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事業再構築補助金　第４回公募　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 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 東伯郡琴浦町 有限会社オーエヌプランニング 7270002011029 不用品・遺品の丸ごと出張回収サービスの開始による新市場開拓 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 鳥取市 有限会社ＲＴｉｎｃ 5270002011220 一人暮らし大学生に提供するサブスクリプション事業 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 西伯郡伯耆町 株式会社桝水リゾート 8270001005765 希少価値の高いアンティーク家具販売への進出 ごうぎんキャピタル株式会社

中国 鳥取県 鳥取市 いなばテクノ・エボリューション株式会社 5270001007319 当社の強みを活かした先端ＩｏＴ／ＤＸを駆使したコンビニファクトリの構築 鳥取商工会議所

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社しず商店 5270001001057 コストコ地域ショップの展開～抜群な店舗立地×高い知名度の活用～ 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 倉吉市 湊屋石油株式会社 2270001005127 地域初となるカフェとコインランドリー併設型店舗による地域活性化 セブンセンス税理士法人

中国 鳥取県 境港市 有限会社岡野農場 8270002007645 農業から加工品製造へ。高品質な里芋による「粗削り里芋」の製造 セブンセンス税理士法人

中国 鳥取県 米子市 株式会社ＳＡＴＳＵＭＡ 6270001006963 サステナブルホテル事業の開始による地方創生拠点の創出事業 株式会社中央ビジネスグループ

中国 鳥取県 境港市 株式会社大昇食品 3270001003807 カニ加工・販売事業の経験を活かしたサケフィーレ加工事業への新たな取り組み 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社吉谷機械製作所 7270001000825 キッチンカーと小型エジェクターで時代のニーズに即した新分野展開 公益財団法人鳥取県産業振興機構

中国 鳥取県 東伯郡琴浦町 有限会社佐川製菓 3270002009472 「饅頭」から「クリームパン」へ　老舗観光土産菓子メーカーの挑戦 株式会社島根銀行

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社竹内クレーン工業 9270001000435 既存事業で培った施工技術を活かした新工法への新規参入 セブンセンス税理士法人

中国 鳥取県 鳥取市 有限会社仁徳砂利 7270002001062 砕石・砂利の運送からリサイクル残土生成で県のＳＤＧｓ推進に貢献 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社ゼンヤクノー 3270001000358 だしパック製造への進出～西日本初！ベビー専用だしパックの製造販売～ 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 鳥取市 有限会社アドセンターパル 8270002000022 地域の観光資源をフル活用し環境に配慮したローカルグランピング事業 鳥取信用金庫

中国 鳥取県 境港市 ワイエムセラミックス 金属加工のプロ「歯科技工士」が挑む！「医療用純チタン」を使った世界に一つだけの超精巧アクセサリー製作 株式会社島根銀行

中国 鳥取県 米子市 有限会社エイブル精機 7270002005435 イマジネーションを具現化する半導体製造装置製作への進出 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 倉吉市 ＯＤＳコミュニケーションサービス株式会社 6270001005081 新システム開発によるバックオフィスＢＰＯからサービス事業者への事業変革 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 倉吉市 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー 1010001119515 「再生ＰＰバンド用ペレットの製造事業」～ＰＰバンドの水平リサイクルの実現～ 株式会社商工組合中央金庫

中国 鳥取県 鳥取市 エコ・リビング有限会社 2270002000457 巣篭り、アウトドア市場拡大に伴うＢｔｏＣ市場参入 鳥取信用金庫

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社想和建築 2270001005498 地元・鳥取を救う！産業廃棄物の受け手への転換による環境問題根絶に向けての第一歩 税理士法人優和

中国 鳥取県 鳥取市 アイコンヤマト株式会社 5270001001107 ３次元測量技術の訓練及びクラウド型ＣＡＤソフトウェアによる教育事業への新分野展開 鳥取県商工会連合会

中国 島根県 出雲市 有限会社タイヤ館出雲 7280002005681 地元企業とＵＩターン希望者の縁結びサイトの運営 出雲商工会議所

中国 島根県 出雲市 農口屋株式会社 8280001007876 ドローン利用による農家向け農薬・肥料散布事業 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 グローバーク株式会社 6280001006681 大型ＬＥＤディスプレイの販売　及び　広告配信事業 松江商工会議所

中国 島根県 江津市 有限会社中央 1280002009234 付加価値サービス向上及び集客に向けた洗車ビジネス 日本海信用金庫

中国 島根県 出雲市 株式会社Ｍｏｄ 1280001008550 １店舗で２店舗分稼ぐ！美髪特化型サロンの脱毛参入による再構築事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 出雲市 株式会社園山商事 4280001003235 既存顧客を生かした『ＢｔｏＢｔｏＣ』から『ＣｔｏＢ』ビジネスへ参入　貴金属等の買取り事業への新分野展開 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 安来市 有限会社差海鉄工所 6280002004668 事業領域の拡大による受注ポートフォリオの再構築計画 米子信用金庫

中国 島根県 松江市 美酒佳肴ゆらく ＥＣ販売用の「さばしゃぶ」製造 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 有限会社ミサキ自動車 9280002006034 洗車し放題ガラスコーティング加工事業 出雲商工会議所

中国 島根県 出雲市 プライム有限会社 5280002005972 地域共生社会を実現する障がい者グループホーム事業への新規参入 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 株式会社いづもファクトリー 7280001007225 飲食ノウハウと大和しじみを活かした新商品開発による全国展開事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 益田市 株式会社桐幸フーズ 2280001008153 焼肉店から巣ごもり・中食需要を取込むため、食肉小売業への進出 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 有限会社平田測量設計 7280002003149 ＩＣＴ機械施工の技術支援体制を確立しＩＣＴ機械施工技術取得の支援 株式会社島根銀行

中国 島根県 松江市 株式会社ＲＩＲＥ 8280001007991 完全非対面型のトータルビューティーセルフエステへの転換 平田　千晴

中国 島根県 安来市 吉田酒造株式会社 4280001002484 家飲み需要の獲得！日本酒の鮮度を長期持続させる新たな製造方法の導入 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 株式会社Ｌａｇｏｏｎ 4280001007888 ２棟を自在に！心の調和を実現する沖縄古宇利島での別荘宿泊型ワーケーション事業 長谷川　浩之

中国 島根県 松江市 株式会社松江館 7280001000683 老舗旅館２．０！一歩先を行くテレワーク事業でニッチトップを目指せ！ 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 隠岐郡隠岐の島町 株式会社渡辺工務店 7280001005435 離島が抱える課題の解決に向けて～建設事業者が取り組むホテル事業～ 株式会社島根銀行

中国 島根県 隠岐郡西ノ島町 鮨　あいら 飲食サービス業から卸売・小売業への転換による鮮魚店の開設 島根県商工会連合会

中国 島根県 出雲市 ケイズハウス株式会社 9280001004229 デジタルサイネージネットワーク活用による官・民情報配信サービス事業 出雲商工会議所

中国 島根県 出雲市 スタジオマックス 写真撮影ノウハウを活用したグランピングカフェ事業の実施 島根中央信用金庫

中国 島根県 雲南市 有限会社オートボデー・ケイ 3280002011262 中山間地域の高齢者を救う飲食店・飲食小売店専用の移動販売車設計、製造、販売事業 株式会社島根銀行

中国 島根県 益田市 アケボノ株式会社 1280001004962 ＥＶ時代をにらみ金型技術を活かした樹脂成形分野への新分野展開 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 株式会社ウッドスタイル 4280001002765 家具製作の加工技術を生かしたカー・リノベーション商品展開とＤＸ導入 島根県中小企業団体中央会

中国 島根県 鹿足郡津和野町 有限会社平和木工 5280002010551 造作材製造への　事業　拡大に　よる　収益　安定化と地域　サプライチェーンの維持 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 松江市 株式会社山芳 2280001006982 有休古民家を再生した会員制サウナ事業 株式会社島根銀行

中国 島根県 出雲市 株式会社おはつ 8280001006878 医療・介護人材の健康と笑顔を作る女性専用ＡＩフィットネス事業 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 岡山県 備前市 株式会社クチート北脇 2260001031941 ニット製外衣のアパレル縫製から商用車内装品製造販売事業へ展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 瀬戸内市 日本オリーブ株式会社 2260001021430 オリーブの葉から抽出した新素材による新市場の創造 株式会社商工組合中央金庫

中国 岡山県 岡山市北区 本町酒場そそう 居酒屋事業から、法人向けお届けサラメシ弁当事業への新分野展開 倉敷商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 株式会社オブリガード 7260001017060 急速冷凍機導入、ＥＣサイト開設による販路拡大 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社和創 1260001031307 新型コロナで大打撃を受けたカフェ事業の強みを活かしたベーカリー製造販売業への新分野展開 吉田　正人

中国 岡山県 倉敷市 有限会社フラップ 4260002022450 不動産買取再販事業への新規参入計画 上吉　隆一

中国 岡山県 岡山市南区 カークラブ 自動車に搭載された先進技術に対する次世代点検整備への対応 長安　孝浩

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社さくらコーポレーション 9260001024757 コワーキングスペースとカフェの運営による地域社会貢献事業 澁谷　典彦

