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エリア 都道府県 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型（枠） 事業計画名 認定支援機関名

中国 鳥取県 R2311G00001 株式会社アクシス 1270001002166 卒業枠 超地域密着型生活プラットフォーム「バード」の構築 鳥取商工会議所

中国 鳥取県 R2311U00004 株式会社門永水産 9270001003751 通常枠 日本初のカニ製品によるマルチチャンネル販売への取り組み 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 R2311U00007 株式会社ゼロアクションアーキテクト 5270001007236 通常枠 生活行動の変化に対応するデザイン性に優れたＥＶキッチンカー製造計画 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 R2311U00008 有限会社サンシャインとうはく 8270002009476 通常枠 デイユースとテレワーク需要の獲得に向けたホテル経営の変革 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 R2311U00009 合同会社ふれあい 1270003000457 通常枠
１００％手作り配達弁当と惣菜の製販業への新分野展開による障がい福祉

サービス拡充事業
鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 R2311U00010 株式会社大上農園 8270001006664 通常枠 ＩＣＴを活用した次世代型施設園芸で持続可能な農業の実現を目指す 鳥取信用金庫

中国 鳥取県 R2311U00012 株式会社ヌック 1270001005697 通常枠 飲食事業の展開によるビレッジ産業の確立及び地域一体型体感施設の実現 鳥取商工会議所

中国 鳥取県 R2311U00015 有限会社翠泉 4270002010677 通常枠 湖屋（ＫＯＹＡ）事業計画 廣田　和幸

中国 鳥取県 R2311U00016 有限会社倉繁歯科技工所 6270002010015 通常枠 歯科用金属積層造形機を用いた義歯用金属部品の受託造形サービス 税理士法人うつぶき

中国 鳥取県 R2311U00020 ディークラブモーター 通常枠 アメ車の取扱い開始による総合カスタム業者への転換 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 R2311U00022 株式会社ササヤマ 6270001000264 通常枠
金型製造技術と新技術を融合した試作、機械加工部品事業化による新市場

進出
株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 R2311U00026 株式会社田中組 1270001000995 通常枠 建設発生土リサイクル　改良土製造販売事業 鳥取信用金庫

中国 鳥取県 R2311U00035 有限会社和島鉄工所 2270002002370 通常枠 鋼構造物工事業から鋼材加工業への業態転換による、収益基盤の獲得 株式会社ゼロプラス

中国 鳥取県 R2311U00039 株式会社ＳＵＮＹＯＵ 6270001003060 通常枠 難聴者向けイヤホン製造・販売による難聴者支援事業 鳥取商工会議所

中国 鳥取県 R2311U00040 有限会社前田水産 1270002006991 通常枠
ベニズワイのカニ殻を活用した新素材の製造と新商品開発による事業の再

構築
株式会社島根銀行

中国 鳥取県 R2311U00041 株式会社タシマボーリング 6270001002269 通常枠 さく井工事技術を応用した陸上養殖事業への進出 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 R2311U00047 株式会社小鴨 7270001005428 通常枠 地元産木質チップの製造販売～低炭素化に寄与しコロナに打ち克つ～ 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 R2311U00052 株式会社Ｂｌｕｅ． 1270001007099 通常枠
日本海と大山に囲まれた大自然の中で心を癒す貸切リゾートホテル事業の

開始
株式会社アルマ経営研究所

中国 鳥取県 R2311U00053 株式会社ウメカワ 5270001004019 通常枠
低騒音、精密／微細動作が可能な油圧ユニット開発を通した医療用・介護

用ベッド業界への進出
株式会社中国銀行

中国 鳥取県 R2311U00057 合同会社ローディーネット 4270003000578 通常枠 体験型ＥＣプラットフォームサービス開発による事業転換計画 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 R2311U00058 株式会社ＭＭＲ 4270001008136 通常枠 中古自動車買取・販売とキッチンカー製作販売による新事業展開 鳥取商工会議所

中国 島根県 R2321U00005 有限会社林精工 4280002011476 通常枠 超高精度切削加工と新素材加工技術の確立による車載分野への進出 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 R2321U00007 株式会社ふくまる 2280001007502 通常枠 夜の居酒屋から昼間のファミリー向け寿司屋への事業転換 島根県商工会連合会

中国 島根県 R2321U00009 有限会社藤屋 7280002009633 通常枠 米屋がつくる地元産もち米１００％ローカルブランド餅製造事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 R2321U00016 富士酒造合資会社 7280003000293 通常枠 酒蔵ツアーによる酒の製造・サービス・販売事業への展開 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 R2321U00017 株式会社ハーモバック 1280001005993 通常枠 廃ぺットボトルの再生利用でＳＤＧｓへの取り組み計画 日本海信用金庫

中国 島根県 R2321U00019 有限会社坂根屋 4280002005486 通常枠
老菓子舗による若年層向け餅菓子、個食向けパック赤飯の開発による卸売

事業
島根県商工会連合会

2023年4月14日時点
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中国 島根県 R2321U00020 やたま建設株式会社 4280001003771 通常枠 解体・更地化需要増加を見据えた柱状杭撤去工事による新分野展開事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 R2321U00025 株式会社研電社 4280001003144 通常枠 気泡低減技術による次世代縦型遠心分離機開発事業 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 R2321U00027 株式会社吉岡製菓 8280001006647 通常枠
お菓子❌情報❌エンタメ❌五感❌衛生的❌キッチンカー　～お菓子で

繋ぐキッチンカー販売事業～
株式会社島根銀行

中国 島根県 R2321U00028 株式会社鷺の湯莊 4280001002402 通常枠 温泉旅館が提供するサテライトオフィス 株式会社島根銀行

中国 島根県 R2321U00035 真砂土木株式会社 1280001005143 通常枠 エコな地域資源を活用して事業再構築し、産業振興で地域に貢献する事業 株式会社島根銀行

中国 島根県 R2321U00041 株式会社大正屋醤油店 2280001002759 通常枠 甘酒の添加による免疫力を高めた豆乳・大豆飲料の製造販売 島根県商工会連合会

中国 島根県 R2321U00042 株式会社ヨシカワ機械 3280001003343 通常枠
既存事業で培った技術的強みを活かし、アフターコロナ社会での成長市場

へ進出する
吾郷　紘一

中国 島根県 R2321U00049 れすとらんココット 通常枠 設備投資により当社の強みを一段と強化した新分野展開事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 R2321U00059 株式会社コースト 8280001002670 通常枠 ＦＣのバル酒場から山陰の食材を使用した餃子居酒屋への業態転換 松江商工会議所

中国 島根県 R2321U00061 有限会社ポニイ 8280002010796 通常枠 フランス料理店からテイクアウト型鶏料理専門店への事業転換 益田商工会議所

中国 島根県 R2321U00062 アクセス有限会社 9280002005242 通常枠
出雲のロケーションと総合力を活かしたワ―ケーション＆ブレジャー事業

の展開
株式会社商工組合中央金庫

中国 島根県 R2321U00064 大福工業株式会社 1280001003246 通常枠 有害物混じり地下水等の環境水の浄化剤及び浄化プラントの製造販売 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 R2321U00068 株式会社ハードリーフクリエイト 5280001006815 通常枠 ご当地海産物・農産物を活用したチルドピザ製造事業への転換 大田商工会議所

中国 島根県 R2321U00073 オーエム金属工業株式会社 7280001000907 通常枠 製品ポートフォリオ見直しによる射出成型機業界への新分野展開 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 R2321U00074 有限会社安菜蔵 2280002000118 通常枠 キッチンカー事業への新分野展開 株式会社島根銀行

