
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)

福井県 有限会社陶器　越山 プレゼン力強化で関西方面での新規販路開拓

福井県 株式会社西村プレシジョン おもてなしペーパーグラス（ＰＧ）市場拡大テストマーケティング事業

福井県 野村醤油株式会社 観光客・個人客向け直接販売・体験型工場見学受入の為のＨＰ構築

福井県 ＭＡＭＩ　ＣＡＦＥ　たちばな屋 新商品「お好み焙煎コーヒー」の販売による新規顧客開拓・販売促進

福井県 株式会社四季彩 法要料理と会議弁当宅配増加のためのパンフレット作成事業

福井県 ＯｒａｎｇＯｒａｎｇ吉川　武範 髪に悩みを抱えるシニア女性を対象としたチラシとＨＰの作成

福井県 株式会社溝口電気通信 ＥＬシートを活用した新商品の開発及び販売事業の展開

福井県 株式会社ｈｏｍｅｏｓｔａｊｉａ（ホメオスタジア） 「直営サロンへの集客」と「連携サロン募集」を目指した広告宣伝事業

福井県 岩佐タイル工業株式会社 「タイル材のセレクトショップ」を目指し、物販事業に進出する

福井県 久保田製菓有限会社 甘納豆の商品パッケージのリニューアルとショップ袋の作成

福井県 石窯パンの郷　こころ 看板商品の認知度向上による地域特産品化事業。

福井県 有限会社亀寿堂 直接販売強化のための商品店頭陳列に向けた冷凍ショーケース新設

福井県 有限会社稲木ケア・サービス ＷＥＢを活用した広報強化と介護人材の資質向上による顧客開拓事業

福井県 ファニチャーホリック ちゃぶ台専門店のサイト構築と新規販路開拓

福井県 株式会社フォルクス 視力補正機能付きスポーツサングラスの販路開拓事業

福井県 竹之助 主力商品「スマートフォン専用竹製品スピーカー」の販路開拓

福井県 有限会社ハッピー・コール オリジナルユニフォーム作成サイト開設による販路拡大事業

福井県 有限会社ホームクリーン福井 リフォーム販促チラシと資料請求パンフレットで新規顧客獲得

福井県 株式会社ハウジング福井 ウリン材を使用したウッドデッキ取扱いのアピールによる販売促進事業

福井県 吉村畳店 良質国産畳、及び「モダン乱敷き畳」の提案による顧客開拓

福井県 Ｋｅｉメンテナンス 業界初の木材プレカット対応の胴縁加工ＣＡＤＣＡＭシステム開発

福井県 株式会社うおとめ
多様化する法要ニーズに対応した新たな「おもてなしサービス」の提供と販売促進
事業

福井県 プログレスマネジメント 曲げ木（商品名：エコウッド）を利用した新商品開発及び販路開拓

福井県 島田整骨院 ネット通販を利用した「手首・肘」に特化した機能回復器具の販路拡大事業

福井県 みゆき整骨院 夜間診療に開始に伴うリフォームとチラシの作成および治療用機器導入

福井県 株式会社ウォンツ・ジャパン 新しい認知症予防コースの開設に伴うチラシの作成と設備投資

福井県 株式会社ｉｎｆｏＢＡＮＫ ユーグレナ（ミドリムシ）商品の販売拡大及び、新商品のリリース事業

福井県 お多福 仲間との関係性を深める「スポーツバー」強化のための店舗改装

福井県 株式会社越前かに成前 ネットと実店舗との連携による、地元福井での越前がに販売拡大事業

福井県 割烹　杉 高齢者・観光客に喜ばれる店舗になるためのバリアフリー化

福井県 株式会社バイクガレージ福井 『生涯顧客化』推進のための広報による販路拡大・開拓

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

1/30



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

福井県 有限会社鮎川（あゆかわ） 新設備の導入と外壁広告の掲示による販売促進・顧客開拓事業

福井県 有限会社赤尾酒店 商品力を活かしたＨＰの作成による新規顧客の開拓

福井県 有限会社トップテクノ テクニカルサポートルームの開設による販路開拓

福井県 有限会社扇屋 格式ある和空間で『寛ぎ』を提供　和モダン化による付加価値の創出

福井県 ハピネスムービー 低予算で実現できる高品質動画作成サービス提供による顧客開拓事業

福井県 加福漆器店 新作の製造発表・販路開拓＆伝統工芸品産地との交流・情報交換

福井県 有限会社本田仏壇店 お仏壇リフォームプラン紹介の為のＨＰ及びチラシの作成

福井県 ＺＥＲＢＩＮＯ 若者、女性に活躍の場を提供する総合美容サロン構築に向けた店舗改装

福井県 株式会社総建ハウジング 一棟一棟の構造計算による大会社に勝る耐震構造の木造住宅の販路開拓

福井県 田嶋屋 「自家製タルタルソース」のパッケージ作成および販促事業

福井県 有限会社越島 「地域の漢方相談のプロフェッショナルをつなぐウェブサイト構築事業」

福井県
ＦＩＬＳＴＯＮＧＬＯＢＡＬＤＥＳＩＧＮＷＯＲＫＳ株式会
社

「コスメティックアイウエア」開発による新規チャネル開拓

福井県 株式会社セキュリティハウス福井 短期防犯レンタル事業立ち上げにかかるチラシ、ＨＰ作成事業

福井県 エス・ケー商事株式会社 ３Ｄ繊維のベルベットを使用したラベルの開発

福井県 大野旅客自動車有限会社 高齢者・買物弱者向け、買い物タクシー配車システム導入事業

福井県 株式会社ナレッジウエア 社会貢献活動「筆育プロジェクト」を通じた新規顧客の開拓

福井県 株式会社角文 オリジナルブランド越前和紙「両面筆記和紙　福乃ここ千」販路拡大

福井県 株式会社ドリームワークス 女性の視点で商品開発　地元企業のブランディング支援事業

福井県 株式会社日建開発 太陽光発電システムを完備した建売住宅販売の営業展開とＰＲ活動

福井県 株式会社ヤマサ製麺 永平寺御用達「永平寺そば」販促の為のパッケージ改良と販路開拓

福井県 株式会社千田 新しいネイルシステムのホームページ等を活用した販路拡大

福井県 オフィス・マインドルージュ 「女性の活躍推進特化型研修」の紹介パンフレットとＨＰの作成

福井県 たきのゆ 暖簾の制作とスマホサイトの構築、広報活動を通じた地域浸透事業

福井県 ケー・エスエス・プランニング有限会社 事業承継を視野に入れた新パッケージの製作

福井県 ＩＨ商事（アイエイチショウジ） 乗用車用・トラック用中古タイヤのインターネットを使った販路開拓事業

福井県 株式会社よねもち 着物中古販売ＰＲサイトの作成及び地域密着型店舗の広報事業

福井県 株式会社土直漆器 新規顧客獲得の為の新感覚カタログ製作と販売促進事業

福井県 株式会社岡本吉之亟商店 飲食店の人材育成へのソリューション機能強化による販売促進

滋賀県 フランス料理ぎんぎん お箸で楽しむヘルシーフレンチのための店舗ハード・ソフト整備

滋賀県 吉岡昌一建築設計事務所 夏は涼しく！冬は暖かく！熱エネルギーを活用した建築新サービス

滋賀県 ＪＯＲＲＯ　ＤＥＳＩＧＮ バーチャルリアリティ（ＶＲ）のコンテンツ撮影・提供事業
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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
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

滋賀県 有限会社寿苑きぬ輪 琳派４００年記念祭特別展企画による呉服の新規顧客獲得促進事業

滋賀県 ｄｅａｒ　Ｓｉｇｎ（ディアサイン） 諦めていた中古楽器を再生させる「ギターリフレッシュ」のＰＲ

滋賀県 コーラルダスト株式会社 有料老人ホームをターゲットに喫茶のケータリングサービスを展開

滋賀県 株式会社重森スポーツ 新たな顧客層である年配者の取り込みのための店舗改装

滋賀県 心の居酒屋 高齢者エンジョイサポート事業

滋賀県 居酒屋一平ちゃん 外国人観光客誘致のためのＰＲツール作成事業

滋賀県 パソコン教室ふらっと 子育て後の再就職を目指す３０～４０代の女性を応援するスキルアップ事業

滋賀県 株式会社国友トータルサービス 将来を見据えた住環境整備の重要性周知・提案による新規顧客開拓

滋賀県 近江ディアイ株式会社 地域の魅力を共有するイベント情報サイトの機能拡充と利用者拡大

滋賀県 トゥード・ヘアメイク シルバー世代に愛されるサロンのリストラクチャリング

滋賀県 Ｎａｓｓａｕ アーユルヴェーダ由来のヘッドサロン開設

滋賀県 アールエスティ住宅流通有限会社 スマホサイトを利用した結婚や独立をする若年層の新規顧客開拓

滋賀県 株式会社大西デンキシステム ホームページからの太陽光発電システム販路拡大事業

滋賀県 有限会社田邊工務店 オープンオフィスイベント開催ＤＭ送付とパンフレット作成

滋賀県 株式会社いと 起業家を育成するコワーキングスペースの認知度向上

滋賀県 Ｅｘｐ．Ｄｅｓｉｇｎ．ｌａｂ（エクスピーデザインラボ） 環境設計（パッシブデザイン）と木造設計力向上による受注力強化

滋賀県 株式会社中山スポーツ 『超地元密着！学校体操服注文オンラインシステムの構築』

滋賀県 有限会社小川ヤ Ｙａｈｏｏ！ショッピングにおけるビール販売の強化

滋賀県 衣の一番たかれん ロックミシン導入によるリフォーム事業の拡充

滋賀県 近江八幡ユースホステル 畳入替えとエアコン設置による宿泊客の利用度アップ

滋賀県 写真工房　フォトデポ 家族の絆づくりに貢献する地域密着型写真館のＰＲによる顧客開拓

滋賀県 ネイルサロンＢＩＫＫＹ ＢＩＫＫＹデコレーションアートサロン＆スクールによる業務拡大

滋賀県 富士オート株式会社 地域ユーザーにトータルカーライフサービスを提供して売上を拡大

滋賀県 Ｔｉｒａｒｅ　Ａｇｒｏ株式会社 生活を豊かにする花屋「カーロアンジェロ」のブランド戦略事業

滋賀県 近江酒造株式会社 肉料理にあう酒の販路開拓

滋賀県 ＨＡＩＲ＆ＣＯＬＯＲ　ＣＯ：Ｌｏｖｅ ヘアカラーをメインにした美容室の新規顧客開拓に向けた販促強化

滋賀県 株式会社オギキチ 設備工事店からリフォームショップへ

滋賀県 株式会社ニシダ 薄利多売の卸から脱却、提案・支援型営業による適正利益の確保

滋賀県 株式会社たかはし 住まいと人生のクオリティーを高める　認知症予防「脳＊元気」プロジェクト

滋賀県 株式会社松村 オーダーメイド寝具事業の広告宣伝活動による商圏の拡大

滋賀県 有限会社魚末 和室への椅子、テーブル席導入による利便性と顧客満足度の向上

3/30



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

滋賀県 水の子関西唐橋店 ＷＥＢショップサービス導入に伴う、ＰＣ用・スマホ用ホームページ製作

滋賀県 有限会社半邊工務店 新たなＷＥＢ活用による販路開拓と成約まで繋げる強化事業

滋賀県 株式会社ＯｎｅＭｏｒｅＳｈｉｐ リハビリテーション特化型訪問看護ステーションの広報と顧客創造

滋賀県 株式会社滋賀ビューティプロダクツ プライベートブランド化粧品の拡大販売に向けて

滋賀県 クールスタイル 販路拡大を目的したホームページのリニューアルと動画ＣＭ

滋賀県 有限会社宮川燃料 ホームページ開設でガスの安全・低価格のＰＲ強化と販路拡大

滋賀県 株式会社田中家石材 チラシ配布による霊園及び墓石のＰＲ事業

滋賀県 ＦＲＡＹＪＡ スマートフォン対応型のサイトを作成し、販路を開拓する。

滋賀県 メカニックハウス 顧客管理システム導入による徹底したサービスの向上と販路拡大

滋賀県 アドミックス 修理部品卸販売サイト制作と新たな広告媒体によるアプローチ

滋賀県 アクトシステムズ株式会社 クラウド型給食受注システムの広報チラシ作成及び配布、ＨＰ作成。

滋賀県 味処てまり お客様が利用しやすい化粧室の改修

滋賀県 株式会社上田製作所 ＰＲパネル設置・チラシ配布による太陽熱温水器の販売促進事業

滋賀県 山崎税理士事務所 ＨＰ作成と看板設置による徹底した周知活動による販路拡大

滋賀県 有限会社多喜寿し 支店の店舗改装（イス席設置等）による顧客増および満足度向上

滋賀県 マシモ不動産鑑定所 民間部門への「相続に強い不動産鑑定士」のＰＲによる顧客開拓

滋賀県 リハビリ整体＆トレーニング　Ｊｕｍｐ リハビリ専門職によるトレーニングジムの広報と顧客創造

滋賀県 彦根天然酵母パン教室Ｃｏ．ｍｕｇｉ 天然酵母を使った家庭製パンの普及と上級レッスンによる販売促進

滋賀県 有限会社ティ・ジィ・エンタープライズ 安全・安心・快適な新開発シェービング剤の販路開拓

滋賀県 お食事処　夕鶴 企業様の接待向けへのサービス向上・拡充

滋賀県 小椋工務店 「町のハウスドクター」活動の認知度を上げるためのＰＲ事業

滋賀県 ＣＢＴセンター ストレスチェックの実施及びメンタルヘルス相談事業

滋賀県 守山新体操クラブ 滋賀国体に新体操クラブの認知度向上と生徒募集・指導者獲得事業

京都府 永代供養・新墓地紹介センター 納骨までの総合コンシェルジュが案内する京町家展示場の開設

京都府 浅田製瓦工場 顧客ニーズに則した「京瓦」商品の販売および海外展開事業

京都府 株式会社ケーアイエヌ 展示会出展による中空ポリカーボネートの首都圏への販路開拓

京都府 京都樹脂株式会社 西陣織を合成樹脂に浸漬加工させたクールジャパン商材の販路開拓

京都府 株式会社Ａ＆Ｓ ワンストップ空き家管理・相談事業の周知のための取組

京都府 西和鮮魚店 地域の高齢者に向けた、お弁当販売事業の作業所拡大・効率化

京都府 都製麺所 売り上げに結び付け、商品価値を高める包装に変えるプロジェクト

京都府 株式会社マルナカ商会 実店舗の認知度向上のための看板設置
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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
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

