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

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

茨城県 株式会社万究 関東圏の観光ドライブマップ（自社媒体）販路拡大

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

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

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

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

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

茨城県 有限会社ぬりや 庭とシンボルツリーによる、店舗の魅力向上事業

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

茨城県
有限会社ピーハピィ・エンタープラ
イズ

低価格ウェディングと集客イベント実施に向けた自店舗改装と広報

茨城県 株式会社浜喜 新商品「水出し用天然だし」の開発及び販売する事業

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

茨城県 有限会社海野ドライクリーニング店 「衣類のクリニック」の開設事業

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

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

茨城県 株式会社平喜園 お茶の専門店が行う「茶の間」を備えたお茶店への変革

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

茨城県 有限会社浦南モータース 新規顧客獲得キャンペーン

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

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

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

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

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

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

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

茨城県 株式会社三井セキュリティ 巡回警備×防犯環境整備サービスＰＲ事業

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

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

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

茨城県 グランプラン株式会社 レストランの改装および店内照明のＬＥＤ化

茨城県
カーオーディオカスタムショップヨシ
ナリ

車の内装再生・カスタマイズによる販路開拓

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

茨城県 ミランダヘアー 新規設備導入とホームページ活用による集客力向上

茨城県 株式会社大安 攻めのカーライフサポート事業

茨城県 理容　ウノ 平成の大改装～高齢者が散髪しやすい場所づくり～

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

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

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

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

茨城県 富田屋 ネットショップのブラッシュアップによる売上拡大

茨城県 いのせそば店 『地産地消・深井戸水と石臼引き蕎麦粉で蕎麦名人』販売

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

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

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

茨城県 株式会社小倉商店 結城紬の新用途開発事業

茨城県 ケーキミルトス ピザ窯とオープンテラスで親子お菓子作り体験教室

茨城県 あお整骨院 「健康・美容」を軸とした新サービスの顧客開拓

茨城県 株式会社飛夢 ドクロをモチーフにしたデザインの酒の開発と事業化。

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

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

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

茨城県 中華大進 当店の売れ筋メニューの物販用商品化とチャネル開発

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

茨城県 印象エキスパート株式会社 女性を活用した「外国人観光客」対応支援事業

2 / 52 ページ



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

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

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

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

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

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

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

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

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

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

栃木県
アロマティックリラクゼーション－そ
らりす－

バリニーズとハーブボールの融合　オリジナルマッサージの導入

栃木県 とちぎ中国語スクール 子ども向け多言語学習教室の販促活動

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

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

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

栃木県 株式会社新三 新規顧客の獲得および新販路開拓のための広告戦略事業

栃木県
株式会社高齢者医療福祉ケア研
究所

喀痰吸引・胃瘻必須者への吸引、経管栄養等のサービス体制の充実

栃木県 ウィズマミー 新しいワークスタイル、事務アウトソーシングの広報

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

東京都 株式会社ホリス 栃木県産農作物を使用した香りの新商品開発及び販売

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

栃木県 有限会社大森商事 住宅設備機器等の販売、地元農産物の直売支援

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

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

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

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

栃木県 有限会社コパン 創業１０周年に向けて新商品開発事業

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

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

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

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

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

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

栃木県 株式会社ＣＩＮＱ アルミホイールのオリジナル復元サービス

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

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

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

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

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

栃木県
相田みつをゆかりの店　めん割烹
なか川

足利市老舗そば屋を通じ観光客や相田みつをファンに満足提供する

栃木県 そば処　　齋藤 そば美人ランチで女性顧客の増加を目指す

栃木県 ハウススタジオ株式会社 行列のできる新築分譲現地販売会を目指して

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

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

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

栃木県 丸福農園 カラフルトマトジュースの開発と販路拡大

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

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

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

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

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

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

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

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

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

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

栃木県 有限会社大長 新規顧客獲得・販路拡大に向けた情報発信事業

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

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

栃木県 モリ工芸 伝統の組子技術を応用した新製品の開発販売事業

栃木県
農業生産法人株式会社みつる植
物研究所

天然素材の「甘茶」の機能性を活かした商品開発による業績の向上

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

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

栃木県 有限会社光慈朗 ○新たな顧客層に向けたロングセラー商品のＰＲ活動

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

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

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

栃木県
有限会社ジャパン・トラック・サービ
ス

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

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

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

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

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

栃木県 ＴＡＫＥＺＯ 小山ブランド食材を使用した弁当の開発と販売

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

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

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

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

栃木県 株式会社日光の庄 ＥＣ事業参入による新規売上の獲得

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

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

栃木県 有限会社山本屋 リサイクル着物販売サイトのリニューアル

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

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

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

栃木県 有限会社登屋本店 知る．味わう．買う．当店発！鬼怒川ブランドＰＲ

栃木県 有限会社チロリン村 メープルサップの製造効率アップ事業

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

栃木県
Ｂｉｓｔｒｏ　Ｐｏｒｔ＆Ｔｅｒｒｅ（ビストロ
ポール＆テール）

テイクアウト商品による機器設置と宣伝広告

栃木県 千石鮨 『高齢者や足腰の不自由な方へのおもてなし改装事業』

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

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

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

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

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

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

栃木県 ましおピアノ教室 「介護予防事業　施設訪問音楽提供事業」

栃木県 株式会社みんなのおかし 「ポテトチップ新商品開発事業」

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

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

栃木県 株式会社丸商 エクステリア事業の内製化による利益確保と売上向上

栃木県
ＤＥ－ＬＩＧＨＴ－ＨＡＩＲ（ディ　ライト
ヘア）

高齢者の方が快適に過ごせるバリアフリーな美容室づくり

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

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

栃木県 細島緑正園 新規顧客開拓のための広告宣伝事業

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

栃木県 花正 店舗改装・新サービス展開による高齢者を対象とした販路拡大

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

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

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

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

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

群馬県 陶豆屋 誰でも美味しい紅茶が楽しめるセミナーの開催

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

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

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

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

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

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

群馬県 山海料理　龍の 高齢者施設・介護福祉施設での居酒屋体験と来店促進

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

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

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

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

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

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

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

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

群馬県
有限会社サンシャインフラワーカン
パニー

介護保険改正に対応する小規模デイサービスの新たな事業展開

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

群馬県
からだ工房はりきゅうマッサージ治
療院

美容鍼灸の事業強化による新たな中高年女性客の獲得

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

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

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

群馬県 有限会社ゆめこうぼう 美顔・美脚整体事業拡大に伴う、広告宣伝事業

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

群馬県
ｓｗｅｅｔｓ　Ｂａｃｃｈｕｓ　スイーツバッ
カス

新商品「シルクたんぱく液入りパウンドケーキ」の販売促進事業

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

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

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

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

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

群馬県 ＩＮＯＪＩＮ工芸倶楽部 外観整備と広報強化で人を呼び込む事業

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

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

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

群馬県
ヒャクノハナ株式会社　ハナの湯桐
生事業所

地域密着型『訪問入浴サービス』の販路開拓事業

群馬県 有限会社メガネハウス メガネカフェの新規出店事業

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

群馬県 株式会社アンリミテッド 顧客増大と「館林市」町おこしプロジェクト

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

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

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

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

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

群馬県
訪問リハビリマッサージ院いやしの
て

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

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

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

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

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

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

群馬県 入丸飯店 お客様と愛車に優しい駐車場整備事業による集客力向上計画

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

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

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

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

埼玉県 有限会社福呂屋 オリジナルの手提げ袋・包装紙製作による商品魅力度向上事業

埼玉県 松井クレーンメンテナンス クレーン保守点検・アドバイスを発信するホームページの開設

埼玉県 Ｈａｉｒ　Ｆｉｏｒｅ 独自技術の普及と物販の強化を行うためのプロモーション展開

埼玉県 オパール堂 お店をもっと知ってもらい、売上につなげるための販路開拓

埼玉県 接骨院みなみだい 女性のための接骨院の認知アップマーケティング強化事業

埼玉県 有限会社寿庵 小上がり席からテーブル席への改装によるバリアフリー化

埼玉県 ヘアメイク　カプリ 薄毛に対するヘアデトックスメニュー、顧客管理ソフトの導入

埼玉県 ＭＩＹＡＶＩ　ＪＡＰＡＮ 小江戸川越から日本を発信！海外向けネットショップによる販路拡大

埼玉県 有限会社矢島工業 タイルを活かした住宅等の新築・リノベーションの提案・販路開拓

埼玉県 はないろ合同会社 心を育むフラワーデザイン教室の地域貢献と販路拡大

埼玉県 有限会社はすみ 座敷席を椅子席にリニューアルし、顧客満足度をアップさせる

埼玉県 有限会社キューブ お子さま向けサプリメントの開発・販路開拓

埼玉県
ブルームヒューマンコンサルティン
グ

女性活躍推進コンサルティングを中心とした新販路開拓実施

埼玉県 ボディリメイクサロン 男女別コースを明確にしたホームページのリニューアル

埼玉県 福原商事株式会社 『ガーデンゲート』試作と全国展開のためのＨＰ、チラシ作製配布

埼玉県 株式会社ジェーピーエヌ 車載用の炊飯器、電気ポット等の販路拡大の為の新聞記事掲載

埼玉県 アイリスプランナー 埼玉県南の医療過疎改善のクリニック開業・経営サポート事業展開
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 木曽呂の森どうぶつ病院 動物と飼い主の為、予防検診を重視し多様なニーズを満たす事業

埼玉県 ジャパニメ有限会社 畳みルームで日本人と外国人の国際交流と体験の場の提供

埼玉県 株式会社グッドフェイス リアル店舗とウェブサイトの融合による店頭での販売機会の拡大

埼玉県 株式会社宮園 紙書類に高い利便性を付与し、電子化するサービスを全国展開する

埼玉県 クェスタ株式会社 災害時自ら遠隔避難誘導できる遠隔放送システムの売上拡大事業

埼玉県 有限会社マノヤ カルチャー教室と木綿布団で『地域みんなの健康促進』

埼玉県 浅見園株式会社 生産販売・管理アフターによる個人顧客の販路開拓事業

埼玉県 パティスリーアプロッシェ 洋菓子店で作る新感覚冷感スイーツ　チャーミースノーアイスの販売

埼玉県 有限会社パレット 保育園の開設業務

埼玉県 株式会社コンフォート 深刻な肌の悩みを解決する医師監修のメディカルエステサロンの展開

埼玉県 株式会社カーネル 上昇し続ける電力に頼らない時代に貢献する製品屋根クールの販売

東京都 合同会社カルチャーＢＯＸ ロボット教室、パソコン教室集客力強化対策としての広告折り込み

埼玉県 株式会社アイベンディング 自販機用看板・シールの作成及び「販売管理ソフト」の導入

埼玉県 ｉ－ｄｅｓｉｇｎＣＯＭＰＡＮＹ 自社製品の認知度を高めるための宣伝広告

埼玉県 ヤマトリフォーム株式会社 小規模製造業向けの工場リフォーム事業の開発と販路拡大

埼玉県 ハヤシポンプ工業株式会社 協力企業と連携した新規顧客獲得事業

埼玉県 おかず屋　だいどころ 新規取引先による受注増に対応するための厨房（作業場）の拡大

埼玉県 Ａｒｔｉｇｉａｎｏ（アルティジャーノ） 菓子製造業取得の為の店舗改装によるテイクアウト顧客の開拓

埼玉県 株式会社ピーアイピー 「地域密着の情報共有プラットフォーム構築事業」

埼玉県 株式会社サカエホームプラス 写真で身に付く無添加住宅スマホサイトと既存サイトの再構築

埼玉県 有限会社エムケイシステム ３Ｄプリンタによる電気基板ハウジングの試作提供

埼玉県 アーティストフォーラム 新商品「お名前５０音ソングレター」の開発・販路開拓

埼玉県 有限会社島田人形店 店舗周知と商品宣伝・新規顧客獲得のためのギャラリーの店舗改装工事

埼玉県 ピッツァ　プリマヴェーラ 客席数拡張による顧客度満足向上および来店循環の強化

埼玉県 株式会社とうげ お客様動線を踏まえた位置での看板設置による認知度・集客向上

埼玉県 ビュークリエイト株式会社 ＩＣＴを使った買い物代行および見守り・終活等の高齢者向け事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 有限会社創建 新しい相続の形「家族信託制度」で争族回避！

埼玉県 天城屋株式会社 健康と住宅の関係を分かり易く伝えるチラシで新規集客を図る

埼玉県 有限会社新栄塗装工業 個人住宅市場（熊谷市周辺）の営業拡大事業

埼玉県 有限会社黒臼洋蘭園 Ｂ２Ｂ胡蝶蘭発注システムの開発と提供による法人顧客の販路開拓

埼玉県 有限会社雪山堂 絵画展示用「軽パネル」の開発および宣伝広告

埼玉県 株式会社チェリービー ウェブサイト作成による「製造業向け映像制作」の営業・宣伝拡大

埼玉県 株式会社マイクロブレイン 歯科治療視覚支援ソフト『はっするでんたー』の販路開拓と改良

埼玉県 合同会社Ａｑｕｉｌａ ●イートインスペース増設●百貨店出展により販路拡大

埼玉県 ＶＡＮＩＬＬＡ オーガニックトリートメント白髪染め＆整頭術のヘッドスパ事業化

埼玉県 有限会社みのや 独自の商品構成とサービスでさいたま市の元気を創る！

埼玉県 株式会社インティブ 「結婚式二次会幹事代行サービス」の拡販

埼玉県 株式会社アートツリー出版社 身近な場所で非日常を体感する写真撮影イベントと写真講座のＰＲ事業

埼玉県 株式会社酒井工機 トップランナーモータＩＥ３搭載型空気圧縮機の販路開拓

東京都 株式会社ハローワールド 新時代の障害者雇用革命

埼玉県
クロスハート大宮カイロプラクティッ
ク

カイロプラクティックベッドを導入し回転率を向上させ販路開拓

埼玉県 有限会社山央紙工製本 小ロット印刷・製本の入稿サイトリニューアルによる販路開拓

埼玉県
株式会社ハッピースマイルカンパ
ニー

むし歯予防啓発「むし歯予防マイスター」事業の歯科医院への販路拡大事業

埼玉県 有限会社福田燃料 クルマの駆け込み寺・町医者　無料安全１０検（てんけん）

埼玉県 有限会社沼野電器 アラ還親父の料理教室・自動ドア、天窓ガラスの遮光改修

埼玉県 リンクサーキット株式会社 新規製品の販路開拓のためのＷｅｂサイト制作とパンフレット制作

埼玉県 株式会社白鍬急送 独自の夜間配送サービスで、物流の常識を変える。

埼玉県 有限会社上総屋 初めてでも安心してご来店いただける店舖案内による売上拡大事業

埼玉県
Ｒｅｌａｘ’Ｃｒｅａｔｉｏｎ　ｐｒｏｊｅｃｔ株式会
社

福祉・教育機関の職員を対象にした講座プログラムの開発

埼玉県 株式会社ＪＯＩＮＴ　ＯＮＥ Ｗｅｂ広告プロモーションと販促チラシ作成

埼玉県 株式会社ヤングトラスト メンテナンスフリーで半永久的に使用できる活水器「コスモス」の販売促進

埼玉県 有限会社フジ相互企画 各テナントの内照式看板の制作と設置
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 オーガニック・スタジオ株式会社 家造りのプロが選ぶインテリア・家具・照明・雑貨のＥＣサイト