中国 島根県 R2321U00075 有限会社生垣産業 3280002010438 通常枠 高速道路での飲食事業から、団子製造卸へのシフトチェンジ事業 島根県商工会連合会

中国 岡山県 R2331U00002 株式会社創・和 2260001011811 通常枠 空調工事ノウハウ活用した感染極限回避型オープンエアカフェ運営 岡山商工会議所

中国 岡山県 R2331U00004 ユアサシステム機器株式会社 5260001006817 通常枠 フレキシブル化を支える耐久試験メーカーへ 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 R2331U00005 安良田産業株式会社 7260001021467 通常枠 大型倉庫でショールーム販売とＩＴシステム活用倉庫管理事業を展開 備前商工会議所

中国 岡山県 R2331U00011 株式会社共和鑄造所 5260001018201 通常枠 生産管理システム導入による社内情報の再構築を通した新市場への展開 ひまわり経営サポート株式会社

中国 岡山県 R2331U00012 株式会社ウエルズ 5260001008978 通常枠 繊維製品の染色技術を応用した抗菌加工サービスによる新分野展開 株式会社広島銀行

中国 岡山県 R2331U00013 株式会社ピーベス 4260001022947 通常枠
新たな自社加工プロセスの構築で技術集積度の高い新製品開発とグローバ

ル市場を視野にＳＤＧｓで新顧客の開拓
ひまわり経営サポート株式会社

中国 岡山県 R2331U00014 尚栄工業有限会社 9260002024500 通常枠
プラントの定修工事の安全、工期短縮、高品質化を狙った熱交換器引抜装

置の導入
ひまわり経営サポート株式会社

中国 岡山県 R2331U00016 島木材株式会社 5260001020776 通常枠 新分野「放置竹林伐採、整備事業」進出による売上拡大計画 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 R2331U00017 株式会社エルテック 6260001023489 通常枠
新工場建設、新設備導入によるリチウムイオン電池向け銅箔用ドラム軸の

増産体制の再構築
ひまわり経営サポート株式会社

中国 岡山県 R2331U00018 有限会社香洛園 2260002018079 通常枠
屋外遊休地を活用したドッグラン併設の屋外スペース及びテイクアウト事

業
株式会社香川銀行

中国 岡山県 R2331U00020 株式会社ヒカリ工商 8260001005535 通常枠 油圧ホース向け無溶接フランジ一体型口金具の開発による新分野展開 株式会社トマト銀行
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中国 岡山県 R2331U00026 ハイサンテック株式会社 4260001005332 通常枠
駐車場上フリースペースの有効活用「バルコニー付カーポート」の製作・

販売
株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331U00027 有限会社ＳＨＩＮ 4260002015330 通常枠 ２×４ユニットハウス量産体制構築による事業再構築 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 R2331U00029 有限会社泉水 5260002005545 通常枠 旅館業からデイサービス向けの給食サービス事業に転換 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 R2331U00033 松田工業株式会社 6260001006213 通常枠
立形マシニングセンタ、画像寸法測定器、第２工場の導入による新市場に

向けての事業再構築
ひまわり経営サポート株式会社

中国 岡山県 R2331U00034 株式会社四方一商店 6260001022887 通常枠
特定米穀の長期低温熟成によるグルテンフリー米粉特化型高付加価値製品

への新分野展開
岡山県商工会連合会

中国 岡山県 R2331U00036 山陽熱工業株式会社 6260001019768 通常枠 農機具部品加工からアタッチメント式除草機の完成品製造への新分野展開 株式会社鳥取銀行

中国 岡山県 R2331U00040 学研はやしま 通常枠 学童保育事業に伴う施設建築とハイブリッド型集客力向上事業 玉島信用金庫

中国 岡山県 R2331U00043 金田コーポレーション株式会社 6260001022185 通常枠 エネルギー施設『建築工事』の設計・製作・施工事業への進出 岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 R2331U00045 株式会社ブックス 4260001021949 通常枠
Ｗｉｔｈ　コロナにおける　ＥＳＧ投資やデジタル化需要など新時代ニー

ズに対応した「デジタルプリントセンター」構築事業
岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 R2331U00046 岩井産業株式会社 3260001021479 通常枠 運輸・倉庫業など物流企業を対象とした商品開発による新分野展開 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 R2331U00048 有限会社ＵＬＴＲＡＺ　ＫＩＮＧＤＯＭ 5260002014661 通常枠
コロナで壊滅的打撃を受けたパーティー事業からグランピング事業への事

業転換計画
株式会社シェルパコンサルティング

中国 岡山県 R2331U00056 シヤープタカヤ電子工業株式会社 2260001018039 通常枠 労働力不足解消に貢献できる食品加工用設備の組立 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 R2331U00060 株式会社ＳｌｏｗＬｉｆｅ 9260002023262 通常枠 無人ショールームとデジタル化による非対面のＢｔｏＢ販路開拓の実現 児島商工会議所

中国 岡山県 R2331U00062 二葉ゴム工業株式会社 6260001005909 通常枠 リニア新幹線向けセルロースナノファイバー水膨張ゴムの量産製造 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 R2331U00064 株式会社ｅａｒｔｈｄｅｖｅｌｏｐ財和 6260001034172 通常枠 林地残材収集・搬出を目的とした新たな施業請負による新分野展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 R2331U00067 宿場町　矢掛の　侍イタリアン 通常枠 高級食パンを使ったサンドイッチによる地域貢献と売上増加 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 R2331U00072 北部開発株式会社 5260001020215 通常枠
自走式草刈り機を活用したメガソーラー発電所のメンテナンス業務への参

入
株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331U00073 日本綿布株式会社 5260001018300 通常枠
近代化産業遺産の活用とファクトリーショップの新設による新分野事業の

展開
岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 R2331U00077 ユーイング有限会社 7260002021912 通常枠 飲酒を目的とした居酒屋店から、食事を目的とした焼肉店への転換 玉島信用金庫

中国 岡山県 R2331U00080 株式会社アクシア 6260001015247 通常枠
車載電池向け銅箔製造関連事業への社内リソースの最適化及び、新工場建

設、新規設備導入を伴う事業再構築
ひまわり経営サポート株式会社

中国 岡山県 R2331U00082 賀陽紙器株式会社 8260001022101 通常枠
世界初となる新たなＶカット形成技術の開発による新事業への進出と事業

再構築の取組み
株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331U00084 ドレミ歯科クリニック 通常枠 コロナ禍ニーズ対応のデジタルを主とした低感染リスク型歯科への転換 株式会社香川銀行

中国 岡山県 R2331U00085 株式会社システム・エムズ 3260001018491 通常枠 次世代ＭＩＣＥシステム開発と学生を対象としたＩＴ教育サービスの提供 玉島信用金庫

中国 岡山県 R2331U00088 株式会社イールドインテリアプロダクツ 5260001010281 通常枠
Ｕｔｉｌｉｔｙ　Ｄｏｏｒ　Ｓｙｓｔｅｍ　～ユーティリティ　ドア　シ

ステム～
澁谷　典彦

中国 岡山県 R2331U00089 日光計装株式会社 5260001014365 通常枠 板厚２５ｍｍまでの対応力強化による、厚物・大型製品の業態転換事業 水島信用金庫

中国 岡山県 R2331U00096 株式会社エアフォルク 2260001032403 通常枠
小ロット・高付加価値品に特化した産業機械製造業への進出による事業再

