
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)

福岡県 有限会社信愛不動産 関東・関西圏の顧客獲得に向けた福岡暮らし建売住宅の広報活動

福岡県 正木公認会計士税理士事務所 クラウド会計による自計化と創業支援のパッケージ事業の販路開拓

福岡県 株式会社ＲＩＴＡ とうもろこしのみで造った味噌の試作開発及び販売促進

福岡県 株式会社プロジェクトクリック イベント会社の販路拡大のための顧客招待体験イベント制作と広報

福岡県 株式会社クルーク エステと福祉の協力でＱＯＬを上げるソシオエステスクール事業

福岡県 オフィスブルーミングスマイルズ 新たなコミュニケーション講習需要者への販路開拓の為の広報事業

福岡県 マーク折尾 「おうちマイスター」による家事代行サービスＰＲ事業

福岡県 株式会社豆藤 豆乳、豆乳スイーツの開発と販路開拓

福岡県 株式会社ファイナシングプロ 銀行融資に振り回されない資金繰り改善オリジナルソフトの販売事業

福岡県 株式会社藍島ぶらんど倶楽部 大口顧客に対応するための冷凍ストッカー導入と販路の拡大

福岡県 Ｈａｉｒ　＆　Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ＳＡＳＥ リラックスしながらアンチエイジング！炭酸育毛ヘッドスパの開発

福岡県 株式会社Ｉｔｏｉｔｅｘ 「和紙」生地を使った、ランナーのケガを抑制するための『インソール開発』

福岡県 ＳＡＲＡＣＯＭＰＡＳＳ 久留米の伝統品で新しいオシャレの常識を創る販路拡大事業

福岡県 有限会社アカシ 「今、素敵に生きている証」遺影にも使いたくなるシニアフォトの販路拡大

福岡県 堀川船舶株式会社 最先端の航海計器類を使用した新教習学科の創設と海難事故防止

福岡県 エステルームｅｍｉｅ 主婦の味方「小顔ケアエステ」の定額制訪問サービス事業

福岡県 株式会社ＪＯＫ 女性患者への販路拡大を狙った整体と美容の新メニュー開発と集客事業

福岡県 株式会社アンドワークス 参加型ワークショップの企画とダンス関連情報の集約と発信

福岡県 株式会社ごとう醤油 生産管理等システムの構築による売上及び利益の拡大

福岡県 カレー居酒屋エンフク 日本初！「スパイスｏｒノーマル？」選べるメニュー化計画

福岡県 九州造園建設 造園サービスのブランディングと自動見積システムで売上倍増！

福岡県 有限会社ＧＯＬＤＥＮ－ＢＲＩＤＧＥ 日本の食文化を新しい形で伝え残す「博多　出汁ごはん　カフェ」

福岡県 株式会社フカノ楽器店 とり戻せ！音楽とミュージックフ－プで身体も心も元気いっぱい

福岡県 株式会社ジャングルフードサービス 映像配信による「顔の観得る飲食店」ＰＲでの顧客拡大事業

福岡県 株式会社ＴＡＮ 商品リニューアルを一気に地域に浸透させる広告プラン

福岡県 浦野醤油醸造元 福岡県産原料を使った古式醸造醤油の開発と醤油搾り体験の提供

福岡県 株式会社柳城トラベルズ 姫バスツアーの新企画及び認知度アップのための販売促進事業

福岡県 おかげさま 豊の国をアピールする土産用菓子の開発・販売

福岡県 株式会社のがみ組 空き家の解体工事の元請での受注を増やすことによる利益率向上

福岡県 ライトウォーク・ラボ サービスパーソンの好感度アップ「姿勢と歩き方研修」のＰＲ

福岡県 モノホワイト Ｌサイズアルバムの商品パッケージ箱および保存用化粧箱開発

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

福岡県 さくら柳塾 ターゲット、独自学習手法を強調したオンライン・オフライン広報

福岡県 番茶のお店　ふりゅう 地域密着型の直売所開設による販路拡大

福岡県 有限会社のばら薬局 地域の「健康情報の拠点薬局」を目指した商品充実とバリアフリー改装

福岡県 株式会社ニュースタイルロード 「スキャニングツール、ＤＭチラシを利用した新規法人開拓」

福岡県 有限会社キューブリック 「ベーカリー部門をプラスした新複合書店形態の広報・販促活動」

福岡県 クレープ＆カフェ　ポップシティー パッケージのデザイン変更と店舗前エントランスの整備

福岡県 有限会社北川呉服店 「着物で出かけよう」着物着用率向上キャンペーン

福岡県 株式会社ユキインターナショナル オリジナル美容液「ＭＡＧＮＩＦＩＣＥＮＴ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ　Ｓｅｒｕｍ」のアラブ

福岡県 ＬＯＴＵＳ 『子育てママ向け隠れ家美容室』のスマフォユーザー向けＰＲ強化

福岡県 行政書士みゆき法務事務所 「事業用資産の承継セミナー」開催による事業承継支援案件の獲得

福岡県 株式会社ピアソラ 主力商品販売促進及び顧客業務改善のためのＷＥＢシステム開発

福岡県 有限会社無空間 福岡・熊本都市圏での高額弁当販売促進事業

福岡県 株式会社富士経営 中小企業の事業承継を円滑にするＭ＆Ａ支援事業のＰＲ

福岡県 有限会社徳風堂 美味しさと健康を合わせた『薬膳弁当』で福岡を元気１００倍！

福岡県 ファームアイ 気になる大気汚染濃度ＰＭ２．５の表示モニター製品化事業

福岡県 ａｌｏｈａ日和（アロハヒヨリ） アロハシャツ・ムームーのレンタル事業と楽しいハワイ学講座の開設

福岡県 有限会社人形の沖牟田 外国人に日本文化である節句人形をもっと知ってもらう為のツールの作成

福岡県 フードビズサポート合同会社 飲食業に特化した記帳代行サービスの販路拡大

福岡県 株式会社Ｇｉｒｌｓ，　ｂｅ　Ａｍｂｉｔｉｏｕｓ モリンガ製品の品質向上と秋冬ギフト商戦に向けたパッケージ刷新

福岡県 合資会社不二屋 小動物・爬虫類全国展示即売会への出店による新規顧客の開拓

福岡県 Ｅｎｔｒａｎｃｅ
創作パスタと自家栽培野菜の店のカウンター席設置、分煙の為の店舗区画整備改
装

福岡県 有限会社市民調剤薬局 薬と栄養の相談による「かかりつけ薬局」化

福岡県 株式会社アールコレクション イタリア製キッチン用品新事業、ＨＰ構築・展示会出展で販路拡大

福岡県 カイコーポレーション サイトデザインの一新とＳＥＯ対策の改善

福岡県 株式会社ＦＩＬＴＯＭ プラセンタ化粧品の需要開拓

福岡県 ＥＣＲＵ スペシャルティコーヒーの認知度向上とネットによる顧客獲得

福岡県 合同会社ハッピーリノベーション アクティブシニアと子育て世代の個性が生きる定額リフォーム告知

福岡県 株式会社崎田工務店 ＲＣ　規格型住宅「ＳｍａｒｔＲＣ」販路開拓

福岡県 ＬＯＶＥ　ｈａｉｒ 「ＫＡＲＵＴＡ　Ｄｒｅｓｓ」事業の販売促進

福岡県 合同会社Ｅ コミュニティースペース周知のためのイベント開催及び広報活動

福岡県 ＡＤＶＡＮＣＥ ハワイから仕入れた布地で作るフラダンスドレスなどの新商品開発
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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

