
受付番号 申請事業者名 事業名
UC00013 リブカラーズ リブカラーズ
UC00014 株式会社YSKcorporation 古物の買取・販売を県内トップレベルまで引き上げる販路拡大事業
UC00018 株式会社アンノーン 原価改善/CS改善の為の設備増設
UC00021 LUPO COFFEE ホームページリニューアルによる新メニューの販売促進事業
UC00023 美容室ALUFA 除菌エアコン導入と「髪質改善」サービス開始で顧客来店頻度UP
UC00027 リカーショップマツヤ 食料品の需要増に対応するための売り場面積の拡張
UC00045 月陽堂鍼灸治療院 アトピー・化学物質過敏症の来院環境を整備し来客数を上げる
UC00049 ここなつ 個人サロンの痩身施術PR活動と設備充実で販路拡大
UC00069 OMNIBUS ヴィーガンスイーツ高級路線へ変更による販路拡大とEC強化
UC00074 米田写真館 地域で唯一のカフェスタジオへのリニューアルし新規顧客開拓！
UC00075 喫茶モナミ 価格転嫁を攻めに変える！喫茶店のメニュー表改訂とチラシ集客
UC00081 株式会社ミシロ 売上拡大のための生産ライン構築
UC00091 有限会社双び矢 海鮮居酒屋の、コロナ後をにらんだ価格改定と集客＆収益性改善策
UC00095 合同会社平 真空包装機導入しテイクアウト販売による販路拡大
UC00096 小川 和毅 新規顧客獲得と顧客シェア率UPによる売上高UP
UC00098 旬菜工房 茶里 ホームページ作成とネット販売システム構築による販路拡大
UC00102 株式会社一心工業 宅配ボックス設置営業による販路拡大
UC00106 (有)かず樹美容室 予約制に適した店舗改装と衛生環境向上の取組
UC00107 有限会社サカイ 新規事業『テイクアウト』による売上・販路拡大
UC00123 株式会社伸和 無人パン販売店「白雪庵」のテレビCMによる認知度アップ
UC00125 有限会社オフィスグローバル コーヒーテイクアウト販売と動画配信による新規顧客層の開拓
UC00127 CONNECTINGDOTS キッチンカービジネスと美容院とのコラボ事業
UC00130 株式会社 広島金型 即決対応で畳み掛けるように受注する新規金型のスピード受注戦略
UC00133 株式会社トキヨシ キッチンカー制作で、飲食店へ販路拡大
UC00135 株式会社マインド 新事業として、広島の地産地消に特化したシャンプーの開発・販売
UC00146 株式会社ビッグラン 中古車販売店のカーエアコンメンテナンス事業開始
UC00147 インパルスレザーワークス レザー製品の内製化及び店頭販売強化による売上・利益の拡大
UC00151 株式会社La mue ECサイト構築と設備強化で販路拡大と売上拡大を目指す！
UC00154 株式会社文友 オンライン教育・ネット販売システムホームページ構築
UC00155 mugdesign イラスト制作事業の多角化による売上と利益UP
UC00156 株式会社 TS 大人女性のための自社開発オリジナルヘアケア商品の販売拡大
UC00159 髙木由佳 食に関する経験とノウハウを活用し、中食ビジネスへの販路拡大
UC00166 株式会社オザキジオサービス ミニボーリングを購入し、より良い業務の効率化を目指す
UC00170 リーセントコーポレーション 年末年始 大掃除企画 床スッキリ 新規客獲得
UC00173 有限会社 一丁目でよりみち 新商品を開発しテイクアウトを併用することで販路拡大を目指す
UC00177 untitled 新店舖による地域を豊かにする事業
UC00179 Heart Many ハーモニー 新型コロナ禍で増加している冷え取ニーズに応える為の設備導入
UC00189 二川 けい子 機材導入でのサービス向上による販路拡大
UC00198 株式会社TUKURITE 店舗売上拡大のためのワークショップ事業の実施
UC00202 Leo シナジー効果による売上増加を実現するレコ―ディング事業
UC00206 株式会社みつコーポレーション 地域密着型お好み焼き店が始める冷凍販売事業
UC00217 株式会社クリーンファイブ 空気環境測定機器の導入による新たな販路拡大
