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事業再構築補助金　第７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 西伯郡南部町 株式会社ミキソーイングスタジオコーポレーション 1270001003874 アパレル衣料品の製造技術を活かし、インテリア製品市場へ参入 クレアスト株式会社

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社キリンクラフト 1270001006489 エクセルのように業務ソフトとして使えるクラウド型ＲＤＢの開発 株式会社ＳｏＬａｂｏ

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バンド製造事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫 商工中金リース株式会社

中国 鳥取県 境港市 フォーカス 地元市民のカーライフを支える！自動車整備事業への新分野展開 井上　拳

中国 鳥取県 鳥取市 ミネル株式会社 7270001000247 南蛮大名ゆかりの地の古民家を民宿に改修して始める国際交流拠点創造事業 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社澤寿運輸 1270001002744 自社の強みを生かしたＢｔｏＢｔｏＣ新事業の展開 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社Ｂ－ＲＩＳＥ 2270001002859 地域初！非対面・非接触の無人シミュレーションゴルフ事業に参入 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社いなば仁風会 4270001006461 医療との連携により、既存事業とシナジー効果を追求～機能訓練強化型デイサービスへの進出～ 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 境港市 大海株式会社 2270001004013 深絞真空包装機を使用した完全真空包装・ノントレーの干物製品の製造 山陰みらい税理士法人

中国 鳥取県 倉吉市 株式会社丸十 8270001005146 現代アートと大型空き倉庫の親和性による新たなビジネスモデルの構築 アザレア税理士法人

中国 鳥取県 東伯郡琴浦町 永禮自動車販売有限会社 7270002009527 アライメントを標準化した電子制御装置整備による新規需要獲得 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 鳥取市 アロー産業株式会社 1270001000145 パワー半導体向け大電流対応基板の製造による新分野への進出 公益財団法人鳥取県産業振興機構

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社ドリームかわはら 8270001002424 パン工房整備事業 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 境港市 株式会社ラインデザイン一級建築士事務所 7270001007655 パノラマロケーションと星空、サウナで整うゆったりとした時間を過ごすホテル 株式会社島根銀行

中国 鳥取県 倉吉市 有限会社大平フードシステム 8270002010384 老舗焼肉店が新発売！“梨ダレ・焼肉セット”外販による事業再構築 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 八頭郡智頭町 牛臥電気工事有限会社 7270002004627 地域の廃棄食材の活用から生まれる地域資源（食材・人材）の好循環創出事業 西日本税理士法人

中国 鳥取県 東伯郡琴浦町 株式会社ｕｅｎｏ‐ｅｄｐ 5270001005842 住宅専門マッチングアプリの開発・提供による事業の再構築 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社アドバンスコーポレーション 1270001002257 キャンピングカー＆グランピングでオールとっとり体感プロジェクト 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 西伯郡日吉津村 株式会社味屋コーポレーション 7270001003893 地域資源を使った冷凍調理食品製造への参入と全国展開による新たな収益構造の確立 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 米子市 株式会社ピアベール 1270001003511 葬祭業から体験型観光業への経営多角化による皆生温泉活性化計画 米子信用金庫

中国 鳥取県 境港市 碧と風 シミュレーションゴルフで健康維持と新しいアフター５の構築 株式会社島根銀行

中国 鳥取県 鳥取市 農事組合法人広岡農場 6270005000351 空山地勢を活かした農・食・観光オープンイノベーション事業 公益財団法人鳥取県産業振興機構

中国 鳥取県 鳥取市 新沼敬行 地域みんなでＳＤＣｓを実現するグルーカルなエコボンパーク事業 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 米子市 株式会社スペック 2270001003329 ＩｏＴを活用した環境計測・感染症対策システム「みえるわ」の企画販売 株式会社島根銀行

中国 鳥取県 西伯郡南部町 カフェ　てまり 食肉加工事業参入による事業継続 鳥取県商工会連合会

中国 島根県 松江市 渡部印刷株式会社 1280001000813 デジタルサイネージを活用したデジタル広告業への参入 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 益田市 有限会社森谷 8280002010383 ＤＸを活用した益田市の「女性の活躍支援」集い相談できるコワーキング事業展開 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 浜田市 株式会社Ｓ．Ｅ．Ｉ 1280001006793 イルミネーションフルカラー電飾「ｔｗｉｎｋｌｙ」販売事業への参入 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 いづも縁結び整骨院 美容への意識が高い２０－３０代女性向けのＳＷＩＭＳ・陶板浴を用いた美容整体サービス カタチクリエイト株式会社

中国 島根県 安来市 有限会社紅葉館 4280002004629 田舎の精進料理旅館が始めるワーケション対応滞在型宿泊事業 株式会社島根銀行

中国 島根県 浜田市 有限会社電技社 4280002008398 フロン類処理業参入で地方から地球温暖化対策 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 株式会社川端 9280001006902 雲南市を愛する店主が、雲南地方独自の郷土寿司店を開店！！ 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 株式会社ジンザイスチール 1280001003213 ジャバラユニット工法による元請企業満足度向上と自社収益力向上 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 有限会社中村茶舖 4280002001618 日本茶スタンドの新設、キッチンカーの導入による日本茶ドリンク・スイーツの販売 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 有限会社つねまつ酒店 2280002001479 飲食店等の事業者向け酒類販売事業から個人顧客向け酒類販売事業への新分野展開 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 圓工事有限会社 4280002000347 水道管工事業への新規参入による、売上増加・生産性向上計画 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 安来市 秦精工株式会社 3280001002444 航空機からグリーンエネルギーへ　蓄電池部品への参入 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 益田市 益田興産株式会社 3280001005109 ＦＡコンクリート、環境配慮型コンクリートの普及拡大を通したカーボンニュートラルへの貢献 株式会社山口銀行

中国 島根県 安来市 かばはうすホールディングス株式会社 1280001002396 地域初となるベーカリーとフィットネスジム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 島根県 松江市 株式会社千茶荘 3280001000415 松江初！体験型お茶ラボと健康志向の差別化新商品で新規需要を開拓 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 松江市 有限会社大廣建設 5280002001303 仮想空間展示場と環境配慮型住宅モデルハウスの開設によるＤＸとＳＤＧｓの取組強化 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 ｆａｎｇ　Ｓｏｎｇ マッサージからヘアカットまで、新形態「健康美容ワンストップサービスサロン」の事業展開 島根県中小企業団体中央会

中国 島根県 松江市 株式会社テクニカルカンパニー 4280001002559 シルバー活用運営型会員制娯楽設備（ゴルフ練習場＆サウナ施設）への新分野展開 税理士法人矢尾井会計

中国 島根県 松江市 株式会社宍道建設 8280001000922 地球環境に優しい残土処理場運営～その後は緑化活動をして山へ復元～ 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 結び株式会社 8280001006473 新規顧客層の獲得による安定的な経営基盤の確立 株式会社フォーバル

中国 島根県 安来市 やすぎ観光みかん園 ネット販売事業にシフトし、持続的な農業経営を！ 安来商工会議所

中国 島根県 松江市 株式会社八束電工 2280001000779 電線ユニットの製造事業への参入 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 安来市 有限会社松本デンキ店 2280002004911 家電販売の経験と技術を活かした特色あるリフォーム専門店の開店 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 益田市 ＧＲＩＮ セルフ写真館を併設しスタジオを活用した新たなサービス展開事業 益田商工会議所

中国 島根県 松江市 株式会社秀玉堂 5280002000973 出雲ブランド×大手アパレルブランドとの共創による新分野展開プロジェクト 松江商工会議所

中国 島根県 大田市 ｓｔｉｔｃｈ　ｃｒａｆｔ こだわりのオーガニック素材を利用した子供服の製造販売 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 有限会社大信漢方薬品 2280002005604 先端のシミュレーションゴルフ機材導入によるインドア練習場事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 松江市 ＬｏＴａ森田屋 地域資源と飲食のノウハウを活かした美肌カップアイスの卸売事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 出雲市 有限会社玉木製麵 2280002006370 ＤＸを活用したデリバリー事業の構築 株式会社フォーバル