中国 岡山県 瀬戸内市 株式会社オータニ 6260001021369 関連多角化によるリスク分散のための新サービス展開 岡山県商工会連合会
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中国 岡山県 倉敷市 株式会社尾島 7260001024528 水道工事業の新規参入 高見　尚平

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社Ｃａｓａ　Ｐｌｕｓ 9260001025656 飲食店とキッチンカー（個人事業者）のプラットフォーム事業 税理士法人久遠

中国 岡山県 岡山市北区 キャピタルラック 美容師の起業応援サポート付き個室型シェア美容室の立ち上げ おかやま信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 ヘアーワーク　エクセルシア 孫娘に継ぐ、バリアフリーと最新設備の理美容一体型店舗への転換 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社アトリエクオーレ 3260001025240 都市型グランピングテントの販売・施工とトータルサポート事業 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 岡山市北区 ヨンヒャクド ミシュラン受賞ビザ店の強みを生かしたテイクアウトピザ事業の展開 岡山商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社トラスト不動産 7260001031202 ＣＬＴ（集成材）等を利用した移動設置可能なヘアカット店舗事業 税理士法人久遠

中国 岡山県 岡山市北区 合資会社オピニオン 7260003000205 インターネット及びＩｏＴを利用したスマート農業支援サービスの事業化 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 真庭市 株式会社トマトファーム１・２・３ 9260001026365 農産物一次加工及び菓子類製造設備導入による食品製造事業の開始 株式会社ビー・エム・サポートプラス

中国 岡山県 岡山市南区 有限会社ニシトモ・フーズ 4260002007443 既存飲食事業との相乗効果を実現する遊漁船業への新分野展開 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 有限会社う越新 4260002012526 ドローン機体の整備サービス開始による事業転換 株式会社ビー・エム・サポートプラス

中国 岡山県 津山市 株式会社竹内瓦 9260001021168 ドローンでの屋根点検技術を生かした農業サービスの開始 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ふるいち 5260001014621 冷凍自動販売機を活用し新たな販売方法を行い顧客価値の向上へつなげる 倉敷商工会議所

中国 岡山県 美作市 ＨＩＲＯＫＵＮ’Ｓ　ＣＡＲ　ＳＨＯＰ 観光地でレンタカー事業の開始、新分野展開による売上拡大と地域活性化 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 寺粉屋企画 地元農業廃棄物を活用するバイオマス燃料製造の新分野展開 倉敷商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ティアラ 2260001004476 県運営の岡山県総合グラウンドで季節のイベント開催＆専用ＥＣ販売 尾崎　裕

中国 岡山県 浅口市 有限会社久本電化ドクター 6260002026623 町の電気屋さんによるフィットネスクラブ経営で、地元を元気に 玉島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 堀江染工株式会社 7260001014727 産地内連携でＳＤＧｓを推進する抗菌・抗ウイルス製品事業への挑戦 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 高梁市 ＳＴＳ 岡山県高梁市初の脱毛サロンを開業することで個人向けサービス開始 秋山　伸

中国 岡山県 岡山市北区 マニッシュヘアー 商店街の老舗美容室での自家焙煎コーヒー豆販売 岡山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 迫田整骨院 運動能力アップと未病を治すためのマシントレーニングサービス 有限会社エヌティ・クリエイト

中国 岡山県 倉敷市 株式会社メタルディー 3260001031585 ファイバーレーザー溶接機導入による精密板金事業への新展開 須山　淳

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社福岡屋 1260001005772 自店を活用したレンタルスペース事業及びカフェ（甘味処）事業の展開 岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 岡山市中区 有限会社フラッグ 6260002008935 経営コンサルタントのアドバイスを受けられるワーキングスペース 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 笠岡市 ＤＩＮＩＮＧＢＡＲ　ＭＡＬＦＩＳＨ キッチントレーラーと自動販売機で斬新なファーストフード提供 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＩＰＰＯ 3260001011827 既存ラーメン店の飲食スペースを縮小、から揚げ持ち帰り専門店の新設 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 高梁市 レストハウス　ポパイ 地元観光産業を盛り上げろ！３世代でつなぐ老舗レストランの復活 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 ティ－ツ－インダストリ－ 三次元測定機導入により微細形状製品対応による事業拡大 倉敷商工会議所

中国 岡山県 真庭市 株式会社ＨＡＫＫＥＩＪＡＰＡＮ 7260001023034 湯原温泉の旅館が取組む『地域初』のペットホテル事業 税理士法人アライズ

中国 岡山県 倉敷市 クラカフレッシュ株式会社 8260001013216 完全個室のパーソナルフィットネスジム運営 株式会社広島銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社永進 8260001035961 トレーニング事業を活用した健康メニューでダイエット・高タンパク焼肉店新設への新分野展開 玉野商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 イタリア惣菜屋トミヤ 美食の国イタリア発のスイーツ専門カフェ 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市東区 光永ＰＲＸＣＥＥ－ＴＥＣ株式会社 4260001023227 エディブルカトラリ事業を展開して販路を構築する 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社Ｋ＆Ｉ 2260001011935 靴専門店から衣食住にまつわるライフスタイル提案型ショップへの転換 山本　哲郎

中国 岡山県 岡山市北区 新日本サービス有限会社 2260002004913 女性が活躍する地域コミュニティ食堂（カフェ・サロン） 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 Ｈ・Ｍ　Ｌｉｆｅ株式会社 4260001035032 建設業から不動産業参入、そして既存の不動産業からの脱却 くらしき中央税理士法人

中国 岡山県 笠岡市 青松園 グランピング白石島で新たな顧客層を取り込みコロナを乗り切る 株式会社キー・ロジ

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社かん吉 7260001032539 瀬戸内の鮮魚と天然塩で作る「レンジでチン」で美味しい「冷凍真空干物」 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 有限会社日本ＳＳ 4260002024315 ファミリー層を対象とした脱毛エステ店 大倉　宏治

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社ＢＳＳ 3260001009854 厨房設備事業者だからできるコロナで壊滅的打撃を受けた飲食店への挑戦 吉田　正人

中国 岡山県 真庭市 ｐｉｃｎｉｃ　ｏｒ　ｍａｒｋｅｔ？ 天然温泉と本格パンの魅力を活かすカフェから宿泊業への新分野展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 三晃ヂーゼル株式会社 2260001002843 岡山初！地球環境に優しいＤＰＦ熱処理再生クリーニング事業による売上回復計画 シェアビジョン株式会社

中国 岡山県 玉野市 有限会社造田組 5260002032886 「（仮称）岡山玉野シーサイドグランピング」の新設・運営事業 おかやま信用金庫

中国 岡山県 苫田郡鏡野町 坂田電機株式会社 1260001019789 特許の具現化による半導体分野への参入 津山信用金庫

中国 岡山県 津山市 津山国産材加工協同組合 2260005006477 大径木間伐材を活用した造作用集成材製造設備導入による業態転換 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 小田郡矢掛町 株式会社マサテック 8240001042613 多発する集中豪雨や大型台風から浸水を防止する防水扉等の製造施工 笠岡信用組合

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社花島建設 7260001005420 高度ＵＡＶと最先端木材破砕機を導入、大雨に特化した新防災事業を創出 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社創拓 9260001007927 デザイン家具とセットで断熱・耐震を兼ね備えた中古住宅の省エネ・フルリノベーション事業 稲葉　隆治

中国 岡山県 笠岡市 株式会社角田興業 4260001017699 リサイクル材を活用し環境負荷低減を目指した新たな製品開発への挑戦 株式会社広島銀行

中国 岡山県 真庭市 株式会社蒜山練乳 7260001034106 真空濃縮機により原料乳濃縮工程の生産性を向上させ、無糖練乳（エバミルク）の量産体制を確立する業態転換計画 吉田　正人

中国 岡山県 津山市 株式会社光岡製作所 5260001020264 脱炭素社会に向けた鉄道用モーターの普及を鋳物技術で支える 津山信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社アドバンス 3260001023995 車愛好家のための結婚相談総合事業 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 岸本建設株式会社 9260001001954 産学官連携による地域活性化と地域共生社会の実現に寄与する事業 澁谷　典彦

中国 岡山県 瀬戸内市 横山製網株式会社 7260001021459 製網（漁網原反メーカー）会社が取り組む「インターネット販売事業」への新分野展開 株式会社みどり合同経営

中国 岡山県 小田郡矢掛町 有限会社多賀文林堂 8260002026340 大正ロマンを体験できる矢掛町の新たな観光拠点の整備 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 笠岡市 茂平運送有限会社 1260002025464 高機能物流倉庫を通じた３ＰＬ事業展開におけるサプライチェーン安定化事業 玉島信用金庫

