
平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
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 カフェクゥール － 子供も楽しめるファミリー向けサービスによる新規顧客の獲得

鳥取県 山田真実写真事務所 － 広報活動の充実による客数増加の実現

鳥取県 健康ケアハウス田口 － 全ての人に美と健康を！美容・健康サービスの新規顧客開拓事業

鳥取県 ランドポート有限会社 8270002004980 『終活』事業開始による販路拡大事業

鳥取県 いなばテクノ・エボリューション株式会社 5270001007319 ホームページのリニューアル等によるＩｏＴ事業の販路開拓

鳥取県 株式会社池内 5270001006130 水廻り塗装業務の開始による業務内容の多角化と業容拡大

鳥取県 村口社会保険労務士事務所 － ウェブで簡単労務問題「らくらく診断ツール」導入による販路拡大

鳥取県 ｈａｉｒ＆ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ｊｅｗｅｌ － 「お客様の美を追求しお店の更なるレベルアップを図る向上事業」

鳥取県 有限会社ルウ研究所 1270002008699 男性向け商品ラインナップの充実にともなうＷＥＢ広告の強化

鳥取県 株式会社カヤノ写真機店 3270001003195 終活写真の明朗会計とオリジナルプランによる販路拡大計画

鳥取県 有限会社掛水クリーニング店 8270002005640 営業ツールの整備と復元加工士の認知度向上による販路開拓

鳥取県 Ｄｉｎｉｎｇ＆Ｓｕｒｆ　ＢＡＲ　Ｋｉｒｒａ　Ｐｏｉｎｔ － 繁華街で年中ビアガーデンが出来る空間の創出による売上向上事業

鳥取県 有限会社モリスイ 2270002008161 ＨＰとチラシを活用した民間家庭の工事への進出

鳥取県 ローター工業株式会社 9270001003644
経営環境に基づき策定した販路開拓の取組みによる売上、利益向上事業業
界内の認知度向による販路開拓事業

鳥取県 英語塾ＬＥＯＮ － ＡＩタブレット教材を使った数学塾の開校と広報による入塾生獲得

鳥取県 有限会社小路インテリア 8270002006093 店舗の強みを活かして認知度向上を図る販路開拓事業

鳥取県 合同会社Ｌｏｔｔａ 9270003001142 ライフスタイル提案という付加価値を提供・広報する販路開拓事業

鳥取県 有限会社藤江組 1270002006562 ドローン検査事業の開発と、ＨＰ開設で認知度をあげる広報事業

鳥取県 ナツメケイカク － 広域商圏での事業拡大のためのモバイルオフィス環境構築

鳥取県
株式会社エボルブ・バイオセラピューティ
クス

7270001007696 認知度向上及びがんウィルス療法薬シーズ開発に向けた販路開拓

鳥取県 その建築設計事務所 － 設計プランにおけるの作業効率化、提案力強化による販路拡大

鳥取県 株式会社シューティングスター 9270001007703 新設カフェレストラン「ブライダル関連顧客」の販路開拓

鳥取県 株式会社スマートホーム 2270001006158 ２種類の規格住宅提案による若年層の取り込み

鳥取県 株式会社新喜建工 4270001005463 新規事業との相乗効果を目指すための自社ホームページ開設

鳥取県 有限会社総合サービス 3270002010158 看板設置によるＰＲ効果向上・潜在顧客の獲得

鳥取県 三福 － 新規顧客獲得と顧客満足度向上による売上の増加

鳥取県 キラリプラス － ＰＲビデオ・ＷＥＢを活用した新規ＯＰＥＮサロンの顧客獲得

鳥取県 おさき社会保険労務士事務所 － 看板設置によるＰＲ効果向上・潜在顧客の獲得

鳥取県 株式会社西河商店 6270001006996 ＥＣサイトによる贈答品の販売強化及び認知度と収益性の向上

鳥取県 有限会社たいら 1270002010390 ＰＲツール活用による商圏拡大、客単価向上

島根県 グラシアエステティックサロン － 店内設備の改修、導入による顧客満足度向上と新規顧客の獲得

島根県 有限会社松江クロード 2280002002097 駐車場改修（ガーデン化）による憩いの空間づくりと集客力向上

島根県 システムアトリエ　ブルーオメガ － 営業時に必要なパンフレット制作

島根県 Ｌａｍｐａｒｆｅ － ワークショップ・異業種とのコラボイベントによる来店客数増加

島根県 リラクゼーションスペース楽 － 美顔器を導入することによる、美容分野の強化。定期客の獲得。

島根県 日野生花店 － ネットでの商品イメージを高めて購買を促す店舗外装リニューアル
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島根県 Ａｌａｎａ’ｓ － 広報ツールと注文販売システムを活用した販路開拓事業

島根県 米村家　／　喜庵 － 日本文化体験プラン創設による宿泊予約の増加事業

島根県 株式会社ＹＵＲＥＨＡ 7280001005897 音響機材の更新による県内外のイベンター・プロモーターの誘致

島根県 雄秀園（ハイドアウト） － 作業の効率化のため設備投資を実施し販路を拡大に繋げる

島根県 有限会社ピー・イー・シー 7280002003215 大人も楽しむ、国際社会の中で生きる人材を育てる拠点作り

島根県 株式会社ＳＷＩＦＴ 5280001006550 国産低価格の農薬散布ドローンのライセンス取得教習で新規顧客拡大

島根県 株式会社ウッドスタイル 4280001002765 「りねこ」ブランド（ねこ専用家具＆リフォーム）の販路開拓

島根県 ＳＨＯＥＳ　ＧＡＲＤＥＮ － 作業効率向上のための店舗改装とお客さま獲得のための情報発信

島根県 ｓｍｉｌｅ － 客席の半個室化及び空調設備、駐車場案内の改修

島根県 有限会社イワセ時計店 4280002000272 父娘二代の強みを活かしたネットショップ開設による新規顧客獲得

島根県 ギルド － お店の認知度アップによる新規来店客の獲得

島根県 Ｈａｉｒ　Ｌａｂｏ　ｅｎ　Ｌｕｃ’ｅ － 働く女性、子育て中女性に向けた新規メニューの導入・提供

島根県 南波商店 － 町の何でも相談できる車屋さんになるための広告宣伝

島根県 有限会社丸中米穀 2280002002254 島根県産米（顔の見える米）のインターネット販売

島根県 せるぽわ － ファンを増やすための快適で退屈させない店舗空間づくり

島根県 ＰＡＹＳ　ＮＡＴＡＬ － 新店舗移転に伴う新規顧客獲得のための店舗周知

島根県 株式会社ＦＲＯＧ　ＰＯＷＥＲ 4280001006403 ホームページリニューアルによる、販路拡大・情報発信事業

島根県 紅茶専門店Ｐｕｎｇｅｎｃｙ － 「産地からの手紙」がコンセプトのオリジナル紅茶の開発

島根県 高橋翔太朗建築設計事務所 － 設計ソフト更新とＨＰ、パンフ作成によるエリアリノベーションの周知

島根県 白鳥観光有限会社 9280002001753 ＴＶＣＭと、パンフレットによる遊覧船リニューアルの周知

島根県 株式会社エムテック 2280001007493 ＶＲ事業全国展開にかかるＨＰリニューアル

島根県 イマジン．珈琲店 － 新店舗オープンに伴う告知と新焙煎機導入に伴う営業の強化

島根県 株式会社ランドルーツ 9280001006695 携帯ソムリエ事業による新たな顧客獲得事業

島根県 株式会社そらまめらんど 1280001007098 ホームページ制作による日替わり弁当の受注増加

島根県 フィオレット － 視認性向上による来店客数の増加並びに情報発信の体制整備

島根県 スタジオ・カナ　一級建築士事務所 － お客さま満足度向上で収益アップ

島根県 株式会社ＣＯＭＥ　ＴＲＥＥＳ 4280001007640 しまねの企業をＰＲのチカラで元気にする！「社外広報室」発足

島根県 めし　Ｃａｆｅ　さんびきのこぶた － 「軽トラックへの積載型移動販売キット」の制作と提案販売

島根県 焼肉どんどん － 親子３世代で来店いただくための店舗改装と販路開拓

島根県 株式会社文藝装飾 2280001007626 ＥＣサイトで販売する商品のサンプル製作及びグッズサンプル製作

島根県 イギーズショップ － 夏場の客数減少を防ぐための新商品開発と販売促進

島根県 フォトスタジオあすか － 終活応援「遺影写真」パック提案事業

島根県 暮らしのギャラリーなすの花 － 着物リメイク作家Ｈｉｄｅｍｉ　Ｙａｍａｎｅ販路開拓事業

島根県 有限会社馬場印刷所 2280002001776 事業承継による顧客対応の充実

島根県 有限会社環境計画建築研究所 3280002000521 空家・空き店舗等リノベーション市場開拓のための営業ツール開発

島根県 有限会社いっしょに子育て研究所 5280002003464 子育てがもっと楽しく・楽（ラク）になる空間づくりと情報発信
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島根県 リトルコートコーヒー － 通販更新内製化によるコスト削減と客席ＢＧＭ導入

島根県 ＢＡＮＳＯＳＨＡ － ＨＰ・チラシ作成、ＤＭによる新規顧客獲得

島根県 有限会社加島茶舗 4280002000537 利き茶中四国Ｎｏ．１茶師の商品販売効率化のＥＣサイト開設

島根県 株式会社ティー・ティー・シー 9280001000491 自社ホームページの開設による販路拡大と新規顧客獲得

島根県 有限会社装栄 8280002001275 機械導入による収益体質の改善と人手不足への対応

島根県 ＴＲＩＢＥＣＡ － インテリア商品を組み込んだリノベーションモデルルーム

島根県 有限会社ネットワーク 9280002001712 ＨＰと動画による当社事業の紹介による宣伝活動の展開

島根県 協和自動車 － 半自動溶接機導入による販路拡大の取組み

島根県 株式会社シーライフ 3280001004770 未利用魚の缶詰をＰＲ強化して通販サイトの売上拡大事業

島根県 モカ － 「お客様が快適に過ごせる店舗づくり」のためのトイレ洋式化

島根県 アクアフレックス株式会社 9280001006662 ＨＰのコンテンツ充実化による全国販路開拓＆売上ＵＰ

島根県 有限会社加田時計店 3280002005330 宝飾品のリフォーム事業の広報強化による新規顧客獲得事業

島根県 カフェプラザ　サンラック － 新調理器具を用いたメニュー開発による新規顧客獲得

島根県 有限会社重岡工務店 3280002005545 ＦＰプラン・住宅プラン・インテリアプラン融合による販路開拓

島根県 Ｏｆｆｉｃｅ　Ｓｏｕ － 障がい者・ボーダー層雇用企業への研修構築と広報による販路開拓

島根県 ハーブティーｙａｄｏ － 「ハーブと米粉のお菓子」製造に伴う菓子製造用設備の整備

島根県 株式会社いづも農縁 4280001003581 自社ネットショップ構築によるブランドの認知度向上と販路開拓

島根県 Ｔａｓｔｅ－Ｂｒｏｏｋｌｙｎ　Ｄｉｎｉｎｇ － オープンテラス席設置による取りこぼし客の獲得と新規客開拓

島根県 Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ － 昭和レトロの魅力を発信強化による来店頻度・新規客増加事業