中国 島根県 益田市 益田石油株式会社 8280001005112 『地域を活性化したい！緑ヶ丘ＳＳでの複合サービス事業』 株式会社山口銀行

中国 島根県 雲南市 有限会社オンダクリーニング 7280002011259 閉店後は無人受付で行う「非接触」２４時間クリーニングの取り組み しまね信用金庫

中国 島根県 安来市 株式会社シオミ 3280001002411 次世代システム吊り足場を利用した橋梁足場工事事業への進出計画 窪　孝史

中国 島根県 浜田市 渡洋自動車整備工場有限会社 2280002008846 高付加価値車両のオリジナル製作＋廃版パーツのオリジナル製造で全国展開 島根県商工会連合会

中国 島根県 浜田市 株式会社ヒューマン・ハンド 6280001007234 手作業・軽作業のパイオニアが手掛ける倉庫・発送代行業 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 高田精機 金属加工業からオフロードバイクの情報発信基地への転身 株式会社島根銀行

中国 島根県 松江市 株式会社アテナ 8280001000047 自社の経営リソースを活用した「３本の矢（新事業）」で売上回復 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 三共鋼機株式会社 4280001003160 溶接ロボット導入によるウィズコロナに向けた大型建築物市場への進出 株式会社ゼロプラス

中国 島根県 松江市 フジキコーポレーション株式会社 9280001000624 企業向け健康サポートシステム事業への新規参入 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 株式会社エブリプラン 6280001000115 空家を現代の価値に変化させる古民家・古材活用流通事業 税理士法人矢尾井会計

中国 島根県 江津市 株式会社三維 3280001004622 「土を食らう町、江津」実現に向けたオーガニック商品・食品分野への展開 日本海信用金庫

中国 岡山県 玉野市 Ｂ＆Ｓ航平整骨院 「きつい」から「楽しい」トレーニングへ、遊び感覚で鍛える　ＦＵＮ　ＦＩＴ　ＢＯＸ　ジム事業 笠岡信用組合

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社川空山海 8260001030310 自社ブランド商品の開発・製造・ネット販売開始による事業再構築 株式会社四国銀行

中国 岡山県 瀬戸内市 ｌｉｌｙ 働き方改革のための【花で彩る空間コーディネート】事業 宮里　悠司

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ブルースカイ 3260001032781 視認性を高めて交通事故予防「再帰性反射材を使用したランドセルカバー」の販売 岡山商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社フクちゃんフーズ 9260002015581 ラーメン卸売業者によるコストパフォーマンス重視の対面式天ぷら店直営への挑戦 吉田　正人

中国 岡山県 岡山市北区 Ｄａｎｃｅ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＳＴＯＭＰ ダンスレッスン動画のサブスクリプション販売事業 ＩＴプラン株式会社

中国 岡山県 岡山市中区 ＳｗｅｅｔＳｕｅ 魅せるアパレル店舗を目指して、製販一体型体験ショップの展開 山口　大輔

中国 岡山県 備前市 有限会社福井堂 3260002031997 健康に配慮した低糖質和洋菓子のＢ２Ｃ／Ｂ通販 大倉　宏治

中国 岡山県 岡山市南区 有限会社ケーナイン 9260002003495 ペットの出張トリミングサービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 岡山県 岡山市北区 Ｊクレール 未病診断システムで未病診断・健康経営サービスの展開 岡山商工会議所

中国 岡山県 和気郡和気町 焼肉　勘 和気唯一の焼肉店が挑む地域野菜メインの惣菜テイクアウト事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 株式会社鈴木 1260001013692 外壁洗浄業界に参入し、住まいの総合クリーニングサービスを提供 福田　虎大郎

中国 岡山県 玉野市 相賀佛光堂有限会社 8260002032628 高齢化社会に対応する新サービス開始による事業再構築 玉野商工会議所

中国 岡山県 玉野市 株式会社ｋｕｒｏｎｕｓ 6260001034701 リモート天体観測サービスの提供事業 おかやま信用金庫
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中国 岡山県 岡山市北区 株式会社立身 7260001023273 高級和食料理店が挑戦する移動販売車による親子丼販売事業 税理士法人久遠

中国 岡山県 倉敷市 株式会社フルサイト 7260001025600 地元フルーツを活用した直売所及びカフェ新設による新分野展開 株式会社広島銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社Ｒｉｃｅｔｔａ 3260001035025 「アフターコロナはデリカテッセンで贅沢な食卓を楽しもう」 大倉　宏治

中国 岡山県 岡山市東区 石橋観光株式会社 1260001008189 店内飲食・テイクアウトを利用されない方向けの冷凍無人販売の開始 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＳＯＩＲ　ＪＡＰＡＮ 9260001030697 シングルマザーの多様な働き方を支援する２４時間エステサロン 大倉　宏治

中国 岡山県 美作市 株式会社英田エンジニアリング 8260001020708 ラジエータメーカ要請の超高精度金型に挑戦し、コロナ禍を克服する。 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ジャパンウェブコンタクトセンター 2010401121953 サブスクアプリを開発・販売することで業態転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 岡山県 倉敷市 伊井工業株式会社 4260001015249 Ｖ字回復に向けて「ダンプタイヤ洗浄装置」の製造事業へ進出 株式会社ゼロプラス

中国 岡山県 倉敷市 くらしき水道レスキュー 「古い空き家の買取・再生・再販事業」による事業再構築 倉敷商工会議所

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社壱屋 9260001011565 食育と経験ノウハウで地域の児童の自立支援を促進する放課後等デイサービス施設の開発 井上　右策

中国 岡山県 倉敷市 株式会社美巧 5260001026674 ＤＸを活用したＢｔｏＣ販売への挑戦　ＤＩＹサロンの運営 安　剛志

中国 岡山県 岡山市中区 Ａｄａｍ法律事務所 次世代を見据えたＤＸを活用した法律相談窓口の開設 齊藤　雄一郎

中国 岡山県 小田郡矢掛町 株式会社平野鉄工所 9260001018115 四面ボックス柱製造ラインの構築による超々高層ビルへの対応 株式会社中国銀行

中国 岡山県 津山市 前田畜産運送有限会社 8260002029384 【バイオマス発電の効率ＵＰに貢献！】水分調整技術活用による高品質木質チップ製造へのチャレンジ！ 株式会社エフアンドエム

中国 岡山県 岡山市北区 サンヨー・マシンパーツ株式会社 8260001006178 ＥＶ向け自動機部品への新進出によるグリーン成長事業 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 玉野市 株式会社岡萬 4260001027665 食料・農林水産業における市場ニーズに対応した新商品の導入及び研究開発 玉野商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社中原製作所 5260001004911 水素発電用タービン及び、水素ステーション関連部品の生産設備の設置・運用 株式会社中国銀行

中国 岡山県 真庭市 株式会社ヤマサキ 1260001022900 切削チップ製造分野への新分野展開によるグリーン成長戦略の推進 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 備前市 株式会社竹田鉄工所 3260001021603 航空エンジン部材から、水素・アンモニア混焼発電部材への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中国 岡山県 久米郡美咲町 有限会社藤昇工作所 6260002028958 特許の具現化による発電関連分野の部品製造 津山信用金庫

中国 岡山県 和気郡和気町 日本シール印刷有限会社 2260002031107 凸版印刷事業からデジタル印刷事業参入による事業再構築 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社タイト 6260001029924 オガクズ、モミガラ等を再利用した固形燃料製造販売事業の展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 上田工業株式会社 7260001029106 産業ガス・インフラメンテナンス分野への新規参入による建設業から製造業への業種転換 水島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 日本ＡＲＣ株式会社 2260001027576 ニーズを捉えたラジコン草刈り機メーカ事業への参入事業 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 津山市 エンジニアリングサービス株式会社 8260001020451 ドローンを用いて建築物等の点検、災害時派遣等に対応する事業 尼崎信用金庫

