
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１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 カットルームカラー湖山南店 － 【新たなサロンブランディングの構築のための改装工事】

鳥取県 大西タイヤ株式会社 8270001000122 移動式タイヤ交換車両導入による出張サービスの展開

鳥取県 株式会社きたむら自動車整備工場 8270001003067 ホームページ作成及びスケジュール管理システム導入計画

鳥取県 有限会社中部折込センター 5270002010412 チラシ・ホームページと看板を活用した新規顧客獲得と営業力強化

鳥取県 ｐｌｕｓ　ｏｎｅ － ブランド力強化と販路開拓の取り組みによる売上・利益向上計画

鳥取県 株式会社えこう 3270001007642 「個人顧客向けサービスの強化による売上向上計画」

鳥取県 ＹＵＩｄｅｓｉｇｎ － 外国人向けグッズ制作・販売による販路開拓

鳥取県 ＲＩＺＥ　Ｆｉｔｎｅｓｓ － 映像パネル看板等でのＰＲによる新規会員獲得とリピート率の向上

鳥取県 エルハイナー永田 － 製造工程のボトルネック解消による売上拡大

鳥取県 有限会社音田工務店 3270002005538 ソフトウェア導入及びＨＰリニューアルによる業務の効率化と販路拡大事業

鳥取県 株式会社ユニベーション 3270001007205 差別化による顧客新規獲得と利益向上事業

鳥取県 ワンバランスボクシングジム － 内部環境の充実を図り満足度向上と会員数増を目指す販路開拓計画

鳥取県 尾脇電機株式会社 4270001000134
ホームページ再構築、顧客管理システム導入によるＯｎｅ　Ｔｏ　Ｏｎｅマーケティ
ング

島根県 有限会社陶山商店 7280002004733 ＰＯＳ管理システムの導入による作業の効率化と販路拡大

島根県 株式会社ｉｍａｋｏｋｏ 4280001007905 こだわりの空間の創出と生産性の向上による新事業実現事業

島根県 株式会社松江館 7280001000683 アクティブシニアを応援！ニッチな市場開拓で利益増大作戦！

島根県 天神たこやき店 － 事業譲渡後の販路開拓に向けての店舗改修

島根県 株式会社山芳 2280001006982 自家熟成牛のハンバーグ等のランチ、テイクアウトの販促強化

島根県 株式会社フィッシャーマンズキャビン 4280001006080 活魚水槽の設置並びに別館２階宴会場（テーブル席対応）の増改装

島根県 有限会社神戸川オートサービス 2280002005380 新店舗を中心とした自動車販売強化のための情報発信事業

島根県 小村技建 － 新分野（キャンプ用木製テーブルの製造販売）強化による収益改善

島根県 ＴＤＭテック － ３次元計測ハンディースキャナーによる微細計測及び作業時間短縮

島根県 ＬＥＰＯＲＯ（ルポロ） － 設計ＣＡＤソフトのグレードアップと打合せ室のリノベーション

島根県 有限会社住京蒲鉾店 7280002009195 ギフト販売強化「ふるさとご贈答セット」チラシ作成・配布

島根県 有限会社添田理容所 2280005002359 店舗環境の改善による新規顧客の獲得及び回転効率の向上

島根県 有限会社会館吾妻 6280002009097 ランチ営業を始めるための改修工事

島根県 ゆら鍼灸堂 － 鍼灸院の移転に伴う女性患者の新規獲得（キッズルーム設置等）

島根県 ｈａｒｕａｍｅ － 季節のパフェを利用した販売拡大

島根県 有限会社いずも和紙 8280002002942 中古書道用品（筆・墨・紙・硯・本・額）のフリーマーケット

島根県 有限会社加田時計店 3280002005330 お客様満足度アップによる売上増加のための環境整備事業

島根県 中井総合法律事務所 － ホームページ改修と相談室増室による相続離婚事件の販路開拓事業

島根県 株式会社ＣＯＭＥ　ＴＲＥＥＳ 4280001007640 山陰両県のＰＲ力を出版で強化する！「カムツリーズ出版」設立

島根県 有限会社大廣建設 5280002001303 大廣建設ホームページリニューアル

島根県 ｎｉｃｏ － 顧客年代の好む雰囲気作りと稼働率向上のための店舗改装

島根県 株式会社まつえペイント 7280001000709 工期短縮塗材「アミコート」の市場開拓と販売の促進
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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１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

