
平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表　(追加公募受付分)

茨城県 株式会社赤津工業所 個人向けオーダーメイド製品受注サイト構築によるＢｔｏＣ事業

茨城県 株式会社クッキングスクールネモト 「調理実習を行わない調理教室」の開講による高齢者層の開拓

茨城県 株式会社ＭＶサービス 『イベント集客パッケージ付きレンタルスペース事業』の展開

茨城県 宮田理容所 店内改装＆外看板設置・ＳＮＳを活用した『親子ｄｅカット』の集客

茨城県 らすく工房　美・Ｓｅｋｉｙａｍａ 当店のラスクを活かしたブライダルギフト等のギフト用商品の開発

茨城県 株式会社山平 集まれシニアの駅前同窓会　感動のイメージソングで共感づくり

茨城県 株式会社プリントエイジ 縮小サンプルで仕上りが想定できるＤＭ発送による顧客開拓

茨城県 株式会社ブヒンコ 当社自慢の「精密バイス」を全国に、そして世界へ

茨城県 株式会社梅山工業所 省エネ商材及び高付加価値商品の広報宣伝による収益性のアップ

茨城県 松本電工株式会社 戸建て住宅カーポート駐車場専用のＬＥＤ照明器具パークライト

茨城県 有限会社菊水食品 主力商品をＰＲするための看板作成・設置による販路開拓。

茨城県 Ｇ３－ｈａｉｒ（ジースリーヘアー） 頑張る女性をデジタルパーマと切れ味のいい鋏で素敵美髪化事業

茨城県 株式会社ジオフーズ 広げよう！おいしい健康料理「薬膳」をシニア世代から若者へ

茨城県 ビィドリーム 女性が長居できる癒しの空間とサービスによる女性客の集客増

茨城県 ヘアーサロンＡＫＩＲＡ 女性専用お化粧の出来るスペースを設けたトイレを設置する。

茨城県 有限会社倉持薬局 漢方・美容専門薬局の認知度を高めるための広告事業

茨城県 セレブリーナ 大型商業施設でのイベント開催による顧客獲得と売上向上

茨城県 有限会社たまごや 飲食店用廃棄生ビールサーバーの修理、再利用（リユース）の事業化。

茨城県 ナチュラルアングル 「女性顧客集客キット」を女性起業家向けに提供

茨城県 スピック 頭皮診断からデドックスで喜び消費　健康消費の拡大

茨城県 日立動物病院 来院しやすく“ペットの窓口”相談サービスのある動物病院

茨城県 有限会社スタンプナメカワ 家族の絆を深める印章ギフトの開発および販路拡大事業

茨城県 ＦＲＥＥ　ＰＥＡＣＥ日立 茨城日立相続相談センター事業（相続相談総合窓口）

茨城県 有限会社ヘアーサロンゼット 炭酸シャンプー機器の導入による顧客獲得

茨城県 株式会社映光コーポレーション タブレットでＩＣＴ×認知症予防　高齢者向けの新規事業で販路拡大

茨城県 ｓａｋｕ－ｈａｎａ＊ 顧客ニーズを捉えた新商品開発による売上増加・雇用環境良化事業

茨城県 二葉カフェ トイレ増設による、幅広い客層を集客する販路拡大の実現

茨城県 エース自動車株式会社 女性やお子様に優しい車内の除菌コート・トイレ新設事業

茨城県 ＪＯＩＥ株式会社 食のアドバイザーがいるカフェ、プロモーション強化で販売促進

茨城県 大内理容所 ヨガと食を融合させた「生活改善リセットプログラム」の提供

茨城県 株式会社ビースタイル 個々人の体質に合わせた「楽々ほめ伸ばし！」痩身プログラムの開発

茨城県 有限会社シーサイド丸徳 法事ワンストップサービスによる、法事需要の掘り起し

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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

茨城県 有限会社ＳＣＥＮＥ　ＳＰＯＲＴＳ スケートパークナイター照明設置のための電気工事と看板設置

茨城県 合名会社丸藤商店 見切り品を無料で提供する高齢者向け「おもてなしコーナー」の設置

茨城県 益子組 問題視されている空き家の有効活用のためのエクステリア

茨城県 ＣＯＥＪキャリアマネジメント株式会社 キャリア形成と能力開発の為の研修、テキスト制作事業

茨城県 憧れ　花のアトリエ プリザーブドフラワー専用作業場の改修とスクールの新規開校

茨城県 株式会社ファストステップ パソコンスクールの長期受講者数増加の実現

茨城県 株式会社クリーニングのシルキー 大手に負けるな！ポスティングでふとん丸洗い新規顧客獲得大作戦

茨城県 福ちゃん 店内飲食強化に向けた、告知及びロス解消、設備の改善

茨城県 アンダンテ 情報発信や作家展、ワークショップ開催等による集客強化事業

茨城県 Ｒ’ｅｓｅｔ（リセット） 顧客密着型、新メニュー創設とそれに伴う販路開拓

茨城県 有限会社義伝商事 高齢者に分かりやすい情報提供と相談業務の充実事業

茨城県 京遊膳花みやこ 商品の盛り付け例等のパネル展示による購買意欲の向上と販路開拓

茨城県 有限会社いそ冨士 美容室での出入口スロープ設置による高齢者に安全な店舗作り

茨城県 おしゃれセンター株式会社 新規メーカーの招請、出張販売等に伴う広告宣伝

茨城県 ヘアーサロンキュアノス コミュニティスペース創設によるマグネット集客

茨城県 株式会社住宅サービス 介護職員に向けた専用整体及びリラクゼーションサービス。

茨城県 ミツワ理容 創業１００年目指して！　「美容男子」新規集客強化

茨城県 株式会社たかぎ 中心顧客である中高年者の来店頻度アップを図る「憩いの場」新設

栃木県 株式会社オートスナック フリーポンの普及を加速する営業ツールとしてのホームページ構築

栃木県 株式会社Ｅｎ　ｐｒｏ 次世代へ継ぐ街中再生事業

栃木県 Ｏｎｅ　Ｐｌａｙ－ｉｔ（ワンプレイト） 世界遺産の街日光の新たな魅力としてのアウトドアサービスの創出

栃木県 株式会社ＳＴＡＹＧＯＬＤ 栃木県の中小企業をＩＴで完全バックアップする自社サイトづくり

栃木県 スマイルフーズ 地域資源を活用した新商品の開発・販売による売上拡大事業

栃木県 株式会社小林酒店 全国の希少銘柄が揃う酒専門店のＰＲと自社ブランド商品の販路拡大

栃木県 丸亀精肉店 女性客増加のため「大田原ハーブ豚」ＰＲ強化と設備改装事業

栃木県 株式会社松屋旅舘 地域資源の一つになり、多言語パンフで外国人顧客獲得を期す

栃木県 ＢＡＤＧＥ テイクアウトブースの設置、看板・照明の整備、広告等ＰＲ強化

栃木県 有限会社ヤマト写真館 屋外和風坪庭を対象としたガーデンスタジオ整備事業

栃木県 桜岡鋼業有限会社 第二創業期として、新規販路開拓のための施設補修と広告強化事業

栃木県 株式会社カネジン 認証工場の設置による、中小ＳＳの自動車整備・車検事業

栃木県 有限会社モード設計事務所 ＢＩＭソフトを使った空き家のリノベーション推進事業

栃木県 坂本車体整備工業株式会社 サービスメニューの「見える化」による一般ユーザーへの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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

栃木県 有限会社花せいろ ＜新規受注のための容器・設備等の充実で営業拡大＞

栃木県 住まいるネットワーク株式会社 不動産事業者が新たに行う住宅希望者への住宅業者選定～紹介事業

栃木県 ヘアーサロンニューセンス 高齢者のニーズにあった出張・理美容サービス案内の看板装置

栃木県
６月の森農業生産法人　ブルーベリーファーム有
限会社

「顧客リストの作成及び地元への販路拡大のための広報活動」

栃木県 有限会社藤村商事 うなぎ・寿司の出前注文ができるスマホ対応ホームページ制作

栃木県 たふく アフター５を快適に過ごしていただくための店舗の改善

栃木県 株式会社トバソイフーズ 「納豆の滴」「納豆の力」の宣伝広告による販路開拓

栃木県 合同会社ＭＫファームフーズ 地産ブランドである「与一和牛」のブランド確立推進事業

栃木県 Ｋ－Ｓ－Ｋ株式会社 新規事業お墓クリーニング代行業による新規顧客獲得と販路開拓

栃木県 有限会社はくりや エコ関連商品のＰＲ強化で一般個人客層の掘起こし事業

栃木県 株式会社Ｔｏ　Ｈｅａｒｔ プロジェクション・マッピングをコアとした新事業展開と顧客開拓

栃木県 ＡＮ－ＲＩＺ－Ｌ｀ＥＡＵ ブライダルマルシェ「Ｏｕｒ　ｓｔｏｒｙ　ｗｅｄｄｉｎｇ」の開催

栃木県 有限会社みしま 鹿沼特産「にら」を活用したオリジナルドレッシングの開発

栃木県 合同会社風の丘福祉工房 「６次産業化」を取り入れた地域貢献型障害者雇用拡大プラン

栃木県 麺や松 一目で“麺や松”を見つけてもらえるような店舗サインのリニューアル

栃木県 有限会社金禄 地場醤油屋とのコラボの新商品開発によって広域の集客と売上向上

栃木県 米山そば工業株式会社 自社敷地内店舗の遊休スペースを活用した蕎麦教室の展開

栃木県 てさくり　田園レストラン 地元農産物を活用した野菜菓子の製造とＷｅｂサイトによる販路拡大

栃木県 Ｇａｒａｇｅ　ＫＩ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ お客様と共にカーライフをデザインする協業型販売事業の展開

栃木県 有限会社福居写真館 「感動写真」撮影サービス周知のための広報計画

栃木県 丸昌産業株式会社 脱ＯＥＭ、オリジナルオーガニックコットンニットの開発

栃木県 株式会社野沢製作所 外国語ホームページの開設で、海外への新たな販路開拓を目指す

栃木県 むろい整体院 若者をターゲットに店舗改装で新規顧客開拓及びリピーター化

栃木県 やじま整骨院 新店舗リラクゼーション施設「リラくる」のＰＲで集客ＵＰ

栃木県 有限会社谺
鬼怒川温泉駅ナカ新店舗における新商品（日光ヒミツ豚ミルフィーユかつサンド）の
ＰＲ

栃木県 有限会社足利グントー 新規顧客獲得大作戦　～おしゃれな看板で店舗アピール～

栃木県 Ｍ－ＮＡｉＬＳ株式会社 両毛地域の高齢者に対する１８歳からのネイリスト育成のための広報計画

栃木県 有限会社泉田自動車販売 第２展示場開設と看板設置で知名度向上、顧客獲得事業

栃木県 ピノヴィレッジオ 素材の安全性を生かした顧客満足商品づくりによる集客力強化

栃木県 Ｇｅｍｉｎｙ（ジェミニー） 人気のあるアットホームなガーデンウェディングの実現

栃木県 株式会社須賀建設 特許を取得した新工法住宅の販売促進策

栃木県 株式会社美野輪時計店 地域のメガネ専門店として、ゆっくり滞在できる店内環境の整備
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

栃木県 株式会社中川文喜堂 「名入れ専用通販ＷＥＢサイト」開設によるパーソナルニーズへの対応

栃木県 有限会社山田自動車工業 「女性も安心の整備工場」新車販売強化と無料メンテナンスのＰＲ

栃木県 オーガニックサロン　レフェルン 『ブライダルエステ』認知度向上のための広告宣伝

栃木県 株式会社サロン・ド・サセ ジュエリーリフォーム等の潜在顧客発掘のためのイベント開催

栃木県 株式会社仁 あしかが整骨院の提案内容を地域に周知させて認知度強化を図る。

栃木県 株式会社レシピ 来客者確保の為の店一押しの半羽唐揚げ持ち帰り事業の開始

栃木県 有限会社望月塗装 「個人住宅塗装事業への販売促進とＨＰリニューアルによる販路拡大」

栃木県 株式会社星光 浴室の「バリアフリー化」と「手すりの取付」

栃木県 株式会社第一物産 新規顧客（特に若い世代）を増す手のべ華ざんの復活大作戦

栃木県 御菓子司　赤石屋 “元気市で街おこし”販路拡大と売上につながる菓子作り事業

栃木県 コスメ・ド・エステ　ヤナギタ お客様の世代交代を促進するメイン・サブ看板設置事業

栃木県 株式会社おちば 商品パッケージ改良、チラシ配布、通信販売による販路開拓

栃木県 株式会社丸木屋 販路拡大のための食品用クリーンルームの設置事業

栃木県 ヘアーサロン　イシバシ 髪を切るだけではありません！育毛サロンで大繁盛大作戦！！

栃木県 フルゴーレ 新商品の真空包装した栃木の新鮮野菜の販売促進

栃木県 オフィスヨコヤマ イベント演出の低価格化実現による潜在需要の掘り起こしと販路拡大

栃木県 株式会社小川工務店 豊かなコミュニケーションと人の繋がりの“輪”販路拡大ＨＰ作成事業

栃木県 有限会社菓匠おしやま 聖地日光より発信！店舗内改装と広報強化による販路拡大事業

栃木県 Ｈａｉｒ　ｚａｐｐａ 自社オリジナル商品の開発による新規顧客開拓及びリピート客増加

栃木県 株式会社ランデヴー 新規顧客獲得に向けたバリアフリー化と広報活動強化事業

栃木県 株式会社Ｓｅｅｄｅｒｓ 地元中小工務店の情報サイト「ウチミセ」認知度強化事業

栃木県 エムネット こども向け情報通信カリキュラム開始による新規顧客開拓事業

栃木県 株式会社フードフロンティア 強烈な煙も寒い隙間風も万全の対策で串焼屋台の売上アップ

栃木県 Ｍｉｈａｒａ　ＣＡＦＥ ミハラブックの作成・配布で店舗と地域の魅力を発信、売上倍増

栃木県 合同会社グリーンアグリ研究所 独自栽培方法による旬の農産物情報発信を通した若年女性客の開拓

栃木県 有限会社宝冠 『便利屋地蔵』（お墓参り・清掃代行サービス）の開始

栃木県 小暮会計事務所 『使い勝手の良さで“顧客満足度アップ”させる事業』

栃木県 株式会社デンタルマート 情報を持った入れ歯「入れ歯カルテ」の販路拡大

栃木県 株式会社薄井工務店 『住まいまるごと大相談会』

栃木県 エルムンド ラテンパック冷凍食品開発・ネットショップ販売（店舗販売）

栃木県 ヘアーサロン笑門 サービス内容の周知及び設備効率化による顧客満足度の向上

栃木県 株式会社食メディア ハトムギ商品の開発とハトムギ商品の販売促進事業
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

栃木県 Ｓ　ＳＴＹＬＥ 塗装ブース確保による品質向上・職場環境改善・作業効率の向上

栃木県 有限会社ＤＥＶＩＣＥ サーフショップの潜在顧客の掘り起こしによる販売促進

群馬県 そば処　きのえね 高齢者に優しい店舗づくりとホームページを活用したＰＲ

群馬県 清水珈琲 地元名物を生かした新商品開発、ブランド構築の為の包装デザイン

群馬県 株式会社宝 自家製のり使用「男前ワイシャツ」の販売促進で新規客獲得！

群馬県 長谷川　農園 利益率改善を目標とした直売所改修と水道整備。

群馬県 株式会社ツナシマ 約束の桜ボタン　～全国Ｎｏ．１の学生服店を目指して～

群馬県 株式会社アイティーエム ほっとコールシステム・２４時間携帯型安否確認システムの販路開拓

群馬県 株式会社リージョングローバル 若い方が入りやすいアウトレットショップへの改装

群馬県 株式会社渡辺経営コンサルティング 新サービス開発による経営人材の育成とコンサルの生産性向上

群馬県 ＢＡＲ雅 新規女性客層開拓を目的としたカルチャー教室の告知事業

群馬県 今井だるま店 今井だるま店オリジナル梱包箱の型導入によるブランド化

群馬県 ＳｍｉｌｅＢｏｄｙ 産後ケア「女神筋」エクササイズの開発と新規導入による販路拡大

群馬県 小向建設株式会社 冬暖かく光熱費を削減できるＥＣＯリフォーム工事の販売強化

群馬県 リヤカー本舗 自家製造アイスクリームで顧客満足度の向上と新規取引先開拓

群馬県 齊藤機料店 上州座繰り機のネット受注強化と製造プロセスの改善

群馬県 株式会社有花園 ギフト用花鉢における、パッケージのリデザイン

群馬県 株式会社ＯＪＫ　ｓｐｅｃｉａｌ ミニチュアスノーボード埋め込み形パンフレットによるＰＲ事業

群馬県 有限会社バージョンアップ 子育て世代のための教室のフローリング＆蛍光灯ＬＥＤ化事業

群馬県 パソコンスクールＬＩＦＴＥ 認知症予防講座開始の為の広告配布及び大型看板設置

群馬県 株式会社日刊きりゅう 高齢者サポート事業による販路拡大

群馬県 Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｂａｒ　克 新店舗でより多くの方に日本酒のファンになってもらう

群馬県 ＧｅｎｅＣａｒｅ　＆　Ｂｏｄｙｄｅｓｉｎｇ　ＧＬＯＯＭ 顧客満足度を高めるためのサロン移転オープン

群馬県 アプレオ有限会社 レストラン予約客管理ソフト販売促進のためのＷＥＢ活用

群馬県 麺家しん 移転に伴い新しい店舗の周知と新しい商品の広告宣伝活動

群馬県 ＢＩＳＴＲＯ　ＫＮＯＣＫＳ テイクアウトの強化と情報発信機能の充実による新規顧客獲得

群馬県 アルファセキュリティ株式会社 折込チラシとネットを連動した防犯リフォームの地元新規顧客開拓

群馬県 株式会社ワークステーション 若手デザイナーとのコラボにより、生活雑貨品の商品化と販売

群馬県 有限会社茶古里 トイレ補修による高齢者へのサービス向上

群馬県 株式会社寿々屋 新市場開拓に向けた館内レクリエーション施設の拡充と販促活動

群馬県 株式会社住検北関東センター 自然災害に伴う住宅検査の知名度と信用力を高め顧客獲得を行う

群馬県 株式会社ＷＡＢＩやまどり 高級志向ニーズに対応する個室提供による顧客満足度・売上の向上
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

群馬県 株式会社アーツデザインプロジェクト 新店舗にともなう顧客管理の強化とホームページリニューアル

群馬県 有限会社タンポポ オンラインショップ機能の充実による販路拡大戦略

群馬県 株式会社こくぶＨｉ 店舗の照明をＬＥＤ化　本棚増設　宅配車両のラッピングで売上拡大

群馬県 株式会社マウンテンディアー 新規顧客開拓への取組み～看板設置と店舗外観のイメージアップ

群馬県 有限会社かみずデザイン オリジナルご当地商品（おみやげ）のサンプル製作による販路拡大

群馬県 ｒｅｌａ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ 独自の撮影サービス導入と新メニューの展開およびその広告事業

