
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

青森県 株式会社アサヒ燃料商会 寒冷地用ハイブリット給湯暖房機モニター設置事業

青森県 炭火焼肉酒房　牛寿 多言語対応で観光客も！青森県産食材の品質向上で新規顧客開拓！

青森県 三栄フーズ株式会社 県産豚を使用したメニューの開発・店内改装

青森県 横山航平法律事務所 Ｂ型肝炎問題にかかる国家賠償請求訴訟の積極受任

青森県 有限会社小松自動車整備工場 既存の車を福祉車両へ改造するサービスの販路開拓

青森県 有限会社二唐刃物鍛造所 販路開拓、新規事業による『津軽打刃物ブランド化』プロジェクト

青森県 なりたでんき 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

青森県 佐藤製菓 津軽当物駄菓子の次世代への継承の為の商品開発と販路開拓

青森県 有限会社カネタ洋装店 「あおもり藍」（地域資源）を活用したＰＲと新たな店づくり

青森県 ヘアハウスＢａｒｄｏｎ 女性向けシェービング施術ニーズ取り込みに向けた施術環境整備

青森県 櫻家 豆腐専門店として豆腐文化の発信及び販路開拓事業

青森県 株式会社八幡馬 地域資源である「八幡馬」の文化継承と魅力発信・販路開拓事業

青森県 山本司法書士事務所 高齢化社会の課題解決に寄与するホームページ開設

青森県 有限会社相互電設 地域ニーズに即した介護リフトの試作開発と販路拡大

青森県 株式会社といず不動産 最新市場に着目し顧客要望と新規事業を組み込んだ新規ＨＰの構築

青森県 有限会社静岡屋 商品訴求力アップとリピーター対策。発注ミス削減による受注対応拡大事業

青森県 類家中央整骨院 ホルミシスルームの周知徹底と新顧客獲得事業

青森県 フラワーデザインＦｌｏｗｅｒｓ インターネット上のファンを実店舗へと結ぶサイン制作

青森県 株式会社おかしのオクムラ 一方通行＆裏通りに負けずに集客力アップ大作戦

青森県 手づくりサンドイッチの店　アン 新商品の開発といこいの空間づくりによる新規顧客の獲得

青森県 合同会社ユートピア
地域住民対象の心身サロンの開設による介護予防・健康増進活動の推進事
業

青森県 株式会社フォーシーズン 青森県産野菜を活用した、野菜のパイの開発及び販路開拓

青森県 株式会社プラス・ワン 創業３周年を記念した販売促進企画と来店者のためのトイレ改修

青森県 ＰＲＯ　ＳＨＯＰ　フットワーク ガラスコーティング施工の告知と販路開拓及び施工作業場の設置

青森県 ヘアーギャラリーパッション 地域環境変化に応じた広報と新メニュー導入による新規顧客獲得

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

青森県 有限会社Ｃ’ｓファクトリー 空撮を利用した、動画制作事業による販路開拓

岩手県 ちきゅうや 既存客の来店頻度の増加と新規女性・デート客獲得による売上アップ

岩手県 トラベル・リンク株式会社 タイ人観光客誘客事業及びメルマガＳＮＳ等による顧客囲込み

岩手県 有限会社こまち 地産品（浄法寺漆）を用いた革小物の商品開発及び販売促進

岩手県 株式会社彩彩
店舗見直しおよび商品カタログ作成による新規顧客の獲得による売り上げアッ
プ

岩手県 ファイテンショップ盛岡店 ケアコーナーの充実化による新規顧客獲得事業

岩手県 株式会社プロダクトアイ 遮熱材販売・販路開拓の為市場への営業活動

岩手県 株式会社ドリームスケッチ
子育てがもっと便利に楽しく！「子育てノート」情報エリア拡大＆ユーザー・スポ
ンサー

岩手県 有限会社柿澤電器 体験型店舗による５０代から６０代の新規顧客の開拓

岩手県 いわて若江農園 ロゴマークの作成とそれを活用した販売促進の取り組み

岩手県 アートホリック 移動販売車を用いたイベント参加による新規顧客の獲得による売上アップ

岩手県 ルシーニュ ベッドの増設と心地良い空間提供の為の施術ルーム改装

