
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６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 ＲｉｋｕＯｎｅＣａｆｅ － 集客のためのポスティング及び案内板・看板塔設置による新規顧客の開拓

鳥取県 株式会社くじらじま 4270001006362 看板設置及びチラシ配布による認知度向上とイートイン導入事業

鳥取県 株式会社ＲＥＭ 6270001002673 鳥取大学学生向けマンションの入居募集に係る販路開拓事業

鳥取県 家庭教師のマジック － 広報活動を強化し、無料体験学習の実施件数を増やす事業

鳥取県 有限会社米子ペイント 9270002007537
インターネット利用による業種認知度ＵＰの取組と新規顧客開拓、県外業者
への販路拡大

鳥取県 ウエダ人形株式会社 8270002005392 オリジナル商品（毛せん）強化による差別化・顧客獲得力の向上

鳥取県 ＰｏＬ － リスティング広告等でＥＣサイトへの誘導客数増加と売上向上

鳥取県 有限会社クラフト 9270002005805 ＨＰリニューアルによる、情報発信および整備難民へのアプローチ

鳥取県 Ｒａｖｉｅｌ － 毛穴エクストラクションと脱毛のセットメニュー提案による売上向上計画

鳥取県 Ｓｃｈｏｅｎ － 水素ケアの導入による潜在ニーズ獲得とホームケアとの差別化

鳥取県 ｅｓｔｈｅｔｉｃ　ｓａｌｏｎ　ｐａｔｏｒａ． － 広告宣伝の強化と新たな痩身エステ機器の導入による新規顧客獲得

鳥取県 アン動物病院 － ホームページ作成による広告宣伝の強化と新規顧客の獲得

鳥取県 ＦＩＥＬＤ　ＷＯＲＫ合同会社 9270003001299
農商工連携による根強い人気の「芋」を活用したスイーツ市場での販路開拓
事業の支援。

島根県 株式会社ストラテジープロッツ 7280001008223 自社ＨＰリニューアルによる会計・税務顧問先の新規開拓事業

島根県 株式会社オールアラウンド 5280001002491 「プログラミング３講座」新規開講による新規顧客の獲得

島根県 有限会社いずも和紙 8280002002942 書道用品のメンテナンス事業（毛顫クリーニングおよび筆の修理）

島根県 ｍｏｃｈａｓｔｙｌｅ － ブランドの認知度向上にＳＮＳ広告を活用した販路拡大事業

島根県 ハナユイ － Ｍａｔｓｕｅ　Ｃｈａｒｍ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎによる地元客獲得

島根県 アーティストリー＆アイ合同会社 3011003004562 宝飾店と飲食店が連携した独自アニバーサリープランの開発と販売

島根県 株式会社中澤工業 3280001002857 後継者の知識と経験を活かし、機械工事から電気工事業への進出

島根県 ＯＭＥＫＡＳＨＩ－ｐｈｏｔｏ － 島根町の自然と夕陽を活かした絶景ロケーション撮影の拠点作り

島根県 有限会社昌子商店 3280002001131 ワインとマッチングするグルメ、総菜の開発。

島根県 株式会社ウェブプラン 2280001001018 ＨＰリニューアルによる集客チャネルの開拓

島根県 新アジアハウス有限会社 3280002001073 『想像もできない未来は小さな１つの箱から生まれる』

島根県 ＫＭＮコーポレーション － 酒類提供に合わせた氷雪販売

島根県 行政書士みしろ事務所 － 地域住民の方が遺言・相続を気軽に相談できる事務所への改装

島根県 ひの理容室 －
「男の秘密基地」理容室をより安心、広く知られた空間に～常連固定化＆新
規集客向上～

島根県 おかざき － 製造販売業への新規事業展開による自社ブランド化及びＰＲ強化

島根県 有限会社麦舎 8280002006885 看板リニューアルによるテイクアウトＰＲ並びに認知度アップ事業

島根県 株式会社タケダ造園 6280001003258 暮らし方シンポジウムによる販路拡大のためのブランディング事業

島根県 株式会社影山呉服店 5280001003119 顧客情報のデータ化と情報発信力の強化による売上維持事業

島根県 ｐｒｉｖａｔｅ　ｓａｌｏｎ　ｍｉｌｉｎｏ － “ツクツク”を活用した情報発信力強化による来店客数の増加事業

島根県 テックサイクルビルド － サイクルツーリズムガイド事業

島根県 株式会社Ｃｈｉｌｌａｘ 4280001008325 オリジナルシーシャフレーバーＰＲ向けＷＥＢサイト制作

島根県 岩佐　昌昭 － 大型電気窯導入による生産効率の向上及び売上げの増加

島根県 エール治療院 － 来院者数増加に向けたＳｔａｇｅ１「認知性の向上」への注力
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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

