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事業再構築補助金　第5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

エリア名 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 鳥取市 株式会社くじらじま 4270001006362 地産地消、鳥取県食材にこだわった洋菓子店による地ワイン及び新商品販売への挑戦 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中国 鳥取県 米子市 合同会社ＴｈｅＥｄｕｃｅＬＬＣ． 3270003000323 強みである英語教育を提供できる児童発達支援事業への新分野展開 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

中国 鳥取県 境港市 有限会社板倉博商店 7270002008990 店先実演販売による魚介類の普及促進 株式会社アルマ経営研究所

中国 鳥取県 鳥取市 有限会社叶オート 1270002000516 先進安全自動車（ＡＳＶ）技術を支える新たな整備業態への転換 鳥取県中小企業団体中央会

中国 鳥取県 米子市 株式会社クリエイティブサポート 4270001004440 地域の誰もが幸せを感じる「居場所」を提供するカフェ事業 米子信用金庫

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社タウン建設 7270001005592 居心地の良い居住空間に庭を中心としたライフスタイルの新提案！ 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 東伯郡琴浦町 くらみつ自動車工業株式会社 1270001006753 整備ノウハウを活かした大型自動車整備事業参入による新分野展開 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 倉吉市 松風荘旅館 ｗｉｔｈ・ａｆｔｅｒコロナ時代の新たなペット同伴宿泊サービスの提供 平田　千晴

中国 鳥取県 東伯郡琴浦町 有限会社木本自動車 2270002009457 法定点検と関連サービスの導入によるワンストップサービスの確立 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 鳥取市 有限会社鳥兼 6270002001534 「鳥」のプロの目利きによる新たな鳥料理開発とテイクアウト分野への挑戦 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 米子市 有限会社京都屋 4270002005743 山陰の魅力を発信。ネット広告時代のニーズにあった「映像制作＋情報発信」事業 米子商工会議所

中国 鳥取県 八頭郡智頭町 株式会社楽粹 3270001002305 発芽大豆の新分野を開拓！　工場直営出来たてスイーツ店の開業 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 東伯郡湯梨浜町 一般社団法人ＳＯＲＴＥ 7270005005390 地元農家のサツマイモを使用した飲食店舗の新規開業、食品の製造販売 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 倉吉市 パープルタウン株式会社 2270001005291 ウィズコロナ時代の新たなＳＣスタイルを築くナチュラルパーク化計画 株式会社　ＱＵＯＮ

中国 鳥取県 西伯郡大山町 小林観光ブルーベリー園 風景と味で楽しむ「ブルーベリー農園カフェ」による売上向上計画 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社光商会 1270001000640 エクステリア用品の展示場新設による業態転換　新しい買物体験と快適な暮らしを提供 山田コンサルティンググループ株式会社

中国 鳥取県 米子市 株式会社ＪＴＹホテルマネージメント 7270001004388 新時代対応！名湯・皆生温泉付ワーケーション施設運営による新展開 米子信用金庫

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社鳥取砂丘会館 5270001001024 材料・人材・品物・地元にこだわる隈建築の鳥取砂丘ランドマーク 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 東伯郡湯梨浜町 株式会社カーサネット 4270002010891 千年島の宿に東郷湖を望む、個室露天風呂＋ＩＣＴ環境による業務型ワーケーション事業 株式会社　ＱＵＯＮ

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社ムーブ 9270001000773 大型デジタルサイネージを活用した新しい地域メディアの創造 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社コントラクト 4270001007336 鳥取はわい温泉ドッググランピング事業 鳥取信用金庫

中国 島根県 益田市 日新建設株式会社 2280001005084 ＩＣＴ工事を目指したドローン練習場の開設 日本海信用金庫

中国 島根県 浜田市 有限会社マキインターナショナル 2280002009407 ビュッフェから、自家製野菜を使用したカジュアルイタリアン＆移動販売事業への再構築 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 松江市 ＡＡＯ株式会社 9280001006340 大衆居酒屋から和食料亭とクラフトビールバーへの新分野展開 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 安来市 株式会社アスタス 7280001002416 高齢化先進地域で行う家庭向けレスキューサービス 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 株式会社ＦＵＬＶＵＭ 1280001007420 女性販売員を活かしたホスピタリティ警備員による事業再構築 島根県商工会連合会

中国 島根県 松江市 株式会社イノコシオープンシステムズ 5280001002244 非常用発電機の負荷試験点検業務と消耗品の交換事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 島根県 出雲市 有限会社伊藤石油 9280002005143 次世代自動車への転換期に、ガソリンスタンドが向かう新分野『車のガラスコーティング事業』 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 昭和酒場一番星 ランチ・テイクアウトのうなぎ専門店開業による事業再構築 出雲商工会議所

中国 島根県 出雲市 有限会社日成プラスター 3280002007343 建設業界に貢献する安全確保に向けた杭抜き工事体制の構築計画 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 武永印刷株式会社 1280001003832 山陰地方ニーズに応えるため印刷物の自動封入・封緘事業へ転換を図る 株式会社島根銀行

中国 島根県 邑智郡邑南町 株式会社食彩工房邑悠 4280001007376 廃棄される野菜端材を救う惣菜・弁当製造業への参入 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 勝部建材有限会社 7280002005335 自社遊休地を物流センターとして活用する事業再構築 株式会社島根銀行

中国 島根県 浜田市 有限会社末広ビル 4280002008456 ビジネスホテルの一画を利用した個室サウナ事業への参入 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 江津市 リペアコート ＤＰＦマフラー洗浄サービスによる当社付加価値向上とＳＤＧｓへ挑戦 日本海信用金庫

中国 島根県 出雲市 桃源洋菓子工房リール 洋菓子のノウハウを活かしたパン製造と卸販売事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 松江市 曽田楼 創業１５０年の鰻料亭が事業転換！新商品「海老ファイヤー」で圧倒的差別化を図る 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 有限会社草谷 2280002006552 ウェディング事業の付加価値を拡大するため宿泊事業へ新規参入 渡部　剛史

中国 島根県 出雲市 株式会社井ゲタ醬油 4280001003053 山陰地方初のソース製造販売事業の開始 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 浜田市 株式会社ライト 1280001004450 ＩＣＴ建機とスマート省力機器による中山間地域課題解決推進事業 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 浜田市 浜田土建株式会社 3280001004382 働く遊ぶ暮らす　ここならではを自分らしく味わう一棟貸切型旅館 日本海信用金庫

中国 島根県 松江市 デコレ株式会社 9280001006514 宍道湖畔で至高のリラックスと仕事を実現する新しいウェルビーイング複合施設事業 長谷川　浩之

中国 島根県 隠岐郡隠岐の島町 有限会社木村屋 1280002010902 工場と店舗を新築して行うパン店のイートインカフェ及びネット販売事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 益田市 ピッツェリア　ダ・ナポイ ドライブスルー店舗建設移転事業 竹内　優機

中国 島根県 仁多郡奥出雲町 株式会社まるきょう 3280002011683 クルマ頼り田舎人へ健康ライフを！経歴と立地を活かす２４時間カジュアルフィットネス 長谷川　浩之

中国 島根県 浜田市 有限会社江木蒲鉾店 1280002008137 冷凍赤天の新規製造販売及びＥＣ機能付きＷＥＢサイト構築 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 株式会社ペンタスネット 8280001000006 プリントマネジメントサービスに付加価値を与える「Ｒｅｍｏｔｅ　Ｐｒｉｎｔｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ」 株式会社りそな銀行

中国 島根県 益田市 五共木材株式会社 9280001005004 丸太製材から木製梱包製品の製造への新規展開（一貫生産体制の確立） 益田商工会議所

中国 島根県 松江市 山陰産業有限会社 5280002000916 設計部門への業務拡大による下請加工からの脱却 松江商工会議所

中国 島根県 隠岐郡隠岐の島町 株式会社前川商会 3280001005430 ふるさと隠岐発のウィークリーマンション「勝馬屋の里」建設事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 浜田市 有限会社ホテル松尾 1280002009011 創業１００年を迎えた老舗ホテルが作る、冷凍惣菜や冷凍弁当 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 株式会社アイビー 2280001002569 レーザー加工機設計・製作技術を応用した受託加工事業への展開 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 株式会社松江テクノサービス 7280001002515 島根県が指定する松江市橋南地区建設残土リサイクルヤードの開設 株式会社島根銀行

中国 島根県 安来市 株式会社ひろせプロダクト 6280001002482 量産可能かつ安価なＭＡＤＥ㏌ＪＡＰＡＮ　の“竹製歯ブラシ”を新発売！ 株式会社鳥取銀行

中国 島根県 松江市 有限会社桃仙閣 6280002001533 老舗中華料理店が地元島根の食材を活かし地域活性化に挑戦する日本料理への転換 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 鹿足郡津和野町 香味園上領茶舗 ローカル茶の卸・小売業から地方と世界を繋ぐ体験型観光事業へ 島根県商工会連合会

中国 島根県 松江市 株式会社ひらぎの 6280001000602 スマートハウス展示場新設とデジタル技術導入による販売方法の革新とＳＤＧｓ推進への貢献 株式会社山陰合同銀行

中国 岡山県 総社市 株式会社Ｘｉｓｔ 4260001026403 完全個別対応　動画クリエイター育成スクール事業 株式会社トリプルバリュー

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社名玄 6260001006576 ポストコロナ時代を見据えた新業態への進出とテイクアウト需要の取り込み 税理士法人久遠

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社Ｄ＆Ｃコミュニケーションズ 4260001033515 大豆を主成分とした犬用おやつの企画開発と販売計画 村川　博之

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社インターナショナルリレーション 1260001009393 アパレル販売の強みを活かしたハイブランドのゴルフウエア専門店への新分野展開 吉田　正人