構築
株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331U00104 エーゼロ株式会社 5260001028852 通常枠 地域商社のＤＸを推進するＩＴ事業の開発（通常枠・新分野展開） 株式会社中国銀行
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中国 岡山県 R2331U00106 株式会社ＴＡＮＩＧＡＷＡ 7260001011526 通常枠 建材金属加工製造業者のＥＶ急速充電機筐体金属加工への挑戦 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 R2331U00107 株式会社ウエダコンストラクション 5260001009472 通常枠 多能工化による「一般住宅建築」への新規参入による新分野展開 おかやま信用金庫

中国 岡山県 R2331U00108 江長自動車工業株式会社 9260001028642 通常枠 運搬車両の架装塗装単独サービス（抗菌塗装を含む）の提供 玉島信用金庫

中国 岡山県 R2331U00109 株式会社イノテック 4260001000556 通常枠 産業用ロボット部品製造への新分野展開による事業再構築の実現 おかやま信用金庫

中国 岡山県 R2331U00112 木村スチール株式会社 5260001007658 通常枠 ＮＣ旋盤・自動化装置による熱間鍛造用金型部品の受注体制構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331U00113 株式会社中国調和 9260001004296 通常枠 プレハブ円形ダクトメーカーへ業種転換 株式会社伊予銀行

中国 岡山県 R2331U00114 株式会社ひとはら 4260001011033 通常枠 岡山県のブランド牛：清麻呂の干し肉（熟成肉）による業種転換事業 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 R2331U00115 尾前工業株式会社 8260001012779 通常枠 ブラスト加工事業を新たに展開し、地域経済を牽引する 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 R2331U00116 株式会社新生工業 4260001009259 通常枠
次世代自動車部品の“高張力鋼板”加工向け順送金型製造への取り組みによ

る新分野展開事業
株式会社トマト銀行

中国 岡山県 R2331U00120 有限会社岡鉄工所 1260002002199 通常枠 産業用設備の「部品・半製品」加工から「組立」分野への展開 株式会社香川銀行

中国 岡山県 R2331U00123 株式会社なんば建築工房 9260001014287 通常枠 古民家移築未来プロジェクト 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中国 岡山県 R2331U00124 スカイイングリッシュ 通常枠 時代のニーズにマッチした新たなスタイルの幼児英語教育施設への転換 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 R2331U00126 株式会社精密スプリング製作所 9260001003645 通常枠 生産ライン自動化による次世代自動車向けシート部品の生産 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 R2331U00130 株式会社リゾームクラフト 7260001007045 通常枠
環境ビジネス企業を支える部品供給事業実施に伴う設備及びＩＴシステム

導入
株式会社香川銀行

中国 岡山県 R2331U00131 有限会社マキシステム 5260002030056 通常枠
電気設計、機械設計、ＩｏＴ技術を活用したＩｏＴコンベア、ＩｏＴ消毒

ゲートの製品化事業
株式会社ダイワマネジメント

中国 岡山県 R2331U00136 株式会社ラピート 9260001007019 通常枠 軽量化材料を用いる製品分野への参入による事業再構築 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 R2331U00137 板谷工業株式会社 1260001012629 通常枠 小規模建築物の建設事業から鉄骨一次加工品の製作・販売事業へ進出 株式会社ゼロプラス

中国 岡山県 R2331U00139 合同会社ど根性ファーム 1260003001241 通常枠
給食事業を撤退し、市場ニーズの高まっているカット野菜事業への事業転

換
株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 R2331U00142 株式会社弘和工業 6260002024627 通常枠
ステンレス溶接（薄板・厚板）への新分野展開により、コロナ禍からのＶ

字回復
株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 R2331U00144 株式会社道満石油店 7260001022812 通常枠 地域の高齢者を支えるリフォーム・見守りサービス事業への新分野展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 R2331U00150 株式会社ジャパンブルー 8260002022158 通常枠
ライフスタイル提案型事業への再構築とＤＸ技術を生かした提供方法の革

新
株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331U00153 株式会社ハンド・イン・ハンド 8260001032851 通常枠 ビックデータを活用したナシ婚層に向けたフォトプラン及び貸衣装事業 岡山さくら税理士法人

中国 岡山県 R2331U00156 株式会社晃立 5260001013301 通常枠
モノ作りの現場から生まれた、オフプライス市場に新規参入する革新的ビ

ジネスモデルの構築
株式会社広島銀行

中国 岡山県 R2331U00157 株式会社はぁもにぃ倉敷 9260001016977 通常枠 習い事付き学童保育事業への新規参入事業計画 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 R2331U00158 株式会社意匠堂 1260001023130 通常枠
新しい生活様式の飲食ニーズへの対応と建築設計事業とのシナジー効果の

実現
水島信用金庫

中国 岡山県 R2331U00159 大橋商事有限会社 7260002033908 通常枠 ライブコマースによるオリジナルサスペンションのグローバル展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 R2331U00160 株式会社金浦紙器工業所 2260001017676 通常枠
世界的な脱プラ傾向に対応：洋菓子トレーをＰＥＴから紙製への開発・販

売事業
笠岡信用組合
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中国 岡山県 R2331U00163 株式会社中原製作所 5260001004911 通常枠
高精度・高品質加工の専用ライン導入による医療機器部品加工への新分野

展開
株式会社商工組合中央金庫

中国 岡山県 R2331U00164 株式会社齋藤撚糸 9260001019773 通常枠
日本一細い分繊糸の特許技術を具現化！　工業資材分野への進出による事

業再構築
津山信用金庫

中国 岡山県 R2331U00166 水島機工株式会社 5260001014885 通常枠 研究開発から製品化までのワンストップニーズに対応する試作事業進出 高見　尚平

中国 岡山県 R2331U00167 リョーサン株式会社 9260001015203 通常枠 新商品：大型円柱品等の製造を可能にする抜本的な生産体制の構築 玉島信用金庫

中国 岡山県 R2331U00168 株式会社インテックスホールディングス 4260001030025 通常枠 うなぎの養殖事業へ業種転換することで循環型社会を実現 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 R2331U00170 岡部機械株式会社 5260001001586 通常枠 工作機械の卸売専業からトータルサービス業への進出 株式会社ゼロプラス

中国 岡山県 R2331U00171 岡山検査有限会社 1260002030869 通常枠 水系洗浄機導入によるダイカスト製品製造の拡大化と環境保全 株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331U00173 土井建設株式会社 2260001015787 通常枠 脱炭素社会実現に向けた住宅販売開始事業 みどり合同税理士法人

中国 岡山県 R2331U00176 株式会社Ｃｈａｎｎｅｌ 1260001017074 通常枠
ニット製品製造並びにテキスタイルプリント実施体制の構築による「新分

野展開」事業
岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 R2331U00177 株式会社ケンハウス 8260001013182 通常枠
感染症対策を施した焼肉店による新規展開を図り「飲食業」への業種展開

を目指す
株式会社トマト銀行

中国 岡山県 R2331U00178 有限会社泉田マイカー 7260002000742 通常枠 地域のカーライフを支える、新時代対応の車検サービス 株式会社香川銀行

中国 岡山県 R2331U00182 茶屋町鉄工株式会社 8260001004396 通常枠 ロボット研磨工程導入による高付加価値プロペラの受注体制構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331U00184 株式会社西田水産 4260001032665 通常枠 アンテナショップでの自社商品調理メニュー提供による事業再構築 児島商工会議所

中国 岡山県 R2331U00187 株式会社大広 2260001020795 通常枠 元祖からあげ本舗マルコウ津山店（仮称）出店計画 株式会社広島銀行

中国 岡山県 R2331U00189 成栄工業株式会社 1260001022529 通常枠 門型五面加工機導入による海外向けモノレール部品製造事業の構築 おかやま信用金庫

