
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３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 株式会社ＲＥＬＩＦＥ 9270001007760 利用者の賃金向上を目的とした新規作業の導入による売上向上計画

鳥取県 桜パートナーズ株式会社 8270001007852 新しいスタイルの葬儀を任されるブランドの確立で認知度向上

鳥取県 有限会社出雲そば 7270002005352 地域密着そば店がバリアフリー化を進め、共生型社会を目指す事業

鳥取県 株式会社新喜建工 4270001005463 認知度向上と強みの周知徹底による元請解体工事の強化

鳥取県 株式会社西河商店 6270001006996 家庭向け惣菜部門「たにかわ」の創設による収益性の向上

鳥取県 株式会社さくらブルー 7270001008050 中小製造業向け販促活動による認知度の向上と新規契約獲得

鳥取県 クレアブロー　医療アートメイクサロン － ウィズコロナ時代にマッチしたサービスの提供による売上増加

鳥取県 株式会社ユニコム 9270001004774 詰め放題のテイクアウトによる売上拡大

鳥取県 元帥酒造株式会社 6270001005016 ライフスタイル・ニーズに対応した販促ツール刷新による販路開拓

鳥取県 ＭＡＲＩＫＯ － 広告宣伝による販路拡大と製造体制の整備による売上の増加

鳥取県 シャ・ノワール － 店舗周知及び商品販促の強化による新規顧客の獲得と固定化

鳥取県 八島農具興業株式会社 3270001005134 ＥＣサイトの構築とアイアン雑貨の開発による新規顧客の獲得と収益率向上

鳥取県 有限会社河本建設 2270002009952 未開拓地域への自社サービス周知看板設置による新規顧客開拓

鳥取県 もえぎケアタクシー合同会社 6270003001252
高齢者・身体障がい者等の移送サービス及び介護福祉サービス、障がい者支
援サービス事

島根県 ａｒｔｏｓ　Ｂｏｏｋ　Ｓｔｏｒｅ － 町の本屋に繰り返し立ち寄ってもらうための魅力的な店内空間作り

島根県 ＶＩＳＩＬ － トレーニング機材導入による顧客満足度向上＆販路開拓＆広告宣伝

島根県 有限会社吉田工美 3280002002492 ホームページ新設によるオリジナル飛沫防止パネルの販路開拓

島根県 ミングセンター中央 － 新基準に沿った電子制御装置整備診断体制の整備事業

島根県 Ｒｅ；ｃｅｐｔｉｏｎ － 店舗移転リニューアルと英会話教室

島根県 Ｔ・Ｅ・Ｓ － 水中ドローン活用を通した新サービス提供事業

島根県 チャイアーキ一級建築士事務所 － 営業ツールの多角化を目指して

島根県 ヘイ子 － 島根県の食材を使ったレシピブック及びクッキングセットの制作

島根県 株式会社Ｉ・Ｄ・Ａ 8280001006309 テイクアウト事業開始により山陰の魅力を店内外から発信！

島根県 コウキ建設株式会社 7280001007753 【未来へつなぐ建物】自然災害に備え未来へつなぐ施工を周知する事業

島根県 りょうり屋もと － 真空包装器導入によるテイクアウト・お取り寄せ商品の開発、販路開拓

島根県 サンコー安全株式会社 7280001000295 ホームページ開設による商品の紹介及び業務内容の発信

島根県 浜田フラワーセンター － ホームページ新規開設による新規顧客開拓

島根県 株式会社みうらファーム 3280001007889 産直系ＥＣサイトでの直販強化に伴うブランドイメージの統一事業！

島根県 株式会社いづも農縁 4280001003581 折込チラシの新規作成、運用による販路開拓

島根県 理容ふの － 顧客の来店維持と新規顧客獲得のための安心安全な環境整備事業

島根県 串なお － お客様への安心・安全の提供による顧客満足度ＵＰ、新規客獲得

島根県 有限会社灘屋 8280002005813 気軽に入れるランチ用飲食スペースの設置による新規顧客層の開拓

島根県 有限会社リープ・エンタープライズ 2280002006123 需要期における生産性向上を図るための最新炭焼きコンロの導入

島根県 Ｓｅｖｅｎｔｈ　Ｈｅａｖｅｎ － 島根食材を使った菓子製造販売に係る機材設備と販路・広報の強化

島根県 スタジオマックス － 写真に付加価値『４Ｋ動画＋ドローン動画』で販路拡大
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島根県 株式会社結水織 6280001007795 地元食材の良さを活かした食生活支え合いによる販路開拓事業