UC00219 株式会社リンクメディカルダイレクト 調剤薬局の新規事業展開による売り上げ回復
UC00220 アスコット 介護施設を対象とした訪問美容事業への挑戦
UC00276 若山 明久 店舗改装による客席の換気改善と客席数UPに伴う売上拡大
UC00281 児玉センイ株式会社 作業服市場に異状あり！働く人を応援する作業服店の看板模様替え
UC00287 A・M・K 診断機買替による対応車種の増加
UC00297 御菓子司鶴屋 EC通販開始による販路開拓と少人数アレンジ教室和菓子エの開催
UC00306 福幸株式会社 日本酒で切り拓く海外への販路
UC00312 株式会社ヒロツク  ＥＣサイトリニュ―アルとＷＥＢ広告強化によるＢtoＣ売上拡大
UC00320 株式会社ビジネスデベロップ 果物狩りスポット等で出張焼鳥販売による新たな販路拡大
UC00329 MEIKOHプランニング合同会社 お守り専門店の店舗集客策。占い師による「占い面談サ―ビス」
UC00336 ＴＡＮＴＯ バリアフリー化による子育て世帯・高齢者の方が利用し易い店作り
UC00342 株式会社ウエストヒル 技術や事例を詳細に説明したホームページ作成による販路拡大事業
UC00343 Crn-mon-tresor WEB・ECサイト作成で非接触販路拡大
UC00346 株式会社SANKYO 特殊中古車レンタカー認知拡大のためのHP作成・WEB広告実施
UC00352 （株）PAC テラス改装による売り上げ促進と新規顧客獲得
UC00363 OTAGROUP株式会社 ライバー部門拡大とVライバー部門の設立
UC00370 株式会社KYR コロナ禍のニーズ変化に着目した美容室の新たな挑戦
UC00373 株式会社M´ｓ-Life 新事業「中古艇・中古ボートの買取販売事業」の開始



UC00378 株式会社酔心 シンガポールにおける「釜飯」の認知度向上および海外販路開拓
UC00379 株式会社Be healthy 女性・美脚特化型パーソナルジムへの転換による新規顧客の獲得
UC00380 DELTA Photography 広告写真・広告動画による販路拡大事業
UC00387 株式会社久保アグリファーム 地域に根差した牧場のブランディングと販路拡大のためのHP改修
UC00395 M.I.L株式会社 アートを身近に！販路拡大で売上増加策
UC00408 株式会社こんどる 券売機を活用し新規販路拡大を!
UC00410 池淵祐子 出店先で集客するための店頭掲示動画・ポスター・メニュー作成
UC00412 山崎鍼灸整骨院 照明看板及び広告設置による認知度向上、新規顧客獲得事業
UC00417 株式会社Therapist planet 巻き爪専門フットケア店舗の新規開店及び販路拡大事業
UC00424 ＨＳＣ株式会社 新サービス認知拡大と販売促進・集客機能を持つホームページ作成
UC00425 Hawaiian Cafe Gogo’s ＡＬＯＨＡは心でコロナに負けない販路拡大計画
UC00439 sukru プロモーション動画・販促ツールの強化による認知と売上の拡大
UC00440 持続未来ホールディングス株式会社 コインランドリー見える化による機会損失の防止
UC00443 ⿊川 計装 圧着機器の導入によるコロナ感染対策と生産体制を強化した取組み
UC00446 日東食品工業株式会社 新型コロナ禍で減少した販路をカバーするためのOEM強化
UC00448 笑夢 飲食店事業者のコロナ禍に対応した店作りへの挑戦
UC00451 ほおずき 新メニューの開発とデリバリーサービス開始で売上アップ
UC00452 株式会社PLAY WORKS コロナ禍でニーズが高まるオリジナル結婚式事業の強化で販路拡大
UC00454 株式会社ジテック アフタ―コロナ時代に最適なリアルバ―チャル工場見学会の実施
UC00455 株式会社ひなた コロナ禍でのＨＰ集客とオンライン上の関係構築による販路拡大
UC00458 大向電気管理事務所 高性能試験機材の導入による太陽光発電所関連業務の販路拡大
UC00461 株式会社GOD ENTERTAINMENT キッチンカー導入の新事業で、販売促進を図る！
UC00489 グッドカラー マイクロドローンと高性能カメラによる新点検サービス