中国 岡山県 R2331U00193 有限会社Ｊａｃｋ－ｉｎ－ｔｈｅ－ｂｏｘ 8260002024625 通常枠 飲食店の料理を急速冷凍し、冷凍食品の製造・配送を行う事業計画 株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331U00195 有限会社三枡製作所 8260002021498 通常枠 金型製造技術を活かし新分野展開に向けた加工技術の高度化事業 株式会社広島銀行

中国 岡山県 R2331U00196 株式会社戸田レーシング 8260001014172 通常枠
空飛ぶクルマ実現に欠かせないモータ・インバータ・関連試験機を製造す

るための新工場の建設
株式会社トマト銀行

中国 岡山県 R2331U00197 株式会社ファースト 1260001025622 通常枠 土木工事業が実施する中四国地方初の有名洋菓子専門店出店事業 玉島信用金庫

中国 岡山県 R2331U00201 株式会社大和テック 1260001013924 通常枠
ファイバーレーザー加工機導入による切板事業への新規参入と既存事業の

付加価値向上
株式会社トマト銀行

中国 岡山県 R2331U00203 旭包装株式会社 3260001000053 通常枠
高付加価値のパーソナル異形ＤＭを開発し、ＤＭ業界の新市場を創成す

る。
株式会社トマト銀行

中国 岡山県 R2331U00204 株式会社華房工業 9260001009510 通常枠 溶接品質の飛躍的な向上による飲料プラント分野への挑戦 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 R2331U00205 株式会社共立精機 8260001015872 通常枠
「下請け加工」業から脱皮、環境対応等試験機導入による「評価試験事

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 R2331U00206 モモハウス株式会社 7260001021145 通常枠
シェアファクトリーが提供するリノベーション＆コンバージョン　～　Ｃ

ＲＡＦＴ　ＶＩＬＬＡＧＥに向けたスタート事業　～
株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331U00208 きもの屋　ＭＩＹＡＢＩ．ｎｅｔ 通常枠 新スタイル着物屋の経営と海外ＥＣ事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 R2331U00215 株式会社プロスパー 2260001021249 通常枠 触媒作用を活用した高機能コーティング剤の製造 津山信用金庫

中国 岡山県 R2331U00216 株式会社ドゥフォワイエ 1260001004691 通常枠
オンライン上でのパターンオーダーが可能な、ホールガーメントニット

ウェアブランドの立ち上げ
税理士法人ＦＩＡ
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中国 岡山県 R2331U00217 株式会社アサヒメンテナンス 2260001020399 通常枠 拡大する中山間地域の耕作放棄地を有効活用、スマート農業へ参入 株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331U00222 タカラ産業株式会社 5260001019926 通常枠 ウィズコロナでのコンテナハウス事業への新規展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331U00223 株式会社すえ木工 3260001019845 通常枠 難燃性樹脂の生産設備導入による医療機器分野への新規展開 津山商工会議所

中国 岡山県 R2331U00224 白神商事株式会社 1260001003495 通常枠 オンライン職人育成事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331U00225 マックエンジニアリング株式会社 2260001014764 通常枠
自動車関連から医薬品生産用「卓上連続生産実験プラント」の開発製造販

売へ参入
玉島信用金庫

中国 岡山県 R2331U00227 株式会社精電社 9260001022240 通常枠 薄物板金加工から中・大型構造物への思い切った事業の再構築 税理士法人ＦＩＡ

中国 岡山県 R2331U00231 株式会社ケイアイリンク 8260001031003 通常枠
「ダイエット食品の開発・製造・販売事業」への新規参入による事業再構

築
岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 R2331U00232 山陽クレー工業株式会社 3260001021280 通常枠 瀬戸内産カキ殻微粉末を使用したスポーツブランドの立上げと販路拡大 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 R2331U00240 株式会社アキオカ 8260001012440 通常枠
生産管理システム刷新による高効率生産体制の確立を通した農機具部品の

新規製造と既存製品の高付加価値化
株式会社山陰合同銀行

中国 岡山県 R2331U00246 協和ファインテック株式会社 7260001002095 通常枠 自動車用接着剤塗布ロボット設備事業への展開 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 R2331U00247 カンダキラット株式会社 9260001020203 通常枠 『ライブコマース』を起点とした非対面販売チャネルの構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331U00248 イースタイル 通常枠 鈑金塗装業から畜産運搬車両架装業への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331U00250 イマジンデザインオフィス 通常枠 地産フルーツを使った洋菓子の製造とＥコマース販売 松浦　哲雄

中国 岡山県 R2331U00253 株式会社おもちゃ王国 7260001022275 通常枠 「せとうちキャンプフィールド（仮称）」事業計画 株式会社商工組合中央金庫

中国 岡山県 R2331U00259 有限会社武田自動車 2260002011769 通常枠
アフターコロナを見据えた中古トラックのトータルパッケージ販売事業計

画
公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 R2331U00260 株式会社河野組 5260001013284 通常枠
環境配慮型杭打ち設備の導入を通した海上工事への新展開と鋼管杭工事の

自社施工
水島信用金庫

中国 岡山県 R2331U00262 株式会社ナッシュ 9260001014279 通常枠
店舗のショールーム兼ライブスタジオ化とデニムスーツ＆シャツのＥＣ販

売事業
尾崎　裕

中国 岡山県 R2331U00267 一井工業株式会社 9260001000493 通常枠 ３面治具を活用したフレキシブル組立ラインの再構築 株式会社伊予銀行

中国 岡山県 R2331U00269 株式会社吉備長食品 6260001002006 通常枠 「巣ごもり消費を楽しむ“濃縮スープの素”のインターネット販売」 株式会社香川銀行

中国 岡山県 R2331U00274 株式会社Ｎａｇｉ 6260001033109 通常枠
ジャイアントブレーカーを使ったコンクリート解体、産業廃棄物収集運搬

業への参入
株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331U00283 株式会社福田鉄工 3260001012115 通常枠 高層ビル用鉄骨の一括発注、ジャストインタイム納入システム構築 有限会社エヌティ・クリエイト

中国 岡山県 R2331U00284 有限会社小林石油店 7260002031738 通常枠 来店型店舗から燃料配送専門店への業態転換による付加価値向上 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 R2331U00288 一倉株式会社 2260001015705 通常枠
激変した事業環境からの脱却を図るため、“地元色を活かしたクラフト

ビール醸造事業”への挑戦
株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331U00289 有限会社くま 6260002022655 通常枠 倉敷の暮らしぶりを旅する「地域トラベル」～地域と季節を体感する旅～ 大川　佳郎

中国 広島県 R2341G00001 ベンダ工業株式会社 4240001026909 卒業枠 ハイブリッド車向け電動化技術部品の量産体制の構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 R2341U00004 株式会社Ｓ．Ａ 1240003002745 通常枠 富裕層への「ＥＶ充電とビジネスラウンジ」の会員制サブスクサービス 石田　雄二

中国 広島県 R2341U00012 株式会社イワモト 2240001022397 通常枠
ＣＡＤ／ＣＡＭ工程の刷新で、成長市場である電気自動車向け製品の生産

体制構築
中村　清悟



7 / 13 
事業再構築補助金　第1回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠　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。

エリア 都道府県 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型（枠） 事業計画名 認定支援機関名

2023年4月14日時点

中国 広島県 R2341U00016 広島スチール工業株式会社 3240001009352 通常枠 パイプ嵌め込み構造を可能とするレーザ加工機導入による新分野参入事業 松下　隆信

