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事業再構築補助金　第3回公募　通常枠・大規模賃金引上枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠　採択案件一覧【中国ブロック】
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

中国 鳥取県 米子市 有限会社ＴＨＩＮＫ＆ＣＯ． 6270002008991 オリジナル冷凍チーズケーキの開発とネット販売開始による新市場展開 株式会社アルマ経営研究所

中国 鳥取県 倉吉市 株式会社佐々木 6270001005024 羽毛布団リフォームのネット通販によって持続可能な快眠を提供する 税理士法人うつぶき

中国 鳥取県 米子市 やきとり大八 「蟹取県」から発信する『絶品カニラーメン』の開発・提供 米子信用金庫

中国 鳥取県 東伯郡琴浦町 あきたの整体院 感染対策環境下での運動療法提供によるコロナ禍打破経営への転換 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 米子市 有限会社エフエスエーシステムズ 5270002005486 ＩｏＴ対応の厨房機器を用いたキッチンスタジオと調理レシピのデータ販売計画 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社結円 7270001003002 介助サービス提供とブランド豚の加工販売による新分野展開 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 鳥取市 有限会社カワケン工業 9270002000517 コンクリート塊リサイクル事業新規展開 柳元尚喜

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社マルテＳＦ 4270001002592 小ロットに対応可能な冷凍食品製造事業への展開　～食品産業の下支えに～ 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社テラファーマ 6270001002954 コロナ禍にも負けない「環境に配慮した持続可能な事業」アスベスト除去事業への新規参入 駒田　裕次郎

中国 鳥取県 境港市 株式会社モリイ食品 3270001003864 ２事業同時完遂により、みやげ物特化から脱却しコロナに打ち克つ 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 東伯郡北栄町 株式会社ジェミニ物産 9270001005038 モデルルームを活用したローリスク型コインランドリー出店支援サービス 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 西伯郡伯耆町 ＴＯＭＯＮＡＲＩ株式会社 9270001007356 総合グランピング・キャンプ施設「ラピュタ－ＤＡＩＳＥＮの舶」 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 米子市 東京印刷株式会社 4270001003434 新たな製本工程の導入による環境にやさしい製本事業の創造 株式会社ＧＩＭＳ

中国 鳥取県 東伯郡琴浦町 原商店 Ｗｉｔｈコロナを踏まえた校庭整備事業の展開による経営の再構築 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 岩美郡岩美町 菓子工房　野いちご 既存事業との相乗効果創出を目的にしたカフェ事業計画 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 米子市 株式会社ＴＡＩＮＥＲ 1270001007693 米子のカフェから全国に「地元新鮮素材のチーズケーキ」ネット通販 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社ワールドウイングエンタープライズ 3270001000853 ＮＣ加工機増設により内製率を飛躍的に向上させて行うコンパクト型トレーニングマシン展開事業 公益財団法人鳥取県産業振興機構

中国 鳥取県 八頭郡八頭町 郡家コンクリート工業株式会社 3270001002172 特殊コンクリートの不燃、耐火認定の取得を通した外壁材としての新分野展開 株式会社アルマ経営研究所

中国 鳥取県 米子市 株式会社Ｌｅｓ　ｌｉｅｎ 7270001006590 カラーリングに特化した非対面型サロンの構築 坪井　亮

中国 鳥取県 倉吉市 有限会社イワマ商会 6270002009825 脱炭素化・ＩｏＴ化を推進する世界初ＺＥＨ設計ソフトの開発事業 牧田　宗大

中国 鳥取県 倉吉市 有限会社呉島組 7270002010022 無煙突型熱分解装置によるマテリアル・リサイクル事業への参入 株式会社　ＱＵＯＮ

中国 鳥取県 米子市 有限会社トシ・コーポレーション 4270002006527 障がいを持つ子どもの発達を支援し、居場所を提供する「放課後デイサービス」の運営事業 株式会社ライトアップ

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社ＮＥＸＴ　ＭＯＴＩＯＮ 1010401079243 「空の事業が持つ可能性」を地域で展開　～鳥取初ドローン総合訓練・実証実験施設の創設～ 鳥取商工会議所

中国 鳥取県 米子市 株式会社ウチダレック 7270001003142 不動産業者向け経営効率化ＤＸのクラウドサービス事業 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 八頭郡八頭町 株式会社トリクミ 9270001006688 日本初「クラフトノンアルコールビール専門ブリュワリー」Ｄ２Ｃ販売事業 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 西伯郡伯耆町 エムケイ開発株式会社 1270001004617 自然災害への知識習得、防災教育を重視した新キャンプ事業の進出 岩田　広幸

中国 島根県 浜田市 株式会社ファン・テーブル 1280001004756 島根県西部で初の高級食パンプロジェクト 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 松江市 有限会社山笠 7280002004997 持ち帰り専門店のみの生餃子販売、松江市等ドミナント出店 株式会社商工組合中央金庫

中国 島根県 隠岐郡海士町 茶蘭花 次世代ＣｌｏｕｄＩｏＴシステムを活用した地域初コインランドリー事業への新展開事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 浜田市 株式会社ブルーコーンズ 6280001007143 地域の課題に、技術で貢献！福祉車輌も自由な選択！ 島根県商工会連合会

中国 島根県 浜田市 有限会社大起社 6280002008339 「浜田にシャトレーゼを！」住民待望の人気スイーツ小売業への挑戦 日本海信用金庫

中国 島根県 大田市 有限会社福花園 2280002007765 生花店のなかで新たに洋菓子製造販売を開始する新分野展開事業 大田商工会議所

中国 島根県 松江市 株式会社松葉本舗 5280001002979 日本料理店で培ったノウハウを活かしたグルメ回転寿司店への転換 株式会社商工組合中央金庫

中国 島根県 雲南市 株式会社田部 8280001005681 「デジタル体験」と「自然体験」を組み合わせた顧客の経験価値を高めるアスレチック事業 松江商工会議所

中国 島根県 出雲市 有限会社井山屋製菓 5280002006698 美肌を軸とした新シリーズ＆新店舗による内食需要獲得事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 出雲市 有限会社中田製作所 3280002006386 多種多様な単品加工ノウハウを活かした工作機械向け大型高精度量産部品への新分野展開 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 出雲市 株式会社エースサービス 4280001003805 ＯＬＤ　ＭＯＵＮＴＡＩＮが手掛ける日本初、移動式グランピング施設の運営事業 島根中央信用金庫

中国 島根県 松江市 ｋ＇ｓｔｕｄｉｏ 地域に愛されるセルフトータルビューティサロン事業への事業転換 島根県商工会連合会

中国 島根県 益田市 ワンズクリエイト株式会社 6280001007069 大人の発達障がい支援で個々が個性を生かし挑戦できる社会を創る。 益田商工会議所

中国 島根県 益田市 株式会社ひょうま 9280001005094 シニアビジネスのワンストップ化と地域のプラットフォーム構築 株式会社島根銀行

中国 島根県 出雲市 有限会社池工作 2280002007030 同時５軸制御による曲面形状加工が必要な分野への進出 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 大田市 株式会社昊粋 4280001008102 漁師が営む総合マリンレジャーサービス事業への新規参入 大田商工会議所

中国 島根県 松江市 株式会社あやまち 4280001008498 ヤギ文化の発信拠点に！ヤギの六次化事業による新分野展開 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 益田市 シマネ益田電子株式会社 2280001005035 電子デバイス請負から特殊計測システム製造販売等への事業転換 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 隠岐郡隠岐の島町 隠岐汽船商事株式会社 4280001005405 離島港町の賑わい創出～空き家／既存店舗／店舗人材／顧客アプローチ資　産を活用したテレワーク施設併設型ビジネスホテル展開事 株式会社島根銀行

中国 島根県 雲南市 特定非営利活動法人おっちラボ 3280005006978 山林資源活用等の地域課題の解決に貢献するデータプラットフォーム事業の構築 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 安来市 アトムカンパニー株式会社 6280001002400 建築内装資材及びインテリア商品のＶＲ手法による新たな市場開拓 安来商工会議所

中国 島根県 出雲市 株式会社ＨＩＲＯ産業 6280001006434 ＨＩＲＯマリーナ事業 株式会社広島銀行

中国 島根県 出雲市 須山木材株式会社 6280001003225 ＥＣ施設整備による新たな木製品製造から販売までの一貫体制構築 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 松江市 エステック株式会社 5280001000850 独自のプラズマ処理による５Ｇ／６Ｇ対応高周波基板用フィルム加工業への進出 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 松江市 アイム株式会社 6280001000024 地域中小企業ＩＴ支援のためのＷｅｂコンサルティング事業計画 株式会社島根銀行

中国 島根県 出雲市 株式会社Ｏｗｌｐｅｅｐｓ．ＣＯ．ＬＴＤ 1280001003857 夜の飲食から昼間の飲食への転換 島根中央信用金庫

中国 島根県 出雲市 株式会社ブリッジプラス 1280001007750 新商品開発と新店舗販売による近隣住民・近隣市への認知度向上と販路拡大事業 出雲商工会議所

