
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

1 / 15 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

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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