
平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

北海道 おたる夢市場 買い物弱者への鮮魚配達及び介護お悩み相談事業

北海道 株式会社石井印刷 おたる運がっぱ知名度アップとキャラクター商品の販路開拓

北海道 株式会社秀映社 「小樽・和光荘」の一般公開の更なる整備事業

北海道 株式会社北海道新事業創造プラザ 障がい者の自立支援に向けた起業プログラムの開発・起業家教育

北海道 株式会社シュークリース 外国人患者受入れ医療機関認証制度に対応するサイネージ販路拡大

北海道 株式会社ＤＭＣ札幌 グローバル人材育成の為のワンストップサポート事業

北海道 株式会社ＳＡＫＵＲＡＫＡＩ 店舗移転による顧客満足度の向上、および団体客増加の実現

北海道 丸吉日新堂印刷株式会社 ニュースレター（自社新聞）広告自動発行お任せシステム。

北海道
株式会社大地とエネルギー総合研
究所

ＩＴ利用型ＪＧＡＰ構築システム開発と農業クラウドの可能性調査

北海道 有限会社マックハリアー 自社製携帯アクセサリーの販売チャネル拡大と売上・利益対策事業

北海道 株式会社札幌大成 “ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ”を活用したサルベージサプリメント開発事業

北海道 株式会社櫻井 サーモグラフィ導入による屋根工事（雨漏り）の目に見える化

北海道 ＦＵＫＵＲＯＵ 機能訓練パッケージを用いた、福祉施設と連係した訪問鍼灸展開

北海道 コーヒースタンド２８ 顧客のコーヒータイムを有意義にするサービスの充実化

北海道 株式会社スキーマ・ン 国際都市札幌のグローバルな認可外保育園のＰＲ

北海道 合同会社パレ・ミニョン 卸販売から直販への動線構築のための効果的な販売促進活動

北海道 株式会社美好屋 餅は餅屋に！日本の良き風習を伝える「お誕生餅」普及事業

北海道 北海物産アルピナ株式会社 水質改善装置の販路開拓による食の安全性向上事業

北海道 ＤＩＧＣ 国産ＩＴ教育分野向け新規ＷＥＢサービスの開発・販路開拓

北海道 やべーべや 北海道弁を広めるゆるキャラ「やべーべや」のＰＲ活動

北海道 よっちママの食卓 キャラクター弁当を通した北海道食材の海外へのＰＲ事業

北海道 ジャパンビルボード株式会社 ドッグランを有したペットホテル＆駐車場施設「Ａｃｉｕ」の開設

北海道 サロンドエテル 独自の技術開発による見た目年齢を５歳低下させる美容室の展開

北海道 株式会社脇本商事 「洗濯ラベル」のＩＳＯ規格表示対応に伴う、通販サイトでの販促

北海道 創作・和ダイニング　はる 海外からの観光客を集客するための創作居酒屋の集客促進事業

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

北海道 株式会社ブルックスカレー 札幌黄のハンバーガー開発、販売事業

北海道 有限会社達人 消費者ニーズにマッチした小分けポーション袋の販路拡大事業

北海道 株式会社北海道リンク 道産原材料に拘った、地産池消・地産外商製品の製品販売事業

北海道 株式会社ファインドメーカー 自社開発システム、ファインドシステムの販売促進

北海道 株式会社札幌図版社 建築プロ養成専門学校の設立による人材確保を通じた事業拡大

北海道 合資会社クレープ工房 オリジナルプリントスイーツの売上げ拡大

北海道 アトリエバルブート 大人かわいい子供用リュックの開発・販路拡大

北海道 西川商事株式会社 洋風レストランのホームページ等の作成による集客促進

北海道 Ｐｈｙｓｉｏ　Ｗｅｌｌｎｅｓｓ　円山 理学療法士による歩行バランス改善事業の新規顧客開拓

北海道 キュリオステーション札幌元町店 小学生向けプログラミング・事業主向けの格安ＩＴサポートコース

北海道 株式会社Ｈａｒａｐｅｃｏ 飲食店事業および弁当事業の新規顧客開拓と従業員の報酬アップ

北海道
株式会社エムブイピークリエイティ
ブジャパン

販路拡大を目的とする展示会出展に関わる費用

北海道 株式会社ＳａｖｏｎｄｅＳｉｅｓｔａ 天然原料で作る手作り化粧石鹸の新規顧客獲得

北海道 ラ・サンテ 移転に伴う店舗ホームページのリニューアルによる顧客開拓

北海道 株式会社津畑商店 ・北海道民へのシュヴァリエワインの提供・販路開拓

北海道 ＢＫＳＮ株式会社 介護職求職者のための介護施設無料見学会（旭川・函館）の実施

北海道
株式会社ＩＣＨＩＧＯカンパニー和ダ
イニング北の夢祥わびさび

既存顧客に対するＤＭの発送と感謝の印のお土産品の開発

北海道 時計台カイロプラクティックオフィス 親子一緒に施術する為のベッド増設による新需要の掘り起し

北海道 ボディーリペアショップＫｅｎ．ｔ ボディーリペアショップＫｅｎ．ｔ新規若年者顧客獲得戦略事業

北海道 おばんざい処嘉づき 日本酒にあう新メニュー「和のぎょうざ」開発による新規顧客開拓

北海道 北海道プリオン株式会社 酒類のインターネット通信販売事業の新設

北海道 足と靴と健康の専門店 オーダーメイドインソール作製事業の販路開拓、地方展開

北海道 タイヤ道場ナガサカ 車輌腐食防止の新塗料の施工及び高品質エンジンオイルの交換作業

北海道 株式会社桜花企画 和装新サービスメニューの開発と海外へのＰＲ

北海道 くらしえん 『健康と環境に良いハウスクリーニング＆エコリフォーム』新事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

北海道 俺のラーメンこうた 小さな店から始める、札幌ラーメンを次世代に継承するための事業

北海道 あぐりんぐ北海道 北海道農産物の販売を支援する会員サービスの販路拡大計画

北海道 有限会社吉田工業所 需要拡大が見込める分野の新規ＰＲ活動による販路拡大。

北海道 株式会社ＵＲＢＡＮ　ＩＭＡＧＥ 利便性の高いホームページとクリック型広告による集客力向上

北海道 有限会社シノダ総合保険 女性のための住宅選び勉強会を通じた保険契約の販売促進

北海道 株式会社インテック 移動訪問によるリフォーム売上高の販路開拓

北海道 鈴木産業株式会社 「稚内珪藻土」を利用した調湿・消臭建材の新しい提供方法

北海道 株式会社ＷＮＫ
道内唯一の「鑑賞用クラゲ」販売による店舗ブランドの向上並びに、アクアリウ
ムメンテ

北海道 Ｈ．Ｓ．Ａ． 住宅相談会のＰＲ及び店舗バリアフリー化による受入態勢強化事業

北海道 有限会社総合サービスセンター
ホームページを作成し、万能洗浄剤の販路拡大と独自の技術を広く周知し顧
客増加を図る

北海道 株式会社はんど 居宅介護支援における包括的サービスの販路開拓事業

北海道 有限会社服部商店 地域の高齢者が気軽に立ち寄れる店づくりＰＲ～地域の火の用心～

北海道 無国籍ＢＡＬ　ｉｃｈｉ期一会 地域に密着した高齢者にも優しい、昼は定食屋、夜は居酒屋に改装

北海道 道東鶏卵株式会社 卵専門店の「たまごろうくん」が勧めるブランド卵普及事業

北海道 ？大森商店 我がまち道東・釧路の魅力発信ネットショップ開設による販路開拓

北海道 有限会社釧路フィッシュ 自社ネットショップ構築と、カタログ作成による販売拡大戦略

北海道 髪切処　風 ヘッドスパで頭皮も心もリフレッシュ

北海道 有限会社繪麗 十勝産食材１００％を目指したメニュー開発とそのＰＲ事業

北海道 ライフスタイルゲート 外国人向け滞在施設開業コンサルティング及びツアーデスクの開設

北海道 Ｐｉｚｚａカチバル 北海道・十勝産小麦を使ったワンコインピザの販路拡大

北海道 株式会社Ｋ’Ｓ　ＦＡＲＭ 自社運営飲食事業の売上拡大と、加工品製造事業の販路拡大事業

北海道 有限会社ＦＬＡＶＯＲ 十勝産小麦パンケーキ開発と店舗改修による再来店促進事業

北海道 獣医療サポート 獣医学をより身近に！一般の方向け獣医学教室と獣医療相談のＰＲ

北海道 株式会社池田商店 住宅リフォーム事業参入と継続的な顧客獲得

北海道 篠河建設株式会社 高齢者住居のリフォーム推進とテクノストラクチャーの販売促進

3 / 5 ページ



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

北海道 株式会社珈琲専科ヨシダ 『ｍａｄｏｃａ』ブランド（十勝産野菜の加工）の確立と販路拡大事業

北海道 有限会社らむ亭
日本全国のジンギスカン愛好者に手作りの本場の味を届けるネットショップ開
業

北海道 有限会社ユトリベルグ 地元産原材料を使った商品の販売拡大のための店舗改装

北海道 ＳＦエンタープライズ ダンススタジオの環境整備および新規事業による効果的な売上拡大

北海道 株式会社クオリア 新工法で顧客の不安解消・長期保証実現する防水改良工事普及事業

北海道 有限会社澤田商事 「高齢者や車いすにやさしい店づくりによる“きやすさ”拡大計画」

北海道 流氷の丘 お菓子な牛乳かい！？及びシリーズ商品の付加価値向上

北海道 有限会社武良商店 新しいパンフレット・タグなどを活用した自社商品の販路拡大

北海道 温泉旅館もとよし 『顧客満足向上のためのバリアフリー化（イス・テーブル）導入事業』

北海道 株式会社マルホ阿部水産 自社高付加価値商品を適正価格での販売を可能にする販路開拓事業

北海道 そば処ふじた家 こだわりのある味と伝統を継続するための顧客サービス実践事業

北海道 網走スウィーツ　スポンジ屋 メタボ対策・糖尿病の患者さんのための低カロリースウィーツ

北海道 網走千秋庵 お土産用商品訴求力を高めるパッケージ開発

北海道 ツカサ企業株式会社 売上向上のための店舗改装計画事業

北海道 丸ヱ寺江食品株式会社 老舗パン屋と老舗豆腐屋のコラボスイーツで稚内新ブランドを構築

北海道 株式会社サカエホテル 顧客満足度の向上による、新規・リピーター客増大の実現

北海道 有限会社植物育種研究所 機能性タマネギ「さらさらレッド」の加工品の開発・販路開拓

北海道 有限会社丸富農水
近所の魚屋を幅広くＰＲし地域活性させる販売促進に係るＰＲパンフレット作成
配布事業

北海道
バリアフリーの宿＆カフェ　いつか
富良野へ

『ホームページをバリアフリーで情報発信！』事業

北海道 美容室レッヒェルン ヘッドスパ事業導入と顧客満足度アップ及び新規顧客獲得事業

北海道 株式会社名寄振興公社 地域資源及び地域間連携新メニュー開発・提供による新顧客の獲得

北海道 有限会社ノースライブコーヒー ブランド力強化と集客力向上を目的とした看板のリニューアル工事

北海道 株式会社マルシェ研究所 サービス評価の導入で選ばれる施設に！福祉の後方援護事業の実施

北海道 株式会社本間松藏商店 北海道・倶知安の名産「くっちゃんじゃが」の販売プロモーション

北海道 お菓子のふじい 当店キャラを活用したリピーター数＆客単価アップとｗｅｂ連動
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

北海道 株式会社ＭＩＥＣ オンライン家庭教師事業開始のＰＲとマーケットの拡大

北海道 麗人　Ｌｏｖｅ　Ｅａｒｔｈ 新たに開始する６０歳以上限定で行う送迎サービスのＰＲ

北海道 有限会社伊達納豆 “伊達納豆”の直売所の設置

北海道 Ｓｙｍｐａ”（シンパ） ヘアミスト機導入で利益率アップ＋広告効果で認知度向上

北海道 ネイルサロン　リフライ 広告掲載による販路拡大への取り組み

北海道 株式会社まるりょう野澤商店 数の子の新商品開発で通年販売にむけての販路開拓と雇用促進事業

北海道 石塚水産 ニセコ商圏開拓に向けたネットショップ改善とＰＲ事業

北海道 合同会社いわない前浜市場 「岩内鰊茶漬け」による岩内町・食の観光目玉作り事業

北海道 中野ファーム株式会社 自社ネットショップ刷新による個人顧客拡大及び収益性向上の実現

北海道 支笏ガイドハウスかのあ 店舗内外装の整備による集客と写真カタログによる取引拡大策

北海道 バイロマン株式会社 特許技術に立脚した消臭炭素水、並びに土壌改良剤の販売促進

北海道 有限会社三平 海外旅行客に対する対応力強化促進事業

北海道 ｍｏｄｉｃａ　ＳＩＬＶＡ 認知度向上、新機材の導入による、新規顧客の開拓及び固定化

北海道 株式会社パークス 閑散期限定『くらべて実感キャンペーン！』新規集客

北海道 有限会社メイプル企画 パークゴルフ場を活用した「冬の雪遊び」の商品化及びそのＰＲ

北海道 酒庵根ぼけ 新規顧客の獲得を目指した店舗のイメージチェンジ

北海道 リスボン 恵庭産のさつま芋を使用した自家製プリンの開発と顧客の拡大事業

北海道 サンライフレンタカー株式会社 北海道“旅サポート”レンタルキャンピングカー事業

北海道 株式会社ショクラク プレミアム弁当市場参入への商品パッケージデザイン事業

北海道 合同会社北海道ｓｗｅｅｔｓ＆ｗｉｎｅｒｙ
情報発信強化とユニバーサルデザインな店舗改善で集客力強化（ＨＰ、パンフ
制作と砂利

北海道 後藤商店 石狩産ハマナスを使用した保湿クリームの開発と顧客獲得事業

北海道 有限会社中村屋 石狩新銘菓「いしかり十三場所」の研究・開発プロジェクト

北海道 花乃大道 看板設置で認知度アップと店舗改善やＨＰによる新規顧客獲得

5 / 5 ページ



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

青森県 株式会社アサヒ燃料商会 寒冷地用ハイブリット給湯暖房機モニター設置事業

青森県 炭火焼肉酒房　牛寿 多言語対応で観光客も！青森県産食材の品質向上で新規顧客開拓！

青森県 三栄フーズ株式会社 県産豚を使用したメニューの開発・店内改装

青森県 横山航平法律事務所 Ｂ型肝炎問題にかかる国家賠償請求訴訟の積極受任

青森県 有限会社小松自動車整備工場 既存の車を福祉車両へ改造するサービスの販路開拓

青森県 有限会社二唐刃物鍛造所 販路開拓、新規事業による『津軽打刃物ブランド化』プロジェクト

青森県 なりたでんき 新規顧客への住宅無料診断で信頼を構築、固定客化を図る

青森県 佐藤製菓 津軽当物駄菓子の次世代への継承の為の商品開発と販路開拓

青森県 有限会社カネタ洋装店 「あおもり藍」（地域資源）を活用したＰＲと新たな店づくり

青森県 ヘアハウスＢａｒｄｏｎ 女性向けシェービング施術ニーズ取り込みに向けた施術環境整備

青森県 櫻家 豆腐専門店として豆腐文化の発信及び販路開拓事業

青森県 株式会社八幡馬 地域資源である「八幡馬」の文化継承と魅力発信・販路開拓事業

青森県 山本司法書士事務所 高齢化社会の課題解決に寄与するホームページ開設

青森県 有限会社相互電設 地域ニーズに即した介護リフトの試作開発と販路拡大

青森県 株式会社といず不動産 最新市場に着目し顧客要望と新規事業を組み込んだ新規ＨＰの構築

青森県 有限会社静岡屋 商品訴求力アップとリピーター対策。発注ミス削減による受注対応拡大事業

青森県 類家中央整骨院 ホルミシスルームの周知徹底と新顧客獲得事業

青森県 フラワーデザインＦｌｏｗｅｒｓ インターネット上のファンを実店舗へと結ぶサイン制作

青森県 株式会社おかしのオクムラ 一方通行＆裏通りに負けずに集客力アップ大作戦

青森県 手づくりサンドイッチの店　アン 新商品の開発といこいの空間づくりによる新規顧客の獲得

青森県 合同会社ユートピア
地域住民対象の心身サロンの開設による介護予防・健康増進活動の推進事
業

青森県 株式会社フォーシーズン 青森県産野菜を活用した、野菜のパイの開発及び販路開拓

青森県 株式会社プラス・ワン 創業３周年を記念した販売促進企画と来店者のためのトイレ改修

青森県 ＰＲＯ　ＳＨＯＰ　フットワーク ガラスコーティング施工の告知と販路開拓及び施工作業場の設置

青森県 ヘアーギャラリーパッション 地域環境変化に応じた広報と新メニュー導入による新規顧客獲得

青森県 有限会社Ｃ’ｓファクトリー 空撮を利用した、動画制作事業による販路開拓

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岩手県 ちきゅうや 既存客の来店頻度の増加と新規女性・デート客獲得による売上アップ

岩手県 トラベル・リンク株式会社 タイ人観光客誘客事業及びメルマガＳＮＳ等による顧客囲込み

岩手県 有限会社こまち 地産品（浄法寺漆）を用いた革小物の商品開発及び販売促進

岩手県 株式会社彩彩
店舗見直しおよび商品カタログ作成による新規顧客の獲得による売り上げアッ
プ

岩手県 ファイテンショップ盛岡店 ケアコーナーの充実化による新規顧客獲得事業

岩手県 株式会社プロダクトアイ 遮熱材販売・販路開拓の為市場への営業活動

岩手県 株式会社ドリームスケッチ
子育てがもっと便利に楽しく！「子育てノート」情報エリア拡大＆ユーザー・スポ
ンサー

岩手県 有限会社柿澤電器 体験型店舗による５０代から６０代の新規顧客の開拓

岩手県 いわて若江農園 ロゴマークの作成とそれを活用した販売促進の取り組み

岩手県 アートホリック 移動販売車を用いたイベント参加による新規顧客の獲得による売上アップ

岩手県 ルシーニュ ベッドの増設と心地良い空間提供の為の施術ルーム改装

岩手県 株式会社エコ・ジャパン 秋田杉間伐材を使用した棺による中流層の利用及び環境意識の開拓。

岩手県 パン洋菓子工房ブロートガーデン 新商品開発・販路開拓を強化する為の生産性向上事業

岩手県 ヤマミチ おしゃれで小さな木製小屋『Ｈｕｔｔｅ－ヒュッテ－』の販売促進

岩手県 道具屋 新たな来店者・売上を作る「場」作り事業

岩手県 佐々木果樹園 佐々木果樹園ブランド・加工品ギフト訴求事業

岩手県 有限会社くまがい 新規顧客獲得に向けた店舗外装改修事業

岩手県 ｂａｎｃａ．ｂｙ　ＦＬＯＷＥＲＳ 安心快適空間・高リピート化実現×作業効率向上を図る改修事業

岩手県 堺田幸志税理士事務所 ホームページを活用した新規顧客の獲得と顧客満足度の向上

岩手県 有限会社盛岡せんべい店 南部せんべいの包材の改良と新規包材開発による新規顧客の開拓

岩手県 仕出し丸亀 生産量Ｕｐで売り上げＵｐ！！

岩手県 マエカワ補聴器 販路の拡大に向けた個別訪問と、認定補聴器専門店の告知

岩手県 有限会社カメラのシバタ 子育てママやシニア層にやさしい店作りに向けた改装

岩手県 中島利晃 不登校児童対象　クラウドコミュニケーションスクール

岩手県 ビアン お客様の休憩所兼商品の試飲場の設置・バリアフリートイレの設置

岩手県 株式会社グッドワンリフォーム 新築注文住宅事業による新規顧客の獲得による売上アップ
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岩手県 ちゃんこ太五郎 岩手の食材にこだわった冷凍・レトルトちゃんこ鍋のギフト販売展開事業

岩手県 千丈ヶ滝養魚場 商品ブランドイメージの向上よる販路開拓事業

岩手県 株式会社川喜 新商品開発と直営店開店による新規顧客獲得事業

岩手県 きくちや 魅力ある実店舗作りで新規顧客開拓

岩手県 アトリエ金と銀 展示会・イベント等への出店による新しい販路の開拓

岩手県 山﨑音楽教室 安らぎの空間提供による歌声広場で新規顧客売上アップ

岩手県 有限会社カメラの坂上 提案型サービス事業化による潜在需要掘り起し新規顧客開拓事業

岩手県 十字屋 ターゲットに合わせた新商品販売強化事業

岩手県 ファッションハウスわかたけや 移転店舗の認知度向上による新規顧客獲得事業

岩手県 美容室８０８ 新サービスと新メニューの相乗効果による新規顧客開拓

岩手県 藤勇醸造株式会社 岩手県産米・大豆の新商品味噌の販売を通じた新規顧客開拓事業

岩手県 有限会社ジャストミート 作業効率向上・チラシ周知による宅配弁当の商圏拡大事業

岩手県 ハピスコーヒー コーヒージェラートの開発とオンラインショップの開設

岩手県 株式会社岩手旅行社 旅行・観光バスチラシの作成及び新聞折り込み・ＤＭ・ポスティング

岩手県 レディス山形屋 商品ニーズ探索による新規顧客獲得プレミアム商品券活用事業

岩手県 スワール美容室 復興住宅へ入居する新たな地域住民へのＰＲ活動で新規顧客開拓

岩手県 カメラの後藤 写真のデジタル化への対応と出張撮影システム構築事業

岩手県 リビングハウスこんの プレミアム商品券活用による企画販売で次世代お客様層の新規開拓

岩手県 新華園支店 顧客獲得に向けた広告宣伝・ＰＲ

岩手県 有限会社丸和 新商品開発による新規顧客開拓と新たな地域経済活性化モデルの構築

岩手県 Ｃａｆｅ　Ｓａｒａｒａ（カフェ　サララ） 健康新メニュー開発と入りやすい店舗改装による新規顧客開拓事業

岩手県 理容アベ エイジングケアの新サービス導入による新規顧客獲得事業

岩手県 有限会社一関東映劇場 販路拡大のためのシニア層への対応とアプローチ事業

岩手県 株式会社丸光製麺・一関工場 新たな売上の柱となる、岩手の「桑ラーメン」の開発と販路開拓

岩手県 株式会社ＷａｓｈＭａｎ クリーニング店で預かる衣類の画像撮影システムの設置・販路開拓

岩手県 有限会社三上商店 地場産水産加工品（干物）販路拡大事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岩手県 有限会社工藤ガラス 個人顧客に対する「住まいのまるごと相談会」を通じた売上拡大

岩手県 有限会社インデュアホーム宮古 被災者・若年層に対応した、他社競合に勝利する為の情報発信

岩手県 田中菓子舗 「三陸・田老のお土産」から「東北・いわてのお土産に」

岩手県 有限会社上田畳店 リフォーム部門の本格化による新規顧客の獲得と売上アップ

岩手県 イル・クォーレ 新規顧客獲得の為の店舗リニューアル及びホームページによる発信

岩手県 有限会社楽知館 椅子テーブル利用プランの新設で、新たな顧客創造

岩手県 浜ちゃん 惣菜製造設備の整備による魚惣菜の提供

岩手県 有限会社Ｑ－Ｌｉｇｈｔｓ 樹脂基板の封止性能を評価するカルシウム基盤の開発および販売

岩手県 福盛田自動車鈑金塗装 格安鈑金修理のネット集客と来店しやすい板金修理工場化

岩手県 株式会社Ｈｏｕｓｅ　Ｐｒｏ． 「価値ある住宅」の啓蒙（販促）と新規受注開拓

岩手県 レストランエルミタージュ 新商品開発と広告活動等によるカフェタイムの売上増加事業

岩手県 株式会社水沢米菓 顧客要望に対応した包装資材リニューアルによる売上増強事業

岩手県
バリ式ヘアエステサロン　アディ・ダ
ルマ

新メニュー導入によるプロモーション事業

岩手県 松鹿堂　菊池鋳造所 新商品開発による新規顧客の獲得による売上アップ

岩手県 北日本外装株式会社 外壁塗装に特化したＷＥＢの製作とセミナー活用による顧客拡大

岩手県 ネイルサロン　キャットミント フットジェルネイルによる新規顧客の獲得と売上アップ

岩手県 ユーエスモーター有限会社 若い世代の新規顧客獲得による売上倍増計画

岩手県 ＲＯＹＡＬジャマイ館 家族揃ってスパイシー

岩手県 株式会社デジタルソリューションズ ホームページリニューアルによる新規顧客の獲得による売上アップ

岩手県 有限会社高善商店
生こうじの生産性向上と、新製品の導入で月商１００万円の売上げ拡大を図
る。

岩手県 有限会社ウスイ製作所 ＷＥＢサイト及び工場動画等を活用した新市場開拓

岩手県 合同会社想叶舎 華奈さくら化粧品ローションの開発に伴う販路拡大事業

岩手県 株式会社ＡＺクリエイト 中小企業向けネット予約管理システムの開発

岩手県 株式会社菓団 イベント出展と菓子教室を基に和菓子と当店を認知頂く事業

岩手県 細川電気管理事務所 電力記録装置設置による顧客満足度の向上および営業プロセス改善

岩手県 タケノ文具 客層変化に伴う高齢者目線に合わせた店舗内改良による魅力向上
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岩手県 有限会社古内電器商会 リフォーム業務の認知度向上と、お客さまが集い・和める店づくり

岩手県 ゆいま～る キッチンカー販売、大船渡サンマ、南部どり天ぷらの商品開発。

岩手県 アパレルショップ　シュシュ 実用衣料・介護肌着・大きいサイズの品揃え拡大で新規顧客取込み

岩手県 ロッツ株式会社 被災地域における医療介護従事者定着のための研修事業

岩手県 壷屋田耕 今までにない和風冷凍スイーツの開発による新規顧客層の獲得

岩手県 木楽創研株式会社 多用途対応型の「木骨ハウス」の新商品開発および評価検証の実施

岩手県 ネイルスタジオ　アイシャ サービス手法の改善とＨＰ改装・店販促進による新規顧客の開拓

岩手県 エルコリーヌ 自家製パン増量安定生産とメニュー強化による販路開拓・拡大

岩手県 トライアンド 店舗改修によるサービス機能強化と収益性の向上

岩手県 有限会社リビングショップぼうら 外装改装とお休み処設置、広告宣伝強化でギフト顧客の掘り起こし

宮城県 マルイチ商事有限会社 戦後復活７０年「仙台七夕まつり」関連商品開発と販路拡大事業

宮城県
株式会社アイ・アディールクリエー
ション

野菜・椎茸パウダーによる介護えん下食の商品開発事業

宮城県 どんぐり整骨院 法人向けの事故予防教室と整体施術を柱とする専門サービス事業

宮城県 ｌｅａｆ　ｄｏｇ 開かれたトリミングサロン、スタッフ動線の効率化で売上ＵＰ事業

宮城県 ハバナデー 「サービス品質のさらなる向上と告知力で勝ち取る優良顧客」

宮城県 株式会社ＦＩＴ－Ｒ健幸工房 『体操の専門家がいるコミュニティー・サロン』販路拡大事業

宮城県 株式会社キムラ 新婦に贈るブライダルギフト印鑑の新商品開発と販売促進

宮城県 株式会社ガリウム スキー・スノーボードの本場・北欧向けワックスの販路拡大事業

宮城県 ＬＵＣＩＮＡ（ルキナ） シニア層・子連れのお客様への新サービスの提供

宮城県 １０００’ｓ 「まめ盆栽」「レア多肉植物」愛好家へのＰＲ作戦

宮城県 有限会社アスクシステムズ パッケージ製品の知名度アップと販路開拓

宮城県 株式会社カピターノ デリバリー部門の増収に向けたＷＥＢ等の導入事業

宮城県 有限会社　グリーンブリーズ クールジャパン戦略を追い風にした日本酒の海外販路拡大事業

宮城県 ヘアードレッシングフローラ 薄毛で悩む女性を笑顔に。高濃度炭酸泉水で頭皮から健康に。

宮城県 まごのて整骨院 整骨院店舗入り口のバリアフリー化

宮城県 株式会社クララケア・サポート 紙おむつを代替する新開発パッド併用型インナーの全国販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

宮城県 エステルプランナー プッシュ通知型電子チラシアプリケーション「コトウリ！」の運営

宮城県 株式会社あいのて恊働社 高齢者むけ家事代行サービスの広報活動による顧客獲得と売上増加

宮城県 株式会社アーリークロス 「東京エリアでの商品ＰＲによる売上増加事業」

宮城県 トレボン食品株式会社 新しいジャンルの商品開発及びその販路開拓事業

宮城県 株式会社福祉旅行社 「介護旅行」及び「歩行補助具」に対する認知度向上事業

宮城県 株式会社コー・スリー ソーシャルメディア作成・管理と翻訳パッケージ商品の新規作成・販路開拓

宮城県 株式会社仙台山來 仙台の幅広い年齢層から愛される店への改革プロジェクト

宮城県 合同会社ジェイドキャット 東北の魅力商品をＥＣによって中国へ直売支援するサービスの展開

宮城県 みのわ 創業まもない美味しく満腹感あるヘルシー和食店の顧客獲得事業

宮城県 株式会社五輪グループ 急増する頭痛を解消！痛みや薬を伴わない頭蓋骨の調整

宮城県 長町酒場　蚕（ｓａｎ） 健康食“宮古島郷土料理”を発信。沖縄パワーで商店街を活性化

宮城県 株式会社永勘染工場 タオル用ホームページの新設と既存ホームページの改良

宮城県 動物雑貨＆カフェ　ふたつのしっぽ 宮城の潜在的動物愛好家へ向けた店舗ＰＲ事業

宮城県 有限会社太陽電化センター 「地域一番何でも安心して相談できる電気店」のチラシ・ＨＰ作成

宮城県 アトリエ　ラシュエット 各種宣伝策による外国人観光客を中心とした新規顧客獲得事業

宮城県 ヘアメイク＆デザインアクセル 全てのお客様向け満足度＝笑顔の為の情報提供及び施術提供事業

宮城県 株式会社エアライズ ＷＥＢアニメーションを活用したレストランのディズニーランド化事業

宮城県
ナチュラルセラピースクール＆サロ
ン心緑

子育てママのための「癒しのアロマ教室」で顧客開拓と認知度向上

宮城県 ワールドベイクドチーズケーキ コンビニコーヒーに負けるな！無料自家焙煎珈琲で集客アップ

宮城県 ニア・コンサルティング株式会社 中小企業向け従業員満足度向上マネジメントプログラムの提供

宮城県 株式会社ウエックライフサーヴ ゲストハウス運営に関する国内外向けのＰＲ事業

宮城県 有限会社趙さんの味 オリジナル開発商品の販売に合わせた直売機能の強化事業

宮城県 株式会社ラ・マール 新メニューの導入と、人材の採用・店舗増強、物販の販路開拓

宮城県 うさぎ屋合同会社 オリジナルプリンのテイクアウト販売による贈答用顧客の新規開拓

宮城県 株式会社仙台買取館 「お電話一本、出張鑑定。」「遺産鑑定」サービス普及事業

宮城県 株式会社Ｇ＆Ｇ 刺繍を使ったデザインと技術でニッチ需要を満たす取り組み
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

宮城県 理容・美容ドリーム 高齢者・在宅介護者向け送迎・出張サービス販路開拓事業

宮城県 有限会社サイトースタジオ マタニティフォト・シルバーフォトを中心とした新規顧客の開拓

宮城県 デリカテッセン　ケトル 新規事業による施設の稼働率向上と顧客利便性の向上への取組

宮城県 株式会社菊良紙店 遠隔サポートによるＩＴ弱者への広域的な支援と販路拡大事業

宮城県 有限会社鈴規商事 高齢者向け補聴器出張サービス新規事業

宮城県 相原酒店 自社イベントスペース拡充による地酒ファン発掘事業

宮城県 水月堂物産株式会社 東北最大の駅、仙台駅へのホヤ専門ショップ出店！

宮城県 株式会社エムコーポレーション 地域ブランド「金華鯖ずし」のギフト商材開発事業

宮城県 釜の前 葬祭会館向け「海鮮おもてなし御膳」等の開発による販路開拓

宮城県 有限会社田中畳店 新規顧客開拓で独自の新サービスをアピールする広告宣伝事業

宮城県 ｃａｒｏ スマホ利用を意識したホームページと販促品の制作

宮城県 有限会社阿部新 再開発によるニーズ変化対応の松竹復興ブランディング構築事業

宮城県 ＡＢＣ美容室 転入ミセス層の販路開拓、新たな高付加価値オンリーワンサービス

宮城県 ウエイル 肌トラブル客を新ターゲットとした提案型イベント開催事業

宮城県 松葉寿司 高齢者がいるファミリーを取り込むための店舗改修と復活メニューの新開発

宮城県 エピ アレルギー対応・美肌効果パン開発とＰＲ戦略強化

宮城県 有限会社ケイ 気仙沼発手作り無添加のさんまつくだ煮の新家族層向け宅配事業

宮城県 有限会社愛隣オフセット印刷社 新たに観光客向け土産品製造、販売・カフェ併設による顧客獲得

宮城県 来来軒 ふかひれの煮こごりの提供によるホテル・飲食店向け販路開拓事業

宮城県 加藤履物店 気仙沼ホヤぼーやサンダル企画商品化及び広告宣伝販路開拓事業

宮城県 小野寺商店 三陸の上質な乾物の個包装化による単身者向け販路開拓事業

宮城県 マサキ食品 親しみの湧く移動販売車による買い物弱者地域への販路開拓

宮城県 マスト帆布気仙沼 前例なきオンリーワンオーダーメイドバッグで婚礼業界へ新規参入

宮城県 株式会社ａｇ－ｐｅｏｐｌｅ 大崎産ニンジンを使ったアロマレッドジュースの開発・販路開拓

秋田県 株式会社ヨシダアニ― 特許商品“星形二重管”の販路開拓と新製品マーケティング

秋田県 合同会社ホワイトシード 自社開発純水器の全国販売で、洗車をきれいに！安く！楽しく！
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

秋田県 株式会社あきた市民市場メイト 買物弱者支援事業「市場買援隊」の対象エリア拡大による販路開拓

秋田県 株式会社関根屋 郷土色豊かな「秋田の駅弁」による販路開拓事業

秋田県 Ｂｒｅａｄ　Ｍａｎ 「選べるクリームパン」認知度向上のための広告宣伝強化

秋田県 ビューティープロ　ＩＴＯＹＡ 頭皮改善スキャルプエステによる新メニューの展開と販路拡大ＰＲ

秋田県 有限会社宅配こまち 管理システム導入および買い物代行サービス付加による顧客拡大

秋田県 理美容エステＬｅ　Ｌａｒｋ アクティブシニアへの美容サポートと美容室難民等への事業ＰＲ

秋田県 ガーデンライフ＆スタイル カーデニング需要を喚起する自社ＨＰ開設および店舗看板の設置

秋田県 Ｗｈｉｔｅ　Ｂｏｘ株式会社 世代を超えて住み継がれる『オーガニックハウス』の販路開拓戦略

秋田県 合同会社ＬＯＣＡＬＩＶＥ 脱・中食ブーム　～「外食の特別感」を味わえる多国籍料理店～

秋田県 有限会社平和堂 バリアフリー化と増築による高齢者に優しい「めがね店」づくり

秋田県 株式会社Ｍａｇ 商店街とコラボによる自社ギャラリー活用・ＰＲ事業

秋田県 駅前あっちゃん 店舗改装による顧客満足度向上と新規顧客の開拓

秋田県 ヒーリングサロンマリー ＂骨格美矯正＂の技術確立のためのセラピスト育成スクール開校

秋田県 二幸カマタ食品株式会社 塩干食品の魅力発信と拘り秋田ギフトで若者・県外への販路開拓

秋田県 ＲｅｌａｘａｔｉｏｎＳａｌｏｎルベール 新施術による『美』の提供および動画配信による新たな顧客開拓

秋田県 ホットライフプランニング ハイブリットシステム導入による学習塾の環境整備と塾生拡大ＰＲ

秋田県 ループ株式会社 ３社連携による新サービス「ＴＡＸＮＡＶＩ」の導入と販路開拓

秋田県 株式会社太平商事 ネットショップの創設による融雪マット等の国内・海外販路拡大

秋田県 株式会社ワタナベ お客様提案スペースの快適化でテーラー顧客の若返り促進

秋田県
株式会社白神フィレストコーポレー
ション

能代名物「豚軟骨」を使用した既存商品の改良と新商品の開発

秋田県 四代　芹澤 「　安心・安全・美味しい　」　冷凍比内地鶏ギョーザの販売

山形県 フジ味噌醤油株式会社 商品ラベル・パッケージ・パンフレット・ネット上の世界観の統一

山形県 ふとん工房ふるうち ふとんの情報誌・寝具読本発行による新規顧客の獲得と売上ＵＰ策

山形県 すい～とどっぐ 老犬ホームの開設による顧客獲得事業

山形県 株式会社三五郎 蔵王の魅力を海外へ発信・海外新規顧客獲得のための広告宣伝事業

山形県 有限会社ＣｏＣｏ夢や 冷凍どんどん焼パッケージ制作・移動販売業態の開発
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

山形県 株式会社山形ビニール商会 プラスチック製品オンデマンド受注サイトの構築

山形県 株式会社マルセン醤油 いくらの白ワイン醤油漬け（洋風）の開発

山形県 株式会社花樹有 デコールブーケのＰＲ活動による売上と企業イメージの向上

山形県 有限会社ハイスタンダード 新メニュー提供に伴う店内居心地改善・ＰＲによる女性客獲得事業

山形県 株式会社ドリームゲート ホットプログラムとメディカルフィットネスによる顧客開拓

山形県 株式会社深瀬善兵衛商店 自家製梅酢（梅エキス）を使用した新商品開発とブランディング

山形県 アドオフィスブロードビーンズ シニア層を意識したＨＰリニューアルと定期購入システム導入

山形県 株式会社スプリングス 布団の長さが調節できる！子供用お昼寝布団の開発・販路開拓

山形県 布施弥七京染店 若い世代に新しい方法でゆかたを宣伝し、振袖見込客を開拓！

山形県 サンシステム開発株式会社 ＩＴ経営の顧客事例コンテンツの構築・販路拡大

山形県 セカンドリーフ株式会社 水中３Ｄ地形図作成の撮影技術開発による販路開拓

山形県 オリーブフリークス株式会社 空撮ドローンによる映像事業推進と受注拡大

山形県 有限会社寝装こでら 新商品「睡眠屋オリジナルベッド」の開発および販路拡大

山形県 Ｌｏｔｕｓ　Ｇａｒｄｅｎ 新商品開発によるネット販売、県外顧客への販路開拓

山形県 Ｐｒｅｌｉｓｈササキ英会話スクール 英会話教室・学習塾の新クラス開設による新規生徒募集

山形県 合資会社アイレッツ オリジナルフルカラー刺繍商品の販路開拓事業

山形県 有限会社尾川園 日本茶講座を行いながらカフェの機能を持った店作り

山形県 Ｐｅａｃｅ株式会社 福祉施設向け移動美容室の販路拡大

山形県 株式会社一久旅館 ホームページ及び広告の再構築よる顧客獲得増大プロジェクト

山形県 ポーラ化粧品サンフラワー営業所 顧客のプライバシー保護と快適なエステ空間による新たな顧客開拓

山形県 有限会社竜泉・滝川 既存顧客の再来頻度の向上と新規顧客獲得のための啓蒙

山形県 みつば治療院・整骨院 運動ツール導入でのグループ指導で他院との差別化による顧客獲得

山形県 有限会社富士屋商店 米屋が作る米沢伝統寿司の製造販売による売り上げ拡大

山形県 株式会社Ｒｅｓｔ 女性客への薪ストーブ販売強化と薪販売事業の立ち上げ

山形県 麺屋　富久和家　かど久 「店舗移転広報の徹底　新宴会プランと販売促進カードによる売上増大」

山形県 オン・ザ・ウェイ有限会社 スープカレーの外部出店で米飯のセット販売を可能にする厨房増床
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

山形県 江村技建 新規取引先獲得へ向けたＨＰ作成と信用力強化。

山形県 羽生田織物株式会社 日本国内、海外市場へ向けた、米沢織での非衣料分野への展開

山形県 コーヒー豆とうつわ　豆いち 熟年・高齢者層の獲得のための新商品サービスの展開と販売促進

山形県 コンフォルタ（ＫＯＭＦＯＲＴＡ） 「食物アレルギーの方や通信販売での販路拡大、イベント販売の強化」

山形県 Ｃｏｎｓｃｉｏｕｓ（コンシャス） ＰＣメンテナンス・修理・リカバリ等サービス展開による販売促進

山形県 株式会社平山孫兵衛商店 「うまいたれ」専用ランディングページを活用した新規顧客獲得！

山形県 有限会社アド・デザイン 認知症予防講座「いきいきクラス」オリジナルパソコン教室の開設

山形県
Ｍｕｓｉｃ＆Ｇａｌｌｅｒｙ　ＷＡＲＭ　ＳＴＯ
ＮＥ

敷地の蔵を多目的ホールに有効活用しカフェの来客促進を行う

山形県 有限会社肉の大場 来店客を増加させるための「いいね！」による広告宣伝

山形県 有限会社カネコ・クリエーティブ ジュエリーリフォームコーナーの新設による販路開拓

山形県 レクポート株式会社 中小企業特化型クラウドシステムＳｔａｒｍｉｎｅＢｉｚの拡販

山形県 有限会社仲野観光果樹園
高齢者が立ち寄りやすい果樹園を目指し、トイレのバリアフリー化を進める事
業

山形県 株式会社アイ・タックル 糖度１５の最高級トマトジュースを全国に発信し新たな販路を切り開く

福島県 有限会社くだもの畑 周辺地域のジェラートショップにはないアントルメグラッセ開発

福島県 Ｐｈｏｔｏ　Ｓｔｕｄｉｏ　和音 パンフレット型チラシの作成・折込広告や配布による販路拡大

福島県 シュレダーディーアイ コミニュケーションテーブルと試着室により集客を高める事業

福島県 フラワー＆レッスン　野ばら 冠婚葬祭生花の保存加工見本品作製・展示会等による販路開拓

福島県 有限会社福島路ビール フルーツビールの業界雑誌広告出稿とＨＰ作成による新規顧客開拓

福島県 有限会社山田電器 対面販売の強化のためのリフォーム及び販売チラシのよるＰＲ

福島県 有限会社葵 一目でわかる「看板」設置と広告、さらに効率アップの設備投資

福島県 有限会社菅野房吉商店 新規顧客獲得に伴う、桃用ギフトボックス、フルーツ紹介冊子作成

福島県 株式会社笑夢 レトルトカレー開発及び販路拡大事業

福島県 アスモ株式会社 商品認知度と店舗認知度を高めることによる新規顧客拡大事業

福島県 有限会社風の谷 ２０～３０歳代の集客を狙った外壁塗装等のリニューアル工事

福島県 株式会社ＣＡＲＥＶＯ 販売提携企業開拓と一般向け販売促進事業

福島県 Ｒｉｃｏ 店舗改装による顧客セグメントの拡大と売上増加

10 / 12 ページ



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

福島県 ＨＥＡＶＥＮ’Ｓ 店舗改装による新規顧客開拓と看板作製による店舗ＰＲ事業

福島県 有限会社安積精機工業 内製化に伴う経費削減及び出張メンテナンスサービスの充実事業

福島県 ヘアーサロン　サンゴ 新サービス導入による顧客単価アップおよび新規客層獲得事業

福島県 株式会社サンメディカル 高齢者及び福祉施設等へ向けた防災セットの開発と販路開拓

福島県 丸栄ふとん店 当社オリジナル赤ちゃん用スタイの開発・広報宣伝事業

福島県 エコライフ株式会社 セルロースファイバーの普及、ハイ・サームの販路開拓のための展示会出展

福島県 ｊｉｎｙａ　ｋｉｔｃｈｅｎ　ａｔ 顧客獲得の為の宣伝広告と、窓増設による居心地の良い空間作り。

福島県 あんどう酒店 地酒の販路拡大へ冷蔵ストッカーの増設と日本酒セミナーの開催

福島県 株式会社スタジオナップス 「専門写真撮影」の特化および地元企業への販路拡大事業

福島県 フレンチスタイルＬａＳｈｕｎ フランスの高級ワインをグラス販売で扱う、顧客満足度向上事業

福島県 有限会社赤羽商事 字幕入り白虎隊ムービーによる外国人旅行者向け販売促進事業

福島県 有限会社戸田商店 会津塗を活用した新感覚デザインの箸で新市場を開拓する事業

福島県 有限会社エスディクラブ 新商品“会津果樹園直送はちみつ”に対する首都圏マーケティング調査事業

福島県 株式会社ミナタック 融雪機及び雪下ろし装置等「各種克雪装置」の販路開拓事業

福島県 株式会社アグリヒルズ
海外作物の国産栽培と周年栽培による収益・雇用の拡大※守秘性がある事
業のため、公開

福島県 Ｈ＆Ｔ株式会社 「働く女性を応援！」ポータルサイト“ＬＩＰ”による販路開拓事業

福島県 有限会社遠藤正商店 会津ものづくり職人連携技で紡ぐ自然派生活用品の販路拡大事業

福島県 有限会社荒井工芸所 自分だけの「あかべこ」を作る体験教室による観光集客事業

福島県 メガネのアイワ 生活レベルをより高める子供メガネの販促・顧客拡大事業

福島県 有限会社加茂農産 なめこの新しい食べ方提案による販路開拓事業

福島県 有限会社丸由水産 独自製法「さんまささ干」の新パッケージデザインで販路拡大

福島県 合同会社アローアイランド 被災者向け賃貸住宅に太陽光発電と自動販売機設置で生活復興支援

福島県 ミリオン 女性客の集客促進を目的とした販路拡大事業

福島県 子供の部屋保育園 待機児童ゼロへむけて地域で働くお母さんの育児を強力サポート

福島県 有限会社上野台豊商店 地元水揚げの鮮魚による『地場特産物新商品』のＩＴ等販路開拓

福島県 株式会社ドリームディレクション スマートフォンアプリ開発による他社との差別化・販路拡大事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

福島県 有限会社水月 老若男女全ての人が集う「士民享楽」の店づくり事業

福島県 株式会社ワタナベ薬局 最新機器を導入した「定期健康セミナー」による新規顧客獲得事業

福島県 有限会社ビージェイ・クリエイティブ 家庭用・逆浸透膜浄水器の販売強化・販路拡大事業

福島県 有限会社メガネの真和 ＣｏＣｏは楽しいメガネ店　イベントで新規顧客獲得事業

福島県 合同会社生活支援センター・三宝
東北の玄関口の地で「沖縄料理」市場浸透の実現による来店数・客単価の向
上

福島県 合名会社大谷忠吉本店 日本酒は今や世界が舞台！蔵元が自ら飛び出し海外顧客を獲得！

福島県 有限会社王王楼 「カラダの内側からキレイにする」ヘルシー中華で女子会提案事業

福島県 ＣＡＦＥ＆ＤＩＮＩＮＧ　ＧＲＡＣＥ 新しいシーン提案による新規顧客開拓事業

福島県 株式会社原町ペットセンター スピードトリミングによる新たな事業価値の創造を図る

福島県 寺岡瓦工業株式会社 避難住民ニーズに応える屋根工事、及びリフォーム工事の強化

福島県 ダイニングバーターキー 新規顧客を引き付ける店舗改修と日曜、ランチ営業の再開事業

福島県 靴のコバヤシ 靴を通じてお客様へ喜びを。専門店の「靴修理工房」設置事業

福島県 合資会社喜多の華酒造場 喜多方の観光玄関口として「また来たい」と思われる店舗づくり

福島県 有限会社冠木薬店 町の小さな化粧品店のお客様特別感の演出・満足度向上事業

福島県 有限会社俵　屋 自社ホームページ整備による販売機会拡大と経営体質改善事業

福島県 Ｄｉｎｉｎｇさくら テイクアウトサービスの拡大とサークル顧客満足度を高める事業

福島県 株式会社ヨネクラ 改装に伴う折込チラシの投入と看板設置による集客アップ事業

福島県 株式会社ワタスイ 店内外に対して販売力強化のための店舗改装と物流環境整備構築事業

福島県 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ｂｏｎ　ｄｅｃｌｉｃ 冷凍庫増設による作業性の改善と新商品開発

福島県 株式会社プレミアブライダル 「婚活から結婚式のトータルサービス」の販路拡大広告強化事業

福島県 株式会社レジデンス茶園 太陽光発電メンテ・サービス一番店目指して洗浄システムの開発

福島県 株式会社ＧＮＳ 新ブランド商品パッケージデザイン並びに小冊子作成による販路開拓事業

福島県 有限会社丸宗商店 高齢者元気回復支援『おもてなし強化・情報化』事業

福島県 株式会社オムス ホームページ開設による町との絆づくりから、観光案内・顧客集客へ
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

新潟県 ヘアーサロン　髪ようび 機械装置導入による発毛・育毛コースの新設と業務効率の向上

新潟県 ミチココカフェ 製造部門の強化と主力商品のブランディング化による販路拡大事業

新潟県 株式会社Ｚ．Ｏ．Ｌ 商品化に向けたパッケージデザインの制作と新規販路開拓

新潟県 平田酒店 酒屋×漁師×地元愛！独自の三本の矢による売上拡大事業

新潟県 株式会社マキトー・コンフォート 防災簡易ヘルメット「Ａ４シェルター・タフ」の全国への販売促進

新潟県 株式会社ＢＬＯＷ（ブロウ） 海外提携企業への金型支給による新商品開発及び販路拡大

新潟県 カットサロン　サンアイ ヘッドスパ・フェイシャルヘッドスパの導入・販路開拓

新潟県 株式会社　青柳車体工業 個人客をメインターゲットにしたＰＲ強化策による販路開拓事業

新潟県 Ａ’ｖｉ（アヴィ） 「美しさ＝健康美」をコンセプトにしたエイジングケアの販路拡大

新潟県 からあげ聖林新潟店 「国産こだわりからあげ」の移動販売サービス立ち上げ

新潟県 株式会社家寶 【ネットショップの構築および新商品の海外販路開拓事業】

新潟県 インテリアショップトレド 収納家具ＵＳＭの商品を広告宣伝

新潟県 株式会社新潟活版所 ２４時間３６５日受付対応のインターネット受注システムの構築

新潟県 ブック・オーレ 専用器材導入による本格「手製本」事業のスタートと広報強化

新潟県 ワンワード 結婚式の映像、音響、音楽業務のワンストップサービス立ち上げ

新潟県 株式会社クラビス 新キャラクター制作による販路拡大、および版権ビジネスの確立

新潟県 はんこ新潟中央店 印材ＷＰＣ、新潟の伝統工芸の漆を使った高級印鑑の卸売販売

新潟県 サンエスエンジニアリング株式会社 地域の切実な悩みを解消した車のメンテナンス商品を全国へＰＲ

新潟県 小さな美術館季（とき） 小さな美術館季（とき）開設１５周年記念を期に新規来場者促進

新潟県 株式会社にこっと 新商品にいがた海鮮バラ丼【白朱喝采】の販売チャネル構築と拡販

新潟県 仏乃蔵 新しいスタイルの仏壇専門店、新規オープンの広報

新潟県 株式会社ＢＲＡＬＡＢＯ 意匠権を持つオリジナルブラジャーの販路、売上拡大

新潟県 トマト行政書士事務所 相続手続き・遺言作成業務の地域に根ざした新規顧客獲得事業

新潟県 橋元養蜂 ブランドイメージ一新の為の新商品開発及びパッケージ制作

新潟県 株式会社わいけい住宅 不動産ＷＥＢサイトとの相乗効果で戸建て住宅販売を活性化

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

新潟県 株式会社ワーク・ワンダース 自社ＰＲと新規事業に伴うホームページ開設

新潟県 株式会社ＣＬＢ 講座及びセミナー開催による知名度向上及び販路拡大事業

新潟県 有限会社保利薬品 ”以外とわからないあなたの健康度チェック会”の宣伝・告知

新潟県 株式会社Ｙｕｉ建築事務所 ＨＰリニューアルで顧客満足度を口コミ効果に活用

新潟県 Ｍｏｒｅｆｕｎ合同会社 既存商品・新商品の販促物作成と販路拡大

新潟県 有限会社医学町ビル 中心市街地活性化のためのビル環境整備

新潟県 フランス菓子レ・ドゥー 簡易喫茶の提供に伴うホームページのリニューアル

新潟県 有限会社アークプランニング 「５５歳からのすまいの相談窓口」開設による集客力強化事業

新潟県 合資会社立原商店 ホームページリニューアルによるギフトサービスの販路開拓

新潟県 エルミタージュ 厨房設備の増設工事・ネット販売のためのシステム構築

新潟県 株式会社ぱるえむ ショールームでのカルチャー教室と憩い空間の開放新規事業の周知

新潟県 丸七食品有限会社 加工食品の販路拡大を図るためのホームページとパンフレットの作成

新潟県 株式会社蓬仙楼 ホームページ更新とＤＭ発送による情報発信力強化事業

新潟県 株式会社野上米穀 量目１ｋｇ以下の小袋商品の魅力を提案し、新たな販路の開拓

新潟県 ゴッサムダイナー カフェメニューの充実に向けたエスプレッソマシーンの導入

新潟県 有限会社島田商店 オリジナルデザインの小袋販売と高齢者への安心配達サービス

新潟県 株式会社ＦＵＣＯ 地域初のプログラミング教室運営のためのＰＲ活動

新潟県 株式会社コバヤシ住クリエイト スピード勝負！一番知りたい建築工事の見積金額をその場で作成

新潟県 ベル・エトワール 肌質改善からカラー診断・メイク・物販等によるトータルサポート

新潟県 合同会社花越後 集客アップを実現するテラス席増設と植栽工事による中庭改修事業

新潟県 斎藤建築 モデル商品の開発及びホームページ開設による魅力発信事業

新潟県 有限会社ナジラーテ ランチ営業の顧客増加を図るための製麺機等の購入と広報活動の展開

新潟県 ＤＯＴｅ車検 新メニュー作業スペース兼イベントスペースでの販売促進

新潟県 有限会社マルマサ ブライダル関連施設へのプランの提案・営業活動推進事業

新潟県 日本ハイドロパウテック株式会社 荷造用　袋口縫いミシン機および内装ポリヒートシール機の導入
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

新潟県 株式会社よしや手芸 「モノ」の物語を伝える広告で自店のファンを増やす販売促進事業

新潟県 ｎｉｃｏ． 「シャンプー設備付きオーガニックヘッドスパ専用個室の設置」

新潟県 有限会社野島刺繍 熱圧着機導入による刺繍デザイン開発と展示会出展による販路拡大

新潟県 炭焼き・からあげ専門店　とりい 『元祖新潟タレからあげ丼』のブランディング及び広報活動

新潟県 株式会社エコール国際ネットワーク 地場産業の海外販路開拓支援事業（ビジネスサポート業務拡充）

新潟県 株式会社須佐製作所 ハンマー類をクラフト・ホビー向けに開発し新市場開拓事業

新潟県 株式会社アイサポート 農家、割烹と商品開発を行い、全国においしいものを販売。

新潟県 株式会社中屋 超精密用『組子用胴付鋸』等の自社ブランド品の販路拡大

新潟県 居酒屋　地朗介 デザイン・イノベーションによる広報活動及びランチ事業の展開

新潟県 株式会社タダフサ 直販拡大および外国人顧客獲得に向けた情報提供の環境整備

新潟県 アトリエ　ニコ 販路拡大の為のギフト商品開発と認知集客の為の広告活動

新潟県 株式会社イシモク 加茂市が誇る「桐」を利用した数々の受賞作品の販路開拓及び広報

新潟県 株式会社ｍｕｋｕ． 販路拡大の為の展示会参加と販売促進事業

新潟県 美容室マニッシュ お客様の素敵を引き出すお手伝い事業

新潟県 コデラカプロン株式会社 新商品開発及び販路拡大のためのホームページ製作事業

新潟県 株式会社モーターパル 大型貨物・特殊車両に対応する為の環境の整備と顧客獲得の強化

新潟県 藍庭 海外にも対応した英語のホームページ作成事業

新潟県 Ｊａｍ　Ｓｅｓｓｉｏｎ　Ｐｅｏｐｌｅ株式会社 高齢者向け、郷土料理の開発及び広報・販路拡大事業

新潟県 有限会社小林研磨工業 プラスチック樹脂研磨技術のＰＲによる新規顧客の獲得

新潟県 カフェダイニング　ウッド オープンテラスでの非日常空間演出と地域情報誌での販促

新潟県 有限会社エムズグラフィック 自社製品ブランド［ＨＡＬＵ］の立ち上げによる販路拡大事業

新潟県 株式会社ラッティークイーン 新店舗の認知度向上のための広告宣伝の強化事業

新潟県 有限会社コスモ・スミス 理・美容鋏のレンタルサービス開始とその周知による販路開拓

新潟県 株式会社三糧 顧客がデザインを決められるお米の３合パックの品質向上と周知

新潟県 有限会社松本塗装工業 吹付塗装・商談の効率化による満足度向上と広報による販路拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

新潟県 有限会社やまの辺 駐車場照明・シールプリンタ導入・ＨＰ作成による集客力の向上

新潟県 ふのり蕎麦　串揚げ　えびす 店舗改修と地域商品取込・持帰り商品開発の広報による販路開拓

新潟県 株式会社ホテル丸井 宿泊顧客の満足度向上のためのＷＥＢリニューアルと法人向けＰＲ

新潟県 ボディメイクスタジオｒｅｎｏｖａｔｅ ファスティング（断食）プログラムの周知ＰＲ事業

新潟県
シバタオートステージＳＡＳ車屋や
まぐち

出張カーメンテナンスサービスと派生する自社作業場整備の取込み

新潟県 Ｎｅｗ　Ｄｅａｌ 新店舗の看板と新商品の取扱いによる広告とＨＰリニューアル

新潟県 たかお美容室 ヘアケアで新規客獲得とデジタルパーマでメニュー強化

新潟県 澁谷建築相談所 ＤＩＹ工房新設を通じた販路開拓

新潟県 登喜和 店舗外観のデザイン性向上と新高額コースの広報による販路拡大

新潟県 株式会社ＲＥＬＡＴＩＯＮ 洒落た店舗の高級山葵豚カツランチでセレブ層への周知と販路開拓

新潟県 サンカントピュール ジェラート販売による売上強化事業

新潟県 株式会社新潟ピアノ工房 リトミックを使ったグループレッスンの強化、拡充

新潟県 Ｉｎｃｅｐｔｉｏｎ バッグの取扱い拡大に伴う、雑誌・チラシ・壁面看板設置

新潟県 小林研業 生産体制強化による売上増強に向けた設備導入

新潟県 株式会社青又商店 コンピュータ診断機導入による差別化、固定客化計画

新潟県 お菓子の飴屋本舗
『　長期品質保持パッケージ機械の導入とその効果による商品の開発と販路
開拓　』

新潟県 株式会社アトク 業務管理システム「商ｂｙくん」の販促活動と展示会出展

新潟県 ドッグカフェ＆ラン月うさぎ 夕方からの新しい顧客獲得と扱いにくい犬のトリミングに対応

新潟県 株式会社地酒の店たむら ＬＥＤ看板設置で、観光客の誘客強化と更なる地方発送の販路開拓

新潟県 心の宿　やすらぎ 風呂の改装による顧客満足度向上とリピート客増加

新潟県 有限会社柳工務所 モデルルーム見学会やリフォーム公開イベント開催による顧客開拓

新潟県 有限会社繁蔵 幅広い顧客を取り込むためのトイレ改装による客数増加

新潟県 有限会社大野家 任せて安心手間いらず！老舗割烹が提案する割烹宅配サービス事業

新潟県 サチ・クリエート 夏冬冷暖房クリーニングパックと高齢者向けお困りごとサービス

新潟県 株式会社高志塾 小学生の習い事として速読を提案し、将来の見込み顧客を獲得
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

新潟県 有限会社イチムラ 妙高希少在来種蕎麦「こそば」の全国ブランド化と荒廃農地活用

新潟県
株式会社オンダ建築デザイン事務
所

雪国でも有効なオンダ式ゼロエネ住宅（ココシア）の受注拡大

新潟県 株式会社りらく庵 配食エリアを限定し高齢者一人一人に対応した思いやり弁当の拡販

新潟県 丸大有本商店 加茂市の花、雪椿をデザインした新パッケージで味噌を土産物に。

新潟県 墨遊はちまき屋 中高年の学びなおし「書家が教えるプレミアム書道教室」の広報活動

新潟県 萩野建築設計
設計士と共に創る「年間２棟限定＋分離発注」を活用した「こだわりの設計住
宅」販路開

新潟県 株式会社渡英商店 健康志向の方をメインターゲットとした玄米餅販路拡大計画

新潟県 高橋芳郎タンス店 「おばあちゃんの箪笥をもう一度家族とともに」

新潟県 株式会社横正機業場 新規開発した白生地のテキスタイルビジネス商談会への出展

新潟県 株式会社サンファーム泉 アロニア・梅さしすを使ったピクルスの開発と販路開拓

新潟県 神田長平 「あまた」のパッケージ・パンフレット作成による商品価値の向上

新潟県 有限会社新し屋酒店 目指せ！地域の逸品　当店オリジナル日本酒『亀田三昧』の販路開拓事業

新潟県 株式会社片山商店 夏にこそ飲む糀あまざけの新しい飲み方ＰＲ・販路開拓事業

富山県 Ｍｏｎｓｉｅｕｒ　Ｊ（ムッシュー　ジー） 外販部門強化に伴うパッケージ製作と顧客獲得の為の案内看板製作

富山県 株式会社トクエー スマートデバイスにおけるセキュリティ性に優れた衣類の開発

富山県 株式会社クリエイトアイ おまけ文化発祥の地富山からおまけ文化を新発信

富山県 ｕｓｕｉｗｏｒｋｓ株式会社 家具の自社ブランド「ｃｈｉｉ」の販路開拓

富山県
元祖焼肉どんたく韓国風居酒屋コ
リアンマチャ

近隣事業所へのランチ弁当の配達と街頭宣伝の同時実現

富山県 株式会社ブルードリーム 富山ライトレールとの連携による地域活性化プロジェクト

富山県 フラワーショップ　イランイラン ブライダルフラワーに特化した教室・セミナーの実施

富山県 広徳館 保護者及び生徒双方からの訴求による広徳館の認知度アップ事業

富山県 デザインオフィスゴールズ 小規模事業者のネット通販参入を支援するための事業

富山県 有限会社薬師製薬 スマホ専用サイトを活用した漢方薬・とやまの薬の販路開拓

富山県 株式会社鳥居セメント工業 新型プラットホーム先端タイル開発による駅舎安全性向上への貢献事業

富山県 株式会社大住コーポレーション 富山の冬の新名物に！スノースクート普及と販売促進事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

富山県 有限会社富山リテイルシステム
オリジナルプリント商品（オーダーメイド）販売の為の店舗改装並びにＰＲの実
施

富山県 有限会社有限会社小野沢家具店 「桐の特性を生かした北欧風モダン雑貨の商品開発と販路開拓」

富山県 有限会社セルダム 自社開発素材「フェザーコットン（Ｒ）」でオリジナルブランドを開発

富山県 Ａ．Ｉ．ＰＣ株式会社 タブレット式ＰＯＳレジシステムによる業務効率改善のための導入支援

富山県 株式会社ディーバス ６０代男性も思わず参加したくなる！出張介護予防教室拡大事業

富山県 えっちゅう風土 富山県産無添加野菜ジャムのパッケージを作り、販路拡大。

富山県 タケ　ヘアーサロン 県内初の薄毛予防サービスによる理容業次世代モデルの確立

富山県 有限会社西部トラベル 富山に観光客を呼び込む、体験型「Ｖｉｓｉｔ　ＴＯＹＡＭＡ」ツアーの造成・販売

富山県 有限会社アーム興産 ＩＴを活用した業務効率化で斡旋件数と管理件数アップを目指す

富山県 有限会社駅前ラーメンひげ 駅前屋台でのノウハウを生かした移動店舗による地域巡回訪問事業

富山県 株式会社向出電設 見える化で節電管理！太陽光発電システムによる販路拡大事業

富山県 有限会社中央ケアーサポート 介護福祉・家事代行の魅力あるサービスの提供とその訴求活動

富山県 有限会社アール・エ北陸 省エネ診断の認知度を高め、新規顧客開拓を図る為の広告・宣伝事業

富山県 アイワ住装 デモ機による実用新案登録された太陽光発電照明看板の拡販

富山県 Ｃｒｅｐｅ＆Ｔａｐｉｏｃａ　うーたんはうす 外国人観光客を呼込むための多国語表記看板及びメニュー表の作成

富山県 有限会社フタワパッケージ 地域中小・小規模食品製造業をターゲットとしたブランディング支援事業

富山県 キュアコード株式会社 医療画像ファイリングシステムのタブレット版開発と販売強化

富山県 株式会社宮津商店
伝統的工芸品「高岡銅器」の優れた鋳造金工技術を活用した「高岡鉄瓶」のブ
ランド化と海外展開事業

富山県 株式会社ヨシエスポーツ バスケットボールの魅力発信（店舗イメージ刷新）および販路開拓

富山県 水持産業株式会社 着物レンタルにおける新サービス「事前の下見」による販路拡大

富山県 株式会社ディーセント・ワーク ＨＰ作成で、お仕事探しの「総合クリニック」受付スタート

富山県 天野漆器株式会社 「螺鈿ガラス」シリーズの付加価値商品の開発及び販路拡大

富山県 富山映像大仏兄弟 地域初！次世代４Ｋビデオカメラ活用による映像編集サービス開始

富山県 Ｃｒｙｓｔａｌ　Ｓｃｏｐｅ 『国内初の宝飾用天然石を使用した万華鏡ブランドの確立と販路拡大』

富山県 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ｃｉｅｌ 『グレイカラー（白髪染め）市場を狙ったサービスの広告宣伝強化』
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

富山県 株式会社麻田 ネットとリアルを融合した活版印刷体験型オリジナル商品の販売

富山県 島田薬局 『計器購入による顧客満足度向上及び腸内改善専門店ＰＲでの販売促進』

富山県 ＨＡＩＲ＆ＥＳＴＥ　ＦＩＧＡＲＯ 女性の理容業の認知度向上とレディースシェービング強化事業

富山県 中国料理の店　ビックチャイナ
管理栄養士と共同で行う「体にやさしい中華料理」のメニュー開発・販売促進事
業

富山県 株式会社アドバンテージ
富山県独特の魅惑の食材を全国に提供する、ホームページ作成によるネット
ショップの展

富山県 ＡＣＣＥＰＴ オリジナルデザインによるインテリア・家具の製作・販路開拓

富山県 太陽堂 アルミ製ミニ骨壺の販路開拓事業

富山県 レストラン登汐 家族連れや高齢者のお客様にも優しい地域に根ざした店舗開発

富山県 高原自動車株式会社 高級輸入車（スポーツカー）メンテナンスによる新たな顧客獲得事業

富山県 株式会社地域交流センター企画 夜カフェとテイクアウトの拡充プロデュース事業

富山県 株式会社赤井建設 健康状態や住宅のしつらえに応じた介護リフォーム事業の展開

富山県 株式会社小菊製作所 販路拡大のためのウェブサイトの構築と販促ツールの作成

富山県 木谷サイクル スポーツサイクル需要を取り込むための環境整備

富山県
Ｂｏｄｙ　Ｓｈｏｐ　ＳＵＮＡＧ（ボディ
ショップスナッグ）

自動車塗料撹拌機の導入等による収益力拡大及び顧客満足度の向上

富山県 富川株式会社 中赤外線活用育苗シートの全国拡販出前セミナー

富山県 有限会社仁右衛門家 本ずわい蟹を生かしたままストックする水槽購入

富山県 辻佛檀 真空ロクロ、回転風呂導入による生産性・及び品質向上

富山県 有限会社ノーブル
洋服のサイズ直し店と靴・鞄修理店の新規出店による業務多角化の為の諸事
業

富山県 Ｒｅ－ファクトリー株式会社 リサイクルショップから発信する着物文化

富山県 株式会社川村水産 モンドセレクション金賞受賞の「ほたるいか沖漬」の販路開拓・販売拡充

富山県 株式会社坪川昆布 自社ブランド商品の充実とこれを利用した他商圏への販促活動

富山県 生地蒲鉾有限会社 スマートフォン対応ホームページの作成による販売強化

富山県 皇国晴酒造株式会社 付加価値ある日本酒によるアジア新興国及び国内での新規顧客開拓

富山県 株式会社紙屋ガラス建硝 「５分間　孫の手　新サービス」の開発・地域顧客への周知活動

石川県 本谷事業株式会社 旅行客向けのランチプランおよび持ち帰り弁当の開発と販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

石川県
エステティックリラクゼーションｆｏｒ
悠

新メニュー導入と、個人レッスン開催による販路拡大とＰＲ

石川県 友禅空間工房　久恒 加賀友禅新商品の国内外販路拡大

石川県 成建設有限会社 プロジェクションマッピングによる広告宣伝事業

石川県 金澤どぜう　きふじん 金沢伝統の食文化「どじょうの蒲焼き」を中心とした販路開拓事業

石川県 株式会社双葉 高齢者のためのハイブリッド型バリアフリーリフォーム工事の開発

石川県 株式会社柚餅子総本家中浦屋 海外展開を加速させる英語版ウェブサイトの整備事業

石川県 共和商事株式会社 日本初！包装資材のデザインによるブランディング事業展開

石川県 株式会社髙木糀商店 新商品「酒饅頭」のパッケージ開発及び商品ラインナップＰＲ事業

石川県 エニーホーム株式会社 建築パース体験で集客！新築工事商談のための改修工事と販売促進

石川県 魚津意匠染房 独自開発技術による実用染色工芸商品の自社制作展開事業

石川県 アロマ香房焚屋 名刺専用・財布専用の香り袋「ぽち香」の改良新製品開発

石川県 株式会社ウイングゆき山 健康肌着・介護肌着の新規取扱いと中学校制服の取扱い強化

石川県 誉や 店内外の装備充実による知名度向上・快適空間の構築

石川県 株式会社ニジイロクリエイト 石川県産にんにくを原材料とした黒にんにくの販売拡大と訴求

石川県 株式会社太陽 潜在的補聴器ユーザー向け「補聴器お試し・訪問サービス」の周知

石川県 コーヒーマート 卸売・宅配専門店から選ばれる自家焙煎珈琲豆専門店への転換。

石川県 合同会社金沢市民発電所 太陽光発電所の点検保守と遠隔監視の収益事業化

石川県 上林金沢茶舗 店舗空間および新商品「能登の紅茶」の魅力向上でお茶文化の拡大

石川県 株式会社ヴェルテブラ昴 華麗に加齢を超えませんか！シニア向けプログラムの開発と販促

石川県 株式会社ＭＯＹＵ 金沢発・革新保湿成分（産学連携）配合シャンプーの魅力発信事業

石川県 株式会社クリエイターズ 「医療専門職とその職場を繋ぐポータルサイトの開発及び運営」

石川県 有限会社ワンダーキッチン 金沢祭り寿しの伝承と地域ブランド確立のための広報戦略

石川県 有限会社エスエスディー 石川初！３障害（知的・精神・身体）向け就労移行支援、継続支援

石川県 加賀友禅工房　文庵 加賀友禅工房が製作する新商品、脱着スマホシールの販売促進

石川県 ビジコン株式会社 ウェブサイト活用による認知度向上・販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

石川県 双電産業株式会社 １品から特注可！ワイヤーハーネス加工販売の全国展開

石川県 九谷光崖窯 明治期の輸出九谷のリブランド化と海外展開事業

石川県 東酒造株式会社 使いやすいユニバーサルデザインに配慮した駐車場整備事業

石川県 島内たたみ店合同会社 【へりなしたたみ】【置きたたみ】で空間ブランド向上事業

石川県 Ｉｖｏｒｙ 別注商品を全国に！オリジナル商品の開発販売

石川県 合資会社大杉屋布団店 睡眠アドバイザーによる羽毛布団リフォーム、クリーニングの拡大

石川県 有限会社有明 小松うどんによる南加賀観光客の獲得事業

石川県 味処　あさぶ 女性客、子連れ主婦層が快適に寛げる店舗作り。

石川県 鴻渡園 新商品開発とブランディングによる「ほうじ茶王国石川」の発信

石川県 酒つるしま 信頼できる酒販店で間違いのない品を贈る贈答品サービス販促事業

石川県 有限会社トラベルセンター能登 世界農業遺産七尾湾里山里海クルージングによる集客策

石川県 有限会社のとじま水産 「氷皿」の生産・在庫・配送体制を確立し、販路開拓に取り組む事業

石川県 有限会社夢華 わらび餅の販売を高価値な見せ方・売り方にする事業

石川県 小山屋醤油店 蔵造りの建物を活かした体験・見学の出来る魅力ある店舗作り

石川県 株式会社能登ミルク 『能登ミルク』の魅力発信によるブランド化と販売力強化

石川県 歩らり
アンティーク雑貨販売に向けた店舗改装による魅力向上と情報発信力強化事
業

石川県 有限会社春直呉服店 高級呉服店から親しみやすい温かな和空間店舗への改装

石川県 株式会社大蔵 電装整備を内製化し、短納期・低コストで顧客を開拓する事業

石川県 おとどけショップ瀬戸 安心安全なものを必要な時に誰よりもきめ細かくお届けする移動販売事業

石川県 ムーミンなかがわ 睡眠に関する町のドクターの存在を能登地区の高齢者に浸透させる事業

石川県 ＩＣＯＵ ギャラリー・物販・テイクアウトスペースの移転

石川県 株式会社新城 「結納」の新商品開発と新デザインで販路開拓

石川県 のとつぐウェディング株式会社
全国に募集をかけ能登スタイルの結婚式を挙げてもらう～ＪＲ花嫁のれん号
開通記念イベント開催時に～

石川県 居酒屋あやの 地物朝とれ魚と自家製とり野菜で「ちょっと一杯」を楽しめるお店づくり

石川県 株式会社番伊 こだわりの「能登懐石」「能登ふぐコース」販路開拓事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