福岡県 やまざき整骨院 スポーツ振興を地域で支える「スポーツ外傷専門整骨院」への脱皮

福岡県 ＡＩＲ　ＳＴＡＴＩＯＮ　ＨＩＢＩＫＩ株式会社 「さくらメッセージ」と「さくらメッセージｓｔｒｅｅｔ」の拡大活動

福岡県 社会保険労務士事務所カルテット 施行間近！企業の「マイナンバー対応・対策パック」の制作・販売

福岡県 こもれびガーデン株式会社 有機ＪＡＳ新事業の確立（原材料の安定確保・新商品開発）

福岡県 モリデザイン ３Ｄプリンタでジュエリーリフォームデザイン提案による販路開拓

福岡県 エステサロン　エーアール　ムーン 働く女性と買い物帰りの主婦層へのエステサロンＰＲ・販路拡大事業

福岡県 株式会社ＰＲＯＭ　ＷＥＤＤＩＮＧ ワンストップ型ブライダルサロン出店で販路拡大と集客強化事業

福岡県 Ａｂｉｌｉｔｙ 新企画！福岡限定！地味婚・ナシ婚向け低価格ウェディングの販促事業

福岡県 ＴＩＧＥＲ　ＭＩＬＫ　ＢＯＵＴＩＱＵＥ　ＳＵＩＴＥＳ フードスペース併設による店舗視認性、顧客満足度向上

福岡県 フラワークリエーション 新技術と広報ツールのレベルアップによる認知度向上の事業

福岡県 梅の癒整骨院 市民が安心！交通事故に遭った時のマニュアルサイト製作！

福岡県 有限会社ニッチエンジニアリング ホームページ作成用テンプレートの開発

福岡県 有限会社タイシン九州 独自商品（洗浄剤サンソリキ）効能ＰＲ強化

福岡県 株式会社アポロ計画 地産地消リノベーションショールームの増設

福岡県 ふくろう不動産販売株式会社 都心にも心地よい空間を提供する“木”のリノベーション住居を提案

福岡県 仁田原建具製作所 組子を取り入れた建具小物商品等を掲載したパンフレットの作成・配布

福岡県 ＪｉＬＬ　Ｈａｉｒ（ジルヘアー） 再来訪、及び外国人市場の獲得プラットフォームの情報発信事業

福岡県 株式会社Ｂ・Ａ・Ｍ 理美容業界活性化サロン向アフィリエイト「コネット」の販路拡大

福岡県 株式会社ジパング・ジャパン 飲食店向け「外国語メニュー」による集客力向上ツールの販売促進

福岡県 合同会社ＳＲＫ総合リスク研究所 ＦＤ－ＳＤで大学を元気にするぞ！

福岡県 株式会社糸島みるくぷらんと 糸島の美味しいヨーグルトを関西関東及び海外（中国）への販路拡大事業

福岡県 有限会社クラビアート ラグジュアリーミュージックサロン事業の集客力強化

福岡県 東木工株式会社 住環境に合った故人を敬う気持ちを形にした仏壇の開発・販路拡大

福岡県 ヘアーアトリエ・パレット
屋外オープンスペースと分割新メニューによる笑顔あふれるコミュニティーサロンの
創造

福岡県 ＨｉｒｏｓｅＹｕｍｉｋｏＪｅｗｅｌｒｙＷｏｒｋｓ ３Ｄデジタルデザインによる新たなジュエリーのご提案

福岡県 株式会社すぱいす・１ 若いママ向けにパッケージデザインを改良して販売促進

福岡県 ＢＬＡＮＣ 贈答用に特化したグラノーラの新ブランド開発及び販路開拓

福岡県 サロンドソルジェ 新顧客獲得によるサロンの新展開～黒崎に喜びの花を咲かそっちゃ～

福岡県 芙蓉株式会社 簡単ネットオーダーシステム構築と販路拡大のためのカタログづくり

福岡県 ＡＮＤＩＯＲ 子守唄ＣＤをセットにした出産祝いフラワーギフトの販路開拓

福岡県 セレーノ株式会社 顧客満足と従業員満足で地域１番店の美容室　新規出店事業
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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

福岡県 こふり行政書士事務所 身近で気軽に受けられる予防法務の啓発活動

福岡県 株式会社三田村商事 「無添加めんたいこを広める」システム開発と新規販路拡大

福岡県 元祖天幻龍本店 北九州から全国へ！とんこつコラーゲン濃厚プリン拡販事業

福岡県 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｌｅ　ｃｏｅｕｒ（ビストロルクール） 高級洋食弁当をきっかけにしたプランディング作りと販路拡大

福岡県 片岡ホルモン店 内外装をリニューアルし新規顧客増加とから揚げの売上を伸ばす

福岡県 有限会社日航観光社 農山漁村と都市をワンストップで結ぶ、体験型旅行商品の開発ＰＲ

福岡県 株式会社サン建築工房 国産木材で創る健康で安全な「長期優良住宅」による販路拡大

福岡県 藤崎信義行政書士事務所 民事信託を取り入れた終活サポートによる集客増加・販路拡大！

福岡県 ａｉｌｅｓ橋詰京美
現役ラジオリポーターが教える「４０歳からの声、香り、カラダの作り方」教室の事業
化

福岡県 居食屋たーぶる 快適空間の掘りこたつ席への改装とパンフレット制作による集客性強化

福岡県 有限会社カメヤ家具工芸 ＩＦＦＴ展示会出展並びに新商品広報用カタログ、ホームページ製作

福岡県 行政書士いなとみ法務事務所 『相続を争族にしない』遺言・相続パックにて販路開拓事業

福岡県 遊生染織工房（ゆうせんしょくこうぼう） 築城則子の小倉織作品、デザイン販促用のパンフレット作成

福岡県 Ａｒｎｅｖ 展示会出展による卸先販路開拓

福岡県 韓Ｆｕｌｌ（カラフル） テイクアウト商品拡充による地域社会への貢献と顧客満足度の向上

福岡県 有限会社ブルーランク ショールーム改善及びホームページリニューアルによる販売促進事業

福岡県 福岡西法律事務所 高齢者のためのよろず相談（弁護士による法律相談）事業

福岡県 シープデザインオフィス 女性デザイナーによる女性起業家向け『お店作りセミナー』のＰＲ

福岡県 ＦＰオフィスゆめたまご 小学生を対象とした子供向け金銭教育

福岡県 合資会社川茸元祖遠藤金川堂 川茸を高級食材として新商品を開発する事業

福岡県 まごのて整骨院 健康サロンにおける次世代型の肌再生美容での販路開拓

福岡県 株式会社プラスワン 高齢犬お預かりサービスの導入による販路拡大

福岡県 合同会社あゆみ 自社サービス（訪問介護・福祉用具）をＨＰやチラシで紹介

福岡県 ファルーカ株式会社 すぐ見つかる！営業用バインダーの制作と配布

福岡県 有限会社オールバーグ 動画作成研修の普及・販路開拓及びＰＲ事業

福岡県 くらもと行政書士事務所 女性向け行政書士事務所の知名度向上キャンペーン事業

福岡県 株式会社スマイルゲート オブジェ提供による自社製造のタピオカの販路開拓

福岡県 株式会社ジェイエネックス 有機ＪＡＳ認定「有機エキストラバージンココナッツオイル」の販売促進

福岡県 ｎｅｕｔｒａｌ　ｄｅｓｉｇｎ 「旅するセレモニー」のプロモーション

福岡県 株式会社わらしべ 希少糖入り酵素スムージー等の中国展示会での販路開拓。

福岡県 株式会社エイシマ ロングテール戦略を用いたリアル店舗での流通及び販路拡大の構築
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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
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