島根県 ボス － 航空ファン向けＥＣサイトの構築及びアグリ事業への新規展開

島根県 株式会社サロン・ド能地 6280002009980 信用調査会社の情報を活用した宝石販売店への高効率なアプローチ

島根県 垣内　信哉 － 新商品の開発と既存商品の品質向上・不良率削減のための設備導入

島根県 ながい接骨院 － エコー導入により的確な施術・運動指導を提供

島根県 有限会社きもの処あおき 8280002009112 「ＨＰリニューアルとネットを活用したオンラインによる商品提案」

島根県 株式会社ＴＭＣ 1280001008443 「調剤業務の効率化とＬＩＮＥを活用した新規顧客獲得」

島根県 有限会社シマサキ設計 9280002009004 「自社ＨＰリニューアルと宿泊事業の拡大」

岡山県 しんじ先生のぱそこん教室 － プログラミング教室の魅力的な教材を用いた新コース導入事業

岡山県 有限会社福冨建設 4260002008615 コロナ禍における「豊かなおうち時間」のためのインテリア提案強化

岡山県 有限会社ピアニ 1260002013626 独自のセンスあるホームページ・パンフレット作成や販売促進事業

岡山県 ＤＴＨウェルネス株式会社 8260001027728 新ホームページを通じて新規顧客獲得と既存顧客の信頼度ＵＰ

岡山県 かつ亭津島店 － オリジナルメニュー開発・専用ページ告知に伴う利用者拡大施策

岡山県 Ｆａｒｍ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ　Ｄｅｓｉｇｎ － 新規自社ブランド商品の開発、販売による売上高の拡大