岩手県 株式会社エコ・ジャパン 秋田杉間伐材を使用した棺による中流層の利用及び環境意識の開拓。

岩手県 パン洋菓子工房ブロートガーデン 新商品開発・販路開拓を強化する為の生産性向上事業

岩手県 ヤマミチ おしゃれで小さな木製小屋『Ｈｕｔｔｅ－ヒュッテ－』の販売促進

岩手県 道具屋 新たな来店者・売上を作る「場」作り事業

岩手県 佐々木果樹園 佐々木果樹園ブランド・加工品ギフト訴求事業

岩手県 有限会社くまがい 新規顧客獲得に向けた店舗外装改修事業

岩手県 ｂａｎｃａ．ｂｙ　ＦＬＯＷＥＲＳ 安心快適空間・高リピート化実現×作業効率向上を図る改修事業

岩手県 堺田幸志税理士事務所 ホームページを活用した新規顧客の獲得と顧客満足度の向上

岩手県 有限会社盛岡せんべい店 南部せんべいの包材の改良と新規包材開発による新規顧客の開拓

岩手県 仕出し丸亀 生産量Ｕｐで売り上げＵｐ！！

岩手県 マエカワ補聴器 販路の拡大に向けた個別訪問と、認定補聴器専門店の告知

岩手県 有限会社カメラのシバタ 子育てママやシニア層にやさしい店作りに向けた改装

岩手県 中島利晃 不登校児童対象　クラウドコミュニケーションスクール
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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

岩手県 ビアン お客様の休憩所兼商品の試飲場の設置・バリアフリートイレの設置

岩手県 株式会社グッドワンリフォーム 新築注文住宅事業による新規顧客の獲得による売上アップ

岩手県 ちゃんこ太五郎 岩手の食材にこだわった冷凍・レトルトちゃんこ鍋のギフト販売展開事業

岩手県 千丈ヶ滝養魚場 商品ブランドイメージの向上よる販路開拓事業

岩手県 株式会社川喜 新商品開発と直営店開店による新規顧客獲得事業

岩手県 きくちや 魅力ある実店舗作りで新規顧客開拓

岩手県 アトリエ金と銀 展示会・イベント等への出店による新しい販路の開拓

岩手県 山﨑音楽教室 安らぎの空間提供による歌声広場で新規顧客売上アップ

岩手県 有限会社カメラの坂上 提案型サービス事業化による潜在需要掘り起し新規顧客開拓事業

岩手県 十字屋 ターゲットに合わせた新商品販売強化事業

岩手県 ファッションハウスわかたけや 移転店舗の認知度向上による新規顧客獲得事業

岩手県 美容室８０８ 新サービスと新メニューの相乗効果による新規顧客開拓

岩手県 藤勇醸造株式会社 岩手県産米・大豆の新商品味噌の販売を通じた新規顧客開拓事業

岩手県 有限会社ジャストミート 作業効率向上・チラシ周知による宅配弁当の商圏拡大事業

岩手県 ハピスコーヒー コーヒージェラートの開発とオンラインショップの開設

岩手県 株式会社岩手旅行社 旅行・観光バスチラシの作成及び新聞折り込み・ＤＭ・ポスティング

岩手県 レディス山形屋 商品ニーズ探索による新規顧客獲得プレミアム商品券活用事業

岩手県 スワール美容室 復興住宅へ入居する新たな地域住民へのＰＲ活動で新規顧客開拓

岩手県 カメラの後藤 写真のデジタル化への対応と出張撮影システム構築事業

岩手県 リビングハウスこんの プレミアム商品券活用による企画販売で次世代お客様層の新規開拓

岩手県 新華園支店 顧客獲得に向けた広告宣伝・ＰＲ

岩手県 有限会社丸和 新商品開発による新規顧客開拓と新たな地域経済活性化モデルの構築

岩手県 Ｃａｆｅ　Ｓａｒａｒａ（カフェ　サララ） 健康新メニュー開発と入りやすい店舗改装による新規顧客開拓事業

岩手県 理容アベ エイジングケアの新サービス導入による新規顧客獲得事業

岩手県 有限会社一関東映劇場 販路拡大のためのシニア層への対応とアプローチ事業
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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

