2240001052840 ホームページの改訂と保育システムの導入により販路拡大

広島県 株式会社響 6240001021593 新ショップ構築による苦境を乗り越える新たな販路拡大

広島県 結ｍｏｖｉｅ － 映像クリエイター育成講座の販路開拓

広島県
女性専用パーソナルトレーニングサロン
ココ

－ 新規顧客獲得のための周知拡大・防犯強化・新メニューの開始

広島県 一心整骨院 － 美顔・痩身の新サービスによる販路開拓

広島県 株式会社住吉屋 3240001005327 当社の強みを若年層等にＰＲ。新規顧客開拓の為のＷｅｂ体制整備

広島県 日本電通システム株式会社 6240001021370 集合型住宅向け通信設備の提案・施工に係る販路開拓事業

広島県 株式会社データワークス 7240001007170 広島から発信！！再生紙の好循環を促す「折鶴乃風」プロジェクト

広島県 西部熱機株式会社 9240001005404 Ｗｉｔｈコロナに伴うチラシ配布による販路開拓

広島県 株式会社橋本商店 6240001008896 新ブランド立上げによる売上のＥＣ比率大幅ＵＰプロジェクト

広島県 株式会社シンショウドウ 6240001012262 自社ビルＰＲサイト制作とホームページの改修による宣伝

広島県 ガレリア・レイノ株式会社 3240001009484 インテリアフレーミングセミナーによる額縁と絵画の販路開拓

広島県 合同会社Ｓｅｓｓｉｏｎ’ｓ　Ｂｒｅｗｅｒｙ 7240003003688 受注増加に対応した業務用ＥＣシステム導入と自社ＨＰの改修

広島県 株式会社ｏｋｅｉｋｏＪａｐａｎ 6240001049965 宮島の新たなお土産商品の開発・販売

広島県 鮨　喰切り　すし久 － 冷凍鯛だしラーメンの販路拡大

広島県 アイザック － 新規顧客獲得に向けた不動産事業開始の為の事務所改装工事事業
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広島県 あすみあ遺品整理株式会社 6240001055732 他社との違いを活かした広告宣伝による一般顧客の新規開拓