岡山県 株式会社鮨はらだ 8260001010205 新規販路開拓の為の、商品の改良、提供サービス向上における効率の向上

岡山県 有限会社ｂｒａｔ 5260002015180 マイクロナノバブル発生装置の導入で、客単価＆回転率をＵＰ！

岡山県 株式会社柳生園 6260001007070 初心者向けレッスン刷新しｗｅｂ広告での周知による新規会員獲得

岡山県 ふるまい家 － “豊かな暮らしを届ける設計事務所を身近な存在に”プロジェクト

岡山県 －有限会社リセット 7260002013083 インターネット広告を活用しリニューアル店舗の集客を強化する。

岡山県 骨格調律サロン　ＧＲＡＣＥ － 新店舗への看板設置による骨格調律の認知度向上と新規顧客獲得

岡山県 コーエックス株式会社 6260001032085 ＥＣ食肉販売におけるマイナー部位活用の新商品開発及び販路開拓

岡山県 Ｏ．Ｃ．Ｐｈｏｔｏ．Ｓｔｕｄｉｏ － Ｏ．Ｃ．Ｐｈｏｔｏ．Ｓｔｕｄｉｏ５周年写真展「ＴＨＥ　ＦＡＣＥ」コロナ渦で産まれた笑顔

岡山県 ＰＯＲＴＥ　ＣＯＦＦＥＥ － 価値あるコーヒーメニューの開発・話題のスイーツによる販路拡大

岡山県 株式会社ソフトアスリート 9260001035449 【感染防止を徹底し安全安心なラージボール教室を多くの方に提供】

岡山県 有限会社ユーケージーグループ 5260002013267 ホームページによる会社・業務ＰＲによる販売促進取組み

岡山県 合同会社遊々カンパニー 9260003002967 コロナに打ち勝つ！貸別荘事業～稼働率７０％に向けたＨＰ制作～

岡山県 ｒｕ，ｍｉｎｔ － ＴｉｋＴｏｋによる集客でフォロワー数と売上の増加

岡山県 バウライン　Ｂｏｗｌｉｎｅ． － 場所を問わず使えるフレキシブルファニチャーの製造販売

岡山県 合同会社らくサポ 8260003003561 カテゴリ別クーポンサイト新設による客数・収益の増加事業

岡山県 クローバー株式会社 9260001036001 発達障害児又その疑いがある児童に対して質の高い運動療育を行う

岡山県 有限会社東洋電気工業所 8260002006788 ＤＸ化による自社事業の販路拡大・人材不足の解消

岡山県 株式会社松﨑牧場 3260001030083 手作業から機械導入へのシフトによる生産体制強化と販路拡大事業

岡山県 Ｂａｒｂｅｒ　ｆａｍｉｌｌｅ － 当店の施術風景や接客雰囲気を伝えるための動画配信事業

岡山県 リーフ － 所有から共有へのＳＤＧｓな未来の花のある暮らしに変革する

岡山県 東洋内燃機工業株式会社 7260001004612 ＨＰ開設等による当社事業内容の周知および国内全域への販路拡大

岡山県 大原アセットマネジメント株式会社 6260001027390 トランクルーム事業の販路拡大に向けたホームページ制作

岡山県 株式会社キムラ 2260001026306 『コト売り』を訴求できるホームページ作成による営業・宣伝強化
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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 シックスディレクションズ － お客様目線に立ったサイト改良で客単価アップを実現

