
県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1 岐阜県
けいちゃん・からあげ　食
事　香月

―
食券販売機導入により回転率アップして販売促進す
る

2 岐阜県 栄屋 ―
設備導入改修工事による店舗再建と販売促進強化
事業

3 岐阜県 株式会社　石原設備 2200001018960
巡回用車両の購入と商品展示倉庫の改修による事
業再建・販売促進

4 岐阜県 株式会社　大勝建設 5200001019295
被災克服し、認知度向上と新築受注獲得に向けた情
報発信強化事業

5 岐阜県 カットスタジオ　アクト ―
設備導入と店舗改修による早期再建とバリアフリー
化への対応

6 岐阜県 波多野木工所 ―
小回りの利く軽貨物車両の導入で信頼回復と売上拡
大を図る

7 岐阜県 マルヘイ株式会社 9200001019572
地元産ゆず果汁配合「ゆず美容クリーム」販売促進
で事業再建する

8 岐阜県
飛騨森林都市企画株式会
社

7200001025151
チャオ御岳マウンテンバイクコース整備による新規顧
客獲得事業

9 岐阜県 割烹旅館福寿美 ―
旅館再建のために飲食店から再出発をかけた店舗
改装販促強化

10 岐阜県 丸田屋生花店 ― 店舗改装による集客アップと販促強化

11 岐阜県 株式会社　御岳 6200001034657 混浴渓谷露天風呂が無い現状での販路拡大とPR

12 京都府 焼肉　味楽園 ―
豪雨災害復旧に向けた雨漏り修理と集客数回復に
向けた情報発信

13 京都府 株式会社カタヤマ時計店 1130001034867
手頃な価格のパワーストーンアクセサリー販売によ
る販路開拓

14 京都府 コバヤシ工務店 ―
住宅無料点検サービス及び災害に備えた家屋強化
サービスの実施

15 京都府 オオエデンキ ―
被災施設の修繕と新規取扱事業の周知による販路
開拓

16 京都府 大江観光株式会社 7130001041429 えごまアイスを新たな福知山市の特産品に！

17 京都府 河守モータース ―
機器の刷新とネットサイト活用による中古車販売強
化及び売上拡大

18 京都府 食堂　大江山 ―
高齢者が安心して使えるトイレ洋式・バリアフリー化
事業

19 京都府 冨士モータース ―
異常気象でのエアコン再生サービス導入による新規
顧客獲得

20 京都府
ｲﾀﾘｱﾝﾚｽﾄﾗﾝ&ｳｪﾃﾞｨﾝｸﾞオ
ズ

―
毎年発生する災害に負けない顧客維持と新規顧客
獲得の体制づくり

21 京都府 有限会社大江ホンダ販売 1130002032969
新規の生涯顧客獲得と経営力向上のための中古車
展示場の開設

22 京都府 アルモニーア ―
災害からの復活・新規顧客獲得による売上拡大の為
の庭園整備事業

23 兵庫県 内橋自動車 ―
大型車両の自動車鈑金設備導入による新規顧客獲
得計画

24 兵庫県 阪神化学株式会社 2140001075067
大型FRPタンク（3400φ）の製造及びその販路拡大
への取組

25 島根県 株式会社　小畑建設 1280001004814
市場浸透度を深め、収益基盤をより強固なものに確
立していく

26 島根県 有限会社　創修 7280002009716
業務の内製化、効率化を図り、生産性の向上と利益
拡大を目指す

平成３０年度予備費予算　被災地域販路開拓支援事業 

小規模事業者持続化補助金 （２次締切分）
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27 岡山県 amitie Tara ―
新たなサービスメニューの拡充による新規顧客層の
獲得

28 岡山県
有限会社マルソーオート
プラザ

5260002009496 店舗・工場新体制整備・ＰＲによる販路開拓事業

29 岡山県 大河設備工業 ―
トラックの購入で現体制の再整備と営業活動の強化
事業

30 岡山県 ほぐし整体　ら・ぴかる ―
流出した顧客の回復と新たなる成長曲線への挑
戦！

31 岡山県 株式会社卵娘庵 1260001026645
自社商品の販売力強化及び業務見直しによる生産
性の向上を図る。

32 岡山県 SKY　ENGLISH ― 楽しく学べる本場の英会話レッスンを！！

33 岡山県 くるまや本舗 ―
ファミリー客獲得を目指すキッズスペース付き店舗リ
ニューアル

34 岡山県 理容ぼこ ―
「地域の生活復興に資する新事業・事業承継を伴う
事業再建」

35 岡山県 有限会社　鎌田種苗園 2260002017460
震災に負けない「攻め」の姿勢で取り組む出張・移動
販売事業

36 岡山県 株式会社マサ・ユメライク 4260001027599
新商品開発とデリバリーサービスの実施による新規
顧客獲得

37 岡山県 安藤塗装店 ―
塗料の技術で被災した地域の住宅環境のスピード復
旧事業

38 岡山県 株式会社　おの 9260001012761
販売・接客スペースの強化と復興需要に向けたチラ
シによる販促

39 岡山県 有限会社スズエプラザ 4260002005307
地元からの要望に応えられる建設業者の新たな取り
組み

40 岡山県 タムラ ― 元請工事の受注の増加、丁寧確実な施工の実施。

41 岡山県 山田工業 ―
車輛購入・直接営業による新規顧客獲得及び商圏
拡大！

42 岡山県 メンズヘアー　CUT　BOY ―
女性向け顔ぞりサービスで真備にさらに綺麗な女性
を増やします

43 岡山県 妹尾動物病院 ―
再建へ向けて歩む！炭酸ガスレーザー新治療と顧
客カルテ活用DM

44 岡山県 有限会社GALACO 9260002024236
真備町から世界に発信する「現代にマッチする新し
い工芸」

45 岡山県 渡邊登記測量事務所 ―
地元真備での不動産関連のお困りごとに対応して復
興に貢献する。

46 岡山県 エクステリア大久保 ― 新たな設備の導入によるガレージ制作の開始

47 岡山県
株式会社スズキオート山
陽

8260001013694
農機具機械等の改装サービスによる新規顧客の開
拓事業

48 岡山県 有限会社小田川ワールド 2260002024473 海外製組立てガーデン用品「PANYA」の拡販

49 岡山県 理容イモト ―
高齢者の多い被災地で「女性」にアプローチを行う利
用事業

50 岡山県 有限会社守屋自動車 7260002021730 「中型トラックもOK」被災地での短納期車検事業

51 岡山県 有限会社エムツー 3260002024407 商圏拡大及び高齢者向け送迎サービスの開始

52 岡山県 有限会社水川瓦工業 7260002021417 環境・体にやさしい薪ストーブ販売の事業展開
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53 岡山県 嵯峨野 ―
限定メニュー開発と、SNS情報発信による若者への
販促

