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事業再構築補助金　第2回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠　採択案件一覧【中国ブロック】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型 事業計画名 認定支援機関名

中国 鳥取県 鳥取市 R2312S00001 株式会社こころび 1270001006786 緊急事態宣言特別枠 鳥取の白イカを生きたまま全国の食卓へ　鳥取の海の幸を宅配する通販事業の展開 鳥取商工会議所

中国 鳥取県 境港市 R2312S00002 株式会社元気亭ぐるーぷ 1270001007875 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍の消費者ニーズに対応した新商品開発・販路拡大による経営力強化 鳥取県中小企業団体中央会

中国 鳥取県 八頭郡八頭町 R2312S00004 雄太郎邸 緊急事態宣言特別枠 地域の経済効果を高める分散型宿泊サービスの展開 越智　聖

中国 鳥取県 鳥取市 R2312S00006 株式会社濱富 6270001000628 緊急事態宣言特別枠
日本料理の老舗の味のテイクアウト・通信販売用商品の製造販売、そして鳥取初のバーチャルレストランに

よるデリバリー展開
鳥取商工会議所

中国 鳥取県 鳥取市 R2312S00007 ダイニングバコネクト 緊急事態宣言特別枠 最先端ドローンを活用したスマート農業支援サービス 越智　聖

中国 鳥取県 倉吉市 R2312U00007 流通株式会社 1270001005029 通常枠 Ｗｅｂ面談での人材紹介、採用業務代行による雇用促進事業 セブンセンス税理士法人

中国 鳥取県 鳥取市 R2312U00008 株式会社ちむら 5270001001065 通常枠 モノ売りからコト売り企業へ転換し、　コロナに打ち克つ老舗企業の挑戦 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 鳥取市 R2312U00009 株式会社長谷板金 1270001002793 通常枠 デジタル技術を組み入れた森林作業道開設事業参入による事業再構築 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 境港市 R2312U00013 有限会社三光水産 8270002007736 通常枠 境港の２大産業に大きな成長を促すフードアミューズメントパーク『復刻☆食堂』 株式会社島根銀行

中国 鳥取県 境港市 R2312U00014 株式会社ハーバーコーポレーション 9270001003834 通常枠 戻り生コンクリートを再利用して製造する再生砕石（ＲＣ４０）の製造および販売 税理士法人石井会計

中国 鳥取県 鳥取市 R2312U00018 オロル株式会社 3270001007452 通常枠 医療器具をターゲットとし独自性あるチタン電解研磨、発色技術の実現化開発による新分野開拓 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 西伯郡大山町 R2312U00019 株式会社プリムローズガーデン 6270001004496 通常枠 結婚式のノウハウを生かした長期滞在型の旅行宿泊サービスの展開 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 境港市 R2312U00024 有限会社友森工業 6270002008785 通常枠 機械加工による大型トポロジー・オプティマイズ製品の開拓 米子商工会議所

中国 鳥取県 境港市 R2312U00026 有限会社米子情報処理センター 5270002007508 通常枠 ＣＢＴ方式（オンライン）による当地域初のマルチテストセンター運営事業 山陰みらい税理士法人

中国 鳥取県 倉吉市 R2312U00033 株式会社ひまわり企画 9270001005450 通常枠 医療機関誘致による医療・ヘルスツーリズム商材化と地域活性化 平田　千晴

中国 鳥取県 鳥取市 R2312U00034 株式会社レクサー・リサーチ 1270001000847 通常枠 サービス産業の生産性革新へ向けたシミュレーションによるＣＰＳクラウド 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 鳥取市 R2312U00036 有限会社Ｉ．Ｔ．Ｔ 7270002005047 通常枠 高速道路の橋梁補修市場増大に伴う、県外市場参入事業 鳥取信用金庫

中国 鳥取県 鳥取市 R2312U00041 株式会社Ｔｒｅｅｓ 8270001007910 通常枠 既存の飲食業から冷凍食料品製造業への新分野展開を行う 鳥取商工会議所

中国 鳥取県 東伯郡北栄町 R2312U00042 株式会社エナテクスサービス 4270002010058 通常枠 ＺＥＢ（ゼロ・エネルギー・ビル）化推進事業の展開による新市場構築 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 鳥取市 R2312U00043 大鳥機工株式会社 9270001000121 通常枠 超精密加工技術を取り込み半導体製造装置関連部品の生産に参入 株式会社鳥取銀行

中国 島根県 出雲市 R2322S00001 ＬＩＢＥＲＡＴＥ 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーとの相乗効果で新たな顧客を獲得する 出雲商工会議所

中国 島根県 浜田市 R2322S00002 株式会社吉寅商店 4280001004448 緊急事態宣言特別枠 地元小売卸事業からネット販売を主とした地域商社事業モデルへの転換 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 R2322S00004 株式会社アンジェ・２１ 9280001003858 緊急事態宣言特別枠 ｅスポーツを活用したオンライン学習塾「ＥＧ　Ｓｃｈｏｏｌ」の運営 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 R2322S00007 株式会社ＲＣ・クリエイティブグループ 9280001006027 緊急事態宣言特別枠 居酒屋からセントラルキッチンを活用した水産加工事業への新分野展開計画 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 松江市 R2322S00008 株式会社清松庵 8280001006556 緊急事態宣言特別枠 出雲ハーブと土産小売業の強みを活かした食品製造・カフェへの進出 島根県商工会連合会

中国 島根県 浜田市 R2322S00009 やきとり紘 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーで「やきとり紘」の味を届けたい 日本海信用金庫

中国 島根県 出雲市 R2322S00010 ガレージユース 緊急事態宣言特別枠 人気飲食店とのコラボによる焼き肉店へ進出とタレの商品化 出雲商工会議所

中国 島根県 邑智郡川本町 R2322S00011 有限会社エコカレッジ 4280002009735 緊急事態宣言特別枠 人工知能技術を導入した古書自動仮査定システムの開発運用 税理士法人矢尾井会計

中国 島根県 出雲市 R2322S00012 有限会社インタースペース 9280002006851 緊急事態宣言特別枠 居酒屋からテイクアウト・宅配中心のお好み焼き店への業態転換 島根県商工会連合会

中国 島根県 安来市 R2322S00013 株式会社セノオ 2280001002420 緊急事態宣言特別枠 非接触型洗車サービスの拡充による集客力向上計画 米子信用金庫

中国 島根県 出雲市 R2322S00014 株式会社四季荘 5280001007417 緊急事態宣言特別枠 遊休スペースを活用！ワーケーション・コワーキングスペースに特化した温泉施設へ 株式会社島根銀行

中国 島根県 出雲市 R2322S00016 株式会社健菜厨房 2280001003781 緊急事態宣言特別枠 不採算スペースを活用し、食品（生餃子）製造・販売への新たな取り組み 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 R2322S00017 メディアクッキングサービス株式会社 6280001003571 緊急事態宣言特別枠 スイーツで安らぎと幸せのひとときを。～「強みを活かしたマルチチャネル販促」で地域の笑顔を生み出す事業～ 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 R2322S00020 株式会社タワー 9280001000467 緊急事態宣言特別枠 居酒屋からうなぎ専門店へ事業転換 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 R2322U00006 大〆 通常枠 後継者のノウハウとネットワークを活かしたテイクアウト中心カフェ事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 邑智郡邑南町 R2322U00009 こめじるし 通常枠 自家製たかきびを用いた手打ちうどん食堂の事業展開 島根県商工会連合会

中国 島根県 出雲市 R2322U00010 株式会社玉木園芸 3280001006263 通常枠 大型店展開に伴うデジタル導入による業態転換 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 仁多郡奥出雲町 R2322U00012 株式会社ベッセル島根 7280001005633 通常枠 軽量・堅固な次世代ハンドツール工具の開発および量産化のための設備導入で事業再構築を実現 株式会社りそな銀行

中国 島根県 松江市 R2322U00013 うまえもん 通常枠 おひとりさまメインの焼肉専門店オープン事業計画 島根県商工会連合会

中国 島根県 出雲市 R2322U00014 山のうえの吉や 通常枠 木製ノウハウを活かしたワークショップ付き貸切カフェ事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 出雲市 R2322U00018 株式会社ＹＡＭＡＮＥ 1280001007123 通常枠 地域密着型で心身の健康維持・管理を中心としたフィットネス事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 江津市 R2322U00019 浅利観光株式会社 5280001004645 通常枠 テレワークスペースを活用した地域のコミュニティと都市圏とのつながりの場づくり 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 出雲市 R2322U00021 有限会社コクヨー 4280002006286 通常枠 捨てる皮を有効利用「焼き芋コーヒー」の開発と販路開拓事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 出雲市 R2322U00029 とり焼きだいにんぐ鶏匠 通常枠 大型倉庫でお持ち帰り可能なご当地ラーメン店の新規出店計画 出雲商工会議所

中国 島根県 出雲市 R2322U00031 有限会社よもたフローリスト 4280002006889 通常枠 アイスフラワー製造のための機械導入と工房改装事業 出雲商工会議所

中国 島根県 出雲市 R2322U00032 有限会社長岡鐵工所 8280002007198 通常枠 産業用ロボット部品加工事業への新規参入による高付加価値化戦略 渡部　剛史

中国 島根県 出雲市 R2322U00033 スナック結 通常枠 女性の活躍を応援する「定額セルフエステ　ＭＹＴＨＥＬ」出店 出雲商工会議所

中国 島根県 益田市 R2322U00035 合資会社赤玉商会 9280003000449 通常枠 キャバレーのシェアリングエコノミー市場展開 安野　広明

中国 島根県 出雲市 R2322U00041 福泉堂 通常枠 和菓子職人による「誰かに自慢したくなるソフトクリームパフェ」事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 邑智郡邑南町 R2322U00043 一般社団法人地域商社ビレッジプライド邑南 5280005007173 通常枠 配食サービスと移動販売による地域資源の域内消費拡大事業 税理士法人矢尾井会計

中国 島根県 出雲市 R2322U00048 有限会社ほり江 5280002007259 通常枠 結婚前のカップルを対象としたエンゲージウェディングサービス 平田商工会議所

