
平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表　(追加公募受付分)

鳥取県 ベストバイ山陰株式会社 弓浜絣柄タオル商品継続開発に伴う新規パッケージデザイン

鳥取県 有限会社ヘアースパイス 新サービスの提供と広報による新規需要の掘り起し

鳥取県 国太建設株式会社 鳥取県の木と和紙を使う安心安全なこだわりの家の周知事業

鳥取県 ｈａｉｒｓて～て～むに～ 施術スペースのプライベート化と積極的な広告宣伝での集客力向上

鳥取県 株式会社ノンバディー ブライダル特化のオリジナルジュエリーのネット販売による販路拡大

島根県 株式会社タケダ造園 和風庭木リサイクル事業による新規顧客拡大

島根県 ダイビングショップ　シーワーク 施設充実によるリピート率の高い「カメラ派ダイバー」獲得事業

島根県 食結企画 新商品開発の幅を広げ県外発送も対応できるようにし、新規顧客獲得

島根県 凡蔵 女性顧客を増やすための店舗ＰＲ

島根県 有限会社ダイヤモンド美容室 店鋪移転に伴う看板の作成、設置並びにチラシの作成広告

島根県 有限会社遠藤建設 新たな商材によるリフォーム事業の拡大と積極的な情報発信

島根県 ドリームキャッチャー ネイル事業の導入による新たな販路開拓

島根県 株式会社リコスマイル 新商品のメーカー広報展開に同期した新聞折込広告による販路開拓

島根県 株式会社ブリヂストンショップ大田 タイヤ保管とアライメントで高齢者と女性及び車に優しい店づくり

島根県 株式会社Ｌａｂｏ 個人顧客向け店舗「直助家」の新規顧客獲得及び販路拡大

島根県 マエダプラスターズ エクステリア工事の定額プランの開発と販促事業

島根県 株式会社髙島屋呉服店 「老若男女みんなにやさしい店作りと店舗のアピール強化による販路開拓事業」

島根県 有限会社松江エフワン オーダースーツと女性向けアウトレット商品の提案告知

島根県 有限会社正和 個室の新設と席数の増加を伴う店舗移転拡張による販路開拓

島根県 和田理容店 脱毛機導入と施術スペースの個室化による新サービスの展開

島根県 若槻カイロプラクティック 姿勢分析器で患者の症状をデータ化し的確に施術して販路開拓

島根県 デコ．ヘアーズガーデン 全く新しい癒しメニューの開発並びにホームページリニューアル

島根県 憩漢方桃李 ターゲットを明確にしたＰＲ活動と顧客満足度向上による新規顧客開拓

島根県 スクールＩＥ浜田校 新規受講者獲得のための開講コースの増加及び広報事業

島根県 ハイドアウト 業務用調理機を導入して地元の食材で新メニュー開発し販路開拓

岡山県 髙田工業株式会社 県西部初工法の導入による新規顧客の獲得と販売拡大

岡山県 山本出 色土を使ったカジュアルな備前焼の販売促進事業

岡山県 株式会社粋成 高齢者向け弁当の宅配エリア拡大による新規顧客の獲得

岡山県 株式会社あさひ 企業イメージアップを提案する緑地管理サービスの販路拡大事業

岡山県 株式会社国際先進医療センター 岡山への医療ツーリズム実現のため中国医療機関へ販路開拓を実施

岡山県 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｂｅａｒ　児島児童園 電子黒板とタブレットを使った双方向の外国語教育を行う塾の開講

岡山県 権太寿し 新店舗開店ＰＲと女性客も好む寿司店のイメージ作りで顧客拡大

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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岡山県 板本組 「安全・安心の住環境」事業による民間土木工事の受注拡大