島根県 ハッピーガレージ矢田 －
新設備導入により特殊車両の生産性、利益率向上を目指す革新的サービス
の開発

島根県 株式会社ぐり～んは～と 2280001004739 有機野菜パッケージデザインリニューアルによる販路開拓事業

島根県 ニュータイプ株式会社 4280001007574 ホームページ開設による新規顧客や有能な人材の獲得

島根県 ケアタクシーそら － 地域における認知度向上・販路開拓

岡山県 株式会社岡山ウエディング学院 4260001000928 ＨＰ作成

岡山県 ＰＳＰ －
ホームページやチラシによる販路開拓、サービスの質、安全作業、安全意識の
向上

岡山県 有限会社横田電器 7260002024097 休眠顧客の掘り起こしに向けた４０周年記念を活用した販売促進

岡山県 ユーキエンジニアリング株式会社 6260001032713 レベル計測器購入による新規業務受注

岡山県 株式会社なかや宗義 8260001022407 宇野本店を地域に密着したお菓子屋として広告塔とする。

岡山県 一本堂　岡山大元店 － 新規顧客の開拓と、既存のお客様への感謝の御礼

岡山県 株式会社山雅ファブリカン 2260001026751 スマート農業導入で生産性の向上と省力化でプレミアム葡萄開発

岡山県 ｎｉｎ鍼灸院 － バリアフリーに対応した安全で清潔な院内設備

岡山県 有限会社ナチュレ・ファーム瀬戸内 8260002033072 パンフレット作成によるシニア層の平日来場者の増加策

岡山県 凛整骨院 － かき氷シロップを使用したタピオカドリンクによる新規顧客の獲得

岡山県 りょう鍼灸整骨院 － 新サービス提供とそれに伴うホームページ刷新及びウェブ広告

岡山県 アイス工房　優 － アイスケーキの開発

岡山県 株式会社ＵＭＡＩＺＥ 2260001031116 少人数利用客の需要を取り込むための改装と宣伝広告

岡山県 妹尾石油株式会社 2260001018253 バイパス開通によるＧＳ事業の減少のためコーチング事業の発展

岡山県 Ｅ＆Ｄテクノデザイン株式会社 7260001010511 首都圏の潜在的顧客に対するＤＭ送付事業

岡山県 ＢＲＩＬＬＥＲ　ＢＯＮＩＴＡ － 新メニュー導入及び店舗移転に伴う広報戦略の強化による売上拡大

岡山県 佐々マッサージ治療院 － 天然温泉とマッサージを融合させた新メニュー提供による顧客拡大

岡山県 有限会社猪井木型製作所 4260002016576 イメージを形にするモニュメント作成事業の販路拡大・販売促進

岡山県 ＣＯＴＴＬＥ － 反消耗品性衣類と民衆的工芸品のプロダクトブリッジ

岡山県 岡山整体ももたろう － 集客の経路の拡大と美容系新メニューの顧客獲得と空間作り

岡山県 合同会社連 4260003002360 インターネットによる販路開拓とクラウド活用による業務効率化

岡山県 有限会社土方商店 5260002032176 やおひじコンシェル～原価で提供する会員制オンラインショップ～

岡山県 伊勢﨑　創 － トイレの洋式化とインバウンド客向けに外国語表記の案内板の設置

岡山県 Ｂ．Ｃ　Ｗｏｒｋｓ － 自社ブランドの認知度向上による販路拡大事業

岡山県 株式会社人 3260001028375 視認性向上による販路拡大と機材導入での業務効率化事業

岡山県 有限会社オーシーファーム 2260002032889 展示会を足掛かりに！より多くのお客様に安心、安全を届けたい

岡山県 ＪＩＶ株式会社 6260001033389 スキルの高い外国人労働者を安定供給して新会社の事業を拡大する

岡山県 森本　仁 － 現代のライフスタイルにマッチする備前焼等の国内・海外販路開拓

岡山県 株式会社Ｅ・Ｍテック 1260010010244 働きたいママの復職支援を中心とした介護の人材マッチング

岡山県 ｓａｌｌｙ－ａｌｌｙ － ドール服開発とオリジナルレース販売強化による販路開拓

岡山県 株式会社ヒノキラボ 260001011469 新商品のインターネットでの販路開拓事業
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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１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
ＰＣらいふパソコンレンタルサービス株式
会社