岩手県 株式会社丸光製麺・一関工場 新たな売上の柱となる、岩手の「桑ラーメン」の開発と販路開拓

岩手県 株式会社ＷａｓｈＭａｎ クリーニング店で預かる衣類の画像撮影システムの設置・販路開拓

岩手県 有限会社三上商店 地場産水産加工品（干物）販路拡大事業

岩手県 有限会社工藤ガラス 個人顧客に対する「住まいのまるごと相談会」を通じた売上拡大

岩手県 有限会社インデュアホーム宮古 被災者・若年層に対応した、他社競合に勝利する為の情報発信

岩手県 田中菓子舗 「三陸・田老のお土産」から「東北・いわてのお土産に」

岩手県 有限会社上田畳店 リフォーム部門の本格化による新規顧客の獲得と売上アップ

岩手県 イル・クォーレ 新規顧客獲得の為の店舗リニューアル及びホームページによる発信

岩手県 有限会社楽知館 椅子テーブル利用プランの新設で、新たな顧客創造

岩手県 浜ちゃん 惣菜製造設備の整備による魚惣菜の提供

岩手県 有限会社Ｑ－Ｌｉｇｈｔｓ 樹脂基板の封止性能を評価するカルシウム基盤の開発および販売

岩手県 福盛田自動車鈑金塗装 格安鈑金修理のネット集客と来店しやすい板金修理工場化

岩手県 株式会社Ｈｏｕｓｅ　Ｐｒｏ． 「価値ある住宅」の啓蒙（販促）と新規受注開拓

岩手県 レストランエルミタージュ 新商品開発と広告活動等によるカフェタイムの売上増加事業

岩手県 株式会社水沢米菓 顧客要望に対応した包装資材リニューアルによる売上増強事業

岩手県
バリ式ヘアエステサロン　アディ・ダ
ルマ

新メニュー導入によるプロモーション事業

岩手県 松鹿堂　菊池鋳造所 新商品開発による新規顧客の獲得による売上アップ

岩手県 北日本外装株式会社 外壁塗装に特化したＷＥＢの製作とセミナー活用による顧客拡大

岩手県 ネイルサロン　キャットミント フットジェルネイルによる新規顧客の獲得と売上アップ

岩手県 ユーエスモーター有限会社 若い世代の新規顧客獲得による売上倍増計画

岩手県 ＲＯＹＡＬジャマイ館 家族揃ってスパイシー

岩手県 株式会社デジタルソリューションズ ホームページリニューアルによる新規顧客の獲得による売上アップ

岩手県 有限会社高善商店
生こうじの生産性向上と、新製品の導入で月商１００万円の売上げ拡大を図
る。

岩手県 有限会社ウスイ製作所 ＷＥＢサイト及び工場動画等を活用した新市場開拓

岩手県 合同会社想叶舎 華奈さくら化粧品ローションの開発に伴う販路拡大事業
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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

岩手県 株式会社ＡＺクリエイト 中小企業向けネット予約管理システムの開発

岩手県 株式会社菓団 イベント出展と菓子教室を基に和菓子と当店を認知頂く事業

岩手県 細川電気管理事務所 電力記録装置設置による顧客満足度の向上および営業プロセス改善

岩手県 タケノ文具 客層変化に伴う高齢者目線に合わせた店舗内改良による魅力向上

岩手県 有限会社古内電器商会 リフォーム業務の認知度向上と、お客さまが集い・和める店づくり

岩手県 ゆいま～る キッチンカー販売、大船渡サンマ、南部どり天ぷらの商品開発。

岩手県 アパレルショップ　シュシュ 実用衣料・介護肌着・大きいサイズの品揃え拡大で新規顧客取込み

岩手県 ロッツ株式会社 被災地域における医療介護従事者定着のための研修事業

岩手県 壷屋田耕 今までにない和風冷凍スイーツの開発による新規顧客層の獲得

岩手県 木楽創研株式会社 多用途対応型の「木骨ハウス」の新商品開発および評価検証の実施

岩手県 ネイルスタジオ　アイシャ サービス手法の改善とＨＰ改装・店販促進による新規顧客の開拓

岩手県 エルコリーヌ 自家製パン増量安定生産とメニュー強化による販路開拓・拡大

岩手県 トライアンド 店舗改修によるサービス機能強化と収益性の向上

岩手県 有限会社リビングショップぼうら 外装改装とお休み処設置、広告宣伝強化でギフト顧客の掘り起こし

宮城県 マルイチ商事有限会社 戦後復活７０年「仙台七夕まつり」関連商品開発と販路拡大事業

宮城県
株式会社アイ・アディールクリエー
ション

野菜・椎茸パウダーによる介護えん下食の商品開発事業

宮城県 どんぐり整骨院 法人向けの事故予防教室と整体施術を柱とする専門サービス事業

宮城県 ｌｅａｆ　ｄｏｇ 開かれたトリミングサロン、スタッフ動線の効率化で売上ＵＰ事業

宮城県 ハバナデー 「サービス品質のさらなる向上と告知力で勝ち取る優良顧客」

宮城県 株式会社ＦＩＴ－Ｒ健幸工房 『体操の専門家がいるコミュニティー・サロン』販路拡大事業

宮城県 株式会社キムラ 新婦に贈るブライダルギフト印鑑の新商品開発と販売促進

宮城県 株式会社ガリウム スキー・スノーボードの本場・北欧向けワックスの販路拡大事業

宮城県 ＬＵＣＩＮＡ（ルキナ） シニア層・子連れのお客様への新サービスの提供

宮城県 １０００’ｓ 「まめ盆栽」「レア多肉植物」愛好家へのＰＲ作戦

宮城県 有限会社アスクシステムズ パッケージ製品の知名度アップと販路開拓
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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