岡山県 山県化学株式会社 高級家庭用まな板業界進出及び海外の卸売業者に直接輸出開始

岡山県 株式会社きく井 若い方へ、食を通じた日本の伝統行事の提案事業

岡山県 エステティックサロンＬｕｌｌ お母さんが気兼ねなく来店できるキッズスペース付きサロンで販路拡大

岡山県 フラワーショップサンタウン有限会社 「普通の花屋」から、地域一番店を目指して「花文化を発信する花屋」への改装

岡山県 島幸博工房 いきものが喜ぶ備前焼水槽「アクア備前」の販路開拓事業

岡山県 サウティ・リサーチ株式会社 ホームページのリニューアルで全国医療系学部への販路拡大を図る

岡山県 はんこ屋さん２１岡山今店 法人向け販促支援サービスの実施による売上・認知度アップ

岡山県 うなぎ水産 漁師が作る加工食品をパッケージとＨＰ等で販売強化

岡山県 平岡秀慶園有限会社 桃と鹿肉、二本柱のコロッケで一気に飛躍する！

岡山県 有限会社前原建設 一点物家具の展示場を設け、見込み客を増加させる

岡山県 株式会社くらしき藹然 展示会出展に係る販促物と人員の充足による海外販路開拓の強化

岡山県 Ｓａｔｅｌｌｉｔｅ　｜　サテライト 現代アート作品集の出版による新規顧客の獲得と販路開拓

岡山県 株式会社グラスト２１ 岡山市内全域『ＦＩＴ　ＮＯ－ＰＡＤ』拡販事業

岡山県 Ｖａｎｉｌｌａ　ｆｕｄｇｅ（バニラファッジ） 新聞折込広告や店舗外観整備による地元中高年齢者層の新規顧客獲得

岡山県 山陽電設株式会社 官公庁中心から一般家庭へ参入するための販促活動の展開

岡山県 有限会社岡﨑商店 岡山県産素材の手作りこんにゃくの新たな食べ方の提案

岡山県 有限会社三和砿油 高火力燃料コークスの認知率向上・販路開拓に資する広告資材制作

岡山県 鶴田石材株式会社 オープンデータを活用して北木石ブランドを強化し販路を拡大

岡山県 ＤＥＴＯＸ＆ＳＴＩＬＥ　ｃｏｎａ 店舗の改良を行い、エステを強化して新規顧客の獲得と相乗効果を得る

岡山県 理容タナカ エステ機器の導入とトイレの洋式化により新規顧客開拓を図る

岡山県 あべ写真館 バリアフリー・スタジオを活かした生前遺影撮影の促進

岡山県 株式会社カーリアライズ 「０円査定車」買取サービスのエリア拡大に向けた販売促進の実施

岡山県 フジックス 新加工技術（防汚、防撥水）「ロータス・オーバー」の拡販と改善

岡山県 アッシュ株式会社
グルメ志向・健康志向の顧客をターゲットにしたジビエ料理のホームページを使った
販売

岡山県 双英株式会社 海外からの美容講習受講生受入れによる販路拡大事業

岡山県 株式会社音茶屋 おかやまの新定番おみやげ「温羅コーヒー」の開発、販売事業

岡山県 有限会社米酒センター平松 岡山県産ビンテージ日本酒「トビンテージ」ＰＲによる販路開拓・売上向上

岡山県 ｄｏｕｚｅ 高齢者、障がい者にストレスフリーな店作りとサービスで売上拡大

岡山県 株式会社Ｐｏｏｄｏｃｋ ヤングファミリー層の顧客開拓による、お財布に優しいセルフトリミングの販路拡大

岡山県 酒膳　たいら 元気なシニアが集い楽しむ、和食店創り事業

岡山県 有限会社ばんこく珈琲 岡山にちなんだ商品の開発とブランド化。新規顧客の獲得。
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岡山県 クレストヨンド 自転車市場における「ガラスの鎧」の販路拡大

