
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

愛知県 株式会社サイエンスインパクト
知的財産権関連業種向け「特許公報全文閲覧サービス」の展示会出展による
販売促進

静岡県 株式会社ダブルエム 環境制御機器システムのブランド化事業

静岡県 デコラエイト 手軽なアンティーク塗装を提案するＨＰ及びワークショップを活用した販路開拓

静岡県 株式会社あんどぷらす 越境ＥＣを支援するカートシステム「ウルトコ」の開発・販路開拓

静岡県 榎本農園 半加工品等の新商品開発による飲食店向けの販路開拓事業

静岡県 株式会社北河建築設計 特殊建築物・工作物に特化した補償業の全国販路拡大と人材確保

静岡県 株式会社繁田平作商店 カーディーラーに特化した駄菓子を用いた集客ツールの提案

静岡県 スカイライトチューブ静岡 共同不動産情報ＷＥＢの立上げと電子クーポンによる物件掲載促進

静岡県 北極しろくま堂有限会社 抱っこひも革命！軽くて快適なＢａｂｙ　Ｗｒａｐを日本のお母さんへ！

静岡県 株式会社冒険倶楽部 ノルディックウォーキング事業

静岡県 株式会社ほっとライフ 不動産管理会社のアウトソーシングサービスの販路開拓

静岡県 有限会社シェーンヴァッサー 外出困難な高齢者・障がい者等への出張訪問美容サービスの提供

静岡県 お宿・お食事処蓬来荘 シニアを含む二世代三世代家族が安心快適で過ごせる宿泊環境作り

静岡県 山田酒店 ディープな顧客獲得につなげるＨＰ作成と店作り・認知度アップ策

静岡県 株式会社ＣＲＥＡ　ＳＴＹＬＥ インターネットを利用したオリジナル商品の全国展開と販売促進

静岡県 グリーフカウンセリングｉｖｙ 看護・介護士等へのグリーフケア会員制相談室事業の実施

静岡県 テットコム
特定医療施設における情報発信に加え、患者利便性向上、災害時や症状急
変に備える機能

静岡県 株式会社松木屋 弁当のおかずに使うミニ朝生菓子「道明寺製桜餅」の開発・拡販

静岡県 ｓｍｉｌｅｌｉｎｅ 新素材「ウェルデンツ」での小臼歯製作及び新規開拓

静岡県 セイコーテクノ株式会社 新築時以外に生じる一般家庭の電気工事需要の確保

静岡県 静波伝統技法研究社有限会社 山車の修繕・修復および人形貸出サービスの展開と販路開拓

静岡県 有限会社油山苑 訪日者への接待ニーズに応える食事環境の整備による集客の実施

静岡県 ｔｏｒｉ 働く女性のマタニティ服のサイズ・バリエーション展開による販路開拓

静岡県 有限会社パパラボ ものづくり産業への２次元色彩計の販路拡大のための展示出展事業

静岡県 左官花嶋 「左官職人が魅力を伝える卓上漆喰竈と移動式ピザ窯による販路の開拓」

静岡県 ＨＡＰＰＹ　ＲＯＯＭ株式会社 空き家解消による市街地調整区域等の地域活性化事業の広告宣伝

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

静岡県 株式会社システム・ジェーピー 医療機器を把持する固定器用ホルダーの開発・販路開拓

静岡県 有限会社ムラマツ工芸 低価格でのＬＥＤへの切り替えを提案営業して販路を開拓する

静岡県 株式会社惣八 居心地の良い店作りによるリピート率向上と紹介による販路拡大

静岡県 株式会社メーカーズマーク ＡＲ技術を活用した動画付タウン誌の発行及び広告サービスの販売

静岡県 株式会社アローセブン 新製品拡販のための「メッセナゴヤ２０１５」出展とＨＰの改良

静岡県 スペイン料理エルカミーノ 「浜松食材を使ったスペイン料理／コース」の販促ツール

静岡県 株式会社匠工房さぐち ５０代からのご褒美「現活リフォーム」による販路拡大事業

静岡県 小林レシピ開発株式会社 糖質やアレルギーに配慮したスイーツの全国プロモーション事業

静岡県 株式会社マクサジア 平日夜のパーティ需要開拓で売上促進、バイクライフスタイルをＰＲ

静岡県 ＥＸＣＥＬ　ＣＯＤＥ 日本製に拘ったオリジナルＴシャツの制作と販路拡充

静岡県 有限会社サンマリー 通信販売（ネット・ＤＭ）によるオリジナル限定商品の販売

静岡県 鳥居食品株式会社 「ここでしか買えない！」ライブ感溢れるソース直売所の進化

静岡県 橋本螺子株式会社 立体造形を可能にする「ねじブロック」の開発・事業化

静岡県 ＲＥＡＬＳ 独自開発メタルジグの販路開拓事業

静岡県 Ｓｕｎｎｙ　Ｌｅｏ 犬に優しいトリミングサロンのＰＲと犬のボランティア保護団体との連携事業

静岡県 株式会社縁空 ペットロスを緩和するメモリアルグッズの販促・サンプル品購入

静岡県 有限会社太悦鉄工 簡易性と強度を兼ね備えた防災用の固定具「フレペグ」の販路開拓

静岡県 株式会社ブングボックス 万年筆用オリジナルボトルインクの海外事業展開

静岡県 株式会社はまおん 「お客様に選ばれる存在となるための店舗改革」

静岡県 有限会社人形の優玉 簡易組立可能な雛壇の開発と販路開拓

静岡県 有限会社ネオサクマ オリジナル名入れギフトアイテムの多様化による新規顧客の獲得

静岡県 ＭＯＡＺＡ 開店５周年記念の看板・内装＆パンフレットリフレッシュ大作戦

静岡県 キュレーション 資格取得を通じた【女性×地元建設業】人材マッチングで新顧客層開拓！

静岡県 ＯＭ建築工房株式会社 モデルハウス平時集客数の改善と企画住宅のＰＲ強化

静岡県 株式会社ラストフォート
『地域貢献カメラの無料取り付けサービス』による、効率的・効果的な顧客獲得
の為の戦

静岡県 奈於ピラティススタジオルーエ 顧客満足度の高いホームページ（ネットワークシステム）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

静岡県 株式会社大塚 団塊世代を集客するためのホームページのスマートフォン対応

静岡県 ふっこう弁当 美容と健康増進に貢献するヘルシー弁当・惣菜の販路拡大事業

静岡県 創生商事株式会社 木製セミ・オーダー椅子の新ブランド「ｂｏｋｕｎｏ」の販売促進

静岡県 株式会社佐鳴湖ライフケア 施設の認知度向上を図り、利用者の増加を実現。

静岡県 坂口屋興業株式会社 高齢者をいきいき元気にする、高齢者日帰り湯治

静岡県 株式会社カネロク水産 駿河湾ｓｅａｆｏｏｄ　ｉｎ　Ｃｈｅｅｓｅの開発・販路開拓

静岡県 有限会社すいほう園
炭酸風呂の設置による「疲れを癒す」宿として、ロードバイク愛好家等へのＰＲ
による宿

静岡県 株式会社イワサキホーム 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

静岡県 有限会社ルートワングループ 新メニュー開発と広告宣伝による新規顧客獲得事業

静岡県 株式会社黄龍館 医療治療効果を高め、均一なサービスを提供するための設備導入と人材育成

静岡県 株式会社アジュール
カルチャースクール事業の拡大による新たな顧客獲得と既存事業を含めた売
上拡大

静岡県 ワンスタイル 犬の高齢化に対応するトリミングサポート事業

静岡県 有限会社串屋 「笑顔で結ぶ人との絆」

静岡県 おおさわ鍼灸院 「産後ケア」及び「健康回復ケア」の周知・普及活動

静岡県 ほっしーず ＦＣ展開のための真空パック機を導入。オペレーションを簡素化。

静岡県 株式会社Ｃ２・ＢＩＳＥＮ
踏切沿いからの集客を狙った看板の設置による視覚的による集客力の強化事
業

静岡県 株式会社トップス 「マイナンバーアンケート」による小さな困ったニーズの引き出し

静岡県 伊豆二楽園 車両で３０分圏内の顧客を増やして、商圏拡大事業。

静岡県 有限会社長沢クリーニング商会 独自の集配洗濯サービスを新システム導入により周知・拡販営業

静岡県 キッチンピコちゃん 食を通じ心ラグジュアリーになるサロン＆ギャラリー事業

静岡県 Ｌｕｃａ　Ｗｉｎｅ 飲食店対象の自然派ワインに特化したホームページの開設

静岡県 株式会社ＷＡＴＳ－ｐｒｏｇｒｅｓｓ ホームページにより強みを視覚的にアピールし受注拡大を図る。

静岡県 犬の美容室メリー メディカルトリマーによる皮膚疾患改善プログラムで顧客獲得

静岡県 Ｒｓデザインサービス 空室を満室にする賃貸マンションリノベーション（空室保証付）のＰＲ

静岡県 弘電舎家禽部 店舗フロントサッシ設置による動物飼養環境及び利便性の向上事業

静岡県 有限会社コムライズシズオカ 「世界遺産から住宅まで～フォトリアルなＣＧの受注拡大
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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

静岡県 有限会社石川商店 ３０代キャリア女性のライフスタイルを提案する自社サイト構築

静岡県 有限会社兎月園 購買意欲をかきたてるネット販売・ＰＲ強化事業

静岡県 株式会社会館志ほ川 法事客専用の顧客管理システムの導入と販売促進システムの構築

静岡県 富士高砂酒造株式会社 国内外に向けた自社及び日本酒の認知度向上と販売チャネル拡大

静岡県 株式会社子育てサポート 放課後等デイサービス事業の地域広報強化と利用者確保事業

静岡県 有限会社櫂工務店 地域住民の口コミと広告・情報ＰＲによる新規顧客開発

静岡県 ふじしげ 集客力向上及び顧客満足向上を目指す広告宣伝事業

静岡県 稲葉建装 地元での集客率向上のための女性に優しい塗装工事イベント開催

静岡県 株式会社マクルウ リアルとネットを融合させた、杖の販売キャンペーン推進事業

静岡県 有限会社空間工房匠屋 地域密着・地域貢献を強化する「情報発信拠点」の開設

静岡県 有限会社ひだまりカンパニー ＧＲＯＵＮＤＩＮＧ　ＭＡＴ商品改良に伴う、販路拡大の為のパンフレット作成

静岡県 石材の小野田有限会社 墓石診断事業に立ち上げＰＲによる販路拡大事業

静岡県 株式会社トヨコー レーザー塗膜除去工法の販路開拓事業

静岡県 はんの日向 自社開発したオリジナルはんこ商品の販路開拓

静岡県
Ｃａｆｅ　Ｅｉｎｓｔｅｉｎ　（カフェ　アイン
シュタイン）

カフェから始めるローカル情報発信と優しい店づくり計画

静岡県 ＣＨＩＳＥ　ＶＯＣＡＬ　ＳＣＨＯＯＬ ボイストレーニング、カラオケ教室の推進事業

静岡県
有限会社大石ビジスコンサルティ
ング

小規模事業者が問合せしやすいＷＥＢシステムの導入と顧客開拓

静岡県 アイキ樹木メンテナンス株式会社 盆栽次への橋渡し事業～盆栽の引き取り及び販売サービス～

静岡県 串一寸 素材へのこだわりを周知するパンフレット等の配布による販路拡大

静岡県 松野畜産株式会社 ガスパックによる鮮度保持企画開発と配布物、ＨＰによる販売促進

静岡県 デリカのライフ 交流空間のある手作り惣菜カフェの新設による新規顧客の獲得

静岡県 ビジネスホテル新富士 無線ＬＡＮ（Ｗｉ－Ｆｉ）設置による観光目的旅行者の集客力強化事業

静岡県 有限会社ハニーフードサービス 新規顧客獲得の為の新メニュー開発及び新メニュー広告事業

静岡県 三和観光株式会社 中高年齢層をターゲットに入店率を高めるための改造事業

静岡県 株式会社天峰建設 寺院経営に貢献する永代供養塔の販売展開事業

静岡県 株式会社うま野菜ファーム
「ミニトマトジュースの販売による高級スーパーや、大手商社の社内通販ルート
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