中国 岡山県 勝田郡勝央町 あかりあん 日本そば店が取組む縁起物のニーズを捉えた「七福鯛焼」の製造・販売事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 ボーンヘルスケアジャパン株式会社 7260001029287 オンラインカウンセリングができるＥＣサイトの導入 上吉　隆一

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社清代 3260002034249 焼肉店から個室スイーツバーへの新分野展開 上吉　隆一

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社トム・トム 8260001033627 最新の脱毛機器を使った男性脱毛およびキッズ脱毛 村川　博之
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中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＲＥＥＦ 8260001033610 中四国最大級フードホールへの新店舗出店と新商品提供による事業再構築 株式会社ビー・エム・サポートプラス

中国 岡山県 倉敷市 冨士精版印刷株式会社 5260001014662 紙製ディスプレイ並びにアクリル製品の製造による売上確保と既存製品の販売促進 森下　勉

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ルコルト 6260001030980 スーツの仕立て屋からサステナブルなものづくりへの転換 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 もんたわ鍼灸整骨院 鍼灸整骨院が犬の介護予防事業に新規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 高梁市 おしゃれのいとう ウィズコロナへの対応と相乗効果を生む新サービス開始での事業再構築 高梁商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 合同会社ＣＯＺＹ　ＳＴＹＬＥ 3260003001834 体と環境に優しい地域資源活用石けんの製造でＳＤＧｓ対応企業への業種転換 岡山商工会議所

中国 岡山県 津山市 株式会社對馬 8260001032653 外食産業市場から製造小売市場への参加計画 税理士法人ゆびすい

中国 岡山県 真庭市 水島ギャラリー 日本名水百選「塩釜の冷泉」で作るもちもち自家製麺のテイクアウト・ＥＣ販売事業の開始 水島信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社多田博光酒舗 2260001004187 老舗酒屋が社屋を改装し一般消費者に向けた小売業に挑戦 上吉　隆一

中国 岡山県 岡山市北区 ビジネスセンター岡山株式会社 1260001005566 岡山をソフトウェア開発拠点とした新しいニアショア開発サービスの提供。 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 和気郡和気町 株式会社太陽コーポレーション 6260001021889 大規模なメダカ村を建設し、ネット通販の収益改善と地元雇用の確保を目指す。 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 幸喜 大量受注にも対応可能な弁当テイクアウト事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社プロメタ 9260001034343 売上とコミュニケーションを回復する新市場へのテイクアウト事業 岡山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ＳＰＹ 5260001016502 コロナ禍で獲得した独自技術ブランドのアイテム拡充と直営店設置 児島商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 日本交通教育サービス株式会社 9260001016779 自動運転ロボットの教育サービス事業への新分野展開 株式会社伊予銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ウエニシ 4260001008756 都市部の難箇所・狭隘地に特化した「杭抜き工事」事業 税理士法人きび合同会計

中国 岡山県 倉敷市 讃岐うどんかわはら うどん店から食品製造卸売への転換による、冷凍うどんの卸売り、通信販売事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ケルン 2260001023583 金属屋根の裏面腐食解消による長期優良住宅の実現 岡山商工会議所

中国 岡山県 岡山市南区 グッドラック・プロモーション株式会社 6260001011444 携帯アプリによる　チケット販売・チケットレス化による業態転換 有吉　奈津子

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＬＵＧＺ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 9260001033972 無添加でヘルシーなえびめし用ソースの販売事業 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 岡山市南区 リアライブ株式会社 4260001032921 ポスティング事業からリフォーム業者の紹介サービス業への挑戦 おかやま信用金庫

中国 岡山県 総社市 ソアークロージング ソアークロージング　カフェ併設店舗販売への挑戦 総社商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社雪上工業 1260001029185 解体業者からＥＣ小売販売業への新分野展開～古民家解体で発生するリユース品を活かしたＥＣ販売の展開～ 税理士法人久遠

中国 岡山県 倉敷市 有限会社カーライフフジワラ 8260002017281 次世代自動車に対応した指定自動車整備工場を新たに稼働させ業務効率化を図る 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 有限会社エス・ティー・ケイ 8260002013140 環境に配慮した事前分別を可能とするビジネスモデルの構築 株式会社香川銀行

中国 岡山県 岡山市北区 学校法人アジアの風 9260005008921 ４か国語に対応した介護福祉士合格サポートアプリの開発と販売 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 Ｌｕｌｕ セルフで痩せる体づくりを学ぶ美容接骨スクール事業 岡山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 ダブアンドオリーブ ＶＲ動画コンテンツのワークショップの開催による新分野展開 倉敷商工会議所

中国 岡山県 総社市 株式会社光畑設計 2260001017404 多目的敷地内小屋「秘密基地‐絆」のセルフビルド支援事業開始 総社商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 ユイ・コミュニケーション・ラボ株式会社 1260001029763 動画撮影特化型スタジオで地元岡山を元気にするプロジェクト 総社商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 六花園 岡山県産のフルーツや牛乳を活用したテイクアウトのソフトクリーム専門店 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社チューメックス定金 4260002006445 岡山県内唯一のアルマイト事業への新分野展開～半導体及医療機器など精密機器需要拡大に伴うアルミニウムメッキ処理需要への対応 株式会社中国銀行

中国 岡山県 総社市 ボンボン カフェを併設したベーカリーによる新分野展開 須山　淳

中国 岡山県 津山市 有限会社ビッグアップル 4260002029215 津山地域を元気にするエステティックサロン 津山商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社アクアプラスデザイン 1260001035497 パパと息子を対象とした異空間高級理髪店 大倉　宏治

中国 岡山県 岡山市北区 オフィスタカ 障害者が輝く社会を創る高品質コーヒードリップパック販売事業 岡山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 株式会社たけまる 6260001029841 蕎麦屋が挑戦する！食とアートのカフェレストラン 税理士法人シナジー

中国 岡山県 玉野市 有限会社玉野重機 6260002033025 建設現場での故障対応サービス・たまのホースサポートサービス 玉野商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社岡山ファイナンシャルプランナーズ 1260001016423 岡山県の住宅業界向けＦＰ育成事業『ＦＰ育成塾』 岡山商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社ＨＡＹＡＳＨＩ　ＣＲＥＡＴＩＶＥ 2260001030563 相乗効果を生かしたｗｉｔｈコロナ対応型飲食業への業種転換 株式会社中国銀行

中国 岡山県 総社市 有限会社ＷＪＴ 5260002023910 移動販売事業のスタートアップを後押しするキッチンカーモールの運営 総社商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社フリカド保険事務所 2260001005937 不動産事業への展開による従来事業の拡充 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社シファカ 9260001023973 焼菓子製造業並びに専門店オープンによる新分野展開事業 岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 総社市 有限会社シンカ 6260002023744 自動車業界向けの中子の製造から工場設備用のポンプ製品用の中子製造への新分野展開 株式会社シェアードバリュー

中国 岡山県 倉敷市 有限会社倉敷マツヤ 2260002017782 ラーメン店による新設備での新メニュー「鯛めし弁当」のテイクアウト販売 株式会社広島銀行

中国 岡山県 総社市 共和電器株式会社 6260001015874 高齢者・子育て世帯のためのスマートホーム化事業への新分野展開 総社商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 真田電気設備株式会社 3260001010572 瀬戸内の魅力を発信するアウトドア施設のショールームの構築 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ボイス 2260001032048 配信録音オンラインに特化した映像・音楽一体型の収録配信事業の展開 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社エイトヴィジョン 1260001032313 動画制作技術を活用した「スタジオ型スクール」の運営 二垣　幸広

中国 岡山県 苫田郡鏡野町 イコール株式会社 6140001037534 珈琲の香りで和む癒しの奥津温泉～温泉珈琲ではじまる湯のまちづくり～ 大倉　宏治

中国 岡山県 倉敷市 株式会社のんのん 1260001014410 瀬戸内名物児島のタコを使った手作り冷凍お好み焼きのネット販売事業展開 児島商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 スズカコーポレーション株式会社 6260001008977 今後の都市開発に順応した、解体工事及び小規模好循環リサイクル事業へ取り組む 谷口　康平

中国 岡山県 玉野市 八十八家本店有限会社 1260002033145 中華まんの美味しさを広めます！製造業へ業態転換し量販店での販売に挑戦！！ 玉野商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ノーエルディーケー 8260001027034 富裕層向けのラウンジを備えたシミュレーションゴルフ事業 笠岡信用組合

中国 岡山県 総社市 エル・ガルディ株式会社 1260001000914 注文紳士服販売から、総合衣服リフォーム業への新分野展開 村上　亮

中国 岡山県 岡山市南区 又吉総合設備株式会社 3260001028937 コロナ禍の中、飲食業のトータルサポートを全うできる店舗の構築 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＡＣＴＩＶＥ 4260002009068 アスベスト除去・解体工事の社内化・新工法用機器導入による生産性・収益性向上 株式会社商工組合中央金庫

中国 岡山県 津山市 有限会社津山塗装 1260002028871 塗料のオーダーメイド調色製造と販売による新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 苫田郡鏡野町 株式会社入木石油店 7260001019552 燃料油の配送専門拠点及びデジタル技術の活用による新事業構築 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社Ｆ－ｓｔｙｌｅ 1260001030011 ツアープロレッスン付きインドアゴルフ練習場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 美作市 株式会社粟倉電機製作所 6260001023134 金属精密プレス加工事業開始による事業再構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 笠岡市 株式会社スズキランド笠岡中央 7260001024833 貨物自動車を中心とした中型・大型車トータルメンテナンス事業 笠岡商工会議所

中国 岡山県 瀬戸内市 有限会社瀬戸内興産 2260002032526 介護する側にも配慮した介護脱毛専用サロン開業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社阪神総商 1260001030226 ニューノーマル社会に適応した「寺院連携型の小規模葬儀」事業への変革 堀江コンサルティングオフィス株式会社