岡山県 江尻アルミセンター 建設関連業種から６次化産業へ、菊芋加工品のリアル店舗で販売促進

岡山県 有限会社エヌティ・クリエイト 人材採用・教育・定着のための価値観マッチングシステム

岡山県 有限会社森商事 「健康と食の安全」をテーマに有機無農薬野菜と本のコラボ販売

岡山県 大武商事株式会社 自社店舗を改装し貸ホールを整備、地域の課題解決を図る

岡山県 Ｗｏｒｌｄ－ｅｘｐｏｒｔ　ＨＡＬ 日本製化粧品の海外販売サイト作成とＤＭ作成・送付

岡山県 有限会社ソバラ屋 外国人観光客向けのスピード印鑑作成事業

岡山県 有限会社三井商会 自社独自の顧客管理システム構築による顧客サービスの強化

岡山県 株式会社テイクモーターズ 高齢者向け出張サービスによる地域密着オンリーワン店の展開

岡山県 クリヤランドリー 店舗売上の増加を図るための、顧客を店舗に誘導する体制作り

岡山県 千代堂 セミオートシール機導入による商品製造の効率化と安全性の実現

岡山県 株式会社サイトウジムキ 作り手の想いと技術を動画で届ける“岡山うまいもの市場”の実施

岡山県 うどん工房　遊庵 親子連れ並びに観光客の来店を促進するためのＰＲ・改装事業

岡山県 有限会社深見升平商店 調理する家庭に向けた「ｄａｉｄｏｋｏｒｏリフォーム」の販売促進

岡山県 株式会社いぶき 幼稚園と連携した県内農産物マーケット創生事業

岡山県 平松基 カッティングプロッタ導入による新規顧客の獲得事業

岡山県 有限会社角井杭木店 岡山県・広島県の地元木材を使用したオリジナル木製ベンチの販売促進

岡山県 岡本鍼灸整骨院 コンビニエンス整骨院事業展開による販路拡大

岡山県 飯綱浩二法律事務所 相続に関する相談窓口「相続アソシエーション・つやま」の開設

岡山県 株式会社ｅｍｂ 子育てママを応援する！セルフネイルキットの開発と教室運営

岡山県 株式会社ＭＫフーズ 瀬戸内産の魚介類を使用した練り物の製造と販促活動の実施

岡山県 さくら先生のパソコン塾 長期間取引を可能とするイベントスクール併設型パソコン教室の実施

岡山県 株式会社竹の子 外国人観光客の利用増加と高齢者等に優しい店内環境の整備

岡山県 有限会社徳永商店 最新加工機導入とホームページによる新規受注拡大と人材確保

岡山県 ギフトショップ太陽社 「首巻タオル」認知度向上の為の販促活動及び試作品製作

岡山県 津山ビル管理有限会社 在宅介護時代を先取りしたハウスクリーニング強化による販路開拓

岡山県 アグロ厨房 本場で学び、自店で活かし、より満足される店になる

岡山県 Ｕｍｂｉｌｉｃａ 癒しと健康に焦点を当てたヘッドスパメニューの独自開発と提供

岡山県 エビス水産 観光客に「岡山・倉敷の珍味」を認知させることによる販路開拓

岡山県 黒崎花店 ロードサイド新店舗の顔としての看板設置で売上アップ

岡山県 中華そばいではら 煮鶏チャーシューの持ち帰り用パッケージの開発

岡山県 有限会社備前メディアネット 日本遺産認定記念商品開発と倍増外国人観光客へアピールと接客法
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岡山県 マシュハウス株式会社 地場木材など自然素材を多用したリフォーム商品ＰＲで売上向上

