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事業再構築補助金　第６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 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

中国 鳥取県 東伯郡湯梨浜町 ヘアーパークノートン 着付事業開始による新たな取組 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 東伯郡北栄町 株式会社新木コーポレーション 1270001004930 持続可能な企業成長を達成する為のオーダーＣＬＴ材のＪＩＴ生産事業 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 鳥取市 鳥取電子株式会社 6270001000933 国内回帰する民生製品及び産業機器用中小型基板量産に向けた業態転換計画 公益財団法人鳥取県産業振興機構

中国 鳥取県 境港市 連取水産合同会社 4270003001304 境港産水産加工品を使用した軽食等の移動販売事業 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 鳥取市 有限会社福喜屋クリーニング 9270002001283 衣料サービス事業に保管サービスを付加する新分野展開 鳥取信用金庫

中国 鳥取県 米子市 ＦＡＢＴＩＣＡ 鳥取・島根初の完全個室型トータルビューティ×リラクゼーションサロン 株式会社アルマ経営研究所

中国 鳥取県 倉吉市 株式会社一笑堂 1270001005739 事業所等の使用済み雑巾のクリーニング事業の展開 株式会社ユア・ストラテジー

中国 鳥取県 倉吉市 株式会社新喜建工 4270001005463 解体工事後の再生砕石生産と販売による建材リサイクル事業 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社みなか 6270001006889 全粒大豆スイーツのテイクアウト専門店 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 境港市 株式会社オーク 6270001004265 地域水産品を活用した冷凍食品（アジフライ等）事業計画 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 米子市 株式会社ラインナップ 9270001006119 地産地消から地産多消へ！冷凍加工食品「大山自然食品」ブランドのＥＣ直販に参入！ 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 米子市 株式会社ワイエスエンジニアリング 5270001003648 原木仕分け分野における３Ｄカメラを使った新方式計測システム開発 公益財団法人鳥取県産業振興機構

中国 鳥取県 鳥取市 ＭＡＳＵＹＡＭＡ－ＭＦＧ株式会社 5270002002211 半導体製造装置、ＥＶ関連などの高単価難加工製品製造への新分野展開計画 公益財団法人鳥取県産業振興機構

中国 鳥取県 米子市 株式会社なかでん 7270001007531 地域社会の健康促進に貢献する「酵素風呂サロン」への多角化計画 米子信用金庫

中国 鳥取県 米子市 ＭＡＸＳＨＯＰ株式会社 8270001006400 ウィズコロナを見据えた「ペットと一緒に泊まれる無人型ホテル」への展開 セブンセンス税理士法人

中国 鳥取県 鳥取市 マッシュカフェ ペットと泊まれるリゾート風トレーラーホテルへの事業転換 株式会社ロジヤ

中国 鳥取県 境港市 千代むすび酒造株式会社 3270001003815 「ウイスキー」で国内外のウイスキー愛好家市場を開拓 境港商工会議所

中国 鳥取県 境港市 有限会社いけびんストーア 9270002007603 Ａｆｔｅｒ　コロナにおける地域資源を活用した新商品の開発 境港商工会議所

中国 鳥取県 倉吉市 打吹商事株式会社 1270001004971 ステーキ＆ハンバーグ専門店へ新分野展開～ガソリンスタンド併設レストラン～ ごうぎんキャピタル株式会社

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社ＯＫＵＰＥＮ 1270001006051 大型ブラストルームを活用した金属製品粉体塗装事業への参入 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 東伯郡三朝町 三朝高原開発合同会社 9270003000895 「グランピング×温泉」の観光地シナジーを最大化した旅館業の起死回生の 一手 株式会社セームページ

中国 鳥取県 米子市 株式会社キュウ 4270001005629 「万葉牛」を全国へ！有名焼肉店によるインターネット通販特化型冷凍精肉事業 中村　光太

中国 鳥取県 鳥取市 気高電機株式会社 5270001002006 成形工場における生産力増強と自動化推進による生産性向上の取組み 公益財団法人鳥取県産業振興機構

中国 島根県 安来市 株式会社安来モーテル 1280001002470 最新の産業用ドローン導入によるドローン事業への参入 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 松江市 足立石材株式会社 7280001000048 移動式ペット火葬車両導入によるペット葬祭事業への進出 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 益田市 西日本鉱業株式会社 3280001005083 最新粉砕機で超微粉粒を製造　新分野進出で日本の鉱物資源を活用 島根益田信用組合

中国 島根県 邑智郡美郷町 美容室たんぽぽ 感染対策にも配慮した店舗内の個室化と新たなエステティックサービスの提供 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 株式会社原寿園 8280001003363 出雲大社神門通りで「出雲ぜんざい」専門店の出店 出雲商工会議所

中国 島根県 安来市 Ｂｉｌｌｉａｒｄｓ＆Ｃａｆｅ　ＡＲＩＴＴＯ フレイルの予防に取り組めるヘルスケア事業への進出 安来商工会議所

中国 島根県 安来市 株式会社伯太観光 9280001002686 工事・輸送車両を長く使用するため修繕・補強を行います。 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 安来市 有限会社カメラのハマダ 9280002004590 ドローンによる農薬・肥料の散布事業　及び　ドローン講習事業 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 オーエム金属工業株式会社 7280001000907 省エネ半導体の製造装置向け振動減衰性部品製造による新分野展開 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 雲南市 クライムファクトリー株式会社 4280001007285 ５軸加工機の導入によるリチウムイオンバッテリー向けフィルム製造装置部品等への新分野展開計画 シェアビジョン株式会社 三菱電機クレジット株式会社

中国 島根県 松江市 株式会社サンテクノス 8280001000303 非破壊検査で培った信頼性・ノウハウを活用した柔軟な警備の提供 株式会社東京経営サポーター

中国 島根県 出雲市 有限会社大谷鉄工所 1280002007056 産業用ロボット部品加工事業への新規参入 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 安来市 株式会社ナカサ 9280001002422 内燃機関関連部品（ターボ）加工からＥＶ関連製造装置の部品加工事業への転換 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 有限会社ウェルシー 2280002007039 羽毛布団の残羽毛を再利用したペット製品へ事業再構築します 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 ワインダイニングルネミッケ フレンチシェフの地域初アレルギーフリー洋菓子専門店 株式会社島根銀行

中国 島根県 松江市 Ｎプランニング 地域に根ざしたカーライフサポートサロンを開店 株式会社島根銀行

中国 島根県 益田市 日精販有限会社 2280002010182 地域活性化への挑戦！益田市に活気を「サウナ事業」に参入 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 松江市 株式会社えにしの桜 3280001007162 居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）から訪問介護事業所（ホームヘルパー）開設へ 株式会社島根銀行

中国 島根県 出雲市 株式会社ビッグストーンケーケー 5280001007169 クラフトビール醸造所を構築し、独自調合したクラフト発泡酒の製造・販売事業 小林伸行

中国 島根県 出雲市 有限会社スタジオナウ 9280002005614 人生の大切な節目にコト（宿泊）モノ（写真）で感動を届ける事業 島根中央信用金庫

中国 島根県 松江市 有限会社壽山商店 5280002002854 地域の未利用魚も活用！魚肉の良質なたんぱく質を活した高齢者・運動愛好家向け健康志向食材の開発と製造販売 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 株式会社出雲木材市場 1280001003097 加工内製化によるリードタイム短縮・コスト削減と木材製品の販売取りまとめ役への転換 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 出雲市 株式会社住いる建築工房 1280001005829 古民家と地域資源を活用し、新分野である観光業へ進出 株式会社島根銀行