中国 岡山県 岡山市北区 ＲｅｄｅａＳｔａｃｋ株式会社 7260001029592 ｅスポーツ施設事業参入による事業再構築 税理士法人アライズ
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中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ｒｅ　ｓｔｏｒｅ 6260001024512 瀬戸内の地元食材とソムリエ人材を活かすコロナ対応型宿泊施設への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 和気郡和気町 有限会社豊和コンクリート 6260002031152 イチゴの６次産業化への新分野展開による経営体制の構築 備前日生信用金庫

中国 岡山県 玉野市 有限会社ナチュレ・ファーム瀬戸内 8260002033072 猫や犬と一緒に遊べる施設の新設による新規顧客の獲得 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 美作市 有限会社正和工業所 1260002030803 溶接工程のＤＸ化で生産性を向上させ、技術承継・成長促進につなげる 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 前田家具製作所 プロ向け家具のリメイク講座とシェア工房開設による新分野展開 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社インターラボ 7260001009215 既存事業とのシナジー効果を最大限活用したフルデジタル「刻印・プリントサービス」の新事業展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 笠岡市 株式会社Ｆａｒｍ　Ｌｕｃｋｙｈｏｎ 8260001033692 酪農家による自社の生乳と地域産品を活用したジェラート店事業 笠岡商工会議所

中国 岡山県 備前市 株式会社長崎鉄工所 6260001021641 アルミ加工用高速形状加工機による次世代車両部品製造事業参入 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社テイクス 6260001011080 ＩＣＴ建機の活用による大規模施設の造成工事受注体制確立 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市東区 ベーシック印刷株式会社 7260001009339 廃プラ削減と商品買上率の向上に貢献するＰＯＰ印刷紙器の製造 株式会社香川銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社大森鋼材店 9260001001500 ステンレス鋼材を中心とした食品製造・医療機器製造等の産業機械部品の１次加工への進出 シェアビジョン株式会社

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社ＥＳＴＩＬＯ 5260001031971 岡山県下初のカーコーティング専門店への事業転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 岡山県 倉敷市 北陽商事株式会社 5260001016485 オリジナルハーネス製造の新展開による高付加価値製品の提供 水島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 サンヨーマイカーセンター株式会社 9260001013363 事業再構築を図る！ＥＶ新規事業の開始と売上Ｖ字回復計画 株式会社フォーバル

中国 岡山県 井原市 鳥越紡機株式会社 8260001018289 半導体デバイス製造用精密コーティング装置の製造販売 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 三協紙工有限会社 5260002004349 紙加工で培ったレーザー加工技術力を活かした新分野への挑戦 株式会社ＣＡＰ　コンサルティンググループ

中国 岡山県 岡山市南区 みらいフーズ株式会社 9260001006672 廃棄食品を有効利用！食品ロスを減らしＳＤＧｓ貢献を目指した新事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 津山市 仁木鉄工株式会社 4260001020091 鉄骨資材製造業者が取組む事業規模拡大に向けた事業再構築 多田　やす子

中国 岡山県 笠岡市 有限会社さかもと 8260002025086 廃棄ロス０のＢｔｏＣ向けオーダー家具雑貨小売とオンラインワークショップ事業展開 玉島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 有限会社大久保鉄工所 6260002016938 新型横中ぐりフライス盤の導入による新たな加工技術の確立 株式会社中国銀行

中国 岡山県 備前市 甲矢工業株式会社 2260001021521 大型建築物件の要請に対して、自動化による生産方法の革新事業 備前日生信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社岡山ツーバイ工業 3260002013640 うどん粉ブレンド食パンの本格製造販売を行う新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社モリ・フロッキー 5260001015033 ＡＲやＷＥＢデザインなど先端的ＩＴを活用！被服印刷企業の挑戦 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ビィーティーエス 9260001008669 暮らしを彩り、ＳＤＧｓに貢献する住宅リフォーム事業への新規参入 有限会社クリエイティブコンサルタントグループ

中国 岡山県 岡山市中区 オージー技研株式会社 1260001001417 ＩＣＴ活用介護ロボット開発のラボ構築で介護有効性・効率性向上 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 合同会社佐藤プランニング 8260003001276 鳥の目と虫の目の融合による広域森林計測事業への新分野展開 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 倉敷市 株式会社エバーグリーンエクステリア 9260001026893 遊休資産を活用した星空保護区の地域一体型グランピング施設 水島信用金庫

中国 岡山県 久米郡久米南町 株式会社スターロイ 2260001019854 超硬工具専業メーカーから脱却し、新たに大型精密産業機械製造に挑戦する取組み 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 ＹＧ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 2260001024763 『産業廃棄物中間処理業』への進出による「新分野展開」事業 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 岡山市北区 合同会社ビアガーデン下松 7260003002457 ビアガーデン営業から山口県特産品フグの加工・通販事業への新分野展開 株式会社西京銀行

中国 岡山県 総社市 株式会社キャトワ 3260001015869 当社の強みを生かした人工大理石のリサイクル事業への新規参入 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 倉敷市 ＣＡＦＥ　ＢＲＩＤＧＥ 自家焙煎珈琲豆の製造販売とリトリート空間の提供 吉備信用金庫

中国 岡山県 高梁市 株式会社勇成建設 9260001024352 産業廃棄物収集運搬事業（積替え保管あり）による地域貢献リサイクル事業 備北信用金庫

中国 岡山県 玉野市 株式会社福森商会 5260001022442 アーキュレートダンプトラックによるトンネル掘削工事の効率化とそのメンテナンス 税理士法人ＦＩＡ

中国 岡山県 倉敷市 株式会社光輝 1260001028088 インフラメンテナンス分野における足場仮設工事の新規事業開始 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社日ノ出化工 1260001015697 環境問題の廃棄プラスチックのリサイクル加工分野への新展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社安田精米 5260002010173 「精米ＨＡＣＣＰ取得・ロボット導入による生産性向上と販路拡大」 みどり合同税理士法人

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ミトラ産業 9260001031571 脱炭素社会の実現にむけた生産性を向上する最新認証工場の併設 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 総社市 有限会社早島金型 8260002023932 自動車部品向け金型加工技術を生かして化繊分野への新規参入 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 玉野市 株式会社大熊製作所 3260001022254 脱炭素化の発電設備改造にかかる部品製作のためのＮＣ制御横中ぐり盤の導入 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社石豊 9260001009502 体操五輪代表候補の人材の強みを活かす墓石販売業からスポーツ事業への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 小島鉄工所 アルミ素材部品製造へ展開し、地域小回りナンバーワン鉄工所へ おかやま信用金庫

中国 岡山県 総社市 有限会社アイ薬局 5260002023423 在宅医療のかかりつけ薬局およびオンライン服薬指導に特化した店舗運営 みどり合同税理士法人

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ブロック 3260001032666 『ハコ』からオーダ―メイドのキャンピングトレーラー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 倉敷市 株式会社フジテック 6260001030361 半導体製造装置向け部品の生産体制構築による新分野展開事業 株式会社ゼロプラス

中国 岡山県 玉野市 株式会社古松原建築設計事務所 6260001031748 建築家の「離れ」がホテルに 玉野商工会議所

中国 岡山県 総社市 株式会社エスケー 7260001015808 農機具から生活雑貨へ、革新的なマスクフレームの開発・製造・販売 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 高梁市 株式会社小見山モータース 8260001018867 地域が抱える車両課題解決に向けた整備作業の内製化及び地域貢献に向けた新事業展開 岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 岡山市南区 Ｙ’ｓエンタープライズ株式会社 6260001025048 建設業から製造業への多角化戦略で収益力向上を目指す 笠岡信用組合

中国 岡山県 岡山市東区 備前発条株式会社 7260001005569 自動車部品メーカーからフレイル予防機器製造へ新分野展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市南区 新保電機工業株式会社 6260001003318 内製化による生産性向上でＥＶ向け部品業界に貢献 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

中国 岡山県 岡山市南区 小橋金造商店 独自リソースとデジタルを結集したニューノーマル対応セルフうどん店への事業転換 株式会社広島銀行

中国 岡山県 岡山市南区 ＴＲＡＮＳＣＥＮＤＥＲ株式会社 9260001028683 地域イノベーションの巻き起こす、全世代が活用できる　屋外型トレーニング施設の開発 株式会社四国銀行

中国 岡山県 倉敷市 有限会社山進工業 6260002021822 経験よりも精密な複合機導入により、ＤＸ化を進め新たな企業価値を創造する 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 岡山県農産物販売株式会社 6260001008366 ＪＡＳ有機酒米を主として保管する低温倉庫建設 税理士法人久遠

中国 岡山県 笠岡市 光陽産業株式会社 6240001030529 ＥＶ普及に貢献する新たなアルミ熱処理方法の導入 株式会社中国銀行

中国 岡山県 赤磐市 有限会社景山精密 6260002014974 マシニングセンタ導入による大型加工分野の進出 税理士法人久遠

中国 岡山県 津山市 サトミ紙工株式会社 7260001019800 大型デジタルカッティングシステムの導入による新規事業への挑戦 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市中区 三要電熱工業株式会社 7260001003052 総合ビル管理事業の人材と強みを活かす環境測定分析事業への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 総社市 有限会社ヒューマンテックヒカリ 3260002023953 鉄骨工事業からレーザー加工業への新分野展開 吉備信用金庫