群馬県 株式会社ＨＡＰＰＹ　ＰＲＯＪＩＥＣＴ 新規顧客の獲得とリピーター育成の仕掛けづくり

群馬県 株式会社深沢組 地域中高年齢層向け省エネ住宅の販路拡大事業

群馬県 瑞穂建設株式会社 古い物件を蘇らせることで、空き家に高い価値を付与する為のＰＲ

群馬県 旭電力株式会社 地球と家計にやさしい「蓄電式ソーラースタンド」の販路開拓事業

群馬県 広井建設株式会社 ホームページによる顧客信頼度の向上及び客単価向上の実現

群馬県 レストランカフェＣＡＲＯ デザート事業の展開による客単価の向上とスローライフの促進

群馬県 ドッグケアパートナー　スマイル アジリティー競技レッスン・卒業生継続訓練

群馬県 株式会社ＨＵＧＭＵＧ ＨＰを作成し当施設への入所者を増やし待機児童を減らす

群馬県 株式会社フリーウェイコーポレーション 高齢者をはじめ地域住民が集い・楽しみ・安心できる場の提供と告知

群馬県 有限会社碇塾 小学生英語コースの新設とＰＲ

群馬県 ドリームオート 認証工場取得による作業効率改善及び集客力の向上

群馬県 旬の膳　白嘉賀 老若男女全てのお客様に優しい店舗空間を創出した集客力向上事業

群馬県 株式会社星本製作所 中空プレス成形技術による座席シートの骨組み用金型受注の獲得

群馬県 株式会社立花商会 地域の安心・安全を守る「明るい情報看板、明るい店舗」創造事業

群馬県 きたづめタイヤサービス タイヤ交換、自動車整備の充実による個人需要の取り込み

群馬県 有限会社川島メガネ チラシ作成及びポスティング、ＤＭ作成発送などの新旧顧客開拓

群馬県 株式会社ユタカペイント 「リフォーム事業を拡大し、愛される地域イチバン店をめざす！」

群馬県 Ｄｏｇ　ｓａｌｏｎ　Ｎａｐ 認知度を上げる為のＨＰの開設と店舗看板の設置

群馬県 ガラパゴス工房 展示会出展で販路開拓と、新ソフトと撮影セットの導入で販路拡大

群馬県 和な～る ・新事業立ち上げのためのシステム構築と販路拡大

群馬県 寺村繊研 伝統染色技法を使ったシルクアクセサリー作り体験教室の展開

群馬県 株式会社ＰＲＯＤＩＡ レインボースティックの付加価値向上による販路拡大事業

群馬県 株式会社塚越 ホームページの強化と広告による地域密着のための広告宣伝の充実

群馬県 リハビリ群馬株式会社 「リハビリ体験会」で近隣の元気になりたい高齢者を開拓する事業

群馬県 有限会社りー（萬来軒） 広告宣伝の強化による客単価向上と新規顧客の開拓

群馬県 合同会社シクスアローズ お店の楽しさを伝える販売促進用冊子の作成
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

群馬県 ｂｉｒｉｃｈｉｎｏ 店舗でのレンタルミシンという新しいサービスの周知展開

群馬県 フィッシングポイント　ベリーズ 高品質・短納期体制確立による販路拡大事業

群馬県 ネイルサロン凛－ＲＩＮ－ ネイルの流行発信による新規顧客獲得事業

群馬県 ステージミント株式会社 小学生向けプログラミング教室の開発・販路開拓

群馬県 有限会社エム・ワイ・アソシエイツ 英語・中国語・韓国語翻訳業務新規参入のための告知事業

群馬県 株式会社エルム 新規契約者獲得に繋げる看板制作と店舗側面への取扱商品ＰＲ広告

群馬県 有限会社フリーダムネットワーク社 健康意識が高い人へＢｏｄｙＣａｒｅエクササイズをＤＶＤ・ネットを使って販路開拓

群馬県 ライフケア群栄株式会社 顧客管理代行システムの構築と新たな市場開拓による売上拡大

群馬県 有限会社松本食品 イートインスペース新設による「生麺」の工場直売力強化事業

群馬県 辰巳屋酒店 日本酒取扱銘柄を強調した看板設置による集客アップ事業

群馬県 有限会社ミタフーズ 看板補修による新規客開拓

群馬県 有限会社のがみ苑 ファミリー層の集客を狙った商品ＰＲと店づくりによる販路拡大

群馬県 有限会社シャンティー 前橋敷島店の活性化で市の花（バラ）等の地域ブランドを創生する

埼玉県 有限会社山海物産 葬祭事業拡大計画　～葬祭イベントできっかけづくり～

埼玉県 ｍｏｍｉｚｏ 新規顧客のためのダイナミックな映像制作機能獲得とその宣伝事業

埼玉県 秩父家菓子店 埼玉県産食材で安心安全な商品を作りファミリー層の販路拡大

埼玉県 有限会社小田島商店 高齢者に定期的にこだわり米を販売する”お米の定期便サービス”

埼玉県 株式会社ささき商事 高齢者の健康麻雀ブームに乗る！オリジナル製品である小型麻雀卓の販売事業

埼玉県 よい整骨院 インベントプラス巻爪矯正術

埼玉県 ぱそこん教室おおらか 小学生向けロボットプログラミング教室の開講

埼玉県 株式会社冨田興業 新事業本格参入による一貫施工サービスの提供と販売促進活動

埼玉県 Ｂｕｒｇｅｒ’ｓ　Ｃａｆｅ　Ｂｅａｃｈ　Ｓｔｏｒｙ 大宮初！本格ハンバーガーのデリバリーも楽しめる新店舗出店事業

埼玉県 樋口公認会計士事務所 医療法人向け委託費削減サービスの販路拡大

埼玉県 川越きらく亭 団体客依存体質からの脱却！川越に根付く魅せ（店）創り！！

埼玉県 株式会社Ｓｕｎ　Ｂｌｕｅ　Ｒｏａｄ 老人と女性に優しいお店作りの為のサービス環境の整備事業

埼玉県 株式会社メディア工房 自分史電子書籍作成ならびに少部数製本サービスによる販路開拓

埼玉県 くまさんの整骨院 働く女性の骨盤・骨格に対する悩みを解消！新規女性客の拡販

埼玉県 株式会社ニチエイ タンク型弁当箱のバリエーションの増加と販売チャネルの全国展開

埼玉県 株式会社ニイニ ハイクラスな顧客層を開拓するための販路別リーフレットの作成

埼玉県 有限会社日乃出 和風イラストを活用した広告宣伝による新規顧客の開拓

埼玉県 田丸屋 近隣神社参拝者及び地域高齢者集客計画

埼玉県 とみた宝飾 アンテークジュエリー事業の展開
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 株式会社ＵＰＨ 新規客と女性リピート客の増加に向けた、施設・サービスの改善事業

埼玉県 川合運輸株式会社 新規事業の実施を通じた自社の知名度ＵＰと販路拡大策

埼玉県 有限会社ボングー パン教室開講に伴う売り上げ・顧客拡大事業

埼玉県 有限会社比企オプティクス 取引先拡大のための営業ツール作成とショールーム兼商談室の設置

埼玉県 やーさん輪業 三輪自転車の新たな「訪問型試乗サービス」の創出と広報宣伝

埼玉県 わかたけスクール 小学生向け英検対策コースの新設による新規生徒募集

埼玉県 株式会社塗装のミドリヤ 川口初の無機塗料（オリジナル塗料）を使った住宅市場（川口市）の営業拡大

埼玉県 ハツミ美容室 「ハツミとお客様が作る「トータル美」の魅力発信」

埼玉県 有限会社フジヤ靴店 健康志向専門店に特化する為の新サービスと販売促進活動の実施

埼玉県 イデアルカード株式会社 「歯科医院向け予約印字診察券発行システムの販売促進」

埼玉県 花Ｒｅｎ お客様との関係性を深めるための取り組みとＷｅｂによる販売促進

埼玉県 株式会社ファイネスト 曜日限定の新規商品の告知と顧客情報のデータベース化

埼玉県 有限会社栄誠堂 秩父産果物類を活用した新商品開発並びに販路開拓

埼玉県 ＨＡＩＲ．ＭＡＫＥ．Ａｎｇｅｌｉｑｕｅ ４０代以降の女性が喜ぶヘアサロンサービスの開発および販売促進事業

埼玉県 株式会社高橋政雄設計事務所 一級建築士と宅建取引士による「空き家管理サービス」

埼玉県 株式会社ライティングファクトリー 海外製照明の仕様加工及び照明用簡易取付パーツ開発・販売

埼玉県 陶芸工房たびびとの木 シニア男性向け陶芸体験イベント開催による新規会員獲得

埼玉県 株式会社栄和プランニング 老人ホーム・介護施設が対象のお花レクリエーションの販路開拓

埼玉県 サロンド・ナナ 店内バリアフリー化による顧客満足度の向上とチラシによる拡販

埼玉県 Ｈeｒｂａｌ　ＭＯＭＯ（ハーバル・モモ） ハーブと野菜で作る健康サポート「薬草すうぷ」の販路開拓

埼玉県 株式会社さきがけ 業界初！「愛犬を守る！フローリングの滑り止め工事」の提供

埼玉県 トラットリアカミカミヤ 野菜やハーブ中心の健康食メニューを訴求する看板とチラシ配布

埼玉県 有限会社新関商店 販促活動による「モダン乱敷き畳」の認知度向上と新規顧客獲得

埼玉県 野菜の食卓 「新聞で作るナチュラルエコバッグ」「野菜の食卓」の販路開拓

埼玉県 株式会社Ｖｅｒｄｅ ペットと一緒に食事を楽しむ空間の提供

埼玉県 株式会社パック 特殊素材でデザイン性を高めたディスプレイＰＯＰの販路拡大事業

埼玉県 有限会社オートリペア・川口 下請け型経営からの脱却！広告宣伝を使った新規顧客創造事業

埼玉県 有限会社角田商店 求めるお米のナビゲート・看板設置で、新規客・売上増の実現

埼玉県 合同会社オンデマンド ふち無しはがき印刷　販路拡大事業

埼玉県 Ａｍｏｎ ｉｐａｄでわくわく楽しい介護予防！

埼玉県 ＳＡＭＥ　ＳＵＮ 近隣住民へ認知向上及び新規客獲得ＰＲ事業

埼玉県 株式会社セブンオート 商品名「ゼリーフライと野菜の１２ヶ月」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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 有限会社川口情報センター 紙媒体＋ウェブ媒体で相乗効果を狙い読者増と広告収入の拡大

埼玉県 浜焼太郎熊谷店 女性客４割を達成するための店舗改装工事

埼玉県 株式会社ソロモン 英語速読と小学生英語の新指導法による新規講座の新設

埼玉県 インテリアミヤシタ株式会社 プチ・リフォームキャンペーンの実施と視認率向上、集客力強化事業

埼玉県 小林鋲螺株式会社 犯罪予防に役立つ自転車用防犯ブザーの開発・販路開拓。

埼玉県 有限会社ビッグアート 看板業界初の「立体筆文字」の販売システム構築で売上１２００万アップ

埼玉県 株式会社サイ 介護福祉関係の展示会での自社商品ＰＲ及び商談

埼玉県 株式会社エイトリーブス 匠の工芸品「岩谷堂箪笥」の海外市場開拓－和文化の良さを発信

埼玉県 今井商事 メディカルハーブコーディネーターが創る焼菓子の販路開拓

埼玉県 かしや 造園会社にターゲットを絞ったサンプル送付による認知向上策

埼玉県 株式会社ベイス 『小学生英検合格コース開校！』による新規受講生獲得事業

埼玉県 有限会社あきたベターライフ 利用しやすい低価格の整体メニューの開発、導入による販路拡大

埼玉県 鳥勇 新メニューの開発とオードブルを中心とした予約販売制の導入

埼玉県 エルム室内株式会社 リフォームを含めた総合的なインテリア提案を行う売場作り

埼玉県 エステティックサロン我夢 美だけでなく「心身共に健康」を目指すカウンセリング施術の開始

埼玉県 有限会社デジタルプランニング 輝くシニアのためのｉＰａｄで作るデジタル自分史作成講座

埼玉県 有限会社ビビ 熊谷市及び埼玉県北部におけるｖｉｖｉブランドの周知と販売促進

埼玉県 サイクルショップ丸豊 店頭装飾による認知度向上および女性客向けイメージアップ事業

埼玉県 合同会社スリーペンズ 「新しい顧客の獲得と、作業環境の向上」

埼玉県 株式会社ハウスドック セミナー・相談会開催告知申しみ手段、現場近隣での販路拡大

埼玉県 日本ダイレクトメディア株式会社 中小企業向け「ＩＴマーケティング活用モデル」訴求事業

埼玉県 共和機工株式会社 広告ハガキによる新規開拓と既存の得意先への販売強化

埼玉県 未来会計法人メイキット株式会社 中小企業の１００年経営をサポート！「ＭＡＳ監査」の販促推進

埼玉県 有限会社ウッドルーフ カフェダイニングの販売強化と新規顧客獲得のための提案営業の実施

埼玉県 株式会社データトロン （１）戦略的なホームページを“できる営業マン”に育てる（２）販売促進の拡大

埼玉県 木工房春のはな 木工設備導入による地元産木材仕様の「木のおもちゃ、小物」製造

埼玉県 ファーストファイン 最先端技術のＢＰＳによる吸着義歯に特化したＷｅｂサイト制作

埼玉県 エステサロンＦＤ 「セルフ腸セラピー講座」によるエステサロンの新規顧客獲得事業

埼玉県 みうら薬品 来店感謝イベントと動きのある看板設置による集客力強化事業

埼玉県 ｈａｉｒ　ｓｔｕｄｉｏ　ＡＲＴＥＭＩＳ 高齢者へのシャンプーの対応・ヘッドスパメニューの導入

埼玉県 有限会社石田風呂店 介護リフォーム提案型工務店への変貌に向けた販売促進活動の実施

埼玉県 有限会社オガワ・ランド・エイジェント ネット通販から百貨店販売に向けて販路を拡大するための営業活動
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 行政書士　中小路法務事務所 「おひとりさま」向け相続パッケージ商品の周知および拡販

埼玉県 株式会社スタジオ０２ 集客・リピートおよび夜営業強化に向けたＩＴメディア戦略

埼玉県 らーめん　詩 市外からの新規顧客獲得、家族客・女性客の固定客化

埼玉県 有限会社アオト 高度医療による術後およびエマージェンシーの管理

埼玉県 フィクサス株式会社 ペット用高級木製家具の製造販売とオリジナルブランドの立ち上げ

埼玉県 シェアーズカフェ株式会社 当社保有サイトの統合および配信の自動化による集客力向上

埼玉県 きりん人事労務管理事務所 助成金・補助金特化型ＨＰおよびＤＭ送付、看板設置による新規顧客獲得事業

埼玉県 株式会社一粒工芸 サインショップ改装及びキャンペーンの実施による集客力強化事業

埼玉県 プランナーズコンサルティング 店舗開発コンサルとして地域活性化を図るための新規顧客獲得事業

埼玉県 ゴルフ＆バラエティーふかや 店舗リニュアルに伴う、新規顧客獲得の為のオリコミチラシ

埼玉県 ＣＧコミュニケーションズ株式会社 日本の物づくりのサポート　―　学校や企業へ３Ｄプリンターを導入

埼玉県 株式会社ジャンデック ネットショッピングモールへ出品する商品の拡充でＢｔｏＣ事業を強化

埼玉県 株式会社酒匠 陶器製テディベアデキャンタ（ブランデー入）の開発

埼玉県 株式会社未来航海 【丸ごと創業支援】で企業の“独り立ち”までをしっかりサポート

埼玉県 昭眞工業株式会社 製本工場の機械稼働率を高めるメンテナンスサービスの販路開拓

埼玉県 ノエビア埼玉東販売株式会社 輝く笑顔を生み出すサロン。美容と健康を応援する憩いの場を創造

埼玉県 株式会社ティービーエムジャパン 装置、製造ライン、薬剤の総合最適提案でディスペンサーを拡販

埼玉県 株式会社エンプティ 外国人観光客、雑貨好き女子に向けた香り和雑貨の開発！！

埼玉県 小林整骨院 市外地域への店舗出店のための看板の設置、建物バリアフリー化

埼玉県 深谷電機株式会社 「くるま整備の道の駅」に向けた、受入れ体制整備とＣＳ向上事業

埼玉県 株式会社Ｌｅａｒｎｉｎｇｖｏｔｅ 授業視聴料分配システム「Ｌｅａｒｎｉｎｇｖｏｔｅ」

埼玉県
株式会社Ｅｐｉｘ（ハロー！パソコン教室イオンタウ
ン新船橋校）

船橋にＩＴの恩恵を！地域に根ざしたＰＣサポート事業の拡大

埼玉県 ネクストサービス株式会社 女性・シニアの出版を実現する出版スクールの顧客拡大

埼玉県 小さなおうちエステサロン　ルピナス 店舗のチラシ制作・配布と新メニュー『よもぎ蒸し』の展開

埼玉県 韓味亭 地域団体客を取り込む！バイキング形式による顧客満足アップ事業

埼玉県 オオノガス株式会社 お風呂場の守護神！！ガスでらくらくあったかお風呂へ！！

埼玉県 株式会社エスエス商会 「子育て真っ最中のパパ・ママ」への安心注文住宅の提供

埼玉県 株式会社Ｓｔａｎｄｂｙ　ｇｏ ビッグバンドの宣伝用パンフレット制作及び配布

埼玉県 有限会社サンオーク 「問題解決冊子」付きおまとめクリーニングサービスを提供する

埼玉県 Ａ－ｌｉｎｅエィライン 「自費の義歯」の広告宣伝と受注増加の為のホームページ構築

埼玉県 隠れ家整体・操体＆雑貨　無苦庵 効果的なランディングページと紹介ツール製作による集客増加事業

埼玉県 株式会社ＮＯＪＩＭＡ 新規ネットショップ構築による拡販事業

10/41



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 有限会社黄色いハンカチ 本場キムチを味わってもらうためのＰＲと営業・販売促進