中国 島根県 松江市 株式会社さんわファクトリー 9280001005870 コロナで元気を失った地元松江をお菓子で笑顔に！ 株式会社商工組合中央金庫

中国 島根県 松江市 株式会社フローネ 9280001002661 野生麹チーズ工房 株式会社島根銀行

中国 島根県 出雲市 有限会社Ｏ’ｚ　ｃｒｅａｔｅ 1280002007436 住宅設備機器卸売業・小売業及びリフォーム事業への新規参入 株式会社島根銀行

中国 島根県 鹿足郡吉賀町 有限会社宗正建設 2280002010661 吉賀町及び近隣の地域課題解決と地域貢献事業 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 益田市 株式会社グリーン 6280001006178 石見地域の畜産を一大産業へ 株式会社山陰合同銀行

中国 岡山県 総社市 レトワール プライベートサロンで美容の提供方法の変更により感染防止に取り組む 吉田　正人

中国 岡山県 玉野市 株式会社エムプロ 3260001027377 歯学生教育への問題発見・解決法を用いた歯科インプラント教材 玉野商工会議所

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社西日本トップサービス 9260001008850 外国人向け介護福祉士実務者研修および日本語レベルアップ研修 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 炭焼き牛タン　せんすけ アメリカンレトロ×唐揚げ専門店＝新規若者顧客獲得を目指す事業 山口　大輔

中国 岡山県 倉敷市 株式会社トライエンゴ 5260001033737 中古理美容設備×専門フリマアプリ＝新規顧客獲得を目指す事業 山口　大輔

中国 岡山県 岡山市南区 みどりまち接骨院 画期的！学校内に『コンディショニングＲｏｏｍ』設置でケガのケアと予防 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社ティーエムジェイ 4260002012427 県内初の高所作業車出張タイヤ交換サービスでＩＴ化・テレワーク推進へ貢献 株式会社エフアンドエム

中国 岡山県 倉敷市 有限会社晃翔 4260002024190 食品小分けで切り開くポストコロナへの道標 水島信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社聖原田 9260002008214 日本料理店の挑戦！和風パスタを提供する多機能カフェへの新展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＳＷＩＴＣＨ 9260001010583 ぽかぽかファミリー保育園設置計画 税理士法人アライズ

中国 岡山県 久米郡美咲町 株式会社ＮＩＳＨＩＣＯＲＩ 6260001032390 地元京都の観光資源等を活かしたキッチンカーによる新市場開拓 亀岡商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 株式会社東亜測量設計コンサルタント 2260001017107 建築測量設計事業の新事業開始による古民家再生分野への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 フレッシュ青果あずま 下津井産天然海産物の販売開始による海産物×青果物専門店への事業転換 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 倉敷市 株式会社フック 7120001088702 高齢者施設の入居者を笑顔にする「ファッション訪問販売サービス」 株式会社広島銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社インフィニット・フィールド 6260001012310 教育ビジネスのオンライン化を支援するＡＩ技術を駆使した次世代セミナールームの開発 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 株式会社アッソ 3020001108597 女性の創業・事業成長をサポートするインキュベーション施設運営 倉敷商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 人材開発マネジメント株式会社 6260001005132 製造現場向けデジタル教育コンテンツ事業への新分野展開 山田　達志

中国 岡山県 倉敷市 備讃ヤンマー株式会社 2260001014533 釣船事業への新規参入及びＬＴＶの向上を目指した買取強化事業 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 備前市 イル・パトリ プライベートキャンプ場開設による司会業から宿泊業への事業転換 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社横木農園 5260001035139 加工品で岡山の農業を元気にする。インスタ映えする、かわいい・きれいなコンポート。 大倉　宏治

中国 岡山県 備前市 キャリアオフィスＴＯＭＯ テレワーク支援付き古民家型コワーキングスペースの開発運営 岡山商工会議所

中国 岡山県 笠岡市 ハーベストベイ株式会社 4260001026477 日本遺産にも登録された笠岡諸島の魅力発信、ワーケーションプランによる中期滞在型施設提供への新分野展開 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 高梁市 ママンティーク フランス・アンティークイメージを融合した、ミニコワーキング事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市中区 有限会社伊勢田 8260002000691 地域資源を活用した和食冷凍加工食品の食品製造卸売への事業転換 浅山　幹男

中国 岡山県 倉敷市 株式会社玉島活版所 9260001013826 老舗印刷会社が目指す県内トップのワンストップソリューション 玉島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 有限会社梶原架設 3260002022419 はつり工事事業の開始による配管・ピットのあらゆるメンテナンスへの対応と特定需要への特化 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 倉敷市 有限会社コラソン 2260002023021 自然と季節ごとのイベントが楽しめる公園（ｐａｒｃ）カフェ 大倉　宏治

中国 岡山県 岡山市北区 池田促成青果有限会社 9260002000641 「加工食品製造販売」への取り組みによる「新分野展開」事業 岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 岡山市東区 黒場 コロナ禍の中、本格的焼肉店の味を自宅で楽しめる「焼肉セット」精肉店 大倉　宏治

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ジュエリーホンダ 4260001011818 完全プライベートトータルビューティーサロンの運営 平木　二三男

中国 岡山県 岡山市中区 有限会社時信レッカーセンター 2260002006950 新開発リアバンパーによりアンダーリフトを装着した積載車の販売 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 倉敷市 ティーツーケー株式会社 7260001016244 自動倉庫システム導入による省人化物流施設整備で個人向け３ＰＬ事業を展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 Ｈｅａｒｔ　Ｕｐ　Ｗｏｒｌｄ株式会社 6260001010900 自動車ＥＶ化時代対応で「１４分野－自動車・蓄電池」分野で新たな事業化「ＥＶ車整備点検・ＥＶスタンド等」 岡山県商工会連合会
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中国 岡山県 岡山市南区 株式会社リプロ 7260001007061 脱炭素社会構築の為のグリーン再生ペレット化事業 株式会社みずほ銀行

中国 岡山県 笠岡市 株式会社川﨑建設 3260001028094 一級建築士が作るメタバース空間でのＮＦＴ住宅展示場作製事業 笠岡商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 やまこうファーム株式会社 8260001034006 コーヒーの収穫体験も可能なカフェ併設のコーヒー観光農園事業 岡山商工会議所

中国 岡山県 笠岡市 有限会社アルデバラン 5260002026302 五感企業を目指し視野分野への進出による事業再構築 笠岡商工会議所

中国 岡山県 瀬戸内市 セブンベッド株式会社 6260001021402 ローカン貼ベッドフレームの製造開始を通した高級ホテル・高級旅館市場への進出 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社トヨタクラシツクカーサービス 6260001004794 レッカー車を導入し、ワンストップ事故対応サービスを提供する 福田　虎大郎

中国 岡山県 倉敷市 有限会社赤瀬鉄工所 6260002016161 高精度加工可能な設備導入による生産体制再構築で半導体や電気自動車関連分野へ新分野展開 中村　清悟

中国 岡山県 倉敷市 株式会社インテ 3260001016173 岡山で暮らし・働き・家族を作るお手伝いのための結婚式場が運営する婚活支援事業 特定非営利活動法人関西事業支援機構

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社旺兼工業 5260003001642 産業廃棄物収集運搬業を行い、工事・解体からリサイクルまでの総合力を高める。 協同組合さいたま総合研究所

中国 岡山県 津山市 有限会社安藤鈑金 9260002030250 大型トラック等の架装への挑戦でサプライチェーンの一翼を担う 津山信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 中村　朋子 業績の上がらないセルフエステ事業から撤退し、回復が見込まれる飲食業への業種転換計画 吉田　正人

中国 岡山県 井原市 井原食産有限会社 8260002025557 地域特産物を活かした新ブランド商品開発による事業再構築 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社プロスパ 1260001010095 コロナにより壊滅的打撃を受けたラーメン店のＦＣ活用による洋菓子販売店への挑戦 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 有限会社中村鉄工所 8260002020120 強みを活かせる成長市場のシャフト製品に新規参入で経営多角化を実現 中村　清悟