中国 島根県 出雲市 R2322U00049 株式会社西屋 3280001003302 通常枠 リソースを活用したカプセルホテルの新規事業の取組 出雲商工会議所

中国 島根県 大田市 R2322U00050 有限会社春光社 5280002007647 通常枠 小売・卸売業及び飲食業からのアイスクリーム類製造業への新分野進出 大田商工会議所

中国 島根県 出雲市 R2322U00052 ツーリストいずも株式会社 1280001003279 通常枠 ひのみさき　グランピングプロジェクト 出雲商工会議所

中国 島根県 益田市 R2322U00053 有限会社ひろせ 5280002010238 通常枠 日本語学校と学生寮の設立による事業再構築で地域まるごと活性化計画 日本海信用金庫

中国 島根県 出雲市 R2322U00057 株式会社ふるかわ 7280002005979 通常枠 島根県産品を活かした（冷凍）惣菜の製造小売と都会との心を繋ぐ通販事業 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 益田市 R2322U00064 株式会社アートワーク 9280001006704 通常枠 ひと・まち・しごと　地域を活性化させるコミュニティオフィス 日本海信用金庫

中国 島根県 出雲市 R2322U00066 ｃｏｃｏｋａｒａ 通常枠 飲食業の縮小と経営の多角化により収益の安定を図り、「出雲」の味を全国の食卓へお届け 平田商工会議所
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中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00001 株式会社すげファーム 6260001034008 緊急事態宣言特別枠 新しくドローン事業に取り組み経営基盤を強化し地域農業に貢献する 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00002 株式会社ＪＩＮＳＥＩ　ＧｒｏｗｉｎｇＵｐ 3260001016520 緊急事態宣言特別枠 居酒屋事業の経営を安定させる男性脱毛サロン経営への新分野展開計画 吉田　正人

中国 岡山県 岡山市東区 R2332S00003 株式会社ウッディヨネダ 1260001000666 緊急事態宣言特別枠 防音・断熱プレカット材への新分野展開と建設現場の生産性向上への貢献 岡山商工会議所

中国 岡山県 岡山市南区 R2332S00004 株式会社Ｆロード 4260003001552 緊急事態宣言特別枠 フルラインナップ・メーカーブランド品揃え靴小売店 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00005 株式会社クリエイティブスタッフ大和 7260001011006 緊急事態宣言特別枠 ホテルマンが手掛ける、地域密着型　暮らしのお役立ち事業 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 岡山市中区 R2332S00006 小倉産業株式会社 8260001001617 緊急事態宣言特別枠 観光おみやげ品卸売業から手みやげ品製造加工業への業種転換 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00007 株式会社Ｔｈｉｒｄ 2260001027436 緊急事態宣言特別枠 地元の伝統工芸品を県外及び海外に広めるための発信拠点事業 柿迫　宏則

中国 岡山県 岡山市南区 R2332S00008 株式会社小倉商店 7260001001618 緊急事態宣言特別枠 瀬戸内海ブランドの魚介類を、急速冷凍技術を活用して全国に展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市中区 R2332S00009 有限会社いんべ薬局 6260002000917 緊急事態宣言特別枠 健康・アウトドアを活用した「地域を活性化する薬局」への転換 濵野　薫

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00010 地鶏居酒屋川西 緊急事態宣言特別枠 非対面式の注文システムを活用した冷めても美味しい極秘製法の焼鳥丼のテイクアウト事業 上吉　隆一

中国 岡山県 津山市 R2332S00011 エールハウス 緊急事態宣言特別枠 飲食店『エールハウス』の挑戦！新規顧客獲得を目指し『ゴルフ練習場』事業の開設 津山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00013 和泉鮮魚 緊急事態宣言特別枠 付加価値を高める加工品製造事業の開始とＥＣ活用による業態転換 児島商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00014 株式会社ｎｔｓ 2260001017148 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト事業及びフードコンサルティング事業による新事業構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00021 平成レンタカー株式会社 3260001016792 緊急事態宣言特別枠 都市型オートキャンプ場事業による事業再構築及び地域活性化 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00022 有限会社ソバラ屋 7260002005758 緊急事態宣言特別枠 自店２階を活用したレンタルスペース他３事業の展開 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市東区 R2332S00025 隠れ家ＤｉｎｉｎｇＲｕｓｓｅｔ 緊急事態宣言特別枠 現状の居酒屋とは別に弁当とスイーツのテイクアウト専門店を開店 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00026 株式会社あすなろコーポレーション 6260001000273 緊急事態宣言特別枠 築３０年以上経過マンションのリノベーション販売事業 株式会社伊予銀行

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00029 有限会社岡部住建 7260002024188 緊急事態宣言特別枠 高齢者をターゲットとしたリフォーム市場への参入 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00030 有限会社たにだ 8260002013470 緊急事態宣言特別枠 ウィッグのメンテナンスを主業務とした、美容院の開始 おかやま信用金庫

中国 岡山県 笠岡市 R2332S00032 カーショップマスモト 緊急事態宣言特別枠 地域初！新規コーティング事業による新規顧客の獲得！ 笠岡商工会議所

中国 岡山県 美作市 R2332S00033 Ａ＆Ｃ株式会社 1260001020870 緊急事態宣言特別枠 岡山の老舗旅館の高い料理技術力を活かした食品販売事業への挑戦 Ｃｏｌｏｒｚ国際税理士法人

中国 岡山県 瀬戸内市 R2332S00036 株式会社あさひ 1260001023510 緊急事態宣言特別枠 店舗改修とブラストチラー導入で飲食店と製造加工業の兼業へ 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00039 株式会社Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ａｇｅｎｃｙ 3240001022330 緊急事態宣言特別枠 広告業のデザイン・宣伝力を活かしてセミセルフ型エステ店運営に進出 岡山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00040 株式会社大島屋 7260001012722 緊急事態宣言特別枠 畳を使用した捻転力強化トレーニング専用マット 尾崎　裕

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00042 有限会社曲江春 8260002017678 緊急事態宣言特別枠 巣ごもり・中食需要に対して、本格中華料理人によるレトルト事業への進出 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00044 スパイスパブ　レグラージュ 緊急事態宣言特別枠 「食」で巣ごもり生活を楽しむ「お家時間充実」の提供事業 上吉　隆一

中国 岡山県 瀬戸内市 R2332S00047 キッチンかいぞく 緊急事態宣言特別枠 自社工場から牛窓の老舗の味を全国に 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 玉野市 R2332S00048 ＲＡＫ＿ｋｉｔｃｈｅｎ＋ 緊急事態宣言特別枠 移動販売車を活用し、地場の特産物を活かした地域の土産物となり得る料理をその場で調理提供するサービス おかやま信用金庫

中国 岡山県 津山市 R2332S00049 山菊株式会社 9260001029112 緊急事態宣言特別枠 中食のニーズ増加に向け精肉・食肉総菜の販売事業 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00050 株式会社Ｄ－ｃｒｅａｔｅ 1260001010665 緊急事態宣言特別枠 プロのエステ技術を体系的に学べるオンライン活用型スクール事業への進出 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 瀬戸内市 R2332S00051 有限会社備前精機 7260002031473 緊急事態宣言特別枠 デフケース加工機械用部品の製造による新規顧客の獲得 株式会社ゼロプラス

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00052 株式会社ｉ－ｌｉｔｅｒａｃｙ 5260001029891 緊急事態宣言特別枠 ビジョントレーニングと水素吸引を使用した疲労回復のビジネス おかやま信用金庫

中国 岡山県 美作市 R2332S00055 びいどろ亭 緊急事態宣言特別枠 元ヘリコプターパイロットによるドローン事業への参入 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00058 Ｔ．Ｇ．Ｗ 緊急事態宣言特別枠 遊休地活用によるネットとリアルを融合したオリジナルブランド販売促進計画 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00059 株式会社ジャパン 8260001003456 緊急事態宣言特別枠 障がい児支援の新事業分野展開 岡山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00060 株式会社ホテルリゾート下電 4260001015315 緊急事態宣言特別枠 ゆのごう美春閣オールインワーケーション事業 税理士法人二宮事務所

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00061 株式会社バンケットサプライ 3260001002702 緊急事態宣言特別枠 業種・地域を限定した会員制の顔の見えるクラウドソーシングへの進出 税理士法人久遠

中国 岡山県 赤磐市 R2332S00062 利守酒造株式会社 6260001007293 緊急事態宣言特別枠 ３次元の仮想空間で現実と変わらない店舗システム構築 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市南区 R2332S00067 株式会社ナチュールファミーユ 3260001027105 緊急事態宣言特別枠 食用クローバーを使った焼菓子と発酵ジャム　～地域資源をフル活用したギフト向け菓子～ 大西　修

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00068 株式会社エコルヴェ 4260001034034 緊急事態宣言特別枠 規格外農産物を使用したエシカルで身体にも良い加工品の製造と販売 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00069 有限会社横綱ダイニング 5260002022458 緊急事態宣言特別枠 岡山の老舗お好み焼き店が挑む！新業態への挑戦！！二毛作型バイブリッド店舗運営 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市南区 R2332S00070 有限会社Ｒｉｖｅｒ　Ｕｐ 2260002032609 緊急事態宣言特別枠 居酒屋からハンバーガー＆スイーツのテイクアウト事業への事業転換 岡山商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 R2332S00071 株式会社カタヤマデザインオフィス 2260001009665 緊急事態宣言特別枠 従来の飲食事業に強みのデザイン力を掛け合わせたアートギャラリー＆カフェとデザイン事業の開始 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 浅口市 R2332S00072 株式会社わたる 5260001017921 緊急事態宣言特別枠 花卉買参権の資格を活かした新分野展開事業 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00073 菱善地所有限会社 2260002010894 緊急事態宣言特別枠 地域との繋がりを深める「泊食分離・分散型ホテル」への業態転換 芳原　大樹

中国 岡山県 岡山市中区 R2332S00074 株式会社靖幸 6260001028521 緊急事態宣言特別枠 「３業態フードサークル」という新たなコンセプトでテイクアウト専門店チャレンジ 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00076 有限会社三鼓商事 6260002013992 緊急事態宣言特別枠 簡単「前結び」着付を岡山から全国に、対面教室からオンライン教室への転換 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 津山市 R2332S00078 有限会社昴不動産 4260002028613 緊急事態宣言特別枠 地域密着型の生活支援サービスを提供する不動産管理業 井上大輔