UC00495 株式会社共栄経営センター ノウハウと顧客リストを活かしたオンライン研修販売サイトの構築
UC00496 株式会社エコデザイン工房 SNSリモート相談とネット広告による新事業で販路拡大
UC00501 有限会社倉島屋 柚子胡椒の商業施設向け販路拡大と量産化体制の確立
UC00504 株式会社Moopon Corporation ホテルが営む酵素風呂でサービス多角化を実現
UC00526 川上 朋之 太陽光発電所維持管理業務の効率化事業
UC00529 小山 睦観 こだわりローストビーフ丼宅配専門店で全国制覇への1号店開業！
UC00533 株式会社元氣ファクトリー 新規事業へチャレンジ 付加価値を追及したペットホテル事業
UC00534 株式会社ほりかわ 新規顧客獲得のためのホームページ改修と販促物制作事業
UC00542 ⻄村工業株式会社 解体費用自動見積りサイトの構築による一般顧客への販路拡大
UC00557 株式会社横山セイミツ 健康産業への参入を推進するための販路拡大事業と仕組みづくり
UC00558 石田 雅也 非対面カウンセリングシステムの構築による販路拡大施策
UC00559 株式会社スピラル・マネジメント HPのフル活用でFP事業等の新サービス展開と顧客満足の向上
UC00564 株式会社 TSUKURU 自社建築商品のプロモーション動画の制作事業
UC00573 農家生まれの花畑 新規顧客獲得の為のECサイト付き自社HP制作とWEB広告実施
UC00575 aide アフターコロナ・ポストコロナを見据えた美容機器の充実
UC00576 株式会社ハニービーワークス ドローン操縦ライセンス登録講習の取組
UC00577 株式会社 広島市⺠葬儀 寺院と提携した新自社会館のＩＴ活用ブランディング戦略
UC00588 有限会社井上建設 「家づくり勉強会」のデジタル集客強化による受注棟数拡大事業
UC00593 九香 麻辣小麺 販路拡大及びウイルス防止店舗づくり
UC00604 株式会社東洋ハウジング TOYOリフォーム館のオンライン商談開始と住設機器のPR事業
UC00607 株式会社エンドレス リアルタイムシュミレーションと工法訴求による売り上げアップ
UC00612 ＬaＦlor コロナ禍でも本格イタリアンを提供できる冷凍自動販売機戦略
UC00615 株式会社JizoHat 海外にウケる企業PR掲載&SNS投稿代行サービスで売上アップ
UC00627 株式会社オフィスさくら 海洋散骨と家屋葬をセットにした販売促進活動
UC00629 株式会社シマヘイ 新型コロナ禍での来店促進のための屋外飲食スペースの整備
UC00630 RIGOLO DESSERT ケーキ店閑散期を喫茶部門新メニューで売上の平準化を図る取組
UC00633 株式会社エキフ 新商品を開発し３年間で物売売上４５０％アップを目指す
UC00645 合同会社 Session's Brewery ハードセルツァーの販売促進
UC00664 株式会社アドバンストクロージング コロナ禍における新たな販路開拓と新規顧客獲得に向けたHP一新
UC00670 きはら司法書士行政書士事務所 Ｗｅｂマ−ケティングによる相続業務受注拡大
UC00682 株式会社 クルマックス 預かりタイヤ事業による販路拡大と新規顧客獲得
UC00690 株式会社ミクセル 受託ガイドブックのWeb化による全国展開及びECサイト構築
UC00692 株式会社菊貞 無人販売機の導入で24時間営業しフ―ドロス削減
UC00694 矢野食品株式会社 冷凍和菓子の販路開拓
UC00702 株式会社RDF インタ―ネットを活用してジムの会員募集と美容商材の販路拡大
UC00708 株式会社Susanoo 管理栄養士が作る健康志向な宅配弁当サービスの事業化
UC00732 Bridge Kids English 英語読書サポート付き英語児童書専門書店の開設
UC00736 株式会社Luna HP制作と販路拡大のためのECサイト構築



UC00745 株式会社ヴィーヴル HP上の３６０°バーチャル見学機能で新規顧客獲得と売上増加
UC00746 株式会社Raymaka 残布を活用した新商品開発と販路拡大
