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

大阪府 大一精機株式会社 新規受注獲得のためのＣＡＤＣＡＭおよびマーキングマシンの導入

福井県 株式会社カガセイフン ＷＥＢサイトのリニューアルによる、ＢｔｏＢ・ＢｔｏＣの販路拡大事業

福井県 株式会社米五（こめご） 曹洞宗・大本山永平寺御用達の「ＭＩＳＯ（味噌）」の海外向け販路開拓事業

福井県 ヒノデ工業株式会社 「水周りから長生き住まい！リフォーム事業進出の販促事業」

福井県 スピリッツ・スマイル
発達障害者に雇用の場を提供するＨＰ制作、書類代行作成サービス事業の実
施

福井県 株式会社髙橋製粉所 越前風土食「越前打豆」の業務用卸全国情報発信による販路開拓

福井県 株式会社サーフボード 観光バスツアー向け人数点呼サービスの販路開拓と販売促進事業

福井県 株式会社山本タイヤ商会 『低床式車両用の出張サービス』メニュー導入による販路拡大事業

福井県 リカーズ川ばた 店舗の改装とホームページ改善による福井の地酒の販路拡大事業

福井県 名大同株式会社 国内初の福井市中央卸売市場内青果小売店のＷＥＢ広報戦略の実施

福井県 株式会社トレミー４８ 国際メガネ展示会への出展を通じた広報強化と新たな販路開拓事業

福井県 株式会社福井スポーツ社 福井から想いを届ける名入れ専門店スポーツショップ販路拡大事業

福井県 株式会社梅田果実店 老舗果実店が展開する極上スイーツの販売促進のためのＨＰ制作

福井県 株式会社ピース 両親への贈呈用オリジナルギフトの広報強化と販売促進事業

福井県 有限会社見吉屋
福井名物「越前おろしそば」の販売と知名度向上を目指したＷＥＢサイト再構
築事業

福井県 アンジュール株式会社 新ブランド“ＣＬＬＩＢ”ブランドの確立および定着

福井県 お菓子処丸岡家 恐竜を連想させる新お土産スイーツの広報強化による販売促進事業

福井県 有限会社豊洋 スマートフォングッズの販売、修理専門特化による販路拡大事業

福井県 株式会社身のこなしラボラトリー 筋活動センサーの個人用リハビリ分野進出に向けた広報事業

福井県 有限会社サニー美容室 近隣地域のお客様に当店の再認識と新たなサービスの提供

福井県 学研ＣＡＩスクール福井みゆき校
全国に７００教室以上を展開するコミュニケーション英語が身につくこども英語
教室Ｌｅ

福井県 株式会社たからや商店
なんでもしてくれる町の燃料店「たからや商店」ホームページ制作・立ち上げ事
業

福井県 青木蘭麝堂 戦国時代から続く蘭麝酒販促用広報物の作成

福井県
安永コンピュータシステム株式会
社

歯科医院のサービス向上に対応したソフトウェアの販路開拓。

福井県 あさだ屋 お客様と双方向型で作る越前和紙と箔押し印刷の結婚式招待状作成サイト

福井県 株式会社小澤工務店 健康住宅「無添加住宅」の福井での認知度向上からの顧客開拓事業

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

1 / 40 ページ



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

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

福井県 Ｅ－ＣＰ株式会社 中小零細企業再生の為の「レトロフィット事業」紹介ＨＰの作成

福井県 しゃぶしゃぶ万両 若狭牛のインターネット販売促進・販路開拓、ブランド力向上

福井県
カイロクリニカルサロン　ＳＯ～ＬＡ
（ソラ）

施術・カウンセリング用器具の購入による顧客開拓・販売促進事業

福井県 トラットリア　ラカーラ 価値提供型イタリア料理店の顧客開拓とリピーター化事業

福井県 有限会社東栄ルーフ 建物長寿命化のための「雨漏り調査事業」による販路開拓

福井県 よつばｃａｆｅ キッズルーム集客向上のためのホームページ作成と設備導入事業

福井県 テニスプロショップ　グランチャ 顧客との関係性をより深めるカスタマイズインナーソール製造販売

福井県 有限会社來々軒（らいらいけん） 高齢者・障害者向けトイレの改修を通じた来店客拡大事業

福井県 小料理ゆずりは 外国人観光客や高齢客の集客を図るための店舗改修事業

福井県 株式会社シー・ディー・アイ 他社に先駆けた最新４Ｋビデオカメラ導入による動画制作強化事業

福井県
戦略組織コンサルティング合同会
社

福井を良くするプロジェクト支援事業の認知度向上促進事業

福井県 株式会社ユニバンク 当社オリジナルの恐竜刺繍入りＴシャツの開発・販路開拓事業

福井県 有限会社ホテヤ洋品店 市内手作り作家の作品の展示販売イベント開催による新規顧客獲得

福井県 有限会社チモトコーヒー 有資格者が作る高品質コーヒー商品の開発と販路拡大

福井県 Ｒｅｌａｔｉｏｎ　りらしおん 東浦みかんを活用した商品開発及び販路開拓

福井県 有限会社林商事 働く女性の指導的立場を促進する研修事業の販路開拓

福井県 苗のはっとり 集客力アップのためのハウス内の店舗の拡充とサービスの向上

福井県 北日本建設株式会社 シャルドネの住宅、及び家具の販売促進事業

福井県 株式会社山田書店 本の御用聞きキャンペーンの実施

福井県 エヌサービス 販促事業にてパンフレット、ホームページを作成して県内外に発信

福井県 有限会社ユタカ建商 オリジナル商品「くみこ窓」のカタログ制作と展示会出展による販路拡大

福井県 株式会社ソニア
ホームページによる認知度・知名度向上で新規仕入先開拓・労働力確保・売
上機会拡大

福井県 日本利器工業株式会社 販促用チラシとネット販売の構築による寺院向けの販路開拓

福井県 タナカ工業株式会社 シニア層向けの新規事業を含めた水まわり事業の販路拡大

福井県 有限会社南部商店 包装紙・手提げ袋等のデザインの一新事業

福井県 横田建設株式会社 不動産の視点から大野市に定住、移住する魅力を発信するＨＰ作成
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

福井県 ディスセット 福井産地を背景とした高付加価値衣料品の開発及び販路開拓

福井県 有限会社厨ぼうず 郷土料理を活用した地元グルメの販路開拓、土産品開発事業

福井県 桑田テント株式会社 短納期でお客様にご提供できる「先進的テント倉庫」の開発・販売

福井県 松原蝶製作有限会社 国内外販路開拓・ＵＰＬＯＡＤＥＤ　ＮＯＳＥ　ＰＡＤＳ　開発・販路開拓

福井県 ｕｐｌａｎ 産地で創るブライダルに特化した商品の試作と知名度アップ事業

福井県 株式会社小林大伸堂 地場産業とコラボしたオリジナルメタル印鑑・和風印鑑の広告宣伝事業

福井県 株式会社ＴＯＭＩ－ＴＥＸ 炭素繊維立体織物の成形品の開発・販路開拓

福井県 有限会社室田モータース 女性顧客に重点を置いた店づくりショールームの改装とイベント開催

滋賀県 粟納メンテナンスサービス 業務用バイク修理業者が行う一般車両への洗車サービス

滋賀県 滋賀県貿易株式会社 粗放養殖手法による安心安全な海老の輸入直販・顧客開拓事業

滋賀県 鍼灸エステＭ＆Ａ 薄毛に悩む３０～４０代男性を救う「安心の発毛システム」のＰＲ

滋賀県
Ｎｏｍｕｒａ　ＰｌａｎｎｎｉｎｇＯｆｆｉｃｅ一級
建築士事務所

建築設計のコンサルタント業務の強化・増量・販路開拓

滋賀県 有限会社至誠庵
鮒ずしの魅力・美味しさを伝えるオリジナル商品の改良・新商品の開発と販路
拡大

滋賀県 ケーキハウス・トップス ミニフルーツケーキのシリーズの開発と拡販計画

滋賀県 有限会社コム・ワーク・スタジオ 自社オリジナル・デザインアクセサリーの品揃え拡充と販路の拡大

滋賀県 株式会社スピードワゴン ギフト商品梱包に特化したＥＣ支援サービスの販売促進素材の制作

滋賀県 メンズグルーミングサロンＺＥＸＩＡ 働く男性の心と体に癒しを与える個室理容室の業務拡大と予約システム導入

滋賀県
フィジカルコンディショニングスタジ
オフィジオ

高齢者の健康維持を促す加圧トレーニングベルトの普及販売事業

滋賀県 株式会社一湖房 希少な合鴨商品利用シーン提案による３０～４０代女性の顧客開拓

滋賀県 株式会社メンズプラザナカガワ クオリティーの高いオーダー服とハイグレードで快適な空間の魅力を発信

滋賀県 株式会社ｓｔｙｌｅ 日本・高齢化社会・介護業界に求められるｓｔｙｌｅの構築

滋賀県 タジマヤ お洒落で環境にやさしい子供服を簡単に作れる布地の認知度向上

滋賀県 株式会社三栄精密 低コストで最新工作機械に生まれ変わる方法のＰＲによる顧客開拓

滋賀県 シーク建設株式会社 薪ストーブ体験型イベントで新規客確保とＯＢ顧客の協力体制作り

滋賀県 株式会社パートナーヨシイ リハビリ特化の通所介護施設が提案する新生活スタイルの認知度向上

滋賀県 有限会社カーテラスたつみ 自動車の装置が正常に作動しているかどうかの診断と故障個所の発見
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

滋賀県 湖北マルヰ株式会社 新規顧客への住宅無料診断で信頼を構築、固定客化を図る

滋賀県 西建 地域密着型の住宅工事及び便利代行業

滋賀県 琵琶湖観光株式会社 タイをはじめとする東南アジア各国からの訪日客の開拓

滋賀県 １００ｃｈｉｌｄｒｅｎ 展示会・イベント出店による販路拡大とオリジナル定番商品の開発

滋賀県 株式会社屋根朋 元請を中心とした販路拡大のためのＰＲツール作成事業

滋賀県 さざなみ酒店 厳選ワインの高品質管理と試飲による顧客囲い込みプロジェクト

滋賀県 株式会社ＴＡＬＬＴＲＥＥ スピードトリミング関連自社商品の販路開拓事業

滋賀県 株式会社大橋木工所 彦根仏壇と信楽焼のコラボによる仏壇セットの製品開発と販路開拓

滋賀県 有限会社小菅酒店 バーチャル＆リアル、情報発信強化による販路拡大と地域貢献

滋賀県 株式会社ライクユー 新スタイル授業の導入によるサービスの拡充と販路拡大

滋賀県 関口社会保険労務士事務所 障害年金請求手続き弱者のための支援サービスの提供

滋賀県 株式会社北川鉄工所 当社の強みを生かした画期的な強化スタンドパイプの開発及び販路開拓

滋賀県 らーめんチキン野郎 真空包装を導入し、お持ち帰りチャーシューで客単価ＵＰ！

滋賀県 多幸屋彦根店 事業拡大のための店内設備導入及びＰＲ事業

滋賀県 エイトヒルズデリカテッセン 「近江牛」・琵琶湖の宝石「琵琶鱒」の加工品展開と保存品質向上

滋賀県 みかみ動物病院 飼い主が動物病院により来たくなる販売促進策

滋賀県 株式会社豊彩苑 着物が映える街　時代劇の「八幡堀」で振袖を中心に着物販売の拡大

滋賀県 株式会社イカリファーム 新商品の開発、ウェブページの改良、展示会出展による販路拡大

滋賀県 グラッソ株式会社 新モデルハウスのカタログ作成。

滋賀県 株式会社水郷のさと　まるやま ホームページの動画作成と船頭さん用の説明とＣＤ作成

滋賀県 有限会社ほのぼの館 日本一遅い乗り物「手こぎ和船」で八幡堀めぐり

滋賀県 有限会社リバーフィールド 「八幡靴」の中国向けＥＣサイト構築と販促チラシ・商品パッケージの作成

滋賀県 平井工務店 新築受注獲得のためのホームページ・カタログ作成事業

滋賀県 パティスリーパピエ ＰＣ用とスマホ用ホームページの新規制作による販路拡大

滋賀県 有限会社メガネプラザノガミ こどもメガネ№１を訴求するホームページ作製で店頭集客の拡大

滋賀県 株式会社Ａ－ＢＥＳＴ 住宅業界の動向に対する対応と、地域の危険建築物の改修を計る。
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

滋賀県 株式会社ジッセント・シップ 専門職による生活機能特化型デイサービスの広報と顧客創造

滋賀県 合同会社ＦＵＬＬＨＯＵＳＥ 不動産情報地域還元事業

滋賀県 株式会社三省堂 ホームページのリニューアルによる広告効果増及び販路拡大

滋賀県 株式会社駒井工作所 既存金属加工技術を駆使したｉＰｈｏｎｅ用金属ケースの販路開拓、事業展開

滋賀県 洋菓子工房チィーフル 季節指数の低い夏の新目玉商品の開発・ＰＲによる売上拡大の実現

滋賀県 アランアランＰｅｒｃｈ ライトアップ等で店舗への誘導を図り、来店数を増やすための事業

滋賀県 株式会社加藤建設工業 建設発生土の再利用・再資源化による『砂』の製造、販路拡大

滋賀県 菓子工房　ｄｏｕｘ　ｂｏｉｓ チャレンジ　２Ｓ　～学生層（Ｓ）とシニア層（Ｓ）への販路開拓

滋賀県 エステサロン輝ララ 創立２０周年記念特別感謝セールの実施

滋賀県 株式会社グローバル・ツーリズム タイ・マレーシア富裕層に向けた滋賀観光プランの開発・販路開拓

滋賀県 ダーツ＆カフェ　ｅｉｇｈｔ８ 自家焙煎コーヒー専門店への進出で昼間顧客の新規開拓

滋賀県 淡海陶芸研究所 「魅せて体験」する手作り陶器で、外国人客の売上拡大

滋賀県 平井製作所株式会社 自動車のマフラーの溶接の簡素化・新規受注品への対応

滋賀県 餃子屋竹の子 社会的養護の必要な若者たちの就労支援先“餃子の竹の子”販路開拓

滋賀県 株式会社キョーリン 発泡プラスチック加工の認知度向上を狙う分野別ＰＲ方法の構築

滋賀県
レディスファッション＆きもの　いま
え

古き良き日本の伝統文化「きもの」の再活用とファンの掘り起こし

滋賀県 丸善製菓舗 「なばな饅頭」のパッケージの改良による守山土産の発表とＰＲ

滋賀県 株式会社滋賀フーズ 「地元の特産品を使用したお土産品の開発及び製造と販路拡大」

滋賀県 ピッツェリアソラーレ 店舗看板、外壁塗装による薪窯を使ったピザ店の認知度向上

滋賀県 林貞治税理士事務所 ホームページの更改・スマホ対応とＳＥＯ対策による販路拡大

滋賀県 礒田自動車販売 工場入り口通路のカラー舗装によるお店の印象のイメージアップ

滋賀県 ＳＥＩＫＯ レストランバー「ＳＥＩＫＯ」の認知度アップのためにぐるなび掲載

滋賀県 株式会社いづみや 最新タブレット端末と通信機能付きデジカメを使った買い物弱者向け販売戦略

滋賀県 かおる行政書士事務所 ペットと飼い主のための信託の認知度向上による売上拡大

滋賀県 Ｗシークレット 気軽にふぐ料理を食べられストレス発散し癒される店の認知度向上

滋賀県 姿勢改善専門スタジオＢｅ－Ｓｔｙｌｅ 姿勢改善を専門特化したトレーニングの知名度アップと新規集客
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