島根県 有限会社タンベー 2280002005736 お客様のニーズに応じた快適空間とサービスの提供とＰＲの強化

島根県 ＢＡＭＢＯＯ － 日本酒のアイテム数増とのれん設置による集客力向上事業

島根県 ＭＯＤＥＲＡＴＥ － メンズ脱毛ＰＲのためのホームページとチラシの作成

島根県 エステサロンＭｅｒｃｉ － エステスクール開校と周知のためのホームページ作成

島根県 株式会社フォーシンク 9280001006076 内装リフォームＨＰサイトリニューアルによる販路開拓事業

島根県 おれんじ整体 － エピテーゼ・プロテーゼ製作分野への進出

島根県 キング出雲 － 骨董品の魅力を伝えるホームページ開設による販路拡大

島根県 なぎら長春堂 － スピード冷却機の導入による生産効率・品質向上事業

島根県 有限会社ナガサワ 8280002005796 酒類店舗の壁面改装ならびに看板設置による認知度向上事業

島根県 株式会社グラスマイル 4280001007855 地域密着型眼鏡店の新店オープン

島根県 北山温泉株式会社 5280001007094 温泉水と地酒の化粧水の開発による販売開拓

島根県 有限会社リープ・エンタープライズ 2280002006123 ＩＣ周辺への立看板設置による観光客の一層の誘客と販路開拓

島根県 株式会社みそら 5280001007004 ６０代以降をターゲットとする紙媒体とセミナーを利用した集客事業

島根県 エステサロンＬＡＦＯＲＥＴ － 新商品と新サービス導入と攻めの情報発信による新規客獲得事業

島根県 株式会社エースサービス 4280001003805 増加する需要に迅速対応するための梱包発送業務の効率化事業

島根県 原浩二建築設計事務所 － ＨＰリニューアルによる情報発信及び販路拡大事業

島根県 株式会社Ａｒｉｇａｔｏ 3280001005513 美容業務内での島根初ナノ炭酸バブル作成機での販路開拓
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島根県 有限会社児玉製麺 4280002006906 新販路開拓に向けた新商品のデザイン制作計画＆販路強化計画

島根県 ＰＬＡＩＳＩＲ － 顧客満足度アップ、認知度アップ事業

島根県 － ニーズに応える新サービスと情報発信強化による新規顧客獲得事業

島根県 株式会社住いる建築工房 1280001005829 ＨＰのリニューアルで古民家再生と人口増の取組み

島根県 株式会社角建築 4280001003854 ホームページ開設とチラシ・現場用養生シート作成による営業強化

島根県 護縁株式会社 3280001004192 各種国際・世界映画祭（外国人向け）への翻訳出品事業

島根県 株式会社ビリーフ 1280001006983 「まちあそび人生ゲーム」で繋がる全国の人脈を活かした全国展開　（３０字）

島根県 株式会社むらたや 8280001005153 「当社が開発した新商品の販路開拓用メディア制作とＨＰの改良事業」

島根県 有限会社テクニカルグループ 1280002010720 若年層の技術者獲得に向けた当社ウェブサイトの構築

島根県 株式会社髙島屋呉服店 4280001005256 隣町の皆様をターゲットにした「記念日のある暮らし」応援事業

島根県 髪美人Ｊ － 女性中高年齢層をターゲットにした美容サービス環境充実化

島根県 中華・洋食　天心 － 知ってもらい食べてもらうヘルシーラーメンＰＲ事業

島根県 有限会社平野ゴム 2280002010240 新規顧客獲得と対面サービスの強化へ店舗衛生施設の改修整備事業

島根県 ＩＬＥ池田塾 － 学習効果とイメージの向上による生徒獲得

島根県 株式会社日の丸 1280001005093 集客促進のための駐車場看板設置・進入障害除去事業

島根県 上野屋蒲鉾店 － 新商品「かまべい」の認知度アップによる新規顧客開拓

島根県 Ｈａｉｒ＆Ｓｐａ　結 － サービスを紹介する広告宣伝活動の展開による販路開拓事業

島根県 有限会社中木屋本店 3280002007723 新商品の開発と観光客をターゲットに販売拡大

島根県 株式会社篠原メタル工房 7280001006994 新規顧客獲得と取引拡大に向けた営業強化事業

島根県 有限会社瓦のハタノ 3280002007574 新事業　「空き家管理情報発信サービス」　による新規顧客

島根県 大田中央自動車株式会社 8280001003909 ＰＲ強化による中古車販売需要の開拓

島根県 有限会社根冝石油店 5280002007738 新車販売～車検を核としたワンストップサービスの情報発信強化

島根県 Ｈａｉｒ　Ｐｌａｃｅ　ＨＥＡＲＴＳ － 店舗移転と新設備の導入による新規顧客の拡大と顧客満足度向上

島根県 有限会社守谷宗光 1280002004929 ＷＥＢを活用した販路拡大と認知度向上施策（仮）

島根県 熟鮮焼肉かず －
「熟鮮肉」による中高年層の取込みとテイクアウトメニュー開発による売上向
上

島根県 有限会社栄寿し 4280002009314 女性客、高齢客にもゆっくり寿司を楽しんでもらう：トイレ洋式化

島根県 食彩空間　海人 － カウンター改装による接遇向上・従業員の作業性向上

岡山県 株式会社ＡＲＴＥＥ 1260001032404
【ＨＰリニューアル及びインフルエンサーマーケティング、イベントによるブラン
ド力向上、売り上げ拡大】

岡山県 株式会社エスアレッジ 3260001031817 新技術のＶＲ映像制作技術を導入し地域のトップランナーになる

岡山県 合同会社Ｉ・Ｋ 8260003002761 革新的新商品「ファン付き剣道着」の販路拡大事業

岡山県 株式会社ビズ・クリエイション 5260001010604 顧客セグメント情報によるプッシュ型フリーペーパーの全国展開

岡山県 一株式会社 5260001032648 アクティブスペースみらい「スポーツ特化型療育」の情報発信

岡山県 シャノワール －
店舗のリノベーションと宣伝広告による視覚効果で、クロワッサンギフトで売
上３０％アップを⽬指す事業。

岡山県 株式会社ケイアイリンク 8260001031003 食事管理セミナー動画の活用による顧客満足向上と販売促進

岡山県 株式会社イディオムコア 5260001029520 自宅エステサロン開業支援と自社商品の販促活動による売上拡大

岡山県 株式会社インターラボ 7260001009215 ビジネスシューズの販路多角化を目指した営業強化（展示会出展）
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岡山県 株式会社ヴェルテュ 7260001031029
国産ワックス商材「艶人」シリーズのネット販売による顧客獲得＆スクール事
業拡大推進

岡山県 株式会社慈恩 5260001003104 岡山産蓮根を使った日本料理店の魅力発信によるインバウンド強化

岡山県 喜多商事株式会社 7260001001972 「子どもの音楽教育発展のための教育事業の強化」

岡山県 エステ　ドゥ　ボーテ　ラ・フィーネ － 新たなセラピスト養成講座の取り組みによる販路開拓事業

岡山県 トライアングルマーケット － ギフトパンフレットの開発よる、ギフト購入顧客の獲得

岡山県 シモオカプラントエンジ株式会社 5260001030271 全国からの新規取引先開拓のためのパンフレット・ＨＰの製作

岡山県
Ｍｏｍｏｎｏ　Ｔｒａｄｉｎｇ（モモノトレーディン
グ）

－ 海外への販路開拓のための宣伝広告とオリジナル商品の開発

岡山県 有限会社瞳建販 4260002008251 ファミリー層向けの賃貸および売買を強化する

岡山県 有限会社ゾンネ 8260002005749 健康のサポート指導を行う薬局「腸活プログラム」の販路拡大

岡山県 株式会社アドバンスクリエイト 3260001010382 【ふたりで作る「　結婚指輪　」】のサービスによる新規顧客の獲得

岡山県 株式会社ハジメクリエイト 3260001024077 首都圏代理店の販路拡大事業

岡山県 株式会社Ｔ＆Ｃ 4260001032772 視覚的に伝わるＨＰで訴求効果を上げるブランディング事業

岡山県 有限会社やまね 5260002010306 市場変化に合わせた新規事業開始と既存事業の改善による顧客獲得

岡山県 ほどかんとす － 若者へアンテーク着物のコーディネートを動画で発信する

岡山県 株式会社コートー電器 3260001002347 自社ブランディング及び広報戦略の強化による売上拡大

岡山県 ｓｕｎｎｙ － 近隣ＯＬへランチの楽しみを提供する

岡山県 株式会社タイズ 1260001029466 子どもプログラミング教室開講にあわせた新規顧客開拓を実施する

岡山県 有限会社ポートベロ 7260002009098 アンティーク選びを楽しめるＷＥＢサイトの構築による新規顧客獲得

岡山県 リコ　インテリアデザイン － リフォームやプチリフォーム等でオンリーワンを実現しお客様獲得

岡山県 株式会社岡山スクエアホテル 9260001016440 ホームページのリニューアル、内容刷新によるインバウンド誘客

岡山県 峰南工業株式会社 9260001006053 快適職場づくりに貢献する職場環境チェックシステム開発とＰＲ

岡山県 有限会社岩田ビル 8260002000989 新商品開発に伴う厨房内の業務効率化、販促物見直し、チラシ配布

岡山県 株式会社アーチファーム 8260001032190 【出荷基準及び自社ブランドデザインの確立による売上拡大】

岡山県 ＬＡ　ＰＥＴＩＴＥ　ＦＬＥＵＲ － 企業コラボと通信講座で拡がるハンドメイドの新たな販路

岡山県 おこや － 外国語対応メニュー・チラシ・ＨＰで外国人観光客を取り込む

岡山県 華～ｈａｎａ～ － 広報戦略の強化及び予約システム導入による売上高の拡大

岡山県 麦酒島 － 新商品コラボクラフトビールの宣伝活動による売上向上

岡山県 地鶏居酒屋　川西 － 売上ＵＰを見込んだ新規テイクアウト店ＯＰＥＮ

岡山県 クラウドセブン合同会社 1260003002594 新規出店に夢をかける

岡山県 株式会社Ｔｉｋｉナビトラベル 1260001030291 個人・団体客及び訪岡外国人を取り込み、新見市発展に貢献する。

岡山県 オーディオマエストロ － 大都市圏への商品訴求による販路開拓事業

岡山県 ＳＴＵＤＩＯ　ＳＣＬＭ －
キッズ教室の教育プログラム改正と販売促進強化　及び　大人向け新事業立
ち上げについての２つの取組み

岡山県 株式会社Ｗｉｎｇ 3260001030406 受験対策講座（中学受験・高校受験・共通テスト対策）ＰＲ

岡山県 株式会社横山工房 5260001010612 発達障害の子供のための療育施設向け学習机の新製品開発と販売促進

岡山県 探偵法務’ｓ　岡山 － 【広報戦略の強化による新規顧客の確保及び売上拡大】

岡山県 株式会社ｍａ－ｙｕ 8260001024642 出産内祝いに特化させたＥＣサイトの構築（ＰＣ用・スマートフォン用）
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岡山県 サロンメーテル － 岩盤浴専用のスペースと体験会等により家族客の販路拡大を図る