中国 広島県 R2341U00023 高橋精機株式会社 8240002041606 通常枠 需要が高まる化学繊維機械等の大型部品への内製化・ＩｏＴ化対応 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 R2341U00024 平川機械有限会社 9240002042529 通常枠 ＥＶ分野向け金属成型機部分品製造体制の構築による新分野展開 税理士法人田邉会計事務所

中国 広島県 R2341U00026 有限会社坪希 4240002036031 通常枠 ステイ江田島へ新たな滞在型観光拠点「コテージ坪希」構築事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 R2341U00029 株式会社友鉄マシン 8240001016179 通常枠 生産体制革新で電気自動車等の成長市場の大型部品を新規受注 中村　清悟

中国 広島県 R2341U00030 株式会社浜本工作所 2240002033740 通常枠 金属加工の高度化による関連多角化戦略として、半導体業界に進出 呉信用金庫

中国 広島県 R2341U00031 小田光株式会社 5240001028409 通常枠
物販業から賃貸業（福祉用具レンタル卸）への挑戦　（単純卸業からの脱

却）
株式会社伊予銀行

中国 広島県 R2341U00034 有限会社八千代運輸倉庫 2240002031240 通常枠 既存事業とのシナジー効果が発揮できる新分野への進出事業 株式会社Ｋプランニング

中国 広島県 R2341U00036 福豊精工株式会社 3240001025119 通常枠 金属加工技術を活かした多角化戦略による医療機器分野への進出 株式会社中国銀行

中国 広島県 R2341U00039 平和機械株式会社 3240001010681 通常枠
５軸制御マシニングセンター２台の導入により新規分野進出と自社製品開

発を行う
呉信用金庫

中国 広島県 R2341U00040 キソメック株式会社 3240001030333 通常枠 生産工程の短納期・高精度・高効率化の実現による高機能磁石等拡販 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 R2341U00042 株式会社木下製作所 2240001002614 通常枠
高い鋳造技術を活かした鉄道車両用鋳物部品の分野に進出で高付加価値を

実現
広島信用金庫

中国 広島県 R2341U00043 株式会社メイク 9240001011674 通常枠 中国における物販と観光をミックスさせた「観光型越境ＥＣ」事業の展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 R2341U00050 株式会社宇根鉄工所 6240001001182 通常枠
最新止水技術を用いた新製品等の製造体制の構築と新分野進出による事業

強化
ひまわり経営サポート株式会社

中国 広島県 R2341U00051 イタキシートメタル株式会社 2240001048161 通常枠 金属加工の高度化・関連多角化戦略による半導体機器製造業界へ進出 呉信用金庫

中国 広島県 R2341U00054 株式会社芝岡産業 3240001025993 通常枠 ステンレス製品及び大型構造物の高精度加工体制の確立 株式会社中国銀行

中国 広島県 R2341U00055 株式会社三宅本店 2240001026613 通常枠
ウイスキーの製造に新規参入し、清酒メーカーから総合酒類メーカーへビ

ジネスモデルの転換を図る事業
呉信用金庫

中国 広島県 R2341U00059 ゆう電器株式会社 6240001020067 通常枠 「夢のマイホーム」テレワーク環境を当たり前に 株式会社広島銀行

中国 広島県 R2341U00060 新市車輌サービス有限会社 5240002045543 通常枠 拠点型農作業受託サービスによる過疎地域の経済支援事業計画 税理士法人あじさい会計

中国 広島県 R2341U00061 株式会社大晃産業 6240001038225 通常枠 船舶居住区用壁および天井パネル材の国内生産事業 株式会社中国銀行

中国 広島県 R2341U00062 株式会社広洋電子 5240001003428 通常枠 産業用ロボット事業参入のためのワンストップ生産システムの構築 広島信用金庫

中国 広島県 R2341U00064 株式会社山本製作所 3240001022900 通常枠
工場新設と設備導入で、新製品向けの自動化・無人化の革新的生産体制を

構築
中村　清悟

中国 広島県 R2341U00066 永本建設株式会社 6240001028275 通常枠 地域企業連携による地域経済活性化のための流通木材事業 山田コンサルティンググループ株式会社

中国 広島県 R2341U00067 有限会社Ｔ．Ｍ．Ｃ 7240002052521 通常枠 省電力面発光技術を用いた、ハイエンドＬＥＤ照明の製造開発に新挑戦 岩本　大輔

中国 広島県 R2341U00071 株式会社誠和商会 2240001005443 通常枠
難加工材・厚板材の高精度加工を実現、新素材加工にも挑み拡販・収益確

保を図る
広島信用金庫

中国 広島県 R2341U00072 株式会社呉匠 5240002034703 通常枠
５軸マシングセンタ（ＡＰＣ）の導入と自社の強みを活かした　新たな製

品づくりで新たな市場に挑戦する
株式会社広島銀行

中国 広島県 R2341U00076 有限会社広陵発條製作所 7240002005958 通常枠
多面ＡＰＣ付５軸マシニングセンタの導入により、地域の同業他社と連携

し新たな市場に新製品で挑戦する
ひまわり経営サポート株式会社
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中国 広島県 R2341U00080 三起鉄工株式会社 4240001025919 通常枠
全く新しい機械である２軸スクリュー脱水機能付き回転ドラムスクリーン

の開発計画
立野　靖人

中国 広島県 R2341U00082 有限会社賀茂クラフト 8240002027448 通常枠 関連多角化戦略による自社製品の開発・製造・販売による事業展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 R2341U00084 金光味噌株式会社 1240001034162 通常枠 「大豆」を使わない味噌製造体制の確立 府中商工会議所

中国 広島県 R2341U00085 広機工株式会社 3240001026414 通常枠
次世代測定機の導入による高精度・高品質検査体制の構築と新分野受注の

拡大
荒瀬　秀俊

中国 広島県 R2341U00086 景山産業株式会社 6240001002172 通常枠 溶接ロボットを活用した精密板金加工による新製品提供の実現 株式会社東京経営サポーター

中国 広島県 R2341U00090 信栄産業有限会社 3240002041164 通常枠
金属加工の高度化による多角化戦略として、介護医療機器分野へ参入する

為に「ファイバーレーザ溶接ロボット」を導入する計画
株式会社西日本シティ銀行

中国 広島県 R2341U00096 株式会社グローバルリゾート 5240001052169 通常枠 宿泊業から「留学生・外国人向けグローバル寮の運営業」へ新分野展開 碧山　裕二

中国 広島県 R2341U00097 株式会社和光 5240001012379 通常枠 オンライン販売システム構築によるオーダージュエリー市場への展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 R2341U00099 株式会社アカシン 4240001029696 通常枠
超大型オーダーメイドテーブルリフト等の生産体制構築による建設機械分

野等への展開
広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 R2341U00103 株式会社喜楽園 9240001039550 通常枠 地域の「美容と健康」の増進を目的とするセルフエステ事業 倉田　耕志

中国 広島県 R2341U00105 株式会社小丸製作所 7240002046795 通常枠 金属加工技術を活用した多角化戦略により、医療分野等への進出 両備信用組合

中国 広島県 R2341U00106 有限会社柞磨工業 3240002041783 通常枠 金属加工の高度化による多角化戦略として半導体産業へ挑戦 しまなみ信用金庫

中国 広島県 R2341U00110 株式会社シーケンス 4240001029614 通常枠
ＩｏＴ　機能付き特殊防災フレーム生産体制の構築による新規市場参入の

実現
広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 R2341U00111 牡蠣屋株式会社 5240001028937 通常枠
デリバリー・テイクアウト事業参入、新商品開発の為の厨房改装による業