静岡県 有限会社菊屋 安心・安眠　保育園に蚊帳の推進事業

静岡県 株式会社アメニティアンドエーエス シニア世代をターゲットに絞った集客方法の改善

静岡県 カフェアジュール 地元名産の磐田茶を使用した「まちおこし菓子」の製造販売

静岡県 有限会社よこいデンキ 電動リフト導入と地域住民への健康生活リフォームのＰＲ

静岡県 ペンションポテリ 「アウトドア体験設備の充実」

静岡県 株式会社昭和電気 購入履歴を活かした節電家電・太陽光パネル発電の提案型営業

静岡県 有限会社かわでん セミナーとリレー販促、各種広報で収益アップと顧客創出

静岡県 鈴木クリーニング店 集配サービスのウェブサイト作成及びＰＲ活動

静岡県 株式会社鈴覚 デザイン性の高い塗替えを「顧客感動プログラム」で新規開拓

静岡県 株式会社トクト 個別ニーズに即応可能なボーリング関連ツールの販路開拓

静岡県 杉山安商店 都内和装品取扱い小売店への魚河岸シャツなどの販路開拓事業

静岡県 有限会社甲新クレーン 下請企業の３ｔ未満天井クレーン検査の普及に向けた周知営業活動

静岡県 株式会社Ｔ．Ⅰ．Ｐ． ステーショナリ―の販路拡大とモノづくりスクールの開設

静岡県 ＰＥＡＫ（ピーク） 「シニア層向けスポーツ自転車入門店」としてのサービス展開

静岡県 株式会社ととや新兵衛 体験型海鮮レストランとして中華系観光客の受け入れを開始する

静岡県 マルチプロジェクト静岡 飲食店向けの手染めオーダーメイドユニフォームの販売開始

静岡県 株式会社エムテック 小型風力発電システムの試験設置による販路拡大

静岡県 有限会社小沼製餡所 新製品「多用途チューブ型あん」販売促進事業

静岡県 有限会社西洋菓子卯屋 繁忙期の生産性増加とブランド力向上を目指した包材作り。

静岡県 小川写真事務所 カフェ写真撮影講座の開催と深蒸し掛川茶メニューの提供

静岡県 有限会社掛川コピーセンター 新型加工機を活用した小ロット対応印刷商品の開発と販売促進事業

静岡県 株式会社ＢＥ・ＮＡＴＵＲＡＬ 客席増設による顧客満足度向上、自社提供メニューの広告宣伝

静岡県 ベーカリーカフェポワポワ 薪窯のある食事パン専門店に伴う店舗のリフォーム

静岡県 ローカルストラテジー 楽天市場出店用トップページ簡単作成システムの開発

静岡県 ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ　ＭＡＳＵＤＡ ２０代新規顧客獲得に向けたビューティ体験会の実施

静岡県 リラクゼーション・サロン風薫 新美顔メニューに必要な美容機器とベッドの導入とチラシの作成
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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

静岡県 有限会社おたけせんべい本舗 「スイーツのまち藤枝」スイーツになる煎餅の販売促進

静岡県 合同会社マフティーズ ＤＮＡ鑑定サービスの紹介パンフレットの作成と有効活用

静岡県
司法書士行政書士エイト総合事務
所

知名度を高めるための情報発信活動・ミニ講演・出張相談

静岡県 有限会社アトラクティブ 旬の食材の期間限定ピッツァのＰＲとランチビュッフェの設備向上

静岡県 株式会社山内商店 ホームページ開設による事業内容の開示と新規顧客開拓

静岡県 志太温泉　潮生館 登録有形文化財を活かしたＧｏｏｇｌｅマップインドアビュ－の導入

静岡県 リラクゼーションＥｔｅｒｎａｌ 整体と岩盤浴による相乗効果で心身リラックス

静岡県 華健美　袋井堀越店 脊椎セラピーとアクティブレストで積極的疲労回復とストレス解消

静岡県 とりや茶屋 高齢者が安心して来店（利用）可能な店舗改装

静岡県 桜ネットジャパン株式会社 失くしもの発見ツール「ＢＥＬＬ　ＮＡＶＩ（ベルナビ）」の販路開拓計画

岐阜県 リバーサイド探偵事務所 新サービス『いじめ対策パック』の提供体制構築と周知

岐阜県 株式会社とりぱん バドミントンアリーナ岐阜のキャラクターグッズ販路開拓事業

岐阜県 椿商事株式会社 野菜と蜂蜜を使った新ジャムの開発による新規顧客・販路の開拓事業

岐阜県
経営労務サポートオフィス　ぶどう
の樹

雇用の質の向上による医療従事者のための就労環境改善支援事業

岐阜県 Ｌｏｔｕｓフラワーエッセンス 自店オリジナルフラワーエッセンスの製造販売事業

岐阜県 ＭＳＡ キッズ・幼稚園課外空手教室とシニア教室等の販路拡大事業

岐阜県 Ｂｏｔｔｅｇａ　Ａｃｃａ ジャパンジュエリーフェア２０１５への出展事業

岐阜県 株式会社ＭＡＧＩＣＯ プラチナ製サンプル、カタログ製作による契約率の増加と販路拡大

岐阜県 有限会社鮎や 高齢者の駐車場利用の際の利便性向上、風雨時の客席改善

岐阜県 株式会社田中金属製作所 高価格帯新商品のパッケージ製作およびパンフレット作成

岐阜県 エムアイズ株式会社 主婦の再就職雇用拡大を目指す人材派遣業への進出事業

岐阜県 株式会社Ｖ字経営研究所 動画で独自メソッドを伝えるホームページへの改良と小冊子の発行

岐阜県 株式会社コーメイ ひげにんにくの継続的な販売、及び売り上げ拡大事業

岐阜県 株式会社中村ワークス 塗装・キッチンリフォーム工事の新規顧客開拓

岐阜県 ＬＯＯＰ　ＨＡＩＲ 働く女性を応援したい！顧客満足度アップによる販促拡大

岐阜県 有限会社扇若 スマホ対応の“自分達で手作りする指輪”ＨＰ構築による売上拡大

6 / 33 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

岐阜県 株式会社ＴＯＹ　ＤＲＭ 新たな顧客層（小学生）開拓のための広報事業

岐阜県 株式会社グリマーストーン ネット環境の構築による子供服事業のＰＲ及び販路拡大

岐阜県 ミラクルマジック 『潜在顧客の発掘』及び『整理収納アドバイザーの育成』事業

岐阜県 株式会社キャトラン 「ＫＡＧＡＹＡスタジオ製品」店舗直接販売の開始と顧客獲得

岐阜県 株式会社エコノワ ソーシャルメディア強化とブランディングで新規個人客を増やす

岐阜県 株式会社シンワ 水質測定試薬の新規顧客獲得に向けたＰＲ事業

岐阜県
Ｄａｍｅ　ｄｅ　ｒｏｓｅ（ダームドロー
ズ）

当店の強み「安全」「高品質」なまつげエクステで販路開拓

岐阜県 田口美術 新聞折り込みによる販路拡大

岐阜県 株式会社エスト 地元職人による独自商品の拡充と、その商品の普及と販路拡大

岐阜県 有限会社シモムラ 新規開拓の為のホームページ開設

岐阜県 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　ＭＯ－ＫＵ スタッフ育成・顧客増加のための空間づくり事業

岐阜県 ＲＡＩＮＢＯＷ　ＣＡＦＥ 顧客満足度・売上を向上させる店内改装と広告の展開

岐阜県 丸イ株式会社 展示会の開催と広告チラシのコラボによる販路開拓事業

岐阜県 トラットリア　ルーチェ ホームページのリニューアルによる販売促進事業

岐阜県 デイジー 新規顧客とリピート率アップのための景観・空間づくり事業

岐阜県 林ガラス店 ガラス修理の販路拡大を目指した広告宣伝事業

岐阜県 御菓子司　胡蝶庵
大垣市初、国重要無形民俗文化財「大垣祭」をデザインパッケージした新銘菓
を創出する

岐阜県 多和田製畳 熊本県産畳表及び藁畳の販路開拓

岐阜県 有限会社安田経営支援研究所 メンタルヘルスケア支援システムの開発

岐阜県 小野よう子　Ｙｏｋｏ　Ｏｎｏ 廃棄される着物とデニムをリメイクした海外販売促進事業

岐阜県 有限会社スカイマーブル 安価で綺麗に甦る！　墓石のクリーニング事業

岐阜県 ムトウさかや 飲食店で使用するワインリストの提案、デザイン、作成、納品。

岐阜県 株式会社吉田法衣店 カタログ刷新による営業力及び提案力強化事業

岐阜県 Ｍｅａｕｔｙ（ミューティー） 「お客様に癒しと美を」モバイル閲覧用ホームページの作成

岐阜県 Ｂｌｏｏｍ ハーブ茶葉の販路及び、ハーブティースクール・アロマエステの顧客開拓

岐阜県 有限会社まるひゃく 外国人観光客に対する新しいおもてなし事業
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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

岐阜県 株式会社ひとさじ 抗酸化オリジナルブレンドオイル開発としぼりたて年間定期販売

岐阜県 株式会社柿下木材工業所 木製照明ＭＯＡＲＥにおける新規＆再購入顧客の獲得と売上２倍事業

岐阜県 廣寿司 古くて新しい本格的江戸前鮨の販路拡大事業

岐阜県 メガネのシオタニ 補聴器の商談会開催による販路開拓事業

岐阜県
株式会社ランドーナージャパン高
山マネジメント

稼働率向上とリピーター獲得の為のネット戦略見直しと雇用増強

岐阜県 からすま 座敷の掘りごたつ化による、シニア世代へのＰＲ事業

岐阜県 株式会社センチュリー 外食ビジネスウィーク出展による日本料理店向け和食器提案事業

岐阜県 アールズハセガワ シニア女性向けイージーオーダーサービスの設備購入・広報事業

岐阜県 株式会社ＦＫツアーズ ハワイ関連の独自商品を押し出した自社のホームページ作成

岐阜県 大松米穀店 高齢者・子育て世代・健康志向の若者に向けたＰＲ事業

岐阜県
スーパーファンタスティックヌードル
ズ合同会社

特殊製麺機をまず『見せる』為のホームページの動画利用営業戦略

岐阜県 社会保険労務士法人とうかい 助成金申請代行・顧問先拡大

岐阜県 株式会社上杉屋工務店 「人に環境にやさしい家」として認知度アップを図るＰＲ事業。

岐阜県 株式会社イーブス 髪や肌のトラブルや悩みが改善できる美容室の集客活動強化

岐阜県 ヒーリングセラピー 独自の施術法の強化及び集客促進による健康サポート事業

岐阜県
株式会社あおばインキュベーター
多治見

集客と周知を目的としたイベント及びセミナーの開催

岐阜県 パソコンくらぶカルチャーレストラン パソコンくらぶ・さくら国際高等学校通信のＰＲ認知度向上事業

岐阜県 有限会社スタイルホーム 『デザイン性と機能性の高い建材を使った施工の広報活動の強化』

岐阜県 多治見松陰塾 生徒獲得を目的とした新聞折込チラシと広告雑誌掲載、電柱看板、立て看板

岐阜県 株式会社ＳＷＡＮ　ＳＴＹＬＥ 「タイルワークショップによる集客率向上のための販路開拓」

岐阜県 株式会社はらく ＢｔｏＢ専門オンラインショップの開設による販路開拓事業

岐阜県 有限会社ラパンアジル 岐阜県健康こだわり食材を家族で楽しんでいただくための店づくり

岐阜県 有限会社スーパーヘアーフナハシ
弱酸性パーマシステム「デジキュア」導入による、新顧客層開拓と既存客販路
拡大

岐阜県 トーキン工業株式会社 ステンレスの加工技術にＬＥＤ照明を付加した商品の今後の拡販

岐阜県 有限会社ソーキ製作所 提案営業の出来るＣＡＤＣＡＭソフトで売上拡大を図る事業

岐阜県 株式会社ｎｅｘｔＧ ドローンを使った展示会への出展による販路拡大事業
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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