54 岡山県 株式会社アイテムワン 6260001032184 ディーゼル車用DPFマフラーリサイクルサービス事業

55 岡山県 イコール 株式会社 6140001037534
奥津温泉に賑わいを取り戻せ！既存顧客等への販
促強化事業！

56 岡山県 株式会社井上組 5260001012534
地域の解体工事から建築まで、一貫受託し地域復興
に貢献する事業

57 岡山県 レストラン　Mint ―
20周年感謝祭と元気が出るメニューのＰＲによる集
客アップ

58 岡山県 カフェフェリーチェ ―
メニュー改良・テイクアウト対応等を情報発信してラ
ンチ繁盛店へ

59 岡山県 ラーメンごんべえ ― 快適な店づくりと新メニューの開発による販売拡大

60 岡山県 佐藤酒店 ― 真備町に元気を配達する佐藤酒店！！

61 岡山県 倉敷ヨーガセラピーｓｏｌａ ―
ヨガ教室によるアーユルヴェーダの新サービス提供
による売上拡大

62 岡山県 有限会社　山一 9260002011192
こだわり職人の寿司をより多くのお客さんにより快適
な空間で

63 岡山県 クレセ運輸有限会社 3260002017864
大型工事のサプライチェーン復活のための事務所再
建事業

64 岡山県 三宅呉服店 ― ハンドメイド商品の販売、仕立て直しサービス。

65 岡山県 株式会社アクティブ哲西 1260001019302
地域密着型の広告媒体活用と地道な販促活動によ
る顧客増加

66 岡山県 リフォーム河野 ―
住宅の復旧に関わる相談窓口の開設による新規顧
客獲得計画

67 岡山県 インテリア藤山 ―
被災地での安心・安全・正確なスピード対応内装工
事施工事業

68 岡山県 ムサシ食品工業株式会社 9260001020896 早急な生産環境の整備と海外に向けた販促強化

69 岡山県 梅ごころ ― 南高梅専門店「梅ごころ」復旧・PR大作戦！

70 岡山県 株式会社伊藤組 5260001000497
住宅設備工事専門店としての独自チラシ制作による
販路拡大

71 岡山県 中田時計電器商会 ― お年寄り宅見回り・出張家電修理サービスのPR

72 岡山県 株式会社ワン・エニー 7260001011336 『ODM』事業のプロセス改善・PR強化事業

73 岡山県 幸や ―
被災からの復旧と新規顧客獲得のための新メニュー
PR

74 岡山県 唐桶商事株式会社 8260001001880 事業復旧と、記念日向け備前焼のPR

75 岡山県 青江鉄工株式会社 5260001012419
薄物板金加工（曲げ、溶接、塗装等の一貫生産）に
よる営業強化

76 岡山県 株式会社山辺工業 2260001029110
作業車導入等による住民への周知及び営業エリア
の拡大事業

77 岡山県 ｅｌｉｍｓ株式会社 1260001024731
旅行会社連携による海外観光客に向けた果物加工
品の販路拡大

78 岡山県
有限会社シー・ケー・マキ
ビ二三零

8260002018610
重機導入による家屋解体事業の開始及びエクステリ
ア業務の拡大
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79 岡山県 木山工業株式会社 1260001013049
小型ユニック車による生産性効率のアップで被災地
の復興建築事業

80 岡山県 有限会社横溝車輌 1260002021975
被災地の地域のつながりを取り戻す車両御用聞き事
業

81 岡山県 株式会社ホットチェア 5260001016519
インターネットショップの運営再開。同時に自社商品
の卸売の強化

82 岡山県 有限会社三好自動車 8260002021548
自動車愛好家向け魅力発信強化によるブランド構築
と顧客開拓推進

83 岡山県 株式会社ＣＯＮＯ 3260001028004
店舗誘導のためのスロープ導入及び、テイクアウトメ
ニュー周知

84 岡山県 国富農機具修理所 ―
工場機能回復による生産体制の整備と既存取引先
への営業強化

85 岡山県 PAC ―
営業体制の再構築とホームページ作成による情報
発信機能の強化

86 岡山県 株式会社チコ 3260001004319 工場新体制整備・新商品開発による販路開拓事業

87 岡山県
矢掛訪問リハビリマッサー
ジ

― 地域で健康的な在宅生活を継続できるための事業

88 岡山県 有限会社　信長興業 2260002026024
被災地の地元企業・個人施主に向けた建築広報事
業

89 岡山県 岡田電気 ―
「電気工事の見積もり無料相談」による販路開拓事
業

90 岡山県
矢掛家具センター有限会
社

6260002026061 復興から来店に繋げる矢掛テンペの集客事業

91 岡山県 株式会社神野設備工業 1260001006746
水道設備等工事部門を強化した形での事業再建と
販路拡大ＰＲ

92 岡山県 理容ヨシオカ ―
新規顧客獲得の為の店舗設備強化による事業再建
と販路開拓

93 岡山県 有限会社　小田ずし 6260002025930
自家製麺へのシステム変更と体験教室へのスパイラ
ルアップ

94 岡山県 渡辺製麺所 ―
「矢掛ブランド」奴うどんの旨さ拡散計画～飲食店へ
の事業拡大～

95 岡山県 小寺石油株式会社 9260001022785
ワンストップサービス再構築および広報活動開始に
よる顧客開拓

96 岡山県 富岡珈琲 ―
大型焙煎機導入による商品生産能力強化と収益力
向上への取り組み

97 岡山県 御津学習スタジオ ― 中学生向けweb講義による販路開拓事業

98 岡山県
グローバルフーズコーポ
レーション

―
ホームページと移動調理販売用トレーラーで顧客確
保大作戦！

99 岡山県
協業組合エー・アール・
ユー鈑金塗装工場

8260005005028
鈑金塗装だけじゃない！当社サービスの見える化車
両販売もPR

100 岡山県 守屋衣服店 ―
早期事業再開を図るための店舗改修及び営業再開
周知

101 岡山県 角田建築 ―
手作りチラシの配布と電動工具の導入で新規顧客の
獲得

102 岡山県 片岡建築 ―
地域の需要に対応するための大工業体制の再構築
と販路開拓

103 岡山県 株式会社Peace Banner 2260001029366
岡山がんばる起業応援宣言！企業PR動画で繋がる
真備町と日本！

104 岡山県 株式会社サンワ 8260001013554
トラック導入による迅速工事・復興土木工事への対
応及び販路開拓
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105 岡山県
有限会社　佐々井建築事
務所