福岡県 合同会社ムーブ 利用登録数増員の為のＷＥＢ構築と、障害者の仕事創りの販路拡大

福岡県 株式会社フォセット 子育て世代に優しい美容室作りによる新顧客層開拓

福岡県 株式会社オリオサント 顧客ニーズにマッチした情報提供によるオリーブオイル等販促事業

福岡県 株式会社フェアグローブ Ｗｅｂを活用した《スタートアップ応援制作パック》の販促事業

福岡県 あだち珈琲株式会社 “あだち珈琲”の認知度アップと新規顧客開拓

福岡県 ヘアーアフェクション ファミリールーム設置などによる家族にやさしい店つくり

福岡県 ダイトホーム株式会社 トリプル営業強化推進事業

福岡県 有限会社吾市 スパイシーで健康増進効果のあるシルクロードＨＢ（ハンバーグ）の販路拡大

福岡県 ＬＳＯインターナショナル株式会社 レゴ　ＲシリアスプレイＲ　メソッドを用いた講座・企業研修の販路開拓

福岡県 コンサルティング・サービス株式会社 情報管理システム強化による金融機関との取引拡大

福岡県 Ｔｗｉｎｋｌｅ　Ｔｒｉｐ　（トゥウィンクル　トリップ） ネット検索で上位表示になるようにＳＥＯ対策にて新規・販路開拓

福岡県 株式会社飛髙舎 海外出店企業へ向け、デザイン設計、施工分野で販路拡大

福岡県 ＶＡＮＱＵＩＳＨ 顧客開拓のヘアカラー

福岡県 Ｍｏｎｏ　Ｃｌｉｍｂｉｎｇ　Ｓｔｕｄｉｏ 楽しくやせる！ライフログと連動した顧客管理システムの開発

福岡県 吉田植物園 ハウス内ショールム開設による新規顧客の開拓とその周知

福岡県 ｈａｉｒ　ｆａｓｈｉｏｎ　ＬＩＲＩＳ 医療用ウィッグ（医療用かつら）の試作品開発、帽子専用ウィッグと看板設置

福岡県 ファイブスターネット株式会社 企業に「安心」を提供する「Ｗｅｂ監視代行サービス」の販売促進

福岡県 クリーン・エコ 小規模葬儀社をターゲットにした柩、葬具販売と、遺品整理サービスの販路拡大

福岡県 株式会社ＭＰＳ 商工会議所ＢｔｏＢ支援事業と連動した塗装業界向け情報発信事業

福岡県 小倉整骨院 治療院で受ける安心安全なエステと骨盤矯正による販路拡大

福岡県 ＮＩＣＥ　ｆｌｅｕｌ＆ｃａｆｅ ブライダルトータルプロデュース業の販路拡大の広告制作

福岡県 北九州中央社会保険労務士法人 社会問題化している多くの請求・受給漏れの障害年金の制度の啓蒙

福岡県 ＤＯＵＤＯＵ　ＢＥＡＵＴＹ　ＳＡＬＯＮ プロモデルのメイク担当美容師が３０秒で動画広告

福岡県 有限会社ボナールなかやま 提案型のリフォーム工事業の強化のためのミニ展示場とＰＲチラシの作成

福岡県 有限会社久留米日日新聞社 過去の資産を３倍活用！バックナンバーをデジタル化

福岡県 あおい行政書士法務事務所 起業家が実費のみで会社設立ができる方法のホームページ作成事業

福岡県 百匠塾 商品のラベル変更、販促資料作成・広告で販路拡大

福岡県 平原饅頭
地域観光資源を活かした新商品の開発と地域密着形の商圏深耕施策による「いき
なり饅頭

福岡県 有限会社つちや 新しい「お持たせ菓子」の商品開発と販路拡大

福岡県 ５０１ファニチャー 家具作家の手仕事を全国へ―無垢材木製小物のＷＥＢ販売開始事業

福岡県 株式会社ジャストオン 新サービス「こみこみＤＭ便」による販路拡大・売上増大
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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