京都府 株式会社グロウティ インバウンド対策の導入による海外観光客の売上拡大事業

京都府 海鮮市場村来し 「新鮮魚介」のＰＲ展開での新規客・宴会客の開拓

京都府 ことのは園藝研究所 アート苔玉モスペットシリーズのネットでの販路開拓

京都府 有限会社福井度量器 分銅校正検査業務の新規展開による販路拡大

京都府 靴屋楽ちん 「足元から健康になろう！」認知度向上による新規顧客の創造

京都府 松村鍼灸整骨院 交通事故負傷者のケア及び新システムによる施術の取組み

京都府 マルシェノグチ オーガニック野菜・果物の販売拡大のための店舗改装と周知の強化

京都府 ナイスビジョン有限会社 圧着ハガキ自作用キット通販の新広告媒体活用による販路開拓

京都府 京つけもの川久北尾商店 幅広い年代層の集客を図るための店舗のユニバーサルデザイン化

京都府 アメイロビストロアルル 商品の品質向上・品質表示作業の合理化とメニューの情報発信事業

京都府 粟倉紙工株式会社 インターネットによる直接販売拡大に向けた販路開拓

京都府 吉崎特殊工機 小規模作業所向け「ポンプ・水槽一体型装置」の開発と販路開拓

京都府 株式会社飯田照明 地球環境保護のための紫外線ＬＥＤ光源の販促・普及活動

京都府 いないし整骨院 新型姿勢分析機器の導入による自費売上増収の実現。

京都府 有限会社一の蔵 品質にこだわる天然醸造味噌屋「一の蔵」の販路拡大とブランド化

京都府 株式会社テラノミライ 仏教美術の華麗さを再現した新商品の建築関連市場への投入

京都府 株式会社Ｅテックス 住まいのお困り事を解決・高齢者見守りサービスの開発と販路開拓

京都府 京美染色株式会社 ウェブリニューアルによる新市場開拓と顧客ロイヤリティーの向上

京都府 ズーセス　ヴェゲトゥス 「はちみつバウムクーヘン」の「京都のおみやげ市場」開拓事業

京都府 大西建設工業株式会社 民間建築マネジメント事業の展開

京都府 フラワー花手箱 京都でオリジナルな結婚を叶えるフラワーウェディングの販路開拓

京都府 りはく鍼灸院 女性専門鍼灸院の女性のためのＨＰ作成による顧客開拓事業

京都府 有限会社テラダプロジェクト 通販用新ソリューションシステム構築によるアクセス・収益向上

京都府 株式会社ドゥオモ 海外も視野に入れた刺繍雑貨のＯＥＭ事業専用の自社ホームページの作成

京都府 株式会社田中直染料店 弊社認定講師育成システムの構築による個人染色の普及と販路開拓

京都府 有限会社ティーエスピー 地域情報掲載によるコミュニティ事業を通じた新規顧客開拓

京都府 株式会社アイトス セルフオーダーシステム及びデジタルメニューブックの販路開拓

京都府 株式会社セムテックエンジニアリング 湿式分級装置の展示による顧客アピールと装置の改良点の掌握

京都府 株式会社ハセラボ 蒟蒻スイーツの商品化、および、販売開始に伴う広報資料の作成

京都府 和菓子いけだ 地域の寺社仏閣をモチーフにした新商品（干菓子）の開発

京都府 えと社会保険労務士事務所 ワンストップサービスによる歯科医院の新規開業支援

5/30



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

京都府 ブリリアント ４０代～６０代の主婦でも美しくなれることを広く普及させる事業

京都府 有限会社イン・ザ・ムード 独自技術を活かしたハイセンスな陶器製花器の販売に向けた取組み

京都府 中村農園中村尚司 自社トマトの加工品を活用したレシピ掲載を主としたＨＰ刷新事業

京都府 カカオマジック ローチョコレートの新商品開発による販路開拓事業

京都府 株式会社大西常商店 京扇子の文化的価値の発信と販売促進のためのホームページ刷新

京都府 ひかり武道具 広報ツールの充実による剣道具の販路開拓

京都府 株式会社ＲＥＤＮＥＳＴＡ 国内外の観光客等、京都駅利用者への認知度向上の為の広報活動

京都府 笹屋春信 ロゴマークの看板の設置及び改修による店舗認知度の向上

京都府 チーズケーキ洋菓子ニッチィ 新規顧客獲得とリピート率向上の為「イートインサービス」の実施

京都府 株式会社ＵＴＳｕｎ 弊社ネットワークを活用した子供用スパッツの試作と販路開拓

京都府 株式会社竹定商店 竹のディスプレイ用途の提案による販路開拓

京都府 有限会社藤沢永正堂 独自の強みを活かし展示会出展で「京あられ」の開発と販路開拓

京都府 勝山商会 「カーボンフレーム」京都初の試乗プログラム

京都府 ＮＤＳ 「繁栄店」を具現化するためのスマート商談スペースの導入

京都府 西京漬け京馬 新メニュー「煮炊きもの」お惣菜個食パックによる客単価の向上

京都府 株式会社Ｓｅｃｏｎｄ　Ｓｔｙｌｅ “外国人向け観光ビジネス”本格参入による新たな販路開拓

京都府 株式会社てが 希少糖を使用したこだわりの千枚漬けの開発と新チャネルの開拓

京都府 幸新堂化学工業所 自社ホームページ作成による販路拡大及び新規顧客獲得

京都府 株式会社京都美京 京鹿の子紋の伝統を生かした洋装分野進出に伴う生産体制の構築

京都府 いもぼう平野家本家 初挑戦！京都老舗料亭が行う地元客獲得の為の販路開拓事業

京都府 株式会社ティー・ティー・ワイ 総合レンタル工房事業のＰＲ・認知度アップ・市場での浸透と集客

京都府 有限会社エヌアンドエヌコーポレーション プロユース七味唐辛子の相手先ブランドでの生産販売事業の展開

京都府 鮓　芳月 花街の店ならではの“おもてなし”の拡充による新規顧客開拓

京都府 服部とうふ店 料亭中心の販売先から、小学校の学校給食への販路拡大

京都府 新未来エネルギー環境開発合同会社 進化銀を用いたフェイスマスクの開発及び販促

京都府 京都ムーンボゥ株式会社 美容室に対する和装レンタル事業の販路開拓

京都府 ネイルサロンルキア 顧客満足度の向上による顧客の増大並びに客単価向上の実現。

京都府 ＣＯＳ　ＫＹＯＴＯ株式会社 日本初！海外向けオリジナル伝統工芸商品専門ショップの展開

京都府 ｈｕａｌｉ 「髪と頭皮のエイジングケア」発毛事業取組による新たな挑戦！

京都府 深尾米穀 インターネットを活用した商品紹介・ギフト活用提案

京都府 合同会社垣岡コーチングラボ・ジャパン 福祉業界に特化したコーチング無料体験セミナーの開催
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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
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

京都府 鉄板匠暁 ホームページ作成による地元客と国内外観光客の新規顧客獲得

京都府 株式会社ＭＯＥＫＯＯＳＡＷＡ 起業準備者、小規模事業者を対象としたＳＮＳ活用塾の事業化

京都府 鶏卵卸　西尾 「京だし巻　西尾」のブランド構築と観光客への販路開拓

京都府 豆豆（ずづ） めざせ名物『手焼き稲荷』！　店頭販売拡大販促事業

京都府 有限会社豊明 新ウエアコレクション販促用パンフレットの制作事業

京都府 株式会社Ｒｉｔｚｙ 障がい者作業所とタイアップし、純国産着物をリボーン販売

京都府 ライマー株式会社 利用者と取引先に付加価値を提供する就労支援Ａ型施設の新規開業

京都府 彼方此方屋（おちこちや） 想いをＡＲ映像にして伝える新しいギフト商品「ふみおり」の開発

京都府 リスペクト 実績顧客へのＤＭ送付によるリピート率増加。

京都府 Ｌｅｇａｎ（レガ） 極上の「癒し空間の提供」による新規顧客の開拓

京都府 アウラ・ロコ　ａｕｒａ．ｌｏｃｏ インターネット販売拡充のための発信ツールとパッケージづくり

京都府 株式会社レア・パートナーズ クライアント数９０社のコンサルが行う「ビジネス無料相談会」

京都府 小林企画事務所 新規顧客獲得と利益率向上のためのコンサルティング業務ＰＲ事業

京都府 クラリール 国内外の京都観光客ならびに地元客をターゲットにした新店舗出店事業

京都府 アネ ディナータイムの店内での飲食とパン販売の強化

京都府 株式会社コスト・デザイン コミュニケーションロボットが、ワクワクする明るい未来を創造。

京都府 株式会社ｂｅｂｅｃａｒｔｙ 犬のための高品質なアロマセラピーケア製品開発・通信販売

京都府 ジェラート・ベネ株式会社 プレミアム贈答品”手造りジェラート・アート教室”による新展開

京都府 ブレストケア京都合同会社 乳がん患者のニーズに適合したオーダーメイド人工乳房の開発

京都府 ＳＵＩＮＡ 京都市内での出張撮影サービス「ロケーションフォト」の販路拡大と設備充実

京都府 株式会社カネ七畠山製茶 京みやげの新定番～“舞妓ちゃん”ＢＯＸ浸透プロジェクト

京都府 株式会社ルミエール 安心・安全なこだわり食材の新規販売事業による販路拡大。

京都府 藤井畳店 新商品「猫畳」・「自分畳（京畳）」の販路拡大

京都府 株式会社丸福商会 自社製品の認知度を高める理美容サロン向けパンフレットの作成

京都府 株式会社レスキュージャパン ＷＥＢによる商品情報の提供と利便性の遡及

京都府 株式会社北井 ブライダル髪かざり及びブライダル和小物アイテムの開発と広報

京都府 井ノ口畳店 “電話一本での畳替え”家具移動からお掃除まで全ておまかせＰＲ

京都府 リフォームセンター塚本 顧客を古客にしない情報管理の再構築と家守りリフォームＰＲ術

京都府 株式会社ミュウセレクション 和をテーマとした新アロマ商品育成のためのアンテナショップ開設

京都府 ＨＡＮＡＵＴＡ　ｈａｉｒ　ｇａｒｄｅｎ ＰＯＳレジシステムとオーガニック商品による顧客管理と新規開拓

京都府 デンタルプレジデント 義歯設計装置「ＩＢＡ義歯設計装置の改良」

7/30



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

京都府 株式会社インテリアホソイ 出張カーテンクリーニング新規顧客開拓事業

京都府 株式会社芳村屋 終活講座の開催・企業ＰＲグッズ製作・販路開拓

京都府 まるかさ株式会社 エンドユーザー向け雨漏りレスキューパック商品の開発・販売促進

京都府 さつき鍼灸整骨院 超音波治療器導入による新規患者開拓

京都府 木野織物株式会社 販路開拓のためのＰＲ・広告資料製作と店舗改装

京都府 Ｔｅａｍ　Ｋａｉｄａ　ＲＧ スマホ世代の親御さんをターゲットにＷｅｂによる新規顧客開拓

京都府 株式会社メトリックス システムフィッティングサービスの広告・販路開拓

京都府 橋本鉄工株式会社 生産現場の合理化・効率化提案による新たな販路拡大事業

京都府 有限会社日双工業 ものづくり技術を応用した新分野商品開発による販路開拓事業

京都府 誉ノ錺 海外観光客に対して、和物ジュエリーを販売する為のショップ作り

京都府 Ｌｉｎｋ　ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ ３０代・４０代の女性客の獲得と固定化