中国 岡山県 総社市 株式会社ボルテム 3260001032732 電気設計スペシャリストの新事業展開によるＦＡ（工場自動化）装置のトータルプロデュース 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 和気郡和気町 谷口倉庫有限会社 6260002031078 倉庫業を展開する事業者による農業サービス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Ｇｏｉｎｇ 9260001030524 企業・高齢者向け宅配弁当事業と障害者・子育て世代の雇用創出 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ガルバ 4260001031650 鋼板を用いた建設資材加工・販売事業によるメーカー化 三矢　達朗

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ヨリテック 6260001019446 キャンピングカー製造によるオートキャンプ分野への新分野展開 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市東区 サンクリエイト有限会社 9260002015284 旬の地元食材使用の大人のやさしい瀬戸内イタリア料理店開店 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社ヨシダ 9260001010146 旋盤加工技術を活かした専用機・油圧シリンダー部品への新分野展開 株式会社フロウシンク

中国 岡山県 瀬戸内市 株式会社谷口ホールディングス 5260001011734 完全非接触対応のボウリングサービス提供への事業再構築 備前日生信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 有限会社西山歯車製作所 8260002020302 新分野である高単価小ロットの複合金属加工への進出 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 真庭市 合同会社蒜山耕藝 5260003001353 どぶろく特区で無農薬農家が挑む、自然由来のどぶろく開発 中島　隆宜

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社フジモト 7260001005874 建設現場や河川工事の残土を造成用土等に再利用する事業を展開する 税理士法人田中会計

中国 岡山県 備前市 Ｎｅｏスクリュー株式会社 9260002032536 資格取得ができる外国人技能実習生研修センターの設立 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社平井鉄工所 5260001014563 リピート受注が見込める製造工程製品を受注する新ビジネスモデルの構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市中区 リエルプラス ピザに挑戦し、コロナ禍での外出自粛、原材料の高騰、高温期間の長期化の三重苦を克服する。 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社アールディ興産 6260001008804 瀬戸内の絶景と地域観光資源を生かしたキャンプ場事業による地域活性化 税理士法人きび合同会計

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社バズクリエーション 6260001030650 飲食店を展開する事業者によるレンタルスペース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 岡山市東区 株式会社三友建装 7260001003044 当社の強みを活かした人工大理石のアップサイクル事業 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 高梁市 大森精工有限会社 9260002027008 ノウハウと最新設備のシナジーによる「ＥＶ車関連部品」製造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 株式会社ＨＡＮＧ　ＬＯＯＳＥ 3260001016330 アパレル染色加工業の強みを活かすサンプル縫製業への新分野展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 津山市 有限会社園楽 2260002029844 精肉店の出店及び、ＥＣ販売による中食・内食需要を取込み、販路拡大を図る 株式会社山陰合同銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社四季彩工務店 5260001019463 「空き家を活用した地域再生～オンライン型ショールームを使う空き家リノベーション 大倉　宏治

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社いしば志 7260001034997 コロナに負けない！駅前型うどん店からテイクアウト販売含む郊外型うどん居酒屋への業態転換 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 美作市 株式会社ジーフォルム 4260001020950 既存事業を活かした油圧ホース開発と電着塗装への挑戦 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ベルコン 4260001017294 有機物処理装置の製造開始を通した環境問題解消とＳＤＧｓへの貢献 水島信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社彩ろ里工房 5260002012046 地域と共に生きる～女性が主役の地域コミュニティ食堂（お惣菜・お弁当店）～ 笠岡信用組合

中国 岡山県 真庭市 ワンファミリー 女性専用パーソナルトレーニング＆ヨガスタジオへの進出 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 総社市 有限会社前田料理店 9260002024013 日本料理店の「技」を駆使した病院食・介護食提供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 バー　ホロホロ 地産地消！旬の新鮮食材を使用した健康志向おばんざいカフェ 大倉　宏治

中国 岡山県 玉野市 株式会社Ｓｅａ　Ｒａｙ 9260001032173 屋根付き人工芝ドッグラン併設型カフェを通じた新規顧客の獲得 玉野商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＨＵＧＨＵＧ 8260001023628 生活困窮者を救済する自社ローンを活用した中古車販売フランチャイズ事業 近藤　智也

中国 岡山県 真庭市 株式会社ヤマテック 5260001023770 林地残材のチップ化によるバイオマス発電への燃料化事業 津山信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社グリルルーム浜 5260002012590 出来たてをそのまま冷凍したうまみ凝縮瞬間冷凍ハンバーグとレトルト牛タンシチューの通販事業 税理士法人石井会計

中国 岡山県 総社市 株式会社ＯＮＥ’Ｓ　ＷＯＲＫ 1260001030861 新分野展開・業種転換　就労継続支援Ａ型事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社オカジュウ 3260001012800 土木工事業者が挑む小売販売向け、園芸、造園業者向け真砂土販売事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社東丘産業 1260001008387 遊技場の換気システムを活かした２４時間型高品質フィットネスジム 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 岡山県 岡山市東区 オーシャンフリークス株式会社 4260001029240 過疎化の進む隠岐の島の宿泊施設と連携し、釣り具メーカーが新たに遊漁船事業に進出！ 印牧　秀晃

中国 岡山県 岡山市北区 おこや 市場の活性化と利用者の利便性に配慮したコインランドリー事業 岡山商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社アールテック 8260001030590 塗装業者がチャレンジする足場リース事業への新分野展開 吉田　正人

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社カナミツ商店 2260002015332 産業廃棄物収集運搬業から再生資源卸売業への業種転換計画 吉田　正人

中国 岡山県 総社市 有限会社野口運輸商事 8260002023916 冷蔵輸送を主たる事業とする運送会社が取り組む、冷凍・冷蔵機の修理事業への新分野展開 吉田　正人

中国 岡山県 岡山市東区 早坂建設有限会社 1260002007982 循環型社会形成の一貫としての建設発生土のリサイクル事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 株式会社大秀組 7260001023868 次世代システム吊り足場で安全・迅速な老朽インフラ改修向けサービス事業計画 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

中国 岡山県 岡山市南区 友晃産業株式会社 9260001004635 廃プラと廃プラ以外の産業廃棄物と融合した再生産品の創出と生産 岡山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 合資会社ガラクタス 5010703001446 ウィズコロナにおける飲食店のＰＢ商品化支援や６次産業化支援等地域イノベーション事業の開始 水島信用金庫

中国 岡山県 勝田郡勝央町 日本秀一化粧品株式会社 9260001031027 無添加化粧品の製造プロセスを確立し、ＯＥＭ事業を中心とした新分野展開に挑戦 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 株式会社難波ファーム 2260001031553 冷凍加工設備導入による冷凍イチゴ販売業への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 赤磐市 株式会社福山鉄工所 2260001011159 Ｘ線管ローターの生産体制構築による医用機器事業への参入 福島　理浩

中国 岡山県 倉敷市 株式会社上野ベース 2260001035249 完全個室型パーソナルサウナ事業の開始によるウィズコロナ時代の健康増進 水島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 有限会社安藤工業 9260002016274 キャンピングカーや各種店舗等の建築板金製品の提供 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社アサヒメッシュ産業 9260001012398 大型構造物へのプレキャスト化の適用拡大による新たな鉄筋市場への参入 株式会社中国銀行