1260002018410 ローコスト住宅（仮称：飾らない家）の設計と営業強化

106 岡山県 有限会社武本石材工業 7260002019469
水害からの事業再開と各種広報による近隣住民へ
の周知事業

107 岡山県 有限会社佐藤興業 7260002018446 へんこつうどんは真備町と共に復興・復活する

108 岡山県 井上車体 ―
事業再開の実現と新ツール導入による作業効率化と
納車時間の短縮

109 岡山県 有限会社アシスト 2260002022816
営業・来店環境の復旧による町内顧客の探耕および
町外客の開拓

110 岡山県 まびの里　山田農園 ―
新規野菜栽培による売上拡大と既存顧客の維持対
策

111 岡山県 美容室bacopa ―
店舗修繕によりプライベート感等の回復及び広報に
よる顧客獲得

112 岡山県 滝本建築 ―
作業道具整備による営業再開と広報でリフォーム
ニーズ対応事業

113 岡山県 山田珠算塾 ―
真備っ子の基礎学力向上を目的とした珠算硬筆木
工教室の再出発

114 岡山県 三信開発工業 ―
小型重機の導入で真備の復興を下支えするリフォー
ム事業の強化

115 岡山県 合同会社瀬戸内マルシェ 4260003001445
西日本豪雨災害を生き抜いた「せとうちパイン」の産
地育成事業

116 岡山県 株式会社定井建設 3260001015893
業務体制の整備による生産性向上とパンフレットに
よる販路開拓

117 岡山県 有限会社成羽自動車 7260002026969
被災からの復興アピールと車検対応の充実による売
上向上

118 岡山県 ROUGE ―
ホームページとリーフレットによる広報活動で新規開
拓

119 岡山県 カイノ ― 窓の大型化への対応と新たに個人宅への需要開拓

120 岡山県 合同会社麻田百貨店 8260003000930 DMとリーフレットによるブランド商品PRでの売上拡大

121 岡山県
有限会社ハラダ家具セン
ター

9260002026975
催事スペースへの改装とチラシ折り込みによる営業
再開の広報

122 岡山県 オーパス ― 被災地域に癒しを与える、髪のお悩み相談のPR

123 岡山県
株式会社哲多すずらん食
品加工

7260001019288 OEM製造及び自社商品のPR強化事業

124 岡山県 有限会社五向園 6260002033818
顧客ニーズを満たす新商品開発とホームページによ
る販路開拓事業

125 岡山県 有限会社光タクシー 9260002027445
“集いの場”提供によるグループ内循環ビジネスモデ
ル発信事業

126 岡山県 株式会社泰仙 3260001012346 高付加価値の自然農法シイタケの販路開拓事業

127 岡山県 古都薬局有限会社 2260002003832
調剤薬局としての地域医療新サービス提供及び販
路開拓

128 岡山県 佐藤断熱 ―
高い技術の熱絶縁工事業者としての復旧および販
路開拓事業

129 岡山県 大倉理容所 ― 送迎サービスの体制整備及びチラシによる販路開拓

130 岡山県 キニワ ― 寝具の直販強化による販路拡大
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131 岡山県 松丸船舶有限会社 6260002032043 小売部門強化とネット販売で販路拡大。

132 岡山県 サロンドあい合同会社 4260003002022 高齢者にやさしい店舗づくり

133 岡山県 有限会社四谷電機 8260002010600 被災家庭復旧を中心にした地域密着の強化

134 岡山県 山本モータース ―
地域密着！無料サービスの提供による顧客の囲い
込み計画！

135 岡山県 イースタイル ―
塗装技術を活用！深あおり荷台の受注と大型車輌
の整備

136 岡山県
イシヤマユウエン合同会
社

1260003002396 商品ラインナップの充実に伴う製造環境の再整備

137 岡山県 百姓屋敷わら ―
体験型設備の新設により生活体験特化型の宿泊客
の囲い込み！

138 岡山県 串や ― 店舗整備とSNSを中心にした情報発信

139 岡山県 ペット倶楽部バランス ― 多様なサービス提供強化による顧客満足度の向上

140 岡山県 有限会社美晴旅館 8260002032066
サイドメニューの充実でオフシーズンも顧客満足度
アップ。

141 岡山県 株式会社タイト 6260001029924
作業効率（生産性）向上に繋がる設備導入による再
建事業

142 岡山県 かくしゅ ―
昼間はカフェ、夜は日本酒バーを営業し地域の需要
に応える

143 岡山県 サトウオートサービス ―
トータルカーライフ事業の復旧・再建により真備の復
興に貢献

144 岡山県 株式会社米見 5260001027078
「ジビエ肉味噌」の販路開拓によるリスク分散と売上
の回復

145 岡山県
有限会社スカイ・クラシッ
ク

3260002013582 環境保全、消費者保護を目的とした新規事業の推進

146 岡山県 株式会社　くるまのポパイ 1260001007166 くるまのポパイ第2営業所復旧プロジェクト

147 岡山県 株式会社ビッグアイ 5260001031600
機械設備の導入と職場環境の改善及び広報戦略強
化による売上拡大

148 岡山県 Piano café’ thanks a lot #N/A
送迎付きピアノ教室の再開と障碍者高齢者サポート
の強化

149 岡山県 株式会社エムテックス 2260001010532
快適な空間の提供とコア顧客獲得による新規店舗の
活性化

150 岡山県 長尾建築 ― 設備導入と営業力強化による売上の拡大

151 岡山県 株式会社ビリーブ 8260001016722
土地取得から新築・リフォームまでワンストップで受
注アップ！

152 岡山県 株式会社アクシオン 9260001024055
事業再建に向けた新規出張トラック塗装事業により
売上回復・向上

153 岡山県 株式会社まさみ 4260001030660
豪雨災害にも負けず頑張る高齢者とご家族にひと時
の安らぎを提供

154 岡山県 有限会社松井組 8260002027000
設備資本の充実を図り、効率化と受注ロスを解消し
売上増を目指す

155 岡山県 浅沼呉服店 ― 訪問販売の体制整備及びチラシによる販路開拓

156 岡山県 めぐみ農園 ―
農業者から商工業者へ！新たな商品販売部門の導
入による売上拡大
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157 岡山県 株式会社blue sky 3260001027807
復旧と産地農業者とカット野菜メーカーへの電子媒
体での販路開拓