埼玉県 クールスジャパン株式会社 オリジナルシャンプ＆トリートメントのオンラインショップ販売

埼玉県 マルヨシ設備サービス有限会社 「ｍｕｌｔａｓＡＣＥ」の開発によるゴルフ場市場の開拓

埼玉県 ギルドプランニング株式会社 動画を活用した保育施設内装プランニング力のＰＲ事業

埼玉県 株式会社Ｋ’ｓコーポレーション 大家さんのための新しい不動産管理で、業界の慣習を変える

埼玉県 砂時計 “サッカーの街浦和”を活かしたオリジナル珈琲の開発と販売

埼玉県 デジスパイス株式会社 デジスパイスⅢ対応ｉＯＳラップタイム表示アプリケーション開発

埼玉県 合同会社つくりえ ワークショップ運営事業を円滑に行うための整備

埼玉県 有限会社カネジュー 量り売り焼酎の販売促進・販路開拓

埼玉県 有限会社鈴木ハウジング 在宅高齢者の為のリフォーム及び介護事業の宣伝

埼玉県 有限会社渡辺貞蔵商店 住宅無料診断サービスによって高齢者とその家族に安心を提供する

埼玉県 有限会社冨士 事業構造の組立と販促コンサルティングで顧客業績を急伸させる

埼玉県 ＭＩＮＤ　ＯＮＥ 集客用ホームページの制作による新規顧客獲得

埼玉県 アーデント ５つの特殊シール印刷の提供により印刷業界を支援する

埼玉県 司法書士小野事務所 法人事業者向け法務サービスの拡充事業

埼玉県 株式会社ハママツ ハママツブランド力強化策としてのホームページリニューアル

埼玉県 株式会社ホワイトベア 地域性に応じた優位性確立の為のリラクゼーション店の販路開拓

東京都 株式会社ジェイエムエス オリジナルルーフボックスのブランディング及びＥＣサイト販売

埼玉県 自然郷東沢 外国人向け・秩父地域丸ごと体験宿泊♪秩父地域活性化事業

埼玉県 有限会社あづまや お客様の悩みを解決する新サービスの導入と中高齢者に優しい店舗づくり

埼玉県 有限会社サクラ住研 省エネ・高齢化などに対応した新規ビジネスの展開

埼玉県 まんてん 希少性の高い国産大豆を使用した商品開発と売上向上への取り組み

埼玉県 食処三和 高齢者向けメニュー等の提供と店舗立地を生かした営業活動の展開

埼玉県 サムサラデザインワークス 品質やデザインに対する感性の高いニッチ層に向けた独自ブランドの確立

埼玉県 有限会社せせらぎ荘 高齢者に優しい食事処の提供および高齢者向け販売促進活動の展開

埼玉県
ＣＨＩＣＨＩＢＵフードビジネス株式会
社

小売店舗市場への進出と自社ネットショップの構築による販路拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 ヘアサロンクリーン 多様な個客獲得のための全方位型マーケティング戦略の展開

埼玉県 お泊処　神庭 蕎麦カフェや日帰り入浴サービスの展開による個人観光客の取り込み

埼玉県 有限会社清川製麺 強みの独創的な製品を活かせる一般消費者向け販売チャネルの確立

埼玉県 有限会社ふじや 高付加価値サービスの提供とイベント、看板改装による宣伝活動

埼玉県 株式会社インテリアコスゲ 新サービスの提供及び提案力、店舗訴求力による直接受注の拡大

埼玉県 有限会社城峰釣具店
インターネットを活用した通信販売サイトの構築と釣りゼミ開催によるファンの
創出

埼玉県 株式会社ＦＰ資産設計事務所 遺産相続・不動産整理など地域コーディネートビジネスの展開

埼玉県 株式会社Ｒｅｓｏｍｏ５５ 「古着でつなぐご縁。ペイフォワード（恩送り）プロジェクト」

埼玉県 有限会社サカタ 高齢者にやさしいメガネ屋さん事業

埼玉県 株式会社谷部商店 一般畳工事売上拡大の為の、ポスティングの実施とＨＰの充実

埼玉県 有限会社桶川自動車 使用済車両の社名看板剥がしと再販業務参入の新規事業創出

埼玉県 株式会社イズミ 依頼も十人十色、お客様に最適な遺品整理サービスの周知事業

埼玉県 株式会社武蔵野ユニフォーム 地域客の来店数と購買率を高める「試着会」の開催

埼玉県 小池ゴルフ製作所 最新式の高性能工具を使ったお客様ゴルフスコアアップお助け事業

埼玉県 有限会社早﨑ルーフ工業 行田市内リフォーム工事受注量拡大計画　～下請けからの脱却～

埼玉県 有限会社高澤鉄工 自社工場内空気浄化システム排気工事施工計画

埼玉県 株式会社あらい農産 食育活動による販路開拓及び売上アップを目指す

埼玉県 有限会社叶屋 ２０代女性対応プチエステ事業の展開～行田美人増加計画～

埼玉県 有限会社御菓子司せきね 海外進出を目指した、「和」と「洋」の垣根を越えた菓子の開発

埼玉県 関根桐材店 桐コーヒーストッカー・桐米びつの開発・販路開拓

埼玉県 バイクショップホリ 中高年バイクユーザーニーズに応えた潜在的顧客の掘り起こし戦略

埼玉県 株式会社富士錦 写真スタジオ事業の認知度向上および新規来店率アップの実現

埼玉県
ｃａｆｅ　ＮＩＮＯＫＵＲＡ（かふぇ　にの
くら）

観光客へのアピールと二階利用度アップによる売上向上計画

埼玉県 株式会社アートブレイン 大型店に対抗する為の地域テーマパーク的訴求による新規顧客誘導

埼玉県 株式会社風の音 新施設展開のため地域への周知と新規顧客開拓に向けた営業

埼玉県 有限会社サン 廉価補聴器への本格取組を通した高齢者の生活応援事業の開始
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 有限会社菊寿童 今後の事業拡大及び商品展開にマッチした店舗づくり

埼玉県 澤田園 出前・出張茶屋　深谷宿　澤田園

埼玉県 串焼きや　雷文 看板明るく、ポイント付けて、新規＆リピーター客を獲得。

埼玉県
ナチュラル・ボディ・デザイン・スタ
ジオ・プーナナ

スタジオ・プーナナ宣伝・店舗改装集客プロジェクト

埼玉県 合資会社浜岡屋商店 看板・チラシでＰＲ！岡部登が創る和菓子の世界

埼玉県 武州うどん　江川 商品の販売促進、新商品の製品化及び販売。

埼玉県 ｋｉｉｔｏｓ！！（キートス） 新規顧客獲得のための新商品開発と、その後の販売促進活動

埼玉県 創健舎　柔 高齢者に特化した新店舗開設に伴う集客活動と地域貢献活動

埼玉県 千成酒家 店舗移転によるお客様の不便の解消と新規顧客の獲得

埼玉県
株式会社ＯＲＡＮＧＥ－ＣＯＭＰＡＮ
Ｙ

和牛もつ鍋を全面的に訴求した店舗づくりの推進

埼玉県 株式会社アールエフデザイン 自社開発初製品ワイヤレス双方向通信大音量インターコム販路開拓

埼玉県 合同会社ショコラ動物病院 動物病院が運営する安心できるペットホテル事業

埼玉県 カフェバー佛蘭西 新規事業の拡大　カフェでのＢ級グルメランチ営業による販促活動

埼玉県 ヘアースタジオＫＡＺＵ 女性をターゲットに新メニュー導入・店内改装で新規販路開拓事業

埼玉県 カーショップＰｒｅｓｅｎｔ．Ｙ
商品展示場新設の新規事業　商品を展示し、見て触れて納得の商品をお買い
求めいただく

埼玉県 合資会社釜屋金物店 「野菜王国ふかや」の農家に向けた特殊包丁による新規販路拡大

埼玉県 株式会社住まいる本舗 埼玉初の「南欧風の家」をアピールして体験販売を活用した新規顧客獲得

埼玉県 ＦＡＳＴ＆ＥＡＳＹ 待たせない、痛いなんて言わせない！美容室にもシルバーシート！

埼玉県 西所沢駅前接骨院 ＳＴＯＰ！少子化ここから始まる不妊治療　女性応援部

埼玉県 中村鉄興株式会社 自社商品ライトキャップ等のカタログ作成と拡販・自社ＰＲの実施

埼玉県 有限会社斉藤工務店 環境に配慮し次世代に継承できる『代々の家』の建築

埼玉県 株式会社なかよし 健康へのエコ・環境へのエコの取組み！店内イベントで販売促進！

埼玉県 株式会社いちあん 地元新鮮野菜を使った「ベーカリーカフェごはん」のＰＲ及び集客

埼玉県 Ｔ－Ｆｒｅｅ 企業向けカウンセリングプログラムの提供。人財が握る企業発展。

埼玉県
ビストロ＆ワインバー　ラ・テラス大
作

蕨市のご当地スイーツ販売拡充事業

埼玉県 縁マーケティング研究所 標的型サイバー攻撃向けセキュリティ教育支援ツールの販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 有限会社竹内サイクル リターンライダー向け定期点検メンテナンスパックの拡販

埼玉県 株式会社マスヤ ２コンセプトショップ改装に伴う二世代型ＷＥＢサイトの構築

埼玉県 サンゴービジネスコンサルティング 事業承継のワンストップ支援のツール開発・販路開拓

埼玉県 ピュアライフみわ 寝具診断無料出張サービスで、お客様に快眠を提供する

埼玉県 有限会社社大作 法事客を獲得する為のメニュー開発及び店内環境改善による拡販

埼玉県 有限会社テクニカルアーツ 世界展開の足掛かりとなる丸刃商品紹介ホームページの作成

埼玉県 テクマ株式会社 レンズや光学ガラスの製造工場等へ低毒性洗浄剤を拡販

埼玉県 クリーニングハウスオオバ 一般衣類及びカーペット等のクリーニングデリバリーサービス

埼玉県 麺処遊 家族客及び女性客の新規顧客獲得、固定客化。

埼玉県 合同会社ＹＯＬＯ ソファー席のあるテラス改装による新規顧客獲得及びリピーター化

埼玉県 吉本キャビネット株式会社 オリジナル音響キャビネットのブランディング・販売事業

埼玉県 麺屋　永太 蕨市の高齢者はつけ麺を食す！地元高齢者の常連化プロジェクト

埼玉県 呑み食い処　あなごや 新規顧客獲得のための改装工事と看板・ＨＰ作成による認知度向上

埼玉県 石崎商店株式会社 「まちこがれ」米の販売促進

埼玉県 株式会社ＦＬＡＧＳ サッカーファンに向けた秋冬ウエアの開発とブランド認知度の向上

埼玉県 レストランイーズパッション 自店の強みと地域のウリを絡めたチラシによる市外からの顧客獲得

埼玉県 ベーカリーいずみ 清潔感のある明るい店内で美味しいパンを買って頂く為の店内改装

埼玉県 株式会社メディカルプランニング 顧客ニーズに対応する「内出血しない注入用針の開発」

埼玉県 中嶋商会株式会社 提案型ホームページの開発とホームページ誘導看板の設置

埼玉県 株式会社ビー・ウィッシュ 新ツール「おりがみクリエイティブ」ウェブサイト構築で販路拡大

埼玉県 岡三建設株式会社 新しいデイへと変貌を遂げるブランド戦略とワンストップ集客戦略

埼玉県 ウォッシューズ 老人ホームの室内シューズの一括クリーニング

埼玉県 株式会社大雪屋 「２ＷＡＹで使える新しいネックウォーマーの開発と販路開拓」

埼玉県 中華料理　馬場 近隣病院患者や年配者向けに対するＰＲと来店しやすい店舗づくり

埼玉県 株式会社新川製作所 新規開拓営業活動の強化

埼玉県 株式会社川島製作所 「架台・フレーム」製作を周知させ、新規顧客を獲得する
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