石川県 株式会社石川スポーツキャンプ スポーツ合宿の多種目化と一般旅行者への新商品展開事業

石川県 シティハウス産業株式会社 ブログ媒体を利用した販路拡大の為のウエブサイト再構築事業

石川県 ちゃか寿司 高齢化社会・顧客需要に対応する「ゆっくりくつろげる、やさしい店づくり」

石川県 平田神仏具店 能登の神・祭事に特化した商品を製造販売し、来やすい店舗を作る

石川県
海漁山猟　八膳（能登ひば創作料
理）

石川県木と地元食材を使った「能登名物料理、能登ひば〆」の販売促進事業

石川県 トータルライフ　エトランゼ 施術新メニューの開発による、新規顧客獲得と顧客満足度のアップ

石川県 川﨑漆器店 現代様式に沿った漆器の製造事業

石川県 蒔絵坂口 蒔絵見学体験及び蒔絵作品展示の為の仕事場の拡張と改装

石川県 谷川醸造株式会社 谷川醸造・朝市プロジェクト

石川県 酒ブティックおくだ 酒専門店化による粗利率の改善と能登発酵食品による集客ＵＰ

石川県 株式会社月桂樹 古民家で認知症改善！介護施設のホームページによる販路拡大

石川県 Ｓｍｉｚｅスマイズ 訪問美容と送迎サービスを通して健康と「キレイ」をサポート

石川県 村井建築株式会社
「村家芯壁構造住宅（ムライエシンカベコウゾウジュウタク）」の普及活動とデザ
イン力

石川県 ＮＥＣＣＯＷＯＲＫ　ＤＥＳＩＧＮ 海外販路開拓事業

石川県 どんぐり 移動販売による売上拡大及び新規顧客開拓事業

石川県 株式会社ティムスプランニング 入り口商材によるデザイン・印刷部門の新規顧客獲得事業

石川県 民宿・食堂　むろや 足の悪い高齢者にもやさしい法事スタイルの提案による顧客獲得事業

石川県 川口塗装 社寺・文化財等の修復工事における清掃作業の受注獲得

石川県 長橋食堂 新名物「千年塩レモンラーメン」を核にした店舗認知＆客単価向上事業

石川県 宮子花園 寄せ植え等、各種体験教室の充実と情報発信力強化による販路開拓

石川県 ファッションスペース　ベル 店舗統合のためのリニューアルを通じた販売促進・新規顧客開拓

石川県 有限会社中嶋茶舗 棒茶文化の認知度拡大を目的とするホームページ制作・商品開発

石川県 ｂａｋｅｒｙ　ｗａｔａｙａ お客様との対話を商品開発に活かすためのイートイン・コーナー設置

石川県 七浦建設 大工職人のこだわりを見て触って実感できるツールの開発

石川県 ｎｏｔｔｏ 新サービス提供のためにオリジナル商品を開発し販路を開拓したい
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

石川県 株式会社エイトリンク 郷土料理と地酒のお店としてのＰＲと座席数増加策による集客力強化を図る

石川県 真洋創商株式会社 飲食店向け通信販売事業における新規取引先開拓

石川県 産業印刷株式会社 惣菜弁当箱・紙製おせち重箱の顧客開拓をするための販売促進事業

長野県 エコシンフォニー株式会社 差圧式次亜塩素酸水生成装置販売と除菌剤ビエリモの新用途販売

長野県 心の花美術館 「若手・障がいのある作家等のＡＲＴを生活の一部に」の提案事業

長野県 琴笙庵 新メニュー「信州上田　幸村（しあわせむら）のこねつけ」開発とＰＲ事業

長野県 有限会社イージーコンプ スマホ、タブレット利用者向け新たな町医者的サポート事業の展開

長野県 株式会社塩田家具センター ナチュラルモダンテイスト・アートな仏壇で売上増大事業

長野県 有限会社原製作所
原製作所独自技術の高精度３Ｄスキャンサービスの知名度ＵＰと新規顧客開
拓

長野県 美容室いちばん星Ｌｏｏｐ’ｓ 傷んだ髪を修復するオリジナルシャンプー・トリートメントの開発

長野県 パドルワークス株式会社 女性客増加を目標としたやきとり屋の無煙化事業

長野県 有限会社たんぽぽ 中山間地及び市街地等における高齢者のための移動販売事業

長野県 有限会社橋本生花店 ブライダル顧客獲得のためのカタログ作成および装飾備品購入

長野県 松澤印刷株式会社 幼稚園等のクラス単位を対象とした卒業アルバムの販路開拓

長野県 株式会社ＨＡＬＵ シニア向けタブレット／スマートフォン講座の広告強化

長野県 ヘアメイクフレア 精神障がい者の自立支援を目指した美容室の販路開拓

長野県 株式会社山翠舎 古民家再生・移築再生事業の推進

長野県 有限会社定鑑堂 高齢者に易しい会食用テーブル・椅子設置事業

長野県 有限会社羽賀建設 光波測量機の導入による、自社ブランドの向上

長野県 ハウオリ 「ネット通販のスマートフォン対応構築による売り上げ大幅ＵＰ」

長野県 塚田建設株式会社 ペットリフォーム及び小工事リフォームの販路拡大。

長野県 株式会社コスモ商事 思い出に残るたったひとつの贈り物を通じ人生の記念日を演出する

長野県 香山繊維株式会社 高齢者向けくつろぎ環境整備による売上増加事業

長野県 有限会社トータルサプライ 建物管理のトータルプロデュースによる新規分野への販路開拓

長野県 株式会社ＴＫエンタープライズ 「お家でキノコ」事業化のための広告宣伝、及び展示会開催
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

長野県 有限会社プラスニジュウイチ 新ブランドＰＲによる新規顧客獲得事業

長野県 有限会社いわい 顧客満足度向上の為の新商品ブランド化と販売方法の革新

長野県 長野シグマ株式会社 静電気の除電特化型装置の食品業・医療機関等への販路拡大事業

長野県 合資会社冨士之湯 松本藩歴史資料展示とホームページの多言語化による情報発信事業

長野県 有限会社錦の湯 地産地消にこだわった郷土日本料理の販売促進と誘客事業

長野県 有限会社渡辺モータース １日車検実施によるサービス向上と新規顧客獲得事業

長野県 Ｌａ　Ｍａｉｓｏｎ　ｄｅ　Ｊｏ． 新規客獲得と満足度向上を狙った内装改革による販売力強化

長野県 株式会社松本の豊人会 キッチン設置による長期滞在者の確保及びイベント開催の為の事業

長野県 赤羽工業有限会社 長野県産松、立ち枯れ被害材用途開拓・商品開発・販路開拓

長野県 トミーズキッチン テーブル・イスを増やしカウンター席の有効活用で入客数増加

長野県 プロヴァンスの日曜日 事業領域拡大の為の広報宣伝、店内装飾の充実。

長野県 有限会社清水製麺所 自社製品の小売販売強化による売上向上事業

長野県 健友館　五十嵐整体院 エステ部門の強化による集客アップ

長野県 Ｌａ　Ｐｒｉｎｃｅｓｓｅ　（ラ・プランセス） 姫デコ作品生産ライン構築事業

長野県 株式会社メディカル・コロンブス 自社運営Ｗｅｂサイト「信州メディビトネット」の広告、宣伝事業

長野県 有限会社楓 長野県産フルーツを使った食べるカクテルの商品開発と集客増

長野県 ＨＯＴＡ　ＰＡＳＴＲＹ 新商品（地元産フルーツ・カロリーオフ）の販売体制の整備と販促

長野県 ノエル洋菓子店 シュガーデコレーションの販売で新規顧客獲得と売上・利益率の向上

長野県 株式会社アオキコンサルネット 「未来農業機器」と「篤農」を商品化して売上を拡大する。

長野県 株式会社ヒューモニー 「買い物弱者対策」としての移動販売、宅配事業による販路開拓

長野県 有限会社睡眠ハウスもりたけ 地元認知度向上の大形看板新設と高齢客にも対応した売場作り事業

長野県 ＳＴＡＭＰＳＨＯＰ　カワジリ 空き巣や盗難被害を削減する為防犯性の高い錠前の普及促進事業

長野県 株式会社宮坂製糸所 新たな定番商品化を目指した、自社商品用販売促進ツールの作成

長野県 有限会社佐藤製作所 自社ブランド「山モデル」の認知度向上と販売開拓および販売促進

長野県 新増澤工業株式会社 製品紹介資料と新規顧客獲得の為のＨＰ・社屋案内壁面文字の作成
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

長野県 有限会社アイズ 移動販売車を活用した野外活動事業の周知広報活動

長野県 ワンダートップ 塗装剥離装置販売を促進するデモ機の試作開発と販路開拓の取組み

長野県 株式会社マツキ 角寒天の健康機能を活かした施設の新設に伴う告知と販売促進事業

長野県 好茶工房林圭子 中国茶普及のための「茶芸発表会」開催とＤＭ送付による宣伝活動

長野県 やまと青果 ・冷蔵施設付移動販売車新設事業

長野県 飲み食い処　ひなた ・宴会場新設事業

長野県 株式会社藤森カメラ店 『大切な記念日は写真で残そう！』プロモーション作戦

長野県 有限会社登美 ・店内環境の改善事業

長野県 有限会社ケルビム ・日本国内観光インバウンド商品としての販路拡大事業

長野県 ごちそう処きむら ・個室増設事業

長野県 えますけ ・女性が入りやすく、居心地の良い空間づくり事業

長野県 株式会社太平洋
香港・台湾へ長野県産食品を中心に日本製の食品を販売し自社の販売促進を
行う

長野県 株式会社丸安精機製作所 「諏訪圏工業メッセ」展示会出展を活用した販路開拓

長野県 ジャスト株式会社 結婚困難者向けの教育と勇気づけ事業を代理店制度化するＰＲ活動

長野県 ロジカル・ワークス株式会社 パンフレット作製、ＨＰリニューアルによる新規顧客獲得

長野県 ｋｉｉｔｏｓ 集客力を活かした飲食店ニーズ解消の為のカフェ改装事業

長野県 株式会社ミューズ 女性の雇用・独立を支援するエステスクール事業強化の為の店舗改装

長野県 ＣＡＦＥ食堂１０９３　ＴＯＫＵＳＡＮ お客様に大好評の当店オリジナル３種の漢方茶の商品化

長野県 株式会社サンケイ商事 パンフ・ＨＰ制作と常設会場設置によるペレットストーブ販売促進

長野県 居酒屋　ゆき 居心地の良い居酒屋空間の整備事業

長野県 日本空調建設サービス有限会社 フットワークを活かしたフロン検知・保守による売上アップ事業

長野県 諏訪神太鼓諏訪家太鼓店 「太鼓道場」を活用した国内外の人々への和太鼓等の販売促進事業

長野県 やきとり大吉下諏訪店 笑顔が集まる焼鳥屋の満席時お客様お断り解消の為の席数増設事業

長野県 十間堂茶屋 案内誘導看板作成設置とＨＰ作成による来店客の増加と売上アップ

長野県 エム施工株式会社 土木工事の見えない部分を伝えて元請工事を受注するＨＰ作成事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

長野県 コモリ餅店 地域銘菓の事業継承とリニューアルによるギフトの開発と販売促進

長野県 ロッジやまぼうし スチームコンベクション等の導入で新メニューの開発とＰＲ活動

長野県 有限会社櫻屋商店 国道４０６号長野方面からの顧客確保強化事業

長野県 イツボトータルシステム株式会社 子育てママが「入ってみたい」「居心地の良い」店舗への改修事業

長野県 みのやさくら亭 地方発送による新たなファン作り

長野県 有限会社石川 地域初アイシングクッキー製造販売ブランドの構築

長野県 株式会社スタイルプラス 満点の星空を眺める薪の五右衛門風呂で自給自足旅館の魅力倍増！！

長野県 アオイ
個人向けリフォームサービス開始に伴うＰＲ及び海外を視野に入れた販路開拓
事業

長野県 ｉウェア株式会社 海外向け多言語対応及び告知強化とプロモーションによる売上向上

長野県 ｓｏｕｎｄ　ｄｉｎｉｎｇ　ｂａｒ　ＰＯＲＫＹ 厨房の改善及びカウンターの増設によるサービス向上

長野県 株式会社尚美堂 株式会社尚美堂・ナオミ小諸店の店舗内、内装改装工事

長野県 ベストプラ株式会社 プラスチックフィルムや古紙など取扱材料の多様化と販売促進事業

長野県 和処久兵衛 くつろぎ空間の創設と宅配釜飯事業の拡充に係る事業

長野県 有限会社中野食糧 信州そば関連商品のインターネット販売による販路拡大

長野県 有限会社おやど食品
早太郎（はやたろう）と共に全国へ　～ウェブサイトを使った漬け物の販路開拓
～

長野県 コンディトライ・アン・マリーレ 地元素材を使用した洋菓子の地方発送事業

長野県 有限会社磯貝スタジオ 新規顧客・観光客の取り込みを目指すためのスタジオ増設事業

長野県 はらぺこカフェ 自家製ジェラートとコーヒーメニュの開発・販路開拓

長野県 ＭＥＧＡＭＩ　ＭＵＳＩＣ 地元「御柱祭」を活性化させる祭歌ＣＤの開発・販売拡大事業

長野県 有限会社電化ショップ　ノアケ 電気屋さんの御用聞き新サービス展開による大型家電の販売拡大

長野県 美容室　ワンズハート 買い物弱者・高齢者女性向け無料送迎付き美容サービス事業

長野県 株式会社蓼科企画 「空き家・移住希望者マッチング」促進・活性化プロジェクト

長野県 合同会社二輝 脳卒中・パーキンソン患者専用　機能回復プログラム開発による販路拡大

長野県 有限会社矢城 「どうづきそば」を基本とした新商品開発販売事業

長野県 蓼科の風株式会社 蓼科に宿泊客を呼び込むための体験型新プラン開発と販売促進
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

長野県 有限会社マルイ産業 地元御柱祭を契機に、高耐久・長寿命「化学畳表」の販売拡大事業

長野県 ＤＲＥＡＭ　ＷＯＲＫＳ 高齢化社会の中、美容業界のお客様ニーズにあったメニュー開発

長野県 有限会社イワシタ設備 高齢者向けコミュニティースペースで住環境トラブル解決ＰＲ事業

長野県 ＲＡＮＧＥＬＡＮＤ 『働く女性を応援する』地域コミュニティー型ヘアサロン事業計画

長野県 ＳＯＣＣＡ（ソッカ） 食からのアンチエイジングと美を高め健康推進事業

長野県 株式会社丸ト大塚商店 北陸新幹線開通記念「信州佐久１２蔵／飲みくらべの旅」ＰＲ計画

長野県 株式会社森角建材店 移住を勧めて良さ再発見！エコ楽便利な佐久の田舎暮らし応援し隊

長野県 佐藤製作所 医療機器部品メーカーからの新規受注による成長分野参入計画

長野県 株式会社工藤青果 佐久特産ミニトマトと信州特産野沢菜を活用したピクルスの商品開発

長野県 有限会社岸田仏壇店 飯山仏壇の技術を使った「スマホケースや雑貨」による販売促進事業

長野県 斉藤建築 集客や知名度向上を狙ったＤＭカタログによる集客力強化事業

長野県 ミュージックショップ　イースト 新規事業のＰＲと集客を狙った看板の設置による集客力強化事業

長野県 有限会社よし清 インバウンド（観光客）向けパンフレッ作成による売上アップ事業

長野県 有限会社富士贈商 オリジナル香典返し（贈答品）ブランド開発による販路拡大事業

長野県 有限会社ビーナス エステサービス事業導入をきっかけとした販売促進

長野県 ファイブシーズンズ有限会社 目立つ外観で新規顧客を獲得＆居心地良くして客単価ＵＰ！！

長野県 信州・夢乃里工房 信州千曲産のアンズ平和由来酵母の商品化とパン製造と販路開拓

長野県 有限会社牡丹荘 快適空間を提供し究極サービスを追求する本格派中華食堂の挑戦！

長野県
株式会社東京損害生命保険サー
ビスオフィス

保険業界の流通革命！代理店の自社ブランド化で、新規顧客数拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

茨城県 コーヒー・ア・ゴー！ゴー！ 全商品の試飲販売ができる環境を整え、口コミによる新規顧客獲得

茨城県 株式会社万究 関東圏の観光ドライブマップ（自社媒体）販路拡大

茨城県 ＢＡＲ　ＢＥＲ　ＵＥＤＡ　＆Ｌａｎｉ 理容室で常識にとらわれない「総合エイジングケア」の実施

茨城県 ｂｏｄｙ　ｃａｒｅ　ｒｏｏｍ　Ｋ 治療をより効果的にするための「体改修スタジオ」併設

茨城県 株式会社シーズンハウス 住宅リフォーム商品の魅力発信による来店者数増加、販売促進事業

茨城県 株式会社ＭＵＲＡＴＡ 専門技術を活かした職人の技術の見える化によるリフォーム受注

茨城県 コンパス・ロイヤーズ会計事務所 相続相談を全面に打ち出したＨＰの新規作成による販路拡大

茨城県 有限会社ぬりや 庭とシンボルツリーによる、店舗の魅力向上事業

茨城県 ｍａｍａｈａｎａ　四倉陽子 子育てママのための民間コミュニティ施設の開設と子育て講座事業

茨城県
有限会社ピーハピィ・エンタープラ
イズ

低価格ウェディングと集客イベント実施に向けた自店舗改装と広報

茨城県 株式会社浜喜 新商品「水出し用天然だし」の開発及び販売する事業

東京都 株式会社ベルミー 脚が不自由な犬を補助「エンジェルハーネス」の開発、販売強化

茨城県 有限会社海野ドライクリーニング店 「衣類のクリニック」の開設事業

茨城県 有限会社オオヌマ
これまでにない「（仮称）フィッティング修理調整サービス」の創出、およびその
広報宣伝

茨城県 株式会社奥広 ホームページにカラーシュミレーターを導入し新規顧客獲得を図る

茨城県 株式会社平喜園 お茶の専門店が行う「茶の間」を備えたお茶店への変革

茨城県 新生電気合同会社 障害者自立支援法に基づく自立訓練・障害児発達支援事業への展開

茨城県 有限会社浦南モータース 新規顧客獲得キャンペーン

茨城県 レストランコルシカ 「ワインと洋食の店、コルシカ」ブランド構築の為の設備導入

茨城県 株式会社小松園 うなぎの宅配事業とゆるキャラの活用による新規顧客の開拓

茨城県 シューズサロンタグチ 最先端の足の測定器を活用した新規顧客の開拓に向けた取り組み

茨城県 青木酒造株式会社 日本酒の伝統を守る若者への需要喚起事業と工場直販認知拡大事業

茨城県 株式会社大島清吉商店 テイクアウトティ「日本茶エスプレッソ」で新規顧客獲得

茨城県 有限会社和田家 足腰が悪い高齢者を中心とした新規顧客獲得に向けた取り組み

茨城県 有限会社野村甘露煮店 お客様アンケートによる野村甘露煮店ステップアップ計画

茨城県 株式会社三井セキュリティ 巡回警備×防犯環境整備サービスＰＲ事業

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

茨城県 株式会社アンフィニプロダクト 捕虫器レンタル事業の販路拡大・広報活動事業

茨城県 グランプラン株式会社 レストランの改装および店内照明のＬＥＤ化

茨城県
カーオーディオカスタムショップヨシ
ナリ

車の内装再生・カスタマイズによる販路開拓

茨城県 合同会社　アズオン 空きスペースの有効活用とネットショップによる新規顧客開拓

茨城県 ミランダヘアー 新規設備導入とホームページ活用による集客力向上

茨城県 株式会社大安 攻めのカーライフサポート事業

茨城県 理容　ウノ 平成の大改装～高齢者が散髪しやすい場所づくり～

茨城県 美容室アンジーヘアワークス ヘッドスパメニュー導入に伴うシャンプー関連設備の導入

茨城県 有限会社シェアードサービス ｉＰｈｏｎｅ修理ビジネス参入における販路開拓

茨城県 伊藤宏　一級建築士事務所 家を建てたい側と建てる側への安心マッチング

茨城県 有限会社菜香や
無添加漬物の製造見学が出来る製造直売所リフォームによる新規顧客獲得
事業

茨城県 富田屋 ネットショップのブラッシュアップによる売上拡大

茨城県 いのせそば店 『地産地消・深井戸水と石臼引き蕎麦粉で蕎麦名人』販売

茨城県 株式会社紬の里 結城紬の生地をテキスタイルとして活用した新商品による販路開拓

茨城県 株式会社真盛堂
『御手杵』をモチーフとした新商品開発と既存パッケージの変更による販路拡
大

茨城県 味の食卓縞家 お客様の満足と驚き体験を実現し、リピート率、客単価向上の実現

茨城県 株式会社小倉商店 結城紬の新用途開発事業

茨城県 ケーキミルトス ピザ窯とオープンテラスで親子お菓子作り体験教室

茨城県 あお整骨院 「健康・美容」を軸とした新サービスの顧客開拓

茨城県 株式会社飛夢 ドクロをモチーフにしたデザインの酒の開発と事業化。

茨城県 和あらかると 和装美教室およびタンスの着物出張サービスによる新規顧客開拓

茨城県 有限会社割烹　錦扇 座席ロスの解消とレイアウトの変更が容易なテーブルの導入

茨城県 峰匠デザイン工房 コミュニティを通した「ライフスタイル提案型住宅事業」の販促推進

茨城県 中華大進 当店の売れ筋メニューの物販用商品化とチャネル開発

茨城県 株式会社茨城中央福祉サービス 特殊機器充実による重度障がい者ニーズの開拓

茨城県 印象エキスパート株式会社 女性を活用した「外国人観光客」対応支援事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

栃木県 栃木ビバレッジライン株式会社 独自の自販機ラッピングによる、自販機オペレーター事業

栃木県 株式会社いろは 高齢・若者世帯を対象とした、ミニマル住宅の開発・販売

栃木県 両毛印刷株式会社 ＡＲ（拡張現実）技術を用いた新たな商品の特化販売促進事業

栃木県 セレンディピテイ株式会社 新規事業「個人向け心理カウンセリング」の広告宣伝

栃木県 山田家 歴史にちなんだ新メニュー開発とＷＥＢ活用等による新規顧客開拓

栃木県 有限会社センス 県内初の革新的、高齢者に優しい出張・理美容サービスのための看板設置

千葉県 株式会社ストールマネジメント 宇都宮市キャラクターを用いた店舗商品開発による顧客層拡大

栃木県 株式会社エー・ジー・エム 少量・短納期で販促用品・キャラクターグッズを生産販売

栃木県
アロマティックリラクゼーション－そ
らりす－

バリニーズとハーブボールの融合　オリジナルマッサージの導入

栃木県 とちぎ中国語スクール 子ども向け多言語学習教室の販促活動

栃木県 沼田行政書士法務事務所 交通事故被害者請求（後遺障害等級認定）業務の受注拡大

栃木県 株式会社アイ・レック ビル・マンション最上階の居室・住環境改善と省エネ効果のご提案

栃木県 託児所ニコニコ 夜間限定託児所を移転し内装工事と広告を行い安全性と売上アップ

栃木県 株式会社新三 新規顧客の獲得および新販路開拓のための広告戦略事業

栃木県
株式会社高齢者医療福祉ケア研
究所

喀痰吸引・胃瘻必須者への吸引、経管栄養等のサービス体制の充実

栃木県 ウィズマミー 新しいワークスタイル、事務アウトソーシングの広報

栃木県 有限会社ジュネス 子育て女性とその子供に向けたＳＮＳを駆使したスマホ活用集客

東京都 株式会社ホリス 栃木県産農作物を使用した香りの新商品開発及び販売

栃木県 有限会社増井養魚場 ホームページ並びにダイレクトメールを活用した鮎の販売促進

栃木県 有限会社大森商事 住宅設備機器等の販売、地元農産物の直売支援

栃木県 株式会社クボ ゴルフ宝飾メーカーとしてのブランド確立と直販チャネル開拓

栃木県 株式会社中島園 日本茶専門店が開発したフレーバーティーと抹茶菓子の販路開拓

栃木県 くすりのミズイ 新機器によるストレス度確認サービス展開と店舗のコミュニティ化

栃木県 有限会社レーベンデザイン 創業＆ビジネス支援サービス付「女性専用シェアオフィス」の開設

栃木県 有限会社コパン 創業１０周年に向けて新商品開発事業

栃木県 有限会社イタリアンハウスペペ 新規顧客獲得と売上ＵＰ対策
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

栃木県 ラ・ムー　プロヴァンス 夏秋繁忙期に向けた新メニュー開発（親子脱毛）による売上増大実現

栃木県 有限会社小池経編染工所 足利繊維産地の製品の欧州向けパンフレットの作成

栃木県 モノプラン ３Ｄプリンターを活用した“飛び出すＰＯＰ”による販路拡大

栃木県 宇田川基礎工業株式会社 工期が短く強度も強い「一体打ち」基礎工事の標準化事業

栃木県 株式会社ＣＩＮＱ アルミホイールのオリジナル復元サービス

栃木県 御菓子司よしだ屋 「観光土産品」販売のための認知度向上用看板設置計画

栃木県 島清株式会社 ２０２０年に向けた島清暖簾の外国人観光客向け販売促進事業

栃木県 株式会社黎明農園 栃木県産有機よもぎ１００％を用いた加工品の販路拡大

栃木県 Ｊ＆Ｓ　ベーカリーショップじゃぱん 業務拡大により厨房機器・店舗什器導入及び看板設置

栃木県 有限会社ティーケイ服飾 メイドイン両毛で「鳥のニット屋さん」を目指すブランド確立事業

栃木県
相田みつをゆかりの店　めん割烹
なか川

足利市老舗そば屋を通じ観光客や相田みつをファンに満足提供する

栃木県 そば処　　齋藤 そば美人ランチで女性顧客の増加を目指す

栃木県 ハウススタジオ株式会社 行列のできる新築分譲現地販売会を目指して

栃木県 株式会社山敏 高級ナイロンタオルの自社製品化による経営の安定化を目指す

栃木県 石原金属株式会社 中小企業総合展（展示会）に出展し、新規顧客を獲得する

栃木県 株式会社フォーシーズン きれいな空気のお店で美味しい料理を楽しめる店作り

栃木県 丸福農園 カラフルトマトジュースの開発と販路拡大

栃木県 サニーサイドヨガ＆英会話 新カリキュラム導入による広告宣伝・新規顧客開拓

栃木県 有限会社大関種苗園 自社でのガーデニングセミナー開催による売上・利益率向上

栃木県 株式会社グリーンレーベル 広告活動による新規集客及び既存顧客の満足度向上による紹介促進

栃木県 白竜舎 事業承継を契機とした内装リニューアルによる、新規顧客層の開拓

栃木県 株式会社土用亭 鰻を用いたリーズナブルな高級メニューの開発とランチタイムの売上増

栃木県 未来福祉人材センター 新商品（アカパックンとちまるくんタイプ）の販路拡大に伴う雇用の安定化

栃木県 アンジェル洋菓子店 新商品！「かぬま彫刻屋台サンド」の開発による売上向上

栃木県 有限会社神山園 日本茶の淹れ方の実演及び試飲による販売とお客様の滞在時間延長

栃木県 株式会社アルエ 当社開発商品「リビング用神棚」の新規ターゲット先に対するＰＲ
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

栃木県 有限会社大長 新規顧客獲得・販路拡大に向けた情報発信事業

栃木県 有限会社Ｂａｎｇ・Ｂａｎｇ 天然石専門店を目指すための外装、店内ディスプレイ一新事業

栃木県 有限会社新川化粧品店 化粧品専門店として集客力向上、モノからコトサービスの充実事業

栃木県 モリ工芸 伝統の組子技術を応用した新製品の開発販売事業

栃木県
農業生産法人株式会社みつる植
物研究所

天然素材の「甘茶」の機能性を活かした商品開発による業績の向上

栃木県 行政書士やまね法務事務所 得意業務に特化したモバイルフレンドリーホームページの実現

栃木県 有限会社割烹たる池 座敷座卓を改修して、中熟高齢者層の誘客による販路の開拓。

栃木県 有限会社光慈朗 ○新たな顧客層に向けたロングセラー商品のＰＲ活動

栃木県 Ｃａｆｅ　ＦＵＪＩＮＵＭＡ 当地唯一のマイクロロースタースタイルの確立とＰＲ

栃木県 酒楽てっぽう茶屋 飲食業の基本、クリンリネス（お手洗い充実）の実施による顧客満足度の向上

栃木県 有限会社美田自動車整備工場 快適空間を提供し「おもてなし」を形に変えて、リピーターアップ

栃木県
有限会社ジャパン・トラック・サービ
ス

道路看版・のぼり等の完全リニューアルによる“激うま・こだわりドライブイン食
堂”の

栃木県 ナカムラアクティ株式会社 リハビリデイサービス事業紹介と新規顧客開拓促進及び利用客利便向上事業

栃木県 キュリオステーション小山店 キッズプログラミング講座の認知拡大と集客

栃木県 ＣａｆｅＱ 店舗外での営業による新規顧客獲得と来店増に対応する在庫の強化

栃木県 有限会社大地 自然食材による創作料理のグローバルな外部発信及び露出の拡大

栃木県 ＴＡＫＥＺＯ 小山ブランド食材を使用した弁当の開発と販売

栃木県 株式会社小山製材木材 ヴィンテージウッドを求めるお客様へ訴求力アップの実現

栃木県 ＰＲＩＮＴ　ＳＴＡＧＥ　１１１３ 強みを生かした営業活動強化による顧客満足度向上と集客拡大

栃木県 味よし　小山店 鮮魚販売と飲食スペースが一体となった新しい魚屋の展開

栃木県 有限会社小林食品
国産大豆を使用した日光豆腐スイーツ開発並びに販路拡大のためのＥＣサイ
トの開設およびＤＭ作成・配布

栃木県 株式会社日光の庄 ＥＣ事業参入による新規売上の獲得

栃木県 ナラ入沢渓流釣りキャンプ場 道路看版とＰＲ幟による“自然派・こだわりキャンプ場”の訴求力の向上

栃木県 有限会社とんかつ　あづま 高齢者から子供まで余韻の残る「また行きたい」を目指すお店作り

栃木県 有限会社山本屋 リサイクル着物販売サイトのリニューアル

栃木県 日光山ＢａｃｋＰａｃｋｅｒｓＩｎｎ 日光の古民家改装型ホステルにおける新たな飲食サービスの展開
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

栃木県 有限会社フードピア日光 日光の隠れた魅力ある資源・資産を発信する為のＨＰリニューアル

栃木県 有限会社登屋本店 知る．味わう．買う．当店発！鬼怒川ブランドＰＲ

栃木県 有限会社チロリン村 メープルサップの製造効率アップ事業

栃木県 株式会社スリーアール ホームページからのネット販売システム構築による販路拡大

栃木県 トシオ・スタジオ 明るい写真スタジオへ改装！新サービスで新規顧客獲得！

栃木県 美容室ｈｏｍｅ 美容室のペットトリミングサロン併設による顧客開拓・売上増大事業

栃木県 竹工房　素竹庵 製品開発と宣伝による新規顧客開拓と伝統工芸の新ビジネスモデル

栃木県 株式会社オイル小僧パートナーズ アライメント特化のＰＲ看板と作業待ち時間の充実で顧客獲得事業

栃木県 株式会社オオワダ 近赤外線塗装乾燥機導入による生産効率拡大、受注拡大事業

栃木県 有限会社いそや 鮮度を保つ小分け真空包装パック開発販売で新規顧客獲得とファン作り

栃木県 Ｋｕｍａｎｅｋｏ　Ｄｉｎｅｒ 新規顧客開拓へ認知度を上げ、駐車場を整備し集客アップ！

栃木県 有限会社郡司自動車工業 弊社のモットーである地域住民が気軽に集まれるお店（憩いの場）作り事業

栃木県 ココロヘアー 高品質なオーガニック剤を使った新サービスとプロモーション事業

栃木県 フラワーショップ花壇 豊富な品揃えと高いフラワーアレンジの提供により新規顧客の獲得

栃木県 いやし処　茶々 どこにも負けない「晩秋手打ちそば」を提供し、売上増加を目指す。

栃木県 有限会社山本靴鞄店 新規顧客増と売上増を図るための５０歳以上の女性靴専門店化事業

栃木県 ｌｏｖｅｒ　ｓｏｕｌ テラス席設置や看板・パンレット等による女性顧客の獲得・増加

栃木県 菅谷測量株式会社 屋外看板の設置と独自性の高いパンフレットによる積極的な営業活動事業

栃木県 有限会社あずみホーム お客様への快適空間の整備、ホームページにより情報発信

栃木県 有限会社華楽 運転手から認識し難い立地を補う顧客獲得のための看板設置事業

栃木県 相田電気設備 クリーンエネルギー（太陽光発電）設備工事の受注増加事業

栃木県 有限会社青木自動車整備工場 地域密着型・新車検、修理サービス提供と看板等の販促物の作成

栃木県 株式会社　ＴＯＭＩＹＯ組 訪問看護事業の広告により認知度アップ及び新規利用者獲得事業

栃木県
Ｂｉｓｔｒｏ　Ｐｏｒｔ＆Ｔｅｒｒｅ（ビストロ
ポール＆テール）

テイクアウト商品による機器設置と宣伝広告

栃木県 千石鮨 『高齢者や足腰の不自由な方へのおもてなし改装事業』

栃木県 佐野やつや 「トイレの改装による、高齢者、お子様、外国人客の取り込み。」
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

栃木県 早川食品株式会社 「地ソースとＢ級グルメの聖地　佐野」をアピールする大作戦

栃木県 有限会社テクノゴム工業 同人市場向けシリコンゴムブレスレット、コースターの製造・販売

栃木県 有限会社ユウシンフードサービス 新調理システムを活用した仕出し弁当の販売促進事業

栃木県 割烹　きよみ 『女性が来店しやすい店舗への改装とメニュー開発、ＰＲ事業』

栃木県 ましおピアノ教室 「介護予防事業　施設訪問音楽提供事業」

栃木県 株式会社みんなのおかし 「ポテトチップ新商品開発事業」

栃木県 株式会社金上 築１６０年の古民家を活かした飲食業（新サービスの提供）のプレオープン

栃木県 島田ふとん店 『“創業５０年”布団屋の親父がチャレンジ！「健康寝具」で売上ＵＰ』

栃木県 株式会社丸商 エクステリア事業の内製化による利益確保と売上向上

栃木県
ＤＥ－ＬＩＧＨＴ－ＨＡＩＲ（ディ　ライト
ヘア）

高齢者の方が快適に過ごせるバリアフリーな美容室づくり

栃木県 有限会社細谷鉄建工業 農家向け「小規模鉄骨補修」サービスの告知宣伝ツールの作成。

栃木県 Ｌｉｆｅ　Ｇｒｏｗｔｈ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ 新サービスの展開と販促ツールの活用による販路開拓事業

栃木県 細島緑正園 新規顧客開拓のための広告宣伝事業

栃木県 有限会社ウイングコーポレーション 高齢者を対象とした新サービス展開による新規顧客の獲得事業

栃木県 花正 店舗改装・新サービス展開による高齢者を対象とした販路拡大

群馬県 株式会社ナリヒラ 機能性野菜の栽培方法の普及活動によるナリヒラ酵素事業の拡大

群馬県 景気屋笑売ウエイブ デコレーションケーキ等の宅配事業の拡大による買物弱者対策

群馬県 株式会社スターキャリア 新規スマートフォンＨＰ導入によるサービス利用者増加

群馬県 合資会社水村園 店舗外での試飲と配達サービスのＰＲによる新規顧客の獲得策

群馬県 ボディリノベーションスペック 女性客獲得のためのメニュー開発とカルチャー教室開催の事業展開

群馬県 陶豆屋 誰でも美味しい紅茶が楽しめるセミナーの開催

群馬県 株式会社トステック 住民の安全を守る新開発「カメラ付ＬＥＤ防犯灯」の販売促進事業

群馬県 有限会社松邑 豆腐専門料理店が作る「おからまんじゅう」を活用した販路拡大

群馬県 かふぇ＆ダイニングくろ～ば～ 料理教室開催による「新たなファンづくり」

群馬県 菓子工房ファヴール 地元特産フルーツを使用した“高崎フルーツロール”開発とブランド化

群馬県 株式会社かざり アジアの空に日本製金属屋根をかけ、平和で豊かな環境をつくる
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

群馬県 山海料理　龍の 高齢者施設・介護福祉施設での居酒屋体験と来店促進

群馬県 株式会社フードビート 野菜移動販売の拡大を目的とした販売用車両付帯設備整備事業

群馬県 有限会社バース お客様のニーズに沿ったオンデマンドオリジナルプリント商品

群馬県 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＢＡＣＩ 新規顧客の獲得と来店客の固定化のための事業

群馬県 株式会社ＮＯＩＫＥデザイン 脱下請けを目指した戦略的なＷＥＢサイトリニューアル

群馬県 株式会社錦上堂 インターネットを活用し日本商品の海外へのＰＲによる売上向上

群馬県 有限会社立田商店 新商品「ふんわりモヘアストール薫風」の開発と販路開拓事業

群馬県 株式会社いつき 地域住民と関わりを持つ事から始まる新たな顧客開拓の実現

群馬県 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＰＥＳＣＡ！ プチ贅沢メニュー導入により、中高年女性や富裕層を新たに開拓

群馬県
有限会社サンシャインフラワーカン
パニー

介護保険改正に対応する小規模デイサービスの新たな事業展開

群馬県 ルイドール インターネットによる自社製造アレルギー対応ケーキの販売促進

群馬県
からだ工房はりきゅうマッサージ治
療院

美容鍼灸の事業強化による新たな中高年女性客の獲得

群馬県 オウラにほん語サービス 外国人を雇用している県内法人向け「日本語・生活研修」の販路開拓

群馬県 株式会社ダイシンテクノス 新製品拡充に伴う、販売圏・販売ＮＥＴの拡充事業

群馬県 かっとはうす４５０
店舗にお出掛け頂く事が困難なお客様の為に、移動式シャンプー台持ち込み
による出張総

群馬県 有限会社ゆめこうぼう 美顔・美脚整体事業拡大に伴う、広告宣伝事業

群馬県 有限会社浅野ゴルフサービス 店外ＰＲ、フィッティングによる顧客層拡大と満足度・売上の向上

群馬県
ｓｗｅｅｔｓ　Ｂａｃｃｈｕｓ　スイーツバッ
カス

新商品「シルクたんぱく液入りパウンドケーキ」の販売促進事業

群馬県 キッチンさわい 「洋食屋さんでジャスライブ」イメージチェンジによる販路拡大

群馬県 株式会社桐生さくらや 地元メーカーとのコラボ商品開発による若年層の顧客獲得

群馬県 丸中株式会社 桐生織を基に現代のライフスタイルに適したファッション雑貨開発

群馬県 有限会社半田屋 専門店としてのコンセプトを表現する店頭のショーウィンド化

群馬県 モードグランディ 海外市場をターゲットとした着物生地を用いた洋服及び雑貨販売

群馬県 ＩＮＯＪＩＮ工芸倶楽部 外観整備と広報強化で人を呼び込む事業

群馬県 カードショップＯＮＥ☆ＰＡＣＫ 店舗ランク昇格によるトレーディングカードユーザーの集客事業

群馬県 意匠荻野 紋紙タペストリーの内製化による付加価値向上と販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

群馬県
ヒャクノハナ株式会社　ハナの湯桐
生事業所

地域密着型『訪問入浴サービス』の販路開拓事業

群馬県 有限会社メガネハウス メガネカフェの新規出店事業

群馬県 リラクゼーション木龍 オリジナルオイルの新開発・販売と女性特化型施術サービスの実施

群馬県 キャリアジャパン株式会社 身障者、高齢者、地域住民のコミュニティースペースの作成

群馬県 有限会社舟定 「高級化」と「当店イメージ形成」のための新パッケージ開発

群馬県 株式会社上山織物 オリジナル生地を使用した新規商品の開発による販路開拓

群馬県 株式会社久保造園 光・風・緑！　住む人来る人を魅了し、笑顔になるエクステリア

群馬県 リップル 桐生とラオスの絹織物を使ったウェディングドレスの販路開拓事業

群馬県 株式会社群馬デスコ インターネット販売システムの構築による弁当折箱類の商圏拡大

群馬県 株式会社丸大 自社サイト『勝時はくせい工房』の作成による剥製製造の受注増加

群馬県 株式会社丹羽産業 「混ぜればゴミ・分ければ資源」周知による環境保全推進

群馬県 須裁株式会社 世界遺産関連シルク製品を始めとする自社商品ネット販売事業

群馬県 有限会社群馬クリーンタオル 医療・介護関連施設を狙ったタオルレンタル事業の販路開拓

群馬県 有限会社桐生丸由 オリジナル商品（祭り衣装・舞台衣装類）のネット受注獲得事業

群馬県 株式会社コア・プロ ランドリー利用者拡大の販促及び店舗認知の看板、照明設置

群馬県 株式会社ジャパンアイデアセンター 織都桐生の織物と時代家具を融合した「桐生織物家具」の販路開拓

群馬県 Ｌｅ　ｒｕｂａｎ　Ｒｙｔｈｍｅ ラグジュアリータイツブランドのブライダル向けイメージ戦略

群馬県 株式会社コーセンドー 茂林寺観光客向けメモリアル雑貨＆ぬくもり子供椅子の開発・販売

群馬県 有限会社サンライフ 顧客ニーズに対応したＣＡＤ導入と来店を促す店舗造り

群馬県 株式会社アンリミテッド 顧客増大と「館林市」町おこしプロジェクト

群馬県 カラダデザイン 「足利市内に加圧トレーニングスタジオを新規出店する」というＰＲ

群馬県 阿佐美みらいサポート株式会社 記帳代行業務の広告戦略強化による新規顧問先の獲得

群馬県 ｅｖｅｒ　ｏｎｗａｒｄ合同会社 地域に頼られる「地域密着型通所介護施設」の認知度向上ＰＲ事業

群馬県 分福酒造株式会社 ウェブサイト「館林の分福ぽんちゃんのおうち」の運営

群馬県 株式会社霧生 看板新設、店舗出入口戸の交換、新メニュー表で売上アップ事業

群馬県
訪問リハビリマッサージ院いやしの
て

ケアマネを脱却し直接ＰＲによる新規客の開拓をする訪問リハビリ
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

群馬県 株式会社松井写真館 時代のニーズに応じた改装及びホームページ等宣伝の充実化

群馬県 反町工業株式会社 提案営業型による販路開拓、保守メンテナンス事業の受注拡大戦略

群馬県 ＩＬ．Ｐｉａｔｔｏ（イル・ピアット） 新規出店に伴う新商品「揚げピザ」ＰＲによる新規顧客獲得事業

群馬県 有限会社酒のコヤマ 取扱商品を強調した看板設置と店舗壁面広告による集客向上事業

群馬県 入丸飯店 お客様と愛車に優しい駐車場整備事業による集客力向上計画

群馬県 パティスリー　フェリーチェ 一目見てケーキ屋だとわかる看板の設置による新規顧客獲得事業

群馬県 希望食品株式会社 視覚障害者向け災害用保存食の開発による精神障害者雇用促進事業

群馬県 昭和興産株式会社 心も体も健康のためのボウリング普及と定着化を計る販路拡大策

群馬県 有限会社早川フードシステム 新メニュー開発と店内外での販売促進・改装による再来店促進事業

埼玉県 有限会社福呂屋 オリジナルの手提げ袋・包装紙製作による商品魅力度向上事業

埼玉県 松井クレーンメンテナンス クレーン保守点検・アドバイスを発信するホームページの開設

埼玉県 Ｈａｉｒ　Ｆｉｏｒｅ 独自技術の普及と物販の強化を行うためのプロモーション展開

埼玉県 オパール堂 お店をもっと知ってもらい、売上につなげるための販路開拓

埼玉県 接骨院みなみだい 女性のための接骨院の認知アップマーケティング強化事業

埼玉県 有限会社寿庵 小上がり席からテーブル席への改装によるバリアフリー化

埼玉県 ヘアメイク　カプリ 薄毛に対するヘアデトックスメニュー、顧客管理ソフトの導入

埼玉県 ＭＩＹＡＶＩ　ＪＡＰＡＮ 小江戸川越から日本を発信！海外向けネットショップによる販路拡大

埼玉県 有限会社矢島工業 タイルを活かした住宅等の新築・リノベーションの提案・販路開拓

埼玉県 はないろ合同会社 心を育むフラワーデザイン教室の地域貢献と販路拡大

埼玉県 有限会社はすみ 座敷席を椅子席にリニューアルし、顧客満足度をアップさせる

埼玉県 有限会社キューブ お子さま向けサプリメントの開発・販路開拓

埼玉県
ブルームヒューマンコンサルティン
グ

女性活躍推進コンサルティングを中心とした新販路開拓実施

埼玉県 ボディリメイクサロン 男女別コースを明確にしたホームページのリニューアル

埼玉県 福原商事株式会社 『ガーデンゲート』試作と全国展開のためのＨＰ、チラシ作製配布

埼玉県 株式会社ジェーピーエヌ 車載用の炊飯器、電気ポット等の販路拡大の為の新聞記事掲載

埼玉県 アイリスプランナー 埼玉県南の医療過疎改善のクリニック開業・経営サポート事業展開
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 木曽呂の森どうぶつ病院 動物と飼い主の為、予防検診を重視し多様なニーズを満たす事業

埼玉県 ジャパニメ有限会社 畳みルームで日本人と外国人の国際交流と体験の場の提供

埼玉県 株式会社グッドフェイス リアル店舗とウェブサイトの融合による店頭での販売機会の拡大

埼玉県 株式会社宮園 紙書類に高い利便性を付与し、電子化するサービスを全国展開する

埼玉県 クェスタ株式会社 災害時自ら遠隔避難誘導できる遠隔放送システムの売上拡大事業

埼玉県 有限会社マノヤ カルチャー教室と木綿布団で『地域みんなの健康促進』

埼玉県 浅見園株式会社 生産販売・管理アフターによる個人顧客の販路開拓事業

埼玉県 パティスリーアプロッシェ 洋菓子店で作る新感覚冷感スイーツ　チャーミースノーアイスの販売

埼玉県 有限会社パレット 保育園の開設業務

埼玉県 株式会社コンフォート 深刻な肌の悩みを解決する医師監修のメディカルエステサロンの展開

埼玉県 株式会社カーネル 上昇し続ける電力に頼らない時代に貢献する製品屋根クールの販売

東京都 合同会社カルチャーＢＯＸ ロボット教室、パソコン教室集客力強化対策としての広告折り込み

埼玉県 株式会社アイベンディング 自販機用看板・シールの作成及び「販売管理ソフト」の導入

埼玉県 ｉ－ｄｅｓｉｇｎＣＯＭＰＡＮＹ 自社製品の認知度を高めるための宣伝広告

埼玉県 ヤマトリフォーム株式会社 小規模製造業向けの工場リフォーム事業の開発と販路拡大

埼玉県 ハヤシポンプ工業株式会社 協力企業と連携した新規顧客獲得事業

埼玉県 おかず屋　だいどころ 新規取引先による受注増に対応するための厨房（作業場）の拡大

埼玉県 Ａｒｔｉｇｉａｎｏ（アルティジャーノ） 菓子製造業取得の為の店舗改装によるテイクアウト顧客の開拓

埼玉県 株式会社ピーアイピー 「地域密着の情報共有プラットフォーム構築事業」

埼玉県 株式会社サカエホームプラス 写真で身に付く無添加住宅スマホサイトと既存サイトの再構築

埼玉県 有限会社エムケイシステム ３Ｄプリンタによる電気基板ハウジングの試作提供

埼玉県 アーティストフォーラム 新商品「お名前５０音ソングレター」の開発・販路開拓

埼玉県 有限会社島田人形店 店舗周知と商品宣伝・新規顧客獲得のためのギャラリーの店舗改装工事

埼玉県 ピッツァ　プリマヴェーラ 客席数拡張による顧客度満足向上および来店循環の強化

埼玉県 株式会社とうげ お客様動線を踏まえた位置での看板設置による認知度・集客向上

埼玉県 ビュークリエイト株式会社 ＩＣＴを使った買い物代行および見守り・終活等の高齢者向け事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 有限会社創建 新しい相続の形「家族信託制度」で争族回避！

埼玉県 天城屋株式会社 健康と住宅の関係を分かり易く伝えるチラシで新規集客を図る

埼玉県 有限会社新栄塗装工業 個人住宅市場（熊谷市周辺）の営業拡大事業

埼玉県 有限会社黒臼洋蘭園 Ｂ２Ｂ胡蝶蘭発注システムの開発と提供による法人顧客の販路開拓

埼玉県 有限会社雪山堂 絵画展示用「軽パネル」の開発および宣伝広告

埼玉県 株式会社チェリービー ウェブサイト作成による「製造業向け映像制作」の営業・宣伝拡大

埼玉県 株式会社マイクロブレイン 歯科治療視覚支援ソフト『はっするでんたー』の販路開拓と改良

埼玉県 合同会社Ａｑｕｉｌａ ●イートインスペース増設●百貨店出展により販路拡大

埼玉県 ＶＡＮＩＬＬＡ オーガニックトリートメント白髪染め＆整頭術のヘッドスパ事業化

埼玉県 有限会社みのや 独自の商品構成とサービスでさいたま市の元気を創る！

埼玉県 株式会社インティブ 「結婚式二次会幹事代行サービス」の拡販

埼玉県 株式会社アートツリー出版社 身近な場所で非日常を体感する写真撮影イベントと写真講座のＰＲ事業

埼玉県 株式会社酒井工機 トップランナーモータＩＥ３搭載型空気圧縮機の販路開拓

東京都 株式会社ハローワールド 新時代の障害者雇用革命

埼玉県
クロスハート大宮カイロプラクティッ
ク

カイロプラクティックベッドを導入し回転率を向上させ販路開拓

埼玉県 有限会社山央紙工製本 小ロット印刷・製本の入稿サイトリニューアルによる販路開拓

埼玉県
株式会社ハッピースマイルカンパ
ニー

むし歯予防啓発「むし歯予防マイスター」事業の歯科医院への販路拡大事業

埼玉県 有限会社福田燃料 クルマの駆け込み寺・町医者　無料安全１０検（てんけん）

埼玉県 有限会社沼野電器 アラ還親父の料理教室・自動ドア、天窓ガラスの遮光改修

埼玉県 リンクサーキット株式会社 新規製品の販路開拓のためのＷｅｂサイト制作とパンフレット制作

埼玉県 株式会社白鍬急送 独自の夜間配送サービスで、物流の常識を変える。

埼玉県 有限会社上総屋 初めてでも安心してご来店いただける店舖案内による売上拡大事業

埼玉県
Ｒｅｌａｘ’Ｃｒｅａｔｉｏｎ　ｐｒｏｊｅｃｔ株式会
社

福祉・教育機関の職員を対象にした講座プログラムの開発

埼玉県 株式会社ＪＯＩＮＴ　ＯＮＥ Ｗｅｂ広告プロモーションと販促チラシ作成

埼玉県 株式会社ヤングトラスト メンテナンスフリーで半永久的に使用できる活水器「コスモス」の販売促進

埼玉県 有限会社フジ相互企画 各テナントの内照式看板の制作と設置
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 オーガニック・スタジオ株式会社 家造りのプロが選ぶインテリア・家具・照明・雑貨のＥＣサイト

埼玉県 クールスジャパン株式会社 オリジナルシャンプ＆トリートメントのオンラインショップ販売

埼玉県 マルヨシ設備サービス有限会社 「ｍｕｌｔａｓＡＣＥ」の開発によるゴルフ場市場の開拓

埼玉県 ギルドプランニング株式会社 動画を活用した保育施設内装プランニング力のＰＲ事業

埼玉県 株式会社Ｋ’ｓコーポレーション 大家さんのための新しい不動産管理で、業界の慣習を変える

埼玉県 砂時計 “サッカーの街浦和”を活かしたオリジナル珈琲の開発と販売

埼玉県 デジスパイス株式会社 デジスパイスⅢ対応ｉＯＳラップタイム表示アプリケーション開発

埼玉県 合同会社つくりえ ワークショップ運営事業を円滑に行うための整備

埼玉県 有限会社カネジュー 量り売り焼酎の販売促進・販路開拓

埼玉県 有限会社鈴木ハウジング 在宅高齢者の為のリフォーム及び介護事業の宣伝

埼玉県 有限会社渡辺貞蔵商店 住宅無料診断サービスによって高齢者とその家族に安心を提供する

埼玉県 有限会社冨士 事業構造の組立と販促コンサルティングで顧客業績を急伸させる

埼玉県 ＭＩＮＤ　ＯＮＥ 集客用ホームページの制作による新規顧客獲得

埼玉県 アーデント ５つの特殊シール印刷の提供により印刷業界を支援する

埼玉県 司法書士小野事務所 法人事業者向け法務サービスの拡充事業

埼玉県 株式会社ハママツ ハママツブランド力強化策としてのホームページリニューアル

埼玉県 株式会社ホワイトベア 地域性に応じた優位性確立の為のリラクゼーション店の販路開拓

東京都 株式会社ジェイエムエス オリジナルルーフボックスのブランディング及びＥＣサイト販売

埼玉県 自然郷東沢 外国人向け・秩父地域丸ごと体験宿泊♪秩父地域活性化事業

埼玉県 有限会社あづまや お客様の悩みを解決する新サービスの導入と中高齢者に優しい店舗づくり

埼玉県 有限会社サクラ住研 省エネ・高齢化などに対応した新規ビジネスの展開

埼玉県 まんてん 希少性の高い国産大豆を使用した商品開発と売上向上への取り組み

埼玉県 食処三和 高齢者向けメニュー等の提供と店舗立地を生かした営業活動の展開

埼玉県 サムサラデザインワークス 品質やデザインに対する感性の高いニッチ層に向けた独自ブランドの確立

埼玉県 有限会社せせらぎ荘 高齢者に優しい食事処の提供および高齢者向け販売促進活動の展開

埼玉県
ＣＨＩＣＨＩＢＵフードビジネス株式会
社

小売店舗市場への進出と自社ネットショップの構築による販路拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 ヘアサロンクリーン 多様な個客獲得のための全方位型マーケティング戦略の展開

埼玉県 お泊処　神庭 蕎麦カフェや日帰り入浴サービスの展開による個人観光客の取り込み

埼玉県 有限会社清川製麺 強みの独創的な製品を活かせる一般消費者向け販売チャネルの確立

埼玉県 有限会社ふじや 高付加価値サービスの提供とイベント、看板改装による宣伝活動

埼玉県 株式会社インテリアコスゲ 新サービスの提供及び提案力、店舗訴求力による直接受注の拡大

埼玉県 有限会社城峰釣具店
インターネットを活用した通信販売サイトの構築と釣りゼミ開催によるファンの
創出

埼玉県 株式会社ＦＰ資産設計事務所 遺産相続・不動産整理など地域コーディネートビジネスの展開

埼玉県 株式会社Ｒｅｓｏｍｏ５５ 「古着でつなぐご縁。ペイフォワード（恩送り）プロジェクト」

埼玉県 有限会社サカタ 高齢者にやさしいメガネ屋さん事業

埼玉県 株式会社谷部商店 一般畳工事売上拡大の為の、ポスティングの実施とＨＰの充実

埼玉県 有限会社桶川自動車 使用済車両の社名看板剥がしと再販業務参入の新規事業創出

埼玉県 株式会社イズミ 依頼も十人十色、お客様に最適な遺品整理サービスの周知事業

埼玉県 株式会社武蔵野ユニフォーム 地域客の来店数と購買率を高める「試着会」の開催

埼玉県 小池ゴルフ製作所 最新式の高性能工具を使ったお客様ゴルフスコアアップお助け事業

埼玉県 有限会社早﨑ルーフ工業 行田市内リフォーム工事受注量拡大計画　～下請けからの脱却～

埼玉県 有限会社高澤鉄工 自社工場内空気浄化システム排気工事施工計画

埼玉県 株式会社あらい農産 食育活動による販路開拓及び売上アップを目指す

埼玉県 有限会社叶屋 ２０代女性対応プチエステ事業の展開～行田美人増加計画～

埼玉県 有限会社御菓子司せきね 海外進出を目指した、「和」と「洋」の垣根を越えた菓子の開発

埼玉県 関根桐材店 桐コーヒーストッカー・桐米びつの開発・販路開拓

埼玉県 バイクショップホリ 中高年バイクユーザーニーズに応えた潜在的顧客の掘り起こし戦略

埼玉県 株式会社富士錦 写真スタジオ事業の認知度向上および新規来店率アップの実現

埼玉県
ｃａｆｅ　ＮＩＮＯＫＵＲＡ（かふぇ　にの
くら）

観光客へのアピールと二階利用度アップによる売上向上計画

埼玉県 株式会社アートブレイン 大型店に対抗する為の地域テーマパーク的訴求による新規顧客誘導

埼玉県 株式会社風の音 新施設展開のため地域への周知と新規顧客開拓に向けた営業

埼玉県 有限会社サン 廉価補聴器への本格取組を通した高齢者の生活応援事業の開始
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 有限会社菊寿童 今後の事業拡大及び商品展開にマッチした店舗づくり

埼玉県 澤田園 出前・出張茶屋　深谷宿　澤田園

埼玉県 串焼きや　雷文 看板明るく、ポイント付けて、新規＆リピーター客を獲得。

埼玉県
ナチュラル・ボディ・デザイン・スタ
ジオ・プーナナ

スタジオ・プーナナ宣伝・店舗改装集客プロジェクト

埼玉県 合資会社浜岡屋商店 看板・チラシでＰＲ！岡部登が創る和菓子の世界

埼玉県 武州うどん　江川 商品の販売促進、新商品の製品化及び販売。

埼玉県 ｋｉｉｔｏｓ！！（キートス） 新規顧客獲得のための新商品開発と、その後の販売促進活動

埼玉県 創健舎　柔 高齢者に特化した新店舗開設に伴う集客活動と地域貢献活動

埼玉県 千成酒家 店舗移転によるお客様の不便の解消と新規顧客の獲得

埼玉県
株式会社ＯＲＡＮＧＥ－ＣＯＭＰＡＮ
Ｙ

和牛もつ鍋を全面的に訴求した店舗づくりの推進

埼玉県 株式会社アールエフデザイン 自社開発初製品ワイヤレス双方向通信大音量インターコム販路開拓

埼玉県 合同会社ショコラ動物病院 動物病院が運営する安心できるペットホテル事業

埼玉県 カフェバー佛蘭西 新規事業の拡大　カフェでのＢ級グルメランチ営業による販促活動

埼玉県 ヘアースタジオＫＡＺＵ 女性をターゲットに新メニュー導入・店内改装で新規販路開拓事業

埼玉県 カーショップＰｒｅｓｅｎｔ．Ｙ
商品展示場新設の新規事業　商品を展示し、見て触れて納得の商品をお買い
求めいただく

埼玉県 合資会社釜屋金物店 「野菜王国ふかや」の農家に向けた特殊包丁による新規販路拡大

埼玉県 株式会社住まいる本舗 埼玉初の「南欧風の家」をアピールして体験販売を活用した新規顧客獲得

埼玉県 ＦＡＳＴ＆ＥＡＳＹ 待たせない、痛いなんて言わせない！美容室にもシルバーシート！

埼玉県 西所沢駅前接骨院 ＳＴＯＰ！少子化ここから始まる不妊治療　女性応援部

埼玉県 中村鉄興株式会社 自社商品ライトキャップ等のカタログ作成と拡販・自社ＰＲの実施

埼玉県 有限会社斉藤工務店 環境に配慮し次世代に継承できる『代々の家』の建築

埼玉県 株式会社なかよし 健康へのエコ・環境へのエコの取組み！店内イベントで販売促進！

埼玉県 株式会社いちあん 地元新鮮野菜を使った「ベーカリーカフェごはん」のＰＲ及び集客

埼玉県 Ｔ－Ｆｒｅｅ 企業向けカウンセリングプログラムの提供。人財が握る企業発展。

埼玉県
ビストロ＆ワインバー　ラ・テラス大
作

蕨市のご当地スイーツ販売拡充事業

埼玉県 縁マーケティング研究所 標的型サイバー攻撃向けセキュリティ教育支援ツールの販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 有限会社竹内サイクル リターンライダー向け定期点検メンテナンスパックの拡販

埼玉県 株式会社マスヤ ２コンセプトショップ改装に伴う二世代型ＷＥＢサイトの構築

埼玉県 サンゴービジネスコンサルティング 事業承継のワンストップ支援のツール開発・販路開拓

埼玉県 ピュアライフみわ 寝具診断無料出張サービスで、お客様に快眠を提供する

埼玉県 有限会社社大作 法事客を獲得する為のメニュー開発及び店内環境改善による拡販

埼玉県 有限会社テクニカルアーツ 世界展開の足掛かりとなる丸刃商品紹介ホームページの作成

埼玉県 テクマ株式会社 レンズや光学ガラスの製造工場等へ低毒性洗浄剤を拡販

埼玉県 クリーニングハウスオオバ 一般衣類及びカーペット等のクリーニングデリバリーサービス

埼玉県 麺処遊 家族客及び女性客の新規顧客獲得、固定客化。

埼玉県 合同会社ＹＯＬＯ ソファー席のあるテラス改装による新規顧客獲得及びリピーター化

埼玉県 吉本キャビネット株式会社 オリジナル音響キャビネットのブランディング・販売事業

埼玉県 麺屋　永太 蕨市の高齢者はつけ麺を食す！地元高齢者の常連化プロジェクト

埼玉県 呑み食い処　あなごや 新規顧客獲得のための改装工事と看板・ＨＰ作成による認知度向上

埼玉県 石崎商店株式会社 「まちこがれ」米の販売促進

埼玉県 株式会社ＦＬＡＧＳ サッカーファンに向けた秋冬ウエアの開発とブランド認知度の向上

埼玉県 レストランイーズパッション 自店の強みと地域のウリを絡めたチラシによる市外からの顧客獲得

埼玉県 ベーカリーいずみ 清潔感のある明るい店内で美味しいパンを買って頂く為の店内改装

埼玉県 株式会社メディカルプランニング 顧客ニーズに対応する「内出血しない注入用針の開発」

埼玉県 中嶋商会株式会社 提案型ホームページの開発とホームページ誘導看板の設置

埼玉県 株式会社ビー・ウィッシュ 新ツール「おりがみクリエイティブ」ウェブサイト構築で販路拡大

埼玉県 岡三建設株式会社 新しいデイへと変貌を遂げるブランド戦略とワンストップ集客戦略

埼玉県 ウォッシューズ 老人ホームの室内シューズの一括クリーニング

埼玉県 株式会社大雪屋 「２ＷＡＹで使える新しいネックウォーマーの開発と販路開拓」

埼玉県 中華料理　馬場 近隣病院患者や年配者向けに対するＰＲと来店しやすい店舗づくり

埼玉県 株式会社新川製作所 新規開拓営業活動の強化

埼玉県 株式会社川島製作所 「架台・フレーム」製作を周知させ、新規顧客を獲得する
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 有限会社美容室ムンク 元気なうちに、自分らしい、美容室が提供する生前遺影写真の販路開拓

埼玉県 合同会社アンダンテ 高齢者・障がい者向けを含む音楽教室のＰＲ活動強化

埼玉県 株式会社Ｇｒｅｅｎ 自社モデルハウスを地域コミュニティとして提供するＰＲ事業

埼玉県 株式会社クリスタルサービス 継続的な障害者雇用を目的とした「ポーセラーツ事業」の展開

埼玉県 Ｂｙｏｎｄ　Ｎｅｔ（ビヨンドネット） スイス製腕時計、他商材の販路開拓に向けた展示会への出展

埼玉県 テコンドー・オムスクール 「情操教育」と「仲間作り」を柱とするテコンドー道場の宣伝強化

埼玉県 株式会社光苑 ＣＲＭ（顧客関連マネジメント）を徹底した、顧客創造ノウハウの実現

埼玉県 エルメックダイワ 廃業した地域家電店顧客の受け皿となるための新規顧客開拓事業

埼玉県 飯島桐箪笥製作所 春日部桐箪笥・伝統的技術体験工房

埼玉県 フロイントスポーツ ハンドボール用品販売サイトの構築及びＬＩＮＥスタンプによる販売促進

埼玉県 スワン 春日部の特産物を全国に発信！洋菓子ギフトによるプロジェクト

埼玉県 スタジオ　ラポラ 外食産業の展示会への出展

埼玉県 フジマテリアル株式会社 現場施工力向上の為の「作業工程ＤＶＤ」の制作

埼玉県 みき化粧品 女性には欠かせない肌の美しさの「もちもち肌フェアー」

埼玉県 クリーンハット有限会社
ホームページアップグレードによる帽子総合サービスの認知度向上＆集客力
アップ

千葉県 有限会社フカサク 銚子産フカヒレを活用した銚子新名物の開発とブランド化事業

千葉県 銚子まちづくり株式会社 「入梅いわし牡蠣殻干」の商品化と販路の拡大（テスト販売）

千葉県 株式会社グロープロフィット オーナー経験のある不動産鑑定士が行う家賃削減のプロモーション

千葉県 株式会社ＢＥＡＮＳ 特殊手術装置導入に伴う高度獣医療の提供による新規顧客獲得

千葉県 株式会社あんしん保険センター ｓｋｙｐｅ活用によるホームページからショールームへの顧客誘導

千葉県
Ｂｌｕｅ　Ｓｐｌａｓｈ（ブルースプラッ
シュ）

地元の水辺でＳＵＰスクール開講とＳＵＰボード販路開拓事業

千葉県 メガネの視楽 要介護者に対する眼鏡出張販売のＰＲ及びサービス内容の向上

千葉県 株式会社ｉｎｇエンターテインメント 新メニュー導入、既存メニュー強化のための空間構築および販促

千葉県 ココカラ 親子で集えるカフェサロンの集客・販促ツール開発と新規顧客獲得

千葉県
Ｍ＆Ｃメンタル・コミュニケーション
教育企画

「職場アドバイザー」育成によるメンタルケア職域需要の拡大

千葉県 株式会社ダイヤサービス ＭａｃＢｏｏｋ／ｉＰａｄフィルムラッピングの広報活動強化
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

千葉県 エムアンドケー株式会社 デモルームの設置拡充による顧客の取り込みと販路開拓

千葉県 もみの匠　稲毛店 子連れで来られるリラクゼーションサロン

千葉県 株式会社まさむね オーダーエントリー機能付き飲食店総合管理システムの導入等

千葉県 訪問美容レガロ 車両導入による高齢者向け訪問美容サービスの販路拡大事業

千葉県 キュイジーヌ天使の隠れ家 個室を冠婚葬祭に無料で使えるチャペル風に改装し、有効利用。

千葉県 株式会社コレモ 既存顧客に対して、他の用途の販促強化

千葉県 株式会社ベルゲン 塾通信およびＷＥＢ　と連動したシリーズチラシによる認知度向上

千葉県 アトリエＰＯＳＹ 高齢者向けボタニカルな新作業療法の普及と関連キットの販路開拓

千葉県 クリーンスペース株式会社 町の便利屋「お困り事助っ人サービス」

千葉県 株式会社ＰＬＵＳ　ＯＮＥ システムの簡素化を目指したサイトリニューアルで情報量ＵＰ！

千葉県 株式会社野点 現代版お茶会の提案と自社製造茶道具の販売の為の顧客開拓

千葉県 アンティークファインアート オークション出品サポート教室の開講と新サイトの構築

千葉県 鈴木畳店 縮小する畳業界活性化のための高品質畳特化Ｗｅｂサイトの構築

千葉県 株式会社伸幸 仕出・宅配事業のリニューアル、販路拡大

千葉県 骨盤矯正ネコの手 子連れで通えるカイロプラクティック院の業務拡大のための移転

千葉県 株式会社スマートアプリ 若者の就職・転職支援とＷＥＢ・ＩＴ業界の活性化

千葉県 光陽学院 地域に先駆けた小学生向け英語教育実施事業

千葉県 小野尾公認会計士事務所 動画配信による自己啓発セミナーを活用した見込客の開拓

千葉県 うさぎ八 障害をお持ちのお客様ならびに高齢者への訪問美容及び来店促進

千葉県 ＦＰ相談室マネー＆キャリア 「ペットライフプランサービス」の顧客獲得

千葉県 株式会社グッドライフ 生活機能改善に特化したデイサービスの広告宣伝と販路開拓

千葉県 ゆかいなさかな株式会社
屋外スペースを活用した全天候型・多目的イベントスペースと着せ替え看板の
設置

千葉県 御菓子司　平政 高齢者や遠方からのお客様にお寛ぎいただくおもてなしコーナー設置

千葉県 セブンイレブン市川鬼越２丁目店 買い物弱者救済事業の販路拡大

千葉県 合資会社イコール 店舗入口ドア取替工事と階段部スロープ補助、チラシ作成

千葉県
株式会社ＣＲＯＷＮエンターテイメ
ント

未来ある子供達が集まるダンススタジオ拡張と育成の強化
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

千葉県 有限会社京葉不動産管理 「まちの勉強会」で始まる地域の不動産相談窓口推進事業

千葉県 株式会社魁 地域資源を最大に利用した商品販売とユニークな販売方法の確立

千葉県 株式会社サンドライブ 地域密着居酒屋の「会津若松のうまいもの中食」提供による販路開拓

千葉県 やわら接骨院 フットマッサージ機・超音波治療器導入による販路拡大と深耕

千葉県 ＳＰ整骨院 ストレートネック矯正治療・猫背矯正治療のＰＲを実施し、新規客を獲得する

千葉県 黒田デザイン製作所 履歴型３ＤＣＡＤ導入による、デザイン開発の効率改善

千葉県 秋田料理と炙り　まるみや 集客数増加に対応する設備追加と秋田料理を売りにした宣伝広告

千葉県 ウエダビジネス株式会社 新規顧客獲得の為のホームページの作成、シャッター広告の実施

千葉県 株式会社トリマティス 展示会出展を通じたＬＤドライバ製品群の販売促進、市場調査活動

千葉県 茂木商事サンセルフ 剣道防具の脱臭・乾燥・消毒業務

千葉県 ハリマ産業株式会社 ［松戸市限定］リフォーム用建具の高品質・スピード仕上げ！

千葉県 ドックサロンケンネル薫 安心・安全なラグジュアリペットホテルサービス

千葉県 Ｙｏｕｒ　Ｃｏｆｆｅｅ 新規女性顧客獲得のための店舗リニューアル

千葉県 ＲＦプランニング株式会社 幼児・小学生向け新規英語・英会話コース開講に向けた販促活動

千葉県
小林寛道スポーツ健身事務所有限
会社

高齢者を対象とした地域密着型の「十坪ジム」の宣伝広告

千葉県 まつどジャーナル レスポンシブサイトの構築による既存紙媒体とのメディアミックス

千葉県
株式会社キャロルサービスイン
ターナショナル

糸を汚さず編み続けられる！たまごからうまれる作品キット発売！

千葉県 有限会社インワード・ハピネス 機能訓練事業の強化および居宅介護支援事業の拡張

千葉県 有限会社大江戸商人 仕出し・法事用料理の生産体制を整え事業拡大を図る

千葉県 電池企画販売株式会社 高齢者向けコミュニケーションドールの製造及び販売

千葉県 鈴木博志梨園 直売会場・商品案内の案内看板作成

千葉県 株式会社ルミエール 「地域初」低アレルギー対応スイーツ導入による販売体制の整備

千葉県 株式会社小沢工務店 地域活性化イベントを活用したブランド普及事業による販路拡大

千葉県 三矢菓子店 地域初！日持商品開発と新包材を活用した新しい委託販売方式導入

千葉県 株式会社ＲＩＳＥ 自社認知を高め不安を解消する為の宣伝広告物による集客強化

千葉県 イタリア料理　ペッシェ　アズーロ 結婚記念日・フリーウエディング（自由婚）の認知度向上と事業拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

千葉県 Ｎａｉｌ　ｉｔ ネイルカタログ形式のオリジナル広告を用いた集客と販売促進事業

千葉県 有限会社エムワン企画 地域唯一の本場タイ料理プロモーション活動による新規顧客開拓

千葉県 エステティックサロン　ｂｒｉｇｈｔｅｎ． 地域初！筋膜リリースセラピ導入と癒し空間創出による販路拡大

千葉県 昌和プラスチック工業株式会社 地域連携でヘルシー弁当抜き型開発・試験販売と市場調査体制確立

千葉県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｃｌｏｖｅ ライブレコーディングとオリジナルＰＶ等制作による販路拡大事業

千葉県 はぶたに自動車診療所 オールインワン整備工場でお客様大満足、車生活支援力増強事業

千葉県 中田屋 ブランド米販促を狙った新看板とホームページ開設の集客強化事業

千葉県 有限会社ハートランド 集客効果の高い看板設置と買物支援チラシによる集客強化事業

千葉県 そよかぜ接骨院 リピート率の高い顧客を集める販路開拓

千葉県 株式会社ティーエージー 最先端の換気技術を組み込み、国産材を多用した北欧型住宅の普及

千葉県 のだ訪問サービス合同会社 車いすでのトイレ利用に向けた改修～実際のトイレ試し使用

千葉県 有限会社陽だまり アクシブで歩行リハビリを充実し利用者＆売り上げアップ！

千葉県 宮崎珠算学園 子供からシニア世代まで楽しく安心して学べるソロバン教室事業

千葉県 有限会社吉田商店 真空包装機の導入による新たな米関連の新商品・新サービスの開発

千葉県 海の家　一力 情報発信充実、ニーズの高い設備拡充、温水シャワーのコンテナ化

千葉県 ＲＥＳＥＴ（リセット） 心に残る「オリジナルＴシャツ」内製化及び販促事業

千葉県 株式会社エクスハンズ 新規ＥＣサイト開発による新規顧客獲得事業

千葉県 株式会社インテリア和幸 新規顧客獲得と知名度アップの販売促進事業

千葉県 キープクール 生産強化を計るための塗装設備拡大事業

千葉県 ラッドミュージックスクール シニアにＲＯＣＫを！キッズにＦＲＥＥＤＯＭを！

千葉県 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｃｈｉｃｃｏ 生パスタの種類の増加と製造効率向上の為のマシンの導入