中国 岡山県 瀬戸内市 株式会社ナスボート牛窓マリーナ 8260001021433 プレジャーボートを活用したマリンアクティビティ事業の新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 和気郡和気町 株式会社ティムコ 1260001032890 お店の味を届けます、遠く離れたあなたにも（一休焼冷凍化により、販路拡大へ） 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 株式会社渡部工業所 8260001030293 半導体プラントに使用される配管製作による経営基盤の強化事業 水島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 株式会社フューチャーコミュニケーション 8260001024337 病気の予防のための酵素風呂サービスと酵素飲料の販売 おかやま信用金庫
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中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ミムラ 6260001006502 ペットボトル・缶の収集・リサイクル事業への新分野展開 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 加賀郡吉備中央町 エヌ、イー、シール株式会社 4260001007510 革新的成形技術の活用による次世代ＥＶ向け樹脂製品製造事業への新分野展開 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 津山市 株式会社日栄工業所 8260001020105 難加工材の冷間曲げ加工技術を確立し、次世代ボイラー管製造に挑戦する取り組み 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社アイルソリューション 8260001025319 モバイル端末を用いた取引管理システムの開発と販売 岡山商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社エムケイクラフト 8260001007589 金属加工の高度化による建築分野への新分野展開 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 おおしま歯科クリニック 最先端デジタル技術活用による歯科技工サービスの導入 阿波銀コンサルティング株式会社

中国 岡山県 玉野市 有限会社キトテック 4260002032549 産業機械・社会インフラ維持需要に応える大径・長尺ワーク製造への「新分野展開」事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社光南溶工 2260001007834 成長分野である医療機器市場のうち先進医療設備への新分野展開 おかやま信用金庫

中国 岡山県 津山市 有限会社さしこう 5260002028430 衣食住を揃えたライフスタイルの総合的施設化による事業再構築 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ＥＡＴ結 6260001033661 地元岡山発祥・名産の特産品を使用した商品を自社で生産し、ＥＣサイトを立ち上げ販売 森永　正樹

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社桃太郎部品 3260001008063 トータルカーライフを提案する新分野展開で自動車業界の明日を創造する 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 社会福祉法人倉敷夢工房 8260005004384 体験型観光農園事業を通じた地域社会福祉貢献活動のさらなる確立 玉島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 株式会社岡京 5260001033448 女性がイキイキ活躍するために～子育て世代の託児所付き健康増進施設～ 大倉　宏治

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ビー・ビー・エー 9260001010609 都市部低層施設の胴縁工事に要する壁面下地部材加工事業の実施 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 総社市 トラットリア　グラート イタリアン惣菜の販売によりコロナ禍で増加する中食需要に対応 福田　虎大郎

中国 岡山県 岡山市南区 アドしんせい有限会社 6260002014248 保護犬と暮らす、岡山一オープンで安心な障害者グループホームの開所 玉島信用金庫

中国 岡山県 美作市 株式会社モリナリー 8260001025822 半導体関連小型筐体、複雑な加工を要する筐体の製造分野への進出 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市中区 有限会社太田工務店 2260002001968 アフターコロナを見据えた宿泊体験及びＶＲ体験の出来るモデルルームの設置 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社長谷井商店 2260001005359 コロナ渦での変化した食生活に対応した弁当・惣菜専門店運営事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 井原市 有限会社ユーコーポレーション 3260002026238 自動車販売・整備業からＳＤＧｓ貢献事業への新分野展開計画 鈴木　康一郎

中国 岡山県 岡山市北区 福祉住研センター株式会社 3260001007684 『ヴィラスタイルグランピング』事業への挑戦による当社「新分野展開」の実現 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 美作市 得正岡山美作店 おにぎりテイクアウト専門店の開店による中食市場への参入 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 有限会社南風工業 1260002024648 新分野展開による顧客循環サイクル実現 玉島信用金庫

中国 岡山県 浅口市 岡山手延素麺株式会社 3260001017931 国産小麦を使用した手延べうどん製造進出のための工程の自動化 シェアビジョン株式会社 ひろぎんリース株式会社

中国 岡山県 岡山市北区 小林事務機株式会社 7260001002541 社員がイキイキと働き変革を推進するコミュニケーション職場の提案事業 株式会社伊予銀行

中国 岡山県 岡山市中区 アーク合同会社 5260003003589 高層マンション富裕層向けサブスク型リラクゼーションサービス 大倉　宏治

中国 岡山県 真庭市 有限会社醍醐の里 7260002034096 〇 真庭市から岡山市へ！事業連携で真庭の特産品を岡山で販売する「真庭市場」を出店

中国 岡山県 真庭市 株式会社マルツ 5260001022830 〇 真庭市から岡山市へ！事業連携で真庭の特産品を岡山で販売する「真庭市場」を出店

中国 岡山県 岡山市北区 合同会社ＰＡＬＯＮＡＭＵ 7260003001599 「ひのき酵素風呂」と「自然派健康食」の循環型ＳＤＧｓ事業で健康をサポートする新事業展開 朝銀西信用組合

中国 岡山県 倉敷市 株式会社光伸建設 7260001013274 重要伝統的建造物群保存地区での古民家一棟貸し事業への進出計画 窪　孝史

中国 岡山県 岡山市南区 ダイヤ工業株式会社 7260001030501 身体情報管理型ダイヤウェアラブルシステムを活用した安全・健康管理事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 玉野市 株式会社Ｓ１ＮＥＯＪＡＰＡＮ 6260003002029 国産自転車のＯＥＭ事業の立上げ事業により収益拡大 税理士法人ＬＥＧＡＲＥ

中国 岡山県 倉敷市 有限会社小田上車体 1260002023022 地域初！板金塗装のプロが教えるＤＩＹ支援事業で、新たな市場に挑戦！ 水島信用金庫

中国 岡山県 津山市 株式会社リストワールインターナショナル 1430001058407 一棟貸しの贅沢な宿泊体験と岡山県北エリアの魅力発信で地域活性化に挑戦 株式会社シャイン総研

中国 岡山県 真庭市 株式会社藤岡エンジニアリング 5120001026787 アルミダイカストの内製化による新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社岡山どうぶつ整形外科病院 1260001031109 整形外科に特化した動物病院が挑む高度軟部外科分野への進出 税理士法人久遠

中国 岡山県 美作市 株式会社小林工業 1260001020895 アフターコロナに向けた体験型サウナハウス販売事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ハートジャパン商事 9260001023593 ＳＤＧｓのために！リサイクル処分の高度化による国内循環システムの構築 大倉　宏治

中国 岡山県 倉敷市 株式会社インターネット倉敷 3260001013162 地方企業の生産性向上に資するオフィス空間の総合提案を行う 株式会社広島銀行

中国 岡山県 岡山市北区 プルーリオン かき氷と焼き芋スイーツを販売する二毛作ビジネスへの挑戦 税理士法人ＦＩＡ

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＫＵＢＯＴＡホールディングス 8260001023710 飲食業のスキルとスマホアプリを活用した福祉事業への新分野展開 岡山商工会議所

中国 広島県 広島市安佐南区 有限会社エイジ 4240002002058 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

中国 広島県 広島市中区 株式会社サイキエンタープライズ 5240001021470 実店舗及びネットショップにて展開する「バルーンショップ事業」 山田　紳太郎

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社京橋コーポレーション 1240001016334 デリバリーの需要に対応し、高い製品開発力と販促力で、迅速かつ本格的なイタリアンのデリバリー専門店の実現 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＡＬＦＩＮＥ 6240001042747 コロナ禍で増える子供の運動不足を解消する新たな体幹スポーツ教室運営事業 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社種清建工 4240001019565 ＳＤＧｓに寄与した地域密着型解体工事業への新分野展開 山本　直輝

中国 広島県 東広島市 合同会社エレファント 8240003004553 テイクアウト、卸によるコーヒーの製造販売事業 しまなみ信用金庫

中国 広島県 尾道市 風月 老舗うどん屋のこだわりの味を家庭で楽しめる通販事業への挑戦 尾道商工会議所

中国 広島県 福山市 株式会社はなび 4240001046163 ウィズコロナに対応したテイクアウト型うどん店による事業再構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社システム・ブリッジ 6240001044685 既存事業の強みを活かして取組む、日本初の無人精肉販売事業所 広島信用金庫

中国 広島県 三原市 藤和工業株式会社 7240001044651 売上の新た「柱」！！住宅専用の柱製造で事業「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ＲＩＺＥ 4240001017932 環境にやさしいゴルフレンジボールのリユース事業への再構築 阿部　公樹