埼玉県 電光工業株式会社 始動器の新分野へのホームページ活用による販路開拓事業

埼玉県 株式会社あぶらび 自社でのホームページ作成による販売環境の構築

埼玉県 株式会社ｅｋプラン 潜在的ニーズの掘り起こしからリピーター化への施策

埼玉県 行政書士山室事務所 女性起業支援事業の広告宣伝

埼玉県 かたち美容室
ホームページを自社イメージと同様に高級なものに再作成、既存顧客満足向上、新
規顧客

埼玉県 株式会社喜久屋 主婦を中心とした女性へのお仕事紹介、委託業務紹介

埼玉県 有限会社山田タイヤ本舗 保管・交換お任せください！新規客獲得向けた事業ＰＲ

埼玉県 土地家屋調査士池田成男事務所 境界の再現性の高い測量を行う事で社会貢献を目指す！

埼玉県 有限会社蓜島自動車工業所 埼玉県初進出の高級ボデーコーティング施工店としての広告

埼玉県 ディボーネクラフト株式会社 「魔女のコッペパン」専門店の店舗デザイン設計及びロゴの制作

埼玉県 有限会社萩原商店 ３０代－５０代の顧客に向けたこだわり茶のギフト商品販売事業

千葉県 お食事茶屋　膳 『花鯛寿司』のお土産セットの商品パッケージ（包装）の改良

千葉県 ワインスタンド＆珈琲焙煎所２５（ｖｉｎｇｔ　ｃｉｎｑ） ランチタイムと専門店としての集客のための販売促進、店舗改装

千葉県 有限会社ビーグッドカンパニー 商圏拡大！関東全域の雑貨マニアが集う店にする。

千葉県 株式会社サイエンスプローブ 洋食店向け野菜鮮度を保つ卓上インテリアサービスの展開

千葉県 平井彩子事務所 日本古来の「梅干し文化」を守り発信するプロジェクトの事業化

千葉県 株式会社秀和教育センター 新障がい児施設の安心・安全性の確保と告知

千葉県 株式会社ＬＯＢＯ　ＮＥＸＴ ・新事業「未来を考える不動産仲介」の広報宣伝

千葉県 株式会社ＺＥＮＴ 唐揚の新製品開発による商品力向上とサービス強化で売上拡大

千葉県 株式会社ありがトン 復職支援に特化したセルフケア専門カリキュラムの開発・販路開拓

千葉県 コトワリデザイン株式会社 捨てないをコンセプトとした日本製の麻カーテンのブランド作り

千葉県 株式会社オリエンタリズム オードブル事業における新商品開発と発注機能を備えたＨＰの整備

千葉県 株式会社石嶋モールドテクノロジー 試作金型のブランド化とインターネットによるマーケティング事業

千葉県 有限会社フーズプロセスサプライ 土壌成分を徹底管理した自社農作物のブランド化による販路拡大

千葉県 開発化学工業株式会社 ３Ｄプリンターノズルヘッド用メンテナンス溶剤の開発と事業展開

千葉県 有限会社清水台工務店 人も家も長生きできる住宅断熱化を推進するホームページ

千葉県 接骨院おおば 安全で効果的な骨盤矯正を看板メニュー化し、女性層への販路開拓

千葉県 サクセス フロアタイル張替え（リラックス空間作り計画）・チラシ印刷による新規顧客獲得事業

千葉県 有限会社いただきマス。
新しい顧客層開拓のための京料亭の地元野菜を使ったまかない献立弁当の宅配
への挑戦

千葉県 Ｓｕｎｎｙ　Ｋｉｔｃｈｅｎ テラスに取り外し可能な屋根の設置

千葉県 サンアイルス オリジナル缶バッチ無償配布による販路拡大
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

千葉県 株式会社近江屋 美容室・エステサロン用無料簡易会計システムの開発と販促活用

千葉県 株式会社ソルティエラ 無農薬野菜と厳選ワインのレストランの顧客獲得と客単価の向上

千葉県 合同会社ピーシーエキスパート パソコン修理の顧客比重を大企業や官公庁へシフトさせる計画

千葉県 宮野指圧鍼灸治療院 自然を生かした予防と施術を合わせた統合治療

千葉県 株式会社街波通信社 紙媒体・Ｗｅｂ媒体に映像媒体を加えた制作提案による販売促進事業

千葉県 Ｆｌｅｕｖｅｃｏｌｌｉｎｅ（フルーヴコリーヌ） 満足度向上計画！快適な空間創りと認知度の向上

千葉県 おむつケーキのお店Ａｎｇｅｌ　Ｃａｋｅ 業界初の新商品アピール・上質ギフトの販路拡大

千葉県 Ｅ’ｓ　ｓｅｎｓｅ 「ブライダルエステによる新規顧客獲得事業」

千葉県 アフター整体院 高齢者と子どもの怪我を予防する新しい整体サービスの販路拡大

千葉県 三共矢崎建設株式会社 ホームページを活用した「空き家・空き地の再利用を提案する取組」

千葉県 司法書士法人ベイエリア春本・笠井事務所 東西線沿線地域の一般市民を対象としたホームページの制作・開設

千葉県 南インド料理　ＣＨＥＮＮＡＩ チラシ、ＳＮＳの活用、移動販売による売上増加と販路の拡大

千葉県 有限会社さわだ園 『粉末茶用ディスペンサー』の市場調査および改良

千葉県 プラネットコム株式会社 顧客管理システムの導入と自社サービスの販売促進事業

千葉県 やちよ村株式会社 早採りした青いトマトを使ったカレー味加工品の販路開拓

千葉県 Ｓｅｇｓ　Ｃａｆｅ　＆　Ｄｉｎｅｒ 地域交流の場としての米国風ハンバーガーショップ認知向上事業

千葉県 合同会社福千やけいかく 地元の素材を使ったオリジナル和風ケーキの開発と販路拡大

千葉県 株式会社ライフエージェント 手術室施工プロモーションによる新規顧客獲得

千葉県 ホッと鍼灸整骨院 送迎サービスによる患者様が通院しやすい環境作りと新規患者獲得

千葉県 パソコン教室クエスト 「子供プログラミング教室」開講による顧客層拡大と集客

千葉県 有限会社マルエス食品 特許取得「まるごとまぐろ」を用いた新たな商品開発と販路開拓

千葉県 いこいの店　喫茶Ｒｉｏ 市民のギャラリー併設で集客アップ

千葉県 工房Ｓｏｒｒｉｓｏ グラスリッツェン普及の為の教室拡充と作品の制作販売

千葉県 個別指導Ａｘｉｓ五井駅前校 リニューアルに伴う高校生の新規獲得

千葉県 株式会社宝洋データ－サービス ＡＲ印刷サービスの告知（ＨＰ追加、専用チラシの作成配布）

千葉県 株式会社アレーズヘアプロデュース 『新サービス展開に伴う集客及び販売促進事業』

千葉県 株式会社ＢＥＹＯＮＤ 映画ダイジェスト風ブライダル映像制作の新規販路開拓・拡大

千葉県 株式会社ＬＩＮＫＳパートナーズ 生活の質を訴求したトレーニングサービスでシニア層開拓

千葉県 たんぼはうす 店外スペースの有効活用による集客確保のための設備設置

千葉県 丸山ゴルフセンター株式会社 ２階打席の防暑対策の為の天井部分、断熱材設置工事

千葉県 夢館　和風らーめん専門店 ネットショップ開店とご自宅らーめんの製造・販売体制強化

千葉県 株式会社フォレストホーム セミナーを活用した「パワースポット」のある夢家づくり
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

千葉県 株式会社エルアール ロボットを活用した小・中学生向けプログラミング講座の新規開設

千葉県 株式会社ＣＲＹＳＴＡＬ 癒し空間で受ける、極上エステサービスの提供による路開拡大事業

千葉県 株式会社あいさ創日 日帰りデイキャンプ・女性も楽しめるオートキャンプ場のＰＲ事業

千葉県 Ｔ＆Ｙ 日本の高機能特殊加工エアパレルをＷＥＢサイト通じて海外市場開拓

千葉県 株式会社すまいる情報新浦安 ホームページ強化及びＤＭ発送による相談集客促進

千葉県 株式会社Ｈ．Ｉ．Ｐ． 展示会出展及びホームページ刷新による販路開拓・販路拡大事業

千葉県 株式会社こなや本舗 ホームページの開設による新規顧客開拓・販路開拓

千葉県 有限会社綜合電設 「介護電気工事業」の新規立ち上げ

千葉県 らぁめん　和 「だれにでも優しい店づくり」

千葉県 株式会社ワンストーン ガーデンエクステリア専門店出店と愛犬家の為のお庭工事推進事業

千葉県 金丸タイヤ株式会社 Ｗｅｂを活用しアジアメーカーを中心としたタイヤの販路拡大事業

千葉県 ＡＢＣ美容室 年齢を意識せず、気兼ねなく来ていただける美容室作り

千葉県 有限会社新緑 創業者向「事業を速攻スタートできるシェアオフィス」の開発開拓

千葉県 株式会社佐久間工務店 住宅ストック市場のリノベーション窓口をＩＣＴでワンストップ化するサービス事業

千葉県 有限会社モエギコーポレーション 食物アレルギー対応菓子の開発・パンフ作成ならびに販路拡大事業

千葉県 日本環境開発株式会社 高齢者の事故防止のための住宅バリアフリー化工事の販路開拓

千葉県 株式会社オフィス・オカモト 『事業用物件に特化した不動産投資促進による販路開拓事業』

千葉県 合同会社ラフェスタ アイフォンの修理・買取り事業を周知するリスティング広告

千葉県 トライプラス八千代緑が丘校 個別指導塾による地域教育環境の醸成事業

千葉県 株式会社創ダイニング キッズルーム設置による販路拡大及び子連れで飲みに来れる飲食店

千葉県 株式会社みどりや あなたのふとん直します。”匠の技”で快適な睡眠生活をご提案

千葉県 株式会社ソフィレ 産婦人科医が監修の厳選素材のプラセンタサプリの通販事業の実施

千葉県 株式会社プラントテクノロジー 健康と環境の改善に役立つ漢方酒の認知度・集客率・売上強化事業

千葉県 伸栄学習会 小学低学年層を集客する学習塾校舎の「エントランス」改装

東京都 株式会社シーガル 八王子方式マイナンバー書類電子化保管サービスの販路拡大

東京都 御手洗翔平 「空中盆栽」の販売促進用動画制作・ＷＥＢサイト製作

東京都 有限会社テッパン 台湾に向けたＳＨＡＲＥＦＵＮ（おしゃれなふんどし）の販売を開始する

東京都 Ｒｉｖｅｒ　Ｆｌｏｗ株式会社 中古品小売店の店舗改装による集客強化とＨＰ開設による販路開拓

東京都 ＳＵＮ　Ｔａｍａ　Ｂａｒ（サンタマバー） 新規女性客獲得のための新商品開発と販路開拓

東京都 ｔｈｒｅｅｔｏｎｅ Ｉｎｓｔａｇｒａｍ（ＳＮＳ）を中心とするコンテンツプロモーション。

東京都 ＡＩＮＡ　ｅｙｅｌａｓｈ 新規ＷＥＢ広告とＳＮＳで再来店率向上と顧客開拓

東京都 株式会社テクトム クルマの運転情報が『見えて・記録できる』車載機の広告・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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

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ＨＹＫ　東京営業所 法人向けリムジンサービスの外国人観光客向け展開事業

東京都 株式会社スニーズ メンズ脱毛サロンでの脱毛コンシェルジュサービスによる集客促進

東京都 一般社団法人日本ふんどし協会 ふんどしの世界展開に向けたサイトの英語化と通販機能の追加

東京都 株式会社上　原 老舗　上原粉砂糖の地方への販路開拓事業

東京都 株式会社ｉｄｅａ　１ｔａｓｕ 「子育てママの働き方、ワークライフデザイン」の企業情報集約と働き方の提供

東京都 有限会社かづさや質店 質屋事業の活性化、イメージ向上と古物販売の再開による販路拡大

東京都 Ｈａｉｒ　ＵｎＫｎｏｗｎ お客様の「イメージする理想の髪型」実現と顧客開拓

東京都 株式会社インターナショナルスクールタイムズ
インターナショナルスクールの施設を有効活用した英語を中心とした学童保一句事
業

東京都 有限会社ＳＥＥ－ＯＮＥ ペットの健康と幸せを願う飼い主に自社商品の特徴を伝える事業

東京都 株式会社松楽産業 米用計量機、コーヒー用計量機の開発、改良と販路拡大

東京都 有限会社百面相 外国人旅行者に向けた「新名物・おふくろの味」コースの販促

東京都 株式会社ＰＩＬＥ　Ｐｒｏｊｅｃｔ プログラミング教育用教材の新製品開発と販路開拓

東京都 株式会社セレンディピティ・トレーディング ウガンダ産シアバターの魅力を伝える販促物で売上向上

東京都 石野　智元 主婦向けネットショップ運営スクールのＨＰとパンフレット作成

東京都 株式会社風土文化デザイン 浅草発　外国人向け「地域和文化」の発言に伴うＷｅｂサイト開設

東京都 株式会社テルタデザインラボ オリジナルブランド（高付加価値ニット）製品の開発と販路開拓

東京都 株式会社エンター・サンドマン 音楽スタジオのハイレゾ対応による売上増加計画

東京都 株式会社ｂｉｌｓｏｎ タブレット型ＰＯＳを使った催事スペースでのロールケーキ販売

東京都 イビサ合同会社 アパレル業界で働く人を対象にした不動産仲介業の広報活動

東京都 株式会社ココラッセ 「ここらっせ　たちなん」での新サービス導入による新規顧客開拓

東京都 炭プラスラボ株式会社 水素・炭事業を通じた健康サプリメント・飲料の販路拡大

東京都 株式会社ＰＮ 麻布交差点の外国人獲得のための新メニュー開発とＰＲ

東京都 美肌道 爪ケア用ドクターズコスメの開発と販路開拓

東京都 株式会社よかクリエイト シニア向け市場調査の代行サービス

東京都 株式会社食品企画 日本一安全でおいしい「パパドリア・キッズカレー」の販促直売

東京都 株式会社辻屋本店 浅草発「和装履物」＝クールジャパンを定着させるための広報費用

東京都 株式会社フレンバシー サービスを外国人旅行者に伝えるための効果的なプロモーション

東京都 株式会社ぐろーす 近隣顧客を開拓するためのチラシ配布と出前サービスの開始

東京都 有限会社フジロック 弊社新製品「アルミハンドリベット」の販路開拓

東京都 ロウエンデザイン株式会社 伝統工芸を活用した製品の商談会による販路開拓と調査

東京都 株式会社ＮＲＩＪ 中堅企業向け交渉研修新設などによる新規販路開拓とそのＰＲ強化

東京都 株式会社檜書店 伝統文化に興味を持つ若者に能の楽しさを伝える

14/41



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 株式会社須藤商店 ハンモックを使ったカフェによる移動販売と販促活動

東京都 エックスアイティー株式会社 相続問題解決のための無料セミナーの広報と収益化事業

東京都 行政書士法人Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ 外国人起業家への会社設立まるごと支援事業

東京都 合同会社ドラマチック 「クリエイターを集める」拠点整備とＰＲ実施による新規顧客開拓

東京都 株式会社匠工芸ギャラリー禅 新しい祭壇型仏壇「祈り壇」の広報・広告および新規卸先開拓

東京都 株式会社ターボジャパン ボディボード冬物商品開発による販路開拓

東京都 東京トレード株式会社 ＮＨＫのＯＢなど動画制作できる人材を紹介するホームページ事業

東京都 手作り惣菜　なかむら 買い物弱者へ「手作り・家庭的・安心な惣菜・弁当」の移動販売

東京都 有限会社シンフードサービス 飲食店舗への顧客入店強化のための店頭エントランスリニューアル

東京都 株式会社エム・ミューズ セルフホワイトニング事業の認知度向上と集客強化

東京都 株式会社リ・パブリック 新規事業創出人材のコミュニティ構築と育成プログラム提供事業

東京都 ＩＮ　ｏｐｅｎ（イン・オープン） 幅広い新規顧客獲得の為の店舗視認性向上とバリアフリー化

東京都 スタイル＆フード株式会社 企業をターゲットにした新しい販路開拓のための“名入れワッフル事業”

東京都 株式会社ヒューマンクラッチ 求人票代行サービスのＷｅｂサイトを利用しての拡販事業

東京都 株式会社セブン 高齢者が安心して健康グッズを体験、購入できる為の店舗改装

東京都 株式会社ユイオキューブ 高品質低価格高デザイン性のお守りジュエリーの開発

東京都 メディカルグリッド株式会社 インテリジェント検体輸送箱販売に伴う自社ＨＰのリニューアル

東京都 ｉｓｓｉｎ（一針） お直し専門店の認知度と来店者の満足度向上のための店舗改装

東京都 株式会社サムヒルズ 低温転写紙開発による新規顧客層開拓

東京都 合資会社オオタキカク 税理士の差別化支援『ビルドコア』の販路開拓と所得倍増計画

東京都 株式会社レンダーズクラウド 不動産オーナー向けクラウドシステムのアプリ化（ｉＯＳ、Ａｎｄｒｏｉｄ）

東京都 株式会社アステック 「バリレス加工の新規顧客開拓に向けた展示会出展事業」

東京都 有限会社環境トータルシステム 廃液処理が楽になる！をもっと多くの人に教えたい

東京都 株式会社ｄｉｖｋａ 自社ブランドの海外市場での知名度アップのための販促事業

東京都 株式会社トライアングルズ ＷｉＦｉレンタル事業における販路開拓

東京都 アサヒリサーチ株式会社 当社商品（ドライブレコーダー）の量販店販路拡大および強化

東京都 ドッグダイナー株式会社 犬の健康・飼い主の幸せを考えたドッグフード・健康食の販路拡大

東京都 メカニックモデル有限会社 会社の信用力をアップさせるツールの充実

東京都 株式会社七寶商會 ネットからの要望聞き取りによる宅配事業

東京都 株式会社マイア オンリーワン企業育成を展開するための外部発信事業

東京都 株式会社ｍａｉｓｏｎ　ｄｅｓ　ｐｅｒｌｅｓ 刺繍の可能性を広げる新たなオートクチュール刺繍キットの展開

東京都 シグマアテンドサービス株式会社 新規固定客集客と雇用の安定事業へ確立の為の取り組み
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 株式会社ワップ 訪日・在日ベトナム人向けベトナム語ヘルプデスクの設置

東京都 深中メッキ工業株式会社 高度な化学研磨技術を応用した黄銅素材の仏壇仏具の洗浄の事業

東京都 有限会社クレス ランチ営業の開発と店舗改装による販売機会の拡大

東京都 有限会社アドバン 高密度基板対応自動一括はんだ付け装置の輸出プロジェクトの推進

東京都 日本お茶ごころ研究会 訪日外国人がイスとテーブルで気軽に楽しめる抹茶教室の販促事業

東京都 ｃｏｃｏｒｏ　ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 ０・１歳の待機児童のための保育環境整備および保育内容強化