千葉県 株式会社ハレビノ 柏直産野菜を使った『農家サンドイッチ』の発売と販路開拓

千葉県 株式会社マウナ・カイ シニア向けダイビング資格取得コース新設による新規顧客の獲得

千葉県 株式会社寝装の店アムール 寝具専門店の独自サービスをチラシで告知し、新規顧客を獲得する

千葉県 ユニトレンド株式会社 活性炭・カテキンをポリマーに混入した便袋の開発及び販路開拓。

千葉県 柏の葉珠算教室 柏の葉教室環境整備、新規生徒開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

千葉県
株式会社エスエムイーパートナー
ズ

事業計画策定・実行支援ニーズをメインテーマにした販売促進

千葉県 株式会社セイショー 主力輸入製品の販路拡大と日本の伝統品・特産物の中国での販売

千葉県 カーフォレスト 海外向けホームページの作成及び、当社独自サービスの実施

千葉県 Ｐｈｙｓｉｏ‐ｓｔｕｄｉｏ　プラスワン 施術の新規客増大、インソールの品質向上と販路拡大

千葉県 株式会社モビリカ 電動カート短期レンタルサービスＰＲと展示試乗会等のコラボ企画

千葉県 エヌティーダブリュー株式会社 展示会（ハイウエイテクノフェア）出展による販路拡大

千葉県 株式会社ＡｓＷｅｌｌ 千葉県の間伐材を利用した「千葉の森の家プロジェクト」

千葉県 中房総スタイル株式会社 地元密着カフェ発信！！地域ブランド商品開発とまちおこし

千葉県 有限会社丸靴店 医療・介護施設との連携による「足と靴の相談販売会」

千葉県 シャロン 顧客年代層を広げ、新規お客様を獲得し、利益率を上げる為の事業

千葉県 個太郎塾谷津教室 メディアとＳＮＳを連携した谷津教室チャンネルの配信による集客

千葉県 おいしいごはん株式会社 子供向けの夕食用真空パック惣菜の開発・販路開拓

千葉県 プーさんの家 新規顧客獲得に向けた居酒屋のランチ営業開始事業

千葉県 平和技術研究所 折り畳み自転車の有意義性を広報するサイクルモードショー出展

千葉県 株式会社イワダテ ルーム展開方式の充実による販路拡大

千葉県 オレンジカイロプラクティック整体院 産前・産後の体のケアの販路拡大事業

千葉県 有限会社八千代花創美 『生花祭壇のトータル対応による顧客満足の向上』

千葉県 クリーニングアイドル ・貴方の大切な宝物（衣服）の味方『しみぬき１１０番』

千葉県 有限会社小山プランニング 『テニ婚事業を活性化させる為のＬＥＤによる動画の壁面広告』

千葉県 はながすみ司法書士事務所 八千代・佐倉の相続総合相談所のＰＲによる新規顧客の開拓

千葉県 ブリリアントトランスポート株式会社 ネット通販者向け中国本土への転送サービスの構築

千葉県 ＨＯＴちょっと八千代緑が丘店 『新コース展開に伴う顧客満足度ＵＰ』

千葉県 先山社会保険労務士事務所 運輸業トータル支援事業

千葉県 レイアス設計事務所 フレームフォーマーを活用した床空間『敷季彩』の販売準備と販売

千葉県 株式会社協同住宅 選択と集中による“不動産市場の１％が絶賛する”サービスの実現

千葉県 平尾社会保険労務士事務所 職業訓練生と企業の橋渡しとしての人材紹介事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

千葉県 新日本税理士法人 浦安市民１６万人への改正相続税の告知、相談受付のＰＲ事業

千葉県 Ｄｏｌｃｅ　Ｂａｒ　樫の木 女性をターゲットにした店舗のリニューアル、メニュー作り

千葉県 ＲＵＢＡＮ 高性能コンベティションオーブンレンジでの食事提供

千葉県 アットホームデザイン 子育て女性向けＳＯＨＯ空間づくりサイト作成販路開拓の為の宣伝

千葉県 株式会社ケイユー エンドユーザーとリピーター獲得のための認知度アップと顧客管理

千葉県 株式会社菜の花エッグ 新たな価値提供を行う商品の販路開拓による収益向上の実現

千葉県 株式会社プラグイン 顧客減少に悩むグループ内地域電気店（８店舗）の販路拡大対策

千葉県 片柳住設 備えて安心、命をつなぐ「防災備蓄収納設置サービス」の啓蒙普及

千葉県 キッチンとべ 女性顧客増加の健康増進メニューの開発と地産地消の推進

東京都 株式会社アクタス・コミュニティ 地域初パソコン教室での認知症予防事業の推進

東京都 元祖月島もんじゃ　くう テイクアウトできる「もんじゃ焼」の開発と店舗の販売促進

東京都 株式会社ウエスト・トラスト 次世代植物工場向け高出力ＬＥＤ照明調光管理システムの販路開拓

東京都 株式会社衣屋 設備の高度化によるシェアアトリエ機能強化と利用者増加の取り組み

東京都 プレストワン株式会社 「ゆるヘルシー」を提供するスムージー＆ワインカフェの販路拡大

東京都 菊正不動産有限会社 開店５０周年イベントを核とした常連客の掘り起こしと回転率アップ

東京都 酒肴　季節料理　なごみ 店舗設備改善による新規顧客開拓・リピート率向上事業

東京都 株式会社ルナ 「オフライン」顧客層への販売促進プロモーション

東京都 株式会社ＲＴＳジャパン 自動車事故分析サポート事業の販路開拓

東京都
株式会社ウイルビートレードコーポ
レーション

電動自転車バッテリー修理をチラシ配布でメディアミクス効果

東京都 株式会社春木屋 実店舗への誘導を目的としたスリッパＥＣサイトの構築と展開

東京都 有限会社野方食堂 店内リニューアル、及びチラシ配布による客数の増加、定着化

東京都 ＣＯＵＺＴ　ＣＡＦＥ（コーツトカフェ） 売上増加の為の「物販事業の開始」と「カフェの客席増加」事業

東京都 シンキングリード株式会社 アドオンモジュールの自動販売システム構築による新販路開拓

東京都 有限会社プラスチャーミング ふんどしを世界へ！通販サイトの英語化および店頭でのＰＯＰ展開

東京都
エスエスビジネスフォーム株式会
社

新規注力事業「マルチプリンタ用紙事業」の顧客開拓と販路拡大

東京都 西垣峰子 浅草発＂「和」にこだわらないサードプレイス＂の提供に係る店舗改装
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都
ウェルネスコンサルティング株式会
社

ブランド力の強化と認知度向上による売上拡大

東京都 Ｔｈｅ　ｂａｋｅ 和菓子における新規ブランドの創立・商品開発および販路開拓

東京都 有限会社アイ・ケー・ブリッジ 外国人観光客をもてなす「多言語化」翻訳サービスの事業展開

東京都 株式会社プルークス 動画のクラウドソーシング事業の新規利用者の増大・販路開拓

東京都
ＳＵＮＮＹ　Ｄｏｇ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　Ｐａｒｔｎ
ｅｒ

出張ドッグトレーニング新規顧客獲得へのウェブシステムの開発。

東京都 有限会社自由ヶ丘イチマルイチ 増加する自由が丘の新規来街者の顧客化と舞台用ドレスのＥＣ販売

東京都 公文式目白教室 乳幼児とその保護者を対象とした親子教室の拡充と教室環境の整備

東京都 ナカノ建築設計事務所 鉄筋コンクリート・鉄骨造による高級住宅設計業務の拡大

東京都 モンスーンジャパン合同会社
ケニア製雑貨・インテリアの魅力を伝える広報ツール作成・ＰＲと、商品の品質
改善・新商品開発

東京都 株式会社スガイワールド 紙クリップの新商品開発と展示会出展等での販路開拓

東京都 株式会社アイ・コミュニケーション 不動産業界向けビジネスメール研修の販路開拓

東京都 株式会社アポロ製作所 「ウオール・ジオラマ」の卸・小売事業者向け販路開拓

東京都
株式会社コムラッドファームジャパ
ン

中小企業向け「月額会員制人材育成サービス」の新規事業立上げ

東京都 株式会社シュアール 日本最大のオンライン手話システムによる新サービスの開始

東京都 葦駄天ＩＤＡＴＥＮ 開店直後の店舗の認知度向上と集客のためのＷｅｂ活用

東京都 グッドルーム株式会社 スマートロック導入による仲介手数料無料サービスの販路開拓

東京都 株式会社しまや出版 自分史活用アドバイザーを活用した安心・安価な自分史製作サービス

東京都 行政書士法人ＧＯＡＬ 創業資金調達及び会計記帳代行や広報支援を目的としたサイト構築

東京都 リラ・ダーラナ 六本木のオフィス向け小規模ディナーケータリングサービス事業

東京都 株式会社ココロイロ ベビー用品レンタルＥＣショップのウェブおよびリアルでの広告による販路開拓

東京都 株式会社Ａｔｒｅａｔ 卸販売先向けお客様キャンペーンの実施と自社ＥＣサイトの改修

東京都 司法書士　井手　史保子 高齢者の財産と生活の安心を守る成年後見制度の利用促進

東京都 有限会社　キクチ工芸 個人事業者様・個人のお客様向け小型デザイン広告看板提供事業

東京都 スマイルラボ株式会社 ショーケース設置による店舗イメージアップと集客力強化

東京都 ワンネス株式会社 疑惑電波検診システムの改良による付加価値向上及びサービスイン

東京都 首都東京法律事務所 無料法律相談会！青森における司法アクセス解消
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 熊猫堂 パッケージ裏面への直販サイトＵＲＬ印刷による自社サイト誘導

東京都 マービン＆ソンズ 海外展示会の開催による売上高の増進

東京都 有限会社トランスフォーム 手書きチラシ＆ニュースレターで自然派美容室の売上を大幅ＵＰ！

東京都 フルールクレール 顧客満足度の向上、及び、定着化を目指したセミナー事業の開始

東京都 有限会社ターレス マイクロバブル発生装置付洗髪器の受注拡大

東京都
株式会社ホルモード　オリーブ研究
所

更年期以降に特化のエイジングケア用化粧品『美容オイル』の販売促進

東京都 ＷａｉＷａｉ 新規顧客確保のため看板一新・店内改装及び宣伝活動

東京都 Ｂｌｉｓｓ　ｏｆ　Ｐａｒａｄｉｓｅ 高齢者とペットのための介護サポート

東京都 株式会社プラスネット ネットショッピングモールの出店数拡大と既存店舗のサポート強化

東京都 株式会社ブランドオブクイーン 低価格で良い品を提供できる仕組み作りと海外顧客の獲得事業

東京都 夢の味　きりん 歴史、散策資料コーナー設置と２階客室の有効活用

東京都 有限会社桔梗家 高齢者向けの設備を導入し全ての世代が安心して利用できる店舗へ

東京都 有限会社トラスト 女性起業家支援の為のビジネス情報に特化したポータルサイト構築

東京都 株式会社アート蒼 日本文化を伝える！海外土産需要に対応するＷＥＢサイトの再構築

東京都 株式会社海将 店舗内改装

東京都 株式会社日本指圧研究所 指圧は企業福利厚生に役立つ事をＷＥＢで発信し企業顧客を獲得する

東京都 有限会社プロセキュート 休耕地を活用したにんにく・はちみつ新商品開発と販売促進

東京都 有限会社ティアープロジェクト 笑いの音楽リハビリの周知、及び開拓による契約施設の増大

東京都 松坂屋化粧品店 視覚に訴求して入店意欲を喚起するためのファサード刷新計画

東京都 株式会社エイト サングラス専門ネットショップとＯＥＭ卸売事業の販路拡大

東京都 株式会社ウェルネスマーカー 抗加齢問診票ソフトを活用した企業向け販促システムの開発

東京都 株式会社ＡｎｔｅｎｎＡｒｔ 真の「日本食文化」を来日観光客に伝えるｗｅｂプロモーションの展開

東京都 株式会社ＭＰｏｗｅｒ 専門技術を持つ個人と日本企業の海外進出促進事業の販路開拓

東京都 第一研磨工業 追加加工、治具の内製化による短納期化の実現と新規顧客獲得推進

東京都 有限会社井上鞄製作所 「馬革を用いたブルゾン」を中心とした自社商品の販売促進

東京都 ボディコンディショニングルーム 激戦区における新規顧客獲得のための地域特性を踏まえた広告戦略
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 三立金型工業株式会社 女性専用携帯トイレ「シ－する～ホッと」の改良及び販路開拓

東京都 有限会社佐藤文誠社 ＥＣサイト構築

東京都 株式会社ＣＯＮＣＥＮＴ パティシエールＯＧを採用してのオーダーケーキ専用工房の開設

東京都 伊東　由子
曜日と時間帯によって業態を３回転！働く女性向け「食と癒しのボディケア」事
業

東京都 有限会社ピクア 新カラーコピー転写システム「ピクアル」の広報宣伝

東京都
アップシードレジデンシャル株式会
社

大画面タッチディスプレイを活用した「バーチャル内覧」の導入

東京都 株式会社Ｔ－Ｆｉｔ 自律神経測定機器の導入により体内コンディションチェック

東京都 有限会社海彦水産 篠崎店での、鮮魚小分け、宅配事業

東京都 ボーダー株式会社 中小企業のグローバル展開を支援するウェブサービスの販路開拓

東京都 ＭＳ　Ｋｉｄｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ オーダーメイド子ども用品販売拡大のためのＷｅｂサイト構築事業

東京都 あつまる不動産 住まいの安全・安心を学び実践するセミナーと地域交流会の開催

東京都 アークフィール株式会社 クレーン車体広告を活用した建設業従事者支援事業の活性化

東京都
株式会社ジャパン・エクスプレス・
チャイナ

貿易業のノウハウ・組織を活かした携帯アプリ新サービスの提供

東京都 株式会社Ｃｏｓｍｅｋｅｒ 新製品とブランドの認知度向上のためのサンプル配布大作戦

東京都 株式会社タック印刷 ＵＬ規格ラベルの営業ツール（カタログ等）を強化し、新規顧客獲得

東京都 株式会社ミルフィーユプラス 街で着られるアニメファション開発サイトのスマホ・外国語対応化

東京都 株式会社ＦＵＮ 賃貸不動産の新たな流通の仕組みを提案する情報サイトの製作・ＰＲ

東京都 廣井商事有限会社 近隣飲食店との違いで地域に好まれる店内改装および販路開拓

東京都
インディバ専門サロン　銀座イヌ
ディバ

銀座イヌディバ持続化の為の顧客の受け入れ体制と販売促進の強化

東京都 東京電子株式会社 「ＶＡＣＵＵＭ　２０１５　真空展」出展による電源装置販路開拓

東京都 株式会社ミューエムズ 高齢者が通いやすい店づくりとサービス開発で独自性を打ち出す

東京都 ｍｙ　ｏｎｅ　ｃｏｕｔｕｒｅ 日本製の和柄オリジナルストール製作と海外販路開拓

東京都 株式会社スパイラル デリバリー、事前注文受注のウェブサイト作成システム構築

東京都 アブログ合同会社 夏休み等、留学シーズンに合わせた広告宣伝でサービスの認知拡大

東京都 有限会社ジャムズ 介護事業者向けの販売促進事業

東京都 有限会社上久商店 下町の老舗肉屋の若返りのための内外装補修、ＨＰ・広報の刷新
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 株式会社チェレンジド 新規就労移行支援事業所「チャレンジド」の利用者（販路）拡大

東京都 株式会社ボーダレスシティ 旅行代理店専用飲食店立候補型予約サービス団タメ！エクスプレス

東京都 ｉｆスマイリング株式会社 砂町に高齢者のお客様むけお助け弁当事業

東京都 株式会社ＪＥＷＥＬＲＹ　ＭＩＳＨＡ 百貨店向けセミオーダーメイド型ジュエリーブランドの全国展開

東京都 株式会社Ｒｅ　Ｐｒｉｓｍ 親子コーチング＆企画戦略マインドマップ宣伝による顧客開拓

東京都 株式会社ＢＥＫＫＵ ３Ｆ個室のグレードアップによる新たな顧客層の獲得

東京都 株式会社Ｏｖｅｒ　Ｓｈｉｐ 自社ホームページ開設により２０～４０代のＯＬや主婦層の顧客獲得

東京都 株式会社Ａｍｏａ　Ｊａｐａｎ ジュエリー販売促進のためのフラワーカラー診断の普及、環境整備

東京都 有限会社真和 独自ブランドの産着の積極的ＰＲ活動

東京都 株式会社いしはらＴｏｋｙｏ 日本茶専門家による欧米人向け日本茶の淹れ方レクチャーサービス

東京都 有限会社中央バフ製作所 バフ独特の縫製技術を活かした布製品ブランド「ＢＡＦＦ」の販売

東京都 株式会社エヌエヌピー サイトリニューアルによるデジタルコンテンツの販促と新規開拓

東京都 ヴァルディア・ジャパン株式会社 「同人グッズドットコム」のリニューアルとスマホサイトの作成

東京都 株式会社キャストリーム ‘８周年感謝キャンペーン’による来店促進及び新規顧客の開拓

東京都 株式会社トラス シニアの生きがい創出「整理整頓・家事支援サービス」の実施

東京都 十全治療院 毛細血管顕微鏡導入による高度な健康トータルサポートサービスの提供

東京都 サヴァリ株式会社 ニッチ商品向けネットショップと委託販売サービスの立上げ

東京都 Ｌｉｅｎ　Ｖｅｉｌ 高齢者施設等でイベント開催及び商品提供による花事業の販路開拓

東京都 ボウズ（Ｂｏｏｏｏｏｓｅ） 正統派洋食を下町シニア層に快適空間で提供するプロジェクト

東京都 株式会社シャンテ 古民家再生による国際観光都市の創出

東京都 株式会社ＫＯＲＯＭＯＹＡ 外国人観光客向けの着物体験サービスの提供

東京都 株式会社東邦精機製作所 ３次元ＣＡＤ設計データを活用した新製品販促取組み

東京都 ロックゲート株式会社 製品ライフサイクルマネジメントプロジェクト

東京都 有限会社小張精米店 ファミリー層を中心とした若い顧客層取込みの為の店舗改装大作戦

東京都 株式会社ＭＥＮＯ１０ 健康的生活を推進するパワー水素をドラッグストアに拡販する取組

東京都
株式会社トゥワイス・リサーチ・イン
スティテュート

自社ウェブサイトの改良及び新規キャリア教育サイトの制作
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 ティー・フォー・ティー株式会社 声帯除去患者の会話支援アプリの開発・販売

東京都 株式会社氏家商店 食卓に魚を！ニーズに合わせた商品と販路の拡充

東京都 あさがお整骨院 商圏分析に基づくメディア・ミックス広告の活用による顧客拡大

東京都 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｓａｌｏｎ　ｂｙ　ＡＹＯＭＯＴ 「プライベートヘアサロン」の新サービス導入と店舗イメージ向上

東京都 株式会社繁盛塾 展示会出展による新規案件獲得事業

東京都 アントロワ 新サービスによる洋服を大量保有するアパレル店員への販路拡大

東京都
株式会社ＭＡＪＥＳＴＩＣ　ＣＲＥＡＴＩＶ
Ｅ

クラウドファンディングを利用した日本産アパレルの企画、販売

東京都 株式会社サムライウーマン 『まちのてらこや保育園＆アフタースクール（学童保育）』

東京都 株式会社千代田ミレット 配達販路拡大及び弁当製造能力と質の向上

東京都 ｆｅｅｌ　ｊｏｙ　ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ ＰＵＳＨ型＋ＰＵＬＬ型のダブルマーケティングよる売上強化事業

東京都 ＲｉＭコンサルティング 専門家ネットワークを活用した新たな顧客開拓及び新サービスの提供

東京都 美カルチャージャパン株式会社 農業女子プロデュース事業のブランドイメージの強化事業

東京都 株式会社エナジャイズ 海外人材採用サポートサービスの告知・販促活動

東京都 株式会社Ｃｏｃｏ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｊａｐａｎ 育児中の母親の雇用を生み出す、美容商材のＷＥＢショップの展開

東京都 有限会社ビバーチェ・ラボラトリオ 新メニューの開発と外国人向けメニュー本及び看板・チラシの作成

東京都 山本司法書士事務所 不動産を活用した相続ワンストップサービスの提供

東京都 有限会社電光少年団 模型用エアブラシ＆コンプレッサーセットの販路拡大

東京都 株式会社ブレインストーム ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ「波達」サーフブランドの販路開拓

東京都 一般社団法人外壁打診調査協会 ＤＭと動画を活用した外壁打診調査認定講座の販路拡大

東京都 株式会社エース・プランニング “業界初！新エコ素材製スウィングベビーラックの販売促進”

東京都 株式会社メディアビーコン 当社オリジナル商品「バイリンガル子育て」シリーズの開発と販促

東京都 グランドポント株式会社 新郎新婦向け「ウエディングカスタマーエージェント」のＰＲ事業

東京都 株式会社カッティングエッジ 小学生訴求のためのセット講座販売、及び速読イベントの開催

東京都 株式会社三共リメイク 健康環境に配慮した害虫害獣駆除機械の購入と新規顧客獲得

東京都 株式会社ＳＴＲＩＶＥ ライフスタイルをコンセプトにした財布ブランド事業

東京都 株式会社三島サイエンス 膝や腰の弱い高齢者が利用しやすくなる店舗改装

27 / 52 ページ



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 ＷＥＣ　Ｈａｉｒ まつ毛エクステンションのサービス提供による販路開拓

東京都 トライ・インフィニティ株式会社 飲食店の収益改善を目標としたライセンス販売による外食活性化事業

東京都 株式会社アルファ 自動制御可能な次世代ペンライトの開発と販売及びサポート事業

東京都 株式会社パイルアッププロダクツ アマチュア無線ニュースサイトのスマホ最適化

東京都 株式会社Ｄ－Ｓｔｙｌｅ 世界の感染症から身を守る当社オリジナル防虫ウェアの拡販事業

東京都 株式会社アトランティス 新たに開講するネイルスクールの受講者募集事業

東京都 手打ち蕎麦　藤二郎 里街連携の地域食材を活用したジャンボかき揚げによる集客向上

東京都 Ｎｅｗ　Ｌｉｎｅ 「マンガ」ソリューション普及のための戦略的プロモーション事業

東京都 カフェバー　プチプラム 『世田谷土産』商品の販路拡大および買物弱者対策の設備設置

東京都 株式会社メディア・ケアプラス 老人ホーム・介護施設向け新しい認知症ケアサービスの提供

東京都 樋口行政書士法務事務所
戦略的集客法を導入することによる、業務の組織化と効率化のマネジメントシ
ステムの構

東京都 ＡＩ　Ｃａｍｐｕｓ 社員が自分のクレドを作成する研修の助成金を活用した販路開拓

東京都
ファイヤーソリューションズ株式会
社

消防設備業向けＷｅｂシステムＦｉｒｅＮＥＴの新規ユーザー獲得

東京都 合同会社コラボ 富士山の湧き水を使用した水素水の海外富裕層・医療機関向け販売

東京都 株式会社プレシャス・マミー 講師別ＰＲサイト＆ｅラーニングシステム＆告知サイト構築

東京都 株式会社ピープルスクエアワン 動画活用した認知度向上によるアニソンシンガーコースの拡大

東京都 ＧＩオフィス Ｋｉｊｉｎブランディング・集客のためのホームページの一新

東京都
株式会社フェアトレードパートナー
ズ

販促による腕時計個人間取引仲介サイトの閲覧数ＵＰと成約率向上

東京都 渡瀬隆司 暗記しない、習慣化サポート型英会話スクールの知名度向上と商圏拡大

東京都 サイトセンシング株式会社 顔認識事業・行動計測事業・３Ｄモデル作成事業の販路開拓

東京都 株式会社日本パレード 「着せ替え自転車ヘルメット・カポル」の新パッケージ開発

東京都 株式会社ニコプロダクション 世界に一つだけのギフトカタログを作れる事業の展開

東京都 久田友彦 起業・創業者のためのシェアオフィス集客強化事業

東京都 丸平建設株式会社 丸平建設認知度向上プロジェクト

東京都 株式会社スタジオ・ガラ 日本の伝統的な素材と技術を生かした商品を国内外に販売する

東京都 株式会社クフ #NAME?
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 三宝株式会社 どんな手帳にもスッキリ収まる高級ペン世界進出の為の小冊子製作

東京都 ＫＴＧ　ｃｒｅａｔｉｏｎ 自社ブランド商品をライセンス商品としたＯＥＭビジネスへの展開

東京都 ＣＯＣＯＬＯＮＥ株式会社 通販・制作受注・会員サイト新設による顧客開拓

東京都 株式会社ヒューマンウェア 特産品ネット通販のパンフレット等の作成

東京都 株式会社フジキン光来 通信販売事業本格参入及び新商品開発における収益の拡大

東京都 合同会社ｃｔｌ ネット広報と店舗販売強化による安心安全食材商品の販路開拓

東京都 株式会社オクタル・ジャポン デモ用セーフティ・エコドライブ・シュミレータの改修と販路開拓

東京都 アソシエイツ株式会社 水処理プラント販売会社としての海外認知度向上と営業展開

東京都 エコノミックインデックス株式会社 ビッグデータ分析サービスの販促用お試し版Ｗｅｂサイト提供事業

東京都 星のれん
発酵食品ブランドの新規立ち上げに伴う新商品開発と、それに向けたブラン
ディング戦略

東京都 株式会社アボード 硬質フェルトを使用したキッズ家具・雑貨を開発・販路開拓

東京都 スマイルデス株式会社 訪日外国人向け小売店活性化のための外国人留学生の派遣事業

東京都 有限会社ヴィジョン 「入居者が笑顔になる部屋の提供」をオーナーに訴求する広告の作製

東京都 赤羽総合法律事務所 事務所移転に伴うホームページ刷新

東京都 株式会社ＴＧＩインディペンデント 「動画就活サイト」会員向けＰＲ機能強化開発

東京都 株式会社アローブ・クラウン 弊社独自のファッション性の高い義足の開発と製造販売の開始。

東京都 株式会社イリオス 新規エンドユーザー向けサービスの広告宣伝事業

東京都 株式会社五十嵐繁勝工務店 城東地域ＮＯ１工務店の「家造りに失敗しない人をなくそう作戦」

東京都 ＢＩＧ　ＴＡＧ　ＪＡＰＡＮ株式会社 新規事業におけるお土産品ネット販売システムの構築・商品企画

東京都 株式会社リユースクロージング ＥＣサイトリニューアルによる消費者の購買利便性の向上

東京都 モリモト特許商標事務所 特許異議申立制度による新市場における新規顧客開拓事業

東京都 ダブル・ピー株式会社 ショッピングサイトで福祉機器や聴覚障害関係書籍ＤＶＤ等の販売

東京都 有限会社山内デザインプラス
都内人気カフェや自社のオリジナル製品（テーブルウェア＆ハウスウェア）の開
発

東京都 目黒・白金法律事務所 弁護士及び事務所の知名度向上による業務拡大

東京都 株式会社スタイルワン オリジナル製品専用ｗｅｂカタログによる販路拡大事業

東京都 株式会社アップライト 集客のための広告出稿及びボルダリング大会の開催
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 株式会社ＹＵＩＭＡ　ＮＡＫＡＺＡＴＯ ３Ｄプリンタで製作するローエンド商品のオンライン販売

東京都
有限会社ＳＨＩＮＯＳ　ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ
ＣＯＭＰＡＮＹ

小型真空管エフェクターの開発・販路開拓

東京都 株式会社ｉ－ｃａｆｅ 水素水による水耕栽培プランターの設置と告知

東京都 株式会社１３７ 緊急時情報伝達システムの試作開発とＷＥＢのリニューアル更新

東京都 ジョイント セット面増設及びパンフレット作成による来店者数増加の実現

東京都 あおもり湯島 青森郷土食材の魅力を発信するための店内改装

東京都 株式会社伊藤バインダリー 自社開発文具商品の海外販路拡大事業

東京都 有限会社清水商店 「江戸くみひも」のブランド育成・販路開拓事業

東京都 株式会社アシストクリップ 合同展示会の出展を通じて大口発注及び継続発注の望める販路開拓

東京都 合同会社ミカミ商会 買い物弱者（高齢者・引きこもり等）への無料買い物代行サービス

東京都 有限会社共栄電器　加藤店 目黒平和通り商店街“ほっこりブランド”の開発と販路開拓

東京都 ＳＣＭ 整備工具機器の充実とデモカー設置による新規顧客開拓

東京都 エドコンサルティング株式会社 中小企業向けマイナンバーセキュリティサービスの開発及び拡販

東京都 株式会社日米商会 デザイン性塗料の販売促進

東京都 株式会社ブルーテラ 犬の飼育環境を向上させ、人と犬との豊かな共存を図る事業

東京都 ファッションリンク株式会社 新商品のサンプル制作並びに合同展示会への出展をしたい

東京都 ＪＰファクトリー（個人） フランス家庭料理のデリカテッセン＆イートインへの業態転換

東京都 ロマネス神楽坂 独自開発商品の販売強化と休眠客の掘り起こし事業の展開

東京都 株式会社ＧＮＨ オリジナルベビーリングのネット通販サイトの構築とＰＲ・販促活動

東京都 株式会社飛鳥 プロレススクール開始による地域貢献と販路拡大

東京都 株式会社手話あいらんど 手話のイメージアップと教室拡大を目指すホームページ補強事業

東京都 美容室　Ｌｅｖａｎｔ 弱酸性美容法ベルジュバンスのヘアエステ＆フットエステ同時施術

東京都 仰星進学ゼミ 新規入塾生募集事業

東京都 にしおぎおぶち ＨＰ等作成による本格和食居酒屋の周知と若い女性客の取り込み

東京都 株式会社プレイス 『界面活性剤削減技術』による肌に優しい化粧品の販路開拓事業

東京都
有限会社シュウワールドトレーディ
ング

日本では希少なブルガリアのトロヤン陶器を全国に拡販する事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 株式会社富士京サービス 当社独自手法の簡易リフォームによる空き家再生リフォーム事業

東京都 株式会社リタ・コーポレーション ハラル認証取得の安全・安心なノンアルコール高機能除菌水の普及

東京都 有限会社丸屋呉服店 和装小物で健康改善－呉服屋の新商品展開事業

東京都 株式会社藤ダイレクト 挨拶状等印刷発送サービスと名刺プロデュースの事業化・販路開拓

東京都 株式会社さがら 子ども用木製家具の新規販路開拓（展示会出展）

東京都 株式会社ＫＫプロフェッショナル 六本木けやき坂ゼミナール（体験型セミナー）実施

東京都 株式会社コア 外壁打診調査サービスのホームページ強化による販路拡大

東京都 マイ・ヒストリー 自分史の広告・営業手法確立およびＥＳサービスの認知向上

東京都
株式会社ポジティブストローク研究
所

女性用ファッションウイッグの開発、販売システムの構築

東京都 株式会社アンシャンテ 既存Ｗｅｂサイトを活かした見込み客開拓ツール「ここＭｏｔｔｏ」の販売

東京都 株式会社丸金 大豆・豆腐製造関連商品の一般消費者と外食産業への販路開拓

東京都 トレッド株式会社 学習塾向け教育ソフトウェア「ＢＲＩＱ」の販路開拓

東京都 有限会社ルズ 世界に誇るＭａｄｅ　ｉｎ　Ｊａｐａｎの香水を！

東京都 株式会社デュース・テクノロジーズ 安全・安心の見守りビーコンシステムの開発とパッケージ販売

東京都 クレステートリサーチ株式会社 資産情報共有システムの開発

東京都 株式会社ダブルフォックス 寝ている間にしっかりケア、究極のながらパックの開発・販路開拓

東京都 株式会社カネトミ 外国人旅行者向け自社製品の販路拡大としての展示会出展

東京都 株式会社フェアーオーシャン 主に個人間におけるチケットの再販・二次流通事業

東京都 漢フードコーポレーション株式会社 中華料理の出前及びこれに伴う販売促進

東京都 サンクジャパン株式会社 『ろくたす』で『Ｏｎｌｙ　ｏｎｅ　ｒｏｏｍ』をつくるプチリノベ事業

東京都 株式会社ＪＭＳ 新サービスＰＲ用ＤＭ作成とより使いやすいＨＰデザインへの更新

東京都 ○嶽 新規顧客獲得に向けた認知度向上事業

東京都 株式会社お雑煮やさん お雑煮マーケット流通元年。販路拡大ＰＲ事業。

東京都 スペインバル　Ｇｒａｃｉａ 店舗改装・来店促進ＤＭによる会員の再来店率の向上

東京都 株式会社Ｓｕｎ・グループ ＥＣ事業開業者に対するネットセキュリティ対策機器の販売事業

東京都 キッズルーム北小岩 保育所内の庭の整備工事による、労働環境改善とベビーシッター売上ＵＰ
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都
ノオト建築設計舎　一級建築士事
務所

ノオト建築設計舎の新規顧客開拓事業

東京都 イーアス不動産株式会社 地域向け・ネット顧客向け【親切で質の高い無料サービス】の広報

東京都 株式会社メクセル 集客力を高めるためのＷｅｂページの開発、および販促施策の実施

東京都 株式会社ＳＥＲＥＮＤＥＣ Ｗｅｂ運営の効率化を図るアクセスログレポート自動生成システム

東京都 多田ゆり子行政書士事務所 シングルマザーの自立を支えるメンタルケアと就業支援

東京都 合資会社創慧研究所 シニア人材と中小企業をつなぐビジネスマッチング事業展開

東京都 株式会社アマーイズ ・「心技体」から企業を応援！「健康研修」の提供

東京都 パズル楽園 新講座の開発・生徒の成長の可視化・保育園児の送迎サービス導入

東京都 株式会社にじ 「にじ中野坂上」における見込み客確保と就労支援の教材確保

東京都 エントレ株式会社 ホームページ制作と継続的インターネット広告による販売促進事業

東京都 日本エムテクス株式会社 吸水性ある卵タイルによるバスマットの開発と販売

東京都 株式会社ケアスパ 新規顧客獲得を目的としたペット向けオーラルケアサービスの開発

東京都 ＯＹＣ株式会社 アパレルブランドメーカー特化型カタログ作成サービスの販路開拓

東京都 合同会社ＫＩＲＩＥ オーダーメイドスマホカバーの説明動画の制作（ＣＥＯ対策含む）

東京都 玄米菜食　米の子 ベジタリアン向け玄米ベースのパーティプランメニューの販促

東京都 株式会社アルーシャ エシカルジュエリー、寄付型商品のネット販売調査

東京都 株式会社サンエイチ 『ダイレクトメールにて未受注業種への売上拡大事業』

東京都 クローゼット 髪質改善トリートメントの多様化と新たな施術メニューの開発

東京都 株式会社ＮＢＳキオスク＆サービス コンティニュイティの当社オリジナル商品グリーンパンの販路開拓

東京都
Ｄ・Ｉ・Ｏエンターテインメント合同会
社

経産省ジャパン・コンテンツ・ショウケース出展と海外展開事業

東京都 ＥＳＪ 創業者・二代目経営者経営力強化プログラムの実施

東京都
株式会社Ｓｅｖｅｎ　Ｒｉｃｈ　Ａｃｃｏｕｎｔ
ｉｎｇ

飲食店の新規クライアント開拓、クラウド会計の強化

東京都 株式会社ＡＳＳ ホームページ更新、広告を活用した顧客獲得

東京都 ＡＶＡＮ　ＣＬＡＳＳＩＣＯ 働く女性と外国人駐在員にオーダーシャツの販路開拓

東京都 Ｐｌａｔ　ｈｏｍｅ 「手作り」感覚で自分らしい住まいを手に入れる！一連のサービス

東京都 有限会社美笠工芸社 出張鉢植え回収・植替えサービスとバルコニーの教室開催
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都
株式会社マサ・ビューテイ・カルチ
ア

子育てママの「美（び）ママ」化に向けたメニュー開発・顧客開拓

東京都 ノースフィールド株式会社 天然素材を使ったタキシードレンタル事業展開による新規顧客開拓

東京都 江原　秋子 働く女性のための働く女性による家事代行サービスの人材育成事業

東京都 さくらんぼ 昔ながらの味を話題と安心でお客様のもとに届けよう事業

東京都 株式会社エムプロット フリーランスの施術者を応援するレンタルスペース事業の拡大

東京都 株式会社トランスコア
土砂移動検知ＩＣタグカプセルセンサー及び長距離ＺｉｇＢｅｅ無線伝送システム
の拡販

東京都 有限会社アロマファーム ネットでの小売販路拡大・自社農園活動アピールと作物直送

東京都 株式会社アメイジング 雑誌電子版等のタイ語化による商圏拡大と来日集客力の獲得事業

東京都 株式会社阿路亜 クールジャパンを体現した和紙を用いたファッションの発信

東京都 株式会社ＩＰ　Ｑｕｅｓｔ 知的財産調査に伴う調査員獲得のためのＰＲ、顧客獲得のための販路開拓

東京都 フォトン株式会社 ノベルティ作成アウトソーシング及び展示会出展トータルサポート

東京都 白鷹ソース株式会社 ネット通販の訪日客向けＢｔｏＢ及びサイト強化・紙カタログ作成

東京都
有限会社サンキュー　店名ウォー
ターブルーカフェ

ストアコンセプトの明確化と市場浸透を通じた新規顧客開拓

東京都 スキルパートナーズ株式会社 半製品活用による低価格Ｗｅｂコーディング事業の販路開拓

東京都 ＯＲＺＡ 海外進出する日本女子に和の文化を教える即席大和撫子講座の展開

東京都 ＩＣＡ（アイカ）株式会社 ペットキュレーションサービス『キャドック』における広告・宣伝

東京都 株式会社スリーワイズエステート 夜間でも明るく観やすい店頭広告のＬＥＤ照明化

東京都 株式会社ＢＯＡ シニア力で保育の人手不足解消を図るグランドシッター養成紹介事業

東京都 株式会社テンペストスタジオ 映画マーケット進出のための高品質音響コンテンツプロモーション

東京都 居酒屋　赤羽市場 店舗改修工事による売上拡大、新規顧客開拓

東京都 有限会社ガーデン 「安心な食」と「勇気づけ」による心身の健康サポート事業の販路開拓

東京都
株式会社上総屋旅館（ホテルかず
さや）

外国語ホームページの多言語化と内容強化、充実を計る。

東京都 株式会社ａＮｍｏｄａ 日本発ファッションブランドの立上げと販路開拓

東京都 株式会社ドウキャリー 近隣中小事業者からの運送直受注の開拓

東京都 酒井税理士事務所 女性起業家支援事業進出に伴う販売促進強化

東京都 葵プラクティス株式会社 集客力を高めるためのゴルフ治療ＤＶＤ制作とメールマガジン開設
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 ヒサエ・スタイル株式会社 生活習慣病予防のための文武両道健康法（Ｒ）の販路開拓

東京都 株式会社日本トロン開発協会 トロン温泉体験入浴施設内の機器・設備に対する寒冷地仕様への改良

東京都 あんストーリー 経営者・個人事業主のプロフィール・本の作成の販路開拓

東京都
ピーワークスプランニングオフィス
株式会社

アンチエイジング催事企画実施とＨＰでの物販と情報発信強化

東京都 株式会社シュガープラス 米ヌカ油新商品の開発と販路拡大

東京都 株式会社石文社 お墓のあるべき姿を見直すための「石塔」の写真展による市場開拓

東京都
一般社団法人子育てデザイン総合
研究所

「顧客との接点になっている自社ウェブサイトの全面リニューアル」

東京都 八鶏（エイトバード） 比内地鶏の新メニュー開発とＷＥＢ広告による新規顧客開拓

東京都 ＤＹＮＡＵＤＩＯ　ＪＡＰＡＮ株式会社 東京デザイン製品展出展による販路拡大

東京都 株式会社ＭＣＣＡＲＩＮ オーダースーツの販路拡大

東京都 株式会社アンブルーム 中小企業向けのオリジナルアプリ開発サービスの販路拡大

東京都
メディカルサポートスクール株式会
社

食の知識を生かした細胞美食講座のオープンと女性起業支援

東京都 ガモン・オフィス 海外拠点を活用し高品位小規模繊維素材を海外に展開する事業

東京都 サニーソウル ブランド力で売上を上げる新サービスの販売促進

東京都 株式会社ハナマルワークス フレンチ弁当の開発・販路開拓

東京都 株式会社七セント半 ナイトウエアブランドの認知度アップと販路拡大

東京都 二松電気株式会社 楽器用デザインケーブルの開発・販路開拓

東京都 株式会社ＣＡＲＮＡ　ＶＩＶＩＤ 水素水レンタルサーバーの個人及び法人新規販路開拓

東京都 ＣＡセレクト　酒井亜里佐 シニア世代へのエステ・リラクサロンメニューの開発・販路開拓

東京都
株式会社神谷プラスチックス製作
所

オーダーメイドで作る自転車スタンド「アルステージ」の販促活動

東京都 株式会社ソフィックス 自社パッケージの認知度向上による販売拡大

東京都 株式会社ケンズコーポレーション 日本初の女子中高生向け学校指定化粧品の販路開拓事業

東京都
オーダーメイドリラクゼーションサロ
ンｍａｈ（マー）

世田谷区の子育て女性の育児ノイローゼ予防プログラムの促進

東京都 株式会社Ｓｕｉｔｅ 新サービスを開発しホームページを活用して発信

東京都 健康ドラムスクール大山 認知症予防と身体能力の改善プログラムの導入

東京都 ＩＢＣ（アイビーシー） 美容業界初！酵素ローション（化粧品）での販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 ローズハウス 設備改善とＨＰリニューアルによるシェアハウスの新規顧客獲得

東京都 Ａｒｔｅｍｉｓ株式会社 愛犬のケアサービス販売促進でドッグカフェの認知度向上

東京都 株式会社フォースタイル オンライン心理診断サービス立ち上げ

東京都 明友建設株式会社 大規模リフォームを実施したモデルハウスで契約促進する

東京都 株式会社シンク 会員管理、エントリーシステム開発によるスポーツ／ラン参加の拡大

東京都 株式会社ＤＭＣ東京 グローバル人材育成研修メニュー充実と営業強化による顧客拡大

東京都 株式会社優美 オムツケーキ・子供用品のインターネットサービス業

東京都 株式会社ｉＣＬＩＰ 新パッケージのリサーチ及び見込客開拓ランディングページの構築

東京都 株式会社エージーリミテッド 製品ブランドＨＰのリニューアルと多言語化による海外販路開拓

東京都 Ｔ２スタジオ 写真の魅力を気付かせて新たなニーズを発掘するパンフレット製作

東京都 合同会社ＦＩＤＣＯＭ 全８００種を用意するワインとそれに合うディナーのＰＲ

東京都
株式会社スタイル・アンド・カンパ
ニー

実店舗新設・新規商品開発による売上向上と新規顧客の獲得

東京都 株式会社アドアーツ 思わず手に取りたくなる特殊加工デザインの魅力を発信・販路開拓

東京都 株式会社革芸人 高級爬虫類皮革オリジナル製品の、インターネットによる販路の拡大

東京都 ＭＪＰ株式会社 農業ワールド２０１５への出展による農業用ハウスの販路開拓

東京都 ブランニュウスタイル株式会社 家事代行マッチング『タスカジ』のシニア市場進出に向けた展開

東京都 有結（あゆ） テーブル茶道の全国展開と茶道具「お家ｄｅ茶道」の普及

東京都 ＣｙｂｅｒＨｏｒｎ株式会社 小規模事業顧客・個人事業主へのインターネット広告運用支援事業

東京都 株式会社ＴＹＫ 野外パーティ向け飲食メニュー（通販）の開発・事業強化

東京都 株式会社タイニーコーポレーション ウェブサイト作成及び、固定客獲得の為の内装改修工事の実施

東京都 株式会社ウィルスペース 働く女性に向けたマンション購入を促す自社ホームページのリニューアル

東京都 株式会社九華 アパレルと日用品の要素を兼ね揃えた新アクセサリーの販路開拓

東京都 蒲田串焼家　昭和横丁 店舗内外装工事及びメニュー開発による集客・誘客力強化事業

東京都 さやか行政書士事務所 インドネシア人との国際結婚手続サポートサービスのＰＲ事業

東京都 株式会社トロア
しあわせグラノーラのアルミパッケージ化による試作パッケージデザインと販促
物・ＷＥ

東京都 Ａｅｓｔａｓ（エスタス）株式会社 顧客拡大のためのブランディングとＰＲ及び厨房の整備と店内改装
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 伊藤製作所Ｃｅｌｅｓｔｅ（セレステ） 新商品「Ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｃｒａｆｔ」シリーズの開発と販

東京都 有限会社三栄美術印刷 ＡＲ動画付コマ広告チラシの制作・配布（小松通り商店街）

東京都 株式会社オリタニ ハンガーのコミュニティーを利用した高付加価値商品の販売計画

東京都 株式会社スターダイバー 憧れの作家と協力に繋がるクローズな場を提供するサービスの拡販

東京都 アットナビジャパン株式会社 ベトナム人の日本正規雇用を活性化するための事業

東京都 中真整体院 ネット広告による、外反母趾専門整体のモニター募集・新規顧客獲得

東京都 宝谷社会保険労務士事務所 海外勤務者の労務管理セミナーの開催及びホームページ作成

東京都 有限会社ＲＡＮＧＥＲ スポーツトレーナーによる健康志向者向けキックボクシングの拡販

東京都 有限会社劇団銅鑼 仮設客席の改良・設置、車椅子対応のスロープの設置

東京都 西小山カイロプラクティックりま 近隣の女性層への認知度アップのための広報強化、販路開拓

東京都 有限会社ハッピーフェイス
インテリア雑貨のオリジナルブランドの知名度アップと販路拡大、新商品の開
発。

東京都 株式会社ディー・グラフィット 案内掲示板やステッカー等の防災印刷物の拡販事業

東京都
慈心舎（マイトリーマインドアカデ
ミー／じしんしゃ）

スマホ対応Ｗｅｂで応援する個人向けお気軽心理カウンセリング

東京都 ブリリアンス東京 人材育成コンサルタントと連携したアイラッシュビジネススクール

東京都 株式会社ナウケミカル 葛飾ブランド認定「光輝性顔料ナウカラー」の販路開拓強化

東京都 株式会社オリジネィション ＩＴプロジェクト見える化ツール「ＥＰＭ　Ｂａｅｓ」の販路開拓

東京都 ＦＥＬＩＣＥ 最新全身エステマシン（コラーゲンマシン）の導入による顧客開拓

東京都 株式会社ラクテンポ 地域活性化飲食イベント「食べないと飲まナイトｉｎ神楽坂」開催

東京都 株式会社トランスコード ブライズメイドの文化を輸入、レンタルドレスの販路開拓

東京都 株式会社フタバゴルフ ＳＵＲＦ＆ＴＵＲＦ　最高にリラックス出来る練習場作り

東京都 株式会社セゲ・エンタープライズ 大都市以外の保険代理店、治療家に的を絞った経営コンサル。

東京都 株式会社ホシナ設備 水素式漏水探知機（バリオテック４６０）を前面に打出したＨＰ製作

東京都
オヤマツデザインスタジオ株式会
社

リノベーションのトータルプロデュースに特化したサービスの展開

東京都 アスリートライフプランニング 認知度アップ＆売上アップの為にブランディングされたＨＰの構築

東京都 Ａｉｌｅｓ　ｄｅ　Ｖｅｎｕｓ株式会社 ブライダル雑誌の特集広告で「Ｖｅｎｕｓ　ｍｅｔｈｏｄ」をＰＲ

東京都 日本橋　花見月 情報発信と設備改善による「ゆっくりと和食を楽しめる」店づくり
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 東和商事株式会社 製品カタログの統一と訴求内容改善による販路開拓と既存先深耕

東京都
税理士法人サンク・アンド・アソシエ
イツ

インテグラルサービスの告知ツール製作

東京都 ＤＯＣ　Ｊａｐａｎ株式会社 日本発の機能性化粧品原料を全世界に向けて販路開拓をする

東京都 株式会社ｐｈ 着物ヘアセットメニュー導入、設備補充、及び新たな顧客の取り込み

東京都 株式会社コネクティル 女性在宅ワーカーが活躍できるＩＴシステム開発・運用事業の販路拡大

東京都 カウンセリング心樹 音楽療法を取り入れたカウンセリングサービスの構築及び周知

東京都
ライブロックテクノロジーズ株式会
社

モバイル通信機器の販売促進事業

東京都 ロマージュ株式会社 ライフスタイル型スポーツウェアの開発事業

東京都 有限会社コガイ電気商会 地域家電店サービス・コンセプト認知浸透事業

東京都 株式会社ピュアリンクス 驚異的な急速分解で嫌な匂いを消す新製品の販路拡大

東京都 相澤絵美 社員に対するマッサージ施術及びセルフマッサージの指導

東京都 株式会社稲葉 既存資源を活用した新たな商品開発によるネット販売事業

東京都 株式会社ＳＯＰＨＩＡ 動物用サプリメントの新製品の開発とペット産業における販路拡大

東京都 Ｒｅ－ＢＯＲＮ株式会社 整骨院での新治療メニュー充実とイメージ改善による顧客開拓

東京都 株式会社Ｓｋｙ　Ｗａｌｋｅｒ 増加する要介護の患者に向けた訪問鍼灸事業のプロモーション強化

東京都
株式会社マーケティングジャンク
ション

動画コンテンツサービスの開発及びセミナー開催による売上拡大

東京都 株式会社マルチプル 高齢者向けにタブレットを使った認知症予防講座の開設で販路拡大

東京都 栄新テクノ株式会社 ウェブサイトからキュービクルの受注を得るための販促対策

東京都 株式会社ＣＳＳ ダイレクトメールによる新規フランチャイズ加盟見込客開拓

東京都 有限会社ビーンズ 女性客獲得に向けて新メニューの開発、トイレの改装

東京都 ａｎｔｙｍａｒｋ合同会社 デジタル・サイネージ事業の告知・宣伝

東京都 ユアブライト株式会社 弊社提供の研修を導入した介護事業者様の事例告知事業

東京都 株式会社レーベン 子どもと子育て家庭への栄養バランスの摂れた食事宅配事業

東京都 株式会社ＬａｎｄＣｈａｏｓ 小規模事業者対象のＡＳＥＡＮビジネス・ブリッジサービス事業

東京都 株式会社６７Ｂａｓｅ アート作品のリース事業による若手アーティストの育成

東京都 株式会社オフィスフローラン パワハラ・セクハラ防止のための企業向け研修事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 ナラティブ株式会社 サービス内容の見える化による販売促進、薬剤師のスキルＵＰ

東京都 有限会社坂一企画 安心・安全な野菜を子育て世代に提供

東京都 サイバークルー株式会社 日本起業家倶楽部　コワーキングスペース事業

東京都 株式会社トゥーブリッジ ベトナム販路拡大希望企業に向けたテストマーケティング

東京都 株式会社ワンプラスワン 集客率×成約率を強化・連動させたマーケティング戦略の実行

東京都 ＭＩＧＲＡＴＯＲＹ オリジナル什器の開発・販路開拓

東京都 株式会社ＷＡＣＣＡ　ＪＡＰＡＮ 伝統産業「和紙」に触れて体験・ニーズ拡大の為の和紙製品展示会

東京都 アトリエフェリーチェ ＨＰリニューアル及び女性向け写真教室の動画配信システムの構築

東京都 ＡＴＳＵＳＨＩ　ＮＡＫＡＳＨＩＭＡ ファッションショー、展示会の出品・新規坂路獲得

東京都 株式会社加藤硝子店 わかりやすい開口部リフォームパッケージの開発、販売

東京都 株式会社サートプロ 企業向けプレゼンツールＰｒｅｚｉの教育・確認テストの販売促進

東京都 しながわ税経事務所 地元企業に補助金情報を定期的に提供して顧問先を増やす事業

東京都 ＭＩＳＡＷＡ＆ＷＯＲＫＳＨＯＰ 靴作り教室の生徒獲得のためのＰＲと設備の充実

東京都 株式会社サポートラボ 独居高齢者向け電話コミュニケーション事業の普及と顧客獲得

東京都 株式会社ＭＧＴ 「ネットショップ八ヶ岳村」サイト認知度向上、商品ラインナップ拡充

東京都 株式会社双竜 基礎工事のリスティング広告による集客

東京都
株式会社ザ・ブルーマーズフィール
ド

企業・社会人向けの「表現指導・講演」の広報事業

東京都 有限会社木崎オートサービス 検査体制強化・タイヤサービス補完による地域１番店への取組

東京都 レヴェーユ・モリクボ 羽毛ふとんと綿ふとんを新品同様にするリフォーム事業

東京都 有限会社北野増田屋 リーフレット（パンフレット）の制作・配布

東京都 有限会社楽善堂 外国人向けの印鑑、外国人名印鑑の販路開拓

東京都 株式会社メイズ 海外販路開拓とそのための準備事業

東京都 株式会社やましたグリーン チラシ、移動式看板及びホームページ見直しによる販路拡大事業

東京都
全国ボート免許更新センター株式
会社

営業活動による損失顧客の補填、販路拡大事業

東京都 北前廻船紀行　けいの家 八王子の「採り直」野菜と十勝産直メニュー刷新とその広告宣伝

東京都 合同会社タカナワ香堂 自社オリジナル化粧品ブランド「Ｏｊａｓ」の販売促進・販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 合同会社クラウド・ブリッジ 「取付簡単！海外からの宿泊予約取込み機能」のシステム開発

東京都 有限会社根来商店 配達需要喚起のチラシ作成・配布による新規顧客開拓

東京都 アモスト株式会社 ＥＣサイトにおけるキーワード広告等による新規顧客獲得

東京都 株式会社アトラス広告社 デジタルサイネージ「ＰｉＰｉｔ－ＶＩＳＩＯＮ」拡販のためのＷＥＢサイトリニューア

東京都
株式会社セキュリティハウス西東
京

会員制防犯機器卸売サイト構築事業

東京都 ｃｏｃｏ　ｄｅ　ｃｌａｓｓ 「高齢者の健康に花を用いた認知症予防の為の保健師監修プログラム」

東京都 Ｃｈｉｅｎ　ｄｅ　ｃｈｏｕｃｈｏｕ スマホユーザー取込みによる販路拡大

東京都 株式会社スーパーゴールド インターネットストアによる不用品等の委託販売サービス

東京都 株式会社後藤自動車 未開拓の車検分野の開拓と車検デリバリー計画の導入

東京都 ｖｅｇｇｉｅ　ｆｏｏｄｉｅｓ 特定原材料（アレルゲン）不使用のアイスクリームによる販路開拓

東京都 澤田社会保険労務士事務所 「業績向上のための新しい人事制度構築支援コンサルティング」

東京都 デザートローズ 新商材オリジナルウェア開発での衣料分野進出による販路開拓

東京都 アークスクェア株式会社 家庭用ロボットの活用による「スマート・ハウス」市場への参入

東京都 有限会社アルキ造園設計事務所 特許申請済の狭小墓地の販路拡大のための広告事業

東京都 株式会社ＮＴＵ設計室 受注後毎日更新する三角（施主・建築家・施工者）日記の開発運営

東京都 合同会社　武蔵境洗濯工房 晴れのち晴れ武蔵境店の広告宣伝による認知度向上

東京都 ｎｅｒｏ ライト付看板を活かした夜間のサラリーマン・外国人への販路開拓

東京都 株式会社リボン 認知度向上を目的としたチラシ制作と容器、お店の案内制作。

東京都 株式会社ＣＯＡＲＯＯ ＥＣサイト環境の最適化とライセンサー主導の店舗営業への切り替え

東京都 有限会社東京修復保存センター “スマファイ”の販路開拓

東京都 株式会社柊 建築材を再利用した再生パレット・梱包用木材の開発

東京都 株式会社荒沢屋 ホームページを活用した旅館と飲食店の魅力発信

東京都 ＶＥＲＴＥＲＥ合同会社 奥多摩オリジナルビールの開発及び販路開拓

東京都 株式会社アサップシステム 短距離走タイム計測装置の製品化に向けた改良

東京都 栗原商店 「羽毛リフォーム」事業での新規顧客開拓

東京都 有限会社創研教育研究所 世界に通用するグローバル人材を育てる小学生の英語育成事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 有限会社司翠館 宴会場増築による新規団体客の獲得

東京都 マイナー堂レコードショップ レコードショップ・マイナー堂・粋活ネット／演歌でゴー

東京都 つぶあんカフェ 観光客向けの販路拡大のための情報発信強化

東京都 東京計測株式会社 ヨットハ－バ－等おけるパワ－ポストの開発による販路の拡大

東京都 有限会社やまとフードサービス 東京都産食材使用！「地産地消弁当」の開発、買い物弱者の方用販路開拓

東京都 カフェ・レストラン　てくたく 店先販売の通年化の実施

東京都 株式会社福の井 事務所の店舗化と訪問販売強化による買上率向上と新規顧客開拓

東京都 株式会社まちづくり立川 地元デザイナーとの協働による農産物加工品のバリューアップ事業

東京都 有限会社ディーオーアイネット 情報漏えい対策ソフトウェア製品の拡販

東京都 有限会社ディップル 授業集中のためのパーテーション及びチラシ作成・配布

東京都 やぶそば 宅配メニューの販売促進強化

東京都 のんしゃらん食堂 離乳食カフェ開設とまぐろ燻製の開発に伴う店舗整備と広報活動

東京都 合資会社　Ｗｉｎ－Ｗｉｎ メディカルフットケアを柱とした高齢者向け美容サービスの強化

東京都 ブーランジェリーＡＹＡＫＡ 地産食材の新商品開発及びインターネット通販での販路拡大

東京都 株式会社ばさら厨房 オイスターバー「牡蠣ＢＡＳＡＲＡ」の認知度および集客力向上

東京都 府中書房 読書・交流体験イベントによる新規顧客の獲得

東京都 サイクルショップ　セキ 「見せる自転車整備・修理工房」への改装による販路拡大

東京都 株式会社シンクハピネス 地域の方達がフラッと立ち寄れる訪問看護ステーション

東京都 ほぐし手や 新サービス（メンテナンスプラン）をＷＥＢ広告を使い宣伝する

東京都 らーめん武蔵堂 夏季限定一押しメニューｄｅ来店客ＵＰチャレンジ

東京都 株式会社ＦＩＸＡ 釣果記録アプリＡＮＧＬＥＲＳユーザー獲得のための宣伝強化

東京都 株式会社太陽光 展示器による組立、設置方法レクチャーの実施

東京都 こすもゼミナール 地域の高齢化を踏まえたシニア英語教室の広告宣伝

東京都 株式会社デジタル・クレスト 病院待合室のテレビに文章を表示する装置の認知度向上と拡販

東京都 ＭＩＸＳ 「任意保険」「法令点検」「安全」アピールによる販路拡大展開

東京都 バルコンヌリミテッド 新規ブランドの立上げの開発・販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 有限会社アーリーバード 質の高いスタッフの育成の強化と新規派遣先の開拓を実施

神奈川県 Ｐｌａｉｓｉｒ（プレジール） 独自のヒーリングピアノセッションを提供する空間作りと販売促進

東京都 株式会社ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ 思考過程重視の数学・理科関係の参考書出版による、理数教育強化事業

東京都 株式会社ハマノヤ 有料老人ホームの入居者に高齢者向け商品を販売する出張コンビニ

東京都 株式会社足幸 ゴルフ練習場におけるフィートインデザイン販売イベントのＰＲ

東京都 株式会社鈴木工務店 パッシブデザインの家プロモーション活動の充実で成約率向上

神奈川県 株式会社花実樹 ≪水やり頻度低減≫鉢キャップの開発と量販店への販路開拓

東京都 クロイツェル ドイツワイン・ビール販売促進及びドイツソーセージの拡大展開

東京都 ＧＲＡＣＥ（グレース） ＷＥＢ・パンフレットによる結婚相談所の新規顧客開拓事業

東京都 合同会社七海交易 激辛唐辛子の国内栽培と加工による国産商品化事業

東京都 株式会社多摩総合研究所 住民参加型地域情報誌の発刊事業

東京都 ケースタイルオート 高級外車にターゲットを絞ったトータルリファイン事業

東京都 株式会社ブリクセン
ネットワークカメラを活用したセキュリティ（監視、見守り）・遠隔医療・介護シス
テム

神奈川県 株式会社銚子屋 海外顧客獲得の為、外国語版ウエブサイト作成事業

神奈川県 日研株式会社 自社オリジナル開発コーティング剤『セラミカ』の販売促進活動

神奈川県 産後ヘルパー株式会社 販路拡大のための新営業拠点設立と法人開拓、ネット販売による新展開

神奈川県 ユニス株式会社
体質等から発生する臭いを緩和する新商品の開発と特殊既存製品での販路
開拓

神奈川県 筆友会　ふでともかきかた教室 新規開講に向けた市場調査・知名度向上と人材育成

神奈川県
株式会社Ｗｉｎｄ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｐｒｏｄｕｃ
ｔｓ

耕作放棄施設等を利用した次世代型農作物栽培装置の製造

神奈川県 株式会社フロウ 新たなビューティメニュー開発と地域スクールコミュニティの創造

神奈川県 ＬｉＭＥ株式会社
スマートフォンで顧客管理を行う美容師向けのアプリ「ＬｉＭＥ　Ａｐｐ」の販売プ
ロモ

神奈川県 株式会社メタコン
再生可能エネルギー世界展示会・エコテクノ２０１５～エネルギー先端技術展
での販路開拓

神奈川県
Ｓｔａｒｓ　Ｓｍｉｌｅｙ（スマイリー）株式
会社

発達が気になるお子様向け体操教室の開講

神奈川県 ボディテックセンター 輸入車の修理を得意とする広報活動とリピーター向け商品の開発

神奈川県 ＣＯ２システムズ株式会社 小型＆無電源の人工炭酸泉製造装置の販売ＨＰの開設と販売促進

神奈川県 株式会社ＮＥＷＳＴＹＬＥ 部門別ウェブサイト制作と、新規顧客獲得の為のサイト運営
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 株式会社冨士鉄工所 高度な設備や加工技術の訴求によるエネルギー分野への販路開拓

神奈川県 株式会社華泰行 メニュー専用調味料と食材の連動販売などによる売上増と集客活動

神奈川県 フルールドリス アーティフィシャルフラワーのシニア層への販路拡大

神奈川県 株式会社エントリー 戸塚区ナンバーワン不動産会社になるための販促戦略の実行

神奈川県 ブーシェル １００年前のドイツ製法によるハム・ソーセージ製造小売事業への進出

神奈川県 株式会社エステル ネットショップの再構築によるウェディングフラワーの販路開拓

神奈川県 株式会社ウィングエージェント 航空業界総合情報ＨＰ「Ｓｋｙ　Ｐａｓｓｐｏｒｔ」の告知・宣伝キャラバン

神奈川県 株式会社常盤商会 安全安心のペット用消臭スプレーの開発とＰＲ活動

神奈川県 ＭＮＪＦ　瑞亭 高齢者、買い物弱者をターゲットに、高単価『宅食サービス』による販路開拓

神奈川県 株式会社神奈川建築職人会 リフォーム業から「住まいの総合相談センター」への販路拡大

神奈川県 株式会社田辺電業社 地元地域に根差した電気工事サービス事業の推進

神奈川県
未来創造弁護士法人三谷総合法
律事務所

“ライフラインとしての顧問弁護士”の提案

神奈川県 株式会社ワークルームジャム コンサート施設『ジャムセカンド』の活用拡大計画

神奈川県
インフィニット情報システム株式会
社

販路開拓のためのＤＭ強化及びＳＥＯ対策強化ホームページ更新

神奈川県
バハール・フーズ・インターナショナ
ル株式会社

ロケ弁、会議弁当で選ばれる鮮度が維持できる弁当の開発

神奈川県 源気商會（屋号） 世界の塩シリーズのパッケージ改良と独自店のインターネット広告

神奈川県 株式会社セットアップ横浜 ウリマットのトイレ産業展出展及び建設会社集客による販路開拓

神奈川県
コーポレート・デザイニング・パート
ナーズ株式会社

中堅企業のコーポレートコミュニケーション業務一括引き受け事業

神奈川県 せらまいか鍼灸院 自分の力で健康になれる！新開発「白キクラゲぎんじ」の販路開拓

神奈川県 株式会社松坂屋鞄 新規顧客獲得と既存顧客の満足度向上に向けたプチリニューアル

神奈川県 株式会社トゥルーオフィス プロ用ゴルフ弾道測定器を活用したレッスンと貸与サービス開発

神奈川県 Ｉｄｅａ　Ｓｔｙｌｅ株式会社
「タクシーサイネージ」ウェブサービス・端末の販路拡大　ウェブ・チラシ媒体制
作

神奈川県 タローコーポレーション株式会社 成人教育学を活用した医療機関向け教育サービスの開発・事業化

神奈川県 株式会社インターローカス 塗り替えのご提案は【カラーエクスプレス】にお任せください！

神奈川県 せりえ鍼灸室 ３０代女性の妊活を支援するための院内改装とスマホ版サイト作成

神奈川県 株式会社みなと広告 「中小企業でも出来る、３０万円で動画広告普及と独自媒体開発事業」
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審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 株式会社トライトレーディング 新市場拡大のための快適なサービス環境整備事業

神奈川県 株式会社Ｐ－ｆｅｌｌｏｗ 自社ＷＥＢサイト制作、スマホサイト最適化による新規顧客獲得事業

神奈川県 株式会社三協カンパニー 満福カツの販路開拓、満福中華・満福カツ自社ネット受注システムの開発

神奈川県 有限会社ディーエムシー デザイン福祉機器の企画卸販売を行うウェブサイトの構築

神奈川県 株式会社アマテラス 新規葬祭事業の自社ホームページ、チラシ等による販路拡大

神奈川県 株式会社ＳＡＶＩＴＡＳ 屋根型太陽光発電の販路拡大につなげるホームページの作成

神奈川県 株式会社ロコムーブ パーソナルストレッチの整体業

神奈川県 ゴルフスタジオ．Ｋ 初心者・初級者専用ゴルフスクールクラス会員獲得の為の広告事業

神奈川県 足立商店 鮮度の高い干物の品揃え拡大に向けた冷蔵ショーケースの新規交換

神奈川県 豆松屋 盆栽スクール・販売の東京圏への販路拡大に向けた展示会出展

神奈川県 株式会社１７８ 写真・イラスト入り洋菓子や新商品の開発・販路開拓

神奈川県 株式会社コネクターズ 掲載無料のＩＴ製品の製品比較サイトを活用した顧客開拓

神奈川県
株式会社スポーツドライビングジャ
パン

これまでにないドライビング講座のＩＴ教材化に伴う販路開拓

神奈川県 ソフィットウェブプランニング 女性起業家創出につながるサイト構築方法の解説ＤＶＤによる販促

神奈川県 株式会社京成電子 ＬＥＤ照明製品の販売促進

神奈川県 丸正クリーニング
店頭でのシミ抜きサービスによる販売促進と付加価値の高いサービスの提供
による競合店

神奈川県 株式会社哲英 ベトナムＩＴ企業と連携　新横浜密着ソフトウエア開発事業の立ち上げ

神奈川県 スマイル・ケア・サポート合同会社 高齢者・障害者のお困りごとを助ける！お手伝い大作戦

神奈川県
グローバルプロモーション株式会
社

感動体験を生み出すキャスティング融合型旅行プランの事業化

神奈川県 株式会社グッドフォーチュン 酒類買取・販売の開始に伴う広報力強化事業

神奈川県 ＭＯ６株式会社 借地を専門に取り扱う不動産事業とそれに伴う広報活動

神奈川県 長岡行政書士事務所 相続・遺言サービスと許認可手続きサービスの広報及び集客強化

神奈川県 株式会社スリーハイ 産業用温度調節システムの開発並びに海外展開を見据えた販路拡大

神奈川県 おうちデトックス 新規企業開拓による取引先の増大、及び単価向上の実現

神奈川県 有限会社山食 “もとだての米”と“わ”のブランド認知度アップ・販売促進事業

神奈川県 株式会社自然美研 健康食品「無臭ＤＨＡ（特許取得）」の新規顧客獲得（雑誌広告）
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審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 株式会社ＳＳＰビジネスブレインズ 医学部、国立理系学部受験生向け新規講座の開設と塾生獲得事業

神奈川県 ひゅうがメディカ 当サービスの認知度を高める為の新聞掲載・チラシ作成

神奈川県 有限会社縁苑 教室・イベントを通じた物販との相乗効果による売上増と集客活動

神奈川県 美慈工房 独自の技法で長持ち・機能的スタイルの訪問理美容事業の強化

神奈川県 株式会社太陽住建 エコリノベーション新ビジネスモデル販路開拓

神奈川県 カーサ・モリミ株式会社 安全安心で独自性もあるイタリア食材の新商品発売と販路拡大

神奈川県 ＪＵＳＴ ０円集客。ファンになるネットショップの作成・販促用ＰＲ

神奈川県 株式会社エネショウ 水素化マグネシウムを使った今までにない水素入浴製品の開発販売

神奈川県 ＳＴＡＮＤＡＲＤ 独自のヒゲデザインによる顧客増、単価増の為のシャンプー台増設

神奈川県 ダンシングファン株式会社 「バレエのスピードラーニング塾」バレエマスター導入に伴う広告宣伝活動

神奈川県 株式会社とことん 再帰性反射材による切り抜き手法の開発とポイント課金の開発

神奈川県 株式会社すみか入居相談室 故人の想いを託すエンディングビデオメッセージの配信・普及拡大

神奈川県 有限会社クマモト インターネット大大キャンペーン！味と品質、清潔感の周知！

神奈川県
Ｂｏｄｙ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ　Ｊｕｎｅ（ボ
ディメンテナン

来院できない潜在顧客獲得に向けた往診による新規顧客獲得

神奈川県 百福 企業・団体向け店舗の新設によるプチギフト商品の販路拡大事業

神奈川県
株式会社ティワリインターナショナ
ル

ワッフルサンドランチとディナーで１次会需要取り込み、店舗改装

神奈川県 株式会社ファーレ 「ドブ板通りから発信する新たなカフェメニューの創造」

神奈川県 有限会社やまに 団塊世代夫婦旅「横須賀満喫モデルプラン番組動画」の制作・配信

神奈川県 株式会社スタディパーク 家族型モデルの教育機関へ～幼小英語部／大学受験部の新規開講～

神奈川県 ｍｏｍｏ－ｆｕｋｕ（モモフク） 新郎新婦の写真入りオリジナルシールによる商品の拡充拡販事業

神奈川県 プリフラ・ｓａｙｕｍｉ 業界に先駆けた「横須賀発」オリジナル商品の販路開拓・拡大

神奈川県 株式会社アサヒリソース 廃棄物処分価格が解り易いＨＰ改善で。企業や一般客の信頼強化。

神奈川県 Ｍプランニング 知名度アップと販路開拓のためのＥＣサイト改善による購買率向上

神奈川県 株式会社テレメディカ 中小薬局に対する薬剤師業務支援Ｗｅｂサービス事業

神奈川県 株式会社ファウンデーションズ 育毛カテゴリのヘアケアライン開発及び・販路開拓

神奈川県 アソシエＣＨＡＣＯ 服飾教育と福祉衣料（ユニバーサルファッション）の広告宣伝事業
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審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 伍縁工業株式会社 わかりやすいＨＰとスマホ対策で一般顧客層の新規顧客獲得計画！

神奈川県 株式会社Ｐｌａｎ　ｔｏ　Ｃｒｅａｔｅ 個人タクシー情報サイト「個人タクシー案内所」の制作

神奈川県 株式会社カツラ・オプト・システムズ 精密レーザー半田装置等の拡販のためのホームページの刷新

神奈川県 株式会社オーシャン 小冊子を活用し、家を守り続けるためのノウハウをお客様に提供

神奈川県 株式会社大石 創立６周年記念感謝祭企画（半年間継続）

神奈川県 株式会社エフエイティ ホームページ活用による検査製造装置の新規分野顧客開拓

神奈川県 Ｈｅａｒｔ＆Ｃａｓｔ株式会社 は～とふるらいふ（デリバリー＆サービス）

神奈川県 喜八 店頭にタベストリー設置、店内に写真入りポスターの掲示

神奈川県 佐々木工機株式会社 自社製品「真空吸着ツールスタンド」の販路開拓

神奈川県 みらい地震予測株式会社 減災推進のために地震３０分前の津波通知速報を実用化する事業

神奈川県
オプトデバイスコーポレーション株
式会社

車載カメラレンズ用ＭＴＦ温度特性計測装置の海外顧客の販路開拓

神奈川県 木のおもちゃ「トナカイ」 店舗近隣地域の乳幼児保護者の新規顧客獲得と定着化

神奈川県 ボンボン オリジナル商品開発とサイトリニューアル（スマホ対応）

神奈川県 ＶＥＣＴＯＲ株式会社 ＡＲを使った福祉・ロボット・デザインの相互ＰＲによる販路拡大

神奈川県 有限会社クリアスペース ハウスクリーニング事業の販路開拓と販売促進

神奈川県 株式会社ブレスロード 有効活用されない家庭内の不用品を掘り起し、リユース化を促進

神奈川県 有限会社相和シボリ工業 「Ｏｎａｍｉ」の新製品開発及び最新のＳＥＯ対策

神奈川県 蕎彩　和み月 新規顧客獲得のためのホームページ作成

神奈川県 松山商事株式会社 「メイド・イン・ジャパン」の高品質ねじ類の中国への販路開拓

神奈川県 トレジャーダイブ いつでもどこでも気軽に学べる「潜水士試験」オンライン講座実施

神奈川県 株式会社とりとん できたての熱いカレーをすぐに真空パックできる機械の導入

神奈川県 かつみ食品 惣菜・高級豆腐分野への本格展開

神奈川県 有限会社下村写真館
主に七五三写真撮影に関する「舞妓お試しキャンペーン」の販売促進用チラシ
の作成と配

神奈川県 そうみ行政書士事務所 成年後見、相続、遺言を中心とした相談会の開催

神奈川県 有限会社ｌａ　ｐｌａｑｕｅｍｉｎｅ ラベルプリンター導入によるアイテム数および販売市場の拡大

神奈川県 うおしげ旬 地元店だから伝えられる！地魚の魅力をＰＲする店頭改装計画
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 株式会社田中屋本店 高齢者に優しい商品・サービス開発と地域コミュニティづくり

神奈川県 有限会社木路 「日本の職人技まつり」への出展による販売チャネルの拡大事業

神奈川県 西湘梱包株式会社 国際複合一貫輸送を現業に組み合わせサービス向上、販路拡大。

神奈川県 株式会社ミズノ企画 外国車レンタカー事業との相乗効果による車両販売の拡大

神奈川県 四季ぼーてあん、そあん 認知アップ・新規顧客獲得のためのＤＭ・新聞折込広告

神奈川県 タカデンライフサービス有限会社 省エネリフォーム看板設置と体感ショールーム開設による販売促進

神奈川県 有限会社おむろアカデミー 子育て世代の顧客獲得のためのキッズコーナー設置と効果的なＰＲ

神奈川県 金太郎茶屋 金時山山頂で営む金時茶屋　箱根の自然に調和した外壁修繕事業

神奈川県 有限会社坪井自動車 ハイブリッド車・電気自動車の車検の獲得による売上向上事業

神奈川県 株式会社相陽木工伊勢田屋 英語圏から来訪される外国人客に対応した広告及び客室の整備

神奈川県 鈴木一彦税理士事務所 「地域に密着した相続手続き代行事業の展開」

神奈川県 株式会社富士電興社 訪問販売会社に負けない営業支援ツール作成による地域顧客の開拓

神奈川県 有限会社城北総合保険事務所 ライフスタイルの変化に対応した、保険営業ツールの作成。

神奈川県 有限会社小田原種秀 贈答用手提げ袋作製による「最中工房小田原種秀」の効果的ＰＲ

神奈川県 有限会社早瀬幸八商店 外国人に特化したパンフレットの制作で販路拡大

神奈川県 Ｆｏｒｅｓｔ（フォレスト） 健康・美容をキーワードとしたメニュー開発と新規顧客開拓

神奈川県 ひろそう 自家栽培フルーツのデザート開発と看板改装による新規顧客の開拓

神奈川県
ペットフード・テクノリサーチ合同会
社

ペットの食の安心・安全に関する冊子作成と配布による販路開拓

神奈川県 御食事処　青竹 女性を意識したお店作り：地元野菜こだわりのメニューを提供

神奈川県 湘南テラコッタ工房 高山植物用植木鉢の販売促進

神奈川県 ＹＵＲＩＡ　ＡＲＴ　ＴＥＸＴＩＬＥ 新規顧客獲得のための新商品開発、展示会出展、看板製作

神奈川県
株式会社グローリーエンタープライ
ズ

受注生産型から企画販売型へ、卸売りから個人向け直販への業態転換

神奈川県 有限会社鈴木光学 展示会出展による新製品のアピールと販路拡大

神奈川県 有限会社小野モーター商会 湘南テラスに販売展示場所を新たにオープンさせる。

神奈川県 株式会社リペイント湘南 雨仕舞の周知活動を通した住宅寿命の長期化と受注拡大の取り組み

神奈川県 株式会社太陽ぬ荘 時代にあわせた「少人数専用生ピアノスタジオ」設立！
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 株式会社落合コーポレーション ピンクリボン啓発運動を絡めた新商品ＵＢＥＲＣＵＰの販売活動