岡山県 株式会社モスト 3260001007404 県外販路拡大に向けた製品需要の取り込みへの取り組み

岡山県 有限会社ナカシマ建創 4260002007179 新開発製品歩いて暮らせる畳『和風床材・新耐水くん』の販路開拓事業

岡山県 株式会社ニューフロンティア 1260001005269 太陽光エコ発電を採り入れた総合建築企業へ向けての販路開拓

岡山県 Ｏｎｅ　Ｓｃｅｎｅ － 外国人向けお土産刺繍サービスの導入による販路開拓

岡山県 Ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ｄｏｕｚｅ － 朝市・イベント出店事業の強化

岡山県 Ｃｕｒｒｙ　ＮａＮａ －
２店舗目をオープンするにあたり、近隣へ広告する　店内飲食でカレー販売・
お持ち帰りカレー弁当の販売の強化で労働生産性向上

岡山県 株式会社ＡＬＥＴＴＡ 5260001032540 メニュー開発、ホームページ作成によるギフトの強化

岡山県 ｒｉｎｇ－ｈｅａｒｔ．Ｍｕｓｉｃ － 地域の元気化、音楽文化の盛り上がりを見据えた、場の提供。

岡山県 株式会社ニシダヤ 8260001029419 息子・娘世代がスマホで見られる配食サービス最新情報

岡山県 株式会社吉野建築設計事務所 9260001032685 ＢＩＭ対応の３次元ＣＡＤ導入による生産性向上と売上の拡大

岡山県 美骨艶肌サロン　ＴＯＲＩＥ － 【ホームページ製作、その他広報戦略の強化による売上高の拡大】

岡山県 株式会社ＮＯＲＡ　ｄｅｓｉｇｎ 4260001028424 イ草を使用したオリジナルインテリア用品の海外販路開拓事業

岡山県 ＴＥＥ’ｓ株式会社 7260001029543 ホームページの新設、新サービスによる会員数の増加

岡山県 株式会社プレマージュ 2260001028954 マツエク仕様の店舗改装工事・リニューアルＤＭ・チラシ

岡山県 アイコム株式会社 6260001026517 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 株式会社ＭＤジャパン 6260001008250 健康経営実践プログラムＤｒ．セルフチェック販路拡大計画

岡山県 ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆｆｉｃｅ　ＳＴＡＮＤ － 自社ＷＥＢサイト構築でサービスの強みをアピールし新規顧客獲得

岡山県 Ｅ　ＢＥＮＥ－ＧＬＯＢＡＬ株式会社 9260001026217 新規顧客増加、顧客満足度を高める

岡山県 株式会社酒屋はうす　（ＳＴＵＤＩＯ　Ｍｅｉ） 2260001021562 メニュー開発、ＨＰと広報活動による新規顧客獲得

岡山県 たにもと接骨院 － メニュー開発、ＨＰと広報活動による新規顧客獲得

岡山県 立岡靴工房 － 特殊なカラーオーダーメイドシューズの販促による利益率向上事業

岡山県 ＣＯＺＹ － 岡山フルーツを活用したロールケーキの商品化と販路開拓

岡山県 アクア　４ＤＳ　リラクゼーション － ホームページ製作などによる広報戦略の強化による売上高の拡大

岡山県 株式会社起立製作所 3260001023913 鹿・猪肉を使った小型犬用健康フードの新開発と販売

岡山県 合同会社クノップ 9260003001572 待合ブースの拡大と椅子増設による集客の増加

岡山県 じゃんぼ － 地元の老若男女が安心して楽しめる串揚げ・鉄板焼き居酒屋

岡山県 Ｂｏｄｙ　Ｃａｒｅ　Ｓａｌｏｎ　光 － 最新周波数測定機器導入、ＳＮＳ動画配信による集客強化事業

岡山県 株式会社キャビンスタイル 5260001031807 ホームページの作成、情報発信によるインバウンド誘客

岡山県 リアラサロン － 健康寿命を考える５０代６０代女性をターゲットにしたサロン

岡山県 株式会社愛樹 6260001028389 個人客、不動産屋へ顧客ターゲット変更に伴う経営安定化事業

岡山県 株式会社ベルジャパン 7260001009999 ３０年７月豪雨により離れた地域住人からの解体依頼復帰事業

岡山県 産地直送ふぁ～む － ＷＥＢ広告運用で更なる認知拡大と利益拡大

岡山県 有限会社津島自工 3260002006495 塗装板金技術の更なる高度化および生産向上による販売促進強化

岡山県 キャリアオフィス　ＴＯＭＯ － 岡山の各種セミナーに特化した集客支援システムの開発、販路開拓

岡山県 株式会社ターゲット． 1260001011242 ４Ｋ動画を用いた静止画提供サービスの認知活動と新市場開拓
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岡山県 アトリエ・トノープ － ネット広告・看板制作、駐車場整備による新規集客に伴う売上増

岡山県 有限会社馬場足手店 3260002020538 ホームページのリニューアルによる販路拡大およびイメージアップ

岡山県 ｆａｃｅＭｉｌｅ．ｎｉｃｏ － 自社ホームページ制作により集客力＆認知度ＵＰで売上増加を図る

岡山県 株式会社ケージー・ワン 5260001032292 足場材保有でさらに短工期で高水準な作業による販路開拓

岡山県 エビス水産 － 健康食材ひじきを使った妊婦層向け商品開発と販路開拓事業

岡山県 株式会社人 3260001028375 チラシ・ＤＭ等による販路拡大及びＩＴ導入で業務効率化事業

岡山県 プライベートネイルサロン　ＡＰＰＬＥ － 新サービスの提供を図るための環境づくりとＰＲ活動強化

岡山県 株式会社美達 9260001031225 チラシの代わりになり、お客様の信用を高めるホームページ作り

岡山県 有限会社トリタニ 7260002024287 赤外線カメラ使用のドローンによる屋根点検業務での新規販路開拓

岡山県 有限会社香洛園 2260002018079 広報活動により広く「安心で安全」な焼肉料理を提供する事業

岡山県 有限会社アントレ中央 3260002016313 看板とホームページによるリース事業の販売促進と情報発信強化！

岡山県 美容室ｇｒｉｎ － 炭酸シャンプーを使用した美容・健康・癒しの提供による販路開拓

岡山県 株式会社ジャングルジム 8260001032967 ロゴマーク・ＨＰ制作による地域に愛されるブランドの構築

岡山県 株式会社ａｔｅｌｉｅｒ　Ｎ 4260001030355 合同展示会出展による新規販路開拓

岡山県 ＳＵＮＣＡＣＡＯ － 生産性向上と新商品開発及びブランディングにより売上向上を図る

岡山県 株式会社ニューステラ 3260001030249 本格的な水中撮影対応をスタートすることによる販路開拓

岡山県 株式会社ＴＡＨＡＲＡ 4260001032657 高水準美装の提供により多様化する顧客の要望を叶える事業

岡山県 みかみＦＰ事務所 － 新しいビジネスモデル「高齢者支援ネットワーク」の普及

岡山県 株式会社ｃａｒｉｎｏ 6260001016559 店頭とＷＥＢを活用した新規顧客獲得と看板商品のＰＲ

岡山県 有限会社Ｌｅ．Ａｎｇｅ 3260002019076 セルロースファイバー吹込み機導入による高性能住宅の着工数拡大

岡山県 株式会社ｈａｒｕｈａｎａ 4260001029554 新店舗及び新事業の広報と３事案のシナジー効果による販路開拓

岡山県 ラポールヘアー － 情報発信を充実させることで、集客へつなげ地域一番店を目指す

岡山県 ｓｈｅｅｎｓ － オリジナルブランドの商品開発と認知度拡大

岡山県 泰晴塗装 － ユニットハウスを設置し、個人宅を中心に販路開拓

岡山県 株式会社ワンダーキッズくらしき 5260001031105 新規利用者獲得と知名度向上の為の講演会実施による販路開拓

岡山県 株式会社暁建築設計事務所 2260001012371 ホームページの改良と３次元ソフト導入

岡山県 ブリーズドゥース － 広告掲載と在庫管理の効率化で顧客の要望に素早く確実に対応する

岡山県 ブルージュ株式会社 8260001028197 「高齢者にやさしい店舗」の周知および集客事業

岡山県 有限会社陸正開発 6260002018257 ＨＰの有効活用と若手社員育成強化による販路開拓

岡山県 果樂株式会社 2260001030126 水熟ブランドの台湾市場へ販路開拓

岡山県 株式会社日本イーアンドイー 1260001016704 ブルーデイジー生涯イキイキプロジェクトで健康寿命を手に入れる

岡山県 株式会社明日絵 4260001012386 夢可愛い着物やドレスのブランド化と試作品の製作・販売促進

岡山県 Ｂｏｍｂｏｎｉｅｒａ － 新規出店に伴う新サービス提供と新規顧客開拓で売上向上を図る

岡山県 Ｌｅ　Ｂｒｅｔｏｎ（ル　ブルトン） － 見映え・視覚に訴えるスイーツの追求への挑戦による販路開拓

岡山県 藤原　哲也 － ミニライスセンターの設置による、作業受託受注の獲得

岡山県 有限会社吉川塗装 3260002024563 売上増加を図るため、屋外広告看板のリニューアル・増設

7 / 21 ページ



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
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 花かまくら　中庄店 － 企業向け専用のわらびもちデリバリーサービスによる販路開拓

