
都道府県 事業者名 事業計画名 認定支援機関

1 鳥取県 有限会社大文字広告 鳥取県産品の中国・大連市におけるマーケティング＆販路開拓事業 鳥取信用金庫本店営業部

2 鳥取県 ベストバイ山陰株式会社 弓浜絣の活用によるデザイン生活用品開発と販路開拓の推進 米子信用金庫北支店

3 鳥取県 豊田アストリア有限会社
鳥取県の地域資源を活用した『大山ハーブチキンと梨カレー』新商品開
発と販路開拓

鳥取銀行米子中央支店

4 鳥取県
株式会社キューブ表面実装技
術研究所

電子基板実装用クリーム半田印刷向け品質改善治具の開発及び販売 鳥取銀行浜村支店

5 鳥取県 株式会社カニ倶楽部 若年層をターゲットとした白バイ貝を用いた新たな小龍包の開発 米子信用金庫境港支店

6 鳥取県 株式会社ハイパーブレイン 「園芸療法による認知症予防対策プログラム普及事業」 山陰合同銀行米子東支店

7 島根県 ピーシーエッグ株式会社 日本一のパワースポット“須佐神社の大杉さん”落葉ボトル販売事業 山陰合同銀行本店営業部

8 島根県
株式会社シーズ総合政策研究
所

ミュージアム・トリップによる広域ツアーサービス事業 島根県商工会連合会

9 島根県 株式会社コーク 布地にやさしい押し洗い洗濯機（ウェットクリーニング）の開発 商工組合中央金庫松江支店

10 島根県 福本寝装有限会社 実感、体感！！『上質の眠りをコーディネートする！』事業 雲南市商工会

11 島根県 有限会社オートサロンワイズ
価格競争力の高い介護車輛レンタルと介護タクシー導入によるレンタ
カー事業の拡大

鳥取銀行出雲支店

12 岡山県 株式会社松本
新商品笹容器国内販売事業と笹シート板による多品種・小ロット対応笹
容器の開発事業

備北信用金庫下町支店

13 岡山県 有限会社アンジェ 「津山産小麦と津山産小麦粉を活用した高付加価値な商品開発」 津山信用金庫北支店

14 岡山県 株式会社オーエス技研
外国車用ＬＳＤ（リミテッド・スリップ・デフ）の新規開発の国外での販売計
画

おかやま信用金庫

15 岡山県 毛利織物株式会社 女性やお年寄りでも設置できる手軽な防水シートの新開発と全国販売 おかやま信用金庫

16 岡山県 ＡｔｔｉｃＪａｐａｎ
インテリア用新帆布生地『ＤｉａｍｏｎｄＧｌｉｔｔｅｒＣａｎｖａｓ』の開発と販路開拓
事業

岡山商工会議所

17 岡山県
有限会社守安ハウジングパー
ク

コンクリートのひび割れ防止溝の形成体（みぞっこ）の改良開発 総社商工会議所

18 岡山県
株式会社アスコルバイオ研究
所

安定持続型ビタミンＣ配合峰密食品「ＶｉｔａＣ　Ｈｏｎｅｙ」の商品開発、販路
拡大

中国銀行法界院支店

19 岡山県 株式会社バンテック 青熟バナナからの高品質なバナナでん粉の抽出及びその加工・販売。 おかやま信用金庫

20 岡山県
株式会社日本中古農機買取セ
ンター

農業支援事業としての中古農機買取・販売事業の全国展開 つくぼ商工会

21 岡山県 ＴＥＰＰＡＮ　ＫＵＹＡ 岡山の旬食材を活用した新メニュー及び新商品の開発・販売事業 おかやま信用金庫

22 岡山県 ｍａｉａ　ｄｅｓｉｇｎ
世界に誇る岡山デニムを軸に女性による女性の為のニュースタンダード
デニムファッション

おかやま信用金庫

23 岡山県 有限会社メタルクラフト 新式ノ－パンクフロ－タ－（浮輪型一人乗り用釣具）の試作開発 岡山商工会議所

24 岡山県 有限会社中村屋 地域を代表する素材を活かしたお土産物の商品開発 みまさか商工会

25 岡山県 カネテック 花粉・ＰＭ２．５・黄砂等を除去する可搬式エアー除去装置の開発 中国銀行高屋支店

26 岡山県 サンク・ラスタ株式会社
フローリング樹脂畳表の特性を活用した、和雑貨の商品開発・販路拡大
事業

トマト銀行

27 岡山県 株式会社長山鉄工所 吸着効果の有る素材を用いた除湿ローター骨格部新構造の開発試作 玉島信用金庫倉敷支店

28 岡山県 みよし 地域密着型移動キッチンの実施 真庭商工会

29 岡山県 有限会社伊丹車輌 県内中山間地域ゴルフ場へのゴルフカートリニューアルサービスの実施 岡山西商工会
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30 岡山県 キンデルパーク 人と犬の健康で穏やかな暮らしのために～『乾物フード』～ 和気商工会