158 岡山県 有限会社清嘉園 2260002011307
災害からの復旧とお茶のコンシェルジュとしての顧客
開拓事業

159 岡山県 有限会社光土水 1260002026990
新たな車両を導入し営業強化等を図り販路開拓で売
上増加を目指す

160 岡山県 丼丸瀬戸　東平島店 ―
早期営業復旧と新メニュー開発・周年イベント告知に
よる売上増加

161 岡山県 早坂建設有限会社 1260002007982
復旧と農業者等向け倉庫の販路開拓と基礎工事の
請負

162 岡山県
株式会社ホンダカーズ高
梁

4260001019076
車両のメンテナンスサービスの充実で、車を大切に
する顧客を確保

163 岡山県 マイカーランドせと ―
納得する車選びと技術サービスの提供による顧客満
足度の向上

164 岡山県 小野ホース ― 新たな受注獲得に向けた作業場の構築と広報事業

165 岡山県 清水商会有限会社 4260002027458
パッカー車入れ替えによる小回り対応で顧客層の拡
大に向けて

166 岡山県 株式会社クニファーム 3260001024597
「朝取り野菜配送」「笑顔の見える営業」強化による
販路開拓

167 岡山県 有限会社真備自動車 6260002021244
災害からの復旧。女性客・ファミリー層獲得による販
路開拓

168 岡山県 Aqua Company ―
真備の復興、災害に強い街づくりを支える配管工事
の周知

169 岡山県 高橋自動車鈑金塗装 ―
メーカー品質の溶接機器導入で売上・利益を伸ばし
事業承継に繋ぐ

170 岡山県 有限会社真晃建材 4260002018655
ＰＲ用販促ツールによる広報、天井クレーン導入によ
る生産性向上

171 岡山県 株式会社　山壱 5260001024918 運送管理及び商談環境の整備による販売強化

172 岡山県
ウォールウォーレン有限
会社

6260002022705
洋菓子店の復活計画　食べた人みんなに笑顔になっ
てもらいたい！

173 岡山県 ヴェリココ ―
店舗リニューアルオープンによる商圏拡大及び新規
顧客開拓

174 岡山県 ＣＰサロンファーナ ―
新規顧客獲得で真備の疲れた女性へ癒しと美容を
もっと提供する

175 岡山県 平島寿司 ―
地域唯一の寿司専門店としての周知PRのための販
路開拓事業

176 岡山県 株式会社石部商店 5260001015801
自社独自の顧客管理システムの再構築とＩＴ活用に
よる販路開拓

177 岡山県 小谷建設 ― 新築・リフォームの提案営業強化事業

178 岡山県 3UP　WEST ― 設備などの復旧。車両・部品の海外輸出への準備。

179 岡山県
有限会社　井原システム
サービス

5260002026649
サイトマスター・ドローンを用いて保守点検能力の向
上

180 岡山県 きび空調有限会社 7260002024758
地域内個人客への直接営業を強化するため販促及
び営業体制強化

181 岡山県 株式会社泰信産業 1260001026323
ホームページの開設により広域で食品残渣の調達と
販路開拓を行う

182 岡山県 ＥＤＥＮ　ＨＡＩＲ ―
高品質で付加価値の高い予約の取れない人気サロ
ンでの集客事業
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183 岡山県 ごとう書道教室 ―
送迎用車両による新規顧客開拓、暖房設備による寒
冷気候への対応

184 岡山県 有限会社ハヤカワ機械 7260002014577
農業機械の大型化に対応する積載車の導入による
顧客満足の向上

185 岡山県
有限会社カーサロンニシ
ダ

3260002025025
指定工場へランクアップ！売上拡大のための工場改
造計画

186 広島県 竹林自動車販売株式会社 6240001026139 緊急対応できる設備導入による顧客満足の向上

187 広島県 東洋合成株式会社 7240001015306
災害ゴミの受入れに向けた破砕処理対応が可能な
油圧ショベル導入

188 広島県 瀬戸料理仕出し　なかお ―
新鮮な食材を使った仕出し料理を届ける配達車両の
購入とＰＲ事業

189 広島県 ベジスタイル株式会社 2240001044920
農家が手掛ける新鮮野菜を使ったコールドプレス
ジュース移動販売

190 広島県 カットハウス　ヤマダ ―
地域の高齢者・女性に優しい店舗づくりの実現に向
けた取り組み

191 広島県 株式会社光山組 4240001026941
ショベル機械導入による河川・隘路工事の強化と新
規受注獲得事業

192 広島県
白バラ牛乳　モーモー乳
食

―
店舗販売開始に伴うショーケース導入と横断幕設置
による商品PR

193 広島県 リシェット ―
パンの分割丸目機導入による業務効率化と新商品
の増産販売

194 広島県 オフィスガンボ ―
サイトの宿掲載拡充のためのタブレット利用による営
業の強化

195 広島県 セーブストア ―
単身・高齢者をターゲットとした安心安全な商品提供
及び販路開拓

196 広島県 後河内ストアー ―
高齢者・単身者の「個食ニーズ」をターゲットとしたお
惣菜の提供

197 広島県 有限会社　迫田畳店 1240002035829 新たな顧客ニーズに対応したオリジナル畳の製造

198 広島県
ヘアーメイクスタジオ　ア
ルファ

―
安全で快適な店舗ＰＲとポイントカードによるリピート
率の向上

199 広島県
有限会社エムアイシステ
ム

8240002035087
高騰する仕入れ価格に適応するための高付加価値
サービス提供事業

200 広島県 有限会社free style 5240002052358
店舗改修による自社製品の生産性向上による販路
開拓事業

201 広島県 大平交通株式会社 5240001038267
バリアフリー対応の福祉系車両導入による新規顧客
獲得事業

202 広島県
有限会社エスビィエスイヨ
タ

5240002047820
フライス盤導入によるオリジナル部品・工具の開発、
販売

203 広島県
Ｅｎ　Ｌｏｈａｓ　Ｄｅｓｉｇｎ一級
建築士事務所

―
一般顧客からの受注の為の車両と事務所の整備事
業

204 広島県 青木印刷株式会社 6240001027590
デジタル対応オンデマンド印刷による新たな商業印
刷の取引拡大

205 広島県 天使の羽衣 ―
幅広い顧客獲得のための、大型看板の設置と事業
イメージの深化

206 広島県 有限会社　ネストイン 3240002005722
直輸入でオーダー型のカーテンとカーペットを訴えた
広報活動

207 広島県
株式会社JMK BEAUTY
PRODUCE

9240001039352
店舗リニューアルによる新規顧客獲得・客単価向上
事業

208 広島県 林土地家屋調査士事務所 ―
高度化する測量に対応したＣＡＤシステム導入による
新規顧客開拓
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209 広島県
株式会社Ｐ’ｚコーポレー
ション