態転換実施事業
株式会社広島銀行

中国 広島県 R2341U00114 三和製作株式会社 1240001030789 通常枠
大型間欠駆動装置の生産体制構築による幅広い市場へのサプライチェーン

の形成
広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 R2341U00115 有限会社藤原精工 2240002046379 通常枠 難素材金型製作体制の構築による新規市場への参入と当社技術力の向上 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 R2341U00116 越智設備 通常枠 建設土木の強みを生かした林道整備事業への参入 広島県商工会連合会

中国 広島県 R2341U00120 大蔵工業株式会社 2240001022439 通常枠 次世代モビリティ加速化に向けた樹脂領域進出への拠点構築 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 R2341U00121 株式会社本郷給食センター 9240001039947 通常枠 事業所向け配達弁当からＦＣ飲食店へ新たに取り組む「食」の事業展開 呉信用金庫

中国 広島県 R2341U00124 住田鉄工株式会社 7240001022855 通常枠 新型レーザー導入による金属加工の脱・外注、完全内製化への取り組み 税理士法人ＳＩＮ

中国 広島県 R2341U00125 休束塗創株式会社 2240001042775 通常枠
長年の塗装技術と先端技術を活かした、一点物の家具作り等に挑戦しま

す。
株式会社中国銀行

中国 広島県 R2341U00126 有限会社松田技研 1240002034161 通常枠 金属加工の高度化による多角化戦略として半導体分野への展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 R2341U00128 鮮コーポレーション株式会社 3240001025003 通常枠 ミートファクトリー（精肉専門店）のフランチャイズ店開業 株式会社広島銀行

中国 広島県 R2341U00131 プレジール 通常枠
広島初！料理人を繋ぎ、プロの味を届ける食のプラットフォーム「Ｐｌａ

ｉｓｉｒ　Ｐｌｕｓ」
菊池　孝太郎

中国 広島県 R2341U00132 安芸メタル工業株式会社 9240001050755 通常枠 金属加工の高度化による関連多角化戦略として、食品加工業界へ進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 R2341U00133 ネットマーケットジャパンコーポレーション株式会社 8240001016063 通常枠 強みを活かした新サービス！ＣＲＭ＋媒体簡易作成ツール開発 広島県商工会連合会

中国 広島県 R2341U00136 ＳＳｃａ 通常枠 デジタル技術を活用した空間ディレクション事業への再構築計画 税理士法人いぶき
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中国 広島県 R2341U00141 佐藤鉄工有限会社 6240002046846 通常枠 高精度マシニングセンタの導入による医療機器部品等新市場への参入 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 R2341U00144 オオアサ電子株式会社 7240001023985 通常枠 独自工法によるセラミックコーティング製品の製造への挑戦 株式会社広島銀行

中国 広島県 R2341U00149 鳴滝工業有限会社 6240002051094 通常枠
新製品開発（グラインデッドベベルギヤ）によるロボット業界への新規参

入
株式会社広島銀行

中国 広島県 R2341U00150 有限会社日伸精機 7240002051143 通常枠 ダイキャスト金型専業会社から事業ポートフォリオの再構築 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 R2341U00151 三罡技研株式会社 1240001033833 通常枠 加工設備導入による多角化戦略として医療・理化学分野へ参入 株式会社広島銀行

中国 広島県 R2341U00152 ケイコウ産業株式会社 3240001038046 通常枠 金属加工の高度化による多角化戦略として、鉄骨の一次加工へ挑戦 株式会社広島銀行

中国 広島県 R2341U00154 広川熔工有限会社 7240002047001 通常枠 金属加工の高度化による多角化戦略として食品加工分野へ挑戦 両備信用組合

中国 広島県 R2341U00158 株式会社中原ファーム 9240001057230 通常枠 中山間地域農業の先駆け６次産業化で生パスタ製造販売スタート 広島県商工会連合会

中国 広島県 R2341U00163 高升精機株式会社 1240001046835 通常枠 再生可能エネルギー分野における難削材等の自由曲面加工の実現 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 R2341U00164 岡田石材株式会社 9240001030154 通常枠 地域課題である産業廃棄物処理事業進出による事業再構築 玉島信用金庫

中国 広島県 R2341U00167 アシダ精機株式会社 2240001046297 通常枠 新規設備導入による難削材加工への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 広島県 R2341U00169 株式会社寺本鉄工所 4240001038326 通常枠
新規装置製造による洋上風力発電メンテナンス需要向けＳＥＰ船市場への

新分野展開
株式会社山口銀行

中国 広島県 R2341U00171 株式会社寺岡精機製作所 1240001031390 通常枠 超高速高精度ＭＣと高精度放電加工機導入による高硬度高精度加工の実現 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 R2341U00172 株式会社正文社印刷所 4240001031058 通常枠 オフセット印刷機入替による画期的新製品開発を軸とした業態転換 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 R2341U00177 有限会社長久屋 5240002049791 通常枠 オリジナル低温乾燥材”島生木”の生産販売による売上拡大 広島県商工会連合会

中国 広島県 R2341U00179 株式会社アルディー 3240001041066 通常枠 中古自動車販売業からキャンプ場運営事業への参入による事業再構築 広島市信用組合

中国 広島県 R2341U00182 株式会社タルマ製作所 5240001045783 通常枠 門形マシニングセンタとターニングセンタで食品真空包装市場への展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 R2341U00183 有限会社勉強堂 6240002042936 通常枠
飲料製造が可能な工場を新築し、防災意識の高まりで需要が拡がる備蓄食

の製造・販売を新たに開始
株式会社中国銀行

中国 広島県 R2341U00187 千代田金属株式会社 5240001031338 通常枠 設備導入により食品加工機械業界へ新規参入 株式会社商工組合中央金庫

中国 広島県 R2341U00200 株式会社アスクエイツ 4240001054612 通常枠 ３Ｄプリンターと自社技術の活用で二輪車業界へ新規参入 広島県商工会連合会

中国 広島県 R2341U00205 株式会社虎屋本舗 2240001031506 通常枠 老舗和菓子屋が営む“せとうちマルシェ＆キッチン”事業展開 株式会社商工組合中央金庫

中国 広島県 R2341U00207 株式会社コンセル 9240001018513 通常枠 ＩｏＴ事業の実現で地域経済の生産性向上を目指す 本間　健一

中国 広島県 R2341U00211 株式会社ケン・リース 7240001003153 通常枠
「生産者」「飲食店」「消費者」を自社でつなぐＤＸ計画～マーケティン

グプラットフォームを活用した面的販売支援プログラム～
広島信用金庫

中国 広島県 R2341U00214 中野鉄工株式会社 2240001036926 通常枠 工作機械導入による再構築事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 R2341U00215 株式会社ワンフォーオール 8240001037695 通常枠
非接触・非対面化に向けたテイクアウトサービスと店舗内業務ＩＴ化によ

る業態転換
株式会社シェアードバリュー

中国 広島県 R2341U00216 大江被服株式会社 6240001029447 通常枠 Ｅコマース製品の製造に新規参入するための縫製工場設備の充実 株式会社広島銀行

中国 広島県 R2341U00223 株式会社中国工業開発 3240001037304 通常枠 建設業からバイオマス燃料を製造しエネルギー事業に新規参入 株式会社中国銀行
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中国 広島県 R2341U00224 株式会社ＧＡＮＢＯフードサービス 8240001024652 通常枠 テイクアウトに特化したファストフード料理店への事業転換を図る 株式会社シェアードバリュー

中国 広島県 R2341U00227 株式会社Ｋ＆Ｓ 1240001019972 通常枠
テレワーク増大に伴う家庭内食に、冷凍食品でも本場と変わらない味を提

供する。
正路　大輔

中国 広島県 R2341U00228 ベネフィットホテル株式会社 9240001032068 通常枠
観光リゾートホテルの居住型施設への転換による生きるを愉しむ新たな余