31 岡山県 横谷工務店 新築を超えた価値あるスマートリノベーション事業の展開 和気商工会

32 岡山県 有限会社オ－パ－ツ
セラミックタイル施工時の「ひび割れ」等を激減させる「ストライビング工
法」の内外への普及・拡販

もみじ銀行倉敷支店

33 岡山県 株式会社トーキーシステム
電子黒板とタブレット端末を連動させた次世代教育用システムの開発と
普及

岡山県商工会連合会

34 岡山県 有限会社増田豆富店
京の寺院の味を再現「わらび羊羹」とご当地食材のコラボ「岡山白桃わら
び羊羹」

岡山商工会議所

35 岡山県 株式会社ハートバード
岡山の介護事業所、シニア向け商品・サービスのこだわり検索と情報配
信サイト構築

倉敷商工会議所

36 岡山県 あすなろ工房
総社市内の教育・福祉施設に対しての地元産木材による移動木工体験
サービス事業

総社吉備路商工会

37 岡山県 株式会社ミーニュー
最大１週間分の献立を多忙な主婦に提供する献立作成サイトｍｅ：ｎｅｗ
（ミーニュー）の普及拡大事業

赤磐商工会

38 岡山県 株式会社杣 イタリアにおいて盆栽を「箱庭」という方法で販売する事業。 作州津山商工会

39 岡山県 株式会社クォークテクノロジー
ヘルスケア分野における殺菌および除菌を目的とした紫外線ＬＥＤ照射
器の商品化

中国銀行井原支店

40 岡山県 株式会社松本鉄工 ハワイ育ちのＢ級グルメ「フリフリチキン」を岡山から全国へ 岡山県中小企業団体中央会

41 岡山県 マイクロシステム株式会社
整体・治療院・理美容向けの販売促進用スマートフォンアプリ作成サービ
ス

つくぼ商工会

42 岡山県 洋菓子工房ベルジェ 地元海産品等を活用した「あさくち海鮮パイ」の開発 浅口商工会

43 岡山県 株式会社ＨＲＲｅｖｏｌｕｔｉｏｎ
水産廃棄物であるヒトデの発酵エキスを用いたカラス忌避果実保護袋の
開発

吉備信用金庫川辺支店

44 広島県 株式会社萌木野
倉橋特産品ボイセンベリー及び地域特産品を活用したアイスモナカの開
発

呉広域商工会

45 広島県 有限会社ｍｕｓｅ
地元農家と連携してレモンを使用した頭髪化粧品を開発する六次産業
の活性化事業

呉信用金庫本店営業部

46 広島県 株式会社Ｈ・Ｒ
柑橘の産地・広島県大崎上島、大崎下島の柑橘類の葉・果皮を使用した
石鹸等の開発事業

髙橋総合法律事務所

47 広島県 有限会社彩工房 帆布を使用した次世代ランドセル『ランザック』の開発及び販売 広島銀行融資企画部

48 広島県
有限会社ピーアール・デザイ
ン・インク

レジャーシートや観戦フラッグ等に早変わりするエコバック「クロッシング
トート」の開発

広島商工会議所

49 広島県 株式会社ワークジェイ
ＩＴを活用した正規雇用希望者と人材不足に悩む地域中小企業応援マッ
チングサイトの開設・運営事業

広島商工会議所

50 広島県 広島木軸
木工ロクロ加工技術と広島産漆を使った赤ちゃん誕生記念筆・フォトスタ
ンドの開発

熊野町商工会

51 広島県 有限会社作田水産 ちりめんを使った広島県の新しい土産モノ「瀬戸内アンチョビ」の開発。 呉信用金庫倉橋支店

52 広島県 山根対厳堂 「宮島御砂焼」と「消えずの火」を活用した新商品の開発 大野町商工会

53 広島県 株式会社ビットパワー 健康に配慮した長期保存型　具材配合米飯食品の開発・販売 大野町商工会

54 広島県 有限会社上田瓦商店 ・瀬戸内産　高耐久　社寺仏閣専用屋根用漆喰の開発・販売 呉信用金庫安浦支店

55 広島県 ぐれいすぱんせ 古いきものや帯を使用したリメイクドレスのレンタル事業 広島銀行八丁堀支店

56 広島県 株式会社板野紙工
紙製新開発商品の全国展開と「イタノシコウ」（商標出願中）オリジナルブ
ランドの確立。

もみじ銀行五日市北支店

57 広島県 有限会社福山エンジニアリング 高性能２段式電動スライダーシステム開発と設計・製造の標準化 しまなみ信用金庫

58 広島県 有限会社石原写真事務所 高解像度カメラ搭載小型無人ヘリによる構造物検査のコストダウン 廿日市商工会議所
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59 広島県 マルフク株式会社 グリーン・レスキュー　～ＦＦＣパイロゲンを用いた緑化再生事業～ 福山北商工会