宮城県 株式会社カピターノ デリバリー部門の増収に向けたＷＥＢ等の導入事業

宮城県 有限会社　グリーンブリーズ クールジャパン戦略を追い風にした日本酒の海外販路拡大事業

宮城県 ヘアードレッシングフローラ 薄毛で悩む女性を笑顔に。高濃度炭酸泉水で頭皮から健康に。

宮城県 まごのて整骨院 整骨院店舗入り口のバリアフリー化

宮城県 株式会社クララケア・サポート 紙おむつを代替する新開発パッド併用型インナーの全国販路開拓

宮城県 エステルプランナー プッシュ通知型電子チラシアプリケーション「コトウリ！」の運営

宮城県 株式会社あいのて恊働社 高齢者むけ家事代行サービスの広報活動による顧客獲得と売上増加

宮城県 株式会社アーリークロス 「東京エリアでの商品ＰＲによる売上増加事業」

宮城県 トレボン食品株式会社 新しいジャンルの商品開発及びその販路開拓事業

宮城県 株式会社福祉旅行社 「介護旅行」及び「歩行補助具」に対する認知度向上事業

宮城県 株式会社コー・スリー ソーシャルメディア作成・管理と翻訳パッケージ商品の新規作成・販路開拓

宮城県 株式会社仙台山來 仙台の幅広い年齢層から愛される店への改革プロジェクト

宮城県 合同会社ジェイドキャット 東北の魅力商品をＥＣによって中国へ直売支援するサービスの展開

宮城県 みのわ 創業まもない美味しく満腹感あるヘルシー和食店の顧客獲得事業

宮城県 株式会社五輪グループ 急増する頭痛を解消！痛みや薬を伴わない頭蓋骨の調整

宮城県 長町酒場　蚕（ｓａｎ） 健康食“宮古島郷土料理”を発信。沖縄パワーで商店街を活性化

宮城県 株式会社永勘染工場 タオル用ホームページの新設と既存ホームページの改良

宮城県 動物雑貨＆カフェ　ふたつのしっぽ 宮城の潜在的動物愛好家へ向けた店舗ＰＲ事業

宮城県 有限会社太陽電化センター 「地域一番何でも安心して相談できる電気店」のチラシ・ＨＰ作成

宮城県 アトリエ　ラシュエット 各種宣伝策による外国人観光客を中心とした新規顧客獲得事業

宮城県 ヘアメイク＆デザインアクセル 全てのお客様向け満足度＝笑顔の為の情報提供及び施術提供事業

宮城県 株式会社エアライズ ＷＥＢアニメーションを活用したレストランのディズニーランド化事業

宮城県
ナチュラルセラピースクール＆サロ
ン心緑

子育てママのための「癒しのアロマ教室」で顧客開拓と認知度向上

宮城県 ワールドベイクドチーズケーキ コンビニコーヒーに負けるな！無料自家焙煎珈琲で集客アップ

宮城県 ニア・コンサルティング株式会社 中小企業向け従業員満足度向上マネジメントプログラムの提供
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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