岐阜県 恵那花の木ファーム 糖度の高い日本産栗を用いた焼き栗の販売促進

岐阜県 おふくろ タレ充填機導入による生産性アップとホームページ拡充

岐阜県 株式会社末廣 個室テーブル席を増やし高齢者の集客を強化する改装工事

岐阜県
有限会社宮井建築事務所建築事
務所

ターゲット層にマッチしたＷＥＢ広告集客システムの構築

岐阜県 マルス商店 高齢者のニーズにあった温かい惣菜作りによる販路拡大事業

岐阜県 有限会社マジョリカ 洋式トイレ化による高齢者、障害者も集客出来る改装事業。

岐阜県 株式会社シイング ブランドＰＲを目指すホームページ刷新と更新システムの確立事業

岐阜県 有限会社麺の清水屋 飛騨の特産品を使った新商品の販路開拓

岐阜県 株式会社アルプスサイン 「歩行者用ＬＥＤソーラーライト」販促用ＨＰ動画・リーフレット作成

岐阜県 ダスキンローズ お片付けを盛り込んだ販売促進で、新規顧客を開拓する事業

岐阜県 有限会社カネ芳製陶所 自社商品の拡充に欠かせないオリジナル粘土の研究開発事業

岐阜県 株式会社カネコ小兵製陶所 「お酒の席が楽しくなる、美味しい＋α のある酒器」の開発

岐阜県 有限会社宗山窯 漆陶商品の品質向上の為の製造技術研究

岐阜県 山村商店 オリジナルセット商品の開発とファサード整備事業

岐阜県 ＨＯＴ　ＳＨＯＰ　ＪＡＰＡＮ スケボーブランドの周知度アップによる新規顧客開拓事業

岐阜県 山本家具株式会社 こだわりの家具シリーズ導入による他社と差別化

岐阜県 株式会社東濃バイオ化学 ダイレクトメールとインターネットによる焼肉網用洗剤の直接販売

岐阜県 有限会社カネ忠 『親から子供へ』三世代の贈りもの“ギフト”開発と販売促進

岐阜県 有限会社ヤマ亮横井製陶所 オリジナル商品の海外展開事業

岐阜県 有限会社秀峰 伝統和食器の魅力を伝える動画サイト構築による受注拡大

岐阜県 有限会社エクステリアワーク・ＳＹＫ 失敗しない老前住宅リフォームの周知事業

岐阜県 有限会社駒寿し 立地の強みを活かした新規遠方客の取り込み事業

岐阜県 理容ミワ ヘアケアの悩みに応える理容店へ。プロ仕様の新メニュー提案！

岐阜県 Ｔｏｋｉ　Ｉｔａｌｉａｎ　ＳＡＩ 「ソムリエ・ワイン会」による話題性・集客事業

岐阜県 株式会社山三　三宅 コスパ丼による新たな販路の開拓

岐阜県 有限会社ヤマカ斎木製陶所 ターゲットを定めた事業展開による新たな販路開拓事業
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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

岐阜県 カネヤマ株式会社 店舗「体験コーナー」改装とＷｅｂサポートによるギフト客の獲得

岐阜県 中島醸造株式会社 店舗改装によって売上向上と文化の発信を図る

岐阜県 江奈整体 外出困難な高齢者、介助者、育児者への出張整体に対するＰＲ事業

岐阜県 釜戸ふとん 「羽毛布団丸洗いフェアー」をＰＲし集客・売上向上を図る

岐阜県 大竹石油 世界初のワックス施行をＷＥＢと販促品を使って販路拡大事業

岐阜県 ｔｒｉｍ　ｓｈｏｐ　てとりん 看板設置と地域情報誌掲載により集客アップと売り上げ向上

岐阜県 株式会社どたや 休憩スペース設置の為の店舗改装を行い地域貢献する

岐阜県 株式会社岐洗 店舗看板設置及びバリアフリー化による新規顧客獲得

岐阜県 有限会社角野製作所 西日本の販路拡大を目指した小水力発電装置のマーケティング計画

岐阜県 有限会社笹本設備 地域の空き家解消をワンストップサービスにて実現させる

岐阜県 ＣＹＣＬＥ・ＰＲＯ　ウイール 展示什器の導入による商品点数の増加、及び展示方法の変更

岐阜県 Ｆａｃｔｏｒｙ　ＦＩＸ 自社高付加価値サービスの“より伝える・伝わる”情報発信事業

岐阜県 福岳産業株式会社 外観のイメージアップによるブランド力と購買率の向上

岐阜県 有限会社レストラン琴川 食材にこだわり四季を通じた料理でふれあいの場を創る。

岐阜県 起雲社寺建築設計事務所 広い商圏で顧客の新規開拓を行い弊社が関われる物件の増加を目指す

岐阜県 男樹合同会社 動画共有サービスを活用した、まちおこし活動ＰＲと集客強化事業

岐阜県 丸の内ゴルフ 弾道測定機の購入打球場への設置による新規顧客の獲得を目指す。

岐阜県 合同会社アスウィル 新規顧客獲得のための情報発信

岐阜県 有限会社安積 各務原市の特産品を使用した商品開発とＰＲ・販売

岐阜県
株式会社サンステップ　ＮＵＴＳ　ＫＩ
ＤＳ　ＣＬＯＴＨＩＮＧ

もう一歩、足を踏み入れてもらう為のＷＥＢショップリニューアル

岐阜県 ふた葉 ＩＴ化によるギフトの“もらい手”の市場を意識した販路拡大

岐阜県 ＲｅＳｅ・リセ 総合的なリラクゼーション施術で満足度アップを図る。

岐阜県 有限会社明光 和テーブル導入で高齢のお客様にも優しい店作り

岐阜県 ワンズライフ 「ペットサロンの地元認知度向上と高齢者向けサービスで新規獲得」

岐阜県 庭　市橋 ＨＰ・パンフを作成しＰＲすることで直接受注へ繋げる。

岐阜県 小町酒造株式会社 １２０周年記念酒の発売とイベント告知を地元新聞で広告する。
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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

岐阜県 有限会社ぱんごころ 経営計画（売上げアップ）必達の第一弾「トイレの改修工事」

岐阜県 珈琲陣屋 事業所用・家庭用パンの製造・販売・配達による販路拡大

岐阜県 Ｂａｕｍ・バウム オリジナルのフラワーデザインＢａｕｍのＰＲ活動

岐阜県 ブライトーン 自社商品の販路開拓を目指した展示会出展

岐阜県 ｒｕｎ　ｔｏｇｅｔｈｅｒ 地元にある潜在顧客への周知を行うことによるマーケットの拡大

岐阜県 株式会社ティンパンアレー 「食」・「音楽」・「空間」のあるレストランを広くＰＲする。

岐阜県 ドイツ式フットケアサロン椿 ターゲット別足育講座による販路開拓

岐阜県 サクラビーンズ 新規顧客を獲得する広告宣伝事業と顧客管理システムの導入

岐阜県 株式会社ＲＳＭＴ ホームページの新規製作による新規顧客の獲得

岐阜県 どくだみ草 ファミリー層の集客に向けた洋式トイレへの改修事業

岐阜県 カトウ綜建株式会社 パート女性を活用した「健康仕上げ材」の宣伝・営業推進

岐阜県 有限会社ビッグアップル 多様化するニーズに応え、新たな商品を提供しＰＲする。

岐阜県 オートギャラリー宮川 スマートフォン用対応ＨＰの改修で新規顧客を増やす

岐阜県
株式会社みのかもファーマーズ倶
楽部

果樹販売の宣伝を行うための看板作製と展示商談会への出店

岐阜県 美容室ビューティやま シニア層向けの改装と新メニューの提案で、新規シニア層の獲得

岐阜県 Ｅａ　ＴＲＡＤＩＮＧ 展示会出展による店舗用アイアン什器のＰＲと販路開拓

岐阜県 有限会社アトリエ・ズームアップ 髪や地肌に薬剤を残さない美容施術のＰＲを行い新規顧客の獲得

岐阜県 株式会社金山印刷所 新規事業「お土産企画販売事業」の拡販のためのＰＲ活動

岐阜県 株式会社匠健 若い年齢層の新規顧客開拓のための営業ツール作成

岐阜県 株式会社うを完 新規顧客・外国人観光客の呼び込み活動

岐阜県 ｂｌａｎｃ＋ブランプリュス ４０～５０代向けフラワー教室認知拡大による新規顧客の開拓

岐阜県 有限会社栄屋 広報活動実施による利用客増加計画事業

岐阜県 山千造建 ５０歳からのセカンドステージに向けた丁寧な家造り・リフォーム

岐阜県 株式会社大幸住宅可児工房 子育て世代向け「宿泊体験型モデルハウス」による受注拡大

岐阜県 有限会社ハイビックス 地域の若者への認知度アップを図り、新規顧客を獲得する為のＰＲ

岐阜県 おそうじ３４６ 高齢者見守りサービス「おそうじライダー」の宣伝

11 / 33 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

岐阜県 榮氣堂 ＨＰ刷新及びオンライン予約の導入による地域の若年層の獲得

岐阜県 株式会社ギフ建 ライフサイクルコストを意識した上質住宅提案による新規顧客確保

岐阜県 Ｒｅ：ａｒｔ（リ・アート） ３ＤＣＡＤ＋３Ｄプリンタ導入による海外の新規顧客獲得

岐阜県 美容室Ｒｉｒｅ．ｙ（リール．イグレグ） アクティブミドル層を取込む為のサロン改装による新規顧客の獲得

岐阜県 インプラス　山口峻 ブライダル映像に特化したホームページ制作で新規顧客の獲得！

岐阜県 行政書士大口法務事務所 地元密着型の行政書士事務所のＰＲ

岐阜県 株式会社Ｋｓ　Ａｒｔ 中高年齢層向け受注アップを目的としたＨＰの抜本的リニューアル

岐阜県 七福庵 ２０代～５０代の頑張る女性を応援する和みカフェのＰＲ

岐阜県 有限会社たけひろ建築工房 ターゲット顧客への認知と集客目的の為、広報費に活用。

岐阜県 株式会社パッソ 動物専用火葬炉の製作及び車両積載改造による販路拡大事業

岐阜県 三和クリーニング 当店の技術力・接客力と特長をアピールし販路開拓

岐阜県 まほろばのほし 新事業「ウエディング＆パーティプラン」のための広報と店舗改装

岐阜県 テクナード株式会社 「激取りＭＡＸ」認知のための展示会出展とＢｔｏＣ事業への展開

岐阜県 むつみ 地元での親御さん向け説明会及び動画・小冊子による入会促進事業

岐阜県 ａｄｄ－Ｌａｍｐ　ｈａｉｒ 美容室で施術する「まつ毛エクステ」

岐阜県 ハート＆ハート 障害者などへの補助機能のあるシャンプー台改善事業

岐阜県 西松亭 高齢者の集客力向上のための高齢者向け椅子及び机の導入

愛知県 株式会社ＫＥＹＧＲＥＥ 新ユニットキッチンの開発・製作および販売ルートの構築

愛知県 三陽株式会社 店内レイアウト改善による動線進化及び店頭販売力向上

愛知県 株式会社ＭＥＲ 地域の国際化に貢献できる「英会話カフェ」の発展的持続化事業

愛知県 株式会社ＳＰＩＣＡ バルーン認知のため、販売代理店を活用した広告事業

愛知県 株式会社富士製作所 クニャマップ山岳観光立体地図の認知拡大のＰＲ事業

愛知県 冨田商店株式会社 紙器事業の強みを駆使した和食トランプの開発・彩小箱の販促

愛知県 Ｔｒｅｅｓ′ｃａｆｅ 「斬新・新鮮・鮮烈」フォンデュ界のオンリーワン商品で販路開拓

愛知県 Ｃａｓｓｅｔｔｅ（カセット） 「顧客獲得を目的とした見本市への出展」

愛知県 株式会社アロマ工房 認知症予防のためのアロマグッズの販路拡大及び人員の増強
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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