京都府 有限会社ワックジャパン バリアフリー文化体験施設の情報発信とメニュー充実による販路開拓

京都府 株式会社ミツワ電子器製作所 変圧器の試作を短納期で納入できるモデル事業

京都府 株式会社ステーション 京町家屋根裏デッドスペース活用による販路拡大と売上増加

京都府 京都メディカルルーム（くぼ整骨院） 「杖と寝たきりをなくそうプロジェクト」の推進事業

京都府 ｐｏｃｏ四条 そろばん教室の生徒数拡大のための移転事業

京都府 福本推古堂 本物の「京表具」が見学及び体験できる展示・商談スペースの確保

京都府 増田印刷有限会社 ホームページの新規作成とＡＲの活用による新規顧客の開拓

京都府 株式会社ＶＯＧＵＥ マルチ翻訳＋広告作成システムによる外国人観光客の取り込み

京都府 株式会社フジヘルシーコネクション 顧客層拡大！小学生選手のケガをしない体作りサポート事業推進

京都府 株式会社クリエイティブコモンズ 「サプライズパッケージ（仮）」事業の開発・販路獲得

京都府 株式会社洛歩 犬が舐めても安全な犬用スキンケアシャンプーの開発

京都府 わくわくキッズ おむつケーキの外販のためのサンプル試作とプロモーション

京都府 株式会社丸伸製作所 ミクロ単位の超高精密レーザー抜き加工装置による新たな販路開拓

京都府 有限会社ＱＵＡＬＩＳ・クオリス 超微細・レーザー溶接技術で京都のものづくり事業を世界に発信する

京都府 ぷくすけ 外国人向け商品パッケージ開発と新講座の広告宣伝による販路開拓

京都府 Ｃｏｌｏｒｅｄ　Ｗｅｄｄｉｎｇ 「アウトドアウェディング」に特化したＨＰ・ＰＶによる集客

京都府 株式会社橋本光巖堂 四国地方の販路開拓

京都府 アボワール お洒落で綺麗な、乳がん用ブラジャーの販路開拓事業

京都府 株式会社石川工業所 省エネシミュレーションで電力削減の見える化による改修提案

京都府 山元染工場 新規顧客開拓のためのオリジナル舞台衣裳の制作

京都府 株式会社ワサビ 世界一のネット市場タオバオでクールジャパン商品を日本語で売る

京都府 有限会社京料理魚友 「高齢者を安心して同伴できる環境」を整える為の店内設備の改善

京都府 桜栄印刷株式会社 コンピュータ伝票の製造能力向上による競争力強化

京都府 株式会社辻商店 「白と黒」和紙から作る高品質紙糸と紙布の開発及び販路開拓

京都府 有限会社フットクリエイト 姿勢評価システムを用いた個別トレーニング提供による新規事業

京都府 株式会社綿善 老舗旅館ＰＲ事業強化～新規パンフ、スマホを活用し雇用拡大へ～
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

京都府 ｃｏｃｏｍｏ＊ 世界に１つのお誂え、京都西陣の手織りの服を全国へ発信！

京都府 株式会社羅工房 新商品の開発および他業界の新規顧客獲得

京都府 有限会社フラワーハウスおむろ 京都小鉢シリーズ（京都発盆栽）の海外（新興国）での販路開拓

京都府 ＣｕｉｓｉｎｅＢａｒＣａｆｅＰｉｃＮｉｃ 新規顧客の開拓及び総売上と認知度の向上

京都府 株式会社富栖堂 新感覚化粧水のツーステップマーケティングによる市場開拓。

京都府
ひさだアートインダストリー株式会
社

独自手法「対話型プロモーション」による新規顧客の獲得

京都府 ｃａｆｅ　ｂａｌｉ　ｇａｓｉ 新商品「バリ島チキンライス」開発とテイクアウトによる販路開拓

京都府 株式会社クレバー モデルルーム改装における販路開拓と住宅フェアへのカタログ展示

京都府 株式会社京都トラベラーズ・イン アートと緑に囲まれたデザイナーズホテルによる海外客誘致事業

京都府 株式会社ジェイエムユウ イタリアミラノを拠点に当社オリジナルブランドの海外販路開拓

京都府 くれーぷ小町 京都産米粉と万願寺甘とうのクレープの新規メニュー開発及び販売

京都府 井上修造園 寄せ植え講座・庭園探訪ツアー事業への展開

京都府 ここちデザイン シニア層へ向けた【子供部屋を有効活用する為のリフォーム】事業

京都府 株式会社はま一 食品展示会出展による『京かまぼこ』の認知度向上並びに販路開拓

京都府 有限会社京北商会 京都府内産杉を使った今までにないカスタマイズ天板の開発・販売

京都府 有限会社長嶋電機 高齢者向け電動化カート販売による地域支援事業で新たな挑戦！

京都府 ゴールドロール 店舗アピール向上と催事参加による売上拡大

京都府 株式会社アントアント クラウドコンピューティングＥＸＰＯ出展による販路の拡大

京都府 株式会社味京 「冷凍寿司」エンジニアリング事業のプロモーション

京都府 天香堂 新パッケージの開発とウェブを活用した新規販路の開拓

京都府 ＧＲＥＥＮ　ＦＡＲＭ カフェ健康志向メニューの牛乳店と連携した新規宅配事業

京都府 京都電工有限会社 電力使用量と建築物の断熱性能測定による新規顧客開拓事業

京都府 株式会社リタファーマ 新規水溶性ヒアルロン酸ゲル化粧品の開発・販路開拓事業

京都府 三善工芸株式会社 老舗染屋の保有資産「きもの図案」デジタル化による意匠レンタル

京都府 株式会社アプリネット プリントショップ向け小ロット卒園・卒業アルバムの開発・拡販

京都府 株式会社三味洪庵 「袋ごとレンジで西京焼き」のインターネット販売力強化への取組み
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

京都府 株式会社甚松 ＥＣサイトの構築と運用・管理による甚松ファンの拡大

京都府 団兵衛五十川商店 新米発売時の販路開拓の為のイベント

京都府 北山そわか 観光客ならびに地元客の新規顧客獲得のための広告宣伝

京都府 ｒｏｉ 学生に向けたインターネット広告強化による集客増加

京都府 アシスト株式会社 販路開拓のためのブランド化と広告およびＨＰリニュアルの実施

京都府 株式会社きぬがさ 多言語とショッピング機能対応のホームページの作成

京都府 りあん体操クラブ 新設のフィットネス教室と既存の体操教室の相乗効果を狙った広告

京都府 野菜ダイニング　薬師 国内外のベジタリアン顧客の新規獲得および新メニュー開発

京都府 有限会社山本食品 京西陣・こだわり豆富の身の丈に合った展示＆販路拡大事業

京都府 株式会社ＣＯＭＴＡＳ 遊具の点検と砂場除菌の「年間パック」の販売促進

京都府 株式会社夢家ハチマン フランス・パリで新・京都ブランド「夢家ハチマン」を紹介

京都府 柑橘館：河田商店 アニメ関連・お土産商品の開発による、地場商品の販路・売上拡大

京都府 紅椿それいゆ
当ギャラリーの新規顧客開拓のための「京都のええもん・ほんまもん」の作品
展開催

京都府 健康和惣菜ながいきおまめ 新販路開拓に向けた営業体制確立の為の営業ツール（動画）作成

京都府 有限会社林屋電気商会 地元商圏の高齢者の方に「リフォームに強い店」のイメージＵＰ事業

京都府 有限会社高橋工芸 京野菜を使用したバウムクーヘンのアンテナショップ事業

京都府 三木竹材店 竹細工体験教室・販売スペースの改装及び自社製品の販売促進

京都府 株式会社カスタネット 新開発の防災帰宅支援セットの販路開拓事業

京都府 エステはうすＫｉＫｉ
エステ業界では成功事例が少ない「頭皮のアンチエイジングを実現する発毛
事業」

京都府 株式会社ＦＯＯＭＯ 外国人観光客への販売促進強化

京都府 株式会社戸川 デパート・百貨店引き合い増加のためのＨＰの開発と販路開拓

京都府 有限会社烹菓 店舗改装による集客拡大と販売現場の効率化

京都府 株式会社コミューン ラガーマンに特化した就職マッチング事業のプロモーション事業

京都府
株式会社ローバー都市建築事務
所

弊社プロジェクト作品集の配布・ＰＲによる、新規顧客開拓

京都府 年中夢求株式会社 学童保育への講師派遣、地域交流イベントによる地域密着塾の創生

京都府 株式会社兵衛 インバウンドツールを作成し閑散期売上を向上、雇用の安定を図る
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

京都府 Ｄａｒｉ　Ｋ株式会社 国内・海外販路拡大に向けた基盤整備事業

京都府 株式会社ゴトウライフクリエイション ＧＰＳシューズの販路開拓と既存事業の増収効果

京都府 有限会社ヒロミ・アート 京七宝発信基地の構築

京都府 株式会社セオデンキ 地域密着型家電店の「お家まるごと事業」推進による新顧客層開拓

京都府 エールエイド株式会社 アクリル封入技術を利用した商品（表彰用品・記念品）の本格展開

京都府 有限会社田辺鈑金 カーケミカル製品「撥水道場」のブランディング化で小売市場開拓

京都府 北山ランタン 自然派日本ワインを愉しむための空間演出事業

京都府 グリルにんじん株式会社 京都の洋食店への留学生・在住外国人や外国人観光客の誘致事業

京都府 フナト 自社サイトへの集客を増やすための宣伝広告

京都府 京都五条　和食　のち家 スイーツのある全世代対応型和食店の認知度向上で新規顧客開拓

京都府 株式会社六乃家 電解水による「安心・安全」の体制づくりと、顧客関係性の向上

京都府 ＨａｕｔｅＣｏｕｔｕｒｅＲｅｎｃｏｎｔｒｅｒ 動画作成でのサロンの強みを活かした、新規取り組み事業

京都府 株式会社デザインハウス風 プレミアム・テキスタイル・ジャパン２０１６秋冬展出展による新規販路開拓

京都府 炭火　かず家 かず家の名物「にんにく塩」の物販事業

京都府 株式会社メディアプラン インバウンド誘客用～動画と多言語で伝える旬の京都ポータル

京都府 Ｍｏｏｎｌｉｔｅ　Ｇｒａｐｈｉｃｓ オーダーメイドＴシャツのカタログ制作とＳＮＳ広告による集客

京都府 株式会社具現 インターネットを通じた販売チャネル増加による新規顧客の獲得

京都府 中川竹材店 外国人観光客向けお土産品「竹製毛糸かご」の開発と販路開拓

京都府 澤正 ネット販売システムの構築と新商品の開発による販路開拓

京都府 株式会社サンコウホーム リフォーム展示会開催と広報を通じた近隣シニア層への認知度向上

京都府 株式会社辻建材 マンション空室対策のための障がい者用リフォームの販路開拓

京都府 ピ・オフィス 観光客向けの高品質な印刷加工を施したルーペの販路開拓

京都府 カフェ　デ　コラソン メニューの多様化に対応するための陳列棚の設置

京都府 ライトアイランド
ターゲットを広げ、リピーターを増やすためのシアバター商品の販促※シアバ
ター（シア

京都府 株式会社河波忠兵衛 墓石ディレクター「河波忠兵衛」の終活コンサルティング

京都府 株式会社金箔押山村 金箔を使った新商品「金箔タイル」「金箔本革」の開発と販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

京都府 株式会社つえ屋 国際福祉機器展における販売チャネルと全国規模の販路拡大

京都府 プラチナビーフ 顧客満足度を最優先させるビジネスバイクでの宅配サービス

京都府 もとやま畳店 本物志向顧客への「高品質　京たたみ」のＰＲ強化による販路開拓

京都府 株式会社ｋｉｎｏｅ 蓄熱性に優れた網を使用する事で旨味がました焼肉をお客様に提供

京都府 ＥＩＫＩ行政書士事務所 高齢者に対する終活トータルサポート事業の拡大

京都府 株式会社ワールドサニー 店舗の魅力向上とドライフルーツ商品開発による新規顧客創造

京都府 株式会社メディアクリエイツ 自社専門分野をアピールするウェブサイト制作による販路開拓事業

京都府 株式会社中野伊助 「ｒｏｏｍｓ」出展による新規顧客層の獲得と売上増加の実現

京都府 株式会社いなせや ＳＡＫＥ＆和食の海外展開支援インキュベーションｉｎバリ島

京都府 株式会社ルシール コンセプトの再統一のためのデザインとそれに基づいた店舗づくり

京都府 グローイング株式会社 放課後等デイサービス新規オープンによる新たな商圏の開拓

京都府 有限会社カピラ シニア世代患者層に対する自費施術メニューの構築と販路拡大

京都府 いわくらぐらのら 新感覚・新食感。京都から始まるグラノーラ革命。

京都府 株式会社宇野商店 販促ツールの抜本的見直しによる売上拡大

京都府 株式会社よしだ “魅せて食べる新しい試み”マグロブロック保存の為の冷蔵庫設置

京都府 株式会社青菁社 人と自然と動物との共生に特化した新デザイン美術本の販路拡大

京都府 渡敬株式会社 組紐でつくった、優しい使い心地のペット関連アイテムの展開

滋賀県 株式会社エフレボ 他業種とのパートナーシップによる新規顧客開拓、販路拡大

京都府 ジャポリズム 外国人対象、和柄Ｔシャツに日本の文字で名入れする実演販売事業

京都府 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｃ＇ＥＳＴ　ＳＹＭＰＡ ショッピングモールへの出店による販路拡大及び製造能力の増強

京都府 有限会社たかせ 頭皮の悩みを持つ方に対する現状把握・改善体験サービス事業

京都府
株式会社ゴールドスプリントジャパ
ン

３Ｄバーチャルの新たな自転車体験ゲームの開発

京都府 株式会社Ｙｏｕｒｂｉｌｉｔｙ　Ｄｅｖｅｌｏｐｅｒｓ 集客用ホームページ立上げとコンテンツ充実による新規顧客獲得

京都府
鍼灸あん摩マッサージ指圧きっこう
どう

働く世代の身体メンテナンス意識の向上による販路拡大

京都府 竹田優太 スマートフォンを使ったリアルゲーム投稿サイトのプロモーション

京都府 天狗製菓株式会社 「京の味遊び　天狗の横綱あられ」の販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