中国 岡山県 加賀郡吉備中央町 株式会社吉備エヌシー能力開発センター 8260001007515 ±１℃の恒温環境下で作る高精度大型ロボットアームの製造 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 苫田郡鏡野町 有限会社新生電気水道設備 4260002029875 地元の観光産業を盛り上げる岡山県鏡野町初のグランピング施設運営事業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社南備 7260002007317 岡山産コーヒー豆の収穫、焙煎、ドリップを楽しめる観光農園の開設 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 服部興業株式会社 8260001005403 新たな３業種の複合店を開業し、燃料油に頼った収益構造からの転換を図る。 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社西建設 7260001014330 道路舗装施工に参入～循環型社会にむけた業態転換 高見　尚平
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中国 岡山県 津山市 菅田株式会社 5260001019645 ジュエリー・貴金属を循環させる持続可能な新たなビジネスモデルの構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 浅口市 洋菓子工房ベルジェ Ｂ　ｔｏ　Ｃ　から　Ｂ　ｔｏ　Ｂ　へ。洋菓子店から「飲食店向けパン生地及びジャムのＯＥＭ製造」への新分野展開 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 玉野市 株式会社アピック 3260001022147 分解整備の認証免許を取得し営業利益を向上させるための業種転換事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 ＣＩＥＬ株式会社 6120001163332 サウナ設備を導入し差別化した男性向けセルフ脱毛エステサービス事業の展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 有限会社ｅ－ｃｏｍ 3260002015538 ニット・プリントアイテム等のアパレル製品製造業への「業態転換」による事業再構築 岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ 3260001009301 「多様なスポーツを楽しめる場の創出」事業 おかやま信用金庫

中国 岡山県 赤磐市 株式会社引両紋 8260001012028 岡山県産のお茶×地元有名企業×非日常空間＝地産地消日本茶カフェ事業 笠岡信用組合

中国 岡山県 備前市 株式会社Ｆｅｒｍｅｎｔｏ 5260001031253 『伝統野菜と果物の無添加ジャム等加工品』開発・販売事業 備前日生信用金庫

中国 岡山県 浅口市 かも川手延素麺株式会社 8260001017935 オンリーワン技術を活用した「業務用長期保存半生めん」でＶ字回復 株式会社広島銀行

中国 岡山県 倉敷市 有限会社吉志 1260002017627 敷みらい公園からはじまるまちづくり　～おひとりさま時代の完全個室のプライベートフィットネスＦＯＵＮＤ～ 大倉　宏治

中国 岡山県 美作市 しらさぎ観光株式会社 4260001020785 ポストコロナを見据えた宿泊事業の新分野展開 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

中国 岡山県 真庭市 真庭環境衛生管理株式会社 4260001022823 地域のくらしを支え、地域の魅力を発信する「さいまやきステーション」創設による新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 都窪郡早島町 株式会社イドムクリエイト 1260001011309 コロナに負けない！おうち時間でグルメを楽しむ地産地消ベーカリー＆デリカテッセンＴＵＮＡＧＵ【つなぐ】 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社エイディエフ・アヤベ 7260001000727 一般消費者向けオーダーメイドガラス・オーダーメイド鏡販売サイト　「ガラスデパート　ｐｏｗｅｒｄ　ｂｙ　ＡＤＦアヤベ」の運 株式会社四国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ココロエ 9260001010633 廓建築「此ノ花」を再生した複合施設の運営 近成　彰彦

中国 岡山県 倉敷市 株式会社フリースタイルエンターテインメント 6260001027085 ライブハウス運営事業からライブのオンライン配信事業への転換 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社山田車輌 9260001015079 デジタルマーケティングのノウハウを活用したフィットネス事業の展開 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 真庭市 有限会社侘助 5260002034081 保養所を改修して、観光資源を活かせる多目的簡易宿泊施設への進出 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 久米郡美咲町 有限会社アイミック 2260002027600 ＳＤＧｓを伝える資源を活かした手作りの日用品へのアップサイクル再生事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市中区 日本酒バル解放区 “地産地消”をいかした旬魚／「おひとりさま時間」を楽しむ日本酒セレクトショップ 株式会社中国銀行

中国 広島県 呉市 有限会社山下鉄工所 4240002034803 自動車用アセンブリ製品の新規受注による新分野開拓 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市佐伯区 有限会社脇屋 7240002018068 高品質コーヒー焙煎豆を使用した加工品のインターネット販売 広島信用金庫

中国 広島県 大竹市 ｏｔａｋｅバルｇａｋｕ 大竹地区における新たな名物「Ｏｔａｋｅ回転焼き」による地域活性化計画 広島信用金庫

中国 広島県 尾道市 和洋遊膳慶 手づくり和洋惣菜の真空パック販売体制の構築 岡田　卓也

中国 広島県 尾道市 長畠農園 柑橘アイランド化・多品種小ロットジュース販売による島ブランド再興 広島県商工会連合会

中国 広島県 東広島市 ｈａｎａ　ｃａｆｅ テイクアウト対応型「オーガニックスイーツ」専門店の出店計画 広島信用金庫

中国 広島県 三次市 株式会社三次マルツキ園芸 8240001052182 オール三次で取り組む三次特産レトルトカレーとショコラの製造販売事業 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社市川商店 5240001051039 ニッチな業務に特化した総合清掃事業への転換事業計画 広島県商工会連合会

中国 広島県 三次市 有限会社ナガタニ 8240002030237 リモートでＡＩ査定！衣類販売事業者の中古ブランド品等買取事業への挑戦 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市東区 株式会社中国まさむら遊機 7240001006817 日本文化の復刻へ！リメイク版浮世絵の販売とレンタルによる国内芸術・経済への貢献 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中国 広島県 尾道市 Ａｎｇｅ　Ｓｔｙｌｅ株式会社 2240001054226 市場が拡大している「移動式ペット火葬事業」の開始による事業再構築 因島商工会議所

中国 広島県 広島市東区 ＳＴＡＲ　ＣＬＡＳＳ株式会社 4240001024342 本格中華料理屋がテイクアウト韓国料理店への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 海軍さんの料亭　五月荘 老舗料亭技術を活かした冷凍食品製造進出と自販機等による販売事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 ｆｉｌｍ２１０ 出張撮影専門のカメラマンによるセルフフォトスタジオへの進出 しまなみ信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社ルーティ・ピクト 5240001018112 幸せのカステラ事業計画 広島商工会議所

中国 広島県 府中市 中国タクシー株式会社 3240001034318 タクシー会社の強みを生かしたベーカリーフランチャイズによる収益事業再構築 府中商工会議所

中国 広島県 福山市 ＩＸＩＥＥＤ株式会社 3240001050249 広告代理店が建設業のＣＡＤ図面作成業へと新分野進出 しまなみ信用金庫

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社小田亀リッチビル 3240002003404 オリジナルブランドを含む広島県産の素材に拘った地酒の販売 広島県商工会連合会

中国 広島県 東広島市 マルジュウ木之下 本格ベーリーで差別化、地域に根差した食堂（カフェ）の開業 東広島商工会議所

中国 広島県 広島市南区 株式会社ＴＡＫＥ　ＡＣＴＩＯＮ 8240001053965 地域整骨院のためのクラウド型保険請求代行業務 鴨下　智法

中国 広島県 広島市中区 株式会社レクリエ 2240001054184 ＣＦコーチのノウハウを活かしたシステムを作成し資金繰りを明確化へ 沢田　慎次郎

中国 広島県 呉市 栄進産業有限会社 2240002032214 枝管カッターの導入による新規取引先獲得で事業再構築を図る事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 株式会社マリーナ 9240002044434 療育・運動型放課後デイサービス事業 鴨下　智法

中国 広島県 広島市西区 有限会社フレッシュミート久屋 7240002014802 高品質の精肉を使用したオリジナルラーメンの非対面式販売 広島信用金庫

中国 広島県 広島市西区 有限会社金村建設 3240002004030 ストリートプリント工法導入によるＳＤＧｓに寄与した街づくりにより、企業成長を目指す 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 呉広発カッター有限会社 3240002032683 橋梁床版切断事業への参入並びにコンクリートカッターの導入 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市 株式会社杓子の家 2240001050274 「杓子」×「飲」「幸せをめしとる」！！ 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 お好み焼き　旨処　ひろみ 広島風お好み焼きを全国へ！冷凍自動販売機による非対面型小売事業への挑戦 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 福山市 レーヴモーターワークス 新たに自動車整備事業を行い中古車販売事業との相乗効果を図る 株式会社トマト銀行

中国 広島県 安芸郡坂町 株式会社オカムラ広告社 9240001037166 プラント等の調査をメインとしたドローン調査事業への展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社ａｔｔｒａｃｔｉｖｅ 7240001043711 製品二次加工の内製化によるオリジナル商品の開発とＥＣ販路開拓 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市東区 山陽セメント工業株式会社 6240001003740 テイクアウト専門コーヒーショップの増設 吉田　智子

中国 広島県 三原市 カフェダイニングチャオ 時流を捉えた弁当惣菜専門店の出店計画 倉田　耕志

中国 広島県 東広島市 瀬戸内焙煎倶楽部合同会社 5240003001561 地域活性化に貢献！道の駅で地産食材を使ったレストランに挑戦！ 広島信用金庫

中国 広島県 尾道市 ＩＫＩ株式会社 7240001049808 新しい溶接手法（大電流炭酸ガスアーク溶接）を用いた製缶事業の着手 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社セオ技研 4240001042781 学校と家庭をつなぐ～ＡＳＰサービス開発による事業再構築 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市西区 橙デザイン株式会社 7240001055715 広告・販促事業からシェアオフィス事業への新分野展開 田久保　普三

中国 広島県 尾道市 有限会社東珍康 9240002051851 冷凍自販機「ど冷えもん」による広島名物・尾道ラーメンの非接触型販売 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市南区 大桃物産株式会社 6240001006058 卸売から小売へ転換！防災需要に答えるオリジナル商品の販売計画 広島信用金庫