5240001051427
高速印刷機導入に伴う高圧電気系統一式新設によ
る販路開拓事業

210 広島県 せんじ小屋 ―
店舗の視認性向上と積極的ＰＲによる販路拡大と生
産体制の確立

211 広島県 パブラウンジ銀河 ―
宴会用ログハウス改修で大人数利用を可能とし売上
増を目指す

212 広島県 喫茶　ジョイフル ―
バリアフリー化によりサービス向上と新規顧客開拓
で収益を確保

213 広島県 株式会社　SUHARUNET 5240001050164
コスト低減とリードタイムの短縮による新たな販路開
拓

214 広島県 有限会社住田製パン所 7240002050772
店舗改修による新規顧客獲得及び顧客満足度向上
事業

215 広島県 有限会社　カドーレ 4240002028920
「ＣＡＤＯＲＥｐｌｕｓ」新規出店と、本社でのパン製造開
始

216 広島県 新井昌博 ―
アパート経営における駐車場の安全強化で入居者
の安全安心の提供

217 広島県
美容室　はーとふる まー
ず

―
駐車場のコンクリート舗装化で高齢者でも来店しや
すい店づくり

218 広島県 FUNNEL ― 設備投資による整備品質の向上と新規顧客開拓

219 広島県 株式会社　中美 3240001019319
配達機動力のアップと作業の効率化により経営基盤
を強化

220 広島県 葉畑印刷 ―
ホームページ開設と事業案内パンフの作成で希少な
活版印刷をPR

221 広島県 ミートカネショウ ―
安心安全な商品の提供と快適な店舗づくりの実現に
向けた設備導入

222 広島県 真心料理　よりどころ ―
人気の飲食エリアでスポーツをコンセプトとした居酒
屋を開店

223 広島県 中畦商店 ― 販売地域拡大・請負範囲拡大による売上回復

224 広島県 株式会社H・R 8240001021798
体験型観光メニューの強化によるブランドに合った団
体客の誘致

225 広島県
株式会社　アンリツ広島住
器

9240001000644
災害に強い施工プランのPRと原価率低減による車
両の購入

226 広島県 有限会社　白木産業 1240002008231
パワーショベルの増強による災害復旧への対応力強
化

227 広島県 金田水産 ―
杭打ち式養殖による生食可能な高品質カキのブラン
ド化

228 広島県 PROFIT株式会社 2240001027776 魅力度・認知度向上によるインバウンド顧客増加

229 広島県 ユーセイ建設株式会社 5240001033788
「減災」、「防災」から考える土地探し、家づくりのご提
案

230 広島県 株式会社和ごころ工房 9240001036564
女性でも手軽に置けてしまえる薄くて軽い国産い草
の置き畳の販売

231 広島県 リアンオアシス ―
広報・ＰＲ活動の強化と店舗改修工事による販路拡
大事業

232 広島県 仁井モータース ― 災害により増加したトラック整備需要の獲得

233 広島県 シンワ被服有限会社 4240002038655
最新ミシン導入による消防服製造へのシフトチェンジ
計画の推進

234 広島県 株式会社　金澤源 4240001049744 生産力強化による売上増加計画
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235 広島県 ＥＣＯ３６０株式会社 3240001045109
事業再建に向けた養殖場営繕と設備バリアフリー化
による販路開拓

236 広島県 Ｆ・ＳＴＹＬＥ ―
既存事業と相乗効果が期待できるレッカー事業に新
規参入

237 広島県 新光造園 ―
既存顧客を維持しつつ、ニーズのある新分野での受
注獲得

238 広島県 レオン＆コージ ―
訪問カットPRのための看板設置と高齢者に対応した
車両の購入

239 広島県 有限会社あぶと観光汽船 1240002038352 安定的な顧客確保のための対策実施

240 広島県 有限会社　眞英 2240002031934 安定的な顧客確保のための対策実施

241 広島県 坊田興業 ― 解体工事業への進出による受注件数増加への取組

242 広島県 山県自動車商会 ―
設備導入による業務改善と車のトータルケアを訴え
た広報活動

243 広島県 庭尾屋根工事店 ―
施行可能な状態へ早期回復し、後継者育成を兼ねて
新規顧客獲得

244 広島県 株式会社　神力興協 5240001051220
新設備と新サービスの導入による顧客ニーズの取り
込み事業

245 広島県 迫谷写真舘 ―
顧客データベースの構築による販売促進と出張撮影
の強化

246 広島県 ㈲米丸自動車商会 7240002054451
リフトの大型最新化と外国車対応による修理整備
ニーズ対応事業

247 広島県
白竜湖リゾートセンター株
式会社

2240001040110 当ホテルの強みと営業状態のPRイベント事業

248 広島県 有限会社　竹田建設 2240002054407
重機導入による災害残土の受入と民間受注拡大事
業

249 広島県 有限会社　松平化成 4240002054438
新型混合機導入による特殊素材や小ロット受注対応
事業

250 広島県 株式会社　LAFRULE 8240001046779
島の新鮮果実を使用した新商品「冷凍スムージー」
による営業強化

251 広島県 ケーエス商会株式会社 3240001039283
IOT物販自販機を利用した高品質活水産物の販路開
拓

252 広島県 関西金属工業株式会社 2240001002069
売上確保と失客防止のための早期事業再開の取組
み

253 広島県
有限会社　アイ・ピー・エ
ム

9240002000288
３Dスキャナーの導入による新たな販路開拓と既存
事業の再建

254 広島県 株式会社　よこまち 9240001012219
設備導入による業務改善と小回りが利く軽トラックの
購入

255 広島県 株式会社オカムラ広告社 9240001037166
3Ｄプリンターを使用した、立体看板の新規制作事業
への展開

256 広島県 禅ぱん ― きんさい坂町！禅ぱんファンづくりプロジェクト

257 広島県 ＫＯＨ株式会社 9240001040161
被災イメージを払拭する活気ある心安らぐ美味しい
ラーメン店創り

258 広島県 有限会社　正栄工業 9240002053930 作業効率アップと安全強化による個人需要の開拓

259 広島県 BOOMER（ブーマー） ―
中型車・大型車受け入れのための機械設備の拡充
による販路拡大

260 広島県 吉井縫製 ― 縫製経験者の人材確保による事業の拡張
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261 広島県 株式会社クレセント 3240001027791
新設備導入によるOEM商品開発事業及び通販ウェ
ブサイトの構築

262 広島県 株式会社くれブランド 9240001045904
訪日外国人（インバウンド）向け毛筆レターギフトの
開発販売

263 広島県 有限会社　オリデ電機 6240002034669 顧客拡大のための環境整備と設備工事事業の拡大

264 広島県 株式会社森岡農園 3240001044102 「蒟蒻芋」洗浄機の導入による卸先の新規開拓事業

265 広島県 株式会社　あすなろ本舗 7240001015917 飲むにんにくゼリー等の新商品開発と販路開拓

266 広島県 有限会社　中国金型 1240002029228
３Ｄプリンター導入で迅速対応による顧客満足度アッ
プ

267 広島県 有限会社　みちやま 5240002035197
お手入れ体験を通して、満足度向上による新規顧客
増加

268 広島県 AIQON　STORE ―
玉こんにゃくの製造機械の導入による新たな販売形
態の構築事業

269 広島県 トモエ美容院 ―
髪とお年寄りに優しい、アットホームサロン「トモエ美
容院」

270 広島県 有限会社　三喜 8240002035194
プラント専用部品車載で営業車をライブラリ化し販路
開拓を実現

271 広島県 一栄精工 ―
レーザー機とデータ出力装置導入による高付加価値
金型の提供

272 広島県 有限会社エープラン 7240002036318
ニーズに寄り添ったセットリースによる課題解決・顧
客満足向上

273 広島県 竜栄組 ―
地域住民「お困りごと」対応事業の実施による新規顧
客開拓

274 広島県 上理容院 ―
理容院を美容院へ転換し、家族一丸となった事業継
続

275 広島県 有限会社　昭和機械工業 3240002035133
ハイテン材の絞り加工等高い技術力の情報発信によ
る新規顧客開拓

276 広島県 株式会社　スキャット 6240001045279
通所が困難な重度障がい者の快適な送迎に対応し
た車両の購入

277 広島県 株式会社　中矢建設 2240001042065
ダンプトラック導入による業務改善と災害復旧への
対策強化

278 広島県 四季　ふぉーしーずん ―
来店客対応と持ち帰り対応と通販対応のための設備
充実事業

279 広島県 ＹＧＲ急送 ―
配送専用特殊コンテナの装備車両による「売上・利
益向上」の取組

280 広島県 有限会社　山陽路 9240002053922 お客様に合わせた店舗づくりと顧客満足度の向上

281 広島県 有限会社　創見技術 5240002053942
3次元データ活用と作業効率改善による新規顧客の
開拓

282 広島県 有限会社　かるが自動車 1240002021259
顧客満足度の向上のためのトイレ等の店舗整備と情
報発信

283 広島県 エクスレイ ―
サスペンション専門店の設備導入によるランクアップ
と販路開拓

284 広島県 株式会社　まごころ 2240001051330
アンテナショップの設置による安心・安全な健康食品
の販路拡大

285 広島県 有限会社　西村木材工業 2240002053920
新規参入する犬のブルーディング事業により売上拡
大を図る

286 広島県 トップクリーン ― 新たな清掃機械導入による販路拡大
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287 広島県 司法書士　畝啓貴事務所 ― 豪雨被災地域での出張訪問サービスを強化