神奈川県 グレイトフルサービス ワンストップ生活支援サービスの広報展開

神奈川県 株式会社ＲＵＲＩＨＡＲＩ 壁面ホワイトボード化ガラスコーティング製品の販路開拓

神奈川県 株式会社ＴＵＴＥＴＯＮＳ 店舗認知度向上をはかり、着物を着る新規顧客の開拓

神奈川県 有限会社ヤマプランニング ラインナップ拡充のための新製品開発と広報活動の推進

神奈川県 株式会社Ｗｉｚｅ クラウドを活用した生産実積収集の基盤システム（デモ）開発

神奈川県 高橋法務綜合事務所 相続トラブル相談センターの開設・相談会の実施による顧客の開拓

神奈川県 株式会社エフアイエヌ 世界発の高機能ラバーバッグのヨーロッパ進出戦略

神奈川県
Ｇａｒｄｅｎ　Ｄｏｃｔｏｒ（ガーデンドク
ター）

再開発型戸建物件に特化したガーデンサービスの事業展開

神奈川県 有限会社志帆 新メニューキャンペーンによるエイジング客獲得

神奈川県
株式会社ディスティネイションクリエ
イティブ

『湘南のクルマ買取りハッピーカーズ』の事業継続・販路拡大

神奈川県 健康サポートカンパニーＳｔｕｄｉｏＡ 広告増加・信頼性向上による広報活動の強化

神奈川県 合同会社はにーびー．Ｂ．Ｂ インターネット無料化の周知と利用方法別の設定ガイドライン

神奈川県 株式会社キズナ 折り込みちらし及び看板設置による、認知度アップと新規客の勧誘

神奈川県 有限会社ＴＯＳＫＹ ウクレレワークショップの開催と広告宣伝による新規顧客獲得

神奈川県 スイス菓子ポニイ アレルギー・糖尿病対応商品の移動販売による新規顧客開拓

神奈川県 株式会社リノフィールド 見た目にも素材にもこだわった厚木の新土産の販路拡大

神奈川県 手もみ総本店厚木愛甲店 不妊治療者向けマッサージ出張サービスの新設による新規顧客開拓

神奈川県 桃茶牧場 「湘南ゴールド」及び「味噌」を使用した「桃茶豚」商品開発

神奈川県 ぎゃらりー喫茶なよたけ 店舗改装及びホームページの拡充による新規顧客開拓

神奈川県 株式会社カーサ・コーポレーション レンタル補聴器サービスの開始による新規顧客の獲得

神奈川県 日本微生物クリニック株式会社 微生物検査技術等のホームページ公開による新規顧客獲得

神奈川県 女性医師活躍支援株式会社 リザーブ制度の特徴のアピールによる新規顧客開拓

神奈川県 ＳＦ－Ｌｅａｒｎｉｎｇ
ロボット教室と生徒管理用新システム導入及び個人塾経営者向け教材販売会
実施

神奈川県 株式会社ガーネット 宿泊施設向けの『女性客が喜ぶ高付加価値アメニティグッズ』の販路開拓事業

神奈川県 有限会社湘南化成 新規市場における新規顧客獲得を目的としたＷＥＢサイトの構築
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 株式会社コッチ カスタム自転車通販サイトのモバイル対応

神奈川県 株式会社つかさ 店舗「菖蒲庵」買回り性向上レイアウト事業

神奈川県 トルコ料理屋　くるみ ハラルレストランによる、ハラルフードの拡販事業

神奈川県 そばや繁茂 ２種類の看板の設置による認知度・集客力アップを目指す取り組み

神奈川県 みしょう舎 みちこもの鎌倉十葉創業１周年展示会『懸橋和足』

神奈川県 株式会社鎌倉三衣 オリジナルユニフォーム開発と、アナログデジタル双方の販路開拓

神奈川県 ｍｉｃｒｏｓｔａｙ株式会社 【販路開拓】ホームページリニューアル（カード決済等の機能追加）の販路開拓

神奈川県 株式会社ダンデライオン 外国人・子連れお母さん・身障者向けの鎌倉観光サイトの販路開拓

神奈川県 株式会社サザン音響
【販路開拓】展示会「音展」等への出展と広告等によるハイレゾ商品販路開拓
事業

神奈川県 有限会社秋田屋 「秋田屋　鱗亭」の魅力を伝える新規プロジェクト

神奈川県 ＬＵＧＮＡ　ｋａｍａｋｕｒａ マイクロバブル洗浄機器の導入・実施

神奈川県 有限会社壺中天 お茶と人を繋ぐ体験型ワークショップ開催による販路拡大

神奈川県 Ｍｏａｎａ チラシ作成による販促・パッケージ改良・雨天来店客のために改装

神奈川県 アトリエゆうむ アトリエ・店舗・教室の三位一体！常設店舗開設による販路開拓

神奈川県 鎌倉ゲストハウス 新たな集客に向けての施設改装と設備修繕事業

神奈川県 株式会社するがや ブランド力向上のための包装材（手提げ袋等）開発による販路開拓

神奈川県 株式会社ｏｍｏｒｏ スマオビの販路開拓の実施

神奈川県 Ｈｉｒａｇａｎａ “ひらがなの美しさ”を世界に！足がかりとなる展示会出展事業

神奈川県 株式会社ブルークインス デザイン提案事業の拡大に伴う新規顧客開拓のための展示会出展

神奈川県 ますだ治療院 国家資格者による鍼灸マッサージの“安心感”を訴追する広告戦略

神奈川県 合資会社浅草食道 店内改装と湯沸かし器の設置で、お客様満足度の向上を図る事業。

神奈川県 株式会社ＴＨＥ　ＨＵＢ 他にはないインテリア雑貨の販路開拓

神奈川県 有限会社ナカムラ生花 【販路開拓】店内照明の改修による販路開拓事業

神奈川県 株式会社コッコランド 【販路開拓】忘年会シーズンに向けた広告宣伝による新規顧客獲得事業

神奈川県 株式会社ヒートポンプ研究所 冷凍・空調機（冷凍サイクル）の挙動解析ＣＤ－ＲＯＭの販売

神奈川県 イル合同会社 会社案内パンフレットの制作による認知度アップ・販路拡大事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県
株式会社ライフデザインラボラト
リー

県産木材と宮大工の建築技術を活かしたリノベーション事業

神奈川県 小林写真事務所 七五三写真を通して高齢者、障害者の記念写真への販路開拓

神奈川県 オーキッド株式会社 節電コンサル開始に伴う販促ツール及びリテールサポートの強化。

神奈川県 有限会社イル・ド・ショコラ 主力商品「チョコレート」生産販売拡大の為の専用厨房増設事業

神奈川県 有限会社いろは寿し 外国人旅行客への適切な接客による、ランチにおける回転率の改善

神奈川県 有限会社高梨商店 新設備を導入し、付加価値の高い商品を低コストで製造

神奈川県 株式会社高梨農園 三浦海岸駅の直販店の強化と贈答品のギフトセットの作成

神奈川県 有限会社丸清製麺 地域商材を活用した新商品開発による事業拡大と地域活性化

神奈川県 小網代陶房 陶芸体験から生み出される販路拡大・売上増加事業

神奈川県 有限会社花岡新聞店 デリバリーサービスのカタログ・チラシ、ウェブサイトの制作

神奈川県 さかな料理まつばら 地域商材を活用した新たな名物商品と外国人観光客向け観光ＰＲ

神奈川県 有限会社あさのやおふぃす 健康をテーマに配食・健康セミナー・ワークショップで販路開拓

神奈川県 ヘアートリップ 高齢者にも優しい多機能シャンプー台を用いた新サービス開始

神奈川県 麻雀恵 麻雀で認知症予防！健康セミナー＆健康麻雀で地域を元気に！

神奈川県
ボディージュエリー＆フォトＫａｉｍａ
ｎａ

ボディージュエリー＆フォト事業の新サービス開始

神奈川県 株式会社ジェーシーシー お家（うち）でウエディング　オリジナル結婚式、披露宴の提供

神奈川県 セーチョー工業株式会社 鉄道、道路関連企業のネットワークを生かした販路拡大

神奈川県 有限会社ケイエスジェー 「真コンフォートシューズ支持者層の拡大」

神奈川県 有限会社セ・ラ・セゾン 通販や販促によるギフト商品の売上増で利益体質の会社を作る

神奈川県 スマイル整体院 ストレス対応型サービス『顔の整体』のＰＲ宣伝及び顧客拡大プラン

神奈川県 株式会社Ｚｏｎｅ 全国唯一のＺ３２専門店として名車を後世に残し、売り上げを拡大

神奈川県 有限会社佐々木商事 自転車修理の技術力をＰＲするＷＥＢ開設と店舗改善で販路開拓

神奈川県 ソラ珈琲＆食堂ヒュッテ 山小屋風店舗イメージを活かしたテラス＆看板設置による集客力強化事業

神奈川県 有限会社オフィスジオ メーカーとしての自社商品を紹介した各種パンフレット制作。

神奈川県 株式会社ＭＥＭＯテクノス 当社オリジナル商品の海外向け専用Ｗｅｂサイト構築

神奈川県 株式会社ヒーリングフィールド 地域密着した高齢者向け「訓練型整骨院」の認知度向上事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 シエステ 団塊世代をターゲットとした新サービスの認知と集客力強化

神奈川県 一友ビルドテック株式会社 防水技術の広報と効率的なチラシの配布による顧客増加計画の実施

神奈川県 有限会社マグネティックスクエア 漁業者向け新製品の宣伝チャンネルと販売網の確立

神奈川県 ペット・ナチュレ ペットの高齢化社会を救う！健康ペットサロンの実現

神奈川県 イチゴヤ セミナー開催に向けた、レッスン動画とウェブサイトによる集客

神奈川県 有限会社啓 展示会出展による高性能ＡＤ基板ＡＤＣ－０３２４ＢＭの販路開拓

神奈川県 有限会社創己 中小塾でもできるクロスメディア広告による新規顧客開拓事業

神奈川県
エム・アイ・エス　テクノロジー株式
会社

電子部品用テストソケットの販路拡大を図るＰＲツールの充実化

神奈川県 株式会社夢ガレージ カーラッピング＆デモカー制作、ＨＰ制作、ショールーム改装

神奈川県 有限会社鶴ヶ丘米店 専門家が選ぶ特長ある米の販売・情報発信用自社サイト作成事業

神奈川県 焼肉ぼなぺてぃ 夏祭りとコラボした地元活性化イベントの開催と人材登用

神奈川県 有限会社ＰＨセキュリティー 店舗看板、Ｗｅｂ、チラシを活用した防犯対策かけこみ寺事業の構築

神奈川県 株式会社静科 福祉・医療向け吸音パーテーションの開発による新規市場開拓

神奈川県 ラーニングクエスト学習センター 発達障害児向け学習支援教室のパンフレットによる集客強化事業

神奈川県 有限会社ミツワインテリア 「スマホ」サイトと「屋外看板」の整備による販路開拓事業の拡充

神奈川県 白栄ランドリー 集配時間の延長による利便性の向上、新規客の獲得

神奈川県 ミホ工業株式会社
チラシ発信・ホームページ改修及び看板設置によるリフォーム事業の認知向
上

神奈川県 有限会社ピーク ３０代以上新規顧客獲得を狙った看板、ＨＰスマホ対応で集客ＵＰ

神奈川県 株式会社ジオウ ロス部位から作るこだわり高級ハンバーガー開発で販促・宣伝

神奈川県 ウィスタリア音楽院 介護予防音楽講座の開設による、高齢者新規顧客の開拓事業

神奈川県 焼き立てパン工房クオーレ 休眠顧客データと新規顧客データを活用した来店率増加策

神奈川県 新鮮組 看板、Ｗｅｂ、チラシ活用による地元大和市エリアでの認知度向上

神奈川県 あすまいる株式会社 障害児通所支援施設向け業務管理システムの開発および拡販

神奈川県 有限会社アキ企画 地域高齢者の新規顧客獲得のための眼鏡・補聴器の販売促進事業

神奈川県 サワダクリーニング しみ抜きのプロが経営するクリーニング店のブランディング化計画

神奈川県 エステティックサロン　セルレ 店舗の認知度向上と新規集客の顧客作りのための広告作りと配布
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 株式会社現代企画 「発達改善スクール事業」スタート広報活動

神奈川県 スタジオボレロ 広報宣伝に特化した、オリジナル４Ｗａｙ商品ＰＲで販路拡大

神奈川県 株式会社伊沢工務店 新規顧客獲得の為のウェブへのＷＢ工法に関する広告掲載

神奈川県 ヘアサロンＢＡＺＺ プライベートサロン増強・サテライトサロン化による販路開拓事業

神奈川県 株式会社青葉興運 営業資料を活用し医薬品関連商品輸送事業者への新規顧客開拓事業

神奈川県 ミュージックラウンジ侍 「外国語によるＨＰ作成及び看板の設置による販路開拓事業」

神奈川県 株式会社えいこ ネパール料理店らしいエントランス、手彫り扉の設置

東京都 松尾ハンダ株式会社 新製品のアジア向け販売展開の足掛かりとする英語版ＨＰの改善

神奈川県 有限会社田辺薬局 不妊症と終末医療に対してイベントと相談会を通じた販売促進事業

神奈川県 株式会社渡邉園 若いお客様や新しい住民が入店しやすい店舗への改装

神奈川県 株式会社コイグチ 「外構３次元ＣＡＤシステムを活用した販路開拓事業」

神奈川県 歌のオアシス夢一輪 旧式トイレとエアコンの改修による快適な店舗づくり

神奈川県 株式会社コービット ノイズに埋もれた信号から欲しい情報を抽出する方式の販売

神奈川県 株式会社ジョイントプラザ ＩＴを駆使して海外に進出し、海外の販路拡大を行う。

神奈川県 有限会社国分寺そば
高齢者向けそば、サイドメニューの開発、催事時及び観光客用の休憩スペー
スの提供

神奈川県 有限会社湘南ホーム 地域のコミュニティスペースの提供と勉強会開催

神奈川県 海老名エフエム放送株式会社 ホームアンテナ設置によるリスナー拡大と災害対策の地域貢献

神奈川県 有限会社ロリアン ギフトコーナー充実、照明変更、カタログ作成等による販路拡大

山梨県 飯島産業株式会社 海外向け商品パンフレットの作成

山梨県 サンクフルール 食用花を使ったお菓子の見直し、新製品の開発

山梨県 五味醤油株式会社 手前みそ加工スペース「ＫＡＮＥＮＴＥ（カネンテ）」の広報

山梨県 株式会社ケーエフアイ甲府 過疎地域老人宅や遠隔地老人福祉施設を対象にした「骨なし魚」の移動販売

山梨県 オアシスクリエイターズ株式会社 「ワインのグラス販売強化と居心地向上による客単価アップ事業」

山梨県 うどん屋源さん 「うどん屋源さん」カップうどん販売拡大とネット通販による販売

山梨県 株式会社クオファーム 「天然由来塗料の体験型塗装教室を活用した市場拡大」

山梨県 株式会社依田酒店 「専門店らしい内装化とＤＭで顧客数をアップさせるための事業」
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

山梨県 株式会社旬果市場 とうもろこし加工品（３種類）の販売開始と販路拡大

山梨県 有限会社ハウスサービス・サンアイ 地域活性化を図る、空家、空室情報提供事業

山梨県 ゆめづくり工房ＫＡＲＥＮ 自分たちで作れる手作り結婚指輪の販路拡大

山梨県 やわら整骨院 むちうち後遺症や子供の将来を守る施術のＰＲによる新規顧客獲得

山梨県 株式会社ナックス 環境に配慮した木質ペレットストーブの販路開拓

山梨県 荒井米穀店 自分の好み・食事に合わせたお米の少量販売による新規顧客の開拓

山梨県 合同会社ＯＫＡＭＯＴＯＹＡ シューフィッターが提案する修理・調整の広報活動による販路拡大

山梨県 有限会社兜 高齢者世帯向けの低価格・高品質のお弁当宅配サービス事業

山梨県 株式会社ジェムドリームコム 富士山世界文化遺産の街並みにある古民家を手相カフェに改装

山梨県 株式会社甲斐絹座 純国産絹製品の商品パンフレット及び商品パッケージの開発

山梨県 停車場ゲストハウス カフェの新設による旅行者間と地域の交流ゲストハウス発信事業

山梨県 アーヴェント 若い女性から主婦層までを新たに取り込む本格ティータイムの提供

山梨県 株式会社ワタナベ トータルインテリアコーディネートの提案による新規顧客の開拓

山梨県 ヘアーサロンムトウ レディースシェーブ＆エステ新サービスによる新規顧客開拓

山梨県 めし屋　仙瑞 団体客数に柔軟に対応できる店舗・厨房改装による販路開拓

山梨県 シフォン富士 観光客に向けふじフォンをセットにした新商品の開発と販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

愛知県 株式会社サイエンスインパクト
知的財産権関連業種向け「特許公報全文閲覧サービス」の展示会出展による
販売促進

静岡県 株式会社ダブルエム 環境制御機器システムのブランド化事業

静岡県 デコラエイト 手軽なアンティーク塗装を提案するＨＰ及びワークショップを活用した販路開拓

静岡県 株式会社あんどぷらす 越境ＥＣを支援するカートシステム「ウルトコ」の開発・販路開拓

静岡県 榎本農園 半加工品等の新商品開発による飲食店向けの販路開拓事業

静岡県 株式会社北河建築設計 特殊建築物・工作物に特化した補償業の全国販路拡大と人材確保

静岡県 株式会社繁田平作商店 カーディーラーに特化した駄菓子を用いた集客ツールの提案

静岡県 スカイライトチューブ静岡 共同不動産情報ＷＥＢの立上げと電子クーポンによる物件掲載促進

静岡県 北極しろくま堂有限会社 抱っこひも革命！軽くて快適なＢａｂｙ　Ｗｒａｐを日本のお母さんへ！

静岡県 株式会社冒険倶楽部 ノルディックウォーキング事業

静岡県 株式会社ほっとライフ 不動産管理会社のアウトソーシングサービスの販路開拓

静岡県 有限会社シェーンヴァッサー 外出困難な高齢者・障がい者等への出張訪問美容サービスの提供

静岡県 お宿・お食事処蓬来荘 シニアを含む二世代三世代家族が安心快適で過ごせる宿泊環境作り

静岡県 山田酒店 ディープな顧客獲得につなげるＨＰ作成と店作り・認知度アップ策

静岡県 株式会社ＣＲＥＡ　ＳＴＹＬＥ インターネットを利用したオリジナル商品の全国展開と販売促進

静岡県 グリーフカウンセリングｉｖｙ 看護・介護士等へのグリーフケア会員制相談室事業の実施

静岡県 テットコム
特定医療施設における情報発信に加え、患者利便性向上、災害時や症状急
変に備える機能

静岡県 株式会社松木屋 弁当のおかずに使うミニ朝生菓子「道明寺製桜餅」の開発・拡販

静岡県 ｓｍｉｌｅｌｉｎｅ 新素材「ウェルデンツ」での小臼歯製作及び新規開拓

静岡県 セイコーテクノ株式会社 新築時以外に生じる一般家庭の電気工事需要の確保

静岡県 静波伝統技法研究社有限会社 山車の修繕・修復および人形貸出サービスの展開と販路開拓

静岡県 有限会社油山苑 訪日者への接待ニーズに応える食事環境の整備による集客の実施

静岡県 ｔｏｒｉ 働く女性のマタニティ服のサイズ・バリエーション展開による販路開拓

静岡県 有限会社パパラボ ものづくり産業への２次元色彩計の販路拡大のための展示出展事業

静岡県 左官花嶋 「左官職人が魅力を伝える卓上漆喰竈と移動式ピザ窯による販路の開拓」

静岡県 ＨＡＰＰＹ　ＲＯＯＭ株式会社 空き家解消による市街地調整区域等の地域活性化事業の広告宣伝

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

静岡県 株式会社システム・ジェーピー 医療機器を把持する固定器用ホルダーの開発・販路開拓

静岡県 有限会社ムラマツ工芸 低価格でのＬＥＤへの切り替えを提案営業して販路を開拓する

静岡県 株式会社惣八 居心地の良い店作りによるリピート率向上と紹介による販路拡大

静岡県 株式会社メーカーズマーク ＡＲ技術を活用した動画付タウン誌の発行及び広告サービスの販売

静岡県 株式会社アローセブン 新製品拡販のための「メッセナゴヤ２０１５」出展とＨＰの改良

静岡県 スペイン料理エルカミーノ 「浜松食材を使ったスペイン料理／コース」の販促ツール

静岡県 株式会社匠工房さぐち ５０代からのご褒美「現活リフォーム」による販路拡大事業

静岡県 小林レシピ開発株式会社 糖質やアレルギーに配慮したスイーツの全国プロモーション事業

静岡県 株式会社マクサジア 平日夜のパーティ需要開拓で売上促進、バイクライフスタイルをＰＲ

静岡県 ＥＸＣＥＬ　ＣＯＤＥ 日本製に拘ったオリジナルＴシャツの制作と販路拡充

静岡県 有限会社サンマリー 通信販売（ネット・ＤＭ）によるオリジナル限定商品の販売

静岡県 鳥居食品株式会社 「ここでしか買えない！」ライブ感溢れるソース直売所の進化

静岡県 橋本螺子株式会社 立体造形を可能にする「ねじブロック」の開発・事業化

静岡県 ＲＥＡＬＳ 独自開発メタルジグの販路開拓事業

静岡県 Ｓｕｎｎｙ　Ｌｅｏ 犬に優しいトリミングサロンのＰＲと犬のボランティア保護団体との連携事業

静岡県 株式会社縁空 ペットロスを緩和するメモリアルグッズの販促・サンプル品購入

静岡県 有限会社太悦鉄工 簡易性と強度を兼ね備えた防災用の固定具「フレペグ」の販路開拓

静岡県 株式会社ブングボックス 万年筆用オリジナルボトルインクの海外事業展開

静岡県 株式会社はまおん 「お客様に選ばれる存在となるための店舗改革」

静岡県 有限会社人形の優玉 簡易組立可能な雛壇の開発と販路開拓

静岡県 有限会社ネオサクマ オリジナル名入れギフトアイテムの多様化による新規顧客の獲得

静岡県 ＭＯＡＺＡ 開店５周年記念の看板・内装＆パンフレットリフレッシュ大作戦

静岡県 キュレーション 資格取得を通じた【女性×地元建設業】人材マッチングで新顧客層開拓！

静岡県 ＯＭ建築工房株式会社 モデルハウス平時集客数の改善と企画住宅のＰＲ強化

静岡県 株式会社ラストフォート
『地域貢献カメラの無料取り付けサービス』による、効率的・効果的な顧客獲得
の為の戦

静岡県 奈於ピラティススタジオルーエ 顧客満足度の高いホームページ（ネットワークシステム）の構築
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

静岡県 株式会社大塚 団塊世代を集客するためのホームページのスマートフォン対応

静岡県 ふっこう弁当 美容と健康増進に貢献するヘルシー弁当・惣菜の販路拡大事業

静岡県 創生商事株式会社 木製セミ・オーダー椅子の新ブランド「ｂｏｋｕｎｏ」の販売促進

静岡県 株式会社佐鳴湖ライフケア 施設の認知度向上を図り、利用者の増加を実現。

静岡県 坂口屋興業株式会社 高齢者をいきいき元気にする、高齢者日帰り湯治

静岡県 株式会社カネロク水産 駿河湾ｓｅａｆｏｏｄ　ｉｎ　Ｃｈｅｅｓｅの開発・販路開拓

静岡県 有限会社すいほう園
炭酸風呂の設置による「疲れを癒す」宿として、ロードバイク愛好家等へのＰＲ
による宿

静岡県 株式会社イワサキホーム 新規顧客への住宅無料診断で信頼を構築、固定客化を図る

静岡県 有限会社ルートワングループ 新メニュー開発と広告宣伝による新規顧客獲得事業

静岡県 株式会社黄龍館 医療治療効果を高め、均一なサービスを提供するための設備導入と人材育成

静岡県 株式会社アジュール
カルチャースクール事業の拡大による新たな顧客獲得と既存事業を含めた売
上拡大

静岡県 ワンスタイル 犬の高齢化に対応するトリミングサポート事業

静岡県 有限会社串屋 「笑顔で結ぶ人との絆」

静岡県 おおさわ鍼灸院 「産後ケア」及び「健康回復ケア」の周知・普及活動

静岡県 ほっしーず ＦＣ展開のための真空パック機を導入。オペレーションを簡素化。

静岡県 株式会社Ｃ２・ＢＩＳＥＮ
踏切沿いからの集客を狙った看板の設置による視覚的による集客力の強化事
業

静岡県 株式会社トップス 「マイナンバーアンケート」による小さな困ったニーズの引き出し

静岡県 伊豆二楽園 車両で３０分圏内の顧客を増やして、商圏拡大事業。

静岡県 有限会社長沢クリーニング商会 独自の集配洗濯サービスを新システム導入により周知・拡販営業

静岡県 キッチンピコちゃん 食を通じ心ラグジュアリーになるサロン＆ギャラリー事業

静岡県 Ｌｕｃａ　Ｗｉｎｅ 飲食店対象の自然派ワインに特化したホームページの開設

静岡県 株式会社ＷＡＴＳ－ｐｒｏｇｒｅｓｓ ホームページにより強みを視覚的にアピールし受注拡大を図る。

静岡県 犬の美容室メリー メディカルトリマーによる皮膚疾患改善プログラムで顧客獲得

静岡県 Ｒｓデザインサービス 空室を満室にする賃貸マンションリノベーション（空室保証付）のＰＲ

静岡県 弘電舎家禽部 店舗フロントサッシ設置による動物飼養環境及び利便性の向上事業

静岡県 有限会社コムライズシズオカ 「世界遺産から住宅まで～フォトリアルなＣＧの受注拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

静岡県 有限会社石川商店 ３０代キャリア女性のライフスタイルを提案する自社サイト構築

静岡県 有限会社兎月園 購買意欲をかきたてるネット販売・ＰＲ強化事業

静岡県 株式会社会館志ほ川 法事客専用の顧客管理システムの導入と販売促進システムの構築

静岡県 富士高砂酒造株式会社 国内外に向けた自社及び日本酒の認知度向上と販売チャネル拡大

静岡県 株式会社子育てサポート 放課後等デイサービス事業の地域広報強化と利用者確保事業

静岡県 有限会社櫂工務店 地域住民の口コミと広告・情報ＰＲによる新規顧客開発

静岡県 ふじしげ 集客力向上及び顧客満足向上を目指す広告宣伝事業

静岡県 稲葉建装 地元での集客率向上のための女性に優しい塗装工事イベント開催

静岡県 株式会社マクルウ リアルとネットを融合させた、杖の販売キャンペーン推進事業

静岡県 有限会社空間工房匠屋 地域密着・地域貢献を強化する「情報発信拠点」の開設

静岡県 有限会社ひだまりカンパニー ＧＲＯＵＮＤＩＮＧ　ＭＡＴ商品改良に伴う、販路拡大の為のパンフレット作成

静岡県 石材の小野田有限会社 墓石診断事業に立ち上げＰＲによる販路拡大事業

静岡県 株式会社トヨコー レーザー塗膜除去工法の販路開拓事業

静岡県 はんの日向 自社開発したオリジナルはんこ商品の販路開拓

静岡県
Ｃａｆｅ　Ｅｉｎｓｔｅｉｎ　（カフェ　アイン
シュタイン）

カフェから始めるローカル情報発信と優しい店づくり計画

静岡県 ＣＨＩＳＥ　ＶＯＣＡＬ　ＳＣＨＯＯＬ ボイストレーニング、カラオケ教室の推進事業

静岡県
有限会社大石ビジスコンサルティ
ング

小規模事業者が問合せしやすいＷＥＢシステムの導入と顧客開拓

静岡県 アイキ樹木メンテナンス株式会社 盆栽次への橋渡し事業～盆栽の引き取り及び販売サービス～

静岡県 串一寸 素材へのこだわりを周知するパンフレット等の配布による販路拡大

静岡県 松野畜産株式会社 ガスパックによる鮮度保持企画開発と配布物、ＨＰによる販売促進

静岡県 デリカのライフ 交流空間のある手作り惣菜カフェの新設による新規顧客の獲得

静岡県 ビジネスホテル新富士 無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）設置による観光目的旅行者の集客力強化事業

静岡県 有限会社ハニーフードサービス 新規顧客獲得の為の新メニュー開発及び新メニュー広告事業

静岡県 三和観光株式会社 中高年齢層をターゲットに入店率を高めるための改造事業

静岡県 株式会社天峰建設 寺院経営に貢献する永代供養塔の販売展開事業

静岡県 株式会社うま野菜ファーム
「ミニトマトジュースの販売による高級スーパーや、大手商社の社内通販ルート
の獲得」
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

静岡県 有限会社菊屋 安心・安眠　保育園に蚊帳の推進事業

静岡県 株式会社アメニティアンドエーエス シニア世代をターゲットに絞った集客方法の改善

静岡県 カフェアジュール 地元名産の磐田茶を使用した「まちおこし菓子」の製造販売

静岡県 有限会社よこいデンキ 電動リフト導入と地域住民への健康生活リフォームのＰＲ

静岡県 ペンションポテリ 「アウトドア体験設備の充実」

静岡県 株式会社昭和電気 購入履歴を活かした節電家電・太陽光パネル発電の提案型営業

静岡県 有限会社かわでん セミナーとリレー販促、各種広報で収益アップと顧客創出

静岡県 鈴木クリーニング店 集配サービスのウェブサイト作成及びＰＲ活動

静岡県 株式会社鈴覚 デザイン性の高い塗替えを「顧客感動プログラム」で新規開拓

静岡県 株式会社トクト 個別ニーズに即応可能なボーリング関連ツールの販路開拓

静岡県 杉山安商店 都内和装品取扱い小売店への魚河岸シャツなどの販路開拓事業

静岡県 有限会社甲新クレーン 下請企業の３ｔ未満天井クレーン検査の普及に向けた周知営業活動

静岡県 株式会社Ｔ．Ⅰ．Ｐ． ステーショナリ―の販路拡大とモノづくりスクールの開設

静岡県 ＰＥＡＫ（ピーク） 「シニア層向けスポーツ自転車入門店」としてのサービス展開

静岡県 株式会社ととや新兵衛 体験型海鮮レストランとして中華系観光客の受け入れを開始する

静岡県 マルチプロジェクト静岡 飲食店向けの手染めオーダーメイドユニフォームの販売開始

静岡県 株式会社エムテック 小型風力発電システムの試験設置による販路拡大

静岡県 有限会社小沼製餡所 新製品「多用途チューブ型あん」販売促進事業

静岡県 有限会社西洋菓子卯屋 繁忙期の生産性増加とブランド力向上を目指した包材作り。

静岡県 小川写真事務所 カフェ写真撮影講座の開催と深蒸し掛川茶メニューの提供

静岡県 有限会社掛川コピーセンター 新型加工機を活用した小ロット対応印刷商品の開発と販売促進事業

静岡県 株式会社ＢＥ・ＮＡＴＵＲＡＬ 客席増設による顧客満足度向上、自社提供メニューの広告宣伝

静岡県 ベーカリーカフェポワポワ 薪窯のある食事パン専門店に伴う店舗のリフォーム

静岡県 ローカルストラテジー 楽天市場出店用トップページ簡単作成システムの開発

静岡県 ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ　ＭＡＳＵＤＡ ２０代新規顧客獲得に向けたビューティ体験会の実施

静岡県 リラクゼーション・サロン風薫 新美顔メニューに必要な美容機器とベッドの導入とチラシの作成
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

静岡県 有限会社おたけせんべい本舗 「スイーツのまち藤枝」スイーツになる煎餅の販売促進

静岡県 合同会社マフティーズ ＤＮＡ鑑定サービスの紹介パンフレットの作成と有効活用

静岡県
司法書士行政書士エイト総合事務
所

知名度を高めるための情報発信活動・ミニ講演・出張相談

静岡県 有限会社アトラクティブ 旬の食材の期間限定ピッツァのＰＲとランチビュッフェの設備向上

静岡県 株式会社山内商店 ホームページ開設による事業内容の開示と新規顧客開拓

静岡県 志太温泉　潮生館 登録有形文化財を活かしたＧｏｏｇｌｅマップインドアビュ－の導入

静岡県 リラクゼーションＥｔｅｒｎａｌ 整体と岩盤浴による相乗効果で心身リラックス

静岡県 華健美　袋井堀越店 脊椎セラピーとアクティブレストで積極的疲労回復とストレス解消

静岡県 とりや茶屋 高齢者が安心して来店（利用）可能な店舗改装

静岡県 桜ネットジャパン株式会社 失くしもの発見ツール「ＢＥＬＬ　ＮＡＶＩ（ベルナビ）」の販路開拓計画

岐阜県 リバーサイド探偵事務所 新サービス『いじめ対策パック』の提供体制構築と周知

岐阜県 株式会社とりぱん バドミントンアリーナ岐阜のキャラクターグッズ販路開拓事業

岐阜県 椿商事株式会社 野菜と蜂蜜を使った新ジャムの開発による新規顧客・販路の開拓事業

岐阜県
経営労務サポートオフィス　ぶどう
の樹

雇用の質の向上による医療従事者のための就労環境改善支援事業

岐阜県 Ｌｏｔｕｓフラワーエッセンス 自店オリジナルフラワーエッセンスの製造販売事業

岐阜県 ＭＳＡ キッズ・幼稚園課外空手教室とシニア教室等の販路拡大事業

岐阜県 Ｂｏｔｔｅｇａ　Ａｃｃａ ジャパンジュエリーフェア２０１５への出展事業

岐阜県 株式会社ＭＡＧＩＣＯ プラチナ製サンプル、カタログ製作による契約率の増加と販路拡大

岐阜県 有限会社鮎や 高齢者の駐車場利用の際の利便性向上、風雨時の客席改善

岐阜県 株式会社田中金属製作所 高価格帯新商品のパッケージ製作およびパンフレット作成

岐阜県 エムアイズ株式会社 主婦の再就職雇用拡大を目指す人材派遣業への進出事業

岐阜県 株式会社Ｖ字経営研究所 動画で独自メソッドを伝えるホームページへの改良と小冊子の発行

岐阜県 株式会社コーメイ ひげにんにくの継続的な販売、及び売り上げ拡大事業

岐阜県 株式会社中村ワークス 塗装・キッチンリフォーム工事の新規顧客開拓

岐阜県 ＬＯＯＰ　ＨＡＩＲ 働く女性を応援したい！顧客満足度アップによる販促拡大

岐阜県 有限会社扇若 スマホ対応の“自分達で手作りする指輪”ＨＰ構築による売上拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岐阜県 株式会社ＴＯＹ　ＤＲＭ 新たな顧客層（小学生）開拓のための広報事業

岐阜県 株式会社グリマーストーン ネット環境の構築による子供服事業のＰＲ及び販路拡大

岐阜県 ミラクルマジック 『潜在顧客の発掘』及び『整理収納アドバイザーの育成』事業

岐阜県 株式会社キャトラン 「ＫＡＧＡＹＡスタジオ製品」店舗直接販売の開始と顧客獲得

岐阜県 株式会社エコノワ ソーシャルメディア強化とブランディングで新規個人客を増やす

岐阜県 株式会社シンワ 水質測定試薬の新規顧客獲得に向けたＰＲ事業

岐阜県
Ｄａｍｅ　ｄｅ　ｒｏｓｅ（ダームドロー
ズ）

当店の強み「安全」「高品質」なまつげエクステで販路開拓

岐阜県 田口美術 新聞折り込みによる販路拡大

岐阜県 株式会社エスト 地元職人による独自商品の拡充と、その商品の普及と販路拡大

岐阜県 有限会社シモムラ 新規開拓の為のホームページ開設

岐阜県 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　ＭＯ－ＫＵ スタッフ育成・顧客増加のための空間づくり事業

岐阜県 ＲＡＩＮＢＯＷ　ＣＡＦＥ 顧客満足度・売上を向上させる店内改装と広告の展開

岐阜県 丸イ株式会社 展示会の開催と広告チラシのコラボによる販路開拓事業

岐阜県 トラットリア　ルーチェ ホームページのリニューアルによる販売促進事業

岐阜県 デイジー 新規顧客とリピート率アップのための景観・空間づくり事業

岐阜県 林ガラス店 ガラス修理の販路拡大を目指した広告宣伝事業

岐阜県 御菓子司　胡蝶庵
大垣市初、国重要無形民俗文化財「大垣祭」をデザインパッケージした新銘菓
を創出する

岐阜県 多和田製畳 熊本県産畳表及び藁畳の販路開拓

岐阜県 有限会社安田経営支援研究所 メンタルヘルスケア支援システムの開発

岐阜県 小野よう子　Ｙｏｋｏ　Ｏｎｏ 廃棄される着物とデニムをリメイクした海外販売促進事業

岐阜県 有限会社スカイマーブル 安価で綺麗に甦る！　墓石のクリーニング事業

岐阜県 ムトウさかや 飲食店で使用するワインリストの提案、デザイン、作成、納品。

岐阜県 株式会社吉田法衣店 カタログ刷新による営業力及び提案力強化事業

岐阜県 Ｍｅａｕｔｙ（ミューティー） 「お客様に癒しと美を」モバイル閲覧用ホームページの作成

岐阜県 Ｂｌｏｏｍ ハーブ茶葉の販路及び、ハーブティースクール・アロマエステの顧客開拓

岐阜県 有限会社まるひゃく 外国人観光客に対する新しいおもてなし事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岐阜県 株式会社ひとさじ 抗酸化オリジナルブレンドオイル開発としぼりたて年間定期販売

岐阜県 株式会社柿下木材工業所 木製照明ＭＯＡＲＥにおける新規＆再購入顧客の獲得と売上２倍事業

岐阜県 廣寿司 古くて新しい本格的江戸前鮨の販路拡大事業

岐阜県 メガネのシオタニ 補聴器の商談会開催による販路開拓事業

岐阜県
株式会社ランドーナージャパン高
山マネジメント

稼働率向上とリピーター獲得の為のネット戦略見直しと雇用増強

岐阜県 からすま 座敷の掘りごたつ化による、シニア世代へのＰＲ事業

岐阜県 株式会社センチュリー 外食ビジネスウィーク出展による日本料理店向け和食器提案事業

岐阜県 アールズハセガワ シニア女性向けイージーオーダーサービスの設備購入・広報事業

岐阜県 株式会社ＦＫツアーズ ハワイ関連の独自商品を押し出した自社のホームページ作成

岐阜県 大松米穀店 高齢者・子育て世代・健康志向の若者に向けたＰＲ事業

岐阜県
スーパーファンタスティックヌードル
ズ合同会社

特殊製麺機をまず『見せる』為のホームページの動画利用営業戦略

岐阜県 社会保険労務士法人とうかい 助成金申請代行・顧問先拡大

岐阜県 株式会社上杉屋工務店 「人に環境にやさしい家」として認知度アップを図るＰＲ事業。

岐阜県 株式会社イーブス 髪や肌のトラブルや悩みが改善できる美容室の集客活動強化

岐阜県 ヒーリングセラピー 独自の施術法の強化及び集客促進による健康サポート事業

岐阜県
株式会社あおばインキュベーター
多治見

集客と周知を目的としたイベント及びセミナーの開催

岐阜県 パソコンくらぶカルチャーレストラン パソコンくらぶ・さくら国際高等学校通信のＰＲ認知度向上事業

岐阜県 有限会社スタイルホーム 『デザイン性と機能性の高い建材を使った施工の広報活動の強化』

岐阜県 多治見松陰塾 生徒獲得を目的とした新聞折込チラシと広告雑誌掲載、電柱看板、立て看板

岐阜県 株式会社ＳＷＡＮ　ＳＴＹＬＥ 「タイルワークショップによる集客率向上のための販路開拓」

岐阜県 株式会社はらく ＢｔｏＢ専門オンラインショップの開設による販路開拓事業

岐阜県 有限会社ラパンアジル 岐阜県健康こだわり食材を家族で楽しんでいただくための店づくり

岐阜県 有限会社スーパーヘアーフナハシ
弱酸性パーマシステム「デジキュア」導入による、新顧客層開拓と既存客販路
拡大

岐阜県 トーキン工業株式会社 ステンレスの加工技術にＬＥＤ照明を付加した商品の今後の拡販

岐阜県 有限会社ソーキ製作所 提案営業の出来るＣＡＤＣＡＭソフトで売上拡大を図る事業

岐阜県 株式会社ｎｅｘｔＧ ドローンを使った展示会への出展による販路拡大事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岐阜県 恵那花の木ファーム 糖度の高い日本産栗を用いた焼き栗の販売促進

岐阜県 おふくろ タレ充填機導入による生産性アップとホームページ拡充

岐阜県 株式会社末廣 個室テーブル席を増やし高齢者の集客を強化する改装工事

岐阜県
有限会社宮井建築事務所建築事
務所

ターゲット層にマッチしたＷＥＢ広告集客システムの構築

岐阜県 マルス商店 高齢者のニーズにあった温かい惣菜作りによる販路拡大事業

岐阜県 有限会社マジョリカ 洋式トイレ化による高齢者、障害者も集客出来る改装事業。

岐阜県 株式会社シイング ブランドＰＲを目指すホームページ刷新と更新システムの確立事業

岐阜県 有限会社麺の清水屋 飛騨の特産品を使った新商品の販路開拓

岐阜県 株式会社アルプスサイン 「歩行者用ＬＥＤソーラーライト」販促用ＨＰ動画・リーフレット作成

岐阜県 ダスキンローズ お片付けを盛り込んだ販売促進で、新規顧客を開拓する事業

岐阜県 有限会社カネ芳製陶所 自社商品の拡充に欠かせないオリジナル粘土の研究開発事業

岐阜県 株式会社カネコ小兵製陶所 「お酒の席が楽しくなる、美味しい＋α のある酒器」の開発

岐阜県 有限会社宗山窯 漆陶商品の品質向上の為の製造技術研究

岐阜県 山村商店 オリジナルセット商品の開発とファサード整備事業

岐阜県 ＨＯＴ　ＳＨＯＰ　ＪＡＰＡＮ スケボーブランドの周知度アップによる新規顧客開拓事業

岐阜県 山本家具株式会社 こだわりの家具シリーズ導入による他社と差別化

岐阜県 株式会社東濃バイオ化学 ダイレクトメールとインターネットによる焼肉網用洗剤の直接販売

岐阜県 有限会社カネ忠 『親から子供へ』三世代の贈りもの“ギフト”開発と販売促進

岐阜県 有限会社ヤマ亮横井製陶所 オリジナル商品の海外展開事業

岐阜県 有限会社秀峰 伝統和食器の魅力を伝える動画サイト構築による受注拡大

岐阜県 有限会社エクステリアワーク・ＳＹＫ 失敗しない老前住宅リフォームの周知事業

岐阜県 有限会社駒寿し 立地の強みを活かした新規遠方客の取り込み事業

岐阜県 理容ミワ ヘアケアの悩みに応える理容店へ。プロ仕様の新メニュー提案！

岐阜県 Ｔｏｋｉ　Ｉｔａｌｉａｎ　ＳＡＩ 「ソムリエ・ワイン会」による話題性・集客事業

岐阜県 株式会社山三　三宅 コスパ丼による新たな販路の開拓

岐阜県 有限会社ヤマカ斎木製陶所 ターゲットを定めた事業展開による新たな販路開拓事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岐阜県 カネヤマ株式会社 店舗「体験コーナー」改装とＷｅｂサポートによるギフト客の獲得

岐阜県 中島醸造株式会社 店舗改装によって売上向上と文化の発信を図る

岐阜県 江奈整体 外出困難な高齢者、介助者、育児者への出張整体に対するＰＲ事業

岐阜県 釜戸ふとん 「羽毛布団丸洗いフェアー」をＰＲし集客・売上向上を図る

岐阜県 大竹石油 世界初のワックス施行をＷＥＢと販促品を使って販路拡大事業

岐阜県 ｔｒｉｍ　ｓｈｏｐ　てとりん 看板設置と地域情報誌掲載により集客アップと売り上げ向上

岐阜県 株式会社どたや 休憩スペース設置の為の店舗改装を行い地域貢献する

岐阜県 株式会社岐洗 店舗看板設置及びバリアフリー化による新規顧客獲得

岐阜県 有限会社角野製作所 西日本の販路拡大を目指した小水力発電装置のマーケティング計画

岐阜県 有限会社笹本設備 地域の空き家解消をワンストップサービスにて実現させる

岐阜県 ＣＹＣＬＥ・ＰＲＯ　ウイール 展示什器の導入による商品点数の増加、及び展示方法の変更

岐阜県 Ｆａｃｔｏｒｙ　ＦＩＸ 自社高付加価値サービスの“より伝える・伝わる”情報発信事業

岐阜県 福岳産業株式会社 外観のイメージアップによるブランド力と購買率の向上

岐阜県 有限会社レストラン琴川 食材にこだわり四季を通じた料理でふれあいの場を創る。

岐阜県 起雲社寺建築設計事務所 広い商圏で顧客の新規開拓を行い弊社が関われる物件の増加を目指す

岐阜県 男樹合同会社 動画共有サービスを活用した、まちおこし活動ＰＲと集客強化事業

岐阜県 丸の内ゴルフ 弾道測定機の購入打球場への設置による新規顧客の獲得を目指す。

岐阜県 合同会社アスウィル 新規顧客獲得のための情報発信

岐阜県 有限会社安積 各務原市の特産品を使用した商品開発とＰＲ・販売

岐阜県
株式会社サンステップ　ＮＵＴＳ　ＫＩ
ＤＳ　ＣＬＯＴＨＩＮＧ

もう一歩、足を踏み入れてもらう為のＷＥＢショップリニューアル

岐阜県 ふた葉 ＩＴ化によるギフトの“もらい手”の市場を意識した販路拡大

岐阜県 ＲｅＳｅ・リセ 総合的なリラクゼーション施術で満足度アップを図る。

岐阜県 有限会社明光 和テーブル導入で高齢のお客様にも優しい店作り

岐阜県 ワンズライフ 「ペットサロンの地元認知度向上と高齢者向けサービスで新規獲得」

岐阜県 庭　市橋 ＨＰ・パンフを作成しＰＲすることで直接受注へ繋げる。

岐阜県 小町酒造株式会社 １２０周年記念酒の発売とイベント告知を地元新聞で広告する。
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岐阜県 有限会社ぱんごころ 経営計画（売上げアップ）必達の第一弾「トイレの改修工事」

岐阜県 珈琲陣屋 事業所用・家庭用パンの製造・販売・配達による販路拡大

岐阜県 Ｂａｕｍ・バウム オリジナルのフラワーデザインＢａｕｍのＰＲ活動

岐阜県 ブライトーン 自社商品の販路開拓を目指した展示会出展

岐阜県 ｒｕｎ　ｔｏｇｅｔｈｅｒ 地元にある潜在顧客への周知を行うことによるマーケットの拡大

岐阜県 株式会社ティンパンアレー 「食」・「音楽」・「空間」のあるレストランを広くＰＲする。

岐阜県 ドイツ式フットケアサロン椿 ターゲット別足育講座による販路開拓

岐阜県 サクラビーンズ 新規顧客を獲得する広告宣伝事業と顧客管理システムの導入

岐阜県 株式会社ＲＳＭＴ ホームページの新規製作による新規顧客の獲得

岐阜県 どくだみ草 ファミリー層の集客に向けた洋式トイレへの改修事業

岐阜県 カトウ綜建株式会社 パート女性を活用した「健康仕上げ材」の宣伝・営業推進

岐阜県 有限会社ビッグアップル 多様化するニーズに応え、新たな商品を提供しＰＲする。

岐阜県 オートギャラリー宮川 スマートフォン用対応ＨＰの改修で新規顧客を増やす

岐阜県
株式会社みのかもファーマーズ倶
楽部

果樹販売の宣伝を行うための看板作製と展示商談会への出店

岐阜県 美容室ビューティやま シニア層向けの改装と新メニューの提案で、新規シニア層の獲得

岐阜県 Ｅａ　ＴＲＡＤＩＮＧ 展示会出展による店舗用アイアン什器のＰＲと販路開拓

岐阜県 有限会社アトリエ・ズームアップ 髪や地肌に薬剤を残さない美容施術のＰＲを行い新規顧客の獲得

岐阜県 株式会社金山印刷所 新規事業「お土産企画販売事業」の拡販のためのＰＲ活動

岐阜県 株式会社匠健 若い年齢層の新規顧客開拓のための営業ツール作成

岐阜県 株式会社うを完 新規顧客・外国人観光客の呼び込み活動

岐阜県 ｂｌａｎｃ＋ブランプリュス ４０～５０代向けフラワー教室認知拡大による新規顧客の開拓

岐阜県 有限会社栄屋 広報活動実施による利用客増加計画事業

岐阜県 山千造建 ５０歳からのセカンドステージに向けた丁寧な家造り・リフォーム

岐阜県 株式会社大幸住宅可児工房 子育て世代向け「宿泊体験型モデルハウス」による受注拡大

岐阜県 有限会社ハイビックス 地域の若者への認知度アップを図り、新規顧客を獲得する為のＰＲ

岐阜県 おそうじ３４６ 高齢者見守りサービス「おそうじライダー」の宣伝
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岐阜県 榮氣堂 ＨＰ刷新及びオンライン予約の導入による地域の若年層の獲得

岐阜県 株式会社ギフ建 ライフサイクルコストを意識した上質住宅提案による新規顧客確保

岐阜県 Ｒｅ：ａｒｔ（リ・アート） ３ＤＣＡＤ＋３Ｄプリンタ導入による海外の新規顧客獲得

岐阜県 美容室Ｒｉｒｅ．ｙ（リール．イグレグ） アクティブミドル層を取込む為のサロン改装による新規顧客の獲得

岐阜県 インプラス　山口峻 ブライダル映像に特化したホームページ制作で新規顧客の獲得！

岐阜県 行政書士大口法務事務所 地元密着型の行政書士事務所のＰＲ

岐阜県 株式会社Ｋｓ　Ａｒｔ 中高年齢層向け受注アップを目的としたＨＰの抜本的リニューアル

岐阜県 七福庵 ２０代～５０代の頑張る女性を応援する和みカフェのＰＲ

岐阜県 有限会社たけひろ建築工房 ターゲット顧客への認知と集客目的の為、広報費に活用。

岐阜県 株式会社パッソ 動物専用火葬炉の製作及び車両積載改造による販路拡大事業

岐阜県 三和クリーニング 当店の技術力・接客力と特長をアピールし販路開拓

岐阜県 まほろばのほし 新事業「ウエディング＆パーティプラン」のための広報と店舗改装

岐阜県 テクナード株式会社 「激取りＭＡＸ」認知のための展示会出展とＢｔｏＣ事業への展開

岐阜県 むつみ 地元での親御さん向け説明会及び動画・小冊子による入会促進事業

岐阜県 ａｄｄ－Ｌａｍｐ　ｈａｉｒ 美容室で施術する「まつ毛エクステ」

岐阜県 ハート＆ハート 障害者などへの補助機能のあるシャンプー台改善事業

岐阜県 西松亭 高齢者の集客力向上のための高齢者向け椅子及び机の導入

愛知県 株式会社ＫＥＹＧＲＥＥ 新ユニットキッチンの開発・製作および販売ルートの構築

愛知県 三陽株式会社 店内レイアウト改善による動線進化及び店頭販売力向上

愛知県 株式会社ＭＥＲ 地域の国際化に貢献できる「英会話カフェ」の発展的持続化事業

愛知県 株式会社ＳＰＩＣＡ バルーン認知のため、販売代理店を活用した広告事業

愛知県 株式会社富士製作所 クニャマップ山岳観光立体地図の認知拡大のＰＲ事業

愛知県 冨田商店株式会社 紙器事業の強みを駆使した和食トランプの開発・彩小箱の販促

愛知県 Ｔｒｅｅｓ′ｃａｆｅ 「斬新・新鮮・鮮烈」フォンデュ界のオンリーワン商品で販路開拓

愛知県 Ｃａｓｓｅｔｔｅ（カセット） 「顧客獲得を目的とした見本市への出展」

愛知県 株式会社アロマ工房 認知症予防のためのアロマグッズの販路拡大及び人員の増強
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛知県 碧香堂 遺族の心に寄り添う日本版シンパシーカードの開発と普及

愛知県 刻心堂 無縁墓対策サービス「永代お墓守サポート」の開発と販路開拓

愛知県 株式会社ダイバーシティー 外国人就労者による地域おこし促進及び外国人就労者紹介サイト

愛知県 立石ファイバー株式会社 両頭研削に特化したホームページ開設による新規顧客・販路開拓

愛知県 株式会社シーエムエス 集客力を高めるためのプレゼン室のＱＯＬ向上

愛知県 株式会社イノウエ商会 新事業ホームページやＳＮＳを使い配管工事業への新規参入

愛知県 株式会社丸絲 Ｔシャツ≒着物　日常着としての「着物」のジャンル確立し販路開拓

愛知県 ＨＩＧＨＦＡＲＭＢＵＲＧＥＲ だれもが入りたくなる”まちのハンバーガー屋”さん

愛知県
ＢｅａｕｔｙＨａｉｒＢＥＡＳＴ（ビュティーヘ
アービースト）

抜け毛、頭皮トラブル改善サービス立上による、売上アップ事業

愛知県 パティスリー　ラ・フォセット 焼き菓子の販売促進と、ＬＥＤ化による店内外の視認性の向上

愛知県 株式会社ｍａｋｅ　ｍｙ　ｄａｙ セトヤキＨＥＸ（瀬戸焼のオリジナル食器）の開発・販路開拓

愛知県 有限会社ブリコラージュ 健康志向の３０～４０代女性に向けた自家製グラノーラの販路拡大

愛知県 株式会社アイル 訪日観光客むけの、商品パッケージの変更、商品開発、広報費

愛知県
株式会社ＭＩＮＩＡＴＵＲＥ・ＦＡＣＴＯＲ
Ｙ

フィギュア等のミニチュアグッズの海外販路開拓

愛知県 阿部建設株式会社 木が持つ可能性を広げる、木造の中～大規模施設建築の普及事業

愛知県 株式会社トラスト ＳＮＳへの飲食店不適正画像投稿リスクを低減するシステムの販路拡大

愛知県 森国際特許事務所 海外進出中小企業への知財リーガルサービスの提供・販路開拓

愛知県 株式会社アルファ ペット対応に特化した住宅リフォームのセールスプロモーション

愛知県 株式会社デイジー 家事支援サービスにおける、スマートフォン対応ホームページ制作

愛知県 株式会社アイヴィーズ 地域密着型学習塾経営に伴う集客策

愛知県 株式会社ＳＮＰ’ｓ 野菜摂取をサポートするお弁当、ジュース、お菓子の開発販路開拓

愛知県 株式会社眞照 ダンボール製パーテーションと防災用品のＰＲと販路拡大

愛知県 株式会社ユノ
店舗リニューアルで店内空間の向上とメニュー改良で、顧客満足度向上と新
規客の獲得。

愛知県 小出接骨院 治療弱者を救う！地域で唯一完全予約制の夜間対応治療院、ＰＲ事業

愛知県
オリベ会計事務所　若尾僚彦税理
士事務所

月次決算書の活用と経営計画書の作成・運用支援に絞った販路拡大

愛知県 ＪＰサーフィンスクール オリジナルウェットスーツの社会周知と販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛知県 ＭＥＬＲＯＳＥ ブーケ専門ホームページ・スマートフォン用サイト開設での販路開拓

愛知県 株式会社いせむつ 障がい者雇用創出と企業のコストカットを促進する事業の販路開拓

愛知県 株式会社サンヒコ 対象セグメントの絞込みに伴う自社ホームページの刷新

愛知県 クロスクローバ株式会社 保守メンテナンス業界向けのクラウドサービスの販路開拓

愛知県 円銘建設株式会社 プラチナ世代にもてなしの場「茶室」を。ＨＰで潜在需要の開拓

愛知県 パウダーフーズフォレスト株式会社 デカフェ・コーヒーのコーヒーパウダーの開発・販路開拓

愛知県 株式会社エコス 訪日外国人向け等に新需要を狙う段ボール製商品の販路開拓事業

愛知県 ｉｋｓ　ｄｅｓｉｇｎ モジュールという量産のスキームからデザインしたローコスト家具

愛知県 株式会社丸八テント商会 テント総合カタログの作成

愛知県 落合行政書士事務所 中小建設事業者への完全サポート事業

愛知県 柴田　時子 子どもに金銭教育を！おこづかいセミナーゲーム作成・販路拡大

愛知県 株式会社ＤＯＶＡ　ＴＲＡＶＥＬ 乳がん患者様、人工透析患者様のための新たな旅行斡旋の販路開拓

愛知県 有限会社ウィング 古臭い店舗からパット明るい店舗に大改装計画！

愛知県 株式会社グラフィッコ 子どもとママのための、プレゼントショップのブランディング

愛知県 ａｌｆＲｅｄ（アルフレッド） 地域の女性客を囲い込む広告戦略

愛知県 株式会社インデックス 国産榊の拡販に向けた小売事業者向け販促活動の展開

愛知県 フロンティアフィールズ株式会社 東海三県下で１億円の資産形成に成功させる不動産投資塾事業

愛知県 丸丹株式会社 ２０年後の我が子を公用語英語企業に入社させたい人への販路開拓

愛知県 株式会社みず穂 周辺地域におけるオリジナル精米の認知度向上

愛知県 株式会社ＵＴＡ スマートフォン対応サイト構築による顧客サービス向上と雇用増加

愛知県 ａｌｔ 店舗リニューアル、記念イベント、情報発信強化による顧客開拓

愛知県
アナリストインテリジェンス株式会
社

ＷｅｂインテグレーターによるＥＣサイト・運営サービスの提供

愛知県 ＫＡＭＯＮ　ＢＥＡＵＴＹ 小規模エステサロン向けのアンチエイジングメソッド認定スクール

愛知県 株式会社エスピィジェイ ベビーカーの新シリーズ発表にあたってのＰＲ事業

愛知県 ＬＯＥＷＳ（ロウズ） ハイエンドなローカルブランドを広く告知するための事業

愛知県 株式会社愛知心理教育ラボ メンタルヘルスチェックテスト導入企業新規開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛知県 株式会社Ｋｅｙ・ポイント 靴修理店舗のフランチャイズ事業展開のためのオーナー募集と教育

愛知県 美容室ロゼ上名古屋店 顧客満足及び従業員満足につながる店舗改装及広告宣伝

愛知県 カフェ　ヴェリーヌ キッシュが名物！気軽に楽しむフレンチカフェの知名度向上計画

愛知県 Ｒｉｃｅｔｔａ 感動を与えたい　志高き美容師が集い、美容師も幸せになる美容室に

愛知県 株式会社グローバルステージ 訪日ＡＳＥＡＮ在住女性をターゲットとする情報提供サービス

愛知県 豆たぬき 「ふぐ料理」認知向上に向けた宣伝強化と個室化による集客拡大事業

愛知県 愛知電設株式会社 エレベーター前でもフリーＷｉｆｉ！おもてなしサービスの販路開拓事業

愛知県 株式会社木村台紙 エンディングノート倶楽部

愛知県 炭火焼肉釜山 販促用のチラシ作成・配布と販路開拓のための機械装置購入

愛知県 株式会社プロカレント 「インバウンド対策支援プログラム」の拡販

愛知県 株式会社Ｃａｒｒｙ　ｏｕｔ 子育て応援コミュニティサイトの運営により顧客獲得を図る

愛知県 アレグリア合同会社 治療院経営総合サポート事業の集客拡大プラン

愛知県 有限会社オオマエデザイン 和食レシピ・料理写真・和風デザイン販売の海外販路開拓

愛知県 株式会社アクトリアル 《参加体験型イベントのポータルサイトの開発事業》

愛知県 株式会社名古屋匠塗装 ウェブサイトの改善及び運用見直しによる新規顧客開拓

愛知県 株式会社ばんだい 純国産食材使用！安心安全なプレミアム弁当の販路拡大

愛知県 タクミカメラ 写真屋からの新提案。ワクワクするプリント＆就活応援写真撮影。

愛知県 株式会社ペーパームーンＲ ドール愛好家層をターゲットとした等身大フィギアのファン拡大

愛知県 なごの行政書士事務所 ＷＥＢを使った建設業許可業者が受ける経営事項審査の手続き代行

愛知県 かきもと株式会社 自社ブランドの販路拡大

愛知県 合同会社フェニックス サラダ油などの植物油の回収並びに再利用事業

愛知県 合同会社　むすびｄｅｓｉｇｎ 持続可能な地域の支え合い団体による高齢者の見守り事業

愛知県 ＡＲＣＩＡ（アルシア） シリコーンで作る立体手形・足形の販売促進

愛知県 ＣＢＴ－ＬＩＮＫｓ メンタルヘルスサポートによる業務効率化サービスの展開

愛知県 Ｒｉｂｌｅ 自社ブランドの販売強化策に伴う展示会、商談会出展による販路拡大

愛知県 合資会社わたなべ旅館 老眼鏡不要、高齢者に特化したスマホ専用ホームページの作成
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛知県 有限会社浅井鐵工所 ホームページ導入による新規開拓

愛知県 有限会社久田鍍金工業所 ご新規様も安心！自動車、バイクの再メッキ、レストア事業

愛知県 有限会社インスタイル ウェブと通行人に魅力ある商品と空間のＰＲによる新規顧客の獲得

愛知県 お仕立処ＹＯＵ 着物リメイク事業定着のための販路開拓事業

愛知県 名美アパレル株式会社 シニア市場に向けた機能付きファッションの販路拡大事業

愛知県 株式会社ｃｏｍｍｏｎ　ｅｎｔｒｙ 地域密着型の託児所ポータルサイトの作成によるＰＲ活動

愛知県 ふうせん工房 一生忘れないパーティーのバルーン装飾の販路開拓

愛知県 有限会社トムサイン ネット上で自動見積ホームページによる看板製作料金見える化計画

愛知県 有限会社ウイル電子 オリジナル・コードレス和風和紙ＬＥＤ照明機器製品の拡販

愛知県 プリマベーラ 新料理メニュー開発とそれに伴う仕入れ素材ロス激減による利益向上

愛知県 株式会社トキワ工芸社 無垢床材・床研磨と塗り壁工法のネットを使った販路開拓事業

愛知県 株式会社ウィルビジョン Ｗｅｂを利用したサイボウズｋｉｎｔｏｎｅの導入支援および開発の販促計画事業

愛知県 合資会社山中羊羹舗 訪日外国人観光客へ”茶菓子文化”を伝える

愛知県 株式会社ＳＯＵＲＩＲＥ 看板設置、ＷＥＢ広告見直しによる顧客開拓事業

愛知県 有限会社山都屋 レトロなお店づくりお助け事業

愛知県 株式会社リバース・コバヤシ 「愛犬家住宅リフォーム」の認知の為のホームページ・チラシ作成

愛知県 有限会社ループ・スター 女性の認知度を上げ新たな顧客開拓ための看板設置事業

愛知県 株式会社ＯＹＡＪＩＤＩＮＩＮＧ 新店舗開業に伴う看板の設置と周知の為のチラシ作成

愛知県 株式会社福祉情報事業団 「介護モバイルコンシェルジェＩＣＴシステム」利用促進事業

愛知県 株式会社磯谷煙火店 シミュレーションソフトによる花火のビジュアル提案で販路拡大

愛知県 株式会社庭芳造園 モデル庭園のイベント出展による当社ＰＲと新規個人顧客獲得事業

愛知県 葵クリーニング 高度なしみぬきをアピールできる店舗改装と看板設置で売上増加

愛知県 グリーンフロント研究所株式会社 ドローンを活用した広域環境モニタリングツールの開発と販売促進

愛知県 磯部ろうそく店 新商品の開発とパッケージ等デザイン制作および販売戦略の整備

愛知県 メリネ鈑金塗装有限会社 看板設置、ホームページ開設での宣伝活動

愛知県 Ｃａｆｅ＆ＲｅｓｔａｕｒａｎｔＴＯＹＢＯＸ ランチの常連を別の時間の常連へ各種リーフ等で売上アップ事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛知県 株式会社小林秋三郎商店 既存顧客との絆を深め、紹介による新規顧客の獲得事業概要

愛知県 株式会社ドリーム・ダブル 低価格でケアマネージャー講座の販路開拓

愛知県 株式会社ｐｈｏｎｅｍｅ 自社オリジナルブランド「Ｅｎｈａｒｍｏｎｉｃ　ＴＡＶＥＲＮ」のＰＲと販路開拓

愛知県 有限会社ほなが 看板・チラシ・店内改装による和小物、和服の集客、店売り強化

愛知県 ｃｈｅｚ　ＴＯＭＯ 希少なジビエ料理を１年中楽しめるメニューの認知度を高める事業

愛知県 ｆｅｖｒｉｅｒ（フェブリエ） ナチュラル系異業種店とのコラボイベント実施による新規顧客開拓

愛知県 椿総合法律事務所 交通事故問題処理業務の獲得を図るための広報活動事業

愛知県 Ｈａｉｒ　ＤＩＮＯ 高齢者等弱者のための店舗ユニバーサルデザイン化！

愛知県 有限会社佐野花火店 新パッケージをデザインし、新たなるディスプレーにて販路拡大をめざす

愛知県 森の花畑 有機野菜を使った託児サービス付き料理教室の拡充

愛知県 煮込みうどん　二橋 「二橋の味噌煮込みうどん」お取り寄せ商品のブランディング

愛知県 株式会社岡建 『誠実さと仕事の質』を強調して新規取引を増やす販促事業

愛知県 株式会社シエル 美容関連商品のテストモニターによる新商品開発、リピート率向上

愛知県 株式会社アルファテック 「水廻り健康チェック」サービスで、お抱えの水道屋になり売上アップ

愛知県 ダウンタウン オーニング（広告幕）の修繕とメニュー表の作成で新規顧客獲得

愛知県 西三通信建設株式会社 天然アロマディフューザーの設置とその販路拡大

愛知県 カイロプラクティック光輝岡崎葵院 カイロプラクティックによる健康教室拡大事業

愛知県 さゝ伍 居酒屋をベーカリーカフェへ改装し周辺にないお店創で売上ＵＰ！

愛知県 有限会社ヨクナル ブライダルリンパのニーズに応え、新規客層取り込む為の販促事業

愛知県 有限会社静香園 ３度驚く感動ギフト！七色に輝く幸せハーブティー！の商品化

愛知県 株式会社Ｌｉｆｅ　Ａｒｃ　Ｓｙｓｔｅｍ 自社オリジナルＣＭＳを活用したＨＰ制作事業

愛知県 株式会社オモニ 集客力向上の為のメニュー改定に伴う改装と設備強化

愛知県 株式会社アライブイノベーション 地元の農産物を使ったおはぎ製造販売で利用者獲得＆売上拡大

愛知県 株式会社しんこう 地元岡崎での地域知名度向上・省エネ実現支援事業

愛知県 懐石　亜津佐 地元に愛される岡崎弁当の販売で売上アップ事業

愛知県 株式会社栄光会 スポーツマンを救え！身体の見える化で集客力アップ事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛知県 Ｊｏｈｎ　Ｒｕｓｓｅｌｌ（ジョンラッセル） 「居心地の良さを追求する次世代メンズサロン」の広告事業

愛知県 株式会社ＦＲＡＳＣＯ 動画コンテンツのＷｅｂ掲載による販売促進強化事業

愛知県 ＭＴサロン美合駅前店・幸田店 ＭＴ化粧品を活用したメンズフェイシャルエステ分野の顧客開拓

愛知県 岩瀬食品有限会社 “むらさき麦”食品で岡崎観光をＰＲ！新商品開発で販路拡大

愛知県 宝生園 「萬年青」の新商品開発と機会を生かした情報発信・販売促進事業

愛知県 魚菜屋樞 接待・観光客需要に応えるディナーレストランに向け居酒屋改装

愛知県 和食倶楽部　小粋 烏賊でイカシタ小粋な和食倶楽部の運営

愛知県 美容室Ｙ‘Ｓ（わいず） 子供～全世代対応の強みを丁寧に伝えて新規客獲得を図る販促事業

愛知県 株式会社エスユー技研 鋳造加工機から発生するアルミ切削屑の低価格破砕装置の開発

愛知県 有限会社めがねのワールド 貸出用補聴器で売上アップ事業

愛知県 株式会社鈴宏ホーエー家 当社の経営する家電店の魅力を広告宣伝して購入客の増大を目指す。

愛知県 株式会社ほづみインテリア 下請事業からの脱却をはかるためのＤＩＹ市場への新規販路開拓事業

愛知県 有限会社ウイポップ ぽんせんべいパッケージの刷新による、客層拡大と売上アップ

愛知県 有限会社匠味 ＰＯＳレジ＆ハンディー導入で顧客回転率向上による売上増加

愛知県 白雪乳業有限会社 自社ブランドを開発し、新規販売方法と販路を獲得する。

愛知県 株式会社ＳＥＡＳＵＮ マシン開発者の講演会を実施し知名度アップ、新規会員獲得

愛知県 株式会社オアシス システムリニューアルに特化したチラシ・ホームページ制作

愛知県 株式会社ｄｅｓｔｉｎｏ ３０代女性をターゲットとしたスカルプケアサービスの展開

愛知県 株式会社エリアケアサービス 在日外国人（フィリピン人中心）向け介護資格養成事業の展開

愛知県 合同会社こきょう ケアマネージャーに対するアプローチによる売上アップ事業

愛知県 ＲＥｓｅｒｖｉｃｅ 高齢者の「ゴミに関する困った」を解決するワンストップサービス

愛知県 株式会社Ｒｅｍｏｗｏｒｄ クラウド型数値計算環境提供サービスの販路開拓事業

愛知県 株式会社ナチュラル・コーチ 育児休暇中の女性を対象にした企業内コーチングセミナーの実施

愛知県 株式会社スズホ お客様からご指名を頂ける、訪問看護ステーションの展開

愛知県 エムワイカンパニー有限会社 物件情報サイトを入口としたホームページの制作

愛知県 ｅａｓｅ．ｎａｎｉ 中高年向けの新メニューで顧客満足度を高め、単価・集客増加計画
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛知県 ＳＥＶＥＮ　ＳＴＹＬＥ 家具の“高付加価値”ニーズ対応による顧客獲得とリピート促進計画

愛知県 ｄｏｇ　ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　Ｃｕｕｎ 犬のオゾン水シャンプー・カットとホテルの知名度・集客向上事業

愛知県 株式会社福澤 現代仏壇事業部の市場認知度認知度ｕｐのための営業力強化計画

愛知県 あかね不動産 遺品整理事業を軸にした営業施策による認知度向上と販路開拓

愛知県 アンジュ株式会社
世界初「ハンド周波療法」「エナジーセラピー」で中年層のお客様へトータル
ビューティ

愛知県 木育親子カフェＰｉｎｏｓ “木育親子カフェ”の認知度アップと集客力の強化事業

愛知県 株式会社小川製作所 ワイヤーカット技術ＰＲホームページによる航空機分野の受注計画

愛知県 バー＆ダイニングセンポカフェ 新規顧客獲得と固定客増加を目指すプロモーション事業

愛知県 ａｉｒ株式会社 情報発信力を強化しアイドルタイムの来店数増加を図る

愛知県 有限会社アクト 高齢者の安全・安心を確保する工事内容のＰＲによる販路開拓

愛知県 野彩屋ｐｒｉｍｉｔｉｖｅ 雑誌への広告掲載による新規顧客獲得

愛知県 株式会社シンライ工務店 住宅・リフォームまつり、無料相談会による認知度向上と受注獲得

愛知県 おかもと農園 農薬不散布の「柿の葉茶」の商品化と販路開拓

愛知県 有限会社ＭＧＪ 新規客獲得と顧客満足度向上を目指した店舗改装

愛知県
神戸育ちの串焼き屋むさしココラフ
ロント豊橋

地場食材で料理教室を行う「新しい」地域密着型の焼鳥店の展開

愛知県 株式会社ＧｒｅｅｎＷｏｒｋｓ 健康サプリメント事業の販売力強化による売上拡大計画

愛知県 株式会社フォーラム 市場認知度とリピート率を高めるためのプロモーション戦略

愛知県 アイスタイルデザイン 農業者等に特化したフリーペーパーによる農業関連業者の受注拡大

愛知県 株式会社夏目デザイン 「自治体広報紙への広告掲載でシニア層の新規顧客開拓」

愛知県 黒田グリーン ネットを使った、商品掲載及び取引先の利便性向上による販路拡大

愛知県 株式会社Ｇｒｅｅｎ　Ｗａｌｋ 自社商品のブランド化及び知名度向上のための販路開拓事業

愛知県 有限会社デック Ｗｅｂ受注力をアップさせるためのホームページ制作事業

愛知県 ｉ　ａｍ　ｃａｆｅ 独創性の高い多目的スペースの創造とコンセプト強化

愛知県 エヴォリュアン ブラジリアンワックスを全面に掲載し知名度を上げるプラン

愛知県 株式会社桑名屋 小規模飲食店への配送を含む新規顧客獲得のための広報事業

愛知県 有限会社エムズアート キャンピングカー専用のホームページ作成・ＰＲで売上アップ計画
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛知県 合同会社サイプレスＭｉｙａｂｙ 天然木ウッドデッキＤＩＹと自然生活術

愛知県 ミヤケ楽器 楽器販売・音楽教室生徒募集の為の広告

愛知県 カイロプラクティック　ラウレア 集客のための効果的広告宣伝と立地面における顧客の利便性向上

愛知県 株式会社にじまち トマト加工品の開発、金赤トマトを使用したメニュー開発

愛知県 Ｈａｍｍｏｃｋ
オーダーメイド家具の提供のシステム構築及び認知向上による新規顧客獲得
事業

愛知県 ＲＥＡＬ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ 軽くて強いコーデュラナイロン製バッグの開発・販路開拓（展示会出展）