福岡県 ヘアーサロンエイチ・スリー 女性が満足できる快適な理容店づくり

福岡県 拉麺酒房　しはら 地元民の博多ラーメン文化を域外へ発信する店となるための営業時間拡大

福岡県 エンドライン株式会社 外国人旅行者向けの店舗集客看板＆翻訳アプリの提案事業

福岡県 阿久根 観光客、地域の顧客がくつろげる葦葺き屋根古民家茶房の魅力強化

福岡県 訪問理美容ｏｆｆｅｒ　ｃｌｕｂ リラクゼーションサービスによる新規顧客の開拓とその周知

福岡県 株式会社ネイバー・シンク 好きなのもをより好きに！オタクたちのためのコア雑誌の創刊。

福岡県 ＡＤＤＩＣＴＩＯＮ　藤井　潤 ２０、３０代女性集客の為の新規ホームページ作製

福岡県 株式会社朝日工芸社 太陽光パネルを使用した自家発電型照明システムの販売促進事業

福岡県 協和通信建設有限会社 地域社会貢献と未来環境対策に自然冷媒ガスを発信する新事業開拓

福岡県 株式会社Ｅ＆Ｉ 高齢者用情報コミュニケーション見守り機器Ｐｉｃｏｔの拡販

福岡県 株式会社鈴木洋装店 季刊誌発行による荒戸地区活性化計画

福岡県 レインボーガス有限会社 高齢者の自立した生活をサポートする、シニアホームケアサービス

福岡県 Ｔｒａｔｔｏｒｉａ　Ｖｉｎｃｈｅｔｔｏ 富裕層向けの最適化された空間を演出する

福岡県 アート企画 金澤翔子展を媒介に神社・仏閣へ美術品修復サービスの販路開拓

福岡県 猿渡ＦＰ事務所 『争族』を『笑顔の相続』にするための相続対策強化事業

福岡県 有限会社マット　トレーディング 冠婚葬祭用靴とのセット商品開発とスマホサイトによる販路拡大

福岡県 Ｆａｃｔｏｒｙ　ｓｕｎ　ｒｉｓｅ アーチガレージで拘りのカーライフを提供

福岡県 スズケン企画 ヒトと作業環境に優しいＬ－ＲＴＭ製法の新技術開発普及による販路拡大

福岡県 株式会社ザッツ 販促ポストカードの販路開拓（自動車販売・介護・保険業界）

福岡県 株式会社ＭＩＦ ルームレンタル事業の広告活動による新規需要開拓

福岡県 株式会社ＣＯＣＯＲＯアソシエーション ペット用墓石（ペットストーン）の生産性向上と販路の拡大

福岡県 ＴＥＡＲＯＳＥ 展示会出展用リーフレット、チラシの作成による販路開拓

福岡県 ルラシオン 自まつ毛のようなしなやかさ。高級まつ毛サロン友人紹介。

福岡県
中山モダンバレエＫＯＫＯＲＥＶＯカルチャースタジ
オ

地域に根差したカルチャースタジオの開設を周知する事業

福岡県 中屋興産株式会社 「新しいビジネスを支援する４施設」の広報活動の強化。

福岡県 赤とんぼ デッドスペースの個室整備とＷｉｆｉなど環境整備による販促強化

福岡県 有限会社田中仏壇店 仏壇販売サイトリニューアルによる新規顧客開拓

福岡県 株式会社アンバイアスド 価値の高いグルメ雑誌掲載に合わせた法人営業の強化と店舗リニューアル

福岡県 有限会社田中総本店 日本人形の伝統文化を伝えるＣＭ（動画）作り

福岡県 アメリ 取引先拡大に向けての、商品素材とパッケージリニューアル

福岡県 株式会社西日本ペーパーリサイクル マイナンバー等を含む機密文書処理の顧客開拓

6/19



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

福岡県 門司の駅前ｃａｆｅ喫茶ＢＯＮＧＯ 駅前立地を生かした、特製テイクアウト商品の販売コーナー設置

福岡県 株式会社サミット福岡 熟年富裕層向け高付加価値体験旅行（ＳＩＴツアー）の販売促進

福岡県 和牛亭　竹藩 ヤングママ世代の獲得と満足度向上による売上増大計画

福岡県 宅配クック１２３筑後店 エリア拡大の為の配送者車導入。

福岡県 有限会社真和堂 オリジナルスマホクリーナーカードで効果抜群のＰＲ広告提案！

福岡県 小麦ざんまい 地域密着型店舗の強化をはかり、ちょい飲み及び家族客を開拓する。

福岡県 ジャムマスターモータービルド
ハーレーコンプリート車輌販売、アメリカ雑貨販売の為の展示場店内改装による新
規集客

福岡県 ジャザサイズ西福岡フィットネスセンター ２０～３０代をターゲットにした広告宣伝と、看板・内装リニューアル

福岡県 ジャザサイズ門司フィットネスセンター 若い女性をターゲットにした新規顧客の開拓

福岡県 税理士法人富下会計事務所 会計事務所による経理事務のアウトソーシング事業

福岡県 株式会社レプロード 小型無人ヘリによる構造物点検支援事業

福岡県 有限会社百済 店舗外壁部における電光式看板の設置

福岡県 オートファクトリーマエダ 自動車前照灯の光軸検査機と故障診断機の導入による販路拡大

福岡県 有限会社メイトカルチャーＶｉｌｌａｇｅ 高齢者特化型いきいきフィットネスジム

福岡県 株式会社アチェンド 防犯カメラを活用したマイナンバーセキュリティ対策商品による販路拡大

福岡県 トータルビューティーサロンＪｅｗｅｌ 女性も男性も安全安心で効果の高いレーザー脱毛で魅力ＵＰ！

福岡県 有限会社九州ユアール工業 リフォーム時に施主の希望を叶える窓枠等建材の独自販路開拓

福岡県 Ｃａｆｆｅ　ｎｏｎｎａ テイクアウト商品の開発、販売強化

福岡県 有限会社石橋屋 海外向け会社案内と商品カタログの作成

福岡県 美容室鬘屋Ｋａｚｕｒａ－ｙａ 新規顧客獲得の為の告知・視野性強化及び、体験型展示サロン設置

福岡県 有限会社サイトウ設備工業 顧客開拓の為に事務所の改装、看板設置

福岡県 有限会社ブティックイシヤマ 新規の来店客数アップを目指すチラシの作成・配布

福岡県 株式会社Ｃｏｃｏｏｎ 絵になる椅子・自転車ハンガーの開発・販路開拓

福岡県 税理士法人アイユーコンサルティング オーダーメイド型の相続・事業承継対策による新規顧客開拓事業

福岡県 株式会社アニメートエンタープライズ パワーハラスメント予防となる「ホメシカ理論」の販促展開

福岡県 ＧＬＯＷ コミュニケーション能力アップ講座の新規顧客獲得事業

福岡県 株式会社雁の巣総本舗 「当店の人気商品をご家庭でも味わえる新たなサービスの開始」

福岡県 グラーツィア 「分子調理法」を採用したメニュー開発による新規顧客開拓事業

福岡県 空デザイン 九州初！家族葬や密葬用のタオル花輪制作で葬儀業界に進出事業。

福岡県 有限会社伊都エステート 司法書士と連携！債務整理者を救うプロジェクト集客！

福岡県 株式会社グリーンルーム 中古マンション、戸建て不動産売買の販路拡大と新規顧客開拓
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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
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

福岡県 門司印刷株式会社 メディア・ユニバーサル・デザイン導入による新規顧客開拓

福岡県 ＩＮＣＲＥＦ いつでも効率よく店舗分析！タブレットＰＯＳレジ導入支援のＰＲ

福岡県 花束所　花心 テキラーボトルセットのデコレーションフラワーギフト制作・販路開拓

福岡県 居酒屋食堂クロスローズ 店舗入り口及び店内の環境改善工事と、それに伴う宣伝施策

福岡県 甲能大輔公認会計士事務所 福岡のワンストップ相続対策のブランド確立

福岡県 博仏ダイニング　ＫＩＮＯＳＨＩＴＡ 外国人観光客獲得のための多言語メニュー表及び販促物の作成

福岡県 有限会社フェロークリエイト 海外からのお客様、子育て世代の方に向けた新商品開発！

福岡県 自家焙煎珈琲工房ロッシュ 港町の珈琲「みなと町昔かうひぃ」の開発及び販路拡大

福岡県 マプシービジョン 紫外線予防ツールとしてのサングラス販売の認知度アップＰＲ事業

福岡県 温酒場　酔小 快適な飲食空間提供に伴う改修工事

福岡県 株式会社七山 ホームページ・スマートフォンサイト活用による販売促進

福岡県 千舟鮨 街のお寿司屋さんをもっと身近にする！ウェブでの千客万来大作戦

福岡県 行政書士アフィニティ法務事務所 業界初！建設業者の決算変更届＆社会保険加入事業　～法令遵守～

福岡県 ビューティーマックス 生涯顧客となるブライダルエステのＰＲ・新規顧客獲得事業

福岡県 ささき接骨院 建植看板とボール体操小冊子を作成し、集客のアップを図る

福岡県 ＢＯＤＹ　ＣＡＲＥ　ＲＯＯＭ　ＬＩＴＡ　ＨＡＫＯＺＡＫＩ 鍼灸で行う体質改善から、美容・痩身へと導くコースの販路開拓事業

福岡県 小料理　大石 ホームページの稼働、自社更新型へリニューアルで新規顧客の獲得

福岡県 ルーチェココ ３０秒で独り勝ち！ＹｏｕＴｕｂｅをつかった新規顧客獲得事業

福岡県 旭経営アシスト株式会社 「事業承継、相続の法務・税務サポート事業で地域の後継者問題の解決」

福岡県 トライコムテクノロジー株式会社 プリント基板、地下水脈探査機、除菌消臭製品、美容製品販路拡大

福岡県 株式会社ＢＡＮＧ　ＢＡＮＧ　ＢＡＲファクトリー ご当地アイスのインターネット販売による販路拡大

福岡県 昭和住宅株式会社 若年層を応援！光熱費０円を目指す「ゼロエネ住宅」で販路拡大

福岡県 洋風そば食堂グリチネ 福岡発そば前文化のイノベーション発信事業

福岡県 株式会社咲ら化粧品 販路拡大のためのネット販売システムの構築

福岡県 ビッグブリッジ 名刺交換で売上アップ！反応特化型名刺クラウドの構築事業

福岡県 キャンドル　スタジオ　博多 九州発！資格・認定を目指すアロマとキャンドルスクール事業販路開拓

福岡県 株式会社セイワ ペットと暮らしやすい住環境提案型フロアガラスコーティング

福岡県 Ｌｉｆｅ　Ｄｅｓｉｇｎ　ｉｒｏｄｏｒｉ 「食から住まいの提案へ」販促・ＰＲ活動

福岡県 勇土木工業 公共事業・下請け工事ばかりに依存しない事業開発、顧客の開発

福岡県 株式会社ピュアランド伊都 ミネラルウォーターブランド”彩都の水”の上手な活用法をお届け

福岡県 スズキ自販北九州 次世代集客ツール（電子看板）で新規顧客獲得！！
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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

佐賀県 有限会社池司蒲鉾工場 新発売の『かすてらかまぼこ』や既存商品の大都市圏への販路拡大

佐賀県 ソーエイ 販路拡大の為のホームページ開設とネットショップの構築

佐賀県 株式会社エステック 伊万里産清流ニンニクを使った女性向け新メニュー開発と販路開拓

佐賀県 日本料理　保名 地方から発信！国内外観光客へ向けた伝統の味と古民家体験宿泊！

佐賀県 株式会社イシモク 折り畳み障子『ＫＩＯＲＩ』の見本市出展による販路開拓

佐賀県 株式会社ポップ ゴリラ先生からママへ“共感”フォーラム開催による販路開拓

佐賀県 有限会社ビューティック二葉 日本の先端技術からうまれた医療用おしゃれウィッグ

佐賀県 ロレッタ 女性客を楽しませる“冷製料理”と“音と光の空間”の提供

佐賀県 吉田製菓 海峡を渡れ”吉田のかきもち”絵に描いた餅にしない販路開拓戦略

佐賀県 マツセン商会 通販用カタログ・ミニフォトスタジオの設置による新規顧客開拓

佐賀県 佐賀ん餃子やしき
他事業者との連携による新規顧客獲得及びツーウェイコミュニケーションＤＭによる
既存

佐賀県 有限会社ひのでや 生きる力を形にして伝えたい　後継者として未来へつなぐ販路を拓く

佐賀県 ｍｅｒｃｉ（メルシー） 自社通信販売ｗｅｂサイトシステム事業による販路拡大

佐賀県 クリーニング毎日屋 洗えないを洗えるに変える！ベットマットレス抗菌クリーニング

佐賀県
九州フィールドエンジニアリングシステム株式会
社

自社開発雷害対策ユニットの商談会出展による販路拡大

佐賀県 株式会社電防補償 専用ソフト（木造・非木造建物算定）導入による納期の短縮事業

佐賀県 ふくや ふくやの新たなる一歩～複数メディアを利用した販路開拓～

佐賀県 メガネ・補聴器のモンデン 移動困難地域の障害者の方々への出張サービスによる生活の質向上

佐賀県 有限会社パワー 県初！出張バーベキュー事業拡大による新規来店顧客開拓

佐賀県 芳水書道教室 日本の伝統文化「書道」の上海での個展開催による認知度アップと販路拡大

佐賀県 英語教室ＳＳ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｇａｒｄｅｎ Ｅｎｊｏｙ！　小学校低学年向け英語教室による販路開拓