東京都 新橋税理士法人 画面共有による自計化支援のＰＲによる顧客開拓

東京都 株式会社岡田印刷 ホームページ開設支援や小ロットＤＭによる顧客ニーズへの対応

東京都 有限会社いそかわ 新鮮で安全な米を販売する為の設備導入と広告による新規顧客獲得

東京都 株式会社アマリージュ ＮＹ人気店の出来立てスイーツ店の開業販促・ネット販売の開始

東京都 株式会社ＢＲＩＧＨＴ 外国人向けのＨｅａｄ　Ｓｐｅｃｉａｌ　ＲｅｌａｚｉｎｇのＰＲ事業

東京都 マシンビジョンライティング株式会社 画像処理システム用照明の試作開発と技術コンサルの受注拡大

東京都 株式会社マミーズスマイル 出産後ママ向けケアサービスを紙媒体とＷｅｂで訴求する販促事業

東京都 ＲＩＮ　ｓａｌｏｎ（リンサロン） ヘアケアメニューの充実化

東京都 ティダ株式会社 築地市場移転！「活かす」活魚水槽の販売・設置のための広報事業

東京都 Ｍ．Ａ．Ｓ．Ｊｅｗｅｌｒｙ 金属アレルギー対応チタン製ヘアピンの販売促進事業

東京都 株式会社アーカス・インズ 印象力アップ研修のＷｅｂサイト構築による販売促進

東京都 株式会社カイラボ 中小企業向けストレスチェックチェック＆ケアサービスの販路開拓

東京都 有限会社伊藤悦子の店 免許皆伝！美容師育成講座による社交ダンスヘアセットの全国展開

東京都 秋葉原昭和通り接骨院 働く女性応援リラクゼーション＆施術　実現

東京都 株式会社緑川商店 病院、介護施設、福祉施設の「食の改善」コンサルティング事業

東京都 インディ・パ株式会社 イスラエル産高級ワインのＢ　ｔｏ　Ｂ（卸売業者向け）販路開拓

東京都 株式会社ミューオン ヒューマノイドロボットを活用した接客支援コンテンツの開発管理

東京都 株式会社グローバルアジアパートナーズ 日本初の戦略商品の販売促進による知名度向上

東京都 ラーメン・餃子寿限無 トイレ及び看板改修による来客数と売上増加計画事業

東京都 レディー・ゴー株式会社 女性の女性による女性のためのお部屋探しサイトの製作・運営

東京都 株式会社東京丸惣 新製品による　海外・国内販路拡大のためのホームページ作成

東京都 Ｋａｒｌｓｓｏｎ　Ｗｏｒｋｓ　合同会社 アルローウエディングのＷＥＢサイト開設とパンフレット作成

東京都 株式会社アイショップ 自社ブランドアロマ商品開発と卸売・業務用販売チャネルの構築

東京都 株式会社パンレックス 既存サービスおよび新サービスの拡販・新規顧客獲得

東京都 株式会社金福 繁盛エステサロンから美のクリニックへの転換

東京都 株式会社燦光商会 女性専用トイレ新設による顧客への快適空間の提供と新規顧客獲得

16/41



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 有限会社星田 終活市場を取り込む手元供養用ジュエリーの販売促進事業

東京都 株式会社くらや 高級バッグ・靴の修繕用の自社開発塗料の販路拡大

東京都 ひろこ不動産 新サービス『仲介手数料最大無料』導入による販路開拓ＰＲ事業

東京都 株式会社アハバ 中小企業のニーズに対応したインターネット委託販売プランの開始・普及促進

東京都 Ｊ－ｆｌｏｗ（ジェイ・フロー） 新規来店客（楽器演奏経験者）増加とファン化に向けたＰＲ戦略

東京都 暮らしＳｔｙｌｅ シニア世帯にゆとりと健康を届ける笑顔収納サービスのｗｅｂ販路開拓

東京都 ＹＡＹＡ 新型立体マスクの販路開拓

東京都 株式会社上岡祐介建築設計事務所 建築士ドットコム（建築家向けのコミュニティサイト）の開発

東京都 ダーツバーＯＮＥ 中高年層を対象にしたコミュニティ・ダーツバー事業の展開

東京都 株式会社フリーベース 超高齢化社会に貢献する「終生活動（終活）」のライフデザインサービス。

東京都 株式会社エコレボリューション Ｓａｉカラーの販売代理店の拡充による美容室の獲得

東京都 スタッドアーツ プロモーションビデオとホームページによる自店及び卸先の販路拡大

東京都 有限会社とだ 店内リフォームによる女性客数向上と常連客の来店数向上

東京都 株式会社ＲＩＴ 「個性あふれる燻製専門店」を渋谷に！

東京都 株式会社ＣＩＯ 労災リスク一元管理ツール「健康いきいき社員」の販売促進

東京都 株式会社スイミージャパン 飲食業界向け中国人アルバイト紹介事業の販路開拓・拡大

東京都 スマイルリンク株式会社 ３Ｄプリンター製品のプロモーション強化

東京都 株式会社福寿堂薬局 ネットショップを活用した経管栄養剤の販売事業

東京都 有限会社いちご亭 新商品の開発と量産化と店内リニューアル

東京都 有限会社サンハイド・コーポレーション ラッピングバス広告を活用した当社近隣地域の新規顧客獲得

東京都 株式会社ひがでん 葛飾区内の地デジ化工事受注による個人顧客獲得

東京都 コード株式会社 販路拡大とワーキングママ登録促進を目指すウェブ・チラシ制作

東京都 株式会社ビジネスクロス インターネット試作販売用インフラの整備および紹介資料の作成

東京都 ＲＥＳＰＥＣＴ　＆　ＭＡＮＮＥＲＳ合同会社 インターネット広告による売上・販路拡大事業

東京都 株式会社がいどｄｏｇ 中小企業ＰＬ保険に特化したＷＥＤサイトによる販路開拓

東京都 ふるさと市場遊ＹＯＵ楽座 大山商店街近隣への宅配弁当拡大事業

東京都 井上デザインラボラトリー 自社ブランド立上げの為の試作開発

東京都 株式会社想心セレモニー 葬儀費用を透明化したセットプランの提供による新規販路開拓

東京都 茶の丸美屋 日本茶のブレンドの再認識及び構築＆マイブレンドの提案

東京都 合同会社ユー・ラボ 検索連動広告を活用した新規顧客獲得の仕組化

東京都 株式会社石井トロフィー 顧客ロゴやマークを簡単名入可能セミオーダー品中心カタログ発刊

東京都 株式会社空と風 Ｗｅｂ専門家チームによるスモールビジネスのブランディング支援
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 Ａｔｔｒａｃｔｉｖｅ ＨＰの改良による販路拡大。リーフレットとチラシの製作。

東京都 有限会社エリカインターナショナル 女性週刊誌を使った人気イラストレーターＲＩＥの財布の販促

東京都 株式会社シュガー・ラッシュ 歯科医院業界のマーケティングデータの収集・分析及びマニュアル作成業務

東京都 有限会社クリフォート 化粧品の自社ブランド確立に向けた展示会出展とウェブ広告

東京都 株式会社リマニアノワークス 直接販売で売上と利益を確保するためのオンラインショップの構築

東京都 有限会社ロサリオ 直営店舗の店舗改装（入り口の段差解消、上部テント設置）

東京都 旺知国際特許事務所 海外企業の日本への出願を仲介する海外代理人の開拓

東京都 アテール株式会社 バレエスタジオ専門に開発した商材の施工の受注活動

東京都 株式会社ｔｒｉｐｐｉ 入会者獲得のためのブランディングと告知

東京都 Ｃｌａｓｓｉｃａｌ　Ｐｒｉｎｃｅｓｓ　Ｊａｐｏｎ 着物地を用いた鹿鳴館ドレスの訪日外国人観光客への販路拡大

東京都 株式会社パートナーズ・ジャパンＹＡＭＡＴＥ 高品質なエクアドル産スーパーフードの輸入品の拡大と販路の拡大

東京都 加藤浩志公認会計士・税理士事務所 事業承継・相続税アプリケーションを活用した事業拡大

東京都 有限会社イナ 他社にない独自のビジュアルワークショップによる新規事業の確立

東京都 合同会社アロジェネ 世代を超えて運動不足を解消する『アロジェネ体操』普及イベント

東京都 株式会社ＢＬＡＣＫＳＴＯＮＥ　ＪＡＰＡＮ 国内展示会及び自社ＨＰとオンラインショップ開設による販路拡大

東京都 株式会社キッズプレート ＶＲ＆ＡＲアプリ「ルクルク」ユーザー数増加のための広告事業

東京都 株式会社ＬＡＩＦＡＩ 在日外国人、旅行者に対する新規集客ツールの作成及び広告

東京都 株式会社エクレアラボ 顧客管理システムを活用した小規模事業者の営業力強化の支援

東京都 キュリオステーション永福町店 小学生向けプログラミング事業の展開

東京都 株式会社ドクター＆ファーマ 花嫁が喜ぶブライダル商材開発と客単価向上の実現

東京都 株式会社ヒューマンスキル開発センター 組織のメンタルヘルス対策を促進する適性検査システムの改良

東京都 神戸直紀税理士事務所 地域密着型の若年層のための開業支援サポート

東京都 株式会社シンキング インターネット広告での通販サイトへの集客の強化と平準化の実現

東京都 ＢＡＲ　ＭＩＣＳ イベント運営強化による店舗への集客の強化と平準化の実現

東京都 株式会社エクスカリバー 九州発「天ぷら食堂」スタイルの東京市場獲得大作戦

東京都 株式会社ジェイアンドエム ・ベビーカーのお客様がゆっくりできる空間を提供し新たな集客向上

東京都 有限会社ダンク・ユー アジア向けに日本製オリジナル化粧品販路拡大事業

東京都 株式会社コンテンツラボ 海外在住日本人事業者が利用できるクレジット決済代行サービス

東京都 ミアキス株式会社 高齢者向けカタログ販売および配送サービス事業

東京都 株式会社ｇｒｅｅｎ　ｇａｂｌｅｓ 古着の実店舗を開設し、ＰＲ活動により新規顧客を獲得する

東京都 カレイドソリューションズ株式会社 ゲームを使った企業研修の魅力を伝えるＨＰ作成による販路拡大

東京都 ラドデバイス株式会社 Ｘ線・中性子イメージング検出器のプロモーション強化
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 サンモリッツアーツ 障碍・老人福祉施設販路開拓の為の遊び方等ソフトウエアの開発

東京都 株式会社ジェーシー・フーズ アイドルタイムを利用した新たな「飲茶カフェ」の導入

東京都 アコード株式会社 新規ブランド確立の為の広報及び販促活動

東京都 株式会社ノヴァ電子 ２相ステッピングモータドライバ内蔵２軸コントローラ開発・量産

東京都 ソレイユ鍼灸整骨院 より幅広い層への対応を実現するバリアフリー・設備面強化事業

東京都 電波クリーニング販売株式会社 盗聴・盗撮器の新検知機器「アンディア」の販路開拓

東京都 株式会社クロスロードフラワー 和風フラワーギフトのウェブショップ再構築と実店舗のＰＲ強化

東京都 株式会社ハリースタイル オーダーシャツのＷＥＢ販売

東京都 株式会社ディースピード 自動車部品小売が行うビール販売事業による自由ヶ丘の活性化

東京都 ＧＲＯＵＮＤ株式会社 ホームページ刷新による取扱製品の認知度向上と受注獲得の実現

東京都 有限会社昭和食品 鮭の旨味を追求したレシピシート作成による情報発信と需要創造

東京都 ４ヴァンテオ テイクアウト販売用のガレット開発とパッケージ制作と販路開拓

東京都 株式会社Ｓｅｃｕａｌ ホームセキュリティサービス「Ｓｅｃｕａｌ」の販路開拓事業

東京都 半司　知己 タッチパネル用入力システムの認知度向上と販路拡大

東京都 せりえ鍼灸室広尾 産後の女性の訪問ヘルスケア支援事業

東京都 ＳＯＬＯ 働く女性に向けた「仕事帰りの癒し」の提供と宣伝による販路開拓

東京都 株式会社ボランチ 助成金情報サイト（みんなの助成金）の動画配信システムの再構築

東京都 株式会社アーテリア 世界で最も美しいカーペットの高所得者向け販路の開拓

東京都 株式会社ＴＨＲＥＥ 新スクール立ち上げのためのＷｅｂサイト制作

東京都 株式会社クリオ デザイン×知財コンサルティング＝ワンストップソリューション

東京都 株式会社まつおか書房 顧客獲得と売上増進のための店外テントの付け替えおよび新設

東京都 株式会社Ｉｒｒｅｐｌａｃｅａｂｌｅ 若者と中小企業を繋ぐ就活プロフィールの運営及び職業紹介事業

東京都 ノイグラフィック ホームページ＆講座でマーケティングとデザインの相談窓口開設

東京都 株式会社ＰＯＬＩＣＹ シャワー室の改良などジム設備の更新による女性顧客獲得事業

東京都 有限会社フォト・デニーロ 外国人向け「本格甲冑・和装フォト」のスタジオ開設、及び事業化

東京都 ＰＰＰ’ｓ株式会社 伝統技術の動画配信型後継者募集支援事業

東京都 ａｆｆｅｔｔｏ． 今治タオルの生地を使用した高級ギフト用バスローブの開発販売

東京都 林式会社スチュワードパートナーズ 会計コンサルティングのお試し一日契約をＰＲする

東京都 株式会社グリフ 「インテリアプラス」から展示会・イベントの自主（独自）開催

東京都 株式会社牛久工務店 太陽光照明スカイライトチューブの活用を通した売上の拡大と安定

東京都 株式会社ＴＡＮＤＥＮ サイト制作システムの販路を全国拡大する為のパートナー開拓事業

東京都 ファインマテリアルシステム有限会社 東南アジアにおける本格的遮熱塗料の販路開拓
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 合同会社ししのあ 集客増のための店舗改造と適切な周知・アピールを実施する

東京都 株式会社スマートショッピング 通販最安店舗で自動で商品購入する「ゼロクリック購買」の開発

東京都 長澤アンチ アンチモニー工芸アクセサリー製造技術の高度化と店舗販売の実施

東京都 株式会社ジリッタ 法人特化型生花店の取扱商品を分かり易く伝えるための販促事業

東京都 合同会社デイライトサンライズ うちの子がＬＩＮＥスタンプに！ペットのＬＩＮＥスタンプ作成サービス

東京都 株式会社ＯＭＥＧＡ　ＨＩＧＨ 歯科医院の集客・接客力を向上させる情報提供サービスの展開

東京都 合同会社プログラムアートＡＲＴＭａＮ ホームページ作成とＤＶＤ制作と地方ワークショップ活動

東京都 株式会社Ｏｎｅ’ｓ　Ｓｍｉｌｅ ブランド力向上の為の包装パッケージ改良による販路拡大

東京都 株式会社Ｏｎｅ　Ｎａｔｕｒｅ Ｗｅｂショップの大幅なリニューアルによる新規顧客の獲得

東京都 株式会社北極星 小売店頭用カタログ作成によるコンチョアクセサリーの拡販

東京都 株式会社ディプトリクスリテール ＡＭＩオンリーショップ開店告知・来店誘導メディアミックス戦略

東京都 経営パワー株式会社 第二の柱創り。『アート書道』ネット販売システムの構築

東京都 アンドオン株式会社 「クリーニング屋さんの孫の手」販売促進完全代行サービスの拡販

東京都 株式会社ＳＸプロモーション 日本不動産の海外向け販売拡大に向けた情報発信の展開

東京都 株式会社ツインズネイル 企業向けの出張ネイルサロン＆ヘッドマッサージで新規顧客開拓

東京都 株式会社安全運転教育協議会 閑散期集客増加のための新規販路拡大・新規教習所提携

東京都 株式会社ロゴ・アンド・ウェブ ロゴ＆ＨＰパックの開発とネット広告・チラシによる販路拡大

東京都 株式会社ジープラス サイネージシステム改善とＨＰリニューアル販促で新規契約獲得

東京都 ＬＥＧＩＴ株式会社 日本の知的財産を世界展開するためのプロモーション展開

東京都 有限会社精美堂 糖尿病に特化した予防サプリメント・漢方を強化した専門調剤薬局の展開

東京都 ユナイテッド・アドバイザーズ税理士法人 補助金や創業融資の説明会開催とウェブサイトによる新規顧客開拓

東京都 株式会社バイオレンジャーズ バイオによる環境浄化技術・商品の中国語圏地域への販路開拓

東京都 ＢｉｏｅｃｏＪＡＰＡＮ　株式会社 ３社同時ＨＰリンクによる異業界の連携営業システムの構築

東京都 炊 家でくつろぐ「空間と味」の居酒屋の開設による顧客の増加

東京都 株式会社クラウディア 自主製作の動画が鍵！マイクロクラスター入り顆粒水素のネット通販

東京都 株式会社リバーランドトレーディング 女性の声を反映させたビジネスバッグの企画・生産・販路開拓

東京都 エクサラモー株式会社 地域歯科医院向けの顧客管理・集客ワンストップサービス事業

東京都 ＳＨＡＭＲＯＣＫ合同会社 新規個人客と地方法人客獲得のための販路拡大事業

東京都 信越電気工業株式会社 ツアー情報発信と首都圏地方創生日帰りバスツアーの開発

東京都 ＳＯＤＡ株式会社 安価で簡単に導入できるオウンドメディア構築ＣＭＳの販路開拓

東京都 株式会社タートルミュージック ＯＴＯＰＲＯの認知／販路の拡大

東京都 ＡＫ商事株式会社 海外輸出専門の中古車販売事業における独自サービスの販路開拓
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 株式会社シエル・ブルー ムスリム向け「ハラール」対応カレールウの開発・販路開拓

東京都 ネイチャー国際資産税事務所 国際資産税に特化したブランドイメージ強化による販路拡大

東京都 株式会社ベル興産 ベトナムにおけるリフォーム・サービスの展開事業

東京都 株式会社ＫＡＳＳｉＭＯ 海外向け組立式・多目的「茶室」の商品試作と販路開拓事業

東京都 有限会社アレカ 商品広告作成及び受託営業一体化事業の顧客獲得のための宣伝事業

東京都 Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　Ｒｉｃｃｏ 高齢者向店舗への設備改善による利便性・安全度・集客向上