宮城県 株式会社ウエックライフサーヴ ゲストハウス運営に関する国内外向けのＰＲ事業

宮城県 有限会社趙さんの味 オリジナル開発商品の販売に合わせた直売機能の強化事業

宮城県 株式会社ラ・マール 新メニューの導入と、人材の採用・店舗増強、物販の販路開拓

宮城県 うさぎ屋合同会社 オリジナルプリンのテイクアウト販売による贈答用顧客の新規開拓

宮城県 株式会社仙台買取館 「お電話一本、出張鑑定。」「遺産鑑定」サービス普及事業

宮城県 株式会社Ｇ＆Ｇ 刺繍を使ったデザインと技術でニッチ需要を満たす取り組み

宮城県 理容・美容ドリーム 高齢者・在宅介護者向け送迎・出張サービス販路開拓事業

宮城県 有限会社サイトースタジオ マタニティフォト・シルバーフォトを中心とした新規顧客の開拓

宮城県 デリカテッセン　ケトル 新規事業による施設の稼働率向上と顧客利便性の向上への取組

宮城県 株式会社菊良紙店 遠隔サポートによるＩＴ弱者への広域的な支援と販路拡大事業

宮城県 有限会社鈴規商事 高齢者向け補聴器出張サービス新規事業

宮城県 相原酒店 自社イベントスペース拡充による地酒ファン発掘事業

宮城県 水月堂物産株式会社 東北最大の駅、仙台駅へのホヤ専門ショップ出店！

宮城県 株式会社エムコーポレーション 地域ブランド「金華鯖ずし」のギフト商材開発事業

宮城県 釜の前 葬祭会館向け「海鮮おもてなし御膳」等の開発による販路開拓

宮城県 有限会社田中畳店 新規顧客開拓で独自の新サービスをアピールする広告宣伝事業

宮城県 ｃａｒｏ スマホ利用を意識したホームページと販促品の制作

宮城県 有限会社阿部新 再開発によるニーズ変化対応の松竹復興ブランディング構築事業

宮城県 ＡＢＣ美容室 転入ミセス層の販路開拓、新たな高付加価値オンリーワンサービス

宮城県 ウエイル 肌トラブル客を新ターゲットとした提案型イベント開催事業

宮城県 松葉寿司 高齢者がいるファミリーを取り込むための店舗改修と復活メニューの新開発

宮城県 エピ アレルギー対応・美肌効果パン開発とＰＲ戦略強化

宮城県 有限会社ケイ 気仙沼発手作り無添加のさんまつくだ煮の新家族層向け宅配事業

宮城県 有限会社愛隣オフセット印刷社 新たに観光客向け土産品製造、販売・カフェ併設による顧客獲得

宮城県 来来軒 ふかひれの煮こごりの提供によるホテル・飲食店向け販路開拓事業
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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

宮城県 加藤履物店 気仙沼ホヤぼーやサンダル企画商品化及び広告宣伝販路開拓事業

宮城県 小野寺商店 三陸の上質な乾物の個包装化による単身者向け販路開拓事業

宮城県 マサキ食品 親しみの湧く移動販売車による買い物弱者地域への販路開拓

宮城県 マスト帆布気仙沼 前例なきオンリーワンオーダーメイドバッグで婚礼業界へ新規参入

宮城県 株式会社ａｇ－ｐｅｏｐｌｅ 大崎産ニンジンを使ったアロマレッドジュースの開発・販路開拓

秋田県 株式会社ヨシダアニ― 特許商品“星形二重管”の販路開拓と新製品マーケティング

秋田県 合同会社ホワイトシード 自社開発純水器の全国販売で、洗車をきれいに！安く！楽しく！

秋田県 株式会社あきた市民市場メイト 買物弱者支援事業「市場買援隊」の対象エリア拡大による販路開拓

秋田県 株式会社関根屋 郷土色豊かな「秋田の駅弁」による販路開拓事業

秋田県 Ｂｒｅａｄ　Ｍａｎ 「選べるクリームパン」認知度向上のための広告宣伝強化

秋田県 ビューティープロ　ＩＴＯＹＡ 頭皮改善スキャルプエステによる新メニューの展開と販路拡大ＰＲ

秋田県 有限会社宅配こまち 管理システム導入および買い物代行サービス付加による顧客拡大

秋田県 理美容エステＬｅ　Ｌａｒｋ アクティブシニアへの美容サポートと美容室難民等への事業ＰＲ

秋田県 ガーデンライフ＆スタイル カーデニング需要を喚起する自社ＨＰ開設および店舗看板の設置

秋田県 Ｗｈｉｔｅ　Ｂｏｘ株式会社 世代を超えて住み継がれる『オーガニックハウス』の販路開拓戦略

秋田県 合同会社ＬＯＣＡＬＩＶＥ 脱・中食ブーム　～「外食の特別感」を味わえる多国籍料理店～

秋田県 有限会社平和堂 バリアフリー化と増築による高齢者に優しい「めがね店」づくり

秋田県 株式会社Ｍａｇ 商店街とコラボによる自社ギャラリー活用・ＰＲ事業

秋田県 駅前あっちゃん 店舗改装による顧客満足度向上と新規顧客の開拓

秋田県 ヒーリングサロンマリー ＂骨格美矯正＂の技術確立のためのセラピスト育成スクール開校

秋田県 二幸カマタ食品株式会社 塩干食品の魅力発信と拘り秋田ギフトで若者・県外への販路開拓

秋田県 ＲｅｌａｘａｔｉｏｎＳａｌｏｎルベール 新施術による『美』の提供および動画配信による新たな顧客開拓

秋田県 ホットライフプランニング ハイブリットシステム導入による学習塾の環境整備と塾生拡大ＰＲ

秋田県 ループ株式会社 ３社連携による新サービス「ＴＡＸＮＡＶＩ」の導入と販路開拓

秋田県 株式会社太平商事 ネットショップの創設による融雪マット等の国内・海外販路拡大
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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