中国 島根県 松江市 ハリエル 健康に拘る美容室が、国産小麦で無添加のパン販売で地域の健康と安心に貢献 島根中央信用金庫

中国 岡山県 岡山市東区 タイセイ株式会社 6260001011881 地域の人手不足を解消する【レンタル重機スペシャリスト事業】 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 玉野市 株式会社スポーツドリカム 5260001022574 地域アスリート向け販売店併設少人数スポーツ施設の開設 玉野商工会議所

中国 岡山県 久米郡美咲町 有限会社Ｒｅｍａｋｅ 1260002027659 ウィズコロナに向けてバイクカスタム事業でＶ字回復 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 ＳＧクリエイト株式会社 8260001024964 飲食店の自動化機械とシステム導入による提供方法の刷新と、リサイクル事業の質事業への新展開 水島信用金庫

＊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。
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中国 岡山県 倉敷市 サトウオートサービス 時短ドックによる車検のスピード化・カーサービスバイキング 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 瀬戸内市 創作おもてなし料理　美膳 発芽酵素玄米を中心としたテイクアウト商品の通販対応、ＥＣサイト構築、販路開拓 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市南区 アトリエ　タケダ 高齢者及び下肢障害者を対象とした送迎対応の完全個室美容室への業務転換 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中国 岡山県 津山市 有限会社蔵 6260002029898 居酒屋営業からテイクアウト事業への新分野参入 津山信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社エナジーフロント 4260001025487 竹を用いた抗菌等機能性物質の製造販売 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社真技巧 5260001029033 世界に一台のトラックを！建築金物加工からトラックカスタムに挑戦！ おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 トリオ倶楽部 レストラン等メニューの「レトルト商品化」加工請負サービスの展開 岡山商工会議所

中国 岡山県 久米郡美咲町 バー　クリュ 飲食業が遊漁船業に挑戦し「食と遊」で家族や地域をつなぐ 津山信用金庫

中国 岡山県 総社市 タイメック株式会社 6260001015957 自動車部品等の試作品製造ノウハウを活用した半導体分野への挑戦 株式会社フロウシンク

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ナショナルフーズ 2260001014277 特急レーンを使用したテーマパーク型焼肉店の新ブランド店舗開発 玉島信用金庫

中国 岡山県 笠岡市 有限会社魚宮 2260002024853 鮮魚小売業から旬の魚を保存食に加工する缶詰等製造事業への新分野展開 株式会社シェアードバリュー

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社新製品開発研究所 4260001033606 アフターコロナの新生活様式を提案する車載用多用途ＢＯＸの製造 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 高梁市 株式会社ムネオカ 2260001018988 農業機械総合管理ワンストップサービスの提供 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 赤磐市 ひろまる整骨院 整骨院事業の強みを生かしたリユース事業新規参入計画 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社１９ｊｕｕｋｕ 1260001009278 オリジナル商品（ペット用品とフィギア）の製造とＥＣサイトでの販売 笠岡信用組合

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社クリエイテイヴカンパニー 2260002003262 美容コンサルタント業がコーヒー、ご当地フルーツを使ったジュースをキッチンカーで提供する 村上　亮

中国 岡山県 岡山市中区 ウエストジヤパン興業株式会社 6260001021484 新分野『ＰＣＲ検査センター』展開事業 ＩＴプラン株式会社

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社山下体育社 5260001006759 「健康寿命を高めるフィットネスクラブ」を開設して新分野へ展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市北区 大原アセットマネジメント株式会社 6260001027390 不動産賃貸業者が場所の目利き力や空間プロデュース力の強みを活かしてトランクルーム事業に参入する新分野展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 倉敷市 あまみね 創作和食居酒屋店からテイクアウト事業の新分野展開事業 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社御南塗装工業 6260002012945 中小型集合住宅大規模修繕事業への新規取組と企業グループ再編 おかやま信用金庫

中国 岡山県 総社市 オーガ ハーレーダビッドソンに特化したオートバイ整備修理業への新分野展開 須山　淳

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ラピス 9260001017257 在留外国人日本語教育事業 倉敷商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社山脇山月堂 8260001006797 観光業一極集中からの脱却、和の食材を生かした店舗経営への新規事業展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ゴールド・ヒル 5260002014959 テイクアウト需要の満足度を高める焼肉店併設型産直市場の開設 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 玉野市 株式会社メタルカネダ 3260001022485 屋根材の個人住宅向け提供による新市場開拓事業 玉野商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 岡山電気軌道株式会社 6260001001189 地域に根差した事業基盤を活かした飲食事業への新展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 山県化学株式会社 6260001015057 オリジナル和包丁等を海外エンドユーザーへと直接販売するＤ２Ｃ事業による事業再構築 株式会社香川銀行

中国 岡山県 津山市 株式会社アイリス 1260001024748 「つやま」の魅力を乗せて走るキッチンカー～未来への道を繋ぐ～ 津山商工会議所

中国 岡山県 都窪郡早島町 有限会社ニコー光斗 2260002020233 菓子製造へ業種転換しヴィーガン市場参入による事業再構築の展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 株式会社サンパチ 3260001034134 「待ち」から「攻め」へ！キッチンカー導入による新商圏拡大計画 松浦　哲雄

中国 岡山県 倉敷市 有限会社ソレイユ 3260002024638 コロナ禍で増大するうつやストレス改善のための東洋医学カフェの併設 倉敷商工会議所

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社シーワン 5260001011008 グルテンフリー米粉麺の製造によるＢｔｏＣ事業の展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 ジーピースタッフ株式会社 6260001027077 急速冷凍サービスを通じた販促拡大・食品ロス支援サービス事業 税理士法人ＳＴパートナーズ

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＳＷＩＴＣＨ　ＷＯＲＫＳ 5260001026559 オンライン・ＡＩツール活用による、自律自転する組織・人を開発するメソッド 守安　直之

中国 岡山県 井原市 有限会社山室組 4260002026071 ドローン技術による総合的な農業サービス業の地域拠点を目指す星天事業 笠原　弘孝

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社桜梅桃里 6260001009091 老人福祉事業の強みを活かす育児支援事業（遊び場提供×玩具販売）への挑戦 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社アイ・サポート 8260001008587 防災（耐震化及び災害復旧）に役立つ上水道の水理解析データ提供 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市東区 合同会社グリーンサポート 2260003002916 デジタルサイネージを活用した中小企業のための広告宣伝事業 税理士法人久遠

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ココピア 4260001028036 アロマテラピーと環境衛生コンサルで快適空間のプロデュース 税理士法人久遠

中国 岡山県 美作市 尾崎食品 豆腐・豆乳を原料とした加工食品の開発販売による新市場への参入 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 笠岡市 鶴田石材株式会社 3260001017816 北木石魅力発信！による観光事業及び原石販売強化事業 笠岡商工会議所

中国 岡山県 赤磐市 カナミツ事務所 遊休資産とＩＴを活用した企業向けワーケーション施設の開発運営 岡山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 有限会社ふく仙 2260002020786 下津井ブランド海産物を活かしたオリジナル商品の開発とネット販売を通したコロナ禍からのＶ字回復 水島信用金庫

中国 岡山県 岡山市中区 グルマン　ソノワ 飲食店から食肉製品製造販売業に事業転換します 税理士法人アライズ

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＧＹＡＯＺ　Ｊａｐａｎ 2260001033789 冷凍しそ軟骨焼売・豚まん、全国インターネット販売事業 岡山商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社ＷＹ 2260001026058 岡山市で木製品の製造工場を立ち上げて木製品の製造販売を始める おかやま信用金庫

中国 岡山県 浅口郡里庄町 株式会社エストライブ 7260001018034 せとうち地域産品、規格外農産品等を利用した氷菓事業への新分野展開 森下　裕子

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社カウンターカルチャー 5260001034553 コロナの収束を期待して創業した飲食事業のピンチを救うグランピング事業への事業転換計画 吉田　正人

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社丹羽建築設計事務所 5260001004218 小さなエコハウス分離発注事業の要となる体験型実験住宅の建設 株式会社中国銀行

中国 岡山県 赤磐市 株式会社コアズ・コーポレーション 4260002012831 既存技術を活用した、コンパクトシティ時代に特化した自動杭打ち事業 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 久米郡久米南町 月本果樹園 海外インバウンドに対応した体験・宿泊型観光農園への展開 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ナイスコーポレーション 3260001014202 縫製工場の新たな挑戦～下請けデニム製造業から、オリジナル製品小売業へ「攻め」の業種転換～ おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市東区 エムテック株式会社 5260001000902 マルチアイテム自動搬送システム【Ｍ－ＴＲＡＸ】の開発　（新たな事業分野である半導体市場に進出する） 税理士法人岸本会計事務所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社アンセム 6260001012228 ポストコロナに向けてヴィーガン料理の開発（ＥＣ、テイクアウト） 株式会社中国銀行

中国 岡山県 津山市 有限会社ファインアートかわばた 1260002029250 膜素材を使った建物天井の自社開発防災対策商品の生産システムの構築 津山信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 Ｒｅａｌ　Ｆｏｏｄｉｎｇ株式会社 7260001029857 テイクアウト事業・デリバリー事業開始で駅前商店街にイノベーションを！！ 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 赤磐市 株式会社フロンティア貿易 7260003001418 国内の家畜堆肥を原料に混合堆肥を製造し海外へ輸出販売 岡山県商工会連合会
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中国 岡山県 備前市 株式会社伊知建興業 4260001021916 新たな不動産サービス業への展開による地域貢献サービスの拡充 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社クレスコ 2260001002199 医用機器部品加工事業への参入とＩｏＴを活用した一貫加工体制の確立 株式会社伊予銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ソレイユ・コーポレーション 1260001027437 児童発達支援・放課後等デイサービスの提供　事業 みどり合同税理士法人

