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中国 鳥取県 R2311S00003 北溟産業有限会社 5270002010924 緊急事態宣言特別枠 海岸漂着ごみ運搬ドローンの開発とそれによるごみ回収方法の確立 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 R2311S00004 ブリリアントアソシエイツ株式会社 7270001002706 緊急事態宣言特別枠 鳥取発「華麗なるジェンダーレスコスメで一緒に綺麗」驚きの事業再構築 鳥取県中小企業団体中央会

中国 鳥取県 R2311S00006 株式会社オールラウンド 1270001005961 緊急事態宣言特別枠 ナポリタン専門店の新展開及びテイクアウト拡充によるコロナ対応力強化 鳥取県中小企業団体中央会

中国 鳥取県 R2311S00007 ＭＩＲＡＩ　ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ＆ｃａｆｅ 緊急事態宣言特別枠 来店客だけに頼らない、ケータリング事業及び就労支援事業計画 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 R2311S00008 エレット 緊急事態宣言特別枠
エレット　移動式店舗オリジナルフルーツパフェ・フルーツサンド提供事

業
株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 R2311S00009 ＰＲＯＰＲＯ株式会社 7270001007259 緊急事態宣言特別枠 登録支援機関として特定技能所属機関を支援サポートする事業 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 R2321S00003 株式会社玉造温泉まちデコ 3280003000256 緊急事態宣言特別枠 オンラインイベント開催とノウハウ販売で収益確保と観光客回復へ 島根県商工会連合会

中国 島根県 R2321S00004 有限会社松浦鮮魚店 3280002003061 緊急事態宣言特別枠 島根の新鮮魚介類で作る惣菜のテイクアウトによる販路拡大事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 R2321S00005 有限会社瀧川商店 6280002008842 緊急事態宣言特別枠 キャンピングカーのレンタル・製造・販売・修理 高橋克行

中国 島根県 R2321S00006 有限会社フリースタイル 3280002002006 緊急事態宣言特別枠
３Ｄ振動による骨粗鬆症・認知症・介護予防のための新しいシニアトレー

ニング
長谷川　浩之

中国 島根県 R2321S00007 株式会社はなもめん 4280001007145 緊急事態宣言特別枠 居酒屋業態から焼肉業態への業態転換 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 R2321S00008 有限会社正和 8280002005573 緊急事態宣言特別枠 飲食業のノウハウを活かし、そうざい製造業へ参入する 株式会社山陰合同銀行

中国 岡山県 R2331S00001 ナノグラフィカ 緊急事態宣言特別枠
イベント企画、映像製作事業からＸＲ（クロスリアリティ）バーチャル撮

影合成スタジオ事業へ新分野展開計画
岡山商工会議所

中国 岡山県 R2331S00002 株式会社広栄堂武田 9260001002300 緊急事態宣言特別枠 人気イラストレーター起用の桃太郎キャラクターグッズ群の発売 株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331S00003 有限会社京の味桜川 3260002013368 緊急事態宣言特別枠 店舗を移転縮小し、オンライン予約での京風テイクアウト用商品の販売 岡山商工会議所

中国 岡山県 R2331S00004 盃酔の陣 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から岡山県産和牛にこだわった焼肉店への事業再構築 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 R2331S00005 みのるホテル事業株式会社 4260001006495 緊急事態宣言特別枠 新規レストラン事業計画 岡山商工会議所

中国 岡山県 R2331S00006 株式会社ログリンク 9260001032867 緊急事態宣言特別枠 情報通信事業の強みを活かしたオンライン不動産事業への業種転換 岡山商工会議所

中国 岡山県 R2331S00009 株式会社ｒ－ｇｌａｄ 6260001032564 緊急事態宣言特別枠 髪を切るだけはじゃない、美容室流リラクゼーションサービスの展開 税理士法人アストラスト

中国 岡山県 R2331S00010 倉敷ステーションホテル株式会社 9260001013099 緊急事態宣言特別枠
倉敷駅前阿知３丁目東地区再開発に伴う公共空地を活用した屋外飲食サー