佐賀県 いきいき鳥栖北整骨院 メディアミックス情報発信による整骨院の新規集客

佐賀県 太良福 人気商品のテイクアウト化と通信販売による販路拡大

佐賀県 福山名刺印刷
仕事＜ビジネスシーン＞から趣味＜ライフワーク＞までトータルでサポートする、佐
賀県

佐賀県 三都屋 高齢者ニーズに対応した椅子付きテーブルへの変更

佐賀県 ｃｌａｓｓ 鳥栖近隣地域のリノベーション需要を取り込む販促事業

佐賀県 ヘアーショップろんぐ 理容の良さを伝えるＨＰ新設と店舗改装にて新規客獲得と固定化

佐賀県 有限会社肥前防災 顧客情報を紙からデータへ、顧客の安全安心と満足度向上システムの構築

佐賀県 やなぎパソコン教室 「私も使ってみたい！」中高年の為のスマホ・タブレット応援事業

佐賀県 ＳＷＥＥＴ　ＳＨＯＰ　ＴＡＫＡ 「無添加で素材にこだわった洋菓子店」の情報発信で新規顧客の取り込み

佐賀県 日高建設株式会社 一般家庭向け事業の広報チラシ作成と配布
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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

佐賀県 有限会社福吉 立地をいかした外国人客の集客アップと販路開拓

佐賀県 株式会社まんてん 当社独自製法の安全安心な美味しいごまを世界に向けて発信する

佐賀県 川田食品 鹿島発”よそゆき”パッケージで都会（まち）のお客様の手に！

佐賀県 ながの食品株式会社 なつかしい給食パン「揚げパン・コッペパン」の集客拡大事業

佐賀県 有限会社源氣 子供からできる！歪み改善メニューの導入と宣伝

佐賀県 ＭＳＤ　ＳＰＥＥＤ アメリカ旧車体験ツーリングによる新規顧客開拓

佐賀県 株式会社さが・夢・維新会
ｉＴ活用による若年層の顧客確保及びツーウェイコミニュケーションリーフレット等配
布

佐賀県 有限会社玉喜
ネット動画を利用した自社ブランドの強化による、新規顧客の開拓及び既存顧客の
囲

佐賀県 和洋菓子司古川 産学官で開発　高機能性菓子「ローズマリーケーキ」による販路開拓

佐賀県 ヘアファクトリー　コレバ 一目で美容室と認識できる看板設置で高齢者向けサービスの拡大

佐賀県 豚八 新店舗「手作りお弁当とお惣菜のお店・ぶた八」の認知度アップ

佐賀県 キーステーション大野 増産体制を図る新型設備導入と顧客同意システム構築で販路拡大。

佐賀県 なかしま鍼灸整骨院 新規患者の開拓と院のブランディング化

佐賀県 ｃｕｒｒｅｎｔ 佐賀県初「ノンダメージサロン」展開の周知と商標使用権獲得

長崎県 ＡＣＡＤＥＭＩＡ有限会社 全国初、進研ゼミと提携した小・中学生向け授業の広報活動

長崎県 有限会社フットケア 開発商品「快眠枕」の業務高度化及び広報強化による収益性向上

長崎県 Ｎａｇｏｍｉ　ｈａｉｒ
ダメージヘア及び痛んだ頭皮に対応できる新型パーママシーン「エアウェーブ
ヴィータ

長崎県 炭いち グループ客獲得のための広報強化と業務効率化事業

長崎県 ロザリオ専門店　ロザリーマリア 『長崎の教会群』世界遺産登録に向けたロザリオ工房と土産店開設

長崎県 松尾コーヒー株式会社 長崎県産品を使用した“食べるコーヒー”新商品の販路開拓

長崎県 チャイオーン株式会社 女性の顧客獲得のための販促物作成と生産性向上の為の機械購入

長崎県 株式会社池本住宅設備 買換時期を見据えたエコ商品販売業務部門増設等による売上拡大

長崎県 株式会社クローバー 空室改装に伴うデイサービス利用者拡大による収益性向上

長崎県 Ｃｕｔ　ｉｎ　ＮＯＧＵＣＨＩ 個室新設での差別化及びリピート率ＵＰと情報発信での新規客獲得

長崎県 田中工機株式会社 一番きつい仕事が一番楽に！全国初の農作物拾い上げ機の販売促進

長崎県 株式会社りぼん 販売ツールの多言語化による外国人への販売促進事業

長崎県 Ｋｅｙ’ｓ＆Ｋｏ 愛らしいペット専用骨壺の開発・販路拡大

長崎県 株式会社長崎の路地裏　ｃａｆｅ 長崎ストーリーを秘めたポップコーンの海外進出事業

長崎県 みちくさキッチンｃｉａｏ！ 九州初！地域密着型の弁当代行サービスとこども丼の実施

長崎県 ジュエルきしかわ 新商品提案と広告活動によるターゲット世代への売上増加事業

長崎県 ＮＡＩＬ’Ｓ　ＲＡＶＩ（ネイルズ　ラヴィ） 爪の健康アドバイスと美を提供する専門店の周知と売り上げ拡大
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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

長崎県 株式会社サンダイ ホームページ、販促資料による顧客開拓の実現

長崎県 アニマフォトグラフ 『オリジナル婚礼アルバムの品質向上と広報強化による顧客拡大』

長崎県 株式会社井石 食品加工業に特化した物流アウトソーシング受託による収益性向上

長崎県 合資会社バンブー 「椿オイルでジャパニーズビューティ増殖事業」

長崎県 ＣＨＥＺ　カワカミ 長崎新土産「角煮パイ」開発による新しい収益モデルの確立

長崎県 株式会社アルテック情報システム ３Ｄプリントを活用した研修コースの増設による事業規模の拡大事業

長崎県 ＳＦＫメディカル株式会社 医療保険収益分析システム「ｓｕｉｓｕｉ分析」の販路開拓

長崎県 酒楽処はち蔵 長崎初のスポーツ居酒屋！ＨＰ開設とプロジェクター設置で集客！

長崎県 訪問看護ステーション想合同会社 訪問看護事業における認知度向上による顧客拡大

長崎県 Ｙｏｕｒ’ｓ　Ｓｈｏｐイング 有機・無添加等の健康に特化した売場作りによる新規顧客の開拓

長崎県 水都 かんざらし新テイクアウトメニューの開発・販路拡大

長崎県 株式会社プランニング・ジェイ 地域密着！ストリートダンスの認知度向上イベントによる販路開拓

長崎県 ハーキュリンフィットネス 新規トレーニング機器等の導入とホームページ開設による販路拡大

長崎県 合資会社片岡商店 レンタル事業拡大とホームページの作成による販路拡大

長崎県 リラクゼーションサロン　紫白堂 医療センター来院者の「不安」と「待ち時間」を解消するプラン

長崎県 コスモ開発株式会社 【高齢化対応及び作業効率化のための宴会用テーブル・イス導入事業】

長崎県 有限会社野下商事 クイック査定ＨＰ導入と専用チラシによる情報収集で成約拡大

長崎県 有限会社キャンビー 新規集客と既存客定着の情報発信事業（ホームぺージリニュアル）

長崎県 有限会社堀川総本店 仏壇店のイメージ改革！看板設置＆リニューアルとホームページ開設

長崎県 ワールドワイドマリンサービス株式会社 県内企業の商品を海外及び国内へ紹介・販売するウエブサイト構築

長崎県 鮮魚のみいけや 玄界灘の天然鮮魚使用の『南蛮漬け』新パッケージによる販路拡大

長崎県 有限会社美乃本店 老舗オーダーメイド洋服店のＩＴを用いた新規顧客層の獲得

長崎県 ほぐしＣａｆｅ　遊庵 ほぐしＣａｆｅのホームページ強化による新規顧客獲得事業

長崎県 有限会社グリーンティ五島 五島つばき茶・つばき茶フレーバーの商品パッツケージの改良

長崎県 株式会社やすなが 私だけのこだわりフライパン極ＲＯＯＴＳとアラジンブルーフレーム

長崎県 近藤酒店 癒しの島原特産品詰め合わせギフトセットの開発と広報

長崎県 株式会社カワムラ 価格破壊！高品質なＨＰを安価に御提供するＩＴサービスの展開

長崎県 ＶＯＧＵＥ　Ｎ．　Ｙ 顧客満足を高めるための新サービス　まつ毛エクステの提案

長崎県 ヘアーサロンＴ・Ｙ 新メニュー（メンズエステ、ネイル、ヘッドスパ）導入による販路開拓

長崎県 エコワンホーム株式会社 かんたん家づくり情報！保存版チラシで新規客獲得

長崎県 ピースカイロプラクティック 新サービスメニューへの改善とその認知向上による顧客獲得事業
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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