岡山県 山口大輔中小企業診断士事務所 － 小規模事業者をターゲットとした３６０°カメラ事業の受注向上計画

岡山県 シャルール － フェイシャルエステ専門化の周知による来店促進

岡山県 オフィスタカ － 入管申請の実務ができる「申請キット」販売のＰＲ事業

岡山県 株式会社マコト 1260001034945 新規顧客開拓のＨＰ作成及び障がい者の方が利用しやすい店舗改装

岡山県 焼き鳥居酒屋　大樹 － 店内での惣菜製造・販売　　スーパーマーケットなどに陳列販売

岡山県 フィクステージ － 「トレーニング」×「最新治療機器」による新サービスの提供事業

岡山県 株式会社コア・インターナショナル 6260001034809 外国人人材の国内企業へのマッチングとサポート事業

岡山県 株式会社プレヴナン 9260001012002 ＥＣサイトを活用した販路拡大プラン

岡山県 やまこうファーム株式会社 8260001034006 国産コーヒー事業のビジネスモデルの認知度を高める展示会出展

岡山県 ブラスバウンド － オーダーメイド注文機能の搭載を中心とした自社ＨＰの改修

岡山県 ニイゴ・コーポレーション － トータルサポートの強化に伴う設備導入よる販路開拓と利益確保

岡山県 アースワン － 水廻りトラブル修理専門店の広報による販路開拓

岡山県 株式会社赤とんぼ 6260001025312 新たな客層向けトレーニング器具の導入により新規顧客開拓を図る

岡山県 ＨａｉｒＳｔａｇｅ　ｍｕ － 美容室事業と脱毛事業の連携による売上増加計画

岡山県 株式会社創テックサービス 1260001026513 ホームページリニューアルを活用した次世代省エネ照明の販路拡大

岡山県 株式会社ジャングルジム 8260001032967 新サービスの提供による販路開拓と空き家を生まない街づくり

岡山県 倉敷老松三丁目ｃａｆｅ庭 － 倉敷に京都みたいなインスタ映えスポットを作って集客力アップ

岡山県 倉敷光作所 － 新商品開発による売上向上及び商品改良による生産性向上

岡山県 プレッシオーサ － 新規ＥＣ販売の取り組み及びメニュー拡大による売上高の向上

岡山県 ウィルテック株式会社 7260001034502 機械購入による新工法の導入により特殊工事の受注と新規顧客獲得

岡山県 浜野清正堂 － 和と洋を融合した商品開発及びプロモーション強化による販路開拓

岡山県 有限会社山本建設 5260002021889 集客アップ・会社を知ってもらう為のＤＭ・ＷＥＢプロモーション事業

岡山県 ＥＬＭＯ． － ハンドメイド専用から大手総合ＥＣサイト進出による販路開拓

岡山県 株式会社シロク 1260001032494 競争力と利益率向上を目的とした自社広告媒体の販売

岡山県 株式会社タカラ不動産 3260001030273 ＷＥＢ広告を利用した相続相談ホームページへの集客施策

岡山県 東京美容室 － 新メニュー「寝落ちヘッドスパ」の導入による販路開拓

岡山県 株式会社アソシエテニスプランニング 2260001027816 最新ストリンギングマシンの導入による販路拡大事業

岡山県 有限会社エムコーポレーション 5260002012913 ホームページのリニューアルで新たな商圏を加え新規受注に繋げる

岡山県 岡野興業株式会社 3260001012841 ゴルフスクール強化と若年層取り込みに効果的なホームページ制作

岡山県 トラットリア　ポルコ・ロッソ － テイクアウトで実現！おうち時間で楽しむ「店主こだわりパン」

岡山県 株式会社高原組 8260001013983 看板・ＨＰを活用した個人顧客の獲得計画！

岡山県 ＢｅＢｅ　ｈａｉｒ　Ｓｐａｃｅ － 商業施設のリフォームにより集客力を向上させ事業の継続を図る

岡山県 株式会社アグリクリーンサービス 5260001019496 産廃処理事業の処理、再生、環境整備の過程をホームページでＰＲ

岡山県 Ｎａｔｕｒａ － 美容室の経営・雇用改革と新規プロモーションの取り組みと強化

岡山県 株式会社アイテック・ツリタニ 9260001023833 英語版ホームページとマルチデバイス化構築によるＷＥＢ集客強化
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岡山県 有限会社津山塗装 1260002028871 顧客に対する広報体制の改善による販路拡大の取り組み

岡山県 どんぐり － コンパニオンアニマルのメモリアル（葬儀）事業による売上拡大

岡山県 ヘアースタジオ髪彩 － 送迎にも対応！高齢者に優しい理容サービスの提供

岡山県 株式会社エイワン 4260001020430 ＰＵＳＨ型からＰＵＬＬ型へ子供から大人まで楽しむ展示場開設

岡山県 ｒｅｐｏｓ － アクアエラハイドラフェイシャル装置を導入し売上アップを狙う

岡山県 パティスリーマコトエバラモンレアル － 菓子テイクアウト販売の販路拡大計画

岡山県 株式会社還童幹 7260001019635 ｗｉｔｈコロナと業務改善の為のメディセルハイブリッド導入事業

岡山県 幸せの木 － 業務用脱毛機導入による新サービス開始と新規顧客開拓そして増収

岡山県 エールハウス － 新規店舗と既存店舗に一体感を作り出し、顧客の若返りを目指す

岡山県 美容室Ｄｏｌｃｅ＋ － 集客媒体を活用したサロン経営の立て直し

岡山県 渡邉果樹園 － 機械設備の導入とＥＣサイト強化による販路開拓の取り組み

岡山県 平岡秀慶園有限会社 9260002016068 岡山ご当地コロッケのネット販売による販路拡大

岡山県 合資会社安原倉庫 4260003000546 ・詰め替え作業設備導入による生産性向上と新規顧客開拓

岡山県 デンタル工房八幸 － 「ミニスターＳｓｃａｎⅡ」を使った技工内容の拡張と販路の拡大

岡山県 建築工房ＫＯＡ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 9260001027768 「ガレージ一体型の平屋」のユーチューブ広告によるＰＲ強化