ビス提供プロジェクト
税理士法人おかやま創研

中国 岡山県 R2331S00011 Ｌｅ　ｍｉｌｉｅｕ株式会社 7260001031862 緊急事態宣言特別枠
コロナで壊滅的打撃を受けたラウンジ事業からまつエク・ネイルサロン事

業への事業転換計画
岡山商工会議所

中国 岡山県 R2331S00012 有限会社ぼんくら 7260002012614 緊急事態宣言特別枠
居酒屋メニューの多彩さと店舗の好立地を活かした弁当デリバリー事業へ

の新分野展開計画
株式会社シェルパコンサルティング

中国 岡山県 R2331S00013 守屋信道 緊急事態宣言特別枠 甘いものを健康に、発酵あんこ食パンの開発とテイクアウト販売 倉敷商工会議所

中国 岡山県 R2331S00014 ペガサス・キャンドル株式会社 5260001014695 緊急事態宣言特別枠 キャンドル商品の選択と集中による新分野展開のチャレンジ事業 岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 R2331S00015 エイチダブリューティーミュージック 緊急事態宣言特別枠 アパレル店舗運営と音楽スクールによる人材育成及びプロデュース事業 澁谷　典彦

中国 岡山県 R2331S00016 ｃｏｌｏｒｆｕｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ 緊急事態宣言特別枠 オンラインを活用した小規模園を含む全国保育研修事業の展開 岡山商工会議所
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中国 岡山県 R2331S00018 フローリスト萬 緊急事態宣言特別枠 新開発ブーケと個展開催による売上倍増計画～花屋を観光地～ 笠岡商工会議所

中国 岡山県 R2331S00019 株式会社音茶屋 9260001027594 緊急事態宣言特別枠 “コーヒー豆”ローカルデリバリーサービス屋外感染対策スタイル 岡山商工会議所

中国 岡山県 R2331S00020 株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｌｕｎｃｈ 9260001022637 緊急事態宣言特別枠 コロナ渦の中飲食店からのデリバリー・宅配事業転換 二垣　幸広

中国 岡山県 R2331S00021 株式会社オーネスト 5260001001470 緊急事態宣言特別枠 ログハウスメーカーによる北欧式家庭用サウナ通販事業展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 R2331S00022 株式会社アチーブインターナショナル 2260001029457 緊急事態宣言特別枠 新ブランド服飾雑貨を中心とした小売店舗の新設 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 R2331S00023 魚仙 緊急事態宣言特別枠 新分野展開の昆虫ビジネス事業開発による多角化と事業再構築 児島商工会議所

中国 岡山県 R2331S00025 株式会社上神食糧 2260001000616 緊急事態宣言特別枠
湿式無洗米機の導入により高品質の無洗米を提供し、大口顧客からの受注

拡大を目指す。
株式会社トマト銀行

中国 岡山県 R2331S00026 株式会社道楽 6260001033397 緊急事態宣言特別枠 瀬戸内「釜飯１０選」特別テイクアウト弁当開発による新分野展開 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

中国 岡山県 R2331S00029 岸本石材工業株式会社 7260001001956 緊急事態宣言特別枠 県下唯一である建築用石材の多品種小ロット製造・販売事業の実施 株式会社香川銀行

中国 岡山県 R2331S00030 有限会社晴れ屋プロジェクト 3260002014663 緊急事態宣言特別枠 岡山蒜山高原の自社保養施設を改修し「自然体験型ホテル」を開業 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 R2331S00032 ＧＥＮＴＬＥ　ＭＡＬＴＥＳＥ 緊急事態宣言特別枠 ブリーダー経験を活かした改良メダカ繫殖・販売事業 税理士法人ゆびすい

中国 岡山県 R2331S00036 青木被服株式会社 1260001018139 緊急事態宣言特別枠
デニム素材で和の特徴を洋装に採り入れた新ジャンル製品の開発と美観地

区出店による市場開拓と認知拡大
井原商工会議所

中国 岡山県 R2331S00037 有限会社倉敷システムデザイン 3260002017732 緊急事態宣言特別枠 コロナ対策用手洗い装置システムのレンタル事業 玉島信用金庫