熊本県 株式会社Ｒ－ＣＯＮＮＥＣＴ 車庫スペース活用と積極的情報発信による売上向上と利益率改善

熊本県 株式会社ｇｒａｖｉｔｙ 眼鏡の『アイウェア』イメージ定着計画

熊本県 中山商店 ホームページを活用したリピート率の向上とメディアミックス販促

熊本県 株式会社ライスフィールド山鹿 農商工連携による新商品ライスシート及び味来米の販路開拓事業

熊本県 クレープリー樹水 本場フランスの焼クレープのテイクアウトサービスの周知事業

熊本県 株式会社アンジェロ 地産地消のご当地グルメを積極的にアピールする集客力強化事業

熊本県 球磨焼酎ト球磨ノ食「開」 看板・のぼり設置による観光客等の集客及びＰＲによる販路拡大！！

熊本県 有限会社ａｌｌ－ｇｅｔ とっても便利「ＷＥＢ先注文」システムの開発で顧客獲得！

熊本県 有限会社教育サポートクラブ 企業セミナーを起点とした、女性起業家支援

熊本県 Ｌａｇｏｍｔ 「生駒高原農園」の野菜販売ＷＥＢページ構築による新規顧客獲得

熊本県 雨田屋　輝 地元の歴史と雨田屋の伝統を融合した和菓子開発とパッケージ制作

熊本県 ｔａｋａ　ａ　ｒｏｏｍ（大田黒下宿） ひとり暮らしの高齢者向け安心安全な住マイルプラン事業

熊本県 有限会社ｃｏｕｇ 間口・店内改装による新規顧客様へのＰＲと満足度アップ

熊本県 合資会社頼藤商店 老舗鮎屋の朝練・朝活弁当で高校生応援プロジェクト

熊本県 Ｌｅ．ｖｉｓａｇｅ ｅラーニング教材を活用した学生アスリート支援プロジェクト！

熊本県 Ｇｒｅｅｎ 中高年層のニーズを捉えた玉名初ホルモン焼き専門店への業種変更

熊本県 よかばい市場 よかばい市場の買い物お助け号

熊本県 株式会社アールイー 男性でも気軽に買える県産花使用のＦｌｏｗｅｒ　Ｂｏｘの開発

熊本県 ヌーヴェルヴァーグ・ウェディングアトリエ 子育て親子の『ソーイングコミュニティ』事業

熊本県 株式会社アースメイカー 女性のチャレンジ応援！ネイルスクールの新規顧客獲得事業

熊本県 有限会社総合びよう松田美容院 高齢者を対象とした、トイレのバリアフリー化による新規開拓事業

熊本県 有限会社吉住商店 八百屋が作る『荒尾の素材を使った梅酢サイダー』商品開発

熊本県 株式会社ふくえん Ｗｅｂサイトとアナログツールを活用した新規顧客獲得戦略

熊本県 讃岐うどん味徳 地域ニーズに対応した業態ミックスによる売上確保と収益力向上

熊本県 有限会社白十字 「働く女性のための不妊症相談事業」のＰＲと販路拡大

熊本県 合同会社北印度会社 ネット販売サイト開設による「ひご野菜コロッケ」のメジャー昇格策

熊本県 茶懐石　塩梅 茶懐石という日本食の伝統と心を広くリーズナブルに届ける事業

熊本県 株式会社ファイブ 新規顧客獲得のための店内環境整備

熊本県 株式会社ハンズ デイサービスにおける利用者増とかっさマッサージ（施術）の普及

熊本県 クマモトドットワーク 企業・店舗・求職者に求められる新たな求人媒体の構築。

熊本県 坂本祐資税理士事務所 ホームページを活用した税理士事務所の新規顧客開拓

12/19



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

熊本県 株式会社鶴重
熊本県産食材をメインに使った、高齢者向け食事宅配事業と仕出し・鉢盛事業の開
始。

熊本県 有限会社パラテック 歯科医療提案に関する新商品「ＤＢ－ＴＶ」のＷＥＢ販売強化

熊本県 エザキ設備 個人客獲得に向けて、地元天草でありそうでなかった方法での取組み。

熊本県 学研ＣＡＩスクール八代校 オリジナルチラシ配布エリア拡大・ＨＰ刷新事業

熊本県 ウエダ靴店 靴職人技術の”前”面的ＰＲと強化による商圏拡大・新規顧客獲得

熊本県 株式会社バイオ・ソリューション研究所 高齢者向け「紫芋入り甘酒ゼリー「あまっこ」の試作・ＰＲ事業

熊本県 有限会社丸宗瓦 屋根工事技術をＰＲして視認性強化と営業範囲拡大のアプローチ

熊本県 淀川産業株式会社 新規顧客（女性）の来店頻度向上を狙いとした店舗改装事業

熊本県 ＦＡＶＯＲ　ｈａｉｒ ＬＥＤ照明とバリアフリーでイメージアップを行いＨＰから予約

熊本県 ＪＩＧＥＮ 脱下請けによる行政以外の床リフォーム需要の取り込み

熊本県 ＯＡＳＩＳ 親子カット＆父親のためのカット教室による生涯顧客獲得計画

熊本県 Ｋｕｒｕ　Ｃａｆｅ　くるカフェ お客様とお店を繋ぐ縁結び事業

熊本県 ＪＡＺＺ酒場かっぱ ホームページを含む店舗一部リニューアル

熊本県 岡秀 全国唯一の鋸鍛冶師が製造した刃物を国内外に発信する広報事業！！

熊本県 有限会社白屋クリーニング 家に居ながら利用できる宅配ネットクリーニング事業

熊本県 ＫＵＴＳＵＬＯＧＹ 立地も克服！小さな靴屋のサービス＆認知度ＵＰ大作戦

熊本県 有限会社平田鈑金塗装工場 一般顧客開拓の為の施策（看板設置、店舗改装）

熊本県 有限会社服部モータース スマホで簡単予約！外国人旅行者向けレンタカー事業

熊本県 もみほぐし爽温 既存店舗を活かした新サービスの施術スペース確保と広報展開

熊本県 田舎屋 快適ですごしやすい店作りによる販路開拓事業

熊本県 合同会社サーマルブロウ 小型・省エネスピーカー導入による、地域の小規模催事へ販路拡大

熊本県 株式会社エコ・ストリーム 自社開発・新商品オイルトリックによる販路拡大の為の広報拡大事業

熊本県 株式会社ビーンズ社 メールセキュリティソフト「ファイルガード・メール」の広報戦略

熊本県 有限会社あたらし屋旅館 女将が作るおすすめ観光マップでおもてなしプロジェクト

熊本県 寺小屋大地 いじめ・ひきこもり・不登校の方を救う、カウンセリングのＰＲ

熊本県 株式会社光建設 民間建設工事獲得の為のホームページ作成と看板設置による営業力強化

熊本県 有限会社ＯＦＦＩＣＥメセナ 看板注文の新スタイル！画面で選択するだけ、短納期化が実現。

熊本県 京芳合同会社 限られた店内スペースを最大限に活用する為のトイレ改装事業

熊本県 株式会社おしろタクシー さらに「地域と共に歩むタクシー」を目指して新規顧客開拓

熊本県 あそびのアトリエ 感覚統合を促す教具や遊具を活用した発達障害児のサポート事業

熊本県 燻製工房　縁 お土産革命！「まるごと山鹿」無添加燻製で地域振興
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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