島根県 サロンドハーズ美容室 － 新サービスの提供とサービスの質の向上による新規顧客獲得等事業

島根県 写真整理フォトニクル － 新規業態「写真整理事業」認知度向上の為の全方位型ＰＲ作戦

島根県 槇野理容室 － 感染症に対する環境整備と女性顔そりメニューのＰＲ強化事業

島根県 ストロベリーカフェ － 地元の新鮮フルーツ・野菜を使ったヘルシーなスムージーの販売

島根県 有限会社持田建築 9280002007288 パッシブな家づくりの積極的な営業展開による受注強化

島根県 有限会社わこう自動車 6280002007316 整備工場の改修による個人向け新車リース受注数の拡大を目指す

島根県 有限会社岡茂一郎商店 4280002007061 小型充填機で効率ＵＰ・衛生面ＵＰ

島根県 合同会社農夢 8280003000532 加工機導入し規格外トマトの付加価値向上を目指すための商品開発事業

島根県 株式会社中島工務店 2280002007724 地域の課題になっている「空き家」の利活用促進事業

島根県 株式会社川角塗装工業 6280001008125 外壁クリーニングなど新商品のＰＲと塗装業務・事務業務の効率化

島根県 奈古也 － 茶室の有効活用による販路拡大

島根県 株式会社三島工業所 3280001007823 ドローンによる屋根瓦診断サービスを契機にした工事の受注拡大

島根県 有限会社吉永家具センター 1280002007840 コロナ感染防止対策を徹底して介護用品利用者の安全性を強化する

島根県 フィッシングＺＥＲＯ － 遊漁船事業の本格稼働（高齢者・女性対応）で釣具店の販路開拓

岡山県 ＩＮ∞ｈａｉｒ － ネット広告のプラン上げ・大きな看板の設置と既存の看板の撤去

岡山県 有限会社モリモト商店 4260002010117 高齢者が利用しやすい店づくりによる集客および客単価向上事業

岡山県 有限会社田辺企画 3260002023838 近江しゃもと旬野菜のヘルシーメニューをゆとり空間で提供

岡山県 はまの税理士事務所 － 補助金の獲得などの顧客が求める経営サポート部門の強化

岡山県 Ａｋｉ　ａｇｒｉｃｕｌｔｕｒｅ　ｓｕｐｐｏｒｔ － ＥＣサイトによる長粒種米「サリー米」の販路開拓

岡山県 株式会社ヒューマンアーキテクツ 3260001032385 事務所リノベーションサービスの販売促進に向けたＨＰを制作

岡山県 美眉庵ヴィヴィアン － ホームページの製作、広報ＰＲ強化による顧客獲得による売上拡大

岡山県 株式会社三浦印刷所 2260001006381
自社ＷＥＢサイト開設による認知度向上及び、新規先の小ロット印刷の受注拡
大

岡山県 らあ麺はんにゃ － 新型コロナ感染症に負けない新商品開発の加速化と生産性向上

岡山県 Ｔｏｒｕｓ不動産合同会社 1260003002306 新規顧客開拓のためのシステム開発・広告と業務効率化

岡山県 株式会社笹山・板金 9260001027099 個人消費者に特化した看板設置による認知度向上と新規顧客開拓

岡山県 ＱＯＬ － 両親が経営している理容院と連帯し、新サービスを提供する。

岡山県 株式会社Ｂ’ｓ　ＳＴＹＬＥ 1011001121254
ＡＩ／ＩｏＴ事業で新しい生活様式にマッチする店舗事業者向けツールの販路開
拓

岡山県 ５ＨＡＲＭＯＮＹ － 新規集客と売上アップのための新サービスの開発と導入

岡山県 Ｄ．ｌｅａｄ　Ａｃａｄｅｍｙ － 新規ＨＰ立ち上げによるブランディング及び販路開拓

岡山県 株式会社アトリエインターナショナル 6260001000323 若い世代を顧客層として取り込む

岡山県 岡山中央水産有限会社 3260002001793 Ｗｅｂマーケティング知識を活かしたネットショップ売上拡大計画

岡山県 株式会社ｔｈｉｒｄ　ｃｒｅｗ 5260001032937 ・中小企業をビジネス成功へと導く伴走支援型ＩＴサポート事業

岡山県 株式会社みぞぐち建物管理 4260001030124 環境の変化に対応する入居者の快適化と販売促進による付加価値化

岡山県 有限会社倉敷工芸社 7260002017704 エンジン溶接機導入による看板設置作業の生産性向上
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岡山県 株式会社吉田庭石園 7260001015130 高効率な雑草刈り機の導入と広報戦略による維持管理業務の拡大