埼玉県 有限会社美容室ムンク 元気なうちに、自分らしい、美容室が提供する生前遺影写真の販路開拓

埼玉県 合同会社アンダンテ 高齢者・障がい者向けを含む音楽教室のＰＲ活動強化

埼玉県 株式会社Ｇｒｅｅｎ 自社モデルハウスを地域コミュニティとして提供するＰＲ事業

埼玉県 株式会社クリスタルサービス 継続的な障害者雇用を目的とした「ポーセラーツ事業」の展開

埼玉県 Ｂｙｏｎｄ　Ｎｅｔ（ビヨンドネット） スイス製腕時計、他商材の販路開拓に向けた展示会への出展

埼玉県 テコンドー・オムスクール 「情操教育」と「仲間作り」を柱とするテコンドー道場の宣伝強化

埼玉県 株式会社光苑 ＣＲＭ（顧客関連マネジメント）を徹底した、顧客創造ノウハウの実現

埼玉県 エルメックダイワ 廃業した地域家電店顧客の受け皿となるための新規顧客開拓事業

埼玉県 飯島桐箪笥製作所 春日部桐箪笥・伝統的技術体験工房

埼玉県 フロイントスポーツ ハンドボール用品販売サイトの構築及びＬＩＮＥスタンプによる販売促進

埼玉県 スワン 春日部の特産物を全国に発信！洋菓子ギフトによるプロジェクト

埼玉県 スタジオ　ラポラ 外食産業の展示会への出展

埼玉県 フジマテリアル株式会社 現場施工力向上の為の「作業工程ＤＶＤ」の制作

埼玉県 みき化粧品 女性には欠かせない肌の美しさの「もちもち肌フェアー」

埼玉県 クリーンハット有限会社
ホームページアップグレードによる帽子総合サービスの認知度向上＆集客力
アップ

千葉県 有限会社フカサク 銚子産フカヒレを活用した銚子新名物の開発とブランド化事業

千葉県 銚子まちづくり株式会社 「入梅いわし牡蠣殻干」の商品化と販路の拡大（テスト販売）

千葉県 株式会社グロープロフィット オーナー経験のある不動産鑑定士が行う家賃削減のプロモーション

千葉県 株式会社ＢＥＡＮＳ 特殊手術装置導入に伴う高度獣医療の提供による新規顧客獲得

千葉県 株式会社あんしん保険センター ｓｋｙｐｅ活用によるホームページからショールームへの顧客誘導

千葉県
Ｂｌｕｅ　Ｓｐｌａｓｈ（ブルースプラッ
シュ）

地元の水辺でＳＵＰスクール開講とＳＵＰボード販路開拓事業

千葉県 メガネの視楽 要介護者に対する眼鏡出張販売のＰＲ及びサービス内容の向上

千葉県 株式会社ｉｎｇエンターテインメント 新メニュー導入、既存メニュー強化のための空間構築および販促

千葉県 ココカラ 親子で集えるカフェサロンの集客・販促ツール開発と新規顧客獲得

千葉県
Ｍ＆Ｃメンタル・コミュニケーション
教育企画

「職場アドバイザー」育成によるメンタルケア職域需要の拡大

千葉県 株式会社ダイヤサービス ＭａｃＢｏｏｋ／ｉＰａｄフィルムラッピングの広報活動強化

17 / 52 ページ



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

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

千葉県 エムアンドケー株式会社 デモルームの設置拡充による顧客の取り込みと販路開拓

千葉県 もみの匠　稲毛店 子連れで来られるリラクゼーションサロン

千葉県 株式会社まさむね オーダーエントリー機能付き飲食店総合管理システムの導入等

千葉県 訪問美容レガロ 車両導入による高齢者向け訪問美容サービスの販路拡大事業

千葉県 キュイジーヌ天使の隠れ家 個室を冠婚葬祭に無料で使えるチャペル風に改装し、有効利用。

千葉県 株式会社コレモ 既存顧客に対して、他の用途の販促強化

千葉県 株式会社ベルゲン 塾通信およびＷＥＢ　と連動したシリーズチラシによる認知度向上

千葉県 アトリエＰＯＳＹ 高齢者向けボタニカルな新作業療法の普及と関連キットの販路開拓

千葉県 クリーンスペース株式会社 町の便利屋「お困り事助っ人サービス」

千葉県 株式会社ＰＬＵＳ　ＯＮＥ システムの簡素化を目指したサイトリニューアルで情報量ＵＰ！

千葉県 株式会社野点 現代版お茶会の提案と自社製造茶道具の販売の為の顧客開拓

千葉県 アンティークファインアート オークション出品サポート教室の開講と新サイトの構築

千葉県 鈴木畳店 縮小する畳業界活性化のための高品質畳特化Ｗｅｂサイトの構築

千葉県 株式会社伸幸 仕出・宅配事業のリニューアル、販路拡大

千葉県 骨盤矯正ネコの手 子連れで通えるカイロプラクティック院の業務拡大のための移転

千葉県 株式会社スマートアプリ 若者の就職・転職支援とＷＥＢ・ＩＴ業界の活性化

千葉県 光陽学院 地域に先駆けた小学生向け英語教育実施事業

千葉県 小野尾公認会計士事務所 動画配信による自己啓発セミナーを活用した見込客の開拓

千葉県 うさぎ八 障害をお持ちのお客様ならびに高齢者への訪問美容及び来店促進

千葉県 ＦＰ相談室マネー＆キャリア 「ペットライフプランサービス」の顧客獲得

千葉県 株式会社グッドライフ 生活機能改善に特化したデイサービスの広告宣伝と販路開拓

千葉県 ゆかいなさかな株式会社
屋外スペースを活用した全天候型・多目的イベントスペースと着せ替え看板の
設置

千葉県 御菓子司　平政 高齢者や遠方からのお客様にお寛ぎいただくおもてなしコーナー設置

千葉県 セブンイレブン市川鬼越２丁目店 買い物弱者救済事業の販路拡大

千葉県 合資会社イコール 店舗入口ドア取替工事と階段部スロープ補助、チラシ作成

千葉県
株式会社ＣＲＯＷＮエンターテイメ
ント

未来ある子供達が集まるダンススタジオ拡張と育成の強化
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

千葉県 有限会社京葉不動産管理 「まちの勉強会」で始まる地域の不動産相談窓口推進事業

千葉県 株式会社魁 地域資源を最大に利用した商品販売とユニークな販売方法の確立

千葉県 株式会社サンドライブ 地域密着居酒屋の「会津若松のうまいもの中食」提供による販路開拓

千葉県 やわら接骨院 フットマッサージ機・超音波治療器導入による販路拡大と深耕

千葉県 ＳＰ整骨院 ストレートネック矯正治療・猫背矯正治療のＰＲを実施し、新規客を獲得する

千葉県 黒田デザイン製作所 履歴型３ＤＣＡＤ導入による、デザイン開発の効率改善

千葉県 秋田料理と炙り　まるみや 集客数増加に対応する設備追加と秋田料理を売りにした宣伝広告

千葉県 ウエダビジネス株式会社 新規顧客獲得の為のホームページの作成、シャッター広告の実施

千葉県 株式会社トリマティス 展示会出展を通じたＬＤドライバ製品群の販売促進、市場調査活動

千葉県 茂木商事サンセルフ 剣道防具の脱臭・乾燥・消毒業務

千葉県 ハリマ産業株式会社 ［松戸市限定］リフォーム用建具の高品質・スピード仕上げ！

千葉県 ドックサロンケンネル薫 安心・安全なラグジュアリペットホテルサービス

千葉県 Ｙｏｕｒ　Ｃｏｆｆｅｅ 新規女性顧客獲得のための店舗リニューアル

千葉県 ＲＦプランニング株式会社 幼児・小学生向け新規英語・英会話コース開講に向けた販促活動

千葉県
小林寛道スポーツ健身事務所有限
会社

高齢者を対象とした地域密着型の「十坪ジム」の宣伝広告

千葉県 まつどジャーナル レスポンシブサイトの構築による既存紙媒体とのメディアミックス

千葉県
株式会社キャロルサービスイン
ターナショナル

糸を汚さず編み続けられる！たまごからうまれる作品キット発売！

千葉県 有限会社インワード・ハピネス 機能訓練事業の強化および居宅介護支援事業の拡張

千葉県 有限会社大江戸商人 仕出し・法事用料理の生産体制を整え事業拡大を図る

千葉県 電池企画販売株式会社 高齢者向けコミュニケーションドールの製造及び販売

千葉県 鈴木博志梨園 直売会場・商品案内の案内看板作成

千葉県 株式会社ルミエール 「地域初」低アレルギー対応スイーツ導入による販売体制の整備

千葉県 株式会社小沢工務店 地域活性化イベントを活用したブランド普及事業による販路拡大

千葉県 三矢菓子店 地域初！日持商品開発と新包材を活用した新しい委託販売方式導入

千葉県 株式会社ＲＩＳＥ 自社認知を高め不安を解消する為の宣伝広告物による集客強化

千葉県 イタリア料理　ペッシェ　アズーロ 結婚記念日・フリーウエディング（自由婚）の認知度向上と事業拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

千葉県 Ｎａｉｌ　ｉｔ ネイルカタログ形式のオリジナル広告を用いた集客と販売促進事業

千葉県 有限会社エムワン企画 地域唯一の本場タイ料理プロモーション活動による新規顧客開拓

千葉県 エステティックサロン　ｂｒｉｇｈｔｅｎ． 地域初！筋膜リリースセラピ導入と癒し空間創出による販路拡大

千葉県 昌和プラスチック工業株式会社 地域連携でヘルシー弁当抜き型開発・試験販売と市場調査体制確立

千葉県 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｃｌｏｖｅ ライブレコーディングとオリジナルＰＶ等制作による販路拡大事業

千葉県 はぶたに自動車診療所 オールインワン整備工場でお客様大満足、車生活支援力増強事業

千葉県 中田屋 ブランド米販促を狙った新看板とホームページ開設の集客強化事業

千葉県 有限会社ハートランド 集客効果の高い看板設置と買物支援チラシによる集客強化事業

千葉県 そよかぜ接骨院 リピート率の高い顧客を集める販路開拓

千葉県 株式会社ティーエージー 最先端の換気技術を組み込み、国産材を多用した北欧型住宅の普及

千葉県 のだ訪問サービス合同会社 車いすでのトイレ利用に向けた改修～実際のトイレ試し使用

千葉県 有限会社陽だまり アクシブで歩行リハビリを充実し利用者＆売り上げアップ！

千葉県 宮崎珠算学園 子供からシニア世代まで楽しく安心して学べるソロバン教室事業

千葉県 有限会社吉田商店 真空包装機の導入による新たな米関連の新商品・新サービスの開発

千葉県 海の家　一力 情報発信充実、ニーズの高い設備拡充、温水シャワーのコンテナ化

千葉県 ＲＥＳＥＴ（リセット） 心に残る「オリジナルＴシャツ」内製化及び販促事業

千葉県 株式会社エクスハンズ 新規ＥＣサイト開発による新規顧客獲得事業

千葉県 株式会社インテリア和幸 新規顧客獲得と知名度アップの販売促進事業

千葉県 キープクール 生産強化を計るための塗装設備拡大事業

千葉県 ラッドミュージックスクール シニアにＲＯＣＫを！キッズにＦＲＥＥＤＯＭを！

千葉県 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｃｈｉｃｃｏ 生パスタの種類の増加と製造効率向上の為のマシンの導入

千葉県 株式会社ハレビノ 柏直産野菜を使った『農家サンドイッチ』の発売と販路開拓

千葉県 株式会社マウナ・カイ シニア向けダイビング資格取得コース新設による新規顧客の獲得

千葉県 株式会社寝装の店アムール 寝具専門店の独自サービスをチラシで告知し、新規顧客を獲得する

千葉県 ユニトレンド株式会社 活性炭・カテキンをポリマーに混入した便袋の開発及び販路開拓。

千葉県 柏の葉珠算教室 柏の葉教室環境整備、新規生徒開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

千葉県
株式会社エスエムイーパートナー
ズ

事業計画策定・実行支援ニーズをメインテーマにした販売促進

千葉県 株式会社セイショー 主力輸入製品の販路拡大と日本の伝統品・特産物の中国での販売

千葉県 カーフォレスト 海外向けホームページの作成及び、当社独自サービスの実施

千葉県 Ｐｈｙｓｉｏ‐ｓｔｕｄｉｏ　プラスワン 施術の新規客増大、インソールの品質向上と販路拡大

千葉県 株式会社モビリカ 電動カート短期レンタルサービスＰＲと展示試乗会等のコラボ企画

千葉県 エヌティーダブリュー株式会社 展示会（ハイウエイテクノフェア）出展による販路拡大

千葉県 株式会社ＡｓＷｅｌｌ 千葉県の間伐材を利用した「千葉の森の家プロジェクト」

千葉県 中房総スタイル株式会社 地元密着カフェ発信！！地域ブランド商品開発とまちおこし

千葉県 有限会社丸靴店 医療・介護施設との連携による「足と靴の相談販売会」

千葉県 シャロン 顧客年代層を広げ、新規お客様を獲得し、利益率を上げる為の事業

千葉県 個太郎塾谷津教室 メディアとＳＮＳを連携した谷津教室チャンネルの配信による集客

千葉県 おいしいごはん株式会社 子供向けの夕食用真空パック惣菜の開発・販路開拓

千葉県 プーさんの家 新規顧客獲得に向けた居酒屋のランチ営業開始事業

千葉県 平和技術研究所 折り畳み自転車の有意義性を広報するサイクルモードショー出展

千葉県 株式会社イワダテ ルーム展開方式の充実による販路拡大

千葉県 オレンジカイロプラクティック整体院 産前・産後の体のケアの販路拡大事業

千葉県 有限会社八千代花創美 『生花祭壇のトータル対応による顧客満足の向上』

千葉県 クリーニングアイドル ・貴方の大切な宝物（衣服）の味方『しみぬき１１０番』

千葉県 有限会社小山プランニング 『テニ婚事業を活性化させる為のＬＥＤによる動画の壁面広告』

千葉県 はながすみ司法書士事務所 八千代・佐倉の相続総合相談所のＰＲによる新規顧客の開拓

千葉県 ブリリアントトランスポート株式会社 ネット通販者向け中国本土への転送サービスの構築

千葉県 ＨＯＴちょっと八千代緑が丘店 『新コース展開に伴う顧客満足度ＵＰ』

千葉県 先山社会保険労務士事務所 運輸業トータル支援事業

千葉県 レイアス設計事務所 フレームフォーマーを活用した床空間『敷季彩』の販売準備と販売

千葉県 株式会社協同住宅 選択と集中による“不動産市場の１％が絶賛する”サービスの実現

千葉県 平尾社会保険労務士事務所 職業訓練生と企業の橋渡しとしての人材紹介事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

千葉県 新日本税理士法人 浦安市民１６万人への改正相続税の告知、相談受付のＰＲ事業

千葉県 Ｄｏｌｃｅ　Ｂａｒ　樫の木 女性をターゲットにした店舗のリニューアル、メニュー作り

千葉県 ＲＵＢＡＮ 高性能コンベティションオーブンレンジでの食事提供

千葉県 アットホームデザイン 子育て女性向けＳＯＨＯ空間づくりサイト作成販路開拓の為の宣伝

千葉県 株式会社ケイユー エンドユーザーとリピーター獲得のための認知度アップと顧客管理

千葉県 株式会社菜の花エッグ 新たな価値提供を行う商品の販路開拓による収益向上の実現

千葉県 株式会社プラグイン 顧客減少に悩むグループ内地域電気店（８店舗）の販路拡大対策

千葉県 片柳住設 備えて安心、命をつなぐ「防災備蓄収納設置サービス」の啓蒙普及

千葉県 キッチンとべ 女性顧客増加の健康増進メニューの開発と地産地消の推進

東京都 株式会社アクタス・コミュニティ 地域初パソコン教室での認知症予防事業の推進

東京都 元祖月島もんじゃ　くう テイクアウトできる「もんじゃ焼」の開発と店舗の販売促進

東京都 株式会社ウエスト・トラスト 次世代植物工場向け高出力ＬＥＤ照明調光管理システムの販路開拓

東京都 株式会社衣屋 設備の高度化によるシェアアトリエ機能強化と利用者増加の取り組み

東京都 プレストワン株式会社 「ゆるヘルシー」を提供するスムージー＆ワインカフェの販路拡大

東京都 菊正不動産有限会社 開店５０周年イベントを核とした常連客の掘り起こしと回転率アップ

東京都 酒肴　季節料理　なごみ 店舗設備改善による新規顧客開拓・リピート率向上事業

東京都 株式会社ルナ 「オフライン」顧客層への販売促進プロモーション

東京都 株式会社ＲＴＳジャパン 自動車事故分析サポート事業の販路開拓

東京都
株式会社ウイルビートレードコーポ
レーション

電動自転車バッテリー修理をチラシ配布でメディアミクス効果

東京都 株式会社春木屋 実店舗への誘導を目的としたスリッパＥＣサイトの構築と展開

東京都 有限会社野方食堂 店内リニューアル、及びチラシ配布による客数の増加、定着化

東京都 ＣＯＵＺＴ　ＣＡＦＥ（コーツトカフェ） 売上増加の為の「物販事業の開始」と「カフェの客席増加」事業

東京都 シンキングリード株式会社 アドオンモジュールの自動販売システム構築による新販路開拓

東京都 有限会社プラスチャーミング ふんどしを世界へ！通販サイトの英語化および店頭でのＰＯＰ展開

東京都
エスエスビジネスフォーム株式会
社

新規注力事業「マルチプリンタ用紙事業」の顧客開拓と販路拡大

東京都 西垣峰子 浅草発＂「和」にこだわらないサードプレイス＂の提供に係る店舗改装
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都
ウェルネスコンサルティング株式会
社

ブランド力の強化と認知度向上による売上拡大

東京都 Ｔｈｅ　ｂａｋｅ 和菓子における新規ブランドの創立・商品開発および販路開拓

東京都 有限会社アイ・ケー・ブリッジ 外国人観光客をもてなす「多言語化」翻訳サービスの事業展開

東京都 株式会社プルークス 動画のクラウドソーシング事業の新規利用者の増大・販路開拓

東京都
ＳＵＮＮＹ　Ｄｏｇ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　Ｐａｒｔｎ
ｅｒ

出張ドッグトレーニング新規顧客獲得へのウェブシステムの開発。

東京都 有限会社自由ヶ丘イチマルイチ 増加する自由が丘の新規来街者の顧客化と舞台用ドレスのＥＣ販売

東京都 公文式目白教室 乳幼児とその保護者を対象とした親子教室の拡充と教室環境の整備

東京都 ナカノ建築設計事務所 鉄筋コンクリート・鉄骨造による高級住宅設計業務の拡大

東京都 モンスーンジャパン合同会社
ケニア製雑貨・インテリアの魅力を伝える広報ツール作成・ＰＲと、商品の品質
改善・新商品開発

東京都 株式会社スガイワールド 紙クリップの新商品開発と展示会出展等での販路開拓

東京都 株式会社アイ・コミュニケーション 不動産業界向けビジネスメール研修の販路開拓

東京都 株式会社アポロ製作所 「ウオール・ジオラマ」の卸・小売事業者向け販路開拓

東京都
株式会社コムラッドファームジャパ
ン

中小企業向け「月額会員制人材育成サービス」の新規事業立上げ

東京都 株式会社シュアール 日本最大のオンライン手話システムによる新サービスの開始

東京都 葦駄天ＩＤＡＴＥＮ 開店直後の店舗の認知度向上と集客のためのＷｅｂ活用

東京都 グッドルーム株式会社 スマートロック導入による仲介手数料無料サービスの販路開拓

東京都 株式会社しまや出版 自分史活用アドバイザーを活用した安心・安価な自分史製作サービス

東京都 行政書士法人ＧＯＡＬ 創業資金調達及び会計記帳代行や広報支援を目的としたサイト構築

東京都 リラ・ダーラナ 六本木のオフィス向け小規模ディナーケータリングサービス事業

東京都 株式会社ココロイロ ベビー用品レンタルＥＣショップのウェブおよびリアルでの広告による販路開拓

東京都 株式会社Ａｔｒｅａｔ 卸販売先向けお客様キャンペーンの実施と自社ＥＣサイトの改修

東京都 司法書士　井手　史保子 高齢者の財産と生活の安心を守る成年後見制度の利用促進

東京都 有限会社　キクチ工芸 個人事業者様・個人のお客様向け小型デザイン広告看板提供事業

東京都 スマイルラボ株式会社 ショーケース設置による店舗イメージアップと集客力強化

東京都 ワンネス株式会社 疑惑電波検診システムの改良による付加価値向上及びサービスイン

東京都 首都東京法律事務所 無料法律相談会！青森における司法アクセス解消
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 熊猫堂 パッケージ裏面への直販サイトＵＲＬ印刷による自社サイト誘導

東京都 マービン＆ソンズ 海外展示会の開催による売上高の増進

東京都 有限会社トランスフォーム 手書きチラシ＆ニュースレターで自然派美容室の売上を大幅ＵＰ！

東京都 フルールクレール 顧客満足度の向上、及び、定着化を目指したセミナー事業の開始

東京都 有限会社ターレス マイクロバブル発生装置付洗髪器の受注拡大

東京都
株式会社ホルモード　オリーブ研究
所

更年期以降に特化のエイジングケア用化粧品『美容オイル』の販売促進

東京都 ＷａｉＷａｉ 新規顧客確保のため看板一新・店内改装及び宣伝活動

東京都 Ｂｌｉｓｓ　ｏｆ　Ｐａｒａｄｉｓｅ 高齢者とペットのための介護サポート

東京都 株式会社プラスネット ネットショッピングモールの出店数拡大と既存店舗のサポート強化

東京都 株式会社ブランドオブクイーン 低価格で良い品を提供できる仕組み作りと海外顧客の獲得事業

東京都 夢の味　きりん 歴史、散策資料コーナー設置と２階客室の有効活用

東京都 有限会社桔梗家 高齢者向けの設備を導入し全ての世代が安心して利用できる店舗へ

東京都 有限会社トラスト 女性起業家支援の為のビジネス情報に特化したポータルサイト構築

東京都 株式会社アート蒼 日本文化を伝える！海外土産需要に対応するＷＥＢサイトの再構築

東京都 株式会社海将 店舗内改装

東京都 株式会社日本指圧研究所 指圧は企業福利厚生に役立つ事をＷＥＢで発信し企業顧客を獲得する

東京都 有限会社プロセキュート 休耕地を活用したにんにく・はちみつ新商品開発と販売促進

東京都 有限会社ティアープロジェクト 笑いの音楽リハビリの周知、及び開拓による契約施設の増大

東京都 松坂屋化粧品店 視覚に訴求して入店意欲を喚起するためのファサード刷新計画

東京都 株式会社エイト サングラス専門ネットショップとＯＥＭ卸売事業の販路拡大

東京都 株式会社ウェルネスマーカー 抗加齢問診票ソフトを活用した企業向け販促システムの開発

東京都 株式会社ＡｎｔｅｎｎＡｒｔ 真の「日本食文化」を来日観光客に伝えるｗｅｂプロモーションの展開

東京都 株式会社ＭＰｏｗｅｒ 専門技術を持つ個人と日本企業の海外進出促進事業の販路開拓

東京都 第一研磨工業 追加加工、治具の内製化による短納期化の実現と新規顧客獲得推進

東京都 有限会社井上鞄製作所 「馬革を用いたブルゾン」を中心とした自社商品の販売促進

東京都 ボディコンディショニングルーム 激戦区における新規顧客獲得のための地域特性を踏まえた広告戦略
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 三立金型工業株式会社 女性専用携帯トイレ「シ－する～ホッと」の改良及び販路開拓