中国 岡山県 笠岡市 有限会社清水モータース 8260002025103 新たに自社加工事業に取り組み、地域での軽キャンピングカー整備工場化への挑戦 岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 岡山市中区 翼工業株式会社 1260001031513 製缶板金製造の一貫施工を実現する機械器具設置工事業進出 ＩＴプラン株式会社
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中国 岡山県 美作市 有限会社美作農園 6260002030625 湯郷温泉街に再び活気を！花で彩られた体験型ピクニックガーデン 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社村上電工社 8260002014799 電気工事店が『計装事業』で地方の労働力不足解消、安全性向上、省エネ化を叶える 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社アソシエ 4260001008434 人材サービス事業者向け、クラウド型統合システムの開発、販売事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社拓栄 9260001028205 新工場設立と製缶加工設備導入で製缶製作への新分野展開 水島信用金庫

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社成和設備工業所 1260001003660 人を生かす新形態加工作戦 税理士法人さくら総合会計

中国 岡山県 総社市 英裕組株式会社 1260001028600 建設業から自動車整備事業への新分野展開計画 吉田　正人

中国 岡山県 岡山市北区 ユアサ自動車株式会社 4260001006818 ペット共生型障がい者グループホームの展開による自立支援の貢献 岡山商工会議所

中国 岡山県 井原市 株式会社ファインテクノ・タケダ 5260001018325 薄板材加工へのファイバーレーザ溶接機導入による業態転換事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 津山市 株式会社久米精工 2260001020589 新たな設備投資による自動車部品業界から産業用機械部品業界等への進出 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 玉野市 ワンズオウン 最先端美容エステが取組む「科学的な健康カウンセリング」サービス 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市南区 ナカイチ企画有限会社 9260002015846 サスティナブルな住まいづくり事業 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社マリンフロート 7260001007532 知育玩具の製造販売へ新たに取り組む産学協同新事業 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 ＴＯＲＩＢＵ 屋内型ゴルフ練習スタジオ＆バー事業による売上の拡大 株式会社中国銀行

中国 岡山県 津山市 オートメカニック清水 トラック荷台平ボディーの新規製造・販売による新分野展開 津山信用金庫

中国 岡山県 玉野市 株式会社水野 2260001035934 小規模企業へのワンストップサービスを実現する認証工場の新設 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 テクノスパイラル株式会社 9260001016127 電動機の整備を新規展開し設備診断サービスで業界トップクラスを目指す 水島信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社Ｒｅｐｒｏｄｕｃｅ 7260001031441 塗装業者自身による次世代足場保有と足場業者へのリース提供による工事期間短縮化の実現計画 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ＮＢＦ 2260001023815 テイクアウト・ゴーストレストラン形態による外食市場から中食市場への展開 岡田　智雄

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社フルーツ・ジャパン 1260001011481 コールセンター、製造、倉庫、出荷機能を備えた通販センターの設置 株式会社中国銀行

中国 岡山県 小田郡矢掛町 株式会社小野開発 9260001023684 花崗岩細粒分を有効活用した決壊を防止する堤体用土砂の製造 株式会社山陰合同銀行

中国 岡山県 倉敷市 明大株式会社 2260001015003 国が推進する「洋上風力発電」施工に必要な高荷重用超広幅スリングの開発 株式会社広島銀行

中国 岡山県 加賀郡吉備中央町 有限会社シバムラ 7260002014552 地域の代表的産品であるブルーベリーを活用した交流施設事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 株式会社野田開発 9260001023222 気軽に「非日常」を感じてもらい、心も身体も癒せるキャンプ場事業 玉島信用金庫

中国 岡山県 津山市 有限会社ヒロムサンライズ 6260002029865 冷凍商品化、ＥＣでの中食への展開・ＤＸを活用した安心安全な店舗の実現 津山信用金庫

中国 岡山県 総社市 ワンプラスワン 地域と人とのつながりを生み出す『農泊古民家』 吉備信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 株式会社Ｓｅｒｖｅ 2260001025737 「建設業から業種転換しＩＴ技術を駆使した地域共生型の「和牛焼肉専門店」を開業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 津山市 有限会社五月 7260002028437 岡山県産にこだわった　から揚げ・お肉惣菜のテイクアウト事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 広東菜館山珍株式会社 1260001001813 全国展開に向けた山珍の冷凍豚まんの生産体制確立による業種転換 岡山商工会議所

中国 岡山県 津山市 株式会社パドック 1260001020136 地方発、脱エンジン分野の輸送用機器、農機・作業用機器のファブレス製造直販による、脱炭素社会実現への貢献 株式会社中国銀行

中国 岡山県 苫田郡鏡野町 株式会社アイ・エス 1260001019475 成長著しいリチウムイオン電池（ＬＩＢ）製造用コア部品への新分野展開 津山信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 株式会社福田工業 9260001026423 小中学生向けの野球練習場運営への新分野展開により、コロナ禍からのⅤ字回復 株式会社広島銀行

中国 岡山県 倉敷市 有限会社石原鉄工所 8260002016481 医療用（人工関節）加工事業への参入 玉島信用金庫

中国 岡山県 備前市 株式会社有本建設 6260001021468 備前焼建材の商品化と、備前焼を堪能できる体験型ゲストハウス事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 真庭市 有限会社寿園 2260002034126 山林資源を活用し木質バイオマスエネルギー市場に参入 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市中区 有限会社常定工作所 4260002006528 プラスチック押し出し成型金型（多層丸ダイ）製造分野への新展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市東区 木庭金属工業株式会社 9260001001987 自動プレス間多軸搬送ロボットライン導入による複雑形状部品製造ラインの構築 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 倉敷市 株式会社吉井 5260001015116 旅館流おもてなしの「和風モダン高級貸別荘」で自分達だけ宿泊需要獲得 玉島信用金庫

中国 岡山県 瀬戸内市 有限会社てのひらの家 4260002032474 地域の人・事業者との連携で作る「オープン療育」事業への新分野展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社石井工業 8260001023693 循環型社会に寄与するために建設事業者による建設廃棄物の中間処理事業への新分野展開 吉備信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 ソーゴートレーディング株式会社 4260001027541 子どもたちの夢を叶えるスケートボードパークの開発・運営 株式会社中国銀行

中国 岡山県 備前市 株式会社竹田鉄工所 3260001021603 航空エンジン事業から、再エネ発電（水力発電用スピ－ドリング）事業への事業再構築 株式会社商工組合中央金庫

中国 岡山県 津山市 ナッシュキッチン 複合的な宅配食事業の開設による事業再構築 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 井原市 日の丸タクシー株式会社 3260001018351 デジタルテクノロジーを活用する省人化型トレーニングジム 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ビサン 9260001009270 特殊曲げ加工工程内製化による鋼製構造物製造分野への新展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 有限会社田中製作所 6260002019528 ファイバーレーザ溶接機を活用した精密板金への新規参入と板金工房の開設 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ＦＭＣ 1260001034061 リアルとオンラインを融合したプロピアニストによる貸スタジオ 玉島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 株式会社山成工業 4260001016924 ステンレス材加工への新分野展開により、コロナ禍からのＶ字回復 株式会社広島銀行

中国 岡山県 岡山市南区 正設工業株式会社 5260001025049 水道工事のプロフェッショナルが行う排水管の定期点検サービスの開始 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 有限会社ＵＩＣ 5260002024157 新工場建設によるメンテナンス業務の新分野展開で新規顧客開拓！ 松浦　哲雄

中国 岡山県 倉敷市 有限会社太喜水産 1260002022668 ペットと人が共存できる安心安全な環境を提供する新事業への挑戦 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 くし亭 倉敷駅前に完全個室の焼肉店オープン 玉島信用金庫

中国 岡山県 和気郡和気町 株式会社遠藤運輸 1260001021902 既存事業の強みを活用した中間処理場運営による付加価値向上とシナジー効果 備前日生信用金庫

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社ハル技術研究所 4260002015909 電気自動車市場向け新製品の生産・販売体制確立と海外販売開始 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ナゴヤ機工 3260001014268 新型５軸加工機導入による半導体製造用機械部品の新規受注先獲得 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社アマノ 1260001000352 食品工場市場や海外市場を見据えた製造設備の導入 みどり合同税理士法人

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社新都不動産 2260001011332 瀬戸内の魅力を存分に活かした住宅宿泊事業への挑戦 税理士法人ＦＩＡ

中国 岡山県 倉敷市 株式会社トライブインターナショナル 6260001026707 ゴルフバー事業（室内でのシミュレーションゴルフ）への新分野展開 高見　尚平

中国 岡山県 瀬戸内市 太陽の時代 岡山の農水産品を活用したオリジナルたい焼きテイクアウト分野への進出 岡山県商工会連合会
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中国 岡山県 岡山市北区 有限会社リアライズ 3260002012683 特許食材・地産メニューを提供するコロナ配慮型カフェ事業への参入 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 株式会社栄光スポーツ 8260001000701 コロナ禍で運動不足の人に最適な運動を提供する「健活スクール」の開校 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 有限会社ウイルパワー 5260002016377 業者間不要品オークションシステムの構築 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 ジェイズ株式会社 9260001003125 外国人技能実習生等に対する日本語講習事業 株式会社広島銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ピアーサーティー 5260001014506 「コンテナハウスを活用したワーケーション・グランピングに適した宿泊施設運営事業」の新設 株式会社四国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＷＩＬＬ　ＢＥ 8260001011442 香りの強度等を数値で選べるカスタマイズシャンプー製造による事業再構築 森　健輔