岡山県 健楼工務店株式会社 3260001024374 集客力を高める為、社名を広範囲に伝達させるための店舗改装

岡山県 竹内商事株式会社 4260001013938 ネットやチラシでのオリジナル商品広告強化による販路開拓

岡山県 カフェレストラン　ヴァンサンク － ディナー営業開始で売上大幅アップ！広告戦略で認知度アップ！

岡山県 株式会社ティースリー 1260001028006 情報発信強化によるブランディングと新商品受注システムの構築

岡山県 株式会社ヒサタ 7260002020633 ＨＰ開設にて新規事業取引先並びに従業員を確保する。

岡山県 萬洋物産 － ブランディングによる付加価値向上及び展示会出展による販路開拓

岡山県 有限会社谷口保険事務所 7260002019543 商工会議所会報誌のチラシ折り込みで新規の事業者契約を獲得する

岡山県 株式会社梶谷保険事務所 8260001023561 地元倉敷一筋５０年「老舗保険代理店の情報発信」

岡山県 キャリアトレーニングセンター － 人が定着して活躍する職場づくりをサポートする販路開拓事業

岡山県 ユニバーサルシステムズ株式会社 9260001015104 顧客ニーズに応えた加工機導入による、新規法人マーケットの開拓

岡山県 すぐり － 日本酒飲み比べサービス開始に伴うサーバー導入等による販路開拓

岡山県 ＬＡＶＬＥＳＳ － まつ毛エクステの消費者拡大と顧客の増大訪問美容による広域集客

岡山県 ガラス工房Ｍｉｎｅｒｖａ － 海外視察による情報収集と工房設備の充実化ならびに新店舗展開

岡山県 手の平 － 強みを発信し認知拡大・リピート率アップ・顧客単価アップを図る

岡山県 有限会社守屋建具店 2260002021735 オリジナル家具展示イベント実施ための環境作りによる販路開拓

岡山県 株式会社大地 2260001016224 和と絆を創る中国茶道による「皇帝の烏龍茶・岩茶」の販売事業

岡山県 マルタカ建設有限会社 4260002022673 広報活動による「安心で安全」なリフォームの販路開拓事業

岡山県 Ｓｍｉｌｅ － 新規ＨＰを立ち上げ、業務効率化また新規顧客拡大

岡山県 株式会社晴れの国教育カンパニー 7260001030716 ホームページのコーポレイトサイト製作による事業規模の拡大

岡山県 居酒屋　とも － Ｗｅｂ広告・雑誌広告活用による集客と真空パック機導入で生産性向上

岡山県 作楽整体院 － キャッシュレス決済の充実と効果測定・冷え性対策で売上アップ

岡山県 有限会社中島呉服店 9260002029037 新たな案内状の作成と、それを活用した集客への取り組み。

岡山県 ｅ－ｅｃｏｎｏｍｙ － がん患者を支援する事業の認知度アップを目指した広告宣伝活動

岡山県 株式会社ドーグ 8260001020055 「岡山県初の集客アップを目指したイベント開催とホームページ製作」

岡山県 株式会社山本工務店 4260001020323 ショールーム改装（相談対応充実化）による受注獲得強化

岡山県 株式会社エックスランド 9260001020632 ライフスタイルの変化に対応した二輪車のレンタル事業

岡山県 株式会社パルカ 9260001031522 広報活動による、地域密着型婚活事業の推進

岡山県 株式会社トリゴエ 4260002029009 新天地販路開拓に向けての自社ＰＲ・取引対応用ホームページ作成

岡山県 ＣＩＥＬＯ（シエロ） － 販売促進を万全にし、他には無いイタリア料理テイクアウトの開始

岡山県 株式会社藤本塗装 7260001023488 カラーシミュレーションを導入したホームページの作成

岡山県 株式会社アイリス 1260001024748 カタログとタウン情報誌によるギフト商品の広報活動

岡山県 Ｂａｎｄｅ － 「津山市で初めての体験型婚活イベントの実施と広告宣伝活動」

岡山県 株式会社櫛田電気 1260001019715 ホームページの刷新による余剰電力の効果的な活用提案

岡山県 はなうり － 地元で長らく愛される店作りと新たなお客様への集客力アップ

岡山県 株式会社ＣＲＥＡＲ 6260001030502 ホームページ及びタウン情報誌による広報活動
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岡山県 ＦＬＡＰ － 最新機器導入と施術ベット増設による顧客満足度アップと売上増

岡山県 タカラ産業株式会社 5260001019926 当社独自工法の訴求に特化した専用ＨＰの開設による販路開拓

岡山県 株式会社グリニッジ 1260001028583 女性客、ファミリー客の満足度向上を目指した新店舗づくり

岡山県 株式会社イマガワ 9260001019550 展示会出展による新商品のＰＲ及び新規顧客の開拓

岡山県 たまゆらの香り － 移動販売車の販売拡大と安全効率化設備

岡山県 有限会社サンジェットアイ 4260002023283 顧客対応管理システム構築による顧客サービス向上と新規開拓

岡山県 株式会社フルサイト 7260001025600 橋梁事業の強化と鋼材加工サービスの展開による新規顧客獲得

岡山県 株式会社マキシマ電業 4260001014746 販促ツールの効果的な活用と営業力の強化による販路拡大

岡山県 青葉ジオ設計 － ドローン画像を利用した土地設計図等作成・顧客獲得事業

岡山県 介護タクシーうえんど － 介護タクシーの利用方法を周知し、安心感を信頼にかえる！

岡山県 マックエンジニアリング株式会社 2260001014764 連続フローリアクターの販路開拓の実施

岡山県 Ｌｉｖ．ｃｏｌｏｕｒ － ＨＰでインテリア＆カラーコーディネートを発信し販路拡大

岡山県 サンテック株式会社 6260001017532 廃棄ＥＰＳを活用したＢｔｏＣ販路拡大への取組み

岡山県 株式会社ネクサスアーキテクト 2260001026215 インターネット広告・ホームページの更新によるイメージ戦略

岡山県 株式会社利久園 1260001015193 国産抹茶でアメリカ・ヨーロッパに向けて販路展開する事業

岡山県 花田食品株式会社 7260001014470 受注管理システムのオンライン化よる販路拡大事業

岡山県 さぬきや － 玉島の名物食材と地酒の提供と居酒屋メニューの開発

岡山県 ＰＵＭＰ　ＵＰ － 幅広いニーズに対応する運動器具の導入と、安全性の更なる強化。

岡山県 浅野大黒堂 － 愛車に長く乗るための安心・快適カーライフ総合サービスの提供

岡山県 金辺オリーブ園 － 新鮮なグリーンタプナードによるお手軽本格メニュー提案

岡山県 旭金属工業株式会社 5260001012410 新規意匠開発製品販路拡大事業

岡山県 まるや有限会社 7260002021342 足型診断サービスシステム構築による高齢者と子供の健康提供事業

岡山県 パティスリー　ラ・ビッシュ － イートインスペース設置による売上向上事業

岡山県 株式会社玉島ナンバ 9260001013834 オーダーメイドレンズと体験コーナーによる『見え心地』の提供

岡山県 ボヌール亭 － テラス席の設置による賑わい創出とデザートメニューの充実

岡山県 ｂｅｌｋ － 県内・近隣県の音楽愛好者向けカフェ定期音楽会による新顧客獲得

岡山県 有限会社ナチュレ・ファーム瀬戸内 8260002033072 開閉式テント設置による全天候型エリアの新設

岡山県 ネクストイノベーション株式会社 2260001027394 不要木材を使った燃料用薪の加工販売

岡山県 創作屋じじばば － 新規顧客獲得のための「ほっとドール」店舗改装事業

岡山県 有限会社オーシーファーム 2260002032889 展示会を活用！自社の「これから」を知ってもらうために

岡山県 株式会社笹野モータース 7260001022655 高品質板金塗装サービスの新店舗オープンによる新規顧客の開拓

岡山県 はなぱん － 玉野市東海岸にコッペパンの花咲くスローフードベーカリー事業

岡山県 ソワンエステＪＥＷＥＬ。 － 超短波美容器導入によるシニア向けエステコース開発とシニア顧客獲得

岡山県 株式会社岡崎建材 2260001022131 住まい関わるサービスの拡大による新規顧客獲得とＣＳ向上

岡山県 グリーンライン － お客様の将来リスクに備える！雑草対策の新規事業展開

岡山県 株式会社Ｏｎｅ　Ｍｏｒｅ　Ｓｍｉｌｅ 9260001032660 パンフレットによる「第三者評価」認知度向上と新規顧客獲得
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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ＳＡＫＡＩ 2260001030662
ポンプ及び送風機等設置業における新しい、定期メンテナンスサービスの創
出

岡山県 株式会社Ｋ－ＳＩＮエンジニアリング 5260001027342 自社設備の適切な告知による、堅実な販路開拓事業

岡山県 ＣＡＭＩ　ＯＫＡＹＡＭＡ － 顧客満足度の向上によるリピーター客増大、及び客単価向上の実現

岡山県 Ｓｏｌｅｉｌ　Ｌｅｖａｎｔ＆ｃｏ． － 卸売販路開拓のためのカタログ作成

岡山県 ｕｎｏ　ｎｉｄｏ － 中庭リノベーション等によるホテル魅力度向上と外国人観光客獲得

岡山県 株式会社Ｓｅａ　Ｒａｙ 9260001032173 瀬戸内芸術祭来場のインバウンド対応の為のＨＰ及び看板の作製！

岡山県 ダンジョデニム －
岡山県産デニムを使った新しいデザインのジージャンの試作及び海外販路開
拓

岡山県 ロイヤルワンダーランド株式会社 7260001032638 畳縁商品での地元産業活性化と地元高齢技術者の積極的雇用

岡山県 ＨＩＧＨ－ＲＯＣＫ － ぽっちゃり系女子向けＲｉＭＡＣＫＹのネットショップによる販売

岡山県 漁師からの直行便　七福丸 － 外部発信強化による売り上げ向上と販路開拓事業

岡山県 有限会社もとや 8260002021671 フィットネスクラブ等の施設での出張試食販売実施による販路開拓

岡山県 竹田建設株式会社 5260001013961 高性能住宅及び性能向上リフォームの広告宣伝による販路開拓

岡山県 株式会社なのです 5260001032409 ホームページリニューアルによる集客力アップと販路拡大

岡山県 倉靖工務店 － １００年持つ焼杉加工技術などを情報発信し売上を拡大する事業

岡山県 シフト － 自分らしく生きるシニア向けモード系ジーンズファッションの提案

岡山県 パソコンわくわく広場 － ゲームを活用した段階的カリキュラムと実践的プログラミング教室

岡山県 シュシュリエゾン － 家族３世代がみんな喜ぶ地域一番のパン屋

岡山県 関川被服特殊有限会社 9260002019079 小ロット受注サービスの開始による販路開拓と入口屋根の改装

岡山県 パルファン － 若年層の集客に向けた「施術環境の改善」と「広告媒体の強化」

岡山県 ｇｒａｎｄ　ｇｒａｎｄｍａ’ｓ － ストーリーのある“ハンサムな”大人女性向けファッションの提案

岡山県 拓栄丸漁業 － ホームページ作成とＷＥＢを使用した販路開拓

岡山県 株式会社ウィンロード 4260001031031 自社ホームページを作成してリフォーム工事受注増加計画事業

岡山県 株式会社ＳＰＹ 5260001016502 令和初！ＡＬＬ児島ＭＡＤＥのデニムを世界へ発信！！

岡山県 ビューティーサロンあんじぇりか － 美と健康を叶える、自分らしく輝いて生きる女性のサポート事業

岡山県 有限会社ウォッチナカノ 5260002020081 集客増に対応可能な設備導入で従来技術に依存しない事業継承施策

岡山県 全権興業株式会社 3260001013749 ヴィンテージスペックのデニムキッチンウェア・雑貨の提案

岡山県 山県化学株式会社 6260001015057 新素材を活用した新製品のＰＲによる新規販路開拓

岡山県 株式会社サンアート 1260001013420 糸・テープ染めのプロによる染色のジャストインタイム提供

岡山県 さくら － パーソナルカラー診断によるオンリーワン・カラードレスの提供

岡山県 株式会社マルチバス 3260001030827 安眠を追求する高精度な立体形状の枕のクイックレスポンスの実現

岡山県 株式会社浦上染料店 6260001012582 インターネットでのオリジナルカラー染色と生地販売システム開発

岡山県 オイコス株式会社 8260001026374 店舗　販売促進と高付加価値商品製造を目的とした製造設備の購入

岡山県 株式会社プランター 5260001028398 プロモーション強化による瀬戸内完熟バナナの全国展開

岡山県
しあわせ届けるいちご農園ＨａｐｐｙＣｏｍｅ
Ｃｏｍｅ

－ 細霧冷房設備の導入による生産力向上と販売拡大計画

岡山県 勇和水産 － プロモーション強化による冷凍牡蠣の小規模飲食店への販路開拓
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岡山県 株式会社第八白兎 1260001032073 観光クルーザーを活用したツアー実施による販売拡大