岡山県 バー　トリップ　ハイ － 冷蔵機導入によるメニュー開発と売上チャンス取込による売上拡大

岡山県 株式会社ＳＴＡＲＴ 2260001033120 商品開発等による販路開拓とフォークリフト導入による生産性向上

岡山県 有限会社横溝建設 3260002021973 固定化したイメージ払拭と認知度向上による新規顧客獲得

岡山県 みのり塾 － 屋外学習と教具の充実・自習室・図書室の完備・ＰＲによる販路開拓

岡山県 Ｂｅ－Ｌｅｆｔ － 海外向け中古カメラの高利益化を目指すために自社サイトの製作

岡山県 うどん坊 － ネット販売の体制強化と店頭看板リニューアルによる販路開拓

岡山県 ＳｌｏｗＬｉｆｅ － 新規ホームページの製作及び広報ＰＲ強化による売上拡大

岡山県 コーヒーローストおかべ － ＨＰ作成とポスティングによりカフェの来店客数、売上増加を図る

岡山県 ｈｒｋ．ｓ － ファミリー向けプライベートサロンとしての環境整備と顧客開拓

岡山県 ボディーショップ　タムラ － 塗装ブース改装による作業効率・品質の向上

岡山県 オートガレージ・リン － 特殊タイヤ組み替えの効率化と新規顧客獲得による販売促進

岡山県 草野モータース － 自動車の修理が出来る整備体制作りを行い、販路拡大を目指す

岡山県 健楼工務店株式会社 3260001024374 営業力を高め、接客の質を上げるための店舗改装

岡山県 株式会社くうたろう 1260001027107 持ち帰りメニューの広告宣伝と手作業の機械化による販路開拓

岡山県 インテリアデザインハル － カーテンとランプをメインとした家具小売店の開業

岡山県 老松電気設備管理事務所 － ドローンを活用した太陽光パネル点検実施による販路開拓

岡山県 Ａｌｏｈａアーイナ　英会話スクール － 安心して学べる環境の整備と販売促進事業

岡山県 Ｍ＆Ｍインターナショナル － ホームページのリニューアルによる広報周知・集客力の向上

岡山県 美煌書道教室 － 展覧会の開催により書道教室とオリジナル商品の認知度向上を図る

岡山県 美まつげｅｙｅｃｏ － 歯のホワイトニングによる販路開拓・既存顧客の抱え込み・売上安定化

岡山県 株式会社グロウ 1260001023213 ホームページによる会社・商品ＰＲによる販売促進取組み

岡山県 ＩＭＡＯＫＡＤＥＳＩＧＮ － Ｗｅｂコンテンツ制作環境を整備した事務所新設で新規顧客獲得

岡山県 有限会社アリモトスポーツ 7260002027678 加工部門事業内容の可視化よる地域への周知と販路開拓

岡山県 株式会社アベベ 3260001021099 看板設置による新物流サービス事業の認知度向上

岡山県 株式会社カブタケマテリアル 7260001020634 ＷＥＢサイトリニューアルでの中古住宅需要取込みによる販路拡大

岡山県 有限会社ファッションヘアーミナト 8260002029252 美容意識の高まりを背景とした、若年男性への新美容サービス提供

岡山県 しえんた － 介護タクシーで運ぶ、お客様と地域の安心・活気・繋がり

岡山県 合同会社ＩＫＥＰＡＮ 7260003003307 廃幼稚園をリノベーションした複合施設店舗で地域の賑わい創出

岡山県 有限会社石原鉄工所 8260002016481 金型補修事業の拡大による販路開拓

岡山県 玉島精機株式会社 8260001013827 新規事業参入と自社ホームページ改修による売上増加

岡山県 小野水月堂 － ・業務用除湿機の導入による生産効率の向上

岡山県 株式会社樋口 1260001014518 ホームページ作成を軸にした業務内容拡大の周知

岡山県 アンニョン － コロナ禍における元々非対面ビジネスである惣菜店の売上増加策

岡山県 株式会社ユタカ工業 5260001030726 古民家の温もりを活かしたデイサービスの認知度向上策
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岡山県 宇野港水産運輸株式会社 9260001022166 市場調査による新規市場の開拓と事業引継ぎプロジェクト