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ダイキフーズ 2260001003916 潜熱蓄冷法を用いた果物の凍結加工による冷凍フルーツの販路拡大 岡山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 株式会社サプライ 9260001013537 中小事業者向け３Ｄ・ＩＣＴ活用支援を目的とした３次元測量事業への進出 税理士法人きび合同会計

中国 岡山県 倉敷市 株式会社玉島ナンバ 9260001013834 地域の認知症予防に貢献！アクティブシニアを増やす事業 ウインク株式会社

中国 岡山県 井原市 花田工業株式会社 6260001018101 新たにプラスチック再生原料に取り組むことによる環境リサイクル貢献事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ヨコヤマ 1260001006886 コインランドリー並びにドライブスルー洗車の複合店舗の開店 株式会社商工組合中央金庫

中国 岡山県 玉野市 ウンプテンプ菓子工房株式会社 3260001029786 和菓子の強みを活かしたパンの販売開始と店舗の移転 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社魚宗フーズ 5260001000621 在宅勤務者及び買い物弱者向け管理栄養冷凍弁当の製造と品質向上 株式会社中国銀行

中国 岡山県 津山市 有限会社高山モータース 6260002028751 地域農業の課題解決に挑戦し持続可能な地域の実現を目指す 津山信用金庫

中国 岡山県 瀬戸内市 有限会社盛備企画 9260002031372 持続可能な地盤環境の再生事業、廃棄物ゼロとする杭抜き事業の挑戦 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 アクート岡山合同会社 1260003002966 アクート岡山フットサルコート施設運営事業 平松　荘介

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社レーザマックス 5260001002493 最新鋭レーザパンチプレスの複合加工機で食品機械の量産製造に進出 株式会社伊予銀行

中国 岡山県 岡山市南区 備福電気通信建設有限会社 8260002008280 ２４時間３６５日保守・メンテナンス対応が可能な環境整備 みどり合同税理士法人

中国 岡山県 倉敷市 日本被服株式会社 5260001014316 ＳＤＧｓ達成に向けて取り組む学生服のリユース・リサイクル（循環）事業 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 井原市 坂川建設鉱業株式会社 2260001018088 建設業から製造業へ。焼却炉製造業への再構築。 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社かつら木 6260002002640 葬祭贈答用果物専門店が挑む本格欧風ビストロのデリバリー事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社キシケン 5260001029256 ウォータージェット工法導入による一貫した受注体制の構築 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社トンテンシ 1260001028476 撮影機材の導入でカメラマン不在のセルフ写真館事業への進出 株式会社香川銀行

中国 岡山県 倉敷市 松井精機有限会社 2260002021173 治工具の自社製作体制と複合加工技術の結合で半導体製造装置市場へ新規参入 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 株式会社ロア産業 3260001007123 鋼管回転圧入機の導入による大口径鋼管杭工法工事の受注獲得 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社Ｊｕｉｃｙ 8260001024551 ウエディングサービスを活かした趣味特化型通所介護事業所の開設 岡山商工会議所

中国 岡山県 瀬戸内市 長瀬石油株式会社 5260001021428 新サービス導入で小売業とサービス業の兼業へ 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社畠平電気 6260001032779 お客様がコロナ禍でも安心して楽しめる遊漁船事業へ事業再構築 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社フォーリーフ 8260001010535 特許製品の健康器具が医療機器認証を取得し医療の新市場に挑戦 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 有限会社田中鉄工所 8260002019542 部品修繕加工業からオリジナル装置の設計製作販売事業へ 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 美作市 株式会社湯郷グランドホテル 2260001021158 高付加価値、高収益性の新商品による新たな市場開拓事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 玉野市 玉野魚市場株式会社 2260001034283 魚市場ならではのキャットフード製造販売事業への進出 玉野商工会議所

中国 岡山県 井原市 株式会社インテリア川井 6260001018167 女性職人育成と基幹業務管理をシステム化しクラウドサービス提供 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 倉敷市 株式会社Ｊコーポレーション 2260001027733 肉加工工場にて発生した「定形外の肉」の直売実施による収益拡大 株式会社宮崎太陽銀行

中国 岡山県 岡山市中区 岡山ワイズ小児・矯正歯科 小児の口腔機能向上に挑むデジタル歯科治療への転換 税理士法人森田事務所

中国 岡山県 倉敷市 有限会社京ひろ 1260002017651 老舗割烹レストランが地元食材を活かしてテイクアウト事業へ進出 阿久津　公一

中国 岡山県 岡山市北区 山陽精機株式会社 5260001002634 半導体製造装置部品分野への新規参入（事業転換）に向けた新規設備導入および生産工場・生産ライン整備 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 有限会社ココロ 4260002018102 デニム加工技術を活かし、インテリア製品・ペット用品市場へ参入 クレアスト株式会社

中国 岡山県 岡山市東区 アップロード 運送業から配達を中心とした弁当屋ビジネスへの転換 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市中区 荒木運輸倉庫株式会社 4260001000366 運送事業者による２４時間・緊急対応可能なタイヤ交換事業の展開 株式会社商工組合中央金庫

中国 岡山県 玉野市 株式会社合田機工 3260001022196 船舶エンジン用排ガス規制対策システム部品製造による新市場参入 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 和気郡和気町 有限会社カナミツ工務店 8260002031002 最新式成型機導入による新製品の製造及び生産効率の向上 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 倉敷市 桜技研株式会社 9260001034698 インターネットによる最適化３Ｄ選定・受注・販売システム構築 倉敷商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 株式会社アクアコーポレーション 6260001023943 自社リソースを活かした中間処理場への新分野展開による収益構造の改善 株式会社広島銀行

中国 岡山県 津山市 有限会社峰南運輸 1260002029853 倉庫業への進出で新たな取引先拡大と自社と地域の物流拠点を確立 津山商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社吉田金属工業 7260001010759 新事業となる介護・医療関連製品のパイプ加工部品を新工法にて製作 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社フレッシュ寿 7260001014677 深絞り包装機の導入による高齢者施設給食、ＯＥＭ生産への新分野進出 水島信用金庫

中国 岡山県 赤磐市 有限会社仙助 6260002011402 中華そば専門店による、顧客の心に寄り添う多肉植物の育成・販売事業 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社パック・ロード 3260001005399 開発力・デザイン力、‘遊び心’　を生かし　導光板（看板／照明＆オブジェ）製作事業へ挑戦！ 株式会社中国銀行

中国 岡山県 玉野市 株式会社Ｌａ　Ｍａｈａｌｏ 6260001028950 カフェ併設型コインランドリー事業 玉野商工会議所

中国 岡山県 加賀郡吉備中央町 株式会社カヨーメカニカル 5260002014538 下請けからの脱却　自走小型電動ウッドチッパーの開発及び製造販売 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 サロンドリックス バーテンダーによる事業譲渡予定の「登録有形文化財に指定された蔵」を活かしたワーキングスペースと食料品製造への参入 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 新見市 有限会社光タクシー 9260002027445 「光生活サービス」事業の展開による経営改善と住みやすい地域づくりへの貢献 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 勝田郡勝央町 Ｒａｆｔ 高度な塗装技術を活かした建築用金属製品塗装業への転換 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市南区 Ｃｌｏｖｅｒ　ｉｐｓｅ株式会社 8260001009354 美容や健康に携わるプロの独立開業を支援する「美容オフィスのレンタルサービス」事業 株式会社愛媛銀行

中国 岡山県 倉敷市 大松機工株式会社 1260002018121 パイプレーザ加工機導入により１００％国外で製作されている生産設備架台の国内回帰を目指す 株式会社商工組合中央金庫

中国 岡山県 新見市 井倉運輸株式会社 3260001019119 岡山県の魅力を県外に発信！画期的なプリンター施工事業・トラック広告事業の新規展開 税理士法人あおば

中国 岡山県 苫田郡鏡野町 池田精工株式会社 5260001019538 水素サプライチェーン参画による新分野展開でカーボンニュートラル実現への貢献 津山信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社祥喜 6260001030147 【牛窓】の海と人を知ってもらう。リゾート型宿泊施設　新規事業への参入 税理士法人ＦＩＡ

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ナカダ 8260001014239 産業廃棄物処理業への新たな進出によるリサイクル事業への新分野展開 水島信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ＨＩＤＥコーポレーション 9260001019377 町のシンボルを復活　公有地を活用した三原市の地域創生グランピング事業 但馬信用金庫
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中国 岡山県 倉敷市 有限会社栗元 3260002017906 コンテンツと共に場所を提供するシェアサロン事業の開始 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社アートコーポレーション 2260001015382 生食用ブドウ及びワインの生産販売と農地等開発支援の事業化 朝銀西信用組合