9260001032157 「テレワーク用および中長期ＰＣレンタルのアピールによる売上増」

岡山県 株式会社ｉＢｌｏｏｍ 5260001010158 ホームページ作成、認知力アップで取引先新規開拓の取組

岡山県 小幸農園 － お米真空パック袋のデザイン導入による売上増額計画

岡山県 有限会社ファインカーコレクション 6260002008472 営業ツールの強化による新規顧客獲得に向けた販路拡大事業

岡山県 株式会社マーシャルアーツクラブ 5260001023531 営業ツールの強化による新規顧客獲得に向けた販路拡大事業

岡山県 株式会社アイリス 1260001024748 贈答品販売部門専用のホームページ制作による販路開拓

岡山県 株式会社グラビティ 3260001027914 カーテン・壁紙のセレクトショップからの新規個人顧客の販路開拓

岡山県 株式会社晴ればれ 4260001033655 晴れ晴れキッズの認知度向上とコンテンツ力の強化

岡山県 株式会社高下商店 5260001029693 建機駆けつけ修理ユニットと建コマくんマグネットによる売上拡大

岡山県 有限会社吉川塗装 3260002024563 直受けの新顧客獲得を目指したＨＰ作成

岡山県 Ａｌｏｈａ　Ｄｒｉｖｅ－Ｉｎ － 本場さながらのハワイアンカフェのさらなる知名度向上事業

岡山県 株式会社Ｌ．Ｉ．Ｂ． 1260001000906 ホームページの充実を計りショップでの一般客の集客を増やしたい。

岡山県 神崎珈琲焙煎所 － こだわり自家焙煎珈琲の一般顧客向けへの販路拡大事業

岡山県 ＩＴプラン株式会社 2260001010771 岡山の体験型・着地型観光「ＩＴプラン・ツーリズム・センター」

岡山県 株式会社リクセン 8260001028783 機械を購入することで新規事業へ参入

岡山県 有限会社コレクション・ボーイズ 6260002004001 ホームページで知名度＆来店数アップ！からの新規顧客作り

岡山県 株式会社ムサシキャピタル 4290001046984 施設の予約管理と情報発信の効率化で利用者増を目指す。

岡山県 有限会社ビービーフェイス 4260002004291 デタッチウェーブ新規導入

岡山県 アッパービレッジ有限会社 6260002014231 ワークショップ型インナーブランディング事業による販路開拓

岡山県 株式会社アイビー・ウィッチ 7260001028784 「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 株式会社ＷＹ 2260001026058 ＥＣ販売機能を持たせた企業サイトの構築による販路開拓

岡山県 有限会社天三総業 6260002023323 ホームページを作成し、新規顧客の獲得と従業員の増員を図る

岡山県 掃除のマルヨシ － 新規顧客開拓の為のホームページの増設、チラシ作成と新聞折込

岡山県 作楽整体院 － 衛生設備の充実とマタニティーケアの導入での売上向上

岡山県 フラワーアグア － フラワーレッスン・販売強化

岡山県 株式会社田川ジェスク 4260001013995 特殊ミシン導入による幼保育園小学服の短納期対応による販売推進

岡山県 株式会社Ｓｕｍｍｅｒ　Ｂｌｕｅ 5260001033745 高品質でリーズナブルな価格のアロマ商品をインターネットで販売

岡山県 株式会社ケーツー・インターナショナル 9260001010443 ＷＥＢショップのリニアル及び同梱カタログデザインの見直し

岡山県 有限会社田辺商店 4260002025197 笠岡初、こだわり抜いた自家製麺の開発と販路拡大事業

岡山県 ナンバ石油株式会社 1260001015986 タイヤチェンジャー導入による自動車整備サービスの向上

岡山県 ＰＵ－ＡＮ企画株式会社 3260001031222 自社プロモーションビデオを作成して購買意欲を高め販路拡大

岡山県 株式会社システムラボ 2260001031933 ＩＴシステム相談事業の認知拡大事業

岡山県 株式会社ＷＩＬＬ　ＢＥ 8260001011442 業界初！「香りの強度が選べる」カスタマイズシャンプー推進ＰＪ

岡山県 花道草 － 販路拡大の高効率実現化のためのＷＥＢサイト制作

岡山県 日本料理　雅　ｍｉｙａｂｉ － インターネット販促、受注、顧客管理システム導入費用

3 / 9 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１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 ジョイクリ － ホームページ刷新に伴う新規顧客開拓／新規顧客からの口コミ営業