岡山県 富士工業株式会社 2260001022445 新規取引先を獲得するための来社型営業への転換事業

岡山県 株式会社メタルカネダ 3260001022485 屋根関連工事の販路開拓と新市場開拓

岡山県 株式会社長原建設 6260001004852 マンホール改築工事業への参入と新規顧客獲得事業の実施

岡山県 合同会社瀬戸内フィッシングツアーズ 7260003002647 釣り客の遊漁船から観光目的の一般顧客も含めた遊漁船へ

岡山県 林の美容室 － 自然素材のバブル水装置と自動ヘアドライヤー導入での売上向上策

岡山県 若石リフレ施術＆ｓｃｈｏｏｌひなたぼっこ － コロナ禍での健康二次被害防止のためのセルフケアサービスの開始

岡山県 株式会社ＢＡＲＴ 6260001033281 オフィス移転に伴うアトリエ実店舗・イベントスペースの構築

岡山県 和泉鮮魚 － 設備導入による消費者ニーズに対応した商品の販売と業務効率化

岡山県 有限会社エヌティ・クリエイト 3260002024274 経営改善の為の理念型経営＆ＭＡＰ経営による中長期計画策定システム

岡山県 笠岡新聞販売株式会社 8260001017695 折込チラシの販売促進策実施による収益アップ計画

岡山県 小林産業株式会社 6260001018778 トータルブランディングによる若年層取引の拡大と営業活動の強化

岡山県 大津寄電気管理事務所 － 太陽光発電所の点検でのドローン活用による新規受注の拡大

岡山県 株式会社ナカプラ 6260001031599 人材派遣業進出で派遣先・要員確保目的にＨＰ・チラシで発信強化

岡山県 株式会社フィールド 3260001030686 ホームページ制作による会社ブランディングの促進での販路開拓

岡山県 クリアーアップ － 脱毛サービスをアイキャッチにエステ利用来店客の拡大

岡山県 Ｂｅｌｌｕｓ － 新規顧客集客を目的にインターネット広告の活用

岡山県 有限会社角井杭木店 3260002023573 高品質な部材保護の実現による新規顧客開拓のための場内整備

岡山県 株式会社大和建装 8260001028206 新塗装サービス「美壁革命」の展開における販売促進強化

岡山県 神野ファーム － 葡萄のオンライン販売スキーム構築で、コロナ禍での売上拡大

岡山県 ＡＭｉｓ　ＬＡＢＯ － 統一デザインのＳＮＳ運用で費用対効果の高いＷＥＢプロモーションの提供

岡山県 いわさ整骨院 － 新サービス「交通事故治療のトータルサポート」による売上向上
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岡山県 株式会社ホームリペイント 5260001029371 「ドローンを活用した無料屋根診断サービス」による売上増加