中国 広島県 広島市南区 ブリュッケ 挽き立て小麦を用いたパンで、その酸化を抑制した真空冷凍パンの製造及びネット販売 公益財団法人広島市産業振興センター

中国 広島県 広島市西区 有限会社Ｂｒｏｏｋｌｙｎ　Ｐｒｏｊｅｃｔｓ　Ｊａｐａｎ 5240002024464 スケートボード教室・練習場事業による物を売るから『体験する』に新たな事業展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社スペースプラス 2240001046470 ペットフードの新分野展開による事業再構築 広島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 株式会社アクト 2240001042437 オンラインでの写真素材販売事業への新分野展開 広島信用金庫

中国 広島県 広島市西区 株式会社原色美術印刷社 9240001003135 「防災」と「環境配慮製品」特化型ノベルティＷＥＢ通販サイト構築とノベルティ製造の内製化 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 Ｊｅｔ 非対面で開催可能なライブ配信スタジオ専用のレンタル事業へ転換 広島商工会議所
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中国 広島県 広島市西区 有限会社ジーシー 6240002026443 歯科技工所の開設による事業の再構築を図る 広島信用金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社ＭＳＹ 7240001045154 コインパーキング管理からラーメンに特化した食品製造業へ進出 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 ダイヤホーム有限会社 6240002024876 コロナ禍に対応した換気システムと非接触型の尾崎牛専門の焼肉店開業 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 理研産業株式会社 3240001012538 コロナの影響による行動制限を打破する為の非対面の営業部門の設立 株式会社広島銀行

中国 広島県 尾道市 有限会社マウンテン 1240002051504 ラーメン店開業による持続可能な経営およびＳＤＧｓ貢献活動の実現 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 シーズプロジェクト 心豊かな暮らしをサポートするウエルネスボーカルスクールの開講 広島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 株式会社ｌｉｎｄｅｎｂａｕｍ 7240001044453 自社の強みを活かした、ミルクティーに特化したテイクアウト専門店出店 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 祇園交通株式会社 9240001017572 誰もが利用しやすい脱毛・エステの複合セルフサロン 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 有限会社上田瓦商店 3240002035083 石州瓦と淡路瓦を掛け合わせた新製品「弐神（ふたつがみ）」の製造・販売による新分野展開 藤原　和重

中国 広島県 東広島市 アロマヨガ瞑想スタジオＳＵＲＹＡ あなたの日常に寄り添う暮らしの提案。アロマセラピー関連商品の販売事業。 東広島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 合同会社Ｓｅｓｓｉｏｎ’ｓ　Ｂｒｅｗｅｒｙ 7240003003688 缶ビールを製造し、ＥＣにて一般消費者に小売販売を行う 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 丸勝酒場 古民家を利用し、非接触に対応した民泊施設の運営 広島商工会議所

中国 広島県 呉市 株式会社ナガラ 3240001026298 先進的なドローン導入によるドローン事業（空撮・農薬散布サービス）への新分野展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 廿日市 有限会社大根屋 3240002036668 老舗旅館による「こだわりの味」テイクアウト・通販事業 小畑　進

中国 広島県 広島市中区 Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｄａｒｔｓ　ｂａｒ　Ｂａｍｂｉｎｏ　 コロナ渦に対応したシミュレーションゴルフ事業の新規参入 田村　俊幸

中国 広島県 東広島市 ＡＰＳＡＲＡＳ 東南アジア飲食店のドックカフェへの業態転換 東広島商工会議所

中国 広島県 庄原市 Ｔａｙｕｔａｙａ カフェからチョコレート製造・販売業への業種転換 庄原商工会議所

中国 広島県 広島市南区 株式会社プロアクティブ 1240001019675 地域密着型整骨院によるビューティー＆新サービス展開 吉田　稔徳

中国 広島県 東広島市 株式会社共進サーフェーシング 3240001022487 台湾企業との技術連携による表面改質技術を応用した新製品の開発 株式会社広島銀行

中国 広島県 尾道市 株式会社ＪＯＹＳＩＳ 8240001038446 船舶内装工事業から快適空間提案企業へ 尾道商工会議所

中国 広島県 福山市 朝日環境衛生有限会社 2240002039143 福山市初「光硬化工法」への挑戦による低コストかつ環境配慮サービスの確立 株式会社エフアンドエム

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社たけだ工業所 6240002009456 ４０年超の金型製造実績を活かしてのアルミ製品加工用金型製造への進出 株式会社エフアンドエム

中国 広島県 廿日市 株式会社井口鉄工所 2240001028857 金属加工技術を活用した木製ミニカーの製造及び販売による新分野展開 廿日市商工会議所

中国 広島県 尾道市 高垣デンキ産業株式会社 8240001038248 「街の電器屋さん」から、「電気の総合プロデュース企業」へ しまなみ信用金庫

中国 広島県 呉市 株式会社サンヨー 2240001025945 大型重量製缶加工対応可能な高強度に工場改修し新分野への展開に挑戦する 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社ヒロテックツーリング 1240001022613 次世代自動車向け金型づくりの革新による事業再構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 ユルソン株式会社 7240001022905 自動車部品製造にて培った技術を活かし、医療用部品である生体機能補助・代行機器部品等の製造への挑戦 立野　靖人

中国 広島県 広島市中区 有限会社ユーエスエー 6240002017434 美容業の経験を活かした、「ハレの日需要」に応える、貸し切り滞在型フォトスタジオの運営 株式会社山口銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社ＫＩｗｏｒｋｓ 2240001041934 地域密着型の冷凍自動販売機の小売業への進出 広島信用金庫

中国 広島県 尾道市 株式会社ユニロック 2240001039301 ユニットハウスの新造生産体制構築でＢｔｏＢからＢｔｏＣ製造販売へ挑戦 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 東広島市 有限会社馬場プラスチック 6240002028175 新たな全自動Ｉｎｓｅｒｔ－ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ成形ラインを導入し、新素材と融合した新製品創出による新たな成長分野への挑戦 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社島村製作所 7240001004837 自社技術の最大限の活用により脱炭素社会の実現に貢献する 広島信用金庫

中国 広島県 府中市 原田化粧合板株式会社 9240001034361 天然木化粧合板製造から自社ブランドとしての内装建材製造へ新展開 株式会社中国銀行

中国 広島県 東広島市 有限会社クリーンリサイクル 6240002028877 革新的木材用破砕・切削設備によるバイオマス発電用ボイラ燃料の製造・販売への業種転換 呉信用金庫

中国 広島県 広島市西区 有限会社ジグソー 1240002026084 地域密着型美容院の個室型美容脱毛サロン事業への新分野展開 広島信用金庫

中国 広島県 呉市 ダイニングバーＤＡＮＫ 既存店舗を全面改装し、飲食コンサルおよびシェアスペース事業に進出 花岡　貴志

中国 広島県 広島市安芸区 株式会社ＳＡＫＯＤＡ 1240001016094 表面処理工程の内製化による、航空宇宙部品製造体制の構築 マーキュリー株式会社

中国 広島県 福山市 ＨＯＷＡ製作所 立形マシニングセンタの導入によるスーパーインバー材加工技術の確立、新製品の製造と新市場に向けての事業転換 株式会社トマト銀行

中国 広島県 安芸高田市 有限会社円仏組 5240002030925 土木建設業から木材チップ事業への業種転換による事業再構築 広島市信用組合

中国 広島県 安芸高田市 滝ヶ谷養魚場 加工ヤマメの製造とＢｔｏＣ販売の開始 広島県商工会連合会

中国 広島県 東広島市 株式会社アイテック・サカイ 1240001022373 高評価の製缶板金技術を活用し食品機械分野に進出、当社の成長を図る事業 株式会社Ｋプラニング

中国 広島県 呉市 有限会社マルスイ青果 3240002034102 衛生基準の高いカットフルーツ事業による高付加価値化 呉信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 有限会社ミヨシテック 4240002016396 都市開発等建設現場に向けた環境に配慮した建設用材料の加工体制の構築 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 呉市 有限会社安浦プレス 5240002035206 マシニングセンタを導入し高精度金属部品製造分野に進出する事業計画 呉信用金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 フクエイ株式会社 4240001021414 次世代型厨房「ＮＥＸＴ　ＫＩＴＣＨＥＮ」の開発販売事業 株式会社伊予銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社ＬＲＡＤ 7240001054361 美容院によるトータルビューティケアを実現するための美容サービスのワンストップ提供事業 田中　直敏

中国 広島県 呉市 株式会社志進 2240001043501 高級ＳＵＶ向け輸入ルーフラック等アウトドア用品の地域独占販売 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

中国 広島県 福山市 株式会社プラスコーポレーション 8240001040451 新たな溶接及び支援事業による事業ポートフォリオの再構築と企業価値の向上 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 田中細巾有限会社 5240002038753 建設作業者等の安全確保製品の生産及び品質管理体制の構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市佐伯区 寿マナック株式会社 6240001016528 伝統食材である「こんにゃく」を使った新たな市場への展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 新日本建設株式会社 1240001022844 地盤調査・地盤補強工事業から既存地盤補強杭の撤去工事への新分野展開 広島信用金庫

中国 広島県 呉市 将建株式会社 6240001049494 ８階建てまでの解体工事実績を活かしての１２階建てまでの解体工事への進出 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 庄原市 有限会社フルカワ 2240002031595 マテリアルリサイクル技術を生かした、準バイオマスプラスチックペレット製造への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市南区 アンディワークス株式会社 3240001021852 ＳＤＧｓを目指して～再生型ゴルフウェアを中心とした関連商品の店舗販売及びＥＣサイトでの無店舗販売 広島総合税理士法人

中国 広島県 福山市 株式会社光生 8240001030510 海外消費者に日本のお菓子の詰め合わせを販売する　ＢｔｏＣ　事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社ライフサービス 9240001042546 リネンサプライ業者による地域連携で実施する「ペットリゾート事業」への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社心石工芸 4240001030571 オンリーワンの革加工技術を持つメーカーの木工融合の新分野展開 福山商工会議所