岡山県 有限会社ショップ味っ子 2260002032575 希少唐辛子の特産品製造のための設備導入による生産性向上と拡販

岡山県 たまの動物病院 － 看板・外灯設置や健康診断パンフレット作成による集客率向上

岡山県 株式会社山口建設 2260001015060 ホームページと会社案内の作成、認知力アップで新規顧客開拓

岡山県 有限会社榊原商店 7260002018355 コロナに負けない特殊作業用衣類による全国的販路開拓

岡山県 ｈａｔｉｔｉ － 気持ちを豊かにさせる世界にひとつだけのオリジナル商品の提供

岡山県 志恩 － 業務効率化とサービス提供品質向上を図る設備導入による販路開拓

岡山県 リラクゼーション空間　ゆりくら － 心からキレイに、笑顔の輪をつなげる販路開拓事業

岡山県 株式会社ｅＧＣ 8260001034732 グッズの制作とＥＣサイトでの販売事業

岡山県 全権興業株式会社 3260001013749 学生デザイナーを活用したデザインコンペとアパレルＯＤＭ事業の提案

岡山県 ヘアモードコミヤ － 新たな挑戦！ニュースタイル！髪もカラダも一新できるＯ２サロン

岡山県 有限会社妃富美 4260002025346 新メニューの提案による新規客層の獲得と販売拡大

岡山県 ｆａｇｏｔ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ － 店舗改装による客単価アップと新サービス提供による客数増加

岡山県 株式会社あい保険サービス 9260001023858 自社ホームページ作成による若年層売上の拡大

岡山県 株式会社カーセンターヤナ 9260001018197 新事業（中古車リース販売）での新規顧客獲得と利益の向上

岡山県 合同会社ＱｕｉｅｔＨｏｕｓｅ 3260003003062 店舗リニューアル＋お客様駐車場拡張による新規顧客開拓事業

岡山県 ナンバベーカリー － 新しい生活様式に対応した店頭販売の実施と動画広告の実施

岡山県 有限会社ＷＪＴ 5260002023910 抗菌・消臭サービスの展開と情報発信強化で、売上拡大

岡山県 有限会社ベニヤ 9260002023997 新しい生活様式への対応と潜在客の掘り出しで新規顧客化への育成

岡山県 ａｍｏｕｒ　ｅｔ　ｂｅａｕｔｅ’ａｍｏｕｒ － 新規事業（機能性インナー）とその情報発信強化で新規売上拡大

岡山県 創伸建設株式会社 8260001034162 トータルステーションの導入で生産性と品質アップによる顧客獲得

岡山県 リサイクルストアあかつき － 学生の入転居に伴う買取強化による商品充実による販路開拓事業

岡山県 合同会社ヘアーウォーク 6260003001591 髪と頭皮にやさしい「自然派美容室」を前面に出した販促事業

岡山県 光來商会 － リフトを使った「見て・聞いて分かるコンサル整備」を実施する

岡山県 有限会社マツオ自動車販売 3260002024019 愛車長持ちサービスの訴求による新規顧客への取組み

岡山県 富建興業 － 経営環境整備！完全内製化による利益向上事業

広島県 機械設計パートナー株式会社 2240001045605 ＨＰ作成による機械設計の販路開拓とマンション管理部門の新設

広島県 大村法律事務所 － ＹｏｕＴｕｂｅのチャンネル開設、ＨＰ引用による集客事業

広島県 ほりえ鍼灸接骨院 － 超音波画像診断装置（エコー）で病状可視化による販路開拓

広島県 Ｃａｆｅｍａｌｔｉｄ － Ｚｏｏｍによる「外国の文化と食事のテイクアウト事業」に伴う会場整備

広島県 株式会社バンリーヴ 6240001053001 キッズスペース（ファミリースペース）による販路開拓

広島県 ＢＡＲ　Ｐｏｕｒｅｒ － ホームページでこだわりを発信し若年層等新規顧客開拓を目指す

広島県 株式会社日電加工 2240001008594 高難度の打ち抜き技術を活かした、販路拡大のためのＨＰ作成

広島県 株式会社ＴＲＹサポート 9240001055738 自社ホームページ及びＳＮＳの新規作成による非対面型営業の実施

広島県 株式会社アップリバー 1240001055745 オシャレで快適！自社の強みをＰＲできるＷＥＢサイト構築
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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３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 ＳＥＮインターナショナル株式会社 2240001041298 時世のニーズに沿った商品の効果的販促用ＰＲ