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社岡山スポーツ会館 1260001001128 学習・運動と学童保育の融合事業 広島総合税理士法人

中国 岡山県 井原市 有限会社笹井鉄工所 7260002025707 特殊材料の複雑加工技術獲得による半導体産業への進出 株式会社ゼロプラス

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社恵拓 3260001033284 平島元気野菜市場開設による野菜菌床茸の加工・販売事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市東区 竹久工業株式会社 5260001007179 ファイバーレーザー切断機導入による配電盤製造事業 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社身体改善研究所 2260001029424 コロナ禍ニーズ対応の非接触対応痩身サービスと眉毛サロン事業 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市中区 太陽美術紙工株式会社 4260001004045 海外富裕層等に向けた意匠性の高い高級日本酒用化粧箱の新規開発 株式会社山陰合同銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社加賀商会 8260001001740 環境・衛生対策ニーズに対応した各種洗浄サービスによる事業構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 美作市 株式会社フォーシーズン湯郷 4260001030479 ポストコロナを見据えた地域観光客・インバウンドの獲得に挑戦 津山信用金庫

中国 岡山県 玉野市 ハナビジョン株式会社 3260001029472 地域生活者の利便向上に貢献する多様な販路を持つベーカリーの事業化 株式会社香川銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社クールウエスト 9260001017389 中古厨房機器の買取販売事業開始とショールーム開設による業態転換 児島商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ニシモト 4260001015372 自動車生産治具製造から半導体製造装置部品製造への挑戦 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 倉敷市 金森株式会社 4260001012931 老舗寝具製造業による子供用寝袋・シュラフの新ブランド開発 税理士法人石井会計

中国 岡山県 総社市 株式会社Ｙ’ｓ 9260001031605 社会的ニーズの高い『空き家解体から整地まで』の一貫サービス事業の開始 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社アルテクト 6260001032985 経営資源を活用した美容業界参入による高付加価値の提供 玉島信用金庫

中国 岡山県 美作市 大平産業株式会社 9260001020797 製材部門における加工度合いの高い製品供給への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 赤磐市 株式会社新岡エフアールピー 9260001010823 ＦＲＰ製造における『原型・マスター型・生産型』製作販売による新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ＣＯＮＯ 3260001028004 岡山県産原材料を使ったオリジナル冷凍ピッツアネット販売の開始 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 美作市 株式会社野内研磨工業 6260001030295 ＳＤＧｓ目標の達成のためステンレス製大型タンク研磨に挑戦 津山信用金庫

中国 岡山県 真庭市 株式会社三木工務店 8260001022704 コロナ禍以降長期休業のホテル施設を活用する再生資源卸売業への新分野展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 旭テクノプラント株式会社 6260001012467 共生社会の実現に向けた「シェアオフィスを活用した障がい者雇用支援サービス」の共同開発 税理士法人石井会計

中国 岡山県 岡山市東区 杉山　誠 旧車・ネオクラシックカーの中古車販売及びサブスクリプション事業 高柳　哲也

中国 岡山県 倉敷市 ナイカイ塩業株式会社 8260001014197 医薬／健康食品向け原料の新規格の製造とそのための新設備建設 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 矢部被服株式会社 1260001015053 業界初の制服レンタル事業開始とサービス提供方法の大転換計画 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市東区 東進工業株式会社 2260001004666 独自技術を活かした製造体制の構築による「中／大型農機向け部品」へ新規参入 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市中区 有限会社鶴松 8260002006581 顧客ニーズに対応するＩＴシステム導入・内装リフォーム～非対面・非接触営業の促進～ 株式会社香川銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社近藤建設興業 7260001007904 既設住宅の高機能化を通じた省エネ住宅の普及、省ＣＯ２化への挑戦！ 森藤　啓治郎

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ＴＲＹ　ＨＯＯＰ 6260001026566 プロバスケットボールチームによるスポーツパビリオン施設運営事業 澁谷　典彦

中国 岡山県 英田郡西粟倉村 株式会社木の里工房木薫 9260001020954 木材利用率のエビデンスに基づく木製家具・遊具のエシカル市場へ参入 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社宮武組 7260001009751 ドローン関連サービスの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 玉野市 長尾鉄工株式会社 2260001022404 次世代型船舶エンジンや風力発電設備等の部品加工へと新たに展開 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 岡山市南区 有限会社谷口商店 9260002019541 高効率デジタル裁断設備導入によるスクールユニフォーム分野への新分野展開 水島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 サトウ機工株式会社 1260001013503 製缶・配管製作事業開始によるグリーンエネルギー発電プラント分野への新分野展開 水島信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社起立製作所 3260001023913 「山の恵」地元岡山産ジビエを用いた「愛犬の健康食」の開発 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 平賀運送株式会社 7260001005643 「運送・製造・倉庫」が一体となった総合物流サービス 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 倉敷市 株式会社絆 8260001019469 誰一人として取り残さない業種転換による事業再構築事業 印牧　秀晃

中国 岡山県 倉敷市 株式会社松商 8260001014775 児島ネットワークをフル活用し、地域繊維工業の活力維持に貢献する事業 児島商工会議所

中国 岡山県 総社市 錦門丸松工業株式会社 3260001015877 半導体製造装置向けアルミ精密金属部品への参入 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社Ｃｏｎｅ・Ｘｉ 6260001031161 訪問看護ステーション向けシフト表作成システムのクラウド型提供 岡山商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社ブロス 8260001000098 同人誌向けで培ったフィルム印刷技術の商用利用への新分野展開 株式会社ＧＩＭＳ

中国 岡山県 津山市 村井紙器株式会社 9260001020277 ダンボール製造で培った設計力を生かし、ダンボール製リール製造事業の体制構築をおこなう 株式会社鳥取銀行

中国 岡山県 浅口郡里庄町 一光化学株式会社 6260001018027 「白石桑黄グルカン」を使用した新商品で海外新市場開拓に挑戦 株式会社広島銀行

中国 岡山県 倉敷市 永井釦株式会社 1260001014212 ファストファッションと一線を画す「金ボタン」量産体制を確立 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 イカサ緑地株式会社 6260001016971 古民家を活用した庭園カフェ事業への新たなる挑戦 笠岡信用組合

中国 岡山県 岡山市東区 有限会社藤野建具 7260002011343 安全・安心なオーダーメイドの木製「後付け玄関スロープ」の開発・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 倉敷市 株式会社エコライフジャパン 2260001017189 エコロジーと防災をコンセプトとした多目的なフラワーカフェ事業の新開発 税理士法人石井会計

中国 岡山県 倉敷市 興南設計株式会社 4260001013285 企画～設計～製作～稼動までを請負うワンストップ受注による事業拡大（３１文字） 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ｂｅｌｋ 5260001036698 倉敷市児島唐琴の王子が岳麓のギャラリーのホテル化 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ＳＥＭＳ 8260001032760 あまからぴんぽん酢の製造販売 みどり合同税理士法人

中国 岡山県 瀬戸内市 株式会社高田農園 2260001033806 生産農家による安定した流通を実現するための事業再構築 税理士法人久遠

中国 岡山県 倉敷市 株式会社サンタック 9260001013520 Ｂ　ｔｏ　Ｂ　から　Ｂ　ｔｏ　Ｃ　へ　ＤＩＹ市場への新規参入 高見　尚平

中国 岡山県 倉敷市 倉敷中央石材株式会社 7260001029171 ポストコロナ社会に適応した「寺院連携型の小規模葬儀」事業への展開 江原　晃治

中国 岡山県 倉敷市 株式会社行雲 3260001032996 「モノ消費」から「コト消費」へ　岡山くだものミュージアム展開 森　健輔

中国 岡山県 岡山市北区 アクビックス株式会社 7260002031341 岡山県産農産物を使った、テイクアウトも可能なメニューを提供するオープンカフェ事業 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ハッテン 9260001016473 コロナ禍における安心・安全な屋内シミュレーションゴルフ練習施設の運営 株式会社広島銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社バンザイ帝國 5260001009712 昭和レトロコーデ＆アクティビティのブランド体験の新業態開発 有限会社エヌティ・クリエイト