岡山県 有限会社岩田塾 6260002026499 「メディセル筋膜療法導入でトータルボディケアスタジオへの転換」

岡山県 株式会社ＳＬＯＴ　ＢＯＸ 3260001028474 中古タイヤのネット販売による販売拡大事業

岡山県 真鍋島ニンニク栽培研究所 － ニンニク加工品の新商品開発と販路開拓事業

岡山県 大西畳工業 － 畳店のＨＰおよび販促ツール作成による新規顧客・販路の開拓

岡山県 株式会社ナルテック 5260001017847 建築加工用石材機械装置の販売拡大のためのネット構築

岡山県 キタガワオート － 店舗の存在感をアピールし新規顧客を獲得

岡山県 株式会社オフィスエッジ 1260001029689 自社ブランド４１５（ヨイコ）の試作品開発

岡山県 妹尾石油株式会社 2260001018253 石油・ＬＰガス販売から、コーチング事業への進出

岡山県 ビルド － カスタムカーから自社ブランド「カーケア用品」の開発・販売へ

岡山県 有限会社備州窯 2260002031949 他の焼物産地とのコラボ作品の製作と販路拡大事業

岡山県 ギャラリー瑞穂 － インバウンド推進に向けた店舗での取り組みと新商品開発

岡山県 株式会社アートコミュニケーション 1260001021464 「世界」と「備前」をつなぐ備前焼の海外市場向け販促強化事業

岡山県 森　大雅 － 台湾で備前焼コーヒーカップなどの訴求と共同店舗で新規顧客開拓

岡山県 合資会社五郎辺衛 5260003001072 【　備前焼の特性を生かした備前焼のコーヒードリッパー＆ポット　】

岡山県 株式会社ＦＯＲＴＹ　ＦＩＶＥ 7260001029626 インバウンド集客強化に向けた売り場作り

岡山県 ゴールドダックカンパニー － 新規で取り組む料理に最適なイタリア米の販売促進

岡山県 有限会社山本 3260002032104 オシャレな備前焼・お手軽体験教室の新開発とリピート購入促進

岡山県 Ｓｅｖｅｎ　Ｓａｉｌｓ － ネットによる物販と新商品（初心者向け小物セット）の開発

岡山県 株式会社備前の夢 7260001031565 水中ドローンを活用した新規顧客の創出と販路の開拓

岡山県 ゼロホームデザイン有限会社 3260002032533 リーフレット制作・ＷＥＢサイトリニューアルによる販路開拓

岡山県 有限会社馬場商店 5260002031938 白味噌の海外販路拡大に向けたＨＡＣＣＰ認証取得と新商品の開発

岡山県 平川忠工房 － 「備前焼」の台湾富裕層向けマーケティング調査

岡山県 双葉食堂　林　秀樹 － トイレ改修及び新看板作成によるイメージアップと新顧客獲得事業

岡山県 Ｆｌｏｗｅｒ　Ｙｏｓｉｘｙｕ－Ｒｕ － 地域に愛されるフラワーアレンジ教室を目指すための販路拡大！

岡山県 株式会社三徳 6260001023753 地域の健康のための食と姿勢・体系改善、家電リフォーム事業

岡山県 有限会社大森ランドリー 2260002026718 同一地域内のクリーニング店舗毎のグレード戦略

岡山県 渡辺桃園 － 桃を買うなら渡辺桃園の情報発信の強化でブランド化と売上の拡大

岡山県 アビリティ合同会社 6260003002672 リハビリ特化型デイサービスの特徴と重要性を発信して利用者拡大

岡山県 ａｍｏｕｒ　ｅｔ　ｂｅａｕｔｅ’　ａｍｏｕｒ － お肌の専門知識で肌トラブルを改善するコスメアドバイザー事業

岡山県 グーディー・ジャパン － 新サービス「エステ」＋フィットネスの付加価値発信で利用者拡大

岡山県 平田車体 － 地域密着「交通事故ＳＯＳサービス」の広告宣伝による収益向上

岡山県 有限会社角井杭木店 3260002023573 工場施設の整備で製品品質向上と、情報発信強化による顧客拡大

岡山県 株式会社坪井商会 4260001015975 オパシメータ導入によるサービス向上とその販売促進で利用客拡大

岡山県 クレセント総社店 － 当社の強みを活かした名物商品の開発および販売強化

岡山県 みやなが美容室 － 新規顧客獲得と固定客化の為の宣伝と接客導線の改善への取組
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岡山県 有限会社マルタ開発 6260002027349 「高齢者向け脳活玩具」のＰＲによる販路開拓！

岡山県 あべ写真館 － 写真でワクワク！新しい写真の魅せ方

岡山県 株式会社いぶき 2260001019318 ＩＴＦ台北國際旅展の出展による訪日台湾人観光客の開拓

岡山県 ＣＨＯＣＯ’Ｓカフェ　Ｆｕｋｕ － カフェ集客によるチョコレートの販売促進事業

岡山県 株式会社いろりカンパニー 7260001029650 千屋牛牧場を核とした中四国の自然愛好派に向けた農村リゾート事業

岡山県 有限会社名田屋モータース 5260002027267 ２柱リフト増設による業務効率化と新規顧客開拓

広島県 ＮＡＫＡ税理士事務所 － 自社周知による新規顧客獲得件数増加のための広告宣伝活動

広島県 株式会社ヒトミソフト開発 3240001053350 ＣＡＮ／ＬＩＮ（車載ネットワーク）モニターツール試作品の開発

広島県 おんだ鍼灸院 － 増収に向けての新店舗開設及び簡単・安全に運動可能な器具の導入

広島県 たむろ木材カンパニー株式会社 9240001049070 ひろしま産間伐材を利用した商品開発と自社商品のＰＲ

広島県 株式会社アミ 8240001000579 業務用花びら茶販売周知と付加サービスを含めた提案ツールの作成

広島県 社会保険労務士事務所ウィスト － ホワイト企業認定取得を訴求した自社認知度向上のための広報活動

広島県 はしもと鍼灸接骨院 － 痛みにアプローチ、原因を身体の根本から治療する技術の販促

広島県 ハートフル鍼灸院 － 女性向け新サービス開発によるＷＥＢ広告を活用した集客事業

広島県 ミニクリエイト － 問合せ件数の増加を目的としたホームページの全面リニューアル

広島県 キッシュ　グラン・ココ － 若い女性客の発信力を活用した営業戦略及び製造力強化

広島県 株式会社たむら人形 7240001006511 三世代お揃いでゆっくり安心してお選びいただけるお店づくり

広島県 Ｍｉｔ’ｓ　Ｙｏｇａ　倶楽部 － ＩＴを活用したオンライン教室開講及び動画発信によるＰＲ事業

広島県 株式会社ＭＩＲＡＩ 3240001048474 ヘアーズプレスの拡販のため、独自の満足度調査と広告宣伝の実施

広島県 しょう整骨院 － 高齢者中心から小中高生・女性に軸足を移す新マーケットの構築

広島県 さいらい株式会社 2240001042180 地域高齢者に「便利屋」サービスを届けるインターネット販路開拓

広島県 あおば会計事務所 － 集客力の向上を目的としたホームページ改修事業

広島県 ケイ・カンパニー － 試作機の性能の実証テストと商品化

広島県 萬国製針株式会社 9240001008811
人間工学に基づいた特許製品「スムードル」の海外に向けた販路拡大につい
て

広島県 株式会社ＮＡＫＡＧＡＭＩ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 4240001053531 新ブランドの制作展開による販路開拓事業

広島県 株式会社ツクリエ 1240001048831 広島のハンドメイド雑貨ＥＣの、動画広告を活用した販路開拓

広島県 ｉＴｅｅｎ広島段原校 － 各種広告・イベントによるプログラミング認知拡大からの集客向上

広島県 株式会社ＳＤ－ＬＡＢ 7240001050030 コンテナハウスカフェからインターネットへ発信する販路開拓事業

広島県 株式会社空家売却マネージメント 3240001053268 空家売却への専門特化が見込客に十分伝わる販促ツールへの改善

広島県 株式会社デジタルウィンズ 2240001051388
展示会出展ブースの構築及び顧客獲得に向けたＨＰの見直し及び広域営業
活動

広島県 ｃｏｍｍｅｒｃｅ － ワンランク上を目指す“大人女子”をターゲットとした顧客開拓

広島県 株式会社みらいキャリア 6240001025371 「新たな面談方法による人材開発サービス」の新規顧客開拓事業

広島県 株式会社価値組プロジェクト 5240003002774 タブレット端末を活用したアンケート調査・分析・改善提案事業

広島県 有限会社佐伯 2240002006457 店内リニューアルによる店舗環境改善事業

広島県 株式会社シズホーム 4240001054232 地元高齢者が安心して生活できる住居環境をサポートする事業

広島県 フェルモ株式会社 6240001018499 当社ホームページでのショップ開設からの販路拡大事業
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広島県 白島社労士事務所 － ［ターゲットを絞ったインターネット広告］で顧客開拓！事業