中国 広島県 福山市 矢野建設産業株式会社 4240001032436 建築部材のノウハウを活かした軽量鉄骨の産業機械用架台製造への新事業展開 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 福山市 フジ機械株式会社 2240001031935 クリーンエネルギー需要の増加に合わせたバイオマス発電用撹拌機製造への進出 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 福山市 株式会社ケン 8240001030485 ＥＣサイト販売の食品・調味料製造に特化した、食品加工・冷凍新技術の導入計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社備後鈑金 7240001034074 「環境配慮×デジタル化×職人技能」による高付加価値コーティング事業の開始 株式会社中国銀行

中国 広島県 府中市 有限会社石原工業所 9240002046612 難削材高精度加工技術の獲得とＤＸ化による生産性向上の実現 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社泰成ＦＯＯＺ 3240001017149 コロナ禍に対応したセントラルキッチン新設によるテイクアウト・ネット販売強化事業 ＫＹＳコンサルティング株式会社

中国 広島県 廿日市 みしお機工株式会社 6240001028655 化粧品（ルームフレグランス）製造へチャレンジ 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 東洋精機株式会社 5240001031461 リアル店舗と各種中古機械の短期レンタル事業展開による持続可能な社会の実現 株式会社広島銀行
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中国 広島県 神石郡神石高原町 株式会社ＴＡＮＡＢＥ　ＦＡＲＭ 9240001052990 オーガニック料理が楽しめるオーベルジュによる地域活性化事業 株式会社アクセルパートナーズ

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社伸和製作所 8240001016534 高精度加工技術を活用し「脱炭素社会」と「超高齢社会」の課題解決に貢献する 広島信用金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 有限会社Ｓ－Ｐｒｏｄｕｃｅ 7240002026541 学生と地域の企業を繋ぐコワーキングスペース運営の新分展開 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 有限会社協和製作所 6240002040254 粉体塗装工場導入による粉体塗装をした半導体製造装置部品等への新分野展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 エフテクノ株式会社 7240001029982 高速微細加工機導入による超高精度鏡面金型へのチャレンジ 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社大久 2240001033881 健康食品として再注目されるめかぶの製造・販売による事業再構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 豊田郡大崎上島町 株式会社ファームスズキ 6240001048109 海外マーケットにおけるＢｔｏＣ非接触型ビジネスモデルの構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社河内 2240001003331 化粧品ＯＥＭの高度化を図る業態転換への取り組み 株式会社広島銀行

中国 広島県 山県郡安芸太田町 株式会社恐羅漢 8240001040889 密を回避できる夏場のスキー場でリフトを活用したサマーアクティビティへの新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社オーテック 4240001055321 ＣＮＣ精密旋盤導入による大型長尺難加工の実現と新分野市場へ進出 両備信用組合

中国 広島県 東広島市 有限会社キャル 8240002028768 自動車整備の電子制御高度化対応とカフェ併設による再構築事業 呉信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社Ｌａｂ．７５１ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ 2240001049060 バーチャルプロダクションで実現するオンライン型ライブハウス 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 株式会社オカダ・インターナショナル 3240001001854 まだまだ使える設備機器を回収・再資源化し、出店者の支援に役立てることによるＳＤＧｓ実現 広島総合税理士法人

中国 広島県 安芸郡海田町 有限会社豊栄商会 4240002015051 筋トレができるコインランドリー　洗濯乾燥ができるジム　事業計画 呉信用金庫

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社野田製作所 3240001014963 ＣＮＣパイプ切断設備の導入による鋼管の金属加工業への参入 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市南区 アンネル商事株式会社 8240001000554 医療従事者の睡眠の質を高めるオーダーメイド仮眠用ベッドの提供 川上　正人

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社蟻重 2240001000626 ＳＤＧｓの実現へ！重量物運搬・据付業者の中古機械売買事業への挑戦 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 尾道市 有限会社柏原工業 4240002050370 大型レーザー加工機の導入により新エネルギー市場への新分野展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 株式会社サンプラス 7240001033183 高機能射出成形機と生産管理ソフト導入による高機能樹脂成形の実現 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 株式会社ドイ 9240001042091 呉市初となるリサイクル処理場を開設 株式会社広島銀行

中国 広島県 神石郡神石高原町 有限会社アドバンス 7240002046176 「航空機分野」「医療機器分野」向け高精密部品の生産体制構築計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 庄原市 小林建設株式会社 1240001024948 ファイバーレーザ加工機導入による金属加工部門の新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社よしみつ 9240001012284 ターミナル駅近くの複合カフェを改装し、レンタルオフィス事業に参入 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 株式会社大目商店 1240001030038 地域との関係性を生かした軽中古車販売店による新たな事業の柱の構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 江田島市 株式会社フルサワ 9240001027225 資源循環型社会実現に向けた新解体工法への挑戦 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 株式会社神掃社 5240001033045 「健康経営」「地域活性化」ニーズに対応するキャンプ場新設事業 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社エーシーエヌ 3240001021332 脱炭素社会の未来型板金塗装工場！水性塗料と精緻なフレーム修正への取組み 広島市信用組合

中国 広島県 福山市 はっとりほたるの里株式会社 6240001036063 広島県服部地区の立地と自社ファームを活かしたキャンプ場運営業の展開 北浜グローバル経営株式会社

中国 広島県 広島市安芸区 株式会社七福商事 8250001010981 豊かな自然環境と土地の利活用を融合させたグランピング事業構築 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 東広島市 中本工業有限会社 9240002029237 配管極少Ｒ曲げ工法の確立による新エネルギー市場への新分野展開 呉信用金庫

中国 広島県 呉市 三洋装飾株式会社 5240001025901 「地域住民の暮らしをトータルサポート」リフォーム相談窓口併設型ＤＸキャッシュレスランドリー事業 藤原　和重

中国 広島県 広島市安芸区 株式会社丸和製作所 1240001011293 新分野参入を可能とするホッパー加工の簡易化の実現 松下　隆信

中国 広島県 呉市 株式会社土肥 9240001026268 新工場設立により業態転換し、量産体制を実現する 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 有限会社ダイユウ 2240002041520 経営資源をフル活用した地域密着型の建設機械レンタル事業への挑戦 両備信用組合

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社ニムラ 3240001041000 中古物件仲介＋リノベーションのワンストップサービス家ナビ事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 呉市 株式会社奈良運送 9240001026301 【新分野展開】広島空港近隣の好立地で展開する精密機器保管事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 パストラル・エステート有限会社 5240002022311 「コンパニオン・アニマルシリーズ」による新たな文化創造計画 山本　洋介

中国 広島県 広島市西区 ひつじ屋塗料株式会社 4240001009847 自動車業界の技術革新「ＣＡＳＥ」に対応！未来の広告需要に向けたラッピング事業への進出 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社ルーフトピック 4240001051345 時間を束縛されたくない「ながら族」に音声配信サービスを提供する 川上　正人

中国 広島県 山県郡北広島町 株式会社ＫＳチルドレン 2240001054837 ペットの一生をトータルにサポートするサービスの事業化 田原　昴

中国 広島県 安芸郡海田町 有限会社向井鉄工所 1240002048748 レーザー異材溶接・切断によりＥＶ部品、その他新部品製造を取込み、収益確保を行う 特定非営利活動法人ＡＴＡＣひろしま

中国 広島県 福山市 有木株式会社 2240001033551 ファッションパンツのセミオーダー製造販売システムとプロモーション工房の構築 株式会社商工組合中央金庫

中国 広島県 尾道市 有限会社古川龍三商店 1240002051347 尾道の「ヴィラ」で実現する、安心・安全の宿泊と少人数挙式事業 広島県信用組合

中国 広島県 東広島市 有限会社ニュービクター 7240002029387 トラック架装工程の内製化と架装部品の製造販売事業の展開 東広島商工会議所

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社ライジングサンコーポレーション 9240002017927 生活介護事業と宅配ピザ事業による新たな収益モデルの構築 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 株式会社かこ川商店 4240001029473 環境に配慮した地域イノベーション事業（循環型地域カフェ・アップサイクルショップ・デザイン経営支援）への進出 岡田　卓也

中国 広島県 福山市 エイシン機工株式会社 7240003003440 一次加工業への新規参入と既存事業の二次加工業の強みを活かした事業再構築 しまなみ信用金庫

中国 広島県 東広島市 株式会社ジー・キューブ広島 6140001029168 コワーキングスペースおよびバーチャルオフィス運営事業 宮崎　和宣

中国 広島県 江田島市 有限会社徳永豆腐店 5240002035924 老舗豆腐店が新たに開発する健康志向が高いスイーツとテイクアウト施設の建設 広島県商工会連合会

中国 広島県 廿日市 株式会社リバウス 9240001041622 プロ用コーティング剤を定額で利用できる高級車専用洗車場 広島県信用組合

中国 広島県 江田島市 江田島共済不動産株式会社 9240001045417 江田島市沖美町における新たな宿泊レジャー施設建設事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 府中市 幸昭精機有限会社 1240002046801 新規設備導入によりＥＶ・半導体製造機器分野への事業転換 株式会社中国銀行

中国 広島県 呉市 有限会社川口商店 6240002034710 音戸産こいわしの冷凍食品の製造と販売事業の展開 株式会社百五銀行

中国 広島県 福山市 株式会社ウェルドカンパニー 6240001049882 工場建設と新規設備導入による半導体・食品分野への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 有限会社アコーテック 1240002047428 デジタル化とフレキシブル性の融合による中小企業における新戦略 広島県信用組合