岡山県 株式会社牛窓フードハピネス 岡山県産きび粉を使った“うらソルト”の開発・販路開拓事業

岡山県 やおひじファーム 地域活性化（雇用と新規事業の創出）につながる近代的農業モデルの確立

岡山県 作楽整骨院 乳幼児連れでも来院しやすい子育てトータルサポート整骨院事業

岡山県 ソワンエステＪＥＷＥＬ。 顧客を「増やし・育て・ファンにする」広告と管理システムの導入

岡山県 行政書士森脇事務所 女性のための夫婦問題悩み解決パートナー事業

岡山県 株式会社インテリア川井 内装仕上げにおける女性技術者を広くＰＲ・情報発信していく

岡山県 株式会社Ｔｈｉｒｄ 自社ブランドの開発と自社開催の展示会による販路開拓。

岡山県 株式会社セントラル・パーク 「心通う岡山のマイホーム」のコンセプトを伝える事業展開

岡山県 町家カフェ太郎茶屋鎌倉総社店 癒し空間の魅力発信による女性客を呼び込む為の広報事業

岡山県 笹井呉服店 顧客を拡大し、１００年企業への足掛かりを創る

岡山県 ゆう鍼灸・整骨院 鍼灸メニュー導入によるサロン新規顧客集客促進事業

岡山県 チゲバル磨屋町 一食で野菜３５０ｇ摂取商品のテイクアウトサービスの周知・販促

岡山県 ＴＨｃｏｍｐａｎｙ テーマパーク要素をベースにした　親子ミュージック＆ダンス教室

岡山県 有限会社ニシウチ ゴルフ用品を中心とした来店促進のためのホームページ作成事業

岡山県 光世塗装 ホームページ開設による戸建て所有者からの元請工事の新規開拓

岡山県 アイズアリーナ オブジェとフラッグ設置で認知度向上とオセラ掲載で新規顧客獲得

岡山県 大月商店 マイ醤油でインバウンド旅行者を起爆剤として販売の増加を目指す

岡山県 株式会社ＧＲＥＥＮ　ＢＡＳＩＣ 補助事業名　未記入

岡山県 マックエンジニアリング株式会社 自社オリジナル汎用型マイクロリアクターの販路開拓

岡山県 有限会社おかやまバレスモ 新商品（四季・イベント用セット）のＷＥＢ発信による売上拡大

岡山県 株式会社ワイズクラフト 釣具（リール）用高性能ベアリングの販売促進

岡山県 株式会社クリエ・ココ 介護職員の作業効率に向けたサービスの市場開拓

岡山県 有限会社備中路 スポーツ合宿者の利用拡大に向けての挑戦

岡山県 きらくや株式会社 ホームページによるブランド力ＰＲとふれあいサロンでの販売促進

岡山県 株式会社Ｓｏｄａ ＰＲ強化による顧客開拓と商談スペースの充実

岡山県 和み処　彩りダイニング こだわりのお米と自家製豆腐を使用した新メニューの販売促進

岡山県 カワタ時計店 大人向けブライダルジュエリーの店づくりと販売促進

岡山県 満福出張ＢＢＱ岡山 「手ぶらでバーベキュー」を認知させる為の広報活動の実施

岡山県 株式会社ルミックス 新サービス（美顔集中エステ）の開発と宣伝事業

岡山県 有限会社サトーコピーセンター 電子納品業務の作業効率向上

岡山県 株式会社ステップサポート 小規模事業者が求める、若手社員向けＯＦＦ－ＪＴ研修の販売促進
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

岡山県 株式会社サンオリエント 規格型ＲＣ住宅事業の強化に伴う販促ＰＲ素材の刷新

岡山県 株式会社セラーズ 新企画商品を中心とした通販手法、販促品の強化による販路開拓

岡山県 ｋｉｒａｐｌａｎ 男性が女性に贈るという目的に特化したジュエリーのネットショップ

岡山県 かなみつ スマートフォン専用Ｈ．Ｐ．作成などによる中古　古物の認知度向上

岡山県 ヘアサロンｅｎ　ｓｏｌｅｉｌ 髪や頭皮に優しいオーガニックカラーの販売促進強化

岡山県 中華料理　紅蘭 店頭ディスプレー及びメニューの視覚効果改善により集客アップ

岡山県 ｈａｎｄｌｅ． 小規模事業者へすき間サービスの提供による販路戦略の支援事業

岡山県 シルク専門店マイハート シルク商品委託販売による新販路開拓事業

岡山県 有限会社めんくい 大切な人を連れて行きたくなるお店の新規開拓

岡山県 トータルサロンＣｈｅｒ～シェール～ スマートフォン対応ホームページの導入及び告知広告

岡山県 ファロ　ピッコリーノ ピッツァのテイクアウトサービス開始を販促メディアで告知

岡山県 ＷｅｂＧｒａｐｈｉｃ工房 個人客獲得！集客強化！スマホサイト構築

岡山県 ＮＯＥＲ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ ３０代後半以上の女性に向けた髪にやさしいお洒落な白髪染め事業