岡山県 株式会社増田豆富店 7260001033124 席数増加、販売所としての認知向上による売上増加

岡山県 合同会社さんさんごご 6260003001848 ＮＡＷＡＴＥ　ＰＲＯＪＥＣＴポータルサイト構築に向けたｗｅｂ作成事業

岡山県 浅野大黒堂 － ＯＢＤ車検対応の自動車診断ツールによる安心点検・校正サービス

岡山県 有限会社ナンバ洗い工場 5260002020172 染め／洗いの複合加工による小ロット原反のＰＲ活動

岡山県 あじの屋台 － 逆境を乗り越えろ！！味の屋台で笑顔を取り戻す屋台革命

岡山県 株式会社ａｖａｎｃｅ 9260001033295 新規開業３事業である家事代行と美容店舗をＷＥＢとチラシで宣伝

岡山県 合同会社ＢｒｏａｄＫｎｉｇｈｔ 9260003001903 家庭の味をノートではなく動画で残す遺品事業のＰＲ

岡山県 ＭＫＯ－ＦＡＣＴＯＲＹ合同会社 3260003003095 フォークリフト導入による業務効率化と販路拡大

岡山県 坂本織物有限会社 8260002018370 伝統技術を使用した新ブランドの商品展開事業

岡山県 フルールマルシェ木々 － 米屋の娘による栄養が高く、おいしく健康的な「お米パン」の提供

岡山県 すぐり － 少人数での屋上ビアガーデン開設による販路開拓

岡山県 ｎｏｅｎ － 裁断工場発の、サスティナブルなアパレルブランドの立上げと拡販

岡山県 株式会社心光食品 4260002004969 インターネット通販による販路拡大

岡山県 パウンドハウス西大寺 － ノベルティのセミオーダープラン開発・ＥＣアプリ運営・販路拡大

岡山県 株式会社ターゲット． 1260001011242 ＢｔｏＢ企業向け販促媒体の運営・販路拡大

岡山県 キャリアオフィスＴＯＭＯ － 地域密着型独立支援サイトの構築と周知活動

岡山県 ｈａｉｒ－ｍｏｄｅ美結 － トータルサロンへの改革における販路開拓

岡山県 アトリエ・トノープ － レンタルオフィス事業開始に伴う広告宣伝と玄関入口修繕施工事業

岡山県 みらいにつなぐ －
ホームページ・ネット広告・ＳＮＳの強化による新規顧客獲得に向けた販路拡
大事業

岡山県 おもしろいこと株式会社 7260001012053 営業ツールの強化による新規顧客獲得に向けた販路拡大事業

岡山県 有限会社植田 4260002001033 賃貸ニーズの掘起及び不動産の情報発信業の為のＨＰ作成

岡山県 株式会社Ｔ＆Ｃ 4260001032772 新型コロナに負けないランディングページを使った新規顧客の開拓

岡山県 天城整骨院 － 働く女性を新規ターゲットとして院内環境整備と認知度向上を図る

岡山県 虎太郎屋 － スマートフォンアプリの導入で販路拡大

岡山県 からあげや　まき － 店舗販売強化による中食推進及び売上拡大

岡山県 立岡靴工房 － 出張修理及び宅配ボックス受付による非来店型顧客満足度向上事業

岡山県 有限会社大熊商店 3260002016940 アクティブシニア層をターゲットとした設備導入による販売促進

岡山県 ＤＥＳＳＥＲＴ　ＴＩＭＥ　ＫＵＲＡＳＨＩＫＩ － 看板新調及びチラシ配布による新規顧客獲得

岡山県 オカイチ株式会社 5260001027664 社屋の改築（吹き付け塗装作業場の新設）による塗装工事業の拡大

岡山県 Ｍａｃｈｉｃａｄｏ － 『ココカ古書店』を移転しサービス向上による販売促進と顧客獲得

岡山県 ドッグサロンくらしき － 機械導入におけるサービスの拡充による販路拡大・客単価の向上事業

岡山県 有限会社二葉建具店 8260002020343
組子細工を取り入れた建具のカタログ作成、屋外看板の設置による技術力の
発信

岡山県 株式会社ヤマサキ珍味 9260001022488 地元漁師を元気にするプロジェクト

岡山県 平岡秀慶園有限会社 9260002016068 ご当地メニューイベントパッケージによる町おこし支援事業の展開
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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 有限会社安藤鈑金 9260002030250 気軽に相談できるトータルカーサポートサービスの拡充