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ｅｍｂ 9260001023965 ネイリストと特殊プリンターによる印刷技術を融合させたネイルチップの生産及びＥＣサイト販売 井上　信二

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社藤田酒店 2260002008732 メーカー・物販事業者向けオリジナルギフト開発のＥＣサイト構築パッケージ 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社１０００ｎ 5260001032433 無添加「プレーンアイス」販売事業 税理士法人Ｂｒｉｄｇｅ

中国 広島県 福山市 有限会社小森カッティングセンター 5240002045510 衣服用途以外及び産地外の高付加価値需要開拓のための自動裁断機導入 広島県商工会連合会

中国 広島県 呉市 株式会社Ｂｅｓｔ 2240001050175 整骨院の運営から、地域のこどもの受け皿となる学習塾の運営への参入 呉信用金庫

中国 広島県 福山市 有限会社ＢｉＢｉ 5240002045147 ハレの日需要に応える美容業からの新分野展開 岡田　卓也

中国 広島県 福山市 Ｈａｉｒ　ｓｔａｔｉｏｎ　ＲＯＳＥ 男性向け脱毛サービスの開始による新分野展開 岡田　卓也

中国 広島県 広島市中区 株式会社３ｒｄ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 9240001045838 居酒屋からテイクアウト型オープンサンドイッチ専門店へ事業転換 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 呉市 株式会社東風上商店 5240001027575 廃棄電線から商品化！ＳＤＧｓ貢献を目指したＢｔｏＢからＢｔｏＣへのＥＣサイト展開による業態転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市南区 博多うまかもんびんちょうや 「秘伝の味をおうちでも」プチ贅沢を叶える事業 広島県信用組合

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＪＵＤＧＥ 9240001020403 実店舗とＥＣサイトの融合による家具販売への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社源 9240001041498 ポストコロナに向けた外食事業から中食・内食事業への業態転換 広島商工会議所

中国 広島県 広島市西区 ストロングマウンテン株式会社 4240001044910 広島県中心に居酒屋を多業態展開する飲食業の、デリバリーに特化したラーメン店へのチャレンジ！ 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市安芸区 高木デルタ化工株式会社 2240001006177 ＡＩ画像検査装置の製造・販売によるコロナ禍からのＶ字回復 株式会社フロウシンク

中国 広島県 福山市 福山クライミングジムＳＯＲＡ 地域初のロープクライミング導入による売上Ｖ字回復 広島県商工会連合会

中国 広島県 呉市 平野自動車株式会社 4240002033862 個人向けカーリース事業参入によるストックビジネスへの転換 公益財団法人くれ産業振興センター

中国 広島県 広島市安佐南区 元祖へんくつや可部店 お好み焼きの飲食業から製造業への業種転換 呉信用金庫

中国 広島県 尾道市 有限会社ポルシェ 9240002051414 ウィズコロナ時代に対応した広島初、味噌ラーメンへの業態転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＴＷＯ　ＳＬＯＴＨ 4240001041180 地域を圧倒するお店作り、唯一無二の焼き鳥店へ！ 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＬＩＮＫ　ＣＬＯＶＥＲＳ 2240001047337 カフェレストランからインスタ映えする韓国料理店への業態転換による事業リスク分散と事業全体の成長 株式会社広島銀行

中国 広島県 安芸郡坂町 有限会社キムラ 6240002047984 ＵＡＶ操縦技術を活用した調査事業への参入 広島県商工会連合会

中国 広島県 竹原市 福幸株式会社 3240001037345 生活・医療の両面からサポートする高齢者向け宅配弁当サービス 呉信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社ドット・ワン 5240001055642 冷凍自販機「ど冷えもん」による広島名物せんじがらの無人販売 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ナンバー・イレブン 3250001015003 コロナ禍以降に生まれた新たなるニーズに訴求した釣り船手配・ガイド事業 広島信用金庫

中国 広島県 広島市東区 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｗｉｔｃｈ 予約制・展示販売型店舗への業態転換 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 府中市 星野木工株式会社 2240001034418 コロナ禍で仕事をするための在宅勤務用家具の製作に新たに取り組む 府中商工会議所

中国 広島県 広島市西区 Ｍｉｋｏ デジタル技術を活用したトレーニングジムの新設による事業再構築 金田　賢二

中国 広島県 広島市西区 株式会社デイ・ディライト 2240001042024 ソフトウェア開発請負業者から自社サービスを提供するＩＴメーカーへ 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社城明設計 8240001049897 １対１の完全予約制でコロナ対策を施したエステ事業 税理士法人長谷川会計

中国 広島県 東広島市 株式会社ヨンナナカンパニー 6240001046517 冷蔵・冷凍食品の開発を通じた中食事業への新分野展開 東広島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 株式会社インプレッション 2240003002843 音楽を通して音感と英語を学ぶ「英語でリトミック」を提供する事業 碧山　裕二

中国 広島県 広島市中区 株式会社寿屋珈琲飲料社 5240001003601 テイクアウト専門店「寿屋珈琲幟町店」を出店する事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 株式会社ナチュラス 2240001045175 障害者支援施設共同生活援助（グループホーム） 株式会社広島銀行

中国 広島県 府中市 土井木工株式会社 4240001034325 ウッド・チェンジ！県産材を利用した建築物の内装の木質化計画 税理士法人田邉会計事務所

中国 広島県 福山市 コヨーテ カレーペーストとスパイス料理真空パックで新規顧客獲得事業 尾道商工会議所

中国 広島県 三原市 エイワイホーム有限会社 4240002054256 リハビリテーション国家資格保有者による地域密着型トレーニング 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市 株式会社ミヤ工芸 4240001028145 住宅デザインの多様化に応える別注建具分野への新規参入による事業再構築 広島信用金庫

中国 広島県 広島市西区 株式会社ＫＯＵＫＥＮ 8240001042704 独自の換気システムを採用したスポーツジムへの大胆な業種転換 中森　優太

中国 広島県 広島市東区 トップハウジング株式会社 1240001053600 塗装業のアフターフォローを活かしたメーカー委託の太陽光取付工事 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

中国 広島県 広島市中区 有限会社刺しゆうの店ますだ 6240002007600 日本独自の刺繍加工技術で生み出す自社アパレルブランドのＤ２Ｃ事業 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 広島市佐伯区 Ｔ‐ＤＲＥＡＭ株式会社 5240001053803 アスリート向けのパーソナルジム運営による事業再構築 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 株式会社いづゝや商店 9240001000867 呉服屋による非日常を味わうセルフ写真館運営の新事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 有限会社タケグチ 5240002041682 タイヤの整備業務の内製化を実施する事業再構築計画 藤井　慎也

中国 広島県 広島市西区 株式会社八大 7240001041541 世界に一つ、レーザー加工によるオリジナルデザイングッズの制作・加工 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市東区 株式会社ＢＦＣ 5240001021842 除草剤を使わない、高圧洗浄機による温水除草システム 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 どうらく セントラルキッチン構築による食料品製造業への業態転換 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 株式会社リッシュ・カンパニー 9240001015824 唯一無二の存在へ「テイクアウト、苺パフェを新規併設する事業」 税理士法人長谷川会計

中国 広島県 広島市中区 株式会社リコルティ 5240001052152 塊根植物育成を通じた体験価値の提供とコミュニティ形成 税理士法人ＳＩＮ

中国 広島県 府中市 ナイトイン綾 スナックから喫茶店への業態転換およびテイクアウト事業開始 府中商工会議所

中国 広島県 広島市南区 株式会社シーノ 8240001043330 コロナ禍の影響を受けにくいうどん専門店ＦＣ事業への進出 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市中区 株式会社サンケンフロント 7240001004028 アフターコロナを明るく照らす！ポリカーボネートを使って「採光」で「最高」な「再構築」！ 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ゼフィールコミュニケーションズ 2240001015863 冷凍鯛そうめんを開発、製造し、全国や世界に通信販売していく 株式会社広島銀行
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中国 広島県 東広島市 有限会社中国金型 1240002029228 精密加工高度化における多角化戦略と半導体分野等への新市場進出 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市南区 株式会社アイシード 6240001016874 店舗設計ノウハウを活かしたマンションリノベーション事業への展開 山田　紳太郎

中国 広島県 広島市中区 株式会社緑 5240001043127 フルーツサンド、サラダ、スープなどのテイクアウト店の展開 秋井　正宏

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社ブラックシャドー 9240001014603 普通車の用品販売や車両整備から大型車の整備塗装の新分野展開事業 秋井　正宏

中国 広島県 広島市西区 株式会社ＧＥＮＳＨＯＫＵ 7240001021717 動画・映像制作、撮影、編集の内製化・機材レンタル事業の新分野への展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 葛城　裕史 洋服リペア事業でエシカルなアパレル業への新規参入 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 Ｍ・ＰＯＷＥＲ株式会社 1240001035433 新分野「吹き付け塗装」への進出　～Ｗｉｔｈコロナ・Ａｆｔｅｒコロナにおける業績Ｖ字回復に向けて 株式会社広島銀行