東京都 株式会社エムアンドビーデザイン 業務告知パンフレット・チラシ作成とＰＲスタッフ派遣

東京都 株式会社ライトスタッフ 新規顧客の開拓と既存顧客のリピート率を高める取り組みの実施

東京都 ガンマー株式会社 業界初、ステンドグラスランプ作成専用治具の開発と販路拡大事業

東京都 ＲＥＪＯＩＣＥ株式会社 米国ジュエリーブランド通販ネットサイト開設による販路拡大

東京都 株式会社エコノサポート ＨＰ開設による「業務カイゼン」と「コンテキサー」の販路開拓

東京都 ｎａｉｌ　ｉｓｈｉｙａｍａ 女性に喜ばれるコンセプトの発案と独自の強みを活かした戦略的集客方法の導入

東京都 アイデン株式会社 清掃業者向け基幹業務のクラウドサービスを開発・提供

東京都 株式会社乃音 販売増加のための改装と海外対応を含めたウェブショップの再構築

東京都 株式会社ｈｉｒｏ 冷凍菓子・スープ等の通販及び店頭販売と、弁当宅配事業への参入

東京都 株式会社松島清光堂 名字が変わる新婦へ贈るプロポーズ印鑑「婚印」の広告宣伝

東京都 株式会社レイズ研究所 クレープ生地を用いた持ち帰り商品及び専用パッケージの開発

東京都 株式会社ＧＰ 中国の出版社と直接提携し、仲介から直接販売への経営革新

東京都 グラビティ 新たな客層向けにカヌーを利用したエクササイズメニューの開発

東京都 株式会社ＬｉｎｋＲｉｎｇ 誌面連動を拡散する広告出稿、店内イベントのＰＲ

東京都 ファイン株式会社 自社サイトの情報最適化による新規顧客獲得の為のリニューアル

東京都 株式会社結 京絞りによる、リネンふんどしの開発

東京都 ｖｉｍｕｓｅ（ヴィミューズ） スクール事業の拡大

東京都 お好み焼きキャベツ 店舗改装及びインターネットを活用した販促による新規顧客の獲得

東京都 有限会社ブレーントラスト 新規販路開拓・地域連携の為のマニュアルと販促用小冊子の制作

東京都 ウェルフィット スリミング化粧品の販売促進と販路拡大

東京都 有限会社ベル・コーポレーション 自社ブランド製品のネットショッピングサイト構築

東京都 株式会社Ｃａｓｋｅｔ 「死ぬまでに行きたい！世界の絶景」ポータルサイトのサービス化

東京都 有限会社ラボラトリー・エイト 試し読み出来る消費者と漫画家のニーズを適えるＷＥＢサービス

東京都 Ｃａｖｅ スマートフォンサイトとＳＮＳによる訪日外国人と地方顧客開拓

東京都 株式会社梅福恵 ナシ婚層への結婚式普及事業「アニバーサリー婚プロジェクト」

東京都 ガナ・ジャパン株式会社 環境に配慮した水垢油膜除去剤の新規取り扱いと販路開拓
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 株式会社ビジネスドクター 外国人客対応サービス業向けスマートフォンサイトのサポート事業

東京都 株式会社ＧＯＤＳＥＮＤ 家族がＨＡＰＰＹになるライフスタイル提案型のアパレルの小売

東京都 有限会社紅林糸綿店 地域コミュニティとしての　ワークショップ環境の整備

東京都 株式会社Ｃ’ＩＤＯ 展示会による販路拡大

東京都 株式会社アンバー・アセット・マネジメント 高齢者向け証券の中立的アドバイスサービス『証券の窓口』の提供

東京都 レデックス株式会社 営業ノウハウのシステム化と製品の効果検証による売上の拡大

東京都 株式会社鍋久 中小アパレル業者向け電子カタログサービスによる新規顧客獲得

東京都 合同会社パスメイト テレワーキングの活用による主婦、シニア、地方人材の活用事業

東京都 株式会社プロモーターズ・カンパニー 小さい会社向け簡単で分りやすい「組織作りパッケージ」の販売

東京都 株式会社ことり不動産 女性一人暮らしの賃貸情報サイト「なないろコバコ」の販路開拓

東京都 有限会社げんごろう 認知症予防朗読プログラム普及のための冊子制作と専門家の養成

東京都 ＴＯＷＡコーポレーション株式会社 新メニュー改正における販路開拓・宣伝戦略の強化

東京都 株式会社クスリのたまき 簡易血液検査設備の新規導入によるセルフメディケーション支援事業

東京都 株式会社Ｈ＆Ｓ　ＷＯＲＬＤＷＩＤＥ 海外在住日本人女性の情報発信サイト及びＥＣサイトの構築

東京都 合資会社明倫館書店 来店客増を目指す新商品陳列棚増設の為の店内デッドスペース改修

東京都 峯クラウド会計事務所 クラウドの経理効率化を地域の飲食店・美容業へ認知・普及させる

東京都 ユニエス株式会社 上海展示会出展による試作（出品）商品の開発と中国での販路開拓

東京都 クロスフィールド株式会社 展示会出展のための印刷・販促ツールのパック販売と対応

東京都 株式会社ビーフィジカル ４０－６０歳代のビジネスで輝く女性向けファッション提案ビジネス

東京都 ブリッジドット株式会社 情報教育プラットフォームのコンテンツ作成と販路開拓

東京都 オフィス・メイプル ＩＴ活用経営促進のためのパソコン教室事業展開と新規受講生獲得

東京都 株式会社スポーツシッター・ジャパン スポーツ指導とベビーシッターを融合した新サービスの販売促進

東京都 サハゴールド株式会社 バイオマス木質ペレットの啓蒙活動と輸入促進

東京都 株式会社ＭＩＹＡ　フィッシュジャパン 店舗入店意欲向上の為の展示水槽設置およびイベントの実施

東京都 株式会社ＣＪＰ　ＭＵＳＩＣ 習い事付きアフタースクールの開講、及びホームページリニューアルと宣伝事業

東京都 株式会社義志 スポーツ市場向け新型地下足袋の企画・開発事業

東京都 有限会社藤野金属挽物 産業機械部品製造シフトのための、新規顧客獲得と人材育成

東京都 株式会社鎌建工業 技術者の多能化推進で効率化を図り、高まる迅速化ニーズに対応

東京都 株式会社Ｉｎｆｌｅｃｔ 就職活動生向けの情報収集スマートフォンアプリ「就活ニュース」

東京都 株式会社Ｎｕｒｓｅ＆Ｃｏ 世界各国料理デリのブランド確立に不可欠なツール製作と販路拡大事業

東京都 ヴォケイション・コンサルティング株式会社 面談フォローでミスマッチを回避　タクシー業界特化の人材紹介

東京都 株式会社ＳＡＹジュエリー 『少量の宝石で製作するエレガントなジュエリー』のデザイン・加工
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採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 福島真珠Ｊｏｕｅｒ　ｄｅ　Ｂｏｎｈｅｕｒ パールクラフト協会認定講師育成と女性の雇用創出の実現

東京都 タイヤハウスベスト
新型タイヤ交換機械（大口径タイヤ）と小型トラック用工具の導入でサービスの拡充
と

東京都 株式会社ウツワ 雑誌や駅広告によるシンデレラバスト向けランジェリーの販路拡大

東京都 株式会社ナビゲータープラットフォーム 株初心者向けのウェブサイトの集客力向上施策

東京都 株式会社オルカプロダクション 「ＯＲＣＡ簡単動画登録システム」の開発による販路開拓

東京都 株式会社ＷｉｓｈＬａｎｅ もしもの時のプライベート秘書サービス

東京都 株式会社キコラボ 北海道保湿化粧品の２０１５年秋冬販路拡大と広告宣伝活動

東京都 井上大輔税理士事務所 税理士事務所が実施する一般社団法人向け会計・事務サービス

東京都 株式会社モンテック ＰＰＡ適性テスト、営業向けトレーニングの周知と販路開拓

東京都 株式会社Ｆ　ＷＥＳＴ 衛生基準を満たしたユッケ等の生食牛肉提供による顧客獲得

東京都 日本創研株式会社 七田式幼児教育と目の学校の普及を目的とした募集キャンペーン

東京都 アカリ・ファインメタル 企業サイトリニューアルとメディア戦略による広告宣伝

東京都 おおいずみ鍼灸整骨院 訪問マッサージ事業拡大による潜在顧客の発掘

東京都 極旨魚料理つきぢ厨房お和んや ホームページ作成と広告による飲食店の告知

東京都 ＳＴＵＤＩＯ　ＳＵＲＵＭＥ 試作サイクル短縮と営業ツール強化による売り上げ拡大プロジェクト

東京都 株式会社びっぐびっぐ・じー・りーだー 妊娠・出産・育児が楽しくなるアイテムのＰＲと新製品開発

東京都 株式会社進化計画 健保組合向けのうつ病対策セミナの販路開拓（ＨＰ、チラシ）

東京都 おかめ工房 外国人観光客へ日本の伝統工芸紅型染体験教室から始める販路拡大

東京都 日江井　泰宏 美容業におけるｗｅｂとリアル店舗によるオムニチャネル事業

東京都 ローズマリー 骨格、肌、体質を根本から改善し－５歳を提案する若返りサロン

東京都 レバレッジラボ－研究所 「知る」「学ぶ」「創る」経営課題解決型ポータルサイトの構築

東京都 ＳＴＯＣＫＭＡＮ有限会社 自社ネットショップでの新規顧客開拓のためのネット広告の展開

東京都 株式会社アンベリール 日本の伝統工芸技術を使用した紙つけまつげの開発・販売開拓

東京都 ＳＡＢＯＴ　Ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ 地域情報誌への広告掲載およびワークショップ開催に係る費用

東京都 コンフォートフォーム株式会社 複合軽量断熱樹脂板の販促活動

東京都 株式会社ジョイントラボ 飲食店の人手不足を解消する革新的求人サイトのプロモーション

東京都 有限会社ワンディッシュ 日本初の使い捨てチェーフィング（食品保温容器）の開発と販売促進

東京都 株式会社タイムマシーン 店舗改装・新商品開発・販促用ＰＲ

東京都 株式会社エム、アールプロダクツ ＷＥＢアンケートと店舗既存客活用による売場調査システムの開発

東京都 有限会社サステイナブル・デザイン研究所 自社ＨＰリニューアルによる集客・顧客化動線の完成

東京都 株式会社グラント
ペインティングバルーンと新製品サドルカバーの新規クライアントへのプロモーショ
ンの

東京都 株式会社ＣＲＯＳＳ デンタルチェック管理システムの重点地域への販路拡大
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採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 Ｄｅｃｏｒ　ｄｅ　Ｄｅｃｏｒ（デコール　ドゥ　デコール） 「物語性のある企画商品」の富裕層向け拡充と販路開拓

東京都 キャスティングヴォート株式会社 “美魔女”読者モデルを集客するためのＷＥＢ集客事業の展開

東京都 ファッションヘアＷＡＴＡＢＥ ミストを活用したリラクゼーションメニューの獲得と単価アップ

東京都 有限会社マイティータンク 創業者開拓と中小企業支援者への支援ツールの提供による連携

東京都 株式会社レティクル ユーチューブ広告の制作依頼を受注するための宣伝活動

東京都 株式会社ＰＩＧ－Ｄ’Ｓ 東京の職人の情報通販サイト構築による新規顧客の販路開拓

東京都 有限会社ふじせ 店舗改善で癒しの空間を整備し顧客の満足の向上、新規顧客の獲得

東京都 キャピタル・エヴォルヴァー株式会社 インターネットを利用した事業承継（Ｍ＆Ａ）サポート

東京都 株式会社Ｓｅｖｅｎ　Ｒｉｃｈ 歯科医院向け開業パッケージ販路開拓

東京都 麹屋三四郎酒舗本店合同会社 地方蔵元の日本酒と東海道五十三次ラベルのコラボによる販路拡大

東京都 株式会社ＣＡＭＩ＆Ｃｏ． ニッポンものづくり復活のためのＩｏＴ浸透施策に伴うＨＰ改装

東京都 有限会社寺内デザインオフィス ３Ｄプリンター導入による商品開発事業の強化とＨＰ改良

東京都 ｔａｓｋｅｙ株式会社 Ｗｅｂ小説翻訳・配信サイト、Ｗｅｂ開発業務の新規顧客開拓

東京都 株式会社サラ秋田白神 顧客獲得のための、白神こだま酵母の集客型ＷＥＢページ制作

東京都 株式会社梅家 新規顧客（含外国人観光客）獲得の為の新メニュー開発と店舗改良

東京都 青色会計事務所 子育てママの活力を活かした女性経営者のための新規サービス拡大

東京都 木寅税務会計事務所 新設法人に向けたサービス範囲の拡大

東京都 株式会社友成工芸 アクリル升の外国人観光客への販売促進

東京都 クラージュ　土肥　直人 商品ＰＲ用ＬＥＤ照明と看板活用で来店促進

東京都 株式会社コーエン 海外観光客向け印刷サービス【通称ツーサ】の展開

東京都 西都プレス工業株式会社 展示会出展による販路開拓・販路拡大

東京都 バディーズ株式会社 Ｍ＆Ａを検討している中小企業へのアクセス増加

東京都 花創造　恵 プリザーブドフラワーによる盆栽の実現および販路拡大

東京都 アニーマどうぶつ病院 外観ディスプレイ強化及びサインプレート追加

東京都 株式会社ジーデバイス 海外販路拡大を目的とした英語版ウェブページの作成とプレスリリース

東京都 ネイルサロンＡｉｎａ キッズスペース増設と新メニューまつげエクステ事業の新設

東京都 株式会社サン・ハード 癒しを与えるジープ島の土産を国内でも購入できるようにする事業

東京都 株式会社ＭＡＴＳＵＭＯＴＯ 溶岩盤ヨガ普及とイベント開催と養成講座の販促

東京都 Ｆｅｌｉｚ エシカルアクセサリーのＰＲ強化とＥＣサイト改善による販売力向上

東京都 株式会社ヒッツ Ｔｈｒａｓｈｅｒ（スラッシャー）の認知度アップ・ブランド化による販路開拓

東京都 株式会社スパルタデザイン 家事代行サイト「ヌッテ」運営による事業基盤の確保と販路拡大

東京都 有限会社リトル・ベリーズ グルメなホットソース「マリーシャープス」の試食展示展開
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 辻安全食品株式会社 食物アレルギー対応食品のドバイでの販売事業

東京都 温泉コム株式会社 ・インバウンド向けポータルサイトの制作

東京都 ＬＩＦＥ　ＳＣＨＯＯＬ株式会社 希少牛の炭焼業態を低価格での提供による新たな販路の開拓

東京都 おそうじ本舗洗足池店 ハウスクリーニングの周知強化及び営業エリアの拡大

東京都 アクアとおん 心のセルフケアができる独自メソッドの販路拡大

東京都 株式会社グローブス インターネットによる効率的なリスティング広告でＢ　ｔｏ　Ｂの新規顧客開拓を実施。

東京都 株式会社リピーボード 仮設通路養生で使用する「リピーボード」のレンタル業の販路開拓

東京都 株式会社ライトス プライバシーとファミリー受入を重視した来訪型保険ショップ

東京都 有限会社サービステックジャパン ニンニクを使った消化吸収容易な機能性素材の開発に依る販路開拓

東京都 法律事務所エムグレン インターネットの誹謗中傷被害者を救う弁護士のＷｅｂプロモーション

東京都 東京広告工業株式会社 ＷＥＢ構築技術導入と既存商品の改良・広告宣伝用ＤＭ戦略事業

東京都 野津麗 集客人数ＵＰのための広告、販促物の作成

東京都 有限会社エヌアイティー ブランドイメージ向上と展示会対策、海外向けＨＰ拡充

東京都 株式会社大倉 サロン活用による顧客満足度向上とブランド認知度向上

東京都 株式会社アトリエ・マギ イベント出展による認知向上と販路開拓及び社内機器整備

東京都 株式会社ＰＲＯＢＩＴＹ 英国Ｎｏ．１ペットサプリ公式サイト制作・メディア広告

東京都 倉橋企画 質の高い商品を求めている店舗、顧客へ向けた雑貨品の開発

東京都 エコフレ合同会社 訪問型ペット事業の顧客開拓、認知度向上のＷｅｂ制作他

東京都 四ツ木製麺所 地産地消！小松菜うどんの開発・販路開拓

東京都 サンリッチ株式会社 「年配者とインバウンド」に優しい店づくりと集客力強化の取組み

東京都 株式会社スパニッシュコミュニケーションズ ２０１６年春休みに向けたメキシコ留学の重点プロモーション

東京都 デジタルカプセル株式会社 中小事業者向けスマートフォン販促ＡＳＰサービス事業の販路拡大

東京都 ジャパンフレバリング株式会社 『日本最古の香辛山椒を、世界共通のブランドスパイスに！』

東京都 株式会社ＲＥＴＡＩＬ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 子ども撮影プラットフォームのリピーター獲得・新規顧客開拓

東京都 森本化成株式会社 簡易暗室事業のブランド強化とアフターサービスの充実

東京都 株式会社吉吾 セントラルキッチン導入による事業拡大

東京都 株式会社Ｇ．Ｈ　ＣＯＭＰＡＮＹ 高品質低価格ネイルパーツの宣伝普及と海外への販路拡大

東京都 Ｈｅｒｂａｌ　Ｄｅｔｏｘ　Ｓａｌｏｎ青空 妊活、出産、産前後から更年期まで体質改善に寄与する新サービス

東京都 ＣａｓａＢｅｌｌａ（カーサベッラ） 新規顧客開拓のためのＤＭプロモーション

東京都 株式会社ウェブニユオン 個人事業主・中小企業をトータルバックアップする情報サイト構築

東京都 株式会社フューチャーワークス 写真集（フォトブック）作成サービスの販売促進、販路開拓

東京都 株式会社日本人材アセスメント協会 需要の高い個人向けＷＥＢトレーニングやセミナーの開催
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 ＰＥＡＣＥ　＆　ｐｉｎｋｐｅｐｐｅｒｓ株式会社 ＬＧＢＴ向けＷＥＢメディア構築による売上の拡大

東京都 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ１８０ プロのクリエーターがサポートする利便性の高い貸しスタジオ