愛知県 碧香堂 遺族の心に寄り添う日本版シンパシーカードの開発と普及

愛知県 刻心堂 無縁墓対策サービス「永代お墓守サポート」の開発と販路開拓

愛知県 株式会社ダイバーシティー 外国人就労者による地域おこし促進及び外国人就労者紹介サイト

愛知県 立石ファイバー株式会社 両頭研削に特化したホームページ開設による新規顧客・販路開拓

愛知県 株式会社シーエムエス 集客力を高めるためのプレゼン室のＱＯＬ向上

愛知県 株式会社イノウエ商会 新事業ホームページやＳＮＳを使い配管工事業への新規参入

愛知県 株式会社丸絲 Ｔシャツ≒着物　日常着としての「着物」のジャンル確立し販路開拓

愛知県 ＨＩＧＨＦＡＲＭＢＵＲＧＥＲ だれもが入りたくなる”まちのハンバーガー屋”さん

愛知県
ＢｅａｕｔｙＨａｉｒＢＥＡＳＴ（ビュティーヘ
アービースト）

抜け毛、頭皮トラブル改善サービス立上による、売上アップ事業

愛知県 パティスリー　ラ・フォセット 焼き菓子の販売促進と、ＬＥＤ化による店内外の視認性の向上

愛知県 株式会社ｍａｋｅ　ｍｙ　ｄａｙ セトヤキＨＥＸ（瀬戸焼のオリジナル食器）の開発・販路開拓

愛知県 有限会社ブリコラージュ 健康志向の３０～４０代女性に向けた自家製グラノーラの販路拡大

愛知県 株式会社アイル 訪日観光客むけの、商品パッケージの変更、商品開発、広報費

愛知県
株式会社ＭＩＮＩＡＴＵＲＥ・ＦＡＣＴＯＲ
Ｙ

フィギュア等のミニチュアグッズの海外販路開拓

愛知県 阿部建設株式会社 木が持つ可能性を広げる、木造の中～大規模施設建築の普及事業

愛知県 株式会社トラスト ＳＮＳへの飲食店不適正画像投稿リスクを低減するシステムの販路拡大

愛知県 森国際特許事務所 海外進出中小企業への知財リーガルサービスの提供・販路開拓

愛知県 株式会社アルファ ペット対応に特化した住宅リフォームのセールスプロモーション

愛知県 株式会社デイジー 家事支援サービスにおける、スマートフォン対応ホームページ制作

愛知県 株式会社アイヴィーズ 地域密着型学習塾経営に伴う集客策

愛知県 株式会社ＳＮＰ’ｓ 野菜摂取をサポートするお弁当、ジュース、お菓子の開発販路開拓

愛知県 株式会社眞照 ダンボール製パーテーションと防災用品のＰＲと販路拡大

愛知県 株式会社ユノ
店舗リニューアルで店内空間の向上とメニュー改良で、顧客満足度向上と新
規客の獲得。

愛知県 小出接骨院 治療弱者を救う！地域で唯一完全予約制の夜間対応治療院、ＰＲ事業

愛知県
オリベ会計事務所　若尾僚彦税理
士事務所

月次決算書の活用と経営計画書の作成・運用支援に絞った販路拡大

愛知県 ＪＰサーフィンスクール オリジナルウェットスーツの社会周知と販路開拓
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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

愛知県 ＭＥＬＲＯＳＥ ブーケ専門ホームページ・スマートフォン用サイト開設での販路開拓

愛知県 株式会社いせむつ 障がい者雇用創出と企業のコストカットを促進する事業の販路開拓

愛知県 株式会社サンヒコ 対象セグメントの絞込みに伴う自社ホームページの刷新

愛知県 クロスクローバ株式会社 保守メンテナンス業界向けのクラウドサービスの販路開拓

愛知県 円銘建設株式会社 プラチナ世代にもてなしの場「茶室」を。ＨＰで潜在需要の開拓

愛知県 パウダーフーズフォレスト株式会社 デカフェ・コーヒーのコーヒーパウダーの開発・販路開拓

愛知県 株式会社エコス 訪日外国人向け等に新需要を狙う段ボール製商品の販路開拓事業

愛知県 ｉｋｓ　ｄｅｓｉｇｎ モジュールという量産のスキームからデザインしたローコスト家具

愛知県 株式会社丸八テント商会 テント総合カタログの作成

愛知県 落合行政書士事務所 中小建設事業者への完全サポート事業

愛知県 柴田　時子 子どもに金銭教育を！おこづかいセミナーゲーム作成・販路拡大

愛知県 株式会社ＤＯＶＡ　ＴＲＡＶＥＬ 乳がん患者様、人工透析患者様のための新たな旅行斡旋の販路開拓

愛知県 有限会社ウィング 古臭い店舗からパット明るい店舗に大改装計画！

愛知県 株式会社グラフィッコ 子どもとママのための、プレゼントショップのブランディング

愛知県 ａｌｆＲｅｄ（アルフレッド） 地域の女性客を囲い込む広告戦略

愛知県 株式会社インデックス 国産榊の拡販に向けた小売事業者向け販促活動の展開

愛知県 フロンティアフィールズ株式会社 東海三県下で１億円の資産形成に成功させる不動産投資塾事業

愛知県 丸丹株式会社 ２０年後の我が子を公用語英語企業に入社させたい人への販路開拓

愛知県 株式会社みず穂 周辺地域におけるオリジナル精米の認知度向上

愛知県 株式会社ＵＴＡ スマートフォン対応サイト構築による顧客サービス向上と雇用増加

愛知県 ａｌｔ 店舗リニューアル、記念イベント、情報発信強化による顧客開拓

愛知県
アナリストインテリジェンス株式会
社

ＷｅｂインテグレーターによるＥＣサイト・運営サービスの提供

愛知県 ＫＡＭＯＮ　ＢＥＡＵＴＹ 小規模エステサロン向けのアンチエイジングメソッド認定スクール

愛知県 株式会社エスピィジェイ ベビーカーの新シリーズ発表にあたってのＰＲ事業

愛知県 ＬＯＥＷＳ（ロウズ） ハイエンドなローカルブランドを広く告知するための事業

愛知県 株式会社愛知心理教育ラボ メンタルヘルスチェックテスト導入企業新規開拓
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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

愛知県 株式会社Ｋｅｙ・ポイント 靴修理店舗のフランチャイズ事業展開のためのオーナー募集と教育

愛知県 美容室ロゼ上名古屋店 顧客満足及び従業員満足につながる店舗改装及広告宣伝

愛知県 カフェ　ヴェリーヌ キッシュが名物！気軽に楽しむフレンチカフェの知名度向上計画

愛知県 Ｒｉｃｅｔｔａ 感動を与えたい　志高き美容師が集い、美容師も幸せになる美容室に

愛知県 株式会社グローバルステージ 訪日ＡＳＥＡＮ在住女性をターゲットとする情報提供サービス

愛知県 豆たぬき 「ふぐ料理」認知向上に向けた宣伝強化と個室化による集客拡大事業

愛知県 愛知電設株式会社 エレベーター前でもフリーＷｉｆｉ！おもてなしサービスの販路開拓事業

愛知県 株式会社木村台紙 エンディングノート倶楽部

愛知県 炭火焼肉釜山 販促用のチラシ作成・配布と販路開拓のための機械装置購入

愛知県 株式会社プロカレント 「インバウンド対策支援プログラム」の拡販

愛知県 株式会社Ｃａｒｒｙ　ｏｕｔ 子育て応援コミュニティサイトの運営により顧客獲得を図る

愛知県 アレグリア合同会社 治療院経営総合サポート事業の集客拡大プラン

愛知県 有限会社オオマエデザイン 和食レシピ・料理写真・和風デザイン販売の海外販路開拓

愛知県 株式会社アクトリアル 《参加体験型イベントのポータルサイトの開発事業》

愛知県 株式会社名古屋匠塗装 ウェブサイトの改善及び運用見直しによる新規顧客開拓

愛知県 株式会社ばんだい 純国産食材使用！安心安全なプレミアム弁当の販路拡大

愛知県 タクミカメラ 写真屋からの新提案。ワクワクするプリント＆就活応援写真撮影。

愛知県 株式会社ペーパームーンＲ ドール愛好家層をターゲットとした等身大フィギアのファン拡大

愛知県 なごの行政書士事務所 ＷＥＢを使った建設業許可業者が受ける経営事項審査の手続き代行

愛知県 かきもと株式会社 自社ブランドの販路拡大

愛知県 合同会社フェニックス サラダ油などの植物油の回収並びに再利用事業

愛知県 合同会社　むすびｄｅｓｉｇｎ 持続可能な地域の支え合い団体による高齢者の見守り事業

愛知県 ＡＲＣＩＡ（アルシア） シリコーンで作る立体手形・足形の販売促進

愛知県 ＣＢＴ－ＬＩＮＫｓ メンタルヘルスサポートによる業務効率化サービスの展開

愛知県 Ｒｉｂｌｅ 自社ブランドの販売強化策に伴う展示会、商談会出展による販路拡大

愛知県 合資会社わたなべ旅館 老眼鏡不要、高齢者に特化したスマホ専用ホームページの作成
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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

愛知県 有限会社浅井鐵工所 ホームページ導入による新規開拓

愛知県 有限会社久田鍍金工業所 ご新規様も安心！自動車、バイクの再メッキ、レストア事業

愛知県 有限会社インスタイル ウェブと通行人に魅力ある商品と空間のＰＲによる新規顧客の獲得

愛知県 お仕立処ＹＯＵ 着物リメイク事業定着のための販路開拓事業

愛知県 名美アパレル株式会社 シニア市場に向けた機能付きファッションの販路拡大事業

愛知県 株式会社ｃｏｍｍｏｎ　ｅｎｔｒｙ 地域密着型の託児所ポータルサイトの作成によるＰＲ活動

愛知県 ふうせん工房 一生忘れないパーティーのバルーン装飾の販路開拓

愛知県 有限会社トムサイン ネット上で自動見積ホームページによる看板製作料金見える化計画

愛知県 有限会社ウイル電子 オリジナル・コードレス和風和紙ＬＥＤ照明機器製品の拡販

愛知県 プリマベーラ 新料理メニュー開発とそれに伴う仕入れ素材ロス激減による利益向上

愛知県 株式会社トキワ工芸社 無垢床材・床研磨と塗り壁工法のネットを使った販路開拓事業

愛知県 株式会社ウィルビジョン Ｗｅｂを利用したサイボウズｋｉｎｔｏｎｅの導入支援および開発の販促計画事業

愛知県 合資会社山中羊羹舗 訪日外国人観光客へ”茶菓子文化”を伝える

愛知県 株式会社ＳＯＵＲＩＲＥ 看板設置、ＷＥＢ広告見直しによる顧客開拓事業

愛知県 有限会社山都屋 レトロなお店づくりお助け事業

愛知県 株式会社リバース・コバヤシ 「愛犬家住宅リフォーム」の認知の為のホームページ・チラシ作成

愛知県 有限会社ループ・スター 女性の認知度を上げ新たな顧客開拓ための看板設置事業

愛知県 株式会社ＯＹＡＪＩＤＩＮＩＮＧ 新店舗開業に伴う看板の設置と周知の為のチラシ作成

愛知県 株式会社福祉情報事業団 「介護モバイルコンシェルジェＩＣＴシステム」利用促進事業

愛知県 株式会社磯谷煙火店 シミュレーションソフトによる花火のビジュアル提案で販路拡大

愛知県 株式会社庭芳造園 モデル庭園のイベント出展による当社ＰＲと新規個人顧客獲得事業

愛知県 葵クリーニング 高度なしみぬきをアピールできる店舗改装と看板設置で売上増加

愛知県 グリーンフロント研究所株式会社 ドローンを活用した広域環境モニタリングツールの開発と販売促進

愛知県 磯部ろうそく店 新商品の開発とパッケージ等デザイン制作および販売戦略の整備

愛知県 メリネ鈑金塗装有限会社 看板設置、ホームページ開設での宣伝活動

愛知県 Ｃａｆｅ＆ＲｅｓｔａｕｒａｎｔＴＯＹＢＯＸ ランチの常連を別の時間の常連へ各種リーフ等で売上アップ事業
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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