中国 広島県 廿日市市 旬菜工房　茶里 飲食営業で培った菜食メニューを活かした「中食」業態への完全転換 山根　敏宏

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社ジーノン 7240001015248 人々のＷｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇ（幸福、健康、快適）を実現させ我が国のＳＤＧｓ達成に貢献する 広島信用金庫

中国 広島県 広島市南区 株式会社トマトコーポレーション 2240001016473 地域密着のネットワークを活用した終活サポート事業及びカルチャースクール事業への参入 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 株式会社Ｐ．Ｇ 8240001031046 ブランド品買取店の西日本展開基幹店舗出店 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＳＭＡＲＴ　ＯＮＥ　ＤＥＳＩＧＮ 8240001018935 ショールームを活用したオーダーキッチン中心のリノベーション 広島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 有限会社カトー企画 4240002003865 コインパーキング用地での冷凍自動販売機による冷凍食品小売事業展開 大村　真司

中国 広島県 廿日市市 株式会社平和モーターサイクル 8240001053676 広島のお店に「古くて新しい」アメリカンモダンテイストを吹き込む！ 広島信用金庫

中国 広島県 東広島市 有限会社クロキ工作所 1240002027529 カーボンニュートラル対応に向けたハイブリット車・ＥＶ車用のパーキングロットカム製造 株式会社広島銀行 ひろぎんリース

中国 広島県 福山市 株式会社クレアーレ 6240002046672 建設業から日本遺産鞆の浦における当社所有設備をいかした民泊事業への進出 福山商工会議所

中国 広島県 広島市安佐南区 ｕｚｕパートナーズ 外反母趾等足の痛みに特化した専門施術所『整足院』の新規出店 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市東区 焼鳥居酒屋ゆゆり 激辛好きの女性に届け！広島辛麵専門店で目指す広島の新トレンド 松尾　基司

中国 広島県 広島市佐伯区 旭ホームズ株式会社 5240001000061 空家再生による地域活性化・事業回復 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 有限会社Ｎｏｂｌｅ　Ｓｅｎｓｅ 7240002013721 高齢者に特化した地域密着型美容サービスによる事業再構築 株式会社ワタオカＳ＆Ｃ

中国 広島県 広島市中区 御菓子司鶴屋 果物系アイス開発と製造卸展開、店舗コンサル・教室等の複合展開事業推進 山根　敏宏

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社三ツ矢 1240001050837 塊根植物販売のリアル店舗出店。塊根植物による癒しを広島へ 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 有限会社大世渡鉄工所 2240002032288 新素材を使用して、未経験の新たな用途への機械に参入計画 呉信用金庫

中国 広島県 安芸郡府中町 野村乳業株式会社 2240001036546 農産物の新たな付加価値創造と環境負荷削減に貢献する事業化の実現 株式会社広島銀行

中国 広島県 尾道市 株式会社加度商 3240001037964 尾道市の環境推進にＺＥＨ住宅の魅力を実感できる体験展示場で貢献 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市市 株式会社寺西屋 1240001055126 広島県宮島産「讃美牡蠣」ＥＣサイトによる通信販売事業 税理士法人船倉事務所

中国 広島県 福山市 ＲＯＳＥ　ＣＬＩＮＩＣ 歯科受診控えや価格高騰によるコスト増に対応した審美性の高い補綴物の即日提供サービス展開 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 広島市南区 株式会社グリーンサークル 1240001015955 コロナ禍で疲弊した人々の心身を癒す「オーガニック化粧品」と「オーガニック食品」の開発製造およびオンライン販売 広島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 有限会社マツヤ 4240002015704 広島初の韓国商品専門スーパーのＦＣ店舗出店による小売業への挑戦 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 株式会社Ｔ’ｓ 2240001050480 若者向けのカフェから少人数向けの焼肉店へ転換を図る。 井上　拳

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社勝組 8240001046688 建築業界のイメージ向上を目指した若者男性向け美容サービスの提供 近藤　将太郎

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社モンテドール 3240001016695 ビアガーデン風のイートインスペースを構築し業態転換を図る 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社テックササキ 2240001007241 大型金型製作による電気自動車部品量産コスト低減・生産効率向上 株式会社フラッグシップ経営

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＭＯＲＩＭＯＴＯ 5240001041980 脱・下請で顧客と繋がり地域の暮らしに貢献する住宅販売の事業化 須永　達也
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中国 広島県 廿日市市 株式会社藤い屋 8240001028109 お菓子の総合プロデュース事業に挑戦！ 株式会社広島銀行 ひろぎんリース株式会社

中国 広島県 福山市 シープロ株式会社 5240001043325 自動化・ＤＸ化に貢献する金属加工業への新規参入 株式会社中国銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社新和自動車 7240001022847 最新機器によるホイールアライメント・自動車先進安全装置のエーミング、及び高級外車の板金塗装 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社品川工業 3240002007669 自動車向け小型足回り部品に参入し脱炭素社会の実現に貢献する 株式会社フラッグシップ経営

中国 広島県 東広島市 株式会社カスタムエンジニアリング 4240001022445 強みの自動車板金生産技術を活かし、電気自動車や特殊車両関連製品へ新分野展開 中村　清悟

中国 広島県 三原市 クツワ産業株式会社 5240001040041 製造用高速向流クロマトグラフの製品化に向けた試作 三原商工会議所

中国 広島県 福山市 株式会社オカムラ 4240001034523 モノを大切に。家具リペア事業への参入 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 ザフィジックファーム株式会社 5240001049735 世羅町の無肥料・無農薬で栽培した在来種お茶の実を使用した化粧品の生産体制構築 公益財団法人くれ産業振興センター

中国 広島県 呉市 新谷誠二 柑橘のＥＣ販売および飲食店運営による地域経済への貢献 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 株式会社グランクラシック 7240001051499 洋菓子店が地元食材を使用した独創的なジェラートを製造小売する事業計画 広島信用金庫

中国 広島県 三原市 ＢＡＲ　ＦＬＡＴ 地元三原市の健康を食で支えたい！本格手打ち蕎麦店への挑戦！ 株式会社広島銀行

中国 広島県 大竹市 有限会社丸網水産 6240002037762 地元の味を広める！「くばおう」でかき養殖業からかき小屋経営へ展開！ 株式会社伊予銀行

中国 広島県 広島市西区 品川製菓株式会社 8240001012789 広島の老舗洋菓子店による冷凍洋菓子オンライン販売とカフェ出店 広島信用金庫

中国 広島県 広島市西区 株式会社シンク・タンク 2240001016845 デザイン・印刷技術を活かした、オリジナルデザイングッズ製作サービスの新分野展開 株式会社フロウシンク

中国 広島県 福山市 府中焼き・鉄板焼食堂　鉄餞 府中焼きを全国に販売する通信販売事業の展開 株式会社アサユナイト

中国 広島県 府中市 横山建設工業株式会社 3240001034474 空き家特化型不動産事業参入の新事業展開 府中商工会議所

中国 広島県 福山市 株式会社ホーミイダイニング 3240001029706 毎日の食卓に並ぶ“小さな幸せ”わたしの街のお肉屋さん 池永経営会計税理士法人

中国 広島県 府中市 旭・スチール工業株式会社 9240001034106 金属加工の高度化による建築分野への新分野展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 株式会社ｅｎｉｖｒａｎｔ 5240001047722 ワイン製造技術を活かし、カフェ・レンタルスペース施設への展開 株式会社トマト銀行

中国 広島県 広島市中区 有限会社トリニティー 9011102020562 メタルセラミック中心の補綴物製作から新技術によるチタン製補綴物製作への転換計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 安芸郡熊野町 有限会社瑞穂 8240002048576 新「アトリエ交流事業」を立上げ、“美”と“観光価値”を高める体験サービスを新規展開 税理士法人広島パートナーズ

中国 広島県 広島市西区 株式会社ナックス 4240001046758 緊急災害時に夜間離着陸も可能な臨時・可搬型ヘリポートを提供する事業 岡本　樹幸

中国 広島県 三原市 高掛農園 ハーブ農家による美容室運営及び商品開発販売新事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 株式会社Ｈｏｍｅ　Ａｓｓｉｓｔ 6240001056482 『広島県福山市で初のドローンを使った赤外線点検・測量事業』　　の展開 株式会社アサユナイト