60 広島県 こころ粋株式会社 地域の特産物を使った大人のアイスクリームソースの開発。 中国銀行新市支店

61 広島県 株式会社エイワ産業 加工が容易な板紙製品の開発及び製造販売に係る事業計画 ＧＯ＆ＤＯ篠原税理士法人

62 広島県 株式会社ソアラサービス 広島市内企業連携スイーツ開発 広島銀行横川支店

63 広島県 二反田薬品工業株式会社 Ｉ型アレルギー対策天然サプリメントの機能性研究および商品化 広島銀行呉支店

64 広島県 株式会社ホワイトフォックス 老犬、老猫用消臭・強力吸水タオルの商品開発 山陰合同銀行五日市支店

65 広島県 ＡｔｅｌｉｅｒＡｊｅ（アトリエエージュ） オープンソースを使用した美容室集客ポータルサイトの運営 広島商工会議所

66 広島県 有限会社石川商店
貧血予防・改善の為の栄養機能食品（鉄）・「Ｆｅショコラ」の広報・ＰＲおよ
び販売促進活動

商工組合中央金庫

67 広島県 株式会社坪川毛筆刷毛製作所
呉市の地域資源である川尻筆の製造技術を利用した、耳かき用筆の開
発

呉広域商工会

68 広島県 松葉製作所 ｉＰｈｏｎｅユーザー向け高級木質系オーディオシステムの開発 広島銀行府中支店

69 広島県 有限会社一場木工所
天日自然乾燥にこだわった地元間伐材の住宅部材加工新商品と新サー
ビスの開発

中国銀行三次支店

70 広島県 藤原工業株式会社
水質環境を守り未習熟者対応のビル床清掃廃液処理の自動化装置開
発事業

広島信用金庫西条支店

71 広島県 株式会社日野折箱店 木製折箱の小ロット製作を可能とする生産システムの研究及び開発 もみじ銀行福山支店

72 広島県
色彩生活コーポレーション有限
会社

モノづくり企業向け「色彩セカンドオピニオンサービス」事業 広島信用金庫八丁堀支店

73 広島県 株式会社田頭茶店
お茶を使用した、アレルギー体質や、肥満体質の人向けの健康スウィー
ツの開発・販売

広島信用金庫呉支店

74 広島県 株式会社ＭＥＤＩＡＳ
バ－チャルツア－とｉＢｏｏｋｓを連携させたマルチメディア電子カタログの
開発

もみじ銀行鷹野橋支店

75 広島県 よっちゃん豆腐店 伝統ある“豊浜の島どうふ”をベースとした新商品開発 呉広域商工会（豊浜支所）

76 広島県 有限会社トライアングル 主婦と社会と関わりを応援する「自分発見・マッチング事業」の展開 広島安佐商工会

77 広島県 株式会社クラッチ 「海から楽しむ宮島」中国地方初の水陸両用車による観光事業
広島銀行融資企画部融資企画
室ビジネスローンセンター

78 広島県 株式会社ニューソニック 機能付きルームウェア（ナイトウェア）商品開発＆販売 もみじ銀行三篠支店

79 広島県 髙橋工芸株式会社 テレビをマジックミラーの裏面に隠し、鏡と家具が一体となった収納家具 府中商工会議所

80 広島県 和産業有限会社
腰痛で悩む人のために腰痛を緩和する、または腰痛になりにくくなるホー
ムチェアの開発

府中商工会議所

81 広島県 株式会社フィゾニット 粉末材料開発を高度化させる科学技術ソフトの開発と普及 呉信用金庫海田支店

82 広島県 とびしま柑橘工房株式会社