UC00750 栗栖建設工業株式会社 新技術を用いたダム湖底の堆積土砂しゅんせつ事業の販路拡大
UC00753 行政書士平田つねひさ事務所 墓じまいの事業の販促強化のための広報活動
UC00755 大日本電子情報技研 コロナから脱却〜売上倍増計画〜
UC00757 さわや横川（株式会社呉山城屋） 飲食店のメニューを瞬間冷凍機で保存性を高め物販に転換する事業
UC00758 イタリア料理店 LiBERO HP・チラシ等のリニューアルによる自社商品の販売力強化
UC00759 有限会社 コムイン広島 新ホ―ムぺ―ジ作成で新規顧客継続獲得拡大事業
UC00765 株式会社大信住建 自分空間で集中したい人の為の個室作り計画。
UC00772 行政書士三浦修一事務所 好立地の事務所と成約率を上げる相談室で新規顧客獲得と売上向上
UC00773 お好み焼き てまり お好み焼き店が取り組むテラス席でのアウトドア会食事業への挑戦
UC00775 有限会社カスターニャ 地元客の開拓に向けた新商品「洋生菓子」本社工房直売事業
UC00781 ＴＥＣ２２株式会社 強みを生かした新サービスを提供するためのＨＰ改修で販売促進！
UC00785 株式会社スクエアメーター 新規レンタル顧客の確保に向けたＰＲ及び見積書発行の自動化
UC00786 株式会社Jewelry伊藤 宝石店直営食べる宝石の販路拡大のために大型冷凍庫の導入
UC00787 田中伸弥 名物肉玉ソバーガーのテイクアウト化とPR
UC00794 LOHAS 動画を使った非接触型ネイルスクール構築事業
UC00801 株式会社クリエイト コロナ禍ならではのサービスを始めるための設備投資
UC00803 株式会社三矢タクシー 新配車サービス導入によりみんなにより利益をもたらす広告戦略！
UC00812 有限会社上瀬重機 販路拡大（新規顧客獲得による仕事量・エリアの拡大）
UC00829 株式会社金融財務研究所 的を絞った集客で販売促進と販路拡大を目指す
UC00836 株式会社NICCOサポート 防犯カメラの設置に伴うコンサルティング業務・販売・設置工事
UC00844 株式会社 木貞商店 販路拡大を狙った積極的な自社ＷＥＢサイトの立ち上げ
UC00855 有限会社近藤鉄工所 新規顧客獲得のための広告宣伝力アップと新商品の開発
UC00860 株式会社KUSOSHA 終 活 の エ ン デ ィ ン グ 動 画 事 業 の 立 ち 上 げ と P R
UC00863 株式会社コンプリート・サークル カフェの「かわいい」を持ち運ぶカップシーラーで販路拡大
UC00867 株式会社カケラ リフォーム工事と新事業モデルルームカフェの販路開拓
UC00869 bonds.nail&beauty kaede 脱毛をもっと身近に！家族で通う脱毛サロン
UC00871 チャマックス ポストコロナを見据えた創作料理教室のPRサイト構築と動画作成
UC00875 Y-SMILE株式会社 新サービスPRのための備品購入と販促物作成及びPR方法の拡大
UC00876 株式会社クオリティーガレージ 宣材の魅力向上によるオンライン販路の拡大
UC00884 Re・Treatment  Salon  MIYUNA      陰浦 舞子 理学療法士の経験を取り入れたサロンの地域密着への取り組み
UC00885 株式会社タニシ企画印刷 新たな販売チャンネルとＢｔｏＣ顧客開拓による売上UP
UC00898 株式会社ムカイ水産 冷凍牡蠣の新ブランド立ち上げによる新規顧客開拓事業
UC00900 株式会社ARQPLUS ウィズコロナ、ポストコロナに対応したＷＥＢ集客機能の実装
UC00912 株式会社MARUKUS 下請け脱却 住宅設備販売・施工案件を自社獲得する仕組みづくり
UC00916 舩木いつか フランスへの販路拡大に向けた販売体制の構築と現地商談
UC00951 株式会社アスマラ コロナ禍による施術不安解消と頭部ケア施術開始の為の設備導入
UC00953 株式会社菓匠茶屋 コロナ禍に対応した新商品開発と販売促進
UC00959 活魚 ハマモト 鮮魚ケース導入による鮮魚等の小売部門の売上拡大
UC00961 cafeRin焼き菓子工房 移動販売事業への設備投資で焼き菓子をもっと身近に