288 広島県 株式会社スリーシェル 6240001052201 江田島のマリンレジャー施設の新規顧客獲得計画

289 広島県 有限会社丸一産業 6240002034594
小型ホイールローダー導入による小規模工事・保全
工事の受注増加

290 広島県 スタンドえくぼ ―
お客様の高齢化に対応した送迎用車両の導入と新
規顧客獲得

291 広島県 ディーエスピー ―
最新デジタル機器の導入による信頼度向上と新規販
路拡大

292 広島県 かきうち製綿所 ―
来店型店舗への変貌による販路拡大と新たな顧客
の獲得

293 広島県 有限会社フジ不動産 6240002028712
入居者に安心と安全を提供し、認知度と顧客満足度
向上事業

294 広島県 ポーク＆チキン江田島 ―
食肉保存用冷蔵ユニット導入による顧客満足度向上
と販路開拓

295 広島県 株式会社　ユーエムエス 5240001016082
マイクロバス導入による小グループ等の新規顧客開
拓

296 広島県 株式会社　常盤家具 1240001052676 直販体制の構築による新規顧客獲得計画

297 広島県 有限会社　東立工業 6240002028852 早期対応を可能にする輸送方法の改善

298 広島県 喫茶　ボン ― 店舗環境整備による顧客満足度向上計画

299 広島県 有限会社　美やび畳 1240002024617
畳の輸送用トラック導入による被災住宅復旧へ向け
た迅速な対応

300 広島県 荒木ふとん店 ―
島の布団製造業者の工場修繕による生産性向上と
販路拡大

301 広島県 初神急送 ― 積載車によるレスキュー事業

302 広島県 さつき荘 ―
仕出し料理専門店としての顧客満足向上と生産性向
上

303 広島県 中国新聞　井原市販売所 ―
新車両購入による新聞の基幹配送と契約獲得、新
サービスの実施

304 広島県 有限会社ユアサ工業 9240002020435
回転式作業台制御装置の導入による新規顧客開拓
事業

305 広島県
有限会社トムミルクファー
ム

5240002028069
冷凍車両の取得により、自社製品の流通範囲の拡
大による販路拡大

306 広島県 佐々木住設 ―
車両の購入による災害復旧対応と給水管引き込み
工事の受注獲得

307 広島県 株式会社　曽根川施工 3240001005723 店舗外観整備による当社事業の地域住民への訴求

308 広島県
クリーンカンパニー株式会
社

9240001049616
清掃・家電レンタル・リサイクル品の買取・販売の業
務効率向上

309 広島県 くりきんとん亭 ― 販売ルートの増強による販路拡大と店内環境の整備

310 広島県 Ｓ．Ｃ．Ｈ ―
早期再建に向けた店舗・工房の整備と広報活動によ
る販路拡大事業

311 広島県 株式会社　長栄堂 8240001036466
工場見学とワークショップを通じて伝統文化を肌で感
じる場を創る

312 広島県 ケアネット株式会社 6240001037169
お客様（利用者様）の不安を解消！新規相談支援事
業への取り組み
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313 広島県 てごう屋 ―
こだわりの「牛たん」料理PR看板設置による新規顧
客獲得

314 広島県 有限会社作田水産 9240002035532 新規機械設備導入による「ひじき」の販路拡大事業

315 広島県 宇野薬店 ―
高齢者に対応した配達サービスの強化と健康増進に
よる地域活性化

316 広島県 シーサイド桂ヶ浜荘 ―
マイクロバスを活用した送迎付プランの作成による新
規客の獲得

317 広島県 株式会社上建 5240001023376
新事業で資源を再利用。環境に配慮した企業への転
換。

318 広島県 Shirasuya　e’s ―
インバウンド需要を見据えた観光客需要を取り込ん
だ事業再建計画

319 広島県 有限会社　兼光 1240002030953
不動産業を示す看板を設置し、不動産事業の認知
度を図る

320 広島県 有限会社二反田醤油 6240002035931
SNSを活用した商品ブランド力及び認知度向上によ
る売上拡大

321 広島県 株式会社舛野工務店 1240001010956
住宅リフォームニーズに対応するための施工設備の
強化と広報活動

322 広島県 有限会社坪希 4240002036031
インバウンド需要及び生産性向上を見据えた厨房機
器の導入

323 広島県 有限会社高木総業 8240002048345 事業の早期再建に向けた重要顧客の失注対策事業

324 広島県 トラストアンドリンクス ― 卸売・委託販売の営業強化により売上向上を図る

325 広島県 ララスマイル ―
豪雨災害から激減した売り上げを早期に回復させる
広報活動

326 広島県 髪音株式会社 8240001037605
早期事業再開に向けた設備・備品の入替と早期売上
回復の広報事業

327 広島県 らん美容室 ―
雨でも雪でも安心！お客様が来店しやすいお店の駐
車場整備事業

328 広島県 株式会社　二葉 9240001022754
高齢化世帯等へ新舗装材での防草対策舗装工事受
注による売上増加

329 広島県 株式会社リピカ 2240001025177 自社商品を効果的に訴求するPR動画の製作

330 広島県 今津商店 ―
乳製品の配達時の品質保持のための中温冷凍車購
入による売上拡大

331 広島県 喫茶ZAKURO ―
女性客に喜ばれるスイーツ、会話、寛ぎを提供できる
店舗への改革

332 広島県 有限会社　菅田米穀店 5240002029216
「洋楽チャート館」「昭和サイン館」新設等による顧客
層拡大

333 広島県 大武鮮魚店 ―
冷蔵冷凍車の導入による、来店困難者への「新鮮配
達便」強化

334 広島県 有限会社　川本ストアー 6240002029198
軽バンとスチコン導入により配達体制整備と惣菜の
商品力強化

335 広島県 ふじ美容室 ―
店舗バリアフリー化と対象を絞った商品展開と業務
効率化

336 広島県 安芸津歳實コーヒー ― オープンファクトリーの実現による販路拡大

337 広島県 柄　酒造株式会社 1240001023297
高付加価値清酒の安定供給により被災酒造の汚名
返上と売上強化

338 広島県 エディオン電気　柄 ― お店の復活と機動力アップによる販路拡大事業
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339 広島県 山下呉服店 ―
老舗呉服店の恩返し－サロンの開設と地域密着営
業で販路開拓