中国 岡山県 加賀郡吉備中央町 R2332S00079 吉備高原リゾート株式会社 4260001008541 緊急事態宣言特別枠 「貸切風呂」と地域との協働による吉備高原おもてなし強化事業 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 総社市 R2332S00081 株式会社はしもとＦ・Ｓ 6260001033595 緊急事態宣言特別枠 大規模宴会中心の日本料理店からテイクアウト店へ新展開 総社商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00083 晴レノヒ株式会社 2260001031990 緊急事態宣言特別枠 地元農産物を使用した日本料理の新規テイクアウト専門店 上吉　隆一

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00085 野田配管工業株式会社 3260002027582 緊急事態宣言特別枠 配管業のためのマッチングサービス及び技術向上動画配信サービス 税理士法人久遠

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00006 横田紙器株式会社 1260001006878 通常枠 耐久性・生分解性に優れた紙製カトラリーで脱プラスチック市場へ進出 税理士法人藤原事務所

中国 岡山県 真庭市 R2332U00007 株式会社安田工業所 2260001022750 通常枠 超大型重量加工物対応可能な高強度など新性能を有した新工場を導入し新分野への展開に挑戦する 株式会社中国銀行

中国 岡山県 和気郡和気町 R2332U00009 有限会社山内組 5260002032358 通常枠 地域の広葉樹林を活用したバイオチップ製造事業 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00013 有限会社万歩書店 8260002009436 通常枠 飲食業・古本小売等から「ＩＴ活用・非対面型トレーニングジム」への新分野展開 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 勝田郡勝央町 R2332U00014 佐藤建設株式会社 6260001020767 通常枠 デザインファームの建設による設計施工一貫方式へのビジネスモデルの転換 税理士法人石井会計

中国 岡山県 真庭市 R2332U00019 マルチ株式会社 7260001022829 通常枠 「医療介護事業者向け清拭用蒸しタオルレンタル事業」への新規参入による新分野展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00021 岡山港湾運送株式会社 7260001000982 通常枠 コロナ禍でも拡大する物流市場の中で事業構造改革による事業収益の拡大 株式会社百十四銀行
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中国 岡山県 井原市 R2332U00023 中島硝子工業株式会社 1260001018295 通常枠 透明度を高めた建材一体型ソーラーガラスの開発と新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00029 株式会社メグハウスファミリアグループ 2260002024300 通常枠 既存事業で培った幅広い顧客層をターゲットにしたセミパーソナルジムの展開 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00032 株式会社アドバンスＡ 6260001029684 通常枠 解体工事業への進出（垂直展開）で収益モデルの改善戦略 風早　昭徳

中国 岡山県 真庭市 R2332U00033 ＬＵＦＴ株式会社 1260001033063 通常枠 「建築・鮮魚小売」×「老舗寿司店」の事業承継で強みを活かす惣菜製造業への進出 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 真庭市 R2332U00034 山陽精機株式会社 5260001022723 通常枠 ＣＡＳＥ拡大による新需要獲得に向けた大型金型生産体制強化事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00038 大紀産業株式会社 3260001003915 通常枠 業務用衣料乾燥機の量産体制構築による事業再構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00040 西谷鉄工所 通常枠 高精度多面加工の実現による取引先多角化、安定経営の確立 株式会社フロウシンク

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00041 株式会社山陽金属工業所 2260001013378 通常枠 素材流通から加工流通への事業再構築を目指した立形マシニングセンタの導入 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 備前市 R2332U00044 株式会社アートコミュニケーション 1260001021464 通常枠 備前焼体験に新たな価値を創出する備前焼カフェ事業への新分野展開 備前日生信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00047 株式会社服部管楽器 6260001029222 通常枠 楽器販売から、演奏者と長期的に寄り添う管楽器ビジネスモデルへの新分野展開 栩本　泰輝

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00052 株式会社ＡＬ１３ 3011001099670 通常枠 真備町にもサイクリストの拠点を！ 吉備信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00057 株式会社ｆｏｒ　ｔｏｏ 1260001029334 通常枠 テレワーク用レンタルスペース事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 真庭市 R2332U00058 株式会社クラフトＫ 3260001031478 通常枠 工場の２４時間稼働の実現とステンレス製品加工受注体制確立による事業再構築への取組 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 井原市 R2332U00063 株式会社岡本テキスタイル 1260001018188 通常枠 ＤＸの取り組みを基軸とした自社ブランドの創設への挑戦 株式会社アパレル・コンサルティング

中国 岡山県 岡山市中区 R2332U00069 山陽電研株式会社 2260001002678 通常枠 下水処理インフラの安定稼働を支える超大型制御盤製造事業 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 加賀郡吉備中央町 R2332U00072 満榮工業株式会社 7260001007524 通常枠 高性能分析器の導入並びに研究環境を整備し、高機能活性炭市場に新規参入する 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00073 有限会社いさはや建装 8260002022950 通常枠 建築・設計ノウハウ活用した、飲食×観光×６次産業化の複合的飲食事業への進出 谷口　康平

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00075 山陽鉄工株式会社 4260001026089 通常枠 エネルギー構成の多様化に貢献する大型精密部品加工 株式会社広島銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00076 株式会社あおい 9260001030409 通常枠 最新式ウォータジェット工法による高付加価値補修工事業への転換 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 小田郡矢掛町 R2332U00077 株式会社平野鉄工所 9260001018115 通常枠 超大型建築物・超高層ビル市場への進出のための低層鉄骨柱生産体制の確立 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市中区 R2332U00078 有限会社頼鉄工所 4260002010612 通常枠 日本車を保有する海外在住者に向けた修理・交換部品の輸出販売事業 株式会社ゼロプラス

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00080 旭金属工業株式会社 5260001012410 通常枠 最新電着塗装設備導入による新規市場への拡販 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00083 株式会社矢田銘板 8260001011211 通常枠 金属サインで培った設計力を活かしたアクリルサイン分野への展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 苫田郡鏡野町 R2332U00084 株式会社山田みつばち農園 5260001021080 通常枠 自然を「学んで」「遊んで」「食べる」ことのできる山田養蜂場自然塾による事業再構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市中区 R2332U00087 有限会社ヒトミキャリーライン 5260002014422 通常枠 瀬戸内漁港の新鮮魚介を用いた惣菜の製造・販売事業 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00090 株式会社Ｒａｙ 7260001017259 通常枠 ＳＰＡ型ブランドの無人型店舗の開発や新商品開発などの業態転換 株式会社中国銀行

中国 岡山県 赤磐市 R2332U00091 株式会社三晃 7140001001555 通常枠 「次世代車のカーエアコン用コンプレッサーのリビルド品」製造およびネットによる直販事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00092 有限会社山陽メツキ工業所 4260002004110 通常枠
農業機械の表面処理事業から自動車向け表面処理事業に転身し、なおかつ次世代自動車向け表面処理製品の受注拡大

を目論む
税理士法人石井会計

中国 岡山県 津山市 R2332U00095 株式会社杣 9260001021052 通常枠 木質バイオマスチップの生産計画 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市中区 R2332U00098 太田工業株式会社 1260001001441 通常枠 デジタル環境整備によるスマートファクトリー化の推進 株式会社中国銀行

中国 岡山県 赤磐市 R2332U00100 株式会社山陽アルミ 4260001008715 通常枠 港湾構造物に設置する半球型アルミニウム合金陽極の生産体制構築事業 株式会社ゼロプラス

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00103 岡山ルートサービス株式会社 5260001004382 通常枠 吉備サービスエリアにおける新事業開発による新分野展開事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 津山市 R2332U00108 株式会社森淵林業 1260001025820 通常枠 急勾配放置林を資源活用し過疎地に新流通拠点を構築し雇用を創出 津山信用金庫

中国 岡山県 津山市 R2332U00109 三和精密株式会社 7260001019825 通常枠 ＣＮＣ自動旋盤の導入による製品精度と生産性の向上及び医療機器分野への新規進出 株式会社山陰合同銀行

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00110 有限会社佐藤技研 5260002018448 通常枠 半導体製造設備部品の量産体制構築による事業再構築 水島信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00114 有限会社ＭＡＳＡＫＩ 2260002015489 通常枠 免疫ＵＰでコロナ対策！庭師技術による「桃の葉黒にんにく」生産 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00123 株式会社マグリット 9260001007621 通常枠 中四国初のハリウッド舞台美術セットとレタッチ技術による婚礼・アニバーサリー写真事業 笠岡信用組合

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00125 株式会社すぎ屋 3260001031049 通常枠 割烹の味を食卓まで届ける、デリバリー・通販事業 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00128 株式会社リノ 5260001023069 通常枠 銘菓をリノベーション！健康・安全なオリジナル羊羹を世界へ展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00139 ブライダル株式会社岡山いしかわ 9260001005930 通常枠 健康志向でテイクアウト可能なセルフカフェ事業 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00144 株式会社下電ホテル 8260001013645 通常枠 せとうちグランピング事業 税理士法人二宮事務所

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00145 内外インキ中国販売株式会社 7260001004835 通常枠 「ＥＣサイトから生産管理システムへの連携による小ロット特殊印刷」とＥＣサイトを活用した販売チャネル構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00146 株式会社テクノ 1260001011812 通常枠 産業用機械の経験を活かした非対面＆非接触型フィットネスクラブへの挑戦 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00147 有限会社國定農産 9260002003198 通常枠 籾殻を活用したシリカ素材の製造販売事業への展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00150 ワールドトレーディングサービスアンドシーオー 通常枠 デジタル技術を活用した最新型レンタルオフィス事業への参入 株式会社中国銀行

中国 岡山県 浅口市 R2332U00156 株式会社襟立製帽所 1260001025135 通常枠 帽子市場からテレワーク需要拡大に伴うホームファッション市場への進出 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00157 光矢工業株式会社 4260001026056 通常枠 プラント配管で培った技術を基に、製造環境構築によるサニタリー配管事業への参入 ひまわり経営サポート株式会社