中国 広島県 福山市 株式会社三宅鉄工所 5240001032303 長尺加工品に対するＮＣ旋削加工体制構築と精密加工工場への転換 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 東広島市 株式会社東洋不動産 1240001022943 相続、終活、省エネ施工までワンストップ対応する不動産サービス 秋井　正宏

中国 広島県 呉市 株式会社恒栄食品 1240001026804 冷凍機・調理鍋等の導入による冷凍野菜事業への新規参入 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市市 リライフ株式会社 4240001028896 体験型モデル住宅を開設して省エネ施工の住宅リフォーム事業へ進出 秋井　正宏

中国 広島県 福山市 有限会社シャルダン商会 3240002041115 『薄利体質からの脱却　超重量物輸送・据付事業』 株式会社山口銀行

中国 広島県 東広島市 カープロデュースＡＫＲ レーシングシミュレータ導入による新分野展開 岡田　卓也

中国 広島県 福山市 ガレージバンブー合同会社 4240003001802 全身美容への新分野展開で長期顧客の獲得を目指す 岡田　卓也

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社竹井商事 3240002009566 新たな利用ニーズ対応と感染症に強いユニバーサル仕様の宿泊施設に再構築 秋井　正宏

中国 広島県 呉市 株式会社多田製作所 1240001026119 繰返し分包薬供給装置「お薬わたる君」による服薬支援 株式会社広島銀行

中国 広島県 江田島市 峰商事合同会社 7240003001493 さつまいも農家が挑戦するパン製造業への新分野展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 東広島市 有限会社ミートいまおか 4240002028441 惣菜メニューの開発による業態転換 岡田　卓也

中国 広島県 広島市中区 ヒトミスタイル コロナ禍に対応したオリジナルアパレルブランド商品の製造小売に参入 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 呉市 有限会社タムラ 1240002033320 店舗横に冷凍食品製造場所を新設し、自販機やネットでの販売にチャレンジ 呉信用金庫

中国 広島県 東広島市 株式会社クレシア 2240001050828 食用昆虫の粉末加工を通じた高タンパク質食品の開発及び昆虫食市場の開拓 中嶋　直哉

中国 広島県 広島市安佐南区 有限会社アートソーイングたなベ 1240002020426 店舗と専用ＥＣサイト構築による、オーダーカーテン製造販売事業へ参入 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 有限会社テックマツウラ 1240002025061 高精度船舶用部品製造に着手することによる新たな事業の柱の構築 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 呉市 呉製疊有限会社 7240002032663 和モダンリフォームの提案で、顧客開拓と長期的な関係性の構築に挑戦 株式会社シャイン総研

中国 広島県 福山市 有限会社メタルテック 7240002041862 立形マシニングセンタの導入による長尺物加工体制の確立 株式会社中国銀行

中国 広島県 呉市 有限会社西本製作所 6240002033621 新たな多軸型ＣＮＣ旋盤導入し生産技術力を高め多様な分野への挑戦 呉信用金庫

中国 広島県 呉市 有限会社ショップやまもと 5240002033085 食料販売店としての仕入力・地域との繋がりを活かした焼肉店開業 呉信用金庫

中国 広島県 広島市南区 株式会社イワサキ 4240001001028 電気自動車向け大型製品へ新分野展開し、経営多角化実現と脱炭素化貢献 中村　清悟

中国 広島県 福山市 スターフィールド株式会社 4240001034903 ファブレスから自社生産へ環境にやさしいプラスチック容器原料製造で新分野へ挑戦！ 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 フィナンシャルウィズ株式会社 7240001047621 日本初の鉱物標本専門ショールーム兼カフェバーで新たな価値の提供 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社広島金型 8240001009240 精密かつ小型化が要求される電気自動車部品用金型への進出による新分野展開 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 合資会社ふくでん 6240003001718 家庭や児童養護施設で生活ができない子どもたちのための自立生活援助事業 両備信用組合

中国 広島県 東広島市 浜本工業株式会社 3240001022594 医療機器分野に新規参入する曲げ加工機導入事業 松下　隆信

中国 広島県 広島市西区 株式会社レア・プラス 4240001051840 バーチャルゴルフ事業への新分野展開による事業再構築 藤原　和重

中国 広島県 福山市 株式会社巧工業 3240001037700 建設現場で培った経験を活かし建設用金属製品の製造に挑戦 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 株式会社ＦＪコーポレーション 6240001054767 飲食業・電気工事業から、シミュレーションゴルフ事業へ転換 福山商工会議所

中国 広島県 三次市 合同会社ｇｒｅｅｎ　ｍｕｇｉｍｕｇｉ 5240003002980 新たな都市型カフェ店舗オープンと卸売販売への新分野展開による事業再構築 藤原　和重

中国 広島県 広島市中区 有限会社三榮堂 7240002006436 感染症の危機に強い、明るく・おもしろく・にぎやかなセルフランドリーの出店 川上　正人

中国 広島県 東広島市 ゲイソー・ロジスティクス株式会社 3240001023353 ＴＭＳの一新と自社の強みを生かし、コロナ禍でも成長できる新市場開拓 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 尾道市 株式会社大池製缶所 5240001037855 ＥＶ向けモーターコア試作・生産加工事業への参入 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 株式会社福山塗装工業所 7240001032747 耐久・耐腐食性に優れた塗装技術を活かした大型金属部品の塗装			 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 山県郡北広島町 株式会社セイユー 6240001023994 生産用機械器具部品製造事業の新規展開による売上・販路拡大事業 ＫＹＳコンサルティング株式会社

中国 広島県 安芸郡熊野町 株式会社寿エンジニアリング 5240001036329 部品加工事業への新分野展開とサプライチェーンの安定化による新型コロナウイルス及び原油価格・物価高騰への対応 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

中国 広島県 福山市 株式会社杉原熔接工業所 8240001035030 地域の健康をバックアップするリラクゼーション＆スポーツジムの事業化 株式会社中国銀行

中国 広島県 府中市 後藤工業株式会社 1240001034229 ＥＶ車主力部品製造会社への事業展開プロジェクト 税理士法人あじさい会計

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社フォーブル 2240001005781 知名度と仕入のスケールメリットを活かした会員制自動車整備サービスの提供 川上　正人

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社ＢＳＴ 2240001019699 総合建設業から環境に配慮したアスベスト検査事業への新規参入 山田　紳太郎

中国 広島県 福山市 株式会社ＳＨＯコーポレーション 4240001035422 最新のカラー３　Ｄ　プリンタを活用した住宅模型製造による製造業への事業展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社加茂川 1240001010700 感染症等の危機に強い事業にするためのビジネスモデルの転換 川上　正人

中国 広島県 広島市西区 三鬼サービス株式会社 8240001004002 お客様の「困った」をすぐ解決する「駆け込み寺」企業となる！ 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 三島建材株式会社 1240001032265 微動探査システムによる地盤調査で、地盤改良と耐震補強もトータル支援 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 尾道市 尾上瓦工業 廃材を生かした建材製造販売事業への参入 尾道商工会議所

中国 広島県 福山市 株式会社府中家具 5240001032014 循環型社会の実現に貢献する「家具修理サービス」等の新分野展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 呉市 有限会社作田水産 9240002035532 ワカメの茎・根を活用した新たな商品展開（茎ワカメ・海藻資材）により、事業再構築及びＳＤＧｓの実現に貢献する。 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社４５ＢＰＭ 6240001024373 スペイン料理の強みを活かしたベーカリーキッチンへの事種転換 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市中区 ヘアースタジオ・アドニス 一般美容室からウィッグ専門個室サロン「ウィッグ・ファクトリー・アドニス」への業態転換 広島商工会議所