愛知県 スタジオ・ヨガの華株式会社 シニア世代を中心に「空中ヨガ」で健康・美・癒し・笑顔の心身へ

愛知県 株式会社ホームデザイン和 「ＤＩＹ女子応援プロジェクト」のネットショップ設営とＰＲ事業

愛知県 ひらおかステンドグラス工房 スマホ時代に対応した若い世代の女性向け集客情報サイトの制作

愛知県 株式会社Ｉ．Ｃ．Ｄｅｓｉｇｎ ３Ｄプリンターによる設計確認・装飾品製作の実現可能性評価事業

愛知県 株式会社かめさきカホリン ホームページを活用した直接受注の促進による収益の増加

愛知県 ビオ・ショップ半田 看板の設置ならびに商品カタログ作成による新規顧客開拓事業

愛知県 加圧トレーニングクラブ堀田 「精密測定機を使用した加圧トレーニングジムの増販・増客」

愛知県 有限会社はなふく 看板・屋外照明設置および新サービスの広報による販路開拓事業

愛知県 有限会社共育舎 高校１年生からの大学入試を狙った低コスト学力ＵＰ作戦の販路開拓

愛知県 株式会社オオサカヤ オリジナルギフト新商品開発と販売促進

愛知県 やまき総合法務事務所 実務法律家（専門士業）のための実践英語プログラムの開発

愛知県 積木工場わつみ わつみの積み木を名古屋市内の出産を迎えた家族に知ってもらう

愛知県 株式会社モワノー ３Ｄプリンター出力造形物による企業様個人に対して新規販路開拓

愛知県 ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＲ　Ｊ．ＢＯＹ 「浜田省吾のコンセプトバー」と誰もがわかる店舗へ

愛知県 株式会社サンライズ ３ＤプリントサービスＰＲの為のホームページリニューアル

愛知県 レザーリペア９９一宮工房 革製品を蘇らせ、新たな価値を提供する販売事業の開始

愛知県 ｅ－ｌｉｎｅ　（イーライン） 看板と広告・マグネット広告の相乗効果による新規顧客開拓事業

愛知県 Ｈａｎｇｏｕｔｃｏｆｆｅｅ ショーケース棚の導入とカウンター席の増加による回転率の向上

愛知県 株式会社モリテツ 今後の業界動向を想定した工事業種の拡大とＰＲ活動の強化

愛知県 株式会社ヤンドリーム まごころ弁当宅配サービス
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛知県 ＡＫＩ特殊機械株式会社 クレーン落下防止のための耐震化設備の普及販路開拓事業

愛知県 有限会社ハーツ インターネット広告で新規顧客の獲得と売り上げアップ事業

愛知県 有限会社スギ設業 太陽光発電システム導入事業者様向け新サービス事業の開発・提供

愛知県 吾妻屋燃料部 お祭り屋台事業専用ＨＰの開設とＤＭ等による販路開拓

愛知県 憩 広報を駆使した新メニューのＰＲと必要な機器の導入及び店舗補修事業

愛知県 株式会社かん・ぜおん 分譲マンションの専有部リフォーム需要の開拓

愛知県 有限会社サン・オリオン
社内で蓄積した織技術を活かした独自性のある「織物クッション」の試作開発
及び販路開

愛知県 プレジールヘアーデザイン 立地を生かし、より訴求力の高い看板を設置する

愛知県 北川カイロプラクティック 新規顧客獲得のためのホームページのリニューアル事業

愛知県 ｆｌｏｗ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 大人世代の育毛ケアに特化したプライベートヘアサロン事業

愛知県 光田修整有限会社 既製品（洋服）の補修整後に行う検針作業

愛知県 株式会社コーエーテック ＷＥＢ　ＳＩＴＥを用いた自動車用特殊ボルトのＰＲと新規販路開拓

愛知県 株式会社霞仙 海外からの旅行者を対象とした短期滞在型陶芸体験事業

愛知県 Ｔａｎｅ　Ｃａｆｅ ベジフルスイーツ（ベジタブル＆フルーツ）の開発・販売

愛知県 株式会社ル・カルム ホームページを活用した新たな販路開拓

愛知県 和布堂 たんすに眠る着物の再利用を促す事業展開

愛知県 スーリヤ 心と体のトータルサポート【スーリヤ】のＨＰ作成

愛知県
ｌ＇ｈｅｕｒｅ　ｄｕ　ｇｏｕｔｅｒ　（ルール・
ドゥグーテ）

より楽しさを演出！カテゴリー増加が顧客との関係性強化を実現

愛知県 株式会社ケイテック 自社窯業機械の全国へ向けた販路拡大事業

愛知県 木工房　玄翁屋 海外の人たちに向けた「瀬戸組子」販路拡大の展開

愛知県 株式会社月昇天 葬祭事業の認知度上昇と販路拡大

愛知県 有限会社セトセラミック 新オリジナルブランド商品のマルチプロモーション事業

愛知県 石川住建合資会社 転ばぬ先に手すりの取り付けを～高齢者の暮らしを支える住宅改修

愛知県 有限会社インテリア杉浦 イノシシ忌避機材の普及・販路開拓

愛知県 株式会社エム・イー・ティー 自社開発活性炭の販路開拓・拡大

愛知県 有限会社蒲郡オレンジペンション 外国人旅行者向け「くつろぎサービス向上」で売上アップ事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛知県 株式会社ジーエム 三河地域の木工職人の新工房立ち上げ応援プラン

愛知県 加藤煙火株式会社 打上花火の販路拡大のための展示会出展によるＰＲ

愛知県 有限会社プー フットネイル、まつ毛エクステの新規顧客獲得、団塊世代、高齢者層の獲得

愛知県 有限会社フラワーズ・ドゥ ペット用お供え花の販路開拓と専用花器の開発

愛知県 有限会社お茶の牧田園 商品のブランド化・デリバリーサービスでの販路開拓

愛知県 株式会社オオタ精密 難加工技術のＰＲホームページによる航空機分野の受注計画

愛知県 有限会社岡本環境造園 施工例野立て看板とモデル駐車場で知名度アップと新規顧客獲得

愛知県 乗本畳店 的を絞った既存顧客へのフォローアップで畳替え頻度の短縮

愛知県 株式会社カトー水工 建築から要介護者等の暮らしをサポート・広告戦略による販路拡大

愛知県
ａｉｎｏｗａ　Ｏｒｄｅｒ　Ｊｅｗｅｌｒｙ＆Ｇａｌｌｅ
ｒｙ

オーダージュエリーの販路拡大とショップイメージ向上事業

愛知県 Ｋ’ｓファクトリー有限会社 不安解消！完成見学会実施に伴う子供向け「体験段ボールハウス」の製作

愛知県 有限会社日豊製作所
地元フリーペーパー「豊川じもとマガジン」等を活用して、新規顧客獲得のため
の広告宣

愛知県 小川米穀有限会社 ギフト用こだわり米スティックの開発・商品化とそのＰＲ

愛知県 おきあがりこぼし 新規顧客開拓の為のイベント出店及び新商品開発と外壁の刷新

愛知県 株式会社オアシス なでしこＪＡＰＡＮ育成型女子専用スクールの新設に伴うＰＲ事業

愛知県 Ｌｏｉｓｉｒｓ（ロワジール） お子様連れのお客様が平日でも来店しやすいサロンづくり

愛知県 きさん 厳しい経営状態脱却のための「いもかわうどん」試食イベント開催

愛知県 株式会社でん 業務効率化および営業活動時間の創出のための新システム構築

愛知県 有限会社都築食品加工 ホームページ・パンフレットを活用した市場開拓・販路開拓

愛知県 合同会社えがお 大きく見やすい看板設置で利用者増加

愛知県 サニーナチュラルクッキング 講師養成講座訴求の仕組み化と訴求のためのＨＰリニューアル

愛知県 株式会社丸加醸造場 小売部門強化による利益率及び売上構成改善計画

愛知県 チップヘアー 夜間営業による来店客数アップと育毛メニューによる客単価アップ

愛知県 接骨院さかいざわ モバイル環境導入による新規顧客の創出

愛知県 ａｎａｍ（アナム） 通販に頼らない！新たなコンテンツ導入で新規「来店顧客」獲得

愛知県 株式会社ウメムラ薬局 健康相談コーナーと強化商品の一般医薬品・健康食品展示棚の新設
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛知県 ＹＯＧＯ（ヨゴ） 電子カルテを利用した「ビジュアルで感じる提案方法」の開発

愛知県 Ｒａｎａ ＨＰリニューアルとまちなか個人店ＭＡＰ作成による宣伝広告事業

愛知県 精一杯八号店
ファミリー層が安心して来店出来る居酒屋～もっと話そうよ、家族なんだから！
～

愛知県 ヘルメスサポート株式会社 監視カメラシステムのモデルルームへの設置、展示事業

愛知県 株式会社スミカ 地域での知名度の向上及び新規見込み客の開拓獲得　紹介促進事業

愛知県 有限会社長谷川急送 事務所設立による事業承継対策と介護施設への販路拡大

愛知県 株式会社　和光 ホームページの製作及びメガネの啓蒙活動

愛知県 長谷煉瓦株式会社 法人向けレンガの販売強化に向けた法人向け販売システムの再構築

愛知県 株式会社カネ由商店 三河焼植木鉢の知名度アップ、インターネット販売のための強化策

愛知県 杉浦味淋株式会社 純米本みりんと付加価値加工食品のＰＲと売上拡大

愛知県 株式会社大磯屋製麺所 価値を伝え、選ばれるための事業

愛知県 有限会社ルーツ フィリピンへの輸出の部品の在庫管理。フォークリフトの購入。

愛知県 株式会社太陽建設 高齢者も高齢者予備軍も！みんな『楽楽』リフォーム大作戦！

愛知県 沖縄家庭料理がっぱい スマートフォン対応ホームページ開設による新規顧客獲得事業

愛知県 合資会社カクタニ商店 新商品（オイルペインティングポット）ＰＲによる新規顧客開拓事業

愛知県 波多野建設株式会社
標準仕様と価格を明示した住宅の企画とプロモーション用パンフレット等の作
成による新

愛知県 株式会社サンワ金型 高品質・一貫対応を訴求する「金型ブランド」創出による販路開拓事業

愛知県 ダイエンジニアリング株式会社 工業データに変換可能なリアルタイムビューによる販路開拓事業

愛知県 株式会社ケーエスケー Ｗｅｂ・展示会・メディアの複合的活用による、新製品の販路開拓事業

愛知県 北京本店 「新商品「北京まぜそば」拡販による、北京本店ブランド化計画」

愛知県 喰彩いく田 「特別な１日を、特別な懐石料理で」新サービスの販路開拓事業

愛知県 安城資材株式会社 新カタログ作成によるスライスレンガの拡充事業

愛知県 個別指導学院ヒーローズ安城校 高校卒業資格取得サービスの導入による「寺子屋ブランド」構築事業

愛知県 有限会社パニーノ 「手作りサンドイッチ店の認知度向上のための看板設置・ＰＲ事業」

愛知県 ティーズギャラリー 自店Ｗｅｂサイト新規開設＆通信販売による新規顧客開拓

愛知県 株式会社ものとこと 新事業クロネコサイクルの中古車事業の強化による新規顧客開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛知県
有限会社スピリット（屋号マネキヤ
化粧品店）

会員向けニュースを折込チラシで配布し新規顧客開拓

愛知県 カーテンコール デジタルサイネージによる三河唯一のマジックバーの見える化事業

愛知県 株式会社ガーデンピア安城 看板設置・チラシを利用した知名度アップによる新規顧客獲得

愛知県 ｃａｆｅ＆ｄｉｎｅｒ　ｔｈｅｅ　ａｊｉｃｏ 新メニュー「ロコモコ」によるディナータイムの新規顧客開拓

愛知県 ふじや旅館 新食堂建設とほっとする手料理の食事のＰＲによる新規顧客開拓

愛知県 Ｑ－Ｆｕｋｕ 移動販売車の増車により新商品トルティーヤで新規販路開拓！

愛知県 株式会社ＬＩＮＫ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 三河初の芸能・キャリアアカデミー等の情報発信強化による販路開拓

愛知県 安城デンビール株式会社 地元産レストランメニューの作成およびイベント等の販路開拓

愛知県 株式会社海沼 「ハレの日」専用メニューの開発と広報強化による販路開拓事業

愛知県 合同会社ドリームボード 飲食店向け継続的衛生管理の提案

愛知県 株式会社匠設備 零細企業が大手に立ち向かう！新規顧客獲得事業

愛知県 株式会社丸福繊維 男も美白「サイクリング専用」日焼け防止マスクの開発・販路開拓

愛知県 株式会社香嘉園 西尾の抹茶を使用した抹茶菓子の開発による新たな市場の開拓

愛知県 株式会社ＢＬＥＳＳ 顧客若返り身体に優しいサロン創り大作戦

愛知県 稲松屋 ふとんの除菌・消臭サービスで客層開拓

愛知県 あづまや呉服店 着物カーニバルイベント開催による新規顧客開拓プロジェクト

愛知県 行政書士しらとり法務事務所 『終活』からの問い合わせアップと事務所イメージアップ

愛知県 株式会社悠峰写真場 レンタル衣装の拡充と衣装サイト立ち上げによる販路拡大

愛知県 ナガエ塗装株式会社 異業種との連携による、元請売上率向上のための新事業展開！

愛知県 ヘアーサロン村越 理容室による育毛メニューコースの販売促進とプライバシー保護

愛知県 あとりえいる・ふじむら 超音波美顔器導入による美髪・美顔メニュー客の獲得

愛知県 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ａｇｅ 高い効果の出るアンチエイジングケアメニューの開発・ＰＲ

愛知県 Ｍ・クラフト企画 １，０００円のビーズ屋さん、販路拡大・販売促進計画！

愛知県 麺の樹　ぼだい 中も外も自家製！創作ぎょうざの開発・販売

愛知県 株式会社ＴＳＵＺＵＫＩ 『西尾の抹茶を全国～世界へ』西尾の抹茶を使用した食品商品の販路開拓

愛知県 愛楽農園はいぼーなす 農家の農家による酒好きのための『おつまみポップコーン』開発事業！
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛知県 株式会社Ｈａｒｖｅｓｔ
「記録よりきおくに残る思い出を。」家族の記念日に寄り添うムービー撮影サー
ビスの展開

愛知県 株式会社アドリーム 「ピザバイキング」導入による新規顧客獲得、販路開拓事業

愛知県 鬼童銘木株式会社 通販型ホームページ作成、宣伝広告エリア拡大による販路開拓事業

愛知県 バンビーナ 赤ちゃんから高齢者まで３世代が集えるバリアフリーカフェ開拓

愛知県 鶴見酒造株式会社 日本酒の外国語対応のＨＰ・広報による海外販路拡大事業

愛知県 福祉タクシー　寛房 酸素、吸引機導入による新サービスで新規顧客開拓事業

愛知県 株式会社スタイルカンパニー 新規リフォーム顧客に対し、外壁洗浄工法リフォーム工事の広告。

愛知県 株式会社マイティー 中古車販売プロセスと店舗・ウェブサイト・メール連携による拡販

愛知県 親和塗装株式会社 ホームページ、チラシ、提案ソフトを使った個人顧客への販路開拓

愛知県
ジャパンビューティスタイル株式会
社

車椅子着物を認知、利用しやすくするためのツール作り

愛知県 株式会社オガッシダイニング 広域への周知ＰＲによる新規顧客獲得事業

愛知県 株式会社グリントン・アールズ 春日井市に安心・安全のフロアーコーティングの販路開拓事業

愛知県 Ｖｅｒｄｕｒａｓ（ヴェルドゥーラ） 小さなお子様がいらっしゃるファミリー層の開拓とアプローチ

愛知県 カフェ　ベルゲン コーヒースタンド（テイクアウト窓口）新設にともなう外装工事

愛知県 すまいるクロス スタジオでの「動」写真撮影によるさらなる顧客開拓

愛知県 株式会社サンフレンドリー 働くママの「預けたい」に応えるための新たな保育サービスの提供

愛知県 株式会社大柳製材所
新商品のヒノキのまな板販売プロモーション事業　新たな顧客に対して販路開
拓！

愛知県 有限会社ミヤタデザインスタジオ 新聞折込広告と卓上電子看板配信で行う新規スポンサー広告獲得ＰＲ事業

愛知県 株式会社　大和　管工 ショールーム改装による顧客開拓と住宅リフォームの受注アップ

愛知県 株式会社美濃屋 記念行事・祝事に笑顔を届け更に知名度・売上アップを図る事業

愛知県 株式会社アールデザイン 介護事業所専用「ホームページ制作特別プラン」の周知ＰＲ

愛知県 キッチンしらしま 顧客の少人数化と高齢化に対する客席のリニューアル事業

愛知県 株式会社カネミツ食品
笑顔の地域農業活性化支援と健康作りのこんにゃくを愛知から全国へ販路拡
大

愛知県 一心堂表具店 認知度向上を図り販路開拓・新規顧客の獲得の為の広告宣伝事業

愛知県 株式会社空空 ３Ｄアニメ映像活用！企業のものづくり技術力を発信します

愛知県
天晴れ介護サービス総合教育研
究所

「介護現場をよくする音声講座」の販路拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛知県 株式会社丸信自動車 女性の新規顧客獲得を意識した店舗づくり

愛知県 株式会社クリエス アクアグリップによる防滑施工の実施と販路開拓事業

愛知県 株式会社エニシア ＬＧＢＴフレンドリー企業を認定するサービスの開拓事業

愛知県 株式会社グランツ プラスチック成形機用パージ材の開発と販売戦略

愛知県 有限会社寿司割烹まるみ テーブル席の環境を整えて来店されるお客様全員満足事業

愛知県 株式会社石井鉄工所 金型分野への参入および販路開拓

愛知県 株式会社デザインのちから 店舗＆地域活性スマホアプリの企画制作

愛知県 ｋｏｉｃａｆｅ 新スイーツ商品開発及びパッケージデザイン作成による売上増加

愛知県 ビストロバルフルール 新感覚ジェラートの開発・販売

愛知県 いたがき接骨院 モバイル一体型バイオメカニカルセンサー導入による経営改善

愛知県 キクミル（店舗名　ＤＩＳＣ　ＷＡＶＥ） 通販サイトと実店舗用メルマガシステムの開発と運営

愛知県 株式会社名古屋タカギ 高齢者向けデザイン性軽失禁ショーツによる市場開拓の実現

愛知県 寺澤畳店 一般顧客への積極的な販促活動による売上及び利益率アップの実現

愛知県 フレイヤ 月額定額制導入による新規顧客開拓及び売上アップの実現

愛知県 尾張ういろ 和スイーツ「ういろ」のインターネット販売強化による販路拡大

愛知県 株式会社ＡＺＤＲＥＡＭ 小売新規店舗開設事業

愛知県 ヘアーサロンイケダ スカルプケアメニュー導入の為の店内改装

愛知県 株式会社菩提樹 ＨＰとパンフレット作成による自社サービスの認知度アップ事業

愛知県 パティスリー　シフクノキ 季節と素材にこだわった洋菓子の開発と販売拡大による地域活性

愛知県
一級建築士事務所　丹羽明人アト
リエ

事務所外装の木質化による店舗イメージ及び視認性の向上

愛知県 ローゼ・アルモニー 新規客獲得を意図した、通販機能を持つホームページの制作と宣伝

愛知県 モンテローザ 屋外看板改修及び内装工事と新メニューのＰＲによる新規顧客の獲得

愛知県 伊藤圭太税理士事務所 「小規模セミナーによる販路開拓」

愛知県 有限会社赤羽金物店 工事業者特化型のＢｔｏＢ自社サイトと管理システムの構築

愛知県 株式会社ＴＮＫ スポーツパフォーマンス向上と健康年齢増進を実現する治療の普及

愛知県 小松屋商店 創業１５０年、こだわりの手造りこんにゃく・ところてんの販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛知県 犬山グルメ株式会社 店舗拡張、改装による新規顧客開拓

愛知県 かふぇれすと茶茶 虚弱高齢者にやさしい店づくりのためのバリアフリー化

愛知県 なおあおマインド 母親・児童支援者向け、子どもの脳トレーニング講座開催の広報

愛知県 株式会社丸一建商 省エネ、健康に繋がる断熱商品及びリフォームの販路開拓事業

愛知県 ｓａｌｏｏｎ　ｈａｉｒ 周りに見られない半個室で頭皮相談と女性の顔剃りやエステを提供

愛知県 ｓｗａｎ’ｓ　ｃａｆｅ オリジナルアクセサリーの販路拡大

愛知県 合資会社キリン亭 「地元の親子３世代に愛される創業９０年のお店」の顧客開拓

愛知県 合同会社カンパニュラ 機能訓練型デイサービス『あいえんの輪』の集客と認知度向上

愛知県 株式会社アイギス 新規販路開拓戦略として岐阜支店の認知度ＵＰを図ります。

愛知県 美容室ル　トレフル 美容室の競合他店と差別化。総合的なリラクゼーション事業へ。

愛知県 合同会社ラ・パレット 洋菓子専門店としてのブランド力向上パッケージ開発とＰＲ事業

愛知県 カ－ネ－ション 家事代行サ－ビス顧客拡大

愛知県 井村食彩園 マルシェと農場をつなぐ架け橋で、知多半島の自然の恵みを届けたい

愛知県 喫茶フレンズ 親子３代で通ってくれる店づくり・衛生面を考えた設備導入事業

愛知県 有限会社蟹江鈑金工業所 家の外部からできる耐震補強工事の拡大

愛知県 寿司割烹なだか 地産地消・地域資源メニュー開発、広報戦略による新規顧客の獲得

愛知県 ヤマグチゴム印 介護施設や個人客へ「ゴム印の可能性を提案」新規顧客獲得計画

愛知県 株式会社八栄 よくある質問を取り込んだパンフレット、ＨＰの改善新規顧客獲得事業

愛知県 株式会社鶏工房 不採算店を人気店「情熱キョーザ」２号店への改装で、売上高拡大

愛知県 合同会社足軽家 足と靴のお悩み解決提案の新聞紙面広告による新規顧客獲得

愛知県 ＧＬＡＳＳ　ＪＯＹ　０２ アナログ広告宣伝による中高齢の新規顧客１．９倍増計画

愛知県 有限会社ラヴィアンローズ ネイリスト育成・養成スクール開設による新規顧客開拓事業

愛知県 有限会社玲子ガーデンファーム 初めて楽しむ方へ、「ポットインスタイル」の植栽コンテナ拡販

愛知県 大府精巧有限会社 「独自技術情報発信ツール」としてのＨＰ全面刷新による販路拡大

愛知県 有限会社ＯＧＧＩ スマホ対応ＨＰへ更新、チラシ配布で予約・売上アップ事業

愛知県 ｔａｍｓ アレルギー対応洋菓子レシピを企業へ販売するＤＭとＨＰ製作
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛知県 アドバンス株式会社 化粧品新原料「羊毛還元ケラチン」の研究会発足による販路開拓

愛知県 Ｔｕｒｅｅｐ ヴィジュアル効果を活用したネイルケア商品の販促強化事業

愛知県 わかば接骨院 業界認知向上と外傷後遺症の減少、同業者向けコンテンツ作成配信

三重県 有限会社Ｍａｒｉｅ セミナーやレンタルスペースとして新しいサロンの活用による集客推進

三重県 有限会社ライフオール 新規顧客獲得と顧客満足向上を目指すホームページとリーフレット作成

三重県 Ｔｈｉｒｄ　ｐｌａｃｅ株式会社 他塾には無い成績保証制度の認知度アップで、生徒数増加事業

三重県 株式会社ＢＩＺサポート ｙｏｋｋａｉｃｈｉ空き家相談ネット運営及び空き家情報の収集

三重県 株式会社堀製麺 手打ち麺教室を通じて、販路拡大し地元業者と活性化を図る

三重県 富田菓庵　清華堂 地元食材を使った和生菓子の新商品開発とＷＥＢを使った商品紹介

三重県 株式会社香久屋 品質保証のあるリサイクルトナー・インクカートリッジ新市場開拓

三重県 ゆみ社会保険労務士事務所 サロンオーナー特化型社会保険労務士事務所のブランド確立戦略

三重県 クラタヤ株式会社 新型車・次世代車の車体修理に対応できる「溶接機」の普及を通じて売上向上

三重県 四日市ゴム商工株式会社 低炭素社会に求められるタイヤ専門店の参加型ホームページ作成

三重県 ヘアーサロンクラウン 拡大するメンズスキンケア市場に合わせたシェービングエステの提案

三重県 有限会社　オールビィー
健康と美容をテーマにした統合サービス（エステ＋タイ古式・ヨガ）で女性の新
規顧客獲

三重県 合同会社ステップバイステップ 比較優位性のある施術とＲＣを訴求ポイントにＨＰ・パンフレット等で集客

三重県 有限会社儀賀住建 伝統工法マーケティングで、技術の継承と林業の活性化を実現する

三重県 有限会社Ｍ・Ｃ・Ｗ ホームページのリニューアルでＭＣＷブランドを全国に広げる！

三重県 スポーツクリニックＴｈｅＳＵＮ’Ｓ 「パーソナルトレーニングによるバレエ界の底上げと利用者拡大」

三重県 株式会社アガタ製作所 新規顧客獲得のためカタログ作成事業

三重県 有限会社伊勢昆布
和食に対する関心の高まりを背景に大手が参入しないカテゴリーで海外市場
開拓

三重県 メナード長太新町　ベアーズハウス コミュニティサロンの創出による地域活性化事業

三重県 有限会社萩村製茶 多言語対応ＨＰを作成し世界に発信、新市場を獲得する広告宣伝事業

三重県 株式会社エコ・トレード
有害なディート不使用の虫よけ・鉄腕アトムのアロマガードでインバウンド市場
開拓

三重県 若紀久　喜旬 若年層にディスプレイボードで『和食』を伝え世代交代の礎を築く

三重県
たなかヘルスケアサービス株式会
社

家事育児、働く女性を骨格からケア、骨盤矯正で痛みの根本治療！ＨＰ作成
で新規顧客獲
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

三重県 美容室メイフェア 「移転１０周年感謝キャンペーン」

三重県 久保工業 若年層（２０～３０歳代）顧客取り込みに向けてのＷＥＢマーケティング

三重県 株式会社ザラボ ＰＢ製品が中心のカラーコンタクト専門ショップを出店し、新規顧客を獲得

三重県 株式会社三重義肢製作所
高齢化で伸びていくコルセットを完全内製化し、より迅速に精度の高い製品を
提供

三重県 有限会社　昭　建 若い女性のダイエットニーズに合わせた断食道場と砂風呂への集客

三重県 有限会社　浜　作 和食の伝承、施設の改修で、インバウンド及び高齢者の集客を図る

三重県 有限会社西宗 若年層にも選ばれる販売体制の充実と販売促進　～漁業の発展のために～

三重県 寿印刷工業　株式会社 三重初の情報Ｗｅｂマガジンによる新規顧客獲得と売上拡大。

三重県 株式会社トーチ インバウンド向けパッケージの開発と製造工程改善による販路拡大

三重県 カネ政商店 頑張る４代目！催事出店強化による知名度、市場、売上拡大

三重県 茜工業 情報を充実させ認知度上昇に伴う営業利益アップ

三重県 ヨガスタジオシャンティ 『肩甲骨ヨガ』と『ヨガ棒ヨガ』という新クラス開設のためのＰＲとクラス準備

三重県 有限会社渡辺運送 物流システムのノウハウを生かした、ペット運送・商品販売

三重県 山二造酢株式会社 ＡＳＥＡＮ向け飲用酢「デーツビネガー」の商品開発及び販路開拓

三重県 有限会社折笠園芸 室内植木の中古活用コミュニケーションによる顧客獲得

三重県 住宅保全三重株式会社 『断熱リフォーム工事効果の見える化提案』で客単価アップ作戦

三重県 株式会社アビスタ 美味しい「お伊勢たい焼き」を全国へ！販路拡大実現を目指す！

三重県 Ｌｉｔｔｌｅ　ｃｌｏｖｅｒ 元女性美容師の職場復帰と伊勢挙式の知名度アップによる売上増加

三重県 株式会社トラベルラボ 旅行ライブラリカフェでの、地域交流とインバウンド需要への対応

三重県 バイオリン工房ＮＡＫＡＮＯ スマホ・タブレット対応ＨＰ作成による音楽教室市場拡大事業

三重県 有限会社奥野写真館 老舗からの脱却、入りやすい店づくりと若いファミリーの集客促進

三重県 株式会社なかよし 会話が聞き取り易いスピーカー「優奏ＹＯＵーＳＯＵ」の販路開拓

三重県 カフェｓｉｍｍｅ 売逃し解消・販路拡大のためのテイクアウト事業に向けた工房増築

三重県 株式会社ゴーリキ 日本木工機械展「ウッドエコテック２０１５」の出展

三重県 南勢オートリース株式会社 ウエルカム看板、オパシメータ設置による集客数・満足度向上

三重県 株式会社大信建装 移動型で特殊塗料の真価を体感してもらう新規見込み客開拓事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

三重県 有限会社カードクターカワグチ 地元ガイドナビでリピーター流出の堰となるレンタカー事業

三重県 ファッションあき 新聞チラシとＤＭによる集客力向上と高齢者に優しい店づくり

三重県 有限会社スギヤマ 他店との差別化を図りブランドイメージを定着させるリニューアル

三重県 有限会社長谷川鈑金塗装 トイレ改修、子育て雑誌とのイベント開催による新規顧客開拓事業

三重県 伊勢塾 教室増・英語ソフト・ベネッセ提携による利益向上と社員の昇給

三重県 創作鉄板焼き　鉄平 看板製作及びチラシ配布による新規顧客開拓

三重県 有限会社村幸 茶包装専門店がパッケージ製作を通じて小さな茶農家のブランディング支援

三重県
株式会社ヘルストン　ＥＭ＆Ｃ事業
部

人工温泉装置の販売促進、及び、展示会出展による新規拡大

三重県 有限会社橋本テーラー カジュアル店とスーツ店の統合を図り、相乗効果を狙う店舗改装

三重県 株式会社ＨＯＮＥＳＴ 低価格を強みとする介護事業拡大のための広域ＰＲ事業

三重県 ケーズファクトリー 新規雇用・法人化に向けた業務の標準化、販路開拓、本社移転事業

三重県 有限会社松本紙店 地域文化のコミュニティー形成で売上向上

三重県 ＩＺＡＫＡＹＡＤＩＮＩＮＧ海住 店舗リニューアルによる団体客の新規獲得促進事業

三重県 花ことば 生花店と葬儀社の利点を活かしたワンストップによる家族葬市場開拓

三重県 パスタソースキッチン 得意なデザイン力を活かしたギフト販売の本格化

三重県 有限会社美ファイン・ハセガワ リフォームＯＢ客の継続と新規客の集客アップを狙う店舗改装

三重県 有限会社マイドソフト 「地場産品直売所」ピックアップカメラ活用事業

三重県 有限会社小原木本舗大徳屋長久 売上向上に導く商品包装の改良ならびに販促用品の作成・配布

三重県 スマイル 買い物弱者に対する移動スーパー事業の販路開拓及び知名度向上

三重県 パソコン工房ヒグチ スマホとタブレット機器専用のサポート教室へ移行に伴う販売促進

三重県 ＮＯＶＩＴＡ　ＦＡＲＦＡＬＬＯＮＥ 本格ソースを武器に米・卵・野菜の地産地消にこだわる新店舗のＰＲ

三重県 Ｋ＆Ｇ 魅力的なノベルティを付けてオリジナル商品の購入率アップ！

三重県 陣田屋商店 おもてなしの季節めん開発と販路開拓

三重県 株式会社三和販売 顧客ニーズに応えるリアル設計、スピード対応の為のＣＡＤ導入

三重県 有限会社薬局ポケット 地域に密着した相談対応薬局の宣伝強化による顧客獲得事業

三重県 美建総業有限会社 災害非常用電源装置「レスキューソーラー」システム販売促進事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

三重県 安藤食品サンプル製作所 食品サンプル雑貨販売用の店舗整備とウェブショップ開設

三重県 株式会社グランビル 薪ストーブ・古民家再生事業受注拡大のためのホームページの改新

三重県 有限会社丁子屋 既存の土産商品を贈答品にアップグレードさせる販売強化プラン

三重県 株式会社素材舎 地元ママとコラボするカフェの空きスペースの積極活用

三重県 株式会社マルキ 地元中高年女性の「美」に貢献するための顧客紹介キャンペーン

三重県 株式会社益生富士 顧客データの整備・活用による商品販売提案力の強化事業

三重県 中国料理　川龍（しぇんろん） イメージアップ看板と写真パネル設置による新規顧客獲得プラン

三重県 クリーンサービス桑名有限会社 おうちの椅子をピッカピカ。椅子のクリーニング周知拡大事業

三重県 有限会社お花ちゃん生花店 リヤカーから始まり８５周年、顧客名簿活用と店舗改修で売上アップ

三重県 株式会社丸サ笹治本店 ホームページ開設とチラシ広告による新規お客様と地区の販路拡大

愛知県 元気づくりジム 鍼灸国家資格取得者がいるジムが行うシニア層に特化した販路開拓

三重県 味処千とせ 自慢の魚介類やおばんざい、名産の蛤料理の周知による新規客獲得

三重県 有限会社新栄商店 蒸し機の導入によりサービスの向上と需要の変化に対応

三重県 株式会社原動力 学習塾と研修部門の一元周知、研修コンテンツ強化による売上促進

三重県 株式会社ファインブルーム 電力自由化に伴う、企業向け新電力への切替プランの提案事業

三重県 日研工業株式会社 ホームページ・カタログを活用し鋳物用副資材の販路拡大を狙う。

三重県 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ　Ｒａｄｉａｎｃｅ 大都市の店舗に負けない高品位ネイルサロンの広報力強化事業

三重県 天ぷら兎波 店舗の立地条件が悪くとも、マーケティングを拡大で顧客数ＵＰ

三重県 割烹藍川 家庭でも身近な旬の素材で簡単に作れる本格和食の料理塾

三重県 Ｒｅｇｎｉｔｉｏｎ（リグニション） ３０代男性をターゲットにした「新ブランド」立上げによる販路開拓

三重県
中村自動車商会・中村酒店・サラ
ダ館

高齢者及び新興住宅地へ向けた電動アシスト自転車の販路開拓

三重県 ＨＩＮＯ実装設計有限会社
ＦＰＧＡデモボード開発試作による設計力向上および新規案件獲得のためのプ
ラン

三重県 株式会社谷石材 石の魅力を広く伝える「石のカフェギャラリー」による顧客開拓

三重県 株式会社森機械 放置竹林の間伐竹から製造した「竹パウダー」の販路開拓

三重県 合名会社森喜酒造場 国内外での試飲イベント出展強化による販路拡大

三重県 中国名菜しらかわ 店主自慢の人気Ｎｏ．１「坦々麺」による販路拡大、実店舗売上増計画
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

三重県 山形屋酒店 増加する観光客と新住民をターゲットにした看板設置で集客力ＵＰ

三重県 ビンクロ 時間のない働く女性、単身者の食を応援する手作り惣菜の看板設置

三重県 ＪＤスタイル 大改革！亀山発オリジナルバッグの確立で販路拡大と売上拡大

三重県 Ｄｏｇ　Ｃａｆｅ　ぽ庵 「高齢者や女性に使いやすいトイレとチラシで集客力アップ」

三重県 松井電気 ＣＡＤ導入による提案型の営業で小規模電気工事業の脱下請けで利益確保

三重県 網干場 地元水産資源を活用した加工商品の開発・販路開拓

三重県 ぬし熊 後継者育成を目指したホームページリニューアル等による販路開拓

三重県 和菓舗若木屋 アレルギー対応菓子の開発と定番商品のリニューアル

三重県 ｙｕｎｏ工房 地元名張のリフォーム需要に対応すべくチラシとＨＰで販路拡大！

三重県 瓦勝 一般個人（世帯主）に向けた、プロモーションによる元請取引の拡大

三重県 ビューレター フリーペーパーとバーチャルスタジオ動画とＷＥＢとの融合サービス事業

三重県 あっちゃんのお菓子工房 名張産米粉と酒粕を使用したチョコレートケーキの製造販売

三重県 株式会社中尾呉服店 オリジナルパンフレットとチラシを活用した振袖客の先取り・拡大

三重県 株式会社サンシホームサービス
女性目線を取り入れた空き家の維持管理サービスの周知と事務所トイレ改修
による販路拡大事業

三重県 パールクリーニング社 新型機材でさらなる高品質クリーニングを実現し販売を促進

三重県 有限会社モンパクトル ブランド力の確立による商圏拡大と焼き菓子ギフトの強化

三重県 有限会社中島 介護予防に役立つトレーニングスタジオ「ロコスタ」の販売促進

三重県 ＴＯＭＯＲＬ 訪問美容・育毛サポート事業の連動で顧客獲得と社会貢献を実現！

三重県 小島結納品店 絆を深めあう今どきの愛のかたち、新しいカジュアル結納の提案で販売促進

三重県 フルーツショップほそみ お客様は大切な家族！心がほっこり温まるようなお店づくり事業

三重県 有限会社村口畳工房 当社アピールの情報発信ツールの刷新

三重県 富永商店 米穀店にしかできない、つきたて精米を身近にするＩＴ活用

三重県 有限会社高建
「全面リフォーム」と、「地盤強化事業」、「保障」を合わせた、災害に強い家の
提案

三重県 伝洋 ＷｉＦｉ設置などの受入態勢整備でインバウンド消費をキャッチ！

三重県 へあーさろん　つかさ 自宅送迎、訪問カット！高齢者・要介護者向けサービスの大幅拡充

三重県 有限会社世古 石神さんの参拝客を喫茶に取り込み次回の宿泊に繋げ売上ＵＰ！
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

三重県 有限会社ちゅーぶもーたーす
商業施設に設置する軽整備用ガレージでかわいい車を展示し若い女性を集客
する

三重県 有限会社肉料理まつむら 椅子席導入による高齢者、外国人観光客に喜ばれる快適な食事。

三重県 株式会社ＴＡ西村 メカブ裁断機導入による、新商品「機能性カットメカブ」の開発

三重県 焼き肉　新京 観光客を新ターゲットにＨＰ・看板・メニューを連動した販売促進

三重県 竜宮料理の宿　八島 高齢者に満足度の高い大浴場へのリニューアルで売上ＵＰ

三重県 海の食堂　はっかい 新鮮な魚介を２倍焼きグリルで、海鮮焼き専門店を目指す。

三重県 マル井興業株式会社
伊勢湾及び河川の環境改善のため、単独浄化槽から合併浄化槽への転換を
促進することで売上拡大

三重県 有限会社華月 海女さんが採る鮑のブランド化で夏期の観光客を取込み売上ＵＰ！

三重県
有限会社ノア　鳥羽展望台　食国
蔵王

日本一海女の多いパールロード沿線の魅力創造・情報発信により、売上アッ
プ！

三重県 マリモ 空き店舗活用の「熊野まちなか体験染め工房」の開設でインバウンド対応

三重県 株式会社自然塾 キッチンカーを製作して地域で増加するイベントに参加し売り上げ拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

大阪府 大一精機株式会社 新規受注獲得のためのＣＡＤＣＡＭおよびマーキングマシンの導入

福井県 株式会社カガセイフン ＷＥＢサイトのリニューアルによる、ＢｔｏＢ・ＢｔｏＣの販路拡大事業

福井県 株式会社米五（こめご） 曹洞宗・大本山永平寺御用達の「ＭＩＳＯ（味噌）」の海外向け販路開拓事業

福井県 ヒノデ工業株式会社 「水周りから長生き住まい！リフォーム事業進出の販促事業」

福井県 スピリッツ・スマイル
発達障害者に雇用の場を提供するＨＰ制作、書類代行作成サービス事業の実
施

福井県 株式会社髙橋製粉所 越前風土食「越前打豆」の業務用卸全国情報発信による販路開拓

福井県 株式会社サーフボード 観光バスツアー向け人数点呼サービスの販路開拓と販売促進事業

福井県 株式会社山本タイヤ商会 『低床式車両用の出張サービス』メニュー導入による販路拡大事業

福井県 リカーズ川ばた 店舗の改装とホームページ改善による福井の地酒の販路拡大事業

福井県 名大同株式会社 国内初の福井市中央卸売市場内青果小売店のＷＥＢ広報戦略の実施

福井県 株式会社トレミー４８ 国際メガネ展示会への出展を通じた広報強化と新たな販路開拓事業

福井県 株式会社福井スポーツ社 福井から想いを届ける名入れ専門店スポーツショップ販路拡大事業

福井県 株式会社梅田果実店 老舗果実店が展開する極上スイーツの販売促進のためのＨＰ制作

福井県 株式会社ピース 両親への贈呈用オリジナルギフトの広報強化と販売促進事業

福井県 有限会社見吉屋
福井名物「越前おろしそば」の販売と知名度向上を目指したＷＥＢサイト再構築
事業

福井県 アンジュール株式会社 新ブランド“ＣＬＬＩＢ”ブランドの確立および定着

福井県 お菓子処丸岡家 恐竜を連想させる新お土産スイーツの広報強化による販売促進事業

福井県 有限会社豊洋 スマートフォングッズの販売、修理専門特化による販路拡大事業

福井県 株式会社身のこなしラボラトリー 筋活動センサーの個人用リハビリ分野進出に向けた広報事業

福井県 有限会社サニー美容室 近隣地域のお客様に当店の再認識と新たなサービスの提供

福井県 学研ＣＡＩスクール福井みゆき校
全国に７００教室以上を展開するコミュニケーション英語が身につくこども英語
教室Ｌｅ

福井県 株式会社たからや商店
なんでもしてくれる町の燃料店「たからや商店」ホームページ制作・立ち上げ事
業

福井県 青木蘭麝堂 戦国時代から続く蘭麝酒販促用広報物の作成

福井県
安永コンピュータシステム株式会
社

歯科医院のサービス向上に対応したソフトウェアの販路開拓。

福井県 あさだ屋 お客様と双方向型で作る越前和紙と箔押し印刷の結婚式招待状作成サイト

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

福井県 株式会社小澤工務店 健康住宅「無添加住宅」の福井での認知度向上からの顧客開拓事業

福井県 Ｅ－ＣＰ株式会社 中小零細企業再生の為の「レトロフィット事業」紹介ＨＰの作成

福井県 しゃぶしゃぶ万両 若狭牛のインターネット販売促進・販路開拓、ブランド力向上

福井県
カイロクリニカルサロン　ＳＯ～ＬＡ
（ソラ）

施術・カウンセリング用器具の購入による顧客開拓・販売促進事業

福井県 トラットリア　ラカーラ 価値提供型イタリア料理店の顧客開拓とリピーター化事業

福井県 有限会社東栄ルーフ 建物長寿命化のための「雨漏り調査事業」による販路開拓

福井県 よつばｃａｆｅ キッズルーム集客向上のためのホームページ作成と設備導入事業

福井県 テニスプロショップ　グランチャ 顧客との関係性をより深めるカスタマイズインナーソール製造販売

福井県 有限会社來々軒（らいらいけん） 高齢者・障害者向けトイレの改修を通じた来店客拡大事業

福井県 小料理ゆずりは 外国人観光客や高齢客の集客を図るための店舗改修事業

福井県 株式会社シー・ディー・アイ 他社に先駆けた最新４Ｋビデオカメラ導入による動画制作強化事業

福井県
戦略組織コンサルティング合同会
社

福井を良くするプロジェクト支援事業の認知度向上促進事業

福井県 株式会社ユニバンク 当社オリジナルの恐竜刺繍入りＴシャツの開発・販路開拓事業

福井県 有限会社ホテヤ洋品店 市内手作り作家の作品の展示販売イベント開催による新規顧客獲得

福井県 有限会社チモトコーヒー 有資格者が作る高品質コーヒー商品の開発と販路拡大

福井県 Ｒｅｌａｔｉｏｎ　りらしおん 東浦みかんを活用した商品開発及び販路開拓

福井県 有限会社林商事 働く女性の指導的立場を促進する研修事業の販路開拓

福井県 苗のはっとり 集客力アップのためのハウス内の店舗の拡充とサービスの向上

福井県 北日本建設株式会社 シャルドネの住宅、及び家具の販売促進事業

福井県 株式会社山田書店 本の御用聞きキャンペーンの実施

福井県 エヌサービス 販促事業にてパンフレット、ホームページを作成して県内外に発信

福井県 有限会社ユタカ建商 オリジナル商品「くみこ窓」のカタログ制作と展示会出展による販路拡大

福井県 株式会社ソニア
ホームページによる認知度・知名度向上で新規仕入先開拓・労働力確保・売上
機会拡大

福井県 日本利器工業株式会社 販促用チラシとネット販売の構築による寺院向けの販路開拓

福井県 タナカ工業株式会社 シニア層向けの新規事業を含めた水まわり事業の販路拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

福井県 有限会社南部商店 包装紙・手提げ袋等のデザインの一新事業

福井県 横田建設株式会社 不動産の視点から大野市に定住、移住する魅力を発信するＨＰ作成

福井県 ディスセット 福井産地を背景とした高付加価値衣料品の開発及び販路開拓

福井県 有限会社厨ぼうず 郷土料理を活用した地元グルメの販路開拓、土産品開発事業

福井県 桑田テント株式会社 短納期でお客様にご提供できる「先進的テント倉庫」の開発・販売

福井県 松原蝶製作有限会社 国内外販路開拓・ＵＰＬＯＡＤＥＤ　ＮＯＳＥ　ＰＡＤＳ　開発・販路開拓

福井県 ｕｐｌａｎ 産地で創るブライダルに特化した商品の試作と知名度アップ事業

福井県 株式会社小林大伸堂 地場産業とコラボしたオリジナルメタル印鑑・和風印鑑の広告宣伝事業

福井県 株式会社ＴＯＭＩ－ＴＥＸ 炭素繊維立体織物の成形品の開発・販路開拓

福井県 有限会社室田モータース 女性顧客に重点を置いた店づくりショールームの改装とイベント開催

滋賀県 粟納メンテナンスサービス 業務用バイク修理業者が行う一般車両への洗車サービス

滋賀県 滋賀県貿易株式会社 粗放養殖手法による安心安全な海老の輸入直販・顧客開拓事業

滋賀県 鍼灸エステＭ＆Ａ 薄毛に悩む３０～４０代男性を救う「安心の発毛システム」のＰＲ

滋賀県
Ｎｏｍｕｒａ　ＰｌａｎｎｎｉｎｇＯｆｆｉｃｅ一級
建築士事務所

建築設計のコンサルタント業務の強化・増量・販路開拓

滋賀県 有限会社至誠庵
鮒ずしの魅力・美味しさを伝えるオリジナル商品の改良・新商品の開発と販路
拡大

滋賀県 ケーキハウス・トップス ミニフルーツケーキのシリーズの開発と拡販計画

滋賀県 有限会社コム・ワーク・スタジオ 自社オリジナル・デザインアクセサリーの品揃え拡充と販路の拡大

滋賀県 株式会社スピードワゴン ギフト商品梱包に特化したＥＣ支援サービスの販売促進素材の制作

滋賀県 メンズグルーミングサロンＺＥＸＩＡ 働く男性の心と体に癒しを与える個室理容室の業務拡大と予約システム導入

滋賀県
フィジカルコンディショニングスタジ
オフィジオ

高齢者の健康維持を促す加圧トレーニングベルトの普及販売事業

滋賀県 株式会社一湖房 希少な合鴨商品利用シーン提案による３０～４０代女性の顧客開拓

滋賀県 株式会社メンズプラザナカガワ クオリティーの高いオーダー服とハイグレードで快適な空間の魅力を発信

滋賀県 株式会社ｓｔｙｌｅ 日本・高齢化社会・介護業界に求められるｓｔｙｌｅの構築

滋賀県 タジマヤ お洒落で環境にやさしい子供服を簡単に作れる布地の認知度向上

滋賀県 株式会社三栄精密 低コストで最新工作機械に生まれ変わる方法のＰＲによる顧客開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

滋賀県 シーク建設株式会社 薪ストーブ体験型イベントで新規客確保とＯＢ顧客の協力体制作り

滋賀県 株式会社パートナーヨシイ リハビリ特化の通所介護施設が提案する新生活スタイルの認知度向上

滋賀県 有限会社カーテラスたつみ 自動車の装置が正常に作動しているかどうかの診断と故障個所の発見

滋賀県 湖北マルヰ株式会社 新規顧客への住宅無料診断で信頼を構築、固定客化を図る

滋賀県 西建 地域密着型の住宅工事及び便利代行業

滋賀県 琵琶湖観光株式会社 タイをはじめとする東南アジア各国からの訪日客の開拓

滋賀県 １００ｃｈｉｌｄｒｅｎ 展示会・イベント出店による販路拡大とオリジナル定番商品の開発

滋賀県 株式会社屋根朋 元請を中心とした販路拡大のためのＰＲツール作成事業

滋賀県 さざなみ酒店 厳選ワインの高品質管理と試飲による顧客囲い込みプロジェクト

滋賀県 株式会社ＴＡＬＬＴＲＥＥ スピードトリミング関連自社商品の販路開拓事業

滋賀県 株式会社大橋木工所 彦根仏壇と信楽焼のコラボによる仏壇セットの製品開発と販路開拓

滋賀県 有限会社小菅酒店 バーチャル＆リアル、情報発信強化による販路拡大と地域貢献

滋賀県 株式会社ライクユー 新スタイル授業の導入によるサービスの拡充と販路拡大

滋賀県 関口社会保険労務士事務所 障害年金請求手続き弱者のための支援サービスの提供

滋賀県 株式会社北川鉄工所 当社の強みを生かした画期的な強化スタンドパイプの開発及び販路開拓

滋賀県 らーめんチキン野郎 真空包装を導入し、お持ち帰りチャーシューで客単価ＵＰ！

滋賀県 多幸屋彦根店 事業拡大のための店内設備導入及びＰＲ事業

滋賀県 エイトヒルズデリカテッセン 「近江牛」・琵琶湖の宝石「琵琶鱒」の加工品展開と保存品質向上

滋賀県 みかみ動物病院 飼い主が動物病院により来たくなる販売促進策

滋賀県 株式会社豊彩苑 着物が映える街　時代劇の「八幡堀」で振袖を中心に着物販売の拡大

滋賀県 株式会社イカリファーム 新商品の開発、ウェブページの改良、展示会出展による販路拡大

滋賀県 グラッソ株式会社 新モデルハウスのカタログ作成。

滋賀県 株式会社水郷のさと　まるやま ホームページの動画作成と船頭さん用の説明とＣＤ作成

滋賀県 有限会社ほのぼの館 日本一遅い乗り物「手こぎ和船」で八幡堀めぐり

滋賀県 有限会社リバーフィールド 「八幡靴」の中国向けＥＣサイト構築と販促チラシ・商品パッケージの作成
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

滋賀県 平井工務店 新築受注獲得のためのホームページ・カタログ作成事業

滋賀県 パティスリーパピエ ＰＣ用とスマホ用ホームページの新規制作による販路拡大

滋賀県 有限会社メガネプラザノガミ こどもメガネ№１を訴求するホームページ作製で店頭集客の拡大

滋賀県 株式会社Ａ－ＢＥＳＴ 住宅業界の動向に対する対応と、地域の危険建築物の改修を計る。

滋賀県 株式会社ジッセント・シップ 専門職による生活機能特化型デイサービスの広報と顧客創造

滋賀県 合同会社ＦＵＬＬＨＯＵＳＥ 不動産情報地域還元事業

滋賀県 株式会社三省堂 ホームページのリニューアルによる広告効果増及び販路拡大

滋賀県 株式会社駒井工作所 既存金属加工技術を駆使したｉＰｈｏｎｅ用金属ケースの販路開拓、事業展開

滋賀県 洋菓子工房チィーフル 季節指数の低い夏の新目玉商品の開発・ＰＲによる売上拡大の実現

滋賀県 アランアランＰｅｒｃｈ ライトアップ等で店舗への誘導を図り、来店数を増やすための事業

滋賀県 株式会社加藤建設工業 建設発生土の再利用・再資源化による『砂』の製造、販路拡大

滋賀県 菓子工房　ｄｏｕｘ　ｂｏｉｓ チャレンジ　２Ｓ　～学生層（Ｓ）とシニア層（Ｓ）への販路開拓

滋賀県 エステサロン輝ララ 創立２０周年記念特別感謝セールの実施

滋賀県 株式会社グローバル・ツーリズム タイ・マレーシア富裕層に向けた滋賀観光プランの開発・販路開拓

滋賀県 ダーツ＆カフェ　ｅｉｇｈｔ８ 自家焙煎コーヒー専門店への進出で昼間顧客の新規開拓

滋賀県 淡海陶芸研究所 「魅せて体験」する手作り陶器で、外国人客の売上拡大

滋賀県 平井製作所株式会社 自動車のマフラーの溶接の簡素化・新規受注品への対応

滋賀県 餃子屋竹の子 社会的養護の必要な若者たちの就労支援先“餃子の竹の子”販路開拓

滋賀県 株式会社キョーリン 発泡プラスチック加工の認知度向上を狙う分野別ＰＲ方法の構築

滋賀県
レディスファッション＆きもの　いま
え

古き良き日本の伝統文化「きもの」の再活用とファンの掘り起こし

滋賀県 丸善製菓舗 「なばな饅頭」のパッケージの改良による守山土産の発表とＰＲ

滋賀県 株式会社滋賀フーズ 「地元の特産品を使用したお土産品の開発及び製造と販路拡大」

滋賀県 ピッツェリアソラーレ 店舗看板、外壁塗装による薪窯を使ったピザ店の認知度向上

滋賀県 林貞治税理士事務所 ホームページの更改・スマホ対応とＳＥＯ対策による販路拡大

滋賀県 礒田自動車販売 工場入り口通路のカラー舗装によるお店の印象のイメージアップ
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

滋賀県 ＳＥＩＫＯ レストランバー「ＳＥＩＫＯ」の認知度アップのためにぐるなび掲載

滋賀県 株式会社いづみや 最新タブレット端末と通信機能付きデジカメを使った買い物弱者向け販売戦略

滋賀県 かおる行政書士事務所 ペットと飼い主のための信託の認知度向上による売上拡大

滋賀県 Ｗシークレット 気軽にふぐ料理を食べられストレス発散し癒される店の認知度向上

滋賀県 姿勢改善専門スタジオＢｅ－Ｓｔｙｌｅ 姿勢改善を専門特化したトレーニングの知名度アップと新規集客

京都府 有限会社ワックジャパン バリアフリー文化体験施設の情報発信とメニュー充実による販路開拓

京都府 株式会社ミツワ電子器製作所 変圧器の試作を短納期で納入できるモデル事業

京都府 株式会社ステーション 京町家屋根裏デッドスペース活用による販路拡大と売上増加

京都府 京都メディカルルーム（くぼ整骨院） 「杖と寝たきりをなくそうプロジェクト」の推進事業

京都府 ｐｏｃｏ四条 そろばん教室の生徒数拡大のための移転事業

京都府 福本推古堂 本物の「京表具」が見学及び体験できる展示・商談スペースの確保

京都府 増田印刷有限会社 ホームページの新規作成とＡＲの活用による新規顧客の開拓

京都府 株式会社ＶＯＧＵＥ マルチ翻訳＋広告作成システムによる外国人観光客の取り込み

京都府 株式会社フジヘルシーコネクション 顧客層拡大！小学生選手のケガをしない体作りサポート事業推進

京都府 株式会社クリエイティブコモンズ 「サプライズパッケージ（仮）」事業の開発・販路獲得

京都府 株式会社洛歩 犬が舐めても安全な犬用スキンケアシャンプーの開発

京都府 わくわくキッズ おむつケーキの外販のためのサンプル試作とプロモーション

京都府 株式会社丸伸製作所 ミクロ単位の超高精密レーザー抜き加工装置による新たな販路開拓

京都府 有限会社ＱＵＡＬＩＳ・クオリス 超微細・レーザー溶接技術で京都のものづくり事業を世界に発信する

京都府 ぷくすけ 外国人向け商品パッケージ開発と新講座の広告宣伝による販路開拓

京都府 Ｃｏｌｏｒｅｄ　Ｗｅｄｄｉｎｇ 「アウトドアウェディング」に特化したＨＰ・ＰＶによる集客

京都府 株式会社橋本光巖堂 四国地方の販路開拓

京都府 アボワール お洒落で綺麗な、乳がん用ブラジャーの販路開拓事業

京都府 株式会社石川工業所 省エネシミュレーションで電力削減の見える化による改修提案

京都府 山元染工場 新規顧客開拓のためのオリジナル舞台衣裳の制作

6 / 42 ページ



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

京都府 株式会社ワサビ 世界一のネット市場タオバオでクールジャパン商品を日本語で売る

京都府 有限会社京料理魚友 「高齢者を安心して同伴できる環境」を整える為の店内設備の改善

京都府 桜栄印刷株式会社 コンピュータ伝票の製造能力向上による競争力強化

京都府 株式会社辻商店 「白と黒」和紙から作る高品質紙糸と紙布の開発及び販路開拓

京都府 有限会社フットクリエイト 姿勢評価システムを用いた個別トレーニング提供による新規事業

京都府 株式会社綿善 老舗旅館ＰＲ事業強化～新規パンフ、スマホを活用し雇用拡大へ～

京都府 ｃｏｃｏｍｏ＊ 世界に１つのお誂え、京都西陣の手織りの服を全国へ発信！

京都府 株式会社羅工房 新商品の開発および他業界の新規顧客獲得

京都府 有限会社フラワーハウスおむろ 京都小鉢シリーズ（京都発盆栽）の海外（新興国）での販路開拓

京都府 ＣｕｉｓｉｎｅＢａｒＣａｆｅＰｉｃＮｉｃ 新規顧客の開拓及び総売上と認知度の向上

京都府 株式会社富栖堂 新感覚化粧水のツーステップマーケティングによる市場開拓。

京都府
ひさだアートインダストリー株式会
社

独自手法「対話型プロモーション」による新規顧客の獲得

京都府 ｃａｆｅ　ｂａｌｉ　ｇａｓｉ 新商品「バリ島チキンライス」開発とテイクアウトによる販路開拓

京都府 株式会社クレバー モデルルーム改装における販路開拓と住宅フェアへのカタログ展示

京都府 株式会社京都トラベラーズ・イン アートと緑に囲まれたデザイナーズホテルによる海外客誘致事業

京都府 株式会社ジェイエムユウ イタリアミラノを拠点に当社オリジナルブランドの海外販路開拓

京都府 くれーぷ小町 京都産米粉と万願寺甘とうのクレープの新規メニュー開発及び販売

京都府 井上修造園 寄せ植え講座・庭園探訪ツアー事業への展開

京都府 ここちデザイン シニア層へ向けた【子供部屋を有効活用する為のリフォーム】事業

京都府 株式会社はま一 食品展示会出展による『京かまぼこ』の認知度向上並びに販路開拓

京都府 有限会社京北商会 京都府内産杉を使った今までにないカスタマイズ天板の開発・販売

京都府 有限会社長嶋電機 高齢者向け電動化カート販売による地域支援事業で新たな挑戦！

京都府 ゴールドロール 店舗アピール向上と催事参加による売上拡大

京都府 株式会社アントアント クラウドコンピューティングＥＸＰＯ出展による販路の拡大

京都府 株式会社味京 「冷凍寿司」エンジニアリング事業のプロモーション
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

京都府 天香堂 新パッケージの開発とウェブを活用した新規販路の開拓

京都府 ＧＲＥＥＮ　ＦＡＲＭ カフェ健康志向メニューの牛乳店と連携した新規宅配事業

京都府 京都電工有限会社 電力使用量と建築物の断熱性能測定による新規顧客開拓事業

京都府 株式会社リタファーマ 新規水溶性ヒアルロン酸ゲル化粧品の開発・販路開拓事業

京都府 三善工芸株式会社 老舗染屋の保有資産「きもの図案」デジタル化による意匠レンタル

京都府 株式会社アプリネット プリントショップ向け小ロット卒園・卒業アルバムの開発・拡販

京都府 株式会社三味洪庵 「袋ごとレンジで西京焼き」のインターネット販売力強化への取組み

京都府 株式会社甚松 ＥＣサイトの構築と運用・管理による甚松ファンの拡大

京都府 団兵衛五十川商店 新米発売時の販路開拓の為のイベント

京都府 北山そわか 観光客ならびに地元客の新規顧客獲得のための広告宣伝

京都府 ｒｏｉ 学生に向けたインターネット広告強化による集客増加

京都府 アシスト株式会社 販路開拓のためのブランド化と広告およびＨＰリニュアルの実施

京都府 株式会社きぬがさ 多言語とショッピング機能対応のホームページの作成

京都府 りあん体操クラブ 新設のフィットネス教室と既存の体操教室の相乗効果を狙った広告

京都府 野菜ダイニング　薬師 国内外のベジタリアン顧客の新規獲得および新メニュー開発

京都府 有限会社山本食品 京西陣・こだわり豆富の身の丈に合った展示＆販路拡大事業

京都府 株式会社ＣＯＭＴＡＳ 遊具の点検と砂場除菌の「年間パック」の販売促進

京都府 株式会社夢家ハチマン フランス・パリで新・京都ブランド「夢家ハチマン」を紹介

京都府 柑橘館：河田商店 アニメ関連・お土産商品の開発による、地場商品の販路・売上拡大

京都府 紅椿それいゆ
当ギャラリーの新規顧客開拓のための「京都のええもん・ほんまもん」の作品
展開催

京都府 健康和惣菜ながいきおまめ 新販路開拓に向けた営業体制確立の為の営業ツール（動画）作成

京都府 有限会社林屋電気商会 地元商圏の高齢者の方に「リフォームに強い店」のイメージＵＰ事業

京都府 有限会社高橋工芸 京野菜を使用したバウムクーヘンのアンテナショップ事業

京都府 三木竹材店 竹細工体験教室・販売スペースの改装及び自社製品の販売促進

京都府 株式会社カスタネット 新開発の防災帰宅支援セットの販路開拓事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

京都府 エステはうすＫｉＫｉ
エステ業界では成功事例が少ない「頭皮のアンチエイジングを実現する発毛事
業」

京都府 株式会社ＦＯＯＭＯ 外国人観光客への販売促進強化

京都府 株式会社戸川 デパート・百貨店引き合い増加のためのＨＰの開発と販路開拓

京都府 有限会社烹菓 店舗改装による集客拡大と販売現場の効率化

京都府 株式会社コミューン ラガーマンに特化した就職マッチング事業のプロモーション事業

京都府
株式会社ローバー都市建築事務
所

弊社プロジェクト作品集の配布・ＰＲによる、新規顧客開拓

京都府 年中夢求株式会社 学童保育への講師派遣、地域交流イベントによる地域密着塾の創生

京都府 株式会社兵衛 インバウンドツールを作成し閑散期売上を向上、雇用の安定を図る

京都府 Ｄａｒｉ　Ｋ株式会社 国内・海外販路拡大に向けた基盤整備事業

京都府 株式会社ゴトウライフクリエイション ＧＰＳシューズの販路開拓と既存事業の増収効果

京都府 有限会社ヒロミ・アート 京七宝発信基地の構築

京都府 株式会社セオデンキ 地域密着型家電店の「お家まるごと事業」推進による新顧客層開拓

京都府 エールエイド株式会社 アクリル封入技術を利用した商品（表彰用品・記念品）の本格展開

京都府 有限会社田辺鈑金 カーケミカル製品「撥水道場」のブランディング化で小売市場開拓

京都府 北山ランタン 自然派日本ワインを愉しむための空間演出事業

京都府 グリルにんじん株式会社 京都の洋食店への留学生・在住外国人や外国人観光客の誘致事業

京都府 フナト 自社サイトへの集客を増やすための宣伝広告

京都府 京都五条　和食　のち家 スイーツのある全世代対応型和食店の認知度向上で新規顧客開拓

京都府 株式会社六乃家 電解水による「安心・安全」の体制づくりと、顧客関係性の向上

京都府 ＨａｕｔｅＣｏｕｔｕｒｅＲｅｎｃｏｎｔｒｅｒ 動画作成でのサロンの強みを活かした、新規取り組み事業

京都府 株式会社デザインハウス風 プレミアム・テキスタイル・ジャパン２０１６秋冬展出展による新規販路開拓

京都府 炭火　かず家 かず家の名物「にんにく塩」の物販事業

京都府 株式会社メディアプラン インバウンド誘客用～動画と多言語で伝える旬の京都ポータル

京都府 Ｍｏｏｎｌｉｔｅ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ オーダーメイドＴシャツのカタログ制作とＳＮＳ広告による集客

京都府 株式会社具現 インターネットを通じた販売チャネル増加による新規顧客の獲得
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

京都府 中川竹材店 外国人観光客向けお土産品「竹製毛糸かご」の開発と販路開拓

京都府 澤正 ネット販売システムの構築と新商品の開発による販路開拓

京都府 株式会社サンコウホーム リフォーム展示会開催と広報を通じた近隣シニア層への認知度向上

京都府 株式会社辻建材 マンション空室対策のための障がい者用リフォームの販路開拓

京都府 ピ・オフィス 観光客向けの高品質な印刷加工を施したルーペの販路開拓

京都府 カフェ　デ　コラソン メニューの多様化に対応するための陳列棚の設置

京都府 ライトアイランド
ターゲットを広げ、リピーターを増やすためのシアバター商品の販促※シアバ
ター（シア

京都府 株式会社河波忠兵衛 墓石ディレクター「河波忠兵衛」の終活コンサルティング

京都府 株式会社金箔押山村 金箔を使った新商品「金箔タイル」「金箔本革」の開発と販路開拓

京都府 株式会社つえ屋 国際福祉機器展における販売チャネルと全国規模の販路拡大

京都府 プラチナビーフ 顧客満足度を最優先させるビジネスバイクでの宅配サービス

京都府 もとやま畳店 本物志向顧客への「高品質　京たたみ」のＰＲ強化による販路開拓

京都府 株式会社ｋｉｎｏｅ 蓄熱性に優れた網を使用する事で旨味がました焼肉をお客様に提供

京都府 ＥＩＫＩ行政書士事務所 高齢者に対する終活トータルサポート事業の拡大

京都府 株式会社ワールドサニー 店舗の魅力向上とドライフルーツ商品開発による新規顧客創造

京都府 株式会社メディアクリエイツ 自社専門分野をアピールするウェブサイト制作による販路開拓事業

京都府 株式会社中野伊助 「ｒｏｏｍｓ」出展による新規顧客層の獲得と売上増加の実現

京都府 株式会社いなせや ＳＡＫＥ＆和食の海外展開支援インキュベーションｉｎバリ島

京都府 株式会社ルシール コンセプトの再統一のためのデザインとそれに基づいた店舗づくり

京都府 グローイング株式会社 放課後等デイサービス新規オープンによる新たな商圏の開拓

京都府 有限会社カピラ シニア世代患者層に対する自費施術メニューの構築と販路拡大

京都府 いわくらぐらのら 新感覚・新食感。京都から始まるグラノーラ革命。

京都府 株式会社宇野商店 販促ツールの抜本的見直しによる売上拡大

京都府 株式会社よしだ “魅せて食べる新しい試み”マグロブロック保存の為の冷蔵庫設置

京都府 株式会社青菁社 人と自然と動物との共生に特化した新デザイン美術本の販路拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

京都府 渡敬株式会社 組紐でつくった、優しい使い心地のペット関連アイテムの展開

滋賀県 株式会社エフレボ 他業種とのパートナーシップによる新規顧客開拓、販路拡大

京都府 ジャポリズム 外国人対象、和柄Ｔシャツに日本の文字で名入れする実演販売事業

京都府 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｃ＇ＥＳＴ　ＳＹＭＰＡ ショッピングモールへの出店による販路拡大及び製造能力の増強

京都府 有限会社たかせ 頭皮の悩みを持つ方に対する現状把握・改善体験サービス事業

京都府
株式会社ゴールドスプリントジャパ
ン

３Ｄバーチャルの新たな自転車体験ゲームの開発

京都府 株式会社Ｙｏｕｒｂｉｌｉｔｙ　Ｄｅｖｅｌｏｐｅｒｓ 集客用ホームページ立上げとコンテンツ充実による新規顧客獲得

京都府
鍼灸あん摩マッサージ指圧きっこう
どう

働く世代の身体メンテナンス意識の向上による販路拡大

京都府 竹田優太 スマートフォンを使ったリアルゲーム投稿サイトのプロモーション

京都府 天狗製菓株式会社 「京の味遊び　天狗の横綱あられ」の販路開拓

京都府 株式会社インデンコンサルティング 通訳サービス「ＳＭＩＬＥ　ＣＡＬＬ」の販路開拓

京都府 本田食品株式会社 新開発「京都牛入りビーフシチュー」の首都圏等への販路拡大。

京都府 きたなか鍼灸接骨院 顎関節症に特化した施術の宣伝広告による新規顧客獲得

京都府 株式会社Ｄｒｉｖｅ・Ｄｏｏｒ インフォームドコンセント徹底による安心修理サービスの提供

京都府 けいらく鍼灸院泰楽 閲覧数ＵＰ・新規患者様を獲得できるホームページ作成・運営

京都府 山村龍和事務所 デザイン筆文字の販路拡大事業

京都府 ピーエムプラス株式会社 相続対策セミナーのプログラム確立及び内容の標準化

京都府 綴織技術保存会奏絲綴苑 外国人観光客等の誘致に向けた綴織工房見学・体験工房のＰＲ事業

京都府 株式会社大文字飴本舗 京あめ「御米飴（おこめあめ）」の商品開発と販路拡大事業

京都府 合同会社清翔苑 宗教従事者向けの高品質・低価格な「法衣（白衣）」の開発・販売

京都府 北澤造園 京風庭園と室内庭園の開発による販路開拓

京都府 中嶋生薬株式会社 「京都発、良質国産漢方薬の普及事業」

京都府 株式会社ＭＡＴＡＨＡＲＩ 花屋のＩＴ導入による効率化と顧客満足度向上及び新規販路開拓

京都府 株式会社みやこサービス 「高齢者用見守りセンサー」の販路拡大

京都府 株式会社繍栄 弊社単独催事である「王朝刺繍展」による販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

京都府 株式会社チェリーガーデン 人の五感を刺激し、癒しの空間、趣味の空間作りの販路開拓

京都府 株式会社フロマージュウ 石窯焼きイギリス食パン・“幸せ”チーズケーキの開発・販路開拓

京都府 株式会社タケダ ・「衛生管理用品の販売、販路開拓」

京都府 株式会社サラーム・パートナーズ 京都産クラフトビールの開発と東南アジア向け販路開拓事業

京都府 瀬川織物株式会社 西陣正絹経錦裂地と小物の国内及び海外販売促進の為の宣伝広告

京都府 エイデンマテリアル株式会社 空気清浄活性器の開発と販路開拓

京都府 株式会社サワムラデンキサービス 照明効果を最大限に生かした電気工事による飲食店の集客支援事業

京都府 株式会社なかじまでんき 地域高齢者対象、家まるごとから健康をサポート出来る店舗作り。

京都府 丸富士食品 地産地消～舞鶴産地魚を味わい尽くす！！ＰＲ大作戦！！

京都府 株式会社Ｇｒａｍ３ 京都府北部地域の旬の素材を餡に活かした揚げパンよる販路開拓

京都府 プラスツーリスト株式会社 ハラル対応ノウハウを生かしたＡＳＥＡＮからの訪日旅行案件獲得

京都府 タル谷総合法務経営事務所 トータルサポートパック、相続おまかせパックの開発・販売促進

京都府 ｐｌａｉｎ（プレーン） ホームページ等による認知度向上及び新規顧客獲得事業

京都府 株式会社京都紀翔 摘果桃（間引きによる未利用品）を活用した新商品開発事業

京都府 ジーティーアールテック株式会社 新ガソリン等透過度測定装置の開発及び販促

京都府 ヤマトネット株式会社 防球防護用ネット「エコハード」の開発・販路開拓

京都府 谷石材店 「小型サンドブラスト機」導入による新商品開発と未来の潜在顧客の拡大！

京都府 有限会社ニタミズ工房 ネイチャーシートの生産合理化と改良

京都府 市松人形工房京秀 「京秀　市松人形展」歩行人形の復刻展示と顧客開発

京都府 株式会社白水舎 ホームページ・ＤＭでの既存客固定化・新規客開拓

京都府 株式会社バイオエックス 生理活性反応測定装置の拡販及び市場調査

大阪府 株式会社７ＨＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ 結婚式二次会のプロ集団がプロデュース！「２次会ラボ」普及事業

大阪府 キャトル・ラパン 気軽＆気楽に本格フランス料理を楽しめる店造り計画

大阪府 株式会社ルリエ 木造の廃校舎を活用した企業向け研修施設事業（鳥取県）

大阪府 株式会社若狭屋紙商店 折込チラシ、無料サンプルを用いた大人用おむつ宅配事業の拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 株式会社新日本電機製作所 調光可能な水中照明ＬＥＤ器具の販路開拓

大阪府 マザーリング・スマイル合同会社 “楽””楽“子育ての魔法がかかる教材試作開発と教室の販路開拓

大阪府 株式会社アサヒケミカ 微粉末化粧品の製造・充填加工ライン改善による販売促進

大阪府 市川欽一税理士事務所 納税者が自ら相続税申告書を作ることができるサービス

大阪府 株式会社日本フード 大阪産果実と地玉子を使用したフルーツケーキの開発と販路開拓

大阪府 摂陽観光 「介護する人・される人、ともに旅立つ」介護旅行の事業化

大阪府 サンクチュエール　プリヴェ プリヴェ・オリジナルアイテムの開発と、市場投入によるブランド力の強化

大阪府 株式会社ポジティブライト ＩＴ化に乗り遅れたシニア層に対するサービスの販路開拓

大阪府 有限会社アトリエケイ 『１本のバラの豊かさ』を伝えるバラ専門店の販路開拓事業

大阪府 有限会社野本 日本の仏教式葬儀と儒教式儀礼を融合させたオリジナル葬儀の普及

大阪府 ペルマノント・ル・サカエ 高齢者のあなたを美しく！魅力を引き出す思い出写真サービス

大阪府 フルーツはまちゃん 商品の温度管理を強化することによる鮮度維持及び多品目展開

大阪府
村田社会保険労務士行政書士事
務所

情報セキュリティ体制の強化による労務管理サービスの販路拡大

大阪府 自習室うめだ 通勤・通学途中の人をターゲットとした店舗の視認性向上事業

大阪府 ポワンジョリ ステップアップ期の女性経営者向け認知度向上コンサルティング

大阪府 株式会社波々伯部商店 国内外産クラフトビール専門の自社販売サイトの立ち上げ及び広報

大阪府 スタンダードワークス 展示会出展により、新規開拓ＢｔｏＢ（企業間取引）を実施する。

大阪府 株式会社三聖 高齢者のための「来店型くらしの相談窓口」の新規開設

大阪府 カギハウス株式会社 困ったドライバーを救うイモビライザー解錠サービスの拡販事業

大阪府 株式会社加藤久吉商店 パッケージを一新。消費のお茶からプレゼントしたくなるお茶へ。

大阪府 株式会社ＡＵＲＩＣ 独自サイトマガジンによる「大阪ファッション業界」活性化事業

大阪府 株式会社天満大阪昆布 昆布業界初の登録商標「ＵＭＡＭＩ」を、ブランド化しての販売拡大。

大阪府 笠井整骨院 新型整復器具を使用したロコモシンドトーム対策と事業広告

大阪府 有限会社Ｄｅｓｐｅｒａｄｏｓ 湯せんに特化した商品開発とオンラインショップ湯せん屋の開店

大阪府
西中島ロック・セキュリティ株式会
社

「電気錠」システムのビルディングオーナーへの新展開
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 健康食館 地域色を強めたパッケージ変更とテスト販売の実施