岡山県 Ｖａｌｕｅ　Ｏｆ　ｔｈｅ　Ｍｏｍｅｎｔ シネマウェディングを軸としたトータルプロデュース事業

岡山県 株式会社岡山ファイナンシャルプランナーズ マイナンバー制度のリスクからの自社防衛【ＩＳＭＳ適合性評価制度】セミナー

岡山県 マッサージ治療院てぃーだ Ｗｅｂ広告での集客及びＨＰとパンフによる電気マットの販路拡大

岡山県 髙橋産業株式会社 ステンレス加工業を活かした会社看板の設置による受注の増加

岡山県 ＡＴＴＡＫＡコーポレーション株式会社 目立たせ、独自性をアピールするためのバナー・プレート版等の作成

岡山県 ＡＯＺＯＲＡ ヘアエステ導入とカラー充実により、３０歳以上の女性顧客を獲得

岡山県 株式会社長山鉄工所 エアコン・冷凍機などの分野における作業効率向上と販路開拓

岡山県 あまのストア ＬＥＤ電球の導入と店舗用冷蔵庫の新規導入

岡山県 有限会社明日屋 スーツ等の襟、ラベルに特化した仕上機導入で品質向上の営業活動

岡山県 ヒロ・デザイン・ラボ コンテナハウス販売促進の為の小冊子製作

岡山県 真行政書士事務所 集客業務の変更による新規顧客開拓事業

岡山県 まるみ屋 創業７０年老舗店舗とリペアサービスのＰＲによる新規顧客の獲得

岡山県 株式会社ハウスプラン 通所介護小規模型事業所への軽量鉄骨造施工による新たな販路開拓

岡山県 畑中整骨院 安心安全な店舗改修と新規顧客開拓への取組み

岡山県 相模物産有限会社 オリジナル食品ギフトによる大人の女性の美容と健康支援

岡山県 オフィスＳｏｌｅｉｌ オンリーワンの輝きと幸せを手に入れる話し方スクールオープン！

岡山県 ＦＥＳＴＩＶＡ株式会社 ＨＰリニューアルによる高年齢層の会員数増大と会員単価向上

岡山県 株式会社岡萬 お米マイスターの専門店へのリニューアルと来店促進

広島県 金光味噌株式会社 健康志向の味噌愛用者コミュニティ作りによる味噌製品の販路開拓
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

広島県 株式会社エスペランス 自社企画カープグッズの製造、実店舗販路開拓、販売促進事業

広島県 株式会社グランシップ 学習塾用システム開発による販路開拓

広島県 株式会社Ｒｉｃａｒｏ 子育てママの利便性向上、ヘッドスパの対応強化による新規顧客獲得事業

広島県 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｗｉｔｃｈ（リトルウィッチ） 生花を活かすマリッジメモリアルアクセサリー事業と展示会等の展開

広島県 株式会社ハーストーリィプラス 忙しい主婦の希望を叶える店舗改革とＷＥＢサービス構築

広島県 株式会社Ａｓｔｒａｌ ドイツパンを基本とした本物志向のパン商品群の販売促進

広島県 株式会社ＬＡＢ 自社の認知度向上および販路拡大のための広告・宣伝

広島県 ＳＥＡＧＬＡＳＳ 最新機器の導入！新サービスを提供し新規分野進出で顧客を獲得！

広島県 藤井酒造株式会社 米国、アジア諸国に向けた販路拡大とブランディング構築

広島県 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　ｌｉｏｃｏｒｎｏ 中高年の女性をターゲットとした店舗外装改修事業