中国 岡山県 総社市 有限会社栢原商店 4260002023589 仕出し屋が作る郷土料理の冷凍食品化とカフェ事業による集客拡大 総社商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 幸観堂薬品株式会社 5260001013268 福祉施設への訪問薬剤サポート事業 株式会社シェアードバリュー

中国 岡山県 倉敷市 有限会社立龍美掃 1260002019516 自社で作ったオーガニック野菜とブランド豚を使った総菜をＥＣ小売・店舗販売することによる新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 瀬戸内市 ａｃｃａ 専門料理店から地域に寄り添った庶民派食堂への事業転換 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 総社市 株式会社渡辺組 5260001016031 建設残土のリサイクル施設建設 株式会社広島銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ハーモネート岡山 2260001005342 イートイン・テイクアウト・デリバリーに対応する次世代の飲食複合ビル事業 税理士法人ＦＩＡ

中国 岡山県 玉野市 株式会社瀬戸中央建設 7260001022110 環境を配慮した、低炭素移動式建設発生残土リサイクル事業 税理士法人きび合同会計

中国 岡山県 岡山市南区 有限会社ニノコ 9260002020342 デジタル技術・設備を活用した個性的ファッション特化型ＥＣサイト事業 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 岡山市北区 ロア・ハウジング株式会社 4260001007130 場所打ち杭工法による大規模施設基礎杭打ち工事の受注体制確立 株式会社中国銀行

中国 岡山県 井原市 クロキ株式会社 3260001018211 革新織機による１００％パーフェクトオーガニックデニムの提供 有限会社エヌティ・クリエイト

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ビザビ 7260001001320 瀬戸内・中四国を舞台としたグランピング型「地方創生プラットホーム」事業 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 ゆかり整骨院 「健康」をテーマに中国地方初のソロサウナ事業で新分野開拓 笠岡信用組合

中国 岡山県 岡山市南区 有限会社オートステーションＲ 7260002013505 最新型の自動車買取・販売のカーステーション構築への挑戦 株式会社商工組合中央金庫

中国 岡山県 倉敷市 ＴＲｕＮＫ株式会社 1260001035860 世界に誇るデニムの聖地”児島ジーンズストリート”に１７３坪の複合店舗施設を創る 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社関西エクセル 3260001001761 「冷凍生餃子」の無人販売所及びインターネット販売事業の展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 松正工機株式会社 7260001014776 溶接職人の経験とノウハウを３Ｄプリンターで製品化、溶接治具を全世界に販売 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 倉敷市 有限会社桝口工事 4260002021155 大人も楽しめる高品質グランピングリゾート施設の建設、運営 風早　昭徳

中国 岡山県 倉敷市 株式会社アンビエンテック 6260001017383 笑顔を守り笑顔を増やす！安全強化人工芝事業　及び　遊具併設型カフェ 玉島信用金庫

中国 岡山県 津山市 はなうり 男性専用セルフ（非接触型）エステ店 株式会社中国銀行

中国 岡山県 加賀郡吉備中央町 有限会社ｎａｐ 9260002015359 ポストコロナに向けた「本物のものづくり体験と人・文化の交流の旅」の提供 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 倉敷市 株式会社大和エス・イー・シー 7260001015072 究極の便利屋への道～究極のキレイを提供するため、ビルメンテナンスのプロ集団がリフォーム事業へ参入～ 株式会社広島銀行

中国 岡山県 倉敷市 Ｋ－Ｌｉｎｅ株式会社 5260001030528 新庄村の大自然を活かしたグランピング事業による地域イノベーションの実現 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社長山鉄工所 6260001015379 医療機器製造装置に対応する課題解決型の機械製作企業への進化 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 岡山市東区 カーツ株式会社 1260001009187 芝・草刈機械メーカーから次世代動力源メーカーへの業態転換 株式会社広島銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社サンエフ 4260001025727 無添加の安全なドッグフード販売 大倉　宏治

中国 岡山県 総社市 株式会社レジンテクノ 2260001025902 韓国現地法人との連携による韓国カルチャー特化型複合施設の運営 澁谷　典彦

中国 広島県 廿日市 株式会社タナカホームズ 9240002024865 １人・２人暮らし向けコンパクト企画住宅販売を完全オンラインで 山本　文則

中国 広島県 東広島市 西條鶴醸造株式会社 1240001023215 有料テイスティングサービス及び有料酒蔵見学への業態転換事業 呉信用金庫

中国 広島県 福山市 株式会社サンロック 7240001035989 ドローン屋内練習場「福山ドローン・エアポート」開業による新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 岡田産業株式会社 1240001034633 県内産米粉・野菜を使い地産地消を目指したオリジナルパンによる新事業展開 福山商工会議所

中国 広島県 広島市南区 株式会社Ｃ＆Ｅコーポレーション 1240002007299 広島県の地元が誇る神石牛を売りにした小売販売の新規事業計画 広島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 だるま寿し 職人技とデジタル技術を応用して鮮度を活かす仕出し／窓口販売事業 イーエムイーコンサルタンツ株式会社

中国 広島県 広島市南区 株式会社フジカラー広島中央 1240001012845 衣装・撮影予約からフォトブックの注文まで非対面で対応する事業 特定非営利活動法人ＩＴコーディネータ広島

中国 広島県 広島市南区 株式会社イトー宝飾 7240001045765 宝石店が運営する宝石をテーマにしたパフェ専門店の開店 海本　慎二

中国 広島県 呉市 株式会社ジィー・ワン 1240001026028 ダンススタジオから、映像分野の推進による、ダンスの総合プロデュース・イベント企業への転換 淺井　公子

中国 広島県 広島市佐伯区 天ぷらまめすけ 飲食店・小売店とのシナジーを活かしたレンタルスタジオ運営 金田　賢二

中国 広島県 広島市西区 株式会社ソル・レヴァンテ 7240001052860 キッチンカーを使用した、テイクアウト専用のお弁当販売を行う店舗の出店 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 上林建設株式会社 6240002026658 建設会社が作るイノベーションを創出するレンタルオフィス 須永　達也

中国 広島県 広島市中区 Ｌｏｔｕｓ．株式会社 5240001029290 免疫力を高め健康増進！人も街も元気になる高気圧酸素ルームの事業化 光廣　昌史

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＰＲＢＡＮＫ 8240001041342 新しい形の地方創生へ、サービスのプロが挑む非接触型ホテル 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市西区 笑和 飲み切り量の量り売りで新しいニーズに対応。日本酒を中心にした酒類小売店を展開。 石田　浩一

中国 広島県 尾道市 畑中紫臣 起業チャレンジができるシェアハウスにおけるキッチン新設 あすか税理士法人

中国 広島県 福山市 株式会社きもの工芸西陣 6240001030363 ＷＥＢ完結型きものレンタル事業 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 有限会社フォトランドトクナガ 9240002042586 写真の新たな可能性を追求する５つの新事業の実践を通した事業再生と成長戦略の具現化 山根　敏宏

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社コセ 6240001044578 ＮＣルーター導入による立体看板事業の完全内省化計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 株式会社呉山城屋 4240001025539 ５つの販路をもつハイブリッド型餃子専門店への事業再構築 呉信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社松田製袋 7240001014877 折り鶴再生紙を利用したＥＣ梱包材市場への参入 公益財団法人ひろしま産業振興機構

中国 広島県 広島市中区 株式会社イミプラン 2240001015302 Ｍ＆Ａによる宿泊事業の新規展開でコロナを克服できる事業再構築 森若　壽英

中国 広島県 広島市中区 株式会社ファルベ 3240002000038 ブライダル事業で培った「想いをカタチにする」ＥＣサイト事業者支援事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 中華そば　陽気 テイクアウト実施及び新規商品開発によるコロナを乗り越える事業展開 森若　壽英

中国 広島県 尾道市 ゆう家 セントラルキッチンの導入で和食調理技術を活かした包丁レスの焼肉店を展開 株式会社シャイン総研

中国 広島県 広島市佐伯区 サンビー株式会社 3240001017826 「どこでも行けます！実店舗と同じサービスを提供」出張包丁研ぎ及びキッチン用品移動販売車導入 株式会社広島銀行

中国 広島県 竹原市 大広観光株式会社 7240001037283 買い物難民に向けた総菜・スイーツ製造および常設マルシェの開始 竹原商工会議所

中国 広島県 東広島市 有限会社やまにし 5240002029439 ペット用移動火葬サービスの開始と、パートナーシップ店の開拓 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 こだまベジフル株式会社 7240001030866 カット野菜原料から冷凍カット野菜原料製造への事業再構築計画 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 尾道市 ハンドベル株式会社 5240001054347 瀬戸田レモンを使った「瀬戸内レモンジュエリー」の企画・製造・販売 株式会社広島銀行
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中国 広島県 東広島市 株式会社地域ブランド研究社 5240001051237 高齢者にできたてのお弁当を届ける配食サービス事業 東広島商工会議所

中国 広島県 福山市 Ｆ－ｃｒｅｗ株式会社 7240002038784 広島福山で一番を目指す！大山どりを使った独自ラーメン店の展開 森藤　啓治郎

中国 広島県 広島市西区 有限会社狄・ＳＡＩＴＯ 1240002026794 ファストフード型の串＆カップフード「ピンチョス・タパス専門店」の出店 菊池　孝太郎

中国 広島県 三原市 八光株式会社 5240001039744 循環型社会を支える建設発生土リサイクル事業への新たな取組み 呉信用金庫

中国 広島県 福山市 エス・エイチ・エスサービス有限会社 7240002044980 既存仕入れルート・自家農園を活用し、自社商品をブランド化した冷凍食品のＥＣ販売 福山商工会議所