岡山県 タカラ産業株式会社 5260001019926 階段昇降機設置による高齢顧客等の取り込み

岡山県 Ｂｏｌｌａｒｄ株式会社 4260001030132 オンライン広告による店舗認知度の向上と新規顧客の創出

岡山県 株式会社フォーシーズン 3260001025538 来店しやすい店舗づくりで売り上げ増加をねらう！

岡山県 アグリファーム秋山 － 「にこまる米」の情報発信強化で米の販売促進強化による売上拡大

岡山県 株式会社ＮＥＯＦＬＡＰ 9260001032792 ホームページ作成により、新規顧客開拓を図る取組

岡山県 Ｔ　ＰＬＵＳ株式会社 7260001029741 新スタジオのオープンプロモーション及び既存顧客への販促強化

岡山県 株式会社ビズ・クリエイション 5260001010604 工務店ＯＢ邸見学システムの認知度向上・利用方法提案による販路開拓

岡山県 有限会社柳生写真館 6260002025476 ママフォトグラファー自宅出張撮影事業による販売拡大

岡山県 山成建設株式会社 5260001032326 全国でも希少な事業の説明を掲載し信頼してもらうＨＰ制作

岡山県 株式会社Ａ・Ｍ・Ｙカンパニー 1260001029937 地元玉島の旬と鮮度を味わう、海鮮料理専門居酒屋

岡山県 株式会社タカラ不動産 3260001030273 プロモーション事業部を外部に発信できるＨＰ作成による販路開拓

岡山県 株式会社アップビート・バルーン 7260002000429 『結婚式バルーン電報』からアニバーサリープランナーへの転換

岡山県 アトリエ　Ｒｉｃｃａ － ブランディングとホームページ立ち上げによる見込み客の獲得

岡山県 モリタコームテン －
岡山におけるドローンユーザー拡大のための研修プログラム開発と販路開拓
事業

岡山県 焼肉　食道園 － テイクアウト強化による都市部需要獲得に向けた販促実施

岡山県 くらしきＰＣサポート － 店舗移転と効果的な広報活動の実施による販路拡大

岡山県 株式会社赤沢鉄工所 1260001012447 データ活用による生産性の向上と、ＨＰ更新による新規顧客獲得

岡山県 株式会社玉島ナンバ 9260001013834 世代別・目的別訴求力向上のためのホームページ改修とスマホ対応

岡山県 株式会社矢野工務店 8260001032117 広報活動のリニューアルによる矢野工務店の知名度向上

岡山県 株式会社スタイルプロダクツ 2260001028624 ステッカー制作機器導入による販路拡大事業

岡山県 中塚自動車 － ＡＳＶ車両整備の法改正に則った整備体制確立による事業拡大

岡山県 おかやまパソコン市場株式会社 1260001021217 あんしん安全なデータ消去サービス提供への自社広告の強化

岡山県 ｈａｌｅ（ハレ） － 自社スタジオ新設と店舗ＰＲによる新規顧客獲得とリピーター確保

岡山県 ＧＯＣＣＯ株式会社 9260001011243 営業ツールの強化による新規顧客獲得に向けた販路拡大事業

岡山県 株式会社ビットペーパー 9260001031530 動画制作事業による新規顧客獲得に向けた販路拡大事業

広島県 グランディール － 施術店舗チラシでの集客の効率化と動画作成での新規開拓強化

広島県 瀬戸内焙煎倶楽部合同会社 5240003001561 味と音の融合で驚きの体験を～上質な空間の提案でニーズを作る

広島県 ｕｔｉｌ － 新規客獲得事業

広島県 お好み焼き　もり － お好み焼きのネット販売による、販路の拡大

広島県 カフェ　コヨーテ － 特製スパイスの味付け国産フライドポテトで新規顧客獲得事業

広島県 ＹｕｍａＹｕｍａｃｒａｆｔ － 自動販売機活用によるオリジナルペーパークラフトの販売

広島県 株式会社プライム・スタイル 240001051992 中国語情報発信サイト「日本如意門」の機能・コンテンツ拡大

広島県 株式会社内海機械 7240001034140 納品箱による宣伝で販路開拓

広島県 株式会社ブオーノプラス 6240002013763 ナノトップをメインとしたＨＰへのリニューアルによる顧客開拓
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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１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 株式会社広島水道センター 5240001016636 「受注につながる」ＨＰへのリニューアルによる新規顧客の開拓