京都府 ＷａｓｈｏｋｕＰｒｅｓｓ 京都の和食文化を世界に発信するメディアサービス

京都府 小泉米穀株式会社 まちの米屋の強みを活かした新規顧客開拓事業

京都府 株式会社おもてなし京都 顧客情報のデータベース化ならびにその活用によるリピーター化

京都府 福島　博之 スポーツトレーナーが指導する子ども基礎スポーツ能力向上講座

京都府 株式会社レーベルハウス・ゼロ 織ネーム及びタグの商品開発及び販路開拓

京都府 Ｌｅ　ｃｏｉｎ　ｃｏｕｃｏｕ まつげエクステ事業立ち上げによる新規顧客獲得と売上増加

京都府 三里舞味 外国人観光客向け専用メニューの開発及びＰＲ活動

大阪府 ＬＩＬＩＡ． 毎月通い放題！月会費制美容サロンの事業化

大阪府 イーレップ株式会社 高純度バイオディーゼル燃料精製装置の販売促進・販路拡大事業

大阪府 株式会社リングス 新規顧客開拓につながる集客率の高いＷＥＢサイトの構築。

大阪府 有限会社永田食品 代表的な日本料理「海老の天ぷら」の国内外への販路拡大事業

大阪府 フラワーショップ花の部屋 スマホ対応ホームページとＬＥＤ照明導入による集客強化

大阪府 株式会社プロテクティア 阪大カテキン“ＣａｔｅＰｒｏｔｅｃｔ”を用いた空間除菌製品の販路開拓

大阪府 株式会社リブライフケアサポート 地域の人々に開かれた福祉用具事業を推進するための宣伝広報活動

大阪府 株式会社富士フォト工房 フルカラー銘板を利用した個人顧客層への提案型による販路拡大

大阪府 ペットフォトスタジオ　わんこ＊ぷらネット 犬と一緒のブライダル「フォーマル撮影ｗｉｔｈＤＯＧ」を新展開

大阪府 アドバンス株式会社 大阪産黒牛を使ったオリジナル鍋セットの販路拡大

大阪府 アイプラス 表具技術を活かした自社オリジナル製品ＰＲによる販路拡大

大阪府 株式会社Ｔ・ＬＡＢＥＬ 「イカの姿造り雲丹ぶっかけ」の開発・販路開拓で売上・集客ＵＰ

大阪府 株式会社ユメディカ 血管でみる「気分・体調」と「認知症予防」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

大阪府 フードウェーブ・アンド・カンパニー株式会社 移動販売商品の商品開発に伴う車両改造及び新規販売拠点開発

大阪府 株式会社ウインズフロム ハワイアンジュエリーメッセージ刻印サービスによる顧客満足事業

大阪府 株式会社福阪道 尾道ベッチャー祭りでの尾道パパイアドレッシングのデビュー作戦

大阪府 てくまりんぼ有限会社 ロイヤルカスタマー育成のためのＷＥＢサイト構築

大阪府 株式会社イチキコーポレーション 日本最大級の環境産業総合見本市に出展し販路拡大を行う事業

大阪府 株式会社ア・ダンセ 新規顧客獲得のためのシアバター新商品開発とＷＥＢサイト再構築

大阪府 辰己塾 シニア層に特化したマンツーマン英語指導による新規顧客開拓

大阪府 亜州食堂　チョウク 夜営業強化による顧客単価アップと新規顧客獲得

大阪府 ロボット・ファン．ｎｅｔ 地方企業がビジネスを拡大するための電子書籍出版普及事業

大阪府 サワディシンチャオ トイレ改修等による女性客、外国人観光新規顧の獲得

大阪府 レディース鍼灸リブレ 安産灸ネットワーク会員研修のための商圏拡大と施術ベッド追加

大阪府 株式会社ナチュリー 訪問介護の設立「要介護者」「障がい者」へ適切な在宅介護を提供する

大阪府 有限会社久國 もみじの天ぷらに並ぶ箕面の新たなギフト「みのおギフト」の開発・販路開拓

大阪府 有限会社新庭園 ランドスケープの庭と園芸療法がコラボ－新プログラム開発・情報発信

大阪府 Ｖｉｎｏｍｉ－Ｇｒａｃｅ 男性エステ事業の完全確立による販路拡大

大阪府 株式会社フリースタイル バス旅行の安心・快適なサポートでシルバー世代への販路拡大

大阪府 株式会社ビガー・トラベル・サービス ＩＴ戦略を用いた、オーダーメイドによるクルーズ旅行客の販路開拓

大阪府 ゲストハウス　砂の城 シェアハウスも可能なゲストハウス！業態提供による顧客拡大計画

大阪府 ＨＤｗｏｒｋｓ株式会社 『エビカレーつけ麺』テイクアウト用の屋台と器開発・販路開拓

大阪府 株式会社エヌ・エス・ティ・エス マイナンバー制度の情報セキュリティ対策における新規顧客開拓

大阪府 ｍｅｔｕ 「未就学児無料のニコニコ親子カットサービス」の認知度向上事業

大阪府 カーライフサポート株式会社 いつでも手軽に【福祉車両レンタカー】ＷＥＢ予約サービスの開発

大阪府 美容室ティアラ 独自ブランドによるシャンプーとローションのＯＥＭ販売開始

大阪府 ＣＥサロンＡ－Ｒｕｓｈ 「習い事システム」を活用した「フレンズエステ」事業の展開

大阪府 スエヒロ家精肉店 イベリコ豚によるインターネット通販の新規顧客拡大

大阪府 Ｃ’Ｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ（シーズファクトリー） 写真・動画撮影事業の広報と、既存サービスの拡充事業

大阪府 有限会社後藤商会 不要・不動バイクの買取り・無料引取り事業

大阪府 串焼き＆ワイン酒場Ｅｂｉｓｕ ”今春開業”～地元イベントを契機にコア顧客の獲得を目指す

大阪府 株式会社成田家 高齢者に優しく、地域コミュニティのハブとなりうる店舗作り事業

大阪府 ミルク本舗 ヤギミルクを使用したペット用新０ＥＭ製品の全国発信と販路拡大

大阪府 なかつじ鍼灸整骨院 シニア層の健康と美で生きがいをサポートする新サービス販路開拓
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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

大阪府 エーラック 宅配専用保冷ケースによる品質向上と新広報活動による顧客開拓

大阪府 株式会社シーアンドティー 小規模事業者を支援するプリンター無料レンタル事業と販路拡大

大阪府 株式会社マーク プロモーション動画を採用したホームページの刷新で販路拡大！

大阪府 株式会社シコンアート 要望を弊社であれば、実現できると知ってもらえるＨＰを作成

大阪府 株式会社ＨＡＰＰＹＣＯＭＥ フラワーギフトのスマートフォン向けオーダーシステム導入

大阪府 株式会社ビーダッシュ 塗装副資材のネット販売企業によるアンテナショップの設立

大阪府 株式会社ルオータ・ペル・モンターレ 生産地の魅力を動画で伝える！販路開拓のために効率的な営業。

大阪府 竹下染工株式会社 セキュリティーに特化した物件による新規顧客の開拓と認知度向上

大阪府 有限会社東阪社 葬儀・会員・法要トータルサービスの提供による新規顧客獲得事業

大阪府 株式会社ＥＤＵＣＥ “人生を豊かにする仕事”と学生の縁を結ぶ新規マッチング事業

大阪府 Ｊｅｌｌｙ キッズルーム併設によるファミリー層に対する集客強化

大阪府 フランス料理ｃｈｅｒｅ もっと気軽にフランス料理を楽しんでもらうための広告と設備増設

大阪府 株式会社サザンパートナーズ 【国際アパレルＥＸＰＯ】出展による新たな顧客獲得及び販路拡大

大阪府 ｍａｎｒｉ 大阪で働く女性の為になくてはならないビジネスバッグの販路開拓

大阪府 株式会社西研デバイズ 冷凍チャックの日本国際工作機械見本市ＰＲ

大阪府 株式会社ミロワール オリジナルブランド『ミロワール』のアイテム拡充とブランディング

大阪府 ｓｉｌｅｎｔ　ｆｌｏｗ 癒し空間で髪の老化予防を行う新メニュー開発・販促と店内改装

大阪府 岡本商事株式会社 緑のある生活！高齢者向け配達サービスの販売促進事業

大阪府 食品開発株式会社 商品提案自動作成システム完成とホームページ開設による販促推進

大阪府 合資会社アップコンディション 顧客（不妊、妊婦など）の安全面、プライバシーにも配慮したサービスと設備強化

大阪府 株式会社ジョイントプロダクツ 地域創成による受発注ネットワーク構築のためのＷＥＢ開発

大阪府 株式会社インゲージ 新サービス「アマゾン通販便利」の新規顧客獲得のための媒体活用

大阪府 株式会社太陽クリーニング 預かり管理サービスの周知と拡充による顧客獲得と売上向上

大阪府 Ｂａｒ　ＯＰＥＮ　ＤＯＯＲ　Ｂ２ アイキャッチの良さとおもてなしを実現する好奇心をくすぐるバー

大阪府 なかはら整骨院 ＩＴ機器導入によるアスリート向け自費施術患者拡大の実現

大阪府 ＡＬＰＯＡ ビルの守衛室を販売スペースに活用＋看板創りで新規顧客開拓

大阪府 株式会社輝章 女性３人で階段搬送出来る救助担架フレストの販路拡大事業

大阪府 株式会社Ｔｅｒｒａｃｅ 新店舗開店！イタリア製オリジナル靴を体感してもらう販促事業

大阪府 こころ　はり灸治療院 インストラクター向け触診技術講座の新規開発。

大阪府 ル・レーヴ デジタルパーマを使用した新商品開発と販路開拓

大阪府 ＯＮＥ＆ＯＮＬＹ ジュニアの障害予防、運動能力アップコースの新設と販売促進
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平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
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

大阪府 株式会社チャレンビー 高齢者向け配食、宅配飲食業における厨房設備の強化。

大阪府 大阪造園土木株式会社 マンションのベランダガーデンのモデル庭園の製作と展示

大阪府 八重山食堂きじむなー 客席数増加改装リニューアルによる売上増加事業

大阪府 ＴＯＣ株式会社 店舗改装、チラシによる、美容鍼灸部門の販売力強化事業

大阪府 株式会社Ｍａｒｔｉａｌ　ＡＣＥ 太陽光発電システム販売に伴う建物修繕サポートで売上ＵＰ

大阪府 株式会社イオ・マーケティング 飲食店検索サイト管理更新代行サービスに関する販路拡大

大阪府 織市 介護用品の開発・介護用防水シーツ、介護用タオルの開発販売

大阪府 宏進株式会社 新開発化粧品「富士の秘水」の販売促進事業

大阪府 株式会社奥田工業所 専門性を活かした止水工事の本格実施による売上向上事業

大阪府 有限会社福洋建設 ニュースレター等を活用した販路拡大戦略

大阪府 ロッキー 気持ちの良いトイレの設置による集客向上及び顧客満足度向上事業

大阪府 株式会社マハール 「抗疲労・癒し」市場獲得へ製品の魅力を伝える広告媒体の整備

大阪府 有限会社八百源来弘堂 肉桂餅の訪日外国人観光向けＷｅｂページの増設

大阪府 株式会社大志 「大学生向け塾講師育成＆マッチング」プログラムの企画運営

大阪府 クレバー産業株式会社 薄板切削技術向上とＷＥＢ展開で新ルーター加工市場を開拓する

大阪府 ヘアーショップグラム 「髪質、頭皮改善！！スカルプケアコースの積極展開」

大阪府 伊藤立平建築設計事務所 「山口県産椎材によるエクステリア商品」の技術開発・販売促進事業

大阪府 株式会社タチバナ屋 通りに面した店舗入口をリニューアルして集客率を向上させる事業

大阪府 ＣＤＡひらやま事務所 業界研究セミナーリーフレット及び就活塾ホームページ作成

大阪府 ｑｕａｔｒｅ株式会社 インバウンドプロモーションの市場調査及び、越境ＥＣサイトの開発

大阪府 ワールドモータース カーライフアドバイザーを設置～高齢者の安全ドライブを演出

大阪府 株式会社セイザ 自爪を傷めずにジェルネイルを施すための爪保護シールの販売

大阪府 株式会社コタキクリエイティブワークス オーダー家具を使った住宅リフォームの販路開拓

大阪府 ビアレステライ　オンゾロ オリジナル自家製パン導入による販売促進と店舗魅力向上事業

大阪府 ＫＯＺＺｃｒｅａｔｅ デザインと機能にこだわったオリジナルアイアン設備商品開発

大阪府 Ｐｏｕｒ　ｅｍｕ（プールエミュ） ホームページ等作成と流通可能な菓子の開発と販路開拓

大阪府 株式会社アベニール 在宅・施設介護者用の医療材料や衛生材料、介護用品の販路開拓

大阪府 ＪＫＯ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｏｆｆｉｃｅ オリジナルブランド「ＢＡＳＴＥＴ」商品の販路開拓及び宣伝活動

大阪府 有限会社尚学社 タッチタイピング速習法の普及促進

大阪府 梅径（ばいけい） 書道教室のマンガ小冊子を作成し、新しい顧客層を発掘する事業

大阪府 ザ・じてんしゃ屋湯里店 交通安全教室をきっかけとした来店者増強計画
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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
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