中国 広島県 廿日市 有限会社オールクラフト 8240002038255 大型魚に特化したアクアペットサービスへの事業再構築 中森　優太

中国 広島県 広島市安佐南区 有限会社パンダライフ 1240002026002 個室店舗に移転し　産後骨盤矯正、脳卒中片麻痺改善の新事業に挑戦 吉田　稔徳

中国 広島県 呉市 株式会社ローカルズオンリー 8240001042448 アパレルショップが有名うどん店と連携して新規開業する飲食事業 呉信用金庫

中国 広島県 安芸郡海田町 株式会社ＲＯＳＡＴＯ 3240001045538 ｍｅｎ＇ｓ　ｌａｄｉｅｓ＇　脱毛美容サロン事業へ業種転換 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 株式会社リマック 3240001012604 受注型システム開発企業からＩＴを活用した小売業進出による自立企業への転換 小畑　進

中国 広島県 広島市佐伯区 中国シンワ株式会社 5240001006703 新商品開発とＥＣサイトでのＢｔｏＣ事業開始による事業再構築 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 株式会社ビオール・コーポレーション 3240001029227 ポストコロナ時代の開業支援型シェアサロンと出張サービスの開始 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 福山市 ニュースイ商事株式会社 9240001043560 ニーズに応える駅前好立地「焼肉×ドッグカフェ」への事業再構築 税理士法人未来経営

中国 広島県 安芸郡府中町 鉄板焼　ｚａｚａ　Ｃａｓｕａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ ｚａｚａ　シュミレーション　ゴルフ　プロジェクト 清水　俊介

中国 広島県 広島市西区 合同会社ビルド 3240003002248 再生エネルギー保守ＤＸ化の推進 本間　健一

中国 広島県 呉市 有限会社ドゥーアオキ 5240002033523 美容院内にフォトスタジオを設置し、写真事業への進出による非日常体験の提供 南迫典昭

中国 広島県 広島市中区 株式会社新米 5240001042426 中華「まぜ麺」とスイーツ店のコラボレーションによる新発想の店舗開発 株式会社サークル・ウィン

中国 広島県 東広島市 有限会社インアンドユウ 8240002028693 美容室経営からの新しい挑戦！経営支援型シェアサロン事業 中嶋　克已

中国 広島県 広島市安佐南区 猫本タタミ工業株式会社 5240001008699 オーダーサイズペット用防水フチなし置きタタミ開発とＥＣサイト開発 広島県商工会連合会

中国 広島県 呉市 山陽興産株式会社 9240001025897 機械修理業から土木工事業進出による総合建設企業への転身～変わりゆく呉で～ 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 有限会社アイム 4240002039067 デッドスペースを解消するオーダーメイド家具製造でコロナ禍からの脱却 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社酔心 5240001005127 女性の単独客をターゲットにしたテイクアウト専門店舗の出店 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 コドウワークス 現代アートのギャラリー事業及びサブスクリプション型貸出サービスの実施 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社アサヒエンタープライゼス 7240001014506 新サービス提供方式を実現するｗｅｂパーキングシステムの開発による事業再構築 株式会社西京銀行

中国 広島県 広島市中区 有限會社ＦあんどＨ 6240002021106 手打ち冷麺を看板商品とするユニークな焼肉店への業態転換 山根　謙二

中国 広島県 安芸郡海田町 外国 目指せＶ字回復！地域資源を活かした古民家民泊事業への新分野展開 広島信用金庫

中国 広島県 尾道市 株式会社備装 7240001038471 新手法（機器導入）による建築物点検調査の効率化・可視化 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社黒焼 3240001043888 テイクアウトやギフト対応への精肉販売事業の展開 広島商工会議所

中国 広島県 廿日市 有限会社清水ぶつだん 1240002037940 新型コロナ禍でも集客ができる室内ゴルフ練習場への新分野展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 株式会社ＣＯＲＥ　ＣＨＡＲＭ 5240001055551 完全個室の非接触型のフィットネスジム事業に進出する事業再構築計画 藤井　慎也

中国 広島県 廿日市 ハキモフ香川　有加 宿にシェアキッチン（持ち帰り飲食営業可）増設による新分野展開 竹原商工会議所

中国 広島県 東広島市 元創株式会社 6240001052572 モバイルメッセンジャーアプリを使用した販売形態で小売から卸売業へ転換 東広島商工会議所

中国 広島県 呉市 清水開発株式会社 7240001027004 くびれサーキット呉店出店計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 府中市 株式会社松創 2240001034434 東京銀座にショールームを開設し、小売事業（ＢｔｏＣ）展開を図る 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社仲心 7240001035337 人財力を最大限に生かす新規事業による、飲食事業再生及び地域活性化計画 税理士法人たけむら

中国 広島県 広島市中区 株式会社サンドアーズ 4240001020944 保険業から住宅紹介業へ、住宅購入トータルコンサルティング開始 広島商工会議所

中国 広島県 福山市 株式会社フューレック 6240001034876 急速冷凍技術を活用したセントラルキッチン化と異業種連携による薬膳商品の開発と冷食事業の展開 森島　重樹

中国 広島県 福山市 ちいちゃんち 地域の方々の健康と交流を目的とする室内ゴルフ練習場を開設する事業 占部　圭祐

中国 広島県 広島市中区 株式会社近代社 5240001002586 屋外広告業からプロテクションフィルム分野への進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＭＬＩＦＥ 9240001050433 コロナ対策型トータルビューティサロンの開発計画 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 三原市 桜南食品株式会社 2240001039508 地域と環境を活かした調味料用塩の製造 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 合同会社ポートリーハウス 7240003002995 広島・呉の焼鳥屋が挑む事業再構築プロジェクト“日本ワイン特化型酒販ビジネス” 税理士法人高松経理事務所

中国 広島県 福山市 株式会社シギヤ精機製作所 4240001030852 高精密加工対応の新工場導入による超大型建設機械等への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 光工業株式会社 3240001022603 日本初の食用油・調味料フードスプレー製造における新分野展開・付加価値創出事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 竹原市 せとうちクルーザー 多島美溢れる瀬戸内海の絶景をひとり占め”１日１組限定”グランピング事業への転換 竹原商工会議所

中国 広島県 広島市中区 合同会社楽空 6240003002187 夜業態中心飲食店から昼業態中心の飲食店への業態変更事業 広島信用金庫

中国 広島県 呉市 有限会社鳥徳商店 7240002033471 ＢｔｏＢ専門の食肉卸売業者による急速冷凍加工を用いたＢｔｏＣ販売への新分野展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 呉市 ますだ電設株式会社 9240001055936 製造の内製化による再構築事業 呉信用金庫

中国 広島県 広島市南区 株式会社江波工作所 7240001001487 本社工場増築による修理事業への業態転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社ｂｅｎｌｉ 3240001050892 修理・整備作業の内製化による売上・収益性の向上 金田　賢二

中国 広島県 広島市中区 丸榮株式会社 4240001011118 牡蠣殻を水稲用肥料に製造する業態転換事業 広島商工会議所

中国 広島県 福山市 永和電設有限会社 4240002039587 太陽光をエネルギー源としたＥＶ充電施設の運用 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社ヤマテック 3240001019062 生産体制再構築による成長分野の新製品獲得で経営多角化、売上増加を実現 中村　清悟

中国 広島県 広島市安芸区 株式会社デルタツーリング 7240001007294 高付加価値金属プレス製品量産化事業及びその金型販売の事業化 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 広島市西区 株式会社朝島組 2240002018865 ＩＣＴを活用した工事管理及び床版取り替え工事 賀川　将彦

中国 広島県 広島市安芸区 有限会社保崎組 2240002020441 掘削工事業参入によるとび工事業者から総合土木工事業者への転換 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市中区 平賀金属工業株式会社 1240001009957 生産体制革新で大型部品製造を強化し、成長市場の新製品受注による事業再構築を実現 中村　清悟

中国 広島県 福山市 株式会社ダイフク工業 5240001033929 医療やヘルスケア市場向け大型非鉄鋳造製品の量産加工の実現 株式会社中国銀行
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中国 広島県 福山市 サンセイジェネリック株式会社 1240001033247 太陽電池に係る大型高周波プラズマ電源製造事業への業種転換 井下　佳郎

中国 広島県 福山市 北斗電機工業株式会社 4240001034060 ３Ｄスキャナーと３Ｄプリンターの導入による図面作成及び機械修繕部品試作品製造の実現による新分野での売上形成 立野　靖人

中国 広島県 東広島市 株式会社永興産業 9240001041762 再生プラスチック原料製造から成形品製造に至るリサイクル製品一貫生産体制の構築 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 廿日市 協産紙工株式会社 4240001027931 工業製品の梱包資材設計で培った技術を活用し食品用分野へ参入 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市南区 株式会社かなわ 4240001002323 広島かきの本物の美味しさを全国に届ける 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市 黒田運送有限会社 6240002037093 ドローンスクールを主体としたドローンビジネス 呉信用金庫