広島県 たかやのぶどう － 新規顧客獲得の為の広告物の配布及び新品種販売の為の店舗の改装

広島県 府中焼き・鉄板焼き　だいまる － 新ランチメニューの周知とインスタグラムによる新規顧客開拓

広島県 株式会社Ｋｉｚｕｎａ 6240001041204 顧客満足度向上とお店の魅力発信強化の取り組みによる販路開拓

広島県 たんぽぽ堂 － 健康食品（神門シリーズ）の販売に伴う販路開拓事業

広島県 株式会社グリーンリィーフ 7240001020710 特定保健指導の新規保険者を対象とした販路開拓

広島県 徳永真紀 － 独自コンテンツ開発及び情報発信による新規顧客開拓の取り組み

広島県 キャリアフォーカス － 企業の“困った”をキャッチ！“やる気”をキャッチ！大作戦

広島県 株式会社エフツー 5240001029175 リフォーム相談カウンター　分かりやすく伝えるプロジェクト

広島県 株式会社晃誠 240001055726 ホームページ・ＳＮＳを使用した販路拡大

広島県 髙山塗装サービス － 情報発信の広報活動を目的としたホームページ作成

広島県 ちょうけい次兄 － 新規顧客獲得・情報発信をするホームページ作成

広島県 瀬戸内隠れ家リゾート　Ｃｉｅｌａ － 宿泊予約サイトコントローラーの導入によるＯＴＡとの連携・販路拡大

広島県 有限会社フィットネスプロジェクトエー 7240002018811 歩行年齢測定ソフト導入によるウォーキング指導の強化・売上向上

広島県 ＨＡＩＲ　ＢＯＯＴＨ　ｋａｍｅｙａｍａ － 既存顧客の通いやすさ新規客開拓のためのリニューアルオープン

広島県 合同会社ＳＨＥＲＰＡ 4240003002388 高齢者、その家族が住みやすい街にする為の介護用品再生利用事業

広島県 ｙｏｇａｓｐａｃｅ　ｓｌｏｗ － フロアのバリアフリー化と，ヨガマット収納棚の拡張

広島県 野村乳業株式会社 2240001036546 「健康機能性を特長とする発酵食品の販売手法の構築と販売促進」

広島県 山根食品株式会社 5240001038655 通信販売による「腸活」食材昆布の普及・拡大計画事業

広島県 合同会社ジャオ 1240003001235 国内外観光客向けの自社商品・サービスＰＲによる集客アップ

広島県 伊藤接骨院 － 最新治療機器導入による治療効果向上と時間短縮による集客力強化

広島県 株式会社大盛センイ 4240001034291 東京インターナショナル　ギフト・ショー出展による新販路開拓

広島県 株式会社ｉＢｏｚｅ 6240001054560 ドローンマッチングサイト運営による認知度向上と新規顧客獲得

広島県 山岡工業 － ホームページを作成して新規顧客を獲得

広島県 パナックくわだ － ＷＥＢサイト開設と地図検索強化による周知及び顧客接点強化

広島県 安芸心理オフィス － 確かな心理療法の技術を以って、人々に豊かな心の成長をもたらす

広島県 Ｋｏｈｏｌａ　Ｅｎｇｌｉｓｈ － ブランディング向上とＷＥＢを活用した新規顧客への取り組み

広島県 インナー・サポート協会 － イン・トレの法人営業とオンライン講座を開始！動画で分かり易く

広島県 山陽機創株式会社 2240001027885 「特許関連の調理器具」と「フラワーデザイン装飾品」等の開発

広島県 株式会社フィールドマネジメント 7240001055574 「ＯＫＲ実践支援」セミナー集客のためのＷＥＢ戦略

広島県 株式会社京都Ｂｏｎａｐｐｅｔｉｔ 240001055460 京都Ｂｏｎａｐｐｅｔｉｔ認知度ＵＰ・顧客獲得のための広報活動

広島県 有限会社栄美建装 1240002002135 積算システムを活用した、時間を有効活用する販売拡大事業。

広島県 株式会社たきのぼり不動産 4240001021356 セッション率ＵＰを目指したホームページのリニューアル（２６文字）

広島県 株式会社トロムソ 7240001039222 ベトナム現地法人設立におけるベトナム向けホームページの作成

広島県 有限会社グリーンオート 6240002005042 新規設備による自社サービス拡大の広報・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１回受付締切分）
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広島県 有限会社道建設 8240002016145 ＨＰリニューアル・ＰＲ方法の転換による新規顧客獲得