秋田県 株式会社ワタナベ お客様提案スペースの快適化でテーラー顧客の若返り促進

秋田県
株式会社白神フォレストコーポレー
ション

能代名物「豚軟骨」を使用した既存商品の改良と新商品の開発

秋田県 四代　芹澤 「　安心・安全・美味しい　」　冷凍比内地鶏ギョーザの販売

山形県 フジ味噌醤油株式会社 商品ラベル・パッケージ・パンフレット・ネット上の世界観の統一

山形県 ふとん工房ふるうち ふとんの情報誌・寝具読本発行による新規顧客の獲得と売上ＵＰ策

山形県 すい～とどっぐ 老犬ホームの開設による顧客獲得事業

山形県 株式会社三五郎 蔵王の魅力を海外へ発信・海外新規顧客獲得のための広告宣伝事業

山形県 有限会社ＣｏＣｏ夢や 冷凍どんどん焼パッケージ制作・移動販売業態の開発

山形県 株式会社山形ビニール商会 プラスチック製品オンデマンド受注サイトの構築

山形県 株式会社マルセン醤油 いくらの白ワイン醤油漬け（洋風）の開発

山形県 株式会社花樹有 デコールブーケのＰＲ活動による売上と企業イメージの向上

山形県 有限会社ハイスタンダード 新メニュー提供に伴う店内居心地改善・ＰＲによる女性客獲得事業

山形県 株式会社ドリームゲート ホットプログラムとメディカルフィットネスによる顧客開拓

山形県 株式会社深瀬善兵衛商店 自家製梅酢（梅エキス）を使用した新商品開発とブランディング

山形県 アドオフィスブロードビーンズ シニア層を意識したＨＰリニューアルと定期購入システム導入

山形県 株式会社スプリングス 布団の長さが調節できる！子供用お昼寝布団の開発・販路開拓

山形県 布施弥七京染店 若い世代に新しい方法でゆかたを宣伝し、振袖見込客を開拓！

山形県 サンシステム開発株式会社 ＩＴ経営の顧客事例コンテンツの構築・販路拡大

山形県 セカンドリーフ株式会社 水中３Ｄ地形図作成の撮影技術開発による販路開拓

山形県 オリーブフリークス株式会社 空撮ドローンによる映像事業推進と受注拡大

山形県 有限会社寝装こでら 新商品「睡眠屋オリジナルベッド」の開発および販路拡大

山形県 Ｌｏｔｕｓ　Ｇａｒｄｅｎ 新商品開発によるネット販売、県外顧客への販路開拓

山形県 Ｐｒｅｌｉｓｈササキ英会話スクール 英会話教室・学習塾の新クラス開設による新規生徒募集

山形県 合資会社アイレッツ オリジナルフルカラー刺繍商品の販路開拓事業

山形県 有限会社尾川園 日本茶講座を行いながらカフェの機能を持った店作り
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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