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00161 タナカマシーナリー株式会社 3260002006264 通常枠 五軸加工機における歯切加工およびキー溝加工を行う新分野展開事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00162 株式会社リプロ 7260001007061 通常枠
ＳＤＧｓ（カーボンニュートラル）に対応する複合プラスチック再生処理技術の高度化（グリーン再生ペレット化事

業）
株式会社中国銀行

中国 岡山県 笠岡市 R2332U00163 株式会社西山モータース 4260001018623 通常枠 外注依存からの脱却を図り、地域一番の自動車のトータル整備拠点化への挑戦 岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 真庭市 R2332U00166 株式会社辻本店 2260001022684 通常枠 菩提もと造りを活かした新製法で健康酒及びワイン市場へ進出 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 都窪郡早島町 R2332U00171 早島・地所株式会社 2260001016678 通常枠 早島駅前倉庫リノベーションプロジェクトによる新事業展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00172 ＵＳＰ株式会社 1260001025837 通常枠 地域の未利用遡源を活用し環境に配慮した製炭事業の確立 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00177 株式会社総社カイタックファクトリー 8260001032918 通常枠 最先端のデニム加工技術の導入と抗菌アウトドアグッズの開発 株式会社エイチ・エーエル

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00178 焼酎道楽金星 通常枠 居酒屋事業からうどん事業への事業転換 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00180 株式会社ウェーブハウス 2260001007677 通常枠 高級キャンピングカーレンタル＆展示場兼ショールーム新設事業 笠岡信用組合

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00182 坂本織物有限会社 8260002018370 通常枠 伝統技術を活かした高級ギフトボックス製品への新分野展開事業 岡山県中小企業団体中央会
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中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00183 アサゴエ工業株式会社 5260001000233 通常枠 リスクヘッジに対応する建設機械油圧部品用高難易度シェル中子生産への挑戦 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 和気郡和気町 R2332U00187 恒次工業株式会社 7260001021293 通常枠 長期優良住宅基礎向け大径金網製造への新分野展開による事業再構築の実現 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 玉野市 R2332U00190 玉野食品販売株式会社 5260001008771 通常枠 家族団らんを楽しむ郊外型ファミリー向け焼肉レストラン 株式会社山陰合同銀行

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00193 林電化工業株式会社 9260001011350 通常枠 レーザークラッディングによる部品補修ビジネス 有限会社エヌティ・クリエイト

中国 岡山県 英田郡西粟倉村 R2332U00195 株式会社西粟倉・森の学校 1260001021167 通常枠 中山間地の木材・食材の流通を束ねる生活提案企業への事業再構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00197 有限会社ナンバ洗い工場 5260002020172 通常枠 デザイン洗い加工の抗菌、防汚、撥水の高機能表面加工の提供 有限会社エヌティ・クリエイト

中国 岡山県 岡山市東区 R2332U00200 株式会社西大寺グランドホテル 8260001010221 通常枠 ホテルでテレワークができる！ビジネスパーソン専用「オフィスルーム」の新設 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 笠岡市 R2332U00201 有限会社エーアンドエス 9260002034251 通常枠 タマネギの皮むきカット加工による業務用向け契約取引の開拓 笠岡商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00207 日進ゴム株式会社 5260001005216 通常枠 バツグンに滑らない高機能パレット用ストッパーゴムの開発・製造 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00210 三基サービス有限会社 5260002004299 通常枠 生活改善・基礎体力づくりに貢献する複合型健康増進施設化計画 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市東区 R2332U00212 株式会社ターゲット． 1260001011242 通常枠 多業種対応型アプリプラットフォームの開発・運用と全国展開 岡山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00213 有限会社猪木酸素玉島店 8260002016580 通常枠 福祉サービス事業における新たな提供方法の確立による業態転換 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00216 有限会社バランス 3260002008021 通常枠 古着による一点モノ・ワンオフものアップサイクルブランドの確立 有限会社エヌティ・クリエイト

中国 岡山県 笠岡市 R2332U00217 笠岡渡船 通常枠 旅行会社もビックリ！渡船という強みを活かした新分野展開事業 笠岡商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00219 株式会社ＢＭＵ 8260001028726 通常枠 未来の担い手を育てる新たな教育環境ビジネス ＴＯＭＡ税理士法人

中国 岡山県 英田郡西粟倉村 R2332U00221 有限会社小松組 3260002030446 通常枠 コンテナハウス活用事業と自社遊休資産（山林）を活用したグランピング事業 岡山県商工会連合会

中国 広島県 広島市安佐北区 R2342S00002 ゆかり屋本舗株式会社 2240001015855 緊急事態宣言特別枠 冷凍スイーツの開発・商品化と、直販による販路拡大 金田　賢二

中国 広島県 福山市 R2342S00005 株式会社ＮＳＧ 7240001041888 緊急事態宣言特別枠 自社デニム製品への顧客接点を拡大する美容事業への新分野展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 廿日市市 R2342S00006 株式会社Ａ＆Ｃ 2240001028618 緊急事態宣言特別枠 『ホテル内飲食店舗革新』による新たな市場・需要開拓　　セントラルキッチン・非接触など新たなホテルの活用 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 R2342S00007 ロックストック　ワンストック 緊急事態宣言特別枠 プライベートキャンプ場運営とキャンプグッズの製造販売の開始 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 広島市南区 R2342S00008 株式会社高松商店 4240001006324 緊急事態宣言特別枠 冷凍肉およびギフト商品の新商品開発による小売業（ＢｔｏＣ）進出 金田　賢二

中国 広島県 広島市西区 R2342S00010 合同会社グっとくるカンパニー 2240003003429 緊急事態宣言特別枠 炭火焼肉を用いたペットフードをキッチンカーやＥＣサイト販売する計画 公益財団法人ひろしま産業振興機構

中国 広島県 呉市 R2342S00012 ドヒハウス株式会社 1240001026259 緊急事態宣言特別枠 温泉付きグランピング施設の整備及び運搬可能な小型コテージの販売 呉信用金庫

中国 広島県 呉市 R2342S00013 株式会社リフテック 9240001027456 緊急事態宣言特別枠 ウイズコロナ時代に新しいライフスタイルを提案するキャンピングカーの中古改造事業 堀江コンサルティングオフィス株式会社

中国 広島県 府中市 R2342S00015 株式会社鎌倉 8240001040468 緊急事態宣言特別枠 アパレル専用物流倉庫事業への進出による事業再構築計画 税理士法人田邉会計事務所

中国 広島県 廿日市市 R2342S00016 有限会社博多商店 1240002036785 緊急事態宣言特別枠 観光客激減に対応する新分野展開としてのご当地餃子製造販売事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 三次市 R2342S00019 株式会社日本工芸 1240001025186 緊急事態宣言特別枠 額縁製作の技術力を活かした多角形ケース市場への新規参入事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 尾道市 R2342S00020 ゆうじん窯 緊急事態宣言特別枠 「茶道教室＆民間学童」の実施と「移動茶室」の運営 尾道商工会議所

中国 広島県 福山市 R2342S00021 株式会社ディーフィールド 9240001033149 緊急事態宣言特別枠 鞆の浦の地域活性化に一役買う空き家再生プロジェクト 税理士法人ＳＩＮ

中国 広島県 広島市西区 R2342S00022 メディカルシステム株式会社 5240001011728 緊急事態宣言特別枠 ＱＲコード読込による検査結果閲覧スマートフォンアプリケーションの開発 株式会社広島銀行

中国 広島県 尾道市 R2342S00025 尾道ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ株式会社 7240001047935 緊急事態宣言特別枠 屋上と温泉水を活用した農園と収穫体験付きグランピングによる新分野展開 尾道商工会議所

中国 広島県 福山市 R2342S00026 株式会社アペックスインターナショナル 8240001029783 緊急事態宣言特別枠 瀬戸内活魚の恵みを体感する寿司のデリバリー・ＥＣ物販サービスの提供 株式会社ワタオカＳ＆Ｃ

中国 広島県 広島市中区 R2342S00027 バックステージ整骨院 緊急事態宣言特別枠 整体・トレーニング・脱毛を兼ね備えるトータルボディケア整骨院 広島信用金庫

中国 広島県 呉市 R2342S00028 アロフト株式会社 6240001000663 緊急事態宣言特別枠 新たな商品開発と新技術の導入によるインターネット販売の展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 R2342S00029 株式会社ＮＯ　ＬＩＭＩＴ　ＦＡＣＴＯＲＹ 6240001048240 緊急事態宣言特別枠 自治体と協業しドローンを活用した地域防災事業の事業再構築計画 税理士法人田邉会計事務所

中国 広島県 江田島市 R2342S00030 長田製菓舗 緊急事態宣言特別枠 老舗和菓子屋が観光客及び地元住民に一息つけるカフェ（憩いの場）の提供事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 呉市 R2342S00031 株式会社ファイン 6240001043646 緊急事態宣言特別枠 観光飲食店からＥＣを中心とした総合観光ビジネスへの業種転換 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 尾道市 R2342S00034 尾道お好み焼きぽっぽ家 緊急事態宣言特別枠 焼きたての味をご家庭で！客席縮小による急速冷凍設備導入で業態転換事業 尾道商工会議所

中国 広島県 広島市西区 R2342S00035 株式会社平安堂梅坪 8240001010660 緊急事態宣言特別枠 焼き菓子生産設備を活用した他社ブランド商品のＯＥＭ生産事業 税理士法人　きずな

中国 広島県 尾道市 R2342S00037 尾道観光土産品協同組合 5240005012697 緊急事態宣言特別枠 “尾道らしさ”を全面に出したテイクアウト商品の開発・販売計画 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 呉市 R2342S00038 株式会社武田組 9240001027638 緊急事態宣言特別枠 低温有機物分解装置の試作機及び生産設備の導入による再構築事業 呉信用金庫

中国 広島県 広島市中区 R2342S00042 うるぐす 緊急事態宣言特別枠 １５時開店のファーストフード感覚立ち飲み串カツ店の事業化 税理士法人長谷川会計

中国 広島県 尾道市 R2342S00043 みなと海運株式会社 9240001038593 緊急事態宣言特別枠 新たな港湾荷役品目の取り扱いによる新分野展開 尾道商工会議所