東京都 こま整骨院・鍼灸院 ソフトボール競技関係者向けスポーツ鍼灸販路開拓（ＨＰ、チラシ）

東京都 京晴株式会社 独占販売のボージョレー・ヌーヴォ拡販強化による、新規販路開拓

東京都 有限会社メガネの小池 中国市場展開のための試供品提供およびＷＥＢ作成

東京都 株式会社ホリ・コーポレーション 日本の器の文化と世界の食文化の組み合わせで新たな食空間の創造

東京都 株式会社Ｐｏｎｔ　Ｄ’ｏｒ 料理教室新事業における新規顧客開拓のための体験レッスンの実施

東京都 大石源治税理士事務所 マイナンバー制導入を踏まえた相続税対策支援事業の広報活動強化

東京都 株式会社デコレーションカンパニー 販売商品の拡大とプロモーション強化による販路拡大

東京都 クライマックスラボ
ビジネスパーソンのための自律神経を整えるメンタルケアトレーニングの需要の取
り込み

東京都 おさだ税理士事務所 女性の起業実現率を高める為のメンタル・経営支援総合サービス

東京都 株式会社エイブルスタディ 「したくなる」「楽しみになる」スマホのアメリカ留学サイト

東京都 かみむら会計事務所 地域密着型！飲食店の開業融資＆開業後の経営サポート事業

東京都 株式会社サイトビジット 業界初「法律系士業向け専用ポータルサイト」の運営事業立ち上げ

東京都 有限会社オフィスキヨミ ＳＮＳやホームページを活用した生き生き健康教室の販路開拓

東京都 株式会社グッドスピード 世界初！美術陶板を用いた日本画野外展覧会実施と周知による集客

東京都 ＢＳ・Ｔｅｃｈ株式会社 販路拡大のためのホームページのリニューアル及びカタログ作成

東京都 安心堂西小岩接骨院・鍼灸院 すべての女性の笑顔のために！レディース応援隊

東京都 株式会社開業保健師 中小企業におけるストレスチェック実施者業務委託の受注拡大

東京都 タマキ株式会社 新規顧客開拓及び販路拡大の為の商品実績まるごとショールーム

東京都 三輪篤史税理士事務所 ＷＥＢ上で新事業の事前マーケティングができるサービスの提供

東京都 株式会社Ｔｒｅｅ　ｔｏ　Ｇｒｅｅｎ Ｔｕｍｂｌｒを活用した海外向けＰＲ施策

東京都 天笠税務会計事務所 マイナンバー制に適合するクラウド会計・給与システムの導入促進

東京都 株式会社Ｐｉクリエーション インバウンド観光客向け販促プロモーション・サービスの立ち上げ

東京都 有限会社Ｔ＆Ｋオフィス 無業者等の人材を活用したＩＴシステム開発体制の増強と販路拡大

東京都 株式会社Ｃｅｌｌｓ　Ｐｏｗｅｒ 幹細胞治療医療クリニック開設に関するＷｅｂサイト更新

東京都 ひっくり社 地域に特化したイベント等の宣伝と、映像配信用ＨＰの構築

東京都 八基通商株式会社 新商品のブランディング強化とウェブ活用等による販路開拓

東京都 株式会社セラス 南海トラフ地震・津波時の施設内要介護者の避難用特殊救命ボート

東京都 リアル・スター・コラボレーション株式会社 ウェブサイトからの新規見込顧客獲得＆囲い込みによる売上ＵＰ

東京都 ラーニング・インターナショナル 経営者のためのソーシャルメディア活用塾の全国展開

東京都 株式会社ＲＩＫＩＸ 自主開催キックボクシング大会のＰＲを通じ、ジム新規会員の獲得
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 Ａ１５１株式会社 既存の美容業と連携したレンタル撮影スタジオ事業

東京都 株式会社橋本ピアノ 生ピアノの演奏の素晴らしさを子供～シニア世代まで普及させる。

東京都 ｏａｓｉｓ　ｄｅｓｉｇｎ 士業向け営業強化サービス「プロフィールマガジン」

東京都 株式会社ＳｙｎＡｐｐｓ スマホアプリによる視覚障害者の情報アクセシビリティの向上

東京都 株式会社エーファイブ 遮熱・断熱・屋根強化塗料の販路開拓

東京都 佐々木　晴明 「未来の社長・起業家・社長のための家庭教師・セミナー講師」

東京都 株式会社ネバーランドインターナショナル 「トピアリーレンタル事業」の開発と広報戦略

東京都 株式会社ｌｉｂ 大手小売店用の専用、商品内容がわかるパッケージの開発

東京都 八楽株式会社 企業向けハイブリッド翻訳システムの宣伝

東京都 元松　直治アトリエ 設計相談コーナー、過去設計事例閲覧スペースの新設

東京都 美－ｉｎｇ合同会社 高齢者に寄り添いながら行う独自のフットケアの販売促進

東京都 プリメックスケミカル株式会社 専門誌及びウェブサイトの広告による米国ＦＤＡ顧客の増加策

東京都 うずまき堂 日本が誇る生産者、職人、各界の達人の情報を発信するメディア事業

東京都 浅川不動産株式会社 「地元密着の不動産屋さん」として認知度上昇・新規顧客開拓

東京都 株式会社Ｙ’ｓエステート 高い！早い！安心！買取オークション売却をアピールして販路開拓

東京都 アイマーク株式会社 国産絹を素材にミラノのデザイナーとコラボし、部屋着を商品化。

東京都 株式会社ビタミンカラーズ 女性が活き活きと活躍するためのオーラソーマ・スクールの展開

東京都 合同会社Ｚ－ＲＡＨＺ　ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ 地域住民への認知度向上に特化したダンススクールの宣伝物の制作

東京都 サクテキ株式会社 店舗事業者向け、簡単スマホサイト製作システムの販売促進

東京都 市ヶ谷かど
店舗の改装で雰囲気作りに取り組み、特に女性をターゲットとした新規顧客の開拓
および

東京都 株式会社犬もんね 犬と同じ目線になれるドッグチェアーの開発と販路開拓

東京都 Ａｚ 美容室の新サービスの認知度向上による新規顧客の獲得

東京都 ヒューマンプロデュース 小規模事業者向けオンライン秘書サービス「スーパー秘書」

東京都 ブレインズジャパン株式会社 侍プロジェクト　国産生タイプ麺を使った、オールナチュラルインスタントヌードルの

東京都 株式会社十光 トイレットペーパー盗難・悪戯防止対策用ＪＲＴの販路開拓。

東京都 バトンプロダクツ株式会社 ８８ｍｅｉｓｈｉの販路開拓・拡大

東京都 有限会社ビディア 海外展示会マッチング商談会開催による拡販と代理店事業立ち上げ

東京都 株式会社タコスマイル 新規エリアでの販路開拓事業

東京都 ＡＬＬＩＡＮＣＥ　ＧＡＴＥ株式会社 新商品発表に伴う展示会出店と新規販売先の開拓

東京都 柳亭 新規顧客獲得のためのホームページ作成及びチラシ配布

東京都 有限会社かけ橋 ベテラン仲人のカウンセリングで婚活力アップ。入会数増加を実現

東京都 株式会社空 日本のおばあちゃんを美しく　娘が母に贈るエステチケット
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 メディアックパソコンスクール西日暮里教室 新規入会者獲得強化キャンペーンの実施

東京都 中井久実代事務所 単品受注を関連一式受注に変えるウェブサイトにて販売拡大

東京都 株式会社エクスウィルパートナーズ テストマーケティングを繰り返して売れる事業にする起業塾の運営

東京都 株式会社スパート リスティング広告によるサービス知名度の向上および販路開拓

東京都 根津　鶏はな 飲食業と新たにテイクアウト事業の販路開拓

東京都 ユメリアコンサルティング株式会社 ダイヤモンド財務養成講座のコース新設と見込み客の獲得

東京都 行政書士法人Ａ．Ｉ．ファースト 相続手続きワンストップサービス販促用Ｗｅｂ・チラシ製作事業

東京都 有限会社どん 店をアピールする積極的な販売促進による客数増加策

東京都 ビューティミヤギ シニア世代の利用を促すやさしいバリアフリーな店づくり

東京都 フラワー華実 インターネット販売と動画配信サービスによる販路拡大

東京都 株式会社アクセル ディナータイム集客強化に向けたその象徴となる看板作り

東京都 株式会社アイキューブ 専門工事業のニーズに絞り込んだプロモーションで新販路の開拓

東京都 ＲＹＯＴＡ　ＳＨＩＧＡ　ＤＥＳＩＧＮ　ＳＴＵＤＩＯ ジャパンクオリティーの試作品、製作による海外市場の顧客獲得。

東京都 クリーンライフアップ 飲食店向け環境×提案型コンサルタント付クリーニング事業の推進

東京都 行政書士阿部総合事務所 オリジナルエンディングノートの冊子化・販路開拓・講演活動

東京都 フィガロジャパン株式会社 地域顧客開拓の為のたこ焼き販売に伴う店舗改装と新規事業のＰＲ

東京都 株式会社水工計画 「上水道」設計の新たな受託による業務拡大。

東京都 株式会社三進トラベルサービス 韓国からの訪日視察旅行団体の誘致のためのシステム構築と基盤作り

東京都 Ｒｉｎｇ２４ 奄美大島の大自然の力で心とカラダをメンテナンス専用サロン設立

東京都 ジュリエット・アルファ株式会社 コンサートが終わってすぐに手に入る！「お持ち帰りＣＤ」事業の拡大

東京都 フォーシーズンズ・コンサルティング株式会社 「ＢｔｏＢの中堅企業に絞った弊社ホームページの改修」

東京都 おけいこと雑貨のお店かさね 『店舗への顧客誘致』のためのＰＲ対策

東京都 株式会社Ｋ－Ｃｏｍｐａｎｙ 関東一円から新規顧客獲得のための書籍セールスプロモーション

東京都 大瀧印刷紙器有限会社 自社ＷＥＢサイトのリニューアルに伴う新規受注の獲得

東京都 株式会社フリーダム ブランド価値を高める情報発信型ＥＣサイトの構築

東京都 緑の惑星プロジェクト合同会社 ＣＤ販売事の展開

東京都 有限会社クルツ デザインサービスの事業拡大のためのｗｅｂサイト開発

東京都 株式会社Ｔ’ＳＬＩＮＫ 「マイクロバブルウォッシュシステム」の販売支援サービスの立ち上げ

東京都 株式会社會企画 体験型学習を用いた企業を目指す方向けのキャリアのサポート事業

東京都 ウェブラボ株式会社 ウェブラボ統合ＳＥＯコンサルティングの展開

東京都 幸せ健康倶楽部株式会社 健康食品等の機能性・安全性の認知度・集客力ＵＰの為のＰＲ事業

東京都 株式会社アシストリンク
便利屋業における買い物弱者への取り組みを行い更なる事業拡大のための広告
活動
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採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 株式会社オフィスノーマン 外国人観光客向け新商品の開発と直販販路のＰＲ強化

東京都 加藤茂税理士事務所 国内外経営者向け会計サービスの日英両文による販促広報の強化

東京都 有限会社めいくまん 夢ふくらむインテリア商品の地域密着型買い替え需要の発掘

東京都 株式会社アイストーン 高齢者向けの育毛ヘッドスパサービスの開発

東京都 株式会社ウェルプロパティーズ 福祉事業向け不動産物件仲介サイトの構築

東京都 マーブルデザイン株式会社 楽天出展店舗様向け売上アップツールのサービス開発・販路開拓

東京都 株式会社ＭＹＳ 槇村野菜食堂レシピのお届けサービス

東京都 Ｔｈｉｎｋ　ａ　Ｐｈａｓｅ株式会社 結婚相談所の紹介事業

東京都 株式会社ワープ・スタイル 事業者連携によるｅラーニングコンテンツ販売チャネルの多角化

東京都 株式会社クロスアビリティ 自社開発ソフトの材料シミュレーション機能の追加開発及び販促

東京都 合同会社ＤＳＫ ヘルシーな食を提供するスローファストフード事業の展開

東京都 株式会社アーブ モノづくりクラウドファンディングのＥＣ・スマートフォン強化事業

東京都 株式会社大塚進学企画 ３６５日講師が常駐する自習室サービスによる新規生徒獲得事業

東京都 株式会社プライズ 顧客好みのジュエリー製作、修理加工をその場で行う販売強化事業

東京都 山田博和行政書士事務所 遺言作成と相続手続きに関するブランディング化事業

東京都 株式会社Ｖコンサル 『中小建設業向け建設業コンサルセンター事業』

東京都 はちおうじみずき通り整体院 コアトレコースのブランディング及び認知度アップ作戦

東京都 北海道ざんぎ屋旭 高齢者向けのお弁当の配達による販路拡大と客層拡大

東京都 株式会社７６６ 機械装置費の充実による作業対応能力の向上と完成度向上

東京都 フォームズ合資会社 店舗内にある事務所を撤去しすべて店舗とする改装工事他

東京都 有限会社リネーチャー 地方と女性を元気にするオーガニック健康肌着のブランディング事業

東京都 ムゲン・サービス株式会社 ・ご供養品・お焚き上げ・特殊清掃用専用サイトの展開

東京都 株式会社Ｍ＇ｓマネジメント 眼鏡店、メイク教室と連携した「似合うメガネ診断会」の全国展開

東京都 株式会社ＹＯＫＯＭＥＮ　ＤＩＮＩＮＧ 入口の看板・内装の充実。店内メニューボードの設置

東京都 株式会社コトラボ 外国人向け手帳用シール（伝統和柄）の試作開発、製造、販売

東京都 株式会社まちづくり高田馬場 ハード設備整備と広告宣伝による新規顧客獲得事業

東京都 村田作戦株式会社 「提携シェフを集めたトークショー」

東京都 有限会社梶川老舗
気軽に入り易く、無料で相談できる「仏事・神事の相談コーナー」のリニューアルに
よる

東京都 株式会社ムービングオフィス 講演・セミナー集客に向けた販促物の作成、配布

東京都 えんそう 英文対応ＳＮＳサイトを作成し外国人観光客の“のれん作り教室”集客

東京都 株式会社グローバルブレインスクエア 中小企業向けホームページ活用おまかせポータルの開発・訴求

東京都 株式会社スタービジョン “家族で考える”終活セミナー入門編　特別お得なバスツアー
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採択者一覧表　(追加公募受付分)

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ＧＳＭ プロスポーツチームアプリと連動した地域商店アプリの販路開拓

東京都 株式会社Ｒ’ｓ ＢＡＲの顧客獲得につながる、移動式販売の開始、販路開拓

東京都 有限会社メイユウ商会 自社ブランドの立ち上げと販路開拓のための販促品の制作

東京都 株式会社ワンハンドレッド 販売促進強化の為のシステム［ＳＩＴＥ　ＦＡＲＭ］の認知度向上計画

東京都 株式会社ウェーブ インターネット上に動画を活用し販売強化を図る。

東京都 ワンネスライフ 広告媒体掲載、サイト改修及びチラシ配布による新規顧客獲得策

東京都 ナセル株式会社 １０分経理「美容業専門経理サービス」の為の販売促進事業

東京都 有限会社ビーラボ 実店舗経営を通じてＯＥＭ開発力を備えた商社に発展していく事業

東京都 ピクシディア株式会社 中小モノづくり企業の営業強化のための動画発信支援

東京都 おにぎりやＯｎ 新規顧客獲得のための宣伝広告・地域貢献・活性化

東京都 ＲｅｉＣｌｕｂ有限会社 痙攣性発声障害の方のための発声改善ボイストレーニング

東京都 株式会社ラクラスホーム 紙とＷＥＢを連動させた新しい不動産現地集客強化事業

東京都 有限会社三上鰹節店 店舗看板リニューアルによる来店客アップ事業

東京都 レ・ベスパ株式会社 現代の名工薗部正典が染めた「墨流し竹ストール」の販路展開

東京都 有限会社エフ・ビューティ 中国エステティックサロンへのシニア人材派遣と商品開発

東京都 株式会社秋櫻舎 東北復興支援と絹生産地を活性化する桑茶のブランディング事業

東京都 神田動画制作事務所 中小企業の海外輸出を支援する多言語メディア映像サービス拡大

東京都 車道楽株式会社 新規客と既存客のダブルプロモーションよる顧客獲得最大化事業

東京都 ストラーダ合同会社 体験型観光のためのイタリア語による情報提供・アテンド通訳紹介

東京都 多田ガラス建窓店 事業多角化による競争力強化事業

東京都 ソラーレ社会保険労務士法人 誰もが生き生き働ける職場支援の販路開拓のための広告宣伝事業

東京都 Ｙｅ　Ｍａｌｔｈｏｕｓｅ 外国人ターゲットで新規客獲得と利益率アップを図る

東京都 平井ＦＰ事務所 健全な住宅購入のお手伝いを通じてローン困難者を減らすＦＰ事業

東京都 ラロ・インターナショナル株式会社 ＜Ｒｅブランディング無くして、存続は無し！＞

東京都 株式会社ＭＯＯＲ 会議室予約システムの機能強化。決済・集計を可能にし、業務を軽減

東京都 株式会社マインドクリエイトジャパン 自動車テスト用ビニールマネキンの海外自動車メーカへの販路開拓

東京都 有限会社エージェーピー 小学生英語ＤＶＤ教材の販売促進用プロモーションビデオの製作

東京都 和栗商店 ネット通販による小売事業の拡大

東京都 株式会社イザラ オリジナルブーケのブランド強化と販路拡大

東京都 ノエル 販売ルート拡大戦略とし、カタログ充実をさせて売り上げ強化

東京都 有限会社個性表現 セルフエステサービス販路開拓事業

東京都 株式会社アンカーマン 訪日外国人向けの酒蔵ツアーおよび試飲会を通じた日本酒のＰＲと販売
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 有限会社秀和製作所 自動車及び建機メーカー事業拡大におけるＩＳＯの取得

東京都 オーリソース株式会社 低炭素化社会を実現する省エネ塗料ＦＩ－ＮＩＣ販路拡大（ＦＩ－ＮＩＣ：Ｆｕｎ　ｔｏ

東京都 株式会社ＢＬＵＥ　ＰＡＣＩＦＩＣ 来日外国人向けＷＥＢサイト対応拡大による日本経済活性化事業

東京都 特許業務法人アイザック国際特許商標事務所 中小企業に向けて知的財産権の重要性を啓蒙するＨＰの作成。

東京都 株式会社Ｃｒｏｓｓ　Ｂｏａｒｄ ｅラーニング教材とＳｋｙｐｅを活用した英語授業サービス

東京都 株式会社ＭＳＪ 展示商談会や見本市への出展による販路開拓

東京都 Ｂｅｌｌ．Ｔｏｐ．Ｊａｐａｎ株式会社 ＬＥＤ照明販売・コンサル事業の販路拡大のための取り組み

東京都 有限会社興味津津 新規創業者の経営資源調達のための企業間連携支援事業と広報活動

東京都 日本情報漏洩調査機構株式会社 デジタル・フォレンジックの士業事務所を中心とした販路開拓

東京都 株式会社日本フルボ酸総合研究所 フルボ酸説明用の動画制作

東京都 株式会社ｆｕｔｕｒｅｌａｂｏ 企業向け、大学生集客サービスの販路拡大

東京都 イーエムアイ　ミュージックボックス 職人技による癒しの音色を奏でる楽器オルゴールの技術伝承と販路拡大

東京都 二子玉川タイ古式マッサージ　ｓａｒｙｏ（さりょう） 思わず手にとってしまう質の高い和紙とチラシと地域密着の宣伝

東京都 寿し処松楽 新規客獲得の為の注文しやすい献立表、チラシ制作及び商品開発

東京都 株式会社ＯＢＧ 国内グローバル企業へのキルギス人材コーディネート業の販路拡大

東京都 タケルベーシック合同会社 簡単で分かり易いＦＸトレーディングルールの拡販プロモーション

東京都 渋田司法書士事務所 起業のための情報サイトの導入による集客力向上

東京都 株式会社サクラディッシュ 旬匠ブランドで扱う新食材の仕入れ先開拓と商品化事業

東京都 有限会社ヤンジンテ 現行商品を女性向けにデザイン、ラベルを変更し、販路開拓

東京都 結婚相談所ブライダルパートナーズ 日本橋発！独身女性のための婚活・妊活イベントの開催

東京都 ヘアサロンカラー　福水規雄 高機能オリジナルシャンプーの開発と販売

東京都 株式会社セベク ワニ革商品の開発・海外からの仕入れルート開拓

東京都 ちゃんちき堂 カフェの庭に防音壁を設置し、客席スペースを拡充

東京都 株式会社アプライ オンラインショップ（人体百科）の宣伝、販売促進

東京都 行政書士今西事務所 後遺障害認定業務の受注拡大のためＨＰの認知度を向上及び充実化

東京都 みせるま 静岡産緑茶商品の販売及びテイクアウト商品の充実

東京都 有限会社キャステージ 一般市場を狙った「新サービス」の開発と販路拡大ツールの整備

東京都 株式会社イース ３Ｄプリンター用のデータ工業製品の販売オンラインショップの開発・販路開拓

神奈川県 有限会社エクセル 印字機導入で、消費者に訴求するラベルの明確化と作業の簡素化

神奈川県 株式会社花重 枯れない花（＝プリザーブドフラワー）のクリスマス商戦投入事業

神奈川県 有限会社フリュイドパワー 創業４０周年記念販売促進事業

神奈川県 日本テレニクス株式会社 広報媒体の有効活用と試作品認知で顧客拡大に繋げ社会に貢献！
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 有限会社秦永ダンボール 振動に強く耐振性が高く軽量で高品位なバイオ輸送容器の販売