中国 岡山県 浅口郡里庄町 たんぽぽ助産院 未熟児の母親を対象とした産後ケア事業 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 有限会社小林化成 3260002018202 中国地方初・第三者機関としてのコンクリート代行検査の事業化 株式会社中国銀行

中国 岡山県 高梁市 おぐろ 高梁の旬をリーズナブルに届ける美しくおいしい丼物専門店 有限会社エヌティ・クリエイト

中国 岡山県 井原市 カミヨ千々木株式会社 8260001018280 国内初の液体インディゴ染料機械製造を開始し、コロナ禍でも対応できるよう生産力を高める 株式会社広島銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社イエージ 8260001029889 アパレル小売業から古民家ギャラリーでアート分野への新分野展開 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 倉敷市 株式会社のだ初 5260001014407 経営資源をフルに活用した付加価値最大化事業の開始 玉島信用金庫

中国 岡山県 真庭市 湯原ふぁーむ 「６次産業化」により地方の農業を守る。“干し芋”加工による付加価値の向上 大倉　宏治

中国 岡山県 玉野市 福島農機株式会社 6260001022441 地域の高付加価値農産物及び加工品の産直マルシェへの挑戦 江原　晃治

中国 岡山県 岡山市東区 合同会社遊々カンパニー 9260003002967 ユーユーＬＥＤ事業による地域経済の活性化 税理士法人久遠

中国 岡山県 総社市 株式会社さのオートセンター 5260001026567 新サービス「車内の抗菌・抗ウイルスコーティングとスピード車検」の立ち上げ 総社商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 有限会社ニッティ・グリッティ 2260002007552 国内初ＶＲを活用したバーチャル会社見学ポータルサイトの開発 笠岡信用組合

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社サモーダインターナショナル 3260001030892 本場スリランカ料理店とスパイスカレーを提供する店舗運営 税理士法人ＦＩＡ

中国 岡山県 岡山市北区 テック鬼城株式会社 5260001008490 安心・安全に農作物、海産物の生育促進と免疫力向上効果のある複合乳酸菌商品の製造および販売 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 合同会社よーそろ 9240003002622 地域食材を活かした高付加価値レトルト食品製造販売事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 有限会社アルテ 4240002024481 フランス料理店が挑戦する新生活様式に対応した惣菜の製造販売事業 広島信用金庫
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中国 広島県 福山市 りっちゃんカフェ 移動車両販売から田舎移住がプチ体験できる宿泊業に事業転換する計画 岡本　樹幸

中国 広島県 尾道市 株式会社セイコウホーム 3240001052014 瀬戸内しまなみ海道を盛り上げるサイクリストに特化した宿泊事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社エヌパフォーマンス 6240001049429 自動車整備工場設置に関する事業計画 東広島商工会議所

中国 広島県 広島市安芸区 合同会社白Ａ 7020003015846 観光地の自然・建造物を活かしたメディアアートの提供 税理士法人アーク＆パートナーズ

中国 広島県 広島市安佐南区 光神精一写真事務所 デジタル時代の集客・販促で効果を発揮！動画制作・コンサルティング アイ・グローバルサービス税理士法人

中国 広島県 広島市南区 合同会社Ｍａｋｌｉａ 3240003002792 石垣島の自然を堪能できる体験型リトリート宿泊施設の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 広島県 福山市 株式会社松井 2240001032181 「３Ｄデジタルによるサンプル作成」及び「これらの量産体制の提供」事業 株式会社山陰合同銀行

中国 広島県 広島市東区 株式会社彩里 4240001045925 建設業から宿泊業への新市場参入による　古民家リノベーション簡易宿所兼モデルルームの運営 公益財団法人ひろしま産業振興機構

中国 広島県 広島市東区 有限会社苅田工務店 1240002004239 自社所有物件を利用した、トランクルーム市場への参入 株式会社アクセルパートナーズ

中国 広島県 広島市東区 株式会社ドゥーシック 2240001016960 コロナ禍の新生活様式にマッチした完全個室インドアゴルフ事業への新分野展開 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 一吉産業 広島初！！キッチンカー兼店舗ベビーカステラ専門店 山本　直輝

中国 広島県 広島市佐伯区 みやじま紅葉の賀 着物の古帯や宮島の伝統工芸を活用したオリジナルバッグの製造販売事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社ＥＫＳ 7240001041137 地元女性への癒しの提供と中国美容市場進出を目指す！総合エステサロン運営計画 広島信用金庫

中国 広島県 呉市 ｙｏｇａｓｐａｃｅ　ｓｌｏｗ ヨガスタジオが配信するフェアトレード・オーガニック商品　を中心とした小売店を開業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市東区 株式会社エンドレス 3240001003875 「コンクリート×鉄」「木×鉄」のスタイリッシュなオーダーメイド家具製造 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社むねよし企画 8240002024593 金融業の保険代理店ではなくグッズ製造販売に活路を見出す 広島県商工会連合会

中国 広島県 江田島市 ｅ＇ｓ 江田島産の海産物を使った冷凍、レトルトお惣菜の製造への進出 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市南区 ひろしま旬彩　鶴乃や本店 仕出し料理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 東広島市 合同会社ＭＩＲＡＩＥ 8240003004438 「コロナで肥やしたお腹を引き締める！新メニューで新規患者の獲得」 寺崎　兼司

中国 広島県 東広島市 くぼまち割烹しんすけ 家庭向け鍋セットを中心とした中食販売の開始と生産体制の構築 東広島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＭＡＳＴＡＮＧ 3240001055173 ゴルフバー事業から脱毛や整体などヘルスケア事業への大胆な進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 サンピエトロ 地元密着洋食レストランによる冷凍食品製造販売事業に新分野展開 東広島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 株式会社コンフォート 9240001054681 コロナの影響から回復するための新業態（カレー×テイクアウト）への転換 税理士法人　安部事務所

中国 広島県 三次市 株式会社菁文社 2240001024451 当社初ＢｔｏＣビジネスによる新規プリントＴシャツショップ事業参入。 三次商工会議所

中国 広島県 広島市西区 株式会社カケラ 9240001056505 リフォーム事業とシナジー効果を企図するカフェへの新分野展開 田久保　普三

中国 広島県 広島市中区 株式会社シエル 4240001052079 バストケアの強みを活かしたスクール開設とＢｔｏＢ自社商品開発販売 山根　敏宏

中国 広島県 広島市南区 株式会社ケアメディック 1240001053947 非対面式脱毛・美脚・美尻エステ 広島信用金庫

中国 広島県 東広島市 岡本工業 ＦＲＰ防水事業から鉄板居酒屋への新分野展開 東広島商工会議所

中国 広島県 福山市 株式会社サード 2240001041835 カラーオーダーシステム導入による事業再建計画 しまなみ信用金庫

中国 広島県 広島市中区 イタリア料理オンニモード コロナ禍に則り、ネットオーダーシステムを活用した新規テイクアウト・デリバリー事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 アリババ ハンバーガー、スイーツを販売するアメリカンカフェの出店・運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 広島県 福山市 アロマラブ 耕作放棄地を活用した地域活性化プロジェクト 山崎コンサル株式会社

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社ヨコミセ 1240002017653 運送業者による「青空市場を基点とした地域活性化と賑わいの創造 株式会社広島銀行