中国 広島県 三原市 R2342S00044 株式会社エスワン・グループ 5240001040033 緊急事態宣言特別枠 ３５年の洋食経験と新たなデジタル技術を活かした揚げ物専門店へ挑戦 しまなみ信用金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 R2342S00045 株式会社優和 9240001048733 緊急事態宣言特別枠 古代魚・淡水魚専門販売のデジタルプラットフォーム事業 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 呉市 R2342S00046 ＳＫ　ｆａｖ． 緊急事態宣言特別枠 ドローンのメンテナンス、修理場の開設とオリジナルドローンの製作販売 呉商工会議所

中国 広島県 三原市 R2342S00047 株式会社ユーアンドミィー 4240001040257 緊急事態宣言特別枠 高級食パン製造販売事業開始による事業再構築 株式会社中国銀行

中国 広島県 三次市 R2342S00049 マスダランドビル株式会社 8240001024512 緊急事態宣言特別枠 「暮らしをパンで豊かにする」家づくり事業 三次商工会議所

中国 広島県 広島市中区 R2342S00051 有限会社村長の店 2240002022108 緊急事態宣言特別枠 インターネットを通じた「広島風お好み焼き」の冷凍販売 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 R2342S00052 株式会社ＩＬ　ＰＯＬＩＰＯ 2240001047064 緊急事態宣言特別枠 飲食提供サービスからイタリアンドルチェ＆パニーニ専門店への新分野展開 黒田　健治

中国 広島県 広島市中区 R2342S00053 株式会社三葉商会 4240001011423 緊急事態宣言特別枠 急速冷凍を利用したオンライン販売による新規顧客の獲得　ベジタリアンお好み焼きを全国へ イーエムイーコンサルタンツ株式会社

中国 広島県 尾道市 R2342S00054 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｆｅｌｉｘ 緊急事態宣言特別枠 地元生産者協同「おうちで本格イタリアン」惣菜等の開発・販売 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市佐伯区 R2342S00055 株式会社ＳＯＵＬＯＶＥＲ 7240001055748 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍からの脱却！おそうじビジネスでＶ字回復！ 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 R2342S00056 大衆酒場やぶき 緊急事態宣言特別枠 選択と集中による設備刷新によって利益率と生産性の向上を実現し新たな販路を獲得する 株式会社メビウスマネジメントサービス

中国 広島県 世羅郡世羅町 R2342S00057 株式会社ｇｒｅｅｎ　ｈａｎｄ 1240001045168 緊急事態宣言特別枠 地域コラボ商品開発によるオール世羅町キッチンカーで！低投資高収益事業へのチャレンジ 田村育生

中国 広島県 廿日市市 R2342S00058 伊都岐株式会社 7240001029149 緊急事態宣言特別枠 菓子製造事業でコーヒー以外の柱のみやじまスコーンを開発する 広島信用金庫

中国 広島県 広島市西区 R2342S00059 株式会社ライフ・ビート 7240001016808 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトとクラウド型レジでどこでもデータ管理、売上アップ！ 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

中国 広島県 広島市西区 R2342S00060 Ｐ－ｓｔｙｌｅ株式会社 5240001047697 緊急事態宣言特別枠 沖縄発！屋外結婚式場運営に参入しニーズの高い結婚式の実施 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 広島市安佐南区 R2342S00061 株式会社エイチテラス 2240001010220 緊急事態宣言特別枠 居酒屋事業から本格炭火焼肉事業への新分野展開。 株式会社伊予銀行
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中国 広島県 広島市西区 R2342S00062 株式会社Ｓｏａｒ 3240001048557 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトとアプリを活用した資源の再利用事業への参入 寺崎　兼司

中国 広島県 尾道市 R2342S00063 おきなわんふーどがちまやぁ 緊急事態宣言特別枠 精肉小売店・ステーキ飲食店の融合による食のトータル提供 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市中区 R2342S00064 株式会社きっかわ 3240001050133 緊急事態宣言特別枠 新規料飲部門を立ち上げ新たな顧客を獲得する 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 R2342S00065 株式会社Ｋ－ＳＴＹＬＥ 4240001054488 緊急事態宣言特別枠 事業ポートフォリオの見直しによるリスク分散と自社の強みを活かすための事業再構築 株式会社メビウスマネジメントサービス

中国 広島県 福山市 R2342S00069 有限会社瀬戸活魚センター 2240002041371 緊急事態宣言特別枠 青魚用輸送設備導入を通した業態転換と新ブランド養殖魚の安定供給 株式会社中国銀行

中国 広島県 廿日市市 R2342S00070 有限会社はやし 7240002036796 緊急事態宣言特別枠 キッチンカー及びギフト通販事業の立上げによる新需要開拓 広島信用金庫

中国 広島県 尾道市 R2342S00071 有限会社東山 2240002051247 緊急事態宣言特別枠 誰一人諦めない、身近な近親者で行う安心安全の小さな結婚式事業 尾道商工会議所

中国 広島県 広島市佐伯区 R2342S00074 三政物産株式会社 4240001012792 緊急事態宣言特別枠 共同開発した新建材をリモート営業により新市場で事業化する計画 株式会社山陰合同銀行

中国 広島県 廿日市市 R2342S00075 上野　克也 緊急事態宣言特別枠 国家資格有資格者による中国地方初のＥＭＳトレーニングジム開業 廿日市商工会議所

中国 広島県 呉市 R2342S00077 株式会社兼田水産 2240001027479 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈコロナを見据えた、アウトドア分野での新規顧客開拓への挑戦 広島県商工会連合会

中国 広島県 三原市 R2342S00078 高掛　智朗 緊急事態宣言特別枠 日帰りでも百島満喫！マリンアクティビティ事業への業種転換 公益財団法人ひろしま産業振興機構

中国 広島県 廿日市市 R2342S00080 ＣＡＦＥれあれあの実 緊急事態宣言特別枠 既存のカフェ事業を最大に活かした新たな広告宣伝事業への展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市南区 R2342S00082 ミシマ株式会社 3240001011366 緊急事態宣言特別枠 小分けにしたクラフトビール・酒類を個人へデリバリーする事業 特定非営利活動法人ＩＴコーディネータ広島

中国 広島県 広島市西区 R2342S00083 株式会社スリーシェル 6240001052201 緊急事態宣言特別枠 一年中シーズン真っ盛り海の家によるキッチントレーラー企画 広島市信用組合

中国 広島県 広島市西区 R2342S00084 株式会社プレミール 5240001044653 緊急事態宣言特別枠 神社とコラボしたハンバーグと特産品セットのサブスクリプション 広島商工会議所

中国 広島県 呉市 R2342S00087 銘酒処　酒狸 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍を見据えた居酒屋の呉海自カレー屋への抜本的なリニューアルオープン 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 R2342S00089 株式会社いけだ屋 6240001014465 緊急事態宣言特別枠 持ち帰り飲食サービス「とりから揚げ店」と「餃子の無人販売店」の併設店舗の新規出店計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 R2342S00091 有限会社ノーブル 1240002032917 緊急事態宣言特別枠 空きスペースを利用し、地域の子供を対象としたＳＴＥＭ教育・学習支援事業 公益財団法人くれ産業振興センター

中国 広島県 東広島市 R2342S00093 有限会社東立工業 6240002028852 緊急事態宣言特別枠 人間・ペット共により美味しく健康にする新たな事業展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 R2342S00096 ビースタイル 緊急事態宣言特別枠 パーソナルトレーニングとオンライントレーニングでコロナから脱却 ＨＳＫＣ税理士法人

中国 広島県 廿日市市 R2342S00099 厳島株式会社 5240001029051 緊急事態宣言特別枠 テイクアウトしやすい店舗作りと新商品によるターゲット拡大計画 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 R2342S00100 株式会社Ｇ－ｎｅｔ 4240001019276 緊急事態宣言特別枠 児童発達支援事業所ゆめラボで子供たちの未来を創る 山根　陽介

中国 広島県 広島市中区 R2342S00102 株式会社大和屋酒舗 4240001046361 緊急事態宣言特別枠 食品会社、生産者一体となったそうざいの開発と店舗の新設 川上　正人

中国 広島県 福山市 R2342S00106 株式会社グラットン 1240001033255 緊急事態宣言特別枠 「美と健康に良い発酵食品」の卸・小売り業界に進出 税理士法人アクセス

中国 広島県 尾道市 R2342S00107 有限会社檀上カバン店 8240002050895 緊急事態宣言特別枠 スニーカーの履き心地を体感できるフラットシューズ開発によるＥコマース事業 野田　尚紀

中国 広島県 広島市南区 R2342S00110 ｏｒｉｇｉｎｇ株式会社 3240001049266 緊急事態宣言特別枠 ハイブリッド型果物店　地元広島の果物小売とフルーツサンドのテイクアウト販売 山田　紳太郎

中国 広島県 広島市中区 R2342U00004 有限会社ア・ボン 1240002020005 通常枠 焼き肉店の新規展開による事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

中国 広島県 東広島市 R2342U00005 有限会社上瀬組 5240002029067 通常枠 とび工に特化した事業からの脱却で鉄骨製造への進出計画 北浜グローバル経営株式会社

中国 広島県 府中市 R2342U00006 橘高工業株式会社 3240001052914 通常枠 ドローンを利用し、建設・災害現場などで測量・点検等を行う。 河村　万紀子

中国 広島県 府中市 R2342U00008 真辺工業株式会社 9240001034345 通常枠 半導体装置部品分野への新規参入のための５軸制御マシニングセンターを用いた製造プロセスの確立 株式会社商工組合中央金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 R2342U00011 南工株式会社 9240001007788 通常枠 新分野である住宅設備、食品分野等への展開によるＶ字回復計画 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 呉市 R2342U00012 株式会社マルフジ電機 4240001026578 通常枠 自社オリジナルのリモートエンジニアロボットを製造する環境の建築 呉信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 R2342U00015 合同会社ジャオ 1240003001235 通常枠 こだわりのコーヒーとスイーツのテイクアウト事業計画 税理士法人あおぞら会計事務所