愛知県 株式会社小林秋三郎商店 既存顧客との絆を深め、紹介による新規顧客の獲得事業概要

愛知県 株式会社ドリーム・ダブル 低価格でケアマネージャー講座の販路開拓

愛知県 株式会社ｐｈｏｎｅｍｅ 自社オリジナルブランド「Ｅｎｈａｒｍｏｎｉｃ　ＴＡＶＥＲＮ」のＰＲと販路開拓

愛知県 有限会社ほなが 看板・チラシ・店内改装による和小物、和服の集客、店売り強化

愛知県 ｃｈｅｚ　ＴＯＭＯ 希少なジビエ料理を１年中楽しめるメニューの認知度を高める事業

愛知県 ｆｅｖｒｉｅｒ（フェブリエ） ナチュラル系異業種店とのコラボイベント実施による新規顧客開拓

愛知県 椿総合法律事務所 交通事故問題処理業務の獲得を図るための広報活動事業

愛知県 Ｈａｉｒ　ＤＩＮＯ 高齢者等弱者のための店舗ユニバーサルデザイン化！

愛知県 有限会社佐野花火店 新パッケージをデザインし、新たなるディスプレーにて販路拡大をめざす

愛知県 森の花畑 有機野菜を使った託児サービス付き料理教室の拡充

愛知県 煮込みうどん　二橋 「二橋の味噌煮込みうどん」お取り寄せ商品のブランディング

愛知県 株式会社岡建 『誠実さと仕事の質』を強調して新規取引を増やす販促事業

愛知県 株式会社シエル 美容関連商品のテストモニターによる新商品開発、リピート率向上

愛知県 株式会社アルファテック 「水廻り健康チェック」サービスで、お抱えの水道屋になり売上アップ

愛知県 ダウンタウン オーニング（広告幕）の修繕とメニュー表の作成で新規顧客獲得

愛知県 西三通信建設株式会社 天然アロマディフューザーの設置とその販路拡大

愛知県 カイロプラクティック光輝岡崎葵院 カイロプラクティックによる健康教室拡大事業

愛知県 さゝ伍 居酒屋をベーカリーカフェへ改装し周辺にないお店創で売上ＵＰ！

愛知県 有限会社ヨクナル ブライダルリンパのニーズに応え、新規客層取り込む為の販促事業

愛知県 有限会社静香園 ３度驚く感動ギフト！七色に輝く幸せハーブティー！の商品化

愛知県 株式会社Ｌｉｆｅ　Ａｒｃ　Ｓｙｓｔｅｍ 自社オリジナルＣＭＳを活用したＨＰ制作事業

愛知県 株式会社オモニ 集客力向上の為のメニュー改定に伴う改装と設備強化

愛知県 株式会社アライブイノベーション 地元の農産物を使ったおはぎ製造販売で利用者獲得＆売上拡大

愛知県 株式会社しんこう 地元岡崎での地域知名度向上・省エネ実現支援事業

愛知県 懐石　亜津佐 地元に愛される岡崎弁当の販売で売上アップ事業

愛知県 株式会社栄光会 スポーツマンを救え！身体の見える化で集客力アップ事業
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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

愛知県 Ｊｏｈｎ　Ｒｕｓｓｅｌｌ（ジョンラッセル） 「居心地の良さを追求する次世代メンズサロン」の広告事業

愛知県 株式会社ＦＲＡＳＣＯ 動画コンテンツのＷｅｂ掲載による販売促進強化事業

愛知県 ＭＴサロン美合駅前店・幸田店 ＭＴ化粧品を活用したメンズフェイシャルエステ分野の顧客開拓

愛知県 岩瀬食品有限会社 “むらさき麦”食品で岡崎観光をＰＲ！新商品開発で販路拡大

愛知県 宝生園 「萬年青」の新商品開発と機会を生かした情報発信・販売促進事業

愛知県 魚菜屋樞 接待・観光客需要に応えるディナーレストランに向け居酒屋改装

愛知県 和食倶楽部　小粋 烏賊でイカシタ小粋な和食倶楽部の運営

愛知県 美容室Ｙ‘Ｓ（わいず） 子供～全世代対応の強みを丁寧に伝えて新規客獲得を図る販促事業

愛知県 株式会社エスユー技研 鋳造加工機から発生するアルミ切削屑の低価格破砕装置の開発

愛知県 有限会社めがねのワールド 貸出用補聴器で売上アップ事業

愛知県 株式会社鈴宏ホーエー家 当社の経営する家電店の魅力を広告宣伝して購入客の増大を目指す。

愛知県 株式会社ほづみインテリア 下請事業からの脱却をはかるためのＤＩＹ市場への新規販路開拓事業

愛知県 有限会社ウイポップ ぽんせんべいパッケージの刷新による、客層拡大と売上アップ

愛知県 有限会社匠味 ＰＯＳレジ＆ハンディー導入で顧客回転率向上による売上増加

愛知県 白雪乳業有限会社 自社ブランドを開発し、新規販売方法と販路を獲得する。

愛知県 株式会社ＳＥＡＳＵＮ マシン開発者の講演会を実施し知名度アップ、新規会員獲得

愛知県 株式会社オアシス システムリニューアルに特化したチラシ・ホームページ制作

愛知県 株式会社ｄｅｓｔｉｎｏ ３０代女性をターゲットとしたスカルプケアサービスの展開

愛知県 株式会社エリアケアサービス 在日外国人（フィリピン人中心）向け介護資格養成事業の展開

愛知県 合同会社こきょう ケアマネージャーに対するアプローチによる売上アップ事業

愛知県 ＲＥｓｅｒｖｉｃｅ 高齢者の「ゴミに関する困った」を解決するワンストップサービス

愛知県 株式会社Ｒｅｍｏｗｏｒｄ クラウド型数値計算環境提供サービスの販路開拓事業

愛知県 株式会社ナチュラル・コーチ 育児休暇中の女性を対象にした企業内コーチングセミナーの実施

愛知県 株式会社スズホ お客様からご指名を頂ける、訪問看護ステーションの展開

愛知県 エムワイカンパニー有限会社 物件情報サイトを入口としたホームページの制作

愛知県 ｅａｓｅ．ｎａｎｉ 中高年向けの新メニューで顧客満足度を高め、単価・集客増加計画
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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

愛知県 ＳＥＶＥＮ　ＳＴＹＬＥ 家具の“高付加価値”ニーズ対応による顧客獲得とリピート促進計画

愛知県 ｄｏｇ　ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　Ｃｕｕｎ 犬のオゾン水シャンプー・カットとホテルの知名度・集客向上事業

愛知県 株式会社福澤 現代仏壇事業部の市場認知度認知度ｕｐのための営業力強化計画

愛知県 あかね不動産 遺品整理事業を軸にした営業施策による認知度向上と販路開拓

愛知県 アンジュ株式会社
世界初「ハンド周波療法」「エナジーセラピー」で中年層のお客様へトータル
ビューティ

愛知県 木育親子カフェＰｉｎｏｓ “木育親子カフェ”の認知度アップと集客力の強化事業

愛知県 株式会社小川製作所 ワイヤーカット技術ＰＲホームページによる航空機分野の受注計画

愛知県 バー＆ダイニングセンポカフェ 新規顧客獲得と固定客増加を目指すプロモーション事業

愛知県 ａｉｒ株式会社 情報発信力を強化しアイドルタイムの来店数増加を図る

愛知県 有限会社アクト 高齢者の安全・安心を確保する工事内容のＰＲによる販路開拓

愛知県 野彩屋ｐｒｉｍｉｔｉｖｅ 雑誌への広告掲載による新規顧客獲得

愛知県 株式会社シンライ工務店 住宅・リフォームまつり、無料相談会による認知度向上と受注獲得

愛知県 おかもと農園 農薬不散布の「柿の葉茶」の商品化と販路開拓

愛知県 有限会社ＭＧＪ 新規客獲得と顧客満足度向上を目指した店舗改装

愛知県
神戸育ちの串焼き屋むさしココラフ
ロント豊橋

地場食材で料理教室を行う「新しい」地域密着型の焼鳥店の展開

愛知県 株式会社ＧｒｅｅｎＷｏｒｋｓ 健康サプリメント事業の販売力強化による売上拡大計画

愛知県 株式会社フォーラム 市場認知度とリピート率を高めるためのプロモーション戦略

愛知県 アイスタイルデザイン 農業者等に特化したフリーペーパーによる農業関連業者の受注拡大

愛知県 株式会社夏目デザイン 「自治体広報紙への広告掲載でシニア層の新規顧客開拓」

愛知県 黒田グリーン ネットを使った、商品掲載及び取引先の利便性向上による販路拡大

愛知県 株式会社Ｇｒｅｅｎ　Ｗａｌｋ 自社商品のブランド化及び知名度向上のための販路開拓事業

愛知県 有限会社デック Ｗｅｂ受注力をアップさせるためのホームページ制作事業

愛知県 ｉ　ａｍ　ｃａｆｅ 独創性の高い多目的スペースの創造とコンセプト強化

愛知県 エヴォリュアン ブラジリアンワックスを全面に掲載し知名度を上げるプラン

愛知県 株式会社桑名屋 小規模飲食店への配送を含む新規顧客獲得のための広報事業

愛知県 有限会社エムズアート キャンピングカー専用のホームページ作成・ＰＲで売上アップ計画
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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

愛知県 合同会社サイプレスＭｉｙａｂｙ 天然木ウッドデッキＤＩＹと自然生活術

愛知県 ミヤケ楽器 楽器販売・音楽教室生徒募集の為の広告

愛知県 カイロプラクティック　ラウレア 集客のための効果的広告宣伝と立地面における顧客の利便性向上

愛知県 株式会社にじまち トマト加工品の開発、金赤トマトを使用したメニュー開発

愛知県 Ｈａｍｍｏｃｋ
オーダーメイド家具の提供のシステム構築及び認知向上による新規顧客獲得
事業

愛知県 ＲＥＡＬ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ 軽くて強いコーデュラナイロン製バッグの開発・販路開拓（展示会出展）

愛知県 スタジオ・ヨガの華株式会社 シニア世代を中心に「空中ヨガ」で健康・美・癒し・笑顔の心身へ

愛知県 株式会社ホームデザイン和 「ＤＩＹ女子応援プロジェクト」のネットショップ設営とＰＲ事業

愛知県 ひらおかステンドグラス工房 スマホ時代に対応した若い世代の女性向け集客情報サイトの制作

愛知県 株式会社Ｉ．Ｃ．Ｄｅｓｉｇｎ ３Ｄプリンターによる設計確認・装飾品製作の実現可能性評価事業

愛知県 株式会社かめさきカホリン ホームページを活用した直接受注の促進による収益の増加

愛知県 ビオ・ショップ半田 看板の設置ならびに商品カタログ作成による新規顧客開拓事業

愛知県 加圧トレーニングクラブ堀田 「精密測定機を使用した加圧トレーニングジムの増販・増客」

愛知県 有限会社はなふく 看板・屋外照明設置および新サービスの広報による販路開拓事業

愛知県 有限会社共育舎 高校１年生からの大学入試を狙った低コスト学力ＵＰ作戦の販路開拓

愛知県 株式会社オオサカヤ オリジナルギフト新商品開発と販売促進

愛知県 やまき総合法務事務所 実務法律家（専門士業）のための実践英語プログラムの開発

愛知県 積木工場わつみ わつみの積み木を名古屋市内の出産を迎えた家族に知ってもらう

愛知県 株式会社モワノー ３Ｄプリンター出力造形物による企業様個人に対して新規販路開拓

愛知県 ＳＴＲＥＥＴ　ＢＡＲ　Ｊ．ＢＯＹ 「浜田省吾のコンセプトバー」と誰もがわかる店舗へ

愛知県 株式会社サンライズ ３ＤプリントサービスＰＲの為のホームページリニューアル

愛知県 レザーリペア９９一宮工房 革製品を蘇らせ、新たな価値を提供する販売事業の開始

愛知県 ｅ－ｌｉｎｅ　（イーライン） 看板と広告・マグネット広告の相乗効果による新規顧客開拓事業

愛知県 Ｈａｎｇｏｕｔｃｏｆｆｅｅ ショーケース棚の導入とカウンター席の増加による回転率の向上

愛知県 株式会社モリテツ 今後の業界動向を想定した工事業種の拡大とＰＲ活動の強化

愛知県 株式会社ヤンドリーム まごころ弁当宅配サービス
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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

愛知県 ＡＫＩ特殊機械株式会社 クレーン落下防止のための耐震化設備の普及販路開拓事業

愛知県 有限会社ハーツ インターネット広告で新規顧客の獲得と売り上げアップ事業

愛知県 有限会社スギ設業 太陽光発電システム導入事業者様向け新サービス事業の開発・提供

愛知県 吾妻屋燃料部 お祭り屋台事業専用ＨＰの開設とＤＭ等による販路開拓

愛知県 憩 広報を駆使した新メニューのＰＲと必要な機器の導入及び店舗補修事業

愛知県 株式会社かん・ぜおん 分譲マンションの専有部リフォーム需要の開拓

愛知県 有限会社サン・オリオン
社内で蓄積した織技術を活かした独自性のある「織物クッション」の試作開発
及び販路開

愛知県 プレジールヘアーデザイン 立地を生かし、より訴求力の高い看板を設置する

愛知県 北川カイロプラクティック 新規顧客獲得のためのホームページのリニューアル事業

愛知県 ｆｌｏｗ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 大人世代の育毛ケアに特化したプライベートヘアサロン事業