京都府 株式会社インデンコンサルティング 通訳サービス「ＳＭＩＬＥ　ＣＡＬＬ」の販路開拓

京都府 本田食品株式会社 新開発「京都牛入りビーフシチュー」の首都圏等への販路拡大。

京都府 きたなか鍼灸接骨院 顎関節症に特化した施術の宣伝広告による新規顧客獲得

京都府 株式会社Ｄｒｉｖｅ・Ｄｏｏｒ インフォームドコンセント徹底による安心修理サービスの提供

京都府 けいらく鍼灸院泰楽 閲覧数ＵＰ・新規患者様を獲得できるホームページ作成・運営

京都府 山村龍和事務所 デザイン筆文字の販路拡大事業

京都府 ピーエムプラス株式会社 相続対策セミナーのプログラム確立及び内容の標準化

京都府 綴織技術保存会奏絲綴苑 外国人観光客等の誘致に向けた綴織工房見学・体験工房のＰＲ事業

京都府 株式会社大文字飴本舗 京あめ「御米飴（おこめあめ）」の商品開発と販路拡大事業

京都府 合同会社清翔苑 宗教従事者向けの高品質・低価格な「法衣（白衣）」の開発・販売

京都府 北澤造園 京風庭園と室内庭園の開発による販路開拓

京都府 中嶋生薬株式会社 「京都発、良質国産漢方薬の普及事業」

京都府 株式会社ＭＡＴＡＨＡＲＩ 花屋のＩＴ導入による効率化と顧客満足度向上及び新規販路開拓

京都府 株式会社みやこサービス 「高齢者用見守りセンサー」の販路拡大

京都府 株式会社繍栄 弊社単独催事である「王朝刺繍展」による販路開拓

京都府 株式会社チェリーガーデン 人の五感を刺激し、癒しの空間、趣味の空間作りの販路開拓

京都府 株式会社フロマージュウ 石窯焼きイギリス食パン・“幸せ”チーズケーキの開発・販路開拓

京都府 株式会社タケダ ・「衛生管理用品の販売、販路開拓」

京都府 株式会社サラーム・パートナーズ 京都産クラフトビールの開発と東南アジア向け販路開拓事業

京都府 瀬川織物株式会社 西陣正絹経錦裂地と小物の国内及び海外販売促進の為の宣伝広告

京都府 エイデンマテリアル株式会社 空気清浄活性器の開発と販路開拓

京都府 株式会社サワムラデンキサービス 照明効果を最大限に生かした電気工事による飲食店の集客支援事業

京都府 株式会社なかじまでんき 地域高齢者対象、家まるごとから健康をサポート出来る店舗作り。

京都府 丸富士食品 地産地消～舞鶴産地魚を味わい尽くす！！ＰＲ大作戦！！

京都府 株式会社Ｇｒａｍ３ 京都府北部地域の旬の素材を餡に活かした揚げパンよる販路開拓

京都府 プラスツーリスト株式会社 ハラル対応ノウハウを生かしたＡＳＥＡＮからの訪日旅行案件獲得
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

京都府 タル谷総合法務経営事務所 トータルサポートパック、相続おまかせパックの開発・販売促進

京都府 ｐｌａｉｎ（プレーン） ホームページ等による認知度向上及び新規顧客獲得事業

京都府 株式会社京都紀翔 摘果桃（間引きによる未利用品）を活用した新商品開発事業

京都府 ジーティーアールテック株式会社 新ガソリン等透過度測定装置の開発及び販促

京都府 ヤマトネット株式会社 防球防護用ネット「エコハード」の開発・販路開拓

京都府 谷石材店 「小型サンドブラスト機」導入による新商品開発と未来の潜在顧客の拡大！

京都府 有限会社ニタミズ工房 ネイチャーシートの生産合理化と改良

京都府 市松人形工房京秀 「京秀　市松人形展」歩行人形の復刻展示と顧客開発

京都府 株式会社白水舎 ホームページ・ＤＭでの既存客固定化・新規客開拓

京都府 株式会社バイオエックス 生理活性反応測定装置の拡販及び市場調査

大阪府 株式会社７ＨＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ 結婚式二次会のプロ集団がプロデュース！「２次会ラボ」普及事業

大阪府 キャトル・ラパン 気軽＆気楽に本格フランス料理を楽しめる店造り計画

大阪府 株式会社ルリエ 木造の廃校舎を活用した企業向け研修施設事業（鳥取県）

大阪府 株式会社若狭屋紙商店 折込チラシ、無料サンプルを用いた大人用おむつ宅配事業の拡大

大阪府 株式会社新日本電機製作所 調光可能な水中照明ＬＥＤ器具の販路開拓

大阪府 マザーリング・スマイル合同会社 “楽””楽“子育ての魔法がかかる教材試作開発と教室の販路開拓

大阪府 株式会社アサヒケミカ 微粉末化粧品の製造・充填加工ライン改善による販売促進

大阪府 市川欽一税理士事務所 納税者が自ら相続税申告書を作ることができるサービス

大阪府 株式会社日本フード 大阪産果実と地玉子を使用したフルーツケーキの開発と販路開拓

大阪府 摂陽観光 「介護する人・される人、ともに旅立つ」介護旅行の事業化

大阪府 サンクチュエール　プリヴェ プリヴェ・オリジナルアイテムの開発と、市場投入によるブランド力の強化

大阪府 株式会社ポジティブライト ＩＴ化に乗り遅れたシニア層に対するサービスの販路開拓

大阪府 有限会社アトリエケイ 『１本のバラの豊かさ』を伝えるバラ専門店の販路開拓事業

大阪府 有限会社野本 日本の仏教式葬儀と儒教式儀礼を融合させたオリジナル葬儀の普及

大阪府 ペルマノント・ル・サカエ 高齢者のあなたを美しく！魅力を引き出す思い出写真サービス

大阪府 フルーツはまちゃん 商品の温度管理を強化することによる鮮度維持及び多品目展開
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府
村田社会保険労務士行政書士事
務所

情報セキュリティ体制の強化による労務管理サービスの販路拡大

大阪府 自習室うめだ 通勤・通学途中の人をターゲットとした店舗の視認性向上事業

大阪府 ポワンジョリ ステップアップ期の女性経営者向け認知度向上コンサルティング

大阪府 株式会社波々伯部商店 国内外産クラフトビール専門の自社販売サイトの立ち上げ及び広報

大阪府 スタンダードワークス 展示会出展により、新規開拓ＢｔｏＢ（企業間取引）を実施する。

大阪府 株式会社三聖 高齢者のための「来店型くらしの相談窓口」の新規開設

大阪府 カギハウス株式会社 困ったドライバーを救うイモビライザー解錠サービスの拡販事業

大阪府 株式会社加藤久吉商店 パッケージを一新。消費のお茶からプレゼントしたくなるお茶へ。

大阪府 株式会社ＡＵＲＩＣ 独自サイトマガジンによる「大阪ファッション業界」活性化事業

大阪府 株式会社天満大阪昆布 昆布業界初の登録商標「ＵＭＡＭＩ」を、ブランド化しての販売拡大。

大阪府 笠井整骨院 新型整復器具を使用したロコモシンドトーム対策と事業広告

大阪府 有限会社Ｄｅｓｐｅｒａｄｏｓ 湯せんに特化した商品開発とオンラインショップ湯せん屋の開店

大阪府
西中島ロック・セキュリティ株式会
社

「電気錠」システムのビルディングオーナーへの新展開

大阪府 健康食館 地域色を強めたパッケージ変更とテスト販売の実施

大阪府 株式会社ＮＯＴＯＭＡＮＩＡ 化粧品難民の男性を救う、オリジナルメンズコスメの開発

大阪府 宮崎郷土料理どぎゃん 居酒屋の２階をプチセミナールーム化し、新規集客化する事業

大阪府 桃乃彩 仕出し・宅配サービス事業への本格参入による売上拡大

大阪府 株式会社トゥ・ギャザー バウ・リニューアルパーティ販促用デモビデオ作成

大阪府 しゃしんのピュア ダビングの新規客開拓！思い出のビデオが蘇って、家族団らん

大阪府 カウンセリング　ｃａｆｅ　Ｐｏｎｏｐｏｎｏ 心病予防と自立を促すワークショップ型心理教育事業

大阪府 有限会社デジックス・システムズ ホームページのリニューアルおよびキャンペーンサイトの開発

大阪府 株式会社ユナイテッドドリーム 「すべての女性を綺麗に美しく」を実現する婦人服ＥＣサイト事業

大阪府 Ｋ２工房 陶芸教室改装によりファミリー層に新サービスを広報し販路開拓

大阪府 日本電鍍工業株式会社 加工サンプル作製による新機能めっき技術の販路拡大事業

大阪府 しょぎょーむじょーブラザーズ 唯一無二のパフォーマンスで感動を与えるＰＲ活動と顧客拡大

大阪府 ＰＲＩＭＡＶＥＲＡ（プリマベーラ） 小規模革製鞄作家の販売網と革製鞄職人養成のためのＷＥＢ作成
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 株式会社フィールトラスト 新サービス開始に伴う自社ウェブサイトの構築

大阪府 株式会社スタジオ・ワット 産地産品の使用スタイルの冊子の発刊による販売促進

大阪府 有限会社松岡クリーニング工場 大切な衣類をしっかり守る「仕舞い込み包装」サービスの提供

大阪府 株式会社アイ・ティー・エム ＷＥＢツールの充実と最新パンフレットの整備による販路拡大

大阪府 関根珈琲株式会社 業界初、香料不使用、天然素材の安心のフレーバーコーヒー拡売

大阪府 株式会社Ｌｅ・Ｒｅｖｅ 大手・準大手業者開拓のための自社ブランディング事業

大阪府 アミイファクト株式会社 乗り心地ＮＯ１で勝負する外国人も利用できる高速バスの実現

大阪府 ポラリス株式会社 鍼灸による疾患治療の開拓および後進の育成

大阪府 株式会社ソーラーいちばん 「健康促進リフォーム工事会社」としての自社ブランディング事業

大阪府 大阪合同社労士事務所 社労士、宅建士、教育機関の３者で連携した関西外国人誘致事業

大阪府 イースクエアード株式会社 安全安価なビジネスブログ環境の提供とワードプレス上級講座開設

大阪府 山田製麺所 妊婦さん向け「鉄分・葉酸」配合の「安産うどん」の開発・販売

大阪府 株式会社ネネン ブランド構築に係るコミュニケーションペーパーの発行

大阪府 株式会社先春園本店 美と健康を意識した緑茶とハーブのブレンド＆試飲コーナーの新設とＰＲ

大阪府 ＰＡ・ＣＯ株式会社 高級食材として国産チョウザメ料理の知名度向上と販路拡大

大阪府 バランス整体　扇町 ワイヤー式巻き爪矯正の導入と顧客獲得のための広告宣伝

大阪府 株式会社みらい人事労務サポート マイナンバー管理システムの開発と販路開拓事業

大阪府 株式会社ヴィクトワール 働く女性、手に職をつけたい女性を育てる社会貢献構築事業

大阪府
株式会社アルファブレイン・ワール
ド

一般消費者向け販路開拓の為のデザイン・ブランド一新

大阪府 株式会社ＤＩＯ・ＴＷＯ 空き家を活用した外国人観光客向けゲストハウスの運営

大阪府 ｉｓｍ ＷＥＢを使ったターゲット層への情報発信で販路拡大

大阪府 ＢＡＲ　ＴＲＥＡＳＵＲＥ 多彩なイベントによって本物の出逢いをサポートするバーの展開

大阪府 スカイストーン株式会社 外国人向けのチラシ・ディスププレイを用いた飲食観光支援事業

大阪府 株式会社マツイ 想いを繋ぐダイヤモンドリフォーム市場のパートナー・販路開拓

大阪府 株式会社リンク ブランドイメージ向上を目指してファッション雑誌に商品を掲載

大阪府 枚岡合金工具株式会社 新文書管理システム「プレミアムデジタルドルフィンズ」販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 ＨＡＬＬ（ハルル） 手作り化粧品の新開発・手作り化粧品プロ養成スクール事業拡張