山形県 Ｐｅａｃｅ株式会社 福祉施設向け移動美容室の販路拡大

山形県 株式会社一久旅館 ホームページ及び広告の再構築よる顧客獲得増大プロジェクト

山形県 ポーラ化粧品サンフラワー営業所 顧客のプライバシー保護と快適なエステ空間による新たな顧客開拓

山形県 有限会社竜泉・滝川 既存顧客の再来頻度の向上と新規顧客獲得のための啓蒙

山形県 みつば治療院・整骨院 運動ツール導入でのグループ指導で他院との差別化による顧客獲得

山形県 有限会社富士屋商店 米屋が作る米沢伝統寿司の製造販売による売り上げ拡大

山形県 株式会社Ｒｅｓｔ 女性客への薪ストーブ販売強化と薪販売事業の立ち上げ

山形県 麺屋　富久和家　かど久 「店舗移転広報の徹底　新宴会プランと販売促進カードによる売上増大」

山形県 オン・ザ・ウェイ有限会社 スープカレーの外部出店で米飯のセット販売を可能にする厨房増床

山形県 江村技建 新規取引先獲得へ向けたＨＰ作成と信用力強化。

山形県 羽生田織物株式会社 日本国内、海外市場へ向けた、米沢織での非衣料分野への展開

山形県 コーヒー豆とうつわ　豆いち 熟年・高齢者層の獲得のための新商品サービスの展開と販売促進

山形県 コンフォルタ（ＫＯＭＦＯＲＴＡ） 「食物アレルギーの方や通信販売での販路拡大、イベント販売の強化」

山形県 Ｃｏｎｓｃｉｏｕｓ（コンシャス） ＰＣメンテナンス・修理・リカバリ等サービス展開による販売促進

山形県 株式会社平山孫兵衛商店 「うまいたれ」専用ランディングページを活用した新規顧客獲得！

山形県 有限会社アド・デザイン 認知症予防講座「いきいきクラス」オリジナルパソコン教室の開設

山形県
Ｍｕｓｉｃ＆Ｇａｌｌｅｒｙ　ＷＡＲＭ　ＳＴＯ
ＮＥ

敷地の蔵を多目的ホールに有効活用しカフェの来客促進を行う

山形県 有限会社肉の大場 来店客を増加させるための「いいね！」による広告宣伝

山形県 有限会社カネコ・クリエーティブ ジュエリーリフォームコーナーの新設による販路開拓

山形県 レクポート株式会社 中小企業特化型クラウドシステムＳｔａｒｍｉｎｅＢｉｚの拡販

山形県 有限会社仲野観光果樹園
高齢者が立ち寄りやすい果樹園を目指し、トイレのバリアフリー化を進める事
業

山形県 株式会社アイ・タックル 糖度１５の最高級トマトジュースを全国に発信し新たな販路を切り開く

福島県 有限会社くだもの畑 周辺地域のジェラートショップにはないアントルメグラッセ開発

福島県 Ｐｈｏｔｏ　Ｓｔｕｄｉｏ　和音 パンフレット型チラシの作成・折込広告や配布による販路拡大

福島県 シュレダーディーアイ コミニュケーションテーブルと試着室により集客を高める事業
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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

福島県 フラワー＆レッスン　野ばら 冠婚葬祭生花の保存加工見本品作製・展示会等による販路開拓

福島県 有限会社福島路ビール フルーツビールの業界雑誌広告出稿とＨＰ作成による新規顧客開拓

福島県 有限会社山田電器 対面販売の強化のためのリフォーム及び販売チラシのよるＰＲ

福島県 有限会社葵 一目でわかる「看板」設置と広告、さらに効率アップの設備投資

福島県 有限会社菅野房吉商店 新規顧客獲得に伴う、桃用ギフトボックス、フルーツ紹介冊子作成

福島県 株式会社笑夢 レトルトカレー開発及び販路拡大事業

福島県 アスモ株式会社 商品認知度と店舗認知度を高めることによる新規顧客拡大事業

福島県 有限会社風の谷 ２０～３０歳代の集客を狙った外壁塗装等のリニューアル工事

福島県 株式会社ＣＡＲＥＶＯ 販売提携企業開拓と一般向け販売促進事業

福島県 Ｒｉｃｏ 店舗改装による顧客セグメントの拡大と売上増加

福島県 ＨＥＡＶＥＮ’Ｓ 店舗改装による新規顧客開拓と看板作製による店舗ＰＲ事業

福島県 有限会社安積精機工業 内製化に伴う経費削減及び出張メンテナンスサービスの充実事業

福島県 ヘアーサロン　サンゴ 新サービス導入による顧客単価アップおよび新規客層獲得事業

福島県 株式会社サンメディカル 高齢者及び福祉施設等へ向けた防災セットの開発と販路開拓

福島県 丸栄ふとん店 当社オリジナル赤ちゃん用スタイの開発・広報宣伝事業

福島県 エコライフ株式会社 セルロースファイバーの普及、ハイ・サームの販路開拓のための展示会出展

福島県 ｊｉｎｙａ　ｋｉｔｃｈｅｎ　ａｔ 顧客獲得の為の宣伝広告と、窓増設による居心地の良い空間作り。

福島県 あんどう酒店 地酒の販路拡大へ冷蔵ストッカーの増設と日本酒セミナーの開催

福島県 株式会社スタジオナップス 「専門写真撮影」の特化および地元企業への販路拡大事業

福島県 フレンチスタイルＬａＳｈｕｎ フランスの高級ワインをグラス販売で扱う、顧客満足度向上事業

福島県 有限会社赤羽商事 字幕入り白虎隊ムービーによる外国人旅行者向け販売促進事業

福島県 有限会社戸田商店 会津塗を活用した新感覚デザインの箸で新市場を開拓する事業

福島県 有限会社エスディクラブ 新商品“会津果樹園直送はちみつ”に対する首都圏マーケティング調査事業

福島県 株式会社ミナタック 融雪機及び雪下ろし装置等「各種克雪装置」の販路開拓事業

福島県 株式会社アグリヒルズ
海外作物の国産栽培と周年栽培による収益・雇用の拡大※守秘性がある事
業のため、公開
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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