愛知県 光田修整有限会社 既製品（洋服）の補修整後に行う検針作業

愛知県 株式会社コーエーテック ＷＥＢ　ＳＩＴＥを用いた自動車用特殊ボルトのＰＲと新規販路開拓

愛知県 株式会社霞仙 海外からの旅行者を対象とした短期滞在型陶芸体験事業

愛知県 Ｔａｎｅ　Ｃａｆｅ ベジフルスイーツ（ベジタブル＆フルーツ）の開発・販売

愛知県 株式会社ル・カルム ホームページを活用した新たな販路開拓

愛知県 和布堂 たんすに眠る着物の再利用を促す事業展開

愛知県 スーリヤ 心と体のトータルサポート【スーリヤ】のＨＰ作成

愛知県
ｌ＇ｈｅｕｒｅ　ｄｕ　ｇｏｕｔｅｒ　（ルール・
ドゥグーテ）

より楽しさを演出！カテゴリー増加が顧客との関係性強化を実現

愛知県 株式会社ケイテック 自社窯業機械の全国へ向けた販路拡大事業

愛知県 木工房　玄翁屋 海外の人たちに向けた「瀬戸組子」販路拡大の展開

愛知県 株式会社月昇天 葬祭事業の認知度上昇と販路拡大

愛知県 有限会社セトセラミック 新オリジナルブランド商品のマルチプロモーション事業

愛知県 石川住建合資会社 転ばぬ先に手すりの取り付けを～高齢者の暮らしを支える住宅改修

愛知県 有限会社インテリア杉浦 イノシシ忌避機材の普及・販路開拓

愛知県 株式会社エム・イー・ティー 自社開発活性炭の販路開拓・拡大

愛知県 有限会社蒲郡オレンジペンション 外国人旅行者向け「くつろぎサービス向上」で売上アップ事業
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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

愛知県 株式会社ジーエム 三河地域の木工職人の新工房立ち上げ応援プラン

愛知県 加藤煙火株式会社 打上花火の販路拡大のための展示会出展によるＰＲ

愛知県 有限会社プー フットネイル、まつ毛エクステの新規顧客獲得、団塊世代、高齢者層の獲得

愛知県 有限会社フラワーズ・ドゥ ペット用お供え花の販路開拓と専用花器の開発

愛知県 有限会社お茶の牧田園 商品のブランド化・デリバリーサービスでの販路開拓

愛知県 株式会社オオタ精密 難加工技術のＰＲホームページによる航空機分野の受注計画

愛知県 有限会社岡本環境造園 施工例野立て看板とモデル駐車場で知名度アップと新規顧客獲得

愛知県 乗本畳店 的を絞った既存顧客へのフォローアップで畳替え頻度の短縮

愛知県 株式会社カトー水工 建築から要介護者等の暮らしをサポート・広告戦略による販路拡大

愛知県
ａｉｎｏｗａ　Ｏｒｄｅｒ　Ｊｅｗｅｌｒｙ＆Ｇａｌｌｅ
ｒｙ

オーダージュエリーの販路拡大とショップイメージ向上事業

愛知県 Ｋ’ｓファクトリー有限会社 不安解消！完成見学会実施に伴う子供向け「体験段ボールハウス」の製作

愛知県 有限会社日豊製作所
地元フリーペーパー「豊川じもとマガジン」等を活用して、新規顧客獲得のため
の広告宣

愛知県 小川米穀有限会社 ギフト用こだわり米スティックの開発・商品化とそのＰＲ

愛知県 おきあがりこぼし 新規顧客開拓の為のイベント出店及び新商品開発と外壁の刷新

愛知県 株式会社オアシス なでしこＪＡＰＡＮ育成型女子専用スクールの新設に伴うＰＲ事業

愛知県 Ｌｏｉｓｉｒｓ（ロワジール） お子様連れのお客様が平日でも来店しやすいサロンづくり

愛知県 きさん 厳しい経営状態脱却のための「いもかわうどん」試食イベント開催

愛知県 株式会社でん 業務効率化および営業活動時間の創出のための新システム構築

愛知県 有限会社都築食品加工 ホームページ・パンフレットを活用した市場開拓・販路開拓

愛知県 合同会社えがお 大きく見やすい看板設置で利用者増加

愛知県 サニーナチュラルクッキング 講師養成講座訴求の仕組み化と訴求のためのＨＰリニューアル

愛知県 株式会社丸加醸造場 小売部門強化による利益率及び売上構成改善計画

愛知県 チップヘアー 夜間営業による来店客数アップと育毛メニューによる客単価アップ

愛知県 接骨院さかいざわ モバイル環境導入による新規顧客の創出

愛知県 ａｎａｍ（アナム） 通販に頼らない！新たなコンテンツ導入で新規「来店顧客」獲得

愛知県 株式会社ウメムラ薬局 健康相談コーナーと強化商品の一般医薬品・健康食品展示棚の新設
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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

愛知県 ＹＯＧＯ（ヨゴ） 電子カルテを利用した「ビジュアルで感じる提案方法」の開発

愛知県 Ｒａｎａ ＨＰリニューアルとまちなか個人店ＭＡＰ作成による宣伝広告事業

愛知県 精一杯八号店
ファミリー層が安心して来店出来る居酒屋～もっと話そうよ、家族なんだから！
～

愛知県 ヘルメスサポート株式会社 監視カメラシステムのモデルルームへの設置、展示事業

愛知県 株式会社スミカ 地域での知名度の向上及び新規見込み客の開拓獲得　紹介促進事業

愛知県 有限会社長谷川急送 事務所設立による事業承継対策と介護施設への販路拡大

愛知県 株式会社　和光 ホームページの製作及びメガネの啓蒙活動

愛知県 長谷煉瓦株式会社 法人向けレンガの販売強化に向けた法人向け販売システムの再構築

愛知県 株式会社カネ由商店 三河焼植木鉢の知名度アップ、インターネット販売のための強化策

愛知県 杉浦味淋株式会社 純米本みりんと付加価値加工食品のＰＲと売上拡大

愛知県 株式会社大磯屋製麺所 価値を伝え、選ばれるための事業

愛知県 有限会社ルーツ フィリピンへの輸出の部品の在庫管理。フォークリフトの購入。

愛知県 株式会社太陽建設 高齢者も高齢者予備軍も！みんな『楽楽』リフォーム大作戦！

愛知県 沖縄家庭料理がっぱい スマートフォン対応ホームページ開設による新規顧客獲得事業

愛知県 合資会社カクタニ商店 新商品（オイルペインティングポット）ＰＲによる新規顧客開拓事業

愛知県 波多野建設株式会社
標準仕様と価格を明示した住宅の企画とプロモーション用パンフレット等の作
成による新

愛知県 株式会社サンワ金型 高品質・一貫対応を訴求する「金型ブランド」創出による販路開拓事業

愛知県 ダイエンジニアリング株式会社 工業データに変換可能なリアルタイムビューによる販路開拓事業

愛知県 株式会社ケーエスケー Ｗｅｂ・展示会・メディアの複合的活用による、新製品の販路開拓事業

愛知県 北京本店 「新商品「北京まぜそば」拡販による、北京本店ブランド化計画」

愛知県 喰彩いく田 「特別な１日を、特別な懐石料理で」新サービスの販路開拓事業

愛知県 安城資材株式会社 新カタログ作成によるスライスレンガの拡充事業

愛知県 個別指導学院ヒーローズ安城校 高校卒業資格取得サービスの導入による「寺子屋ブランド」構築事業

愛知県 有限会社パニーノ 「手作りサンドイッチ店の認知度向上のための看板設置・ＰＲ事業」

愛知県 ティーズギャラリー 自店Ｗｅｂサイト新規開設＆通信販売による新規顧客開拓

愛知県 株式会社ものとこと 新事業クロネコサイクルの中古車事業の強化による新規顧客開拓
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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

愛知県
有限会社スピリット（屋号マネキヤ
化粧品店）

会員向けニュースを折込チラシで配布し新規顧客開拓

愛知県 カーテンコール デジタルサイネージによる三河唯一のマジックバーの見える化事業

愛知県 株式会社ガーデンピア安城 看板設置・チラシを利用した知名度アップによる新規顧客獲得

愛知県 ｃａｆｅ＆ｄｉｎｅｒ　ｔｈｅｅ　ａｊｉｃｏ 新メニュー「ロコモコ」によるディナータイムの新規顧客開拓

愛知県 ふじや旅館 新食堂建設とほっとする手料理の食事のＰＲによる新規顧客開拓

愛知県 Ｑ－Ｆｕｋｕ 移動販売車の増車により新商品トルティーヤで新規販路開拓！

愛知県 株式会社ＬＩＮＫ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 三河初の芸能・キャリアアカデミー等の情報発信強化による販路開拓

愛知県 安城デンビール株式会社 地元産レストランメニューの作成およびイベント等の販路開拓

愛知県 株式会社海沼 「ハレの日」専用メニューの開発と広報強化による販路開拓事業

愛知県 合同会社ドリームボード 飲食店向け継続的衛生管理の提案

愛知県 株式会社匠設備 零細企業が大手に立ち向かう！新規顧客獲得事業

愛知県 株式会社丸福繊維 男も美白「サイクリング専用」日焼け防止マスクの開発・販路開拓

愛知県 株式会社香嘉園 西尾の抹茶を使用した抹茶菓子の開発による新たな市場の開拓

愛知県 株式会社ＢＬＥＳＳ 顧客若返り身体に優しいサロン創り大作戦

愛知県 稲松屋 ふとんの除菌・消臭サービスで客層開拓

愛知県 あづまや呉服店 着物カーニバルイベント開催による新規顧客開拓プロジェクト

愛知県 行政書士しらとり法務事務所 『終活』からの問い合わせアップと事務所イメージアップ

愛知県 株式会社悠峰写真場 レンタル衣装の拡充と衣装サイト立ち上げによる販路拡大

愛知県 ナガエ塗装株式会社 異業種との連携による、元請売上率向上のための新事業展開！

愛知県 ヘアーサロン村越 理容室による育毛メニューコースの販売促進とプライバシー保護

愛知県 あとりえいる・ふじむら 超音波美顔器導入による美髪・美顔メニュー客の獲得

愛知県 Ｐｒｉｖａｔｅ　Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　Ａｇｅ 高い効果の出るアンチエイジングケアメニューの開発・ＰＲ

愛知県 Ｍ・クラフト企画 １，０００円のビーズ屋さん、販路拡大・販売促進計画！

愛知県 麺の樹　ぼだい 中も外も自家製！創作ぎょうざの開発・販売

愛知県 株式会社ＴＳＵＺＵＫＩ 『西尾の抹茶を全国～世界へ』西尾の抹茶を使用した食品商品の販路開拓

愛知県 愛楽農園はいぼーなす 農家の農家による酒好きのための『おつまみポップコーン』開発事業！
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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