大阪府 有限会社川口商店 伝統ふすま紙で『和の空間』を創りだす、販路拡大計画

大阪府 浪速商事株式会社 手漉き和紙照明の開発と商品パッケージ制作による販路開拓と販促

大阪府 株式会社ジームス・アソシエイツ 「安全でおいしい水」自動販売機の東南アジア向け開発・販路開拓

大阪府 ノーレギュラージョブ 次世代蓄電池を太陽光発電とペアで一般家庭に広める事業

大阪府 エコフューチャー株式会社 デザインソーラーパネルの販路開拓

大阪府 好麒麟株式会社 新商品バレニンのＰＲとＥＣサイトの構築

大阪府 ルートファクトリー株式会社 求人企業と人材会社を結ぶ採用支援サービスの提供

大阪府 有限会社長屋バー 店舗入口周辺の視認性ＵＰ及び「長屋オムライス」ブランドの強化

大阪府 トムクリオーザ 高級感あふれる店内の雰囲気づくりによる集客力の向上

大阪府 株式会社ファイブプロモーション 幼少期の子供がいるファミリー向けの新しい音楽イベントの提供

大阪府 プロメディア株式会社 クールでワクワクする屋外用ステッカーで日本を明るくする。

大阪府 株式会社デザインポケット 食品サンプル職人育成スクール生徒募集の新宣伝計画

大阪府 Ｌｅｅ　ｍａｋｅ株式会社 流行に乗った美を提供するフォトスタジオの開店・販路拡大

大阪府 ボディバランス スポーツ好きな客層への訴求による、ヘビーユーザー会員の獲得

大阪府 寺澤鍼灸整骨院 健康と美容を追及する為の姿勢矯正器具の導入及び販路拡大計画

大阪府 有限会社ライジングブレーン 店内利用増加の為のランチメニュー開発と広告の強化

大阪府 クルン株式会社 歯周ケアブラシ販促用動画の作成・広報の実施

大阪府 株式会社Ｙ 「アルミボンディングファブリック」商品群開発～販路構築事業

大阪府 株式会社栗田 酒屋が作った「オリジナル濃厚チーズケーキ」の拡販

大阪府 株式会社フォレスト 安心安全な料理にＬＥＤ照明でホホエミの溢れる店づくりを展開

大阪府 山下食糧株式会社 新郎新婦の出身地のお米で作ったブレンド米の引き出物の製作販売

大阪府 イーパフォーマンス株式会社 「Ｗｅｂ　ＳＯＳ」をインターネット広告で訴求し顧客開拓を図る

大阪府 株式会社ＨＡＪＩＫＥＹＡ 地域の皆様に愛されるお店づくりのための店舗改装

大阪府 一宮物産株式会社 三本の矢の成功から「見（魅）せる独自性」で更なる成長へ！

大阪府 株式会社ＨＲシンフォニー 健診センター運営コンサルティングの新規顧客獲得

15 / 40 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

大阪府 ふくとみ整骨院 運動補助具を用いての運動療法導入・顧客層の拡大と満足向上

大阪府 有限会社キャベ焼グループ 外国人観光客向け大阪ミナミの情報提供案内所の設置

大阪府 株式会社ジャストコンサルティング 「番頭ブレーン」をＨＰとＤＭで訴求し新規顧客層の開拓を図る

大阪府 瓜破屋商店 買物にお困りの方へこだわりの酒・米・食料品配達の案内

大阪府 株式会社とまと家族 地域の買い物弱者への会員制配達・外販事業の立上げと販路開拓。

大阪府 株式会社ユニアース 保護者が安心して塾を見つける検索サイト“塾マッチ”の販促活動

大阪府 のぞみ鍼灸整骨院 介護を受けなくても自立して生活が送れる為の訪問鍼灸の推進

大阪府 レプリス株式会社 引越業者及びカルチャースクールとの提携のための営業活動

大阪府 合同会社北天満ユニオン 商店街の保育ママ　興学院（待機児童解消及び地域雇用促進事業）

大阪府 株式会社Ｗｅｄｄｉｎｇ絆 スマホ及び英語対応ｗｅｂページによる和婚プロデュース促進強化

大阪府 株式会社メディケアーツ 買い物困難高齢者対象、お買い物代行サービス

大阪府 株式会社因幡屋 製品（ハード）と知識（ソフト）を用いての高齢者へのアプローチ

大阪府 グローバルパッキング 不動在庫品共有化によるハブ会社からのジャストインタイム販売

大阪府 株式会社壱ｌｉｆｅｗｏｒｋｓ 屋号変更に伴うＰＲ、海外観光客集客の為の販促及び新商品の開発

大阪府 炭火串焼あおい鶏 ファミリー客・グループ客を獲得する為の店舗改装とＰＲ事業

大阪府 大洋かつを株式会社 高品質で安心・安全な鰹節加工品の販路拡大目的の展示会

大阪府 ＨＳＪスターズ株式会社 訪日外国人観光客をヘアサロンに紹介するポータルサイト運営事業

大阪府 有限会社ミラージュ 中小企業向けホームページ用のオリジナル動画広告の制作・販路拡大

大阪府 ｃｒｅａｒｅ（クレアーレ） 柱ブランドの独立販売による販路拡大と、自社サイト新規顧客獲得

大阪府 小野商店 商空間のインテリアを演出する大判和紙の試作開発と販路開拓

大阪府 有限会社桑名葬祭 地元地域への宣伝広告による新規顧客の獲得を目指す下町の葬儀社

大阪府 株式会社丸玉一土居陶器店 ＬＥＤ照明器具導入により店舗のイメージアップを図り販路開拓

大阪府 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｓｐｉｒａｔｉｏｎｓ お子様からお年寄りまでが来店できるイタリア料理店地域密着事業

大阪府 ａｒｏｍａ　ａｃｃｏｒｄ アロマや自然素材を活用したレシピなどの情報発信型アプリの制作

大阪府 Ｃｕｔ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｍ：ｉ－６ 優良顧客を得るための空間づくりによる販路拡大

大阪府 串揚げダイニング１０４ 創作串焼きの販売開始による販路拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 ＨＯＮＭＡＣＨＩ豚テキ 女性客・家族客向けの「豚テキ専門店」の展開とそのための改装工事

大阪府 株式会社ルセット 地域食材の発掘発信プロジェクト

大阪府 株式会社ＭＳＣ 訪問看護ステーション事務代行事業の医療未経験者への販路拡大

大阪府 株式会社Ｂ５ＮＯＴＥ コワーキングスペース事業における地域活性化マップ作り

大阪府 まさる鍼灸整骨院 予防治療の最新設備の導入とウェブサイトの刷新による販路拡大

大阪府 クレール 外国人観光客と女性若年層へ新サービス「着物さんぽ」の販路開拓

大阪府 三陽株式会社 高齢者の健康障害をなくす為のカビ除去と防カビ施工

大阪府 株式会社ＸＳ 足と実績のアピールを通じた「みちグル市場」への出店依頼活動

大阪府 株式会社ノットコーポレーション 日本の観光産業を応援するための、外国人観光客向け格安宿泊施設の展開

大阪府 有限会社麻布珈琲店 素材にこだわりぬいたコラーゲンマフィンの販路開拓

大阪府 プチスーク 途上国における女性の自立支援とエコ商品の開発事業

大阪府 セブンオーシャンホールディングス 新電力を導入しイニシャルコスト０円で電気代削減提案

大阪府 Ｆ．ｈａｉｒ＆ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ 店内改装による癒やし空間演出と看板等による訴求力の向上

大阪府 株式会社シンカネット 外国人観光客向け日本製オリジナル美容化粧品の販路拡大

大阪府 有限会社つるや化粧品店 美容機器を使っての新規客獲得と新製品のチラシを作成する

大阪府 南陽トレーディング株式会社 サプリ感覚で楽しめるドライフルーツミックスの開発、販路開拓

大阪府 はんじゅく 飲食店「はんじゅく」によるビジネスウーマンへのおもてなし

大阪府 株式会社ドクターピュアラボ 購買特典としてのオリジナルポーチの開発と提供

大阪府 有限会社内田屋鋼材 「高炉メーカー向け設備部品救急センター事業」のブランド形成

大阪府 シンド・フジ 冷えとり靴下ＮＵＸのイメージＵＰ＆販売経路拡大計画

大阪府 三恵メリヤス株式会社 日本製自社ブランド商品の展示会初出店による販路拡大

大阪府 株式会社ＮＯＴＩＣＥ 女性社員と経営者に「心のルート」を開通させる

大阪府 合同会社食楽エンターテイメント お昼から一年通じて御家族で食を楽しんでもらいましょう！作戦

大阪府 Ｂａｌｉ　Ｌｕｘｅ 痩身を目指すバリニーズエステの周知と販路開拓

大阪府 焼肉　マダン 地域ナンバー１店舗への新規最新注文システムと広報力向上

大阪府 大黒屋クリーニング 安心安全なクリーニングで集配・宅配による新規顧客開拓

17 / 40 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

大阪府 株式会社ｄｏｕｂｌｅ 引退後のプロゴルファーへの整体技術指導スクールの展開

大阪府 株式会社シュールコーポレーション インターネット集客強化のためのホームページリニューアル

大阪府 株式会社ホット 「使い易さ」を追求した新考案ベルト用留め金具の試作品開発

大阪府 アグリトレーディングアジア 日本産野菜・果物ギフトの海外見本市出展による新規販路開拓

大阪府 有限会社健康科学 一定期間整った顔立ちを保ち就活や婚活の支援等の若返り美容事業

大阪府 ＨＯＷＡ労務オフィス 企業の「社会保険加入」率アップに特化したＨＰサイトの開設

大阪府 有限会社インタートランス 園児・小学生低学年向けのオリジナル英会話教材開発・販路開拓

大阪府 安藤製作所 ものつくりの面白さが未来を切り開く

大阪府 ユメイク ホームページ及びＤＭを活用した認知度アップによる新規顧客獲得

大阪府 株式会社ギフトパーク 自社商品ハッピーカラフルーツの認知度向上事業

大阪府 株式会社桑島写真スタジオ 高齢化社会の写真文化を変える「明るい遺影」事業

大阪府 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ｓｏｉｎ 介護・福祉施設入居者への訪問美容サービス事業の広報活動

大阪府 株式会社イデアルディレクションズ 業界別ターゲットに絞ったランディングページ販促物制作・販路拡大

大阪府 えびす労務管理事務所 定着率・業績の向上に寄与する研修体系提案型事務所への転換

大阪府 Ｅｓｐｒｉｔ（エスプリ） スポーツ分野・ビジネス向け【メンタルコーチング】の販路開拓

大阪府 新創作割烹とびこめ 高齢者、医療施設患者のための健康メニュー開発とバリアフリー化

大阪府 竹内商事株式会社 新商品・国産刺繍ブレスレットウォッチの展示会発表で新市場開拓

大阪府 ワインプラザＹＵＮＯＫＩ ホームページ整備（商品検索機能、買い物カゴ、相談窓口の設置）

大阪府 株式会社アーカイブプラス ホールインワン達成者のコミュニティサイトへのリニューアル事業

大阪府 北陽スチール株式会社 ホームページ・カタログの作成による販路開拓・地域活性化

大阪府 中山産業株式会社 ポリ湯たんぽ・如雨露をネット通販で販路拡大！

大阪府 有限会社ハップ センスの良い心温まるサンプルドレスの開発・販路開拓

大阪府 Ｐａｉｎ　ｄｅ　Ｓｉｎｇｅ 集客力向上の為の外観改修及びウェブサイト開設

大阪府 カーズファミリー 新しい福祉車両事業の顧客を新規ホームページ作成にて獲得

大阪府 Ｃｏ楽兆 新規客獲得の為の店舗改装と広告宣伝及び新営業スタイルの確立

大阪府 有限会社ＫＭコーポレーション 販促用サイトの作成、及び近隣へのチラシ配布、動画ＣＭ作成
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 つむぎ Ａｃｃｅｓｓシステムを用いた業務改善事例の広報活動による、販路開拓

大阪府 真　整骨院 ＨＰ・広報媒体の一新とウェブ予約導入による新規患者様の獲得

大阪府 平山繊維株式会社 新コラボ素材を使った繊維製雑貨小物の開発・量産と販路開拓

大阪府 ワインガレージ　ニシジマ 新規顧客開拓のための営業開発ツール作成

大阪府 株式会社エイチエス オリジナル加工機の開発による販路拡大

大阪府 三喜商会 医療施設専門の椅子張り替え事業の新規展開とインターネット集客

大阪府
株式会社プランニングコンサルタン
ト

人づくり代替事業―第１段　「堺、職人アカデミー」の開設

大阪府 ＡＪＵＫＡＪＵ 雑貨屋プロデュースによるフリーペーパーの発行による販路開拓

大阪府
米粉パン・お菓子教室「ｋｏｍｅこの
み」

武蔵Ｆｉｌｓ導入による教室集客力強化と米粉メニューの開発促進

大阪府 ＦＲＥＥ　ＨＡＩＲ　ＡＴＥＬＩＥＲ ターゲットに向けて情報発信、新規客導入、店舗イメージの明確化

大阪府 株式会社ＣＬＣ 商店街を拠点とした英語学童保育のＰＲ及び集客事業

大阪府 西尾茗香園 弊社石臼挽きの宇治抹茶を使った抹茶プリンの開発と販路開拓

大阪府 株式会社郷田商店 「塩糀昆布・梅」の開発と「塩糀昆布」の改良・販路開拓

大阪府 Ｒｅｖｅｒｓａｌ株式会社 カーコーティング事業の認知度向上並びに、障害者雇用増大事業

大阪府 クリスタルローズネイル 事業名：ビューティーサロンの新店舗設備の拡充、販売促進インフラの整備

大阪府 有限会社大阪フーズ 女性・若年層集客促進と高価格メニュー導入のための店舗改装事業

大阪府 株式会社ジェイクラブ オリジナルイベントテーブルクロスの新販路開拓事業

大阪府 株式会社泉北花園 メールマーケティングによる販路拡大

大阪府 グラムス株式会社 ネットショップ商品画像自動編集ソフトの動画広告による販路拡大

大阪府 株式会社Ｒｅｃｏ 飲食店の独立を志す若手起業家向け販路開拓サイトの開設

大阪府 中尾食品工業株式会社 ホームページ開設による認知度向上とネット販売システムの構築

大阪府 割烹　楽兆 新規顧客獲得の為のＨＰ立ち上げ及び広告宣伝と店舗改装

大阪府 シェイク・インクローク 毎日が楽しくなる履きやすくてお財布にも優しいシューズのＰＲ

大阪府 前平謙二翻訳事務所 顧客の未充足ニーズの解決に特化した医学翻訳サービスの販路拡大

大阪府 株式会社ビズ・ネットワークス 生産財マッチングサイトのプロモーションとサプライヤーの開拓。

大阪府 司法書士松宮法務事務所 本人訴訟支援システムを含む法的トラブル予防情報サイトの制作
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 有限会社竹宝コーポレーション 自社オリジナル無添加石鹸を海外富裕層向けに販売して売上アップ

大阪府
ユニバーサルマネーコンシェルジュ
株式会社

笑学英語講座の展開とコンテンツの提供

大阪府 ＤＥＬＭＯＮＡＣＯ ホームページ開設による受注拡大、販路拡大に伴う生産の高度化

大阪府 株式会社プランクトン 自社オリジナル商品の展示会出展による販路拡大

大阪府 株式会社ワンラブ 重度障がい児優先型放課後児童デイサービスの開設

大阪府 合同会社ジョイリンクス 販促・売上向上のためのデータベースバックアップシステムの構築

大阪府 竜起 高齢化対策による地域活性化への一考

大阪府
ユニバーサルケア株式会社ある
ふぁ訪問看護ステーション

がん看護専門看護師が経営する訪問看護ステーションの顧客獲得

大阪府 阪堺重機株式会社 中古重機、自動車販売及びレンタカーの顧客開拓

大阪府 株式会社ＣＯＧウェブサービス 「士業支援ホームページ集客代行パックの販売と展示会への出展」

大阪府
家族葬のミナト（フューネラルミナ
ト）

地域に密着した小規模葬儀専門サービスの提供と新規顧客獲得

大阪府 宮川芳文堂 チラシ、作品展示による“最高技術を持つ町の表具店”の販路開拓

大阪府 明機商事株式会社 美容補正機能を有する繊維製品開発と、ＥＣ市場向け新規販路開拓

大阪府 株式会社八重 利用者増のための介護設備の充実と通院・買物サービスＰＲ

大阪府 ちまき鍼灸整骨院 看板設置、案内配布、フット機器増設で新規顧客を開拓する事業

大阪府 株式会社カラーズバリュー 格安リフォームで空き家物件の有効活用を実現する販売促進事業

大阪府 串かつ　ちとせ 串かつちとせ“秘伝のソース”の製品化と通販事業

大阪府 ミノル化学工業株式会社 既存ホームページの再構築により卸、販促業界への販路開拓

大阪府 パラマナンダ 女性が輝いて働くための技術と環境を提供する自立支援事業

大阪府 株式会社ユーデザイン パーソナル３Ｄプリンターによる造形サービス事業拡大と新規顧客の開拓

大阪府 植田自動車 地域密着とＨＰを活用した商圏の拡大と若年層の販路拡大

大阪府 ヘアーサロンミヤモト 理容店におけるレーディースのシェービングサービスの提供

大阪府 アッパーリリィマーケット 企業・団体向けクラフトワークショップのサンプル制作と販路開拓

大阪府 株式会社オークマ工塗 休眠顧客の掘り起こし！売り込まない営業戦略はがきでアプローチ

大阪府 株式会社西本 「サンドラッグ」出店に対抗する、店舗改装およびサービスの強化

大阪府 オフィス福原　Ｃ＆Ｄ　ＨＲ　Ｌａｂ． 「体験型セミナーを活用した職場の風土改革と組織の活性化支援」
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 丸善精工株式会社 作業場のレイアウト変更とセル生産方式の導入による即日出荷対応