暇のライフスタイルの提供
森島　重樹

中国 広島県 R2341U00230 株式会社Ｍｏｏｐｏｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 6240001046987 通常枠 「ペットと泊まれる宿泊施設」の設置による新たな文化創造計画 山本　洋介

中国 広島県 R2341U00238 有限会社和商 1240002024146 通常枠 焼肉店およびラーメン店の新規出店によるコロナに強い事業再構築 森若　壽英

中国 広島県 R2341U00242 株式会社ケーツーエス 4240001017412 通常枠 コロナ後の未来を見据えた新規事業の構築 税理士法人いぶき

中国 広島県 R2341U00243 株式会社ＨＥＩＳＥＩ　ＷＯＲＫＳ 9240001047396 通常枠 防衛産業分野で新規販路開拓に取り組むための新製品の製造への挑戦 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 R2341U00247 有限会社豊製作所 2240002043640 通常枠 ギア加工専用機を超えろ！　ｂｙ世界初仕様５軸複合加工機 峯松孝至

中国 広島県 R2341U00251 有限会社エンジニアミユキ 3240002044951 通常枠 「軟質注型成形材料」を活用した立体モデル製造事業への事業転換 株式会社中国銀行

中国 広島県 R2341U00254 松本金型株式会社 5240001022799 通常枠 介護用回転歯ブラシの製造販売による介護福祉事業への進出事業 広島信用金庫

中国 広島県 R2341U00255 三和鉄構建設株式会社 8240001038090 通常枠 大型鉄骨構造物の建設需要に伴う、大型鉄骨市場への進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 R2341U00256 株式会社Ｒａｉｎｂｏｗ　Ｓａｋｅ 1240001044896 通常枠 海外展開を見据えた酒粕食品の開発、製造、販売事業 呉商工会議所

中国 広島県 R2341U00258 株式会社カメレオンワ－クス 7240001056812 通常枠 電動型活版印刷製造事業新規参入及びオンライン販売強化での業態転換 尾道商工会議所

中国 広島県 R2341U00259 エイチエス株式会社 2240001035473 通常枠 自動車部品製造技術を活かした新分野（医療機器）への挑戦 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 広島県 R2341U00261 有限会社マルイチ商店 9240002029229 通常枠 贅沢牡蠣惣菜の開発・販売による中食市場への新規参入 広島県商工会連合会

中国 広島県 R2341U00262 丸美弁当株式会社 3240001011283 通常枠 学校給食を食缶方式に変更することに伴う製造方法の切り替え事業 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 R2341U00265 株式会社プラス 4240001041734 通常枠 海沿いの古民家を活用した「しまなみ海道ワーケーション」宿泊施設事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 R2341U00267 株式会社金子製作所 7240001002287 通常枠
機械設計力と加工体制を転用し、多様な中小製造業者の古い機械を再製作

する。
株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 R2341U00269 株式会社ショーダ 9240001024593 通常枠
コロナ禍のビジネスリスクを回避するためリニア中央新幹線に関する新製

品受注に取り組む。
株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 R2341U00270 有限会社ＩＫＩコーポレーション 7240002031590 通常枠
新しい住空間を提案するＴｉｎｙ　Ｓｔａｔｅｓの生産体制整備と販路開

拓
上川　芳徳

中国 広島県 R2341U00271 フィンキッサ 通常枠 「待ち」の飲食業からの脱却と「攻め」の全国への商圏拡大事業 菅田　茂樹

中国 広島県 R2341U00277 有限会社ワーカブル 6240002043819 通常枠 金属加工分野における事業再構築 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 R2341U00280 株式会社黒部建設 5240001022997 通常枠
残土処分場の開設を通じた建設業の原価削減と会社としての収益基盤強化

の実現
中嶋　克已

中国 広島県 R2341U00286 有限会社デイズ 1240002047114 通常枠 複合型食品製造事業への進出による自立型事業への転換 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 R2341U00291 株式会社ゴプス 2240001003629 通常枠 印刷会社を元気にするための極小ロット印刷の駆け込み寺拠点の開設 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 R2341U00298 株式会社花栄 7240001045410 通常枠
コロナに負けない！地域資源を活かしたグランピングキャンプ場の業種転

換
広島信用金庫

中国 広島県 R2341U00300 株式会社タテイシ広美社 4240001034309 通常枠 自然エネルギーを活用した多機能デジタルサイネージシステムの事業化 株式会社広島銀行
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中国 広島県 R2341U00303 株式会社末広工業 5240001005143 通常枠
既存技術を活用した新規材料（アルミニウム）加工開始と、新分野の顧客

開拓
株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 R2341U00306 有限会社室中産業 9240002034286 通常枠 食品残渣パウダー（粉化）事業及び自社製品化事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 R2341U00311 有限会社広島ピーエス 7240002028281 通常枠 「移載装置搭載型無人搬送機」の開発・生産と新市場への展開 岸本　実

中国 広島県 R2341U00313 白竜湖リゾートセンター株式会社 2240001040110 通常枠
宿泊・宴会・レストランメインの宿泊ホテルから免疫力向上ホテルへの変

革事業
株式会社中国銀行

中国 広島県 R2341U00317 株式会社三暁 7240001030825 通常枠 鞆いかりの鍛造技術による家具プロダクト製造販売・体験店舗運営 株式会社中国銀行

中国 広島県 R2341U00322 株式会社大田鋳造所 8240001001734 通常枠
半導体製造装置の特殊鋳物部品における鋳造から加工までの一貫生産方法

の確立
山田　紳太郎

中国 広島県 R2341U00331 株式会社マイロード 2240001046223 通常枠 自社の架装技術を応用し、軽貨物制作・販売する事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 R2341U00337 有限会社さいき 2240002028781 通常枠 新たな葬儀のカタチプロジェクト 株式会社広島銀行

中国 広島県 R2341U00338 地域活性化企業組合 8240005014146 通常枠
ジビエ事業者向けに「鳥獣対策義務のデジタル化」と「品質管理の標準化

機能」を搭載したＷＥＢシステムを提供する
株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 R2341U00340 西研株式会社 3240002008618 通常枠
特許取得による新製品製造可能な独立型企業となり魅力ある企業に挑戦す

る。
広島市信用組合

中国 山口県 R2351U00001 フジ樂株式会社 8250001016921 通常枠 愛する地元下関で誰一人取り残さない社会を地方から実現する事業 坂本　淳

中国 山口県 R2351U00009 有限会社スエカネ紙工 9250002014840 通常枠
リモートワークｔｏオンデマンドで製品開発　＆　ＢｔｏＣ販路拡大計画

書
株式会社西京銀行

中国 山口県 R2351U00011 キッコウ・ジャパン株式会社 2250001004287 通常枠
災害に強く施工性に優れる「ガンロック工法」の事業化による業績のＶ字

回復
はら経営株式会社

中国 山口県 R2351U00013 株式会社明成商工 1250001009799 通常枠
バルブ販売からメーカー認定の技術力を活かしたバルブ整備事業へ事業再

構築
株式会社山口銀行

中国 山口県 R2351U00018 藤田鉄工株式会社 6250001009233 通常枠 大型産業用装置加工組立一貫生産体制の構築 株式会社山口銀行

中国 山口県 R2351U00019 株式会社大原機工 6250001015660 通常枠 大型門型マシニングセンタ導入による半導体部品の製造 株式会社山口銀行

中国 山口県 R2351U00024 株式会社トレーディア 9250001017935 通常枠 金属加工のデジタル化と自動化による生産性向上と新分野への進出 西中国信用金庫