中国 広島県 広島市安佐南区 ＢＯＯＮ マリンアクティビティ×コンテナサウナで地方に新たなエンタメを 株式会社Ｅ．Ｓ　ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ　ＧＲＯＵＰ

中国 広島県 尾道市 渡辺工業株式会社 6240001052928 造船艤装品製造業から大型曲げ物加工に新分野展開 尾道商工会議所

中国 広島県 福山市 協同精機株式会社 6240001030388 板金から塗装加工までの一貫した生産体制の構築により、建築分野へ参入 株式会社山口銀行

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社Ｂ・Ｈ 4240001045388 障がい者及び高齢者等を対象とした訪問型の脱毛・エステ事業 広島信用金庫

中国 広島県 尾道市 株式会社岡本製作所 5240001037946 農業用パイプハウスの課題解決 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 竹原市 株式会社ヤマワキ 4240001037385 内製化と高付加価値化でシールブック製造業への転身 株式会社中国銀行

中国 広島県 廿日市 有限会社シーエスホームズ 1240002025053 「日本三景　安芸の宮島」の旅館が「日本料理」と「オイスターバー」を開業 広島信用金庫

中国 広島県 廿日市 株式会社コレクト 4240001029069 自社の強みを生かした建築工事一貫受注に向けた事業構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社ガスエナジーヤブタ 5240001030249 ＬＰガス販売事業者が、給湯器専門の店舗展開へと業態転換 福山商工会議所

中国 広島県 東広島市 有限会社反田工業 2240002049209 ステンレス素材を使った船舶向け部品の製造開始 株式会社広島銀行
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中国 広島県 広島市南区 ピーアール・デザイン・インク 広報コンサルティング事業から繊維製品（ペアジーンズ等）卸売事業への進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市 有限会社林電機 7240002036805 ＥＶ車と大型車の車両整備に対応する新分野展開事業 秋井　正宏

中国 広島県 三次市 ミヨシ電子株式会社 9240001024544 ①ファインピッチセラミック厚膜基板の開発②情報通信におけるミリ波通信製品の創出 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 飛鳥工業株式会社 8240001049955 豊富な自然と便利さのバランスが良い手ぶら対応キャンプ場運営 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 高橋技研株式会社 4240001031280 繊維工業分野進出のための量産化加工技術の確立 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 三次市 株式会社佐々部材木店 4240001024433 木材製品製造業で培ってきたノウハウを活かし、新事業への取組みによりＳＤＧｓの実現と売上げの回復を目指す 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社イーシーセルビス 1240001000684 革新的な「コンクリートカッター」の開発・製造事業への取り組み 広島信用金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社久保アグリファーム 9240001040475 牧場経営×いちご狩りで　地域活性化＆新たな可能　性への挑戦 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社明電 2240001032355 デジタルサイネージ分野への新事業展開による事業再構築 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社データワークス 7240001007170 ものづくりデジタル工房をベースにした総合デジタル印刷企業への変革 株式会社ビジネスブレイン

中国 広島県 福山市 株式会社コーサック 6240001034637 ロボットシステムの導入による新規受注製品の加工工程の自動化事業 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市南区 株式会社テイクバレー 2240001016944 無農薬野菜カフェとＡＩビニールハウスパッケージ販売事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 安芸郡海田町 株式会社西井製作所 1240001008315 航空機部品製造技術、半導体部品製造技術を活かした精度の高い医療機器分野製造事業への進出。 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 東広島市 ヤルキマントッキーズ株式会社 7013303002878 エンターテイメントに特化したクリエーター育成を行う寺子屋事業 株式会社リアリゼイション

中国 広島県 尾道市 不二興産有限会社 6240002051375 鉄骨一次加工（ジョイント穴加工）事業への新分野展開と造船事業とのシナジー効果 株式会社広島銀行

中国 広島県 庄原市 株式会社トーエイ 6240001025074 業態転換による地域密着型ショッピングセンターの地域エコシステム構築事業 広島みどり信用金庫

中国 広島県 東広島市 株式会社さきしま 9240001049376 道の駅湖畔の里福富飲食事業の新規展開によるコロナを乗り越える地域活性化事業 ＫＹＳコンサルティング株式会社

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社５コーポレーション 7240001024224 電子ペット育成アプリケーションによる学習塾のＤＸ化促進事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 安芸郡海田町 株式会社元氣ファクトリー 3240001041867 アニマルウエルフェアに基づくペットのリラクゼーション宿泊サロン 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 株式会社エム・ジー商事 8240001001560 中小企業がするカーボンニュートラルに向けた電気自動車によるデリバリーカーシェア事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 尾道市 宮商株式会社 3240001042915 廃棄となるジビエを利用したプレミアムペットフードの製造販売 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 株式会社サンテック 6240001044818 「建設残土」を「改良土」に！建設業者によるリサイクル事業 サポート行政書士法人

中国 広島県 広島市中区 株式会社エヌ・ケイ商事 5240001017048 コミュニティ連動型アミューズメントカジノ業に新規参入する事業 呉信用金庫

中国 広島県 東広島市 株式会社ヒロシマ・ランゲージ・アカデミー 4240001023336 外国人留学生への「多文化が共生する寮運営」のサービス提供 税理士法人山田アンドパートナーズ

中国 広島県 広島市佐伯区 東洋省力株式会社 8240001007368 新たな曲げ加工を主体とした自社製造体制の構築事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 東洋観光株式会社 6240001007337 温かくておいしい食事を提供する食缶方式給食の生産ラインの構築 川上　正人

中国 広島県 広島市中区 ラビング有限会社 7240002020544 ３６０度画像化したバーチャル空間非対面型モデルハウスで攻めの営業へ業態転換 広島市信用組合

中国 広島県 福山市 有限会社タイケンプランテック 2240002046560 瀬戸内海を臨むコワーキングスペースで地域のプラットフォームを目指す 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 安芸郡海田町 プルブライト株式会社 7240001047373 自然と歴史の町で農泊を楽しむ、古民家グランピング事業 キヨプロ税理士法人

中国 広島県 広島市東区 株式会社広成開発 7240001003269 災害時に強いレスキューコインランドリー建設事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社ユニックス 2240001012175 色の強みと設備の強みを生かしてパッケージ印刷で競争力確立 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＲＡＭＰＡＧＥ 4240001019714 ＮＦＴマーケットプレイス総合事業 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 廿日市 島田水産株式会社 3240001045835 新鮮・高品質の広島産牡蠣製品で海外市場へ挑戦 合同会社ＲＹＤＥＥＮ

中国 広島県 広島市佐伯区 Ｂａｒ　Ｋｉｒｋｗａｌｌ 洋酒と広島県産の果物を使用したオリジナルスイーツの製造販売事業 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 光陽発条工業株式会社 3240001030531 ファイバーレーザ加工機導入による食品加工機器、農業機械市場への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中国 広島県 豊田郡大崎上島町 大和企画 コロナ禍に対応した葬儀事業の創出 株式会社広島銀行

中国 広島県 三次市 株式会社フロンティア 5240001025216 Ｖ字回復に向けた自動車関連部品製造への新規参入へ挑戦 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社サンヨーコーポレーション 4240001022560 海外外注工程の内製化によるポストコロナに対応した美容コットン商品の開発 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 福山市 株式会社カワナカ 7240001030305 食品廃棄物循環型リサイクルシステムの構築 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ルナ 9240001018348 ニューノーマル時代に即した（ハウスウェディング対応の貸切邸宅）事業へ新分野展開 広島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 株式会社シンギ 2240001004503 ポストコロナ時代のニーズに対応した全国のご当地食品の冷凍宅配事業 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市西区 株式会社アースフード 5240001020778 自家製麺とスイーツの新商品開発によるテイクアウト・ＥＣ販売事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社Ｔｉｍｅｐｅｄｉａ 8240001046630 専門店がつくる、時計中古市場に特化したマーケットプレイスの作成 株式会社広島銀行

中国 広島県 庄原市 有限会社共榮自動車商会 7240002031418 軽トラック専用のキャンピングカー事業による新たな価値の提供 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 安芸高田市 有限会社ワイ・ハット 9240002031291 運送・自動車部品納入代行（組立）から総合保管サービス業のワンストップサービス 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 ジェイ・ワークス株式会社 2240001035077 依存症の女性特化型障碍者福祉事業所設立による事業再構築 福山商工会議所

中国 広島県 広島市南区 ＲＴＱＭシステム株式会社 8240001043909 がん治療を行う医療機関における放射線治療装置の安全運用のための支援サービス 税理士法人ＴＭ三木会計

中国 広島県 広島市中区 三成物産株式会社 7240001012088 不動産事業者専門コワーキングスペース運営及び非対面不動産売買契約システム構築 広島市信用組合

中国 広島県 安芸高田市 株式会社スカイウォーク 2240001044805 全国初！ロボットを活用した自動化施術の導入 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 有限会社晟上工業 1240002047337 特許保有のアルミ乾燥機を市場へ展開し、事業の再構築を図る 大平　岳城

中国 山口県 下関市 株式会社ジョウメイ 3250001018708 「完全個室」＆「低価格２４ｈ営業」セルフ脱毛サロン 株式会社西京銀行

中国 山口県 宇部市 Ｔ－ＷＯＲＫＳ株式会社 6250001014398 テント型サウナ「ｔｏｔｏｎｏｉ」のＥＣ販売・卸売り販売事業－オリジナルブランド「ＡＭＢＥＲ」の立上げ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 山口県 萩市 株式会社ｓｕｎａｏ 2250001016753 デジタル商品開発事業 税理士法人やまぐちパートナーズ