広島県 株式会社石原設備 3240001049877 機器販売と取付工事の一括サービス提供とＰＲによる販路拡大事業

広島県 株式会社クラッチ 7240001021675 企画力を活かし、天候に左右されない足湯イベントの販路開拓事業

広島県 エスオーコンサルティング・オフィス － ＨＰ更新と人事規定ツールを活用した、人事コンサルの販路拡大事業

広島県 ロバ企画室 － 新規客開拓に向けたレンタルスペースＲＯＯＭ６８（ロバ）の整備

広島県 有限会社狄・ＳＡＩＴＯ 1240002026794 新たな顧客層として女性客獲得で、客数増を図るための設備改装

広島県 株式会社プライム・スタイル 9240001051992 中国語圏向けご当情報発信プラットフォームでの宣伝事業

広島県 ｚｅｖｅｎ　ｃｒｅａｔｅ． － ネット販売システムの構築と新商品のブランディング

広島県 合同会社ＣｏＬａｂｏ 1240003003074 増収に向けてのアスリート経験を活かした、整体部門の認知度向上

広島県 有限会社コウキ倉迫 7240002005594 ホームページを活用した家族の想いを繋ぐジュエリー販路拡大事業

広島県 たおもと総合会計事務所 － セミナー及びワークショップによる税理士事務所の差別化戦略

広島県 高田　明秀 － 県産材を用いたデザイン枡の製作・販売事業による新規顧客開拓

広島県 個別指導Ａｘｉｓ古江校 － 統合失調症・発達障害・不登校の児童生徒への学力向上支援事業

広島県 ＤＡＩＪＯ株式会社 5240001053613 新規顧客獲得のための無料モニター事業

広島県 有限会社西日本テック 5240002025611 機械化推進、生産能力向上による販路拡大

広島県
株式会社ＭＭＧインターナショナルサービ
ス

6240001051772 ミニミニ外国イベント集客強化とインバウンド事業への取り組み

広島県 安達亭 － 美味しい認定店でのビール情報提供と認知してもらう為の販路拡大

広島県 ビットリバー株式会社 9240001049772 中小企業の管理会計業務効率化のためのクラウドツール販路開拓

広島県 平井プロセス印刷株式会社 6240001009928 ＩＴによる打合せ予約と地域密着営業促進事業

広島県 グランディール － ホームページを活用したＰＰＣ広告による顧客拡大

広島県 虹のしずく － 創業時の認知度を上げる為、ホームページ作成による販路開拓

広島県 株式会社エネレック 8240001042027 運搬業務用自転車の販路開拓事業

広島県 ホワイトツリー － オンライン心理カウンセリングの認知度強化による販路拡大事業

広島県 Ｍｉｎｅｔｔｅ － 店舗及びネットショップ売上げ増加の為のファサードとＨＰの改善

広島県 米中測量登記事務所 － ドローン導入による販路開拓

広島県 株式会社中山装飾 9240001007961 新規顧客向けホームページ作成と社内ショールームによる販路開拓

広島県 株式会社ダイレクトジャパン中国 3240001016737 自浄式小型空気清浄機の試作とＩｏＴ（遠隔操作）ユニット開発

広島県 広島西山青果株式会社 7240001009522 空調設備の整備による商品の品質維持事業

広島県 株式会社ＴｏｍＴａｋ 1240001040846 新事業「成果報酬型ウェブサイト」による販路拡大

広島県 株式会社ＦＯＲ　ＳＴＡＮＤ 6240001053323 本気で勉強したい方と生産性の高い会議を行いたい方向けＰＲ活動

広島県 京（みやこ）美容療法サロン － 当サロン独自美容「百年元気な美と健康」のサービスと販促開拓

広島県 Ｎ’ｓ　ｐｈｏｔｏ － パンフレット、ホームページと動画を活用した、写真販路拡大事業

広島県 ＴＯＮＯＥＲＵ － 女性のタイプ別応対マーケティング・フォローアップ強化

広島県 有限会社伊藤写真館 9240002001303 ３代目の事業承継。集客体制の強化。

広島県 ＷＩＴＺｐｒｅｓｅｎｔａｔｉｏｎ － ドローン空撮を活用した訴求力向上事業

広島県 合同会社ＦＯＲＭ 3240003004161 女性の為の妊活・温活サービス提供に係る販路拡大
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広島県 ハレノヒヨリ － 新しいワインのお供“ビスキュイ・サレ”の販路開拓と生産性向上

広島県 ヒーリングサロン＆スクールアンジュ － ６０歳になった時安定収入を目指す女性を応援する講座で販路開拓

広島県 有限会社細谷石油 7240002051408 お客様への快適性・安全性に配慮した店舗トイレの改装工事

広島県 有限会社織田製菓 8240002050235 ＨＰ制作による自社・自社商品ＰＲを通じた新規顧客・販路の拡大

広島県 有限会社おくだ農園 2240002053004 ＨＰの魅力向上とＷＥＢレッスン予約の導入による販路開拓

広島県 尾道海産株式会社 7240001037886 だし用煮干の品質数値化による商品の価値向上と販路拡大

広島県 有限会社やすなが 5240002051995 販路開拓・受注増加に対応できる生産能力と生産体制への改善

広島県 有限会社徳永通商 7240002051077 地域密着型レンタルアートサービス「れんた～と尾道」ＰＲ・販促

広島県 瀬戸内隠れ家リゾートＣｉｅｌａ － 顧客からの要望に応えた施設のリニューアルと魅力的な情報発信

広島県 イトク食品株式会社 5240001037780 販促ツール制作による提案力向上と新規顧客の獲得と売上の安定化

広島県 有限会社豊商事 7240002023282 地域へ愛されるお店へ！倉庫を看板に変身させ認知度アップ！

広島県 おのみち小物招き猫工房 － 工房をＰＲするＨＰ作成と、快適に過ごしていただくための改装工事

広島県 株式会社ペアーレれんがどおり 8240001040484 フリーペーパー広告とＳＮＳを活用した販売促進活動

広島県 折口興産株式会社 9240001025591 新車リース販売で顧客を囲い込みブルーオーシャンを構築する

広島県 中尾経営支援事務所株式会社 1240001053014 情報提供型セミナーを活用した人脈依存型営業からの脱却

広島県 株式会社吉村店内創美 2240001027529 ホームページリニューアルによる、新事業「新築住宅」の集客強化

広島県 株式会社Ｒａｉｎｂｏｗ　Ｓａｋｅ 1240001044896 『広島の酒と食を世界へ』海外販路開拓支援事業

広島県 ＦＡＴＨＯＭ － 事務所の増設による新たな住宅部門の設立・新規顧客の開拓

広島県 美生技研 － 新たな捕獲ワナと誘引餌の試作開発と販路開拓

広島県 高橋急送株式会社 4240001031256 待機スペース確保による，環境充実と利用頻度増加で販路拡大。

広島県 株式会社イーガーデン近藤 9240002040672 倒壊防止、ブロック塀診断依頼の広報と業界認知度アップ事業

広島県 株式会社ブティック　ナカムラ 7240001032004 オリジナル「福山デニムスカート」ＳＮＳ活用と店内改装で販路拡張

広島県 株式会社くわみつ 9240001030476 ひとにスポットをあてた個性的サイトで新規顧客を獲得

広島県 ランドワークス株式会社 6240001052317 新規顧客獲得の為の広告宣伝・ＩＴを活用した顧客拡大

広島県 株式会社ＺＺＢ 6240001035445 展示会開催による新規顧客獲得

広島県 有限会社江原仏具店 8240002039658 新聞チラシ広告折込による新規顧客開拓及び売り上げ増加

広島県 お好み焼　満月 － スポーツ観戦設備を改善することにより、あらたな新規顧客獲得。

広島県 有限会社エスエスシー 3240002039596 開発装置をＰＲする動画作成とＨＰ更新事業及び装置改良事業

広島県 松岡製麺有限会社 2240002043070 安全衛生管理体制の強化による生中華麺の直売事業の拡大

広島県
有限会社カフェ・コンディトライ・シューベ
ルト

1240002040044 ＳＮＳ映えする店舗改装および商品のＰＲ

広島県 プラスアルファ － ホームページと会社案内による認知度向上事業

広島県 Ｎａｉｌ－Ｋｉｓｈｉｍｉ － 認知度向上の為の看板・ＨＰ・広告を活用した販路拡大事業

広島県 鞆酒造株式会社 8240001032911 既存ＨＰスマホ対応化＆更新機能搭載および密閉式タンク移行

広島県 ＢＢｅｅファーム － 神石高原で作る天然国産はちみつの販路開拓事業

広島県 幸陽鈑金塗装有限会社 5240002040503 塗って剥がせる新塗装サービスを展開し新たな顧客を獲得

広島県 内海美容室 － 設備増加による新規顧客の開拓
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広島県 株式会社Ｌａ　Ｍａｉｎ　ｄｅ　Ｄｉｅｕ 6240001054024 自社ホームページとパンフ制作による顧客サービス向上と利用促進

広島県 英会話教室　ｗｏｋｗｏｋ（ウォクウォク） － 広告・ホームページリニューアルとＳＮＳ活用による新規顧客獲得

広島県 株式会社ＵＩ－ＮＥＸＴ 6240001051748 瀬戸内産の桃を原料とした酵素ドリンクのインターネット販売

広島県 大門鍼灸整骨院 － 女性中心の顧客形成を行うための設備整備事業

広島県 梶原化学工業株式会社 7240001030247 自社ホームページの作成による新規顧客獲得

広島県 ＭｉｇｈｔｙＢｉｒｄｓ　ＥＮＧＬＩＳＨ　ＳＣＨＯＯＬ － 暗い入り口塗装・古い壁紙の張り替えで明るい教室作り

広島県 山本昭人税理士事務所 － ＨＰ等を使ったスモールビジネス応援サービスの情報発信

広島県 株式会社日野折箱店 4240001031776 冷凍対応木製折箱の製造体制構築と販路拡大事業

広島県 栄光工業株式会社 7240001029917 ホームページ・会社案内作成による新たな販路開拓

広島県 長田米農園 － 「神辺産のギフトにも使える美味しいお米の販路開拓」

広島県 Ｌｅ　Ｍｕｓｅｅ　ｄｅ　Ｈ － 新たな焼き菓子ギフトとパティシエこだわり月替りケーキの開発

広島県 有限会社広島金具製作所 5240002044108 オリジナル製品のラインナップを充実させ新たな市場を獲得する

広島県 Ｓａｌｏｎ　ｍａｋｉｒｏｎ － ドイツ式フスフレーゲを広めるための広報・試着品による販路開拓

広島県 岩崎福実行政書士事務所 － 自動車手続き業務用ホームページリニューアルによる販路開拓事業

広島県 株式会社オフィスプロスタジオ 8240001043693 運動指導の企業向け福利厚生プランの提供による新たな市場開拓

広島県 株式会社ことぶき住設 3240001050744 久松台における「水道設備工事ならことぶき住設」の周知徹底

広島県 調度品の亀川株式会社 9240001046134 ホームページの刷新とレスポンシブ対応（スマートホン対応）

広島県 インド料理専門店アンナ・プルナ － 本場志向を強化したツアー客需要増への対応と地元利用の強化事業

広島県 備後福山ブルーイングカレッジ － 独自のクラフトビール醸造所設置と、醸造研修の受入態勢確立

広島県 株式会社ＬｉＢ 5240001053943 「銀の鈴」ホームページ及び、看板、送迎車用ステッカー作成

広島県 丸菱工業株式会社 4240001032221 確かな技術、新たな鉄鋼技術を活かす販路開拓事業

広島県 株式会社ＳＲＰ 1240001035342 「安心・安全」　警備の販路開拓事業

広島県 ミニエイト － 顧客管理ソフト導入で顧客サービスの向上と販路拡大を図る

広島県 大蔵屋 － 子どもからお年寄りまで、どなたにも優しいお好み焼店づくり

広島県 エステサロンＣＨＵＲＡ － 新規顧客を開拓するためのリーフレットや各種カードの作成

広島県 株式会社大盛センイ 4240001034291 インフルエンサー・マーケティングを活用した新規顧客獲得

広島県 ＡｉＯ － 楽天市場出店・インターネット広告による販路拡大事業

広島県 大内商事株式会社 7240001033571 「インスタ映え」フォトスポット作りによる新規顧客の獲得

広島県 有限会社美容室サロンド、ミエ 8240002047009 炭酸泉を使った新規メニューによる新規顧客獲得

広島県 有限会社田村商會 6240002047175 増加する外国人にも対応した二輪車整備窓口改修で売上アップ

広島県 スポーツバー　鯉とも － カープ応援メニューの販売等による客単価アップと新規顧客獲得

広島県 有限会社エフエー 1240002046669 外国人受入研修センターの安心と事業内容を伝える情報発信事業

広島県 カネサ織物株式会社 3240001034160 パンツトッパー導入で高付加価値サービスを提供し新規顧客を獲得

広島県 金光味噌株式会社 1240001034162 味噌蔵見学ツアーの商品化によるコト消費市場への参入

広島県 犬の美容室ＬＯＶＥ － 高齢犬やエステ用の機器導入によるサービス向上と新規顧客の獲得

広島県 株式会社クワケン 5240001035297 府中市唯一のＭＡＤＯショップのＰＲによる新規顧客獲得事業
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広島県 備後スズキ販売株式会社 3240001034375 新サービス“１日車検”のＰＲによる新規顧客獲得事業