岡山県 ＦＲＥＥ　ＲＯＭ総社泉 － 機器導入によるストレッチ効果向上で健康志向ニーズに応える

岡山県 行政書士小川事務所 － カフェ形式の事業者・起業者・農業者向け経営支援プラットホーム

広島県 Ｒｅ－Ｌｉｆｅｗｏｒｋ － ブログ講座＋情報発信講座のＬＰを制作し新規顧客を獲得

広島県 Ｈｉｔａｒｔ　Ｓｔｕｄｉｏ － コロナ禍・アフターコロナに備えた事業転換による新規顧客の開拓

広島県 株式会社ウイズアート 8240001017697 新規・リピーターのお客様を取り込むための小冊子配布事業

広島県 Ｐｈｏｔｔｉｘ　Ｊａｐａｎ株式会社 7240001057570 Ｐｈｏｔｔｉｘブランド認知向上のため世界最大級の展示会へ出展

広島県 株式会社ＬＩＮＴＡＳＮＥＧＥＲＩ 6240001017674 自社ホームページ制作による販路開拓と事業拡大

広島県 株式会社ＨＩ－ＲＯＸ 1240001057774 赤外線ドローンによる顧客獲得のための販促事業

広島県 株式会社和広商会 3240001012389 金属検出機の専用ＨＰの開設

広島県 有限会社宮崎畳店 6240002016394 ニーズの高まっている縁無し畳の加工効率化で販路開拓を行う

広島県 株式会社木原仏壇店 8240001002625 家具調仏壇のネット販売開始

広島県 ＪＡＣＫ　ＪＡＣＫ　ＰＨＯＴＯ － オリジナル撮影イベント強化に向けてのＰＲ活動と設備等体制整備

広島県 整体院Ｈａｐｐｙ・Ｂｉｒｄ － チラシ・Ｆａｃｅｂｏｏｋ広告を活用した新規の集客

広島県 株式会社ＯｎｅＰｕｒｐｏｓｅ 8240001056506 ジモト就活生とジモト優良企業に対する弊社人材サービス事業の認知

広島県 ｐｕｒｐｌｅ　ｔｏｎｇｕｅ － カウンター改装による更なる安心安全で快適な空間を提供！

広島県 株式会社エース 9240001001205 「英語合宿」のＰＲチラシ広報による販路拡大事業

広島県 Ｂｒｕｃｋｅ（ブリュッケ） － 販路拡大を狙った店舗入口スロープの改修・店舗看板の改修事業

広島県 株式会社東風社 5240001053282 新サービス「サンセン」のＰＲを目的としたＨＰ作成と広告の発信

広島県 吉村税理士事務所 － 入りやすい事務所を目指すための看板設置及び出入り口の改修

広島県 事業再生コンサルティング株式会社 5240001057218 ＷＥＢ戦略を中心とした中小零細企業への事業再生プロジェクト

広島県 株式会社室田工業 7240001056886 抗菌コーティングでウイルスに負けない社会を作ろう！

広島県 株式会社ＦＡＨ 7240001055657 ＳＮＳ広告を活用し認知度と集客を増やす。

広島県 ＯＦＦＩＣＥ　Ｍ － ハラスメント外部相談窓口事業への販路拡大の取組

広島県 有限会社クレセント 8240002005189 当社オリジナル商品情報の発信強化に向けたＨＰ刷新等の取組み

広島県 プレイイングリッシュスクール － 「未就学児から小学生」にターゲットを絞った新規客獲得の取組み

広島県 株式会社ＷＡＯ 7240001037606 物件情報や事業内容を掲載しているＨＰの作成

広島県 株式会社ＰＲＯＶＡＬＵＥ 6240001057943 ＬＳＴＥＰを利用した構築代行業務による販路開拓

広島県 サンカート － 自社ＥＣサイト構築・ＳＮＳを活用した広告・ＢｔｏＢ販路開拓

広島県 株式会社ｒｅｌｅａｓｅ 6240001053612 市場での商品認知向上と販路拡大を目指したＳＮＳ広告出稿

広島県 ぽこあぽこピアノ教室 － 次世代ニーズの新奏法を習得しオンラインレッスンの充実を図る。

広島県 行政書士グランディール法務事務所 － 「終活」におけるパンフレットを使った広報と顧客開拓

広島県 ＵＭＰＳＹ　ＦＩＴ － 「筋膜リリース機を導入し、各種広告でＰＲし集客・売上増加を図る」

広島県 広島編物株式会社 5240001009136 昼のニーズに応え、ゆとりが持てる空間づくりで販路開拓

広島県 山之内公認会計士事務所 － ホームページ開設、ＬＰおよび広告による新規顧客の獲得

広島県 株式会社フォスターホープ 6240001054197 情報番組での取材放送とＣＭ放送による広報活動
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広島県 合同会社ＯＤＡＳＨＩ 9240003004684 ポストコロナの生活様式に合わせた榊山牛を使った焼肉店の出店