神奈川県 株式会社将星 弁理士試験学習サイトの新規顧客開拓事業

神奈川県 有限会社エック 妊活ボディメイク！妊娠しやすいカラダづくりエステ

神奈川県 ＧＳＳコンサルティング株式会社 ジーンズのＯＥＭ受注の販路開拓により国内産地活性化に貢献

神奈川県 株式会社春芳茶園 新規顧客層の開拓を目的とした展示会出店のための販促物の制作

神奈川県 株式会社ニコカンパニー ビストロ風の店舗で日本酒を提供する飲食店の開店

神奈川県 有限会社小林タイヤ商会 車に詳しくない女性・ファミリー層を取り込むための店舗改装

神奈川県 株式会社アウェイ 旅行と婚礼の一体型プラン「箱根プチ旅婚」の実施

神奈川県 有限会社杉山精肉店 品質表現するパッケージで、自家消費商品を「贈答品」へ用途拡大

神奈川県 有限会社浅葉塗装工業所 老舗塗装店が行うチラシ等による新規顧客獲得と販路拡大

神奈川県 山形屋 看板設置と秋季用店舗情報記載包装紙の導入による新規顧客獲得

神奈川県 有限会社高一製作所 新規取引開拓の為のＷＥＢ構築と工場内のクリーン化への取り組み

神奈川県 株式会社あすなろ建築工房 広告媒体強化によるこだわり住宅の販路拡大事業

神奈川県 ディーワークス株式会社 二輪車盗難防止警報装置の販路開拓

神奈川県 ＴＡＫＥＵＣＨＩ　ＡＵＴＯ 小田原発の技術で全国に売り込む！カスタムペイントＰＲ事業（２８文字）

神奈川県 株式会社桜花 「ハラールラーメン戦略」ラーメン文化外交で訪日外客獲得

神奈川県 株式会社ＮＲＬファーマ ラクトフェリン健康食品のブランド化による新規顧客獲得事業

神奈川県 ｍｏｓａｉｃ　ｃｏｍｐａｎｙ 外国人を対象とした日本食材の魅力発信ワークショップ開拓事業

神奈川県 たか美 当社周辺地域顧客に細かな対応で、売上拡大を図る「弁当宅配事業」

神奈川県 株式会社ディディレクト 医療・介護特化型広報紙発行による顧客満足度向上と売上増加計画

神奈川県 株式会社はぴふる アジア向け新商品開発と国内外卸先の販路開拓事業

神奈川県 プラスアルファドットティーヴィー ４Ｋ機材導入による高品質なソリューションの提供と新規顧客創出

神奈川県 株式会社よこはまグリーンピース Ｙｏｋｏｈａｍａ　Ｈｏｍｅｍａｄｅ　Ｓｍｏｏｔｈｉｅ　で売上ＵＰ！

神奈川県 内堀製作所 高精度なツーリングシステム導入による航空宇宙分野の受注拡大

神奈川県 株式会社ケイ・アース 太陽光発電に伴う新サービスのＰＲ及び広告宣伝事業

神奈川県 有限会社アスナル カーディテイリング・セミナーによる新規顧客開拓

神奈川県 賢育学舎 「勉強の秋、食欲の秋」賢育学舎主宰による地域限定の秋祭り

神奈川県 有限会社ミナト商会 清掃業の知識と技術を活かした除菌・消臭施行サービスの展開

神奈川県 株式会社ハッピー・プランナーズ 移動型保険ショップによる販路開拓

神奈川県 株式会社かもし堂 塩麹弁当の持ち帰り・配達の販路開拓

神奈川県 東信化工株式会社 営業力強化で自立化企業となる営業支援ツ－ルの作成

神奈川県 洋光台カフェ＆バル　Ａｍｕ 店頭店内の改装で視認性向上し新規客の獲得とさらなる販路開拓
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採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 行政書士・社会保険労務士あじさい法務事務所 メンタルヘルス支援及び障害年金相談の営業ツール作成

神奈川県 ファーストネーションズ株式会社 家庭用ＣＣＦＬ照明の製造・販売の広告宣伝事業

神奈川県 株式会社大村建材 地域に密着する会社をＰＲ。個人の新規顧客獲得事業

神奈川県 ビストロ　ル　ブルジョン 店舗紹介Ｗｅｂサイト構築及び予約システムとの連携

神奈川県 合同会社温石ＨＳ 「地域の高齢者の健康を増進する温石薬石整体の販売促進」

神奈川県 蛍田整骨院 往診（訪問施術）の導入による新規顧客開拓

神奈川県 株式会社ちから米穀 生産性の向上による「より安く・より高品質」なお米で販路開拓

神奈川県 ピアノ教室Ｃｏｌｚａ（コルザ） 本場ヨーロッパの指導や演奏を提供するピアノ教室

神奈川県 ｍｏｎｓｔｙｌｅ ほっとする手作り料理を提供する新しい自然食レストラン改装

神奈川県 株式会社ビーワンセルフ Ｗｅｂショップの構築を中心とした全国展開マーケティング活動

神奈川県 オヤマダイニング合同会社 パーティープランの拡充と顧客交流イベント強化及びその販売促進

神奈川県 Ｃａｆｅ　ＬａＬａＬａ 旬の地元食材を使った季節毎の新メニューの開発と販売促進

神奈川県 ＴＡＢＬＥ　ａｎｄ　ＢＡＲ１０ 『無農薬野菜とジビエ、自家製料理が楽しめるダイニングバー』

神奈川県 オーマックス株式会社 営業力強化の為の専門家を活用したセンサー販路拡大の取組

神奈川県 合同会社Ｌａ　Ｖｉｔａ　Ｆｅｌｉｃｅ アピール度アップ！スタジオ、カフェバー、エステの複合店舗の販路開拓事業

神奈川県 株式会社アット折込 小ロットの啓蒙による“はじめての折込”の獲得

神奈川県 ＳｏａＬａ 布ナプキンの開発・啓もう活動及び販路開拓

神奈川県 株式会社五十鈴 「初めての着付けと生活の中の着物」をテーマとした着物教室

神奈川県 合同会社エポック 空き家の窓口のＷＥＢ広告、地域情報誌などによる集客

神奈川県 株式会社ＬＩＮＮＯ デザインと操作性を追及したＬＥＤ照明の販路開拓事業

神奈川県 株式会社箱根エレカーサ ～全ての女性に向けて～シンデレラプラン「ソロ・ウェディング」

神奈川県 有限会社光巨プロジェクト 販路拡大事業と顧客満足度向上事業

神奈川県 マザーズコーポレーション株式会社 「未来を担う子ども達のための心豊かなリフォーム」セミナーの開催

神奈川県 株式会社アーキノート スマホアプリ「設計のためのアイデアノート」の開発及び販売促進

神奈川県 パートナーズ株式会社 顧客ニーズに対応した店舗コンセプトの確立による売上向上事業

神奈川県 有限会社ジュン　ミウラヤ 「新観光土産、横須賀ソックス」の開発で、立寄り客の増加を実現

神奈川県 明葉書道会 「海書道（うみしょどう）」から広がる書道教室拡大の事業

神奈川県 株式会社７ｔｈ　Ｆｌｅｅｔ 今の米国文化を紹介し、観光客を店内へ、壁面スクリーンの設置

神奈川県 株式会社メディテイト 設備事業のワンストップ体制強化のためのＷＥＢサイト作成

神奈川県 大木畳店 退職後世代に畳の良さを実感して頂く一連のアプローチ方法の確立

神奈川県 株式会社アルト・カンポ アルト・カンポオリジナル商品のインターネット販売の広報事業

神奈川県 奥井　奈都美 横浜産青みかんの加工品開発による地産地消事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 株式会社ビービーエーカンパニー 販路拡大の為のＷｅｂサイト及び製品カタログの制作

神奈川県 カイロプラクティック　ＣＬＯＶＥＲ 美容カイロエステティックのＰＲとホームページの開設

神奈川県 株式会社ヤナギダ スマホ世代へ提供する高品質・証明写真／婚活写真の撮影事業

神奈川県 リカーアンドフーズたかなし 酒屋の進化！住民が集う井戸端カフェでネット買い物代行×産直

神奈川県 弁護士法人アルカディア 顧客ターゲットを明確にしたホームページによる販路開拓

神奈川県 株式会社ｉｌ　Ｂｉａｎｃｏ 環境変化にも耐えうるＷｅｂサイト刷新と商品開発

神奈川県 エステルーム　フェリーチェ 美容エステ店が行うカイロプラクティックメニューの広報活動

神奈川県 アシストアイ 本に触れ合い、広い心を持とう！！

神奈川県 株式会社秀和建工 保育所内にモデルルーム設置し保育施設リフォーム市場へ販路開拓

神奈川県 カズミア株式会社 地域事業者向けスタジオ撮影事業の開始による新規顧客開拓

神奈川県 マーシャルアーツ＆フィットネスＬｕｍｉｎｏｕｓ 新規会員獲得のためのオープン１周年キャンペーン活動

神奈川県 株式会社ＡＳＡ－ＤＥＬＴＡ ブラジル音楽カフェバーの開店と町の多言語のホームページ作成

神奈川県 ｉＮＳＹＯ　ｈａｉｒ　ｌｏｕｎｇｅ
ナチュラルハーブ白髪染め広告・縮毛矯正ＰＲ・ヘアドネーション認知度アップ戦略
及顧

神奈川県 株式会社ＣＳＳ・マーケティング 飲食店の経営・集客を支援する「繁盛店販促実践会」の会員開拓

神奈川県 株式会社ＬＩＴＥＮ サービスリリースに伴う駐車場登録数向上のためのＰＲ活動

神奈川県 サステナブル・クルー株式会社 サプリお試し品とＷＥＢ、情報紙を連動させた顧客獲得キャンペーン

神奈川県 株式会社テクトレージ 情報共有型オンラインストレージサービスの販路拡大事業

神奈川県 株式会社Ｅ－ｙｅｌｌ 女性の起業・副業を促進するスキル向上のためのスクール展開

神奈川県 有限会社まると こだわりの名産品を拡販するためのネット戦略の構築

神奈川県 有限会社雅翔デザインワークス よもぎ蒸しサロン事業による販路拡大

神奈川県 月ノ聖
【販路開拓】新商品「商品アイテムの少ない男性向けアクセサリーの新商品開発事
業」

神奈川県 有限会社モリ・ワールド 販売管理データに基づく高付加価値商品供給と販促活動の強化

神奈川県 高千穂電気株式会社 広報媒体の有効活用で自社製品の販路拡大につなげ社会に貢献！

神奈川県 株式会社エイコーン エンディングノートの制作支援による販路開拓事業

神奈川県 事業リノベーションオフィス Ｍ＆Ａを活用した中小企業の新たな成長モデルの構築支援プログラム

神奈川県 有限会社オズ ママ向け子供商品のネット販売網を活用した販路開拓事業

神奈川県 株式会社スキャンインター 新規事業である絵画販売・絵画教室のためのショールームの改装

神奈川県 やきとり竜馬におまかせ 店主執筆小説をＨＰに掲載、来店者へ無料配布、店舗のＰＲを図る

神奈川県 湘南住宅サービス株式会社 古い物件を蘇らせることで、空き家に高い価値を付与する取組

神奈川県 シナプス株式会社 オーダーメード方式のセミナー提供で新規事業展開

神奈川県 株式会社ジャパンペットケア ペット用品の返品商品を再販する卸通販サイトの構築・運営

神奈川県 公認会計士事務所アクセル 川崎市での飲食店開業予定者に向けた開業サポートサービスの展開
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

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Ｎ－ｌｉｎｋ 安心・地場食材の「お手軽配達サービス」の周知

神奈川県 有限会社堀よし ペット用ダイエット食の動物病院営業販売とネット販売事業

神奈川県 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＳＥＰＴ 居心地の良い空間をアピールするための看板製作による集客強化

神奈川県 株式会社ＩＭＡＧＩＮＥ メンタルヘルスの持続継続的発展に向けたサービスの改良開発

神奈川県 ｏｒｉｈｉｎｕｋ 建築家・工務店とコラボレーションしたウェブサイトの構築

神奈川県 有限会社隣保堂 店周重点エリアにおける新規顧客獲得のための認知度向上策

神奈川県 天然素材蔵 天然木樽の純米酢を「商談会を通し」新規顧客／販路開拓を行う

神奈川県 株式会社ＬＡＲＡＣＡ 新規集客のための販売促進の実施

神奈川県 有限会社ワールドスポーツ 車のカスタマイズとカット機械の導入による営業。内勢力強化事業

神奈川県 横須賀シフォン 健康を標榜する「横須賀ベジシフォン」開発と主力商品の周知

神奈川県 ビアレストラン　ＯＷＬＥＴ 「自家製ステーキ」開発のためのハースグリラー導入及び認知拡大

神奈川県 ほりのうちカイロプラクティック 見える施術を実現するアプリ開発とソリューション販売

神奈川県 カットファクトリー鶴ヶ峰店 既存の低価格カット店とは異なるアプローチによる新規客獲得活動

神奈川県 株式会社ローカルフード レストラン×ベーカリーでリニューアルする店舗の新規顧客の開拓

神奈川県 アムコテクノロジー株式会社 ホームページ、パンフレットのリニューアル作成による国内外の企業への販路開拓

神奈川県 ボディ・クラフト 小顔美顔矯正・シワ取り美顔矯正の販路開拓

神奈川県 株式会社宝月堂文具店 印章彫刻機導入による加工商品の強化と顧客増強アップ事業

神奈川県 株式会社フアラホーム 地域情報紙を活用し、元請自然素材リフォーム工事で売上倍増計画

神奈川県 有限会社大丸薬局 健康寿命延伸と不妊症改善を狙う漢方相談事業の拡大

神奈川県 株式会社イデア・ファンド・コンサルティング 日本で希少な投資信託専門の投資助言事業の展開及び新規顧客獲得

神奈川県 西村佳隆 コンサル業務の販路開拓：紹介待ち＆御用聞き型から情報発信型へ

神奈川県 髙梨公認会計士事務所 経営者が会計と経営を学ぶ「塾」を併設し、講義の公開を行う会計事務所

神奈川県 株式会社ナノカム
病原菌の自己融解を誘導する生分解性ナノポリマーを用いたグリーン・ライフイノ
ベーシ

神奈川県 株式会社ブラスト 透明ガラスヒーターを用いた理化学機器の販売促進

神奈川県 ホームコンじゅく鎌倉教室 ＳＩＭフリー端末の新サポート事業開始による販路拡大

神奈川県 株式会社エービービー 横須賀初！メディカルアロマの温石薬石整体Ｒで顧客開拓

神奈川県 株式会社アバロンフーズ 新型トレーの導入よる売上ＵＰ計画

神奈川県 マジカル 茅ヶ崎唯一のゴルフファンが遊んで飲める店作り

神奈川県 和菓子屋斉藤菓子店 新商品の生産ラインの強化と梱包改善による販売期間の確保

神奈川県 有限会社アイピーサポート ビジネスパーソン向けのワイン関連事業の企画・宣伝及び実施

神奈川県 合同会社Ｍｏｔｈｅｒｓ　Ｌｉｋｅ 天草をテーマにした飲食店『島旅』の売上向上

神奈川県 株式会社健美研究所 抗菌抗ウイルス・消臭効果の新光触媒施工サービス導入と販路拡大
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 有限会社ポラリス 受託産業からの脱却！相続に関連する会社と行う測量コンサルティング事業

神奈川県 カフェハット 音楽イベントを通じた新規顧客開拓と商店街活性化による地域貢献

神奈川県 有限会社レーザーテック
“世界初”発信振動子、セラミックコンデンサーなどのチップが入りやすくするテー
パー

神奈川県 有限会社クレッセント 自家栽培野菜を活用したテイクアウトメニューによる新規顧客開拓

神奈川県 株式会社湘南健康管理センター 特定健診にはない検査とセルフメディケーションの推進事業

神奈川県 ネイルサロンマハロ　フォレオ店 郊外・地域密着型ネイルサロンの、認知拡大及び居心地改善施策

神奈川県 まる革　鎌倉 皮革製品の再生・リニューアル事業の販路開拓事業

神奈川県 有限会社三浦配管 マグネット広告による新規顧客とリピーターの獲得

神奈川県 横須賀カレー本舗株式会社 売上増加！飲食客に無料で配布する「飛ぶゼロ戦」ノベルティ製作

神奈川県 わかば通信舎 地域誌をＷＥＢ化して、全国で共通のテーマを持つ顧客を獲得する

神奈川県 居酒屋　千代乃 排煙設備の改善と地域の賑わい所としての店舗改装

神奈川県 ＣＯＳＭＩＣ　ＴＲＥＥ 自社ドメインの女性用アパレルネットショップ外注、ＳＥＯ対策依頼

神奈川県 カドヤ工業株式会社 一般消費者のＤＩＹ市場向けモルタル製品等の商品開発・販路開拓

神奈川県 株式会社Ｓａｖｅ 幼稚園児向け地震津波対策用シェルターのＰＲ事業

神奈川県 やつはし整骨院 【巻爪治療】による新規患者の獲得

神奈川県 株式会社オフィス樹エージェンシー 「オカリナ教則本」と「専用弱音器付オカリナ」の販売促進

神奈川県 有限会社佐々木時計店 「“かけ心地の良い”新メガネセットの広報強化・販売促進事業」

神奈川県 Ｍｏｒｉｙａ オーダースーツの販路拡大・成約率向上

神奈川県 ＧＯＯＤ　Ａ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 石窯焼きピッツァでの絶対的差別化