大阪府 唐髪屋 外国人観光客を対象とした着物・浴衣での観光に繋げた販路開拓。

大阪府 株式会社リノハウス 地元顧客獲得に向けた住民向け講座の開催とまんが冊子の配布

大阪府 株式会社イージャパンアンドカンパニーズ 当社ならではの品揃えによる「高付加価値商品」の提供

大阪府 株式会社ｏｆｆｉｃｅ　Ｋ－２ ４歳～１０歳向け、ブランド服「ｂａｂｙｓｏｋｏ」の商品開発と知名度向上

大阪府 株式会社森の印刷屋 日本発！ＰＥＴ素材への印刷技術　「軟包材の試作品制作サービス」

大阪府 有限会社早矢仕印刷所 接客体制づくりと活版印刷受注促進により収益向上を図る

大阪府 ｍｏｐｔｉ． 誰にでもわかりやすい建物の健康調査と空家・空室の活性化事業

大阪府 Ｃｈａｒｃｏａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ炭々 無農薬野菜を使ったヘルシーメニューの開発と販売促進

大阪府 株式会社ベリー 新食感「焼きたて絶品たまごのタルト」拡販事業

大阪府 さきわい工房株式会社 人気まかない料理を使用した数量限定ランチ営業及び弁当の宅配

大阪府 株式会社グローバルトレーディング 販促用チラシを使用したオフラインユーザー向けの販路開拓

大阪府 株式会社Ｒｅ：ｈｏｍｅ 「網戸のお預かりサービス」で信頼作りと信用アップ

大阪府 双羽商会 顧客満足度向上によるリピーター客増大及び各部屋の単価向上の実現

大阪府 日新フードサービス株式会社 「“普段使い”の予算と気軽さで記憶に残る思い出づくり事業」

大阪府 株式会社香川デザイン 木育イベントでの新規顧客獲得とＨＰ開設での既存顧客掘り起こし

大阪府 有限会社あいコーポレーション 雑草対策用速乾セメント（ＮＡＯＳ）の一般消費者向け販路開拓

大阪府 株式会社サンソウゴウ 自社のシール印刷技術を活かした高品質ネイル用品の販路開拓

大阪府 フットボールナビゲーション株式会社 サッカースクールの新サービスの開発と販路拡大事業

大阪府 ＫＣＳ金岡サイクルショップ株式会社 自転車好きのためのＨＰリニューアル及び店舗改装

大阪府 ｗｉｌｌｉｅ　ｓｔｕｄｉｏ　＋　ｃａｆｅ 店舗ＰＲのためのファサード改装、ＤＭの制作費

大阪府 株式会社Ｆｉｅｌｄ　ｏｆ　Ｐｏｔｅｎｔｉａｌｉｔｙ スポーツ漫画配布によるトライアスロンクラブ会員の獲得

大阪府 株式会社Ｈ＆Ｍ 新商品の主力商品化に向けたターゲット層へのＰＲ事業

大阪府 株式会社レーザーテック コストダウンを提案できる端材切断に特化したホームページの作成

大阪府 有限会社ロココスペース 事業構造の変革！「クラウド型、情報見える化ツール」の開発

大阪府 茨木城主もなか本舗　ちとせ 事業承継・持続化・発展のための第二の人気商品づくり・ＰＲ強化

大阪府 菱田伸鉄工業株式会社 インフラ点検等画像撮影用ドローンの開発および展示会出展

大阪府 浜田建具株式会社 地域工務店密着型からＨＰ等を使った全国顧客に向けた営業展開へ

大阪府 株式会社フレイアクリエイション 東京展示会・セール開催による自社ブランド認知度向上・販路開拓

大阪府 あん巣木工所 ショールーム設営、オリジナル商品の販路開拓

大阪府 株式会社リタテクニカ 災害から命を守る備えと心構えを要援護者施設に提供する事業

大阪府 有限会社桃李舎 家族を地震から守る！女性建築士による安心耐震サポート事業
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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
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

大阪府 トリガーポイント 新型加圧トレーニングの導入、加圧グループレッスンの導入

大阪府 株式会社ＹＵＲＵＦＵ カギ爪手技開発導入に伴うブランドリニューアルとプロモーション

大阪府 ビーンズ 超・高齢化社会（シニア世代）に向けた設備、サービスの強化

大阪府 米岡印刷株式会社 社内の余剰リソース活用による販路拡大とＩＴ分野の事業拡大

大阪府 株式会社アサイコンピュータサービス 中小企業に特化したＰＶＣ統合モデルの応援事業

大阪府 有限会社エーエムエンジニアリング オリジナル防災グッズの開発による防災市場への本格参入事業

大阪府 グランツ 老若男女を足元から健康に！巻き爪矯正事業の認知と新規顧客開拓

大阪府 株式会社Ｔ’Ｓ－ＳＴＹＬＥ 本場ナポリ薪窯で焼くピッツァを手軽にインターネット注文販売

大阪府 パティスリーアッシュ 高収益アイテム増強及び新商品開発による販売促進事業

大阪府 東條運送株式会社
インターネット広告による『緊急便でも時間や時期で割引が効く！得々緊急便』の集
客事

大阪府
行政書士・特定社会保険労務士中村伊知郎事務
所

スマホ用日本進出Ｑ＆Ａアプリによる韓国顧客直接誘致

大阪府 そばカフェ　空庵 平日限定メニュー、雨の日サービスの提供による客数増加事業

大阪府 日本橋まちづくり振興株式会社 訪日外国人対応日本橋おもてなしＷｅｂの構築とネットワーク強化

大阪府 ＪＥＳ大阪 新講座の認知度向上と生徒開拓

大阪府 有限会社ヨコヤマフードサービス 要冷商品の強化とレディースデーの実施による女性客の取り込み

大阪府 イワネフォトスタジオ 明るく開かれた「新・町の写真屋さん」に向けての店舗改修

大阪府 株式会社ムーヴ・ソリューションウェイ 短時間の事務員代行サービス、その名は「事務員はシンデレラ」

大阪府 Ｏｆｆｉｃｅ　ＩＪＭ 大型イリュージョンを用いたマジックショーの開催による顧客拡大

大阪府 ロイヤルセキュリティ株式会社 監視カメラネット販売ＨＰ作成・運用と販促チラシ配布による販路拡大事業

大阪府 ｘｕｘａ ネイル商材の開発とＥＣショップ開設での販路開拓

大阪府 いぬの学校ひまわり幼稚園 「本格トリミング店」による販路拡大

大阪府 株式会社うな智 本格炭火地焼筑紫金うなぎのブランド化促進と広報ツールの整備

大阪府 株式会社ブレイン 取引先の経営改善および新規顧客獲得の為のマニュアル作成

大阪府 株式会社ファースト・トレーディング 新商品等のカタログ作成・ウェブサイト更新での新しい販路開拓

大阪府 株式会社ＡＲＩＡ 上質な雰囲気を提供するカフェスタイル型有料自習室の店内改装

大阪府 有限会社双葉薬局 相談客が心を癒される空間づくりで新規顧客の販路開拓

大阪府 Ａｌｕｖｏｕｓ（アルブ） 大阪、梅田中崎町発！自社オリジナル衣料ブランドの全国販路拡大

大阪府 ゴラクシー株式会社 電算化処理システム開発営業サポート冊子

大阪府 アーテック・にしかわ 異なるマーケットを囲い込む２つのホームページリニューアル

大阪府 株式会社めりーらんど 安心で安全な無添加ランチ拡大！英語ＤＥ体験カフェの空間づくり

大阪府 成光精密株式会社 「新しいものづくりシステム」をＰＲしたホームページ作成
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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
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

大阪府 多田米穀店 休憩スペースと洋式トイレ設置による「商店街（まち）の駅」化

大阪府 株式会社大幸精機 技能研修機関への「切削加工支援システム」の販路拡大

大阪府 株式会社ＢＯＫＡＮ 宿泊業経営のあらゆる業務を共有管理可能なサービスの展開

大阪府 株式会社ＢＥＡＴ 便利屋事業の広報・宣伝

大阪府 株式会社大和ネットサービス ネットショップ多店舗管理「ｅコマースｗｅｂシステム」の販路拡大

大阪府 アトリエ　ＣｏＣｏＲｏ　＆．．． 「第５回北摂地ヂカラフェスタ」出店による販路開拓・拡大

大阪府 フォトメイト 祖父母への訴求による記念写真の販路拡大

大阪府 北梅田ＨＲＭパートナーズ マイナンバー対応完全パックの販路開拓とマイナンバー支援室事業

大阪府 株式会社ど～も ＷＥＢコンテンツを活用した介護家族を支える情報誌の増販作戦

大阪府 有限会社和顔 ＩＴ利用で、老舗としての差別化・ブランド化の実現と販路拡大

大阪府 株式会社セダルベルグロイボス 抗酸化力に優れた野性ルイボス料理で新規顧客の開拓と地域貢献

大阪府 株式会社アート印刷所 《産学連携》買い物心理から考える売り場ツールの開発と販路開拓

大阪府 コンポステラ 地場農水作物を活かした洋惣菜の開発と販路開拓及び宅配サービス

大阪府 ハッピー＆ハッピー あなたは腸もみマッサージをご存知ですか？ＰＲ事業

大阪府 株式会社ブライド・イノベーション 【ジャパニーズウェディング＠タイ事業とプロデュース集客の強化】

大阪府 有限会社アイサービス ＱＲコード付ボールペンから始まる動画や写真による情報サービス

大阪府 有限会社こだま製作所 「超薄板金属加工・精密溶接加工・金型レス」技術のＩＴ広報強化

大阪府 株式会社ウィザードエンタテインメント オーストラリア・タスマニア産マスタードの製造販売

大阪府 丸萬本家 鱧ごはん、穴子めしの開発・販路開拓

大阪府 アイ・リップル 中小企業の基盤強化「社外のキャリア相談室」開発・販路拡大事業

大阪府 株式会社毎日広告 「世界とつながる関空周辺のペット情報誌」の発行による販路拡大

大阪府 株式会社リンクス ゴルフクラブのカスタマイズに即応できる工房拡充改装の実施等

大阪府 マイライフエフピー シングルマザー支援者向けのマネー講座の販路開拓

大阪府 株式会社ＴＲＹＡＮＧＬＥ＆ＣＯ． 売上強化に向けた小規模サロンへのアプローチ強化。

大阪府 田中電機工業株式会社 最新Ｗｅｂ技術によるめっき業界に特化したホームページ活用事業

大阪府 有限会社ＳＷＩＳ 日本の職人の心を日々の暮らしに紹介「デニムライフスタイル」顧客開拓

大阪府 株式会社デプロ 建築業向け【売上向上ＣＲＭシステム】のご提供による販路開拓

大阪府 株式会社アセットリンク 「シニア世代と子育て世代」対象別セミナー開催による集客強化

大阪府 ソルトカンパニー株式会社 うま味調味料独自ブランド「うま味ｐｌｕｓ」の販路開拓事業

大阪府 株式会社ビロール ＵＶ反応染料を用いた製品販路拡大とＰＲ活動

大阪府 熊谷整骨院 保険治療に頼らず、ＩＴ化機器を導入して保険外治療の販路拡大
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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
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

大阪府 株式会社プラント 新聞販売店の営業力アップに貢献する販売促進プランの提案実施

大阪府 合同会社地域密着 買い物弱者を失くせ、近隣高齢者層に特化した地域密着地産青果の宅配販売

大阪府 美脚職人 こだわりの見える貢献度の高いＨＰへのリニューアルで販促事業

大阪府 有限会社かしやま 一人暮らし高齢者向けクリーニング回収配達サービスで売上ＵＰ

大阪府 合同会社Ｔ＆Ｋ 地域唯一！新事業・柔整師による高齢者向け体操教室で社会貢献

大阪府 株式会社新泉商事 地元で愛される自社オリジナル「想い出ソフトクリーム」の販路拡大

大阪府 株式会社中西白牡丹 ＬＥＤ照明器具導入により店舗のイメージアップを図り販路開拓

大阪府 株式会社ハーネスト ブランドの確立と買いたくなるサイトへのリニューアル

大阪府 株式会社ヴァイアンドカンパニー 当社オリジナル豪州・タスマニア産輸入商品の全国販路開拓事業

大阪府 福井規之税理士事務所 終活ワンストップサービスの提供

大阪府 アイシス株式会社 新講座を開設して広告宣伝を充実させ新規顧客を長期顧客に繋げる

大阪府 有限会社レッドリバー インフォメーションディスプレイによる商品表示と多言語での説明

大阪府 Ｌ’ａｖｅｎｉｒ　ｆｏｒ　ｈａｉｒ 新サービス「贅沢ヘッドスパ」提供のための店舗改装と販売促進

大阪府 厚生書店 ホームページ新規作成による古書店舗顧客獲得・売上拡大

大阪府 まこと司法書士事務所 女性向けワンストップ法律相談窓口の普及のためのＨＰ作成

大阪府 エディブルスキンケア　フランキンセンスラボ
「美容と健康に特化した日本の薬草」国内外に向けた学習カリキュラムの開発・販
路開拓

大阪府 さくら薬品 ＰＢ化粧品「ひまわりのクレンジングジェル」の改良と展示会出展

大阪府 北浜グローバル経営株式会社 製造技術の実技研修と体験型研修による人材育成研修の販売促進

大阪府 かたおか鍼灸整骨院 中高年者への予防医学に対する鍼灸活用推進キャンペーン

大阪府 株式会社ＰＨＬＬＩＰ　ＪＡＭＥＳ 新規販路開拓のためのインターネットによる広告宣伝

大阪府 株式会社山喜 無駄をなくしエネルギーを有効活用。未来型住まいづくりのご提案

大阪府 有限会社フィールド・スター イベント開催によるウォーターサーバー販路開拓事業

大阪府 ヘアーメイクケンジ 髪の毛や頭皮、お肌のトラブルでお悩みの方へのサービス向上

大阪府 株式会社バリュー・クリエイション 商品宣伝及び代理店拡大の為のＨＰ、パンフレット、チラシ作成

大阪府 ＴＨＥ再生企画 建物の再生を利用した英会話教室の開講と販路拡大

大阪府 ＭＡＨＯＴ もっと、ホットとしたい時間を楽しむための珈琲店の店舗改装

大阪府 ポテト双葉薬店 人にやさしいバリアフリーで安心安全な薬店づくりにより販路開拓

大阪府 喫茶・軽食　都 大阪初の世界文化遺産観光客への『おもてなし』サービスの提供

大阪府 株式会社中央ビジネスグループ 介護におけるコツがつかめる教材シリーズの販売

大阪府 ＨＩＰホスピタリティ研究所 「病院改革プロジェクト」の告知セミナーによる販路拡大事業

大阪府 道草寺子屋 自社サイトリニューアルと催事出展による寺子屋事業の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
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

