
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

2 / 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

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
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