神奈川県 スワンズ株式会社 男性会員をファッショナブルにする企画で成婚率ＵＰを目指す

神奈川県 Ｍａｔａｈａｒｉ　Ｊａｐａｎ株式会社 湘南エリアのライフスタイルに合わせた商品開発と販路の拡大。

神奈川県 ビアンブアセレクト エイジングケアに特化した健康食品のネットショップ新設・販促

神奈川県 株式会社Ａｇｌａｉａ（アグライア） オーガニックエステ技術者の求人・雇用拡大

神奈川県 ボインゴ・サイクル 店舗前大型ウッドテラス風看板の設置

神奈川県 桒原公認会計士事務所 中小企業・小規模事業者に対する新たな販路開拓事業

神奈川県 株式会社ファース 日本初の国産野菜と無添加の「くまもとスムージー」販売促進事業

神奈川県 ヤチヨユニバーサルサービス株式会社 自動販売機で結ぶ地域と子供たちの美術展（絵画ラッピング）

神奈川県 鎌倉ロコマート＆ガーデン 【販路開拓】視認性の高い看板設置による販路開拓事業

神奈川県 ビリヤードＡＴ． 移転に伴う店舗周知及び集客増加を図った看板設置及び宣伝活動

神奈川県 株式会社クレアールコレレ 県内初の完全無農薬バラ商品専門店の認知度向上による集客力強化

神奈川県 総務カイゼン社労士事務所 マイナンバー制度対応アドバイスによる販路拡大事業

神奈川県 有限会社興栄自動車工業 商談・待合室等改装によるリピーター率向上と新規顧客獲得
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 有限会社相模経済新聞社 本紙「相模経済新聞」ダイジェスト版を制作し日刊紙へ新聞折込

神奈川県 株式会社リアルページ 整体院経営者向け集客アップのためのブログ型ホームページの制作

神奈川県 稲垣　哲也 レンタルスペース「こもれびサロン」の販促、設備充実

神奈川県 株式会社秋田屋 受注件数の増加と受注増に対応可能な効率的な仕組みづくりの実施

神奈川県 株式会社ジーリーメディアグループ 台湾人香港人向け日本観光情報サイトの全国版開発・販路開拓

神奈川県 合同会社アルファ企画 包括的高齢者運動訓練をアピールする広告媒体開発による販路開拓

神奈川県 合同会社ＭＡＳＴＥＲＰＩＣＥ 店舗とネットと市場での高回転率・低価格・高収益リサイクル事業

神奈川県 有限会社ＹＳＫ ランチ客及び女性、家族客をターゲットにした広告宣伝事業

神奈川県 ファミリーサロン　サン 看板と照明の設置による集客力の向上を目指す取り組み

神奈川県 ボディケアサロン　クーラ・クーラ フェイシャルメニュー導入によるワンストップ的サロンサービス

神奈川県 ＳＡＮＴＥ 髪や頭皮のトラブルに悩む高齢者のための美容サロンの集客力向上

神奈川県 ｂａｌｌｏｏｎ　ｓｈｏｐ　ｓｏａｒ オリジナルバルーンギフト新商品販売とバルーンプロ講座運営事業

神奈川県 Ｒａｉｎｂｏｗ合同会社 世界と日本の伝統工芸を融合したファッションを販売する旗艦店舗

神奈川県 ねこ太パソコン教室（おんせん倶楽部） ロボット製作教室の顧客認知度アップと集客

神奈川県 有限会社菊屋政房 贈答用の箱のパッケージ一新による若年層の顧客開拓

神奈川県 弁護士法人港国際法律事務所 ウェブサイトのスマートフォン向け改修とインターネット広告の出稿

山梨県 小澤畳工業所 ヘリ無し畳の作業効率ＵＰ及び当店の国産畳表へのこだわりをＰＲ

山梨県 ＨＡＩＲ　ＰＹＴＨＯＮ 高齢者の方にも利用しやすい美容室の店舗改装

山梨県 有限会社ジュエル・ハヤカワ 海外販路拡大、山梨から世界へ！香港ジュエリーショー出展事業。

山梨県 株式会社リビングセンターマエダ シニアのための店舗改装と買い物弱者のための自宅配達による販路拡大

山梨県 カーペイント工房Ｒｙｕ トータルサービスと可視化による安心カーライフ提案空間創出事業

山梨県 サンキ眼鏡株式会社 新規顧客獲得の為、オリジナル女性用眼鏡をメガネフェアに出展

山梨県 ヘアーモード・びじょん トイレの便器の取替え（和式便器を洋式便器）と、バリアフリー化

山梨県 株式会社ＧＯＯＤ ホームページリニューアルによる劇用車の宣伝、中古車販売力強化

山梨県 株式会社山梨ケイティケイ 当施設の独自性をＰＲするための広報活動の展開

山梨県 株式会社竹屋あさかわ 最先端のＩＴ技術を駆使した「山梨県産和菓子」のブランド化

山梨県 株式会社未来コーポレーション ランニングコスト・メンテナンスを抑えた野菜栽培機の販路開拓

山梨県 株式会社煎豆屋 地元で評判の和・洋菓子店とのコラボ商品開発と販売促進

山梨県 有限会社エコアズ ペットとの共生を支援する消臭剤「富士山複合酵素」の販路開拓

山梨県 グレイン　トゥ　ミリオンズ 地場産品を世界の人たちへ。富士山グッズ開発・販売促進事業。

山梨県 有限会社渡小織物 自社ブランドのパンフレット作成とギフトボックスの開発

山梨県 株式会社伝真堂 紳士向けトータルオーダー・セレクトショップの店舗構築
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

山梨県 ＡＣＥ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ｃｌｕｂ 全国で活躍するテニスプレイヤー育成のための設備充実と広告宣伝

静岡県 株式会社ショージ イギリス雑貨に特化した販売チャネル開拓モデルの構築

静岡県 鈴幸硝子店 「思い出を額装する」サービスの宣伝活動強化

静岡県 森興産有限会社 新エリア出店で「１杯から・雨の日でも」の出前の販路拡大を図る

静岡県 株式会社アクアプラス ２４時間３６５日！住まいのトラブルワンストップ解決サービスの販路拡大事業

静岡県 Ｇｌｏｂａｌ　Ｊａｍ アクティブシニア世代の海外留学セミナー＆相談会開催の宣伝告知

静岡県 有限会社ケアサンクス 食品添加の容易な水溶性顆粒すっぽんエキス末の販路開拓

静岡県 Ｔｏｘｉｃ　Ｗｏｒｋｓ スポーツ自転車兼用：靴底固定式シューズブランド立上・販路開拓

静岡県 ギフト・インテリアたかはし 地元特産品を活かした新商品で販路拡大！自社も地域も元気に！

静岡県 健康応園株式会社 自社ショップの改良よるナタマメの広報と地域ブランド化ＰＲ

静岡県 オリバーラボ株式会社 「オリバー君アーム」新規製作による新規顧客開拓

静岡県 ケイエスマルオート 自店サイト内のファンコミュニティーを利用した集客と販売促進

静岡県 株式会社クレア 特別な記念日を彩る似顔絵デコケーキの販路開拓事業

静岡県 株式会社バランスアップ 革新的サービスを展開するための改装とホームページの作成

静岡県 株式会社ビラ・サンテ 専門家の助言を特徴とする静岡県初の糖質制限食販売店の展開

静岡県 小田印章堂 伝統技術の手彫り印鑑を守るための彫刻機導入

静岡県 有限会社掛川一風堂 喫茶店新規開業者向け「自家焙煎珈琲道場」開講と販路開拓事業

静岡県 ローフードスクール　ナピュア 男性顧客をターゲットとしたローフードスクール受講者の獲得

静岡県 有限会社マルジン総建 家でもアウトドアを楽しめる「ホビーライフハウス」の販売促進

静岡県 スタジオカーサ株式会社 ガーデンショールームの活用による販売促進事業

静岡県 有限会社シューマン お客様の記念日を彩る立体型オリジナルデコレーションケーキの販売強化

静岡県 鮨酒菜秀人 近隣周囲に当店の知名度を徹底的に高めて集客促進を図る事業

静岡県 株式会社アンビシャスジャパン 販促ツールの充実によるオリジナルブランドの販路開拓

静岡県 ＳＷＥＥＴ　ＧＡＲＤＥＮ 子供向けクラフトスクールＬｉｔｔｌｅ　Ｇａｒｄｅｎの立ち上げと広告宣伝

静岡県 株式会社イメージミッション木鏡社 量販店を販売チャネルとして開拓するための科学玩具等の体験会運営

静岡県 着付けスタジオ華 憧れの和婚をお気軽に～家族の記念日をきもの文化で伝承

静岡県 株式会社きずな 空き店舗活用のデイサービスセンターで気軽に入浴サービス

静岡県 十八番や 静岡県ご当地餃子の販路開拓、販売促進

静岡県 株式会社サイラブ 京滋地域での教材販路の拡大計画：セミナー集客と顧客確保

静岡県 ピーエスイー セキュリティカバー（仮）の開発・ＰＲ事業による新市場開拓

静岡県 株式会社アセットクローバー 地域密着の経営者向け不動産コンサルティングサービスと販売促進

静岡県 株式会社水鳥工業 アンテナショップを活用した下駄と過ごすライフスタイルの提案
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

静岡県 リラクゼーションサロンＳＡＫＵＲＡ ＷＥＢサイトリニューアル及びオリジナル商品券の発行

静岡県 ＯＦ　ＫＡＬＩＦＯＲＮＩＡ　ＣＯ． 不要ランドセルのリメイク商品の開発・販路開拓

静岡県 染織ユトリ 染織ユトリ　こどもモノづくり教室の新規開講

静岡県 ことぶき 新メニュー開発と店舗内外装の改装による新規顧客層の開拓

静岡県 アンダンテカンタービレ 新築スペースを活用したパン教室「パンミュニティー」の設立

静岡県 株式会社中村米作商店 「まちこ」のオリジナル新パッケージおよび販売店支援ツール製作

静岡県 株式会社ウメナ寝具 トイレ改装による店舗の居心地改善・リピーター化プロジェクト

静岡県 有限会社かつ家旅館 訪日外国人富裕層旅行客を獲得するＨＰ制作事業

静岡県 有限会社渡邉左官店 地域地区の空家をリノベーション、伝統技能の伝承・発信基地に！

静岡県 家計のサポートセンター 節約ＤＩＹで家計をサポート！ＤＩＹ教室運営による販路拡大

静岡県 有限会社ボデーショップ清水 新たなガラスコーティング技術の動画広告による販路拡大

静岡県 中島医設有限会社 妊産婦向けビタミンＤ含有食品の試作開発と新たな販路開拓

静岡県 株式会社ベルエキップ・プラス 静岡市清水区の規格外農産物を活用するスイーツの開発と販路開拓

静岡県 じゅりんパン教室 パン教室から発酵に関する情報を発信

静岡県 エデュケーショナル・デザイン株式会社 小中学生向けデジタルスクールの販促活動

静岡県 株式会社創建築社 事務所も仕事も「見える化」で販路拡大計画！

静岡県 ファシル株式会社 企業の営業担当者へ向けた「防災ノベルティグッズ」の提案

静岡県 美Ｒａｋｕカイロプラクティック 美容カイロプラクティックメニューによる新規顧客獲得事業

静岡県 株式会社静岡農機情報センター 県内農家と発展途上国に向けた農機具リサイクル事業の展開と販路開拓

静岡県 割烹芳川 法人需要脱却に向けた「大切な人をもてなす場」で有り続けるための基盤整備

静岡県 株式会社エムス 美容業界をターゲットとした新たな販路拡大のための事業

静岡県 株式会社やまもと印刷工業 東京オフィスの戦略的ホームページ構築で売り上げの増加に繋げる

静岡県 有限会社大石米穀 発芽玄米商品の販売促進に向けた広告宣伝、機材の購入等

静岡県 スマル水産株式会社 地域資源の鮪と鰹を活用。ご飯に合うご当地味噌の開発と販路拡大

静岡県 株式会社イトー （５０歳代男性のための靴内部手入れ用新商品開発及び販売促進）

静岡県 有限会社オオクサ精工 ３Ｄプリンター活用による思い出作り事業

静岡県 えんしゅう共栄堂 日本初カナダスポーツアパレルウェアのブランディング

静岡県 ｏｆｆｉｃｅ　ｏｎｅ＋ 地域の牛乳宅配店と連携した雑穀需要の取り込み体制の構築

静岡県 スマートブルー株式会社 営農型太陽光発電システムを全国へＰＲするための展示会出展

静岡県 フェアトレードショップＴｅｅｂｏｍ 新規のお客様にも気軽に入店していただけるお店にするための改装

静岡県 ファミリーフォトスタジオ　ヒコ 「ファッション雑誌のようなファミリー写真」撮影サービス事業の展開

静岡県 株式会社農健 自社の農産物のインターネット販売経路を全国へ広げるための事業
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

静岡県 株式会社トラス パワーリハビリに特化した１日型デイサービスの販路開拓事業

静岡県 有限会社仁科商店 バーベキューコーナー整備とレジャー情報提供による販路開拓

静岡県 有限会社ハネダ・カンパニー ＳＮＳのメディアミックスによる楽天ショップ立上げ～運営支援

静岡県 有限会社ローヤル 地産・地消を訴求する、新たな販売形態の構築

静岡県 株式会社ＬＥＡＦ 「静岡抹茶生産者直販サイト構築で顧客満足度と売上アップの達成！」

静岡県 駿河進学塾　ｃａｆｅ　ＬＩＶＡＬＬＥＹ（カフェ　リバリー） ペット同伴客の取り込みに向けた新メニューの企画開発と専用スペースの設置

静岡県 ＤＥＳＩＧＮ　ＩＭＰＡＣＴ ワークショップ体験型レンタルコミニュティーラボ事業の展開

静岡県 株式会社クラ・モチベーション 研修の助成金を活用した「法人向け売上２倍ＵＰ」研修の販路開拓

静岡県 株式会社Ｓｈｉｄａ　Ｖｅｇｅ 地産地消を推進する学校給食への販路を開拓する事業

静岡県 ｒｏｄ・ｗｏｒｋｓ株式会社 新商品販路開拓に向けた独自ドメインサイト構築と広告宣伝事業

静岡県 日出寿司 稲シューでサプライズ・乳幼児がいる家族連れ集客！

静岡県 株式会社エビスヤ洋品店 ネット事業の強化と独自商品『東海道江尻宿シャツ』の販路開拓

静岡県 ケニーズハウス伊東駅前店 オリジナル揚げパンソフト、揚げパンサンドの開発

静岡県 ＳＡＴＩＶＡ 店舗看板設置と学割キャンペーンのチラシ配布と通販事業の拡大

静岡県 株式会社穀雨 『茶の香』薫る茶町のこだわりと文化を届けるｗｅｂサイト構築

静岡県 静岡リーフケア 高齢者や障がい者を対象にした施術ケアサポート体制の拡大

静岡県 フードカルチャー・ルネサンス 「野菜定期便のＯＥＭ商品開発と販路開拓手段の構築」

静岡県 美容室　ナトゥーラ 第３のカラーで艶とボリュームアップでアンチエイジング

静岡県 株式会社太喜園 事務室に癒しを与える観葉植物レンタルの社会的認知度の向上

静岡県 だるま 移動販売車による売上げアップと販路開拓

静岡県 有限会社ワース 洋式トイレ化による長時間の施術の対応とホームページ改良で集客

静岡県 株式会社ＳＴＹＬＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ アンティーク建材のイメージを伝える展示場設置による販路開拓

静岡県 ヨツメグサ 独自メソッドを浸透させるためのＷｅｂページ刷新、集客面の強化

静岡県 モンテッソーリはままつこどものいえ イヤイヤ期に子育てがグングン楽しくなる幼児教室の認知強化

静岡県 株式会社寝具の佐野 当店が提供する「こと」をＰＲする広告宣伝の展示による売り上げ拡大

静岡県 株式会社加登屋 新メニュー開発と商品を魅力的に見せるための照明設備の導入

静岡県 イロハブリック合同会社 天然蜂蜜の質と風味を「知って楽しめる」地域密着型の新店舗改装

静岡県 佐京園 消費地と産地をつなぐネットショップ構築とＰＲ活動

静岡県 株式会社花風舎 個人客向けオーダーメイドフラワー提供携帯アプリの開発及び普及

静岡県 東名鍛工株式会社 「複雑な形状を後工程なく小ロットから鍛造処理」をコンセプトとしたＷＥＢサイトの整

静岡県 ＰＲＩＳＯＮＥＲ　ＮＡＩＬ 男性の身だしなみにネイルイメージを拡大出来るホームページ開設

静岡県 シーズ オール日本素材のグラノーラの商品開発と通販サイト立ち上げ事業
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採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

静岡県 プラ株式会社 リノベーションによる今までにない借家再生事業の展開と販路開拓。

静岡県 ＩＫＯＭＡＲＵ　ｈａｉｒ 「子供と一緒に来たい！」と思わせる仕組み作り！

静岡県 マスダテクノ株式会社 企業向け製品の販売地域拡大とエンドユーザー向け製品の販路開拓

静岡県 有限会社加藤醤油 醤油蔵で行う料理教室と新商品開発で知名度、売り上げアップ

静岡県 有限会社オムニシステム 新たに若年層の顧客をターゲットとし、サービスをホームページで告知。

静岡県 株式会社サツカワ “価値のある提案”による顧客要望に応えた店頭集客力の強化

静岡県 マーケティングエージェンシーエッジ 住宅に特化した低価格の動画制作・配信サービスの販路拡大

静岡県 有限会社エフ・ベース 地域工務店の認知度ＵＰ及び地域コミュニティの創出事業

静岡県 株式会社梅村商店 シャッターデザイン変更及びスマホ対応ＨＰ開設事業

静岡県 ｑｗｅｒｔｙ（クウォーティー） 店内スペース改装とホームページ刷新による店舗イメージ統一

静岡県 トータルバランス
モバイル対応ホームページ制作支援事業のＰＲによる静岡地域の地場産業活性化
の達成

静岡県 ブースターデザインラボ 富士ひのき端材で作る木製アロマディフューザーの開発と販路開拓

静岡県 株式会社山田給食 水がおいしい三島＆東海道宿場町ならではの伊豆記念弁当の販売

静岡県 ｒｏｍａｎｅ チラシの作成と情報誌の掲載による集客

静岡県 有限会社ひょうきんや 【ご当地キャラクターとのコラボによるお祭り用品の開発・ＰＲ】

静岡県 有限会社アウイン商会 ベトナムの仕入先開拓と工場レイアウト刷新によるＴＢ茶の拡販

静岡県 ｓ－Ｌｉｖｅ　しずおか袋井北部校 小学生対象放課後預かりと日替わり習い事システム

静岡県 陶あかり工房 地域密着型の陶製品と陶照明品の販路拡大

静岡県 有限会社笠井畜産 自家製『豚珍館焼肉のたれ』商品化で銘柄肉セットのネット販売

静岡県 株式会社Ｍｙｕ 独自の中古車情報を掲載したホームページの活用による新たな顧客層の開拓
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