大阪府 株式会社ＮＯＴＯＭＡＮＩＡ 化粧品難民の男性を救う、オリジナルメンズコスメの開発

大阪府 宮崎郷土料理どぎゃん 居酒屋の２階をプチセミナールーム化し、新規集客化する事業

大阪府 桃乃彩 仕出し・宅配サービス事業への本格参入による売上拡大

大阪府 株式会社トゥ・ギャザー バウ・リニューアルパーティ販促用デモビデオ作成

大阪府 しゃしんのピュア ダビングの新規客開拓！思い出のビデオが蘇って、家族団らん

大阪府 カウンセリング　ｃａｆｅ　Ｐｏｎｏｐｏｎｏ 心病予防と自立を促すワークショップ型心理教育事業

大阪府 有限会社デジックス・システムズ ホームページのリニューアルおよびキャンペーンサイトの開発

大阪府 株式会社ユナイテッドドリーム 「すべての女性を綺麗に美しく」を実現する婦人服ＥＣサイト事業

大阪府 Ｋ２工房 陶芸教室改装によりファミリー層に新サービスを広報し販路開拓

大阪府 日本電鍍工業株式会社 加工サンプル作製による新機能めっき技術の販路拡大事業

大阪府 しょぎょーむじょーブラザーズ 唯一無二のパフォーマンスで感動を与えるＰＲ活動と顧客拡大

大阪府 ＰＲＩＭＡＶＥＲＡ（プリマベーラ） 小規模革製鞄作家の販売網と革製鞄職人養成のためのＷＥＢ作成

大阪府 株式会社フィールトラスト 新サービス開始に伴う自社ウェブサイトの構築

大阪府 株式会社スタジオ・ワット 産地産品の使用スタイルの冊子の発刊による販売促進

大阪府 有限会社松岡クリーニング工場 大切な衣類をしっかり守る「仕舞い込み包装」サービスの提供

大阪府 株式会社アイ・ティー・エム ＷＥＢツールの充実と最新パンフレットの整備による販路拡大

大阪府 関根珈琲株式会社 業界初、香料不使用、天然素材の安心のフレーバーコーヒー拡売

大阪府 株式会社Ｌｅ・Ｒｅｖｅ 大手・準大手業者開拓のための自社ブランディング事業

大阪府 アミイファクト株式会社 乗り心地ＮＯ１で勝負する外国人も利用できる高速バスの実現

大阪府 ポラリス株式会社 鍼灸による疾患治療の開拓および後進の育成

大阪府 株式会社ソーラーいちばん 「健康促進リフォーム工事会社」としての自社ブランディング事業

大阪府 大阪合同社労士事務所 社労士、宅建士、教育機関の３者で連携した関西外国人誘致事業

大阪府 イースクエアード株式会社 安全安価なビジネスブログ環境の提供とワードプレス上級講座開設

大阪府 山田製麺所 妊婦さん向け「鉄分・葉酸」配合の「安産うどん」の開発・販売
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 株式会社ネネン ブランド構築に係るコミュニケーションペーパーの発行

大阪府 株式会社先春園本店 美と健康を意識した緑茶とハーブのブレンド＆試飲コーナーの新設とＰＲ

大阪府 ＰＡ・ＣＯ株式会社 高級食材として国産チョウザメ料理の知名度向上と販路拡大

大阪府 バランス整体　扇町 ワイヤー式巻き爪矯正の導入と顧客獲得のための広告宣伝

大阪府 株式会社みらい人事労務サポート マイナンバー管理システムの開発と販路開拓事業

大阪府 株式会社ヴィクトワール 働く女性、手に職をつけたい女性を育てる社会貢献構築事業

大阪府
株式会社アルファブレイン・ワール
ド

一般消費者向け販路開拓の為のデザイン・ブランド一新

大阪府 株式会社ＤＩＯ・ＴＷＯ 空き家を活用した外国人観光客向けゲストハウスの運営

大阪府 ｉｓｍ ＷＥＢを使ったターゲット層への情報発信で販路拡大

大阪府 ＢＡＲ　ＴＲＥＡＳＵＲＥ 多彩なイベントによって本物の出逢いをサポートするバーの展開

大阪府 スカイストーン株式会社 外国人向けのチラシ・ディスププレイを用いた飲食観光支援事業

大阪府 株式会社マツイ 想いを繋ぐダイヤモンドリフォーム市場のパートナー・販路開拓

大阪府 株式会社リンク ブランドイメージ向上を目指してファッション雑誌に商品を掲載

大阪府 枚岡合金工具株式会社 新文書管理システム「プレミアムデジタルドルフィンズ」販路開拓

大阪府 ＨＡＬＬ（ハルル） 手作り化粧品の新開発・手作り化粧品プロ養成スクール事業拡張

大阪府 有限会社川口商店 伝統ふすま紙で『和の空間』を創りだす、販路拡大計画

大阪府 浪速商事株式会社 手漉き和紙照明の開発と商品パッケージ制作による販路開拓と販促

大阪府 株式会社ジームス・アソシエイツ 「安全でおいしい水」自動販売機の東南アジア向け開発・販路開拓

大阪府 ノーレギュラージョブ 次世代蓄電池を太陽光発電とペアで一般家庭に広める事業

大阪府 エコフューチャー株式会社 デザインソーラーパネルの販路開拓

大阪府 好麒麟株式会社 新商品バレニンのＰＲとＥＣサイトの構築

大阪府 ルートファクトリー株式会社 求人企業と人材会社を結ぶ採用支援サービスの提供

大阪府 有限会社長屋バー 店舗入口周辺の視認性ＵＰ及び「長屋オムライス」ブランドの強化

大阪府 トムクリオーザ 高級感あふれる店内の雰囲気づくりによる集客力の向上

大阪府 株式会社ファイブプロモーション 幼少期の子供がいるファミリー向けの新しい音楽イベントの提供
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 プロメディア株式会社 クールでワクワクする屋外用ステッカーで日本を明るくする。

大阪府 株式会社デザインポケット 食品サンプル職人育成スクール生徒募集の新宣伝計画

大阪府 Ｌｅｅ　ｍａｋｅ株式会社 流行に乗った美を提供するフォトスタジオの開店・販路拡大

大阪府 ボディバランス スポーツ好きな客層への訴求による、ヘビーユーザー会員の獲得

大阪府 寺澤鍼灸整骨院 健康と美容を追及する為の姿勢矯正器具の導入及び販路拡大計画

大阪府 有限会社ライジングブレーン 店内利用増加の為のランチメニュー開発と広告の強化

大阪府 クルン株式会社 歯周ケアブラシ販促用動画の作成・広報の実施

大阪府 株式会社Ｙ 「アルミボンディングファブリック」商品群開発～販路構築事業

大阪府 株式会社栗田 酒屋が作った「オリジナル濃厚チーズケーキ」の拡販

大阪府 株式会社フォレスト 安心安全な料理にＬＥＤ照明でホホエミの溢れる店づくりを展開

大阪府 山下食糧株式会社 新郎新婦の出身地のお米で作ったブレンド米の引き出物の製作販売

大阪府 イーパフォーマンス株式会社 「Ｗｅｂ　ＳＯＳ」をインターネット広告で訴求し顧客開拓を図る

大阪府 株式会社ＨＡＪＩＫＥＹＡ 地域の皆様に愛されるお店づくりのための店舗改装

大阪府 一宮物産株式会社 三本の矢の成功から「見（魅）せる独自性」で更なる成長へ！

大阪府 株式会社ＨＲシンフォニー 健診センター運営コンサルティングの新規顧客獲得

大阪府 ふくとみ整骨院 運動補助具を用いての運動療法導入・顧客層の拡大と満足向上

大阪府 有限会社キャベ焼グループ 外国人観光客向け大阪ミナミの情報提供案内所の設置

大阪府 株式会社ジャストコンサルティング 「番頭ブレーン」をＨＰとＤＭで訴求し新規顧客層の開拓を図る

大阪府 瓜破屋商店 買物にお困りの方へこだわりの酒・米・食料品配達の案内

大阪府 株式会社とまと家族 地域の買い物弱者への会員制配達・外販事業の立上げと販路開拓。

大阪府 株式会社ユニアース 保護者が安心して塾を見つける検索サイト“塾マッチ”の販促活動

大阪府 のぞみ鍼灸整骨院 介護を受けなくても自立して生活が送れる為の訪問鍼灸の推進

大阪府 レプリス株式会社 引越業者及びカルチャースクールとの提携のための営業活動

大阪府 合同会社北天満ユニオン 商店街の保育ママ　興学院（待機児童解消及び地域雇用促進事業）

大阪府 株式会社Ｗｅｄｄｉｎｇ絆 スマホ及び英語対応ｗｅｂページによる和婚プロデュース促進強化
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 株式会社メディケアーツ 買い物困難高齢者対象、お買い物代行サービス

大阪府 株式会社因幡屋 製品（ハード）と知識（ソフト）を用いての高齢者へのアプローチ

大阪府 グローバルパッキング 不動在庫品共有化によるハブ会社からのジャストインタイム販売

大阪府 株式会社壱ｌｉｆｅｗｏｒｋｓ 屋号変更に伴うＰＲ、海外観光客集客の為の販促及び新商品の開発

大阪府 炭火串焼あおい鶏 ファミリー客・グループ客を獲得する為の店舗改装とＰＲ事業

大阪府 大洋かつを株式会社 高品質で安心・安全な鰹節加工品の販路拡大目的の展示会

大阪府 ＨＳＪスターズ株式会社 訪日外国人観光客をヘアサロンに紹介するポータルサイト運営事業

大阪府 有限会社ミラージュ 中小企業向けホームページ用のオリジナル動画広告の制作・販路拡大

大阪府 ｃｒｅａｒｅ（クレアーレ） 柱ブランドの独立販売による販路拡大と、自社サイト新規顧客獲得

大阪府 小野商店 商空間のインテリアを演出する大判和紙の試作開発と販路開拓

大阪府 有限会社桑名葬祭 地元地域への宣伝広告による新規顧客の獲得を目指す下町の葬儀社

大阪府 株式会社丸玉一土居陶器店 ＬＥＤ照明器具導入により店舗のイメージアップを図り販路開拓

大阪府 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｓｐｉｒａｔｉｏｎｓ お子様からお年寄りまでが来店できるイタリア料理店地域密着事業

大阪府 ａｒｏｍａ　ａｃｃｏｒｄ アロマや自然素材を活用したレシピなどの情報発信型アプリの制作

大阪府 Ｃｕｔ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｍ：ｉ－６ 優良顧客を得るための空間づくりによる販路拡大

大阪府 串揚げダイニング１０４ 創作串焼きの販売開始による販路拡大

大阪府 ＨＯＮＭＡＣＨＩ豚テキ 女性客・家族客向けの「豚テキ専門店」の展開とそのための改装工事

大阪府 株式会社ルセット 地域食材の発掘発信プロジェクト

大阪府 株式会社ＭＳＣ 訪問看護ステーション事務代行事業の医療未経験者への販路拡大

大阪府 株式会社Ｂ５ＮＯＴＥ コワーキングスペース事業における地域活性化マップ作り

大阪府 まさる鍼灸整骨院 予防治療の最新設備の導入とウェブサイトの刷新による販路拡大

大阪府 クレール 外国人観光客と女性若年層へ新サービス「着物さんぽ」の販路開拓

大阪府 三陽株式会社 高齢者の健康障害をなくす為のカビ除去と防カビ施工

大阪府 株式会社ＸＳ 足と実績のアピールを通じた「みちグル市場」への出店依頼活動

大阪府 株式会社ノットコーポレーション 日本の観光産業を応援するための、外国人観光客向け格安宿泊施設の展開
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 有限会社麻布珈琲店 素材にこだわりぬいたコラーゲンマフィンの販路開拓

大阪府 プチスーク 途上国における女性の自立支援とエコ商品の開発事業

大阪府 セブンオーシャンホールディングス 新電力を導入しイニシャルコスト０円で電気代削減提案

大阪府 Ｆ．ｈａｉｒ＆ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ 店内改装による癒やし空間演出と看板等による訴求力の向上

大阪府 株式会社シンカネット 外国人観光客向け日本製オリジナル美容化粧品の販路拡大

大阪府 有限会社つるや化粧品店 美容機器を使っての新規客獲得と新製品のチラシを作成する

大阪府 南陽トレーディング株式会社 サプリ感覚で楽しめるドライフルーツミックスの開発、販路開拓

大阪府 はんじゅく 飲食店「はんじゅく」によるビジネスウーマンへのおもてなし

大阪府 株式会社ドクターピュアラボ 購買特典としてのオリジナルポーチの開発と提供

大阪府 有限会社内田屋鋼材 「高炉メーカー向け設備部品救急センター事業」のブランド形成

大阪府 シンド・フジ 冷えとり靴下ＮＵＸのイメージＵＰ＆販売経路拡大計画

大阪府 三恵メリヤス株式会社 日本製自社ブランド商品の展示会初出店による販路拡大

大阪府 株式会社ＮＯＴＩＣＥ 女性社員と経営者に「心のルート」を開通させる

大阪府 合同会社食楽エンターテイメント お昼から一年通じて御家族で食を楽しんでもらいましょう！作戦

大阪府 Ｂａｌｉ　Ｌｕｘｅ 痩身を目指すバリニーズエステの周知と販路開拓

大阪府 焼肉　マダン 地域ナンバー１店舗への新規最新注文システムと広報力向上

大阪府 大黒屋クリーニング 安心安全なクリーニングで集配・宅配による新規顧客開拓

大阪府 株式会社ｄｏｕｂｌｅ 引退後のプロゴルファーへの整体技術指導スクールの展開

大阪府 株式会社シュールコーポレーション インターネット集客強化のためのホームページリニューアル

大阪府 株式会社ホット 「使い易さ」を追求した新考案ベルト用留め金具の試作品開発

大阪府 アグリトレーディングアジア 日本産野菜・果物ギフトの海外見本市出展による新規販路開拓

大阪府 有限会社健康科学 一定期間整った顔立ちを保ち就活や婚活の支援等の若返り美容事業

大阪府 ＨＯＷＡ労務オフィス 企業の「社会保険加入」率アップに特化したＨＰサイトの開設

大阪府 有限会社インタートランス 園児・小学生低学年向けのオリジナル英会話教材開発・販路開拓

大阪府 安藤製作所 ものつくりの面白さが未来を切り開く
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 ユメイク ホームページ及びＤＭを活用した認知度アップによる新規顧客獲得

大阪府 株式会社ギフトパーク 自社商品ハッピーカラフルーツの認知度向上事業

大阪府 株式会社桑島写真スタジオ 高齢化社会の写真文化を変える「明るい遺影」事業

大阪府 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｓｏｉｎ 介護・福祉施設入居者への訪問美容サービス事業の広報活動

大阪府 株式会社イデアルディレクションズ 業界別ターゲットに絞ったランディングページ販促物制作・販路拡大

大阪府 えびす労務管理事務所 定着率・業績の向上に寄与する研修体系提案型事務所への転換

大阪府 Ｅｓｐｒｉｔ（エスプリ） スポーツ分野・ビジネス向け【メンタルコーチング】の販路開拓

大阪府 新創作割烹とびこめ 高齢者、医療施設患者のための健康メニュー開発とバリアフリー化

大阪府 竹内商事株式会社 新商品・国産刺繍ブレスレットウォッチの展示会発表で新市場開拓

大阪府 ワインプラザＹＵＮＯＫＩ ホームページ整備（商品検索機能、買い物カゴ、相談窓口の設置）

大阪府 株式会社アーカイブプラス ホールインワン達成者のコミュニティサイトへのリニューアル事業

大阪府 北陽スチール株式会社 ホームページ・カタログの作成による販路開拓・地域活性化

大阪府 中山産業株式会社 ポリ湯たんぽ・如雨露をネット通販で販路拡大！

大阪府 有限会社ハップ センスの良い心温まるサンプルドレスの開発・販路開拓

大阪府 Ｐａｉｎ　ｄｅ　Ｓｉｎｇｅ 集客力向上の為の外観改修及びウェブサイト開設

大阪府 カーズファミリー 新しい福祉車両事業の顧客を新規ホームページ作成にて獲得

大阪府 Ｃｏ楽兆 新規客獲得の為の店舗改装と広告宣伝及び新営業スタイルの確立

大阪府 有限会社ＫＭコーポレーション 販促用サイトの作成、及び近隣へのチラシ配布、動画ＣＭ作成

大阪府 つむぎ Ａｃｃｅｓｓシステムを用いた業務改善事例の広報活動による、販路開拓

大阪府 真　整骨院 ＨＰ・広報媒体の一新とウェブ予約導入による新規患者様の獲得

大阪府 平山繊維株式会社 新コラボ素材を使った繊維製雑貨小物の開発・量産と販路開拓

大阪府 ワインガレージ　ニシジマ 新規顧客開拓のための営業開発ツール作成

大阪府 株式会社エイチエス オリジナル加工機の開発による販路拡大

大阪府 三喜商会 医療施設専門の椅子張り替え事業の新規展開とインターネット集客

大阪府
株式会社プランニングコンサルタン
ト

人づくり代替事業―第１段　「堺、職人アカデミー」の開設
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 ＡＪＵＫＡＪＵ 雑貨屋プロデュースによるフリーペーパーの発行による販路開拓

大阪府
米粉パン・お菓子教室「ｋｏｍｅこの
み」

武蔵Ｆｉｌｓ導入による教室集客力強化と米粉メニューの開発促進

大阪府 ＦＲＥＥ　ＨＡＩＲ　ＡＴＥＬＩＥＲ ターゲットに向けて情報発信、新規客導入、店舗イメージの明確化

大阪府 株式会社ＣＬＣ 商店街を拠点とした英語学童保育のＰＲ及び集客事業

大阪府 西尾茗香園 弊社石臼挽きの宇治抹茶を使った抹茶プリンの開発と販路開拓

大阪府 株式会社郷田商店 「塩糀昆布・梅」の開発と「塩糀昆布」の改良・販路開拓

大阪府 Ｒｅｖｅｒｓａｌ株式会社 カーコーティング事業の認知度向上並びに、障害者雇用増大事業

大阪府 クリスタルローズネイル 事業名：ビューティーサロンの新店舗設備の拡充、販売促進インフラの整備

大阪府 有限会社大阪フーズ 女性・若年層集客促進と高価格メニュー導入のための店舗改装事業

大阪府 株式会社ジェイクラブ オリジナルイベントテーブルクロスの新販路開拓事業

大阪府 株式会社泉北花園 メールマーケティングによる販路拡大

大阪府 グラムス株式会社 ネットショップ商品画像自動編集ソフトの動画広告による販路拡大

大阪府 株式会社Ｒｅｃｏ 飲食店の独立を志す若手起業家向け販路開拓サイトの開設

大阪府 中尾食品工業株式会社 ホームページ開設による認知度向上とネット販売システムの構築

大阪府 割烹　楽兆 新規顧客獲得の為のＨＰ立ち上げ及び広告宣伝と店舗改装

大阪府 シェイク・インクローク 毎日が楽しくなる履きやすくてお財布にも優しいシューズのＰＲ

大阪府 前平謙二翻訳事務所 顧客の未充足ニーズの解決に特化した医学翻訳サービスの販路拡大

大阪府 株式会社ビズ・ネットワークス 生産財マッチングサイトのプロモーションとサプライヤーの開拓。

大阪府 司法書士松宮法務事務所 本人訴訟支援システムを含む法的トラブル予防情報サイトの制作

大阪府 有限会社竹宝コーポレーション 自社オリジナル無添加石鹸を海外富裕層向けに販売して売上アップ

大阪府
ユニバーサルマネーコンシェルジュ
株式会社

笑学英語講座の展開とコンテンツの提供

大阪府 ＤＥＬＭＯＮＡＣＯ ホームページ開設による受注拡大、販路拡大に伴う生産の高度化

大阪府 株式会社プランクトン 自社オリジナル商品の展示会出展による販路拡大

大阪府 株式会社ワンラブ 重度障がい児優先型放課後児童デイサービスの開設

大阪府 合同会社ジョイリンクス 販促・売上向上のためのデータベースバックアップシステムの構築
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 竜起 高齢化対策による地域活性化への一考

大阪府
ユニバーサルケア株式会社ある
ふぁ訪問看護ステーション

がん看護専門看護師が経営する訪問看護ステーションの顧客獲得

大阪府 阪堺重機株式会社 中古重機、自動車販売及びレンタカーの顧客開拓

大阪府 株式会社ＣＯＧウェブサービス 「士業支援ホームページ集客代行パックの販売と展示会への出展」

大阪府
家族葬のミナト（フューネラルミナ
ト）

地域に密着した小規模葬儀専門サービスの提供と新規顧客獲得

大阪府 宮川芳文堂 チラシ、作品展示による“最高技術を持つ町の表具店”の販路開拓

大阪府 明機商事株式会社 美容補正機能を有する繊維製品開発と、ＥＣ市場向け新規販路開拓

大阪府 株式会社八重 利用者増のための介護設備の充実と通院・買物サービスＰＲ

大阪府 ちまき鍼灸整骨院 看板設置、案内配布、フット機器増設で新規顧客を開拓する事業

大阪府 株式会社カラーズバリュー 格安リフォームで空き家物件の有効活用を実現する販売促進事業

大阪府 串かつ　ちとせ 串かつちとせ“秘伝のソース”の製品化と通販事業

大阪府 ミノル化学工業株式会社 既存ホームページの再構築により卸、販促業界への販路開拓

大阪府 パラマナンダ 女性が輝いて働くための技術と環境を提供する自立支援事業

大阪府 株式会社ユーデザイン パーソナル３Ｄプリンターによる造形サービス事業拡大と新規顧客の開拓

大阪府 植田自動車 地域密着とＨＰを活用した商圏の拡大と若年層の販路拡大

大阪府 ヘアーサロンミヤモト 理容店におけるレーディースのシェービングサービスの提供

大阪府 アッパーリリィマーケット 企業・団体向けクラフトワークショップのサンプル制作と販路開拓

大阪府 株式会社オークマ工塗 休眠顧客の掘り起こし！売り込まない営業戦略はがきでアプローチ

大阪府 株式会社西本 「サンドラッグ」出店に対抗する、店舗改装およびサービスの強化

大阪府 オフィス福原　Ｃ＆Ｄ　ＨＲ　Ｌａｂ． 「体験型セミナーを活用した職場の風土改革と組織の活性化支援」

大阪府 丸善精工株式会社 作業場のレイアウト変更とセル生産方式の導入による即日出荷対応

大阪府 ひなた治療院 革新的な「２１日間腰痛改善導入プログラム」施術の販路開拓

大阪府 オーテックフジ 車内快適空間メンテナンスサービス提案による潜在需要拡大事業

大阪府 有限会社アイフコンピューティング これから羽ばたく！　子供向けロボット・プログラミングカリキュラム事業

大阪府 株式会社マンデー メンテナンス付き個人リースの販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 カスガアパレル株式会社 縫製業の強みを活かした、洋裁スクール事業の拡大

大阪府 株式会社ｃｏｔｅｎｗｏｒｋｓ オリジナルプリント等を施したカットクロスの販売促進

大阪府
ｈａｍｍｏｃｋ　ｋｉｔｃｈｅｎ（ハンモック
キッチン）

看板設置で近隣の大手チェーン店に負けない存在感をアップ大作戦！

大阪府 寺本農園 三箇牧トマトを中心とした加工品開発とブランドデザインの作成

大阪府 有限会社ウエストフィールド 店内改装による新規顧客の開拓

大阪府 ｔｏｅｌｌｅＰｈｉｌｏｓｏｐｈｙ株式会社 エイジングケアメニュー新展開による新規顧客の開拓

大阪府 株式会社Ｗｏｒｋ　Ｓｈｉｆｔ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の逆求人サービス

大阪府 お茶の間設計株式会社 顧客の心を掴むプレゼンテーション！設計用３次元ＣＡＤ導入事業

大阪府 合同会社ハピジェクト 美容室の客単価向上に資する新商品「アソートパックの開発」

大阪府 のりまきのすけ 手軽にヘルシーなキンパをファストフードにする事業

大阪府 有限会社エアーリメイクス 世界初ドライアイス洗浄機ハイブリッド型の広告宣伝で販路開拓

大阪府 かんなび工舎 地域の住環境の改善を目指す工務店の地域密着新規顧客獲得事業

大阪府 株式会社出口園芸 「新しい図面ソフト」導入による新規顧客の獲得と営業活動の拡大

大阪府 株式会社上江工務店 地域密着型、リフォーム事業の拡大。

大阪府 オッペン化粧品　光営業所 郵便局とのコラボで新規開拓、人材育成とサロンのイメージアップ

大阪府 彩鳥屋てっちゃん ホームページ改良によるファミリー層客の売上向上

大阪府 中西美装店 シロアリ駆除事業促進による既存事業との相乗効果と売上拡大

大阪府 健康鍼灸整骨院 医療的美容・エステ往診部門の創出および販路拡大

大阪府 株式会社昔造り辻茂 ＬＥＤ照明導入による集客、新商品のＰＲによる新規顧客の獲得

大阪府 Ｎ＆Ｃ鍼灸整骨院 若年アスリートの育成とダイエットプログラムでの新事業展開

大阪府 加守田佛具店 ＨＰ新設により来店見込客に安心感を与えて確実に顧客に繋げる

大阪府 アクアライフ株式会社 来店者数向上及び客単価向上による元請けシェア拡大の実現

大阪府 梶金物 新天地における新業種・新顧客獲得と地域住民へのアピール

大阪府 ラベンダー ボディ実技講習を周知することで新たに子育て世代の女性を獲得

大阪府 株式会社日昌医療器 医療感染予防対策一般家庭用医療廃棄物処理ボックスの販売
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 海鮮ダイニング咲夢 店の個性強化・グレードアップによる新規客獲得とファン創造事業

大阪府 有限会社ヒューマンデータ 海外へオリジナルのＦＰＧＡ搭載汎用ボードの販路開拓

大阪府 アースクリーンサービス 将来の地域社会を考えた。清掃・リフォーム・リサイクル実践計画

大阪府 アルファライン株式会社 曲面にも貼れるラインストーンラベルの開発で差別化

大阪府 株式会社シープロジェクト 外国語おみくじ普及計画

大阪府 株式会社川上クリエイション 動画付パンフレット・名刺

大阪府 株式会社ＭｉＲｉＴａ 高強度トレーニングリハビリ特化型デイサービス認知と利用者獲得

大阪府 株式会社ラスカル
家事代行サービス（高齢者向け家事サポートサービスとお片付けサービス）の
強化

大阪府 株式会社リブランドマネジメント 「無農薬野菜販売」による地域イベントの自主開催で新規開拓

大阪府 フリアンディーズ 喜びと感動のシーンのお手伝いをするオリジナルクッキーブランド化事業」

大阪府 パッションツリー 新メニュー“自然派カラー”の導入による顧客満足度向上事業

大阪府 半田整骨院 収入を保険施術に頼らず、ＩＴ化機器導入して自費施術の販路拡大

大阪府 編集ラボ・ハンドレッド 福祉等の公益団体に新たな広報サポートを提案する認知度向上事業

大阪府 株式会社シーキューブ 住まいのプチリフォーム　コンシエルジェ的サービス

大阪府 株式会社八尾金網製作所 ホームページと店舗のショールーム化による自社製品の拡販

大阪府 ｔｈａｎｋｓ　ｔｏ　ｃｈｉｌｄ アロマの良さを子育てに生かすｔｈａｎｋｓ　ｔｏ　Ａｒｏｍａ事業

大阪府 三宝化成株式会社 流通加工およびデリバリー付「スペース賃貸ビジネス」の構築

大阪府
鷹津中小企業診断士・弁理士事務
所

お宝発明を発掘する弁理士サービスの展示会出品による拡充

大阪府 有限会社関西ライトメタル 「その場で新調サービス」の施工代理店拡大事業

大阪府 ニッサン技工株式会社 自社製品の開発及び販路開拓と製品の普及

大阪府 株式会社カナツ加工 開けやすい機能付き袋の開発と販路開拓

大阪府 株式会社エム・イー・エス 立体駐車装置の販売・設置及び付帯工事等の受注増加と販売促進

大阪府 株式会社リノポイント 衣料品に関する特許機能商品の開発及び販路拡大

大阪府 有限会社美純 地域密着型高級チョコレート専門店舗の内外装整備による集客促進

大阪府 ｆｌｏａｔ（フロート） 照明他設備導入による、シェアスペース利用者の集客力強化事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 ＨＰＡ株式会社 大学生向けのチームレッスン創設によるグローバル人材の育成強化

大阪府 ルカコ 自社製育児用品「ルカコ」新規顧客開拓のための新広告媒体活用

大阪府 ドクター・オブ・ジ・アース株式会社 「のら産直システム」を活用した、小売店・中食向け販売強化事業

大阪府 株式会社アネシス 保育と介護を同じスペースで行いシナジー効果を生み出す融合事業

大阪府 ｓｏ　ｆｒｕｉｔｆｕｌ キッズヨガコース創設によるレッスン低稼働率時間帯の高率化事業

大阪府 株式会社マリブ 穴子専門店での客単価増と全国販売を目的とした物販商品開発事業

大阪府 株式会社クラフトナレッジ ～すべてのママを骨美人に～北摂のママに対する産後専門出張整体

大阪府 ＳｍｉｌｅＳｔｙｌｉｎｇ パーソナルスタイリストの入口としての宅配靴磨きサービスＰＲ事業

大阪府 スクールＩＥ庄内校 小学生の「やる気スイッチをＯＮ」にする英語コース促進事業

大阪府 株式会社テトラファースト キネシオロジーニットによる制服分野と産業資材分野への展開

大阪府 タケナカプランニング 士業等をターゲットにしたレンタルシェアオフィスの整備

大阪府 立田社会保険労務士事務所 「親身に頼れる社労士事務所」の認知・顧客満足向上の為のＰＲ事業

大阪府 株式会社デー・シー 文具及びアルマイト用染顔料等の機能性色材の製品開発と販路開拓

大阪府 株式会社阿蘇熱帯魚 顧客支援ツール作成による販路開拓

大阪府 Ｏｒｏ　Ｖｅｒｄｅ 店舗奥空部屋を改装してのオリーブオイルセミナー定期開催事業

大阪府 焚火屋 新店舗改装・メニュー開発・宣伝広告による集客拡大事業

大阪府 株式会社エムテイシステム パンを食べない層に向けて新しいジャムの利用法の紹介と販路開拓

大阪府 Ｈ２コンサルタント 事業者へのストレスチェック義務化に係る同システム販路開拓事業

大阪府 株式会社プラステコ 生分解性プラスチック発泡シートの耐熱性の改良と販路開拓

大阪府 豊栄産業株式会社
“手荒れ・頭皮を改善する”シャンプーサービスで地元池田市・大阪府の美容サ
ロン開拓

大阪府 株式会社ふそう 新しいディスプレイ、カタログで、既存商品や新商品をアピール。

大阪府 株式会社マエガワモールド 多点制御温度コントローラの販売

大阪府 薩摩の牛太 当店の「強み」である熟成肉、ミンチカツ・コロッケのＰＲ事業

大阪府 リラクゼーションサロンＮａｄｉａ 「地域初の癒しと美容の複合店舗」‘ビュラグゼーション，の展開

大阪府 株式会社とり竹 寿司、居酒屋料理のテイクアウト販売ブース新設置で売上げ増加
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 さんぱつ屋なかもと 訪問理容サービス開始に伴うプロモーション

大阪府 北海道直送素材の店　和ゴコロ 世代ニーズに合わせた新メニューの宣伝による顧客開拓

大阪府 株式会社金谷電気 地域電気店の新業態に対応する提案型リフォーム展示

大阪府 株式会社田村商会 老舗不動産屋の顧客開拓とブランディング事業

大阪府 アシスト株式会社 熊本名産馬肉を使った桜なべ・馬刺し料理など新メニューの開発

大阪府 有限会社ファインライフ 「生活習慣病の早期発見と重症化予防の為の機器導入」

大阪府 下中装飾 意匠性の高いフリース壁紙事業による売上拡大と顧客満足度向上

大阪府 株式会社エスプリ・ド・マミ インテリア書道のＰＲ活動とオリジナル商品の販路開拓

大阪府 エンラージ株式会社 外国人に特化した不動産賃貸物件サイトの運営と仲介業務

大阪府 行政書士川添国際法務事務所 外国人向け在留資格業務・英文契約業務のコンテンツ化

大阪府 天政 店頭集客設備（懸垂幕・店頭Ａ型看板・駐車場看板）の様式変更

大阪府 ユーエムエー・モータース株式会社 自動車修理技術の知名度向上および販路拡大事業

大阪府 有限会社リープフード 高齢者対応型店舗作りおよび新規顧客の店舗誘導。

大阪府 有限会社丸萬化学 新規顧客開拓のためのカタログ【冊子・ＷＥＢ】のリニューアル

大阪府 大幸産業株式会社 「これでＨａｐｐｙ！家の定住化促進」

大阪府 ゲンツはり灸整骨院 創業１０年、第二の創業を目ざす店舗改装

大阪府 株式会社アダプト 高温フレキシブルヒーターの製作及び、展示会への出展・説明

大阪府 有限会社ビッグサン 買い物弱者支援のため商品配送サービスの実施

大阪府 まさゆめ企画 コンサルティングの効率化と販促を図る動画マニュアル制作事業

大阪府 有限会社コーワコーポレーション 「綺麗な代車」事業による潜在顧客の掘り起こし、新規顧客拡大

大阪府 平杉整骨院 予防介護パワーリハビリステーションの併設事業

大阪府 五晃社 商業の広告価値を高めるワンストップ集客支援サービスの提供

大阪府 エステック技研コーポレーション ＬＥＤ階段照明の開発による高齢者の安全対策と販路開拓の実現

大阪府 ナチュラルスイーツ工房れんげそう 枚方のこだわり食材を使用したギフトセットの製作・販路開拓

大阪府 アグライア 新規顧客開拓、リピート率向上に向けたエステサロン販路拡大事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 株式会社ＯＦＦＩＣＥおいすかった 店頭販売力の強化（お得感を感じさせる店舗営業の構築）

大阪府 株式会社ワイエス リアルとネットを融合させた「排水問題解決型」ホームページ戦略

大阪府 前田木材株式会社 認知度アップのための木工作業場設置

大阪府
太陽カメラスタジオ（Ｔａｉｙｏ　Ｓｔｕｄｉ
ｏ）

「全天候型ガーデンスタジオ併設による集客力向上事業」

大阪府 第二稲田柔道整骨院 水素療法の導入による新規顧客の開拓と既存顧客の満足度アップ↑

大阪府 株式会社東洋製作所 Ｗｅｂを活用したＬＥＤ照明の販路拡大と自社ブランディング

大阪府 株式会社ＷＢＩ ＩＴ（ホームページ）をツールとした新規顧客獲得

大阪府 ふとん館つただ 和布団と落語は、日本の文化！笑いと睡眠で健康生活！！

大阪府 株式会社ウシオ 総合試作専門会社の実現へ向けた販路拡大事業

大阪府 山下音楽院 音楽教室のテント・フローリング改装でイメージアップし販路拡大

大阪府 株式会社ハッピープロジェクト 新規顧客獲得のための雑誌広告掲載と女性の雇用増加への取り組み

大阪府 ｓｔａｃｋ 和歌山県無垢材の高技術加工による家具のインターネット販売事業

大阪府 株式会社力石建築工房
老老介護のリフォーム事業を介護者目線に訴えるサイト構築による販路拡大
事業

大阪府 株式会社大徳 新たに開発した手作り感のある良質なぽん酢商品の販路拡大

大阪府 株式会社ティエラ 除菌効果の高い微酸性除菌水生成装置「エルビーノ」販路開拓

大阪府 ビープラスシステムズ株式会社
無線センサーを利用した医療機関向け予防接種誤接種防止システムの試作と
広報

大阪府 有限会社野田技研 首都圏展示会出展による自社販路拡大事業

大阪府 ピューピル工房 プリザーブドフラワーの販路拡大およびレンタルフラワー事業の新規事業開始

大阪府 株式会社リバイタライズ ＷＥＢ広告とＨＰを活用した、廃棄物適正処理事業所の拡大事業

大阪府 ヘルシーＢＯＸ立石薬店 チラシ作成と郵便局封筒広告による新規顧客開拓

大阪府 Ｅｖ　ｃａｆｅ／Ｍｅｇｕｒｕ 光と音で魅力と売上をＷアップ！　商品陳列棚改装大作戦！

大阪府 ユリヤ化粧品店 資生堂化粧品の通販による市場の開拓と自社ＨＰでの顧客の確保

大阪府 株式会社アルチエ 「ドバイを軸とした海外販路開拓サービス」の国内利用企業の開拓

大阪府 鳴門屋豆腐店 伝統食材「湯葉」の商品開発と販路開拓事業

大阪府 いぶきの整骨院 骨盤矯正など自費専門特化型整骨院への移行による販路開拓事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 パン屋ｋｏｔｕｂｕ ベビーカーと高齢者にやさしいスロープ設置とエントランスの改修

大阪府 株式会社正八 新調理システムを用いた本格的な割烹宅配サービスの広報事業

大阪府 福田農園 泉州一おいしいといわれた水ナス浅漬けの全国ギフト展開事業

大阪府
南海ケータリングサービス株式会
社

革新的オードブルを輝かせる為の魅力あるホームページ作成事業

大阪府 ＴＡＳＫ株式会社 ホームページを活用した若年層へのアプローチ強化事業

大阪府 アトリエ三体夢 癒しのスペシャリストが贈るオリジナル美容商品の開発・拡販

大阪府 アウトワールド おしゃれふんどしのブランドイメージ向上とパッケージの改定

大阪府 アートディスプレイ株式会社 ホームページリニューアルによる新たなキッズコーナー需要開拓事業

大阪府
ジェイテックインターナショナルコー
ポレーション

バドミントン用の素振り用アクセサリー（“トレリング”）の販売促進

大阪府 小野ふとん店 快適な睡眠をサポートする専門店としての認知度向上事業

大阪府 水谷功株式会社 リフォーム部門の新規顧客開拓のための商圏内シェアアップ作戦

大阪府 とくやま鍼灸接骨院 新規交通事故患者集客の広報活動による販路開拓

大阪府 マコマミイングリッシュ 「オリジナル英語リトミック」導入による幼児生徒の入塾促進

大阪府 Ｐａｉｎ　ｄｅ　Ｕｒａｙａ 箕面産の柚子を使用したラスクや数種類の味のラスクの販売増進

大阪府 有限会社ダイシンビルド 街中で山里を体感できる吉野杉での店舗改装。

大阪府 ＲＥＶＯＬＴ　ＣＵＳＴＯＭ　ＣＹＣＬＥＳ 新製品「トリプルツリー」の開発と展示会出展による売上向上

大阪府 アシストライフ 高齢者向け軽介助付き日帰り旅行運転代行サービスのＰＲ事業

大阪府 うえむら畳商店 ホームページ及びチラシ作成による販売促進力の強化

大阪府 京阪紙工株式会社 「＠（アット）トイレ」の販売強化と付属品のみの新発売

大阪府 有限会社マツダ 小型水槽用「海水・汽水の素」の商品パッケージ及び販促チラシの製作

大阪府 小金屋食品株式会社 大阪納豆をお土産・ギフト商材となるための販路開拓事業

大阪府 合同会社光翔 快適な障がい施設を築き、雇用率・賃金向上に繋がる販路開拓

大阪府 株式会社箭木木工所 自社ブランド家具「Ｂｒａｎｗｏｏｄ」の製品ラインナップ強化

兵庫県 株式会社グローバルスズキ 独自表面改質装置「ガス・グラス・プライマー」の海外への展開

兵庫県 株式会社０７８ 起業家プロデュースのためのビジネスコンテストの開催及び広報

27 / 42 ページ



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 株式会社協明テクノシステム あわじ産玉ねぎの機能性表示広告を用いた販路拡大

兵庫県 Ｏｒａｌ　Ｃａｖｉｔｙ　Ｐａｒｔｓ ３次元ＣＡＤ／ＣＡＭでつくる「保険で白い歯」の普及事業

兵庫県 株式会社毛利謳歌 超高齢化・障害者に向けた「優しい・安全なサロンつくり」の提案

兵庫県 ＣＵＴＥレンタカー神戸 学生の強みを生かした便利屋事業による学生会員拡大と新顧客開拓

兵庫県 株式会社丸八蒲鉾 蒲鉾発祥の地を背景に、丸八蒲鉾の名を地域で盤石とする事業

兵庫県 株式会社トータルリンク 電話・ＬＡＮ工事の地元企業対応サービスとコンサルティング事業

兵庫県 株式会社Ｆｕｔｕｒｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ 発達障害に応じたクラス編成の放課後等デイサービス

兵庫県 株式会社惣津クラフト キャリ―バック・播州織のチラシ製作で売上増・販路の開拓

兵庫県 株式会社蛮海 店舗改装による新たな飲食利用シーンでの集客拡大とそのＰＲ強化

兵庫県
社会保険労務士法人わもん合同
事務所

２種類の労務診断サービス事業の確立による販路開拓

兵庫県 株式会社アドバンテージ 海外メディアのロケ（撮影・取材）誘致サービスの販路拡大

兵庫県 つなぎすとサロン セミナー代行サービス開始によるサービスの拡充・新規顧客開拓

兵庫県 みらいサポート行政書士事務所 遺言・相続に関する訪問相談並びに無料相談会による販路開拓事業

兵庫県 ｅｉｇｈｔ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 緑化による店舗イメージＵＰとオーガニック商品販売促進

兵庫県 合同会社小麦生活 地場産・自家栽培小麦のお土産パンの商品開発による販路開拓

兵庫県 Ｇｒｅｅｎ＇ｓ　ｔａｌｅ 生花のプリザーブド加工する事業実施による販路の拡大

兵庫県 株式会社ＴｒａｄＳｔｙｌｅ 店舗の宣伝力・販売力・固定客育成力の強化と来店客の安全確保

兵庫県 ケララウェルネスサロン Ｂ　ｔｏ　Ｂ（エステサロン）向け新規事業の展示会出展による広報ＰＲ

兵庫県 くろしお堂はりきゅう院 新規顧客獲得、リピータ患者増大を目指した広報ＰＲ強化事業

兵庫県 ＲｅｌａｙＰｒｏｍｏｔｉｏｎ　株式会社 日本初「お得意様一人一人に向けた動画ＤＭ」の商品化と販路開拓

兵庫県 株式会社Ｊａｙ　Ｊａｙ　Ｊａｐａｎ アメリカ市場獲得を目指した現地展示会への出展

兵庫県 鉄板ダイニングパパ ラグビーを通じての集客向上　７周年のイベント

兵庫県 株式会社希望新風 集客力を高める大型看板設置と注文したくなるＰＯＰ製作

兵庫県 有限会社ファミリーしみず 地元高齢者との接点づくりによる新規顧客の開拓

兵庫県 株式会社かなえる マジカルダイエットクッキーの販路開拓

28 / 42 ページ



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 株式会社エムイーピー 働く母親を応援！習い事送迎サービスによる新規顧客開拓

兵庫県 エコール・ド・バレエ　ティオ オンラインバレエ教室のシステム開発と事業化による販路拡大

兵庫県 株式会社ＶＡＳＥ＆Ｃｏ サロンのバリアフリー化と高齢層の悩みを解決する新メニュー開発

兵庫県 有限会社シズク ノンアレルギータイプ高純度プラチナ使用ジュエリーの販路拡大

兵庫県 株式会社六面舎 既存商品の認知向上・拡販活動と新商品の開発・販売

兵庫県 株式会社ＢｅｅＢＡＬＡＮＣＥ 店舗へのお客様の誘導並びに店舗販売の強化事業

兵庫県 吉川建設株式会社 築２０年以上のマンション向け地域密着型「お困りごとサービス」

兵庫県 有限会社未来教育ゼミ 新ジャンル「“脳力”開発速読教育」の普及を目指す広報事業

兵庫県 ＣＲＯＷＮＳＴＡＲ株式会社 日本の風土に叶う、良質な馬の蹄油（爪のケア）の販売推進事業

兵庫県 ＶＡＳＥ　ＨＡＩＲ 新メニューの開発と既存客の単価アップ。新顧客開拓。

兵庫県 ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ｂｅｅ ブランド認知度の向上と販路開拓

兵庫県 合同会社ブライン・カフェ 外国人観光客をターゲットにした集客活動の展開

兵庫県 中華料理聚鳳 女性ランチ客のリピーター拡大を目的とした店内改装及び広告宣伝

兵庫県 有限会社魚祥 「魚離れ」を食い止める！お魚料理推進活動による販路拡大

兵庫県 炭火焼ダイニング　ゆりの根 外国人旅行者を呼び込むためのホームページによる販促事業

兵庫県 行政書士福島法務事務所 運送専門コンサルティングメニューの開発及び市場への浸透

兵庫県 英傑 三国志ビジネスの販路拡大

兵庫県 株式会社ｔｒｉｃｏ ～既存業態の打破！～路面直営店開業による新規販路開拓

兵庫県 株式会社ｓｈｉｏｍｉ　Ｈ トータルコーディネートの認知度向上による客数、客単価の増加

兵庫県 ジュエリーエクラ シニア層からシルバー層の顧客満足による新顧客獲得事業

兵庫県 アパラカボダルパ 新規顧客獲得及び客単価向上のための販促、広報活動

兵庫県 ｋｕｌｉ－ｋｕｌｉ 自社玩具製品の開発

兵庫県 株式会社ＳＯＲＡ “ＳＰトランプ”を活用した人材育成等新設講座の広報力強化

兵庫県 株式会社明日葉 広告媒体を利用した新規顧客の開拓事業

兵庫県 有限会社ウイングラス エコな防犯ペアガラスにＬＥＤ封入した看板設置による販路拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 コスメ＆エステ　ルミナー 地域密着型エステサロンの顧客の新規開拓・販路拡大

兵庫県 Ｌｉｎｅａ　Ｂｌａｎｃａ アイシングクッキーのブランド確立及び販路拡大事業

兵庫県 ＴａｋａＭｏｃｏｒｉＴａｃｈｉｎｏｍｉ 小さな立ち飲み屋ならではのウェブページ作成とアピール強化

兵庫県
社会保険労務士法人　庄司茂事務
所

障害年金特化による新規顧客獲得・売上拡大事業

兵庫県 合名会社元町福芳商店 集客力向上の店舗づくりとオリジナル商品のＰＲ事業

兵庫県 有限会社近藤英夫建築研究所 「働く環境をデザインする」を具現化したショールームの設計

兵庫県 美容室Ｌａ　ｖｉｔａ 新規客獲得及び顧客満足度の向上によるリピーター客増大の実現

兵庫県 株式会社ＰＥＴＩＰＡ のべ１万人の実績！元タカラジェンヌによる保育者向けダンス指導

兵庫県 ＡＮＥＳＩＳ　ＤＡＹ　ＳＰＡ 高齢者をターゲットとしたサロンメニューの開発と販路開拓

兵庫県 株式会社笹原商店 但馬産ブランド豚“バナナパインポーク”の普及・販売

兵庫県 有限会社テクノプロ 「塗装のプロによる手洗い洗車」の導入と新規顧客の獲得

兵庫県 鶴翔株式会社 若い女性と外国人の顧客増を目指すリニューアル事業

兵庫県 Ｉ．Ｃ．Ｓ面接塾株式会社 学生向け「警察官面接に特化した面接塾」の認知度アップ対策

兵庫県 神戸北カイロプラクティック・整体院 整体スクール開設と来店困難者に対する出張施術の実施

兵庫県 神戸べいくろーる 卵、乳製品、小麦を使わない新しいスイーツの開発及び販路開拓

兵庫県 安穏株式会社 顧客満足度向上による顧客増加及び商品販売の売上増加

兵庫県 Ｂｅｙｏｎｄ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｒｏａｓｔｅｒｓ ＨＰのリニューアルによるブランドＰＲとＷｅｂ販売の促進

兵庫県 パパス東洋医療鍼灸院 急増する不妊患者に対応した設備及びサービスの拡充

兵庫県 きしきょうこ 「デザイン×まちづくり」のサイトの構築による販路開拓

兵庫県 藤原化工株式会社 素足感覚で履ける“純国産超軽量革製婦人靴”の開発と販路開拓

兵庫県 福冨涼建築研究所 ３ＤＣＡＤの導入による建築設計の高度化、維持管理業務への展開

兵庫県 ＦＥＮＣＥ　ｄｅｓｉｇｎ　ａｐａｒｔｍｅｎｔ デザイン力で社会にデザインの面白さを伝える事業

兵庫県 株式会社ロングライフ 新たな市場へチャレンジする新健康ジュースの商品化と販路開拓

兵庫県 株式会社山本木工製作所 店舗改装・宣伝強化・新商品開発による新規顧客獲得増加の実現

兵庫県 行政書士舞子法務事務所 相続・遺言・生前贈与・任意後見に対する理解の向上と利用者の開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 ＲｉＡＮＧ　ＧＲＯＷ 美人髪ＰＲＯＪＥＣＴの展開と広報強化事業

兵庫県 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｋｏｋｏｐｅｌｌｉ 癒しのプライベートサロンとネイル検定スクールの認知度向上

京都府 株式会社ＢＢ・ＷＥＳＴ ドッグラン施設完備のドックカフェのＰＲと新規顧客開拓！

兵庫県 ｈａｉｒｓａｌｏｎＤｅｆ スキンケアをテーマにした新サービスの展開と広報ＰＲ強化

兵庫県 有限会社ミオ・デザイン 風水と自然素材とゴシックデザイン融合の新プラン作成と販路拡大

兵庫県 灘菊酒造株式会社 ブランディング化による新たな販路開拓事業

兵庫県 大喜皮革株式会社 製造メーカー向け高付加価値商材の直販並びにブランド力強化事業

兵庫県 ナイトウ株式会社 ＢｔｏＣに向けたホームページ作成とギフトパッケージの制作

兵庫県 有限会社播磨海洋牧場 ～未利用資源の商品化と販路拡大～

兵庫県 緑ヶ丘幼児園 保護者と児童の不安を解決！！新制度導入による販路開拓事業

兵庫県 株式会社小林宝飾 【地域密着型】ブライダルジュエリー顧客数の拡大

兵庫県 株式会社にしおか 成約率アップに繋げるためのデザインスタジオのリニューアル

兵庫県 菓音 顧客ニーズに基づいた独自商品の開発とブランド力の強化事業

兵庫県 株式会社工（たくみ）デザイン 国産無垢材・自然素材を使用したオーダーキッチンの開発、販売

兵庫県 株式会社姫路樹脂化研 プロが伝授する塗装リフォーム相談会を軸とした販路開拓事業

兵庫県 ヒメジガハハゲストハウス 旅先の姫路で美味しいごはんをたべるためのプロジェクト（カフェ開設）

兵庫県 株式会社フィールド
元請け率向上に向けた新事業の販売促進（無足場工法・常温ガラスコーティン
グ）

兵庫県 有限会社勝富 当社名物・「勝巻」を軸とした販路開拓並びにブランド力強化事業

兵庫県 株式会社朝日電機製作所 電気工事専門家集団による「業務用暖房機器」修理事業の開拓

兵庫県 合同会社ＦＬＡＧ ～姫路でＮＯ１のそろばん教室を目指して～

兵庫県 株式会社ケーアイリビング ヨーロッパ調のマンションリフォーム・リノベーションで販路開拓

兵庫県 株式会社ハウスインフォ 不整形地を建物の魅力で満足度１００％にして販路開拓

兵庫県 Ｏｆｆｉｃｅ　Ｍｏｃａ 特徴ある本格的な保育をＰＲする事による新規園児の獲得事業

兵庫県 有限会社コウプランニング 看板設置・改装工事により治療院のイメージアップを図り販路開拓

兵庫県 Ｕｎｉｔｅ（ユナイト） ３０代～５０代の女性をターゲットにした自社ブランドバッグの開発事業

31 / 42 ページ



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 株式会社モダンタイムス 「ハート＋２℃」活動導入によるファン拡大と新規顧客獲得事業

兵庫県 有限会社マリリンハウス ～晴れの記念日はマリリンハウスで華やかに～

兵庫県 パティスリー・アキラ 認知度・視認性を改善！集客アップに繋がる店舗看板を設置します

兵庫県 エステティックサロンＬｉｅｎ 大人世代（４０代～６０代）を対象とした新規開拓事業

兵庫県 有限会社日笠 インバウンド・国内シニアに対する販路拡大と顧客満足増大事業

兵庫県 Ｓｔｏｒｙｂｏａｒｄ 革製ノートＰＣバッグ販売のブランディング・販売促進事業

兵庫県 株式会社アール・ホーム 兵庫県産木材で建てる新築住宅、リフォーム工事の販路開拓

兵庫県 Ｒａｇｎａ‐ｒｏｋ オリジナルウィッグと特殊洗髪技術を軸とした販路開拓事業

兵庫県 あかね音楽教室
新規のレッスン、音楽療法クラス開設と保護者に対する満足度向上に取り組む
事業

兵庫県 株式会社エソール 『美容＋健康』をキーワードにお客さまの満足度をアップ！

兵庫県 有限会社インレット リユースＯＡ機器の販売・販路開拓事業

兵庫県 株式会社未来図 ハウスメーカー開拓事業

兵庫県 有限会社Ａ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｈａｐｐｙ ◆メンズエステで新規の顧客を開拓

兵庫県 株式会社オール 節水器具の展示会へ出展事業

大阪府 株式会社ＲＥＪＯＩＣＥＪＡＰＡＮ “尼崎版居酒屋に特化したポータルサイト”の普及・販路拡大事業

兵庫県 ヘアーメイク　ピー・ジェー・トゥー 宇治抹茶使用で低刺激！お茶カラートリートメントのチラシ配布

兵庫県 日本特殊螺旋工業株式会社 アップサイクルした６４ｋｉｒｉｋｏ（ロクヨンキリコ）を市場へ提供する事業

兵庫県 中村酒店 尼崎初登場の地酒試飲会の実施と酒文化育成による販路開拓

兵庫県 有限会社和 兵庫地酒応援！試飲販売強化のためのサニタリー設備整備

兵庫県 メリーランド・エンジェル 子育てサークルによる広報活動

兵庫県 合資会社肉のたまや 「たまやコロッケ」の開発による惣菜部門の強化及び販路開拓

兵庫県 笑売繁盛株式会社 地元神戸の“小規模事業者向け会計部門経費削減サービス”の展開事業

兵庫県 Ｒｅｃｏ．（リコ） オーダーメイドインソール（入谷式足底板）の販売促進事業

兵庫県 株式会社ＩＭＡＪａｐａｎ 商圏拡大を通じた「アルパカストール」の販路開拓事業

兵庫県 株式会社ドッペル・クライス 新米・真空包装米のパッケージ導入開発・販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 株式会社ＡｃｔｏＷ 恐竜・古生物の３Ｄ骨格モデル製作事業

兵庫県 よでん税理士事務所 マイナンバー対応・コンサルティング業務強化のための環境整備

兵庫県 有限会社トーメー トコジラミ（＝ナンキンムシ）駆除専門ホームページ立上げ事業

兵庫県 有限会社白い虹・安心堂 自社製「本物の豆腐」を活かした「惣菜」開発・販路開拓事業

兵庫県 ＡＱＵＡ　ＬＡＵＮＤＲＹ 高齢者のための“洗濯から、たたみまで”代行・お届けサービス！

兵庫県 関西総研株式会社 外国人就労希望者と企業とのマッチング事業の販路開拓

兵庫県 じょう鍼灸接骨院 治療、ケガの予防、健康増進、美容の包括的サービスの周知

兵庫県 浪花車体株式会社 福祉車両向け車いす昇降リフトの知名度拡大・販路開拓事業

兵庫県 カイロプラクティック大福来 フットマシン等購入によるエステ事業の実施

兵庫県 さいの整骨院 施術メニューと姿勢教室の内容充実による自費収入向上の実現

兵庫県 株式会社マナファン 『ＬＴＭ国語教室』立上げ＆『ＲＢＩ記憶法』外販の為の販促活動の徹底

兵庫県 三豊工業株式会社 オーダーメイド発注を可能にするネット受付システムの導入

大阪府 川島　敦弘 「相続放棄＆借金問題トータルサポート」の開設

兵庫県 関西メディア株式会社 一眼レフカメラ導入による製造業向け高品質撮影サービスの提供

兵庫県 有限会社かね食 創作料理の開発と店内改装による新規顧客の獲得と売上の増加

兵庫県 ＳＡＫＵＲＡ　ＳＰＡ 働く多忙な女性のための脱毛メニュー導入及び販路開拓事業

兵庫県 のぞみ鍼灸院・整体院 身体に効果的な「不妊施術」、及び安全な鍼灸施術の広報活動

兵庫県 街のお花屋さん　鳴尾花壇 大切な人や特別な日を華やかに演出する「イベント企画」の販路拡大

兵庫県 株式会社ハタヤマ 個人宅を対象とした「アルミサッシ改修工事」開拓事業

兵庫県 株式会社Ｎ’ｓコーポレーション 個人事業主様向けの「賃料適正化コンサルティング」サービス

兵庫県 株式会社アドミリ マンション等過剰供給物件の募集・企画提案・転用事業。

兵庫県 有限会社Ｐｏｃｏ　ａ　ｐｏｃｏ 活動的なシニア層に、学びの場を提供する音楽教室

兵庫県 株式会社ライフタイム 漆喰等の自然素材を使用した家づくり提案事業

兵庫県 萬衆屋 ランチ営業開始による新規顧客の獲得及び兵庫県ブランドの販売促進

兵庫県 株式会社サキノ精機 多種多様な業種にとって、身近な鉄工所となる為の販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 茨木酒造合名会社 極限の精米歩合の日本酒開発及び販路開拓

兵庫県 弓子のおひるねアート教室 弓子のおひるねアート教室の広報・集客拡大・コンテストの開催

兵庫県 大衆割烹　あげ潮 襖と掘りごたつ風個室の設置と、ＰＯＰ広告による集客力強化。

兵庫県 ＨＡＩＲ　ＳＰＡＣＥ　Ｍｏｔｈｅｒ　Ｌｅａｆ マザーリーフの新商品「お茶カラートリートメント」の販路開拓

兵庫県 伊藤牧場 販路拡大と新規顧客獲得に向けた販売ツール・店舗の整備。

兵庫県 レッドビーンズ 東播磨のおくどさん・東播磨野菜認知度アップ大作戦

兵庫県
ＴＨＥ　ＲＥＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮＳ　ＧＡＬ
ＬＥＲＹ

【新規プラン】企業向けインターネット動画広告用映像サンプルの作成

兵庫県 合同会社人生羅針盤研究所 「新・人生羅針盤Ｒ」無料公開セミナー主要都市開催・販路拡大

兵庫県 森岡畳店 情報発信強化による『和室空間創り』提案事業

兵庫県 株式会社オートメイションリサーチ 心地良さを基準にセレクトした雑貨を扱うＥＣサイトの運営

兵庫県 ディスパッチヘアー今津店 男前新聞を発刊し既存顧客の関係性強化と新規顧客の獲得を目指す

兵庫県 家庭料理さかもと インターネットを利用した肉まんの販路開拓事業

兵庫県 有限会社ホームバンク 空き家放置の改善に繋がる借地権付き狭小地物件の流通活性化事業

兵庫県 モバイルエール 『女性創業支援ワンストップサービス』の販促事業

兵庫県 ライブラナチュテラピー株式会社 化粧品ＯＥＭの新ターゲットと位置づけた農林漁業者向け市場開発

兵庫県 株式会社クロスウエーブ 顧客の声を反映した骨盤補正ダイエットインナーの販路開拓

兵庫県 Ｃａｆｅココカラ∞ 看板広告によるギャラリー・レンタルルームの新規顧客獲得事業

兵庫県 株式会社ワイズテック 新事業「ワイズハウス」の広告宣伝による新規顧客獲得と販路拡大

兵庫県 開心坊 店舗移転による事業再構築と増収計画事業

兵庫県 倖Ｄｉｎｉｎｇ 店先のアレンジによる店舗ＰＲ事業

兵庫県 はたぼう 「ラーメン居酒屋」メニュー導入による、新規顧客の開拓

兵庫県 有限会社ワーク 習い事包括型学童保育の周知による新規入会者増加事業

兵庫県 北口塾 北口塾・学童課外スクールの開講による新規生徒の開拓

兵庫県 株式会社コパクラフト ワンランク上のモノづくりにこだわった装身具の新規販路開拓

兵庫県 株式会社安田文具店 創業１００周年お客様感謝セールと新規顧客獲得事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 やわらぼ 身体障害者の方に来店いただくため車椅子用スロープ等を設置する

兵庫県 株式会社ラナイズビーチクラブ イベント開催と施設改装で若年・ファミリー層を獲得する

兵庫県 三上精肉店 牛肉・希少部位販売専門Ｗｅｂサイト販売促進事業

兵庫県 株式会社ケイ・エイ 大規模展示会出展による新規顧客獲得事業

兵庫県 株式会社アトリエフィーズ バレエ発表会で贈るプリザーブドフラワーの販路拡大事業

兵庫県 たけふく 店舗リニューアル工事によるファミリー客の新規顧客開拓

兵庫県 ＦＬＯＷＥＲＳ　ＹＵＣＡＮＤ 高単価で利幅の大きいウェディングフラワーへの参入を目指す事業

兵庫県 株式会社輝石 岩塩専用ホームページの新設による集客力強化と新規顧客の獲得

兵庫県 有限会社活　彩 新たな顧客開拓の為の『たこと穴子料理』専門店リニューアル

兵庫県 株式会社シーズ プレミアムドーナツの開発及びホームページの作成及びＷＥＢ販売

兵庫県 おでんと魚菜の店暖だん 小さな店でもできる！商品バリエーション×情報発信で販路拡大

兵庫県 有限会社スリーアップフーズ 「ローストビーフユッケ」の製造拡大と販売促進事業

兵庫県 西北菓子工房シェ・イノウエ 「アイシングクッキー」等の焼菓子のネット販売による販路開拓事業

兵庫県 モリダイ建築工房 奄美におけるＵ－Ｉターン・移住体験のための空き家リノベーション事業

兵庫県 ディープラス 独居高齢者向け、定期訪問付き小規模住宅リフォームの広報事業

兵庫県 株式会社ＣａＦＴ 床暖房・融雪・農業分野でのフィルムヒーターの販路拡大

兵庫県 株式会社シーオーエム 『成田屋オリジナル無添加調味料』の販路開拓事業

兵庫県 有限会社ダイヤモンドテクニック アナログからデジタルに。弱点克服と可能性への挑戦。

兵庫県 有限会社金田商事 取引加点システムとＩＰ－Ｐを活用した顧客満足度向上策

兵庫県 オーガニックショップ水の子キララ 若い子育て世代が集う、新たな集客ノウハウの蓄積と連携

兵庫県 丸田シャツ株式会社 「介護用品の開発製造と福祉用具販売貸与事業の立ち上げ」

兵庫県 合同会社誠心館 高齢者向け「パソコンを使った脳トレ教室」事業による販路開拓

兵庫県 スピンリテラシー合同会社
ミャンマーにおける本邦企業のリテール事業支援を目的とした、インターネット
事業展開

兵庫県 カレー屋ＳＰＩＣＥ工房 テイクアウトメインの気軽に寄れる直営２号店池田駅前店の開業

兵庫県
ｃａｆｅ　ｂａｒ　ｃｏｐｉｎ（カフェバーコパ
ン）

食べてみて！「水無しポークカレー」販路開拓大作戦
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 株式会社クレデュ 地域の「学び」に貢献するリノベーションと留学プログラムの推進

兵庫県 行政書士なかひろ事務所 サービス付高齢者向住宅整備支援のＨＰ構築による新規顧客の誘引

兵庫県 株式会社ベスタ 記念品やノベルティグッズを、１個から作成できるネット販売システム構築する

兵庫県 辻　事務所 土地活用向けポータルサイト製作と運用による新しい販路の開拓

兵庫県 ネイルケアサロン　マイディア 高齢者向けネイル・フットケア訪問～健康促進と癒しの提供～

兵庫県 株式会社インテリアート・ウラモト 手摺の出張取付をきっかけにして、地域密着型への事業転換

兵庫県 有限会社コーリング アタマジラミ駆除商品の販路開拓による収益の向上

兵庫県 エルソル広告相談所 北播磨・北京都の起業女性支援サービス体験型販促　「文章」「起業」講座

兵庫県 ごはんや凸 惣菜免許取得による新メニュー（惣菜・弁当）提供による新規顧客の獲得

兵庫県 有限会社ヨシカワ 西脇店での飛行機広告による新規顧客・リピーター客数増大事業

兵庫県 株式会社ますのみ松屋 新商圏での顧客開拓のためのデリバリー用チラシ配布

兵庫県 手打ち蕎麦えびす 新規顧客獲得と知名度アップのための看板設置とホームページ作成

兵庫県 秋田商店 一般消費者に向けての播州織生地の直接販売

兵庫県 大城戸織布 「播州織＋α のモノ創り事業」

兵庫県 スキンケアハウスｍｏｍｏ エステ事業拡大による３０歳代～４０歳代の顧客を増やす事業

兵庫県 カフェ＆レストランン　オレンジ ２２時までの営業時間拡大による新規顧客の開拓

兵庫県 株式会社東田ドライ 受注訪問型の宅配クリーニング開発による商圏拡大

兵庫県 有限会社内橋綿行 羽毛布団の診断とリフォーム事業展開による商圏拡大

兵庫県 佐鴻興業株式会社 表面処理品質向上を目指し多品種同時作業による工程プロセスの改善

兵庫県 三業株式会社 電動機分解洗浄整備の新規技術習得による販路拡充

兵庫県 株式会社松三堂 ネット通販に不満を持つ競技者をターゲットとした売上促進事業

兵庫県 有限会社酒井商店 連続チラシの折込みで集中した集客力増強をはかる事業

兵庫県 有限会社アオイ 宣伝効果による新会館の知名度の向上及び売上向上の実現

兵庫県 株式会社タブチ ネーム入れサービスの実施による学生衣料品の販売増加計画

兵庫県 ラ・ジュネス山手倶楽部 肌トラブルで悩んでいる方に当店の存在を知って頂くための事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 株式会社あいおいアクアポリス イベントと顧客へのアピールで、新規顧客・リピーター客の増大

兵庫県
有限会社コスメティクハウス　ハシ
モト

買い物弱者の無料送迎、配達事業

兵庫県 ＰＯＷＥＲ’Ｓ　ＡＵＴＯ 共同使用を行う指定工場申請に係る工事

兵庫県 ＨａｉｒＳｈａｎｇｒｉ－ｌａＭＡＴＳＵＢＡＲＡ 理容室・美容室でできるワックス脱毛サービスの展開

兵庫県 整骨院リュクス ＲＵＮ・ウォーキングクラブの実施

兵庫県 合資会社アド・クリエーター 自社ホームページの作成による販路拡大と新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社セルビーハウジング 輸入住宅「世界を建てる」シリーズで売上拡大

兵庫県 ヘアスタジオ・ソレイユ 店舗移転リニューアルによる新たな顧客の獲得

兵庫県 やの写真館 シニア・シルバー層需要創出に伴う撮影機材の導入とキャンペーン

兵庫県 ＩＲＩＭＡＭＥＹＡ リニューアルした店舗イメージに合うドアと看板の改装による集客

兵庫県 片山酒店 「地酒を中心とする、三木市特産品の販売促進事業」

兵庫県 ヤマダホーム株式会社 「省エネ性能と快適さに優れたオリジナルＷ断熱住宅の販売促進」

兵庫県 株式会社三木章刃物本舗 ＤＶＤ付き仏像彫刻キットの開発、および国内・外向け動画配信

兵庫県 株式会社お菓子の木　ふじき 季節で変わるコンセプトショップ展開による客単価・客数増

兵庫県 法島工房 高耐候性塗料、高機能性塗料を用いた塗装工事業の販路開拓

兵庫県 株式会社第一家電ミドリ店 「シニアでも持てるネットショップの開発と販売」

兵庫県 三寿ゞ刃物製作所
利益率向上のため一般顧客の売上比アップを目指したホームページ刷新と修
繕設備の拡充

兵庫県 インスタイル株式会社 「イベント市場向けコサージュの開発および販売促進」

兵庫県 まごころ自動車 クロスセリングでの新サービス提供による売上げ増大事業

兵庫県 株式会社大林設備工業 販路開拓及び顧客創出・ニーズ獲得のためのリフォーム相談会実施

兵庫県 株式会社ウイング 木造建築の接合工法を画期的に向上させるネジの開発と販路開拓

兵庫県 ＳＵＭＩＲＥ 新規顧客開拓の強化と受け入れ態勢の確保による固定客増大事業

兵庫県 すし宗 看板やトイレの改修による若い世代に対応した店づくり事業

兵庫県 丸菱油脂石鹸化学工業所 オーダー石鹸・無添加石鹸原材料のネット受注・販売システム構築

兵庫県 有限会社山本楽器店 ライブハウス新設およびそれに伴う個人顧客の売上アップの実現
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 ＨＡＳＨＩＤＡ　ＨＡＩＲ’Ｓ 高齢者及び障害者向けに安全・快適な理容サービスの提供

兵庫県 株式会社浜田屋本店 淡路島ローストオニオンディップの開発と販路拡大

兵庫県 ワタナベ商事有限会社 淡路島の美味しい特産品販売をギフトで贈る

兵庫県 サン商事 店舗前面の雨除テントの張り替え、及び、取り替え事業

兵庫県 有限会社ワイズエンタープライズ 鳥獣被害対策で捕獲された鹿皮製品・既存商品の販路開拓事業

兵庫県 ｃａｆｅ　ＵＬＵＲＵ（カフェウルル） 見せる香る鮮度抜群の自家焙煎コーヒーによる販売強化

兵庫県 有限会社みはら荘 女性客高齢者を対象とした店舗づくり及びサービスの提供

兵庫県 ｅ－スマイル 積極的なＰＲによる事業基盤の確立と販路開拓

兵庫県 クリーブス 東京ギフト・ショー出展による雑貨店、内装工務店等の新市場開拓

兵庫県 ライスショップハセガワ お米のギフト向けパッケージ開発とＰＲによる新規顧客開拓

兵庫県 みきや 安心素材使用　体に優しく美味しい手づくりチーズケーキの販路拡大

兵庫県 ｋｉｔｃｈｅｎ　ｓｔｕｄｉｏいちごはん 食育・職業体験型『ＫＩＤ＇Ｓレストラン』の新設による販路拡大

兵庫県 ヘアーサロンこにし 外出困難者への訪問理容と無料送迎サービスの広報による顧客拡大

兵庫県 関西食品工業株式会社 個人向け贈答用手延そうめんカタログの作成と販路開拓

兵庫県 西はりまＦＰローム 新規顧問客開拓を目指し労務対策提案型チラシの制作・配布

兵庫県 ＬＵＣＥＮＴＥ　ＦＯＲ　ＨＡＩＲ ＨＰ制作によるＰＲ力強化及びエイジングケアサービスの展開

兵庫県 有限会社やまさき保険事務所 たつの市初『乗合型保険ショップ』の訴求

兵庫県 菓子と珈琲　朔 龍野みやげ「赤とんぼくん醤油クッキー」の生産能力向上と設備強化

兵庫県 株式会社トミオカ 顧客満足を追求した店舗改修による来店数・売上アップ

兵庫県 株式会社ＹＡＮＥＳＥＫＯ ＫＩＫ（加古川・医療・活性化）プロジェクト

兵庫県 有限会社大濵 自社製品のオリジナルパッケージの制作によるブランド化

兵庫県 空（くう） 幅広い年代の新顧客層の集客を図る店舗のリニューアル事業

兵庫県 株式会社キ・ボン
ギフトのデザインリニューアルと、同時にインターネットサイトでの販促告知によ
る、Ｔ

兵庫県 藤井設備工業株式会社 特殊技術をコラボレーションした排水処理事業の販売強化

兵庫県 有限会社エクステリアート 革新的「工芸盆栽」の製作及び、イギリスのジャパンイベント出展
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 有限会社河島製鋏所 ホームページを一新し特注オーダーを受注できる仕組み作りを行う

兵庫県 花きゃべつ 満席解消のための店舗拡大事業

兵庫県 Ｓｏｕｔｈ　Ｈａｉｒ（サウスヘア） オーガニック系店舗演出の為の店舗改装・洗髪台購入とチラシ作製

兵庫県 ＣａｒｅＬａｂｏ骨つぎ・はり灸 鍼灸接骨院での自費施術・出張施術を希望する患者開拓

兵庫県 万勝寺創庵 〔ＰＭ３時以降の夕・夜食客の新規集客に伴う照明看板等設置工事〕

兵庫県 藤原チェアー 椅子・ソファーを張替えよう！！を知ってもらおう

兵庫県 フリヒリアナ 外見と内面を磨けるヘアサロン！強みを前面に打ち出した広告宣伝事業

兵庫県 ロメオリンクス 「ビジネス指向の若年層、現役世代のための新規コンテンツ開発」

兵庫県 翔育舎 環境・防災・子供遊びを支援する大型木製ブロックの販路開拓

兵庫県 焼鳥専門店　さくら屋 団体客に対応したフレキシブルスペース増築工事による集客力ＵＰ事業

兵庫県 有限会社峰精密金型製作所 新規性が高く環境に優しい釣具の開発・グローバルな販路開拓

兵庫県 いづみ食堂（お食事処いづみ） 誰にとっても居心地の良い空間作りと集客力の強化

兵庫県 株式会社シャルム 「認知度ＵＰ！販売促進強化で店舗＆地域をＰＲ！」

兵庫県 美容室ＲＡＳＴＡ 「薄毛」に悩むお客様に向けた美容サービスの開発と販路開拓

兵庫県 エム・ケー自工株式会社 ホームページを作成し、販促活動を強化。新規顧客獲得を目指す。

兵庫県 株式会社アズプラス 多品種少量で且つ生産し難い段ボール箱の生産効率化と新規顧客開拓。

兵庫県 別府金型有限会社 ホームページ・チラシ・看板による相乗的な販促活動による顧客開拓

兵庫県 ヘアーサロンケイズ 高齢の女性客が安全・安心に身だしなみを整えて戴く為の店内改装

兵庫県 熊谷工業 配管工事の効率アップ、精度の強化

兵庫県 有限会社クリップ 高齢者や身体の不自由な方への更なるサービス向上と周知

兵庫県 アンジェリーナ 未来のタカラジェンヌのための受験レオタード拡販事業

兵庫県
有限会社ケイ・ケイ・インターナショ
ナル

日本製オリジナルテキスタイルブランドの国内外への顧客拡大

兵庫県
ＧＧエンターテイメントサービス株式
会社

サービス情報を発信し固定客を活性化し収益構造を改善する事業

兵庫県 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＰＯＵＳＳＥ ５０～６０代の白髪染めの「オゾンカラー会員」獲得