広島県 ライブサロンステージ － 音響設備の充実、新サービスの提供で集客力ＵＰ

広島県 ゼペットオートサービス － マイカー診断メンテナンスで「安全」「快適」ドライブの実現事業

広島県 おりざ － 入店し易く、明るく清潔なお店へのリニューアルによる販路開拓

広島県 らくらく庵 － 整体部門強化ＰＲ、当店認知度向上のためのＨＰ作成等広報実施

広島県 株式会社角山創建 7240001000893 当社不動産事業の販路開拓に伴うホームページのリニューアル

広島県 ＬＵＸＥ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ － 安全・安心な店づくりを行うことで、集客力アップを図る

広島県 Ｓｋｉｐ　ａ　ｂｅａｔ － 当店の雰囲気や、想いを伝えるホームページを作成

広島県 株式会社ＳＴＥＰ　ＵＰ 6240001052754
新規コースを含めた新年度募集チラシの作成・配布とバナー広告による顧客
拡大事業

広島県 合同会社エタニティ 9240003002267 住宅性能事業を中心とした当社事業ＰＲチラシ等による販路開拓

広島県 株式会社エイトアップ 5240001040677 手作りカレーとノンアルコールカクテルが楽しめるバーの展開

広島県 Ｎｕｍｂｅｒ８ － 手作弁当の生産体制強化による、新規顧客開拓と新サービスの展開

広島県 エンゼル美容室 － 当社メイン顧客であるご高齢の方の満足度向上に向けた設備導入

広島県 ＳＡＲＡＭ － ダイエット食堂の新規展開による売上の増加

広島県 株式会社イジゲン 2240001043658 マンガ動画制作事業展開による自社価値向上と販路開拓

広島県 中国乳栓株式会社 8240001006766 商品の展示スペースを設置し提案営業強化の為事務所リニューアル

広島県 株式会社ゆたか 5240001043548 高齢者生活サポートの広報チラシの作成

広島県 株式会社田丸果実店 8240001042225 陳列棚の拡大と懸垂幕・チラシなどを活用した売上拡大事業

広島県 キャリアーチ株式会社 4240001052120
ホームページの活用と就活イベント参加及び販促品活用で、認知度と就業支
援活動を高め

広島県 ホリスティックビューティーファミリア － ＨＰのリニューアル、ＨＰへ誘導する集客活動

広島県 ＮＩＣＯＮ － コースメニューの充実化と情報発信強化

広島県 ＲＥＣＫ　ＯＮＥ － 当社主催のリメイク展開催。新規顧客（小売店から消費者へ）獲得

広島県 有限会社世良建設 6240002022095 ホームページを活用した、企業情報発信による販路開拓

広島県 行政書士小早川直美事務所 － 販路開拓のためのＨＰ作成、当該サイトへ誘うネット広告の導入

広島県 シュール － 看板及びメニュー板の作成による新規顧客の開拓

広島県 梶田時計店 － 溶接加工機の導入による修理対応力の向上と顧客の獲得

広島県 １０月のさくら － 生産性向上と店舗ＰＲ・販促ツール制作による顧客と売上の拡大

広島県 有限会社釜本自動車 6240002050311 ＣＶＴ＆ＡＴオートチェンジャー導入による社内生産性向上

広島県 河西春奈 － 顧客ニーズに対応する撮影機材の導入とＨＰ改修による販路開拓

広島県 坂道美容室 － 自家栽培ハーブでバームを作るワークショップ・関連商品の販売

広島県 有限会社尾道コーヒーボーイ 4240002050239 感染防止対策強化及び提供商品の品質改善による顧客満足度向上

広島県 ブライアーズ － 「ビールとアペロの立ち飲み屋」を確立するための設備投資

広島県 株式会社コウセー工業 9240001045788 自社ホームページへ誘導する看板・パンフレットの作成

広島県
ＳＵＮＬＩＦＥ総合整骨院　ＦＵＮＬＩＦＥＦＩＴＮ
ＥＳＳ

－ 事業内容が分かる外観とトレーニング客売上アップのため機材導入

広島県 有限会社せとだ 9240002033189 ペットの「無料送迎」とフードや薬の「配達料金無料」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３回受付締切分）
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広島県 ＢＡＲＳＯ － フードメニュー充実とトイレ周辺設備工事による顧客満足度向上