広島県 合同会社Ｆｒｅｅｉ 2240003005136 ＷＥＢ・ＳＮＳを活用したコロナ禍における非対面広告

広島県 Ｆａｍｉｌｌｅ　Ｃｕｍｕｌｕｓ － 当社サービス周知のＨＰ作成と受注増加を見越した対応設備の導入

広島県 株式会社３６５日 2240001057022 ホームページ作成とチラシ配布による新規顧客への周知と集客増

広島県 株式会社ＪＵＤＧＥ 9240001020403 お客様への商品撮影場所の提供という新事業への展開で販路拡大

広島県 株式会社ｉｄｅａｌ 2240001047238 ホームページシステム改修によるＳＮＳを活用したオンライン受注

広島県 株式会社アール・オートクチュール大前 4240001000244 オンラインでエシカル消費を促すサスティナブルアパレル

広島県 株式会社アローヒューマンサービス 6240001050205 自動車部門における接客スペースの開設

広島県 まきだ美容室 － 高齢者のリピート率向上と新サービスの提案につながる設備導入

広島県 株式会社ポテンティアスクール 8240001057677 『項目別動画視聴サイト』の制作　および　販路拡大事業

広島県 株式会社マルニシ 3240001038558 新規顧客開拓のための新しいクリエイティブ戦略

広島県 尾道スーベニア － ・「自店のこだわりを広く発信！」広報周知強化による販路開拓

広島県 サンシール － 小型カッティングプロッターと倉庫の導入による新サービスの提供

広島県 北鮮魚店 － 真空包装機を用いた地魚の冷凍保存による安定的な供給体制の構築

広島県 手打ちそば笑空 － 真空包装機ホットパック導入による惣菜事業強化で販路開拓事業

広島県 カメリア尾道店 － 「男性向け頭皮ケア」導入による新規顧客獲得と売上拡大

広島県 Ｈａｉｒ＿Ｌａｂｏ＿Ｒｕｓｈ － 脱毛サービス導入による客単価向上と新規顧客獲得による売上拡大

広島県 石森画材店 － 近隣市町へ新聞折込みチラシによる当店認知度向上・新規顧客開拓

広島県 尾道カラーサービス － プリント設備の充実化による顧客ニーズに対応したサービスの提供

広島県 吉岡電気管理事務所 － 設備導入による新たなサービスの提供で対応力向上と新規販路獲得

広島県 田頭塾 － ホームページ作成による体験型施設の情報発信と広域顧客の獲得

広島県 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　ＴＡＬＩ － トータルビューティーサロンを目指す新事業と新規顧客獲得

広島県 ＣＡＦＥ　ＲＯＯＭ　Ｓ － 設備工事・機械導入による、新たな商品開発販路拡大事業

広島県 アットホームぱぁ～ま屋 － バリアフリー化による、高齢者にやさしいアットホームサロンへ

広島県 株式会社ＰＲＯＫＡＴＥ 2240001058598 通信制高校のサポート校事業の販路開拓のための広報活動

広島県 うみねこベーカリー － 新しいメニューの提供と、販売方法変更による売上拡大事業

広島県 株式会社アヴァンセ・ファーマシー 9240001029279 チーム医療で地域に根差す訪問型薬局への移行

広島県 Ｏｆｆｉｃｅ　Ｍ － オンラインセミナーの開始と周知による新規顧客獲得事業

広島県 ＨＰＪ株式会社 1240001057931 店内改装及び広告作成による顧客増加計画

広島県 有限会社シップペイント藤田 7240002044320 動画解説付きＥＣサイト構築による国産木部塗料の売上獲得

広島県 ハルクロス － ウェブサイトによる新規開拓・糊付機と糊撹拌器による業務効率化

広島県 寺岡製畳 － インターネットでの訴求強化と効果的な広告による販路拡大事業

広島県 株式会社オオサコ 7240001030024 直販強化「体の歪を整えてから枕をオーダーメイド」

広島県 株式会社かねしょう 1240001039525 オリジナルドレッシングの商品開発とネットショップの充実

広島県 ブティックエレガンス － 新規顧客の拡充とインターネット通販強化

広島県 みどりい整骨院 － ホームページ動画掲載と販路開拓
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広島県 有限会社中川広告 9240002054210 ＨＰ再構築による売上アップ及び地域貢献事業

広島県 マジックミシンゆめタウン大竹 － 加工工場兼研修施設の開設で技術伝承と内製化による利益率アップ

広島県 備後スズキ販売株式会社 3240001034375 新型オイルチェンジャーの導入による販路開拓と業務効率化

広島県 高端自動車株式会社 3240002047178 カーエアコン整備事業への取り組みで新規顧客獲得と効率化

広島県 株式会社ヤスダ 7240001034462 ＥＣモール出店による新規顧客獲得

広島県 松葉製作所 － 設計ソフト導入による業務効率化とＷＥＢ広告等での販路開拓

広島県 株式会社ベストマン 5240001034415 市内唯一の貴金属・宝石買取サービスＰＲによる新規顧客開拓

広島県 合同会社エム・プラス 3240003002891 歯科用タイマーの開発及び商品化・販路開拓事業。

広島県 山守林業 － ロープクライミング技術の導入による販路開拓及び多方面への営業進出

広島県 Ａｓｐｉｒａｔｉｏｎ０１ － 日本の文化である印章を使用したオリジナルアクセサリーの開発と試験販売

広島県 有限会社仁田商店 1240002037718 店舗のイメージアップと自家製オリジナル商品販売で販路拡大

広島県 有限会社大竹市民葬祭 6240002037572 積極的な情報発信ＰＲとスムーズな誘導で新規顧客獲得

広島県 小出土地家屋調査士事務所 － オンラインによる非対面・非接触相談の実現と企業宣伝強化事業

広島県 空手道光雲塾 － 強みを全面に出したＰＲによる売上アップ事業！

広島県 合同会社ＦＡＲＭ　ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ 3240003005267 高齢化が進む農家をサポート、農業用ドローンでの農業支援事業