愛知県 株式会社Ｈａｒｖｅｓｔ
「記録よりきおくに残る思い出を。」家族の記念日に寄り添うムービー撮影サー
ビスの展開

愛知県 株式会社アドリーム 「ピザバイキング」導入による新規顧客獲得、販路開拓事業

愛知県 鬼童銘木株式会社 通販型ホームページ作成、宣伝広告エリア拡大による販路開拓事業

愛知県 バンビーナ 赤ちゃんから高齢者まで３世代が集えるバリアフリーカフェ開拓

愛知県 鶴見酒造株式会社 日本酒の外国語対応のＨＰ・広報による海外販路拡大事業

愛知県 福祉タクシー　寛房 酸素、吸引機導入による新サービスで新規顧客開拓事業

愛知県 株式会社スタイルカンパニー 新規リフォーム顧客に対し、外壁洗浄工法リフォーム工事の広告。

愛知県 株式会社マイティー 中古車販売プロセスと店舗・ウェブサイト・メール連携による拡販

愛知県 親和塗装株式会社 ホームページ、チラシ、提案ソフトを使った個人顧客への販路開拓

愛知県
ジャパンビューティスタイル株式会
社

車椅子着物を認知、利用しやすくするためのツール作り

愛知県 株式会社オガッシダイニング 広域への周知ＰＲによる新規顧客獲得事業

愛知県 株式会社グリントン・アールズ 春日井市に安心・安全のフロアーコーティングの販路開拓事業

愛知県 Ｖｅｒｄｕｒａｓ（ヴェルドゥーラ） 小さなお子様がいらっしゃるファミリー層の開拓とアプローチ

愛知県 カフェ　ベルゲン コーヒースタンド（テイクアウト窓口）新設にともなう外装工事

愛知県 すまいるクロス スタジオでの「動」写真撮影によるさらなる顧客開拓

愛知県 株式会社サンフレンドリー 働くママの「預けたい」に応えるための新たな保育サービスの提供

愛知県 株式会社大柳製材所
新商品のヒノキのまな板販売プロモーション事業　新たな顧客に対して販路開
拓！

愛知県 有限会社ミヤタデザインスタジオ 新聞折込広告と卓上電子看板配信で行う新規スポンサー広告獲得ＰＲ事業

愛知県 株式会社　大和　管工 ショールーム改装による顧客開拓と住宅リフォームの受注アップ

愛知県 株式会社美濃屋 記念行事・祝事に笑顔を届け更に知名度・売上アップを図る事業

愛知県 株式会社アールデザイン 介護事業所専用「ホームページ制作特別プラン」の周知ＰＲ

愛知県 キッチンしらしま 顧客の少人数化と高齢化に対する客席のリニューアル事業

愛知県 株式会社カネミツ食品
笑顔の地域農業活性化支援と健康作りのこんにゃくを愛知から全国へ販路拡
大

愛知県 一心堂表具店 認知度向上を図り販路開拓・新規顧客の獲得の為の広告宣伝事業

愛知県 株式会社空空 ３Ｄアニメ映像活用！企業のものづくり技術力を発信します

愛知県
天晴れ介護サービス総合教育研
究所

「介護現場をよくする音声講座」の販路拡大
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛知県 株式会社丸信自動車 女性の新規顧客獲得を意識した店舗づくり

愛知県 株式会社クリエス アクアグリップによる防滑施工の実施と販路開拓事業

愛知県 株式会社エニシア ＬＧＢＴフレンドリー企業を認定するサービスの開拓事業

愛知県 株式会社グランツ プラスチック成形機用パージ材の開発と販売戦略

愛知県 有限会社寿司割烹まるみ テーブル席の環境を整えて来店されるお客様全員満足事業

愛知県 株式会社石井鉄工所 金型分野への参入および販路開拓

愛知県 株式会社デザインのちから 店舗＆地域活性スマホアプリの企画制作

愛知県 ｋｏｉｃａｆｅ 新スイーツ商品開発及びパッケージデザイン作成による売上増加

愛知県 ビストロバルフルール 新感覚ジェラートの開発・販売

愛知県 いたがき接骨院 モバイル一体型バイオメカニカルセンサー導入による経営改善

愛知県 キクミル（店舗名　ＤＩＳＣ　ＷＡＶＥ） 通販サイトと実店舗用メルマガシステムの開発と運営

愛知県 株式会社名古屋タカギ 高齢者向けデザイン性軽失禁ショーツによる市場開拓の実現

愛知県 寺澤畳店 一般顧客への積極的な販促活動による売上及び利益率アップの実現

愛知県 フレイヤ 月額定額制導入による新規顧客開拓及び売上アップの実現

愛知県 尾張ういろ 和スイーツ「ういろ」のインターネット販売強化による販路拡大

愛知県 株式会社ＡＺＤＲＥＡＭ 小売新規店舗開設事業

愛知県 ヘアーサロンイケダ スカルプケアメニュー導入の為の店内改装

愛知県 株式会社菩提樹 ＨＰとパンフレット作成による自社サービスの認知度アップ事業

愛知県 パティスリー　シフクノキ 季節と素材にこだわった洋菓子の開発と販売拡大による地域活性

愛知県
一級建築士事務所　丹羽明人アト
リエ

事務所外装の木質化による店舗イメージ及び視認性の向上

愛知県 ローゼ・アルモニー 新規客獲得を意図した、通販機能を持つホームページの制作と宣伝

愛知県 モンテローザ 屋外看板改修及び内装工事と新メニューのＰＲによる新規顧客の獲得

愛知県 伊藤圭太税理士事務所 「小規模セミナーによる販路開拓」

愛知県 有限会社赤羽金物店 工事業者特化型のＢｔｏＢ自社サイトと管理システムの構築

愛知県 株式会社ＴＮＫ スポーツパフォーマンス向上と健康年齢増進を実現する治療の普及

愛知県 小松屋商店 創業１５０年、こだわりの手造りこんにゃく・ところてんの販路開拓
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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

愛知県 犬山グルメ株式会社 店舗拡張、改装による新規顧客開拓

愛知県 かふぇれすと茶茶 虚弱高齢者にやさしい店づくりのためのバリアフリー化

愛知県 なおあおマインド 母親・児童支援者向け、子どもの脳トレーニング講座開催の広報

愛知県 株式会社丸一建商 省エネ、健康に繋がる断熱商品及びリフォームの販路開拓事業

愛知県 ｓａｌｏｏｎ　ｈａｉｒ 周りに見られない半個室で頭皮相談と女性の顔剃りやエステを提供

愛知県 ｓｗａｎ’ｓ　ｃａｆｅ オリジナルアクセサリーの販路拡大

愛知県 合資会社キリン亭 「地元の親子３世代に愛される創業９０年のお店」の顧客開拓

愛知県 合同会社カンパニュラ 機能訓練型デイサービス『あいえんの輪』の集客と認知度向上

愛知県 株式会社アイギス 新規販路開拓戦略として岐阜支店の認知度ＵＰを図ります。

愛知県 美容室ル　トレフル 美容室の競合他店と差別化。総合的なリラクゼーション事業へ。

愛知県 合同会社ラ・パレット 洋菓子専門店としてのブランド力向上パッケージ開発とＰＲ事業

愛知県 カ－ネ－ション 家事代行サ－ビス顧客拡大

愛知県 井村食彩園 マルシェと農場をつなぐ架け橋で、知多半島の自然の恵みを届けたい

愛知県 喫茶フレンズ 親子３代で通ってくれる店づくり・衛生面を考えた設備導入事業

愛知県 有限会社蟹江鈑金工業所 家の外部からできる耐震補強工事の拡大

愛知県 寿司割烹なだか 地産地消・地域資源メニュー開発、広報戦略による新規顧客の獲得

愛知県 ヤマグチゴム印 介護施設や個人客へ「ゴム印の可能性を提案」新規顧客獲得計画

愛知県 株式会社八栄 よくある質問を取り込んだパンフレット、ＨＰの改善新規顧客獲得事業

愛知県 株式会社鶏工房 不採算店を人気店「情熱キョーザ」２号店への改装で、売上高拡大

愛知県 合同会社足軽家 足と靴のお悩み解決提案の新聞紙面広告による新規顧客獲得

愛知県 ＧＬＡＳＳ　ＪＯＹ　０２ アナログ広告宣伝による中高齢の新規顧客１．９倍増計画

愛知県 有限会社ラヴィアンローズ ネイリスト育成・養成スクール開設による新規顧客開拓事業

愛知県 有限会社玲子ガーデンファーム 初めて楽しむ方へ、「ポットインスタイル」の植栽コンテナ拡販

愛知県 大府精巧有限会社 「独自技術情報発信ツール」としてのＨＰ全面刷新による販路拡大

愛知県 有限会社ＯＧＧＩ スマホ対応ＨＰへ更新、チラシ配布で予約・売上アップ事業

愛知県 ｔａｍｓ アレルギー対応洋菓子レシピを企業へ販売するＤＭとＨＰ製作
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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

愛知県 アドバンス株式会社 化粧品新原料「羊毛還元ケラチン」の研究会発足による販路開拓

愛知県 Ｔｕｒｅｅｐ ヴィジュアル効果を活用したネイルケア商品の販促強化事業

愛知県 わかば接骨院 業界認知向上と外傷後遺症の減少、同業者向けコンテンツ作成配信

三重県 有限会社Ｍａｒｉｅ セミナーやレンタルスペースとして新しいサロンの活用による集客推進

三重県 有限会社ライフオール 新規顧客獲得と顧客満足向上を目指すホームページとリーフレット作成

三重県 Ｔｈｉｒｄ　ｐｌａｃｅ株式会社 他塾には無い成績保証制度の認知度アップで、生徒数増加事業

三重県 株式会社ＢＩＺサポート ｙｏｋｋａｉｃｈｉ空き家相談ネット運営及び空き家情報の収集

三重県 株式会社堀製麺 手打ち麺教室を通じて、販路拡大し地元業者と活性化を図る

三重県 富田菓庵　清華堂 地元食材を使った和生菓子の新商品開発とＷＥＢを使った商品紹介

三重県 株式会社香久屋 品質保証のあるリサイクルトナー・インクカートリッジ新市場開拓

三重県 ゆみ社会保険労務士事務所 サロンオーナー特化型社会保険労務士事務所のブランド確立戦略

三重県 クラタヤ株式会社 新型車・次世代車の車体修理に対応できる「溶接機」の普及を通じて売上向上

三重県 四日市ゴム商工株式会社 低炭素社会に求められるタイヤ専門店の参加型ホームページ作成

三重県 ヘアーサロンクラウン 拡大するメンズスキンケア市場に合わせたシェービングエステの提案

三重県 有限会社　オールビィー
健康と美容をテーマにした統合サービス（エステ＋タイ古式・ヨガ）で女性の新
規顧客獲

三重県 合同会社ステップバイステップ 比較優位性のある施術とＲＣを訴求ポイントにＨＰ・パンフレット等で集客

三重県 有限会社儀賀住建 伝統工法マーケティングで、技術の継承と林業の活性化を実現する

三重県 有限会社Ｍ・Ｃ・Ｗ ホームページのリニューアルでＭＣＷブランドを全国に広げる！

三重県 スポーツクリニックＴｈｅＳＵＮ’Ｓ 「パーソナルトレーニングによるバレエ界の底上げと利用者拡大」

三重県 株式会社アガタ製作所 新規顧客獲得のためカタログ作成事業

三重県 有限会社伊勢昆布
和食に対する関心の高まりを背景に大手が参入しないカテゴリーで海外市場
開拓

三重県 メナード長太新町　ベアーズハウス コミュニティサロンの創出による地域活性化事業

三重県 有限会社萩村製茶 多言語対応ＨＰを作成し世界に発信、新市場を獲得する広告宣伝事業

三重県 株式会社エコ・トレード
有害なディート不使用の虫よけ・鉄腕アトムのアロマガードでインバウンド市場
開拓

三重県 若紀久　喜旬 若年層にディスプレイボードで『和食』を伝え世代交代の礎を築く

三重県
たなかヘルスケアサービス株式会
社

家事育児、働く女性を骨格からケア、骨盤矯正で痛みの根本治療！ＨＰ作成
で新規顧客獲
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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