中国 山口県 下関市 都市工業株式会社 2250001006011 老若男女が通いやすい北九州初のアートメイクサロン開業 楠本　拓也

中国 山口県 山口市 株式会社小郡不動産 9250001000131 『二度寝の長州』自社物件を活用した高級食パン製造・販売事業 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 下関市 ルーエプラッツ 地元食材を使ったＳ級グルメハンバーガーで地域の魅力を発信 Ｌｏｃａｌ　Ｐｌａｙｉｎｇ　Ｇａｍｅｓ合同会社

中国 山口県 周南市 ｙｏｇａスタジオｐｒａｎａ よもぎ蒸しを自宅で気軽に楽しめる商品に加工し全国へ　ＥＣ　販売する 株式会社山口銀行

中国 山口県 長門市 株式会社波多野 3250001018063 豆腐製造業への参入により長門の新たな食の形を提供する 株式会社西京銀行

中国 山口県 宇部市 山口スイムサービス株式会社 5250001003690 機能訓練により高齢者の健康をサポートする介護事業への新分野展開 株式会社経営情報センター

中国 山口県 防府市 ｌｉｖｅｒｏ 広報やギフトに利用できる自家焙煎ドリップコーヒーへの展開 株式会社山口銀行

中国 山口県 山陽小野田市 株式会社小野田ミート 5250001003781 冷凍食肉の製造加工・卸売業態からチルド精肉加工委託販売への業態転換 株式会社広島銀行

中国 山口県 熊毛郡田布施町 レザンジュ有限会社 3250002020200 急速冷凍技術を駆使した独自商品の開発とネット販売事業 岡山　弘幸

中国 山口県 山口市 トゥワイスマン合同会社 9250003002514 インド産コーヒーを中心とした新業態の物販店舗とＥＣサイトの構築 株式会社広島銀行

中国 山口県 宇部市 株式会社アルファクス・フード・システム 1250001002936 ワーケーションとリトリート事業への参入とシステム開発でＶ字回復 市竹　敦

中国 山口県 下関市 ハリーズプレイス テラス席、テイクアウト、貸切等、コロナ禍でもコロナ後でも強い店づくり 株式会社アイム経営パートナーズ
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中国 山口県 山口市 株式会社エボリューシュン 5250001002635 ドローンによる保守点検や蓄電池販売を活用した住のトータルサポート ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 周南市 イノベーションネットワークス メモリアルコミック事業 株式会社広島銀行

中国 山口県 宇部市 株式会社エムビーエス 9250001004074 ＤＩＹで生み出す住宅の新たな価値の創造～自分でできる住宅基礎コーティングセットのネット販売～ 税理士法人さくら優和パートナーズ

中国 山口県 宇部市 シェア ネイルサロンが実施する脱毛新事業への展開 北大阪商工会議所

中国 山口県 萩市 服部天龍株式会社 7250001008135 型成形事業 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 株式会社大野 8250001001766 おいでませ我が町へ！起業＆移住支援拠点開設による新分野展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 クレイスネイル 無農薬食材を活用した無添加おにぎり店による食の安全の提供 山口県中小企業団体中央会

中国 山口県 下松市 株式会社Ｄ＆Ｄナカタニ 9250001010626 国家資格を有した現役設計士による「ＣＡＤスクール」事業の展開 株式会社エフアンドエム

中国 山口県 周南市 有限会社伊藤鉄筋工業 4250002016206 デジタル化、ユニット化技術を駆使し住宅基礎工事へ進出 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 有限会社福田組 7250002010692 半導体工場向け装置配管の事業化による売上増及び収益向上 特定非営利活動法人ＡＴＡＣひろしま

中国 山口県 下関市 株式会社村井鉄工所 2250001006440 新たに立形ＮＣフライス盤導入し新分野顧客の開拓と強みを活かした「エコシップ」への挑戦 西中国信用金庫

中国 山口県 山陽小野田市 株式会社アグリーフプラス 7250001014488 新冷凍法を用いた６次産業化並びに農産品のＳＤＧｓ実現事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 下松市 有限会社イシダＴ・Ｍ・Ｃ 4250002017352 横型フライス盤導入による装置組立一貫生産体制の構築 株式会社西京銀行

中国 山口県 防府市 有限会社豊嶋商会 2250002003230 自転車販売業のノウハウを活かし、地域イノベーション、キャンプギア開発、アウトドア用品販売の多角的新分野展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 チャンコ料理あじと 地域工房と連携し木工製品（無垢材・一枚板）の販売にチャレンジする。 株式会社山口銀行

中国 山口県 周南市 株式会社ミカミ電業 4250001010110 モノレールと半導体市場に特化した事業再構築による競争力の強化 山口県商工会連合会

中国 山口県 下関市 有限会社松筑園 5250002009373 植物は生きているから古くならない　循環型園芸店とＤＩＹ支援事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 光市 株式会社コモドデザイン 6250001013912 建築デザイン設計技術を活かしたプライベートサウナ事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

中国 山口県 下松市 株式会社山下工業所 1250001009691 先端半導体向け半導体製造装置部品の製造のための設備導入等事業 株式会社山口銀行

中国 山口県 長門市 株式会社油谷湾温泉ホテル楊貴館 6250001008235 「油谷湾の森　グランピングリゾート」開業による新たな宿泊スタイルの提供 アローオート有限会社

中国 山口県 岩国市 安本建設株式会社 4250001011711 高性能樹脂サッシを活用した窓のリフォーム・改造・補修及び販売 株式会社西京銀行

中国 山口県 岩国市 株式会社ウメサキ 4250001018855 新設備導入により盤石な受注体制と公共性を増加させ更なる企業成長を目指す 株式会社広島銀行

中国 山口県 周南市 揚子江実業株式会社 4250001017106 ＳＤＧ’ｓを促進する、業務用廃プラスチック国内リサイクル事業 小松原　史雄

中国 山口県 岩国市 株式会社岩中製作所 4250001012255 国内初の平板・パイプ（形鋼）兼用６ｋｗ発振器搭載ファイバーレーザ加工機導入による半導体製造装置分野への進出 株式会社山口銀行

中国 山口県 周南市 株式会社西京エレックス 4250001017931 少量量産型スマートロボットの開発・販売 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 株式会社誠和 7290801017546 『新しいギフトの形　専用フォームによるデジタルギフト事業』 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 下関市 ピーエスピー株式会社 2250001006639 「ｗｉｔｈコロナ時代の新たな楽しみ方。農業体験を楽しむ“ローカルキャンプ場”の実現」 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 防府市 国際異業種協同組合 9250005001596 日本の食品輸出に貢献する外国人技能実習生の育成と起業家支援 谷口　修

中国 山口県 岩国市 株式会社ＣＬＯＵＤ９ 5250001014705 飲食店の仕込み業務負担を軽減する「ラーメン具材等のセントラルキッチン」運営 株式会社もみじ銀行

中国 山口県 防府市 株式会社アケテック 5290001023090 ３者連携による日本の食品輸出拠点施設整備事業 谷口　修

中国 山口県 山陽小野田市 有限会社タイヤセンターニシムラ 9250002006177 地域の中小タイヤ専門店で初！タイヤ保管サービスの展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 株式会社辻岡工作所 4250001003436 持続可能な地域経済に貢献する建機修理・販売事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 有限会社くるまのあらい 1250002008874 ＥＶ充電スタンド事業を起点とした地域内ＥＶ普及に向けた取組み ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 美祢市 薬仙運輸株式会社 5250001004342 運送会社×ボディービルダーで美祢市発のフィットネス維新 株式会社ＡＧＳコンサルティング

中国 山口県 防府市 有限会社グランドクオリス 8250002003828 ３本の矢で参入する非接触型焼肉店への新分野展開 萩原　佳

中国 山口県 下松市 清和工業株式会社 1250001009551 成長分野である医療機器市場への新分野展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 防府市 有限会社ケンキ産業 8250002003010 環境負荷の少ない車社会を実現するＤＰＦ洗浄サービス 株式会社西京銀行

中国 山口県 宇部市 親醐 ＥＣ・テイクアウト・個室化で業態転換を図り、宇部牛メニューを展開する 溝田　修司

中国 山口県 山口市 株式会社松永貨物 8250001014743 和の文化を継承し発展させる古家具ギャラリー＆古民家カフェ Ｌｏｃａｌ　Ｐｌａｙｉｎｇ　Ｇａｍｅｓ合同会社

中国 山口県 下関市 株式会社石材日進 9250001005774 ｗｉｔｈコロナを見据えた県内初の非対面・非接触型の永代供養墓の提供 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 周南市 株式会社はつもみぢ 3250001009178 四季醸造の強みを活かし酒蔵の今を味わえる街なか酒蔵観光事業 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 有限会社まる穂 9280002009425 一次処理原料と産業給食向け水産加工品製造業への業種転換 株式会社商工組合中央金庫

中国 山口県 宇部市 株式会社ダッシュ 7250001008564 「アクティブシニア層をメインターゲットとした、次世代型フィットネス事業～脳科学／ヘルスケア分野との融合～への挑戦」 税理士法人さくら優和パートナーズ

中国 山口県 柳井市 晃和興産株式会社 8250001012441 燃料小売業者の総合リフォーム事業への事業拡大 株式会社広島銀行

中国 山口県 周南市 蛇島開発株式会社 5250001008839 建設現場への建設廃棄物リサイクル処理施設のレンタル事業 株式会社　Ｇサポート

中国 山口県 宇部市 宇部協立産業株式会社 6250001002989 オリジナル砕石製造部品・機器・システムの製造販売事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 ＳＭＧコンサルタント株式会社 1250001018453 「陸・海・空」全領域に対応した３次元測量による地域の安心安全への寄与 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 株式会社オリエンタルホテル 5250001004895 コロナ禍で共存共栄・マッサージ師統合によるホテルの新サービス展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 宇部市 有限会社末永整骨院・光 9250002007209 整骨院が行う、自己免疫力向上のための温活プログラム 合同会社ＲＹＤＥＥＮ