広島県 ケンパテック － カーペット洗浄機購入による販路開拓

広島県 株式会社広島明治 9240001041028 骨骨（コツコツ）健康プロジェクト

広島県 株式会社皆成 5260001024744 低年齢層向け及び社会人向け英語レッスンの広告宣伝の強化

広島県 新屋カイロプラクティック － 販促チラシ、および店舗イメージアップ戦略による新規集客

広島県 永和国土環境株式会社 5240001029927 民間向けパンフレット作成による可動式排水再利用装置の販路開拓

広島県 ＰＲＩＶＡＴＥ　ＳＴＵＤＩＯ＿ＢＯＢＵ － 航空法に基づくドローンユーザー育成講座開設とプログラムの開発

広島県 セリ － うどん店開店による昼営業への転換

広島県 ケアタクシーおむかい株式会社 7240001056317 福祉タクシー搬送範囲の拡充・販路開拓

広島県
クワイ農業を起業したキャリアコンサルタ
ント

－ 自社ホームページ作成による販路開拓

広島県 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｓａｌｏｎ　Ｃａｌｉｎ － 子育て世代の夫婦にＳＮＳ（動画）を発信して販路拡大を図る

広島県 初音 － 店舗外壁・入口案内看板設置とホームページ開設による販路開拓

広島県 株式会社日興商事 2240001034649 Ｗｅｂ広告による新規顧客の開拓

広島県 ＣＨＡＲＭＥ － 看板設置、ホームページの上位検索で販路拡大に繋げる

広島県 株式会社ＦＪコーポレーション 6240001054767 飛沫対策を考えたテーブル席を新規で２席設置・新規客開拓

広島県 有限会社ＰＡＸ－ＡＳＩＡＮ 5240002054263 販路拡大のためのカタログ制作とＥＣ販売向け物流環境整備

広島県 中間醸造株式会社 9240001039724 ホームページ新規開設による販路拡大・新規顧客獲得

広島県 髙橋佛檀店 － 店舗改修によるイメージＵＰ及び新ターゲット層へのアプローチ

広島県 寿温泉 － 明るい浴場への改装による顧客層拡大計画

広島県 ＡｉＯ － ネット広告による販売促進・商標登録でブランド認知の向上

広島県 有限会社マルミクリーニング 3240002046898 着物の取扱と染み抜きの唯一無二の技術を伝える新規顧客開拓事業

広島県 ＬＩＦＥ＋ － 炭酸泉を使ったヘッドスパ導入による新規顧客獲得

広島県 自家焙煎珈琲屋　夢琥 － 新銘柄の開発とＨＰ開設等による販路拡大

広島県 Ｄｅａｒ．．＋ＳＰＯＲＴＳ×ＡＲＯＭＡ － アロマ腸活・安眠コースの新設と看板設置による新規顧客の拡大

広島県 府中スズキ自動車販売株式会社 1240001034402 新規顧客獲得に向けた店舗リニューアルおよびイベントの実施

広島県 ピコット － 看板改良と事業ＰＲ強化による新規顧客獲得計画

広島県 ナイトイン綾 － 女性や新規客の入りやすい店舗づくりと紹介カードによる集客事業

広島県 ＲＥ：ＳＰＯＲＴＳ鍼灸院 － ホームページや広告の活用で、当院の周知を図る事業

広島県 藤本被服 － ホームページ作成による販路開拓事業

広島県 つむら動物病院 － トリミングサロン併設による多角経営サービスの展開

広島県 フォトカフェ － 「生前遺影写真」事業の開始による新たなシニア層の顧客開拓

広島県 株式会社小城六右衛門商店 7240001028456 パンフレットのリニューアルによる既存顧客の深堀と新規顧客の開拓

広島県 有限会社なか川 9240002037710 かりんとう製造における生産性向上に向けた機械化移行プログラム

広島県 自家焙煎イブリック － こだわりの自家焙煎コーヒーの店頭販売及びネット販売展開

広島県 ｏｔａｋｅバルｇａｋｕ － おうちで外食！？真空梱包機導入によるテイクアウト強化事業
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広島県 有限会社大竹新菱自動車 5240002037573 安心・快適な店舗造りと積極的な広報で顧客獲得による売上増加