兵庫県 株式会社中西宝南園 新ブランドの立ち上げによる直受販路開拓と顧客の囲い込みの実現
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 エスメックヘアー 髪や頭皮に優しいカラー剤で、３６５日キレイ計画！

兵庫県 Ｗｅｂ　Ｃａｍｐｅｒ 宝塚のパートナー型ＷＥＢ制作Ｗｅｂ　Ｃａｍｐｅｒの本格事業化

兵庫県 骨折り餃子　貴月 目指せ親子三世代、高齢者のリピーター様を獲得する為の掘り炬燵

兵庫県 クラフトハ―トトーカイ宝塚店 ソーイングスクールの拡大と受講生の開拓

兵庫県 リアルワークス有限会社 トイレ＆ケアのショールームにもっと多く来店していただく！

兵庫県 中筋税理士事務所 創業者向けサービスの販路拡大と、来客に対応した事務所ＰＲ

奈良県 和ｍｉ（なごみ） 店舗訴求力の向上で、高齢者層＆子育て世代の客数増加を図る。

奈良県 株式会社路珈珈 催事・イベント出店による売上拡大からの通信販売・来店誘導

奈良県 ｃｏｌｏｒ　ｓｔｕｄｉｏ　Ａ＋ＳＴＹＬＥ 受講生集客のためのスクールの認知度アップと新講座の開発

奈良県 べっぴん奈良漬 「自社製造ができる店舗の改装・設備器具の導入」

奈良県 補聴器ご自宅．ｃｏｍ 補聴器自宅訪問サービスで高齢者の難聴改善と利便性を向上させる

奈良県 和田産業株式会社 自然素材を実際に体験できるショールームの建設

奈良県
Ｅｎ－ｐｌａｎｎｉｎｇ（エン・プランニン
グ）

事業拡大によるパンフレット作成・ＨＰリニューアルとＷＥＢ広告

奈良県 奈良中央行政書士事務所 家系図作成業務のインターネット販売及び新型家系図製作販売

奈良県 株式会社絢爛 着物ドレス販売促進の為のＷＥＢサイト埋め込み型アプリの構築

奈良県 パドック株式会社 孫市場獲得の為のコンセプトを明確化したブランド広報媒体の整備

奈良県 グロスファクトリー 高性能のオリジナルエアロパーツ開発のための設備・機器導入計画

奈良県 きなん くつろげるスペース確保と料理に合う雰囲気作りのための店舗改装

奈良県 紺甚釣具店 店舗改装と、新規顧客獲得・認知度アップのための販促活動。

奈良県 寝装おかむら お客さまの課題に寄り添う羽毛布団リフレッシュサービスの推進

奈良県 ダイワ建装株式会社 ＢｔｏＣ用ＰＲ看板の設置及び折込みチラシの作成、配布

奈良県 株式会社テクノス 食べられる花野菜“花オクラ”の栽培及び販売事業

奈良県 瀬川オート商会 『女性軽四ユーザー獲得による売上向上の為の店舗改装と看板設置』

奈良県 ラスティックベーカリー 小さな個人店でも出来るグローバル化による新規顧客の開拓

奈良県 チェリッシュ 予約希望客を断らない為のスタッフ雇用とｗｅｂ予約システム構築
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

奈良県 ミュージックカフェアンジェス 作業の効率化、雇用の見直し、販路拡大に投資し売上倍増を目指す

奈良県 チェーンストリーム株式会社 バンブーファイバー食器の販路開拓

奈良県 リホーム橋本 独自性を活かして新規顧客を獲得

和歌山県 雄湊　畠中整骨鍼灸院 和歌山足育健康推進計画　～足元から健康になろう～

和歌山県 わかやまＤｉｎｉｎｇ紀州蔵 「生産地・生産者さんの分かるおせち」の開発と販路開拓

和歌山県 株式会社浅井良工務店 チラシ広告による耐震住宅（ＳＥ構法）の普及を目指す広報事業

和歌山県 株式会社フーズファイル 県産品で作るご当地惣菜の販売・製造体制作り

和歌山県 株式会社川村 羽毛ふとんの診断及びリフォームの提案事業

和歌山県 有限会社嶋本木工所 関東地区販路開拓のためのＩＦＦＴ２０１５への自社製品の出展

和歌山県 ネクサス 法人向けレンタカー事業の強化促進

和歌山県 株式会社小野住建 「子育て・元気に暮らすハウスプロジェクト」のＰＲ事業

和歌山県 ＬＩＰ　ＳＴＩＣＫ 女性が綺麗になる新メニュー「ヘアエステ」ＷＥＢ予約で来店促進

和歌山県 西中商店 羽毛診断セットの購入

和歌山県 有限会社プロテック 観光関連事業所を対象とした外国人観光客接客の為の英会話事業

和歌山県 出口昌紀 移動スーパー「とくし丸」の「販売パートナー」事業

和歌山県 米笑フードサービス株式会社 販路開拓の為の商品の新パッケージの作成

和歌山県 Ａ’ｓワークス 技術を継承しながら多種多様な形状のオリジナル棕櫚タワシの開発

和歌山県 浜野工芸 「浜野オリジナルブランド」開発の為の木工製作機の導入

和歌山県 株式会社角田清兵衛商店 紀州桧材弁当箱のブランド力強化による販売促進

和歌山県 株式会社ダイユーケミカル 布張りスタイリッシュ弁当箱の新自社ブランド開発販売

和歌山県 おおはしぐみ ＤＹＩリノベーションと参加型ものづくり事業による新規顧客獲得

和歌山県 ネイチャーコアサイエンス株式会社 「紀州材トレーニングチェア」の新ラインナップ増強による販路開拓

和歌山県 葵 デットスペース改装でお魚屋さんのディナー提供

和歌山県 有限会社ハンプティ・ダンプティ 本格コーヒー導入とバリアフリー改装による高齢者顧客の獲得

和歌山県 株式会社大和化学工業所 販売商談成功のためのデザインラインナップの充実

41 / 42 ページ



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

和歌山県 矢口潜水 自社ホームページのリニューアルによる新たな『初心者』顧客の開拓

和歌山県 ダイビングスクールプライム 話せるから「安全」「安心」「感動共有」水中会話装置の普及事業

和歌山県 地酒みゆきや まさかの日本酒によくあう和菓子開発事業

和歌山県 エムアファブリー アロマウォーターを活用したオリジナル新商品の試作と販路開拓

和歌山県 平八工房 昇華インクプリンター導入で小ロット多品種な観光土産品作り事業

和歌山県 株式会社花清 店頭大型スクリーン導入で、オリジナル新商品と観光をＰＲ

和歌山県 アイリンクシステム 地域初！デジタルカタログポータルサイト構築で地域活性化事業

和歌山県 きもの紫音 若い方が着物に触れるのが目的の夏休みに開催する着物展示会

和歌山県 アイエススプリンクラー株式会社 サーモオープナーの開発

和歌山県 ＵＧモリイ お客様ニーズにあったリフォーム関連商品展示のための店内改装

和歌山県 クスギン洋菓子店 『キャラクターを使用したイメージチェンジとギフト商品の販路拡大』

和歌山県 しんまち 太刀魚を使った法要新メニューの開発、「おためしおせち」の実施およびＰＲ

和歌山県 田中海苔店 「南高梅を使った新商品の開発と和風モダンな店舗への改装」

和歌山県 デザインサロン　ピースリー アンチエイジングステーションの立ち上げおよびＰＲ事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

鳥取県 フランス雑貨シュシュ 取扱商品拡充と魅力的な売場作りに向けた店舗改修による販路開拓

鳥取県 新興建設株式会社 新規開発商品と最新３Ｄソフトの周知徹底による販売拡大事業

鳥取県 株式会社Ｌｅｓ　ｌｉｅｎ 広報の強化による客単価向上と新規顧客開拓

鳥取県 誘客マネジメンツ 観光行政向け「マーケティング調査」パッケージ化とＨＰでの販促

島根県 グラシアエステティックサロン リピーター客、観光客、スクール受講生の増大と客単価向上

島根県 有限会社松江木工所 個人顧客獲得のためのホームページリニューアル事業

島根県 有限会社南目製粉 創業３００年企業へ向け、世代を超えた食育による顧客創造事業

島根県 有限会社エスアベニュー 防音室の設置による聴力測定環境の充実と補聴器販売の強化

島根県 小川アトリエ 木造住宅の耐震・断熱診断、設計強化によるリフォーム工事の受注

島根県 株式会社建新化工 ホームページ作成による、自社取扱い商品のＰＲ並びに顧客の創造

島根県 暮らしのギャラリーなすの花 着物リメイク服～自社ブランド（ＭＡＤＡＭＥＬＩＬＡ）の販路拡大事業

島根県 有限会社太田硝子店 ガラス装飾サンドブラスト商品のギフト化と販路開拓

島根県 平野醤油醸造元 新商品「飛魚」の出汁入り調味料の販路拡大のための広告宣伝

島根県 有限会社サウンドエース和田 ライブハウス移転に伴う、新規顧客獲得と顧客満足度向上

島根県 戸谷畳店 次世代の顧客掘り起こしに向けた広報宣伝事業

島根県 グローバーク株式会社 店舗リノベーションのＰＲ　および　海外仕入先の開拓

島根県 株式会社ミックワールド 自社ＨＰ新設による新事業ＰＲとネット販売システムの構築事業

島根県 株式会社ＮＥＳＴデザイン 島根県産ヒノキを使用した家具のＰＲと販売システム構築事業

島根県 おうちサロンＤＥＧＥＬ 新規顧客獲得及び既存顧客満足度向上の為の販売拡大事業

島根県 ヴイエルシー株式会社 ホームページによるリフォーム事業の新規販路開拓事業

島根県 有限会社たこ初食堂 高齢化の時代のニーズに対応した和室でのテーブル席設置。

島根県 有限会社ヤマダ看板 デザイン能力向上による他社との差別化と、これによる受注の拡大

島根県 出雲ゲストハウス　いとあん 出雲に親しんでもらうためのラウンジデザイン刷新とそのＰＲ

島根県 有限会社北脇建築設計事務所 木造建築物構造計算ソフト導入と３Ｄ－ＣＡＤ導入による販路拡大

島根県 有限会社ミカミ エステメニュー開発とＰＲ看板設置及びチラシ作成による販路拡大

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

島根県 有限会社米山萬商店 知名度向上と販路拡大に向けた出雲みやげ・ギフトの開発

島根県 有限会社麦舎 出雲、そば処神門外国人観光者向け営業戦略事業

島根県 エステサロンＰＵＲＬＹ 新サービスの広報と販売促進の実施

島根県 有限会社ワタエー 地場海産物を使用した乾燥新商品の開発製造事業

島根県 浅野種苗園 こまめな周知によるシェア拡大と店舗の教室化による顧客の定着化

島根県 株式会社サイクルセンターまつしま
スポーツ自転車専門店への完全移行に伴う体制整備と存在アピールによる販
路開拓事業

島根県 株式会社高津川倶楽部 生産者ＰＲ動画で地域産品の良さを発信（サイト構築・ＳＮＳ作成）

島根県 ＧＥＮＴＬＹ 新たな婚礼関連撮影サービス体制の構築実施による顧客開拓事業

島根県 森整骨院 設備改善による顧客満足向上と施術効率化の新規顧客獲得事業

島根県 有限会社ルック 高齢者や視覚障がい者を幸せにし、目と耳に優しいお店のＰＲ

島根県 有限会社平和亭 郷土料理「へか焼き」の改良と新商品開発による新規顧客開拓事業

島根県 有限会社紅葉館 外国人観光客（インバウンド）集客事業

島根県 有限会社竹葉 自社ＰＲの強化と外国人向け館内サインや情報発信の充実

島根県 Ｃｈｉｆｆｏｎたまごｋｉｄｓ
女性のプチ創業で終わらせない！事業拡大を目指す、認知度向上と販路拡大
を図るＰＲ大

岡山県 株式会社ステップ 受講者ニーズに対応した開講コースの増加及び販路拡大

岡山県 タイ料理Ｒｕｅａｎ　Ｔｈａｉ 新商品と新たな雰囲気作りで、新客層を取り込む

岡山県 株式会社アーバンシステム 新事業「空き家管理サービス」との相乗効果で既存事業顧客の開拓

岡山県 ＣＲＥＡＴＩＶＥ　ＯＲＣＡ ロボットを使ったブライダル事業への本格展開の取組

岡山県 ＥＣＯＮＥＸ（エコネックス） 地域特有ニーズに対応した、中古農機具の回収事業への進出。

岡山県 株式会社ケルン 陶板（タイル）の製造・販売による販路拡大

岡山県 有限会社田辺企画 地域産品と花を組み合わせた高付加価値ギフト開発・販路開拓

岡山県 株式会社慈恩 地域資源のれんこんを使った新商品による４０代女性への販売促進

岡山県 岡山野田自興 アルミボディ修理に特化した事業展開ならびに周知

岡山県 パティスリースウェサロンドテ 岡山県産フルーツを使った新商品ケーキの開発による店舗売上増加

岡山県 アロマコーヒーロースタリー 新サービスの導入と新たな販促活動の開始による若い年齢層の開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岡山県 岡山中央水産有限会社 乾物を利用した無添加レシピサイトを立ち上げ若年層へ販路を拡大

岡山県 有限会社酒の悟空　京山 訪日外国人をターゲットとした岡山県産ＰＢ商品の販路拡大

岡山県 合同会社ヒーローズ 輝く５０代からのダイエット顧客応援事業

岡山県 Ｂｉｒｄ’ｓ　株式会社 「こだわりの女性」の獲得で売上・収益強化

岡山県 有限会社香徳園 共働き・高齢者世帯向けの持ち帰りメニュー強化による販路拡大

岡山県 有限会社みどりカメラ 全天候対応大型立体背景セットを用いた写真の提案による販路拡大

岡山県 Ｓｗｅｅｔ　Ｓｕｅ ４０歳代後半～５０歳代をターゲットにした店舗づくりと広報宣伝

岡山県 岡山製菓株式会社 ＷＥＢサイトを活用した購買意欲喚起による顧客及び売上の増大

岡山県 有限会社御南塗装工業 集客率と成約率向上のための来店型ショールームの改装

岡山県
なでしこ堂、岡山終活総合サポー
ト・なでしこ

「終活総合サポート」の岡山県全域事業展開

岡山県 有限会社辻建材 部屋の広さ、壁の種類毎に選べるセット商品開発、及び広報宣伝

岡山県
有限会社ワイズ・デジタル・スタジ
オ

イスラム教徒向けお土産スイーツの開発販売

岡山県 酒・旬処　クロちゃん 岡山県産の農水産物を料理して、ネット通販で販路開拓

岡山県 株式会社ブロード・アクションズ 「女性でも入りやすい店舗を目指した、店舗入り口の改装」

岡山県 ＴＯＲＡＣＹＣＬＥ ＨＰを活用したコミュミティの構築及び新規顧客の獲得

岡山県 ＦＰ相続サポートオフィス ＦＰ・証券外務員・相続診断士のワンストップサービスの広報事業

岡山県 株式会社クレソン 病気で苦しむ患者に向けた花モチーフ付き帽子の試作・開発

岡山県 株式会社Ｍａｓａｂａｋｅｒｙ オープンキッチンによるライブ感のあるベーグルサンドの販売促進

岡山県 インタロボット株式会社 販路開拓を目的としたショールームの新設及び宣伝ツールの制作

岡山県 絵画修復工房ＹｅＹ 美術館向け油彩画修復技術サービス事業の強化と効果的ＰＲ

岡山県 早川板金塗装 女性が来店しやすい接客スペースの設置による一般客の売上増強

岡山県 ＷＥＤＤＩＮＧ　ＳＡＬＯＮ　ＡＬＬＵＲＥ 再婚層へのリゾート婚提案による販路拡大事業

岡山県 歩月ーあづきー 買い物困難者及び高齢者への宅配事業の強化と顧客満足度のＵＰ

岡山県 アートワーク 小学校就学前の児童に向けた、アートを通じて感性を育む啓蒙活動

岡山県 ＬＵＧＺ　ＭＵＳＩＣ キッズ・シニア層をターゲットにしたボーカル教室の周知広報事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岡山県 ヘアーアソシエ　イワイ 女性の髪への問題を解決するサロンとして広報し来店を促進させる

岡山県 株式会社みつば 県外・海外のお客様をお迎えするためのエントランス改装

岡山県 株式会社あすなろ 新しいまつ毛エクステンション商材の提案営業による販路拡大

岡山県 株式会社ＢＯＳＳ 顧客からの直請けによるリフォーム塗装への進出と販路開拓

岡山県 株式会社みゆきやフジモト アメリカ向け商品開発と販路拡大事業

岡山県 有限会社楽器堂 新規顧客獲得のための大型練習スタジオ機能と修理部門の充実

岡山県 有限会社グーテンターク
掃除のハウツー書及び自社ホームページの作成、セミナーによる新規顧客の
開拓

岡山県 麺屋ブーブーモンスター カジュアルに店舗改装して、女性客・若者客を獲得する事業

岡山県 ＶＩＧＮＥＴＴＥ（ヴィネット） こだわり野菜とその加工品による、新たな店舗内小売事業。

岡山県 エステティックサロンアンテイン 子育て中のお母さん！健康応援事業

岡山県 有限会社エイト工業 主力商品の転換と板金会社としてのブランドの確立事業

岡山県 株式会社中野屋眼鏡院 中四国初こども眼鏡専門店の周知広告事業

岡山県 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｓａｉｔｏ 顧客直請けによるリフォーム事業への進出と販路開拓

岡山県 まことや．ラーメン店 新メニューを開発し、出前・テイクアウト事業で新規客の獲得を図る

岡山県 株式会社ランドワン 豚肉専門焼肉をブランド構築する為の新商品のＰＲ戦略

岡山県 キャンパス株式会社 生徒のニーズ活性化に向けた授業支援システムの構築

岡山県 水田　美由紀 高齢者向け無料セミナーの開催による安心生活サポート事業

岡山県 株式会社大林商店 自社専用の販売管理システム導入による業務効率化と売上拡大

岡山県 株式会社ビブ 移転オープン告知による固定客維持と新規顧客開拓

岡山県 株式会社Ｊｕｉｃｙ 少人数を対象とした屋上ウェディングパーティプランの開拓

岡山県 しらかわ整骨院 痛みの根本改善・健康増進事業の宣伝・広報活動

岡山県 株式会社アベルホーム 高齢者対応向け、小工事事業の販路拡大

岡山県 ポルテ ●岡山のものづくりの現場を元気にする人材育成サポート事業

岡山県 プリンセスティアラ 岡山初　女性特有のお悩みに特化した癒しサロンの販路拡大

岡山県 津高台セラピールーム 岡山県の講師・セラピストのネット検索サイトによる集客応援
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岡山県
ＢＩＳＴＲＯ　ＣＨＯＵ　ＣＨＯＵ　（ビス
トロシュシュ）

新サービス（選べるデザート、料理教室等）展開による売上の拡大

岡山県 株式会社カラム 新プラン周知集客のためのホームページ・パンフレット作成

岡山県 株式会社ターゲット． 自社更新型ホームページのデモ用システム構築・販路開拓

岡山県 株式会社ＣＥＮＴＲＡＬ　ＦＩＥＬＤ 働く女性にアクセサリーでエネルギーを与えるネットショップ事業

岡山県 日々の泡 新規事業「本とチョコレート」による店舗への新規顧客誘致のためのＰＲ事業

岡山県 株式会社大江紙器 店舗販売を支援するダンボール製オリジナル商品の試作・販売促進

岡山県 活貝・四季料理　和金 岡山産の食材をメインにしたお取り寄せギフトの開発・販路開拓

岡山県 株式会社Ｈ・Ｒ・Ｉ 業務の簡素化に伴う提案・接客促進事業

岡山県 株式会社佐藤瓦 ホームページ、チラシの作成により直請新規顧客の開拓を行う

岡山県 菜’ｓ（サイズ） ランチ顧客の獲得および宴会予約の増加

岡山県 プロクシィ今村店 スノーボード・スケートボードの練習施設の整備により新規顧客獲得

岡山県 Ｌｏｖｅ整骨院 高齢者や高齢者同居家族に特化した広告宣伝活動

岡山県 有限会社中塚銘木店 ＨＰを活用して銘木を使ったリフォーム・家具の販路拡大を図る

岡山県 株式会社電建工業 環境に配慮したカーブミラーのリフレッシュ施工を確立し販促する

岡山県 有限会社酒の悟空　倉敷 訪日外国人をターゲットとした岡山県産ＰＢ商品の販路拡大

岡山県 株式会社ハート・プランニング 倉敷屋天領蔵『倉敷特産体験コーナー』の開設による売上拡大

岡山県 有限会社ラ・ヴィ 独自チラシの広域配布による潜在顧客の興味喚起と来店客数ＵＰ

岡山県 有限会社守屋建具店 新しい家具の開発と製品の魅力を伝えるためのブランド化

岡山県 パティスリーココロ 可食フードプリンタ導入による新サービスの提供で売上向上を図る

岡山県 株式会社かたつむり 顧客ニーズに対応できる宴会場に改装し新規顧客の誘致。

岡山県 株式会社カネマツ 小中高生の学校生活に必要な情報と制服コーディネートの提供

岡山県 Ｋ・Ｍミュージックハウス 新講座開設をＰＲするとともに防音工事実施による売上向上を図る

岡山県 有限会社フジモリ電器 店舗入口の改修とＩＨキッチン体験型展示場の増設による売上向上

岡山県 オフィス大森 鉄板たこ焼の移動販売による販路開拓・ＰＲ事業

岡山県 チャイナダイニング　琥珀 最先端から学び、足元を固め、より満足される店になる
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岡山県 株式会社ニッコーテック 医療機器製品の磨き工程におけるリードタイム短縮による販路拡大

岡山県 行政書士　ソフィ法務事務所 知的資産評価システム構築による企業等の知的資産経営支援の強化

岡山県 株式会社サニーサイド オーニングテントの設置により利便性を向上させて売上向上を図る

岡山県 株式会社Ｈｉ－Ｈ 女性向けの設備・サービスの導入による新たな顧客層の獲得

岡山県 Ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　Ｏｘａｌｉｓ アシェットデセールを動画で発信し集客力・ブランド力の向上

岡山県
株式会社フリースタイルエンターテ
インメント

アクティブ・シニア向け新サービスの提供による販路・売上拡大

岡山県 株式会社明日絵 外国人観光客の取込のためのホームページ構築とパンフレット作成

岡山県 有限会社藤戸饅頭本舗 伝統であるまんじゅうを認知向上させて売上増加プラン

岡山県 株式会社ピュフェリーチェ 顧客重視のエステサロンの効果的な情報発信による知名度向上

岡山県
レンタル自転車利用，倉敷　健彩
館

外国人観光客への利用促進と閑散期の集客力向上で売上向上を図る

岡山県 ジェラテリア一休 近年急増する外国人観光客と素通り観光客の取込による売上の向上

岡山県 株式会社早瀬食品 岡山県美作産大豆を使用した高級豆腐・油揚げの販路拡大計画

岡山県 株式会社山形とうふ 豆腐屋さんが作るスイーツ開発、および販路開拓

岡山県 息吹木の家株式会社 自然素材を使った、高性能住宅づくりを広告するための販促広告宣伝

岡山県 有限会社スカイ 福山教室の看板設置とパンフレット作成による広報計画

岡山県 株式会社ＣＤＦ 撮影映像による看板とデジタルサイネージデータ作成開発・販路開拓

岡山県 株式会社兵恵建設 「薪ストーブ専門店」ファイヤーワールド岡山のＨＰ作成

岡山県 有限会社がざい石はら 書道用品委託販売のための店舗改装

岡山県 株式会社メガネルック 遠近両用メガネ「全視界メガネ」の拡販広報計画

岡山県 北村電気管理事務所 特別高圧用試験器設備導入による大規模事業場受注増加、販売拡大

岡山県 有限会社京ひろ 外販を強化し、ノウハウを蓄積し、成長の基盤を形成する

岡山県 割烹子元 家族３世代で利用できる割烹料理店を目指した販路開拓

岡山県 Ｓｏｌｅｉｌ　Ｌｅｖａｎｔ＆Ｃｏ． 新規商品の開発と商品カタログを用いた新たな販路の開拓。

岡山県 八十八家本店有限会社 瀬戸内アナゴ豚まん並びに持ち帰り餃子の開発・販路開拓

岡山県 有限会社プログレス 買い物弱者・シニア向けシェアハウスの販売促進
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岡山県 たてべのはちみつ 貴重な自家製国産蜂蜜の提案型販路拡大とネット販売の構築

岡山県 ＢＥＬＩＳ　ＦＡＣＴＯＲＹ 児島発、乗馬キュロット（乗馬用パンツ）の販売促進事業

岡山県 せやま治療院 骨盤矯正の技術による症状の改善と身体機能の向上サービスの提供

岡山県
株式会社ＬＩＶＥ　ＡＲＴ　（ライブアー
ト）

キャラクター商品の卸販路拡大よる地元活性化に貢献できる事業。

岡山県 柴田織物有限会社 ジーンズを楽しむインターネット・オリジナル刺繍システム

岡山県 理容　タカイワ 抗がん剤治療の方向け自然、手軽、簡単な医療用ウィッグの提供

岡山県 高旗ネットコンサルティング事務所 パソコンラボラトリーと取次店システムによるパソコン修理の提供

岡山県 株式会社エス・ケイ商事 古い商店街にあってもヤル気のある店とお客様に印象づける事業

岡山県 株式会社ｎｔｓ 個人旅行のための旅行手配・情報提供サービス　スマホ支店の開設

岡山県 フラット 美と健康を実現する「筋膜リリースセラピー」の認知度向上

岡山県 林電化工業株式会社 プラント設備向けの高強度・高精度シャフトスリーブのネット販売

岡山県 ファッションサロンヤマタカ 地域密着型コンシェルジュによるＴＰＯにあった上質ファッション提供

岡山県 有限会社もとや 「倉敷おからクッキー」ブランドの全国への販路拡大事業

岡山県 株式会社浦上染料店 児島の縫製と高精度染色を融合した短納期・小ロットサンプル提供

岡山県 Ｈｅｌｌｏ　Ｔｅａｃｈｅｒ英語教室 コーチングによる結果にコミットする英語教室のブランディング

岡山県 瀬戸内クルージング 「島のサイクルズ」による販路拡大

岡山県 株式会社赤田運輸産業 物流システムを活用した福祉事業の展開

岡山県 高橋　順明 備前焼の日用品ブランド起ち上げによる生産、販売拡大事業

岡山県 日本ロジステック有限会社 フリルアイスの本格生産とパッケージデザインの開発

岡山県 フローリスト・萬 箱ラッピングサービスのバリエーション拡充による販売拡大

岡山県 株式会社カサセイ 高齢者向け介護リフォーム事業の強化による販売拡大

岡山県 栄龍石材有限会社 動画ツールを使用した作業行程の見える化による新規顧客の獲得

岡山県 株式会社ハンズ 継続的障害者雇用を行うための自社ＰＲと新規顧客の獲得

岡山県 株式会社Ｗｅｅｄ オンラインショップの構築・新商品開発による販路拡大

岡山県 株式会社石の大和 既存墓石のリフォームに特化した商品広告で営業強化。
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岡山県 岡田産業有限会社 畳トレンド対応で販路拡大・・・縁なし畳＆カビダニ対策＆畳縁グッズ

岡山県 シャインボディ 「高齢者に配慮したトイレと扉の改装によるアメニティの快適化」

岡山県 大津寄電気管理事務所 太陽光発電設備の発電量測定、故障診断による新規顧客開拓

岡山県 株式会社清水表具店 和をテーマにした新商品開発と新たなチラシ作成による販路拡大

岡山県 ヒューマンフライ 工芸品を中心に名入れ加工をする、デザイン販路拡大の事業

岡山県 野宮食品株式会社 国産原料にこだわった高級豆腐製品の販売拡大とブランド化

岡山県 ヒロイグラススタジオ お米が熔けたガラスＧＲＩＣＥ（グライス）の国内外販路開拓事業

岡山県 株式会社白獅子 『１秒間１０，０００円の３ＤＣＧ』の動画を提供するポータルサイトの開発・運営

岡山県 株式会社杉本地星堂 カフェスペースでの食べ比べを通じて家電の販売促進

岡山県 平川忠陶房 備前焼中世古窯復元「土窯」プロジェクト　土窯作品の海外展開

岡山県 株式会社イケル 業界誌への広告とセミナーによる医療機関ホームページの受注拡大

岡山県 有限会社平川本店 ファミリー層に向けた今までにない「もなか」の開発と販促活動

岡山県 株式会社アスク 新素材の高断熱パネル工法でリフォーム市場に安全・安心空間の提供

広島県 有限会社ギミックアサヒ モルタル造形の潜在顧客の掘り起しからファン化による売上アップ

岡山県 有限会社ベニヤ 時短エステ告知で新規客獲得、カウンセリング力でリピーターに！

岡山県 株式会社赤木製畳 デザインじゅーたん畳の若年者新販路開拓

岡山県 株式会社カザハヤスポーツ 出張メンテナンスサービスでダイレクト営業強化による新規客確保

岡山県 御菓子司　備　庵 新たな地元ブランド・創作菓子づくりによる販売、販路拡大事業

岡山県 有限会社コージ 新規事業「女性専用シェービングサロン」の広報活動基盤づくり

岡山県 株式会社さのオートセンター レンタカー事業をキーとした情報発信力強化による新規・リピーターの確保

岡山県 株式会社総合心理研究所 中小企業支援に特化した「メンタル経営」を打ち出し売上向上

岡山県 ガレージディープ 車用ＬＥＤライト・植毛塗装でカーライフにおしゃれを提供

岡山県 株式会社ＩＫＥＭＯＴＯ 特殊機材の販売・リース販売による新規顧客開拓事業

岡山県 有限会社タニイコーポレーション 「広告看板はネットメディアへの入口」を新コンセプトとして発信

岡山県 インテリアイケガミ 高齢化社会ニーズに対応したサービスＰＲで顧客獲得
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岡山県 平田建設 老後を控えた５０代の新規顧客に向けたリフォーム事業の販売促進

岡山県 旬彩坊や 当店でしか実現できない「旬彩造り」のＰＲによる常連客の増強

岡山県 吉本造園 ツリークライミング技術の習得による「魅せる剪定」で売上拡大

岡山県 黒川商店 中山間地域の高齢化社会に対応した移動販売をポイントカードで活性化

岡山県 株式会社Ｂｏｓｓコーポレーション 顧客からの直請けによるリフォーム塗装への進出と販路開拓

岡山県 有限会社中山精肉店 ネット販売強化と「千屋牛」ブランドの発信による新規顧客開拓

広島県 株式会社勝矢和裁 勝矢和裁オリジナル死装束『ＳＩＴＡＫＵ』の開発・販路開拓

広島県 株式会社アボアエンジニアリング 動作確認サポート付遠隔防犯カメラ「ＣＩＴＹＲＥＣ」の拡販・販路開拓

広島県 有限会社プラスプロモーション 癒しと実用のインテリア「グリーンファニチャー」の販路開拓

広島県 株式会社フォア・デリカ 冷凍パン生地のパン製造小売店、ホテル、飲食店等への販路開拓

広島県 ｃａｃｈｅ－ｃａｃｈｅ　ｃｏｕｃｏｕ
自宅を改装したアンティークな「おうちスタジオ（フォトスタジオ）」の周知と独自
撮影

広島県 あすみあ司法書士事務所 インターネットが使えない方へ、地域郵便局を活用した広報活動

広島県 有限会社刺しゅうの店　ますだ 「横ぶりミシン刺繍」の認知度向上及び周知促進による新規顧客開拓事業

広島県 株式会社ほりかわ 顧客拡大と売上増加のための手芸用品体験エリア導入事業

広島県 アロマール 五感を活用した快適な空間づくりサービスの新設による販路拡大

広島県 ｎｏｂ象（のぶぞう） こだわりの見える化とプロモーション強化による売上拡大

広島県 株式会社　光ハウジング 中四国地域初・小規模企業による有料老人ホーム紹介事業

広島県 株式会社松田製袋 折鶴再生封筒の開発・販売とネット販売システム構築

広島県 株式会社ＡＧＲＩ 「ＡＧＲＩおかず便」の開始に伴う販路開拓事業

広島県 どろんこ株式会社 ３０代の潜在顧客層を集客させる仕組みの構築

広島県 有限会社ファーブル クールジャパンを国内外に発信、専用ＷＥＢサイト制作による販路開拓事業

広島県
株式会社ライフアンドマネークリ
ニック

検定の教育効果で親・子・孫三世代の気づきを促し潜在顧客を発掘

広島県 有限会社ともいき創生塾 『ダン・コミ』事業　自己表現、自信の回復で、対人能力を高める。

広島県 ａｔｅｌｉｅｒ０１ 女性の為の女性目線を大切にした建築士事務所認知拡大事業の実施

広島県 Ｓａｙａ　＆　Ｃｏ．
ＷＥＢ、サンプルを使った通販事業の強化による自社オリジナル化粧品の販路
拡大、
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

広島県 株式会社Ｒｏｏｐｅ’ｓ 株式会社Ｒｏｏｐｅ’ｓの認知度上昇による販路開拓と業務の高度化

広島県 有限会社フランコジャパン 店舗と商品のブラッシュアップ事業

広島県 ＶＥＮＤＡＮＧＥ 家族連れも安心して食事を楽しめるお店づくりと認知強化

広島県 有限会社たくみ工房 店頭受付・新規来社を促す魅力ある事務所作りと販促品の作成

広島県 株式会社近代社 カーマーキング・カーラッピングのエンドユーザーへの認知度向上・販路拡大

広島県 岸本食堂 海外からの旅行者に、広島の食材と地酒で最高のおもてなしを！

広島県
株式会社ＣＡＲＥ　ＰＲＯＧＲＥＳＳ
ＪＡＰＡＮ

介助・介護教育の販路拡大と販売促進のための広報展開強化事業

広島県 有限会社明文社
オリジナルポケットアルバム・写真台紙の小ロット別注品受注拡大に向けた取
り組み

広島県 有限会社ママチェーンうえむら 新規顧客獲得並びに取り零し客抑制のための店頭売場の改善

広島県 暦 伝わっていない強み「キレイになれる！」を創り伝える販路開拓

広島県 株式会社Ｆ＆Ａ 英会話教室の環境整備とホームページ作成による売上増加

広島県
達磨オルゴールミュージック株式会
社

オルゴールの音色にのせた朗読による民話劇（オルゴールシアター）の創作

広島県 株式会社伸和自工 マグネット広告を活用したレンタカーショップの顧客開拓

広島県 有限会社エス・アイ・シー 当社新商品の魅力向上に係る市場動向の調査と販促品の作成

広島県 有限会社散髪屋 女性客獲得のための「美顔コース」お試しキャンペーンの実施について

広島県 子どもの部屋　Ｃｈｉｃａ　Ｃｈｉｃｏ 通販事業強化による全国展開の開始について

広島県 株式会社　ＳＷＩＴＣＨ 木材×スチールを使ったオリジナルデザイン家具の販路開拓事業

広島県 有限会社カクマル堂 広島の老舗和菓子店が行うＨＰ開設に伴うネット通販事業

広島県 広島ビルド株式会社 年収３００万円台でも買える高付加価値戸建て住宅の新市場開拓

広島県 春日旅館 施設改装と英語対応の自社ＨＰ作成により新規顧客増大を目指す

広島県 Ｃａｆｅ　ｍａｌｔｉｄ 結婚式二次会など小パーティが楽しめるお店づくりと認知強化

広島県 株式会社ＷＯＲＬＤ　ＭＥＤＩＣＡＬ
ＳＮＳ機能を備えた、スマートフォン仕様のホームページ開設による会員獲得
事業

広島県 株式会社ＳＰパートナーズ 自社ＷＥＢサイト新設とリーフレット製作による新規顧客獲得事業

広島県 Ｃｈｏｕｐｅｔｔｅ 新メニュー導入に伴う新規顧客獲得のための広告宣伝と店舗改装

広島県 株式会社ナカオカ 広告宣伝力強化による販路開拓・新規顧客獲得
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

広島県 ル・ブラン，寺口 ランチで新規顧客開拓・ホームページ新設・看板作変え・店内改装

広島県 ｌｕｘ（リュクス） 「スポーツアロマ」の認知度を高め顧客獲得＆トレーナー資格講座の開講

広島県
社会保険労務士・行政書士岡本経
営法務事務所

マイナンバー関連業務に対応した広報とセキュリティ体制の構築

広島県 プラザ広島株式会社 新聞折込広告による知名度・認知度ＵＰおよび販路開拓事業

広島県 株式会社福祉スタジオ 省エネ基準を満たす高性能注文住宅の新規顧客開拓に向けたＰＲ事業

広島県 株式会社クリエクト 健康維持増進を目的としたコンディショニングの顧客開拓と当社の認知拡大

広島県 株式会社まこと屋 顧客満足度と売上向上のためのネット通販店舗改装計画

広島県 株式会社アルファエスアイ ＩＳＯコンサルティングのＩＴ化と販路拡大

広島県 株式会社ワーキンエージェント 広島の中小企業と若者を繋ぐ「民間版ハローワーク」の事業運営

広島県 堤田貴金属工業株式会社 金地金・貴金属製品の適正価格での流通円滑化事業

広島県 株式会社學思館 自習室環境整備による既存生徒定着及び新規生徒数確保

広島県 杉田与次兵衛商店有限会社 広告宣伝活動の強化による新規顧客の獲得

広島県 カメレオンワークス 地元製造業者に特化した動画撮影サービス事業の周知及び販路開拓事業

広島県 有限会社藤本乾物 イートインスペース新規設置による新規顧客獲得及び販売促進事業

広島県 株式会社功機 新築住宅「スモールホーム」の販路拡大事業

広島県 イービジョン有限会社 「中小企業の広報部」販路開拓事業

広島県 Ｄｉｖｉｎｇ　Ｐｒｏ　Ｓｈｏｐ　ＮＡＧＩ 新規顧客開拓及び事業内容のＰＲ活動の強化

広島県 株式会社Ｒａｉｎｂｏｗ　Ｓａｋｅ 『日本酒文化』インバウンドマーケティング事業

広島県
しげかわともみ社会保険労務士事
務所

ＷＥＢを活用した相談窓口の設置で、新規顧客開拓！顧客満足度ＵＰ！

広島県 株式会社クレシア スマートフォンを活用した画像共有システムの販路拡大と機能向上

広島県 有限会社ビィー・アール アイスベークド・ドーナツの販路拡大

広島県 株式会社ラックス 中古マンションの高齢者専用賃貸住宅リノベーションの販路開拓

広島県 株式会社泰山堂 「屏風製作・修理」「屏風による空間装飾」の認知度向上

広島県 株式会社鞆　肥後屋 広告・販促物による商品価値の向上並びに顧客獲得

広島県 有限会社豚珍館 店舗外観のイメージチェンジによる新規顧客の取り込み
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

広島県 株式会社青陽社 顧客ニーズに対応した新たなサービスの販路拡大

広島県 株式会社なかくし 核となるオリジナル仕出し弁当の開発と新たな販路開拓

広島県 有限会社ハローホーム 住まいのフェスタ参加による新規顧客開拓

広島県 株式会社アンドアーカイブ 北欧ビンテージ家具の新規顧客獲得と販路拡大

広島県 お好み焼　満月 ファミリーや女性客等の新規顧客獲得に向けた販路開拓

広島県 株式会社日野折箱店 オリジナル折箱の即日サンプル提案営業による販路開拓

広島県 こだまベジフル株式会社 パンフレット作成及びＨＰ開設による新規顧客獲得及び販路開拓

広島県 株式会社福山健康舎 ワイン特区を活用した農家民宿による過疎地域活性化

広島県 しまはち ハチミツの安定した生産量を確保する設備投資・販路開拓

広島県 有限会社グリーンポットふじたに 集客拡大のおもてなし改装（店内・教室・トイレ）

広島県 素肌美容研究所ＡＮＥＡ福山 「肌トラブル個別相談室」の新規開設によるサービスの拡充

広島県 株式会社ヤノ食品 アンテナショップを活用した販路拡大計画

広島県 福山きこえ補聴器 紙媒体での広報活動による店舗の認知度向上と販路開拓

広島県 幟屋 型染めデザインを活かした異素材の新商品開発・販路開拓

広島県 ロードランナー ホームページ・看板・広告チラシを活用した販路開拓

広島県 クチュリエプリューヌ ホームページ、ロゴ、看板、案内状による新店舗の顧客獲得

広島県 ｂｒａｃａ　ｈａｉｒ（ブランカ　ヘア） シャンプー台等設備導入によるサービス向上と売上倍増計画

広島県 福祉ジャパン株式会社 「ケアパネルシステム」の認知度向上と販路開拓

広島県 トータルサポートＴＳＣ 新規顧客獲得のための広告宣伝およびリピーター客増大の実現

広島県 ダイニングバー　アサンテ 新装開店に伴う宣伝広告、Ｗｅｂによる販路拡大事業

広島県 株式会社鳥徳 神明鶏の商品開発・販路開拓、及び名産品としての情報発信

広島県 アルジェント株式会社 外貨両替事業への参入で地域経済も活性化！！

広島県 株式会社庵 店舗改装に伴うパンフレットやＨＰを新しく作成する。

広島県 タフコム株式会社 廃材を使った店舗向けオリジナル高級コースターの製作と販路拡大

広島県 株式会社芦田水道工業所 顧客の弊社事業の更なる理解により契約へ誘導する展示会開催
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

広島県 亀山美容室 プライベートルームの周知と駐車場整備による新規顧客開拓事業

広島県 パティスリーパンセ 『ふちゅう満点ギフト』の新商品開発と新パッケージ作成

広島県 平の家 土産・贈答用として冷凍備後府中焼きのパッケージ一新と広報

広島県 ｎｉｋｏ＊ 抗がん剤治療中の方向けオーダーメイド医療用帽子の販路拡大

広島県 有限会社中林商店 鮮度が良く美味しい「朝びき鶏」のブランディング化事業

広島県 長谷川ウッドテック株式会社 大型プリンターコピーシステムセット導入による新たな販路開拓

広島県 株式会社ベストマン 販売エリア拡大による新規顧客獲得のための情報発信と広告宣伝

広島県 ヒューマンズ・プロジェクト 幸せな結婚をアシストするための会員登録と成婚を促進する事業

広島県 有限会社なか川 日本のうまみ７種でつくる「ふぐコラーゲン万能だれ」販路開拓事業

広島県 サロン　えいこ 高齢者の身体的負担軽減（時間短縮）のための器材導入

広島県 美容室ミ・ド・リ キッズスペース新設による新規顧客の開拓

広島県 ＣｈｏｕＣｈｏｕ　シュシュ お客様から要望の多いギフト用商品の開発と販売促進

広島県 山下写真館 幅広い年齢層が安心・安全で気軽に来店できる為の店舗改装

広島県 有限会社モーコ製パン工場 銘菓「安芸　弥栄」全国展開　　新規顧客獲得のホームページ作成

広島県 有限会社　前川酒店 竹原市と余市町を繋ぐオリジナル商品開発事業

広島県 村上ベーカリー 焼き立てパン屋の再開

広島県 有限会社朝比奈屋 新鮮な「つきたて米」の宅配と「れんげ農法」「漢方栽培」のお米の販路拡大

広島県 有限会社モアイ 瀬戸内海初！！離島及び来店困難な釣好きのための移動販売釣具店

広島県 有限会社博愛堂 瀬戸内の地域資源を使った新商品のシリーズ化で売上拡大

広島県 お好み焼きＱ（キュー） 学生街の広島風お好み焼き店の看板及びネオンポールの取付工事

広島県 株式会社ＭＣＳフラッグ 作業効率をＵＰし従業員の職場環境改善のための機械導入事業

広島県 パティスリーパック 地域産物マカロンとバターサンドの開発・販路開拓と雇用促進

広島県 有限会社マリンスター 「地御前かき」加工品の高付加価値化による販路拡大

広島県 中本園芸 地産地消堆肥の造園業者への販売によるリサイクルの確立

広島県 有限会社ハングマーサン けん玉発祥の地：廿日市ならではの「けん玉スイーツ」の開発
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

広島県 ビエノア 認知度向上のための販売促進～共感による新たな価値創造～

広島県 中尾商事株式会社 農家の思いを伝える「米専門店」としてのＰＲ強化

広島県 リベル 住宅街のエステティックサロンの機能アップおよび認知度向上で顧客獲得！

広島県 山崎行政書士事務所 外国人をターゲットとした「お悩み相談所」の開設

山口県 株式会社煌青 事業所移転・拡大に伴う認知度向上と顧客・従業員の獲得の実現

山口県 株式会社桃花 地元の旬をドライにした山口の四季ギフトセットの考案と販路開拓

山口県 株式会社勝俣商会 料理のカギそれはソース！モダンレトロなラベルでイメージアップ

山口県 株式会社ＲＲ リファビッシュパソコン販路拡大への取組み

山口県 ｅｇａｏｄｅｓｉｇｎ（エガオデザイン） 雑貨店ｔｏｂｉｕｓａｇｉの広告による販売促進

山口県 かつま田株式会社 有機質肥料のパッケージデザインの変更と販路開拓と売上拡大

山口県 株式会社サンアロー キクラゲ食文化の普及促進に関する諸施策実施事業

山口県 ハローフーズ小羽山 ミニローカルスーパーによる高齢者向けご近所福祉サービスの実施

山口県 マリヤ美容院 訪問美容と安全バリアフリーで顧客獲得

山口県 株式会社山口茶業 農薬や化学肥料を使用しない釜炒り茶による新規顧客開拓

山口県 株式会社石けん工房春風 地域経営資源（生椿）を使用した化粧品による販路開拓

山口県 ソワン・ドゥ・ボーテ株式会社 アトピー・超敏感肌でお悩みの女性・お子様を笑顔満開に！

山口県 有限会社石野畳店 安心・安全な畳を求める客層に向けた国産エコ畳ＰＲによる販路開拓

山口県 るり・あーと 山口県発！　サンドブラスト作家によるオーダーメイド萩焼の創作

山口県 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｒａｓｓｕｒａｎｔｓ ネイル部門新設による新規顧客層獲得のためのＰＲ事業

山口県 山城屋酒造株式会社 自社オリジナルブランド商品の拡充とネット販売等による販路拡大

山口県 はるさあＭｏｄｅｒｎＪａｐａｎｅｓｅ ランチとイベント出店を連動させた広告塗装営業車によるＰＲ事業

山口県 有限会社山口健康生活センター 子育て世代に向けた自家製麦味噌の宣伝及び情報開示による販路開拓

山口県 株式会社ヱビス 「フグチップス」の商品開発及び販売店舗改装による売上増加計画

山口県 有限会社笹川畳店 従来の畳の良さ再確認と畳の新しい価値の再構築による、販路拡大事業

山口県 ＬＢＦ平川和明 木工旋盤導入による作業効率向上及び新商品開発による販売促進
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

山口県 けんたくん山口店 障害者福祉サービス事業所就労継続事業所を支援する販路開拓

山口県 株式会社ファット 新メニュー開発と快適空間創造による顧客獲得

山口県 有限会社ＢＡＹ　ＴＯＫＹＯ シェービングサービス強化による更なる差別化と顧客満足度の向上

山口県 ＳＵＷＯ！ＲＫＳ 専門サービス提供による新規顧客開拓とクラウド利用による生産性向上

山口県 株式会社原企画 シニア層をターゲットとした新メニュー提供による新規顧客開拓

山口県 ビーナプラス 「シニア世代が楽しく集う、たまり場美容室」

山口県 有限会社なわた 顧客ニーズの変化に対応した商品メニューの改訂と店舗施設等の改善

山口県 ギフトクリエイツ 独自商品の県外を中心とした販路（新規顧客）開拓

山口県 有限会社クレアツーワン ごまのおからとえごまを使ったドレッシングの開発

山口県 ヤマネ薬局 個々の体質に合わせた、健康茶、煎じ漢方の製造・販売促進

山口県 有限会社ちふりや工業 大胆なＨＰリニューアルで建設業者が見やすく分かりやすいホームページに

山口県 株式会社山水園 外国人や歴史文化を好む宿泊客増加のための商品開発及び販路拡大

山口県
プライベートエステティックサロン
Ｃｈｅｒｉｒ（シェリル）

アンチエイジング世代に特化したサービスの提供と新規顧客の獲得

山口県 株式会社ブライダルミミ 山口県唯一の一律料金で安心フォトウェディングによる販路開拓

山口県 有限会社溝上企画 世界の先住民族工芸品に囲まれた、くつろぎの空間を創出する改装

山口県 株式会社第一 住まいの夢空間をバーチャルで楽しむ設備導入と販促活動

山口県 有限会社レンタックス イベント実施効果検証サービス導入による顧客満足度向上事業

山口県 株式会社ル・ギャルソン ギャルソン「祝いの膳」ケータリングサービス

山口県 共栄産業株式会社 畳注文機能を備えたホームページ開設と宣伝ツールの製作。

山口県 クロスアップ 最低１個からオリジナル雑貨が作れる事業の販路開拓

山口県
ｙｏｇａ＆カラースタジオｐｒａｎａプ
ラーナ

ヨガスタジオ改装とホームページリニューアルによる顧客満足度向上事業

山口県 有限会社紅蘭 「牛骨スープ発祥店」の強みを活かしたテイクアウト商品の開発

山口県 有限会社樹林 コンビニエンスストア用切花販売什器の開発による顧客開拓

山口県 有限会社春花 消費者ニーズを踏まえた地域初の靴下と帽子専門店へのリニューアル

山口県 アリマ工業所 アルミ・ステンレス等新規分野の受注開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

山口県 焼肉とーがらし 自社製キムチ・たれと焼肉ＢＢＱセットのテイクアウト及び出荷販売

山口県 ｃａｆｅｍａｋｕｒａ ハンドメイド枕開発、販路開拓と健康寝カフェ増設、店舗改装

山口県 割烹こうもり 多くの人に求められるくつろぎ空間を構築し売上増を目指す

山口県 有限会社みかわ 新商品のＰＲ活動を通した販路拡大と企業ブランディング

山口県 フラワー＆デザイン　サリュ 新規顧客の獲得に向けた新店舗の改装並びに販売促進

山口県 株式会社大田商店 情報誌「食材倉庫」発刊による販路拡大と産直品の安定供給

山口県 山隆エンジニアリング株式会社 バイオマス燃焼炉による施設用燃焼システムの販路開拓・拡大。

山口県 有限会社北川商事 近隣美容院への営業強化による新規顧客開拓

山口県 佐々木書店 子供と一緒に楽しめる絵本カフェの新設による新規顧客の開拓

山口県 美容室びーだま 店舗前面道路開通に伴う、店舗リニューアルによる新規客の獲得

山口県 ハート福祉タクシー維新 民間救急車を使った患者等搬送事業の普及と新規客の開拓

山口県 ＮＯＬＹノリィ 男性客をターゲットにしたオリジナルアクセサリーの販売促進

山口県 マルイトわたや 「和装かるた着」のＰＲ強化による販売促進事業

山口県 さわやどり。 地元の規格外果を活用したデザートの開発と販売促進

山口県 ｕｎ 山口県にないエステベッドでの頭皮ケア、ヘッドスパの販路開拓

山口県 株式会社守田家具 既存店舗を利用したキッズ・ベビー関連新専門店の新設

山口県 光工業株式会社 新事業「三吉（さんきち）サービス」の販路開拓と設備増強

山口県 トイランドさわい カード大会開催会場及び休憩場所の設営と楽しさの演出

山口県 衣料センターかわの 高齢者がいつでも安心しておしゃれを楽しめる空間づくり

山口県 株式会社もみの木 高付加価値歯科治療機器の販売方法確立と販路拡大への取組み

山口県 有限会社小川カメラ デジタルで眠る思い出をかたちにするためのサービスと文化の構築

山口県 ＥＣＲＵＨＯＭＥ リネンの認知度向上による販路拡大と販売システムの確立

山口県 有限会社スミヤ 珈琲の花ハチミツで会社のブランド力をアップ

16 / 16 ページ



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

徳島県 有限会社四国レジャー企画 団体観光客に入店していただく為の店舗改装で客単価向上の実現

徳島県 株式会社ハウスマイル 転勤・法人・新卒者並びに大学生専用サイトの本格稼働

徳島県 木下農園 抗酸化力の高い苺を使ったバームクーヘンの開発とその販路拡大

徳島県 株式会社茜庵 スマートフォン顧客の需要に即したオンラインショップの改良展開

徳島県 株式会社花菱商店 削り節の小売強化を目的とした既存商品の刷新とブランディング

徳島県 パウゼ フランス菓子店の作る菓子・パンを移動販売し新規顧客を獲得する

徳島県 シーズデザインワークス 高性能カッティングプロッタによる受注案件の拡大

徳島県 有限会社斎藤酒造場
好立地を活かし新規顧客獲得のための日本酒教室＆酒蔵見学会の開催と、
教室実施のため

徳島県 株式会社池添蒲鉾店
若者向けの食べ歩きしやすい練り物新商品開発と日曜市への簡易な出店キッ
トの開発

徳島県 株式会社クオリス
自社のコンサル専門知識を活かした、自社オリジナル商品（鳴門鯛ぽんず・味
噌）の販路

徳島県 有限会社わかば第一水道 折込みチラシの有効性向上及び配布対象地域の拡大事業

徳島県 芝商事株式会社 ＥＭ関連商品の小売販売強化

徳島県 リサイクルショップ　エイ・ヤー リサイクルショップの営業を通じての育児支援・生活支援

徳島県 有限会社メゾン吉田 ＨＰとフライヤーを用いた販促活動とラッピングのレベルアップ

徳島県 Ｄ－ＰＬＡＮ株式会社 太陽光パネルの検査専用マルチコプターの開発と安全基準推進

徳島県
有限会社レディスファッションヤス
ダ

試着して後買いできるショールーミング販売を徳島藍染衣料で実施

徳島県 有限会社サカクリーニング ＰＯＳレジで顧客分析をしてＤＭによる売上アップ

徳島県 ＢＡＲ　ｋｕｋｋｕ 阿波野菜ピクルスの通信販売サイト構築

徳島県 うどん乃八笑 新規顧客獲得のための新メニュー開発・ＰＲ事業

徳島県
カフェレスト＆バーＴｕｒｎｅｒ－Ｃａｆｅ
（ターナーカフェ）

【母子向けスイーツ開発・防音工事】

徳島県 美容室シャイン 新技術と新サービス導入、店舗改装で新規客獲得事業

徳島県 細川乳販株式会社 集客力がある宣伝チラシの作成と新しい新規開拓の試み

徳島県 ヘアークリニック　ＳＡＫＡＩ ・育毛サービスのためのプライベート空間と専用出入口の設置

徳島県 株式会社ＨＰフーズ（うなぎ処岡） 「持ち帰り販売」土用丑の日は春夏秋冬！店舗ホームページ制作

徳島県
有限会社アイ・アンド・ケイカンパ
ニー（メガネの三城　鳴門店）

顧客ニーヅに合致したオートレフラクトメーターの導入

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

徳島県 株式会社リンクス
ＨＰリニューアル及びＳＥＯ対策による新規顧客獲得　並びに　自社パンフレッ
ト作成に

徳島県 株式会社長栄堂菓舗 店頭での生鮮商品販売増加のための設備投資並びに新商品包装紙等開発

徳島県 有限会社春木
飲食部門のカフェとレストランの集客増大のためのリニューアル事業（新規テイ
クアウト

徳島県 峠のわが家 新メニュー開発とトイレ改装による高齢者に優しい店舗づくり事業

徳島県 株式会社藤岡輪業商会 オートバイパーツのインターネット取引をするためのホームページ作成

徳島県 合同会社ホープフル 大手医療福祉法人が乱立する地域で行う、一般法人の顧客獲得作戦

徳島県 株式会社小松島大丸百貨店 ネットでのリサイクル商品販売による新規顧客獲得

徳島県 有限会社まるふく 顔の見える産地ギフトの提案と障害者等に優しい店舗の確立

徳島県 中央環境クリーン株式会社 顧客との関係強化の販促グッズで新規顧客の確保

徳島県 エンゼルオート 業務用ケミカル用品の小分け販売による販路拡大事業

徳島県 Ｌａ　Ｐａｃｉｆｉｃａ英会話教室 英会話教室地元Ｎｏ．１継続のためのＰＲ大作戦

徳島県 鴨島飯店 新メニューの提供に伴う看板の設置で売上ＵＰ

徳島県 株式会社ディープラン クラウド事業用サーバー導入における収益増強事業

徳島県 カーサプライズ 車両整備内容の拡充による整備部門売上増と新規顧客獲得！

徳島県 株式会社ＴＦＨ 若年層の新規顧客獲得と生涯顧客化に向けた情報戦略事業

徳島県 Ｒａｎｔａｎａ（ランタナ） 看板設置とセット面増設による新規顧客獲得事業

徳島県 コスモプロジェクト株式会社 ホームページ作成と安全性に配慮した工具購入による新規顧客獲得

徳島県 有限会社カネカゴム商会 オイル交換サービスの拡充による新規顧客獲得と客単価改善事業

徳島県 有限会社大進防水工業所 雨漏り赤外線診断による顧客拡大事業

徳島県 フードセンターもり 地域住民への食料品の訪問配達（販売）

徳島県 有限会社ウト・ウーク 気軽にアレンジ！絞り袋バーグで販路・笑顔を拡げるプロジェクト

徳島県 龍田自動車 「快適な車内空間の提供」による女性・若者客等の新規獲得

徳島県 株式会社情熱カンパニー 海水農法による「海の恵みシリーズ」野菜の販路開拓事業

香川県 株式会社ＭａＭａ’ｓリフォーム 「整理収納プラスリフォームプラン」の認知度向上と販路開拓

香川県 合同会社藻塩工房 「外国にも通用する究極のお土産」日本で１つしかない藻塩の販路開拓事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

香川県 株式会社ＡＤＳムラカミ 新水圧技術（ＡＤＳ）を活用した新規事業の研究・開発・製造と販路拡大

香川県 株式会社グローアップ・ファースト ホームページ開設で気軽にセルフビルドできる為の通販型請負事業の創設

香川県 株式会社さぬき学びネット 「１０年通える」ニコニコ塾、魅力発信　（＾○＾）

香川県 有限会社ふらっとフードサービス カウンター・座席を拡張し、機会損失を減らして売上増につなげる

香川県 株式会社ホテル福屋 若年層および海外顧客に支持される、地域で５つ星のホテルに

香川県 株式会社ヘアサロンＣＡＮＡＰＡ １０年後も綺麗を約束するエイジングケアを採り入れた美容室出店

香川県 讃岐かがり手まり保存会 「讃岐かがり手まり」販路拡大のための外国人顧客獲得ツールの作成

香川県 株式会社地酒処天羽 大型冷蔵庫増設による品揃え充実と業務効率改善

香川県 株式会社サワダ ジュエリー　デザイン　アカデミー

香川県 シュシュライフ 片づけのプロによる「命を守る器」快適環境推進事業

香川県 株式会社プロエンザイム 和牛もつ鍋と薬膳火鍋の通信販売による販路開拓事業

香川県 縁結びばーテンダリー 縁結びばーテンダリー顧客満足向上の為の厨房改装とホームページ作成

香川県 有限会社森上工務店 アナログ広告とインターネットをミックスした地域密着の販路開拓

香川県 株式会社増田鐵工所 レーザー溶接技術の積極的ＰＲにより、売上高１０％アップを実現

香川県 株式会社５センス わかりやすい、選びやすい販売方法の確立で売上を２５％アップ

香川県 有限会社山下時計店 オリジナル手提げ袋の作製で新規顧客１５０人と売上高１０％増加

香川県 津山建材株式会社 中古住宅リフォーム・仲介ワンストップサービス事業

香川県 株式会社ライフコーポレーション
売上減少の歯止めのためのホームページ新設と販路及び新顧客層拡大の広
報事業

香川県 有限会社佐々木鉄工所 最新溶接設備による失注削減・新規取引先開拓プロジェクト

香川県 有限会社白峯 知ってください！こんな店があるんです～ＨＰ開設とにこちゃん作戦

香川県 株式会社フケプロダクト 空家の管理に取り組む事による販路開拓

香川県 有限会社キミラ 地域の眼鏡屋さんとしてさらなる確立のための看板の設置

香川県 山田鋳造鉄工株式会社 ３Ｄプリンタと石膏鋳造による新商品開発と新規顧客開拓

香川県 有限会社ヨコウチ ブライダル市場へのシェービングケア発信で、集客・販路拡大！

香川県 炭火之館楽宴 地産地消！グランビーフ牛フェアと新メニューで販路拡大！
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

香川県 有限会社デリカとんとん 水素水を使用した弁当の商品開発と販路拡大・雇用増加

香川県 カーケアツチダ 愛車ピカピカ『カガヤキ手帳』で集客ＵＰとファンづくり

香川県 有限会社藤原米穀 出産祝い返し用・進物用ギフト米の商品化及び、販路開拓

香川県 おひさまシフォン シフォンケーキをメインとした実習形式レッスン導入と広報拡大

香川県 株式会社ダイブン 店主の声を伝える動画と専門家のレシピを活用した販路開拓

香川県 福田整体院 整体体験イベントで認知度＆イメージアップを図って新規客獲得！

香川県 株式会社メロンハウス サウンドブース・ゴリラのユニバーサルサービスによる販路拡大

香川県 デザインオフィス　え・ずめん 「たどつ酒かすロール」のブランド化

香川県 株式会社ゼッケイホールディングス 整骨院・整体院事業の集客・販路開拓

愛媛県 株式会社オノダ 一般顧客向けに特化した横断幕販売Ｗｅｂサイトの構築

愛媛県 株式会社ＴＡＭＵ 待ちのものづくりから、売り込める３Ｒ循環型ものづくりへ

愛媛県 ＢＡＧＥＬラクダピクニック 松山城近くへの新規出店に伴う愛媛を感じるベーグルの開発

愛媛県 株式会社サンクエル 地域の要支援者を対象とした、機能回復専門のリハビリ機器の増設

愛媛県 ユアウイング 愛媛からの海外展開・観光客対応のビジネス英会話による販路拡大

愛媛県 株式会社エターナル 美と健康の発信地としての認知度ＵＰのための看板及び１階装飾

愛媛県 株式会社ル・コンセイユ シニア層へのワインと料理が味わえる大人空間提供による販路拡大

愛媛県 株式会社フロートランチマーケット 昭和のチーズケーキで繋がる実を結ぶ事業

愛媛県 キャリアプロデュース研究所 認知度向上のためのホームページ構築等事業

愛媛県 姫だるまと和雑貨の店　港や 縁起ものの新商品「えひめの起き上がり・金天だるま」開発・販路開拓

愛媛県 焼鳥かわばた 「たこめし御前」の開発による新たな販路開拓と収益力の向上

愛媛県 ママ・チョイス株式会社 ［骨盤ベルト＋シルク腹巻＋パッケージ］で健康＆幸せマタニティ♪

愛媛県 株式会社マルキーズ 企業向け「出張アロマテラピーサロン」の具現化に向けた取り組み

愛媛県 ペットグッズショップ　バディ 元気で可愛く！幸せ「わんこ」をつくる店

愛媛県 向井工作所　Ｂｌａｃｋｓｍｉｔｈ　ｅｒ 神秘的なダマスカス模様を用いた最上級の装飾品製作、販路開拓

愛媛県 Ｍ．Ｓ．Ｓ株式会社 ラスクワッフルの販路拡大に伴う新パッケージの製作
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛媛県 有限会社マツオカ 店舗入口の段差解消とトイレの洋式化で、家族三世代が満足できる店作り

愛媛県 有限会社遠藤青汁 新規顧客開拓につなげるための自社ホームページの戦略的活用事業

愛媛県 永江商事株式会社 創業１００周年を契機とした店舗ブランド再構築による販路拡大

愛媛県 ＳｗｅｅｔｓＧａｒｄｅｎ　Ａｇｅ ウエディング業界進出のよる売上拡大

愛媛県 株式会社さくらコットン 「今治タオルを活用～地元の女性で売れる商品開発を目指す」

愛媛県 アクト・プラス 海事都市今治での保存資料の電子データ化サービスによる販路拡大

愛媛県 株式会社ウエイアウト ふんわりした草木染ストールのＮＥＷパッケージ等による販路拡大

愛媛県 眞田井良子建築・まち育て研究所 若者向け中古住宅リフォームによるモデルハウスの制作と広報

愛媛県 有限会社ガイナ 通塾困難地区の生徒への新しい塾教育サービスの提供

愛媛県 有限会社菊池本店 高齢者施設および高齢者層の販路拡大とチラシ作成

愛媛県 有限会社土岐家具店 家具キットの販売及び、家具作り教室開催による販路開拓

愛媛県 有限会社神野農機 敏腕ブレンダ―の個性爆発！！「はまっこ米」のブランド化計画

愛媛県 株式会社アオノメガネ 車椅子利用者用駐車スペースの設置と入口のバリアフリー化事業

愛媛県 三浦綿業株式会社 『睡眠弱者』の購買心理を刺激して、来店率アップを図る販促活動

愛媛県 有限会社和田建設
「寒い」「段差」「トイレが遠い」を解消！「幸齢住宅化リフォーム」の推進・販路
拡大

愛媛県 ＤＯＮＮＡ 持ち歩くとテンションがあがる可愛いショッピングバックで集客

愛媛県 車工房安藤 働くお一人女子のドライブを全力で応援しちゃうカーショップ

愛媛県 ヘアサロン　ミント ストレスを受けた頭皮や心を癒す新メニュー「ＮＡＧＯＭＩ（なごみ）」の提供

愛媛県 居酒屋一 店舗改装と新サービス導入による新規顧客の獲得

愛媛県 株式会社住宅アシストＦＡＳＥ 癒しの空間演出と高齢者にも優しい来店型の店舗改装事業

愛媛県 有限会社嶝野家具店 国産の天然一枚板を使用したオリジナル家具の開発と販路開拓の取組み

愛媛県 ナガイ株式会社 好立地を活かした販売車輛展示台・看板設置による販売強化作戦

高知県 Ｃａｒ　Ｗａｓｈ　ＫＴＥＸ 「３ステップ販売方式」による新サービスの利用喚起促進事業

高知県 有限会社アフロディア 自家農園栽培オーガニックコスメの体験イベント実施型販路開拓

高知県 ｃａｆｅ　ｄｕ　ｇｌａｃｅ お客様の声から生まれた「オリジナルブランド」のシリーズ展開事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

高知県 株式会社コッコ・サン 小学校の取り組みを親へ繋ぎ、本好きになる定期購読を広める事業

高知県 久万田社会保険労務士事務所 サービス同質化を脱却する「労務改善サポート事業」等の実施

高知県 ドーナツ　パティオ 新規顧客開拓のためのドーナツの製造、保存の機器購入

高知県 株式会社優樹 新地域への進出を図るため宅配車両購入及び販売促進活動の実施。

高知県 株式会社オフィスパートナー 細かい要望に応える独自システムによる中小企業のＩＴ化の推進

高知県 土佐　レジン 農業用燃料流出防止付タンクへの買い替え促進事業

高知県 有限会社特選呉服いしはら 浴衣イベントの実施による若者層の顧客獲得

高知県 きらめき 高齢者が新たな生きがいを見出せる「おでかけ」サービスの提供

高知県 日光カメラ スマートフォンの画像データを形に残す新サービスの実施

高知県 Ｂｅｎｉｆａｒｅ（ベニファーレ） 無償提供青果・果実を用いたドライ商品・コールド商品の開発

高知県 株式会社山忠 「水まわり快適安心生活ノウハウ」の周知による水道修理受注拡大

高知県 有限会社コンピューターホリック 保守サービスの開発および建設業レンタル用機器の整備

高知県 株式会社上町池澤 自社商品の価格設定・賞味期限改善による、専門店・量販店開拓

高知県 有限会社宗石写真館 空撮や高齢者の遺影撮影等とその広報のためのウェブ製作

高知県 ＶＩＯ　ｎａｔｕｒａｌｓｗｅｅｔｓ 委託販売開始に向けた商品・パッケージ開発と飲食スペースの改善

高知県 株式会社ピーステック 訴求力の高いＨＰ作成および防災展示会出展での販路開拓

高知県 三日月キッチン 高齢者向け仕出し弁当の開発と注文方法の整備

高知県 だるま味噌株式会社 スイーツ部門のブランディングと営業活動のための販促物の整備

高知県 四万十うなぎ販売株式会社 四万十産うなぎの海外販路開拓に果敢に挑戦！

高知県 有限会社現代産業 観光客を誘致するための土佐の食材を活かした定食の開発

高知県 株式会社エコプロジェクト ブランド力を活かしたネット集客と実店舗への誘導による販路開拓

高知県 ブックアイランド高知北本町店 新規トレカ顧客の獲得と保護者の「ついで売り」による買取促進

高知県 株式会社ＰＬＡＳＳＧ 潜在顧客へのアプローチによる福祉用具の利用促進と販路開拓

高知県 有限会社栄伸 女性や家族がくつろげる大衆居酒屋への転換に向けたトイレ改装

高知県 有限会社デリンベイク 揚げ物と惣菜のプロによる「商品開発・調理加工サポート」事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

高知県 イングホーム ホームページとチラシリニューアルによる顧客集客事業

高知県 孝心堂眼鏡院 「目の使い方の癖」診断ツールの無償提供による新規顧客獲得

高知県 魚の棚　香 新規顧客確保のためにトイレ整備および特別コースの開始

高知県 有限会社サンワールド川村 提案ツールの整備および特約店の販売力強化

高知県 ともよし屋 皿鉢料理の単品売りに挑戦！店頭売りを開始するための改修事業

高知県 Ａ＆Ｔ株式会社 シニア世代向け生前整理専門サービスのＨＰ作成

高知県 有限会社ヤマサキ 顧客用ミシンスペースの店内設置による利便性向上と新規顧客開拓

高知県 日向食堂ゆるり 素材の良さを打ち出した中高年男性向け「お値打ち酒場」の展開

高知県 株式会社ラサス 新商品“ウドエキスを配合したエイジングケア美容液”の開発

高知県 株式会社ＡＮＳＡＳ 「ベーシックコース」の新設による新たな通塾ニーズの掘り起し。

高知県 有限会社鏡水旅館 癒しを求める“歩き遍路”の方をターゲットとしたサービスを展開

高知県 株式会社中村印刷所 オンデマンド印刷を活用した効果的な販促ツール作成支援事業

高知県 四万十共生事業株式会社 「四万十川の幸を提供する生産体制の確立」

高知県 総合デザイン企画ｋｏｋｏｐｅｌｌｉ
デザイナーがプロデュースする結婚式などのイベントを演出する空間デザイン
事業

高知県 居酒屋　喜八 「高齢者が安心して食することができる店舗づくり」

高知県 株式会社幡多中央魚市場 競売手数料に頼らない収入源の確保

高知県 フラワーショップ双葉園 営業時間に捉われない顧客目線サービスの提供

高知県 串かつ　瓦 「域内初のテイクアウトサービスによる串揚げの提供」

高知県 ペンション四万十川 おもてなしと文化体験による外国人観光客取り込み事業

高知県 舟母浪漫 帆船での川遊び体験を通した親子連れ観光客の獲得

高知県 有限会社洋菓子倶楽部 販路拡大に向けたコミュニケーションツールの開発

高知県 ストローファーム 全国産婦人科への販路拡大及び新規顧客の獲得

高知県 有限会社小川製材所 機械導入に伴う新商品開発により、新規顧客を獲得する。

高知県 有限会社安芸グループふぁーむ スジアオノリアイスの商品開発と販売戦略の構築。

高知県 おのストーブ 小規模薪ストーブ会社の「日本の森資源を活かす」販路開拓作戦！
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

高知県 明神刃物製作所 ステンレス鍛造包丁の試作・開発

高知県 遊ゆう　安和 新規顧客獲得のための「こだわりの味噌ラーメン店」ＰＲ作戦

高知県 須崎魚河岸　魚貴 飛躍のためのイメージ改装と仕出し部門の強化活動事業

高知県 有限会社モリタ薬局 電子薬歴導入によるお客様サービス向上と門前薬局からの脱却

高知県 オールドウッド 住宅及び船舶解体工事補助金制度推進事業

高知県 有限会社菱田ベーカリー ロングセラー商品「羊羹ぱん」の新規販路開拓

高知県 株式会社Ｐａｓ　ｄｅ　Ｄｅｕｘ 感動を心に残す映像演出事業

高知県 小島建築 個人のお客さまの第一アプローチ獲得のための情報発信

高知県
株式会社ウェルカムジョン万カンパ
ニー

伝統産業「宗田節」商品の販路開拓

高知県 竜串ダイビングセンター 冬もあったかドライスーツで透明感あふれる竜串へダイビング誘致

高知県 いぶりカリィ 古民家の雰囲気を活かした癒しの創出とスマホ対応ＨＰへの改修

高知県 入船鮮魚 地元高齢者等と観光客を両立した利用しやすい店舗づくり

高知県 有限会社コジマ洋品店 高齢者が分かりやすく安心してショッピングできる店づくり

高知県 ペンションサライ ポイントカード等でリピート客への訴求と外国人客対応に向けて
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