大阪府 ひなた治療院 革新的な「２１日間腰痛改善導入プログラム」施術の販路開拓

大阪府 オーテックフジ 車内快適空間メンテナンスサービス提案による潜在需要拡大事業

大阪府 有限会社アイフコンピューティング これから羽ばたく！　子供向けロボット・プログラミングカリキュラム事業

大阪府 株式会社マンデー メンテナンス付き個人リースの販路開拓

大阪府 カスガアパレル株式会社 縫製業の強みを活かした、洋裁スクール事業の拡大

大阪府 株式会社ｃｏｔｅｎｗｏｒｋｓ オリジナルプリント等を施したカットクロスの販売促進

大阪府
ｈａｍｍｏｃｋ　ｋｉｔｃｈｅｎ（ハンモック
キッチン）

看板設置で近隣の大手チェーン店に負けない存在感をアップ大作戦！

大阪府 寺本農園 三箇牧トマトを中心とした加工品開発とブランドデザインの作成

大阪府 有限会社ウエストフィールド 店内改装による新規顧客の開拓

大阪府 ｔｏｅｌｌｅＰｈｉｌｏｓｏｐｈｙ株式会社 エイジングケアメニュー新展開による新規顧客の開拓

大阪府 株式会社Ｗｏｒｋ　Ｓｈｉｆｔ 理学療法士・作業療法士・言語聴覚士の逆求人サービス

大阪府 お茶の間設計株式会社 顧客の心を掴むプレゼンテーション！設計用３次元ＣＡＤ導入事業

大阪府 合同会社ハピジェクト 美容室の客単価向上に資する新商品「アソートパックの開発」

大阪府 のりまきのすけ 手軽にヘルシーなキンパをファストフードにする事業

大阪府 有限会社エアーリメイクス 世界初ドライアイス洗浄機ハイブリッド型の広告宣伝で販路開拓

大阪府 かんなび工舎 地域の住環境の改善を目指す工務店の地域密着新規顧客獲得事業

大阪府 株式会社出口園芸 「新しい図面ソフト」導入による新規顧客の獲得と営業活動の拡大

大阪府 株式会社上江工務店 地域密着型、リフォーム事業の拡大。

大阪府 オッペン化粧品　光営業所 郵便局とのコラボで新規開拓、人材育成とサロンのイメージアップ

大阪府 彩鳥屋てっちゃん ホームページ改良によるファミリー層客の売上向上

大阪府 中西美装店 シロアリ駆除事業促進による既存事業との相乗効果と売上拡大

大阪府 健康鍼灸整骨院 医療的美容・エステ往診部門の創出および販路拡大

大阪府 株式会社昔造り辻茂 ＬＥＤ照明導入による集客、新商品のＰＲによる新規顧客の獲得

大阪府 Ｎ＆Ｃ鍼灸整骨院 若年アスリートの育成とダイエットプログラムでの新事業展開

大阪府 加守田佛具店 ＨＰ新設により来店見込客に安心感を与えて確実に顧客に繋げる
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 アクアライフ株式会社 来店者数向上及び客単価向上による元請けシェア拡大の実現

大阪府 梶金物 新天地における新業種・新顧客獲得と地域住民へのアピール

大阪府 ラベンダー ボディ実技講習を周知することで新たに子育て世代の女性を獲得

大阪府 株式会社日昌医療器 医療感染予防対策一般家庭用医療廃棄物処理ボックスの販売

大阪府 海鮮ダイニング咲夢 店の個性強化・グレードアップによる新規客獲得とファン創造事業

大阪府 有限会社ヒューマンデータ 海外へオリジナルのＦＰＧＡ搭載汎用ボードの販路開拓

大阪府 アースクリーンサービス 将来の地域社会を考えた。清掃・リフォーム・リサイクル実践計画

大阪府 アルファライン株式会社 曲面にも貼れるラインストーンラベルの開発で差別化

大阪府 株式会社シープロジェクト 外国語おみくじ普及計画

大阪府 株式会社川上クリエイション 動画付パンフレット・名刺

大阪府 株式会社ＭｉＲｉＴａ 高強度トレーニングリハビリ特化型デイサービス認知と利用者獲得

大阪府 株式会社ラスカル
家事代行サービス（高齢者向け家事サポートサービスとお片付けサービス）の
強化

大阪府 株式会社リブランドマネジメント 「無農薬野菜販売」による地域イベントの自主開催で新規開拓

大阪府 フリアンディーズ 喜びと感動のシーンのお手伝いをするオリジナルクッキーブランド化事業」

大阪府 パッションツリー 新メニュー“自然派カラー”の導入による顧客満足度向上事業

大阪府 半田整骨院 収入を保険施術に頼らず、ＩＴ化機器導入して自費施術の販路拡大

大阪府 編集ラボ・ハンドレッド 福祉等の公益団体に新たな広報サポートを提案する認知度向上事業

大阪府 株式会社シーキューブ 住まいのプチリフォーム　コンシエルジェ的サービス

大阪府 株式会社八尾金網製作所 ホームページと店舗のショールーム化による自社製品の拡販

大阪府 ｔｈａｎｋｓ　ｔｏ　ｃｈｉｌｄ アロマの良さを子育てに生かすｔｈａｎｋｓ　ｔｏ　Ａｒｏｍａ事業

大阪府 三宝化成株式会社 流通加工およびデリバリー付「スペース賃貸ビジネス」の構築

大阪府
鷹津中小企業診断士・弁理士事務
所

お宝発明を発掘する弁理士サービスの展示会出品による拡充

大阪府 有限会社関西ライトメタル 「その場で新調サービス」の施工代理店拡大事業

大阪府 ニッサン技工株式会社 自社製品の開発及び販路開拓と製品の普及

大阪府 株式会社カナツ加工 開けやすい機能付き袋の開発と販路開拓

大阪府 株式会社エム・イー・エス 立体駐車装置の販売・設置及び付帯工事等の受注増加と販売促進
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 株式会社リノポイント 衣料品に関する特許機能商品の開発及び販路拡大

大阪府 有限会社美純 地域密着型高級チョコレート専門店舗の内外装整備による集客促進

大阪府 ｆｌｏａｔ（フロート） 照明他設備導入による、シェアスペース利用者の集客力強化事業

大阪府 ＨＰＡ株式会社 大学生向けのチームレッスン創設によるグローバル人材の育成強化

大阪府 ルカコ 自社製育児用品「ルカコ」新規顧客開拓のための新広告媒体活用

大阪府 ドクター・オブ・ジ・アース株式会社 「のら産直システム」を活用した、小売店・中食向け販売強化事業

大阪府 株式会社アネシス 保育と介護を同じスペースで行いシナジー効果を生み出す融合事業

大阪府 ｓｏ　ｆｒｕｉｔｆｕｌ キッズヨガコース創設によるレッスン低稼働率時間帯の高率化事業

大阪府 株式会社マリブ 穴子専門店での客単価増と全国販売を目的とした物販商品開発事業

大阪府 株式会社クラフトナレッジ ～すべてのママを骨美人に～北摂のママに対する産後専門出張整体

大阪府 ＳｍｉｌｅＳｔｙｌｉｎｇ パーソナルスタイリストの入口としての宅配靴磨きサービスＰＲ事業

大阪府 スクールＩＥ庄内校 小学生の「やる気スイッチをＯＮ」にする英語コース促進事業

大阪府 株式会社テトラファースト キネシオロジーニットによる制服分野と産業資材分野への展開

大阪府 タケナカプランニング 士業等をターゲットにしたレンタルシェアオフィスの整備

大阪府 立田社会保険労務士事務所 「親身に頼れる社労士事務所」の認知・顧客満足向上の為のＰＲ事業

大阪府 株式会社デー・シー 文具及びアルマイト用染顔料等の機能性色材の製品開発と販路開拓

大阪府 株式会社阿蘇熱帯魚 顧客支援ツール作成による販路開拓

大阪府 Ｏｒｏ　Ｖｅｒｄｅ 店舗奥空部屋を改装してのオリーブオイルセミナー定期開催事業

大阪府 焚火屋 新店舗改装・メニュー開発・宣伝広告による集客拡大事業

大阪府 株式会社エムテイシステム パンを食べない層に向けて新しいジャムの利用法の紹介と販路開拓

大阪府 Ｈ２コンサルタント 事業者へのストレスチェック義務化に係る同システム販路開拓事業

大阪府 株式会社プラステコ 生分解性プラスチック発泡シートの耐熱性の改良と販路開拓

大阪府 豊栄産業株式会社
“手荒れ・頭皮を改善する”シャンプーサービスで地元池田市・大阪府の美容
サロン開拓

大阪府 株式会社ふそう 新しいディスプレイ、カタログで、既存商品や新商品をアピール。

大阪府 株式会社マエガワモールド 多点制御温度コントローラの販売

大阪府 薩摩の牛太 当店の「強み」である熟成肉、ミンチカツ・コロッケのＰＲ事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 リラクゼーションサロンＮａｄｉａ 「地域初の癒しと美容の複合店舗」‘ビュラグゼーション，の展開

大阪府 株式会社とり竹 寿司、居酒屋料理のテイクアウト販売ブース新設置で売上げ増加

大阪府 さんぱつ屋なかもと 訪問理容サービス開始に伴うプロモーション

大阪府 北海道直送素材の店　和ゴコロ 世代ニーズに合わせた新メニューの宣伝による顧客開拓

大阪府 株式会社金谷電気 地域電気店の新業態に対応する提案型リフォーム展示

大阪府 株式会社田村商会 老舗不動産屋の顧客開拓とブランディング事業

大阪府 アシスト株式会社 熊本名産馬肉を使った桜なべ・馬刺し料理など新メニューの開発

大阪府 有限会社ファインライフ 「生活習慣病の早期発見と重症化予防の為の機器導入」

大阪府 下中装飾 意匠性の高いフリース壁紙事業による売上拡大と顧客満足度向上

大阪府 株式会社エスプリ・ド・マミ インテリア書道のＰＲ活動とオリジナル商品の販路開拓

大阪府 エンラージ株式会社 外国人に特化した不動産賃貸物件サイトの運営と仲介業務

大阪府 行政書士川添国際法務事務所 外国人向け在留資格業務・英文契約業務のコンテンツ化

大阪府 天政 店頭集客設備（懸垂幕・店頭Ａ型看板・駐車場看板）の様式変更

大阪府 ユーエムエー・モータース株式会社 自動車修理技術の知名度向上および販路拡大事業

大阪府 有限会社リープフード 高齢者対応型店舗作りおよび新規顧客の店舗誘導。

大阪府 有限会社丸萬化学 新規顧客開拓のためのカタログ【冊子・ＷＥＢ】のリニューアル

大阪府 大幸産業株式会社 「これでＨａｐｐｙ！家の定住化促進」

大阪府 ゲンツはり灸整骨院 創業１０年、第二の創業を目ざす店舗改装

大阪府 株式会社アダプト 高温フレキシブルヒーターの製作及び、展示会への出展・説明

大阪府 有限会社ビッグサン 買い物弱者支援のため商品配送サービスの実施

大阪府 まさゆめ企画 コンサルティングの効率化と販促を図る動画マニュアル制作事業

大阪府 有限会社コーワコーポレーション 「綺麗な代車」事業による潜在顧客の掘り起こし、新規顧客拡大

大阪府 平杉整骨院 予防介護パワーリハビリステーションの併設事業

大阪府 五晃社 商業の広告価値を高めるワンストップ集客支援サービスの提供

大阪府 エステック技研コーポレーション ＬＥＤ階段照明の開発による高齢者の安全対策と販路開拓の実現

大阪府 ナチュラルスイーツ工房れんげそう 枚方のこだわり食材を使用したギフトセットの製作・販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 アグライア 新規顧客開拓、リピート率向上に向けたエステサロン販路拡大事業

大阪府 株式会社ＯＦＦＩＣＥおいすかった 店頭販売力の強化（お得感を感じさせる店舗営業の構築）

大阪府 株式会社ワイエス リアルとネットを融合させた「排水問題解決型」ホームページ戦略

大阪府 前田木材株式会社 認知度アップのための木工作業場設置

大阪府
太陽カメラスタジオ（Ｔａｉｙｏ　Ｓｔｕｄｉ
ｏ）

「全天候型ガーデンスタジオ併設による集客力向上事業」

大阪府 第二稲田柔道整骨院 水素療法の導入による新規顧客の開拓と既存顧客の満足度アップ↑

大阪府 株式会社東洋製作所 Ｗｅｂを活用したＬＥＤ照明の販路拡大と自社ブランディング

大阪府 株式会社ＷＢＩ ＩＴ（ホームページ）をツールとした新規顧客獲得

大阪府 ふとん館つただ 和布団と落語は、日本の文化！笑いと睡眠で健康生活！！

大阪府 株式会社ウシオ 総合試作専門会社の実現へ向けた販路拡大事業

大阪府 山下音楽院 音楽教室のテント・フローリング改装でイメージアップし販路拡大

大阪府 株式会社ハッピープロジェクト 新規顧客獲得のための雑誌広告掲載と女性の雇用増加への取り組み

大阪府 ｓｔａｃｋ 和歌山県無垢材の高技術加工による家具のインターネット販売事業

大阪府 株式会社力石建築工房
老老介護のリフォーム事業を介護者目線に訴えるサイト構築による販路拡大
事業

大阪府 株式会社大徳 新たに開発した手作り感のある良質なぽん酢商品の販路拡大

大阪府 株式会社ティエラ 除菌効果の高い微酸性除菌水生成装置「エルビーノ」販路開拓

大阪府 ビープラスシステムズ株式会社
無線センサーを利用した医療機関向け予防接種誤接種防止システムの試作と
広報

大阪府 有限会社野田技研 首都圏展示会出展による自社販路拡大事業

大阪府 ピューピル工房 プリザーブドフラワーの販路拡大およびレンタルフラワー事業の新規事業開始

大阪府 株式会社リバイタライズ ＷＥＢ広告とＨＰを活用した、廃棄物適正処理事業所の拡大事業

大阪府 ヘルシーＢＯＸ立石薬店 チラシ作成と郵便局封筒広告による新規顧客開拓

大阪府 Ｅｖ　ｃａｆｅ／Ｍｅｇｕｒｕ 光と音で魅力と売上をＷアップ！　商品陳列棚改装大作戦！

大阪府 ユリヤ化粧品店 資生堂化粧品の通販による市場の開拓と自社ＨＰでの顧客の確保

大阪府 株式会社アルチエ 「ドバイを軸とした海外販路開拓サービス」の国内利用企業の開拓

大阪府 鳴門屋豆腐店 伝統食材「湯葉」の商品開発と販路開拓事業

大阪府 いぶきの整骨院 骨盤矯正など自費専門特化型整骨院への移行による販路開拓事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