東京都 有限会社佐藤文誠社 ＥＣサイト構築

東京都 株式会社ＣＯＮＣＥＮＴ パティシエールＯＧを採用してのオーダーケーキ専用工房の開設

東京都 伊東　由子
曜日と時間帯によって業態を３回転！働く女性向け「食と癒しのボディケア」事
業

東京都 有限会社ピクア 新カラーコピー転写システム「ピクアル」の広報宣伝

東京都
アップシードレジデンシャル株式会
社

大画面タッチディスプレイを活用した「バーチャル内覧」の導入

東京都 株式会社Ｔ－Ｆｉｔ 自律神経測定機器の導入により体内コンディションチェック

東京都 有限会社海彦水産 篠崎店での、鮮魚小分け、宅配事業

東京都 ボーダー株式会社 中小企業のグローバル展開を支援するウェブサービスの販路開拓

東京都 ＭＳ　Ｋｉｄｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ オーダーメイド子ども用品販売拡大のためのＷｅｂサイト構築事業

東京都 あつまる不動産 住まいの安全・安心を学び実践するセミナーと地域交流会の開催

東京都 アークフィール株式会社 クレーン車体広告を活用した建設業従事者支援事業の活性化

東京都
株式会社ジャパン・エクスプレス・
チャイナ

貿易業のノウハウ・組織を活かした携帯アプリ新サービスの提供

東京都 株式会社Ｃｏｓｍｅｋｅｒ 新製品とブランドの認知度向上のためのサンプル配布大作戦

東京都 株式会社タック印刷 ＵＬ規格ラベルの営業ツール（カタログ等）を強化し、新規顧客獲得

東京都 株式会社ミルフィーユプラス 街で着られるアニメファション開発サイトのスマホ・外国語対応化

東京都 株式会社ＦＵＮ 賃貸不動産の新たな流通の仕組みを提案する情報サイトの製作・ＰＲ

東京都 廣井商事有限会社 近隣飲食店との違いで地域に好まれる店内改装および販路開拓

東京都
インディバ専門サロン　銀座イヌ
ディバ

銀座イヌディバ持続化の為の顧客の受け入れ体制と販売促進の強化

東京都 東京電子株式会社 「ＶＡＣＵＵＭ　２０１５　真空展」出展による電源装置販路開拓

東京都 株式会社ミューエムズ 高齢者が通いやすい店づくりとサービス開発で独自性を打ち出す

東京都 ｍｙ　ｏｎｅ　ｃｏｕｔｕｒｅ 日本製の和柄オリジナルストール製作と海外販路開拓

東京都 株式会社スパイラル デリバリー、事前注文受注のウェブサイト作成システム構築

東京都 アブログ合同会社 夏休み等、留学シーズンに合わせた広告宣伝でサービスの認知拡大

東京都 有限会社ジャムズ 介護事業者向けの販売促進事業

東京都 有限会社上久商店 下町の老舗肉屋の若返りのための内外装補修、ＨＰ・広報の刷新
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 株式会社チェレンジド 新規就労移行支援事業所「チャレンジド」の利用者（販路）拡大

東京都 株式会社ボーダレスシティ 旅行代理店専用飲食店立候補型予約サービス団タメ！エクスプレス

東京都 ｉｆスマイリング株式会社 砂町に高齢者のお客様むけお助け弁当事業

東京都 株式会社ＪＥＷＥＬＲＹ　ＭＩＳＨＡ 百貨店向けセミオーダーメイド型ジュエリーブランドの全国展開

東京都 株式会社Ｒｅ　Ｐｒｉｓｍ 親子コーチング＆企画戦略マインドマップ宣伝による顧客開拓

東京都 株式会社ＢＥＫＫＵ ３Ｆ個室のグレードアップによる新たな顧客層の獲得

東京都 株式会社Ｏｖｅｒ　Ｓｈｉｐ 自社ホームページ開設により２０～４０代のＯＬや主婦層の顧客獲得

東京都 株式会社Ａｍｏａ　Ｊａｐａｎ ジュエリー販売促進のためのフラワーカラー診断の普及、環境整備

東京都 有限会社真和 独自ブランドの産着の積極的ＰＲ活動

東京都 株式会社いしはらＴｏｋｙｏ 日本茶専門家による欧米人向け日本茶の淹れ方レクチャーサービス

東京都 有限会社中央バフ製作所 バフ独特の縫製技術を活かした布製品ブランド「ＢＡＦＦ」の販売

東京都 株式会社エヌエヌピー サイトリニューアルによるデジタルコンテンツの販促と新規開拓

東京都 ヴァルディア・ジャパン株式会社 「同人グッズドットコム」のリニューアルとスマホサイトの作成

東京都 株式会社キャストリーム ‘８周年感謝キャンペーン’による来店促進及び新規顧客の開拓

東京都 株式会社トラス シニアの生きがい創出「整理整頓・家事支援サービス」の実施

東京都 十全治療院 毛細血管顕微鏡導入による高度な健康トータルサポートサービスの提供

東京都 サヴァリ株式会社 ニッチ商品向けネットショップと委託販売サービスの立上げ

東京都 Ｌｉｅｎ　Ｖｅｉｌ 高齢者施設等でイベント開催及び商品提供による花事業の販路開拓

東京都 ボウズ（Ｂｏｏｏｏｏｓｅ） 正統派洋食を下町シニア層に快適空間で提供するプロジェクト

東京都 株式会社シャンテ 古民家再生による国際観光都市の創出

東京都 株式会社ＫＯＲＯＭＯＹＡ 外国人観光客向けの着物体験サービスの提供

東京都 株式会社東邦精機製作所 ３次元ＣＡＤ設計データを活用した新製品販促取組み

東京都 ロックゲート株式会社 製品ライフサイクルマネジメントプロジェクト

東京都 有限会社小張精米店 ファミリー層を中心とした若い顧客層取込みの為の店舗改装大作戦

東京都 株式会社ＭＥＮＯ１０ 健康的生活を推進するパワー水素をドラッグストアに拡販する取組

東京都
株式会社トゥワイス・リサーチ・イン
スティテュート

自社ウェブサイトの改良及び新規キャリア教育サイトの制作
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 ティー・フォー・ティー株式会社 声帯除去患者の会話支援アプリの開発・販売

東京都 株式会社氏家商店 食卓に魚を！ニーズに合わせた商品と販路の拡充

東京都 あさがお整骨院 商圏分析に基づくメディア・ミックス広告の活用による顧客拡大

東京都 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｓａｌｏｎ　ｂｙ　ＡＹＯＭＯＴ 「プライベートヘアサロン」の新サービス導入と店舗イメージ向上

東京都 株式会社繁盛塾 展示会出展による新規案件獲得事業

東京都 アントロワ 新サービスによる洋服を大量保有するアパレル店員への販路拡大

東京都
株式会社ＭＡＪＥＳＴＩＣ　ＣＲＥＡＴＩＶ
Ｅ

クラウドファンディングを利用した日本産アパレルの企画、販売

東京都 株式会社サムライウーマン 『まちのてらこや保育園＆アフタースクール（学童保育）』

東京都 株式会社千代田ミレット 配達販路拡大及び弁当製造能力と質の向上

東京都 ｆｅｅｌ　ｊｏｙ　ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ ＰＵＳＨ型＋ＰＵＬＬ型のダブルマーケティングよる売上強化事業

東京都 ＲｉＭコンサルティング 専門家ネットワークを活用した新たな顧客開拓及び新サービスの提供

東京都 美カルチャージャパン株式会社 農業女子プロデュース事業のブランドイメージの強化事業

東京都 株式会社エナジャイズ 海外人材採用サポートサービスの告知・販促活動

東京都 株式会社Ｃｏｃｏ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｊａｐａｎ 育児中の母親の雇用を生み出す、美容商材のＷＥＢショップの展開

東京都 有限会社ビバーチェ・ラボラトリオ 新メニューの開発と外国人向けメニュー本及び看板・チラシの作成

東京都 山本司法書士事務所 不動産を活用した相続ワンストップサービスの提供

東京都 有限会社電光少年団 模型用エアブラシ＆コンプレッサーセットの販路拡大

東京都 株式会社ブレインストーム ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ「波達」サーフブランドの販路開拓

東京都 一般社団法人外壁打診調査協会 ＤＭと動画を活用した外壁打診調査認定講座の販路拡大

東京都 株式会社エース・プランニング “業界初！新エコ素材製スウィングベビーラックの販売促進”

東京都 株式会社メディアビーコン 当社オリジナル商品「バイリンガル子育て」シリーズの開発と販促

東京都 グランドポント株式会社 新郎新婦向け「ウエディングカスタマーエージェント」のＰＲ事業

東京都 株式会社カッティングエッジ 小学生訴求のためのセット講座販売、及び速読イベントの開催

東京都 株式会社三共リメイク 健康環境に配慮した害虫害獣駆除機械の購入と新規顧客獲得

東京都 株式会社ＳＴＲＩＶＥ ライフスタイルをコンセプトにした財布ブランド事業

東京都 株式会社三島サイエンス 膝や腰の弱い高齢者が利用しやすくなる店舗改装
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 ＷＥＣ　Ｈａｉｒ まつ毛エクステンションのサービス提供による販路開拓

東京都 トライ・インフィニティ株式会社 飲食店の収益改善を目標としたライセンス販売による外食活性化事業

東京都 株式会社アルファ 自動制御可能な次世代ペンライトの開発と販売及びサポート事業

東京都 株式会社パイルアッププロダクツ アマチュア無線ニュースサイトのスマホ最適化

東京都 株式会社Ｄ－Ｓｔｙｌｅ 世界の感染症から身を守る当社オリジナル防虫ウェアの拡販事業

東京都 株式会社アトランティス 新たに開講するネイルスクールの受講者募集事業

東京都 手打ち蕎麦　藤二郎 里街連携の地域食材を活用したジャンボかき揚げによる集客向上

東京都 Ｎｅｗ　Ｌｉｎｅ 「マンガ」ソリューション普及のための戦略的プロモーション事業

東京都 カフェバー　プチプラム 『世田谷土産』商品の販路拡大および買物弱者対策の設備設置

東京都 株式会社メディア・ケアプラス 老人ホーム・介護施設向け新しい認知症ケアサービスの提供

東京都 樋口行政書士法務事務所
戦略的集客法を導入することによる、業務の組織化と効率化のマネジメントシ
ステムの構

東京都 ＡＩ　Ｃａｍｐｕｓ 社員が自分のクレドを作成する研修の助成金を活用した販路開拓

東京都
ファイヤーソリューションズ株式会
社

消防設備業向けＷｅｂシステムＦｉｒｅＮＥＴの新規ユーザー獲得

東京都 合同会社コラボ 富士山の湧き水を使用した水素水の海外富裕層・医療機関向け販売

東京都 株式会社プレシャス・マミー 講師別ＰＲサイト＆ｅラーニングシステム＆告知サイト構築

東京都 株式会社ピープルスクエアワン 動画活用した認知度向上によるアニソンシンガーコースの拡大

東京都 ＧＩオフィス Ｋｉｊｉｎブランディング・集客のためのホームページの一新

東京都
株式会社フェアトレードパートナー
ズ

販促による腕時計個人間取引仲介サイトの閲覧数ＵＰと成約率向上

東京都 渡瀬隆司 暗記しない、習慣化サポート型英会話スクールの知名度向上と商圏拡大

東京都 サイトセンシング株式会社 顔認識事業・行動計測事業・３Ｄモデル作成事業の販路開拓

東京都 株式会社日本パレード 「着せ替え自転車ヘルメット・カポル」の新パッケージ開発

東京都 株式会社ニコプロダクション 世界に一つだけのギフトカタログを作れる事業の展開

東京都 久田友彦 起業・創業者のためのシェアオフィス集客強化事業

東京都 丸平建設株式会社 丸平建設認知度向上プロジェクト

東京都 株式会社スタジオ・ガラ 日本の伝統的な素材と技術を生かした商品を国内外に販売する

東京都 株式会社クフ #NAME?

28 / 52 ページ



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

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 三宝株式会社 どんな手帳にもスッキリ収まる高級ペン世界進出の為の小冊子製作

東京都 ＫＴＧ　ｃｒｅａｔｉｏｎ 自社ブランド商品をライセンス商品としたＯＥＭビジネスへの展開

東京都 ＣＯＣＯＬＯＮＥ株式会社 通販・制作受注・会員サイト新設による顧客開拓

東京都 株式会社ヒューマンウェア 特産品ネット通販のパンフレット等の作成

東京都 株式会社フジキン光来 通信販売事業本格参入及び新商品開発における収益の拡大

東京都 合同会社ｃｔｌ ネット広報と店舗販売強化による安心安全食材商品の販路開拓

東京都 株式会社オクタル・ジャポン デモ用セーフティ・エコドライブ・シュミレータの改修と販路開拓

東京都 アソシエイツ株式会社 水処理プラント販売会社としての海外認知度向上と営業展開

東京都 エコノミックインデックス株式会社 ビッグデータ分析サービスの販促用お試し版Ｗｅｂサイト提供事業

東京都 星のれん
発酵食品ブランドの新規立ち上げに伴う新商品開発と、それに向けたブラン
ディング戦略

東京都 株式会社アボード 硬質フェルトを使用したキッズ家具・雑貨を開発・販路開拓

東京都 スマイルデス株式会社 訪日外国人向け小売店活性化のための外国人留学生の派遣事業

東京都 有限会社ヴィジョン 「入居者が笑顔になる部屋の提供」をオーナーに訴求する広告の作製

東京都 赤羽総合法律事務所 事務所移転に伴うホームページ刷新

東京都 株式会社ＴＧＩインディペンデント 「動画就活サイト」会員向けＰＲ機能強化開発

東京都 株式会社アローブ・クラウン 弊社独自のファッション性の高い義足の開発と製造販売の開始。

東京都 株式会社イリオス 新規エンドユーザー向けサービスの広告宣伝事業

東京都 株式会社五十嵐繁勝工務店 城東地域ＮＯ１工務店の「家造りに失敗しない人をなくそう作戦」

東京都 ＢＩＧ　ＴＡＧ　ＪＡＰＡＮ株式会社 新規事業におけるお土産品ネット販売システムの構築・商品企画

東京都 株式会社リユースクロージング ＥＣサイトリニューアルによる消費者の購買利便性の向上

東京都 モリモト特許商標事務所 特許異議申立制度による新市場における新規顧客開拓事業

東京都 ダブル・ピー株式会社 ショッピングサイトで福祉機器や聴覚障害関係書籍ＤＶＤ等の販売

東京都 有限会社山内デザインプラス
都内人気カフェや自社のオリジナル製品（テーブルウェア＆ハウスウェア）の開
発

東京都 目黒・白金法律事務所 弁護士及び事務所の知名度向上による業務拡大

東京都 株式会社スタイルワン オリジナル製品専用ｗｅｂカタログによる販路拡大事業

東京都 株式会社アップライト 集客のための広告出稿及びボルダリング大会の開催
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 株式会社ＹＵＩＭＡ　ＮＡＫＡＺＡＴＯ ３Ｄプリンタで製作するローエンド商品のオンライン販売