中国 広島県 安芸高田市 株式会社山口製作所 1240001024840 エネルギープラント向け製品の受注による事業拡大 株式会社ゼロプラス

中国 広島県 尾道市 ピー・エム・ワーク有限会社 7240002052240 先端デジタル技術と自社加工技術を融合したフルオーダーメイドアイアンの製品化 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 有限会社熊谷ステンレス工業 5240002040321 クリーンルーム対応の部品製造を可能とする複合機の導入による新分野展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 三原市 エフスタイル デザイン力を生かした看板製作事業への挑戦！ 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 有限会社大谷金型 9240002039748 生産体制再構築で電気自動車等の成長市場へ新分野展開 中村　清悟

中国 広島県 府中市 有限会社藤木工作所 2240002047022 非鉄複雑３次元加工等による付加価値の創造により、超多品種対応町工場へ進化 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 福山市 ティ・エムケンセツ株式会社 4240001047434 測量・土木工事・残土運搬の一括受注体制を構築し、事業構造の変革を目指す 株式会社香川銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 アドヴァンス工業株式会社 9240002024444 新工法のハイブリッジ工法を導入し、災害復旧や地域インフラの早期回復を図る事業。 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 株式会社木村工業 5240001027410 電気自動車向け革新的生産設備の量産体制の構築 呉信用金庫

中国 広島県 呉市 株式会社銀の汐 7240001025701 中小企業による特殊素材カッティングビジネスへの挑戦 呉信用金庫

中国 広島県 福山市 メタルスター株式会社 3240001035720 高精度微細加工機とＣＮＣ３次元測定機導入による難削材微細加工へのチャレンジ 株式会社中国銀行

中国 広島県 庄原市 有限会社ビホク 4240002031817 先進的な新設備の導入による半導体業界への新規参入 広島みどり信用金庫

中国 広島県 東広島市 古川精機株式会社 5240001023756 海の環境改善ができる機械（牡蠣肥育装置）による水産業界の経済循環と機械メーカーの成長促進化 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 三次市 有限会社渡辺精進堂 5240002030512 和洋菓子技術の強みを活かし、広島県産の農産物の素材を活かしたジェラートの販売 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 ピアパッコ株式会社 1240001041753 海外販売対応と新たな商品ＰＲ方法構築のための新建屋建設による業態転換実施事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 有限会社三徳熔接所 9240002040904 新型レーザ加工機の導入による生産体制の強化、新製品の製造と新市場に向けての事業再構築 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社七宝丸 4240001050512 江田島市内においての地魚の水産加工品の製造事業への業種転換 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 ダイホーコンサルタント株式会社 4240001031207 災害対応など地域貢献度の高い測量調査設計の高度化 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社オーパス 8240002031342 空き工場を活用したスポーツ施設提供業への業種転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 竹原市 株式会社森川鉄工所 2240001037379 「食の安全」や「環境意識の高まり」に応える食品機械の開発と内製化 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 株式会社コアテック 9240001027605 コンクリート内部探査機器の導入により非破壊検査業への新規展開を図る 株式会社広島銀行

中国 広島県 尾道市 尾道造酢株式会社 5240001037896 地域資源を活かしＳＤＧｓに沿った新製品の発売とＥＣサイトでの販売事業（小売業）への業態転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 有限会社いしだクリーニング 5240002038571 ２４時間営業の構築と生産力強化による新規売上の獲得 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社モラブス 6240001032401 お値打ちスイーツ＋α（プラスアルファ）で地域に感動と笑顔を創出します 元木　康人

中国 広島県 広島市西区 おかだや　岡田敬之 感染対策に優れる個室型の低酸素トレーニングジムによる新分野参入 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 廿日市 共立工業株式会社 2240001028709 環境配慮型メッキ塗装導入による顧客層拡大と架装トラック除菌推進 株式会社伊予銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社タカトープリントメディア 4240001006241 布団洗いは専門家におまかせ、広島初カフェ併設コインランドリー 株式会社ビジネスブレイン

中国 広島県 広島市西区 奥田商事株式会社 5240001001869 防犯カメラを活用した顔認証技術連動システム（電子カルテ・入退管理・映像解析等）開発 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社ピリカ 9240001031805 障がい者を支援する就労支援事業への新分野展開 広島県信用組合

中国 広島県 広島市中区 株式会社マエダハウジング 9240001036696 住宅リフォーム事業のリソースを活用してリサイクル事業へ新規参入 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 アクト中食株式会社 6240001014911 業務用食品卸売業から、設備機器等を含めた業務用総合提案販売事業への転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社恵心社 1240001044814 放課後等デイサービスから発展した『未来が見える』就労継続支援Ｂ型の開設 税理士法人藤原会計

中国 広島県 広島市佐伯区 橋本　雅已 新型コロナに対応した勉強用シェアスペースの開設による業種転換 中森　優太

中国 広島県 呉市 株式会社トーキン 8240001026269 ロボット周辺装置の製造技術等を活かした建設機械部品製造への進出 呉信用金庫

中国 広島県 広島市南区 淡路電気工事株式会社 3240001000625 自社施工で克服する、業界の就業人口減少課題と当社の人材不足 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 株式会社Ｂ・ＭＯＲＥ 1240001046793 自分だけのアパレル製造を応援！！『個人向けアパレルＯＥＭ事業』 福岡商工会議所

中国 広島県 広島市西区 株式会社サイレンサー 3240001054258 広島産レモンと水の美しさを味わう！超天然レモンサワー缶製造事業による全国展開 北野　孝志

中国 広島県 広島市東区 株式会社恵実 5240001045701 足場組立工事と足場資材のレンタル事業開始で事業拡大 株式会社広島銀行

中国 広島県 庄原市 株式会社ＭＡＳ 5240001025166 生産システムの改革により下請事業者からの脱却を図る 加藤　一当四

中国 広島県 広島市南区 株式会社イノテック 9240001000933 健康状態管理セキュアシステム事業 上浦　遼

中国 広島県 福山市 高陽建機株式会社 5240001029497 地域における中小建設業の生産性向上へ向けたレンタル事業進出による事業再構築 株式会社中国銀行

中国 広島県 府中市 若葉家具株式会社 9240001034485 「府中家具」会社が提案するこだわりの空間！木製ユニットハウス展開事業 税理士法人あじさい会計

中国 広島県 尾道市 吉原建設株式会社 5240001048051 滞在型観光客向け非対面宿泊サービスで尾道・向島の活性化を実現 広島県信用組合

中国 広島県 呉市 株式会社吉村店内創美 2240001027529 土地＋住宅建売＋リノベ＋インテリアのワンストップ事業 呉信用金庫

中国 広島県 広島市西区 株式会社大工堂 4240001051097 グランピング・ワーケーション対応型プライベートサウナ新設計画 二又　郁男

中国 広島県 尾道市 株式会社レストレーション 6140001108401 グランピング施設の新たな経営 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安芸区 株式会社日留田製作所 3240001010038 最新設備導入で実現する半導体製造装置用剛性床事業への新分野展開 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 安芸郡熊野町 株式会社松月堂 9240001036390 ＷＥＢ基軸としたＰＲ活動・システム導入によるＢｔｏＢからＢｔｏＣへの業態転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 和産業有限会社 7240002039997 高周波接着機導入で量産体制を敷きＧＩＧＡスクール構想を支援する 府中商工会議所

中国 広島県 広島市中区 有限会社ケアネット広島 6240002018556 重症心身障害児の支援に特化した児童福祉法に定める障害児通所支援事業 税理士法人長谷川会計

中国 広島県 尾道市 株式会社功機 7240001038884 尾道市向島地区における瀬戸内の「シマライフ」提案拠点の構築 公益財団法人ひろしま産業振興機構

中国 広島県 安芸郡海田町 株式会社みト 3240001057789 Ｐｉｚｚｅｒｉａが始めるＧｅｌａｔｅｒｉａ 広島県商工会連合会
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中国 広島県 呉市 有限会社栄進機工 9240002035086 ＥＶ化・ハイブリッド化の進む自動車部品や半導体製造部品に対応した直径３ミリ未満の小径切削工具の製造に取り組む ＭＧＳ税理士法人

中国 広島県 福山市 有限会社衣笠商店 5240002040214 景勝地　鞆の浦の古民家を活用したゲストハウスとカフェで地域交流の場づくり 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 金藤工業株式会社 2240001030276 個人宅・集合住宅向け二段リフト式立体駐車場の製造・販売事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 呉市 株式会社ケイビーエクセル 8240001026871 各種商品販売業から養鶏場ＵＦＢ装置を開発し自社製造販売の業種転換 公益財団法人くれ産業振興センター

中国 広島県 広島市佐伯区 クリエイティブ・エージェント株式会社 1240001042090 既存事業を生かして建設業の職人不足を解決するＤＸ現場職人養成スクールの新規事業開設 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社ＦＴ 8240001053809 家族全員が美味しく食べられる食物アレルギー対応食品の開発提供 岸本　実