中国 岡山県 R2331S00038 株式会社ＫＫＭ川崎 1260001026653 緊急事態宣言特別枠 飲食事業から地ビール製造メーカーへの転換 岡山商工会議所

中国 岡山県 R2331S00039 株式会社サムシングフォー 8260002019880 緊急事態宣言特別枠
「夫婦や家族の幸せ、倉敷への愛を深める」倉敷野菜を使った半調理・調

理品ＥＣ事業による新分野展開
株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331S00040 ＧＯＣＣＯ株式会社 9260001011243 緊急事態宣言特別枠 既存事業とのシナジー構築！お城パフェテイクアウト専門店事業 田口　友和

中国 岡山県 R2331S00042 株式会社ケイプラビジョン 3260002022360 緊急事態宣言特別枠
カーボンニュートラルに対応した低炭素・脱炭素の新素材の部品製造・加

工による新分野展開
水島信用金庫

中国 岡山県 R2331S00046 株式会社のぞみ 1260001014402 緊急事態宣言特別枠 仕出し弁当を普及させる顧客ニーズ・業界連携対応型Ｗｅｂサービス運営 倉敷商工会議所

中国 岡山県 R2331S00047 株式会社アガペスワールド 4260001011041 緊急事態宣言特別枠
既存店にテイクアウト店舗の併設と県内初のｅ－ｓｐｏｒｔｓ専門施設を

開設
岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 R2331S00050 株式会社小町メディカルグループ 7260001016483 緊急事態宣言特別枠 岡山県倉敷市児島の人口約７万人の小さな町で行う美容脱毛事業 児島商工会議所

中国 岡山県 R2331S00051 株式会社いぶき 2260001026537 緊急事態宣言特別枠 規格外野菜を使った野菜パウダーの製造 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 R2331S00052 ワクワクキッチン 緊急事態宣言特別枠 女性に好まれるヘルシーで健康的な中食（惣菜）の製造販売 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 R2331S00053 翠宝商事株式会社 9260001013677 緊急事態宣言特別枠 倉敷　新観光スポットｐｒｏｊｅｃｔ 税理士法人吉井財務研究所

中国 岡山県 R2331S00054 すぐり 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から焼肉店への事業転換 倉敷商工会議所

中国 岡山県 R2331S00055 フラッグシップ株式会社 5260001024769 緊急事態宣言特別枠
セントラルキッチン化による経営効率の向上と中食市場への新展開を通し

た業態転換
株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 R2331S00057 有限会社岡山県食 1260002022420 緊急事態宣言特別枠 ウェブ活用ノウハウを活かした新規事業開発による事業再構築 児島商工会議所
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中国 岡山県 R2331S00060 有限会社想庵 1260002015317 緊急事態宣言特別枠 茶製造業者が挑む化粧品製造業への事業転換 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 R2331S00063 Ｇｌａｓｓ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＴｏｏＳ 緊急事態宣言特別枠
観光地のお土産屋から文具店へ業態転換、継続的な売上確保に向けたチャ

レンジ
岡山県商工会連合会

中国 岡山県 R2331S00064 遊・膳　活力商店 緊急事態宣言特別枠 「学びと癒しの“渚の交番”カフェ」 株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331S00067 株式会社ＴＲＹ 9260001016647 緊急事態宣言特別枠 観光地の郷土料理店が新分野で展開するテイクアウト中心の薬膳バー 上野　創造

中国 広島県 R2341S00001 株式会社アリビオ 1240001050028 緊急事態宣言特別枠 幼児向け発達支援事業開始による売上の柱を構築 花岡　貴志

中国 広島県 R2341S00002 バルールコーポレーション有限会社 2240002030770 緊急事態宣言特別枠 とろうまっプリン製造事業 三次商工会議所

中国 広島県 R2341S00003 米米食堂 緊急事態宣言特別枠
農家から直接仕入れる高品質な米を自社ＥＣサイトを通じて消費者に販売

する事業
広島市信用組合

中国 広島県 R2341S00004 株式会社ＥＶＥＮＴＯＳ 8240001000942 緊急事態宣言特別枠 「コト売り」ノウハウを活かした新しいテイクアウト専門店へ転換 株式会社山陰合同銀行