中国 広島県 三次市 株式会社Ｕｎ　ｓｅｕｌ　ａ 4240001053721 結婚式場業から「幸福感」を味わえるスイーツ販売へのチャレンジ 広島県商工会連合会

中国 広島県 尾道市 株式会社まる文 1240001038576 ３Ⅾフリーザーを使用した会席料理のテイクアウト及びＥＣサイトでの販売 株式会社中国銀行

中国 広島県 府中市 松岡家具製造株式会社 7240001034421 家具製造からＥＣサイト構築をしてＢｔｏＣ事業へ参入する 株式会社シェアードバリュー

中国 広島県 廿日市 株式会社アリショウ 3240001057863 ドローンと火災保険を活用した、低価格で満足度の高い外壁塗装工事の提供 公益財団法人ひろしま産業振興機構

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社ＦｒｅｅＡｔｅ 2240001057955 こだわりの低糖質パン・スイーツのネット販売に取り組む新規事業 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 尾道市 特定非営利活動法人尾道空き家再生プロジェクト 7240005011607 簡易宿泊業からワーケーションや移住支援のための中期滞在型施設提供への展開 田村育生

中国 広島県 呉市 一般社団法人オフィスＳＥＲＥＮＥ 5240005014702 進化系ホットストーンの国内製造による日本全国へのセラピー普及 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 有限会社ケー・エフ 2240002045075 フランスで２．５年修行したベテランフランス料理店が作る１５０種類の現地と同じフランス風チーズケーキの全国製造販売 両備信用組合

中国 広島県 安芸郡熊野町 ウエノオート株式会社 6240001053257 業務用車両（８ｔ未満）に特化した整備工場と地域密着型指定工場化計画 税理士法人ウインズ

中国 広島県 安芸郡熊野町 有限会社協栄建装 5240002049024 ＳＤＧｓ、エシカル消費に寄与する着物リメイクと喫茶スペースを活用したコミュニティの形成計画 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 株式会社かべや 9240001053808 既存事業とのシナジー効果を生かした中国圏におけるリフォーム事業への参入 両備信用組合

中国 広島県 大竹市 株式会社萩原製作所 5240001028499 モーターメンテナンス事業化による事業再構築 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社広島明治洋行 6240001009614 縫製技術を活かしたフルオーダーメイドの婦人服・紳士服店舗の展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 株式会社サスケコスモス 1240001053633 牡蠣殻イオン水を用いた漆喰材の内製化と販売促進強化 金田　賢二

中国 広島県 福山市 有限会社プランネットエンジニアリング 9240002042900 小型部品の精密加工技術を活用した「大型半導体製造装置部品等」の製造計画 株式会社中国銀行

中国 広島県 尾道市 有限会社友文館 6240002052472 宿泊・農業・観光を融合した生き方の提案で町の活力・魅力アップ しまなみ信用金庫

中国 広島県 安芸郡海田町 丸善工業株式会社 6240001036229 最新式多軸マシニングセンタ導入による新たな挑戦 広島県信用組合

中国 広島県 府中市 株式会社Ａｓａｈｉｃｈｏ 6240001034109 アスレジャー市場向け新製品を起爆剤としたＥＣ売上激増計画 税理士法人田邉会計事務所

中国 広島県 呉市 有限会社町支鉄工所 1240002035060 新たな生産体制構築による再構築事業 呉信用金庫

中国 広島県 福山市 株式会社サトウ製作所 8240001030700 強みの再生プラスチック活用による生産体制を強化し、カーボンニュートラルによる成長市場へ新展開 中村　清悟

中国 広島県 広島市安芸区 株式会社マイ・コック 2240001010864 広島県産特別栽培米を使用した地域を元気にするカレー専門移動販売車事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＳＣＲＩＰＰ 1240001056685 サブスクリプションでの販売を中心とした酒類小売および惣菜販売事業への業態転換 広島商工会議所

中国 広島県 広島市南区 有限会社太閤 9240002009222 ラーメン専門店の出店による新たな利用客層の創出 金田　賢二

中国 広島県 福山市 株式会社ファシオール 2240001032371 コロナ禍に対応した「セルフエステ」とエステノウハウの活用による新事業計画 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 安芸郡海田町 オーモリテクノス株式会社 4240001036189 電動アシスト自転車部品の新規製造事業（新分野展開） 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 株式会社ＳＯＰＡＫかねみつ 4240001030266 新規自社ブランド製品立ち上げによる高級弁当市場への参入 株式会社商工組合中央金庫

中国 広島県 福山市 有限会社英興機器 1240002039532 機械装置販売業から総合提案型企業（オプション製缶部品等の自社製作）への転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 株式会社ＳＴソーイング 9240001027662 温暖な瀬戸内地域で採れたレモンとハチミツで加工商品開発・商品化・販路拡大 公益財団法人くれ産業振興センター

中国 広島県 広島市中区 株式会社デルタマリン 3240001007298 民間マリーナが運営するマリンアクティビティ事業の新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市南区 株式会社ユウゲン 9240001054806 食のおいしさと楽しさが同時に味わえるさいねい農園直売所兼加工所の開設 川上　正人

中国 広島県 廿日市 中国興業株式会社 5240001028020 高品質アスファルト再生添加剤の製造会社へ 株式会社伊予銀行

中国 広島県 三原市 株式会社ＩＴＯテクノ 6240002054361 需要の高いＰＯＹ紡糸巻取りシステム等に向けた大型部品加工への参入事業 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 広島市中区 株式会社信栄木工芸 4240001021620 日本初！３Ｄプリンターによるデザイン家具の開発及び販売事業 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 呉市 仁方精機有限会社 8240002033611 当社の強みと新設備（５面加工門型マシニングセンタ）を組み合わせ、新たな大型金属精密加工品分野へ進出 呉信用金庫

中国 広島県 広島市西区 ユーティテクノ株式会社 5240001041832 半導体・医療機器分野に関する新製品の製造による事業再構築 広島信用金庫

中国 広島県 世羅郡世羅町 海遊び 世羅町初！ゲストハウス事業への新分野展開 田久保　普三

中国 広島県 尾道市 株式会社三谷製作所 3240001038590 再生可能エネルギー部品注文等に係る新事業拡大計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 阿賀工業株式会社 3240001025457 先端的な新設備導入による再生可能エネルギー業界への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 山陽重機株式会社 1240001026928 建機の高品質塗装を起点とする顧客基盤の確立 山田コンサルティンググループ株式会社

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社ハーベスト 2240001008792 新たな市場・販売方法。Ｈａｒｖｅｓｔ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓの挑戦 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社ティーファクトリー 9240001043701 電気自動車や水素燃料船関連など成長する脱炭素市場へ新分野展開 中村　清悟

中国 広島県 広島市南区 日本産商株式会社 4240001008097 機械商社からロボットシステム製造販売への事業再構築 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 広島県 広島市中区 有限会社広島米倉 6240002013103 非接触で心身ケアが可能な、セルフ充電ステーション開始のための体制整備 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 尾道市 諸毛屋旅館 テレワーク関連宿泊事業に参入して業種転換 岡田　卓也

中国 広島県 尾道市 有限会社キッチンイシイ 7240002050442 付加価値の高い介護職の開発・販売による介護食事業への本格参入 尾道商工会議所

中国 広島県 広島市西区 Ｌｅｓ　Ｃｏｅｕｒｓ ダイニングバー・ワイン教室・酒販の新規展開によるコロナに強い事業再構築 ＫＹＳコンサルティング株式会社

中国 広島県 三原市 串の家ＳＡＺＡＮ 地元農家との強固な関係性を生かして「ＥＣサイトでの広島レモンの販売」という業種転換に挑戦 しまなみ信用金庫

中国 広島県 東広島市 株式会社上垣組 6240001022451 中小規模向けのＩＣＴ活用工事（ＩＣＴ土工）建設会社への業態転換 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市中区 バンケットサービス株式会社 1240001008819 農産品を新冷凍方法で日本の農業の課題解決と派遣スタッフの新たなる就労先を作る 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 有限会社ミックス・イベントコミュニケーションズ 6240002020677 イベント開催者等へのＤＸ推進を支援する「ＤＸサポートスタジオ」の展開 広島商工会議所

中国 広島県 竹原市 創建ホーム株式会社 4240001037261 木造注文住宅に強みのあるハウスメーカーによる家具小売事業への新分野展開 株式会社広島銀行
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中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社クオリティーガレージ 9240001045573 自動車整備の『特定整備』を行う「エーミング事業」の立ち上げ 広島信用金庫

中国 広島県 広島市南区 アイトフース株式会社 4240001010227 「最高のリラックスと癒やし体験を提供する」サウナキャビン販売 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市 株式会社西部鮮食 2240001028262 広島の食文化を守り、育てるため、あなごと生鮮マグロ取扱に挑戦する 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社ブレーン 8240001022053 ＥＣ需要に対応する倉庫事業の新規展開によるコロナを乗り越える事業再構築 ＫＹＳコンサルティング株式会社