広島県 萬国製針株式会社 9240001008811
自社ブランド『ＲＥＧＡＬ』シリーズのＷｅｂを活用した国内でのＢｔｏＣ販路拡大に
つ

広島県 ｇｒａｔｅｆｕｌ　ｃｏｆｆｅｅ － オーガニック市場への挑戦で経営安定化を目指す

広島県 合同会社フォーユー 4240003002643 セントラルキッチン導入による新商品開発及び新市場開拓

広島県 株式会社花栄 7240001045410 テイクアウト・デリバリーでの販路開拓事業

広島県 株式会社アッシュ 9240001043924 テイクアウトの強化とＷＥＢ広報活動

広島県 株式会社ダイレクトジャパン中国 3240001016737 コロナ対策空気清浄機のＩｏＴ化

広島県 株式会社ＦＯＲ　ＳＴＡＮＤ 6240001053323 テレワーク時代に備品の揃った時間制のお仕事＆ｗｅｂ会議スペースのご提供

広島県 五月荘 － 自社の強みを生かした仕出し、デリバリーの強化と少人数の集客

広島県 株式会社リプロ 7240001055525 オリジナルレシピとレシピ動画の定額販売による売上拡大事業

広島県 株式会社Ｒａｙｍａｋａ 5240001055361 モノづくりをする人を対象にしたサービス開始の為のＨＰ作成

広島県 株式会社アイエッジ 6240001055360 新規企業に対してのＤＭ、ポスティングを活用した販路拡大事業

広島県 株式会社ＬＥＡＰ　ＰＯＷＥＲ 6240001053488 全く新しい電気料金プランで企業が地域貢献できる仕組みを作る

広島県 株式会社ゼフィールコミュニケーションズ 2240001015863 自社オリジナル商品拡販、ブランド向上のためのＨＰリニューアル

広島県 株式会社ジャパン・エム・オート 9240001005032 中古車に関する情報を惜しみなく発信する為のＷｅｂリニューアル

広島県 ＭＥＩＫＯＨプランニング合同会社 9240003004602 実店舗出店による売上ｕｐのための商品ＰＲ用販促物のデザイン制作

広島県 久保石建 － 墓石屋新規ウェブサイトからの新業態構築による業界活性化事業

広島県 株式会社ダイブテック 4240001041478 パンフレットとＨＰによるＳＮＳブランディング販路拡大事業

広島県 株式会社広島起業サポーター 3240001054885 創業者をメインターゲットとした、広告の活用による販路拡大事業

広島県 株式会社アイリフォーム 6240001025826 サイトリニューアル及びＬＩＮＥビジネスの追加で販路拡大

広島県 ビボ・ファースト・イン株式会社 8240001053643 新規器具の導入による施設の充実と認知度向上による新規会員獲得

広島県 株式会社アンノーン 2240001055620 新規顧客の獲得のため、営業ツールとしての自社ホームページ改修

広島県 なお整骨院 － 子供の体力低下を改善する為の遊びの場と空間の提供による販路拡大

広島県 金崎木工有限会社 3240002045470 工場見学サービス開始による販路拡大

広島県 株式会社Ｓｅｓｓｉｏｎ’ｓ 6240001049214 個室利用のニーズに対応した店舗に一部改修による集客力のアップ

広島県 株式会社デイバイデイ 8240001017763 新事業「オードブル等のテイクアウト」による売上拡大・販路開拓

広島県 株式会社レックスパートナー 6240001018268 デリバリーとテイクアウトによる販路拡大・店舗の高級感アップ

広島県 有限会社エルドー 5240002039685 指輪リフォームサービス事業のＷＥＢサイト開設による販売拡大

広島県 コーリングラボ － ホームページとパンフレットを活用した販路開拓で、売上増を実現

広島県 己斐製氷株式会社 5240001003287 氷を主役に！新商品開発に伴う、販路拡大・認知度向上の取組

広島県 Ｐｒｏｔｅｃｔ＆Ｐｒｏｇｒｅｓｓ － 宣伝広告媒体導入による新規顧客の獲得及び既存客の満足度向上

広島県 株式会社ステップフォワード 1240001055753 ＨＰを活用したブランディングの強化と販路開拓事業

広島県 有限会社　前川酒店 6240002049683 瀬戸内海地域特産品の拡売・開発と陳列棚整備

広島県 合同会社人材支援センター 5240003002213 適性検査「ＣＵＢＩＣ」訴求に特化したホームページのリニューアル事業

広島県 弁護士法人あおば 7120005020735 法人・個人の労働問題の解決に特化したホームページの制作

7 / 9 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１回受付締切分）
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広島県 ティントカラー － 単発客を固定客にするパンフ、ＨＰリニューアル、物販強化事業