中国 広島県 R2341S00005 有限会社アウトサイダー 7240002023415 緊急事態宣言特別枠 コワーキングスペース開設による新事業展開 金田　賢二

中国 広島県 R2341S00006 有限会社ホワイト急便 9240002042999 緊急事態宣言特別枠 工場の可視化による安心・安全の宅配クリーニング事業の展開 しまなみ信用金庫

中国 広島県 R2341S00007 ジョンバーガー＆カフェ 緊急事態宣言特別枠
２Ｆの空きスペースに宿泊施設「ＨＯＴＥＬ　ＫＡＩＧＡＮＤ○ＲＩ」

オープン
尾道商工会議所

中国 広島県 R2341S00009 株式会社センゴク木材 8240001005470 緊急事態宣言特別枠 建築端材を有効活用した木製玩具や小物類の開発・販売事業 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 R2341S00010 ハティハティ 緊急事態宣言特別枠 尾三地区初！非接触型脱毛サロンによる「令和イケメン」育成事業 三原商工会議所

中国 広島県 R2341S00014 クオート 緊急事態宣言特別枠 完全個室型による半無人型オンライン美学フィットネス・エステ事業 呉商工会議所

中国 広島県 R2341S00015 合同会社フォーユー 4240003002643 緊急事態宣言特別枠 日本酒と廣島の食材を使った料理が届くサブスクリプションサービス 税理士法人あおぞら会計事務所

中国 広島県 R2341S00017 ハーベスト　 緊急事態宣言特別枠 紋桜餃子 税理士法人あじさい会計

中国 広島県 R2341S00021 株式会社マグノリア 5240001043878 緊急事態宣言特別枠 広島一期　焼肉屋化計画 山口　明彦

中国 広島県 R2341S00026 株式会社おこめん工房 4240002054355 緊急事態宣言特別枠
米農家が中山間地で作るアレルゲンフリー・グルテンフリーのスープ製造

事業
広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 R2341S00030 有限会社ユニリース広島 8240002051943 緊急事態宣言特別枠 生成水装置「我電創水」導入による革新的ユニフォーム除菌洗濯の実現 西河　豊

中国 広島県 R2341S00032 アイアンドネイルアンドビューティーラクシュミー 緊急事態宣言特別枠 美容サロンによる業種転換事業、非対面型一棟貸し貸別荘 広島県商工会連合会

中国 広島県 R2341S00033 有限会社いっとく 7240002051993 緊急事態宣言特別枠 新製品「赤酢寿司酢」と地元海産物でＥＣ販売・新メニューで寿司店開業 西河　豊

中国 広島県 R2341S00036 株式会社みつぎ交流館 3240002052269 緊急事態宣言特別枠 蕎麦の自家製麺技術導入によるテイクアウトと蕎麦屋への新規展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 R2341S00037 株式会社キャピタルコーポレーション 5240001012841 緊急事態宣言特別枠 おうち外食で廣島焼鳥食べてみんさい！冷凍串ＥＣ販売へ業態転換 橋口　滿

中国 広島県 R2341S00038 帝国マリン誘導有限会社 3240002026784 緊急事態宣言特別枠 小型携帯用オゾン発生器の製造・販売事業へ業種転換でＶ字回復 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 R2341S00042 株式会社島ごころ 2240001043550 緊急事態宣言特別枠 スイーツとドリンクのテイクアウト専門カフェ及びその卸売 七川　雅仁

中国 広島県 R2341S00045 株式会社大盛センイ 4240001034291 緊急事態宣言特別枠 製造卸売業から異業種コラボパンツを起点にした製造小売業への業態転換 ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社
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中国 広島県 R2341S00048 株式会社スサキ 7240002016955 緊急事態宣言特別枠 創業３２年の焼き肉店　ブランド力を活かした業態転換 広島県商工会連合会

中国 広島県 R2341S00053 株式会社竹名屋 2240001051636 緊急事態宣言特別枠 広島の高級魚を東京の飲食店にネット販売する事業 広島信用金庫