中国 広島県 福山市 株式会社笹井工作所 5240001030678 半導体製造装置向け『精密部品製造』と『ユニット組立』に新事業展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 株式会社ドリームファクトリー 2240001034599 工場を救え！今こそ古い機械に新しい息吹を 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市中区 ワークスプラス株式会社 6240001049593 こだわりのカラフル野菜・パンケーキを提供する農業カフェの建設による再構築事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 廿日市市 木村屋 広島の三大食文化を融合した新名物「おこもみじ」誕生！！ 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社エムフーズ 2240001019121 旅行気分な食体験、広島の「ぶち美味い」を通じてみんなを笑顔に！ 松田　裕

中国 広島県 呉市 株式会社Ｓｔｏｒｙ　Ａｇｅｎｔ 5020001136860 クラフトビール醸造所の新設により販路拡大に取り組む事業 呉信用金庫
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中国 広島県 府中市 株式会社Ｔｅｃｈｎｏ　Ｃｒｏｓｓ 3240002046832 難削材研削で培った強みを活かした新工程の立ち上げ 岡田　卓也

中国 広島県 広島市西区 株式会社吉本コーテック 2240001019856 配電資機材小修理業務への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 株式会社田頭茶店 1240001026110 日本の伝統文化に新しい感性を融合した団子の生産・販売体制の構築を図る事業 呉信用金庫

中国 広島県 呉市 高橋工務店株式会社 5240001027385 高級家具販売を第２の収益の柱として、併せて呉市の地域経済に貢献 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社のじま家大工店 5240001047598 森林に囲まれた古民家で癒されながら働けるワーケイション事業 濱高　大

中国 広島県 東広島市 株式会社メカトロシステム 9240002029443 出張回数を減らして働きやすい職場環境を形成することを目指す内製化 川上　正人

中国 広島県 福山市 ゲイビ鋼業有限会社 2240002040415 一次加工専門業者から高精度形状加工業者への変革 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 福山市 ｅｐｃ株式会社 6240001050675 施工品質と製品開発力を活かした半導体関連工場向けの配管製作・工事事業への進出 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市南区 株式会社クロスデータ 7240001047423 地域と共にＯｎｅＴｅａｍ！瀬戸内での多様な“クロス（融合）”の「新業態グランピング事業」 菊池　孝太郎

中国 広島県 広島市中区 リビンズ株式会社 2240001019575 地域イノベーションと暮らしの豊かさを実現するＥＣ事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 東広島市 有限会社ｅｂ 5240002029380 ＥＶ販売・整備×モバイルハウス製造・販売で脱炭素社会の実現と地域の防災に貢献する新分野展開 森藤　啓治郎

中国 広島県 広島市東区 株式会社日之出水産 5240001009862 アンテナショップ事業と映えるオリジナル蒲鉾の販売でＢｔｏＣへの挑戦 公益財団法人ひろしま産業振興機構

中国 広島県 庄原市 舛元木工株式会社 8240001025031 新たにオリジナルブランドを確立し、睡眠市場のニーズを捉える 株式会社広島銀行

中国 広島県 山県郡北広島町 株式会社宮谷精工 6240001049503 高精度立型マシニングセンタ導入による半導体製造装置、ロボット産業分野への挑戦 株式会社アルファ

中国 広島県 庄原市 株式会社成実左官工業 3240001053409 土木工事業への参入による上流工程への垂直展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社青葉食品 8240002000306 ベトナム・フィリピン製品に特化した海外食品専門店の出店事業 菅田　茂樹

中国 広島県 東広島市 株式会社オーエイプロト 9240001022424 試作ノウハウを活かした自社ブランドＯＡ１００製品の開発プロジェクト 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 関西伸鉄株式会社 3240001030309 新たな加工方法による、耐震性など強度が必要とされる分野への挑戦 株式会社中国銀行

中国 広島県 尾道市 株式会社三平工作所 6240001037805 薄板・特殊難加工材の一貫生産体制構築による脱炭素市場への参入 株式会社伊予銀行

中国 広島県 広島市南区 株式会社ミレニアムフーズ 2240001024253 居酒屋から若者人気の高い韓国料理業態への事業転換計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

中国 広島県 広島市中区 株式会社日本斎苑 1240001047503 地元斎場管理業者がトレーラーハウスを用いたグランピング事業に挑戦 株式会社山陰合同銀行

中国 広島県 福山市 有限会社カーサービスオガワ 1240002044524 カーコーティングによる新たな価値観の創造とサスティナビリティの実現 株式会社中国銀行

中国 広島県 三原市 有限会社寺迫組 6240002054213 経済環境の変化の影響を克服し新エネルギー分野への新分野展開 株式会社中国銀行 中銀リース株式会社

中国 広島県 広島市西区 株式会社ひのき 5240001009854 急速冷凍機を使った調理済み商品の販売 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市中区 株式会社イロナインターナショナル 6240001015257 「女性目線ならではの感性を活かしたハイクラス宿泊施設運営」 広島県信用組合

中国 広島県 東広島市 輝 飲食店経営者による、家族のような暖かさを感じるオートキャンプ場の開発 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 広島市中区 株式会社ゆあまーと 1240001054292 マイクロブタのカフェ及びペットホテル事業への新分野展開 田久保　普三

中国 広島県 広島市中区 ＳＵＰＰＯＳＥ　ＤＥＳＩＧＮ　ＯＦＦＩＣＥ株式会社 6240001046500 サウナ×レストランのミクストラン開業を主軸とする新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ミレニアムダイナース 7240001052217 韓国ブームを捉えた流行の韓国料理新業態への参入計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

中国 広島県 三次市 合同会社共生 3240003002231 高齢者にくつろいで生活してもらえる檜風呂のある日本旅館風の有料老人ホーム運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 広島県 東広島市 一般社団法人東広島自立支援センターあゆみ 8240005013024 不足する知的障がい者等のグループホームを開所し、その地域での障がい者理解促進と地域活性化を図る事業 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 株式会社ＧＲＡＣＥ 4240001058679 家族全員がくつろげる洗車場と地域密着の未来型カーショップの実現 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 株式会社サン・クレア 7240001048289 「生きる力」を育むアドベンチャーツーリズム×教育事業への参画 株式会社伊予銀行

中国 広島県 豊田郡大崎上島町 小池造船海運株式会社 1240001037495 ガット船に搭載する荷役クレーンのリサイクル事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 重森商店 瀬戸内の一本釣り漁師が提供する食堂および冷凍魚商品販売による新分野展開 呉信用金庫

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社広島総合開発 2240001009287 輸送事業者による砕石製造業への挑戦 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市中区 株式会社グロウ 1240001052247 飲食店とワーカーのマッチングアプリプラットフォーム事業 田村　俊幸

中国 広島県 広島市西区 株式会社コーエイ 6240001003162 自動車車体整備業界の人材不足問題を支援するセンターの新設 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 ＭＩＮＷＡ　ＴＥＣ株式会社 5240001053720 ロボット導入により工程を自動化し半導体製造装置分野に進出する 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 山県郡安芸太田町 栗栖建設工業株式会社 2240001023890 ダム湖沼の堆積土砂浚渫システムの実用化による堆積土砂浚渫事業 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市安芸区 有限会社福島工業 3240002014319 ＣＮＣ旋盤導入による、アルミ製インペラ加工の自動化 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市中区 アース工業株式会社 3240001000146 地すべり対策事業を新設し、完全内製化による業態転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 有限会社エヴァライン 2240002034598 呉中央桟橋ターミナルにおけるカフェ事業の展開 呉信用金庫

中国 山口県 光市 丸屋 本格割烹料理店が地元の「青梅」を使った一品メ二ューを開発し名産品に育てる取組み 光商工会議所

中国 山口県 光市 株式会社ＰａｔｈＧａｔｅ　Ｊａｐａｎ 3240001049002 オンライン書道教室の海外展開 光商工会議所

中国 山口県 周南市 しろくまグラフィックス グラフィックデザイナーが手掛ける、空き家再生事業 光商工会議所

中国 山口県 山陽小野田市 株式会社扶桑工業 5250001007915 機械部品の組立から川上の資材研磨加工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 山口県 山口市 株式会社Ｅｍｂｅｌｌｉｒ　ａｍｉ 8250001015642 小児向け歯並び改善トレーニング事業による新分野展開 株式会社フロウシンク