大阪府 若狭や製麺所 『オリジナル平打ち麺』の品質改良と販売力強化による新規顧客獲得

大阪府 日研電気株式会社 地元初電気工事企業のＷＥＢによるターゲット限定型販路拡大展開

大阪府 株式会社装飾プロデュース 高付加価値商品の提供並びに既存ＨＰ見直しによる増収増益事業

大阪府 輝愛羅（きあら） スマホサイトを活用した若者顧客の取り込み・予約システム改善

大阪府 橋本興産 デザイン性を高めた新築・リフォームプランニングの販路開拓

大阪府 株式会社ラ・スーラ ベビー服の型紙専門店としての情報発信力強化と商品開発による販売拡大

大阪府 株式会社スノーウェイ 多言語とスマホ対応による、訪日スキー客のサイト利用者拡大事業

大阪府 株式会社Ｃｅｒｉｓｉｅｒ デコ商品の海外普及・技術者育成

大阪府 ＭＤハウス株式会社 高齢者の健康維持を目指した断熱窓リフォームの販売促進ＰＲ事業

大阪府 株式会社美さいん 新規販路開拓及び、新商品ＰＲのための展示会出展と宣伝広告

大阪府 株式会社奥井工業所 沖縄名産島ラッキョ簡易皮むき装置とサトウキビ簡易搾り装置の試作開発

大阪府 Ｂｌｅｓｓ　Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ 新規客の開拓と既存客の囲い込み新従業員の確保と教育

大阪府 ＴＮ建設株式会社 高槻で唯一の【資金調達に強いリフォーム屋】ＰＲで売上倍増事業

大阪府 シュウ＝ライターズインク 「ワカモノひとり起業家」に向けた出版支援サービスの提供

大阪府 ＹＡＮＣＨＡＲ’Ｓ（ヤンチャーズ） ネットで勝ち抜く為のインパクトのあるオリジナル販促で売上増加

大阪府 Ｔｏｔａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　肌屋 持ち運び可能なエステ機械による体験会実施での顧客獲得策

大阪府 美容院ｃａｇｅｎ 身体の不自由な高齢者のための送迎サービスと託児サービスの広報

大阪府 Ｔｈｅ　Ｓｅｃｏｎｄ　ＢＡＲ 最高の嗜好！「シガー体験セミナー～吸ったら灰になるだけさ～」

大阪府 杉本梁江堂 ホームページでの古書買取シュミレーションによる広域仕入実現

大阪府 フラアネデザイン ブランドの認知・向上とネット販売での販路拡大

大阪府 株式会社超精密大明 研磨研削技術をホームページと広告でＰＲを行い販路拡大を図る

大阪府 株式会社ニュートン アンバサダー（親善大使）制度による太陽光発電広報事業

大阪府 大野アトリエ 無垢材建築・家具を使った豊かな住空間のＰＲによる販路開拓

大阪府 株式会社ｅｌｉｆｅｔ 新規開発した英会話教材「リッスントーク」の販路開拓と認知拡大

大阪府 株式会社ＳＴＡＫＥ　ＨＯＵＳＥ 地域広告会社の和を広げるコミュニティスペースの創設と情報発信

大阪府 赤田法務行政書士事務所 大阪府建設入札案件情報サービス周知による売上拡大

大阪府 泉井行政書士事務所 ホームページからの集客強化と似顔絵及びロゴ作成

大阪府 ギフトショップアーク 従来顧客への営業力を上げる異業種コラボレーションの提案・提供

大阪府 タニマチ整骨院 自費治療メニュー構築と予約制の導入による販路拡大

大阪府 株式会社渡辺藤商店 多様な裏地のオーダースーツ店への浸透事業

大阪府 株式会社リメイクカンパニー 協力会社とタイアップし高齢者にも優しいリフォーム提案
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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

大阪府 金公認会計士事務所 経営基盤を強化したい事業型ＮＰＯ法人に特化した販路開拓事業

大阪府 有限会社エバーレ旭屋 商品種類拡充及び広告範囲拡大による販売増進事業

大阪府 ｔｉｒｔｈａ合同会社 新メニュー「増毛」、新商品「ベジカラー」導入による顧客開拓

大阪府 株式会社ｍｉｄｉ ホームページで取り扱う商品のネット販売の規模を拡張させる事業

大阪府 ホームページ研究会 スマートフォン自動変換サービスの販路開拓

大阪府 喫茶　我路 都会のストレス回避場所のリニューアルによる販売促進事業

大阪府 合同会社ＹＴマネージメント 国際税務の担当者が集う「グローバルタックスラボ」

大阪府 株式会社ムッシュ 新ブランド、４アイテム開発による販路拡大

大阪府 やまぶき堂 広報活動と新メニュー開発による新規顧客獲得

大阪府 合同会社アイアールプランニング 成年後見制度支援活動との連携による保険活用の啓蒙・ＰＲ

大阪府 ＢＭＳ　Ｊａｐａｎ ＨＰ制作による顧客とのコミュニケーション力強化・販売促進

大阪府 有限会社アプリ 企業にキャリアコンサルタント導入、助成金活用ＨＰと販促施策の実施

大阪府 弁護士法人　経営創輝 中小企業のための法務・経営支援ワンストップサービスの販路開拓

大阪府 有限会社モード・ケイ 独自性のある差別されたオリジナル商品をメーカー価格で販売

大阪府 ＴＡ教育コンサルタンシー ＴＡ心理学理論にもとづく『講師力向上指導』事業の告知媒体作成

大阪府 有限会社オフザウォールインターナショナル サーフィン、ＳＵＰスクールの販路開拓、コミュニティの運営

大阪府 株式会社ラリーフォース 微酸性次亜塩素酸水生成装置の販売台数及び導入実績の拡大

大阪府 タレントバザール　プロモーションズ 結婚増加プロジェクト「出会いのコンシェルジュ」による販路開拓

大阪府 株式会社茜丸 和菓子製造体験施設を活用し、訪日外国人観光客を新規集客する

大阪府 株式会社タカラ塗料 用途・塗り方から塗料を選べる今までにない通販サイトの開設

大阪府 アロマスターコンシェルジュ合同会社 シニア世代を輝かせる充実した講座とコミュニティを提供する事業

大阪府 株式会社シニアライフアシスト 中高年者向け低料金家事代行サービスの販路拡大

大阪府 矢野紙器株式会社 加工食品の開発と食生活の安定支援事業

大阪府 株式会社ビドー ｗａｔｏｍｏ’ｓ（ワトモス）対象商品の開発・製造・販売

大阪府 株式会社リラクティー ＷＥＢサイトの機能充実による新規販路開拓

大阪府 ステップＵｐカルチャー守口 カルチャースクールの認知度及び収益拡大にむけた広報活動

大阪府 田中補修 一般顧客向け補修（リペア）とメンテナンスの新規販路開拓とＰＲ

大阪府 株式会社いろどりの家 ヒートショックによる事故ゼロに挑戦する省エネ・エコ住宅のＰＲ

大阪府 株式会社メディアドライブ ネットワークカメラシステムのインターネットを活用した販売促進

大阪府 ジャテック株式会社 『待ち』から『攻め』の営業へ転じる為のＷＥＢ及びＤＭ活用

大阪府 バーン・ハナ　イオンモール大日店 男性顧客ニーズの「見える化」による認知度アップと販売促進事業
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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
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

大阪府 アベリア企画 障害者自立支援事業へのファーストステップ

大阪府 株式会社マーケットデザイン 高等教育機関での学習サポートシステムの広報戦略

大阪府 ＡＱＵＡ　ＰＥＡＲＬ（アクアパール） オリジナル水景デザインとアクアリウムの融合による癒し提供事業

大阪府 株式会社サンメイトプラス 「府内山間部のニュータウンにおける、冬の省エネイベントの開催」

大阪府 船越鍼灸整骨院 痩身美容と腰痛治療に特化した施術ベッド導入と広告宣伝

大阪府 株式会社フェイスオプティック アセテートを使用したアレルギーフリーのアクセサリー開発と販売

大阪府 株式会社ワークスタジオ 自社ホームページ再構築による販路拡大の取り組み

大阪府 自然派きっちん＆教室　つくる 自然食の販路開拓とコミュニティスペースの開拓

大阪府 ＬＩＦ株式会社 オンラインを使用したリファレンスチェックサービスの販路開拓

大阪府 株式会社クレアフォーム 子供向け名前入れ商品の販売促進

大阪府 Ａｈ－ｊｅｗｅｌ
マルチソースの新和風商品開発と海外への販路拡大に伴う海外日本食見本市出
展及び商品

大阪府 有限会社アジャスト 美容鍼を軸としたビジネスモデルの確立

大阪府 株式会社サンウェル 地域の女性美人化計画！キレイ会員（顧客）拡大作戦！

大阪府 株式会社アイリィ 歩行訓練・拘縮改善など専門特化および介護家族養成事業

大阪府 有限会社武美屋 情報の細分化とＰＲの重点化により、市場シェア拡大で売上げＵＰ！！

大阪府 行政書士アクアマリン総合法務事務所 外国人に関する業務の販路拡大と事務所の安定的事業運営

大阪府 もず整骨院 自律神経の悩み解消に特化した整体の販路開拓に向けた情報発信事業

大阪府 株式会社ギア 介護タクシー事業の強化、高齢者向け便利屋サービスの提供

大阪府 ３．ＣＡＦＥ 味噌系ラーメンの開発とスマホ版ＨＰ開設で集客力を向上する

大阪府 株式会社アクオス ピュア・ウォーターの新商品開発及び地域密着・販路拡大事業

大阪府 ものクリエ 素材の機能性向上技術を応用したインテリア雑貨の販路拡大

大阪府 仁工房 南大阪初！ガレージキットカフェで新規顧客開拓とリピータの育成

大阪府 オリオン株式会社 機能付き商品のパッケージ刷新と業際展示会への積極的出展

大阪府 アルファシステム 店舗入り口のバリアフリー化で９０歳も楽々入店

大阪府 株式会社クライム 高齢者、女性ドライバー向け安全運転補助機器の販路開拓

大阪府 ケンタウロス ピロシキの百貨店催事における販促とＨＰのリニューアル

大阪府 株式会社クリエイティブＫＩＩＫＯ おしゃれで廉価な衣料型紙の開発・販売開拓事業

大阪府 幸乃道 店内環境改善による若い世代顧客の取り込みと地域交流

大阪府 大村防水 ロープアクセスチームの確立と業務内容のアピール

大阪府 たくみ学院 時代のトレンドとニーズに応える学習塾の新規顧客開拓事業

大阪府 ＨＡＩＲ　ＨＹＧＧＥ　ＭＩＹＡＺＡＫＩ 炭酸シャンプーを使った頭部マッサージによる集客事業

18/30



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

大阪府 大阪福祉センター合同会社 目抜き通りに面した店頭の看板設置および会社案内・販促チラシの作成。

大阪府 美ａｌｉｖｅ 劇的体感。最新トリートメントで顧客満足度のアップ。

大阪府 株式会社コラピア 「赤ちゃんが欲しい！」妊活カップルを応援する子宝相談事業

大阪府 行政書士林法務事務所 地元顧客取込みのためのチラシ配布事業

大阪府 ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ｂａｒ　ＡＲＣ 新規客獲得のための販路開拓・高齢者向けユニバーサルデザイン化