UC00965 フラミンゴビューティー株式会社 新事業「ダイエットに特化した整体スクール」用ホームページ制作
UC00974 鉄板・お好み焼きSeiyan 宅飲み需要を取組みテイクアウトで販路拡大の為のHP作成
UC00976 ビューティースペースルキナ セルフエステ設備導入とPRによる販路拡大
UC00978 EAT＆DRINK TAKI 店舗メニューを冷凍食品にする為の設備導入と販路開拓
UC00980 株式会社シップ 誰でも歩く心と身体の健康ウォーキング事業を始める
UC00984 アイウイングス株式会社 新型コロナで減少した商談会等をカバーするための販売促進強化
UC00990 ペットハウス ドリームランド コロナ対策でテラスを設置。バリアフリーでシニア層の方も安心。
UC00996 株式会社ドイ・モーター 新規事業「カーリースサービス」の推進体制強化による販路拡大
UC00997 有限会社山田工業 スポットクーラーを導入することで作業効率アップし受注拡大
UC00999 Ｋ．ｓ SPACE 迅速対応、効率よく作業を行える、清潔感あふれる快適な店舗作り
UC01002 配食のふれ愛やまびこ広島店 新型コロナで拡大している中食需要獲得のための店舗移転
UC01005 株式会社いしいやま おしゃれ空間の商品魅力アップからの売上増加計画
UC01007 株式会社山建 加工から施工まで自社で行える設備投資と新サービスの認知度向上
UC01011 有限会社Noble Sense 頭皮環境改善メニュー導入による客単価アップと新規顧客獲得
UC01014 元重 克博 密を回避するためのPC活用による新授業の広報での集客事業
UC01018 佐々木運送 新規出店先の開拓と生産体制強化による売上高の拡大
UC01022 有限会社ミサキ工業 リスク分散化に対応するための新規顧客の獲得
UC01029 井上ともかバレエスクール バレエで女性を健康⻑寿にし新規生徒開拓と事業継続を目指す
UC01030 オレンジハウス株式会社 店舗改装とホームページの作製による相乗効果による集客をはかる
UC01031 株式会社ベルフード コロナ対応の店内改装を広くアピールして売上向上
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UC01033 株式会社サンボレ 自動車販売事業者のAIチャットボット導入による販売促進事業
UC01035 Mit’s Yoga倶楽部 経営者層に特化したオンライン講座の確立で販路拡大を目指す
UC01036 ヌーヴェルモード株式会社 凍結機をもちいた新事業への取組み
UC01037 株式会社光商事 ホームページの改修および予約システムの導入で販路拡大を図る
UC01039 有限会社巴里食堂 カウンター立ち呑み変更と入口ドア改造による売上拡大と客数増
UC01045 株式会社三恵子 コロナに負けない！販路拡大の為のECサイト構築
UC01056 PARAFUSE.広島 リアン お客様単価を上げる新メニューとHPの導入
UC01058 合同会社Fl・Crane多鶴花 花屋が施工する花を沢山飾ったリーズナブルで美しいお葬式
UC01065 合同会社TBTリアン オンラインストレッチ教室の開講と広告の刷新による販路拡大
UC01067 株式会社アドバンス プロ御用達の清掃を個人客へ広げる販路拡大
UC01074 株式会社ナチュラル雅 女性向け足指整体を強く打ち出す為の店舗改修とHPリニューアル
UC01078 有限会社スマイル薬局 コロナで減少した客数と売上を回復増益に転じる出張血流観察
UC01080 親子縁 心結 日本の書の心を海外に！自分で書く動画で販路拡大
UC01084 淀市 店内の感染対策徹底の為の内装変更による新規顧客開拓と売上増加
UC01092 株式会社ウイズアート 新サービス、ドローンを使用した調査及び納得施工
UC01094 株式会社華祥苑 オリジナル天然由来石鹸の開発及びECサイト、DMによる販促
UC01117 トラストユアサービス株式会社 自社の強みを活かした新たなビジネスモデルの展開導入
UC01134 竹中 装建 機械を揃えて仕事の量を増やしてコロナを乗り切りたい
UC01136 濱本 啓子 サロン環境整備と新聞折込みによる販路拡大と顧客の定着化