中国 広島県 呉市 根石電機工業株式会社 1240001026317 先進的な金属加工技術の導入による再生可能エネルギー市場への挑戦 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 呉市 石田プラスチツク株式会社 6240001025512 再生ＰＰを活用した防災減災対策の新製品受注で経営多角化による事業再構築を実現 中村　清悟

中国 広島県 広島市南区 有限会社ゆかり屋 9240002023207 画期的にきれいな写真が撮れるフォトウェディングサービスの提供 川上　正人

中国 広島県 府中市 有限会社道田木材 7240002046936 福祉作業所と連携し新しくペット市場へ進出する 府中商工会議所

中国 広島県 福山市 五敬工業株式会社 4240001030563 新分野である医療機器分野への事業展開による事業再構築計画 両備信用組合

中国 広島県 福山市 株式会社オーワークス 8240001034627 最新設備導入とＤＸ化での新分野事業への取組による超精細加工の実現 両備信用組合

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社アクアスマート 9240001041688 管路の調査・診断から管更生までのワンストップビジネス展開 笠岡商工会議所

中国 広島県 東広島市 株式会社浅井製作所 1240001022357 長尺ベンダーとファイバーレーザ加工機導入による新分野参入事業 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 豊田郡大崎上島町 惣明製作株式会社 2240001037536 ファミリーで楽しめる釣り堀をメインとした体験型レジャー事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市安芸区 有限会社五和工業 6240002001479 超高精度化で実現するフィルム・シート製造装置部品等製造事業 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 東広島市 有限会社葵協技工 6240002027474 炭酸ガスレーザー加工機導入による金属板金加工への新分野進出 呉信用金庫

中国 広島県 三次市 吉舎工業株式会社 5240001024589 医療機器および半導体分野への新分野展開による事業再構築計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社カナデル 3240001054308 飲食店販売中心から転換！流通しやすい高品質な缶ビール導入で小売流通販路を拡大 アイ・グローバルサービス税理士法人

中国 広島県 大竹市 有限会社桶本家具店 1240002037593 教育家具でのブランド化による売上回復策 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ　Ｍｉｃｒｏ　Ｂｒｅｗｅｒｙ 4240001051758 経営資源を最適化し飲食業からクラフトビール製造業へ業種転換する 小林　佳子

中国 広島県 広島市安佐北区 高陽電機株式会社 7240001003426 受配電盤等のノウハウ・技術を活かした板金・塗装事業への進出 広島市信用組合

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社三千世界 4240001042377 地元広島県産食材にこだわった健康志向の麺類の非対面式販売 広島信用金庫

中国 広島県 東広島市 株式会社シャルル 8240001022821 次世代自動車への対応を見据えた自動車用大型樹脂部品への新規参入 株式会社伊予銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＧＡＴＥ 1240001021945 既存店舗１店舗の撤退と、最新冷凍技術を導入した冷凍食品加工工場の新設 広島市信用組合

中国 広島県 廿日市 有限会社ハスマ 4240002037153 木材の輸入業とその端材を活用した再生芯材製造による事業転換と持続可能な社会への貢献 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社マステック 8240002021062 半導体・食品加工分野へ新事業を展開することによる事業再構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 尾道市 株式会社アクセ 3240001038707 デジタルとアナログを融合した先進的事業の展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社広田造園 1240001012804 グランピング場・オートキャンプ場の運営事業計画 広島県信用組合

中国 広島県 福山市 青葉出版株式会社 7240001029669 小学校教材の出版社が作る高齢者向け教材～介護施設等を販売代理店とする新たな市場開拓 森下　裕子

中国 広島県 広島市西区 株式会社広瀬印刷 1240001022142 新素材を活用した抗菌・抗ウイルス印刷サービス事業への進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市 株式会社四季 3240001028922 ～　古民家再生プロジェクト　～　大正ロマンを伝える門司港の景観と庭園美を感じながら季節の食材を贅沢に楽しむ 山本　和夫

中国 広島県 福山市 株式会社ｌｉｇｎｅ 1240001054235 美容業から鍼灸師・作業療法士による健康事業への転換 税理士法人せとうち会計

中国 広島県 広島市中区 株式会社パークサイドホテル 1240001017753 地域と共に〝ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ　ＳＵＰ　Ｃｉｔｙ”を目指した、ＳＵＰパドラー向けホテルへ生まれ変わる 広島商工会議所

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社オリエンタルブルーム 4240001019359 自社の人材育成ノウハウを活用し、就労移行支援事業に参入 広島信用金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社創建社 7240001053280 地域密着型２４時間シミュレーションゴルフ施設の運営事業 廣幡　英和

中国 広島県 呉市 株式会社コシバ 5240001025868 Ｍ＆Ａの経験を活かしたベーカリー事業の多店舗展開による事業再構築事業 水野　輝彦

中国 広島県 東広島市 有限会社タカオ電機 2240002027890 エコで快適な住空間を提供するため断熱工事業へ参入する 広島信用金庫

中国 広島県 尾道市 有限会社蔦永鉄工所 5240002051013 ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入によって高付加価値製品の製造に参入 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 ＴＲＩＡＮＧＬＥ　ＫＥＮＮＥＬ 凄腕ブリーダーが愛犬ごとにオーダーメイドする無添加素材を使用した手作りドッグフードの販売 岡田　啓秀

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社戸野機械製作所 2240001007670 ペットフード加工機械の高精度ノズル製造等に向けた機械加工の高精度化・内製化実現事業 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 東広島市 有限会社インフィールド 8240002029329 居酒屋経営で培った強みを活かした特徴ある焼肉店への事業転換 岡崎　純也

中国 広島県 府中市 共和精機株式会社 3240001034193 大型高精度５軸加工機導入による大型非鉄金属加工分野への挑戦 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 福山市 藤鉄工業株式会社 4240001031958 高精度放電加工機と高精度平面研削盤導入による高硬度・高精度部品加工へのチャレンジ 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 呉市 株式会社白王 7240001026377 ＤＸを活用した布団クリーニングの即日仕上げ宅配サービス 西　宏昌

中国 広島県 福山市 有限会社コルドバ 3240002044588 「専門的療育から自立・就労支援」までワンストップで行える放課後等デイサービスの運営 株式会社アルマ経営研究所

中国 広島県 安芸郡坂町 株式会社鈴木水産 3240001057244 新たな製造方法を導入した広島産冷凍牡蠣による６次化への挑戦 広島県信用組合

中国 広島県 広島市佐伯区 大和株式会社 5240001005812 ＡＩを用いた特殊順化培養液の培養装置の開発 株式会社山陰合同銀行

中国 広島県 広島市佐伯区 有限会社松＿興業 4240002015646 鉄塔工事事業から５Ｇ基地局整備事業へと事業転換 浦　信一

中国 広島県 広島市安佐北区 フィレールデュフェリシテワビ 胡蝶蘭で紡ぐ就労継続支援Ｂ型事業所への業種転換 田久保　普三

中国 広島県 呉市 有限会社川岡工業 3240002032452 自動車部品の製造技術を活かして半導体製造装置の部品製造を開始 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 日本サポートアットホーム株式会社 8240001048445 地域訪問医療のノウハウを活かした高齢者生活支援事業 山田　紳太郎

中国 広島県 広島市中区 ユナイテッド・ソリューション株式会社 7240001022211 ｅＱｖという未来の常識とワクワクを提供する中四国発の取組み 呉信用金庫

中国 広島県 福山市 ドッグトレーニングおだか ２４時間管理体制による犬のストレス軽減型ペットホテルの開設 藤井　慎也

中国 広島県 広島市安芸区 パネテリエ 天然酵母パンにぴったりあう野菜と果実を加工した保存食の開発 川上　正人

中国 広島県 三次市 珈琲屋スプレモ 喫茶店から小ロット、ＯＥＭ　珈琲豆生産オンライン販売へ進出 有限会社アイ・リンク・コンサルタント

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社西日本生コンクリート工業 6240001008260 カラーコンクリートと透水性コンクリート製造による新分野展開 山田コンサルティンググループ株式会社

中国 広島県 福山市 日鐵鋼業株式会社 7240001031625 新規工場を活用し１図番一括配送体制の構築による新分野展開 しまなみ信用金庫

中国 広島県 広島市西区 株式会社イーコム 1240001022092 新設から保守へ　ＳＤＧｓ「住み続けられるまちづくりを」の達成を目指す 広島信用金庫

中国 広島県 三次市 株式会社しんわ 8240001025361 最新鋭ＩＣＴ機器導入による調査測量・施工支援業務への進出 株式会社広島銀行
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中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社大喜 2240001005872 オーガニック・健康・エコ関連商品に特化した小売店展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 東広島市 有限会社丸三製作所 2240002028427 新規設備導入によるＥＶ向け電池部品・金型製作分野への新分野展開 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＲＩＴＡ 6240001047449 総合美容企業が美容商品サブスクサービスを開始し、商品販売を主体とした企業に転換 広島信用金庫