大阪府 Ｑ．Ｔ．Ｃｒｅａｔｅ 住宅アレルギー対策総合サイトで賃貸アパートを全国に普及

大阪府 なにわ料理　有 なにわ料理を快適に楽しんで頂くための店舗改装（ダクト工事）

大阪府 有限会社森永商会 油漏れ・油汚れにお困りの工場向け清掃サービスの始動・販促

大阪府 ユーアンドエムシステムサービス株式会社 ３Ｄプリンタを活用するパソコン教室

大阪府 有限会社えん総合研究所 技能実習生の受入＆送出機関との連携による建設業経営支援の拡大

大阪府 さふらん 【創作高槻うどんギョーザ】で女性客リピーター獲得・売上増計画

大阪府 株式会社ＡＲＥ ３０代ＯＬ向けに将来の安心のためのアパート経営の提案実施

大阪府 株式会社サン・リンクル 独自開発の電動アシスト自転車販売ＨＰ作成・運用と販促／配布

大阪府 株式会社荻田建築事務所 「５Ｋ　ＦＡＣＴＯＲＹ」建築設計提案型サービスで販路開拓

大阪府 エイプラスアカデミー英会話教室 集客のためのホームページの充実と看板の設置

大阪府 オルトウェブ株式会社 スマホ対応サイト無料相談による販路拡大

大阪府 なんば一番茨木店 新商品開発と店舗内で飲食出来るスペース設置

大阪府 株式会社Ａ－ＳＹＳＴＥＭ Ｗｉｘの普及事業及び併用する各コンテンツサービス

兵庫県 有限会社新東 こだわり文具ワークショップでファン拡大、高齢者の滞在しやすい店づくり

兵庫県 イデアル技研合同会社 人命救助安心安全に寄与する自社製品の認知度向上・新規市場開拓

兵庫県 株式会社ベルハウス 看板と紙媒体の情報発信による販路開拓・新規顧客ニーズの獲得

兵庫県 おかず倶楽部 バリアフリー化＆地産野菜の販売＆配達で新規顧客数ＵＰ

兵庫県 株式会社コーユー 「愛犬の３Ｄフォトレリーフ」の販路拡大

兵庫県 城下町スタイル 団体客の誘致を主とした営業拡大

兵庫県 有限会社Ｋ’ｓ企画 新規顧客獲得のための店外での美容体験及びメイク体験会の開催

兵庫県 有限会社坂本文昌堂 書籍・雑誌売場の新設とＣＡＴＶによる新規取扱商品のＰＲ

兵庫県 ファミリーサイクル大西 介護とエコとを結ぶ車いすメンテナンス事業の展開

兵庫県 りふぉーむまま 参加型イベントの開催による新規顧客の獲得事業

兵庫県 株式会社ホームワード 倉庫改装による新規顧客の獲得

兵庫県 株式会社神明電機 高齢者向けプチリフォームをＰＲし販路拡大のための店舗改装

兵庫県 パソコン教室おもてなし タブレット端末を用いた認知症予防講座の導入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
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

兵庫県 有限会社宮崎電工 電気工事のプロ集団が新分野「盤製造」部門に進出、販路を開拓！

兵庫県 美容・鍼灸サロン　ハミング 女性更年期を快適に乗り切るための新メニュー導入と新規顧客拡大

兵庫県 有限会社小泉商店 アレルギーフリー水産加工品の開発並びに販路拡大事業

兵庫県 行政書士アグリ法務事務所 現場体験で心も体も元気になる！！企業研修提供サービス事業

兵庫県 有馬十八番 インバウンド向け主食メニュー開発と多言語化ホームページ作成

兵庫県 株式会社棉屋 姫路木綿の復活ＰＲの為のホームページ構築と店内改装で販売拡大

兵庫県 有限会社ＥＵＣサポート 国産無農薬ローズ水のシャンプー、美容ジェルの白斑と販路開拓

兵庫県 大田産業株式会社 展開中の金属製品販売サイトのモバイル対応

兵庫県 ルアンブール ホームページの作成と看板の設置、チラシの発行事業

兵庫県 合同会社インプレッションサービス 世界でひとつだけ！！心あたたまる感動ギフトの販路開拓事業

兵庫県 ジヴェルニー ホームページで伝えるフランス菓子の新世界

兵庫県 有限会社スガハラテント パーソナル需要、小規模イベント需要発掘のためのＨＰ作成

兵庫県 癒しの森のガーデンカフェレストラン　アリス 秋の紅葉を楽しむテラス席と夜間照明の設置で新顧客の開発

兵庫県 ＧＯＯＤ２　ＧＡＲＤＥＮ ・独自の事業モデル「カフェ（ガーデンカフェ）運営＆造園事業」の販路拡大

兵庫県 有限会社リック 企業リスク・財務の専門家である企業専門保険代理店へ転換

兵庫県 株式会社エフエム宝塚 開局１５周年記念事業・「８３５倶楽部」の強化キャンペーン

兵庫県 神戸王子学園 ウェブサイト作成と新コンテンツ宣伝による園児倍増促進事業

兵庫県 有限会社さくらクリエイト 地域のニーズに合わせた住宅リフォーム宣伝による販路拡大

兵庫県 えんゆう株式会社 兵庫県産青果及び加工品の移動販売事業「やどかりマルシェ　神戸」として

兵庫県 神戸・岡本コージーカフェ 新商品・新サービス投入による売上拡大プロジェクト

兵庫県 クチュールママン 高級ウェディングドレスのレンタル事業の販路拡大と職人育成

兵庫県 神戸電気工業株式会社 ネットショップ接客ツールＥａｓｙ　ＬｉｖｅのＰＲキャンペーンの実施

兵庫県 株式会社神戸天ペロ 参拝客が気軽に休憩ができる店作り。トイレ改装による集客増加

兵庫県 ミツキタアドバイザリー株式会社 神戸市で跡継ぎ不在の高齢経営者を救うＭ＆Ａ普及事業

兵庫県 タケモト保険株式会社 『来店型コンサルタント業務』の拡大による自社ブランド認知度アップ

兵庫県 ＷＩＲＥＤＲＥＡＭ株式会社 自社海外販売ネットショップ立上げに伴う企業力向上事業

兵庫県 フィッツミー神戸伊川谷店 認知向上・販売促進強化による、５０名の新規会員拡大施策

兵庫県 サロン・ド・エール 夢ごこち・シャンプー台でヘッドスパ、エステティックの客数増大

兵庫県 エコックス株式会社 高齢者が一日でも長く自力で歩ける「健康講座」の開催及び広報

兵庫県 松村薬品工業株式会社 高齢者等の服薬補助業務による、自社の販路拡大・収益改善事業。

兵庫県 株式会社三原建設 建築屋が移動販売車部門の立ち上げと確立をはかる！
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 Ｍｕｓｉｃ　Ｏｆｆｉｃｅ　ＨａＭｏｎＤ 音楽を通した子育て支援並びに高齢者支援による販路開拓事業

兵庫県 がいな製麺所 出張教室・ネット販売充実に伴うＨＰ再構築とＰＲ車体製作

兵庫県 ｔｅ・ｔｅ（テテ） メンズフェイシャルコース導入によるサービスの拡充と新規開拓

兵庫県 株式会社敬 アンケート結果と商圏分析をもとにした広告宣伝で販路開拓

兵庫県 ボイスヘアー　池田 「気になる白髪と一緒に育毛ができるカラーリング」開発・販路拡大事業

兵庫県 株式会社千代木工 国産木製枠ミラー商品自社ブランド化のための販売促進

兵庫県 ＨＥＡＶＥＮ’Ｓ　ＫＩＴＣＨＥＮ　ｐｌｕｓ 生パスタ専門店の新規顧客開拓と認知度向上による売上拡大

兵庫県 皐工務店 地域密着工務店のオーダー手すり工事に特化した販売促進事業

兵庫県 こばふぁーむ 自然栽培農産物を広める販路拡大事業

兵庫県 株式会社ファーイースト 相生発祥の「ホルモン焼きうどん」を伝承・発信するための新機器導入事業

兵庫県 ニティヤ 集客支援講座の新規顧客開拓・販路拡大のためのＰＲ強化事業

兵庫県 株式会社関忠 新しいネット販売システム導入による顧客確保と売上増大事業

兵庫県 ゆげ焙煎所 フードメニュー導入によるコーヒーも軽食も楽しめる店舗づくり

兵庫県 くいもん屋ほう菜 子育て世代や女性に配慮したスペースの設置による新規顧客の獲得

兵庫県 紅茶専門店ラクシュミー 紅茶の専門性の高さを活かしたギフト販売拡大事業

兵庫県 鍼灸整骨すぽると リアライン運動補助器具導入による施術効果、効率の向上

兵庫県 Ｐｒｉｍａｖｅｒａ 従来の待ちから攻めの営業スタイルに転換！売上増加事業

兵庫県 株式会社なかむら家 女性客に喜ばれる雰囲気づくりとサービス向上による集客力アップ

兵庫県 コロンビア珈琲株式会社 コーヒー教室開催による店舗販売の売上増強・販路開拓事業

兵庫県 Ｄｏｇ　ｓａｌｏｎ　ｂｅ　ｈａｐｐｙ 超大型犬もトリミングできる「町の犬の床屋さん」！

兵庫県 株式会社高砂産業 自社商品「ＷＡＭＯＮ」の積極的直販による顧客開拓・業績ＵＰ。

兵庫県 デコールカイン 金属アレルギー対応ＤＩＹアクセサリーパーツの販売

兵庫県 スプーン ～ママも安心！生産者と繋がっている地域発信カフェ～

兵庫県 活魚料理・すし処　さくら 中高年齢者の女性をターゲットとした昼営業売上の増加計画

兵庫県 アサダ写真館 小さなお子様がいる２０～３０代ママの新規開拓

兵庫県 ＨＡＰＰＹバルーンＮＡＮＡ バルーンアートを身近に！おうちパーティー用＆店舗向けリース

兵庫県 ｓａｋｕｒａ　ｃｏｆｆｅｅ 地域に根差した店づくりで、自家焙煎珈琲豆の販売促進

兵庫県 ｃａｆｅ　ｈｙｇｇｅｌｉｇ 地元素材のスムージーと新感覚苺スイーツ開発による販路拡大

兵庫県 株式会社ＦｒｏｍＶｉＶｉ シニア世代、及びファミリー層の満足度向上計画

兵庫県 株式会社キレイニ クリーニング店の新たな挑戦皮革製品修理部門による販路拡大

兵庫県 パティスリールリアン 高齢者をターゲットにした商品開発と販路開拓
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 なごみや カレー・お弁当宅配サービスによる販路拡大と雇用創生

兵庫県 らーめん七福神 電飾スタンド看板設置による視認性向上と集客アップの実現

兵庫県 株式会社アートレス 地場産業“姫革”と連携したトリックアート財布・手袋の販路開拓

兵庫県 有限会社水晶堂 新ブランド立ち上げと教室名変更による競合英会話教室との差別化

兵庫県 神戸・こども造形絵画教室アリス 美術指導等による子供達の情操教育、発達支援及び地域振興。

兵庫県 山下商会 レトロバイクに特化した展示スペース改装とスマホサイトの制作

兵庫県 株式会社リフォーム家 空き家・中古住宅物件・既存取引先・新規顧客への漏水調査

兵庫県 株式会社フォーシーズン 整体事業の広告活動

兵庫県 Ｍｉｓｏ－Ｂａｒ　Ｓａｂ－Ｃｈａｎｓ 新規顧客獲得の為の店外看板の設置と宣伝用チラシの作成・配布

兵庫県 株式会社ヤノ技研 省エネ温室暖房装置（エネバンク）の実証テストと拡販

兵庫県 ＥＣＯアライブ株式会社 光触媒を利用したパネルコーティングの普及及び事業の拡大

兵庫県 有限会社きゃべつ 新規顧客増大および顧客満足度向上を目指す店舗リニューアル事業

兵庫県 ブーランジェリーソルシエール 「子育て世代応援」によるカフェスペース利用客推進計画

兵庫県 白鷺印刷株式会社 ネットでの集客を軸とした会社案内・パンフレット作成特化事業。

兵庫県 整体龍心館 ユニバーサルデザインを意識した整体院づくり

兵庫県 お好み焼き鉄板焼き　ちっち 新規顧客開拓の為の移動販売車における各地イベント出店事業

兵庫県 合同会社Ｋ’ｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ サロン内「お顔そり＆エステサロン」の広報・新規顧客開拓

兵庫県 ファミリエクラブ株式会社 働く母親の子育てと仕事の両立支援！独自保育サービスの展開

兵庫県 株式会社ＷＡＲＡＫＵ 兵庫の鮮魚・野菜・地酒を使った地域密着店プロジェクト

兵庫県 天然温泉　蓬莱湯 濃縮天然温泉配合「蓬莱湯ヒアルロン酸美容液」パッケージ開発

兵庫県 楽 ①店舗のリニューアル②１０周年イベントのＰＲ

兵庫県 株式会社みつば電気 「太陽光発電遠隔監視システム」を利用したメンテナンスの拡大事業

兵庫県 王将フードサービスＦＣ伊丹店 店舗入口とトイレ改装によるお店のイメージとおもてなしアップ

兵庫県 喫茶ブラジル 「酸素カプセル」を軸とした販路開拓とブランド力強化事業

兵庫県 有限会社栄光社
『かっこ新しいスタジオ』二つの進化。スタジオ事業は顧客開拓、認知度アップによ
るブ

兵庫県 株式会社長手長栄堂 観光客の直営店舗への誘導、リピーター増大計画

兵庫県 株式会社ビジネスイノベーションコンサルティング モール型プリントサービスモデルのテストマーケティングの実施

兵庫県 Ｆａｖｏｒｉｔｅ　Ｉｌｌｕｓｔｒａｔｉｏｎ キャラクタービジネスの事業拡大

兵庫県 株式会社リューコーポレーション 注文住宅事業への挑戦　～まずは「土地」の建築条件付き販売～

兵庫県 株式会社キャセリンハウス 神戸発！色と香りを楽しむプレミアムティーのネット販路拡大

兵庫県 美津村株式会社
世界唯一の＜燕の巣エキス＞専業者である美津村の「燕の巣　健康美容食品」販
路開拓事
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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