広島県 イービジョン有限会社 240002052346 中小企業診断士監修「企業の付加価値」認知度向上ムービー事業

広島県 株式会社レクリエ 2240001054184 財務・集客・人のコンサルティングに特化したホームページの制作

広島県 有限会社中谷電設 4240002033581 賃貸物件のリフォームに特化した新規事業展開

広島県 有限会社マホロバ 7240002013184 市場ニーズに基づく新たな葬儀プランの立ち上げと販路開拓事業

広島県 徳山商店株式会社 2240001035779 新規でオープンした自社サイトの広告展開による販路拡大

広島県 お好み焼き　そら － 新メニューの周知と店内改装で客単価ＵＰと新規顧客開拓事業

広島県 株式会社スリークラス 6240001041930 お客様用トイレの自動開閉器付への改装と手洗いの設置

広島県 よこがわソフト整体院 － ネット広告を使って知名度を上げて行く事での販路開拓

広島県 株式会社クラッチ 7240001021675 観光地・工場向け新サービス構築による新規顧客開拓事業

広島県 株式会社Ｃ‘ｓ　ＰＯＲＴ 1240001021763
Ｗｅｂ診断ツール『強み診断』のログイン情報自動発行化と企業販路拡大のた
めのシステ

広島県 日章自動車 － 福祉車両特化型店舗のホームページ作成と広報による新規顧客開拓

広島県 株式会社カノン 5240001052986 「いぬ語を学ぼう！」セミナー発信リピート顧客ＵＰ！

広島県 有限会社佐伯 2240002006457 外国語対応したホームページにリニューアル

広島県 株式会社食は生命なり 3240001032841 美と健康よみがえりサロンのオープン。

広島県 ｎｃａｆｅ（エヌカフェ） － 生産販売拡大のための厨房機器と客席の充実による売上アップ計画

広島県 ｈｉｌｏｎａｉｌ － 新店舗展開並びに業態変更によるチラシ配布等販路開拓活動

広島県 有限会社大閤 9240002009222 お持ち帰りとＥＣ通販による新事業への展開で販路拡大を目指す

広島県 合同会社稲穂 240003002867 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

広島県 フラミンゴビューティ株式会社 1240001055357 短期間で筋肉ＵＰができるＥＭＳ導入によるダイエットメニューの強化

広島県 株式会社カエルカンパニー 1240001041051 日本食と日本酒の教育動画のオンライン配信および研修事業

広島県
株式会社チームＰＬＵＳ　女性専用ゲスト
ハウス　ＣｏＣｏ

8240002021913 「茶話会、交流会、ショートセミナーとセミナー付き合宿プラン」

広島県 株式会社ペット美容ＳＡＲＹ 3240001041693 ペット送迎等当店サービス内容のＰＲによる認知度向上と顧客開拓

広島県 Ｈｏｕ’ｏｌｌ　Ｂａｓｋｅｔｂａｌｌ　Ａｃａｄｅｍｙ － ホームページ制作と看板設置による新規顧客の獲得

広島県 株式会社Ｕｎ　ｓｅｕｌ　ａ 4240001053721 レストランウエディングプロデュース事業の展開による販路開拓

広島県 ボン・セジュール － 最新機器購入をきっかけにターゲットを明確にした新サービス開発

広島県 クツワ産業株式会社 5240001040041 大規模展示会におけるＨＳＣＣＣ装置の有用性デモによる受注拡大

広島県 らーめんランド三原店 － 新規メニューと快適室温の確保で、売上拡大をめざす

広島県 有限会社今田外装 9240002001567 脱下請け！まごころ長持ちスピード塗装をＰＲ！デジタルリアル戦略

広島県 ボディケアサポート　Ｓｍｉｌｅ － フォース・カッター導入による新規顧客の獲得と売り上げ確保

広島県 ＫＯＭＡ２キャリアワークス － ＷＥＢを使ったコンテンツの販売促進

広島県 株式会社ツクリエ 1240001048831 マーケティング事業強化に伴うＷｅｂでの広報事業

山口県 くまのパン屋 － パンの香りよ、地域に届け。おいしい出会いの場を作る。

山口県 アンテナヘアーズ － 店の水質改善を図り顧客の髪質向上と持続性向上により売上ＵＰ

山口県 日本茶専門店八十八 － 小型焙煎機導入によるギフト用高品質独自商品の開発と販路開拓
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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 株式会社カツモトフーズマーケット 5250001007485 カタログを使った営業活動で、当社ブランドの認知度を向上する

山口県 合同会社らいち 4250003000431 冷凍革命で商品の品質向上するプロジェクト

山口県 有限会社ひわだや 4250002001265 文化財品質の一般向け屋根葺き替えサービスの開発と販路開拓事業

山口県 有限会社広橋瓦工事店 5250002005513 地域に健康と笑顔を届ける米糠酵素風呂サロンの販売促進事業

山口県 たなかへあー髪‘ｎ － 利便性と癒しの空間を提供するための新メニュー導入事業

山口県 株式会社テンピン 4250001015290 メディカルチョコレートのブランディング・販路開拓事業

山口県 ｙｏｇａスタジオｐｒａｎａ － 新スタジオ開設による新規顧客獲得事業

山口県 ｍｍ－ｆａｃｔｏｒｙ － パーティープラン導入による新規顧客獲得と顧客満足度向上事業

山口県 有限会社レンタックス 1250002016183 「ニュースレターとラジオ番組の連動による新規顧客開拓」

山口県 ｃｏｍａｋｉクッキングサロン － クロスメディア戦略による地元の食育意識上昇と新規顧客獲得

山口県 ａｍｂｉｅｎｔｅ － こだわりのエスプレッソのソフトクリームで集客率ＵＰ

山口県 株式会社うに甚本舗 9250001005130 うに甚インターネット販売（ｕ－ｓｔｏａ）強化による販路拡大

山口県 株式会社ヤナイ鈑金 3250001002752 新たな作業スペース導入によるカーコーティング事業等の販路開拓

山口県 チョイスジャパン株式会社 6250001013920 商品資料を充実させ、業務効率化につながるホームページ制作

山口県 れんげハウス － ガーデンからキッチンへ　花のある暮らし提案事業

山口県 株式会社森國工務店 5250001002610 展示会に来場できなくても弊社の技術・魅力が伝わるＨＰ作成

山口県 せがわ電気 － 新業態へ挑戦！多肉植物の通販用ＨＰ開設とビニールハウスの建設

山口県 株式会社白石呉服店 9250001014809 ２５５年の老舗呉服店のチャレンジ！「敷居が高い」業界イメージの払拭

山口県 株式会社ＡＥ・ＨＯＭＥ 6250001018110 防府初！住宅用ＩｏＴ体験ルームの整備とＨＰ・看板の発信力強化

山口県 アリュール小野田 － 事業承継に係る新規客獲得に向けた商圏変更に伴う周知事業

山口県
社会保険労務士（特定）・行政書士　宮川
英之事務所

－ 特定技能（外国人労働者）登録支援機関推進事業

山口県 エステルームＣｌｅａｒ － オリジナル施術プロセスによるお手軽エステサービス提供事業

山口県 ＲＥ　ｔｈｅｒａｐｙ － オンライン授業を活用した新たなスクール体制とブランド強化事業

山口県 自然食品館　春 － 『こんにちは赤ちゃん大作戦』による効果的な妊活の情報発信

山口県 合同会社河村酒場 2250003002438 地元産の果物で作るジャムの認知度アップと販売促進

山口県 有限会社ふじ珈琲 7250002010726 「新型コロナウイルスに負けない販路開拓と経営改善」

山口県 有限会社ちふりや工業 1250002000971 新商品の製品化と広報強化による販売促進事業

山口県 合同会社萩焼屋 8250003001293 萩市田町商店街内での新規出店に係る店舗改装と広報

山口県 株式会社エフエムきらら 8250001004091 送信アンテナの移設により売上高の増加を図るコミュニティＦＭ

山口県 株式会社ダイワ 3250001012495 リフォーム事業部「ダイワホームテック」のリブランディング
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