中国 広島県 廿日市 伊都岐観光株式会社 6240001028837 コロナ対策を兼ねたワーケーションとしての連泊プラン構築と仕事場とお食事場を分けた食事処改装事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市 有限会社紅葉堂 2240002036974 老舗もみじ饅頭屋が５０年ぶりに取り組む製あん技術と新たな挑戦！製パンをいかした新商品の開発 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社タウンクリエーション 9240001044253 ＭａａＳを通じて障碍者の移動利便性に寄与する送迎支援システムの提供 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 安芸高田市 株式会社サンシャイン広島 1240001049598 太陽光発電付カーポート（ソーラーカーポート）の設置／販売 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 ミツヤ工業株式会社 5240001011439 新設備導入による加工品目の追加、作業効率と環境改善に伴う雇用促進への対応計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市 有限会社森脇水産 7240002036978 牡蠣養殖事業者が取り組む観光客向けイベント施設の整備と無人販売の実施 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社ｓａｋｋｕｒｕ 2240001041736 セントラルキッチンを軸にウィズコロナ対応型の飲食事業展開 山崎コンサル株式会社

中国 広島県 三次市 三次スズキ自動車株式会社 4240001024540 ポストコロナにおいて地域社会の安全を守る『エーミング事業の開始』 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 愛和株式会社 1240001018917 高層解体重機導入による自社施工体制の構築事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 呉市 有限会社新谷精機 4240002033029 カーボンニュートラルによる成長産業分野へ参入するための最新加工法の確立 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社バルコムエミュー 3240001016860 次世代型シェアキッチン・王様のゴーストレストラン事業 中尾　友和

中国 広島県 世羅郡世羅町 世羅　つづみ鷄 居酒屋による完全個室焼肉店の開設並びに食品物販事業への進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社ＶＡＵＧ 7240001021155 「短工期」かつ「低価格」で施工可能な新工法による山留工事への参入 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 株式会社ＣＦＰ 6240001034983 熱分解装置を導入し、廃プラスチックからエネルギーを創出 株式会社伊予銀行

中国 広島県 三原市 ＩＣＳ デジタルスキャンツールを活用した認証整備事業に向けた新たな取り組み 呉信用金庫

中国 広島県 呉市 有限会社カネイシ自動車 3240002032444 大型トラック・特殊車両等に対する専用設備ブース及び設備の導入 株式会社広島銀行

中国 広島県 安芸郡海田町 広洋工業株式会社 5240001036320 ファイバーレーザ加工機導入による医薬品物流市場への新分野展開 広島信用金庫

中国 広島県 広島市西区 株式会社西川製作所 7240001008326 新分野展開に向けた、先端加工機導入による大型部品の高効率高精度生産体制の構築 ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

中国 広島県 広島市南区 波多野電機株式会社 4240001008948 ＡＩロボットによる静電粉体塗装で環境配慮型キュービクルの製造に挑戦！ 広島信用金庫

中国 広島県 呉市 文進堂畑製筆所 オンラインの活用と来店型体験プラン開発による売上拡大 呉信用金庫

中国 広島県 安芸高田市 株式会社坂田工務店 8240001024677 オフィス機能と脱炭素化に対応した事業者系住宅建設への新分野展開 秋井　正宏

中国 広島県 広島市中区 株式会社タオダ自動車工業 4240001006068 ＡＳＶ車の普及に伴うエーミング作業内製化事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 合名会社桃兵衛 7240003001139 日本料理店の強みを活かした釣り船事業への進出 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 府中市 株式会社鎌倉開発 3240001049365 大規模プラントの解体事業への進出 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 呉市 有限会社マリンクラフト風の子 4240002034935 船舶製造のＦＲＰ製造技術を活用した風力発電事業への新分野展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社ヤスケン産業 8240002020741 リフォーム事業への新規事業展開～ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ魅せるショールーム～ 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社スマイルリンク 9240001046241 カリッジュのフランチャイズによる唐揚げ専門店開業 杉山　文成

中国 広島県 広島市中区 有限会社広徳工業 5240002020447 残土処分事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社上万糧食製粉所 9240001001089 とうもろこし原料のグルテンフリー製品製造に挑戦 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社いしだ装備 8240001022219 建築業者が広島を代表する観光名所宮島で観光客に向けたおむすび店を経営 株式会社広島銀行

中国 広島県 山県郡北広島町 株式会社げいほく薬局 3240001047170 口腔環境を維持するハミガキ剤　特許申請中「マグラクト」の製造販売 広島県商工会連合会

中国 広島県 呉市 ＦＡＴＨＯＭ株式会社 1240001055951 住宅設計・施工事業参入の為のモデルハウス新設 株式会社広島銀行

中国 広島県 三次市 株式会社加藤組 9240001024412 大臣賞を受賞したＩＣＴ技術により業界に展開するＩＣＴ施工サポート事業 経営標準化機構株式会社

中国 広島県 東広島市 株式会社ウェルノット 2240001050431 溶接技術及び製缶技術を活用した関連多角化戦略として、コンテナ及びコンテナハウス業界への進出 呉信用金庫

中国 広島県 広島市西区 株式会社夢の希 6240001044223 『テイクウトを主軸としたイートイン併設の焼売専門店』の運営 広島商工会議所

中国 広島県 山県郡北広島町 株式会社チヨダパック 1240001024097 脱プラ時代の環境配慮とアフターコロナでの人手不足問題を解決するアッセンブリー事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市南区 株式会社茶の環 8240001005314 家庭や仕事場で気軽に楽しむ新形態抹茶飲料商品の開発・販売 合同会社ＲＹＤＥＥＮ

中国 広島県 広島市西区 株式会社フォーデック 6240001014085 ＬＩＮＥを用いた学校用品注文プラットフォーム事業の開発 株式会社　Ｇサポート

中国 山口県 光市 七輪焼ホルモンえび壽 キッチンカー導入で待つスタイルから出向くスタイルへ！ 光商工会議所

中国 山口県 山口市 株式会社しんじゅサービス 6250001013549 回送業務の強みを活かしたトラッククリーニング事業の創出 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 株式会社ユキテクノ 1250001006549 緊急時にも機材をもちこみ即時修復が可能に、油圧ホース加締加工事業への本格参入計画 西中国信用金庫

中国 山口県 周南市 株式会社Ｖａｖａｉｒａ　Ｊａｐａｎ　Ｃｏｓｍｅ 1250001016110 ライブコマースをきっかけにした新たな顧客ニーズに応えるＩＴ事業業態 光商工会議所

中国 山口県 下関市 合同会社ＧＵＴＳ 3250003002180 既存事業で培った人脈を活用した、新たな顧客獲得のためのシミュレーションゴルフ事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 株式会社キョーユー 1250001007068 頻繫な内容変更ニーズにフレキシブルに対応するため屋外広告物を自社製造 西中国信用金庫

中国 山口県 山陽小野田市 ハンバーグレストランＺＥＮ ハンバーグレストランからラーメン屋への業態変更 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 式祭リース株式会社 9250001015369 コロナに負けない免疫力！黒にんにくとジャンボ黒にんにくの製造と販売 溝田　修司

中国 山口県 山口市 遊食酒家がまぐち 外食から中食へ、高級食パンの製造・販売による新分野展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 かくれ厨房福まろ ラーメン店参入による居酒屋営業依存からの脱却 萩山口信用金庫

中国 山口県 周南市 共栄産業株式会社 5250001008756 畳加工×木工技術による「魅せる耐力壁」の開発、下請け業者から元請け業者への業態転換 株式会社シャイン総研

中国 山口県 防府市 タックル株式会社 6250001018977 飲食業者の不動産業への展開による地域と企業の相乗発展創出事業 防府商工会議所

中国 山口県 萩市 株式会社ハッピーわん 1250001018437 動物福祉に配慮したペット用品の開発販売卸事業への業態変換 萩商工会議所

中国 山口県 山口市 いさむや第一交通株式会社 4250001000904 タクシー利用者と習い事業界に貢献する子供限定の乗合サービスの取組み 合同会社バリューアップ

中国 山口県 周南市 株式会社藤吉 3250001009236 老舗ふぐ料亭のチャレンジ、福を呼ぶ長寿、縁起物ギフト事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 萩市 株式会社柚子屋本店 4250001008006 コロナ回復期の地域活性化に貢献。飲食店出店による新分野展開 萩商工会議所

中国 山口県 下関市 株式会社ウェイズ 7250001016831 デリバリーとテイクアウトに特化した飲食事業で売上回復 市竹　敦
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中国 山口県 周南市 株式会社ブリッジ 5250001017096 車両に記録された事故記録情報を活用した事故履歴証明 北野　孝志

中国 山口県 周南市 徳山総合ビジネス専門学校 県内初！外国人や地域住民が集い交流できる場となる地域コミュニティの創出 中田　哲也

中国 山口県 山口市 入交電設株式会社 4250001000045 ドローンを活用した減災事業 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 下関市 合資会社三池屋 4250003000530 和菓子のスキルを活かした餅米製品等の製造販売の構築。 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 株式会社紅石 6250001006305 オリジナルキャンプ用品製造販売による新規売上の増進 下関商工会議所