広島県 株式会社アミスイ 2240001028972 海水フレークによる、むき身の高鮮度保持を強みに、飲食店の販路拡大

広島県 台湾ダイニングカフェ行天 － 新型コロナウイルス感染症防止対策と新事業による新規顧客獲得

広島県 トロイ製菓株式会社 3240001038351 店舗改修・新規メニューで顧客満足度アップ・新規顧客獲得！

広島県 有限会社とみよし美容室 2240002029037 アットホームなバリアフリー空間で最高のリラクゼーションを提供

広島県 株式会社今岡住設 6240001022385 ＨＰ開設と会社ロゴ作成による認知度向上と新規顧客の開拓

広島県 株式会社堀内造園 5240001022782 みんな知ってるｔｒｅｅｚＯｎ！　認知度向上計画

広島県 有限会社ハマダ電工 3240002029309 脱下請けに向けて、コロナ禍における巣ごもりの新たな提案事業

広島県 Ｗａｒｐｓ － 県外の若者をターゲットにモーターショー出展

広島県 有限会社寿緑化 7240002027622 ホームページ開設による販路の開拓

広島県 伊井珠算塾 － ホームページとチラシで幼児教育と資格教育の販路を開拓

広島県 Ｍ＆Ｃ企画 － 新たな清掃サービス講座の実施・ＰＲによる販路拡大

広島県 株式会社ビストロ・フーズ 3240001023378 外食経験をより楽しく！キッズメニュー改訂による販路拡大

広島県 小料理かつや － 女性客の来店促進、満足度向上による販路拡大

広島県 木村哲也建築デザインオフィス － リモートワークに伴う移住促進古民家空き家活用プロジェクト

広島県 さくら － 視覚的な店のリニューアルオープン

広島県 ふらっと － 駐車場のアスファルト舗装によるリピーター拡大及び新規顧客開拓

広島県 ベンチマークＬａｂｏ株式会社 9240001056117 当社のサービス内容と、紹介動画を入れたホームページの作成

広島県 廿日市天神整体院 － インターネット配信用動画の作成と、配信による見込み客集客

山口県 山西水産株式会社 6250001006494 インターネット販促を活用したＢ　ｔｏ　Ｃ売上規模の拡大

山口県 英勝園 － 国産ホップ栽培におけるブランディングとアナログ媒体での周知

山口県 有限会社植木紙店 9250002008207 第２展示会場開設・手漉き染和紙の販売促進とプロ作品の販売。

山口県 株式会社うお萬 7250001008622 ラベル製作システムの導入で売上増進

山口県 宇部車輌整備株式会社 6250001003005 乗用車・小型トラック用門型リフト導入による生産性向上

山口県 介護タクシーリズム － 民間救急事業への参入による新規顧客の獲得と売上向上

山口県 木工作家　竹部　徳真 － 商品の品質向上を目的とする特注アタッチメント治具パーツの導入

山口県 新山 － 特殊伐採や伐採した廃棄木材を薪に加工して販路拡大。

山口県 ミリオーレコーヒー － ユニークかつ便利な心躍るＥＣサイトを構築し、販路の拡大・売上増加を図る

山口県 銀色バイク － ガソリン分析計導入による修理・整備サービスの向上

山口県 株式会社トヨキン 4250001018079 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 ますぱん － デリバリーと商品ライン強化による地元住民への販売促進事業

山口県 有限会社大華山鳥雲 5250002013219 「アトリエ貸切　萩焼ロクロ体験」による販路拡大

山口県 株式会社飛建設 6250001018069 電動工具等の設備導入により生産性向上及び解体工事分野の展開を図る

山口県 エルミ － アロマを使ったカウンセリングの販路開拓。

山口県 有限会社伊乃正 2250002013799 予約業務に特化したデジタル化による効率運営と生産性向上
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山口県
有限会社ワイ・エム・シー・インフォメーショ
ン

1250002017215 当社の強みをＰＲする看板設置で新規顧客開拓

山口県 株式会社ヤマサコ 2250001017933
切削工具の「再研磨リユース事業」を拡大し、職人さんのものづくりを支え
る！！

山口県 ほのぼの不動産 － 折り込みチラシと看板設置による自社サービスの認知度向上

山口県
カレーハウスＣｏＣｏ壱番屋　イオンタウン
周南店

－ 店舗ライトアップによる認知度向上とチラシによる夜間集客率ＵＰ
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