中国 広島県 呉市 R2342U00021 有限会社松本商店 2240002034128 通常枠 建屋改装及び設備導入による新分野展開を図り、販路拡大と売上拡大を目指す 公益財団法人くれ産業振興センター

中国 広島県 福山市 R2342U00022 株式会社さとう工芸 2240001029351 通常枠 家具屋が空間コーディネートをサポートします。 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 R2342U00024 有限会社岩船水産 7240002038355 通常枠 海と人、地域と人をつなぐ卸売業から新しい小売業へ！ＥＣ販売による事業再構築計画 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 R2342U00026 有限会社徳永化成 3240002047467 通常枠 ４５０ｔ大型プラスチック成型機導入による新市場参入計画 しまなみ信用金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 R2342U00031 株式会社セイワ技研 1240001005436 通常枠 輸出対応機能の新工場棟と最新デジタル技術活用の営業システムを導入しグローバル市場へ挑戦 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 R2342U00034 入江株式会社 8240001033562 通常枠 特殊表面処理工程受注事業の事業化による新たな金属製品市場への参入 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 東広島市 R2342U00035 株式会社高田工業 4240001050446 通常枠 半導体市場進出による多角化を実現し不確実性の脅威に対応する 呉信用金庫

中国 広島県 福山市 R2342U00038 有限会社北川工作所 5240002038638 通常枠 高精度加工と厳格な品質管理体制の構築による新規市場参入と技術力向上の実現 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 尾道市 R2342U00044 株式会社京泉工業 5240001038003 通常枠 薄板材に対する自社一貫生産体制の確立による新市場への展開 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 福山市 R2342U00045 株式会社宮崎商会 7240002043306 通常枠 そのまま食べられる柔らかいフリーズドライ食品の製造販売に進出 株式会社中国銀行

中国 広島県 東広島市 R2342U00046 おいしい約束株式会社 2240001022380 通常枠 コロナ感染リスクを低減したオーダー制の焼肉店兼セントラルキッチンへの業態転換計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 尾道市 R2342U00048 ポアスペシャルティコーヒー 通常枠 焙煎機導入および店舗増築による新商品製造販売体制の構築 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市安佐北区 R2342U00052 株式会社ダイヤス食品 6240001016008 通常枠 宅配弁当のノウハウを活かし冷凍調理事業で高齢者向け食事支援 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市佐伯区 R2342U00055 株式会社山陽タオル 4240001003750 通常枠 高級美容サロン向けインナーガウンの全国宅配サービス 税理士法人長谷川会計

中国 広島県 廿日市市 R2342U00057 株式会社広島精機 8240001028100 通常枠 ＯＥＭビジネス（受注生産型企業）から脱却し開発型メーカーへ 広島信用金庫

中国 広島県 広島市南区 R2342U00066 特定非営利活動法人まちづくりコミュニティデザイン研究所 3240005012591 通常枠 買い物難民を救う地域スーパーと提携した移動スーパー事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 R2342U00067 株式会社中野鉄工所 3240001007892 通常枠 高精度加工設備導入と製造環境づくりにより水素サプライチェーンへの新進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 R2342U00068 株式会社Ａｃｅ－１ 9240002002086 通常枠 最新測量ヘリコプター導入による、測量業務の新サービス開発と売上拡大 株式会社ＪＡＰＡＮ　Ｂｒａｎｄ　ＨＡＬ

中国 広島県 府中市 R2342U00069 株式会社内海機械 7240001034140 通常枠 製造ノウハウの活用とＩＯＴ投資により、食品機械部品への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 R2342U00071 株式会社アイ・エム・シーユナイテッド 1240001017332 通常枠 開発モデル事業を再構築し、成長市場への新規進出で経営多角化実現 中村　清悟

中国 広島県 尾道市 R2342U00073 マツショウ株式会社 1240001050283 通常枠 新規設備導入により半導体製造機器分野への新分野展開 両備信用組合

中国 広島県 東広島市 R2342U00074 株式会社ハピセ 6240001046194 通常枠 新分野展開による同業の整備工場向け整備ソフトの開発・販売 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 R2342U00076 株式会社Ｋｏｕｅｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ 6240001003170 通常枠 アジア圏初！審美性の高いフラット型円筒パッケージの自動化による高付加価値製品の製造計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 尾道市 R2342U00077 有限会社光藤鉄工所 7240002051523 通常枠 新規設備導入による大口径・長尺部品製造事業への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市南区 R2342U00079 株式会社平山工業 3120002065555 通常枠 パルスレーザークリーニング技術を応用した金型メンテナンス事業の展開 尼崎信用金庫

中国 広島県 福山市 R2342U00080 合同会社うきうきわくわく 8240003003464 通常枠 重度障がい児向け預かり（保育所）サービス市場への進出計画 株式会社ダイワマネジメント



6 / 8

事業再構築補助金　第2回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠　採択案件一覧【中国ブロック】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型 事業計画名 認定支援機関名

中国 広島県 福山市 R2342U00081 森本工業有限会社 4240002043465 通常枠 ファイバーレーザー切断機導入による製缶業から精密板金加工業への新分野展開 岡田　卓也

中国 広島県 福山市 R2342U00083 ヤマオカ株式会社 7240001032490 通常枠 ボトルネックの検査工程を強化し新製品受注体制を構築 中村　清悟

中国 広島県 福山市 R2342U00084 株式会社成伸工業 4240001034928 通常枠 鉄骨加工時に発生するロスを活用した鉄スクラップ卸売業への進出 株式会社中国銀行

中国 広島県 府中市 R2342U00085 株式会社高橋工業 2240001034211 通常枠 高剛性マシニングセンタの導入による新市場向け加工体制の構築 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 尾道市 R2342U00088 因島精機株式会社 4240001037807 通常枠 塗装機器・大型塗装ブースを新規導入し、塗装事業への新分野展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 東広島市 R2342U00089 日新産業株式会社 3240001022982 通常枠 多様化したニーズを取り込む新たなサービス提供 株式会社広島銀行

中国 広島県 三次市 R2342U00090 有限会社寿産業 4240002030604 通常枠 コロナ禍における巣ごもり消費需要に対応した胴縁の一貫生産体制構築によるコロナに強い事業再構築 森若　壽英

中国 広島県 呉市 R2342U00092 有限会社宮秀建設 3240002034944 通常枠 タグボート新造により曳船業という新たな市場に挑戦する。 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 R2342U00094 株式会社都 3240001032321 通常枠 地元で高く支持されているレストランメニューを弁当で再現する 川上　正人

中国 広島県 廿日市市 R2342U00102 株式会社ワコー 4240001028178 通常枠 鏡面研磨の導入で実現する高付加価値化・低コスト化・新市場への進出 株式会社クフウシヤ

中国 広島県 呉市 R2342U00107 株式会社あすなろ旅倶楽部 4240001026958 通常枠 呉とその周辺のお客様が気軽に通える脱毛サロンを開業する 呉信用金庫

中国 広島県 廿日市市 R2342U00111 株式会社イワタ木工 7240001045757 通常枠 木工用刃物・金属治具の製造ノウハウを活かした金属製品製造業 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 R2342U00112 有限会社オノダ 8240002039897 通常枠 鉄工所の技術を活かした『移動もできるオーダーメイド省エネコンパクト住宅』の製作 両備信用組合

中国 広島県 広島市安芸区 R2342U00117 株式会社ヒラオカ 8240001009918 通常枠 酒類販売業から製造業（クラフトビール製造）に新規参入する事業 呉信用金庫

中国 広島県 広島市中区 R2342U00119 株式会社コンプリート・サークル 9240001015337 通常枠 株式会社コンプリート・サークル「テイクアウト専用窓口併設店舗への業態転換」 アイ・グローバルサービス税理士法人

中国 広島県 呉市 R2342U00122 オカモト産業株式会社 8240001025584 通常枠 鉄鋼業のカーボンニュートラルに貢献できるリサイクル加炭材の製造事業 株式会社伊予銀行

中国 広島県 福山市 R2342U00132 山崎機工株式会社 9240001032448 通常枠 超硬丸棒研磨の高精度化による新分野展開 岡田　卓也

中国 広島県 尾道市 R2342U00137 新松浦産業株式会社 9240001038172 通常枠 ＧＦＲＰ金型部品加工業への市場参入による事業再構築 株式会社中国銀行

中国 広島県 三次市 R2342U00138 株式会社のば牧場 2240001050092 通常枠 繁殖・肥育一貫経営を基礎とした６次産業化の推進（牧場経営から精肉・惣菜販売への新分野展開） 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 R2342U00140 丸繊株式会社 3240001022801 通常枠 ＯＥＭ縫製工場による働く女性を支える自社ブランドの構築 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 R2342U00141 株式会社木村砕石 3240001006630 通常枠 コロナ禍における経営合理化（砕石廃土のリサイクル＆新製品開発）事業 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市安佐北区 R2342U00146 有限会社トライテック 4240002011496 通常枠 浅層埋設防護板『ＢＯＧＯ－ＭＡＸ』製造体制構築による新規市場参入 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市中区 R2342U00156 株式会社ＬＣ 9240001042050 通常枠 看板の企画、デザイン、製作をワンストップ・短納期でお届け 棚田　秀利

中国 広島県 安芸郡海田町 R2342U00160 株式会社イガワテック 6240001036765 通常枠 高難易度・国内製造金型の最後の牙城　「外板部品金型製造への挑戦」 株式会社商工組合中央金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 R2342U00163 株式会社ＬｅＧ 2240001048649 通常枠 美容室が総合美容サロンとして脱毛とネイルサービスに新分野展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 R2342U00164 アリア 通常枠 犬のストレスを軽減するドッグラン付きドッグホテルの経営 山本　直輝

中国 広島県 世羅郡世羅町 R2342U00165 株式会社おへそ 1240001041555 通常枠 サワー種パンの抜本的な製法変更による専門問屋向け新製品の開発 広島県商工会連合会

中国 広島県 呉市 R2342U00169 リアライズ有限会社 8240002035995 通常枠 金属加工事業者向け工具部品の情報動画及び商品のネット販売事業 株式会社伊予銀行