兵庫県 有限会社中野製作所 展示会出展による自社技術のＰＲと新規顧客獲得を実現

兵庫県 こまつ整体院 ～働く女性を応援する整体院～

兵庫県 ＰＩＺＺＡ　アルト緑が丘店 カタログ販売専用の急速冷凍ピザの開発とカタログ販売事業への進出

兵庫県 整骨院ＫＡＩ 東灘区スポーツ若年層サポート支援

兵庫県 株式会社デルフィー ライフプランニング顧客発掘のための、営業ツールの作成

兵庫県 株式会社コビト 新生児撮影とケアを行う新サービスの広報活動と新商品開発

兵庫県 おのや神具仏具店 来店困難者向け「線香に特化した販売サイト」構築による販路開拓

兵庫県 ケント株式会社 神戸異人館におけるウエディング特化型ＷＥＢサイト運営事業

兵庫県 有限会社宝塚シネマ 会員・リピーター客、及びカフェ利用客の増加キャンペーン

兵庫県 株式会社エンジェルメイド 共働き世帯向け家事支援の拡充と販路拡大

兵庫県 焼肉　入舟 高齢者特別割引セットメニューと店舗内外の段差改修工事

兵庫県 株式会社プロト 惣菜専門店だからこそ、バラエティー豊富なお惣菜事業

兵庫県 有限会社小林産業 農業を安全に楽に。手押し式草刈機で全国に営業展開。

兵庫県 もちづき整骨院 院内受入環境の整備とチラシ作成による顧客創出とニーズ獲得

兵庫県 松下欣史税理士事務所 元気だからこそ相続準備！そのための『相続シミュレーション』

兵庫県 カノニカル ｆａｃｅｂｏｏｋ　ページ「生活収納パントリー」のファン獲得の取り組み

兵庫県 株式会社菓一條 老舗の安心安全ほんまもんの和菓子の販路開拓

兵庫県 株式会社ｉ　ＴＯ　ｉ 店内改装と販売促進による幅広い年代の新規顧客開拓

兵庫県 お好み焼き　とくしま 「お好み焼き」用の見本陳列ケースのおよび可動式立て看板の更新

兵庫県 株式会社アルフェコ 宣伝媒体の充実をテコにした販路開拓による経営基盤の確立

兵庫県 ルーロット 日本初・移動式チャペルによるどこでも結婚式サービスのＰＲ活動

兵庫県 株式会社安福冷暖 トータルライフサポートの一環としての薪ストーブの拡販

兵庫県 富士の山菓舗 明石ブランド強調パッケージによるタコ煎餅の販売強化事業

兵庫県 Ｗｉｓｈ　Ｈｅａｒｔ ＨＰの作成と充実、子供達の夢を支援するサイトの構築

兵庫県 株式会社ライブコーヒー レギュラーコーヒー販売促進のためのコーヒー教室開設！

兵庫県 株式会社インプレイス 「女子会」「ママ会」向けコースメニューの導入と周知

兵庫県 株式会社セイレンドウ エコ・安心・美味しい飲食店へ！食用油ろ過システムを展示会ＰＲ

兵庫県 マッターホルン兵庫 ＨＰと宅配を活用した全国展開のＰＣ無料回収・買取と再販事業

兵庫県 株式会社ディープグリーン 新聞折込や資格情報サイト掲載による介護員養成研修の受講生増加

兵庫県 サニーサービス株式会社 日中間のビジネスマッチングを図る新事業展開

兵庫県 ｅｌｍｏ（エルモ） 広告宣伝の拡大による認知度アップで利用者増加の実現
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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

兵庫県 ＢＡＲＯＮ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ 地域の女性を「いつもキレイ」に艶髪美人プロジェクト

兵庫県 株式会社ワイジェイグループ 「外国人向け訪問車検サービス」を軸とした新規顧客獲得事業

兵庫県 ＬＡＨＡＳＨＩＡ 低価格で明確な料金体系とイベント企画による顧客獲得

兵庫県 合同会社愛ある 日本庭園と特殊設備を設けたデイサービスのＷＥＢと看板製作

兵庫県 ｕｍｅｎｏ（ウメノ） 和風テイストな店頭及び店内の改装による新規顧客の開拓

兵庫県 工藤住環境設計室 宣伝広告による受注拡大！前年度比２倍化計画

兵庫県 コーベック株式会社 機能性インソールの販路拡大とＨＰリニューアル

兵庫県 進学塾　卓（すぐる） 個別ブース設置と広域折込による新規塾生の獲得及び収益の向上

兵庫県 有限会社マルオカ 神戸ポークの精肉ギフト事業展開による販路拡大

兵庫県 株式会社ミヤコオート バイクユーザー向け中古自社買取体制構築で収益アップ大作戦！

兵庫県 波 鉄板焼に癒しのカフェを融合　若者・女性に選ばれる老舗へ

兵庫県 ボックス合同会社 １２時間低温真空調理ローストビーフの肉盛りプレートＰＲ事業

兵庫県 エコールキッズ 幼稚園児・大学生・シニア世代の拡大を目的とした宣伝広告戦略の強化事業

兵庫県 株式会社かばんの館 顧客目線の商品開発並びに情報媒体の改善、顧客の利便性向上

兵庫県 株式会社ｙ’ｓ　ｒｅａｌ　ｅｓｔａｔｅ リノベーションのノウハウから生まれたオリジナル家具の販売

兵庫県 株式会社坂くら きものに興味がある若年層のきものレンタル顧客獲得事業

兵庫県 α 六甲道整骨院鍼灸院 イベント開催、インターネット広告、チラシ配布での集客事業

兵庫県 珈琲屋さかもと 自家焙煎珈琲と自家製チーズケーキの販売力強化。

兵庫県 株式会社ごとう建築設計事務所 地域設計事務所と創るオーダーメイドの住宅リノベーション提供サービス

兵庫県 桂建設株式会社 地域発！！冷媒ガス事業への進出とＰＲ強化

兵庫県 株式会社兵庫食べる通信 『食』の情報誌「兵庫食べる通信」購読者獲得のためのＰＲ活動

兵庫県 中西不動産株式会社 飲食業・小売業をターゲットにしたＢｔｏＢ事業の実施

兵庫県 トータルカーサービス　カレラ レンタルガレージを起点にした集客アップと中古車販売増加計画

兵庫県 合資会社ｂｅ－ｈａｐｐｙ 自社商品のオリジナル化、販路開拓を目指す為のＨＰ製作事業

兵庫県 しらさぎ化粧品株式会社 姫路の馬油を使った基礎化粧品の販売ツールを作成して訴求する

兵庫県 ＵＮＩＳＩＮ ホームページと動画活用による自動車整備工場の新規開拓

兵庫県 華の居酒屋　幸　ぜん 店内改装と新鮮な食材のアピールによる新規顧客の開拓

兵庫県 ＡＺＵＲＥ プリザーブドフラワーの新しい可能性を見出し、高齢者の利便性を高める

兵庫県 株式会社細川土地 相続コーディネート事業

兵庫県 焼肉・韓国料理　韓味亭 女性客をターゲットにランチメニューをパワーアップ！！集客事業

兵庫県 株式会社スタジオくまかけ 「もしも」の時に大切な情報継承ができる「人生金庫」の開発販売
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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

兵庫県 Ｇｏ　Ｕｐ　Ｋｉｄｓ 自閉症児の受け入れ可能な幼児学習教室

兵庫県 全日本マナー・コーチング 新たな顧客獲得に向けた集客方法の拡大事業。

兵庫県 匠工芸 “匠工芸オリジナルプラスチック造形物”の出展・展示

兵庫県 株式会社エリアドライブ 明石初（発）のコワーキングスペース開設へ

兵庫県 株式会社トビシマ 足場工事業者の新しいＷＥＢ活用で新ビジネスモデル構築

兵庫県 ｋｏｂｅ　ｋｉｔａｎｏ　ＦＥＬＬＩＮＩ 新サービス、「家族記念写真のスタジオ事業」の展開及びＰＲ活動

兵庫県 社会保険労務士福本勝俊事務所 ～Ｗｅｂを利用した労務診断サービス等の情報発信事業～

兵庫県 株式会社有馬せんべい本舗 新規顧客獲得のためのネット販売強化事業

兵庫県 合同会社メディケア アフターフォローに重点をおいた情報弱者向けのサポート事業

兵庫県 有限会社廣畑レンタカー 福祉車両の車検時に伴う代車レンタル事業の展開

兵庫県 株式会社彩路 笑顔あふれる空間づくり！太子町民リフォーム祭２０１５

兵庫県 株式会社荒木商店 在宅高齢者にプロの技と便利さでお役に立つ配食事業サービス

兵庫県 海鮮酒房りょう 活魚用水槽新設による売上強化と利益率アップ

兵庫県 株式会社ランドウェイ 自社ホームページの制作による「安全・安心なバス会社」の紹介

兵庫県 Ｐｏｉｎｔｕｒｅ 走れるサンダルのセミオーダーを含むブランドショップの立ち上げ

兵庫県 有限会社アクセスコーポレーション 広報機能の充実と地域密着型の店舗展開による集客力アップ！

兵庫県 Ｓｔｙｌｅ　Ａｇｅｎｃｙ 「スタイル」重視した設計業務の販路拡大

兵庫県 合同会社アイナチュール 疲労・ストレスに悩む女性向け自社開発サプリメントの販売拡大事業

兵庫県 ＭＡＢＵＩ， ホームページ、チラシのポスティングによる新規シニア層顧客開拓

兵庫県 藤原登記測量事務所 ＨＰを利用した事務所の広報と測量ＣＡＤソフトの購入

兵庫県 アントニオ洋服店 ４０代以上の高所得者層の満足度を高める店舗づくりを行う

兵庫県 株式会社ハタヤマ 高齢者への手渡しで届ける「地元食材弁当」の宅配事業

兵庫県 ｊｅｗｅｌｒｙ　ｌａｍａｎｏ 姫路の新たな土産物を～姫路城をモチーフにした国産アクセサリー

兵庫県 ジェイズインターナショナル 新ブランドＰＲのための販促品及びホームページ制作事業

兵庫県 カットサロンＦｅｌｉｃｅ 高齢者や自宅療養者を笑顔にする訪問理美容サービス

兵庫県 Ｐｈｏｔｏ　ｓｔｕｄｉｏ　ｉＳ 動画撮影を目玉商品とした広告・ホームページによる販路開拓

兵庫県 有限会社関西緑化エル・エム 盆栽の海外向け販売のためのホームページ開設による新販路開拓

兵庫県 田嶋株式会社 関西唯一のアクアソムリエが開発したアクアコスメ事業の拡大

兵庫県 合同会社オーヴ 頭皮のトラブルでお悩みの方へのサービス向上

兵庫県 株式会社アメリッツ 新事業「ユーロカスタム」の開設による新規顧客獲得と販路拡大

兵庫県 ビブ・バンケットサービス ＨＰの機能アップと新制服の導入で新規顧客開拓および受注増加
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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

兵庫県 ドリームボート 可編集型ＬＥＤ電飾看板設置による臨機応変で効果的な販促と集客

兵庫県 ＡＢＣｏｎｃｅｐｃｉｏｎ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ シニア向けのフィリピン英語留学プロモーション活動

兵庫県 株式会社ベスト創美 リフォーム事業での個人顧客にターゲットを絞った顧客開拓とＰＲ

兵庫県 アイデザインアソシエイツ 女性事業者特化型デザイン・経営支援サービスの販促事業

兵庫県 株式会社コレット アクセサリーオーダーシステムの構築と新規顧客開拓事業

兵庫県 有限会社フォレストアップ 販路開拓と顧客創出の為のチラシ、看板及び事業紹介カタログ作成

兵庫県 トータルセラピーＨＡＳＵ 「健康ダイエットプログラム」の発信で２０代～３０代の新規顧客獲得

兵庫県 播州海運合資会社 地元素材を使用した「赤穂のお菓子」をＰＲ

兵庫県 マスヤ果実店 店頭での生絞りジュース販売体制の強化

兵庫県 Ｌ’Ｏｉｓｅａｕ　ｂｌｅｕ（ロワゾブリュ） 『宝塚発！贈り物に心を添えるラッピング＆リボンの世界』事業化

兵庫県 水池鋏製作所 海外から情報発信をして国内外から受注を増加させる

兵庫県 株式会社Ｎｅｘｔｙ 古美術品に特化した経営による販路拡大事業

兵庫県 喫茶　珈琲香房 店舗設備改善（バリアフリー化による）売上獲得事業

兵庫県 无空株式会社 新サービス「ドントーノ」導入のためのシステム開発

兵庫県 にしのみや法務・税理士事務所 ネット、チラシ、看板の活用による相続事前準備顧客開拓

兵庫県 悠久　ゆうきゅう 寺院向け『檀家様へのお墓クリーニング』ＤＭによる販路拡大

兵庫県 ＬＵＳＴＹ　ｄｅｓｉｇｎ一級建築士事務所 見込み客に体感型プレゼンやセミナーを行うショールーム整備事業

兵庫県 有限会社西神戸リフォーム 新イベント開催による販路開拓及びＯＢ顧客のリピート率向上

兵庫県 喫茶アウル 店舗の特性の有効活用と、看板及びＨＰ作成によるＰＲ事業

兵庫県 ときお美容室 来店周期短縮のための店内改装とチラシポスティング事業

兵庫県 ダンクドール・ヘアデザイン カラーデザインにこだわる空間づくり

兵庫県 はぎはらモーター 新規顧客の購入促進のための商品展示力強化

兵庫県 株式会社アイトロニクス 小型軽量ＣＮＣ形彫り放電加工機の販路拡大

兵庫県 Ｗａｍ： トータルビューティサロンのインターネット広告による販路拡大

兵庫県 Ｆｕｊｉｗａｒａ　Ｗｏｏｄｗｏｒｋｉｎｇ 兵庫県但馬産ヒノキの生活雑貨を海外へ

兵庫県 有限会社四季創庫モリ ワイン試飲販売の開始による販売促進向上事業

兵庫県 自然療法フットケアサロンＲ・ｆｏｏｔ 足に良くてオシャレなパンプスの開発と販売促進

兵庫県 有限会社セイブシステム 創業２５周年記念の販促活動

兵庫県 リライフ・プロデュース 中小企業の経営者がリスク回避に必要なライフプランの提案・広報

兵庫県 有限会社オリエンタルメディカルサービス 鍼灸施術の認知度向上と一生涯の身体ケアを実現するＰＲ活動

兵庫県 株式会社然 農家と直接連携による青果販売及び地域発展事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