三重県 美容室メイフェア 「移転１０周年感謝キャンペーン」

三重県 久保工業 若年層（２０～３０歳代）顧客取り込みに向けてのＷＥＢマーケティング

三重県 株式会社ザラボ ＰＢ製品が中心のカラーコンタクト専門ショップを出店し、新規顧客を獲得

三重県 株式会社三重義肢製作所
高齢化で伸びていくコルセットを完全内製化し、より迅速に精度の高い製品を
提供

三重県 有限会社　昭　建 若い女性のダイエットニーズに合わせた断食道場と砂風呂への集客

三重県 有限会社　浜　作 和食の伝承、施設の改修で、インバウンド及び高齢者の集客を図る

三重県 有限会社西宗 若年層にも選ばれる販売体制の充実と販売促進　～漁業の発展のために～

三重県 寿印刷工業　株式会社 三重初の情報Ｗｅｂマガジンによる新規顧客獲得と売上拡大。

三重県 株式会社トーチ インバウンド向けパッケージの開発と製造工程改善による販路拡大

三重県 カネ政商店 頑張る４代目！催事出店強化による知名度、市場、売上拡大

三重県 茜工業 情報を充実させ認知度上昇に伴う営業利益アップ

三重県 ヨガスタジオシャンティ 『肩甲骨ヨガ』と『ヨガ棒ヨガ』という新クラス開設のためのＰＲとクラス準備

三重県 有限会社渡辺運送 物流システムのノウハウを生かした、ペット運送・商品販売

三重県 山二造酢株式会社 ＡＳＥＡＮ向け飲用酢「デーツビネガー」の商品開発及び販路開拓

三重県 有限会社折笠園芸 室内植木の中古活用コミュニケーションによる顧客獲得

三重県 住宅保全三重株式会社 『断熱リフォーム工事効果の見える化提案』で客単価アップ作戦

三重県 株式会社アビスタ 美味しい「お伊勢たい焼き」を全国へ！販路拡大実現を目指す！

三重県 Ｌｉｔｔｌｅ　ｃｌｏｖｅｒ 元女性美容師の職場復帰と伊勢挙式の知名度アップによる売上増加

三重県 株式会社トラベルラボ 旅行ライブラリカフェでの、地域交流とインバウンド需要への対応

三重県 バイオリン工房ＮＡＫＡＮＯ スマホ・タブレット対応ＨＰ作成による音楽教室市場拡大事業

三重県 有限会社奥野写真館 老舗からの脱却、入りやすい店づくりと若いファミリーの集客促進

三重県 株式会社なかよし 会話が聞き取り易いスピーカー「優奏ＹＯＵーＳＯＵ」の販路開拓

三重県 カフェｓｉｍｍｅ 売逃し解消・販路拡大のためのテイクアウト事業に向けた工房増築

三重県 株式会社ゴーリキ 日本木工機械展「ウッドエコテック２０１５」の出展

三重県 南勢オートリース株式会社 ウエルカム看板、オパシメータ設置による集客数・満足度向上

三重県 株式会社大信建装 移動型で特殊塗料の真価を体感してもらう新規見込み客開拓事業
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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

三重県 有限会社カードクターカワグチ 地元ガイドナビでリピーター流出の堰となるレンタカー事業

三重県 ファッションあき 新聞チラシとＤＭによる集客力向上と高齢者に優しい店づくり

三重県 有限会社スギヤマ 他店との差別化を図りブランドイメージを定着させるリニューアル

三重県 有限会社長谷川鈑金塗装 トイレ改修、子育て雑誌とのイベント開催による新規顧客開拓事業

三重県 伊勢塾 教室増・英語ソフト・ベネッセ提携による利益向上と社員の昇給

三重県 創作鉄板焼き　鉄平 看板製作及びチラシ配布による新規顧客開拓

三重県 有限会社村幸 茶包装専門店がパッケージ製作を通じて小さな茶農家のブランディング支援

三重県
株式会社ヘルストン　ＥＭ＆Ｃ事業
部

人工温泉装置の販売促進、及び、展示会出展による新規拡大

三重県 有限会社橋本テーラー カジュアル店とスーツ店の統合を図り、相乗効果を狙う店舗改装

三重県 株式会社ＨＯＮＥＳＴ 低価格を強みとする介護事業拡大のための広域ＰＲ事業

三重県 ケーズファクトリー 新規雇用・法人化に向けた業務の標準化、販路開拓、本社移転事業

三重県 有限会社松本紙店 地域文化のコミュニティー形成で売上向上

三重県 ＩＺＡＫＡＹＡＤＩＮＩＮＧ海住 店舗リニューアルによる団体客の新規獲得促進事業

三重県 花ことば 生花店と葬儀社の利点を活かしたワンストップによる家族葬市場開拓

三重県 パスタソースキッチン 得意なデザイン力を活かしたギフト販売の本格化

三重県 有限会社美ファイン・ハセガワ リフォームＯＢ客の継続と新規客の集客アップを狙う店舗改装

三重県 有限会社マイドソフト 「地場産品直売所」ピックアップカメラ活用事業

三重県 有限会社小原木本舗大徳屋長久 売上向上に導く商品包装の改良ならびに販促用品の作成・配布

三重県 スマイル 買い物弱者に対する移動スーパー事業の販路開拓及び知名度向上

三重県 パソコン工房ヒグチ スマホとタブレット機器専用のサポート教室へ移行に伴う販売促進

三重県 ＮＯＶＩＴＡ　ＦＡＲＦＡＬＬＯＮＥ 本格ソースを武器に米・卵・野菜の地産地消にこだわる新店舗のＰＲ

三重県 Ｋ＆Ｇ 魅力的なノベルティを付けてオリジナル商品の購入率アップ！

三重県 陣田屋商店 おもてなしの季節めん開発と販路開拓

三重県 株式会社三和販売 顧客ニーズに応えるリアル設計、スピード対応の為のＣＡＤ導入

三重県 有限会社薬局ポケット 地域に密着した相談対応薬局の宣伝強化による顧客獲得事業

三重県 美建総業有限会社 災害非常用電源装置「レスキューソーラー」システム販売促進事業
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

三重県 安藤食品サンプル製作所 食品サンプル雑貨販売用の店舗整備とウェブショップ開設

三重県 株式会社グランビル 薪ストーブ・古民家再生事業受注拡大のためのホームページの改新

三重県 有限会社丁子屋 既存の土産商品を贈答品にアップグレードさせる販売強化プラン

三重県 株式会社素材舎 地元ママとコラボするカフェの空きスペースの積極活用

三重県 株式会社マルキ 地元中高年女性の「美」に貢献するための顧客紹介キャンペーン

三重県 株式会社益生富士 顧客データの整備・活用による商品販売提案力の強化事業

三重県 中国料理　川龍（しぇんろん） イメージアップ看板と写真パネル設置による新規顧客獲得プラン

三重県 クリーンサービス桑名有限会社 おうちの椅子をピッカピカ。椅子のクリーニング周知拡大事業

三重県 有限会社お花ちゃん生花店 リヤカーから始まり８５周年、顧客名簿活用と店舗改修で売上アップ

三重県 株式会社丸サ笹治本店 ホームページ開設とチラシ広告による新規お客様と地区の販路拡大

愛知県 元気づくりジム 鍼灸国家資格取得者がいるジムが行うシニア層に特化した販路開拓

三重県 味処千とせ 自慢の魚介類やおばんざい、名産の蛤料理の周知による新規客獲得

三重県 有限会社新栄商店 蒸し機の導入によりサービスの向上と需要の変化に対応

三重県 株式会社原動力 学習塾と研修部門の一元周知、研修コンテンツ強化による売上促進

三重県 株式会社ファインブルーム 電力自由化に伴う、企業向け新電力への切替プランの提案事業

三重県 日研工業株式会社 ホームページ・カタログを活用し鋳物用副資材の販路拡大を狙う。

三重県 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ　Ｒａｄｉａｎｃｅ 大都市の店舗に負けない高品位ネイルサロンの広報力強化事業

三重県 天ぷら兎波 店舗の立地条件が悪くとも、マーケティングを拡大で顧客数ＵＰ

三重県 割烹藍川 家庭でも身近な旬の素材で簡単に作れる本格和食の料理塾

三重県 Ｒｅｇｎｉｔｉｏｎ（リグニション） ３０代男性をターゲットにした「新ブランド」立上げによる販路開拓

三重県
中村自動車商会・中村酒店・サラ
ダ館

高齢者及び新興住宅地へ向けた電動アシスト自転車の販路開拓

三重県 ＨＩＮＯ実装設計有限会社
ＦＰＧＡデモボード開発試作による設計力向上および新規案件獲得のためのプ
ラン

三重県 株式会社谷石材 石の魅力を広く伝える「石のカフェギャラリー」による顧客開拓

三重県 株式会社森機械 放置竹林の間伐竹から製造した「竹パウダー」の販路開拓

三重県 合名会社森喜酒造場 国内外での試飲イベント出展強化による販路拡大

三重県 中国名菜しらかわ 店主自慢の人気Ｎｏ．１「坦々麺」による販路拡大、実店舗売上増計画
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

三重県 山形屋酒店 増加する観光客と新住民をターゲットにした看板設置で集客力ＵＰ

三重県 ビンクロ 時間のない働く女性、単身者の食を応援する手作り惣菜の看板設置

三重県 ＪＤスタイル 大改革！亀山発オリジナルバッグの確立で販路拡大と売上拡大

三重県 Ｄｏｇ　Ｃａｆｅ　ぽ庵 「高齢者や女性に使いやすいトイレとチラシで集客力アップ」

三重県 松井電気 ＣＡＤ導入による提案型の営業で小規模電気工事業の脱下請けで利益確保

三重県 網干場 地元水産資源を活用した加工商品の開発・販路開拓

三重県 ぬし熊 後継者育成を目指したホームページリニューアル等による販路開拓

三重県 和菓舗若木屋 アレルギー対応菓子の開発と定番商品のリニューアル

三重県 ｙｕｎｏ工房 地元名張のリフォーム需要に対応すべくチラシとＨＰで販路拡大！

三重県 瓦勝 一般個人（世帯主）に向けた、プロモーションによる元請取引の拡大

三重県 ビューレター フリーペーパーとバーチャルスタジオ動画とＷＥＢとの融合サービス事業

三重県 あっちゃんのお菓子工房 名張産米粉と酒粕を使用したチョコレートケーキの製造販売

三重県 株式会社中尾呉服店 オリジナルパンフレットとチラシを活用した振袖客の先取り・拡大

三重県 株式会社サンシホームサービス
女性目線を取り入れた空き家の維持管理サービスの周知と事務所トイレ改修
による販路拡大事業

三重県 パールクリーニング社 新型機材でさらなる高品質クリーニングを実現し販売を促進

三重県 有限会社モンパクトル ブランド力の確立による商圏拡大と焼き菓子ギフトの強化

三重県 有限会社中島 介護予防に役立つトレーニングスタジオ「ロコスタ」の販売促進

三重県 ＴＯＭＯＲＬ 訪問美容・育毛サポート事業の連動で顧客獲得と社会貢献を実現！

三重県 小島結納品店 絆を深めあう今どきの愛のかたち、新しいカジュアル結納の提案で販売促進

三重県 フルーツショップほそみ お客様は大切な家族！心がほっこり温まるようなお店づくり事業

三重県 有限会社村口畳工房 当社アピールの情報発信ツールの刷新

三重県 富永商店 米穀店にしかできない、つきたて精米を身近にするＩＴ活用

三重県 有限会社高建
「全面リフォーム」と、「地盤強化事業」、「保障」を合わせた、災害に強い家の
提案

三重県 伝洋 ＷｉＦｉ設置などの受入態勢整備でインバウンド消費をキャッチ！

三重県 へあーさろん　つかさ 自宅送迎、訪問カット！高齢者・要介護者向けサービスの大幅拡充

三重県 有限会社世古 石神さんの参拝客を喫茶に取り込み次回の宿泊に繋げ売上ＵＰ！
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三重県 有限会社ちゅーぶもーたーす
商業施設に設置する軽整備用ガレージでかわいい車を展示し若い女性を集客
する

三重県 有限会社肉料理まつむら 椅子席導入による高齢者、外国人観光客に喜ばれる快適な食事。

三重県 株式会社ＴＡ西村 メカブ裁断機導入による、新商品「機能性カットメカブ」の開発

三重県 焼き肉　新京 観光客を新ターゲットにＨＰ・看板・メニューを連動した販売促進

三重県 竜宮料理の宿　八島 高齢者に満足度の高い大浴場へのリニューアルで売上ＵＰ

三重県 海の食堂　はっかい 新鮮な魚介を２倍焼きグリルで、海鮮焼き専門店を目指す。

三重県 マル井興業株式会社
伊勢湾及び河川の環境改善のため、単独浄化槽から合併浄化槽への転換を
促進することで売上拡大

三重県 有限会社華月 海女さんが採る鮑のブランド化で夏期の観光客を取込み売上ＵＰ！

三重県
有限会社ノア　鳥羽展望台　食国
蔵王

日本一海女の多いパールロード沿線の魅力創造・情報発信により、売上アッ
プ！

三重県 マリモ 空き店舗活用の「熊野まちなか体験染め工房」の開設でインバウンド対応

三重県 株式会社自然塾 キッチンカーを製作して地域で増加するイベントに参加し売り上げ拡大
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