中国 広島県 東広島市 R2342U00181 有限会社ハイマックス 2240002028864 通常枠 金属加工高度化による関連多角化戦略・新製品製造による事業展開 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 R2342U00184 株式会社エヌテック 4240001034028 通常枠 多品種少量生産スタイルから超高精度量産アルミダイカストへの挑戦 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 広島市安佐南区 R2342U00185 株式会社ＲＩＳＥ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 6240001016783 通常枠 外部環境に左右されない事業構造へ転換し無公害型人工芝普及を促進 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 福山市 R2342U00189 株式会社キッチンヘルプ 5240001047755 通常枠 美味しさを追求した業界初の液体冷凍によるお粥シリーズの製造～販売 株式会社ビジネスブレイン

中国 広島県 広島市中区 R2342U00191 Ｕ合同会社 9240003004800 通常枠 自宅で繋がる食の情報を商品化する、オンラインサロン事業 黒田　健治

中国 広島県 世羅郡世羅町 R2342U00194 有限会社世羅きのこ園 4240002052879 通常枠 きのこ生産者が挑戦する、レストラン＆冷凍食品専門店の新分野展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 尾道市 R2342U00196 株式会社中国商会 7240001038307 通常枠 卸売業から機械加工事業までの一括体制の構築 しまなみ信用金庫

中国 広島県 尾道市 R2342U00197 株式会社オクモト 8240001037869 通常枠 飼料用米・有機肥料小売事業を通じた循環型社会の実現 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市西区 R2342U00198 株式会社三宅 5240001011513 通常枠 防犯システム企業による　土砂災害予知システムの新規開発 山田コンサルティンググループ株式会社

中国 広島県 広島市南区 R2342U00206 岸工業株式会社 8240001002559 通常枠 東広島工場大規模建替計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市市 R2342U00208 カザリ 通常枠 ＭＴＲ（移動型仮設飲食店）における新たなビジネスモデルの構築 広島県信用組合

中国 広島県 福山市 R2342U00209 株式会社ティエロー 2240001031381 通常枠 プログラム作成事業を軸にした、金型部品加工事業への逆参入 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市西区 R2342U00211 株式会社オンザライズ 2240001045976 通常枠 障害者の雇用維持・拡大させるため「先端技術」を活用した「６次産業化」を行なう 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 R2342U00213 株式会社栄光 4240001029928 通常枠 コロナ禍で加速する印刷業界の紙媒体縮小・多品種小ロット化の課題に対する、ロングテールへの高品質戦略 税理士法人たけむら

中国 広島県 東広島市 R2342U00214 豊テクノ株式会社 4240001023526 通常枠 豊テクノの技術力を生かした半導体分野への新規参入 税理士法人明星

中国 広島県 広島市安佐北区 R2342U00218 有限会社アイアイ・システム 1240002000080 通常枠 空調設備複合金属部品の高度マテリアルリサイクルシステムの構築 青山裕之

中国 広島県 呉市 R2342U00227 株式会社もみじ水産 8240001027795 通常枠 しらすや活魚をオンラインで消費者へ！しらす加工場併設ショップの展開 株式会社シャイン総研

中国 広島県 広島市南区 R2342U00228 ハングアウト 通常枠 ビールの概念を覆す新ビアスタイルに挑戦するブルワリーの設立 広島商工会議所

中国 広島県 三次市 R2342U00231 有限会社田畑折箱食品容器 8240002030179 通常枠 食品容器卸売業から店舗、ＥＣ、宅配販売を駆使した付加価値の高いアパレル業への事業転換 株式会社シェアードバリュー

中国 広島県 広島市西区 R2342U00236 藤栄鉄工株式会社 6240001007411 通常枠 レーザー切断で未来を拓く！超極厚難削材加工への挑戦 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 R2342U00237 有限会社ＴＭ・クロックワーク 4240002047425 通常枠 地方旅館がワ―ケーション等新たな観光マーケット開拓のため駅ナカ複合施設を開発 株式会社商工組合中央金庫

中国 広島県 福山市 R2342U00245 深江特殊鋼株式会社 7240001031864 通常枠 高精度大型５面マシニングセンター導入による高精度非鉄金属加工へチャレンジ 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 福山市 R2342U00247 株式会社ＴＯＲＮＯＳ 8240001053726 通常枠 宿泊事業者向けバックオフィス業務効率化ＳａａＳ「ＰＯＲＴＡ」 株式会社中国銀行

中国 広島県 呉市 R2342U00252 シグマ株式会社 1240001026011 通常枠 レーザー溶接に対応したサイドエアバックインフレーター用ハウジング製造に伴う事業計画書 株式会社ＡＧＳコンサルティング

中国 広島県 呉市 R2342U00258 株式会社ダイキ 3240001026174 通常枠 働く意欲を持つ障害者をワンストップで受け入れる多機能型事業所ビルの開設 株式会社広島銀行

中国 広島県 安芸高田市 R2342U00259 新日本サービス株式会社 4240001024697 通常枠 自動販売機メンテナンス業における商流拡大事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 R2342U00262 丸天産業株式会社 6240001032211 通常枠 ホットメルト粘着剤を活用した新商品開発による事業領域拡大 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 R2342U00265 三洋企業株式会社 5240001003717 通常枠 業界初！！管路内調査メンテナンスサービスのサブスク事業立ち上げ 税理士法人ＳＩＮ

中国 広島県 廿日市市 R2342U00266 株式会社錦水館 9240001027935 通常枠
広島宮島に若年層の誘客を目的とした 世界文化遺産の「ワーケーション×ＳＮＳ映えフォト×想い出作りコンシェル

ジェ」
広島信用金庫

中国 広島県 呉市 R2342U00267 呉精器工業株式会社 8240001025741 通常枠 モータ・発電機の「革新的動的非分解総合検査システム」の導入による新規顧客の獲得 広島信用金庫
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中国 広島県 広島市中区 R2342U00271 株式会社プロウグレス 8240001041417 通常枠 建設会社による新生活様式にマッチした「非対面式デザイナーズホテル」の開業 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 R2342U00277 株式会社サトシゲ 6240001030719 通常枠 木材倉庫設備撤去と木材加工工場併設の塗装ブース導入による、ＢｔｏＣ進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 R2342U00278 東洋プラント株式会社 4240001031462 通常枠 ナレッジマネージメントと高度化による大型水処理施設への展開 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 広島市中区 R2342U00279 株式会社リライズ 5240001052904 通常枠 地元産飲食物と物産の販売、体験型観光を一体とした地方創生施設 広島商工会議所

中国 広島県 広島市安芸区 R2342U00282 有限会社ＢＥＡＴ 7240002025295 通常枠 旅館業展開による事業再構築計画 広島市信用組合

中国 広島県 福山市 R2342U00286 山陽パッケージシステム株式会社 5240001033012 通常枠 インクジェットプリンターと樹脂溶接ロボット導入による業態転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 三原市 R2342U00288 ＡＫＩプランニング有限会社 8240002054269 通常枠 コロナ後の時代に流れに沿った「直葬」「支援葬」に特化した事業への参入 株式会社シェアードバリュー

中国 広島県 竹原市 R2342U00291 株式会社三宅工業 9240001051794 通常枠 プラントのメンテナンス部品の一貫生産体制の構築で売り上げアップ 呉信用金庫

中国 広島県 竹原市 R2342U00294 株式会社オカモトテクノ 7240002049410 通常枠 新工場建築と同時５軸制御加工機導入による半導体分野への進出 沖村　直之

中国 広島県 福山市 R2342U00295 株式会社ユービーライフ 3240001040951 通常枠 「泊まれるショールーム」を活用した水廻りリフォーム業へ新分野展開 ベンチャープラス税理士法人

中国 広島県 広島市中区 R2342U00298 ぶると味 通常枠 広島県生口島においてのテイクアウト・お取り寄せ通販に特化した事業への転換移設計画 桒田　三秀

中国 広島県 安芸高田市 R2342U00299 ＢＯＰＯ　ｅ　ｊａｐａｎ株式会社 5240001046501 通常枠 美容室の多角化展開　パンの製造販売へ進出 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 R2342U00303 株式会社ＴＯＧＡ 5240001049009 通常枠 個室の囲炉裏付き食事処と露天風呂付き客室による完全コロナ対応型宿泊施設の運営 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 大竹市 R2342U00309 中川製袋化工株式会社 5240001028482 通常枠 カーボンニュートラルに向けたバイオマス原料配合ごみ袋開発・製造事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 R2342U00315 有限会社花園 2240002013494 通常枠 邸宅葬儀と仏壇販売の相乗効果による新業態店の確立 呉信用金庫

中国 広島県 広島市安佐北区 R2342U00316 株式会社志和工業 4240001016827 通常枠 治具開発技術と自動化設備を生かした自転車・電動車分野への新規参入 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 山県郡北広島町 R2342U00319 有限会社大朝交通 2240002029631 通常枠 バス会社の地域まるごとブランディング、コロナに真っ向勝負！ 広島県商工会連合会

中国 山口県 防府市 R2352S00001 ニューショパール 緊急事態宣言特別枠 地元地域に密着した温浴サロン事業の展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 R2352S00006 うお華株式会社 5250001017278 緊急事態宣言特別枠 鮮魚卸売業が営む海産物のお造りテイクアウト及び配達・輸出事業 岸本　康司

中国 山口県 美祢市 R2352S00007 株式会社楽喜 3250001004666 緊急事態宣言特別枠 輸出入ネット通販ビジネスと自社ブランド商品開発による新市場開拓 山口県商工会連合会

中国 山口県 防府市 R2352S00010 有限会社植たお 3250002003948 緊急事態宣言特別枠 ［和加栄」ブランドを活用し、ニーズに沿った中食・内食市場への進出 株式会社山口銀行

中国 山口県 萩市 R2352S00011 ふくや 緊急事態宣言特別枠 スマートな新型立ち乗り電動バイクで新しい観光のサービスを開始 小松原　史雄

中国 山口県 山口市 R2352S00012 フェイバリット 緊急事態宣言特別枠 郊外の花屋が自然豊かな環境で、カフェスペースを、提供する新分野展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 R2352S00014 有限会社玄洋社 1250002012819 緊急事態宣言特別枠 地域資源を活用した缶詰製品の生産 税理士法人未来