東京都
有限会社ＳＨＩＮＯＳ　ＡＭＰＬＩＦＩＥＲ
ＣＯＭＰＡＮＹ

小型真空管エフェクターの開発・販路開拓

東京都 株式会社ｉ－ｃａｆｅ 水素水による水耕栽培プランターの設置と告知

東京都 株式会社１３７ 緊急時情報伝達システムの試作開発とＷＥＢのリニューアル更新

東京都 ジョイント セット面増設及びパンフレット作成による来店者数増加の実現

東京都 あおもり湯島 青森郷土食材の魅力を発信するための店内改装

東京都 株式会社伊藤バインダリー 自社開発文具商品の海外販路拡大事業

東京都 有限会社清水商店 「江戸くみひも」のブランド育成・販路開拓事業

東京都 株式会社アシストクリップ 合同展示会の出展を通じて大口発注及び継続発注の望める販路開拓

東京都 合同会社ミカミ商会 買い物弱者（高齢者・引きこもり等）への無料買い物代行サービス

東京都 有限会社共栄電器　加藤店 目黒平和通り商店街“ほっこりブランド”の開発と販路開拓

東京都 ＳＣＭ 整備工具機器の充実とデモカー設置による新規顧客開拓

東京都 エドコンサルティング株式会社 中小企業向けマイナンバーセキュリティサービスの開発及び拡販

東京都 株式会社日米商会 デザイン性塗料の販売促進

東京都 株式会社ブルーテラ 犬の飼育環境を向上させ、人と犬との豊かな共存を図る事業

東京都 ファッションリンク株式会社 新商品のサンプル制作並びに合同展示会への出展をしたい

東京都 ＪＰファクトリー（個人） フランス家庭料理のデリカテッセン＆イートインへの業態転換

東京都 ロマネス神楽坂 独自開発商品の販売強化と休眠客の掘り起こし事業の展開

東京都 株式会社ＧＮＨ オリジナルベビーリングのネット通販サイトの構築とＰＲ・販促活動

東京都 株式会社飛鳥 プロレススクール開始による地域貢献と販路拡大

東京都 株式会社手話あいらんど 手話のイメージアップと教室拡大を目指すホームページ補強事業

東京都 美容室　Ｌｅｖａｎｔ 弱酸性美容法ベルジュバンスのヘアエステ＆フットエステ同時施術

東京都 仰星進学ゼミ 新規入塾生募集事業

東京都 にしおぎおぶち ＨＰ等作成による本格和食居酒屋の周知と若い女性客の取り込み

東京都 株式会社プレイス 『界面活性剤削減技術』による肌に優しい化粧品の販路開拓事業

東京都
有限会社シュウワールドトレーディ
ング

日本では希少なブルガリアのトロヤン陶器を全国に拡販する事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 株式会社富士京サービス 当社独自手法の簡易リフォームによる空き家再生リフォーム事業

東京都 株式会社リタ・コーポレーション ハラル認証取得の安全・安心なノンアルコール高機能除菌水の普及

東京都 有限会社丸屋呉服店 和装小物で健康改善－呉服屋の新商品展開事業

東京都 株式会社藤ダイレクト 挨拶状等印刷発送サービスと名刺プロデュースの事業化・販路開拓

東京都 株式会社さがら 子ども用木製家具の新規販路開拓（展示会出展）

東京都 株式会社ＫＫプロフェッショナル 六本木けやき坂ゼミナール（体験型セミナー）実施

東京都 株式会社コア 外壁打診調査サービスのホームページ強化による販路拡大

東京都 マイ・ヒストリー 自分史の広告・営業手法確立およびＥＳサービスの認知向上

東京都
株式会社ポジティブストローク研究
所

女性用ファッションウイッグの開発、販売システムの構築

東京都 株式会社アンシャンテ 既存Ｗｅｂサイトを活かした見込み客開拓ツール「ここＭｏｔｔｏ」の販売

東京都 株式会社丸金 大豆・豆腐製造関連商品の一般消費者と外食産業への販路開拓

東京都 トレッド株式会社 学習塾向け教育ソフトウェア「ＢＲＩＱ」の販路開拓

東京都 有限会社ルズ 世界に誇るＭａｄｅ　ｉｎ　Ｊａｐａｎの香水を！

東京都 株式会社デュース・テクノロジーズ 安全・安心の見守りビーコンシステムの開発とパッケージ販売

東京都 クレステートリサーチ株式会社 資産情報共有システムの開発

東京都 株式会社ダブルフォックス 寝ている間にしっかりケア、究極のながらパックの開発・販路開拓

東京都 株式会社カネトミ 外国人旅行者向け自社製品の販路拡大としての展示会出展

東京都 株式会社フェアーオーシャン 主に個人間におけるチケットの再販・二次流通事業

東京都 漢フードコーポレーション株式会社 中華料理の出前及びこれに伴う販売促進

東京都 サンクジャパン株式会社 『ろくたす』で『Ｏｎｌｙ　ｏｎｅ　ｒｏｏｍ』をつくるプチリノベ事業

東京都 株式会社ＪＭＳ 新サービスＰＲ用ＤＭ作成とより使いやすいＨＰデザインへの更新

東京都 ○嶽 新規顧客獲得に向けた認知度向上事業

東京都 株式会社お雑煮やさん お雑煮マーケット流通元年。販路拡大ＰＲ事業。

東京都 スペインバル　Ｇｒａｃｉａ 店舗改装・来店促進ＤＭによる会員の再来店率の向上

東京都 株式会社Ｓｕｎ・グループ ＥＣ事業開業者に対するネットセキュリティ対策機器の販売事業

東京都 キッズルーム北小岩 保育所内の庭の整備工事による、労働環境改善とベビーシッター売上ＵＰ
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都
ノオト建築設計舎　一級建築士事
務所

ノオト建築設計舎の新規顧客開拓事業

東京都 イーアス不動産株式会社 地域向け・ネット顧客向け【親切で質の高い無料サービス】の広報

東京都 株式会社メクセル 集客力を高めるためのＷｅｂページの開発、および販促施策の実施

東京都 株式会社ＳＥＲＥＮＤＥＣ Ｗｅｂ運営の効率化を図るアクセスログレポート自動生成システム

東京都 多田ゆり子行政書士事務所 シングルマザーの自立を支えるメンタルケアと就業支援

東京都 合資会社創慧研究所 シニア人材と中小企業をつなぐビジネスマッチング事業展開

東京都 株式会社アマーイズ ・「心技体」から企業を応援！「健康研修」の提供

東京都 パズル楽園 新講座の開発・生徒の成長の可視化・保育園児の送迎サービス導入

東京都 株式会社にじ 「にじ中野坂上」における見込み客確保と就労支援の教材確保

東京都 エントレ株式会社 ホームページ制作と継続的インターネット広告による販売促進事業

東京都 日本エムテクス株式会社 吸水性ある卵タイルによるバスマットの開発と販売

東京都 株式会社ケアスパ 新規顧客獲得を目的としたペット向けオーラルケアサービスの開発

東京都 ＯＹＣ株式会社 アパレルブランドメーカー特化型カタログ作成サービスの販路開拓

東京都 合同会社ＫＩＲＩＥ オーダーメイドスマホカバーの説明動画の制作（ＣＥＯ対策含む）

東京都 玄米菜食　米の子 ベジタリアン向け玄米ベースのパーティプランメニューの販促

東京都 株式会社アルーシャ エシカルジュエリー、寄付型商品のネット販売調査

東京都 株式会社サンエイチ 『ダイレクトメールにて未受注業種への売上拡大事業』

東京都 クローゼット 髪質改善トリートメントの多様化と新たな施術メニューの開発

東京都 株式会社ＮＢＳキオスク＆サービス コンティニュイティの当社オリジナル商品グリーンパンの販路開拓

東京都
Ｄ・Ｉ・Ｏエンターテインメント合同会
社

経産省ジャパン・コンテンツ・ショウケース出展と海外展開事業

東京都 ＥＳＪ 創業者・二代目経営者経営力強化プログラムの実施

東京都
株式会社Ｓｅｖｅｎ　Ｒｉｃｈ　Ａｃｃｏｕｎｔ
ｉｎｇ

飲食店の新規クライアント開拓、クラウド会計の強化

東京都 株式会社ＡＳＳ ホームページ更新、広告を活用した顧客獲得

東京都 ＡＶＡＮ　ＣＬＡＳＳＩＣＯ 働く女性と外国人駐在員にオーダーシャツの販路開拓

東京都 Ｐｌａｔ　ｈｏｍｅ 「手作り」感覚で自分らしい住まいを手に入れる！一連のサービス

東京都 有限会社美笠工芸社 出張鉢植え回収・植替えサービスとバルコニーの教室開催
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都
株式会社マサ・ビューテイ・カルチ
ア

子育てママの「美（び）ママ」化に向けたメニュー開発・顧客開拓

東京都 ノースフィールド株式会社 天然素材を使ったタキシードレンタル事業展開による新規顧客開拓

東京都 江原　秋子 働く女性のための働く女性による家事代行サービスの人材育成事業

東京都 さくらんぼ 昔ながらの味を話題と安心でお客様のもとに届けよう事業

東京都 株式会社エムプロット フリーランスの施術者を応援するレンタルスペース事業の拡大

東京都 株式会社トランスコア
土砂移動検知ＩＣタグカプセルセンサー及び長距離ＺｉｇＢｅｅ無線伝送システム
の拡販

東京都 有限会社アロマファーム ネットでの小売販路拡大・自社農園活動アピールと作物直送

東京都 株式会社アメイジング 雑誌電子版等のタイ語化による商圏拡大と来日集客力の獲得事業

東京都 株式会社阿路亜 クールジャパンを体現した和紙を用いたファッションの発信

東京都 株式会社ＩＰ　Ｑｕｅｓｔ 知的財産調査に伴う調査員獲得のためのＰＲ、顧客獲得のための販路開拓

東京都 フォトン株式会社 ノベルティ作成アウトソーシング及び展示会出展トータルサポート

東京都 白鷹ソース株式会社 ネット通販の訪日客向けＢｔｏＢ及びサイト強化・紙カタログ作成

東京都
有限会社サンキュー　店名ウォー
ターブルーカフェ

ストアコンセプトの明確化と市場浸透を通じた新規顧客開拓

東京都 スキルパートナーズ株式会社 半製品活用による低価格Ｗｅｂコーディング事業の販路開拓

東京都 ＯＲＺＡ 海外進出する日本女子に和の文化を教える即席大和撫子講座の展開

東京都 ＩＣＡ（アイカ）株式会社 ペットキュレーションサービス『キャドック』における広告・宣伝

東京都 株式会社スリーワイズエステート 夜間でも明るく観やすい店頭広告のＬＥＤ照明化

東京都 株式会社ＢＯＡ シニア力で保育の人手不足解消を図るグランドシッター養成紹介事業

東京都 株式会社テンペストスタジオ 映画マーケット進出のための高品質音響コンテンツプロモーション

東京都 居酒屋　赤羽市場 店舗改修工事による売上拡大、新規顧客開拓

東京都 有限会社ガーデン 「安心な食」と「勇気づけ」による心身の健康サポート事業の販路開拓

東京都
株式会社上総屋旅館（ホテルかず
さや）

外国語ホームページの多言語化と内容強化、充実を計る。

東京都 株式会社ａＮｍｏｄａ 日本発ファッションブランドの立上げと販路開拓

東京都 株式会社ドウキャリー 近隣中小事業者からの運送直受注の開拓

東京都 酒井税理士事務所 女性起業家支援事業進出に伴う販売促進強化

東京都 葵プラクティス株式会社 集客力を高めるためのゴルフ治療ＤＶＤ制作とメールマガジン開設
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 ヒサエ・スタイル株式会社 生活習慣病予防のための文武両道健康法（Ｒ）の販路開拓

東京都 株式会社日本トロン開発協会 トロン温泉体験入浴施設内の機器・設備に対する寒冷地仕様への改良

東京都 あんストーリー 経営者・個人事業主のプロフィール・本の作成の販路開拓

東京都
ピーワークスプランニングオフィス
株式会社

アンチエイジング催事企画実施とＨＰでの物販と情報発信強化

東京都 株式会社シュガープラス 米ヌカ油新商品の開発と販路拡大

東京都 株式会社石文社 お墓のあるべき姿を見直すための「石塔」の写真展による市場開拓

東京都
一般社団法人子育てデザイン総合
研究所

「顧客との接点になっている自社ウェブサイトの全面リニューアル」

東京都 八鶏（エイトバード） 比内地鶏の新メニュー開発とＷＥＢ広告による新規顧客開拓

東京都 ＤＹＮＡＵＤＩＯ　ＪＡＰＡＮ株式会社 東京デザイン製品展出展による販路拡大

東京都 株式会社ＭＣＣＡＲＩＮ オーダースーツの販路拡大

東京都 株式会社アンブルーム 中小企業向けのオリジナルアプリ開発サービスの販路拡大

東京都
メディカルサポートスクール株式会
社

食の知識を生かした細胞美食講座のオープンと女性起業支援

東京都 ガモン・オフィス 海外拠点を活用し高品位小規模繊維素材を海外に展開する事業

東京都 サニーソウル ブランド力で売上を上げる新サービスの販売促進

東京都 株式会社ハナマルワークス フレンチ弁当の開発・販路開拓

東京都 株式会社七セント半 ナイトウエアブランドの認知度アップと販路拡大

東京都 二松電気株式会社 楽器用デザインケーブルの開発・販路開拓

東京都 株式会社ＣＡＲＮＡ　ＶＩＶＩＤ 水素水レンタルサーバーの個人及び法人新規販路開拓

東京都 ＣＡセレクト　酒井亜里佐 シニア世代へのエステ・リラクサロンメニューの開発・販路開拓

東京都
株式会社神谷プラスチックス製作
所

オーダーメイドで作る自転車スタンド「アルステージ」の販促活動

東京都 株式会社ソフィックス 自社パッケージの認知度向上による販売拡大

東京都 株式会社ケンズコーポレーション 日本初の女子中高生向け学校指定化粧品の販路開拓事業

東京都
オーダーメイドリラクゼーションサロ
ンｍａｈ（マー）

世田谷区の子育て女性の育児ノイローゼ予防プログラムの促進

東京都 株式会社Ｓｕｉｔｅ 新サービスを開発しホームページを活用して発信

東京都 健康ドラムスクール大山 認知症予防と身体能力の改善プログラムの導入

東京都 ＩＢＣ（アイビーシー） 美容業界初！酵素ローション（化粧品）での販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 ローズハウス 設備改善とＨＰリニューアルによるシェアハウスの新規顧客獲得

東京都 Ａｒｔｅｍｉｓ株式会社 愛犬のケアサービス販売促進でドッグカフェの認知度向上

東京都 株式会社フォースタイル オンライン心理診断サービス立ち上げ

東京都 明友建設株式会社 大規模リフォームを実施したモデルハウスで契約促進する

東京都 株式会社シンク 会員管理、エントリーシステム開発によるスポーツ／ラン参加の拡大

東京都 株式会社ＤＭＣ東京 グローバル人材育成研修メニュー充実と営業強化による顧客拡大

東京都 株式会社優美 オムツケーキ・子供用品のインターネットサービス業

東京都 株式会社ｉＣＬＩＰ 新パッケージのリサーチ及び見込客開拓ランディングページの構築

東京都 株式会社エージーリミテッド 製品ブランドＨＰのリニューアルと多言語化による海外販路開拓

東京都 Ｔ２スタジオ 写真の魅力を気付かせて新たなニーズを発掘するパンフレット製作

東京都 合同会社ＦＩＤＣＯＭ 全８００種を用意するワインとそれに合うディナーのＰＲ

東京都
株式会社スタイル・アンド・カンパ
ニー

実店舗新設・新規商品開発による売上向上と新規顧客の獲得

東京都 株式会社アドアーツ 思わず手に取りたくなる特殊加工デザインの魅力を発信・販路開拓

東京都 株式会社革芸人 高級爬虫類皮革オリジナル製品の、インターネットによる販路の拡大

東京都 ＭＪＰ株式会社 農業ワールド２０１５への出展による農業用ハウスの販路開拓

東京都 ブランニュウスタイル株式会社 家事代行マッチング『タスカジ』のシニア市場進出に向けた展開

東京都 有結（あゆ） テーブル茶道の全国展開と茶道具「お家ｄｅ茶道」の普及

東京都 ＣｙｂｅｒＨｏｒｎ株式会社 小規模事業顧客・個人事業主へのインターネット広告運用支援事業

東京都 株式会社ＴＹＫ 野外パーティ向け飲食メニュー（通販）の開発・事業強化

東京都 株式会社タイニーコーポレーション ウェブサイト作成及び、固定客獲得の為の内装改修工事の実施

東京都 株式会社ウィルスペース 働く女性に向けたマンション購入を促す自社ホームページのリニューアル

東京都 株式会社九華 アパレルと日用品の要素を兼ね揃えた新アクセサリーの販路開拓

東京都 蒲田串焼家　昭和横丁 店舗内外装工事及びメニュー開発による集客・誘客力強化事業

東京都 さやか行政書士事務所 インドネシア人との国際結婚手続サポートサービスのＰＲ事業

東京都 株式会社トロア
しあわせグラノーラのアルミパッケージ化による試作パッケージデザインと販促
物・ＷＥ

東京都 Ａｅｓｔａｓ（エスタス）株式会社 顧客拡大のためのブランディングとＰＲ及び厨房の整備と店内改装
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 伊藤製作所Ｃｅｌｅｓｔｅ（セレステ） 新商品「Ｔｒａｄｉｔｉｏｎａｌ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　ｃｒａｆｔ」シリーズの開発と販