呉・安芸灘とびしま海道の特産品「レモンの皮」を活用した新調味料の商
品開発事業

呉広域商工会

83 広島県 株式会社ナカムラ 金襴緞子の高級日傘と関連商品で新市場を創設 広島銀行福山北支店

84 広島県 有限会社瑞穂
『新用途・スキンケア用ブラシ』の欧州向け市場調査および販路開拓事
業

税理士法人広島パートナーズ

85 広島県 株式会社Sun Next 全く新しい広告媒体「サンミラー」による未開拓市場の獲得 三好建弘税理士事務所

86 山口県 金光酒造株式会社
地元産酒造好適米五百万石を使った辛口純米大吟醸酒の開発を通じた
地域活性化

山口銀行嘉川支店

87 山口県 有限会社みかわ
山口県が生んだ日本酒「世界の獺祭」の酒粕を使用した酒まんと甘酒の
開発

西中国信用金庫南岩国支店
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88 山口県 有限会社ほうえい堂
滋養分豊富な自然生とその子実の零余子を使った豆大福の開発・販売
事業

西京銀行下松支店

89 山口県 有限会社中村民芸社 「山口陶漆器」および「拭き漆」技法によるインテリア商品 西中国信用金庫ひめ山支店

90 山口県 有限会社元気彩園 花の寄せ植え作品の定期交換レンタルサービス（寄せ植え定期便） 山口銀行嘉川支店

91 山口県 株式会社ルマン 地域保育・幼稚園への、食育を踏まえたおやつ菓子の提供 山口銀行

92 山口県 有限会社ふじ珈琲 「喜界島の黄金シロップ」（サトウキビシロップ）を使った新商品開発 西中国信用金庫熊野支店

93 山口県 株式会社ヱビス
「骨ごと食べられる」をコンセプトとした山口県産ハモのレトルト商品開
発・販売

税理士法人新山口会計

94 山口県 菱洋産業株式会社 クラゲの（子供である）ポリプの死滅装置を搭載した浮き桟橋による実証 山口銀行

95 山口県 有限会社クレアツーワン におい除去ゴマ油を利用した高級ベビー・セサミオイルの開発 西京銀行小郡支店

96 山口県
アボンコーポレーション株式会
社

環境配慮型・鋳鉄製卓上七輪「里山・七福コンロ」と「防長精炭」で、環境
保護と豊かな食生活の提案と販路開拓

西京銀行牟礼支店

97 山口県 株式会社アグリライト研究所
植物工場での光利用において生育効率を向上させる自動調節機構の完
成

西京銀行山口支店

98 山口県 株式会社シンラテック 山口県産広葉樹「シイの木」高級フローリングの製品化 萩山口信用金庫油谷支店

99 山口県 株式会社MOT総合研究所
若者・女性のベンチャー応援！やまぐちクラウドファンディングプラット
フォーム構築事業

山口銀行宇部支店

100 山口県 ミヨシノ醤油有限会社
山口県及び島根県津和野町の清酒醸造元の酒粕を使用した｢酒蔵鍋の
素｣の開発と販路開拓

山口銀行萩支店

101 山口県 笠原養蜂場 周防大島産蜂蜜を通じた島のファンづくり事業 山口銀行 大島支店

102 山口県 岩国再生エネルギー株式会社 山口県東部地域における木質ペレットストーブ等販売事業 西中国信用金庫通津支店
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