大阪府 パン屋ｋｏｔｕｂｕ ベビーカーと高齢者にやさしいスロープ設置とエントランスの改修

大阪府 株式会社正八 新調理システムを用いた本格的な割烹宅配サービスの広報事業

大阪府 福田農園 泉州一おいしいといわれた水ナス浅漬けの全国ギフト展開事業

大阪府
南海ケータリングサービス株式会
社

革新的オードブルを輝かせる為の魅力あるホームページ作成事業

大阪府 ＴＡＳＫ株式会社 ホームページを活用した若年層へのアプローチ強化事業

大阪府 アトリエ三体夢 癒しのスペシャリストが贈るオリジナル美容商品の開発・拡販

大阪府 アウトワールド おしゃれふんどしのブランドイメージ向上とパッケージの改定

大阪府 アートディスプレイ株式会社 ホームページリニューアルによる新たなキッズコーナー需要開拓事業

大阪府
ジェイテックインターナショナルコー
ポレーション

バドミントン用の素振り用アクセサリー（“トレリング”）の販売促進

大阪府 小野ふとん店 快適な睡眠をサポートする専門店としての認知度向上事業

大阪府 水谷功株式会社 リフォーム部門の新規顧客開拓のための商圏内シェアアップ作戦

大阪府 とくやま鍼灸接骨院 新規交通事故患者集客の広報活動による販路開拓

大阪府 マコマミイングリッシュ 「オリジナル英語リトミック」導入による幼児生徒の入塾促進

大阪府 Ｐａｉｎ　ｄｅ　Ｕｒａｙａ 箕面産の柚子を使用したラスクや数種類の味のラスクの販売増進

大阪府 有限会社ダイシンビルド 街中で山里を体感できる吉野杉での店舗改装。

大阪府 ＲＥＶＯＬＴ　ＣＵＳＴＯＭ　ＣＹＣＬＥＳ 新製品「トリプルツリー」の開発と展示会出展による売上向上

大阪府 アシストライフ 高齢者向け軽介助付き日帰り旅行運転代行サービスのＰＲ事業

大阪府 うえむら畳商店 ホームページ及びチラシ作成による販売促進力の強化

大阪府 京阪紙工株式会社 「＠（アット）トイレ」の販売強化と付属品のみの新発売

大阪府 有限会社マツダ 小型水槽用「海水・汽水の素」の商品パッケージ及び販促チラシの製作

大阪府 小金屋食品株式会社 大阪納豆をお土産・ギフト商材となるための販路開拓事業

大阪府 合同会社光翔 快適な障がい施設を築き、雇用率・賃金向上に繋がる販路開拓

大阪府 株式会社箭木木工所 自社ブランド家具「Ｂｒａｎｗｏｏｄ」の製品ラインナップ強化

兵庫県 株式会社グローバルスズキ 独自表面改質装置「ガス・グラス・プライマー」の海外への展開

兵庫県 株式会社０７８ 起業家プロデュースのためのビジネスコンテストの開催及び広報

兵庫県 株式会社協明テクノシステム あわじ産玉ねぎの機能性表示広告を用いた販路拡大

26 / 40 ページ



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

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 Ｏｒａｌ　Ｃａｖｉｔｙ　Ｐａｒｔｓ ３次元ＣＡＤ／ＣＡＭでつくる「保険で白い歯」の普及事業

兵庫県 株式会社毛利謳歌 超高齢化・障害者に向けた「優しい・安全なサロンつくり」の提案

兵庫県 ＣＵＴＥレンタカー神戸 学生の強みを生かした便利屋事業による学生会員拡大と新顧客開拓

兵庫県 株式会社丸八蒲鉾 蒲鉾発祥の地を背景に、丸八蒲鉾の名を地域で盤石とする事業

兵庫県 株式会社トータルリンク 電話・ＬＡＮ工事の地元企業対応サービスとコンサルティング事業

兵庫県 株式会社Ｆｕｔｕｒｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ 発達障害に応じたクラス編成の放課後等デイサービス

兵庫県 株式会社惣津クラフト キャリ―バック・播州織のチラシ製作で売上増・販路の開拓

兵庫県 株式会社蛮海 店舗改装による新たな飲食利用シーンでの集客拡大とそのＰＲ強化

兵庫県
社会保険労務士法人わもん合同
事務所

２種類の労務診断サービス事業の確立による販路開拓

兵庫県 株式会社アドバンテージ 海外メディアのロケ（撮影・取材）誘致サービスの販路拡大

兵庫県 つなぎすとサロン セミナー代行サービス開始によるサービスの拡充・新規顧客開拓

兵庫県 みらいサポート行政書士事務所 遺言・相続に関する訪問相談並びに無料相談会による販路開拓事業

兵庫県 ｅｉｇｈｔ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 緑化による店舗イメージＵＰとオーガニック商品販売促進

兵庫県 合同会社小麦生活 地場産・自家栽培小麦のお土産パンの商品開発による販路開拓

兵庫県 Ｇｒｅｅｎ＇ｓ　ｔａｌｅ 生花のプリザーブド加工する事業実施による販路の拡大

兵庫県 株式会社ＴｒａｄＳｔｙｌｅ 店舗の宣伝力・販売力・固定客育成力の強化と来店客の安全確保

兵庫県 ケララウェルネスサロン Ｂ　ｔｏ　Ｂ（エステサロン）向け新規事業の展示会出展による広報ＰＲ

兵庫県 くろしお堂はりきゅう院 新規顧客獲得、リピータ患者増大を目指した広報ＰＲ強化事業

兵庫県 ＲｅｌａｙＰｒｏｍｏｔｉｏｎ　株式会社 日本初「お得意様一人一人に向けた動画ＤＭ」の商品化と販路開拓

兵庫県 株式会社Ｊａｙ　Ｊａｙ　Ｊａｐａｎ アメリカ市場獲得を目指した現地展示会への出展

兵庫県 鉄板ダイニングパパ ラグビーを通じての集客向上　７周年のイベント

兵庫県 株式会社希望新風 集客力を高める大型看板設置と注文したくなるＰＯＰ製作

兵庫県 有限会社ファミリーしみず 地元高齢者との接点づくりによる新規顧客の開拓

兵庫県 株式会社かなえる マジカルダイエットクッキーの販路開拓

兵庫県 株式会社エムイーピー 働く母親を応援！習い事送迎サービスによる新規顧客開拓

兵庫県 エコール・ド・バレエ　ティオ オンラインバレエ教室のシステム開発と事業化による販路拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 株式会社ＶＡＳＥ＆Ｃｏ サロンのバリアフリー化と高齢層の悩みを解決する新メニュー開発

兵庫県 有限会社シズク ノンアレルギータイプ高純度プラチナ使用ジュエリーの販路拡大

兵庫県 株式会社六面舎 既存商品の認知向上・拡販活動と新商品の開発・販売

兵庫県 株式会社ＢｅｅＢＡＬＡＮＣＥ 店舗へのお客様の誘導並びに店舗販売の強化事業

兵庫県 吉川建設株式会社 築２０年以上のマンション向け地域密着型「お困りごとサービス」

兵庫県 有限会社未来教育ゼミ 新ジャンル「“脳力”開発速読教育」の普及を目指す広報事業

兵庫県 ＣＲＯＷＮＳＴＡＲ株式会社 日本の風土に叶う、良質な馬の蹄油（爪のケア）の販売推進事業

兵庫県 ＶＡＳＥ　ＨＡＩＲ 新メニューの開発と既存客の単価アップ。新顧客開拓。

兵庫県 ＣＲＥＡＴＩＯＮ　ｂｅｅ ブランド認知度の向上と販路開拓

兵庫県 合同会社ブライン・カフェ 外国人観光客をターゲットにした集客活動の展開

兵庫県 中華料理聚鳳 女性ランチ客のリピーター拡大を目的とした店内改装及び広告宣伝

兵庫県 有限会社魚祥 「魚離れ」を食い止める！お魚料理推進活動による販路拡大

兵庫県 炭火焼ダイニング　ゆりの根 外国人旅行者を呼び込むためのホームページによる販促事業

兵庫県 行政書士福島法務事務所 運送専門コンサルティングメニューの開発及び市場への浸透

兵庫県 英傑 三国志ビジネスの販路拡大

兵庫県 株式会社ｔｒｉｃｏ ～既存業態の打破！～路面直営店開業による新規販路開拓

兵庫県 株式会社ｓｈｉｏｍｉ　Ｈ トータルコーディネートの認知度向上による客数、客単価の増加

兵庫県 ジュエリーエクラ シニア層からシルバー層の顧客満足による新顧客獲得事業

兵庫県 アパラカボダルパ 新規顧客獲得及び客単価向上のための販促、広報活動

兵庫県 ｋｕｌｉ－ｋｕｌｉ 自社玩具製品の開発

兵庫県 株式会社ＳＯＲＡ “ＳＰトランプ”を活用した人材育成等新設講座の広報力強化

兵庫県 株式会社明日葉 広告媒体を利用した新規顧客の開拓事業

兵庫県 有限会社ウイングラス エコな防犯ペアガラスにＬＥＤ封入した看板設置による販路拡大

兵庫県 コスメ＆エステ　ルミナー 地域密着型エステサロンの顧客の新規開拓・販路拡大

兵庫県 Ｌｉｎｅａ　Ｂｌａｎｃａ アイシングクッキーのブランド確立及び販路拡大事業

兵庫県 ＴａｋａＭｏｃｏｒｉＴａｃｈｉｎｏｍｉ 小さな立ち飲み屋ならではのウェブページ作成とアピール強化
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県
社会保険労務士法人　庄司茂事務
所

障害年金特化による新規顧客獲得・売上拡大事業

兵庫県 合名会社元町福芳商店 集客力向上の店舗づくりとオリジナル商品のＰＲ事業

兵庫県 有限会社近藤英夫建築研究所 「働く環境をデザインする」を具現化したショールームの設計

兵庫県 美容室Ｌａ　ｖｉｔａ 新規客獲得及び顧客満足度の向上によるリピーター客増大の実現

兵庫県 株式会社ＰＥＴＩＰＡ のべ１万人の実績！元タカラジェンヌによる保育者向けダンス指導

兵庫県 ＡＮＥＳＩＳ　ＤＡＹ　ＳＰＡ 高齢者をターゲットとしたサロンメニューの開発と販路開拓

兵庫県 株式会社笹原商店 但馬産ブランド豚“バナナパインポーク”の普及・販売

兵庫県 有限会社テクノプロ 「塗装のプロによる手洗い洗車」の導入と新規顧客の獲得

兵庫県 鶴翔株式会社 若い女性と外国人の顧客増を目指すリニューアル事業

兵庫県 Ｉ．Ｃ．Ｓ面接塾株式会社 学生向け「警察官面接に特化した面接塾」の認知度アップ対策

兵庫県 神戸北カイロプラクティック・整体院 整体スクール開設と来店困難者に対する出張施術の実施

兵庫県 神戸べいくろーる 卵、乳製品、小麦を使わない新しいスイーツの開発及び販路開拓

兵庫県 安穏株式会社 顧客満足度向上による顧客増加及び商品販売の売上増加

兵庫県 Ｂｅｙｏｎｄ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｒｏａｓｔｅｒｓ ＨＰのリニューアルによるブランドＰＲとＷｅｂ販売の促進

兵庫県 パパス東洋医療鍼灸院 急増する不妊患者に対応した設備及びサービスの拡充

兵庫県 きしきょうこ 「デザイン×まちづくり」のサイトの構築による販路開拓

兵庫県 藤原化工株式会社 素足感覚で履ける“純国産超軽量革製婦人靴”の開発と販路開拓

兵庫県 福冨涼建築研究所 ３ＤＣＡＤの導入による建築設計の高度化、維持管理業務への展開

兵庫県 ＦＥＮＣＥ　ｄｅｓｉｇｎ　ａｐａｒｔｍｅｎｔ デザイン力で社会にデザインの面白さを伝える事業

兵庫県 株式会社ロングライフ 新たな市場へチャレンジする新健康ジュースの商品化と販路開拓

兵庫県 株式会社山本木工製作所 店舗改装・宣伝強化・新商品開発による新規顧客獲得増加の実現

兵庫県 行政書士舞子法務事務所 相続・遺言・生前贈与・任意後見に対する理解の向上と利用者の開拓

兵庫県 ＲｉＡＮＧ　ＧＲＯＷ 美人髪ＰＲＯＪＥＣＴの展開と広報強化事業

兵庫県 Ｎａｉｌ　Ｓａｌｏｎ　Ｋｏｋｏｐｅｌｌｉ 癒しのプライベートサロンとネイル検定スクールの認知度向上

京都府 株式会社ＢＢ・ＷＥＳＴ ドッグラン施設完備のドックカフェのＰＲと新規顧客開拓！

兵庫県 ｈａｉｒｓａｌｏｎＤｅｆ スキンケアをテーマにした新サービスの展開と広報ＰＲ強化
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 有限会社ミオ・デザイン 風水と自然素材とゴシックデザイン融合の新プラン作成と販路拡大

兵庫県 灘菊酒造株式会社 ブランディング化による新たな販路開拓事業

兵庫県 大喜皮革株式会社 製造メーカー向け高付加価値商材の直販並びにブランド力強化事業

兵庫県 ナイトウ株式会社 ＢｔｏＣに向けたホームページ作成とギフトパッケージの制作

兵庫県 有限会社播磨海洋牧場 ～未利用資源の商品化と販路拡大～

兵庫県 緑ヶ丘幼児園 保護者と児童の不安を解決！！新制度導入による販路開拓事業

兵庫県 株式会社小林宝飾 【地域密着型】ブライダルジュエリー顧客数の拡大

兵庫県 株式会社にしおか 成約率アップに繋げるためのデザインスタジオのリニューアル

兵庫県 菓音 顧客ニーズに基づいた独自商品の開発とブランド力の強化事業

兵庫県 株式会社工（たくみ）デザイン 国産無垢材・自然素材を使用したオーダーキッチンの開発、販売

兵庫県 株式会社姫路樹脂化研 プロが伝授する塗装リフォーム相談会を軸とした販路開拓事業

兵庫県 ヒメジガハハゲストハウス 旅先の姫路で美味しいごはんをたべるためのプロジェクト（カフェ開設）

兵庫県 株式会社フィールド
元請け率向上に向けた新事業の販売促進（無足場工法・常温ガラスコーティン
グ）

兵庫県 有限会社勝富 当社名物・「勝巻」を軸とした販路開拓並びにブランド力強化事業

兵庫県 株式会社朝日電機製作所 電気工事専門家集団による「業務用暖房機器」修理事業の開拓

兵庫県 合同会社ＦＬＡＧ ～姫路でＮＯ１のそろばん教室を目指して～

兵庫県 株式会社ケーアイリビング ヨーロッパ調のマンションリフォーム・リノベーションで販路開拓

兵庫県 株式会社ハウスインフォ 不整形地を建物の魅力で満足度１００％にして販路開拓

兵庫県 Ｏｆｆｉｃｅ　Ｍｏｃａ 特徴ある本格的な保育をＰＲする事による新規園児の獲得事業

兵庫県 有限会社コウプランニング 看板設置・改装工事により治療院のイメージアップを図り販路開拓

兵庫県 Ｕｎｉｔｅ（ユナイト） ３０代～５０代の女性をターゲットにした自社ブランドバッグの開発事業

兵庫県 株式会社モダンタイムス 「ハート＋２℃」活動導入によるファン拡大と新規顧客獲得事業

兵庫県 有限会社マリリンハウス ～晴れの記念日はマリリンハウスで華やかに～

兵庫県 パティスリー・アキラ 認知度・視認性を改善！集客アップに繋がる店舗看板を設置します

兵庫県 エステティックサロンＬｉｅｎ 大人世代（４０代～６０代）を対象とした新規開拓事業

兵庫県 有限会社日笠 インバウンド・国内シニアに対する販路拡大と顧客満足増大事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 Ｓｔｏｒｙｂｏａｒｄ 革製ノートＰＣバッグ販売のブランディング・販売促進事業