広島県 有限会社峰和 1240002047056 ペット用品専門の展示会による販路拡大

広島県 志和住設株式会社 5240001034282 広告を掲載した修理カーによる巡回サービスで受注拡大

広島県 株式会社内海機械 7240001034140 コーポレート用パンフレットによる工場見学社数の増加で販路拡大

広島県 ウエルジンジャー株式会社 5240001053092 府中産「生姜」のブランド力向上による販路開拓事業

広島県 株式会社府中家具の館中島 6240001034414 絨毯サブスクリプションサービスによる販路拡大

広島県 有限会社山崎モータース 1240002046834 来店しやすい明るい店舗改装による新規顧客拡大

広島県 株式会社Ｇａｒａｋｕｔａ　Ｘｉｎｇ 3240001046833 「がらくた１１０番」リサイクル事業の地域販路開拓

広島県 ＥＮＬＩＧＨＴＥＮ － 疲れないカラダの使い方講座＆動画教材活用事業

広島県 株式会社マザーアンドチルドレン 6240001044446 商品紹介動画コンテンツ作成による新規顧客の獲得

広島県 ＭＯＮＭＯＳ　ｃａｆｅ － 店舗設備の改修による夜営業の売上向上と新規顧客の開拓

広島県 有限会社リアルワース 2240002031843 顧客ニーズに即した高齢者向けリフォーム・御用聞き事業の展開

広島県 スプーキークライミング － 移動型ボルタリング体験ウォールによる新規顧客開拓

広島県 麦ばたけ － スムーズな来店誘導で新たなファンの獲得作戦

広島県 広島総合生活デザイン合同会社 5240003001132 ＰＲ看板設置とＰＲチラシ作成で認知度アップ事業

広島県 ヘアティーク　イーズ － 高齢の方に安心してご来店いただくための手すりの設置

広島県 株式会社友 2240001054333 ＨＰ立ち上げによる自社技術とサービスの認識度アップと販路拡大

広島県 サン・フローマン － サン・フローマンのお店はココ！お店がすぐにわかる看板等設置で販路拡大

広島県 森電気工事 － 新事業の積極的ＰＲ発信で販路拡大

広島県 広島技研株式会社 3240001043401 アクリル・ポリカーボネート研磨による販路拡大事業

広島県 株式会社イノセント 9240001028974 地域初の「親子専用ルーム」による新規顧客の開拓事業

広島県 ビューティースタジオＴＩＡＲＡ － 新メニュー『大人のエクステ』提案と映えスポット創出による集客事業！

広島県 ナオテック － 企業ＰＲツールを作成！それを武器にした営業活動強化

広島県 アーグル有限会社 8240002037538 「力ひも付き手袋」の試作品（サンプル）開発による販路開拓事業

広島県 恋サブレ － スペースの有効活用と店舗ＰＲによる売上アップ事業

広島県 トレーディングオフィス中川 － 広州交易会での新商品開拓・販路開拓事業

広島県 株式会社アミスイ 2240001028972 新商品販売にむけたパッケージの試作

広島県 隠れ家奨太 － 来店しやすく皆で楽しめる環境づくりによる顧客獲得事業

広島県 株式会社小万里 3240001051932 入居率向上のための物件情報を記載したＤＭの作成

広島県 ｏｔａｋｅ　バル　ｇａｋｕ － 新サービス、ランチタイムと本格カフェの提供による売上ＵＰ

広島県 株式会社山陽テレビ商会 2240001028444 店舗周知のためのＤＭ作成

広島県 塩田呉服店 － ショーウィンドウの照度増によるＶＭＤと買い物しやすいお店づくり

広島県 Ｌｉｅｎ　Ｄｏｇ　ｔｒｉｍｍｉｎｇ － 店舗の魅力が一目でわかる看板設置とチラシ配布による販路拡大

広島県 メナード　フェイシャルサロン　ｍｉｌｉｍｉｌｉ － 店舗紹介チケットを用いた営業強化と新メニューの提案事業

広島県 有限会社安田自動車整備工場 4240002037789 個人客獲得大作戦　～積極的な販売促進によるファン作り～

広島県 いちかわ菓子舗 － 広告宣伝と包装資材のリニューアルによる新規顧客獲得

16 / 21 ページ



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
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 カフェ　ホクストン － 集客の見込める忠海港テナントへの新規出店による販路拡大

広島県 神田精果園 － １４０年の歴史で培った葡萄のノウハウを付加価値にして増収を行う

広島県 いんのしまペンション白滝山荘 － 認知度向上と誘客に向けた情報発信体制の強化

広島県 株式会社トロムソ 7240001039222 全国モミガライト普及協議会専用ＨＰの作成による販路開拓の推進

広島県 トロイ製菓株式会社 3240001038351 ２０周年記念新メニュー開発・チラシの配布による新規顧客獲得！！

広島県 はっさく工房まつうら － 季節を通じての新商品開発で新規顧客獲得・販路開拓

広島県 ピザカフェつばさ － 居心地の良い空間作りと消費税軽減税率制度への対策

広島県 株式会社因島観光開発 7240001037812 施設機能強化により満足度を向上させリピーターを獲得する

広島県 有限会社モアイ 7240002052125 広島県・愛媛県初の活き餌自動販売機設置で釣り人口増加事業

広島県 エス・エス・アロイ株式会社 9240001023026 確実に集客するための売り込みツール製作と展示会出展

広島県 Ｃａｒｏ（カーロ） － 心も体も元気になるヘアスタイルによる集客事業

広島県 有限会社高屋電器 2240002027949 生産効率と労働能率の再構築における新規顧客獲得と販路拡大

広島県 やまもと有機菜園 － 認知度ＵＰ！有機野菜と野菜の加工品をギフト商材にする

広島県 株式会社広島樹脂コーティング 8240001022672 授乳用エアークッション新製品の開発による販路開拓

広島県 株式会社ｍｉｋｅ 2240001051652 インターネット通信販売での販路拡大とブログで認知度アップ

広島県 株式会社てっぱん 4240001041503 トキ消費を促すライブビューイング席作成・広告による販路開拓

広島県 株式会社ハピセ 6240001046194 女性向け新車軽自動車リースプランのサービス内容ＰＲ

広島県 合同会社晴れる屋 2240003003791 新商品発掘、開発、販売力強化事業

広島県 株式会社ねぎらいふぁーむ 5240001053068 ネギのブランド化による販路拡大

広島県 株式会社中工務店 5240001022956 木の家造り勉強会等の独自イベントＰＲによる新サービス事業

広島県 ＩｍＰｒｅＳｓｉｏｎ株式会社 7240001044841 新規事業としての植物販売

広島県 株式会社カノン 5240001052986 動画を活用し広範囲の潜在顧客にＰＲすることで認知度向上

広島県 株式会社砂原夢企画 6240001050741 けん玉音頭によるプロモーションでけん玉販売店を開拓

広島県 Ｊａｐａｇｌｉｓｈ － 「デザイン×インバウンド」の強みをベースにサポートサービス

広島県 沢田公認会計士事務所 － ２代目経営者をターゲットとした専用ホームページの開設

広島県 ＳＥＡＧＬＡＳＳ － オウンドメディア支援事業（Ｂ　ｔｏ　Ｂ）の開発とそれに伴う設備投資

広島県 ｉｓｍ株式会社 9240001049921 新商品の展開によるｉｓｍ認知度改善プログラム

広島県 株式会社マルヨ木材 8240001028125 タイ雑貨に特化した販売部門の強化とタイ文化ファンの獲得

広島県 株式会社ＧＧ 7240001048842 お店のイメージ刷新と地域密着型営業による顧客獲得

広島県 有限会社エル 2240002026307 プレミアムビンテージシューズの展示会への出展に伴うディスプレイ棚の設置

山口県 美容室ぱす － ＨＰ開設による知名度アップとＳＮＳ連動による新規顧客の開拓

山口県 季節料理ゆず － 客回転率を向上させる体制構築事業

山口県 有限会社浪花寿司 2250002010276 ＨＰによるＰＲ強化、接客レベル向上を通じた海外顧客の売上拡大

山口県 株式会社Ｒｅｃｏｒａ 7250001017615 ネットショップ新規モールでの販路拡大

山口県 株式会社みとも 9250001015988 脱着式シェルターの広報活動

山口県 新下関観光株式会社 2250001005566 割烹仕出し・寿司大津の経営バランスの再構築と営業力の強化

17 / 21 ページ



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
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 縁起焼株式会社 3250001013741 障害者の働き方計画。縁起焼販路拡大を障害者の仕事にしていく

山口県 モノボックスジャパン － 新規商品の開発とインターネット販売の拡大による販路開拓

山口県 株式会社ザメディアジョン・リージョナル 3250001013816 商店街における訪日観光客を対象としたインバウンド対策促進事業

山口県 株式会社西谷木材 2250001006110 情報発信力の高い自社サイトの構築による販路開拓

山口県 いちたけ行政書士法務事務所 － 法律を遵守した訴求力のある広告作成コンサルティングで販路開拓

山口県 青木屋ビル１階 － 「青木屋ビル１階」音楽サロン化の為の防音工事とＰＲ事業

山口県 合同会社萩焼屋 8250003001293 日本の陶芸文化を世界に届ける事業

山口県 ソワン・ドゥ・ボーテ株式会社 8250001004760 痩身プログラムの周知による新規顧客開拓と客単価アップ

山口県 女性のあたためＬＡＢＯ　ＳＵＺＵＪＵＫＵ － オリジナルよもぎ蒸し商品の開発と自社ブランド化による販路開拓

山口県 Ｃｈｏｕｅｔｔｅ － 予防美容に特化したエステサロンの認知度アップ

山口県 焼肉韓国料理　白虎児 － 地域密着型焼肉店の販売促進の強化と快適さを追求した店づくり

山口県 ＡＬＵＲＥ　宇部 － 山口県初、美髪クリニックに特化した美容サービスの開始

山口県 有限会社東和商会 4250002005266 ペットを飼う家庭でも使用できるペット畳の改良と販売促進

山口県 有限会社入部商会 2250002000145 カー用品、タイヤ組換え等の持込み作業受注拡大による収益向上

山口県 るり・あーと － 拡大するハンドメイド市場に向けた高付加価値作品による販路開拓

山口県 株式会社山本時計店 6250001000811 宝石リフォーム事業強化と伝統工芸技術活用による新規顧客獲得

山口県 株式会社一心工業 6122001027590 足場材インテリア製造事業の展開に伴う営業力強化及び販路開拓

山口県 ミヤノオート － 軽自動車キャンピングカーの販路開拓と商品開発による売上拡大

山口県 山城屋酒造株式会社 3250001000814 女性の嗜好にマッチした新酒「プリンセス」の開発・販路開拓

山口県 株式会社ブライダルミミ 2250001001771 ネットレンタル事業開始による販路開拓

山口県 有限会社保男窯 1250002001697 伝統技術と新技術を融合させた新商品開発・販路開拓事業

山口県 みんなの居酒屋おなかま － 店舗改装による団体客受入等早期時間帯の集客強化による売上向上

山口県 メガネのふくだ － 店舗のユニバーサルデザイン化に伴う販促計画

山口県 合同会社匠山泊 4250003000217 コンベア型検針機の導入による、自社製品の販路開拓

山口県 村上労務経営事務所 － スマホ対応移行・顧客拡大を目的とする自社ホームページの更新

山口県 ＳＨＯＥＳ＆ＢＡＧ　ｙａｍａｄａ － アフター・メンテナンスサービス強化及び販売促進による売上拡大

山口県 株式会社クラスハウス 9250001016326 家具事業拡大と空き家対策事業の情報発信強化による新規顧客獲得

山口県 銀座ＡＩＲＡ － マンパワーを補う為のＩＴを活用した販路開拓

山口県 ソーイングスポットＯｒｉＯｒｉ － 時短パッケージのネット販売による新規顧客の開拓

山口県 有限会社サンエー 1250002000658 妊活サポート冊子作成による自社及び漢方の認知度向上と市場開拓

山口県 スタジオＡＲＫｍｏｄｅ － 顧客の新規開拓と市場の拡大のための販売促進

山口県 ＭＵＭＧＲＯＵＮＤ － 革のものづくりワークショップの開催による販路開拓

山口県 ａｒｅ－ａｒｔｉｓａｎ － ショールーム開設でデザインの「見える化」による販路開拓

山口県 Ｓｎｏｂ － 県内唯一理容店が行う脱毛メニューで認知度アップと売上向上

山口県 有限会社岡部園芸 6250002000307 ＩＴ環境強化に伴う売上向上事業

山口県 株式会社エボリューシュン 5250001002635 体感型ショールームによる新規顧客増加と単価アップ事業
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山口県 株式会社サウンドテック 7250001001981 異業種パートナーとの連携強化！音と映像のある暮らし提案事業