中国 広島県 呉市 相原酒造株式会社 4240001025456 新たな製造設備導入による海外新規市場向けの新商品開発と販路拡大 呉商工会議所

中国 広島県 江田島市 有限会社伊勢屋コンサルタント 9240002035862 既存事業のＰＲノウハウを活かしＥＣ販売事業者に対するＰＲ代行事業の開始 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 広島市安佐南区 バロ電機工業株式会社 1240001009040 ロボットシステム事業に取組み新規分野での顧客獲得 特定非営利活動法人ＡＴＡＣひろしま

中国 広島県 広島市中区 Ｂｅ株式会社 5240001029274 医師が監修する安心・安全でおいしい冷凍食品の製造・販売 広島総合税理士法人

中国 広島県 尾道市 クラフト中国株式会社 4240001039381 介護事業参入による地域共生社会への貢献と少子高齢化時代の適切な不動産管理・利活用 広島県信用組合

中国 広島県 福山市 大和工業株式会社 9240001033693 旋盤、穴あけ、平面フライスの同時加工体制の構築による新たな市場への参入 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 安芸郡府中町 新和金属株式会社 2240001036991 カーボンニュートラル実現に向けた環境対応型の電気自動車のパーツ受注を可能とする表面処理ラインの新設 税理士法人あおぞら会計事務所

中国 広島県 広島市西区 株式会社ニシキプリント 1240001008323 就労継続支援Ｂ型事業所を開所し「布製品印刷」市場へ進出し地域を支える社会貢献事業を行う 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社握手カフェ 2240001049432 ～老舗旅館の再生～地域に密着した複合型旅館業の展開 広島総合税理士法人

中国 広島県 大竹市 永安土建株式会社 6240001047234 複合アミューズメント施設への再構築事業 株式会社山口銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社クウェル 5240001044125 大手お弁当販売チェーンを活用した就労継続支援による新たなサービス開発 広島商工会議所

中国 広島県 尾道市 有限会社安西工業 7240002052281 鉄骨製造の生産体制及び品質管理体制の確立によるＭグレード市場への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市南区 合同会社ＳＵＮＤＡＹ　ｄｒｉｖｅｒ＆ｃｏ． 3240003002834 １日１組限定！有名温泉地に１棟貸し切り無人旅館事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

中国 広島県 広島市中区 株式会社ジブランド 5240001021958 広島のお好み焼業界を元気にするための開業支援の実施 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 広島市中区 株式会社中本本店 6240001007931 特殊紙を使ったパッケージ制作業への進出 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 アスタック株式会社 2240001012869 電気自動車搭載リチウムイオン電池のセパレーター断熱材部品製造事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社セカンドオピニオン 7240001045369 規格外農作物を活用した乾燥・粉末加工事業の展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 博多ラーメンはりがね 「海のプロ」がプロデュースする遊漁船と魚の流通のハイブリッド事業 伊藤　壮平

中国 広島県 東広島市 平本産業株式会社 2240001022620 新型自動車の開発フェーズにおける部品の試作開発事業への進出 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社エィディエム 2240001001269 高い清浄度のクリーンルーム導入による「電子部品・デバイス・電子回路業界」への挑戦 広島信用金庫

中国 広島県 三原市 安芸典礼有限会社 9240002052916 オンラインと新しい生活様式対応のリアルによるコロナ対応ハイブリッド型葬儀を展開する事業 株式会社シェアードバリュー

中国 広島県 広島市西区 株式会社ＲＩＤＥＲＳ 1240001051629 過疎地域の復活！スキー場整備事業参入でＢｔｏＢビジネスの構築 広島信用金庫

中国 広島県 東広島市 株式会社ポリテクノ 2240001023874 事業転換によりウォータージェット工法を活用した新規市場開拓 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 廿日市 有限会社宮島白栄舎 5240002036955 世界遺産の島で始める環境配慮型コインランドリーサービス 広島信用金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社ウッドスタジオ 1240001020773 建築リフォーム業での経験を活かしつつ、広島市内初の本格的インドアゴルフ場を運営 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 福山電業株式会社 1240001032744 地場の事業者と地元住民を『コト・トキ消費』体験を通じてつなぐプラットフォーム事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 有限会社めぐみフードサービス 2240002028889 非日常の車・バイク・シアター付スペースをレンタルし、思い出作りや特別な日をエスコート 東広島商工会議所

中国 広島県 広島市西区 三光電業株式会社 4240001003973 協働ロボット専用コーチング設備導入による新分野（食料品製造業）開拓 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社ｅｎ．ｃｏｍｐａｎｙ 9240001050251 自然に囲まれた森の中の別荘型グランピング施設によるリトリート事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 有限会社武蔵サービス 7240002028505 建設廃材の木材チップへの再資源化事業 呉信用金庫

中国 広島県 呉市 株式会社こっこー 6240001025859 循環型社会の実現に向けた挑戦・破砕機設備の導入による総合リサイクル業への事業展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 株式会社１９８４ 7240001051565 既存事業とシナジー効果が期待できる自動車ディテイリングの展開 小橋　倫太郎

中国 広島県 広島市南区 株式会社京都嵯峨野 4240001002736 ＷｉｔｈコロナおよびＡｆｔｅｒコロナを見据えた新様式のフォトウエディングの提供 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社フリーセンス 2240001023379 電気自動車や自動運転車用のエーミング、ＥＣＵ整備事業への展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 三原市 シンバイオス研究所 病原菌に特化したオーダーメイド遺伝子分析を事業し社会に貢献する。 広島県商工会連合会

中国 広島県 安芸高田市 カーショップテラド ワンストップサービスに対応した地域密着型自動車整備工場の設立による業態転換Ｖ字回復事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 安芸郡坂町 株式会社ハナブサ 3240001036561 立体駐車場のリノベーション需要への対応 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 有限会社久保鉄工 9240002038700 金属加工業における新製品分野獲得による事業再構築 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社タマダ 2240001014683 スポーツランドタマダキャンプ場計画 税理士法人あおぞら会計事務所

中国 広島県 広島市南区 株式会社ミヤケン 7240001011511 新工法で新規取引先の開拓を実現するウォータージェットロボットの導入 川上　正人

中国 広島県 広島市安佐南区 アオイテクノサービス株式会社 5240001014202 自然から学びを得る唯一無二の通年型リゾート施設の運営 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社フアミリーレストラン大学 3240001010236 美味しい山賊焼きを全国へ！ 品川　充洋

中国 広島県 安芸高田市 株式会社オキタ石油 1240001024741 地域の『住民拠点・災害対応サービスステーション』としてのインフラ投資 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社ファイン 6240001043737 工場新築および生産設備導入による再構築事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 山県郡安芸太田町 淡野製作所有限会社 9240002029708 金属加工の高度化による関連多角化戦略として、建設業界向け製品の製造への進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 株式会社平本工業所 2240001026464 既存の旋盤加工技術を活かした防衛関連産業への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 竹原市 株式会社ＣＫＫサポート 1240001043015 ビジネスホテルから日帰り温泉施設への転換による地域コミュニティーエリアの創出 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社アシバックス 4020001042878 仮設足場職人の長期雇用につながる敷鉄板レンタル事業 株式会社北海道銀行

中国 広島県 呉市 株式会社ヒロコージェットテクノロジー 4240001026470 高能率・高品質を可能とする高速切削加工技術を用いた半導体製造装置部品製造への新規参入 呉信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 平岡工業株式会社 7240001009919 アフターコロナのイベント主催者ニーズに答えるオリジナルグッズの開発 川上　正人

中国 広島県 広島市中区 株式会社ゲンバカンリシステムズ 4240001016406 建設会社が開発運営する「源泉掛け流し温泉の露天風呂付グランピング事業」 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 ユウベル株式会社 4240001012090 美容と健康増進に特化した、温泉カフェワーケーション施設への事業転換 株式会社肥後銀行
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中国 広島県 広島市中区 株式会社Ｃｌｅａｒ　Ｂｏｘ 1240001057031 非接触型瀬戸内海クルージングと民泊施設の運営 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社弐会ホールディングス 3240001017421 お値打ち価格で昼時のサラリーマンの心をつかむ本格的日本そばの提供 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＴＲＵＭＰ 3240001050785 コロナ禍で需要の高まるクルージング事業への進出 駒田　裕次郎

中国 広島県 神石郡神石高原町 株式会社神石高原ティアガルテン 2240001045373 ＤＸ化によるゴルフ場再建並びに神石高原ティアガルテンの総合リゾート化計画 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市佐伯区 再生本舗合同会社 9240003003166 低炭素化社会を目指した再エネ１００％を利用したグランピング場事業 広島市信用組合

中国 広島県 広島市西区 有限会社小田松商店 9240002003464 老舗鮮魚卸業者が行うＬＩＮＥを用いた鮮魚の消費者への直接販売事業 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社エムテック 2240001017653 コロナ禍のビジネスリスクを回避するため半導体製造装置に関する新製品受注に取り組む 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市東区 株式会社トムズエンジニアリング 9240001019940 社会人向けプログラミングスクールの開校 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 有限会社ホテルマリンブルー 5240002034075 若いパパママが気楽に泊まれる託児所付きホテルへ事業転換 公益財団法人くれ産業振興センター