中国 広島県 R2341S00057 株式会社ｃｏｌｌａｂｏ 6240001055757 緊急事態宣言特別枠 新規店舗で、昼と夜の業種を変える飲食店の「二毛作ビジネス」への挑戦 清水　博文

中国 広島県 R2341S00058 行政書士フォリス法務事務所 緊急事態宣言特別枠 行政書士事業を活かした新規健康麻雀店事業の新分野展開 公益財団法人くれ産業振興センター

中国 広島県 R2341S00060 株式会社エル・コ 2240001001590 緊急事態宣言特別枠 地域コミュニティ紙のネット媒体への移行 株式会社広島銀行

中国 広島県 R2341S00062 株式会社ラグドール 1240001018900 緊急事態宣言特別枠 食品アレルギー対応新商品で取り組むＥＣ販売による事業再構築 田久保　普三

中国 広島県 R2341S00064 ＨＡＣＯＮＩＷＡ 緊急事態宣言特別枠 柔軟な発想と堅実な計画と折れない心で事業継続を目指します 竹板　宏樹

中国 広島県 R2341S00066 スターテクノス株式会社 7240001044619 緊急事態宣言特別枠 電気自動車（ＥＶ）用充電スタンドのレンタル事業 青野　雅恵

中国 広島県 R2341S00068 マルケイ木工株式会社 3240001034425 緊急事態宣言特別枠 対面販売オンラインショールームの開設 府中商工会議所

中国 広島県 R2341S00069 株式会社ゆんたく 3240001039325 緊急事態宣言特別枠 ①働く人を元気にする町のお弁当屋さん　②瀬戸内レモネードスタンド 株式会社中国銀行

中国 山口県 R2351S00001 有限会社篠澤酒舗 6250002004927 緊急事態宣言特別枠
待つビジネスから攻めるビジネスへ！中小企業全国発となるクラフトカー

の展開
株式会社西京銀行

中国 山口県 R2351S00005 ノガアル 緊急事態宣言特別枠
自社ブランドアクセサリーの開発、廃棄生花を活用した商品の開発及び注

文のオンライン化
株式会社西京銀行

中国 山口県 R2351S00006 株式会社ＫＧコーポレーション 9250001015807 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーを利用した県内都市部の中食需要へ参入 株式会社西京銀行

中国 山口県 R2351S00010 株式会社大隅タクシー 2250001000105 緊急事態宣言特別枠
小規模グループの観光客やビジネス客に対応する付加価値型「都市型ハイ

ヤー」事業の創出
はら経営株式会社

中国 山口県 R2351S00012 二象舎 緊急事態宣言特別枠
山口市の文化・歴史を遊びながら学べる木製ゲームと　オートマタの

ミュージアムの設立・運営
西中国信用金庫

中国 山口県 R2351S00013 株式会社セブンシステム 1250001000337 緊急事態宣言特別枠 不動産業参入計画 株式会社山口銀行

中国 山口県 R2351S00014 有限会社村田豊商店 2250002011225 緊急事態宣言特別枠 新規アレルゲンフリー食品の製造と新規市場開拓による事業再構築 株式会社山口銀行

中国 山口県 R2351S00018 株式会社エヌティーエー旅行 9250001008141 緊急事態宣言特別枠
地域商社型ビジネスモデル「ＡＲＴＴＲＩＰ　山口（仮称）」メディア・

ＥＣサイト構築
株式会社山口銀行

中国 山口県 R2351S00019 雷鶏 緊急事態宣言特別枠 鹿児島産黒毛和牛の地域料理の開発とオンライン注文による物販事業展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 R2351S00020 有限会社大和 4250002003939 緊急事態宣言特別枠 放課後等デイサービス（チャイルドハートＦＣ事業） 株式会社グッドパートナーズ

中国 山口県 R2351S00024 キッチンカフェさわ 緊急事態宣言特別枠 ｗｉｔｈコロナの時代「山口のぶち美味しい」を届けるための事業転換 株式会社西京銀行

中国 山口県 R2351S00026 株式会社ＧＨＩＢＬＩ 6250001014687 緊急事態宣言特別枠 オンラインを活用したＥＣサイト構築による新たな販売方式の確立 株式会社西京銀行