兵庫県 株式会社アール・ホーム 兵庫県産木材で建てる新築住宅、リフォーム工事の販路開拓

兵庫県 Ｒａｇｎａ‐ｒｏｋ オリジナルウィッグと特殊洗髪技術を軸とした販路開拓事業

兵庫県 あかね音楽教室
新規のレッスン、音楽療法クラス開設と保護者に対する満足度向上に取り組
む事業

兵庫県 株式会社エソール 『美容＋健康』をキーワードにお客さまの満足度をアップ！

兵庫県 有限会社インレット リユースＯＡ機器の販売・販路開拓事業

兵庫県 株式会社未来図 ハウスメーカー開拓事業

兵庫県 有限会社Ａ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｈａｐｐｙ ◆メンズエステで新規の顧客を開拓

兵庫県 株式会社オール 節水器具の展示会へ出展事業

大阪府 株式会社ＲＥＪＯＩＣＥＪＡＰＡＮ “尼崎版居酒屋に特化したポータルサイト”の普及・販路拡大事業

兵庫県 ヘアーメイク　ピー・ジェー・トゥー 宇治抹茶使用で低刺激！お茶カラートリートメントのチラシ配布

兵庫県 日本特殊螺旋工業株式会社 アップサイクルした６４ｋｉｒｉｋｏ（ロクヨンキリコ）を市場へ提供する事業

兵庫県 中村酒店 尼崎初登場の地酒試飲会の実施と酒文化育成による販路開拓

兵庫県 有限会社和 兵庫地酒応援！試飲販売強化のためのサニタリー設備整備

兵庫県 メリーランド・エンジェル 子育てサークルによる広報活動

兵庫県 合資会社肉のたまや 「たまやコロッケ」の開発による惣菜部門の強化及び販路開拓

兵庫県 笑売繁盛株式会社 地元神戸の“小規模事業者向け会計部門経費削減サービス”の展開事業

兵庫県 Ｒｅｃｏ．（リコ） オーダーメイドインソール（入谷式足底板）の販売促進事業

兵庫県 株式会社ＩＭＡＪａｐａｎ 商圏拡大を通じた「アルパカストール」の販路開拓事業

兵庫県 株式会社ドッペル・クライス 新米・真空包装米のパッケージ導入開発・販路開拓

兵庫県 株式会社ＡｃｔｏＷ 恐竜・古生物の３Ｄ骨格モデル製作事業

兵庫県 よでん税理士事務所 マイナンバー対応・コンサルティング業務強化のための環境整備

兵庫県 有限会社トーメー トコジラミ（＝ナンキンムシ）駆除専門ホームページ立上げ事業

兵庫県 有限会社白い虹・安心堂 自社製「本物の豆腐」を活かした「惣菜」開発・販路開拓事業

兵庫県 ＡＱＵＡ　ＬＡＵＮＤＲＹ 高齢者のための“洗濯から、たたみまで”代行・お届けサービス！

兵庫県 関西総研株式会社 外国人就労希望者と企業とのマッチング事業の販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 じょう鍼灸接骨院 治療、ケガの予防、健康増進、美容の包括的サービスの周知

兵庫県 浪花車体株式会社 福祉車両向け車いす昇降リフトの知名度拡大・販路開拓事業

兵庫県 カイロプラクティック大福来 フットマシン等購入によるエステ事業の実施

兵庫県 さいの整骨院 施術メニューと姿勢教室の内容充実による自費収入向上の実現

兵庫県 株式会社マナファン 『ＬＴＭ国語教室』立上げ＆『ＲＢＩ記憶法』外販の為の販促活動の徹底

兵庫県 三豊工業株式会社 オーダーメイド発注を可能にするネット受付システムの導入

大阪府 川島　敦弘 「相続放棄＆借金問題トータルサポート」の開設

兵庫県 関西メディア株式会社 一眼レフカメラ導入による製造業向け高品質撮影サービスの提供

兵庫県 有限会社かね食 創作料理の開発と店内改装による新規顧客の獲得と売上の増加

兵庫県 ＳＡＫＵＲＡ　ＳＰＡ 働く多忙な女性のための脱毛メニュー導入及び販路開拓事業

兵庫県 のぞみ鍼灸院・整体院 身体に効果的な「不妊施術」、及び安全な鍼灸施術の広報活動

兵庫県 街のお花屋さん　鳴尾花壇 大切な人や特別な日を華やかに演出する「イベント企画」の販路拡大

兵庫県 株式会社ハタヤマ 個人宅を対象とした「アルミサッシ改修工事」開拓事業

兵庫県 株式会社Ｎ’ｓコーポレーション 個人事業主様向けの「賃料適正化コンサルティング」サービス

兵庫県 株式会社アドミリ マンション等過剰供給物件の募集・企画提案・転用事業。

兵庫県 有限会社Ｐｏｃｏ　ａ　ｐｏｃｏ 活動的なシニア層に、学びの場を提供する音楽教室

兵庫県 株式会社ライフタイム 漆喰等の自然素材を使用した家づくり提案事業

兵庫県 萬衆屋 ランチ営業開始による新規顧客の獲得及び兵庫県ブランドの販売促進

兵庫県 株式会社サキノ精機 多種多様な業種にとって、身近な鉄工所となる為の販路開拓

兵庫県 茨木酒造合名会社 極限の精米歩合の日本酒開発及び販路開拓

兵庫県 弓子のおひるねアート教室 弓子のおひるねアート教室の広報・集客拡大・コンテストの開催

兵庫県 大衆割烹　あげ潮 襖と掘りごたつ風個室の設置と、ＰＯＰ広告による集客力強化。

兵庫県 ＨＡＩＲ　ＳＰＡＣＥ　Ｍｏｔｈｅｒ　Ｌｅａｆ マザーリーフの新商品「お茶カラートリートメント」の販路開拓

兵庫県 伊藤牧場 販路拡大と新規顧客獲得に向けた販売ツール・店舗の整備。

兵庫県 レッドビーンズ 東播磨のおくどさん・東播磨野菜認知度アップ大作戦

兵庫県
ＴＨＥ　ＲＥＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮＳ　ＧＡＬ
ＬＥＲＹ

【新規プラン】企業向けインターネット動画広告用映像サンプルの作成
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 合同会社人生羅針盤研究所 「新・人生羅針盤Ｒ」無料公開セミナー主要都市開催・販路拡大

兵庫県 森岡畳店 情報発信強化による『和室空間創り』提案事業

兵庫県 株式会社オートメイションリサーチ 心地良さを基準にセレクトした雑貨を扱うＥＣサイトの運営

兵庫県 ディスパッチヘアー今津店 男前新聞を発刊し既存顧客の関係性強化と新規顧客の獲得を目指す

兵庫県 家庭料理さかもと インターネットを利用した肉まんの販路開拓事業

兵庫県 有限会社ホームバンク 空き家放置の改善に繋がる借地権付き狭小地物件の流通活性化事業

兵庫県 モバイルエール 『女性創業支援ワンストップサービス』の販促事業

兵庫県 ライブラナチュテラピー株式会社 化粧品ＯＥＭの新ターゲットと位置づけた農林漁業者向け市場開発

兵庫県 株式会社クロスウエーブ 顧客の声を反映した骨盤補正ダイエットインナーの販路開拓

兵庫県 Ｃａｆｅココカラ∞ 看板広告によるギャラリー・レンタルルームの新規顧客獲得事業

兵庫県 株式会社ワイズテック 新事業「ワイズハウス」の広告宣伝による新規顧客獲得と販路拡大

兵庫県 開心坊 店舗移転による事業再構築と増収計画事業

兵庫県 倖Ｄｉｎｉｎｇ 店先のアレンジによる店舗ＰＲ事業

兵庫県 はたぼう 「ラーメン居酒屋」メニュー導入による、新規顧客の開拓

兵庫県 有限会社ワーク 習い事包括型学童保育の周知による新規入会者増加事業

兵庫県 北口塾 北口塾・学童課外スクールの開講による新規生徒の開拓

兵庫県 株式会社コパクラフト ワンランク上のモノづくりにこだわった装身具の新規販路開拓

兵庫県 株式会社安田文具店 創業１００周年お客様感謝セールと新規顧客獲得事業

兵庫県 やわらぼ 身体障害者の方に来店いただくため車椅子用スロープ等を設置する

兵庫県 株式会社ラナイズビーチクラブ イベント開催と施設改装で若年・ファミリー層を獲得する

兵庫県 三上精肉店 牛肉・希少部位販売専門Ｗｅｂサイト販売促進事業

兵庫県 株式会社ケイ・エイ 大規模展示会出展による新規顧客獲得事業

兵庫県 株式会社アトリエフィーズ バレエ発表会で贈るプリザーブドフラワーの販路拡大事業

兵庫県 たけふく 店舗リニューアル工事によるファミリー客の新規顧客開拓

兵庫県 ＦＬＯＷＥＲＳ　ＹＵＣＡＮＤ 高単価で利幅の大きいウェディングフラワーへの参入を目指す事業

兵庫県 株式会社輝石 岩塩専用ホームページの新設による集客力強化と新規顧客の獲得
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 有限会社活　彩 新たな顧客開拓の為の『たこと穴子料理』専門店リニューアル

兵庫県 株式会社シーズ プレミアムドーナツの開発及びホームページの作成及びＷＥＢ販売

兵庫県 おでんと魚菜の店暖だん 小さな店でもできる！商品バリエーション×情報発信で販路拡大

兵庫県 有限会社スリーアップフーズ 「ローストビーフユッケ」の製造拡大と販売促進事業

兵庫県 西北菓子工房シェ・イノウエ 「アイシングクッキー」等の焼菓子のネット販売による販路開拓事業

兵庫県 モリダイ建築工房 奄美におけるＵ－Ｉターン・移住体験のための空き家リノベーション事業

兵庫県 ディープラス 独居高齢者向け、定期訪問付き小規模住宅リフォームの広報事業

兵庫県 株式会社ＣａＦＴ 床暖房・融雪・農業分野でのフィルムヒーターの販路拡大

兵庫県 株式会社シーオーエム 『成田屋オリジナル無添加調味料』の販路開拓事業

兵庫県 有限会社ダイヤモンドテクニック アナログからデジタルに。弱点克服と可能性への挑戦。

兵庫県 有限会社金田商事 取引加点システムとＩＰ－Ｐを活用した顧客満足度向上策

兵庫県 オーガニックショップ水の子キララ 若い子育て世代が集う、新たな集客ノウハウの蓄積と連携

兵庫県 丸田シャツ株式会社 「介護用品の開発製造と福祉用具販売貸与事業の立ち上げ」

兵庫県 合同会社誠心館 高齢者向け「パソコンを使った脳トレ教室」事業による販路開拓

兵庫県 スピンリテラシー合同会社
ミャンマーにおける本邦企業のリテール事業支援を目的とした、インターネット
事業展開

兵庫県 カレー屋ＳＰＩＣＥ工房 テイクアウトメインの気軽に寄れる直営２号店池田駅前店の開業

兵庫県
ｃａｆｅ　ｂａｒ　ｃｏｐｉｎ（カフェバーコパ
ン）

食べてみて！「水無しポークカレー」販路開拓大作戦

兵庫県 株式会社クレデュ 地域の「学び」に貢献するリノベーションと留学プログラムの推進

兵庫県 行政書士なかひろ事務所 サービス付高齢者向住宅整備支援のＨＰ構築による新規顧客の誘引

兵庫県 株式会社ベスタ 記念品やノベルティグッズを、１個から作成できるネット販売システム構築する

兵庫県 辻　事務所 土地活用向けポータルサイト製作と運用による新しい販路の開拓

兵庫県 ネイルケアサロン　マイディア 高齢者向けネイル・フットケア訪問～健康促進と癒しの提供～

兵庫県 株式会社インテリアート・ウラモト 手摺の出張取付をきっかけにして、地域密着型への事業転換

兵庫県 有限会社コーリング アタマジラミ駆除商品の販路開拓による収益の向上

兵庫県 エルソル広告相談所 北播磨・北京都の起業女性支援サービス体験型販促　「文章」「起業」講座

兵庫県 ごはんや凸 惣菜免許取得による新メニュー（惣菜・弁当）提供による新規顧客の獲得
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 有限会社ヨシカワ 西脇店での飛行機広告による新規顧客・リピーター客数増大事業

兵庫県 株式会社ますのみ松屋 新商圏での顧客開拓のためのデリバリー用チラシ配布

兵庫県 手打ち蕎麦えびす 新規顧客獲得と知名度アップのための看板設置とホームページ作成

兵庫県 秋田商店 一般消費者に向けての播州織生地の直接販売

兵庫県 大城戸織布 「播州織＋α のモノ創り事業」

兵庫県 スキンケアハウスｍｏｍｏ エステ事業拡大による３０歳代～４０歳代の顧客を増やす事業

兵庫県 カフェ＆レストランン　オレンジ ２２時までの営業時間拡大による新規顧客の開拓

兵庫県 株式会社東田ドライ 受注訪問型の宅配クリーニング開発による商圏拡大

兵庫県 有限会社内橋綿行 羽毛布団の診断とリフォーム事業展開による商圏拡大

兵庫県 佐鴻興業株式会社 表面処理品質向上を目指し多品種同時作業による工程プロセスの改善

兵庫県 三業株式会社 電動機分解洗浄整備の新規技術習得による販路拡充

兵庫県 株式会社松三堂 ネット通販に不満を持つ競技者をターゲットとした売上促進事業

兵庫県 有限会社酒井商店 連続チラシの折込みで集中した集客力増強をはかる事業

兵庫県 有限会社アオイ 宣伝効果による新会館の知名度の向上及び売上向上の実現

兵庫県 株式会社タブチ ネーム入れサービスの実施による学生衣料品の販売増加計画

兵庫県 ラ・ジュネス山手倶楽部 肌トラブルで悩んでいる方に当店の存在を知って頂くための事業

兵庫県 株式会社あいおいアクアポリス イベントと顧客へのアピールで、新規顧客・リピーター客の増大

兵庫県
有限会社コスメティクハウス　ハシ
モト

買い物弱者の無料送迎、配達事業

兵庫県 ＰＯＷＥＲ’Ｓ　ＡＵＴＯ 共同使用を行う指定工場申請に係る工事

兵庫県 ＨａｉｒＳｈａｎｇｒｉ－ｌａＭＡＴＳＵＢＡＲＡ 理容室・美容室でできるワックス脱毛サービスの展開

兵庫県 整骨院リュクス ＲＵＮ・ウォーキングクラブの実施

兵庫県 合資会社アド・クリエーター 自社ホームページの作成による販路拡大と新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社セルビーハウジング 輸入住宅「世界を建てる」シリーズで売上拡大

兵庫県 ヘアスタジオ・ソレイユ 店舗移転リニューアルによる新たな顧客の獲得

兵庫県 やの写真館 シニア・シルバー層需要創出に伴う撮影機材の導入とキャンペーン

兵庫県 ＩＲＩＭＡＭＥＹＡ リニューアルした店舗イメージに合うドアと看板の改装による集客
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 片山酒店 「地酒を中心とする、三木市特産品の販売促進事業」