中国 広島県 安芸郡府中町 株式会社シナジー 5240001037070 ウィズコロナ・アフターコロナを見据えたテイクアウト主体の飲食事業 株式会社愛知銀行

中国 広島県 尾道市 株式会社豊結 1240001042025 ４０代～６０代女性向け薄毛改善・白髪予防のヘアエステサービス 塩津　友輝

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＴＩＧ 9240001050920 ネットオーダーシステムを活用したフルーツ盛り合わせ・アラカルトのテイクアウト事業 広島市信用組合

中国 広島県 安芸郡海田町 合同会社フリーチルドレン 7240003002822 地域の子供たちが集まるお祭り広場＆海田町アンテナショップ事業 山田　紳太郎

中国 広島県 広島市中区 有限会社栗川商店 4240002005168 老舗料亭が挑戦する新しい販売スタイル・移動販売と冷凍自販機の導入 広島商工会議所

中国 広島県 安芸郡府中町 合同会社勉強室なかむら 9240003005625 学習塾から放課後等デイサービスへの進出による地域課題の解決 広島県商工会連合会

中国 広島県 府中市 真辺工業株式会社 9240001034345 Ｅ－ＡＸＬｆＥ向けアルミ部品の製造工程の構築と販路拡大 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 呉市 有限会社制御設計 9250002003793 生産工程の脱炭素化に貢献する産業用ロボット技術者育成事業 東京中央経営株式会社

中国 広島県 広島市南区 株式会社シンコー 6240001004508 ＬＮＧ燃料供給ディープウェル型ポンプの開発 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社オンド 5240001026775 電動車用ディファレンシャルアッセンブリーの開発システムの構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 有限会社橋本電設 5240002033762 ＥＶ充電スタンドを拠点（実証モデル）とするＥＶ関連電気工事への展開 呉信用金庫

中国 広島県 広島市南区 株式会社インタフェース 2240001000873 社内ショールーム化によるシステムソリューション事業進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 竹原市 株式会社テック 5240001037310 次世代パワー半導体に必須の高耐熱仮接着シート貼り合わせ技術力の強化 株式会社ジャストコンサルティング

中国 広島県 安芸郡熊野町 株式会社プラディア 5240001036485 プラスチック成形における自社完結型１００％リサイクル工程の実現 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 廿日市市 寺浩水産有限会社 1240002037981 新鮮で大粒の「広島かき」の美味しさを全国のご家庭にお届けします！ 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社オフィスフローレ 8240001046341 地域内初出店！コロナ禍でもニーズの高いヘアカラー事業の開始 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 広島市西区 広産株式会社 4240001003255 「流通の２０２４年問題の解決」と「脱炭素社会の実現」を目指す 広島信用金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｌａｂｅｌ 7240001041780 クイニーアマン専用工場化による生産体制強化及びブランディング化事業 ＫＹＳコンサルティング株式会社

中国 広島県 広島市西区 丸八有限会社 3240002020606 広島のラーメン文化を全国のご家庭にお届けします！ 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 株式会社和田造園 6240001035759 ウィズコロナでも需要が高く、既存事業の弱みを補える飲食事業の開始 株式会社中国銀行

中国 広島県 三原市 株式会社ジーク 8240001056365 店舗や事務所等の新築・改装という新分野進出による事業再構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社アート・デンタル 3240001018114 コロナ禍・価格高騰に対応するための先端技術導入による純チタンクラウン対応計画 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 東広島市 株式会社タナカテック 5240001054231 半導体製造分野進出のための新加工技術の導入及び加工体制の刷新事業 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 広島市中区 Ｒａｉｎｂｏｗ　Ｑｕｅｓｔ株式会社 2240001043740 アフターコロナに対応する会員制サロンへの業態転換の取り組み 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 呉市 株式会社中国ロジテック 2240001026191 既存事業の運送事業の強みを活かした車輌架装製造事業への転換 株式会社中国銀行

中国 広島県 安芸郡府中町 バックヤード　ファニチャー 住宅用家具等の製造歴１５年の職人が挑むキャンピングカー用家具の製造 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 広島軽金属株式会社 2240001018957 業態転換により感染リスク低減と製造の効率化で付加価値の高い市場へ参入 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 安芸郡府中町 広島トーワ薬品株式会社 6240001036575 介護施設のＤＸ化による生産性向上に貢献するクラウドサービスの運営 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 三次市 柳原行政書士事務所 アスパラガス入り糖質５０％オフ麺の製造・販売【柳原行政書士事務所】 三次商工会議所

中国 広島県 福山市 株式会社備後ムラカミ 7240001032978 畳を総合的に生産可能な総合畳製造ラインの構築 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社千鳥 2240001006879 食缶方式の給食による学校給食市場への参入とＳＤＧＳ弁当の開発 川上　正人

中国 広島県 府中市 ＹＡＭＡＸ株式会社 3240001034466 新製品マスト伸縮装置の需要に対応するため、大型甲板機が生産できる体制を整備する 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社ヴィジュアライズ 6240001048513 ＩＴベンチャーが挑戦するｗｅｂベースのＢＩＭモデルハウス事業 笠岡信用組合

中国 広島県 呉市 有限会社赤ビル３Ｃ＆Ｓｐａ 4240002032071 艦船の町「呉」にて潜水艦をコンセプトとしたご当地ゲストハウスの開業 呉商工会議所

中国 広島県 福山市 ユニオンテック株式会社 2240001050489 高齢ペットや巣ごもりのペットの運動不足解消に広島県初ペット専用温水プール・ドッグラン＆カフェの提供 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社キョウエイ 2240001030417 新型マシニングセンタ、及びＣＡＤシステム導入による新製品の製造計画 株式会社伊予銀行

中国 広島県 呉市 株式会社大下工業所 5240001025570 脱炭素で成長が見込まれる新たな製鉄方法や水素インフラ関連の機械設備製造に新分野展開 中村　清悟

中国 広島県 福山市 有限会社エッグセンターヤマテ 3240002047582 汚卵度の見える化、規格の異なる「輸出適格卵」で海外市場進出 株式会社山陰合同銀行

中国 広島県 尾道市 成和工業株式会社 2240001038195 立形マシニングセンタの導入による生産体制の強化、新製品製造と新市場に向けての事業再構築 しまなみ信用金庫

中国 広島県 広島市中区 木の庄帆布株式会社 2140001024404 環境にやさしい綿の布で作るキャンプ用品開発とオムニチャネル戦略の実践 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社レヴァリィ 8240001020890 家族で取り組む／過疎地の空家再生事業～宿泊業とカフェの運営で地域のつながりを深め、地域に貢献する。 広島総合税理士法人

中国 広島県 三原市 菅建設株式会社 1240001039649 脱・土木事業依存！快適と防災を兼ね備えた高性能住宅建築へのシフト 三原商工会議所

中国 広島県 府中市 橘高精工株式会社 6240001034190 ４軸加工が可能な立形マシニングセンタによる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 福山市 株式会社アイリー 3240001046296 非接触型ゴルフスタジオによる地域社会の健康増進プロジェクト 駒田　裕次郎

中国 広島県 東広島市 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｋａｚｕ　ＭＡＲＵＹＡＭＡ 老舗レストランがコロナ禍でも運営できるテイクアウト専門店へ事業転換 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 有限会社あおぞら 9240002038997 真空包装・冷凍で長期保存可能な調理食品等を製造販売！調理アウトソーシング参入 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 東広島市 金田工業有限会社 5240002028746 ＣＮＣベンディングロールの導入による新たな船舶向け送風機部品等の製造・生産効率向上計画 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 尾道市 有限会社富士商会 4240002051352 廃バッテリーの中間処理の事業を再構築し持続可能な社会を実現していく 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 有限会社ファーストライン 5240002033705 自社の「強み」を最大限活かした児童発達支援事業への新規参入 呉信用金庫