中国 広島県 呉市 音戸工業株式会社 6240001025603 ＡＢＳ樹脂を使用したトラック架装事業への新規参入 広島県信用組合

中国 山口県 下松市 株式会社Ｋｙｏ　Ｔｏｍｏ 3250002014276 賃金・処遇改善につながる外国人技能実習生講習施設の設立 東山口信用金庫

中国 山口県 山口市 有限会社ハート・アンド・ハート 3250002001217 事業再編及び瀬戸内の幸をＤ２Ｃで届ける「潮彩市場直送便」の全国展開 萩山口信用金庫

中国 山口県 下関市 有限会社松琴堂 4250002009366 ＩＴと店舗改修でコロナ対策、老舗の茶寮開業計画 西中国信用金庫

中国 山口県 光市 中村印刷株式会社 7250001013705 一般顧客獲得に向けた撮影スタジオ新設事業 河野　啓太郎

中国 山口県 下関市 市村蒲鉾有限会社 2250002008130 ご当地練り物屋さんによる新しい観光スタイルの提供 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 宇部市 株式会社伸和精工 2250001013379 一般生産用機械部品の多品種少量生産型から、汎用機械部品を主力とする量産型への事業転換 株式会社西京銀行

中国 山口県 岩国市 株式会社がんね栗の里 8250005007371 共存同栄「ショールーム建設と情報発信力の強化」と利益率向上 山口県商工会連合会

中国 山口県 山陽小野田市 株式会社優美 7250001007905 業績Ｖ字回復に向けたフォト成人式への新分野展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 株式会社吉田エンジニアリングサービス 4250001015803 自社工場新設で配管加工サービスによる新分野展開 中村　清悟

中国 山口県 宇部市 有限会社お茶々 5250002004440 当店の美味しさそのまま真空パック商品のネット販売でＶ字回復を図る取組み 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 株式会社アラドモ 7250001013721 地産地消のハンバーガーでウィズコロナの店舗展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 株式会社ａｍｂｉｔｉｏｎ 2250001017248 山口県初「トレーニングジム×ヘア×癒し」の定額制サービス 清水　敦也

中国 山口県 下関市 Ｔグループ　まごころキッチン 中食・個食・備蓄のニーズに応える食品製造業に参入して売上回復 市竹　敦

中国 山口県 山陽小野田市 ジェイトラベル山口株式会社 2250001004031 高齢者、身障者の方に手厚いサポートを！福祉介護タクシー事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 株式会社ル・ギャルソン 1250001009741 優良顧客向け会員制コミュニティスペース運営事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 岩国市 株式会社道仁 7250001013093 ポストコロナに対応した多機能飲食店の新店舗展開 東山口信用金庫

中国 山口県 大島郡周防大島町 カフェミサキ 一日一組限定、周防大島のオーシャンビューを独り占めできる未来型ゲストハウス 中田　哲也

中国 山口県 岩国市 有限会社窪田建築アトリエ 5250002018787 学生から実務家を対象にした建築アカデミー事業 西村　史也

中国 山口県 下関市 極東興産株式会社 3250001005342 ＩｏＴデバイスを活用した異常検知システムの開発 株式会社西京銀行

中国 山口県 光市 株式会社伊藤 6250001010158 加工技術を活用し、今までにない軽量で強度があるグレーチング製造への進出事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 岩国市 有限会社ＹＯＵＳＨＩＮ 3250002019416 複合ＮＣ旋盤の導入による新分野展開 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 株式会社卯 2250001007380 地域ブランド米及び米の加工食品の小売業と複合型商業施設の新設 株式会社山口銀行

中国 山口県 大島郡周防大島町 山根　浩己 瀬戸内のハワイを救え！！～ｄｒｏｐ－ｉｎ大島販路拡大計画～ 株式会社西京銀行

中国 山口県 光市 株式会社芳川鉄工所 5250001010365 大型機械のメンテナンス事業への取り組み 株式会社山口銀行

中国 山口県 下松市 株式会社日柳製作所 5250001009465 レーザー加工機導入における革新的生産方法の実現 株式会社もみじ銀行

中国 山口県 下関市 株式会社西日本テクノ 6250001006635 全自動電線加工機と加工データ作成ソフトを用いた制御電線に特化したハーネス事業 株式会社山口銀行

中国 山口県 宇部市 有限会社梶谷工業 6250002006980 未利用木質材を用いた低コスト・高品質（高発熱量・高耐久性）バイオマス発電用燃料の開発 株式会社西京銀行

中国 山口県 防府市 株式会社扇屋 1250001002382 割烹の調理技術を活かした自社レトルト・冷凍食品ブランドへの展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 ダイニチ株式会社 8250002009354 ウォータージェットによる高速道路の斫り・補修工事への新分野展開 清水　敦也

中国 山口県 山口市 株式会社うめのや 7250001016096 海産物加工品の製造販売・オーガニックレストランによる旅館の事業再構築 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 株式会社ＲＡＩＺＩＮ 2250001016984 山口県内の中小企業に対して現場改善のためのＩｏＴデータ収集・分析・改善提案ができるツールの開発 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 株式会社ＭＩＨＯＲＩ 6250001000753 非接触／非対面型飲食店舗への転換による新常態への対応 株式会社西京銀行

中国 山口県 山陽小野田市 さくら ちいさなまちの隠れた魅力を発信するジェラート店の開設 一般社団法人山口県中小企業診断協会

中国 山口県 下関市 株式会社谷口商工自動車 9250001005865 遊休資産と新たな経営リソースを活用した新分野展開でＶ字回復 市竹　敦

中国 山口県 萩市 有限会社第五良栄丸 1250002013239 高付加価値水産加工品製造・販売への新分野展開 萩商工会議所

中国 山口県 柳井市 株式会社Ｒ＆Ａ 5250001013005 場所と時間に捉われない最先端の高機能ゴルフシュミレーター事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 株式会社ＲＮＳ 7250001016922 市内初の生肉を提供する焼肉店とつけ麺屋の併設店舗 松本　唯明

中国 山口県 山陽小野田市 株式会社ファイブス 7250002006204 看板屋からデジタル屋外広告業へ！デジタルサイネージ広告事業による事業再構築 株式会社西京銀行

中国 山口県 岩国市 有限会社幸生 5250002017987 薬局が始める地域密着型の高齢者住宅事業（新分野展開） 亀山　俊彦

中国 山口県 周南市 株式会社徳山マリン 2250001009105 多様化するマリンライフをトータルにサポートする企業へ 株式会社山口銀行

中国 山口県 萩市 波多野建設株式会社 9250001008133 『世代を超えて住み継がれる家　オーガニックハウス建売事業 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 周南市 株式会社グリーンハート 1250001009790 妊娠時系列に特化した学術的な動画情報サイトとＥＣサイトの構築 石田菜緒

中国 山口県 山口市 赤瀨石材工業株式会社 4250001000029 自社所有海岸と地域の自然をオリジナルアクティビティで満喫するグランピング事業への進出 小林　昭康

中国 山口県 周南市 福春波男 地元山口の食材をＥＣサイトで全国へ！！！！！！！ 株式会社西京銀行

中国 山口県 宇部市 有限会社アイテックス 6250002006683 板金加工事業への参入による新分野展開 西中国信用金庫

中国 山口県 防府市 株式会社キヤツスル 2250001001945 衣類小売及び軽プリント加工業から先端設備を擁する大規模印刷製造業へ 株式会社山口銀行

中国 山口県 宇部市 株式会社ローズ 3250001003726 婦人服小売業からシリカを用いた商品開発、施工への新分野展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 熊毛郡平生町 丸三食品株式会社 3250001012669 地元産品を使ったギフト・テイクアウト商品の単品量産体制確立による事業再構築 株式会社商工組合中央金庫
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中国 山口県 美祢市 大洋パッキング株式会社 3250001018641 医療医薬食品バルブ製造・販売事業転換 林　修一

中国 山口県 山口市 株式会社ユニエンタープライズ 9250001002722 ＥＣに特化した物流倉庫事業への業態転換 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 株式会社フォルト 9250001006293 コロナ禍における環境問題に対応した、現代の空間づくり ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 光市 白井興業株式会社 2250001010236 脱炭素社会の到来を見据えた、総合プラントメンテナンス事業への進出 株式会社山口銀行

中国 山口県 長門市 有限会社にこにこサービス 1250002012851 リゾートヴィラ海来里（みくり） 重松　祐樹

中国 山口県 防府市 株式会社サウンドテック 7250001001981 音響関連機材小売業から、家庭内エンターテイメント空間創造事業への転換 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 サン・ロード株式会社 9250001000239 ウォータージェット工法によるはつり工事への取り組みによる業績のＶ字回復 はら経営株式会社

中国 山口県 下関市 ＡＳＴ株式会社 5250001016511 ライフデリ配食サービス事業計画書 廣瀬　博山

中国 山口県 宇部市 株式会社田辺商会 9250001004041 脱炭素化社会に適応した廃棄物活用の固形化燃料製造による新分野展開 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 下関市 株式会社コンチャレ 1011001128159 中華圏バイヤーと日本メーカーを結ぶＢ２Ｂプラットフォーム事業 ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社

中国 山口県 光市 株式会社テクノウェル 1250001009758 水素社会に向けて、高付加価値化を実現する建設業による製造業への業種転換 株式会社山口銀行