中国 山口県 山口市 株式会社Ｋｉｒａｒａ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ 9250001002747 県内就職促進を目的とした学生と企業のマッチング事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 山口県 下関市 写真のムラオカ 宣材写真制作・動画制作・楽曲制作までをワンストップで提供するプロモーション事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 山口県 防府市 紘 新たにジビエ肉を活用したペットフード等の製造販売事業への展開 溝田　修司

中国 山口県 防府市 のむら ポストコロナ時代に適した新事業展開による収益力向上事業 溝田　修司

中国 山口県 周南市 株式会社巧健 8250001014149 水素ステーション製作における新分野展開 株式会社広島銀行

中国 山口県 周南市 徳機株式会社 7250001010017 ＬＮＧ燃料船タンク鏡板製造事業計画 株式会社西京銀行

中国 山口県 宇部市 有限会社船木自動車商会 9250002006557 ＥＶ車など次世代自動車に特化した自動車整備工場の新設 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 あやらぎ第一整骨院 大型ＬＥＤビジョンを活用した地域情報の発信事業 Ｌｏｃａｌ　Ｐｌａｙｉｎｇ　Ｇａｍｅｓ合同会社

中国 山口県 周南市 株式会社レクタ 8250001018050 プラント加工技術を活かし、設備工事から金属製品製造業へ再構築 株式会社山口銀行

中国 山口県 周南市 有限会社パートナーパブリシティ 8250002015187 魅力ある地域個店の商品群を集約した委託販売事業モデルの開発 北野　孝志

中国 山口県 山口市 企業組合アグリアートジャパン 8250005008139 地域のレストランをリニューアルオープンすることでの事業再構築 山口県中小企業団体中央会

中国 山口県 下関市 株式会社ホームサポート 3250001017767 既存の解体工事業から発生するコンクリート塊から再生砂等を製造し、販売する新分野展開 西中国信用金庫

中国 山口県 下関市 株式会社武壱工業 5250001007907 ＩＳＯ規格を取得した安全管理ノウハウを活用して新たにアスベスト除去工事に進出 西中国信用金庫

中国 山口県 下松市 株式会社中山組 5250001009597 ＩＣＴ技術を駆使した解体・土木・建築一貫体制による事業再構築 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 ネイルサロン　ディスコレ コロナ禍に左右されないメニューを取り入れた温活サロンで新分野事業展開 坪井　亮

中国 山口県 周南市 株式会社京瀧 1250001009898 おひとりさまゴルフの新体験！非対面・非接触の娯楽業に挑戦！ 株式会社山口銀行

中国 山口県 光市 有限会社谷野工業 4250002017030 「形鋼加工機導入により鋼材加工分野への進出を図る」 株式会社山口銀行

中国 山口県 周南市 富田印刷株式会社 8250001010024 個人客をターゲットとしたスマートプリント市場の創出 株式会社西京銀行

中国 山口県 防府市 株式会社はなぶさ未来設計 4250001015415 鞄・袋物業界を市場として選択、経営資源を集中投下 ＡｉｒＥｘ　Ｖｅｎｔｕｒｅ株式会社

中国 山口県 下関市 有限会社大下製作所 5250002012253 半導体製造装置部品の機械加工分野への進出と継続的な受注に向けた生産体制強化 シェアビジョン株式会社

中国 山口県 下関市 株式会社ｓｔｅａｍｂｏａｔ 6250001007278 狩猟アプリ事業による野生鳥獣肉の地産地消促進 松井　洋治

中国 山口県 岩国市 株式会社フジ興 3250001019482 古民家再生を通じたとうもろこし農家の持続可能な飲食事業展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 萩市 嶋村化成株式会社 5250002013152 激甚化する豪雨災害に対応した大口径ポリエチレン管役物の製造・販売 はら経営株式会社

中国 山口県 大島郡周防大島町 藤川建設株式会社 4250001012791 空き家率・高齢化率が高い周防大島で解体業へ参入し地域の安全を守る取組み 中田　哲也

中国 山口県 長門市 株式会社フジサワ鐵工 1250001008371 Ｒグレードの新規取得による鉄骨加工の新分野展開事業の構築 山口県商工会連合会

中国 山口県 下関市 ユタカ電業株式会社 7250001006543 新製品「樹脂製トラフ嵩上板（かさあげばん）」の開発と市場導入 株式会社山口銀行

中国 山口県 熊毛郡田布施町 株式会社サンピット 8250001012648 ガソリンスタンドの生き残りをかけた尿素水の製造・販売事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 光市 株式会社昇栄 7250001010834 周防大島ならではの体験型オプションとイベントで地域振興に寄与するグランピング 東山口信用金庫

中国 山口県 山口市 岡村工業株式会社 9250001013307 ドローンライセンス登録講習機関として「空の産業革命」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 宇部市 株式会社ボアソルテ 3250001017040 会員制シミュレーションゴルフ練習施設の新規展開 西中国信用金庫

中国 山口県 周南市 株式会社徳山ビルサービス 6250001009092 廃棄物収集・資源化一貫体制による資源・エネルギー創造企業への挑戦 株式会社山口銀行
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中国 山口県 周南市 山陽建設サービス株式会社 8250001008836 無足場自動検査システムを搭載した壁面ロボットの販売 合同会社ＲＹＤＥＥＮ

中国 山口県 宇部市 株式会社永山本家酒造場 9250001004603 老舗酒蔵のクラフトビール事業への挑戦！ ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 柳井市 有限会社くさか 4250002019662 柳井のデートスポットを創造　～既存事業とのシナジー効果生む飲食事業への挑戦～ 株式会社西京銀行

中国 山口県 長門市 垢田の杜　桂月 宿泊事業者として健康とリフレッシュに特化した宿泊型ウェルネスツーリズム事業参入 山口県商工会連合会

中国 山口県 下松市 合同会社Ｓａｉ 8250003002911 スペシャルティコーヒーに特化したテイクアウトコーヒーと焙煎豆販売 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 株式会社チャンス 9120001167702 地域の”三方良し“を実現する障碍者向けグループホーム事業 江﨑　貴一

中国 山口県 柳井市 シンセイ自販株式会社 9250001015732 簡易グランピング付きドッグラン 東山口信用金庫

中国 山口県 下関市 株式会社やすもり 7250001006469 創業７０年の超老舗焼き肉店がライブコマースで全国に展開 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

中国 山口県 周南市 有限会社芳山園 8250002015294 山口県初のセルフロウリュができるサウナ設備の導入と温浴施設内のキャッシュレス化 合同会社ＲＹＤＥＥＮ

中国 山口県 熊毛郡田布施町 有限会社アイリス 5250002020082 完全会員制プライベートサウナ「Ｒｅ・Ｖｉｔａ」の新規開店事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

中国 山口県 下関市 株式会社カツモトフーズマーケット 5250001007485 長州の味を全国に発信！下関食文化の創造拠点を創設します。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

中国 山口県 山口市 株式会社スペース 4250001001563 不動産取引業の強みを活かした新分野展開！　真砂土採取販売事業への進出 はら経営株式会社

中国 山口県 下関市 株式会社プランドゥ 6290801004339 日本とベトナムのビジネス交流を創出・促進するコワーキングスペース 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 株式会社桜雲洞 4250001017972 古民家を改築して地域の日本文化の水準を高める 合同会社ＲＹＤＥＥＮ

中国 山口県 下関市 下関酒造株式会社 9250001005683 【２００年続く酒蔵】に向けた「“学ぶ”“体験する”“飲む”バーチャル＆リアル酒蔵観光ツーリズム」プロジェクト 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 株式会社フジデンシ・ドットコム 6290001027743 古民家を活用した外国人向け宿泊施設の開業 下関商工会議所