中国 広島県 広島市安芸区 日広鋼機株式会社 5240001008435 半導体製造工程で排出される有害ガスを無害化するオーダーメイド製品の製造 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 調度品の亀川株式会社 9240001046134 大規模な店舗の改装で広域的な集客を実現するビジネスモデルの開発 川上　正人
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中国 広島県 東広島市 有限会社匠工業 9240002029096 最新デジタル技術で社会課題の解決に貢献するドローン点検事業 広島信用金庫

中国 広島県 呉市 カジウメ工業株式会社 2240001026778 冷間鍛造・精密切削加工における高度な技術力を活かし建具金物・農機具部品等の製造へ進出 株式会社エフアンドエム

中国 広島県 福山市 有限会社春秋 2240002045273 日本料理店からの脱却。海鮮焼きも楽しめる焼肉店への事業転換で再始動 猪原　清

中国 広島県 広島市中区 西洋エステート株式会社 3240001005418 ターゲット顧客と客室の利用用途拡大による事業再構築 立山　智子

中国 広島県 広島市安芸区 矢野食品株式会社 2240001011887 冷凍和菓子の製造による新市場（国内・海外の冷凍食品市場）の開拓 呉信用金庫

中国 広島県 福山市 株式会社ホーム・ラボ 7240001042977 工務店向け中古住宅仲介プラットフォーム提供事業 森藤　啓治郎

中国 広島県 尾道市 株式会社立花テキスタイル研究所 5240001044199 繊維製品の伝統を継承するための職人育成事業 岡田　卓也

中国 広島県 広島市中区 株式会社サンポークリエイト 6240001016148 広島から世界へ！アクセサリー事業からデジタルアートへの挑戦 川本　哲也

中国 広島県 広島市南区 有限会社奥本鉄工所 2240002003297 市場が拡大する半導体製造装置向け部品製造への挑戦 広島信用金庫

中国 広島県 広島市西区 株式会社平岡 2240001042478 「カーボンニュートラル」にむけた電気自動車の充電スタンド一貫工事事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

中国 広島県 福山市 アサヒタクシー株式会社 6240001029736 デジタル×風景の新感覚！ＸＲ観光サービスの展開 山崎コンサル株式会社

中国 広島県 廿日市市 有限会社岩村もみじ屋 9240002037495 老舗もみじ饅頭屋が自慢のあんこを活かしたテイクアウトドリンク販売に挑戦 広島信用金庫

中国 広島県 東広島市 出雲建設株式会社 1240001022381 地盤のパイオニアが挑戦する民間非住宅工事への参入 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 有限会社岡安工業 4240002027344 完全自動化された半導体製造装置向け特殊ガス供給装置の製造 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社フルーツのしまだ 8240001010520 地域密着型の老舗フルーツ店が挑戦するオリジナルスイーツの製造小売事業 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社ミズト製作所 4240002017923 塗装を含む社内一貫生産の強みを活かした事業再構築事業 松下　隆信

中国 広島県 広島市中区 ＫＯＹＡ株式会社 7240001053818 放置農園の再生を通じた体験型人材育成サービスと農業の６次産業モデル構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市市 有限会社みやじま華屋敷 3240002036560 地元の食材をふんだんに使ったオリジナルソフトクリーム 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社フレッシュセブン 4240001010607 オリジナル生菓子の商品開発・製造に向けた許認可取得と新分野進出計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 藤田工機株式会社 8240001033901 強みの特殊ロール製造技術を活かし、鉄鋼業界の脱炭素に貢献する新製品に新分野展開 中村　清悟

中国 広島県 江田島市 川崎　誠司 瀬戸内の島の漁師が挑戦する新鮮魚介の加工販売と漁師体験ツアー 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社橘 3240001018353 自社の配送ノウハウと社外連携を活かした燃料配送（小売）による新分野への挑戦 株式会社伊予銀行

中国 広島県 広島市中区 栄泉観光株式会社 8240001001214 勉強・会議・テレワーク等に適したインスタ映えするカフェの提供 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 有限会社堀本精工 5240002042994 溶接工程の集中的強化で実現する半導体製造装置部品の供給力向上 株式会社中国銀行

中国 広島県 山県郡北広島町 有限会社Ｎｉｉｍｉ 7240002029577 病院食堂から広島県産マルシェ併設の楽しむ癒しレストへの展開 有限会社エーケンテック

中国 広島県 山県郡北広島町 小野酒造株式会社 5240001023913 「オーダーメイド酒造り・“酒造り体験”酒蔵ツーリズム」プロジェクト 広島県商工会連合会

中国 広島県 庄原市 合同会社青才りんご園 7240003002657 『傷りんごを宝物に！農家だからこそできるアイスクリームで６次産業化』 広島みどり信用金庫

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社キクプランドゥー 8240002004422 特許製品の社内一貫生産体制の構築による設備製造業への事業転換 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市西区 第一ボデー株式会社 8240001028918 金属加工技術を活かした端材から作り上げるＳＤＧｓ対応型リゾート施設の開発 株式会社伊予銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社ミチ 5011501017774 全国各地の日本酒を気軽に味わえる新商品「角打ち東京」のインターネット販売 広島信用金庫

中国 広島県 東広島市 応原工業株式会社 5240001022428 ＥＶ自動車向け炭素繊維複合材製品用金型の製作販売 有限会社兼子経営

中国 広島県 東広島市 株式会社安全運輸 7240001022368 運行単位毎に原価管理が可能なソフトの開発・販売 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ワンエンタープライズ 3240002026108 シニア・ジュニアが集えるダーツサロン・ダーツ教室事業への展開 山田　紳太郎

中国 広島県 福山市 ユニテック工業株式会社 3240001032511 大型高精度ＣＮＣ旋盤導入によるオーダーメイド型大型電動シリンダー分野へ進出 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 広島市中区 サンプラスト株式会社 4240001044349 広島でヒットさせた明石焼きを新たなる商品へ冷凍加工し全国へＥＣ販売 広島信用金庫

中国 広島県 江田島市 株式会社オーウィー 5240001044538 倉庫管理事業者による離島で実施する「島まるごと体験リゾート施設」の開発 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 有限会社ベルポート 7240002045095 プレゼンテーション型「地産地消」フレンチ事業で備後圏の生産者・飲食業を活性化！ 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市東区 株式会社豊愛サービス 3240001017470 マンション外壁・排水管設備清掃への進出による事業再構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 有限会社広島金具製作所 5240002044108 環境に優しい金属製のネコよけでＢｔｏＣ事業へ進出 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社ポップジャパン 6240001010828 新たな顧客を開拓する、自社の強みを生かした新分野展開！ 広島市信用組合

中国 広島県 広島市東区 株式会社トントン 1240001045663 グランピングを中心としたシーサイドリゾート施設の開業 広島市信用組合

中国 広島県 東広島市 有限会社梶山鉄工 7240002027390 新規設備投資による生産性向上及び新製品の販売 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 サロンアルケミ 江戸後期の古民家の改修工事を行い、古民家カフェとして再生させる事業 藤井　慎也

中国 広島県 福山市 株式会社ＢＩＳＡＮ 6240001043877 港湾荷役業における新たな取扱品目への挑戦 株式会社シェアードバリュー

中国 広島県 広島市中区 株式会社レトワール 3240001048458 真の健康を取り戻すサラダ・スープ専門店「ミライ健康習慣」の開業 松井　洋治

中国 広島県 尾道市 有限会社福地鉄工所 7240002051325 新規設備導入と技術継承によりＥＶ・新エネルギー市場への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 広島県 尾道市 有限会社西村製作所 3240002051155 新規設備導入と当社の強みの相乗効果による新規分野への事業転換 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 東広島市 有限会社見浦自動車 3240002028442 新たなＥＶ関連の車両販売と整備体制を充実化させる体制構築事業 秋井　正宏