兵庫県 ヤマダホーム株式会社 「省エネ性能と快適さに優れたオリジナルＷ断熱住宅の販売促進」

兵庫県 株式会社三木章刃物本舗 ＤＶＤ付き仏像彫刻キットの開発、および国内・外向け動画配信

兵庫県 株式会社お菓子の木　ふじき 季節で変わるコンセプトショップ展開による客単価・客数増

兵庫県 法島工房 高耐候性塗料、高機能性塗料を用いた塗装工事業の販路開拓

兵庫県 株式会社第一家電ミドリ店 「シニアでも持てるネットショップの開発と販売」

兵庫県 三寿ゞ刃物製作所
利益率向上のため一般顧客の売上比アップを目指したホームページ刷新と修
繕設備の拡充

兵庫県 インスタイル株式会社 「イベント市場向けコサージュの開発および販売促進」

兵庫県 まごころ自動車 クロスセリングでの新サービス提供による売上げ増大事業

兵庫県 株式会社大林設備工業 販路開拓及び顧客創出・ニーズ獲得のためのリフォーム相談会実施

兵庫県 株式会社ウイング 木造建築の接合工法を画期的に向上させるネジの開発と販路開拓

兵庫県 ＳＵＭＩＲＥ 新規顧客開拓の強化と受け入れ態勢の確保による固定客増大事業

兵庫県 すし宗 看板やトイレの改修による若い世代に対応した店づくり事業

兵庫県 丸菱油脂石鹸化学工業所 オーダー石鹸・無添加石鹸原材料のネット受注・販売システム構築

兵庫県 有限会社山本楽器店 ライブハウス新設およびそれに伴う個人顧客の売上アップの実現

兵庫県 ＨＡＳＨＩＤＡ　ＨＡＩＲ’Ｓ 高齢者及び障害者向けに安全・快適な理容サービスの提供

兵庫県 株式会社浜田屋本店 淡路島ローストオニオンディップの開発と販路拡大

兵庫県 ワタナベ商事有限会社 淡路島の美味しい特産品販売をギフトで贈る

兵庫県 サン商事 店舗前面の雨除テントの張り替え、及び、取り替え事業

兵庫県 有限会社ワイズエンタープライズ 鳥獣被害対策で捕獲された鹿皮製品・既存商品の販路開拓事業

兵庫県 ｃａｆｅ　ＵＬＵＲＵ（カフェウルル） 見せる香る鮮度抜群の自家焙煎コーヒーによる販売強化

兵庫県 有限会社みはら荘 女性客高齢者を対象とした店舗づくり及びサービスの提供

兵庫県 ｅ－スマイル 積極的なＰＲによる事業基盤の確立と販路開拓

兵庫県 クリーブス 東京ギフト・ショー出展による雑貨店、内装工務店等の新市場開拓

兵庫県 ライスショップハセガワ お米のギフト向けパッケージ開発とＰＲによる新規顧客開拓

兵庫県 みきや 安心素材使用　体に優しく美味しい手づくりチーズケーキの販路拡大

36 / 40 ページ



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

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 ｋｉｔｃｈｅｎ　ｓｔｕｄｉｏいちごはん 食育・職業体験型『ＫＩＤ＇Ｓレストラン』の新設による販路拡大

兵庫県 ヘアーサロンこにし 外出困難者への訪問理容と無料送迎サービスの広報による顧客拡大

兵庫県 関西食品工業株式会社 個人向け贈答用手延そうめんカタログの作成と販路開拓

兵庫県 西はりまＦＰローム 新規顧問客開拓を目指し労務対策提案型チラシの制作・配布

兵庫県 ＬＵＣＥＮＴＥ　ＦＯＲ　ＨＡＩＲ ＨＰ制作によるＰＲ力強化及びエイジングケアサービスの展開

兵庫県 有限会社やまさき保険事務所 たつの市初『乗合型保険ショップ』の訴求

兵庫県 菓子と珈琲　朔 龍野みやげ「赤とんぼくん醤油クッキー」の生産能力向上と設備強化

兵庫県 株式会社トミオカ 顧客満足を追求した店舗改修による来店数・売上アップ

兵庫県 株式会社ＹＡＮＥＳＥＫＯ ＫＩＫ（加古川・医療・活性化）プロジェクト

兵庫県 有限会社大濵 自社製品のオリジナルパッケージの制作によるブランド化

兵庫県 空（くう） 幅広い年代の新顧客層の集客を図る店舗のリニューアル事業

兵庫県 株式会社キ・ボン
ギフトのデザインリニューアルと、同時にインターネットサイトでの販促告知に
よる、Ｔ

兵庫県 藤井設備工業株式会社 特殊技術をコラボレーションした排水処理事業の販売強化

兵庫県 有限会社エクステリアート 革新的「工芸盆栽」の製作及び、イギリスのジャパンイベント出展

兵庫県 有限会社河島製鋏所 ホームページを一新し特注オーダーを受注できる仕組み作りを行う

兵庫県 花きゃべつ 満席解消のための店舗拡大事業

兵庫県 Ｓｏｕｔｈ　Ｈａｉｒ（サウスヘア） オーガニック系店舗演出の為の店舗改装・洗髪台購入とチラシ作製

兵庫県 ＣａｒｅＬａｂｏ骨つぎ・はり灸 鍼灸接骨院での自費施術・出張施術を希望する患者開拓

兵庫県 万勝寺創庵 〔ＰＭ３時以降の夕・夜食客の新規集客に伴う照明看板等設置工事〕

兵庫県 藤原チェアー 椅子・ソファーを張替えよう！！を知ってもらおう

兵庫県 フリヒリアナ 外見と内面を磨けるヘアサロン！強みを前面に打ち出した広告宣伝事業

兵庫県 ロメオリンクス 「ビジネス指向の若年層、現役世代のための新規コンテンツ開発」

兵庫県 翔育舎 環境・防災・子供遊びを支援する大型木製ブロックの販路開拓

兵庫県 焼鳥専門店　さくら屋 団体客に対応したフレキシブルスペース増築工事による集客力ＵＰ事業

兵庫県 有限会社峰精密金型製作所 新規性が高く環境に優しい釣具の開発・グローバルな販路開拓

兵庫県 いづみ食堂（お食事処いづみ） 誰にとっても居心地の良い空間作りと集客力の強化
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 株式会社シャルム 「認知度ＵＰ！販売促進強化で店舗＆地域をＰＲ！」

兵庫県 美容室ＲＡＳＴＡ 「薄毛」に悩むお客様に向けた美容サービスの開発と販路開拓

兵庫県 エム・ケー自工株式会社 ホームページを作成し、販促活動を強化。新規顧客獲得を目指す。

兵庫県 株式会社アズプラス 多品種少量で且つ生産し難い段ボール箱の生産効率化と新規顧客開拓。

兵庫県 別府金型有限会社 ホームページ・チラシ・看板による相乗的な販促活動による顧客開拓

兵庫県 ヘアーサロンケイズ 高齢の女性客が安全・安心に身だしなみを整えて戴く為の店内改装

兵庫県 熊谷工業 配管工事の効率アップ、精度の強化

兵庫県 有限会社クリップ 高齢者や身体の不自由な方への更なるサービス向上と周知

兵庫県 アンジェリーナ 未来のタカラジェンヌのための受験レオタード拡販事業

兵庫県
有限会社ケイ・ケイ・インターナショ
ナル

日本製オリジナルテキスタイルブランドの国内外への顧客拡大

兵庫県
ＧＧエンターテイメントサービス株式
会社

サービス情報を発信し固定客を活性化し収益構造を改善する事業

兵庫県 ＨＡＩＲ　ＭＡＫＥ　ＰＯＵＳＳＥ ５０～６０代の白髪染めの「オゾンカラー会員」獲得

兵庫県 株式会社中西宝南園 新ブランドの立ち上げによる直受販路開拓と顧客の囲い込みの実現

兵庫県 エスメックヘアー 髪や頭皮に優しいカラー剤で、３６５日キレイ計画！

兵庫県 Ｗｅｂ　Ｃａｍｐｅｒ 宝塚のパートナー型ＷＥＢ制作Ｗｅｂ　Ｃａｍｐｅｒの本格事業化

兵庫県 骨折り餃子　貴月 目指せ親子三世代、高齢者のリピーター様を獲得する為の掘り炬燵

兵庫県 クラフトハ―トトーカイ宝塚店 ソーイングスクールの拡大と受講生の開拓

兵庫県 リアルワークス有限会社 トイレ＆ケアのショールームにもっと多く来店していただく！

兵庫県 中筋税理士事務所 創業者向けサービスの販路拡大と、来客に対応した事務所ＰＲ

兵庫県 株式会社テクノス 食べられる花野菜“花オクラ”の栽培及び販売事業

奈良県 和ｍｉ（なごみ） 店舗訴求力の向上で、高齢者層＆子育て世代の客数増加を図る。

奈良県 株式会社路珈珈 催事・イベント出店による売上拡大からの通信販売・来店誘導

奈良県 ｃｏｌｏｒ　ｓｔｕｄｉｏ　Ａ＋ＳＴＹＬＥ 受講生集客のためのスクールの認知度アップと新講座の開発

奈良県 べっぴん奈良漬 「自社製造ができる店舗の改装・設備器具の導入」

奈良県 補聴器ご自宅．ｃｏｍ 補聴器自宅訪問サービスで高齢者の難聴改善と利便性を向上させる

奈良県 和田産業株式会社 自然素材を実際に体験できるショールームの建設

38 / 40 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

奈良県
Ｅｎ－ｐｌａｎｎｉｎｇ（エン・プランニン
グ）

事業拡大によるパンフレット作成・ＨＰリニューアルとＷＥＢ広告

奈良県 奈良中央行政書士事務所 家系図作成業務のインターネット販売及び新型家系図製作販売

奈良県 株式会社絢爛 着物ドレス販売促進の為のＷＥＢサイト埋め込み型アプリの構築

奈良県 パドック株式会社 孫市場獲得の為のコンセプトを明確化したブランド広報媒体の整備

奈良県 グロスファクトリー 高性能のオリジナルエアロパーツ開発のための設備・機器導入計画

奈良県 きなん くつろげるスペース確保と料理に合う雰囲気作りのための店舗改装

奈良県 紺甚釣具店 店舗改装と、新規顧客獲得・認知度アップのための販促活動。

奈良県 寝装おかむら お客さまの課題に寄り添う羽毛布団リフレッシュサービスの推進

奈良県 ダイワ建装株式会社 ＢｔｏＣ用ＰＲ看板の設置及び折込みチラシの作成、配布

奈良県 瀬川オート商会 『女性軽四ユーザー獲得による売上向上の為の店舗改装と看板設置』

奈良県 ラスティックベーカリー 小さな個人店でも出来るグローバル化による新規顧客の開拓

奈良県 チェリッシュ 予約希望客を断らない為のスタッフ雇用とｗｅｂ予約システム構築

奈良県 ミュージックカフェアンジェス 作業の効率化、雇用の見直し、販路拡大に投資し売上倍増を目指す

奈良県 チェーンストリーム株式会社 バンブーファイバー食器の販路開拓

奈良県 リホーム橋本 独自性を活かして新規顧客を獲得

和歌山県 雄湊　畠中整骨鍼灸院 和歌山足育健康推進計画　～足元から健康になろう～

和歌山県 わかやまＤｉｎｉｎｇ紀州蔵 「生産地・生産者さんの分かるおせち」の開発と販路開拓

和歌山県 株式会社浅井良工務店 チラシ広告による耐震住宅（ＳＥ構法）の普及を目指す広報事業

和歌山県 株式会社フーズファイル 県産品で作るご当地惣菜の販売・製造体制作り

和歌山県 株式会社川村 羽毛ふとんの診断及びリフォームの提案事業

和歌山県 有限会社嶋本木工所 関東地区販路開拓のためのＩＦＦＴ２０１５への自社製品の出展

和歌山県 ネクサス 法人向けレンタカー事業の強化促進

和歌山県 株式会社小野住建 「子育て・元気に暮らすハウスプロジェクト」のＰＲ事業

和歌山県 ＬＩＰ　ＳＴＩＣＫ 女性が綺麗になる新メニュー「ヘアエステ」ＷＥＢ予約で来店促進

和歌山県 西中商店 羽毛診断セットの購入

和歌山県 有限会社プロテック 観光関連事業所を対象とした外国人観光客接客の為の英会話事業
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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

和歌山県 出口昌紀 移動スーパー「とくし丸」の「販売パートナー」事業

和歌山県 米笑フードサービス株式会社 販路開拓の為の商品の新パッケージの作成

和歌山県 Ａ’ｓワークス 技術を継承しながら多種多様な形状のオリジナル棕櫚タワシの開発

和歌山県 浜野工芸 「浜野オリジナルブランド」開発の為の木工製作機の導入

和歌山県 株式会社角田清兵衛商店 紀州桧材弁当箱のブランド力強化による販売促進

和歌山県 株式会社ダイユーケミカル 布張りスタイリッシュ弁当箱の新自社ブランド開発販売

和歌山県 おおはしぐみ ＤＹＩリノベーションと参加型ものづくり事業による新規顧客獲得

和歌山県 ネイチャーコアサイエンス株式会社 「紀州材トレーニングチェア」の新ラインナップ増強による販路開拓

和歌山県 葵 デットスペース改装でお魚屋さんのディナー提供

和歌山県 有限会社ハンプティ・ダンプティ 本格コーヒー導入とバリアフリー改装による高齢者顧客の獲得

和歌山県 株式会社大和化学工業所 販売商談成功のためのデザインラインナップの充実

和歌山県 矢口潜水 自社ホームページのリニューアルによる新たな『初心者』顧客の開拓

和歌山県 ダイビングスクールプライム 話せるから「安全」「安心」「感動共有」水中会話装置の普及事業

和歌山県 地酒みゆきや まさかの日本酒によくあう和菓子開発事業

和歌山県 エムアファブリー アロマウォーターを活用したオリジナル新商品の試作と販路開拓

和歌山県 平八工房 昇華インクプリンター導入で小ロット多品種な観光土産品作り事業

和歌山県 株式会社花清 店頭大型スクリーン導入で、オリジナル新商品と観光をＰＲ

和歌山県 アイリンクシステム 地域初！デジタルカタログポータルサイト構築で地域活性化事業

和歌山県 きもの紫音 若い方が着物に触れるのが目的の夏休みに開催する着物展示会

和歌山県 アイエススプリンクラー株式会社 サーモオープナーの開発

和歌山県 ＵＧモリイ お客様ニーズにあったリフォーム関連商品展示のための店内改装

和歌山県 クスギン洋菓子店 『キャラクターを使用したイメージチェンジとギフト商品の販路拡大』

和歌山県 しんまち 太刀魚を使った法要新メニューの開発、「おためしおせち」の実施およびＰＲ

和歌山県 田中海苔店 「南高梅を使った新商品の開発と和風モダンな店舗への改装」

和歌山県 デザインサロン　ピースリー アンチエイジングステーションの立ち上げおよびＰＲ事業
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