広島県 株式会社クローバーキッチン １号店における新たな顧客層（女性客）獲得のための販路開拓事業

広島県 株式会社サイバーエイプ 広島県の不動産賃貸業者向け物件一括登録システム開発による販路拡大

広島県 浅野味噌株式会社 ＨＰのランディングページ作成による新規顧客率の向上

広島県 新庄司法書士事務所
一般個人顧客受注獲得のためのＨＰ開設と連動した地域無料セミナー・相談会の
展開

広島県 鞆酒造株式会社 鞆の浦の地域資源の広報活動を通じた鞆保命酒の販売促進

広島県 洋食屋台Ｂａｒ　剣や お客様満足度のための空調機器及びカーテン増設の実施

広島県
二藤綾子（屋号：アロマティークプロフェッショナル
ズ）

広島初！ホリスティックアロマセラピースクールの展開

広島県 志和住設株式会社 認知度向上及び３０周年記念イベント開催

広島県 株式会社たけや 酒処広島の充実した新しい情報をホームページで全国発信

広島県 Ｂｌａｎｃ．Ｂｌｕｅ 『法人ストレスチェック』への契約拡大のためのＷｅｂ構築

広島県 ギャラリー喫茶　友楽甼 大型看板設置と創業１０周年記念イベント実施による新規顧客開拓

広島県 有限会社エル プレミアムヴィンテージシューズ専門店化による圧倒的な差別化

広島県 Ｈａｉｒ　Ｓａｌｏｎ　ＩＤＥＡ 髪、体、心をいたわる店づくり及びＰＲ活動による販路開拓事業

広島県 アイ・アンド・オー株式会社 動画を活用した納得のクルマ選び支援サービスの立ち上げ

広島県 株式会社美プラス 新規顧客獲得のためのプロモーション

広島県 御舟宿いろは 町家の風情を維持し宿泊客増加を図るための修繕事業

広島県 株式会社岡田園 地元産品を使った試作開発と効果的パッケージの製作

広島県 株式会社阿呆商会 地域資源（真鯛、あさり）を活用した女性向けヘルシーラーメンの開発及び周知

広島県 プレーゴ美容室 髪の傷み解消新メニューの提案により、客単価アップと顧客増大

広島県 有限会社マキシム福山 フェイシャルサービスルームの増設

広島県 株式会社ＩＭＳ 自社ＷＥＢサイト新設と店頭大型黒板表示による販路拡大・ブランディング

広島県 珈琲屋スプレモ ホームページ制作によるネット販売強化と新規顧客の開拓
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

広島県 株式会社住宅デザイン研究所 おいしい空気体感ルームでの木育事業の実施による新規顧客獲得

広島県 スターテクノス株式会社 海外におけるＬＥＤ販売会社としての認知度向上による新規販路開拓事業

広島県 合同会社価値組プロジェクト 販促集客支援のパッケージサービス事業

広島県 有限会社エヌ・エツチ・ケイ・エス・グループ 効果のある看板設置で認知度向上を図り販売促進に繋げる

広島県 株式会社ローカルズオンリー 呉の経済と観光の活性を朝で繋ぐ、トキメキマルシェ「あさまち」

広島県 ｃｏｓｍｅｔｉｃｓ＆ｂｅａｕｔｙグランディール 美乳メソッドメニューの導入　販路拡大による売り上げ向上

広島県 黒豚家 ブックメニューとＰＯＰ、幟、ホームページのデザインと制作

広島県 株式会社アルファ保険サービス プライバシーを守る個別相談室設置と看板・ちらしによる販路拡大

広島県 Ｌａ　Ｖｉｔａ　Ｒｏｓａ 薬剤師が行う医療業界への離職率を下げるコーチング研修

広島県 株式会社プレゼント広島 地域密着型の邸宅型フォトスタジオ「感写スタイル」オープン宣伝告知

広島県 アイテレコムサービス株式会社 展示会出展に向けた自社専用パネル作成による販路開拓事業

広島県 日本料理　魚池 ニュースタイル仕出しＰＲの為のホームページ及びチラシの作成

広島県 ボルダリングスペースココペリ 新ホールド導入と全面ホールド替えによる新規会員の獲得

広島県 女性スタッフだけの便利屋　ワンズ 情報弱者である高齢者へのＰＲ活動で新規顧客の獲得

広島県 有限会社エフワンスコット デニムスーツの新事業化と顧客獲得による経営基盤の強化

広島県 有限会社常藤家具製作所 「一枚板のテーブル工房きくら」の新規顧客開拓に向けた宣伝広告

広島県 寺子屋　広島 「おいてけぼりはつくらない」生徒募集告知とネット授業の構築

広島県 Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　Ｌａｂｏ　（ブリリアントラボ） 経営者の素敵な笑顔を支援する為の体験講座の開催並びに広報活動