中国 広島県 福山市 株式会社ももしま 5240001032385 人材不足に悩む飲食店などの調理工程省人化ニーズに対応する、新たな製造方法への挑戦 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 福山熱煉工業株式会社 8240001032770 新生産自動化システム及び浸炭入れ炉の導入により新分野へ事業再構築を図る。 株式会社シェアードバリュー

中国 広島県 広島市西区 友愛不動産建設株式会社 6240001012089 建設残土埋立事業及び改良土リサイクル事業で循環型社会の実現へ 広島市信用組合

中国 広島県 福山市 オーシャンポイント株式会社 5240001033251 江田島オイスターファクトリープロジェクト 株式会社伊予銀行

中国 広島県 広島市佐伯区 カープトラック株式会社 9240001002120 一時保管とジャストインタイム輸送を可能にする倉庫事業への新分野展開 山田コンサルティンググループ株式会社

中国 広島県 呉市 小平大助 ひじきの漁獲・加工で培った技術を活かし乾物食品の製造に取り組む 呉信用金庫

中国 広島県 福山市 アンドコネクト株式会社 5240001052086 外国人材（外国人技能実習生）の日本在留中における教育及び総合支援サービス事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 遊エンタープライズ有限会社 4240002017444 広島市内最多の打席数！大型シミュレーションゴルフ事業への新分野展開 株式会社山陰合同銀行

中国 広島県 尾道市 そらのき 衣食住すべての面から健康的な顧客体験を提供するリトリート事業 岡田　卓也

中国 広島県 広島市東区 株式会社ｓｔａｋ 5240001045305 システム開発企業の強みを活かした「空きスペースのマッチングサイト」を運営する 広島信用金庫

中国 広島県 廿日市市 有限会社ならの商店 2240002036743 日本三景「安芸の宮島」で、地元食材に拘ったサンドイッチとスイーツのお店を開業 広島信用金庫

中国 広島県 東広島市 有限会社大浦鮮魚店 1240002029194 安芸津が詰まった至高の漬け丼。新商品を新たな販路で全国へ 株式会社広島銀行

中国 広島県 神石郡神石高原町 サンワチップ有限会社 1240002046090 木材チップの低含水率化を通した製紙用からバイオマス用への新展開 株式会社中国銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社三城 2240001022810 カーボンニュートラルに向けた新事業（ＬＥＤ製自動車用ランプの取り扱い開始） 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社トーワ興産 8240001014348 エクステリアのプロによるＤＩＹ坪庭作成キットの開発と販売促進事業 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 神石郡神石高原町 株式会社ＢＩＮＧＯ 2240001052122 鳥獣食肉加工事業者が飼料加工で廃棄削減し売上増と地域課題解決 広島県商工会連合会

中国 広島県 三次市 有限会社ティーエスクラブ 4240002030752 Ｗｉｔｈコロナに対応したエステ事業参入による美と健康を追求したサービスへの進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市南区 株式会社相生自動車 5240001018459 特定整備制度及び水性塗装の対応に向けた新たな取り組み 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社ＡＺコーポレーション 8240001043454 ペット葬儀の新サービス提供による新市場開拓事業 福山商工会議所

中国 広島県 福山市 有田屋 居酒屋からギャラリーカフェへ事業転換をし、高い集客経営で再構築を図る 福山商工会議所

中国 広島県 尾道市 有限会社住之江旅館 8240002052405 しまなみブランド化を目指すご当地スイーツの直販・ＥＣサイト販売による地域活性化と共生事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 プログレス 中食事業とネット通販事業への参入を実現するための事業再構築 株式会社メビウスマネジメントサービス

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社カーランドサファリ 7240001002130 自動車事業×２４時間インドアゴルフ練習場による高収益事業への挑戦 新原　敏弘

中国 広島県 廿日市市 有限会社マイスター 2240002038260 強みを「選択と集中」した電装整備業務の新分野展開で販路開拓！ 呉信用金庫

中国 広島県 東広島市 株式会社スナダ 8240001022763 廃棄光ケーブルのリサイクル事業化による収益向上 特定非営利活動法人ＡＴＡＣひろしま

中国 広島県 広島市安芸区 有限会社よろずや 5240002025776 自主の経営資源・地域特性を踏まえた介護事業への参入 広島県信用組合

中国 広島県 竹原市 タイム株式会社 2240001037296 圧着溶接（拡散接合）技術導入による省エネルギー化製品の製造 沖村　直之

中国 広島県 広島市安芸区 株式会社石﨑本店 1240001059564 中国地方初！ＺＥＨ（ゼッチ）普及目標及びカーボンニュートラルに対応した樹脂製サッシの窓ガラス製造 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 株式会社ＴＥＮＵＮ 5240001027666 自社の「強み」を最大限に活かした低感染リスク型ビジネスへの新規参入 呉信用金庫

中国 広島県 広島市西区 株式会社Ｌａｕｇｈ 6240001045403 「製菓セントラルキッチン」を立ち上げ、スイーツ／デザート事業に参入 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社つるのおんがえし 3240002014616 韓流エンターテイメト要素を取り入れた非接触・セルフ式の焼肉事業　ｉｎ　広島 株式会社成研

中国 広島県 広島市中区 有限会社Ｏ．Ａ．Ｉ 1240002025648 『焼売居酒屋（ネット販売・お持ち帰り』 広島信用金庫

中国 広島県 豊田郡大崎上島町 大勝海運産業株式会社 9240001037447 海運モーダルシフトを活用した小型廃家電リサイクル事業化計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 三次市 美和櫻酒造有限会社 3240002030670 ポストコロナに対応した家飲み用無濾過生原酒の開発及び販売促進 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市中区 ＭアンヘアーＮＩＳＨＩＭＵＲＡ コロナに配慮した個室型エステ開設およびヘアケア商材の販売事業 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 福山市 有限会社すみだ 9240002041290 ２４時間非接触の有人対応を可能としたコインランドリー事業 株式会社広島銀行



5 / 5

事業再構築補助金　第６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 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

中国 広島県 福山市 ニコニコ観光株式会社 1240001031564 ウィズコロナ適合型・安全・安心の消毒用液剤製造業への業種転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 有限会社山陽テープ 1240002006334 ＳＮＳで地域コミュニティを繋げ地域の地産地消を活性化させる事業 税理士法人長谷川会計

中国 広島県 廿日市市 ウエストリバー株式会社 5240001043267 鉄筋の精密加工機械の導入による鉄筋加工請負事業への進出 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市中区 株式会社Ａｃｃｅｌ 3240001019161 情報の発信拠点となる次世代複合型ライブハウス ＫＹＳコンサルティング株式会社

中国 広島県 広島市西区 北山商会 熊手の製造と露店販売を行う個人事業主が最新鋭の機器を利用した「痩身エステ」事業への参入 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市市 株式会社シンテツ 4240001028302 広島の賑わいを取り戻す再開発事業に参入し循環型社会の構築に貢献する 広島信用金庫

中国 山口県 下関市 株式会社モリシゲ 6250001008508 シュミレーションゴルフマシンによる余暇の充実を提供 株式会社山口銀行

中国 山口県 柳井市 プライベートサロン　ノア 出張ネイルサービスを核とした福祉対応型ビジネスへの新分野展開 中田　哲也

中国 山口県 下関市 株式会社ＵＭＩＮＯＮＥ 2250001017958 多品種少量生産で大手企業と競わないコーヒー製造業にチャレンジ 株式会社山口銀行

中国 山口県 岩国市 有限会社半月庵 2250002018410 老舗料亭から高級旅館に転換、質の高い料理とサービスでおもてなし。 株式会社経営情報センター

中国 山口県 萩市 シモセスタジオ 高精細デジタル画像センターを立ち上げ美術品・文化財アーカイブ事業へ新分野展開 大久保　裕元

中国 山口県 光市 株式会社三々五々 9250001019262 写真スタジオの新スタイル　ドッグラン撮影とオリジナルペットグッズ販売の新事業 光商工会議所

中国 山口県 周南市 メンタル・ボディケアサロンＬＡＶＩＳＨ 自社製生薬エッセンスと高品質のスキンケアで脱毛前よりキレイになる美容脱毛サロンの新規展開 小林　昭康