福岡県 アリコスデリ 黒豆（筑前クロダマル）のオリジナルレトルト食品開発・販路開拓

福岡県 ハートフルスプーン 全国初！！アレルギー対応専門カフェの設置及米粉パンの全国普及

福岡県 株式会社バルズ お一人様女性客増員、店内焼き立てパン販路拡大

福岡県 サンキュウ株式会社 業務用エコ洗剤の家庭用パッケージでの商品化事業

福岡県 株式会社ｔｈｅｅ　ｍｏｍｅｎｔ 地域謎解きアプリの開発、およびＰＲ事業

福岡県 株式会社富士情報デザイン 「はたらくママを支援する保育園」の開園支援事業の拡大

福岡県 株式会社ＥＡＲＴＨ． 大名の隠れ家ワインダイニング「ワインセラー増設事業」

福岡県 ＭＩＲＡＮＮＥ・ＪＡＰＡＮ合同会社 ＊御当地の逸品茶を日本と平和の象徴「折り鶴」型のティーパックで！＊

福岡県 株式会社ＩＭＫ 新メニュー開発及びギフト配送による販路拡大・売上アップ事業

福岡県 有限会社柴田木工 伝統文化復活のための地域資源を使った木製品の開発・販路開拓

福岡県 株式会社ｗａｌｋ　ｏｎ ママの笑顔は赤ちゃんの笑顔！『産後骨盤調整』新規開拓事業

福岡県 有限会社やなぎ酒店 現代版御用聞きの実施による、買い物弱者救済と新規顧客の拡大

福岡県
ＷＯＲＬＤ　ＵＫ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥ
ＮＴ

芸能を志す若者が利用しやすくなる画期的な施設の周知

福岡県 株式会社アスク 実験設備にお困りの大学研究室お救け支援サービスの販路開拓事業

福岡県 ホットドッグ武蔵 新メニュー「小次郎焼き」のブランド構築による販路拡大事業

福岡県 株式会社永観 地場不動産会社のコネクションが強い地域での新規顧客開拓事業

福岡県 サンタマリア企画 『従業員の個性を伸ばす人材育成研修』事業の販路開拓

福岡県 株式会社アイブリッジ 特許出願予定の自社開発、炭酸飲料製造機の全国販売、代理店開拓

福岡県 ＨＡＮＮＡＨ＆ＭＡＲＹ 日本の美容文化を見直そう！国産椿油と国産アロマで美肌に貢献！

福岡県 株式会社ＣＯＬＬＡＧＥ 風味の良い調味料加工品を開発！新パッケージによる販路拡大

福岡県 ＡＭＯＮ インターネットを活用したオーダースーツ販売システムで需用拡大

福岡県 Ｃｏｏｋｉｎｇ　Ｓａｌｏｎ　はなみずき また作ってと言われたい！初心者から上級者まで対応の料理教室

福岡県 こだわりの米　小野屋 小野屋ブランド米の真空化による販路開拓

福岡県 ミネルヴァ山荘 新店舗開設に伴い熟成珈琲豆をびん売り常設販売で新客層を開拓

福岡県 株式会社トレビ教育研究会 ３６０度カメラを利用した飲食業界向けホームページの作成

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

福岡県 リールデボラ 法人売上拡大にむけた事業基盤の整備と小売り販売拡大の強化

福岡県 梶垣建築事務所 「家づくり相談会」「クリニック開業セミナー」へのブース出展

福岡県 株式会社ラエン ３Ｄプリンター・ドローンによる企業向け宣伝販促支援事業の強化

福岡県 出張専門　銀丁寿司 『ＳＵＳＨＩ』外国人対象寿司握り体験の販路開拓

福岡県 Ｐ＆Ｃプランニング株式会社 女性向けの美と健康をコンセプトとした通販情報サイトの制作

福岡県 アンドユキ 料理研究家たちの動画によるプロフィール制作と販路開拓事業

福岡県 株式会社キャリア研究所 女性の自己実現のためのキャリアアップスクール事業の販売促進

福岡県 株式会社ＷＩＮコーポレーション 目指せ！！ＩＱ２００の子供たち。幼児教育講座開設

福岡県 とも屋 「餃子の売り方」売ります！！　小売店・飲食店向け餃子の販路開拓

福岡県 ｍａｎａｗｅｂ塾 もう勉強しなさいと言わせない！楽しく学び脳力ＵＰ！

福岡県 クリエイトバリュー 「新たな手法による顧客管理システム構築ビジネス」

福岡県 株式会社茶匠ヴァロン 「茶匠が厳選した茶葉」シリーズの夏・秋ギフト開発・販売

福岡県 宏充食品西福岡店 口コミ拡散モデルの確立と認知度及び使用頻度向上事業

福岡県 ＡＮＣＨＯＲＡＮＧＥ キックボクシング観戦イベントの開催による新規顧客開拓

福岡県 アラマンダ やる気を興すセミナー、メイクを活用した美活セミナーによる販路の拡大

福岡県 Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｔｅａ　Ｓｈｏｐ　ＢＩＳＡ 体調や気分で選ぶハーブティーで健やかに美しく♪販路拡大ＰＲ

福岡県 如水監査法人
北部九州唯一の上場会社監査登録事務所と九州地域で数少ないプロフェッ
ショナル人事労

福岡県 設計＋制作／建築巧房 中古賃貸物件改修事業「漆喰と木の室」の広報強化

福岡県 有限会社インテリア寝具ほんとく ブランド確立のための倉庫改装事業

福岡県 株式会社アーカイブプロダクツ
ポータルサイト「こどもねっと」の広告宣伝・コンテンツ記事作成の為の取材対
応

福岡県 デザインオフィス　ゼフィア オリジナルインテリア開発！「和モダン」＆「建築資材活用商品」

福岡県 株式会社エンジョイプラス 初期費用０円ＷＥＢレンタルシステム事業による販路拡大

福岡県 有限会社クィクリー博多 タピオカドリンクの卸販売とＡｉｒレジ導入等による販売力強化

福岡県 株式会社ｃｏｃｏｔａｍａ
「チャット・メールを利用し職場のいじめやハラスメントを改善する革新的サービ
ス」の

福岡県 福岡システムＬＳＩ フランス現地レストランへ食材サンプルを直送し販拡支援する事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

福岡県 株式会社アップエンタープライズ 福祉車両で快適ドライブ「車で移動できる喜びをあなたへ！」

福岡県
ファーマシーソリューションズ株式
会社

機能性表示食品対応型　品質管理クラウドシステムの構築

福岡県 株式会社ＳＡ－ＣＬＥＡＮ ＷＥＢと営業用ちらしを用いた新規顧客開拓事業

福岡県 株式会社スマイルアカデミー 商店街・自治体と連携した放課後デイサービス開設・利用者拡大

福岡県 こおのカメラ 福岡の女性が輝けるお手伝いをするスタジオ

福岡県 Ｂａｒ　Ｃｈａｒｇｅｒ お酒とのマリアージュ用テキーラ入りオリジナルショコラＰＲ事業

福岡県 モトハウスパドック 当店へお任せ下さい！何でもオートバイ修理できます！事業

福岡県 株式会社ＳＣＡｉ ビジネスパーソンの人材価値を高める話力検定ＷＥＢサイトの構築

福岡県 株式会社ふく処油山山荘 集客力向上・海外からの来店者誘引の為のホームページリニューアル事業

福岡県 福善堂 データベースの活用による食廃油の再生リサイクル事業の拡大

福岡県 株式会社ＮＩ　ｃｏｍｐａｎｙ 町のデパ地下屋さん実現計画第１章

福岡県 株式会社アシスト 立体造形サンプル用回転式看板の設置と店内ディスプレイの改装

福岡県 株式会社ＳＢＳＣ 新提案！！飲食店インターンシップ活用型、広報活動の展開

福岡県 行政書士かおる法務事務所 ペット信託普及による潜在的問題解決と新しい雇用創出事業

福岡県 株式会社ＤＡＮ 創業者に優しい「一緒に作る、ホームページ作るくん」の展開

福岡県 ぷりんせす ５０才代の女性経営者がより耀く為のオーダー服の提案

福岡県 有限会社楽天地 もつ鍋専門店のスマホ版ホームページの活用による販売促進

福岡県 株式会社マリンホテル 仲間と集う・繋がるビジネスホテルへ！独創性づくりとＰＲ事業

福岡県 クニシマ経営労務サポート マイナンバー制度のホームページ開設と管理支援による顧客拡大

福岡県 株式会社ミックプロモーション プロ仕様の内容を一般向けに改良！「村田式会話術」の拡販

福岡県 株式会社ルーナ 安心して生前購入できる美しく自分らしい死装束の販路拡大

福岡県 株式会社スリーエイト 酸素ルーム事業本格立ち上げのための販路拡大

福岡県 株式会社ｎ．ｐｌａｎｎｉｎｇ 制作・印刷セレクト型メニューによる販路拡大と顧客獲得

福岡県 ｃａｆｅ　ｄｅ　ｆａｍｉｌｌｅ 野菜ソムリエの旬野菜サンドイッチ・惣菜パックの開発と販路開拓

福岡県 グランツ行政書士法務事務所 交通事故専門のウェブ開発及び異業種連携サービスによる販路拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

福岡県 ＣＡＦＦ・ＬＡＰＩＮ 店舗の改装・薬膳料理の資格取得・ホームページの作成

福岡県 株式会社グリーン・レバレッジ 通販事業の拡大と提携生産農家拡大の為の自社ＨＰリニューアル

福岡県 トップリライアンス福岡 福岡県警ＯＢが行う「安心・信頼葬儀社」の斡旋紹介展開事業

福岡県 株式会社インターナル 萌えキャラクターと予約システム導入による新規客層開拓

福岡県 合同会社Ｔ．Ｋ．Ｎ テイクアウト専門カレーショップにおけるイートインコーナーの設置

福岡県 合名会社ｌａ　ｐａｉｘ シャンプー台増設・入れ替えによる、顧客受け入れ体制改善

福岡県 有限会社荻原 新鮮な素材を使った魚料理を提供する『現代版御用聞き鮮魚店』

福岡県 ディア・ヒロイン株式会社 攻めの友人紹介・守りの友人紹介

福岡県 ディ・マネジメント株式会社 『女性活躍推進』、『働き方改革』を切り口とした販路開拓事業

福岡県 株式会社ライフビジョン カフェ機能付き来店型保険代理店のブランディングと販路開拓

福岡県 ＧＲＡＮＡＤＡ 店舗内外装のガウディ風リニューアル

福岡県 有限会社ＨＡＩＬ 自社造花ブランドＬｕｎｇａＶｉｔａ（ルンガビータ）　のＰＲ

福岡県
オールウィンコンサルティング株式
会社

認定講座事業・人材教育事業他地域へ進出、物販ネット新規事業

福岡県
株式会社フリースタイルエージェン
シー

窓とプロジェクターを使った次世代広告媒体「窓ビジョン」の展開

福岡県
株式会社メモリートレーディングセ
ンター

過去・現在の写真と自分史年表を合わせた自分史アルバム作成事業

福岡県 株式会社ＨＢラボ 革新的な姿勢矯正インソールの販路開拓、販売促進事業

福岡県 アジアンヒーリング痩身寧々 事業拡大に向けた痩身メニューの事業強化とＰＲ

福岡県 ウエディング・ヴィレッジ 「想定外の追加料金不要！」のグアムフォト婚開発による全国展開

福岡県 株式会社ＩＮＯ・ＲＩＯ 介護をする家族のケアをマッサージや料理でサポート。

福岡県 株式会社Ｈ＆Ｃ 地産地消がテーマの「ねこ耳どらやき」の販売促進

福岡県 株式会社ＥＡＲＴＨスタッフィング 小規模保育事業・事業所内・院内託児所の開園支援サービスの販路開拓

福岡県 ＥｄｇｅｏｎＪ－Ｈｅａｒｔｓ サラ忍マンを活用した宮崎県「へべす」の販売支援事業

福岡県 Ｂｅｎｉｒ　Ｃａｆｅ 文化サロンカフェとしての認知度向上のためのＰＲ事業

福岡県 株式会社ラヴィサント ２０～３０代をターゲットとした、フォトウェディング事業

福岡県 有限会社トゥデイ １円たりともお金を使うことなく、相続税を節約する方法教えます
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

福岡県 株式会社Ｃａｍｐａｎｕｌａ キャリア教育の専門家を育成する養成講座の開始

福岡県 プライベートジムＩＤＥＡＬ 高性能マシン導入による、ダイエット＋α のニーズに向けた新規顧客開拓

福岡県 株式会社ケント 新商品「長崎かんぼこカツ」ＰＲで新規顧客獲得とデリバリー強化

福岡県 重松株式会社 オリジナルブランド「藍暦」の新規開拓のための展示商談会への参加

福岡県 有限会社サンジュエリー リフォームの新規顧客獲得とそれに伴うお客様の居心地度の向上

福岡県 有限会社明日の部屋かわの 完全オーダー枕売り場の新設による販売促進

福岡県 萬栄堂 地域を代表する『土産品「くるめん棒」』を目指したパッケージの開発

福岡県 ごごのひだまり オリジナル商品の販路開拓とボディケアの顧客獲得の商材製作

福岡県 キュリオステーション　久留米店 タブレットＩＣＴを活用した認知症予防　高齢者向け新規市場開拓

福岡県 いろどり整骨院
地域で初めての「妊婦・産後ケアを専門に行う整骨院」の為のキッズルーム設
置

福岡県 合同会社ＳＯＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ 開店１周年記念お客様感謝祭

福岡県 煎谷本舗 オフィス用小分け珈琲と通信販売用詰合せの開発と販路開拓

福岡県 有限会社三貴プラン ドローンによる点検の販路開拓及び煙突専門企業との提携の推進

福岡県 株式会社燦樹 にんにく玉の効果を最大化するビタミンＣを含んだ新製品の販路拡大

福岡県 創菓堂「素人残月」 ・創業九十年の味を受け継ぐ新商品「冷凍残月」の開発販売及び営業開拓

福岡県 有限会社くるめランチサービス 高齢者宅配弁当（夕食）及び特注弁当の販路拡大計画

福岡県 ケイリビズ 身体に優しいペット用歯磨きを雑誌広告掲載と販促物で売上拡大

福岡県 株式会社えがみ塗装 塗装が世界を変える！グラデーション工法で住宅外壁を美しく！

福岡県 有限会社南筑ファーム 子連れのお客様、高齢者に優しい店舗づくり

福岡県 有限会社馬場鉄工 明確なブランディングによる販路拡大を目指した営業戦略の構築

福岡県 株式会社ＳＩＮＧ 他地域での販路開拓の為の展示会出展と、オリジナルＰＲツール製作

福岡県 合資会社秀栄社 動画パノラマ画像開発と販路開拓

福岡県 サチコ美容室 移動式シャンプー台・多機能車イスで『安全で安心』サチコ美容室

福岡県 ｈａｉｒ＆ａｎｔｉｑｕｅＨｉｇｈ－Ｓｔａｎｄａｒｄ お子様連れ女性をターゲットにしたＨＰとチラシの作成

福岡県 有限会社ジーブレーン 個人向けレジャー用携帯ＬＥＤ投光機セットの開発
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

福岡県
コミュニケーションデザインラボラト
リー

関門海峡経済新聞の発刊・販路開拓

福岡県 丸十寿司 お年寄りの声から生まれた「温かい蒸し寿司」の宣伝・販売。

福岡県 株式会社ＭＫ 自社製の麺・餃子が自慢のラーメン店による唐揚げの開発とＰＲ

福岡県 Ｈｅｌｌｂｌａｕ　ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ ホームページによる顧客層の転換とオリジナル商品の販売

福岡県 有限会社クルーザーガレージ 福祉・介護事業者のための『福祉車両の操作方法』講習会の推進

福岡県 浜市鮮魚店 鮮魚の長期保存を可能にする真空パック器導入による販路拡大

福岡県 株式会社ルピエ 乳がん患者用のブラジャーと乳房パットの開発及びパンフ製作

福岡県 北九実業株式会社 看板新設と若者向けチラシ配布による「名物とりかわ」の販路拡大

福岡県 株式会社酵素オンライン 自社独自開発した新化粧品の通信販売

福岡県 二鶴寿し 新規顧客の開発と座席回転率の向上の為のシステム創り

福岡県 みつばや酒店 若松みかんキャラメル開発と若松みかんブランド確立及び販路拡大

福岡県 平成ゆとりキッチン～礎 一軒家まるごと！食事、カフェ、リラクゼーション複合店事業

福岡県 株式会社千葉工務店 一生に一度の“家づくり”を真正面から考える方法

福岡県 有限会社村本建具製作所 北九州の匠による木と金属を活かした「祭り棚」の製造販売事業

福岡県 株式会社ロクリア ウェアラブルＬＥＤ－ＶＥＳＴ（スマホ連携）の商品開発とＰＲ

福岡県 ハゼモト建設株式会社 建築・不動産ワンストップ対応化による空き家解消システムの開発

福岡県 株式会社矢治商店 卸売中心から脱却した小売展開による新たな販路開拓

福岡県 ふしはら税理士事務所 顧問先に対する『経営支援プログラム』のパッケージ商品化

福岡県 Ｈａｉｒ－Ｍａｋｅ　Ｂｅｒｇ ヘアウィッグ・育毛等薄毛解消商品販売及び施術

福岡県 株式会社Ｃ２ ５０代以上のお客様へ安心感を訴求した広告の作成

福岡県 株式会社ＦＰフォーユー ＨＰでの通信教育によるＦＰ資格取得サポート部門新設。

福岡県 ヘアー倶楽部カケハシ遠賀野店 新規開拓のための店舗改装と顧客満足度を上げるための設備充実

福岡県 合同会社碧汕（あおさん） ホームページ作成及び自家製ドレッシング販売による新規顧客獲得

福岡県 株式会社雪文 新商品アイスキャンデーの開発と販路開拓

福岡県 氣楽 漢方薬局の薬剤師が厳選した無農薬・自然栽培野菜の新規宅配事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

福岡県 ＣＡ－ＣＨＥ　ＣＡ－ＣＨＥ 訪問ヘアメイク＆ポートレート撮影

福岡県 Ｖｉｅ　Ｈｉｒｏｎｄｅｌｌｅ　ヴィ　ヒロンデル 家族の笑顔を引き出す「自然光フォトスタジオ」販促大作戦！

福岡県 ホームインテリアワソー株式会社 襖製作技術を応用したテレビ壁掛け用治具の開発・製造・広報活動

福岡県 株式会社サン友創作工房 見て・触って体感する「自然の恵みを活かした造作家具」のＰＲ

福岡県 有限会社三ヶ森製畳 お客様満足完全保証サービス展開のための広報

福岡県 西日本リユース株式会社 身の回りの整理・片付けから気軽に始める『終活のすすめ』

福岡県 有限会社あきよし 地域のコミュニティサロン　美容カフェ部門の増設

福岡県 株式会社宮原写真館 スタジオＳＯＰＯ＆ＡＫＵＢＩの販路拡大

福岡県 グランド印刷株式会社 建設現場の足場に取り付ける自社ＰＲ用イメージシートの販路開拓

福岡県 松本自動車鈑金 下請けサービスを脱却した顧客直接受け入れ体制の構築

福岡県 クランツ 人気生花店による動画の効果的活用による出張事業の販路開拓

福岡県 坂本自動車株式会社 自動車は科学だ！地域活性を行う自動車体験学習の企画運営

福岡県 Ｌａｐｉａ Ｌａｐｉａオリジナルブランドの展開

福岡県 ＭＴ企画 ホームページのモバイル対応とデザインリニューアル

福岡県
ジャザサイズ黒崎フィットネスセン
ター

２０代～３０代の女性をターゲットとした新規顧客の開拓

福岡県 株式会社Ｂａｎ建築工房 真の健康住宅を提供するサービスの認知度アップによる販路拡大

福岡県 ジェーム　ル・タン おしゃれにオーガニックハーブティー！積極広報大作戦

福岡県
司法書士・行政書士Ｌ．Ｃ．Ｓ．合同
法務事務所

ウェブサイト刷新並びに商店街での定期無料相談会による販路拡大

福岡県 株式会社ヤナギモータース ＬＥＤイルミネーションシステム看板による販路開拓

福岡県 ヤロン株式会社 観光客の集客強化と売店改装による自社商品の売上げ強化

福岡県 株式会社ブラックハンド ボタン一つで資金繰り予測が可能となる新会計システムの開発

福岡県 キンダーガルテンどんぐり園 多目的ホールを活用した地域との交流による教育の質と集客力向上

福岡県 カネシン産業 南欧風住宅のブランド強化による販路拡大

福岡県 株式会社松岡建設 シニア世代の老後安心リフォーム推進事業

福岡県 有限会社筑後屋 青果市場内おかず屋の卸売専門からの脱却と一般客開拓への挑戦
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

福岡県 有限会社大牟田アオキ楽器 大人のレッスン教室開講に伴う新生徒募集活動

福岡県 旅館清風荘 老舗純和風旅館の外国人宿泊専用プランの開発及び集客拡大

福岡県 有限会社ユー・ピー・アート 高機能プラスチック加工製品・機器装置事業の販路開拓の強化、拡大

福岡県 有限会社白陽舎 高齢者にやさしく洗濯の専門家がいるコインランドリー

福岡県 有限会社恵比須屋 節句もの魅力のギャラリー空間創りによる顧客獲得機会の創出

福岡県 エステサロン’ｅｌｕａ エステの付加サービスとしてパーソナルカラー診断の導入

福岡県
Ｑｕｅｅｎ　Ｃｏｏｋ　Ｃａｆｅ　（クイーン
クック　カフェ）

ロマンティックな展望台の景色を活用したイベントとウエディング

福岡県 株式会社中央産業 土木工事向け鉄筋スペーサの九州地方、東北地方他への販路拡大

福岡県 タートル株式会社 和太鼓教室の受講生増加による和太鼓市場の活性化

福岡県 株式会社あなたのまちの保健室 良質な医療器具整備で利用者と従業員が安心できる訪問看護を行う

福岡県 コバヤシモータース 地域初、次世代の塗装技術パウダーコートによる新塗装サービス

福岡県 からあげ＆カレー焼き　次元 直方のソウルフード「カレー焼き」の全国発信事業

福岡県 株式会社エスカルゴ ロールケーキを柱とした選ばれる洋菓子店ブランド力向上事業

福岡県 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｔｉｎｙ　ｔｉｑｕｅｔ 他店にはない新サービス提供と５周年の節目に係る新規顧客獲得

福岡県 山口家具店 地域密着型良質家具屋の「６０周年記念大セール」

福岡県 パティスリーさくら 柳川の農産物を使ったおみやげ菓子のパッケージ・販促資材作成。

福岡県 ふれあい補聴器　柳川店 地域唯一の補聴器専門店の認知度ＵＰのための市報等を使ったＰＲ活動

福岡県 ビューティハウス　ピア 高齢者・身障者に対応した優しい店舗づくりと広報事業

福岡県 株式会社グリーン・アート こだわりの梅を原材料とした梅酒のパッケージ・パンフレット作製

福岡県 ベビーあいうら 「ベビーあいうら」ブランド化作戦　新規顧客獲得とショッピング袋作り

福岡県 美容室オールージュ 薄毛で悩む女性向け酵素発毛法の販路開拓、販促事業

福岡県 株式会社相浦本店
フリーペーパーとホームページを活用した店舗の認知度向上と新規顧客の開
拓

福岡県 うまか処あじ彩 少人数から団体客まで柔軟な対応が出来る可変式店舗への改装と広報強化。

福岡県 土地家屋調査士あらまき事務所 空中写真測量による境界トラブルの予防と新たな測量市場の開拓

福岡県 有限会社豊田木工
メーカーならではのセミオーダー受注対応ホームページの作成（自社ホーム
ページの開設
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

福岡県 有限会社ケーキのカトウ 地域コミュニティが集うイベントスペースの整備による集客アップ

福岡県 ビュティクリニカル　美翔 発毛育毛の新事業展開に伴う広報事業及び店舗看板の取替え

福岡県 ＫＥＮセラミックス株式会社 ＰＲ用試験データ提供を目的とした低価格セラミックス耐摩耗材の評価。

福岡県 有限会社カワシマ産業 海苔加工装置、菊生産省力機器の販売へ新規参入および販路開拓

福岡県 株式会社メディカルフーズみのりや 健康食・治療食宅配事業の販路拡大を図る販促強化とサービス体制の整備

福岡県 豊前中央鍼灸整骨院 子育て世代の集客に特化した無料託児サービスや参加型の教室開催

福岡県 株式会社ＧＧＧ　Ｆｏｒａｌｌ Ｌｉｎｅ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃスタートセットを使用した販路開拓

福岡県 株式会社アズキ Ｗｅｂデータベース型アプリケーションシステムの開発・周知事業

福岡県 カフェコテツクン 個包装パッケージの改良等によるケーキの販路拡大

福岡県 有限会社北斗観光 募集旅行「北斗らんらんツアー」の広報活動による販路開拓事業

福岡県 株式会社ウエキ産業 元製材所の木目を生かしたオーダー建具の全国展開

福岡県 有限会社アイディエフ
ガーデンファニチャーの製造開発および体験教室の開催、それに伴う店舗改
装

福岡県 有限会社サケミベッド 睡眠で悩む見込み客集客のためのＨＰ改良、及び小冊子等の制作

福岡県 松尾樫工場 生活者と作り手の共創による新たな家具の提案と販路の開拓

福岡県 有限会社メイクハウス 省エネ住宅ポイント活用物件見学会の集客数ＵＰの為の広報活動

福岡県 株式会社　亀蜜本社 国指定名勝日本庭園「藤江氏魚楽園」の活性化事業

福岡県 有限会社間建築工房 木の香りと遊びの空間のコミュニケーションオフィス造り

福岡県 株式会社セイコーゼミナール 進学校合格を目指せ！特別対策クラス（Ｓ選）の構築及び販促事業

福岡県 アリスガーデン 施術ルームの店舗内拡張工事

福岡県 株式会社武久 しいたけで食べるシリーズの展開とマイスターの資格制度の確立

福岡県 有限会社一の瀬印刷 開店、開業・商売繁盛印刷広告宣伝パックの販路開拓

福岡県 株式会社システム機器 映像と音が提供できる新ＩＤカード発行サービス

福岡県 いなとみデンタルラボラトリー 保険治療導入の審美性大のＣＡＤＣＡＭ冠義歯説明用模型の製作

福岡県 シェアハウスぽたり 一人親家庭のシェアハウス入居者募集のための販路開拓

福岡県 農産物と豆腐の店ぬくもり畑 新商品の開発及び朝倉特産品販売促進事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

福岡県 ＳＥＥＤ 最先端「髪が傷まないカラー／パーマ」拡販とＰＲイベント開催

福岡県 有限会社アムリタ 認知症予防にも効果あり！脳若ステーション設置とオンデマンド講座の充実

福岡県 パティスリー　エスメラルダ 仏事用焼き菓子「蓮華香清（れんげかすみ）」の開発、販路開拓

福岡県
株式会社三寿　三寿庵デイサービ
スセンター

『設備の不充分さを補いサービスの質を向上させることで売上アップを実現す
る』

佐賀県 合同会社ＣＨＡＲＩＳ＆Ｃｏ． ワックス脱毛の製品販路開拓とスクールの受講者開拓

佐賀県 有限会社６９＇ｎｅｒｓ　ＦＩＬＭ チラシ、ホームページ、エントランス改良によるの新規顧客の獲得

佐賀県 有限会社アトム堂 安心「アトムの食」を首都圏へ“佐賀海苔スープまん”で販路開拓

佐賀県 オートガレージ江下 「ドライブをより安全に、快適に！」福祉車両の販促事業

佐賀県 副島硝子工業株式会社 肥前びーどろの新商品「硝子の飾り箱」の開発

佐賀県 株式会社グリーンテクノ２１ 卸先企業に対するサービス・コンテンツの充実化

佐賀県 株式会社ハレノヒ
小さな写真館の新しいビジネスモデルの確立および広報戦略（補足資料２「企
業理念」あ

佐賀県 ヘアー＆メイク　アロイジア トータルビューティー“ＯＮＬＹ　ＯＮＥ”サービスの展開による顧客獲得

佐賀県 有限会社塚原旗商会 個人客来店増のための印染製品展示室および看板標示改築

佐賀県 オヤモコモ 産後の救世主「トッポンチーノ」ブランド化と販路拡大

佐賀県 京都絹乃屋 当店内にミニ写真スタジオの新設

佐賀県 株式会社ＢＥＥＫ 『スキンケア脱毛☆ワックストリプルエックスの導入販促活動』

佐賀県 蓮華草 ・店舗内座席の掘りごたつと個室完備で毎日満席の質を高める事業

佐賀県 株式会社バームクーヘンワークス 健康、美容の悩みの解決と防止の為の新規コースの開発と販路開拓

佐賀県 有明の風 「有明の風」ブランドの確立と販路開拓

佐賀県 公文式　唐津鏡教室 独自無料体験会を開催し、新規入会を増やす。

佐賀県 Ｌｕｎａ（ルーナ） カレーの移動販売サービス開始に伴う車両整備及び販路拡大事業

佐賀県 有限会社寝装の大塚 介護施設・個人介護者への「やさしい寝具」の提案と販路開拓

佐賀県 長崎荘 訪日観光客の誘客と、冠婚葬祭での販路開拓の為のＰＲ事業

佐賀県 ブイヨン 「フランス料理とワインのマリアージュ」旅する食事の提案事業

佐賀県 有限会社石見屋呉服店 撮影専用スタジオの新設による写真撮影サービス事業の実施
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

佐賀県 古伊万里酒造有限会社 古伊万里酒造のヨーロッパ市場への販路開拓

佐賀県 あかね工房 新規販売チャネルの開拓ならびに、多品種・少量生産体制の構築

佐賀県 株式会社ＩＤＥＥ’ｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ 工場のキレイ化による技術の見える化と作業環境の改善

佐賀県
加圧トレーニング＆フィットネスは
な

低体力者向けマシンの導入と宣伝で新規会員の入会増

佐賀県 有限会社田中製麺 伊万里こだわり麺のパッケージ開発と商談会出展による販路開拓

佐賀県 伊万里レザー鷹工房 伊万里レザーブランドを全国にアピールする、広告及び販売活動について。

佐賀県 ｌａ　ｖｉｅ　ラヴィ ヘアーホスピに関わる機械の導入とチラシ作成、看板の設置。

佐賀県 おしゃれの店きしかわ キレイステーション発！笑顔になる化粧品屋さんからのお便り展開

佐賀県 有限会社畑萬陶苑 英語版ＨＰを活用した外国人観光客の増客と海外への販路開拓

佐賀県 株式会社瀬兵 商談会出展による伊万里焼ルーペの新規取引先の開拓

佐賀県 モンブーシェ お手頃価格で楽しく満足実感　客層年齢２０～３０代へのアプローチ

佐賀県 株式会社アースマインド伊万里 ブランド化に向けた情報発信で、認知度の向上と新規客の獲得

佐賀県 Ｆｅａｕｒｅ　ａｍｏｌｉｒ 九州初導入バクセルプロの広報拡大による新規顧客開拓

佐賀県 ＡＰＨＲＯＤＩＴＥ 「一席一人だけの貸切美容室」のコンセプトで集客を目指す事業

佐賀県 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＯＬＩＶＥ 『美髪の髪育』のヘッドスパを展開し広告する事で来店頻度を高める事業

佐賀県 株式会社コガヤ ギフト強化の各種組みによる販路・売上の拡大

佐賀県 有限会社的野水産 チラシ配布・地域雑誌の掲載で来店客増加、魚屋復活計画

佐賀県 株式会社ガレット 顧客率９割女性に対してメンズ服を販売する販路拡大事業

佐賀県 シルバーオーケストラ合同会社 サックス生演奏が楽しめるデイサービス事業認知度向上と人材育成

佐賀県 株式会社ライフサービス 安心、手軽に住宅リフォームを利用して頂く為の宣伝方法構築

佐賀県 株式会社ＣＯＲＥＳＴ－ＬＡＢＯ 築２５０年古民家で佐賀県食材テイクアウト用ナポリピッツァ販売

佐賀県 株式会社創新 コインパーキング、防犯カメラの中古品レンタル事業の広報

佐賀県 ＫＩＴＯＲＩ から揚げ専門店として多様な顧客嗜好に応えていく事業

佐賀県 林木工所 ｗｅｂを使った屋台販売による販路拡大と自社ブランドの確立

佐賀県 有限会社二宮閑山 自社ネットショップ作成構築による販売強化
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

佐賀県 いな吉 首都圏へ“世界一のごま”を届ける“見えない販路”を開拓！

佐賀県 いのししｃａｆｅ 猪肉を使ったオリジナルレトルトカレー開発・販売による販路拡大

佐賀県 株式会社お百笑さん ロスへＧＯ！百笑梅を世界へ　大地と農の恵みを伝える一歩！

佐賀県 株式会社デタント 手土産用「県産素材パイ」の新開発と工場新設

佐賀県 ひだまりＯＫＫＯ堂 ニューヨークでの筆文字ＰＲプロジェクトによる販路拡大

佐賀県 株式会社ＮＯＮＡＫＡ 「客育」で新たな「価値」を生み出す家づくり。

佐賀県 株式会社タラッタ 販売管理業務の効率化による取扱量拡大

佐賀県 八犬伝総本家 ランナー向けの丸ぼうろパッケージデザイン開発

佐賀県 ｉｅ工房　弘祐
国内外でのさらなる顧客獲得による安定経営のためのホームページリニュア
ル事業。

長崎県 合同会社ＨＲＣ アレルギー対応長崎産農産物を活用したピザ生地の開発

長崎県 ふんどしセレクトショップＴｅＲＡＹＡ 「ふんどし」の海外進出へ向けてのホームページ開設と商品開発

長崎県 株式会社ｗａｌｔｚ オートネイルとネイリストの技術の融合によるアート提案力の強化

長崎県 Ｐｉａｃｅｖｏｌｅ（ピアチェーボレ） 長崎地産地消食材でアニバーサリーをおもてなし

長崎県 すこやか整骨院 「足の健康教室」開催による新規利用者獲得への取り組み

長崎県 株式会社米粉屋 赤ちゃんといっしょにつくった「米粉の離乳食」の販路拡大事業

長崎県 有限会社更紗 長崎県産品を使った高級弁当の販路拡大と海外からの顧客獲得

長崎県 ドラッグエンゼル 漢方薬専門「相談型店舗」への移行に伴う内装変更・広報事業

長崎県 ａｒａｎ スクール事業とホームケア講座による顧客獲得と化粧品販売拡大

長崎県 株式会社ヴィークス フルフラットシャンプー台設置による新規顧客層の開拓

長崎県 豆富料理六弥太 長崎産大豆を使ったノンカフェイン大豆コーヒーの量産と販路拡大

長崎県 有限会社田中旭榮堂 幸せの四つ葉の栗饅頭の商品力強化と新規顧客の開拓

長崎県 株式会社スカルパ びわスイーツ普及のための宣伝広告による顧客及び販路拡大

長崎県 有限会社長崎屋 猫をモチーフにした菓子「長崎オマガリ」シリーズ売上拡大

長崎県 しお彩 自社オリジナルの販促ツール製作による顧客拡大と販売ロスの解決

長崎県 長崎サーロイン食堂 「サーロインファン」の獲得のための原価率７０％フェアのＰＲ
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

長崎県 フルーツいわなが 果物加工スペース新設と紙袋新作による作業効率とブランド力増強

長崎県 株式会社ウエストフィールド ホームページのコンテンツ・機能強化による顧客拡大

長崎県 ウチダデザインスタジオ メイドイン長崎グッズ販売事業についてのプロモーション

長崎県 有限会社中野蒲鉾店 葬儀等の法事関連部門の売上強化事業

長崎県 株式会社城島 集客力アップ及び幅広いニーズに対応した設備・環境づくり

長崎県 ナガサキ・マジェンタ１００ 長崎県産真珠の魅力発信とアクセサリー販路拡大‐長崎の真珠を世界へ‐

長崎県 有限会社西村真珠養殖場 創業１００周年真珠養殖場の中国への販路拡大

長崎県 荒木　和子 集客力の高い“長崎らしさ”をアピールできる外観への変更

長崎県 デザインオフィス鴻優 実績の「見える化」と施主の代弁者としての機能強化による顧客拡大

長崎県 有限会社クリエスト ブライダル等における光の演出機材のレンタル強化事業

長崎県 サンレモ蛍茶屋本舗 地域に愛されてきた当社ブランド製品の販売チャネル拡大戦略

長崎県 吉谷鮮魚店 ショーケース設備導入等で鮮度・衛生向上による販路・顧客拡大

長崎県 有限会社紀文 産地限定食肉加工食品の製造内製化のための加工機器の導入

長崎県 株式会社マルヤジム 女性会員獲得に向けた店舗作りと更なる専門個別サービスの追及

長崎県 佐藤製麺所 ちゃんぽん麺の小売強化と贈答用商品開発による売上拡大

長崎県 祥満司清（しょうまんしせい） 長崎市・浜町アーケード初、みんなが楽しめる居酒屋＆食堂と仕出し屋

長崎県 ジョブマッチネットワーク長崎 就労弱者支援事業のビジネスモデル確立に向けた取り組み

長崎県 株式会社　スポーツ文化新聞社 長崎初の派遣型ストレッチ＆ボディケアサービス進出で売上増加！

長崎県 株式会社ＦＦＣ 新製品「眠りの質を高める器具『ＳＵＳ』」販路拡大事業

長崎県 Ｉｓ　Ｈａｉｒ　Ｗｏｒｋｓ 女性のお顔そり認知度向上による、ながさき肌美人増加計画

長崎県 富士見町大場酒店 県産酒の売上拡大のための「ぐるめ長崎キャンペーン」

長崎県 兵藤珠算会 長崎最長の歴史を持つソロバン教室の新規生徒獲得への取り組み

長崎県 西川商店 調理室設置による新商品開発と新規顧客獲得事業

長崎県 有限会社蟻広告事務所 医療機関向け情報配信サービスの無料おためしキャンペーン

長崎県 株式会社長正堂 スマホ・カード決済対応ホームページによる顧客層拡大事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

長崎県 げんまいや 買い物困難者に介護用品を配達する米屋のネットワーク構築事業

長崎県 スマイルパートナー キッズスペースの拡充等子育てママの利便性向上による新規顧客獲得

長崎県 有限会社カウベル深ぼり 上級長崎和牛肉ギフト，カレー，ビーフシチューの開発と販路開拓

長崎県 御菓子司大竹堂 長崎をイメージした新商品の広告と販促ツール開発事業

長崎県
有限会社フロンティアアグリカル
チャーながさき

農業生産工程管理（ＧＡＰ）認証の取得によるブリーベリーの市場開拓

長崎県 金福ストアー 若い世代の新規顧客獲得による売上底上げの為の店舗設備更新

長崎県 株式会社佐世保福祉 ホームページ・パンフレット制作と福祉・介護施設への販路開拓

長崎県 飲喰処　空 女子提案餃子の新メニューと女性に好まれる店作り

長崎県 有限会社みずや 離島は元気です！限界集落の観光資源を生かした産業の掘り起しプロジェクト

長崎県 合同会社Ｓｋｙ－ｈｉｇｈ 新機械設備導入と地域初ミラーレンタル事業による販路開拓

長崎県
株式会社ＭＩＰＳアビリティーアシス
ト

認知度アップのための看板設置・広告強化事業

長崎県 株式会社広告のアクセス デジタルサイネージ事業への新規参入のための営業ツールの制作

長崎県 金龜 合鴨農法米を使用した胚芽精米の自社生産、販路開拓を行う

長崎県 ビューティーリサーチ北川 外国人ウェルカム！和装着付体験事業で需要を創造！

長崎県 とり石 魚のスモーク、調味料のスモークの開発による新たな需要創造

長崎県 Ｇｒａｉｎ　ｋｎｏｔ 納期短縮による顧客満足度向上と販路拡大事業

長崎県 株式会社ＡＬＣ 中高生向けアメリカンホームビジット体験事業の販路開拓

長崎県 株式会社ピットスポーツ ゴルフ練習場の認知率向上と施設の改修による新規顧客の開拓

長崎県 Ｈｉｌｕｌｕ 長崎新名物！「カステラ」カップケーキの開発と販売促進

長崎県 あつみ産業株式会社 店頭販売、及び移動スペース器具の導入と販売業態の開発

長崎県 株式会社ルリマネジメント 介護福祉士受験対策講座の新設及び広告宣伝事業

長崎県 レストランカフェクッチーナ 新事業「スウィーツ・ケーキ製造販売」による経営力強化

長崎県 有限会社諫早第一ホテル 親子ベッド購入で稼働率ＵＰ＆新ＨＰと新システム導入で利益ＵＰ

長崎県 有限会社リハテック・エフ 福祉用具のネット販売システムの構築と情報支援システムの構築

長崎県 ポラリスカンパニー株式会社 パッケージデザインの改良とギフト対応による販路拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

長崎県 有限会社お佛だん乃むらた 古仏壇の再生（お洗濯）で未来へつなげる販路開拓

長崎県 有限会社プラノ設計 宅地造成を３Ｄ化！リアルな完成形による販路拡大

長崎県 料亭富士松 長崎県産牛を使用した「長崎牛駅弁」の開発・販路開拓

長崎県 オートガレージユーロマイスター 輸入車専用の最新診断テスター導入による新規顧客の開拓

長崎県 株式会社本澤崇設計事務所 中古住宅のホームインスペクション（住宅診断）市場拡大事業

長崎県 有限会社瀬川寝具店 ゲストハウス併設型コミュニティカフェによる観光交流促進化事業

長崎県 たゆたう。 『境界線を越えて、多様な価値感の共有の輪を広げる』

長崎県 真鳥餅店 「かんころ餅」の新たなステージへ“Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ”

長崎県 くれよん ここでしか買えない逸品（古布商品）販売促進事業

長崎県 有限会社坂野水産 商品化粧箱の作成及びオリジナルシールの作成

長崎県 長田食品 ○環境資源を考慮したパッケージ変更及び「金のあご旨だし」開発

長崎県 株式会社ミュー百武 補聴器無料貸し出しによる、「聞こえる生活」の感動体験。

長崎県 花よし 長崎教会群専用キャンドル装飾祭壇開発

熊本県 株式会社クリエイションズ 【販路拡大】「熊本県産」のお菓子を「東京」へ販売

熊本県 松尾板金店 ３つの新戦略による業務拡大・販路拡大の実施

熊本県 倉永養蜂園 「熊本県産はちみつ」の付加価値向上と、販路拡大ＰＲ事業。

熊本県 ｔｅｎｄｒｅ 顧客の手書きレビューを掲載したスマホ対応サイトの構築

熊本県 酒菜家　吾 観光客と出張客をターゲットとした創作馬肉料理のＰＲで販路拡大！

熊本県 株式会社リアルサービス 地域の空き家・空き地の相談及び不動産の悩み解決提案の事業

熊本県 株式会社ＭＯ２コーポレーション ◆広報ツール活用による不妊治療を目的とした産婦人科への販路拡大

熊本県 Ｔａｒｔｅｌｅｔｔｅ（タルトレット） 顧客ニーズに対応したお取り寄せシステム構築による販路広域化

熊本県 有限会社アースブルー 厨房衛生検査の新システムの構築とそれを用いた新規顧客開拓

熊本県 有限会社上田和裁技術研究所 古い着物や残布を使ったリメイク、和装小物を開発・ＰＲ

熊本県 株式会社コミット 「社会貢献型　支援自動販売機の販売促進パンフレット制作」

熊本県
トータルエステティックサロンＮＵｅＶ
ｏ

広告とネットを活用した、新しい販促システムの構築
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

熊本県
株式会社九州情報処理活用支援
センター

関東・関西をターゲットにしたＰＣ液晶修理専門のＥＣサイト開設

熊本県 有限会社天昇 ◆新事業部「厨房安心屋」による飲食店への安心・安全の提供

熊本県 株式会社天草海食まるけん テレビとインターネットの相互活用による広報支援プロジェクト

熊本県 株式会社ＭＴＳ 教育講演会を開催しコミュニケーションスクールを認知してもらう事業

熊本県 株式会社山麓園 お茶製品のブランディング、付加価値の創出。

熊本県 革工房Ｒ 革製品トラブル診断型解決サービスの認知度向上と新規顧客開拓

熊本県 焼肉馬料理専門　盛仁本家 新メニューヘルシー馬旨コース等の開発と顧客層の拡大と販路開拓

熊本県 有限会社ボルテックス ●外国人が好む海老料理の開発と外国人と高齢者にやさしい店作り

熊本県 有限会社Ｎ．Ｂ．Ｓ 潜在的な顧客層（主婦）を獲得するための広報戦略事業

熊本県 熊本立体裁断研究所 パターンブックによる販路開拓と教室改装による顧客の定着

熊本県 ＯＬＬＩ 情報発信の強化・入りやすい客導線を構築し新規顧客の開拓を図る

熊本県 Ｓｏｌｅｉｌ（ソレイユ） ヘッドスパ＆リラクゼーションで４０代女性を獲得する！

熊本県 グッドデザインハウス株式会社 県内初のアートポリスタウンを目指した分譲区画の告知・販路開拓

熊本県 株式会社バーセ 地方デザイン力の価値を高めるためのネットの改良と販路開拓

熊本県 大谷行政書士事務所 創業融資支援と集客できるホームページの提供による新規顧客開拓

熊本県 Ｘｅｓ－ｔａ（シェスタ） 低価格美容室との差別化に向けた集客促進事業

熊本県 合資会社宮本輪業 ネットショップの構築、ネット販売による販路開拓

熊本県 株式会社いきなりやわたなべ テレビとインターネットの相互活用による広報支援プロジェクト

熊本県 司法書士法人エントラスト 終活・事業承継に関するＨＰやパンフレットによる販路開拓

熊本県 酒膳にし山 高齢化社会に適応した快適空間作りによる販路開拡事業

熊本県 ＲｅＣｒｅａｔｅ株式会社
広告による地域へ施設の認識向上と新規利用者の開拓とリハビリ特化型短時
間デイサービ

熊本県 合資会社髙岡製パン工場 熊本の“赤”をテーマにした新商品開発における販路開拓事業

熊本県 有限会社清田眼鏡店 店舗リニューアルによる新たな顧客獲得のための看板整備

熊本県 株式会社スピリトーソ 海外向けショートフィルム配信サイト「ＪＡＰＡＮＥＺＯＯＭ」

熊本県 ル・コントワール ワインの取扱い強化と利用シーン提案およびデリカ（惣菜）の販売強化

16 / 26 ページ



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

熊本県 株式会社ＲＡＭＥＴ 働く男性の生活スタイル向上に向けたオーダーシステムの販売提案

熊本県 パルテクマモト 継続的顧客発掘と広告宣伝事業

熊本県 エルブセゾン “香る”ブランディング～オリジナルハーブティによる販路開拓

熊本県 有限会社松魚村平 広げよう「熊本の和」～かつお節を介した和食文化の発信～

熊本県 株式会社ゆとりすと 強力除菌・消臭スプレーのサンプル配布・ＰＲによる販売促進

熊本県 有限会社博栄堂印房 アクティブくまモンと遊・雅印の新作発売と営業販売促進計画

熊本県 有限会社よねはくビル テレビとインターネットの相互活用による広報支援プロジェクト

熊本県 株式会社柊喜コネクト 高齢者住宅・生活支援案内センター強化事業

熊本県 有限会社マスナガ 新分野への参入並びに新商品の販売による販路開拓

熊本県 株式会社ＢＯＵＱＵＥＴ 時代に即した「オリジナルカフェ・ウエディング事業」の確立

熊本県
熊本タイヤ有限会社タイヤガーデ
ンパーク

女性客目線の店舗に合わせた、サイン看板設置による販売促進

熊本県 一般社団法人花童 舞踊を通して熊本の伝統文化等の周知拡大を目指した新規開拓事業

熊本県 株式会社フジプルーフ 産学連携による住宅設計サービスの周知促進と顧客獲得

熊本県 有限会社お菓子の岩原 地域色のある新商品パッケージ制作と包装刷新による販路開拓事業

熊本県 有限会社ウイングナカヤマ 中古バイク（カブ）を再生させるオリジナルカスタム車の開発事業

熊本県 有限会社池園 オリジナル商品「臭い吸着シート」の開発及び販売促進事業

熊本県 株式会社サクラスフーズ 食品製造工程における馬肉残さでドッグフードの製造・販売

熊本県 有限会社Ｈ・Ｔ・Ｙ 食事パイの認知度向上と全国展開のための通販ツールの作製

熊本県 有限会社ＳＡＲＡ 現顧客動向に基づいた販促と看板設置による新規男性客獲得事業

熊本県 ＭＫガレージ スマホ対応ＨＰの導入及び地域営業強化による新規顧客の開拓

熊本県 株式会社木村建設 自社の住宅事業部のショールーム化と販促活動

熊本県 株式会社リアルワークス 中小企業向けモバイル非同期連携型業務システム開発の販路開拓

熊本県 有限会社マクロン 新商品『カウンセリングサポートツール』販売の為のＨＰ更新

熊本県 ＡＭＡＴＥＲＡ メードバイ熊本『他店に無いブランド開発とリメイクサービス』

熊本県 整体＆リラクゼーション　あうん チラシ配布・外観の装飾による店舗ＰＲ
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

熊本県 ｃｏｏｋｉｎｇ　ｒｏｏｍ　ｍｅｎｕ 料理教室の宣伝告知および設備拡充

熊本県 ＡＯＺＯＲＡ　ＨＡＩＲ 新規集客に伴う新店舗設立資金

熊本県 香辛料理マイ・タイ タイ料理を食べたことがない女性をターゲットに新規顧客獲得事業

熊本県 Ｂ－Ｓｍｉｌｅ 社会復帰を望むママ達の資格取得講座開設に向けた教室の整備

熊本県 有限会社ライフリフト 認知度向上に伴う潜在的な顧客獲得を図るための広報戦略事業

熊本県 株式会社住管理システム 低負荷住宅「ＳＴＯＲＹ　ＨＯＵＳＥ」のプロモーション事業

熊本県 有限会社片山蒲鉾店 テレビとインターネットの相互活用による広報強化プロジェクト

熊本県 ＫｏＫＩＮ’ 郷土を伝えるオリジナル商品開発とウェブ販売による販路拡大

熊本県 洗車工房やまだ 新サービス「車のスピード・コーティング」による新規顧客の獲得

熊本県 有限会社下田青果 生産者から消費者へ直接届ける生花の６次産業化ネット販売

熊本県 株式会社和みフーズ 完熟トマト加工品の「ＹＡＣＣＩＲＯ」ブランドの全国展開による販路拡大

熊本県 よつば食堂 顧客目線に立った安心・やさしい店舗づくり事業

熊本県 有限会社野尻写真場 八代港寄港の外国人観光客に和装を着せて撮影する写真販売事業

熊本県 コットン 品質・新鮮にこだわった自家焙煎コーヒーによる顧客満足度の向上

熊本県 小代本谷ちひろ窯 原土水簸（げんどすいひ）施設に伴う観光顧客率向上と販売促進事業

熊本県 スクール８０９ 家庭教師派遣事業展開による人材活用と指導対応エリア拡大

熊本県
有限会社グリーンモールハウジン
グ

中古不動産の賃貸・売買等流通促進するための仕入れ先開拓事業

熊本県 すたあきぶん 万田坑世界遺産登録を契機としたご当地ソング制作による販路開拓

熊本県 お好み焼源ちゃん 世界遺産登録にともなう観光客増加を見込んだ新規顧客の集客事業

熊本県 ほぐし処 外出困難な高齢者等への整体出張サービスと新規客の開拓事業

熊本県 人形のかわの 外国人および観光客獲得のための節句人形店舗ファサードの充実

熊本県 西日本スチール工業 団塊世代が建てた築約３５年の住宅に対し、お得パックでリフォームのご提供

熊本県 有限会社ニシキドレス
見積オーダーシステム対応ホームページ開設による顧客満足と仕様漏れの防
止

熊本県 株式会社フルビオ・ジャパン オリジナル化粧品「うふふローション」のロゴ・デザインのリニューアル

熊本県 ウッドサインショップ ウッドサイン加工設備の高性能化による、事業者向け需要の取り込み
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

熊本県 花曜日 花屋と分かる看板の設置と、ＨＰでの情報発信による販路拡大事業

熊本県 有限会社アート広告社 斬新な写真看板の商品開発及びＰＲにより地域を盛上げる事業

熊本県 有限会社しらさぎ荘 女性客と熟年夫婦のためのくつろぎと癒しの空間の提供

熊本県 オレンジ・ファーム安田 環境マイスターがつくる果物加工品のブランド確立と販路開拓

熊本県 有限会社大洋タクシー ＨＰでの観光ツアー受注並びにガイドのできるドライバー育成事業

熊本県 イソップ製菓株式会社 自社製あん技術を活用し２０代・３０代の女性に好まれる新商品開発

熊本県 さんえん 天草シニア世代に向けての出張エステ・化粧品販売サービスの展開

熊本県 有限会社ハニー 天草式地中海料理の提供と観光客の疲れを癒すくつろぎ空間の演出

熊本県 フレッシュヨシダ 誘客増加を目指し国道及び市道からの視認性強化事業

熊本県 株式会社浜本商会 自動車展示場と看板設置で女性客の集客アップを目指すお店づくり

熊本県 岡村農園 生産農家の手作り、天草産バジルで作るジェノベソースの商品化

熊本県 有限会社ロワゾーブルー 全世代に愛される地域に根付いた店作りプロジェクト

熊本県 柳屋茶舗 産地別商品シリーズの開発と、競争力強化の為のパッケージ刷新

熊本県 橘屋本舗 ニーズに応える健康志向メニュー開発と宅配効率化

大分県 ニドム アレルギー対応食品製造に特化した加工所新設で販路拡大！

大分県 アロマ＆エステ　プリンセス 温泉宿とのコラボサロン展開の顧客開拓とイメージアップ広報戦略

大分県 シェトミタカ 別府のお土産箱パッケージリニューアル・商談会参加と販路開拓

大分県 Ｓ・Ｈ株式会社 女性が楽しめる地産地消と健康にこだわった本格中華料理の提供！

大分県 有限会社ゑびす屋旅館 別府明礬温泉を海外からの観光客にも優しい温泉地に。

大分県 ココラート 新商品「エッグタルト」を看板商品に！販路開拓事業

大分県
仙骨専門　腰痛ケア　こもんうぇる
す

仙骨専門の新しい腰痛改善整体施術のＰＲと販路拡大

大分県 ＢＡＲ　ＬＥＦＴ　ＡＬＯＮＥ 新商品「パルフェノアール結」の販路開拓事業

大分県 スオーレ わかりやすい！足を運びやすい！！シニア向けサロンの展開

大分県 菓子司　亀家 飲食コーナー設置で「きんつば・最中のお茶セット」の販路開拓

大分県 菜々人（ななにん） 日本酒を楽しむための大人の社交場空間つくりのための改装
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大分県 あすらん 子供と大人の教育教養「あすらん三事業」のＰＲによる販路拡大

大分県 有限会社ＭＡＲＵＴＡ 弊社ウェブサイトの一新と販路拡大のためのネットショップ制作

大分県 木村山羊牧場 九州唯一の山羊ミルクを使った商品の販路拡大及び発信強化事業

大分県 総合ユニフォーム　ユニ・センス 『もったいない・市（いち）』への集客と店舗への誘客で売上アップ

大分県 信栄工産有限会社 土木民間工事獲得のためのイメージアップと広告広報戦略

大分県 株式会社幸葬儀社 ニーズを細分化。老舗だからこその「想い」を地域につなぐ戦略

大分県 株式会社マイスペース 実践的「インテリアコーディネイト講座」の開講準備

大分県 ｂｏｎｎｅ　ｃａｆｅ　＋ｐｒｏｔｔｅｒｙ 自家製ドレッシング・塩麹の頒布会方式通販システム構築

大分県 ヘアーデザインフィーカ 美容業界の潜在労働力ママさんスタイリストを活かした集客力ＵＰ

大分県 カフェド・リモージュ 「高機能トマト事業の６次産業化を目指した自社ブランドの構築」

大分県 久保田塾 生徒増員へ！快適な学習空間創出のための教室リニューアル工事

大分県 アルテリア　エース２８ 「キラキラカガヤク☆ビューティーカーライフ」のサポート事業

大分県 株式会社平和楽器 店舗外観の改装による店の認知度向上と主力商品のＰＲ

大分県 スポーツリーグ オリジナルマークの昇華プリントシステムの導入

大分県 ハートリハ　ソラ 映像による広告戦略とセルフトレーニングプログラムの開催

大分県 リキシステムズ 通信用銅ケーブルの漏えい・漏話特性の検査装置の試作と販路開拓。

大分県 モダンパック大分株式会社 受発注システム構築と広報力強化による販路拡大

大分県 ｅｉｇｈｔ　ｄｏｏｒ　ｓｔｕｄｉｏ 情報サイトの認知アップの為のｆａｃｅｂｏｏｋ広告出稿事業

大分県 ｇｒａｃｅ（グレイス） ヘアメイク業界を牽引する技術者育成事業の開始と広報戦略

大分県 プランリール 新ジャンル「フラワースイーツ」の開発及び広告宣伝

大分県
コンディショニングサロン　コア・ナ
チュレ

無料動画配信で女性の健康を増進し、トレーナーの新規雇用を創出

大分県 夢ごこち ＤＭ・情報誌広告と店内改装で新規客獲得！既存顧客の流出防止！

大分県 馬場クリーニング 限界集落における空家・空室を利用した会員制保管サービスの販路拡大

大分県 ビューティーサロンＬｅａｆ 新提案「育毛ヘッドスパ」・「育毛商品」による新規顧客獲得事業

大分県 美容室はるな 心の叫びのある方へ　体験したことのない美容技術と安心を
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大分県 有限会社カデンのエトウ 防災拠点で地域住民の命を守る！

大分県 株式会社イーコンセプト 社寺仏閣の使用に適した風で消えない専用ロウソク燭台の販売

大分県 笑顔乃実． 体と心を開放するセラピー：『リラクセンスボディセラピー』の販路開拓

大分県 渕書店 特化した絵本専門店で子育ての場を提供し新規顧客獲得

大分県 光和 特殊印刷加工場環境改善による新規客獲得

宮崎県 ｍｉｎｉｍａｌ 独立電源型と系統連携型小型風力発電機の開発及び販路開拓事業

宮崎県 有限会社英建設 高齢者住宅エクステリア整備事業の周知・販路拡大

宮崎県 株式会社丸中 小学生幼稚園保育園卒業式用の着物と袴のレンタルと販売

宮崎県 株式会社Ｉｒｏｎ 地産シロップを呼び水とした誘客

宮崎県 合同会社Ａ－ｓｔｙｌｅ 産前・産後ケア提供と育児ストレス軽減サービスの認知度向上事業

宮崎県 ｕｎ　ｐｅｔｉｔ　ｐｅｕ．．． 新店舗でのセルフカフェ併設

宮崎県 有限会社山萬呉服店 老舗の良さは世代を超えて伝わるもの！中心街中央通りに人を呼び込む。

宮崎県 川畑板金株式会社 意匠性の高い建築金物の内製化におけるコストダウンと差別化

宮崎県 リカーれもん 入居者が長く安定的に経営できる酒卸及び貸店舗の仕組み構築事業

宮崎県 有限会社大野屋 新感覚！食べ歩きできるパフェを軸とした店舗の売上回転率アップ

宮崎県 有限会社バオバブの木 カレーショップばんＡＬＬ宮崎人ファン化計画に伴う販売促進事業

宮崎県 合同会社ギャラント 「増加する海外のランドセル需要を取り込む販路開拓事業」

宮崎県 クライミングパートナーズ株式会社 クライミング用ハリボテの開発・販路開拓

宮崎県 スポーツジムラヴィータ 健康寿命の延伸を目指す当ジム独自の新事業展開・販路拡大事業

宮崎県 株式会社粋の家 古材工房とショールーム、ＩＴ活用でサービス提供工期の削減

宮崎県 株式会社ウエディングＭ 業界初！バーチャルウエディングドレス試着システムの認知度向上

宮崎県 アンドレ貴島 新規客への認知度アップとオーダーメイドケータリング事業の推進

宮崎県 株式会社ＢｉｃＲｅｃｙｃｌｅ．ｃｏｍ 宮崎初！生活家電品のレンタル／買取り保証付き販売制度の促進

宮崎県 株式会社びびっと 住宅密集地を主要エリアとした高齢者向け配食事業

宮崎県 株式会社まえだストアー 買い物弱者のための宅配サービス
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

宮崎県 ＵＰＰＥＲ　ＹＡＲＤ 辛さのＨＯＴ、一息にバームクーヘン事業

宮崎県 株式会社轟園産 轟方式農業技術で生産された野菜の販路拡大の為の展示会出展

宮崎県 株式会社大塚組 「自分で簡単に設置できる！！防鳥ネットパック」普及事業

宮崎県 ヘナアートスタジオ・Ｍｅｓｕｎ 業界初！あなたの想いをギフトに！ヘナアート式ギフトの販売促進

宮崎県 株式会社Ｄ－ｒｅｃｔ 宮崎県内外の人事担当者向けＷｅｂ採用コンサルティングの拡大

宮崎県 株式会社サンシャインＦ＆Ｃ 高品質の農産物加工品を製造する為の設備投資による販路開拓事業

宮崎県 ごとう鍼灸整骨院 治療院で受ける安心安全なトータルビューティーエステ推進事業

宮崎県 サスティア株式会社 一対一婚活マッチングサービス「一期一縁」の会員数５倍化事業

宮崎県 欧風パン　リビエール 店舗も「いいね！」来店時に滑らず転ばず再来店を促す改装事業

宮崎県 ＪＵＪＵ 地域内顧客の利便性を高める看板設置とインターネット通販

宮崎県 Ｂショコラ アスリートに必要な栄養素が摂れる補助食マドレーヌの開発販促

宮崎県 株式会社未来図Ｌａｂｏ 自立支援型デイサービスの経営基盤強化と研修開催型広報展開

宮崎県
株式会社リトルマートコーポレー
ション

当社オリジナルの企画開発商品の展示会での販路開拓事業

宮崎県 ｍｏｒｉｍｉｋｉ 新規顧客開拓のための認知促進事業

宮崎県 Ｓ．Ｓ　ｐｒｏｊｅｃｔ ヒップホップダンスを通じた育児サポート実現に向けての広報戦略

宮崎県 サムエル幼育園 従来体制への国際教育の付加、ならびに英語学童保育の新事業発足

宮崎県 有限会社伊東金銀店 「読む」「書く」や勉強の苦手を解決するための視機能トレーニング

宮崎県 有限会社ワタナベフォトスタジオ 待合小屋でお客様もお店も大満足！店舗改装事業

宮崎県 有限会社クシマ建築事務所 「１，０００万円台で建てられる木の家」の普及事業

宮崎県 Ｌ´ｏｒｅｅ 「ピザ窯で焼く」ピッツァランチと一品メニュー　の開発

宮崎県 有限会社古川冷機 未来の空を　この手で守ろう　～フロンガス排出抑制見守り事業～

宮崎県 Ｈ＆Ｌヒラヌマ株式会社 末永く住み続ける家にする為の「家検」キャンペーン

宮崎県 アルミサービス宮崎 孫と楽しくエコ生活！３世代が集う住宅リフォームで地方再生！

宮崎県 焼肉太康 「店長おススメ、極旨まかないランチ」の開発、強化に伴う、来店客増加事業

宮崎県 エステ　ド　ブランピュール 集客力アップを図る「スマホ対応Ｗｅｂサイト」事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

宮崎県 黒木建設株式会社 宮崎県産粘土を利用した、エコ容器（２合炊き）の開発による販路拡大

宮崎県 本家たかしま ブランド力ある地域資源をフックにした魅力発信と顧客開拓事業

宮崎県 唐木戸陶苑 陶磁器展示会への参加による販路開拓と情報収集強化

宮崎県 有限会社野崎新聞販売店 商店街空き店舗を活用した新聞折込広告認知度向上事業

宮崎県 有限会社岩切酒屋 本格焼酎の魅力体感による、販売促進事業

宮崎県 膳処　馬酔木 厨房及び２階改装による新規女性客・団体客の新規獲得事業

宮崎県 モイスティーヌ日南サロン
新規顧客と既存顧客の来店率を強化する為に看板設置とエントランス拡張事
業

宮崎県 Ｌｏｖｅｌｙ　Ｓｍｉｌｅ 店頭看板等作製による新顧客獲得のための事業

宮崎県 Ｍａｔａｕ　マリンサービス 安全対策の徹底とインバウンド対策による観光客増加対策事業

宮崎県 株式会社クレハ 子育て中の女性をリピーターに転換するための環境整備事業。

宮崎県 ヒーリングスペース・イマージュ 「来客数アップと人材育成のための店外・店内整備事業」

宮崎県 有限会社アキ 蔵風な改装によるショーウインドウ設置等で新規集客拡大事業

宮崎県 株式会社とみやま 上質感がある自然さあふれるパッケージの一新で販路拡大

宮崎県 けんこう未来館 高齢者と出産後の体ケアに悩む女性のためのサービス普及事業

宮崎県 有限会社奧口商店 「宮崎の自転車専門店初！女性が来店したくなるお洒落なお店づくり」

宮崎県 有限会社黒木農園 買物弱者への「作物づくり」情報・商品提供と拠点パートナーづくり

宮崎県 株式会社ＲＡＢＢＩＴ西都 チャイルドシートとプロスポーツクリーニング技術ＰＲによる販路拡大

宮崎県 ＨａＰＰＹ　ＢｉＲＴＨＤａＹ お客様の要望に満足で応える『手づくり商品』の製造とそのＰＲ

宮崎県 有限会社魚平 高齢社会に対応した地元産食材を利用した安心・安全な食事の提供

宮崎県 高屋温泉 着地型アクティブシニア向け宿泊プランの企画及びＰＲ事業

宮崎県 株式会社甲斐電機工事 太陽光発電設備パネル洗浄に伴う、太陽光発電設備保守管理業務事業

宮崎県 株式会社松明創研社
シンガポールにおける宮崎県産の梅を使用した梅ジュースのテストマーケティ
ング

宮崎県 Ｂｅａｕｔｅ＆Ｒｅｌｕｘ　ｍｉｅｕｘ 女性を元気にするプチ講習で新規顧客獲得とエステスクールの開校

宮崎県 株式会社西都電工社 宮崎初！ＳＴＩＨＬ　Ｓｈｏｐ認知度向上と自社サービスの拡販事業

鹿児島県 介護旅行ナビ 要支援、要介護者が「行きたい場所に！」介護旅行の普及促進活動
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

鹿児島県 有限会社増田畳店 畳のリースレンタル機能付リフォーム企画による販路開拓

鹿児島県 薩摩　思無邪 お土産ラーメン販売態勢の構築！

鹿児島県 ＯＷＬ 展示会出展での販路拡大・店内外の改装による集客力向上。

鹿児島県 株式会社天文館 新規顧客開拓と既存客のリピート率向上に向けた広報・ＰＲ活動

鹿児島県 さるく 鹿児島県産葛を用いた洋菓子の新商品開発と販路開拓

鹿児島県 ＴＡＢＥＬＣＯ 鹿児島の食材を生かした郷土菓子・がじゃ豆の商品開発と販路拡大

鹿児島県 ロコ　キャンティーン 店舗ＰＲのビジュアル化と新メニュー投入による売上拡大

鹿児島県 有限会社有馬明治堂 世代を超えた生涯顧客創造のための販促・集客強化事業展開

鹿児島県 株式会社エムズ 「空き家」管理サポートｎｅｔの新規取扱開始

鹿児島県 奥村税理士事務所 中小企業の資金繰り支援がモットーの税理士事務所の普及事業

鹿児島県 株式会社照照 黒豚、タカえび使用した商品のＰＲ、販路拡大事業

鹿児島県 株式会社福見興産 自ら新しい市場を創出するための営業活動の実施

鹿児島県 Ｃｅｌｅｂｒａｔｉｏｎｓ オリジナルウェディングの広報強化による新規顧客獲得作戦！

鹿児島県 Ｏｎｄｉｉｎａ 新ブライダルサロン店舗出店による新規顧客獲得とサービス拡充

鹿児島県 株式会社ケア・サイエンス 新しい顧客層へのフィットネスクラブの普及事業

鹿児島県 炭焼　優心 老若男女安心して楽しめる、居心地の良い居酒屋の販路拡大

鹿児島県 肉のマルシン 地産池消の手作り惣菜・黒豚ミルフィーユカツのテイクアウト販売

鹿児島県 ジニスカフェ Ｗｅｂサイトのリニューアルによるネット通販事業の売上アップ

鹿児島県 ラーニング・ポイント 世代を超えた地域密着型のトータル教育サポート普及啓発事業

鹿児島県 美容室　もぜか堂 ライト美容機器『ルテラ』メニュー創設による新規顧客取り込み

鹿児島県 遊野家 子育てワークショップの開催と安心・安全な店舗づくり

鹿児島県 ＮＡＷＡＧＡＴＥ株式会社 県産農産物、加工品の代理販売事業のブランディング化

鹿児島県 有限会社ウェルネス研究所 「２０２０年対応学習プログラム」事業の広報による新規生徒獲得

鹿児島県 下荒田デリカテッセン 卓上ショーケース、移動車の使用による売上増加

鹿児島県 山口牧場カントリーカレー 通販事業部門の売上拡大を図るための販売促進事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

鹿児島県 カギのツルヤ 競合店に先駆けて電子キーに対応することによる販路の開拓

鹿児島県 リラクゼーションルームえん ココロもカラダもストレスフリー　癒しのリフレクソロジーＰＲ計画

鹿児島県 石原写真館 めざせ１００年企業！創業８３年　老舗写真館のイノベーション

鹿児島県 株式会社鹿児島ミリングセンター 歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ事業のＷＥＢ制作による販路拡大の実現

鹿児島県 有限会社出水田鮮魚 昔ながらの魚屋を生かした、新しいスタイルでの魚の店頭販売

鹿児島県 旅プロモおおすみ 『ワンストップ店舗』開設で地域力アップを目指す着地型旅行事業

鹿児島県 有限会社新建ホームズ 珪藻土を利用した『帰りたくなる家造り』の為の施工販路拡大事業

鹿児島県 アフェクト おしゃれなお母さんと一緒に行きたい地域一番店の美容室を目指す

鹿児島県 山口紙店 店舗の有効活用とミストシャワー、効果的チラシとＨＰで顧客増！

鹿児島県 有限会社御菓子司　富屋 みやげ品の販路開拓につながるＰＯＰ幕作製及び店名ロゴの改良

鹿児島県 合資会社弥生焼酎醸造所 黒糖焼酎「弥生」の知名度向上につながるパンフレット等の作成

鹿児島県 カフェポツリ 昭和初期洋館でのカフェギャラリー広告力・集客力アップ戦略事業

鹿児島県 丸尾印刷有限会社 超小ロットにも対応できる、印刷受注体制の構築と販路開拓

鹿児島県 有限会社出水食品 新商品「大豆ｄｅバター」の可能性への挑戦！！

鹿児島県 四季フォート 写真には皆が笑顔になる力がある！笑顔倍増計画で売上もアップ！

鹿児島県
株式会社北薩フォレストバイオマス
組合

日本一の孟宗竹林地域で、世界初の技術を活かしたバイオマス事業

鹿児島県 有限会社宝福 アロハシャツ店の新規顧客獲得に伴う店舗の看板、ファサードの改装

鹿児島県 株式会社田中写真館 新カテゴリー「マタニティフォト」の新設と写真館ＰＲ作戦

鹿児島県 林酒店 新規顧客開拓と焼酎提案力を発揮する店舗レイアウト改善事業

鹿児島県 南竹鰻加工有限会社 催事販売を活用したインターネット販売の顧客獲得

鹿児島県 有限会社小野食品 真空包装による新商品開発とホームページ作成による販路開拓

沖縄県 小舟舎 小舟舎発行の書籍や作品集を展示し、人々が交流できるギャラリー

沖縄県
英国式フット専門店＆田中養成ス
クール　沖縄リフレさくららん

リフレ技術と心のカウンセリングで顧客満足度＆認知度アップ

沖縄県 南ノ島の福朗まん 手作り冷凍豚まんおよび新規冷凍流通品の外部販売の強化

沖縄県 株式会社ハッピーカムカム Ｗｅｂ・メニュー・動画デザイン統一による視覚的な集客への動因
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

沖縄県 ａｎｓｈａｒｅ　ｐｒｏｊｅｃｔ 「作家が見えるネットショップ」導入による顧客開拓事業

沖縄県 新光運輸 開発と環境問題に取組む！産業廃棄物の適切な収集・運搬事業展開

沖縄県 居酒屋ららみー トイレの洋式化および全面改修による新規顧客の集客

沖縄県
ＭＯＮＴＥＣＲＩＳＴＯ　Ｓｗｅｅｔｓ＆Ｃｏ
ｃｋｔａｉｌ

「新たなサービスの導入と新たな販路開拓」

沖縄県 沖縄セレクト美ら島すぐりぃ 店舗改装による集客とくちゃ洗顔開発ダブル効果で売上アップ

沖縄県 シティライツ行政書士事務所 「沖縄県物品入札参加資格申請．ｃｏｍ」による集客モデル生成事業

沖縄県 ＫＡＭＭ（ＪｅｗｅｌｒｙＳａｌｏｎＰｌａｎｅｔ）
オリジナル商品“沖縄ハワイアンジュエリー”のファッションジュエリーの新規開
発

沖縄県 株式会社セルリアンブルー 「沖縄フォトウェディング」アジア圏市場の販路開拓

沖縄県 Ｃｏｌｏｒｓ　ｂｉｒｄ 「ＳＥＯ解析ツール」（コンンピュータープログラム）の開発

沖縄県
東道ＢＡＲ　＆　Ｄｉｎｉｎｇ（トゥンダー
バー＆ダイニング）

飲食事業の夜間営業強化と菓子製造販売事業の商品開発・販路開拓

沖縄県 有限会社くすりのミドリ 「自宅介護を支える薬局の処方せん薬・介護用品の配達サービスＰＲ」

沖縄県 有限会社まあさんど 障がい者、高齢者が安心安全に食するための店内バリアフリー化事業

沖縄県 居酒屋バケネコ
カラオケ店舗の部屋改装により、居酒屋での飲食後のお客様へのカラオケ誘
致増加。

沖縄県 並里義明建築研究所
新しいデジタルデザインを建築に取り入れ３Ｄプリントにより顧客満足度の向上
とその差

沖縄県 株式会社しまとうふ 県外・海外市場参入へ向けた販売促進ツールの開発

沖縄県
農業生産法人　株式会社オルタナ
ティブファーム宮古

黒糖文化を『美味しく・楽しく・学べる』体験型の食育事業

沖縄県 いもともや食品加工所 長期保存可能なさつま芋加工品の開発及び販促ツール製作

沖縄県 宮古木工芸 展示会出展による「ＰＲ・新規顧客獲得」を目指した販路拡大事業

沖縄県 ＣＯＲＤＥ（コルデ） 店舗開設に伴う営業時間の拡大・新メニュー増による新規顧客開拓

沖縄県 Ｍｅｅｔｓ　Ｎａｔｕｒｅ合同会社 音楽療法・芳香療法を活用した高齢者介護職員向け研修の販路拡大

沖縄県 天倉米菓 新規客層開拓の為のパン陳列棚とショーウィンドーの工事及び設置
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