広島県 株式会社ダイレクトジャパン中国 酵素の販路拡大と販売基盤の確立

広島県 ナチュラルフレンチレストランヌーヴェルヴァーグ 地元食材を使った四季折々のドレッシングの開発による販路開拓

広島県 みなとライフ株式会社 畜産業界の悪臭問題を解決する特殊酵素製剤の販路開拓

広島県 宮内鍼灸接骨院 女性・子どもの体と心を健康に！安心して通える鍼灸整骨院

広島県 株式会社アイエヌジー 超高齢社会への挑戦！「仙人の恵み」で健康生活促進事業

広島県 山陽機創株式会社 特許取得指サックと特許出願中の竹製シンブル等の販路拡大

広島県 三星舎印刷有限会社 加圧玄米の販売促進活動および広告・資料作成

広島県 ＪＡＬＭＡ　Ｃｕｓｔｏｍ 商談スペース設営工事と看板設置等に伴うお客様への販路開拓

広島県 プレシャスサービス株式会社 スマートフォン対応ホームページ作成と新規顧客開拓

広島県 株式会社コアプレックス 海外販路の拡大と自社ブランド強化ための新規顧客開拓事業

広島県 行政書士にしだ法務事務所 士業連携による相続手続きサービスの広告宣伝

広島県 東和自動車株式会社 自動車買い取り事業への進出による販路開拓事業

広島県 株式会社オフィシャル 家計改善サポート業務を身近にするための多角的アプローチ

広島県 カットハウスジュリアン バリアフリー化と店舗改装による快適環境づくりで顧客満足度向上
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

広島県 スモールベイクショップ コンセプトを伝えるデザイン作成と広告掲載による売上拡大

広島県 有限会社倉下商店 ドアノックツールとしての「高齢者向け宅配弁当」のオリコミ活動

広島県 ＢＩＡＣＥ　ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ 看板設置および、ガラス面の変更によるアピール作戦

広島県 株式会社みらいのおと 認知度向上と新規顧客獲得のための広告宣伝・ＰＲ活動

広島県 Ｓａｌｏｎ　Ｓｏｕｆｆｌｅ（サロン　スフレ） お客様を満足させるためのサロン知名度向上計画

広島県 なお整骨院 科学的測定器を活用した専門力測定のサービス提供による販路拡大

広島県 株式会社ゲイナンハウス ショールーム内での映像提案でイメージアップを図り成約率アップ

広島県 株式会社ビジョナリー・オーシャン アマモ塩の製塩設備の整備とワークショップ開催による販路拡大

広島県 ｈｕｉｔ∞（ユイット） 地産地消（フレッシュ野菜）による新商品開発で来客ＵＰ

広島県 株式会社小早川 ポリ袋製造による新規客の確保

広島県 フォレスト株式会社 営業活動及び新規顧客獲得の為の自社紹介・周知ツールの制作

広島県 有限会社まち・クリエイト デリバリーサービスの認知度向上とＨＰの再構築による新規顧客の獲得

広島県 皆成学院 「英語力強化メソッド」の広報施策強化による生徒集客拡大

広島県 株式会社ジョイナス 民間放課後児童クラブ併設での学習塾事業の広報事業

広島県 竹広仏光堂 立地を活かし大型看板の設置で認知度向上を図り販売促進

広島県 株式会社食は生命なり 当社の強みをＰＲするためのホームページ刷新による販路開拓

広島県 有限会社エスエスシー 新規開発溶射機をＰＲするためのホームページ改良

広島県 瀬戸内焙煎倶楽部合同会社 独自商材×ＳＮＳ×ＰＯＳ×ネット店舗で新たな利用客の増加を

広島県 株式会社鉄板工房 オリジナル電気式鉄板の普及・販売、ＰＢ商品試作開発

広島県 株式会社Ｂｅａｕ－Ｓｍｉｌｅ（ビュースマイル） 専門性をＰＲするＨＰとオリジナル小冊子等を作成し新規顧客開拓

広島県 瀬戸内コンサルティング株式会社 ＷＥＢサイト新設、ＩＴ機器を活用した販路拡大事業

広島県 株式会社小山オフセット印刷所 デザインプリント新事業「アンプリメ」の事業展開による販路拡大

広島県 ＫＣＳセンター三原 姿勢と健康の講座で地域の皆様に健康になっていただきファン拡大

広島県 三国酢造株式会社 お酢料理レシピ冊子を使ったリピート注文、新規顧客獲得

広島県 株式会社アシベ キレイ＋健康！　健康のお役にたちたい。健康を見守りたい！

広島県 株式会社ＰｏｓｉｔｉｖｅＬｉｆｅ みんなＨＡＰＰＹ！！あっと驚く安心安全食育キッズルーム！！

山口県 株式会社ネットウェイズ インターネット広告の販路開拓と地域ニュースサイトの強化

山口県 網重水産有限会社 懐かしい健康的な食を提供する販売促進事業

山口県 有限会社伊乃正 デジタル・アナログの融合とメディアミックスで集客基盤の構築

山口県 ジェンティーレ 営業時間外の顧客への認知度向上と滞在型店舗への転換事業

山口県 株式会社レノファ山口 ホームゲーム来場促進およびオリジナル販促物による売上向上事業

山口県 Ｍｉｓｏｒａ 金属アレルギーの方も安心して使えるチタン製ネックレスの普及
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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
採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