東京都 有限会社三栄美術印刷 ＡＲ動画付コマ広告チラシの制作・配布（小松通り商店街）

東京都 株式会社オリタニ ハンガーのコミュニティーを利用した高付加価値商品の販売計画

東京都 株式会社スターダイバー 憧れの作家と協力に繋がるクローズな場を提供するサービスの拡販

東京都 アットナビジャパン株式会社 ベトナム人の日本正規雇用を活性化するための事業

東京都 中真整体院 ネット広告による、外反母趾専門整体のモニター募集・新規顧客獲得

東京都 宝谷社会保険労務士事務所 海外勤務者の労務管理セミナーの開催及びホームページ作成

東京都 有限会社ＲＡＮＧＥＲ スポーツトレーナーによる健康志向者向けキックボクシングの拡販

東京都 有限会社劇団銅鑼 仮設客席の改良・設置、車椅子対応のスロープの設置

東京都 西小山カイロプラクティックりま 近隣の女性層への認知度アップのための広報強化、販路開拓

東京都 有限会社ハッピーフェイス
インテリア雑貨のオリジナルブランドの知名度アップと販路拡大、新商品の開
発。

東京都 株式会社ディー・グラフィット 案内掲示板やステッカー等の防災印刷物の拡販事業

東京都
慈心舎（マイトリーマインドアカデ
ミー／じしんしゃ）

スマホ対応Ｗｅｂで応援する個人向けお気軽心理カウンセリング

東京都 ブリリアンス東京 人材育成コンサルタントと連携したアイラッシュビジネススクール

東京都 株式会社ナウケミカル 葛飾ブランド認定「光輝性顔料ナウカラー」の販路開拓強化

東京都 株式会社オリジネィション ＩＴプロジェクト見える化ツール「ＥＰＭ　Ｂａｅｓ」の販路開拓

東京都 ＦＥＬＩＣＥ 最新全身エステマシン（コラーゲンマシン）の導入による顧客開拓

東京都 株式会社ラクテンポ 地域活性化飲食イベント「食べないと飲まナイトｉｎ神楽坂」開催

東京都 株式会社トランスコード ブライズメイドの文化を輸入、レンタルドレスの販路開拓

東京都 株式会社フタバゴルフ ＳＵＲＦ＆ＴＵＲＦ　最高にリラックス出来る練習場作り

東京都 株式会社セゲ・エンタープライズ 大都市以外の保険代理店、治療家に的を絞った経営コンサル。

東京都 株式会社ホシナ設備 水素式漏水探知機（バリオテック４６０）を前面に打出したＨＰ製作

東京都
オヤマツデザインスタジオ株式会
社

リノベーションのトータルプロデュースに特化したサービスの展開

東京都 アスリートライフプランニング 認知度アップ＆売上アップの為にブランディングされたＨＰの構築

東京都 Ａｉｌｅｓ　ｄｅ　Ｖｅｎｕｓ株式会社 ブライダル雑誌の特集広告で「Ｖｅｎｕｓ　ｍｅｔｈｏｄ」をＰＲ

東京都 日本橋　花見月 情報発信と設備改善による「ゆっくりと和食を楽しめる」店づくり
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 東和商事株式会社 製品カタログの統一と訴求内容改善による販路開拓と既存先深耕

東京都
税理士法人サンク・アンド・アソシエ
イツ

インテグラルサービスの告知ツール製作

東京都 ＤＯＣ　Ｊａｐａｎ株式会社 日本発の機能性化粧品原料を全世界に向けて販路開拓をする

東京都 株式会社ｐｈ 着物ヘアセットメニュー導入、設備補充、及び新たな顧客の取り込み

東京都 株式会社コネクティル 女性在宅ワーカーが活躍できるＩＴシステム開発・運用事業の販路拡大

東京都 カウンセリング心樹 音楽療法を取り入れたカウンセリングサービスの構築及び周知

東京都
ライブロックテクノロジーズ株式会
社

モバイル通信機器の販売促進事業

東京都 ロマージュ株式会社 ライフスタイル型スポーツウェアの開発事業

東京都 有限会社コガイ電気商会 地域家電店サービス・コンセプト認知浸透事業

東京都 株式会社ピュアリンクス 驚異的な急速分解で嫌な匂いを消す新製品の販路拡大

東京都 相澤絵美 社員に対するマッサージ施術及びセルフマッサージの指導

東京都 株式会社稲葉 既存資源を活用した新たな商品開発によるネット販売事業

東京都 株式会社ＳＯＰＨＩＡ 動物用サプリメントの新製品の開発とペット産業における販路拡大

東京都 Ｒｅ－ＢＯＲＮ株式会社 整骨院での新治療メニュー充実とイメージ改善による顧客開拓

東京都 株式会社Ｓｋｙ　Ｗａｌｋｅｒ 増加する要介護の患者に向けた訪問鍼灸事業のプロモーション強化

東京都
株式会社マーケティングジャンク
ション

動画コンテンツサービスの開発及びセミナー開催による売上拡大

東京都 株式会社マルチプル 高齢者向けにタブレットを使った認知症予防講座の開設で販路拡大

東京都 栄新テクノ株式会社 ウェブサイトからキュービクルの受注を得るための販促対策

東京都 株式会社ＣＳＳ ダイレクトメールによる新規フランチャイズ加盟見込客開拓

東京都 有限会社ビーンズ 女性客獲得に向けて新メニューの開発、トイレの改装

東京都 ａｎｔｙｍａｒｋ合同会社 デジタル・サイネージ事業の告知・宣伝

東京都 ユアブライト株式会社 弊社提供の研修を導入した介護事業者様の事例告知事業

東京都 株式会社レーベン 子どもと子育て家庭への栄養バランスの摂れた食事宅配事業

東京都 株式会社ＬａｎｄＣｈａｏｓ 小規模事業者対象のＡＳＥＡＮビジネス・ブリッジサービス事業

東京都 株式会社６７Ｂａｓｅ アート作品のリース事業による若手アーティストの育成

東京都 株式会社オフィスフローラン パワハラ・セクハラ防止のための企業向け研修事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 ナラティブ株式会社 サービス内容の見える化による販売促進、薬剤師のスキルＵＰ

東京都 有限会社坂一企画 安心・安全な野菜を子育て世代に提供

東京都 サイバークルー株式会社 日本起業家倶楽部　コワーキングスペース事業

東京都 株式会社トゥーブリッジ ベトナム販路拡大希望企業に向けたテストマーケティング

東京都 株式会社ワンプラスワン 集客率×成約率を強化・連動させたマーケティング戦略の実行

東京都 ＭＩＧＲＡＴＯＲＹ オリジナル什器の開発・販路開拓

東京都 株式会社ＷＡＣＣＡ　ＪＡＰＡＮ 伝統産業「和紙」に触れて体験・ニーズ拡大の為の和紙製品展示会

東京都 アトリエフェリーチェ ＨＰリニューアル及び女性向け写真教室の動画配信システムの構築

東京都 ＡＴＳＵＳＨＩ　ＮＡＫＡＳＨＩＭＡ ファッションショー、展示会の出品・新規坂路獲得

東京都 株式会社加藤硝子店 わかりやすい開口部リフォームパッケージの開発、販売

東京都 株式会社サートプロ 企業向けプレゼンツールＰｒｅｚｉの教育・確認テストの販売促進

東京都 しながわ税経事務所 地元企業に補助金情報を定期的に提供して顧問先を増やす事業

東京都 ＭＩＳＡＷＡ＆ＷＯＲＫＳＨＯＰ 靴作り教室の生徒獲得のためのＰＲと設備の充実

東京都 株式会社サポートラボ 独居高齢者向け電話コミュニケーション事業の普及と顧客獲得

東京都 株式会社ＭＧＴ 「ネットショップ八ヶ岳村」サイト認知度向上、商品ラインナップ拡充

東京都 株式会社双竜 基礎工事のリスティング広告による集客

東京都
株式会社ザ・ブルーマーズフィール
ド

企業・社会人向けの「表現指導・講演」の広報事業

東京都 有限会社木崎オートサービス 検査体制強化・タイヤサービス補完による地域１番店への取組

東京都 レヴェーユ・モリクボ 羽毛ふとんと綿ふとんを新品同様にするリフォーム事業

東京都 有限会社北野増田屋 リーフレット（パンフレット）の制作・配布

東京都 有限会社楽善堂 外国人向けの印鑑、外国人名印鑑の販路開拓

東京都 株式会社メイズ 海外販路開拓とそのための準備事業

東京都 株式会社やましたグリーン チラシ、移動式看板及びホームページ見直しによる販路拡大事業

東京都
全国ボート免許更新センター株式
会社

営業活動による損失顧客の補填、販路拡大事業

東京都 北前廻船紀行　けいの家 八王子の「採り直」野菜と十勝産直メニュー刷新とその広告宣伝

東京都 合同会社タカナワ香堂 自社オリジナル化粧品ブランド「Ｏｊａｓ」の販売促進・販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 合同会社クラウド・ブリッジ 「取付簡単！海外からの宿泊予約取込み機能」のシステム開発

東京都 有限会社根来商店 配達需要喚起のチラシ作成・配布による新規顧客開拓

東京都 アモスト株式会社 ＥＣサイトにおけるキーワード広告等による新規顧客獲得

東京都 株式会社アトラス広告社 デジタルサイネージ「ＰｉＰｉｔ－ＶＩＳＩＯＮ」拡販のためのＷＥＢサイトリニューア

東京都
株式会社セキュリティハウス西東
京

会員制防犯機器卸売サイト構築事業

東京都 ｃｏｃｏ　ｄｅ　ｃｌａｓｓ 「高齢者の健康に花を用いた認知症予防の為の保健師監修プログラム」

東京都 Ｃｈｉｅｎ　ｄｅ　ｃｈｏｕｃｈｏｕ スマホユーザー取込みによる販路拡大

東京都 株式会社スーパーゴールド インターネットストアによる不用品等の委託販売サービス

東京都 株式会社後藤自動車 未開拓の車検分野の開拓と車検デリバリー計画の導入

東京都 ｖｅｇｇｉｅ　ｆｏｏｄｉｅｓ 特定原材料（アレルゲン）不使用のアイスクリームによる販路開拓

東京都 澤田社会保険労務士事務所 「業績向上のための新しい人事制度構築支援コンサルティング」

東京都 デザートローズ 新商材オリジナルウェア開発での衣料分野進出による販路開拓

東京都 アークスクェア株式会社 家庭用ロボットの活用による「スマート・ハウス」市場への参入

東京都 有限会社アルキ造園設計事務所 特許申請済の狭小墓地の販路拡大のための広告事業

東京都 株式会社ＮＴＵ設計室 受注後毎日更新する三角（施主・建築家・施工者）日記の開発運営

東京都 合同会社　武蔵境洗濯工房 晴れのち晴れ武蔵境店の広告宣伝による認知度向上

東京都 ｎｅｒｏ ライト付看板を活かした夜間のサラリーマン・外国人への販路開拓

東京都 株式会社リボン 認知度向上を目的としたチラシ制作と容器、お店の案内制作。

東京都 株式会社ＣＯＡＲＯＯ ＥＣサイト環境の最適化とライセンサー主導の店舗営業への切り替え

東京都 有限会社東京修復保存センター “スマファイ”の販路開拓

東京都 株式会社柊 建築材を再利用した再生パレット・梱包用木材の開発

東京都 株式会社荒沢屋 ホームページを活用した旅館と飲食店の魅力発信

東京都 ＶＥＲＴＥＲＥ合同会社 奥多摩オリジナルビールの開発及び販路開拓

東京都 株式会社アサップシステム 短距離走タイム計測装置の製品化に向けた改良

東京都 栗原商店 「羽毛リフォーム」事業での新規顧客開拓

東京都 有限会社創研教育研究所 世界に通用するグローバル人材を育てる小学生の英語育成事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 有限会社司翠館 宴会場増築による新規団体客の獲得

東京都 マイナー堂レコードショップ レコードショップ・マイナー堂・粋活ネット／演歌でゴー

東京都 つぶあんカフェ 観光客向けの販路拡大のための情報発信強化

東京都 東京計測株式会社 ヨットハ－バ－等おけるパワ－ポストの開発による販路の拡大

東京都 有限会社やまとフードサービス 東京都産食材使用！「地産地消弁当」の開発、買い物弱者の方用販路開拓

東京都 カフェ・レストラン　てくたく 店先販売の通年化の実施

東京都 株式会社福の井 事務所の店舗化と訪問販売強化による買上率向上と新規顧客開拓

東京都 株式会社まちづくり立川 地元デザイナーとの協働による農産物加工品のバリューアップ事業

東京都 有限会社ディーオーアイネット 情報漏えい対策ソフトウェア製品の拡販

東京都 有限会社ディップル 授業集中のためのパーテーション及びチラシ作成・配布

東京都 やぶそば 宅配メニューの販売促進強化

東京都 のんしゃらん食堂 離乳食カフェ開設とまぐろ燻製の開発に伴う店舗整備と広報活動

東京都 合資会社　Ｗｉｎ－Ｗｉｎ メディカルフットケアを柱とした高齢者向け美容サービスの強化

東京都 ブーランジェリーＡＹＡＫＡ 地産食材の新商品開発及びインターネット通販での販路拡大

東京都 株式会社ばさら厨房 オイスターバー「牡蠣ＢＡＳＡＲＡ」の認知度および集客力向上

東京都 府中書房 読書・交流体験イベントによる新規顧客の獲得

東京都 サイクルショップ　セキ 「見せる自転車整備・修理工房」への改装による販路拡大

東京都 株式会社シンクハピネス 地域の方達がフラッと立ち寄れる訪問看護ステーション

東京都 ほぐし手や 新サービス（メンテナンスプラン）をＷＥＢ広告を使い宣伝する

東京都 らーめん武蔵堂 夏季限定一押しメニューｄｅ来店客ＵＰチャレンジ

東京都 株式会社ＦＩＸＡ 釣果記録アプリＡＮＧＬＥＲＳユーザー獲得のための宣伝強化

東京都 株式会社太陽光 展示器による組立、設置方法レクチャーの実施

東京都 こすもゼミナール 地域の高齢化を踏まえたシニア英語教室の広告宣伝

東京都 株式会社デジタル・クレスト 病院待合室のテレビに文章を表示する装置の認知度向上と拡販

東京都 ＭＩＸＳ 「任意保険」「法令点検」「安全」アピールによる販路拡大展開

東京都 バルコンヌリミテッド 新規ブランドの立上げの開発・販路開拓
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

東京都 有限会社アーリーバード 質の高いスタッフの育成の強化と新規派遣先の開拓を実施

神奈川県 Ｐｌａｉｓｉｒ（プレジール） 独自のヒーリングピアノセッションを提供する空間作りと販売促進

東京都 株式会社ＯＰＥＮ　ＳＥＳＡＭＥ 思考過程重視の数学・理科関係の参考書出版による、理数教育強化事業

東京都 株式会社ハマノヤ 有料老人ホームの入居者に高齢者向け商品を販売する出張コンビニ

東京都 株式会社足幸 ゴルフ練習場におけるフィートインデザイン販売イベントのＰＲ

東京都 株式会社鈴木工務店 パッシブデザインの家プロモーション活動の充実で成約率向上

神奈川県 株式会社花実樹 ≪水やり頻度低減≫鉢キャップの開発と量販店への販路開拓

東京都 クロイツェル ドイツワイン・ビール販売促進及びドイツソーセージの拡大展開

東京都 ＧＲＡＣＥ（グレース） ＷＥＢ・パンフレットによる結婚相談所の新規顧客開拓事業

東京都 合同会社七海交易 激辛唐辛子の国内栽培と加工による国産商品化事業

東京都 株式会社多摩総合研究所 住民参加型地域情報誌の発刊事業

東京都 ケースタイルオート 高級外車にターゲットを絞ったトータルリファイン事業

東京都 株式会社ブリクセン
ネットワークカメラを活用したセキュリティ（監視、見守り）・遠隔医療・介護シス
テム

神奈川県 株式会社銚子屋 海外顧客獲得の為、外国語版ウエブサイト作成事業

神奈川県 日研株式会社 自社オリジナル開発コーティング剤『セラミカ』の販売促進活動

神奈川県 産後ヘルパー株式会社 販路拡大のための新営業拠点設立と法人開拓、ネット販売による新展開

神奈川県 ユニス株式会社
体質等から発生する臭いを緩和する新商品の開発と特殊既存製品での販路
開拓

神奈川県 筆友会　ふでともかきかた教室 新規開講に向けた市場調査・知名度向上と人材育成

神奈川県
株式会社Ｗｉｎｄ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｐｒｏｄｕｃ
ｔｓ

耕作放棄施設等を利用した次世代型農作物栽培装置の製造

神奈川県 株式会社フロウ 新たなビューティメニュー開発と地域スクールコミュニティの創造

神奈川県 ＬｉＭＥ株式会社
スマートフォンで顧客管理を行う美容師向けのアプリ「ＬｉＭＥ　Ａｐｐ」の販売プ
ロモ

神奈川県 株式会社メタコン
再生可能エネルギー世界展示会・エコテクノ２０１５～エネルギー先端技術展
での販路開拓

神奈川県
Ｓｔａｒｓ　Ｓｍｉｌｅｙ（スマイリー）株式
会社

発達が気になるお子様向け体操教室の開講

神奈川県 ボディテックセンター 輸入車の修理を得意とする広報活動とリピーター向け商品の開発

神奈川県 ＣＯ２システムズ株式会社 小型＆無電源の人工炭酸泉製造装置の販売ＨＰの開設と販売促進

神奈川県 株式会社ＮＥＷＳＴＹＬＥ 部門別ウェブサイト制作と、新規顧客獲得の為のサイト運営
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 株式会社冨士鉄工所 高度な設備や加工技術の訴求によるエネルギー分野への販路開拓