340 広島県 有限会社　砂田建設 9240002053939
機械設備導入による作業効率改善と復旧工事の受
注強化事業

341 広島県 株式会社大前醤油本店 7240001024736 BtoB向け商品カタログ作成と生産性UPで販路増加

342 広島県 有限会社シンセイ 9240002031044 販路拡大のため提案営業を強化する計画

343 広島県 株式会社アサヒ工業 8240002031243
フォークリフト導入で業務の効率化を図り、新規客の
獲得を目指す

344 広島県 レアカントリークリエイト ―
真空包装機導入で地元特産品を業者向け商品化
し、収益を確保する

345 広島県 久保田工作所 ―
生産環境の整備で機会損失を防ぐとともに新規顧客
を開拓する

346 広島県 有限会社佐々木米穀店 8240002031020 お米の直接仕入れでネット販売の競争力強化

347 山口県
有限会社美容室K’ｓ
STUDIO

3250002019366 本格的なヘッドスパ事業による販路開拓

348 山口県 株式会社世良電設 6250001012121 個人客を獲得するための設備投資

349 山口県 木下農園合同会社 2250003002116
寄せ植え特設コーナー設置と広報区域拡大による新
規顧客獲得

350 山口県 株式会社トクナガ 2250001010013
地域唯一！建材のショールーム化で顧客に選ぶ利
便性を提供する

351 愛媛県 株式会社　山崎農機 7500001015980
豪雨災害に負けない！来店しやすい店舗づくりと新
規サービス導入

352 愛媛県 錦屋化粧品店 ― 店舗復旧と特別価格によるサービス提供・広報事業

353 愛媛県 成岡板金有限会社 6500002012020
最新動力折曲機導入による金属屋根の新規市場開
拓・販路拡大事業

354 愛媛県
伯方生コンクリート株式会
社

1500001012835
7月豪雨により被災した車両の買換を行い販路開拓
や地域復興に結

355 愛媛県 有限会社　今岡商店 7500002012218 沿線の憩いと地域に必要とされる店舗へ

356 愛媛県 福栄堂薬館 ― 店舗改装等による顧客の囲い込み及び販路拡大

357 愛媛県 スナック游 ―
顧客ニーズの対応による新規顧客獲得及び売上増
加

358 愛媛県 福栄堂菓子舗 ― 商品の安全性強化とネット販売による販路拡張

359 愛媛県 宮脇商会有限会社 1500002012108
機械設備の拡充による整備販路の拡大とＣＳ活動の
強化

360 愛媛県 忽那醸造株式会社 2500001000070
小型貨物車(営業用車両)の導入による営業の効率
化及び販路開拓

361 愛媛県
えひめ活き生きファーマー
ズ株式会社

8500001020344
新商品開発と自社広告・展示会等出展戦略強化によ
る販路拡大事業

362 愛媛県 株式会社　光信 2500001007685
建具家具の見積等早期提案環境の構築と復旧工事
の迅速化

363 愛媛県 シスター美容室 ― 店舗改装によるイメージアップで新規顧客獲得

364 愛媛県 有限会社よし正 9500002020540
宴会場・ＨＰ改装と情報発信強化による、顧客満足度
＆売上ＵＰ！
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365 愛媛県 坂本鮮魚 ―
瞬間冷凍機、真空パックの導入で、常に鮮度のいい
商品を提供する

366 愛媛県 HairCutカネノ ―
新規顧客獲得と既存顧客安定のためのサービス向
上

367 愛媛県 くぼたマンション ―
豪雨災害による被災箇所のリニューアルによる顧客
満足度ＵＰ

368 愛媛県
有限会社ﾌﾚｯｼｭﾌｧｸﾄﾘｰﾄﾐ
ﾅｶﾞ

4500002000043
『希望の島』リブランディングによる最適化と商品開
発力強化

369 愛媛県 レストランこにし ―
仕出し屋さんがおしゃれ居酒屋新設！顧客数増加で
売上ＵＰ事業

370 愛媛県 台湾創作キッチンRyu ―
新たな台湾食文化の発信と地域の元気創出に向け
た新店舗展開事業

371 愛媛県 有限会社南四国ファーム 7500002023396
直売所の冷蔵施設の充実と新しい加工品の開発と
販路拡大

372 愛媛県 おもと接骨院 ―
大型最新ウォーターマッサージベッド導入で快適施
術！収入ＵＰ！

373 愛媛県 水谷自動車商会 ―
車両修理ワンストップサービス化＆顧客対応強化で
売上ＵＰ事業

374 愛媛県 古田鉄工所 ―
あらゆる鉄加工に対応する作業現場領域拡大と迅
速対応体制の構築

375 愛媛県 髙山石材店 ―
ご先祖様への想いを大切に～お墓に関する総合
サービス展開事業～

376 愛媛県 株式会社　伊予善 5500001017302
天丼茶そばの新メニューとカウンター改修による満
足度アップ事業

377 愛媛県 河野鮮魚 ―
地域資源活用と新メニュー導入による顧客・売上拡
大事業

378 愛媛県 美容室やまもと ―
トイレ改修と新サービス提供による新規顧客獲得と
売上拡大を図る

379 愛媛県 青木水産 ―
飲食業への新規参入による売上拡大および惣菜等
新商品開発事業

380 愛媛県 有限会社　吉田自動車 3500002023755
バリアフリー化による顧客満足度アップと高齢者層
等の獲得を図る

381 愛媛県 ジュネス美容室 ―
快適シャンプー台と高浸透スキンケア機器導入で顧
客＆売上ＵＰ業

382 愛媛県 NISHI建築 ―
災害対応力向上による住宅再建事業展開で受注拡
大

383 愛媛県 有限会社　清家興業 1500002023352
機械器具設置から電気工事業への多角化展開によ
る新規取引先獲得

384 愛媛県 阿部電機株式会社 1500001015573
災害に即応できる企業力と積算ソフト導入で民間部
門の営業力強化

385 愛媛県 有限会社　清水板金 5500002023349
レーザー切断機の高度化で顧客ニーズの対応力と
新製品開発で受注

386 愛媛県 有限会社　ヤマグチ 5500002023398
オリジナル日本酒作成による売上向上と新規顧客獲
得

387 愛媛県 美味工房みちよ ―
店舗移転に伴い新分野進出による事業拡大と地域
貢献事業

388 愛媛県 亀井旅館 ― 店舗改装による集客力向上事業

389 愛媛県
おしゃれブティックみずも
と

― 移転に伴うエステ部門の強化

390 愛媛県 百姓百品 株式会社 9500001008132
地元産の野菜を活かした飲食店の設置による産直
事業の販売促進
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391 愛媛県 スイーツ工房絹 ―
呉服カフェOPEN。ケーキ・ドリンクセットメニューで事
業再建