中国 山口県 R2351U00028 株式会社富士製作所 4250001010382 通常枠 メンテナンス業務への挑戦 株式会社山口銀行

中国 山口県 R2351U00029 株式会社栄和機工 1250002016415 通常枠 プラント設備製作から据付までの一貫生産体制による事業再構築 株式会社山口銀行

中国 山口県 R2351U00030 マルヤマ水産有限会社 3250002013823 通常枠
当社と顧客と漁業生産者と海洋環境を元気にする「ウニ畜用事業」の立ち

上げ
はら経営株式会社

中国 山口県 R2351U00031 山県精巧株式会社 5250001009688 通常枠 五面加工機導入における新規分野展開 株式会社伊予銀行

中国 山口県 R2351U00035 株式会社アクティブ・オペレーションズ 1250001016829 通常枠
従来型総合型ホテル「新山口ターミナルホテル」を無人ホテル運営に変更

する事業
中野　勉

中国 山口県 R2351U00036 合同会社ＫＢＭ 1250003001762 通常枠
工務店が使う建材を自ら調達加工して販売するとともに家づくりにも活用

する事業
中田　哲也

中国 山口県 R2351U00040 株式会社野村工電社 9250001003308 通常枠 風力発電市場向け電機保守部品製作と保守サービス開拓事業 株式会社西日本シティ銀行

中国 山口県 R2351U00043 株式会社末武工業所 3250001009962 通常枠 金属加工高度化による関連多角化戦略・新材料加工による事業展開 株式会社山口銀行

中国 山口県 R2351U00049 株式会社藤麻水産 2250001012546 通常枠
鮮魚等の卸売事業から食品製造販売事業等への新分野展開による事業再構

築
株式会社西京銀行

中国 山口県 R2351U00051 萩ガラス工房有限会社 3250002013419 通常枠 石油化学工業の脱炭素対策で使用する膜濾過用多孔質支持体の生産 株式会社山口銀行
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中国 山口県 R2351U00052 株式会社林商店 8250001006740 通常枠 感染症リスク対策を施した小売店舗新設による業態転換で規模拡大 市竹　敦

中国 山口県 R2351U00057 長州物産株式会社 5250001000408 通常枠 「地域文化×コト消費＝団体旅行客依存からの脱却」 萩山口信用金庫

中国 山口県 R2351U00059 株式会社藤本コーポレーション 1250001012547 通常枠
パーソナライズＤＭを実現するマーケティングプラットフォーム構築によ

る事業再構築
株式会社広島銀行

中国 山口県 R2351U00060 共同産業株式会社 3250001001936 通常枠 バーべキュー及びアウトドアグッズを中心としたレンタル事業 はら経営株式会社

中国 山口県 R2351U00063 明成 通常枠 コロナ禍に対応する為、趣味養蜂支援事業により事業再構築を図る取組 萩山口信用金庫

中国 山口県 R2351U00067 株式会社再生工舎 4250001015670 通常枠 薪ストーブの販売・レンタル事業開始と展示場オープン 株式会社西京銀行

中国 山口県 R2351U00068 株式会社オムラ 9250001007234 通常枠 環境負荷軽減のエコ新商材「塗料プレート」製造による事業再構築 株式会社西京銀行

中国 山口県 R2351U00072 古賀産業株式会社 8250001005420 通常枠
革新的な冷凍技術で再生医療用細胞シートを保存し、安価で高度な治療を

可能にする
株式会社西京銀行

中国 山口県 R2351U00076 光浦醸造工業株式会社 8250001002269 通常枠 ストロー事業・発酵クラフト事業・パン事業 株式会社山口銀行

中国 山口県 R2351U00080 株式会社リンケン 9250001008562 通常枠 集成材を活用した大型パネルの製造・販売でＶ字回復 株式会社西京銀行

中国 山口県 R2351U00081 株式会社ミカド交設 8250001006402 通常枠
建設業への波及効果を狙った、倉庫の有効活用によるＷｉｔｈコロナ時代

の卓球場作り
税理士法人維新

中国 山口県 R2351U00087 有限会社尾中鉄工所 7250002000371 通常枠
ＩＣＴ技術を活用した有害鳥獣捕獲用箱罠の開発・販売による収益拡大事

業
株式会社山口銀行

中国 山口県 R2351U00092 西京インテリジェンスパートナーズ株式会社 9250001009800 通常枠
インターネットを活用した中小・小規模事業者の販路拡大コンサルティン

グ事業
株式会社西京銀行

中国 山口県 R2351U00096 東洋エス・イー株式会社 6250001006008 通常枠 魚類の鮮度維持に革新的なマイナス微細氷水製造装置の開発・販売 北濱　英治

中国 山口県 R2351U00101 株式会社新周南新聞社 7250001008886 通常枠 今までに無い地域交流を生み出す「日刊新周南」Ｗｅｂ版の開発 株式会社西京銀行

中国 山口県 R2351U00102 株式会社柳井グランドホテル 4250001012593 通常枠 ホテルが高齢者・学生を対象に安心・安全なｅスポーツ施設を展開 内田　邦彦

中国 山口県 R2351U00107 有限会社ダイワスポーツ 4250002009804 通常枠 まちのスポーツ店の「モノ販売」から「コト販売」への挑戦！ 栢　達彦

中国 山口県 R2351U00110 山陽観光株式会社 2250001009930 通常枠 日帰り温泉から健康食材の製造・販売業への新分野参入 株式会社もみじ銀行

中国 山口県 R2351U00123 合同会社ＦｏｘＬｅｅ 6250003002236 通常枠 県内初海の見える２種類酵素風呂 松本　唯明

中国 山口県 R2351U00125 株式会社ｈａｓｅ 9250001017852 通常枠 コロナ禍の旅に対応。人気観光地への新規道路開通を好機に業種転換 萩商工会議所

中国 山口県 R2351U00126 株式会社ひびき精機 7250001006213 通常枠
半導体製造装置部品、新分野展開による安定供給網（サプライチェーン）

構築計画
株式会社商工組合中央金庫

中国 山口県 R2351U00127 有限会社中屋うに本舗 4250002013962 通常枠 山口県の海の幸でつくる観光施設と角島初・ふぐのお取り寄せ事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 R2351U00129 株式会社矢野テント 1250001000808 通常枠 飲食事業から地域密着型のテイクアウト専用デリカデッセンへの転換 萩山口信用金庫

中国 山口県 R2351U00132 株式会社島津商会 2250001003818 通常枠 焼却されている廃プラスチックから異物を除去し再資源化を実現する 株式会社山口銀行

中国 山口県 R2351U00133 株式会社柳井スイミングスクール 6250001012600 通常枠 地域の顧客に対応したフィットネス事業への進出 株式会社山口銀行

中国 山口県 R2351U00135 株式会社周南スポーツ 3250001011068 通常枠 ポストコロナの周南市のランドマーク、みんなのバッティングセンター 合同会社ＲＹＤＥＥＮ

中国 山口県 R2351U00137 株式会社サダ技建 3250001002827 通常枠 太陽光発電メンテナンス事業新規構築案 西中国信用金庫
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中国 山口県 R2351U00141 株式会社シンラテック 7250001008201 通常枠 製紙用「白チップ」からバイオマス用「黒チップ」製造へ業態変換 株式会社山口銀行

中国 山口県 R2351U00146 天宿の杜桂月 通常枠 日本一の【フィンランドサウナ】が利用できる高付加価値日帰り事業 山口県商工会連合会