広島県 合同会社むらかみ企画 3240003003320 主に慢性腎臓病の方をターゲットとしたメニュー開発とＰＲ　活動

広島県 タスカル － 見積フォーム付きＨＰ設立による新規顧客の獲得と売上拡大

広島県 ピーターウォンヘアー － 周辺地域、近隣住民に向けての新メニュー、新サービスの認知宣伝事業

広島県 株式会社トワメイト 6240001058735 大豆発芽テンペ・発酵コーヒーの商品改良と生産性・業務効率化

広島県 Ｍ２－ＬＩＴＥ　ｃｒｅａｔｉｏｎ － 特殊効果機材導入による照明に限らない幅広い舞台演出手法の獲得

広島県
土地家屋調査士・行政書士濵田一宏事
務所

－ 「測量成果の見える化」の提供を通じた新規顧客獲得・売上拡大

広島県 便利屋・福祉タクシーまこと － 広告宣伝を行い自社サービスの認知度・信頼性を向上させ売上増加

広島県 イトク食品株式会社 5240001037780 シロップシリーズの生産体制向上による受注拡大と販路開拓の強化

広島県 株式会社エイジュン 4240001039431 「光触媒コーティング事業」周知活動による販路開拓・拡大

広島県 株式会社道原塗装 7240001026625 自社ホームページへの広報強化による顧客獲得事業

広島県 合同会社フローリストなかむら 6240003001503 お花の移動販売とサブスクリプションで、新規顧客の開拓

広島県 三洋ガス株式会社 7240001025899 【事業名：製品、サービスをアピールするＨＰ制作、ＧｏｏｇｌｅＭａｐ連携】

広島県 ＨＯＫＥＮ　ＳＡＬＯＮ － キャッシュレス決済専用の自動車保険申込手続きサイトの構築

広島県 株式会社和田造園 6240001035759 造園施工事例を豊富に掲載したホームページで新規顧客の獲得

広島県 有限会社池口精肉店 1240002039284 瀬戸内レモンハンバーグの開発と広告宣伝で売上拡大する事業

広島県 Ｗｈｉｔｅ　Ｌｉｎｋ － アフターコロナを見据えた地盤作り

広島県 有限会社メタルテック 7240002041862 自社の強みを押し出すＨＰへの刷新とその周知による新規顧客獲得

広島県 ＢＡＢＥ － ホームページ新設による認知度向上と新規顧客獲得による売上拡大

広島県 高橋孝行税理士事務所 － 当事務所の魅力を盛り込んだ看板設置による新規顧客開拓

広島県 株式会社ＢｒｉｇｈｔＦｕｔｕｒｅ 8240001055739 引越業のＨＰ・ＬＰ作成、ＭＥＯ対策による知名度・成約率ＵＰ

広島県 株式会社レゴリス 2240001058111 番組制作・配信による集客及びＷｅｂ翻訳見積システム導入

広島県 株式会社奥江工業 2240001051280 ホームページ作成による認知度向上と新規顧客並びに人員確保

広島県 ペガサスみどり宮浦教室 － 宣伝強化のためのデジタルサイネージの設置

広島県 株式会社ＳｕｎＥｉｇｈｔ 9240001054203 タイヤチェンジャー導入で新規顧客開拓にチャレンジじゃー！！

広島県 谷前住建株式会社 4240001039670 外壁塗装リフォームに特化した新たな広報・集客活動

広島県 ＰＡＴＩＳＳＲＩＥ　ＰＩＥＣＥ － 店舗改装による顧客満足度アップと売上アップの実現

広島県 株式会社共仕販 6240001039545 新しい商品ＰＲイベントの開発

広島県 お食事処かがわ － 新メニューと店内改装で新たな顧客ファミリー層の開拓を目指す

広島県 株式会社ＰＡＳＴＡ 5240001057671 自社ＨＰ作成とＴＶ会議システム導入によるサービス差別化

広島県 有限会社元町オートサービス 2240002046809 中古車販売部門の強化による新規顧客の獲得と売上増加

広島県 高橋工芸株式会社 7240001034223 ＳＥＥＤの再注力による休眠顧客掘り起こし事業

広島県 株式会社川瀬工具店 3240001034169 オンライン商談と動画を使ったホームページによる新規顧客開拓

広島県 海上釣り堀海遊 －
今がチャンス！コロナ禍で人気のアウトドアで新サービスによる売上アップ事
業

広島県 － 広告宣伝と予約機能付きホームページ作成による集客強化

広島県 ヤマノ建設 － 新サービス「暮らしを守る土木工事」の提供による売上増加計画
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広島県 株式会社森川鉄工所 2240001037379 「すぐできる」が身近に感じていただけるホームページ作り

広島県 株式会社サンライズタイヤサービス 2240001023610 パワートルクセッター導入による、生産性向上と販路開拓。

広島県 高屋駅前整骨院 － 高齢者を対象としたピラティス事業の開始の為のリフォーマー導入

広島県 瀬戸内焙煎倶楽部合同会社 5240003001561 屋根付き屋外テラスで、いつでも憩いの空間を！

広島県 悠整体院 － 温熱機器の導入とホームページとチラシの作成

広島県 メアリーデザイン株式会社 8240001058873 ノベルティグッズ販売による広報活動包括サポートサービス

広島県 有限会社常藤家具製作所 7240002036697 「店舗入り口のエクステリア整備による商材のイメージアップ」

広島県 株式会社ＫＥＮＬＥＡＦ 8030001099204 オフィス用品市場への参入と受発注システム構築による生産性向上

広島県 パーソナルトレーニングジムｒｏｏｔ． － ホームページ改善ならびにＳＮＳ活用方法見直しによる販路拡大

広島県 ＣＨＩＬＡＮ － ワインのオンライン販売促進と非接触型決済システムの導入

広島県 ドットコミュ － 無人販売にも対応した店舗改装を行い、販路の拡大を行う

山口県 Ｎ’ｓＷＯＲＫＳ合同会社 3250003002825 オンライン集客の為のホームページ作成

山口県 新日本教育図書株式会社 4250001005580 インターネットによる英語版錦鯉情報の定額制販売

山口県 有限会社上建設 4250002004219 ホームページ作成と本社広告看板の設置による知名度の向上

山口県 Ｓｗｅｅｔ　Ｔｈｉｎｇｓ － オシャレで地球にやさしいエシカルライフを提案する雑貨店の挑戦

山口県 有限会社ちふりや工業 1250002000971 豪雨災害から機械設備を守る水没防止対策商品の開発と販路開拓

山口県 有限会社ムラカミクリーニング 6250002001560 クリーニング店の衣類リフォーム部門立ち上げによる売上向上

山口県 メイクアップオフィス　ミュリル － 美容院とヘアメイク事業の連携で婚礼と和装撮影の販路開拓

山口県 株式会社プライムアークス 2250001016456 希少性の高い廃盤商品等の広報強化による販路開拓と利益率向上

山口県 株式会社Ｄｅｒｉｖｅｄ 2250001018931 当サロン独自の　ＷＥＢ　ページ作成＆ＶＲ　公開による集客計画

山口県 株式会社荒木塗装 8250001008654 ドローンを活用した赤外線外壁検査サービスで販路開拓

山口県 エステ＆カイロ　ｂｌａｎｃ．ｃｅｅ － 新規メニュー導入に伴うホームページを活用した販売促進

山口県 有限会社ナカシマ 6250002015107 地元の酒蔵、クリエイターとコラボしたオリジナル地酒セットの販売

山口県 合同会社ＳＴＡＮＤＦＩＲＭ 1250003002967 当社独自の修理メニューを様々な広告で訴求する集客強化計画

山口県 山口エレクトロニクス株式会社 8250001009693 重たい制御盤を少人数で！安全に！積み下ろし！

山口県 ＭＩ－ａｎａｌｏｇ　ｄｅｓｉｇｎ － ベビー向けおもちゃブランドの確立、新商品開発による販路拡大

山口県 シン・フィールド合同会社 9250003002679 営業ツール作成、営業展開による新規開拓と売上増加計画

山口県 大成テクノ株式会社 5250001012329 公共工事、民間工事も受注できる粋なホームページ作成

山口県 サラダ館灘店 － 田舎のギフト店が若年層も取り込む新規アイフォン修理事業参入

山口県 こうめい整骨院 － 整骨院とジムの複合施設開設による高付加価値サービスの提供

山口県 七草 － 抹茶ぜんざいセットを中心とした和カフェの業務展開

山口県 美容室びーだま － 新サービス（訪問美容）で高齢の施設入居者を笑顔にする

山口県 行政書士藤本高広事務所 － 地域の高齢者を対象とした行政書士事務所のチラシ営業

山口県 Ｒｅｖｉｖｅ　Ｆｉｔｎｅｓｓ － パーソナルジム認知度向上とお客様満足度アップに向けた取組

山口県 フジテクノ株式会社 4250001016462 最新のアスベスト分析装置導入による販路拡大ならびに知名度向上

山口県 株式会社まつもと 6250001012559 ネットショップの開設による販売増と業務効率化
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山口県 カヲル商店株式会社 8250001017432 お土産ラーメンの開発と販路拡大
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