福島県 Ｈ＆Ｔ株式会社 「働く女性を応援！」ポータルサイト“ＬＩＰ”による販路開拓事業

福島県 有限会社遠藤正商店 会津ものづくり職人連携技で紡ぐ自然派生活用品の販路拡大事業

福島県 有限会社荒井工芸所 自分だけの「あかべこ」を作る体験教室による観光集客事業

福島県 メガネのアイワ 生活レベルをより高める子供メガネの販促・顧客拡大事業

福島県 有限会社加茂農産 なめこの新しい食べ方提案による販路開拓事業

福島県 有限会社丸由水産 独自製法「さんまささ干」の新パッケージデザインで販路拡大

福島県 合同会社アローアイランド 被災者向け賃貸住宅に太陽光発電と自動販売機設置で生活復興支援

福島県 ミリオン 女性客の集客促進を目的とした販路拡大事業

福島県 子供の部屋保育園 待機児童ゼロへむけて地域で働くお母さんの育児を強力サポート

福島県 有限会社上野台豊商店 地元水揚げの鮮魚による『地場特産物新商品』のＩＴ等販路開拓

福島県 株式会社ドリームディレクション スマートフォンアプリ開発による他社との差別化・販路拡大事業

福島県 有限会社水月 老若男女全ての人が集う「士民享楽」の店づくり事業

福島県 株式会社ワタナベ薬局 最新機器を導入した「定期健康セミナー」による新規顧客獲得事業

福島県 有限会社ビージェイ・クリエイティブ 家庭用・逆浸透膜浄水器の販売強化・販路拡大事業

福島県 有限会社メガネの真和 ＣｏＣｏは楽しいメガネ店　イベントで新規顧客獲得事業

福島県 合同会社生活支援センター・三宝
東北の玄関口の地で「沖縄料理」市場浸透の実現による来店数・客単価の向
上

福島県 合名会社大谷忠吉本店 日本酒は今や世界が舞台！蔵元が自ら飛び出し海外顧客を獲得！

福島県 有限会社王王楼 「カラダの内側からキレイにする」ヘルシー中華で女子会提案事業

福島県 ＣＡＦＥ＆ＤＩＮＩＮＧ　ＧＲＡＣＥ 新しいシーン提案による新規顧客開拓事業

福島県 株式会社原町ペットセンター スピードトリミングによる新たな事業価値の創造を図る

福島県 寺岡瓦工業株式会社 避難住民ニーズに応える屋根工事、及びリフォーム工事の強化

福島県 ダイニングバーターキー 新規顧客を引き付ける店舗改修と日曜、ランチ営業の再開事業

福島県 靴のコバヤシ 靴を通じてお客様へ喜びを。専門店の「靴修理工房」設置事業

福島県 合資会社喜多の華酒造場 喜多方の観光玄関口として「また来たい」と思われる店舗づくり

福島県 有限会社冠木薬店 町の小さな化粧品店のお客様特別感の演出・満足度向上事業

12 / 13 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

福島県 有限会社俵　屋 自社ホームページ整備による販売機会拡大と経営体質改善事業

福島県 Ｄｉｎｉｎｇさくら テイクアウトサービスの拡大とサークル顧客満足度を高める事業

福島県 株式会社ヨネクラ 改装に伴う折込チラシの投入と看板設置による集客アップ事業

福島県 株式会社ワタスイ 店内外に対して販売力強化のための店舗改装と物流環境整備構築事業

福島県 ｐａｔｉｓｓｅｒｉｅ　ｂｏｎ　ｄｅｃｌｉｃ 冷凍庫増設による作業性の改善と新商品開発

福島県 株式会社プレミアブライダル 「婚活から結婚式のトータルサービス」の販路拡大広告強化事業

福島県 株式会社レジデンス茶園 太陽光発電メンテ・サービス一番店目指して洗浄システムの開発

福島県 株式会社ＧＮＳ 新ブランド商品パッケージデザイン並びに小冊子作成による販路開拓事業

福島県 有限会社丸宗商店 高齢者元気回復支援『おもてなし強化・情報化』事業

福島県 株式会社オムス ホームページ開設による町との絆づくりから、観光案内・顧客集客へ
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