広島県 有限会社田原商店 1240002049523 チラシ作成と顧客管理ソフト導入による既存客掘起こしと新規客開拓

広島県 株式会社ＦＬＡＳＨ 6240001045064 マイクロバブルで髪の除菌を実施しコロナ感染拡大防止

広島県 株式会社エイビス・プラン 2240001023453 新規顧客開拓と認知度アップのためのホームページリニューアル

広島県 有限会社ジェイテック 7240002029081 ホームページで新たな営業形態により販路拡大と顧客満足度ＵＰ

広島県 森電機株式会社 9240001022886 顧客ニーズに応えた車両検査装置の導入でデジタル化へ販路開拓

広島県 元創株式会社 6240001052572 輸入食品をＥＣサイト集客により販売、食を豊かにする事業

広島県 有限会社アルテック 4240002027154 法人向けで培った品質を低価格で提供する地域密着の印刷通販

広島県 カジュアルレストＵ．Ｓ．Ａ － 真空パックカレーで出来立ての味わいをお届けします

広島県 株式会社白竜湖 1240001022588 ＨＰ刷新で集客、売上ＵＰを目指せ！

広島県 株式会社ＦＭ東広島 9240001041069 自社ＷＥＢサイト刷新による新たな魅力発信事業

広島県 有限会社漢方広島薬膳 1240002027470 オーダーメイド漢方薬の選定システムを用いた従業員の多能工化

広島県 Ｖｏｉｃｅ　ＲＥＮＯＶＡ － 目で見て分かるＭＶを用いたＰＲで新規顧客の獲得と顧客の定着化

広島県 ｅｋｕｒｉａ － 増毛、育毛、ウィッグのワンストップ対応で新規顧客の開拓

広島県 エス・エス・アロイ株式会社 9240001023026 新ホームページよる新分野や海外への企業・大学への販路開拓

広島県 株式会社わんぷら 2240001053392 健康寿命の延伸に貢献！出張オーダーメイドサービス事業

広島県 ｒｅｌａｘ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｒｉｎｇ － Ｇｏｏｇｌｅ　ＭＥＯを使った広告宣伝活動の展開と、ヘッドスパサービスの向上

山口県 カーウィンドー高石 － ホームページによる個人ユーザーへの販路開拓

山口県 ｃｈａｓｉｔｓｕ － 看板設置とガーデニングによる店舗視認性および集客の向上

山口県 ＷｒｅａｔＨ － ディスプレイスペースの改修による売上向上事業

山口県 有限会社ワイビーオート 5250002001818 『スーパー乗るだけセット』の認知度向上による売り上げ拡大

山口県 ～脳がとろける～ドライヘッドスパｕｎｉ － 販路拡大のための本格的なＨＰの制作とブランディング
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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６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 スタジオＡＲＫｍｏｄｅ － 出張撮影の強化及び高品質動画撮影サービス提供による差別化戦略

山口県 エスシーエス － ソフト導入による下水道設計業務の開始と新規顧客の獲得

山口県 上田左官工業株式会社 5250001018730 “オルトレテリア”の認知獲得・販路拡大のためのＨＰ制作

山口県 株式会社白上水道 3250001000293 業界動向（ニーズ）に合わせた営業力強化による販路開拓

山口県 株式会社ＫＹＰＨＩ 2250001018163 社内各部門の相乗効果をねらった宣伝強化による販路拡大

山口県 栄進工業 － 会社、採用ホームページの作成による総合鳶工事業者への第一歩

山口県 株式会社ユニオン自動車 7250001017978 看板設置と広告による、新規事業の認知度アップと顧客開拓の取組

山口県 ペタルデュクール － オリジナルのブレンドで創る多様性に富んだ「温活」事業

山口県 有限会社サインランド 4250002015711 屋外看板点検義務化に伴う看板修繕・リニューアルプロジェクト

山口県 株式会社テクノソルートラボ 7250002008349 環境に配慮した廃電池からの新資源回収システムの販路拡大

山口県 津田農園 － 自社農園産果物を使った季節アイスクリームの開発販売事業

山口県 ｓｗａｌｌｏｗｈａｉｒ＋ － 「変化」「癒し」機能の強化による顧客満足度向上に伴う売上拡大

山口県 ジェイトラベル山口株式会社 2250001004031 「介護タクシーとバリアフリー旅行」を融合した新ビジネスモデル構築
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