熊本県 有限会社本田写真館 写真館で撮る遺影写真の普及

熊本県 株式会社宮﨑建築 自社オリジナル家づくりブランド「Ｍ－ｓｔｙｌｅ」ショールーム開設

熊本県 ショコラカフェビストロ 馬肉のコンビーフサルシッチャの販路開拓

熊本県 ふりーたいむすぺーす　くらもと 地域のお客の取り込みとスピーディーな対応のための店舗改装

熊本県 ヘアーサロンそのべ 低床椅子と広々空間で高齢者に優しい店作り事業

熊本県 ＭＩＳＨＩＲＯ 餃子の製造卸の工場で直販所新規設置による売上アップ

熊本県 ＺＥＲＯ 働く女性が美しく輝くために！！事業の認知度向上による顧客獲得

熊本県 有限会社ふくだ 地域に役立つ多機能なランドリーステーションの広報事業

熊本県 さくら不動産 空き家を有効活用し地域を活用化する「住みよいあらお」プロジェクト

熊本県 土地家屋調査士植事務所 新たな顧客獲得の為の新製品製造とＨＰ等での認知度強化

熊本県 嶺敦（れいとん） 集客力ＵＰのための店舗改装（老朽化への対応）

熊本県 カミイロモノコト 縮毛矯正を強化した、子供連れでも自宅同様に寛げる美容室の運営

熊本県 喜楽里や（きらりや） 新メニュー開発による喜多幸（ウツボ）のブランド化と販路開拓

熊本県 有限会社安坐 チョイ飲み、ファミリーの利用頻度向上で売上機会のロス０を実現

熊本県 有限会社産企画 ワンストップ対応強化による民需拡大の為のホームページ開設

熊本県 玉名の牡蠣小屋 女性客のリピート獲得、集客アップの為のトイレリフォーム事業

熊本県 合同会社ＰＨＳ研究開発センター ストレスチェック制度を切り口に働きやすい職場づくりの支援事業

熊本県 有限会社レイヤー 新規顧客獲得のための広報・営業強化事業

熊本県 ｆｏｏｔ＋ｂｏｄｙ　ｓａｌｏｎ　ＭＵ 不妊体質改善に有効な『若石健康法』の認知向上事業

熊本県 Ｈｉｌａｒｉｓ 頭皮のお悩みの早期対策。健康な髪をいつまでも！計画！

熊本県 西田建築 子育て世代をターゲット！親子木工教室でマイホームＰＲ事業

熊本県 株式会社ジースクール 無学年式算数・数学教材のオンライン学習の実施

熊本県 管理栄養士事務所　幸せの食卓 管理栄養士による献立作成・栄養価計算事業

熊本県 ユニバーサル・クリエート株式会社 気軽な鉄分補給ジュレサプリの開発及び広告宣伝周知活動

熊本県 株式会社ＮＡＩＮＡＩ 「ミラクルグロス」を使った看板再生事業のＰＲ活動・販路開拓

熊本県 サイクルハウス 見せるだけでない・伝える店舗ショールーム化による新たな販路開拓

熊本県 有限会社ストーリー トータル美容による八代美人化計画

熊本県 株式会社トリコロール ホームページでウェディングフラワープロデュース事業

大分県 株式会社チアップ 「おもてなし」「居心地の良さ」の提供による新規顧客獲得大作戦

大分県 株式会社エンジョイ・オーナーズライフ 空き家・空き室活用事業のセミナー及び広告による新規顧客開拓

大分県 可児醤油合資会社 黒だし番長がリアルからネットへ！動画多用のＨＰによる販路開拓

14/19



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

大分県 竹尾自動車整備工場 過疎地における修理／医療／買物難民救済のための展示場開設

大分県 株式会社古川製菓 月うさぎブランド確立に不可欠なツール制作と新規顧客獲得事業

大分県 株式会社零ＳＰＡＣＥ 今後を見つめＩＴ活用“業界初”工損高速クンＰＲ事業！

大分県 料理工房　本母 和の質感を残した柔軟な客室造りによる新規顧客開拓と満足度向上

大分県 株式会社大分ラルグ 愛車の光沢寿命を延ばすカーコーティング・メンテナンス販路開拓

大分県 エネフォレスト株式会社 空気殺菌装置エアロシールド販売店施策強化による収益安定化事業

大分県 クロックマダム 店舗統合による外観改装、販売スペース設置による利便性向上

大分県 株式会社生野建設 インターネット広告　チラシによる新規顧客獲得および周知の徹底

大分県 一級建築士事務所アトリエ１４０ 地元優良材使用の「さいき最適！木造住宅」推進事業

大分県 一級建築士事務所たかせａｏ 「けんちくカフェ」の併設による設計事務所の多角サービス化

大分県 株式会社まちづくり佐伯 さいきライフライン構築佐伯名物ひもの発信強化販路開拓事業

大分県 有限会社石仏観光センター 臼杵「ほんまもん野菜スイーツ」の開発、販路開拓事業

大分県 田中　アイ 『イメージアップコンサルタント』としての周知拡大及び広報戦略

大分県 丘の上の中国料理店長春 ゆったりと独立した座席への転換によるプチ贅沢な時間の提供

大分県 有限会社幸寿司 シニア向けメニューの充実とそのＰＲによる売上アップ

大分県 ネクストフューチャー（ブランドマーケット大分） 年配者や交通弱者に信頼・安心の終末活動・買取のお手伝い！

大分県 彌助すし もっと手軽に日田和食を！高齢者やお子様連れ家族へのくつろぎ空間の提供

大分県 社会保険労務士事務所ＳＲＩ 障害年金請求手続の対象顧客層拡大のための新ツール導入

大分県 株式会社エコモード 車販売の新手法の実施及びカーディテイリングの認知度向上事業

大分県 ３１２
①新メニュー開発による販路拡大、売上アップ事業②お客様の高齢化によるトイレ
改装工事

大分県 株式会社グランゲート ターゲットに向けた情報発信で認知度と売上をアップ

大分県 株式会社三国志 三国志烏龍茶の首都圏への販路拡大のための高級パッケージ開発

大分県 ユナイテッドシェア 企業プチ誘致に特化したスマホとパソコン用のホームページの製作

大分県 ＤｏｇＳａｌｏｎ１０２ 教育事業への参入と店舗改装による売上拡大

大分県 合資会社八ちょう目酒場 店舗改装で集客アップ。販路開拓事業

大分県 しろやま家具有限会社 掛替カーテンの無料回収リサイクルと輸入カーテンの販路拡大ＰＲ

大分県 ビッグディッパー シックな店舗で観光別府“幸せ感”満載の驚きの演出

大分県 ｅｓｔｈｅｔｉｃ　ｓａｌｏｎ　Ｆｉｖｅ・Ｃ 佐伯市初のＷＡＸ脱毛による顧客開拓と講師活動による美容業界の底上げ！！

宮崎県 ＳＬＦ 地元農家と連携した新事業等のＰＲによる売上拡大事業

宮崎県 寿園 新たなみかんブランドの構築と国内外へ向けた情報発信・販路開拓事業

宮崎県 有限会社中国名菜唐人 幅広い顧客に対応する為の椅子・テーブル席の増設
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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
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

宮崎県 ｃａｆｅ　Ｔｉｎｋ　Ｔｉｎｋ 古民家を活かした風情ある庭園作りと水出しコーヒーの販売強化

宮崎県 蔵カフェ　エイム 生産者と消費者をつなぐ「交流マーケット」ＰＲ事業

宮崎県 マスダモダンバレエアート 働く女性の姿勢としぐさを改善するモダンバレエ新設講座推進事業

宮崎県 居酒屋風ｂａｒ　くらいん ストレスフリーの環境づくりで作業効率と売上アップ

宮崎県 有限会社日南カメラ シルバー世代向け心のこもった撮影新サービスの開発及び訴求事業

宮崎県 有限会社トクシゲ リフォーム相談会開催とそれに伴う看板取付けと販促活動

宮崎県 西日本総合福祉株式会社 法改正に負けない事業所を目指して～周知度ＵＰ作戦！！～

宮崎県 ヒコ・オート 自社の営業力を活かした販売力強化事業

宮崎県 ボデーショップ本薗 高齢者・女性客にやさしい店内環境の整備事業

宮崎県 お茶のつかさ園 駐車場設置による新規顧客獲得およびリピーター顧客満足強化事業

宮崎県 楽笑食彩　あかのや 加工食品３商品の統一デザインのパッケージ作成とチラシ作成

宮崎県 オオミネレジン 従業員の環境及び技術にも優しい新規設備導入での開発事業

宮崎県 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　ＡＴＯＲＩ いつでも予約状況丸わかり！！すっきり美容事業