神奈川県 株式会社華泰行 メニュー専用調味料と食材の連動販売などによる売上増と集客活動

神奈川県 フルールドリス アーティフィシャルフラワーのシニア層への販路拡大

神奈川県 株式会社エントリー 戸塚区ナンバーワン不動産会社になるための販促戦略の実行

神奈川県 ブーシェル １００年前のドイツ製法によるハム・ソーセージ製造小売事業への進出

神奈川県 株式会社エステル ネットショップの再構築によるウェディングフラワーの販路開拓

神奈川県 株式会社ウィングエージェント 航空業界総合情報ＨＰ「Ｓｋｙ　Ｐａｓｓｐｏｒｔ」の告知・宣伝キャラバン

神奈川県 株式会社常盤商会 安全安心のペット用消臭スプレーの開発とＰＲ活動

神奈川県 ＭＮＪＦ　瑞亭 高齢者、買い物弱者をターゲットに、高単価『宅食サービス』による販路開拓

神奈川県 株式会社神奈川建築職人会 リフォーム業から「住まいの総合相談センター」への販路拡大

神奈川県 株式会社田辺電業社 地元地域に根差した電気工事サービス事業の推進

神奈川県
未来創造弁護士法人三谷総合法
律事務所

“ライフラインとしての顧問弁護士”の提案

神奈川県 株式会社ワークルームジャム コンサート施設『ジャムセカンド』の活用拡大計画

神奈川県
インフィニット情報システム株式会
社

販路開拓のためのＤＭ強化及びＳＥＯ対策強化ホームページ更新

神奈川県
バハール・フーズ・インターナショナ
ル株式会社

ロケ弁、会議弁当で選ばれる鮮度が維持できる弁当の開発

神奈川県 源気商會（屋号） 世界の塩シリーズのパッケージ改良と独自店のインターネット広告

神奈川県 株式会社セットアップ横浜 ウリマットのトイレ産業展出展及び建設会社集客による販路開拓

神奈川県
コーポレート・デザイニング・パート
ナーズ株式会社

中堅企業のコーポレートコミュニケーション業務一括引き受け事業

神奈川県 せらまいか鍼灸院 自分の力で健康になれる！新開発「白キクラゲぎんじ」の販路開拓

神奈川県 株式会社松坂屋鞄 新規顧客獲得と既存顧客の満足度向上に向けたプチリニューアル

神奈川県 株式会社トゥルーオフィス プロ用ゴルフ弾道測定器を活用したレッスンと貸与サービス開発

神奈川県 Ｉｄｅａ　Ｓｔｙｌｅ株式会社
「タクシーサイネージ」ウェブサービス・端末の販路拡大　ウェブ・チラシ媒体制
作

神奈川県 タローコーポレーション株式会社 成人教育学を活用した医療機関向け教育サービスの開発・事業化

神奈川県 株式会社インターローカス 塗り替えのご提案は【カラーエクスプレス】にお任せください！

神奈川県 せりえ鍼灸室 ３０代女性の妊活を支援するための院内改装とスマホ版サイト作成

神奈川県 株式会社みなと広告 「中小企業でも出来る、３０万円で動画広告普及と独自媒体開発事業」

42 / 52 ページ



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

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 株式会社トライトレーディング 新市場拡大のための快適なサービス環境整備事業

神奈川県 株式会社Ｐ－ｆｅｌｌｏｗ 自社ＷＥＢサイト制作、スマホサイト最適化による新規顧客獲得事業

神奈川県 株式会社三協カンパニー 満福カツの販路開拓、満福中華・満福カツ自社ネット受注システムの開発

神奈川県 有限会社ディーエムシー デザイン福祉機器の企画卸販売を行うウェブサイトの構築

神奈川県 株式会社アマテラス 新規葬祭事業の自社ホームページ、チラシ等による販路拡大

神奈川県 株式会社ＳＡＶＩＴＡＳ 屋根型太陽光発電の販路拡大につなげるホームページの作成

神奈川県 株式会社ロコムーブ パーソナルストレッチの整体業

神奈川県 ゴルフスタジオ．Ｋ 初心者・初級者専用ゴルフスクールクラス会員獲得の為の広告事業

神奈川県 足立商店 鮮度の高い干物の品揃え拡大に向けた冷蔵ショーケースの新規交換

神奈川県 豆松屋 盆栽スクール・販売の東京圏への販路拡大に向けた展示会出展

神奈川県 株式会社１７８ 写真・イラスト入り洋菓子や新商品の開発・販路開拓

神奈川県 株式会社コネクターズ 掲載無料のＩＴ製品の製品比較サイトを活用した顧客開拓

神奈川県
株式会社スポーツドライビングジャ
パン

これまでにないドライビング講座のＩＴ教材化に伴う販路開拓

神奈川県 ソフィットウェブプランニング 女性起業家創出につながるサイト構築方法の解説ＤＶＤによる販促

神奈川県 株式会社京成電子 ＬＥＤ照明製品の販売促進

神奈川県 丸正クリーニング
店頭でのシミ抜きサービスによる販売促進と付加価値の高いサービスの提供
による競合店

神奈川県 株式会社哲英 ベトナムＩＴ企業と連携　新横浜密着ソフトウエア開発事業の立ち上げ

神奈川県 スマイル・ケア・サポート合同会社 高齢者・障害者のお困りごとを助ける！お手伝い大作戦

神奈川県
グローバルプロモーション株式会
社

感動体験を生み出すキャスティング融合型旅行プランの事業化

神奈川県 株式会社グッドフォーチュン 酒類買取・販売の開始に伴う広報力強化事業

神奈川県 ＭＯ６株式会社 借地を専門に取り扱う不動産事業とそれに伴う広報活動

神奈川県 長岡行政書士事務所 相続・遺言サービスと許認可手続きサービスの広報及び集客強化

神奈川県 株式会社スリーハイ 産業用温度調節システムの開発並びに海外展開を見据えた販路拡大

神奈川県 おうちデトックス 新規企業開拓による取引先の増大、及び単価向上の実現

神奈川県 有限会社山食 “もとだての米”と“わ”のブランド認知度アップ・販売促進事業

神奈川県 株式会社自然美研 健康食品「無臭ＤＨＡ（特許取得）」の新規顧客獲得（雑誌広告）
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 株式会社ＳＳＰビジネスブレインズ 医学部、国立理系学部受験生向け新規講座の開設と塾生獲得事業

神奈川県 ひゅうがメディカ 当サービスの認知度を高める為の新聞掲載・チラシ作成

神奈川県 有限会社縁苑 教室・イベントを通じた物販との相乗効果による売上増と集客活動

神奈川県 美慈工房 独自の技法で長持ち・機能的スタイルの訪問理美容事業の強化

神奈川県 株式会社太陽住建 エコリノベーション新ビジネスモデル販路開拓

神奈川県 カーサ・モリミ株式会社 安全安心で独自性もあるイタリア食材の新商品発売と販路拡大

神奈川県 ＪＵＳＴ ０円集客。ファンになるネットショップの作成・販促用ＰＲ

神奈川県 株式会社エネショウ 水素化マグネシウムを使った今までにない水素入浴製品の開発販売

神奈川県 ＳＴＡＮＤＡＲＤ 独自のヒゲデザインによる顧客増、単価増の為のシャンプー台増設

神奈川県 ダンシングファン株式会社 「バレエのスピードラーニング塾」バレエマスター導入に伴う広告宣伝活動

神奈川県 株式会社とことん 再帰性反射材による切り抜き手法の開発とポイント課金の開発

神奈川県 株式会社すみか入居相談室 故人の想いを託すエンディングビデオメッセージの配信・普及拡大

神奈川県 有限会社クマモト インターネット大大キャンペーン！味と品質、清潔感の周知！

神奈川県
Ｂｏｄｙ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ　Ｊｕｎｅ（ボ
ディメンテナン

来院できない潜在顧客獲得に向けた往診による新規顧客獲得

神奈川県 百福 企業・団体向け店舗の新設によるプチギフト商品の販路拡大事業

神奈川県
株式会社ティワリインターナショナ
ル

ワッフルサンドランチとディナーで１次会需要取り込み、店舗改装

神奈川県 株式会社ファーレ 「ドブ板通りから発信する新たなカフェメニューの創造」

神奈川県 有限会社やまに 団塊世代夫婦旅「横須賀満喫モデルプラン番組動画」の制作・配信

神奈川県 株式会社スタディパーク 家族型モデルの教育機関へ～幼小英語部／大学受験部の新規開講～

神奈川県 ｍｏｍｏ－ｆｕｋｕ（モモフク） 新郎新婦の写真入りオリジナルシールによる商品の拡充拡販事業

神奈川県 プリフラ・ｓａｙｕｍｉ 業界に先駆けた「横須賀発」オリジナル商品の販路開拓・拡大

神奈川県 株式会社アサヒリソース 廃棄物処分価格が解り易いＨＰ改善で。企業や一般客の信頼強化。

神奈川県 Ｍプランニング 知名度アップと販路開拓のためのＥＣサイト改善による購買率向上

神奈川県 株式会社テレメディカ 中小薬局に対する薬剤師業務支援Ｗｅｂサービス事業

神奈川県 株式会社ファウンデーションズ 育毛カテゴリのヘアケアライン開発及び・販路開拓

神奈川県 アソシエＣＨＡＣＯ 服飾教育と福祉衣料（ユニバーサルファッション）の広告宣伝事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 伍縁工業株式会社 わかりやすいＨＰとスマホ対策で一般顧客層の新規顧客獲得計画！

神奈川県 株式会社Ｐｌａｎ　ｔｏ　Ｃｒｅａｔｅ 個人タクシー情報サイト「個人タクシー案内所」の制作

神奈川県 株式会社カツラ・オプト・システムズ 精密レーザー半田装置等の拡販のためのホームページの刷新

神奈川県 株式会社オーシャン 小冊子を活用し、家を守り続けるためのノウハウをお客様に提供

神奈川県 株式会社大石 創立６周年記念感謝祭企画（半年間継続）

神奈川県 株式会社エフエイティ ホームページ活用による検査製造装置の新規分野顧客開拓

神奈川県 Ｈｅａｒｔ＆Ｃａｓｔ株式会社 は～とふるらいふ（デリバリー＆サービス）

神奈川県 喜八 店頭にタベストリー設置、店内に写真入りポスターの掲示

神奈川県 佐々木工機株式会社 自社製品「真空吸着ツールスタンド」の販路開拓

神奈川県 みらい地震予測株式会社 減災推進のために地震３０分前の津波通知速報を実用化する事業

神奈川県
オプトデバイスコーポレーション株
式会社

車載カメラレンズ用ＭＴＦ温度特性計測装置の海外顧客の販路開拓

神奈川県 木のおもちゃ「トナカイ」 店舗近隣地域の乳幼児保護者の新規顧客獲得と定着化

神奈川県 ボンボン オリジナル商品開発とサイトリニューアル（スマホ対応）

神奈川県 ＶＥＣＴＯＲ株式会社 ＡＲを使った福祉・ロボット・デザインの相互ＰＲによる販路拡大

神奈川県 有限会社クリアスペース ハウスクリーニング事業の販路開拓と販売促進

神奈川県 株式会社ブレスロード 有効活用されない家庭内の不用品を掘り起し、リユース化を促進

神奈川県 有限会社相和シボリ工業 「Ｏｎａｍｉ」の新製品開発及び最新のＳＥＯ対策

神奈川県 蕎彩　和み月 新規顧客獲得のためのホームページ作成

神奈川県 松山商事株式会社 「メイド・イン・ジャパン」の高品質ねじ類の中国への販路開拓

神奈川県 トレジャーダイブ いつでもどこでも気軽に学べる「潜水士試験」オンライン講座実施

神奈川県 株式会社とりとん できたての熱いカレーをすぐに真空パックできる機械の導入

神奈川県 かつみ食品 惣菜・高級豆腐分野への本格展開

神奈川県 有限会社下村写真館
主に七五三写真撮影に関する「舞妓お試しキャンペーン」の販売促進用チラシ
の作成と配

神奈川県 そうみ行政書士事務所 成年後見、相続、遺言を中心とした相談会の開催

神奈川県 有限会社ｌａ　ｐｌａｑｕｅｍｉｎｅ ラベルプリンター導入によるアイテム数および販売市場の拡大

神奈川県 うおしげ旬 地元店だから伝えられる！地魚の魅力をＰＲする店頭改装計画

45 / 52 ページ



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

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 株式会社田中屋本店 高齢者に優しい商品・サービス開発と地域コミュニティづくり

神奈川県 有限会社木路 「日本の職人技まつり」への出展による販売チャネルの拡大事業

神奈川県 西湘梱包株式会社 国際複合一貫輸送を現業に組み合わせサービス向上、販路拡大。

神奈川県 株式会社ミズノ企画 外国車レンタカー事業との相乗効果による車両販売の拡大

神奈川県 四季ぼーてあん、そあん 認知アップ・新規顧客獲得のためのＤＭ・新聞折込広告

神奈川県 タカデンライフサービス有限会社 省エネリフォーム看板設置と体感ショールーム開設による販売促進

神奈川県 有限会社おむろアカデミー 子育て世代の顧客獲得のためのキッズコーナー設置と効果的なＰＲ

神奈川県 金太郎茶屋 金時山山頂で営む金時茶屋　箱根の自然に調和した外壁修繕事業

神奈川県 有限会社坪井自動車 ハイブリッド車・電気自動車の車検の獲得による売上向上事業

神奈川県 株式会社相陽木工伊勢田屋 英語圏から来訪される外国人客に対応した広告及び客室の整備

神奈川県 鈴木一彦税理士事務所 「地域に密着した相続手続き代行事業の展開」

神奈川県 株式会社富士電興社 訪問販売会社に負けない営業支援ツール作成による地域顧客の開拓

神奈川県 有限会社城北総合保険事務所 ライフスタイルの変化に対応した、保険営業ツールの作成。

神奈川県 有限会社小田原種秀 贈答用手提げ袋作製による「最中工房小田原種秀」の効果的ＰＲ

神奈川県 有限会社早瀬幸八商店 外国人に特化したパンフレットの制作で販路拡大

神奈川県 Ｆｏｒｅｓｔ（フォレスト） 健康・美容をキーワードとしたメニュー開発と新規顧客開拓

神奈川県 ひろそう 自家栽培フルーツのデザート開発と看板改装による新規顧客の開拓

神奈川県
ペットフード・テクノリサーチ合同会
社

ペットの食の安心・安全に関する冊子作成と配布による販路開拓

神奈川県 御食事処　青竹 女性を意識したお店作り：地元野菜こだわりのメニューを提供

神奈川県 湘南テラコッタ工房 高山植物用植木鉢の販売促進

神奈川県 ＹＵＲＩＡ　ＡＲＴ　ＴＥＸＴＩＬＥ 新規顧客獲得のための新商品開発、展示会出展、看板製作

神奈川県
株式会社グローリーエンタープライ
ズ

受注生産型から企画販売型へ、卸売りから個人向け直販への業態転換

神奈川県 有限会社鈴木光学 展示会出展による新製品のアピールと販路拡大

神奈川県 有限会社小野モーター商会 湘南テラスに販売展示場所を新たにオープンさせる。

神奈川県 株式会社リペイント湘南 雨仕舞の周知活動を通した住宅寿命の長期化と受注拡大の取り組み

神奈川県 株式会社太陽ぬ荘 時代にあわせた「少人数専用生ピアノスタジオ」設立！
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 株式会社落合コーポレーション ピンクリボン啓発運動を絡めた新商品ＵＢＥＲＣＵＰの販売活動