山口県 カフェ・酸素バー　Ｏｐｕｓ － 健康と美容を考える働く女子が１人で気軽にランチできる空間づくり

山口県 株式会社ナカニシ 8250001002137 地域高齢者のコミュニティーステーションの店舗づくりと周知拡大

山口県 鏡夜叉磨 － 和の心を愛するスウェーデン育ちの刀匠が手がける和包丁の展開

山口県 アメリカンランゲージスクール防府校 － ツアーガイドクラス充実による実践力高い英会話教室の展開

山口県 もみじ接骨院 － 患者満足度を向上させるエコーで診てくれる接骨院の展開

山口県 有限会社西京モータース 1250002002927 ＬＥＤヘッドライト対応検査機の導入による業務効率化と販路拡大

山口県 焼き鳥と水炊きの酒場　鶏庵 － 女性層に訴求の高いメニュー開発と居心地の良い空間づくりで集客アップ！

山口県 悠 － スパイス配合・手作りカレーの食べられるスナックＤＥ食堂事業

山口県 ＣａｄＤｅｎｔ株式会社 5250001015050 歯磨きミュージアムで直販サイトの認知度ＵＰによる売上増大事業

山口県 お食事処のむら －
ジャンルを問わない料理と様々なシーンに対応する半個室化で新規客の獲
得

山口県 アグレッソスポーツプロジェクト － イージーオーダーメイドゴルフウェア事業の確立

山口県 株式会社ＦＰオフィス縁 5250001016288 一般消費者並びに介護施設向け、終活サービスの販路開拓

山口県 株式会社村田自動車商会 3250001002281 高い商品知識と整備技術を発揮できる成長市場（新興国）への販路拡大

山口県 Ａｌｌｉｅｒ～アリエ～ － 「より長く美しくあり続けるため」のダメージケア事業の展開

山口県 天満屋 － 周辺駐車場が満車でも大丈夫！千客万来パーキングの整備

山口県 洋食堂　なか田 － ビジュアル重視！敢えて”魅せる”野菜冷蔵庫の導入で食欲を刺激

山口県 万事整骨院 － 身体の健康を知り尽くす接骨院の健康・美容増進フルサポート事業

山口県 有限会社はら京 8250002003340 きものの保管から着付けまですべてお任せ！独自サービスの発信

山口県 リカーショップたていし － ＬＥＤの電子看板設置により視認性を向上させ集客力強化を図る

山口県 桑田醤油有限会社 4250002003006 山口県初！生姜入りぽん酢しょうゆ開発による新規顧客の開拓

山口県 秋山モータース － 家族客に対応したフルサービス提供地域ｎｏ１の自動車販売店への転換

山口県 石野商事 － 新しいウェディングの魅力発信！パートナーシップ事業の立ち上げ

山口県 ライトカントリー － 舞台演出照明技術を活かした店舗内装コーディネート事業

山口県 ＳＥＥＤ － ヘアスタイルと髪質が気になる女性の美髪宣言

山口県 美容室ＣＡＭＵＳ － オリジナルトリートメント・整髪料の試作開発

山口県 Ｔ－Ｆｉｔｎｅｓｓ － 二人で取り組んで効果倍増！ペアパーソナルトレーニングの展開

山口県 維新労務士事務所 － 就業規則作成ソフトによる働き方改革支援

山口県 Ｓｐｅｃ － 全ての消費者ニーズに応える映像制作

山口県 Ｆｌｅｕｒ　Ｐａｒｌｅｒ － 『ＦｌｅｕｒＰａｒｌｅｒ』全国展開への販路開拓・営業先拡大事業

山口県 管機株式会社 4250001015068 営業力強化によるステンレス製ユニット配管事業の展開と販路開拓

山口県 みたらし生花店 － 新規顧客獲得のための店舗リニューアル事業

山口県 エステスクール＆サロンシェリール － 楽天市場出店における新商品開発及び販売促進

山口県 株式会社グリーンハート 1250001009790 主力商品ミネラルサプリとヘアケア商品の販路拡大

山口県 コノハナヤ － 店舗移転と新たな販売チャネルの構築による新規顧客開拓事業

山口県 Ｍｉｃｈｉｍｏｓ － 日本とペルーの架け橋に！希少性の高い生地を用いた洋服販売事業
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山口県 ａｏｉｋａｎｅ － 「メイク」メニュー強化による顧客満足度・客単価向上事業

山口県 株式会社荒木塗装 8250001008654 ＨＰとチラシで老舗塗装会社の「思い」を伝えて販路開拓

山口県 久米ピッツァ　ルマーカ － レノファ山口サポーターの誘客及びチラシ配布による新規顧客獲得

山口県 有限会社ラグナ 3250002015497 インターネットによるＢｔｏＣの構築事業

山口県 ＳＵＣＣＥＳＳ － 店舗改装による新規顧客獲得と予防フィットネス事業の展開

山口県 百合建設工業株式会社 4250001011083 認知度アップによる販路開拓および人材確保

山口県 合同会社オカムラ 7250003002185 鉄道車両の部品組立事業の販路開拓に向けた設備導入

山口県 エクシード － ＢｔｏＣ及び商圏の拡大を目的としたアプリの改修及びＨＰ作成

山口県 ＪＥＲＲＹ’Ｓ　Ｂａｒ　ＨＡＩＲ － 「ホットパーマ」による高齢者への負担軽減と店頭での単価アップ

山口県 音育サロン　ベビママン － 未就学児を対象とした英語リトミック教室

山口県 ＨａｉｒＷｏｒｋＥＩＧＨＴ － チラシ・ホームページ作成による新規顧客の獲得に向けた販路開拓

山口県 有限会社河本 7250002014495 新店舗展開に伴う販促物の作成及び設備導入による販路開拓

山口県 こうもり花水木 － 「創作料理技術を活かした仕出し事業の開拓」

山口県 ホルモン焼肉家どん － 「独自の仕入れルートを活かしたバーベキュー肉の販売事業」

山口県 合資会社バイクハウスオータニ 5250003000876 レンタル原付でマップめぐり

山口県 牧野窯 － 外国人観光客に開かれた陶芸体験とギャラリー設置による売上拡大

山口県 中村畳表店 － 薄畳の生産開始による新規顧客の獲得

山口県 株式会社宇畑工業 5250001016544 営業力強化による足場材のディスプレイ什器の製造・販売事業の展開

山口県 株式会社やなざき 3250001012280 ホームページ新規製作およびチラシ折込による新規顧客の販路開拓

山口県 株式会社えびす建装 5250001016379 遮熱塗装施工の販促による元請け比率の向上と企業イメージの構築

山口県 株式会社ワコム 2250001015251 英会話教室の新サービスと教室リニューアルで販路拡大

山口県 ガブリデザイン － 新規メニューにより販路拡大

山口県 渡辺商店 － 地元特性を活かし、楽しいギフトを提供・広報する販売促進事業

山口県 Ｂｏｎｈｅｕｒ － 販路拡大、新商品開発と広報戦略

山口県 ヘアーサロンエフ － 外国人顧客＆ＩＴ世代顧客を増やすためのＨＰリニューアル事業

山口県 岩国再生エネルギー株式会社 2250001013791 木質ペレットを燃料とするストーブやボイラー、及び木質ペレットの販路開拓

山口県 典座 － 「お土産開発と製造販売・喫茶の開始により新規顧客開拓と売上拡大」

山口県 ｉ　ｃａｒｅｅｒ － 将来を先駆けるプログラミング教室開始による新規生徒開拓事業

山口県 オーエスプランニング － 店舗総合プロデュース提案による販売促進事業

山口県 有限会社草田産業 9250002006268 杭打ち専用追尾システムの導入による測量効率化と受注拡大事業

山口県 ネイテク株式会社 1250001007398 直接受注による新規顧客開拓と売り上げ増加による利益拡大

山口県 フルール － 山口県初の髪質改善メニュー（ハウオリ）導入による新規顧客開拓

山口県 アンテナヘアーズ － 環境に配慮した安心安全な頭皮洗浄の周知による新規顧客開拓

山口県 長門湯守株式会社 9250001017068 市外在住者及び若年層の集客、ならびに客単価アップ

山口県 有限会社エクシード 7250002016319 設備導入によるコンクリート製品の製造・加工・取付事業の展開

山口県 株式会社アステールおかむら 9250001010155 ふとんメンテナンスで快適な眠りをお届けする地域密着の寝具店

20 / 21 ページ



平成３０年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
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 有限会社フジカワ 8250002017118 営業ツールの活用による販路開拓及び新規事業の展開

山口県 株式会社ヨシカワ 4250001010812 設備導入によるステンレス製ラック制作事業の大量生産体制の構築

山口県 株式会社さくや 1250001016110 抹茶を使った化粧品シリーズを開発しアジアでの販路開拓を図る

山口県 株式会社サン工業 6250001004580 ３Ｄソフトウェア導入による新サービスの提案とＨＰの改善

山口県 パリパリ工房 － ノンオイルチップス認知のための販促強化と設備増設

山口県 小野田整骨院 － 患者様と従業員の満足度アップによる売上高向上のための改装

山口県 有限会社よつば 5240002046211 営業媒体の作成による介護リフォーム事業の展開と販路開拓

山口県 喜楽 － テラススペースの有効活用で新規顧客の獲得

山口県 合資会社天神ネットハウス 5250003001115 プログラミング教育事業参入による販路拡大

山口県 株式会社ヒロシゲ 9250001012911 新規顧客を獲得し既存顧客の満足度を高める為の売り場改装

山口県 有限会社ハヤシ 8250002019799 地域初オリジナルインディアンジュエリー自社生産、販売事業

山口県 フジヤマコーヒーロースターズ － コーヒーセミナーを通して継続顧客の来店率ＵＰと新規顧客の獲得

山口県 株式会社まつや 8250001009280 記念に残る成人式～フォトアルバムに思い出を～

山口県 社会保険労務士・行政書士南陽オフィス － ＷＥＢ及びデザイン広告の配布による認知向上と顧客獲得

山口県 くどう総体 － 店舗装飾とチラシによる「腹部式施術」の認知度向上・顧客獲得

山口県 澄田印房 － 創業パックの開発・販売による販路開拓

山口県 ベジフルワークス山口 － ～「ヤサイコトバ」をカタチに～
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