392 愛媛県 こじゃんtea ― キッチンカーによる乙亥ラーメンの出張販売事業

393 愛媛県 Karaoke＆Barえん ―
カラオケ喫茶事業で売上ｕｐ。昼間のカラオケ需要を
掴む。

394 愛媛県 たこ焼き今昔家 ― 倉庫の空きスペースを有効活用した販路開拓

395 愛媛県 大池商店 ―
地産地消と鮮度と品質管理にこだわった安心・安全
な商品の提供

396 愛媛県 ジャンボたこ焼 ― サイクリング客獲得のための店内環境整備

397 愛媛県 有限会社　桧垣建設 9500002020581 早期復旧に向けた重機導入及び業務の効率化

398 愛媛県 美容室アルファ ― 新客獲得のための店内環境整備事業

399 愛媛県 株式会社　しまの会社 8500001013323 島の特産品パワーアップ事業

400 愛媛県 三幸食堂 ― 事業再建のための民宿再開事業とＰＲ強化

401 愛媛県 マリン ―
高齢者や体の不自由な方にやさしい店づくりで集客
力向上事業

402 愛媛県 有限会社丸浦 6500002020213
ネットショップによる個人販売の展開と社内ネット
ワークの構築

403 愛媛県 旅館さわき ― 真空包装機の導入事業

404 愛媛県 book cafe okappa ― 移動販売によるＰＲ強化と島への誘客

405 愛媛県 江山菓匠 ―
安定した製造体制の確立とロゴデザインによるブラン
ド力の強化

406 愛媛県 有限会社　三愛商事 6500002013233 柑橘農家復旧支援独自サービス展開事業

407 愛媛県 吉左右 ― 商品ラベルデザインリニューアル事業

408 愛媛県 汐見の家合同会社 9500003001688
販促素材作成、施設改修等による認知と顧客満足
度の向上

409 愛媛県 株式会社　長浜機設 5500001017797 公共事業請負による売上拡大戦略

410 愛媛県 京呉服おのうえ ―
新規設備導入による顧客満足度向上と新規顧客開
拓

411 愛媛県 井上商会 ―
高性能ヘッドライトテスター導入による車検の入庫率
アップ

412 愛媛県 共栄火災白滝代理店 ―
顧客獲得のための商談スペースの拡充と情報端末
の活用

413 愛媛県 有限会社東モータース 9500002012199
整備工場内部のリニューアルによるイメージアップ事
業

414 愛媛県 有限会社　三府すし 7500002023966
パンフレットの作成配布及び看板設置による新規顧
客の取り込み

415 愛媛県 有限会社ハマスイ 2500002024011
新規レトルト商品開発による、海外展開を見据えた
販路拡大事業

416 愛媛県 株式会社吉田農園 9500001016655
新規顧客開拓と作業効率向上の為の新システム導
入事業
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417 愛媛県 大島石材工業株式会社 8500001012936 関西から北陸への「五輪塔」販売による販路拡大

418 愛媛県 善家工務店 ― 工務店が始める「木材加工代行」で新規需要開拓

419 愛媛県 有限会社　芝サービス 9500002023592
災害復興のための新事業「小型重機オペレーター
サービス」

420 愛媛県 有限会社　上甲建設 6500002023595
災害復旧見回り隊！被災地巡回専用車両で地域復
興事業

421 愛媛県 農家民宿ログ杉の家 ― 新メニュー提供のための設備導入及びプラン開発

422 愛媛県 株式会社芝開発 4500001016008
ホームページとＣＭで認知度を向上させブランドの早
期確立する

423 愛媛県 岡本自動車整備工場 ―
自社整備機能の拡充を図るための施設環境整備及
び販路開拓事業

424 愛媛県 若下洋品店 ―
豪雨災害に負けず店舗のリニューアルオープンで地
域貢献

425 愛媛県 企業組合森の風 7500005007776 エゴマを使った新商品「エゴマ茶」の開発で売上拡大

426 愛媛県 株式会社アドリブワークス 7500001021228
移動サイクルステーションでPush型販売を実現。聖
地を全国へ

427 高知県 有限会社　ダイシン機工 6490002012229
薄板溶接機導入で溶接時間短縮に伴うコストダウン
で高効率化実現

428 高知県 株式会社　篤農 7490001008235
“ワケあり商品”活用による真空冷凍メロンジュース
の試作開発

429 高知県 夢の温泉 ―
シンボルである巡覧用吊り橋のリニューアルとその
アピール

430 高知県 松岡石材 ―
石材運搬車の導入による作業効率およびサービス
力の向上を図る

431 高知県 安岡渡船 ― 観光遊覧船事業の展開による売上向上

432 福岡県 株式会社　創筵 5290001075371
現代の生活様式にマッチするモダンで小型ない草座
布団の販路開拓

433 福岡県 小林工業 ― 顧客管理によるサービス向上と新規顧客獲得事業

434 福岡県 今村明登瓦工場 ―
文化財の特殊瓦の新しい金型を製作し、新製品の販
路拡大を図る

435 福岡県 大福自動車 ―
高性能溶接機導入による高度化・多様化する顧客
ニーズへの対応

436 福岡県 赤木ボデー ― インターネット活用による販路開拓の取り組み

437 福岡県 洋品雑貨の後藤 ― 折込チラシ配布による水害復旧の周知強化について

438 福岡県 眞愛工務店 ―
エアーコンプレッサー導入による工事受注の増加の
取り組み

439 福岡県 ウイング大和販売 ―
大型バイク等メンテナンス工具導入による売上UPの
取り組み

440 福岡県 松下自動車工業 ―
先端設備の導入で大手に負けない技術サービスの
提供と販売促進

441 福岡県 有限会社西日本住設 3290002043172 多能工化強化によるワンストップリフォームの強化

442 福岡県 亜地亜産業有限会社 6290002038509
機動的な維持補修業務の受注と、作業効率改善に
よる収益力向上

17/18



県名 事業者名（屋号） 法人番号 補助事業名

平成３０年度予備費予算　被災地域販路開拓支援事業 

小規模事業者持続化補助金 （２次締切分）

443 福岡県 みゆき美容室 ―
被災からの早期再建と新事業プラスヘアー（増毛）で
販路開拓

444 福岡県 プリンヘアルーム ―
写真栄え美容室空間を通して想い出が作れる美容
室の販売促進展開

445 福岡県 企業組合 石貫米穀店 9290005002624
野菜チップとギャバ玄米茶の当社オリジナル商品開
発・販売展開

446 福岡県 株式会社　カネユキ 4290001049839
新たな販売チャネルの創造で顧客満足と売上の向
上を同時に実現！

447 福岡県 雄鳳（中国料理　龍鳳） ―
事業再開に向けて、新しいメニューを作成し、広告宣
伝を強化

448 福岡県 とり承 ―
子供たちをターゲットにした店舗改装と当店商品のＰ
Ｒ

449 福岡県 有限会社大六寿司 9290002043687 ホームページの開設と原価率改善
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