山口県 ヘアメイクＢｅ美 防府初！セルフエステスペースを備えた美容院の展開！

山口県 株式会社ホテルうえの インターネット販売促進の強化とプラン企画力向上による販路拡大

山口県 株式会社サウンドテック 音楽×日常＝新しいライフスタイルを提案するオンラインショップ

山口県 キャスト株式会社 小売店向け販売促進支援システム「メールｄｅ繁盛」の販路開拓

山口県 株式会社ベリーヒューマン 天然温泉及び所内通貨導入の広報による販路開拓事業

山口県 株式会社スメスト 新規顧客層開拓に向けた新規エリア営業展開と「施主クラブ」の構築（３１字）

山口県 株式会社ＦＭながと 映像コンテンツ制作技術向上による販路開拓

山口県 並木 『鶏魚貝塩拉麺』のブランディングによる健康志向の顧客開拓

山口県 有限会社アオイ パソコン教室から文化教養スクールへの転換による売上と収支改善

山口県 ＢＥＡＲＳ　ｋｉｔｃｈｅｎ 移動販売車の増車と改装、新メニュー開発による販路拡大

山口県 讃岐うどん　なでしこ屋 拘りの天然出汁うどん店へのストアコンセプト変更による拡大事業

山口県 株式会社テクニカルサービス エアコン洗浄サービス新事業の開発と販路拡大への取り組み

山口県 タカダコーヒー 日本酒をベースにしたコーヒーリキュールの販売促進事業

山口県 有限会社環境造形 集客力アップを提供するリフォーム事業

山口県 ノエビア美里町中央 『年齢に負けない肌作り！エイジングケアエステ部門の開設』

山口県 幸進堂 高齢者のコミュニティスポットとなる店舗づくり

山口県 革工房ＪＡＣＫ オーダーメイドを中心とした特徴ある商品の生産効率化と販路拡大

山口県 下関散骨センター 自然葬（海洋散骨・樹木葬）・墓じまいの周知による販路拡大

山口県 ｂｅ：ｓｐｏｋｅ 地域のイベント情報を配信するスマホアプリの利用促進事業

山口県 下関製袋 封筒加工、紙製品の作成、及びオリジナル商品のＰＲと販売開拓

山口県 有限会社大小　早川商店 地元食材使用の仕出弁当の開発・販路開拓よる食文化の継承

山口県 有限会社オフィス山口 ボランティア婚活から婚活ビジネスに昇華して地方創生貢献する

山口県 宇部協立産業株式会社 高機能で環境に優しいアスファルト舗装工事工法による販路開拓

山口県 有限会社岡村建材店 ショールーム新設による漆喰商品販売・ＰＲを通じた工事受注開拓

山口県 西京げんや うなぎ専門店のブランド力強化による新規顧客開拓

山口県 コスメ　チャーム 他店にはないカウンセリングで顧客満足の向上と新規客の獲得

山口県 創作だいにんぐ夢華 新メニュー導入と店舗イメージ刷新による新規顧客開拓事業

山口県 有限会社金星 新規顧客層（高齢者・家族連れ）の開拓と固定客化

山口県 株式会社ＣＡＲＵＤＡＮ オリジナル『成人式のシェービング＆エステ』の開発と販路開拓

山口県 株式会社カグリエ インターネット販売の強化

山口県 株式会社グリーンプラス 家庭で手軽に調理可能な燕の巣「八方燕」の販路拡大

山口県 山口環境事業株式会社 環境負荷の少ない「自然塗料」の普及促進による豊かな暮らしの提案
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採択者一覧表　(追加公募受付分)

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

山口県 共栄安全有限会社 「ＬＯＶＥ　ＣＯＬＯＲ」事業の認知度向上による販路開拓

山口県 株式会社日報ステーション ホームページ改築とチラシの配布による集客強化事業
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