兵庫県 株式会社ＥＡＩＭ 自社ＥＣサイトの作成で新規顧客の獲得！異業種への挑戦！

兵庫県 株式会社ケンコーフードシステム 新規商品「スーパーパイプＫＡＮー２」の販路拡大

兵庫県 株式会社ＣＩＴＹ　ＯＦ　ＧＥＭＳ　ＪＡＰＡＮ 若中年層に特化したカラーストーン販売促進事業

兵庫県 株式会社成田 「家まわりに特化したリフォーム」ショールームによる販路拡大事業

兵庫県 リラクゼーションサロン　Ｋｅｎ’ｓ 妊活サポート・マタニティケア・産後ケアの販路開拓

兵庫県 株式会社リトルメイト ＨＰリニューアルとお得クーポン発行による販路開拓・拡大事業

兵庫県 有限会社武庫川住研 改装による店舗の魅力向上と集客力向上事業

兵庫県 田園スイーツ　Ａｎｇｅｌｉｎａ 「こだわりのある商品」に合わせたパッケージングの改善

兵庫県 寿司・割烹嶺寿 認知度と満足度の向上による新規及びリピーター客と客単価の増大

兵庫県 根來接骨院 高齢者に対して健康維持・増進への取り組み及び単価向上の実現

兵庫県 ｒｕｎ★ｓｔａ神戸 海外に向けたランニング神戸情報発信と海外イベント販路拡大

兵庫県 有限会社アワジリカー リゾート施設宿泊客に向けた営業時間周知の看板設置とチラシ作成

兵庫県 フランス菓子工房　ｔａｋａｓｈｉｍａ　武庫之荘 帝国ホテルで培った技術の結晶が織りなす洋菓子を地域の皆様へ

兵庫県 メガネショップウエダ 買物弱者を対象に、熟練眼鏡士による移動型眼鏡専門店をＰＲ

兵庫県 合同会社Ｌｅａｖｅ　ｔｈｅ　ｎｅｓｔ 日本初“Ｏｎｅ　ｆｏｒ　ｏｎｅ”ドッグフードの販路拡大

兵庫県 トータルカーマネージメントクラフト ＬＥＤ製品に特化した自動車関連部品のネットによる販路開拓

兵庫県 株式会社灘商会 ブランド製作及び認知による集客の拡大、売上向上の実現

兵庫県 ４ＨＰｌｕｓ ウエブ刷新による新規顧客開拓

兵庫県 ＫＯＢＥ　Ｇｉｎｎａｎ屋 女性建築士ならでは“女性目線”の暮らしやすい家づくりの提案

兵庫県 有限会社ダンケシェーン 地域内配送サービス開始と商品ブランド力向上による売上拡大

兵庫県 ファッションオフィスエイ シニア体型に合う洋服の製造販売及びＤＭ、ＰＣでの宣伝活動

兵庫県 Ｎｏ．２ｗｏｒｋｓ（ナンバーツーワークス） 新電力取次事業による当社の収益基盤の拡大

兵庫県 タイト・プロテクション 自社ブランド・ムートン製品の販売促進事業

兵庫県 有限会社アクト 「神戸店舗ブランディングプロジェクト」の構築と販路開拓

兵庫県 有限会社浪漫珈琲倶楽部 チラシ配布、会員カード作成による顧客獲得と販路拡大事業。

兵庫県 株式会社高松ゴルフプラザ グランドゴルフ業界参入で新規顧客開拓と売上アップを図る

兵庫県 みやこ社会保険労務士事務所 人材育成支援サービス「Ｎｏ．２育成支援」事業

兵庫県 フジイ整骨院 慢性痛改善治療の開始と潜在患者の獲得

兵庫県 株式会社ＭＡＣ経営 新規ＭＡＳ事業の市場開拓に向けたＷＥＢサイト作成

兵庫県 清水総合法務事務所 エンディングノートの映像化と公正証書遺言作成により売上拡大。

奈良県 飛鳥おもいで堂 近隣住民を対象とした新サービスの開発と販路開拓事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

奈良県 かしはら配達所 地域の運送屋さんの福祉用品宅配事業

奈良県 北生駒整骨院 育児・家事・仕事に頑張る女性の健康と美容を守る街角エステ事業

奈良県 ｃｏｎｆｉｔｕｒｅ　ｃｏｔｏｃｏｔｏ 虹色ジャム・うまうまソース試食販売による新規顧客の開拓

奈良県 ベセル 外国人観光客に向けたホームページの多言語化および改善。

奈良県 ふうふうや リラックス出来る個室空間と明るく入りやすい入り口の店舗改装

奈良県 株式会社なら町長屋 本店店舗の改装及びディスプレイの強化

奈良県 ｉｃｃｏ　ｎｉｃｏ かわいく、“使える”マステのセット商品開発と販路開拓事業

奈良県 福本畳店 新たな和空間と魅力ある畳雑貨を提案した販促チラシ事業

奈良県 ａｍａｎｏｊａｃｋ　ｄｅｓｉｇｎ 実店舗ｓｐａｃｅＲＯＫＵの外国人観光客の取り込みと広告強化

奈良県 大商金剛株式会社 最高の音楽環境を創る「音楽ステージ設営」、残す「動画撮影」

奈良県 ＰＡＴＩＮＡ　ＪＡＰＡＮ 消防ホースをリサイクルしたバッグの国内・海外向け販路開拓事業

奈良県 旬味いり江 地域のこれからを見据えた個人向け宅食配達事業

奈良県 ヘアーサロンアート 新開発増毛専用ホームページ制作・宣伝チラシ制作

奈良県 ケンモチワークス 町屋リフォームの実績紹介と販路開拓の為のホームページ作成

奈良県 今井十返舎 日本の食文化「ＴＵＫＥＭＯＮＯ」で地域喜び活性化事業

奈良県 株式会社柏田製作所 開発力強化と販路拡大を目指す展示会出展計画

奈良県 杏林会鍼灸整骨院 ホームページ・チラシ広告の刷新による新規顧客開拓事業

奈良県 きたはら整骨院 スポーツ障害の予防と改善方法の伝播

奈良県 株式会社加藤 「奈良」を感じる手作り作品の開発と販売強化による販路拡大事業

奈良県 藤原翻訳事務所 外国人観光客対応のサポート、およびその他翻訳サービスの提供

奈良県 奈良めばえ整体院 不妊専門整体の見込み客の獲得、販路開拓

奈良県 Ｅｎｇｌｉｓｈ－ｔｒａｉｎ 英会話コミュニティにママ参加者を増やし地元店舗を盛り上げる。

奈良県 井上勇夫税理士事務所 創業カウンセリングで事業者の不安を解消！！

奈良県 有限会社アスト お客様満足度ＮＯ．１を目指した地域密着事業

奈良県 ＧＵＹ 「エクステ増毛」の技術、その効果を宣伝し、新規顧客を獲得。

奈良県 株式会社ヒデノン 女性や子供に人気のチーズとコーンで、奈良初の鶏料理に挑戦。

奈良県 馬場整骨院 クラシカルオステオパシーでより良い生活を実現する整骨院

和歌山県 株式会社わかヤン本舗 買い物弱者救済・高齢者見守り等を行う移動スーパー事業

和歌山県 鍋とバール鶯屋 バリアフリー化で、どなたでも来店しやすい優しい店づくり

和歌山県 株式会社二宮 贈答用新商品の開発と喫茶スペースの改装

和歌山県 レピ　マルカ 新商品（和っ子）の販売促進及び店内レイアウトの改善。
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

和歌山県 和歌山スマイルはりきゅう整骨院 ホームページのスマートフォン対応での集客数の拡大

和歌山県 ヘアボニータ 敏感肌やアトピー、アレルギーの方を対象にした新しいカラー

和歌山県 有限会社アイズ 新開発機「イチゴパック用フィルム包装機」の販売・新規顧客開拓

和歌山県 割烹　千成 欧米観光客、高齢者等に多種多様に対応した「和食の店」創造事業

和歌山県 ＲＥＩ　ＣＡＦＥ 和歌山食材を活用した新通販商品「和歌山の海のちょいピザ」開発

和歌山県 天龍 充填機導入による衛生向上・生産力増強、広告等による売上増加策

和歌山県 はんこスーパー船場 日本が大好きな外国人を対象にした「和の印鑑」の製造販売事業

和歌山県 現代風鍛冶工房　ＨＯＵＳＥＨＯＬＤ　ＩＮＤＵＳＴＲＹ 「ちょっとカフェ」を新設、自社鍛鉄商品と工房の新規顧客獲得

和歌山県 株式会社たな梅本店 「たな梅」包装ルネッサンス！

和歌山県 フォトメゾン 紀州高野・熊野　大型スクリーンフォトワークショップ

和歌山県 割烹勝一 シニア世代を中心とした３世代が楽しめる店づくり事業

和歌山県 有限会社みのしま式服店 輝く女性・シニア層顧客開拓のための新サービス提供、およびＰＲ事業

和歌山県 株式会社楠林箕島電化センター リフォーム事業拡大での販売強化と顧客増強

和歌山県 株式会社コーゾー 紀州シュロの特性を活かした国内初の機械化による新商品の開発

和歌山県 ウエヤマ文具 知育教育分野の商品の販売と入りやすい店舗改装

和歌山県 おぐらマッサージ 新たな施術体験事業によるスポーツに取り組む熟年層若者層の獲得

和歌山県 和×夢ｎａｇｏｍｕ　ｆａｒｍ 『ミスなでしこＲ』のレシピ情報などの情報発信と販路開拓

和歌山県 有限会社ハヤシ・シザース ＨＰの販売網の整備と歴史的素材を活かしたオリジナル製品の開発

和歌山県 ころころ亭 高齢者向けメニューの開発と入りやすい店舗への改装

和歌山県 株式会社松村商店
新開発５本指ソックスのＰＲ・インターネット販売及びフィッティング主体靴小売店へ
の

和歌山県 喫茶ヴァンサンカン中華香州園 要介護者向けバリアフリーと高齢者向け中華料理の提案

和歌山県 広島焼きてっぱん 店内改装と安心安全設備導入で高齢者・家族（団体）客の新規獲得

和歌山県 ヘアータイム 古民家を活用、和の物販・体験部門の新設で美容部門との相乗効果

和歌山県 伸拓自動車 コスト抑制と時間短縮を目指した最新塗装作業機器の導入

和歌山県 伝承紀風菓うたや 店舗ディスプレイのリニューアルと外観の改善による販売促進

和歌山県 株式会社ウッドフェイス プロが作るホームページの更新で有効活用し新規開拓を目指す。

和歌山県 株式会社たがみ 熊野米加工商品（１人前リゾット）のラインナップ拡充と販路拡大

和歌山県 丸新本家株式会社 店外看板および店内照明のＬＥＤ照明化による販売促進の強化

和歌山県 マルキ食堂 快適な店内環境の整備及び新メニューの開発

和歌山県 株式会社ＮＥＸＴＰＨＡＳＥ スポーツ自転車用受注ジャージの日本生産販売化

和歌山県 ＴＥＲＲＡ ホームページ・看板・ポスターを活用したブランド力の向上
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

和歌山県 有限会社榎本家具店 新規顧客獲得のための自社ホームーページ再構築

和歌山県 山野愛子どろんこ美容　和歌山店 新たな顧客管理システムの導入による記念日需要をゲット！！

和歌山県 ヤスダカメラ 写真を現像して楽しみたい地域の若者に向けた新たな顧客獲得事業

和歌山県 亀井商店 メイドインジャパンのニーズを捉えた地場産品賃加工業務の整備

和歌山県 利久丸寿し 洋式トイレへの改装及び新メニューによる顧客獲得

和歌山県 いしもと鍼灸整骨院 保険外治療サービスの充実による新規顧客の獲得

和歌山県 ファミリーアイアン 和式トイレから洋式トイレへ高齢者等、ご来店の際に快適空間へ
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