中国 山口県 下松市 株式会社寅 9250001016953 テイクアウト専門に特化した自社商品製造と非対面式販売チャネル構築 株式会社広島銀行

中国 山口県 下松市 株式会社朝日食品 2250001015549 山口県初！焼肉用和牛等の自動販売機を活用した販売による事業再構築 株式会社西京銀行

中国 山口県 岩国市 有限会社ジープロジェクト 3250002018104 コロナ禍で影響を受けなかった、個室型リラクゼーションサロンの運営 株式会社広島銀行

中国 山口県 山陽小野田市 合同会社らいち 4250003000431 飲食店経営で培ったホスピタリティで児童発達支援事業への新展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 山口県 山口市 山本重機運送有限会社 5250002006354 「インフラネットワーク強靭化に向けた道路工事業界への進出」による事業再構築 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 防府市 有限会社周防ビル 3250002003139 モール型ＥＣサイトを利用したサービスの提供 株式会社もみじ銀行

中国 山口県 周南市 有限会社山陽工事 7250002016624 ＩｏＴ技術を用いたプラント用スマートタンク製作事業へ進出 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 ナインバレー株式会社 6250001017871 コロナ過にて宿泊施設が消滅した秋吉台エリアで地域復活グランピング事業 萩山口信用金庫

中国 山口県 周南市 株式会社ヤマカタプラスチック 4250001010671 半導体洗浄装置架台製作による事業再構築 株式会社山口銀行

中国 山口県 周南市 株式会社リュウト 8250001015246 高性能工作機械導入における部品加工分野への事業を再構築 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 有限会社長州テクノス 1250002000996 ＩｏＴ×型枠加工製造＝職人に依存しない自動型枠加工製造業 萩山口信用金庫

中国 山口県 萩市 株式会社サン精機 1250001008025 複合加工機の導入による、食品加工機器の部品製造市場への進出 山口県中小企業団体中央会

中国 山口県 岩国市 株式会社味村鉄工所 2250001011119 ビード除去装置の製造による事業再構築 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 山西水産株式会社 6250001006494 独自水産加工技術で魚介類販売業から惣菜製造業への挑戦 下関商工会議所

中国 山口県 光市 三和工機株式会社 6250001010224 ものづくりソリューションセンター稼働における事業再構築 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 株式会社ヨシヤ 4250001002727 薬局向け調剤用設備・機械・器具・システムの製造販売 株式会社もみじ銀行

中国 山口県 下関市 はまの宝石株式会社 4250001006174 宝飾品の製造小売業に参入しニーズに応えながら売上Ｖ字回復 市竹　敦

中国 山口県 宇部市 ミツヤ工業株式会社 6250001003632 産業廃棄物の中間処理業務の実施 株式会社西京銀行

中国 山口県 光市 西峰テクノス株式会社 4250003001009 半導体製造装置における水処理装置の量産事業の進出のための　最新設備導入と技術者用リモートコミュニケーションツールの開発 株式会社広島銀行

中国 山口県 下関市 合同会社ＮＢＯ 7290803002728 コロナ禍のＥＣ事業の進化と旅行需要を取り込む韓国スーパー出店 吉田　宙

中国 山口県 下関市 ふじや旅館 旅館、宴会サービスの廃止に伴う、超小規模複合施設への転身 山口県商工会連合会

中国 山口県 熊毛郡田布施町 田布施工業株式会社 6250001012716 エレメントエアークーラー生産による新分野展開 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 株式会社リクチコンサルタント 4250001000854 「環境ＤＮＡ調査事業」による事業再構築 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 池田工業有限会社 4250002007568 コンクリートがらの再資源化による地域内リサイクル循環への貢献 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 熊毛郡田布施町 中神自動車工業株式会社 7240001023630 射出成形機導入による量産事業への新規参入 株式会社広島銀行

中国 山口県 岩国市 日栄興業株式会社 3250001011555 立坑構築機導入による再構築事業 株式会社山口銀行

中国 山口県 下松市 三友鋳造株式会社 6250001009497 横中ぐりＣＮＣフライス盤導入における事業再構築 株式会社山口銀行

中国 山口県 宇部市 フークル株式会社 9250001004009 日本初上陸となる台湾の人気店をＥＣ・店舗同時に展開してＶ字回復 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 アプリケーションラボ ＩＴフリーランスのステップアップおよび共同で受注できるプラットフォームづくり 西中国信用金庫

中国 山口県 下関市 アモルファミリー株式会社 4250001017469 美容業ノウハウを活かしたファミリー向け貸切フォトスタジオの運営 株式会社西京銀行

中国 山口県 下松市 株式会社ミツヤ 1250001015277 レーザークリーニング技術を活用した産業用機器メンテナンス事業への展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 有限会社大正館 4250002016684 学生向け生活費支援型下宿サービスで新事業と飲食業の売上拡大 株式会社山口銀行

中国 山口県 宇部市 有限会社南口商店 7250002005362 新たな価値を生み出すことによる、地元水産物の販路拡大 西中国信用金庫

中国 山口県 萩市 株式会社時守 7250001016609 土工工事業から災害に強くデザイン性の高い長く住み続けられる家の建売事業への転換 松本　唯明

中国 山口県 美祢市 美祢スバル有限会社 3250002007486 カーリース専門店の新規出店によるリソースの最適化と地域への経済的波及効果 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 萩市 株式会社藤井企画 4250001008385 業界革新！ｗｉｔｈコロナ時代のサステナブル美容業界をリードする美容室開設 株式会社西京銀行

中国 山口県 防府市 有限会社清水銘木店 5250002003995 オンライン（ＥＣ）を活用した、高付加価値商品の販売計画 株式会社西京銀行

中国 山口県 防府市 クラウディア有限会社 6250002002823 日本から歯科技工士がいなくなる問題をチャンスと捉えるデジタル技工所への転換 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 ＡＳ　Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 5250001017344 フレキシブルなフォトスタジオを活用したリモートフォトウエディング事業への展開 株式会社いたひら経営支援事務所

中国 山口県 光市 株式会社サムシング 6250001010901 無人運営可能な個室型ゴルフスタジオの展開による事業再構築 合同会社Ｇ＆Ｎ

中国 山口県 周南市 株式会社鹿野村プランテック 5250001010448 ＦＡ／ロボット　中・大型汎用ハンドリング装置に関する事業再構築プロジェクト 齊藤　啓太

中国 山口県 山口市 株式会社佐藤商会 6250001000233 探求型・次世代創世学びの広場の開設による事業再構築 株式会社いたひら経営支援事務所

中国 山口県 下関市 株式会社畑水産 2250001006168 下関南風泊地域における河豚関連商品の新たな需要機会の創造と経済的波及 株式会社西京銀行

中国 山口県 美祢市 美祢葬祭有限会社 2250002007479 移動式火葬炉を利用した地域住民への身近なペット葬祭の提供 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 防府市 株式会社ダイモン 4250001002082 新工法の活用による、市場拡大が見込まれる中小口径管更生事業への進出 株式会社山口銀行

中国 山口県 長門市 株式会社ナカヤ 5250001008203 「ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ」山口の海の幸せ事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 山本自動車 エーミング事業への参入による収益力の向上 西中国信用金庫

中国 山口県 防府市 株式会社サンオート山口 6250001001982 住みよい街づくり　ロードサービス事業による事業再構築 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ＢＬＡＳＴ 6250001016502 自動車整備工場整備による中古車小売業とのシナジー最大化計画 はら経営株式会社

中国 山口県 下松市 有限会社フジタ 3250002015910 店舗及び高齢者宅等の訪問での非接触型検眼・メガネ販売事業の展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 岩国市 丸兼食品株式会社 9250001011665 果実類や野菜類を使用した新規性のある氷菓及び飲料の製造事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 東洋ボデー株式会社 7250001009109 自動車業界変革に対応した先進技術対応型自働車整備業への事業再構築 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 株式会社高田 7250001016749 オリジナルのコーヒーやリキュールを使用した高付加価値チョコレートとパンの製造・販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ
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中国 山口県 防府市 有限会社セクト 2250002003148 多角化による店舗運営効率化と事業間送客を可能にするトータルサロン化 株式会社西京銀行

中国 山口県 柳井市 セイルドオーシャン株式会社 5250001018937 フードアミューズメントパーク＆ホテルズへのリニューアル計画 株式会社山口銀行

中国 山口県 光市 冨士機工株式会社 2250001010319 設備工事の人員不足を助ける加工製品の販売 合同会社ＲＹＤＥＥＮ

中国 山口県 山口市 株式会社マイルーム 9250001001823 男女の動線・部屋の区分によるプライバシー配慮とコロナに対応した非接触型セルフ脱毛サロン事業 株式会社いたひら経営支援事務所

中国 山口県 下関市 株式会社ナカハラプリンテックス 2250001006069 オーダーメイド型デコレーションシール事業 株式会社山口銀行

中国 山口県 熊毛郡田布施町 柴原運輸有限会社 9250002020120 既存事業におけるシナジー効果を活用した重量物倉庫事業への進出 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 株式会社ＴＦＤ 2250001018824 配食事業と御用聞きビジネスを融合させた地域密着新サービスの提供 税理士法人ＹＣＡ

中国 山口県 周南市 有限会社福田フルーツパーク 6250002015263 滞在型観光推進へ。ＲＶパーク＆グランピングおよびナイトコンテンツ「森イルミ」の整備 株式会社山口銀行