中国 山口県 萩市 R2352S00016 鍋屋食品有限会社 1250002013288 緊急事態宣言特別枠 山口県萩産の柑橘からオイルを抽出し、高品質な化粧品原料として新たな分野を構築する。 萩商工会議所

中国 山口県 下関市 R2352S00017 有限会社ふじ珈琲 7250002010726 緊急事態宣言特別枠 既存技術と地域の農産品を活用した防災食品の開発で売上回復 市竹　敦

中国 山口県 長門市 R2352S00018 株式会社Ｈｏｍｅｙ 4250001016198 緊急事態宣言特別枠 長門やきとりを広めるための惣菜製造業の工場設置と体制構築 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 R2352S00021 株式会社海 4250001005226 緊急事態宣言特別枠 雑魚や廃棄部位を活用したキャットフードの製造販売業への進出 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 R2352S00022 株式会社アプスシステム 2250001001598 緊急事態宣言特別枠 映像情報自動制作システムの開発と運用 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 R2352S00023 有限会社ユリ商事 8250002007795 緊急事態宣言特別枠 焼肉店による食肉販売の小売事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 萩市 R2352S00024 株式会社萩鮮 9250001017076 緊急事態宣言特別枠 鮮魚の直送事業から新たなサブスクへの取り組みとレトルト加工品の製造 山口県中小企業団体中央会

中国 山口県 下関市 R2352S00025 レンフードサービス株式会社 7250003001765 緊急事態宣言特別枠 全国初「本格牛タン・ふぐ刺しセット」のオンライン販売事業			 西中国信用金庫

中国 山口県 下関市 R2352S00026 株式会社Ｌａｍｐｓ 4250001015448 緊急事態宣言特別枠 ｗｉｔｈコロナを乗りこなす新しい飲食形態！フードトラックによる地域貢献 株式会社西京銀行

中国 山口県 岩国市 R2352U00006 株式会社マサ・エンジニアリング 1250001012381 通常枠 新工法による施工で新たな受注分野を開拓する計画 株式会社経営情報センター

中国 山口県 下松市 R2352U00010 高畑鉄工株式会社 2250001009575 通常枠 特殊肉盛溶接技術を活かした熱延ラインのローラーシャフト等の摩耗に対する補修事業 シェアビジョン株式会社

中国 山口県 山口市 R2352U00016 有限会社ＢｏｏＢｏｏステージ 4250002000110 通常枠 自動車専門家が運営するオートキャンプ場の新しい楽しみ方を提供する新分野展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 R2352U00022 株式会社三木鉄工 1250002012397 通常枠 ロボットによる自動切断溶接機を活用し、大口径溶接継手製作に挑む。 礒本　眞

中国 山口県 光市 R2352U00023 株式会社友松商店 4250001009755 通常枠 スマートファクトリーを起点とした水産業イノベーション戦略 株式会社山口銀行

中国 山口県 美祢市 R2352U00037 有限会社飯田石油 3250002007346 通常枠 寝具の衛生環境改善に向けた「フトン丸洗い」特化の有人型ランドリー事業 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 山陽小野田市 R2352U00038 株式会社サンヨー 2250001004601 通常枠 食品加工メーカーや外食チェーンに向けた新たな加熱加工品に対する取組 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 R2352U00041 太華工業株式会社 1250001009015 通常枠 金属加工の高度化による多角化戦略として半導体分野等へ進出する 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 R2352U00043 株式会社コプロス 4250001005432 通常枠 地場ゼネコンの民間工事シフト戦略 株式会社山口銀行

中国 山口県 岩国市 R2352U00044 有限会社堀江酒場 1250002018865 通常枠 コロナ禍におけるサスティナブルな商品開発に向けた設備対応と輸出拡大による売上向上 株式会社山口銀行

中国 山口県 下松市 R2352U00045 株式会社山田事務所 2250001009690 通常枠 日帰り温泉施設の特性を活かした地域密着型のコワーキングスペース事業 松山　亮樹

中国 山口県 熊毛郡田布施町 R2352U00051 神和工業株式会社 9250001012705 通常枠 伸縮装置生産の為の最新レーザー切断機の導入 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 R2352U00052 高橋産業株式会社 3250001005846 通常枠 高評価の切削加工技術が活用できる半導体・医療用機器の成長分野への進出事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 R2352U00053 株式会社イソズプロ 6250001001611 通常枠 ソムリエが新たな「おうち時間」、「ライフスタイル」を提案するワイン小売業への進出 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 R2352U00054 株式会社長州興業 2250001000427 通常枠 建設資材の安定価格・安定供給による地域内建設業者及び自社の生産性向上の為の卸売業 萩山口信用金庫

中国 山口県 柳井市 R2352U00057 株式会社フジマ 8250001012978 通常枠 デジタル技術等を活用したテイクアウト及びデリバリーを中心とした店舗への新分野展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 R2352U00058 Ｙ’ｓ　Ｍｏｔｏｒ 通常枠 レンタルガレージでバイク事業に参入しバイク＆車のワンストップサービスを提供 中田　哲也

中国 山口県 山口市 R2352U00061 ＪＳＰ企画合同会社 3250003002239 通常枠 中国地方初の超体感型ＡＲテクノスポーツ施設の展開 松本　唯明

中国 山口県 宇部市 R2352U00065 有限会社プレシーアデザイン 5250002005182 通常枠 モデルルームの建設によるワークプレイスに特化した内装改築工事業への新規参入 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 R2352U00070 株式会社はとコンサルタント 8250001010718 通常枠 ＩＣＴを活用したリモート立会と可視化による地図情報の高度利用 武居　尚

中国 山口県 宇部市 R2352U00073 株式会社ふかの 7250001015081 通常枠 飲食店ブランドを活用した仕出し弁当事業の開始とセントラルキッチン開設 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 R2352U00080 株式会社ハニードライ 7250001006980 通常枠 洗濯で誰一人困らせない！！地域の超高齢化を支える洗濯サポート事業 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 R2352U00082 株式会社フアミリーフーズ 4250001006232 通常枠 地元のフグやジビエを取り入れた惣菜開発と直販開始 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 R2352U00085 株式会社はやし住宅 5250001006181 通常枠 秋根西町ｂｏｏｋ＆ｃａｆｅホテル事業 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 下松市 R2352U00086 有限会社フラップオートジャスティス 5250002015917 通常枠 車両展示販売から撤退し小鳥と暮らす日常を提案 株式会社山口銀行

中国 山口県 周南市 R2352U00087 三水園 通常枠 「橋本流創作料理」を主軸とした新事業展開による事業再構築 山口県商工会連合会
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中国 山口県 周南市 R2352U00088 有限会社エリー 7250002014446 通常枠 中山間地のにおけるスマート農福連携型障害者支援事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 R2352U00091 株式会社サードプラネット 9080001012838 通常枠 遠隔管理ＰＯＳ機能付きクレーンゲーム機などを使用した無人クレーンゲームコーナーの運営 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 R2352U00092 株式会社湯田かめ福 4250001001381 通常枠 カフェ、バー、コワーキングスペースが融合した非接触型スマートカフェ事業の展開 小林　昭康

中国 山口県 山口市 R2352U00093 つちや産業株式会社 6250001000431 通常枠 みんなが山口県に行きたくなる！地域創生ブログプラットフォームの構築 小林　昭康

中国 山口県 周南市 R2352U00094 高橋鉄工株式会社 5250001008995 通常枠 大型化およびクリーン化による新分野展開 株式会社山口銀行

中国 山口県 大島郡周防大島町 R2352U00095 有限会社ふれ愛どうぶつ村 6250002020288 通常枠 感染症リスクに対応した事業展開による経営の安定化 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 R2352U00098 赤間醸造株式会社 4250001005093 通常枠 山口県名産果汁を使った「特注ふくぽん酢」の大量受注を機に設備導入を図り売上倍増の実現 株式会社山口銀行

中国 山口県 岩国市 R2352U00099 株式会社グランドチーフ 7250002018100 通常枠 地方に根付いたデリバリーサービスの提供・普及事業 西村　史也

中国 山口県 山口市 R2352U00100 株式会社チャッピィー 6250001001371 通常枠 新型コロナウイルス禍においても安心して暮らせる社会の実現 株式会社山口銀行

中国 山口県 周南市 R2352U00101 株式会社中村鉄工所 6250001009134 通常枠 大型正面ＮＣ旋盤導入による遠心分離機修繕の取り組み 株式会社山口銀行

中国 山口県 下松市 R2352U00102 株式会社スマイエ 5250001014481 通常枠 くつろげるご当地飲食店の開業で子育て世代と高齢者の住環境課題を解決 株式会社山口銀行

中国 山口県 美祢市 R2352U00108 株式会社美祢共同企画 2250001013866 通常枠 オゾン脱臭機によるウイルス感染対策をした美祢市唯一のインターネットカフェ ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 宇部市 R2352U00111 雄善 通常枠 不特定多数の人と交わることのない貸切戸建て店舗でコロナ対応 木下　敏彦

中国 山口県 下関市 R2352U00112 株式会社ベック 7250002012672 通常枠 健康に配慮し味にこだわったレストラン料理を高齢者施設へ卸販売を行う事業 沼田　浩一郎

中国 山口県 防府市 R2352U00115 Ｃ＆Ｄ株式会社 7250001002633 通常枠 山口にＥＣ拠点を作り、官民連携のサポートで山口のＥＣ活性化を図る！ 株式会社山口銀行

中国 山口県 柳井市 R2352U00123 株式会社山陽トーイ 7250001012459 通常枠 ５０年続いた店舗販売撤退からコンサル事業中心の業種大転換 株式会社山口銀行

中国 山口県 光市 R2352U00130 株式会社巽設計コンサルタント 4250001010259 通常枠 ２Ｄ設計から３Ｄ設計（ＢＩＭ）への業態転換による高加価値設計の提供 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 R2352U00132 株式会社大伝 9250001006624 通常枠 事業再構築による新しい市場へのチャレンジと未来への創造 株式会社山口銀行