神奈川県 グレイトフルサービス ワンストップ生活支援サービスの広報展開

神奈川県 株式会社ＲＵＲＩＨＡＲＩ 壁面ホワイトボード化ガラスコーティング製品の販路開拓

神奈川県 株式会社ＴＵＴＥＴＯＮＳ 店舗認知度向上をはかり、着物を着る新規顧客の開拓

神奈川県 有限会社ヤマプランニング ラインナップ拡充のための新製品開発と広報活動の推進

神奈川県 株式会社Ｗｉｚｅ クラウドを活用した生産実積収集の基盤システム（デモ）開発

神奈川県 高橋法務綜合事務所 相続トラブル相談センターの開設・相談会の実施による顧客の開拓

神奈川県 株式会社エフアイエヌ 世界発の高機能ラバーバッグのヨーロッパ進出戦略

神奈川県
Ｇａｒｄｅｎ　Ｄｏｃｔｏｒ（ガーデンドク
ター）

再開発型戸建物件に特化したガーデンサービスの事業展開

神奈川県 有限会社志帆 新メニューキャンペーンによるエイジング客獲得

神奈川県
株式会社ディスティネイションクリエ
イティブ

『湘南のクルマ買取りハッピーカーズ』の事業継続・販路拡大

神奈川県 健康サポートカンパニーＳｔｕｄｉｏＡ 広告増加・信頼性向上による広報活動の強化

神奈川県 合同会社はにーびー．Ｂ．Ｂ インターネット無料化の周知と利用方法別の設定ガイドライン

神奈川県 株式会社キズナ 折り込みちらし及び看板設置による、認知度アップと新規客の勧誘

神奈川県 有限会社ＴＯＳＫＹ ウクレレワークショップの開催と広告宣伝による新規顧客獲得

神奈川県 スイス菓子ポニイ アレルギー・糖尿病対応商品の移動販売による新規顧客開拓

神奈川県 株式会社リノフィールド 見た目にも素材にもこだわった厚木の新土産の販路拡大

神奈川県 手もみ総本店厚木愛甲店 不妊治療者向けマッサージ出張サービスの新設による新規顧客開拓

神奈川県 桃茶牧場 「湘南ゴールド」及び「味噌」を使用した「桃茶豚」商品開発

神奈川県 ぎゃらりー喫茶なよたけ 店舗改装及びホームページの拡充による新規顧客開拓

神奈川県 株式会社カーサ・コーポレーション レンタル補聴器サービスの開始による新規顧客の獲得

神奈川県 日本微生物クリニック株式会社 微生物検査技術等のホームページ公開による新規顧客獲得

神奈川県 女性医師活躍支援株式会社 リザーブ制度の特徴のアピールによる新規顧客開拓

神奈川県 ＳＦ－Ｌｅａｒｎｉｎｇ
ロボット教室と生徒管理用新システム導入及び個人塾経営者向け教材販売会
実施

神奈川県 株式会社ガーネット 宿泊施設向けの『女性客が喜ぶ高付加価値アメニティグッズ』の販路開拓事業

神奈川県 有限会社湘南化成 新規市場における新規顧客獲得を目的としたＷＥＢサイトの構築
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 株式会社コッチ カスタム自転車通販サイトのモバイル対応

神奈川県 株式会社つかさ 店舗「菖蒲庵」買回り性向上レイアウト事業

神奈川県 トルコ料理屋　くるみ ハラルレストランによる、ハラルフードの拡販事業

神奈川県 そばや繁茂 ２種類の看板の設置による認知度・集客力アップを目指す取り組み

神奈川県 みしょう舎 みちこもの鎌倉十葉創業１周年展示会『懸橋和足』

神奈川県 株式会社鎌倉三衣 オリジナルユニフォーム開発と、アナログデジタル双方の販路開拓

神奈川県 ｍｉｃｒｏｓｔａｙ株式会社 【販路開拓】ホームページリニューアル（カード決済等の機能追加）の販路開拓

神奈川県 株式会社ダンデライオン 外国人・子連れお母さん・身障者向けの鎌倉観光サイトの販路開拓

神奈川県 株式会社サザン音響
【販路開拓】展示会「音展」等への出展と広告等によるハイレゾ商品販路開拓
事業

神奈川県 有限会社秋田屋 「秋田屋　鱗亭」の魅力を伝える新規プロジェクト

神奈川県 ＬＵＧＮＡ　ｋａｍａｋｕｒａ マイクロバブル洗浄機器の導入・実施

神奈川県 有限会社壺中天 お茶と人を繋ぐ体験型ワークショップ開催による販路拡大

神奈川県 Ｍｏａｎａ チラシ作成による販促・パッケージ改良・雨天来店客のために改装

神奈川県 アトリエゆうむ アトリエ・店舗・教室の三位一体！常設店舗開設による販路開拓

神奈川県 鎌倉ゲストハウス 新たな集客に向けての施設改装と設備修繕事業

神奈川県 株式会社するがや ブランド力向上のための包装材（手提げ袋等）開発による販路開拓

神奈川県 株式会社ｏｍｏｒｏ スマオビの販路開拓の実施

神奈川県 Ｈｉｒａｇａｎａ “ひらがなの美しさ”を世界に！足がかりとなる展示会出展事業

神奈川県 株式会社ブルークインス デザイン提案事業の拡大に伴う新規顧客開拓のための展示会出展

神奈川県 ますだ治療院 国家資格者による鍼灸マッサージの“安心感”を訴追する広告戦略

神奈川県 合資会社浅草食道 店内改装と湯沸かし器の設置で、お客様満足度の向上を図る事業。

神奈川県 株式会社ＴＨＥ　ＨＵＢ 他にはないインテリア雑貨の販路開拓

神奈川県 有限会社ナカムラ生花 【販路開拓】店内照明の改修による販路開拓事業

神奈川県 株式会社コッコランド 【販路開拓】忘年会シーズンに向けた広告宣伝による新規顧客獲得事業

神奈川県 株式会社ヒートポンプ研究所 冷凍・空調機（冷凍サイクル）の挙動解析ＣＤ－ＲＯＭの販売

神奈川県 イル合同会社 会社案内パンフレットの制作による認知度アップ・販路拡大事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県
株式会社ライフデザインラボラト
リー

県産木材と宮大工の建築技術を活かしたリノベーション事業

神奈川県 小林写真事務所 七五三写真を通して高齢者、障害者の記念写真への販路開拓

神奈川県 オーキッド株式会社 節電コンサル開始に伴う販促ツール及びリテールサポートの強化。

神奈川県 有限会社イル・ド・ショコラ 主力商品「チョコレート」生産販売拡大の為の専用厨房増設事業

神奈川県 有限会社いろは寿し 外国人旅行客への適切な接客による、ランチにおける回転率の改善

神奈川県 有限会社高梨商店 新設備を導入し、付加価値の高い商品を低コストで製造

神奈川県 株式会社高梨農園 三浦海岸駅の直販店の強化と贈答品のギフトセットの作成

神奈川県 有限会社丸清製麺 地域商材を活用した新商品開発による事業拡大と地域活性化

神奈川県 小網代陶房 陶芸体験から生み出される販路拡大・売上増加事業

神奈川県 有限会社花岡新聞店 デリバリーサービスのカタログ・チラシ、ウェブサイトの制作

神奈川県 さかな料理まつばら 地域商材を活用した新たな名物商品と外国人観光客向け観光ＰＲ

神奈川県 有限会社あさのやおふぃす 健康をテーマに配食・健康セミナー・ワークショップで販路開拓

神奈川県 ヘアートリップ 高齢者にも優しい多機能シャンプー台を用いた新サービス開始

神奈川県 麻雀恵 麻雀で認知症予防！健康セミナー＆健康麻雀で地域を元気に！

神奈川県
ボディージュエリー＆フォトＫａｉｍａ
ｎａ

ボディージュエリー＆フォト事業の新サービス開始

神奈川県 株式会社ジェーシーシー お家（うち）でウエディング　オリジナル結婚式、披露宴の提供

神奈川県 セーチョー工業株式会社 鉄道、道路関連企業のネットワークを生かした販路拡大

神奈川県 有限会社ケイエスジェー 「真コンフォートシューズ支持者層の拡大」

神奈川県 有限会社セ・ラ・セゾン 通販や販促によるギフト商品の売上増で利益体質の会社を作る

神奈川県 スマイル整体院 ストレス対応型サービス『顔の整体』のＰＲ宣伝及び顧客拡大プラン

神奈川県 株式会社Ｚｏｎｅ 全国唯一のＺ３２専門店として名車を後世に残し、売り上げを拡大

神奈川県 有限会社佐々木商事 自転車修理の技術力をＰＲするＷＥＢ開設と店舗改善で販路開拓

神奈川県 ソラ珈琲＆食堂ヒュッテ 山小屋風店舗イメージを活かしたテラス＆看板設置による集客力強化事業

神奈川県 有限会社オフィスジオ メーカーとしての自社商品を紹介した各種パンフレット制作。

神奈川県 株式会社ＭＥＭＯテクノス 当社オリジナル商品の海外向け専用Ｗｅｂサイト構築

神奈川県 株式会社ヒーリングフィールド 地域密着した高齢者向け「訓練型整骨院」の認知度向上事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 シエステ 団塊世代をターゲットとした新サービスの認知と集客力強化

神奈川県 一友ビルドテック株式会社 防水技術の広報と効率的なチラシの配布による顧客増加計画の実施

神奈川県 有限会社マグネティックスクエア 漁業者向け新製品の宣伝チャンネルと販売網の確立

神奈川県 ペット・ナチュレ ペットの高齢化社会を救う！健康ペットサロンの実現

神奈川県 イチゴヤ セミナー開催に向けた、レッスン動画とウェブサイトによる集客

神奈川県 有限会社啓 展示会出展による高性能ＡＤ基板ＡＤＣ－０３２４ＢＭの販路開拓

神奈川県 有限会社創己 中小塾でもできるクロスメディア広告による新規顧客開拓事業

神奈川県
エム・アイ・エス　テクノロジー株式
会社

電子部品用テストソケットの販路拡大を図るＰＲツールの充実化

神奈川県 株式会社夢ガレージ カーラッピング＆デモカー制作、ＨＰ制作、ショールーム改装

神奈川県 有限会社鶴ヶ丘米店 専門家が選ぶ特長ある米の販売・情報発信用自社サイト作成事業

神奈川県 焼肉ぼなぺてぃ 夏祭りとコラボした地元活性化イベントの開催と人材登用

神奈川県 有限会社ＰＨセキュリティー 店舗看板、Ｗｅｂ、チラシを活用した防犯対策かけこみ寺事業の構築

神奈川県 株式会社静科 福祉・医療向け吸音パーテーションの開発による新規市場開拓

神奈川県 ラーニングクエスト学習センター 発達障害児向け学習支援教室のパンフレットによる集客強化事業

神奈川県 有限会社ミツワインテリア 「スマホ」サイトと「屋外看板」の整備による販路開拓事業の拡充

神奈川県 白栄ランドリー 集配時間の延長による利便性の向上、新規客の獲得

神奈川県 ミホ工業株式会社
チラシ発信・ホームページ改修及び看板設置によるリフォーム事業の認知向
上

神奈川県 有限会社ピーク ３０代以上新規顧客獲得を狙った看板、ＨＰスマホ対応で集客ＵＰ

神奈川県 株式会社ジオウ ロス部位から作るこだわり高級ハンバーガー開発で販促・宣伝

神奈川県 ウィスタリア音楽院 介護予防音楽講座の開設による、高齢者新規顧客の開拓事業

神奈川県 焼き立てパン工房クオーレ 休眠顧客データと新規顧客データを活用した来店率増加策

神奈川県 新鮮組 看板、Ｗｅｂ、チラシ活用による地元大和市エリアでの認知度向上

神奈川県 あすまいる株式会社 障害児通所支援施設向け業務管理システムの開発および拡販

神奈川県 有限会社アキ企画 地域高齢者の新規顧客獲得のための眼鏡・補聴器の販売促進事業

神奈川県 サワダクリーニング しみ抜きのプロが経営するクリーニング店のブランディング化計画

神奈川県 エステティックサロン　セルレ 店舗の認知度向上と新規集客の顧客作りのための広告作りと配布

50 / 52 ページ



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

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

神奈川県 株式会社現代企画 「発達改善スクール事業」スタート広報活動

神奈川県 スタジオボレロ 広報宣伝に特化した、オリジナル４Ｗａｙ商品ＰＲで販路拡大

神奈川県 株式会社伊沢工務店 新規顧客獲得の為のウェブへのＷＢ工法に関する広告掲載

神奈川県 ヘアサロンＢＡＺＺ プライベートサロン増強・サテライトサロン化による販路開拓事業

神奈川県 株式会社青葉興運 営業資料を活用し医薬品関連商品輸送事業者への新規顧客開拓事業

神奈川県 ミュージックラウンジ侍 「外国語によるＨＰ作成及び看板の設置による販路開拓事業」

神奈川県 株式会社えいこ ネパール料理店らしいエントランス、手彫り扉の設置

東京都 松尾ハンダ株式会社 新製品のアジア向け販売展開の足掛かりとする英語版ＨＰの改善

神奈川県 有限会社田辺薬局 不妊症と終末医療に対してイベントと相談会を通じた販売促進事業

神奈川県 株式会社渡邉園 若いお客様や新しい住民が入店しやすい店舗への改装

神奈川県 株式会社コイグチ 「外構３次元ＣＡＤシステムを活用した販路開拓事業」

神奈川県 歌のオアシス夢一輪 旧式トイレとエアコンの改修による快適な店舗づくり

神奈川県 株式会社コービット ノイズに埋もれた信号から欲しい情報を抽出する方式の販売

神奈川県 株式会社ジョイントプラザ ＩＴを駆使して海外に進出し、海外の販路拡大を行う。

神奈川県 有限会社国分寺そば
高齢者向けそば、サイドメニューの開発、催事時及び観光客用の休憩スペー
スの提供

神奈川県 有限会社湘南ホーム 地域のコミュニティスペースの提供と勉強会開催

神奈川県 海老名エフエム放送株式会社 ホームアンテナ設置によるリスナー拡大と災害対策の地域貢献

神奈川県 有限会社ロリアン ギフトコーナー充実、照明変更、カタログ作成等による販路拡大

山梨県 飯島産業株式会社 海外向け商品パンフレットの作成

山梨県 サンクフルール 食用花を使ったお菓子の見直し、新製品の開発

山梨県 五味醤油株式会社 手前みそ加工スペース「ＫＡＮＥＮＴＥ（カネンテ）」の広報

山梨県 株式会社ケーエフアイ甲府 過疎地域老人宅や遠隔地老人福祉施設を対象にした「骨なし魚」の移動販売

山梨県 オアシスクリエイターズ株式会社 「ワインのグラス販売強化と居心地向上による客単価アップ事業」

山梨県 うどん屋源さん 「うどん屋源さん」カップうどん販売拡大とネット通販による販売

山梨県 株式会社クオファーム 「天然由来塗料の体験型塗装教室を活用した市場拡大」

山梨県 株式会社依田酒店 「専門店らしい内装化とＤＭで顧客数をアップさせるための事業」
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

山梨県 株式会社旬果市場 とうもろこし加工品（３種類）の販売開始と販路拡大

山梨県 有限会社ハウスサービス・サンアイ 地域活性化を図る、空家、空室情報提供事業

山梨県 ゆめづくり工房ＫＡＲＥＮ 自分たちで作れる手作り結婚指輪の販路拡大

山梨県 やわら整骨院 むちうち後遺症や子供の将来を守る施術のＰＲによる新規顧客獲得

山梨県 株式会社ナックス 環境に配慮した木質ペレットストーブの販路開拓

山梨県 荒井米穀店 自分の好み・食事に合わせたお米の少量販売による新規顧客の開拓

山梨県 合同会社ＯＫＡＭＯＴＯＹＡ シューフィッターが提案する修理・調整の広報活動による販路拡大

山梨県 有限会社兜 高齢者世帯向けの低価格・高品質のお弁当宅配サービス事業

山梨県 株式会社ジェムドリームコム 富士山世界文化遺産の街並みにある古民家を手相カフェに改装

山梨県 株式会社甲斐絹座 純国産絹製品の商品パンフレット及び商品パッケージの開発

山梨県 停車場ゲストハウス カフェの新設による旅行者間と地域の交流ゲストハウス発信事業

山梨県 アーヴェント 若い女性から主婦層までを新たに取り込む本格ティータイムの提供

山梨県 株式会社ワタナベ トータルインテリアコーディネートの提案による新規顧客の開拓

山梨県 ヘアーサロンムトウ レディースシェーブ＆エステ新サービスによる新規顧客開拓

山梨県 めし屋　仙瑞 団体客数に柔軟に対応できる店舗・厨房改装による販路開拓

山梨県 シフォン富士 観光客に向けふじフォンをセットにした新商品の開発と販路開拓
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