中国 山口県 周南市 奥西コンサルタント株式会社 3250001013270 レーザードローン測量技術を活かした不動産事業へ業態転換 株式会社山口銀行

中国 山口県 大島郡周防大島町 株式会社ＫＥＲＲＹ 2250001012777 感染症リスクに対応した癒しを提供する犬・小動物の貸出サービス 山口県商工会連合会

中国 山口県 岩国市 典座 自家農園と瀬戸内の食材を使った食品製造販売事業 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 株式会社スミダ 1250001005740 最新複合旋盤の導入による大型製品の一貫加工体制の構築 株式会社フロウシンク

中国 山口県 岩国市 株式会社ワコム 2250001015251 思いやりお買い物代行・ｗｉｔｈコロナレンタカー事業への新分野転換 株式会社西京銀行

中国 山口県 光市 ブルーカラー株式会社 5250001017501 地域で増える耕作放棄地を抑制するための農地管理サービスへの参入 光商工会議所

中国 山口県 萩市 新生萩開発株式会社 2250001016794 障がい者、高齢者の能力を活用したチョコレート製造販売事業 萩山口信用金庫

中国 山口県 山口市 やまぐち人材活用支援センター協同組合 1250005008541 山口県内の会社経営を志す人に対して小規模Ｍ＆Ａ（事業承継）に特化したコミュニティの運営と経営教育の提供 松本　唯明

中国 山口県 宇部市 炭匠　満 高級寿司店のイメージ！　居酒屋から高級焼き鳥店への業態転換 西中国信用金庫

中国 山口県 周南市 大雄工業株式会社 7250001009983 最新鋭マシニングセンタ導入による新分野展開 株式会社山口銀行

中国 山口県 下松市 株式会社シーザー 2250001009765 新たなコンプリートカーの開発・製作・販売 株式会社山口銀行

中国 山口県 萩市 有限会社増野組 9250002013470 Ｒ型枠加工によるデザイン性の高い建築工事及び土木工事への進出 はら経営株式会社

中国 山口県 下松市 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ 5250001009424 ポストコロナに対応した車検整備体制の構築による業容拡大 株式会社フロウシンク

中国 山口県 山口市 協和機工株式会社 3250001001473 配管等のエアリーク検査サービスへの参入による売上向上計画 北浜グローバル経営株式会社

中国 山口県 山陽小野田市 杉田産業有限会社 2250002006398 最新設備杭打機導入による低炭素の取組みに加え、最終ユーザーへ利益還元する事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 岩国市 株式会社オカムラ 5250002017847 産業廃棄物の破砕機導入による環境配慮型解体工事の実現 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 株式会社ｂｌｕｅ　ｆｌａｇ 4250001017535 独自の設計技術で構築するサウナ施設の運営 合同会社Ｇ＆Ｎ

中国 山口県 光市 藤本歯科診療所 最新センシング設備導入によるリハビリテーション歯科医療への展開 株式会社山口銀行

中国 山口県 周南市 牛野ラヂエーター工業所 自動車部品修理専業からユーザーに解放された整備場設立をめざす 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 株式会社てごや 5250001001348 顧客ニーズの高い健康志向の海産物系中食の提供で地域の買い物難民を救う 坪井　亮

中国 山口県 光市 フジテクノ株式会社 4250001016462 人にも環境にも優しいアスベスト除去「ウォータークリーン工法」への挑戦 中田　哲也

中国 山口県 山口市 株式会社藤村農園 2250001018205 農産物のパッケージ業務の展開 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 岩国市 株式会社ケイズ 4250002018202 高層解体建設機械の導入による再構築事業 株式会社広島銀行 ひろぎんリース株式会社

中国 山口県 山口市 株式会社サンショウ技建 3250001002819 建設業と製造業の垣根を越えて成長を目指す事業再構築 萩山口信用金庫

中国 山口県 周南市 株式会社ミヤハラ 8250001009735 半導体分野対応における生産体制の構築による新分野展開 株式会社伊予銀行

中国 山口県 山口市 株式会社ヤマウチ 2250001000815 展示モデルを活用したオーダーメイドコンテナハウスの提案販売 株式会社山口銀行

中国 山口県 防府市 株式会社星山リサイクル 8250002003935 後顧の憂いを断て！太陽光パネル再資源化に向けたリサイクル事業 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 下関市 防長液化ガス販売株式会社 5250001006314 気持ちも汚れもリフレッシュ！豊かな生活をサポートする「コインランドリー」の実現 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 宇部市 有限会社安野商店 4250002006578 豊富な鮮魚を使った寿司と惣菜のテイクアウト販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 山口県 宇部市 株式会社カモミール 1250001015871 がんサロンカフェの運営と高齢者・介護施設への弁当・給食の提供 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 株式会社山工 5250001013351 プラント設備工事業から金属加工事業への新規参入 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 宇部市 株式会社明德 1250001017554 市場の新鮮な食材を活かした割烹料理をそのままお届けするＥＣ販売事業 Ｌｏｃａｌ　Ｐｌａｙｉｎｇ　Ｇａｍｅｓ合同会社

中国 山口県 周南市 株式会社ユニット 7250001015016 ヨモギ生パスタで、安心・安全・健康を消費者に美味しく届ける。 株式会社西京銀行

中国 山口県 柳井市 株式会社オイニョン 6250001018060 地場の一次産業事業者と協働したマルシェ店舗を新設し弊社の認知度向上＋販売力強化計画 株式会社西京銀行

中国 山口県 柳井市 株式会社ヒロシゲ 9250001012911 健康経営、カーボンニュートラル推進企業向け通勤用ｅ－ｂｉｋｅのサブスク提供 合同会社ＲＹＤＥＥＮ

中国 山口県 防府市 石田兵衛株式会社 9250001001856 原反製品製造事業から加工製品製造事業への進出 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 下関市 株式会社福井新建材 2250001013544 遊休地を活用したブックマンション併設型コインランドリー事業 清水　敦也

中国 山口県 宇部市 エスユーテック株式会社 6250001017459 プラント機器の実証実験業務で既存事業に相乗効果も 木下　敏彦

中国 山口県 宇部市 株式会社ライズ 2250002005929 『自宅でプチ贅沢』中食・内食需要を満たす　焼肉屋ならではの事業転換！ 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

中国 山口県 山陽小野田市 らいおん亭 新規開業する小野田市場内に地産地消飲食店を開業、事業再構築を図る。 ノーサイド行政書士法人

中国 山口県 山口市 株式会社都コーポレーション 2250001015648 観光客に上質な地産メニューを提供する個室居酒屋への展開 株式会社いたひら経営支援事務所

中国 山口県 下関市 瞬報社写真印刷株式会社 6250001005612 印刷の後工程の内製化と高付加価値化でウィズコロナを見据えた新製品を展開 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 有限会社アイ・エフ・シー 3250002011827 Ｓｅａｓｉｄｅ　　Ｓｐａ　北長門　創業計画 株式会社商工組合中央金庫

中国 山口県 防府市 株式会社富貴 5250001008599 社会問題化している墓じまいニーズ等への対応による事業再構築計画 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 なかや菓子店 あんぱんを名物メニューとした古民家カフェ事業への事業転換 井上大輔

中国 山口県 防府市 くみあい運輸株式会社 7250001001949 地域の飼料物流拠点となる「山口飼料センター」設置事業 東山口信用金庫