宮崎県 株式会社くしまアオイファーム 大手百貨店への催事出展による、全国プロモーション及び販路拡大事業。

宮崎県 有限会社トップヒューマン ５０代からの食事指導、エステ、美容等のワンストップ事業の推進

宮崎県 株式会社スイケン 「お知り合い紹介プラン」による新規顧客の開拓

宮崎県 ＨＡＲＵ　リラクゼーション 新規・潜在顧客向けネット集客での差別力強化及び販路開拓事業

宮崎県 株式会社いちりゅう 繁華街におけるリピーター客増大の広告戦略事業

宮崎県 カットサロン蘭 理容店が行う発毛促進事業

宮崎県 有限会社ライフミュージック 「伝統音楽を次世代に伝承するためのプロモーション事業」

宮崎県 ｐｉｎｅｔｒｅｅ．ｎｅｔ 宮崎発！県産材使用の生活雑貨の認知度向上及び販路拡大事業

宮崎県 自然派ワイン専門店カロン ワインセラー貸出しとワインに関するサポートで売上アッププラン

宮崎県 ｏｆｆａ　ＬＩＶＩＮＧ 顧客がカフェで試せてギフトも選べる空間作りと販売促進事業

宮崎県 四季旬彩えびす 集客力を６～１０％向上させる看板設置及び広告掲載事業

宮崎県 株式会社匠家 驚きの受注率を誇る匠家オリジナルＤＭでの顧客掘り起こし作戦

宮崎県 有限会社天水 着地型ご当地グルメのＣＳ向上に向けた改装

宮崎県 ＮＳファーム 夏しか採れないタケノコ（緑竹）独自加工品の県外販路開拓事業

宮崎県 キレイケア株式会社 （ポイント）独自プロモーションを付加した自社ＥＣサイト構築と卸売販路開拓

宮崎県 株式会社餃子の馬渡 ＥＣサイト（楽天市場）での販路開拓

宮崎県 今釜屋 新商品！宮崎産へべすと梨の入った爽やか焼肉たれの販売促進事業

宮崎県 エステティックサロンハート 心身機能を安定させるエナジーテラピー導入による「美と健康」の追求
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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

宮崎県 さくら食堂 地元食材を使った手作りの美味しいお菓子の新規開発ならびに販路拡大

宮崎県 有限会社橋本商会 畜産表彰品の専用Ｗｅｂサイト構築とパンフレット配布による販路拡大

宮崎県 天然酵母の蒸しパン屋　まいりぱん 蒸しパンの知名度向上・販路拡大と米粉蒸しパンの商品開発

宮崎県 イタリア料理　レストランバルカドーロ 糖質制限を必要とする方への「美味しいローカーボ料理」の販売促進と販路拡大

宮崎県 有限会社太郎と花子 ネット販売での卸売業務の販路拡大

宮崎県 有限会社エス・ファクトリー 癒しと美の追求。主婦向け新メニュー訴求と満足感ある空間創り

鹿児島県 ｈａｉｒ　ｓｔａｔｉｏｎ　ｕｌｕｒｕ 肌診断機“Ａ－ＯＮＥ　Ｌｉｔｅ”とドクターズコスメ促進で新販路展開

鹿児島県 有限会社コクピット国分 新設備導入による取引先の拡大及び地域オンリーワンの専門店づくり

鹿児島県 株式会社エコスペース 空家解消！中古住宅診断からリフォームまで一括対応システム構築

鹿児島県 山内表具店 舐めても問題の無い『安心・安全手作り木製品』の新たな販路開拓

鹿児島県 有限会社富永竹材店 南九州Ｎｏ１の竹材店へ！癒しと安心の富永竹材店ブランド化計画

鹿児島県 個別学習のセルモ　清水町教室 県内初「どんぐり＋そろばん」ハイブリッド右脳教育の展開

鹿児島県 有限会社川畑呉服店 お土産品を高級品へ！！販路開拓につながる商品パッケージの改良

鹿児島県 ＩＺＡＫＡＹＡ　熊七 女性客獲得のためのトイレの洋式化及び動線のイメージアップ

鹿児島県 広告制作デザインシップ 『＋Ｄｅｓｉｇｎ　Ｈｕｂ　Ｃｅｎｔｅｒ』公式サイト構築

鹿児島県 伊久良屋 ショールーム・ウェブ・シュミレーションソフトを活用見える化によるインテリアの情報

鹿児島県 Ｏｒｔｏ×Ｋｉｔｃｈｅｎ 農家直送野菜を使用したメニューをＰＲして新規顧客開拓

鹿児島県 木曽整骨院・鍼灸院 中周波電気治療器導入による顧客満足度向上

鹿児島県 ビーセンシャー株式会社 奄美の薬草・野菜・フルーツを使った酵素ドリンク商品開発・販売

鹿児島県 鹿児島中央補聴器 『補聴器のことをもっと知ろう！聞こう！使ってみよう！』

鹿児島県 炭火ダイニング炙家 ビーフシチューの真空パック化による客単価引き上げと販路拡大

鹿児島県 レディースファッションヨシダ 店舗改装リニューアル広報による休眠客、新規客の掘起し

鹿児島県 上野薬局 高齢者に親切な店舗環境づくりと薬剤師の健康相談コーナーの新設

鹿児島県 欧風Ｄｉｎｉｎｇ　ＳＯＬＡＰＡ～ソラパ～ 目玉商品のオリジナルソーセージによる認知度向上と新規客獲得

鹿児島県 富士住宅産業株式会社 “超高齢化社会”をチャンスに変える！在宅介護の魅力向上事業

鹿児島県 猫と人のいやし処　そら猫 猫カフェの癒しを外国人観光客に！シニア客に！

鹿児島県 エステックＴＯＭＯ 後継者参画による新たなサービス提供と若年層顧客獲得による増収の実現

鹿児島県 有限会社磯の味黒ノ瀬戸 おもてなしの心で接客３Ｋ「感謝・感激・感動」プロジェクト

鹿児島県 株式会社ワイズプラス アナログとデジタルの相乗効果による新規顧客開拓と売上アップ

鹿児島県 柿岡自動車整備工場 ヘッドライト、フォグランプ光調整機導入による新規顧客開拓事業

鹿児島県 児玉ホームサービス 「クロスメイク」の認知度と受注率を有効的に高める販促活動
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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
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

鹿児島県 持増愛花店 顧客ニーズに応えた店舗づくりで客単価向上実現

鹿児島県 林税理士事務所 Ｃ．Ｕ．Ｃ．Ｆシステム～現実の利益・現金を把握せよ！！

鹿児島県 株式会社インライズジャパン 女性客目線の看板設置とパンフレット作成で販路拡大！

鹿児島県 株式会社飛躍陽 国内及び中国向けＥＣサイトによる鹿児島特産品の販売

鹿児島県 奄美卸センター 特殊車両販売強化のためのホームページ拡充事業

鹿児島県 マルチェロ 地域内のオンリーワン店へのチャレンジ！！

鹿児島県 有限会社三州キュー・エル 新製品の開発に伴う販路拡大、売上ＵＰ計画

鹿児島県 メガネの光友 補聴器のカウンセリング設備の強化による新規顧客の獲得

鹿児島県 ＣＵＲＡ 理容技術を活かせ！４０～６０代男性客の集客・リピート率アップ

鹿児島県 ｇｒｕ．ｒｏｎｄ（グルロン） 展示会出展による自社受注ＷＥＢシステム認知度アップ事業

鹿児島県 ホームメーカー株式会社 地域密着型小さな建設会社の認知度向上による新規顧客獲得の実現

鹿児島県 有限会社南日本新聞指宿販売所 時間指定新聞配達サービスの構築に伴う配達環境整備

鹿児島県 いけだ屋 弁当販売の新規顧客獲得及び売上ＵＰ戦略

鹿児島県 ＮＥＷＹＯＲＫ．ＮＹ 新規商品の販路拡大によるテイクアウト顧客の開拓

鹿児島県 有限会社モゼ 既存商品のデザイン変更と営業強化のためのパンフ・ＰＯＰ作成

鹿児島県 有限会社プレハブワークス 小規模施工業者の強みを活かしたユニットハウスのＷｅｂ販売促進

鹿児島県 カギの１１０番国分 看板、のぼり旗、防犯パンフレットによる顧客開拓そして地域の防犯意識向上

鹿児島県 有限会社ホットライン 広告宣伝強化によるリピーター客増大及び新規顧客の獲得の実現

沖縄県 株式会社オフィスハート 観光客を呼び込むための導線作りと観光スポットとしての施設整備

沖縄県 株式会社そら観光 車イス６台固定大型リフト付バスのＨＰ制作・チラシ作成

沖縄県 丸八　宮良そば 観光客の誘客と持ち帰り商品の強化

沖縄県 株式会社ブラボー沖縄 コミュニケーションスキルアップ婚活塾の会員数増加と販路開拓

沖縄県 紅琉　Ｂｉｎｒｙｕ 「ギフトに最適」紅型マグカップの開発と販路開拓

沖縄県 ニライ法律事務所　弁護士　仲西尚子 「私の」「問題を」「解決してくれる」弁護士ＨＰの開設！

沖縄県 株式会社オーシャンカラー イオン北谷店でのジェラートショップ運営

沖縄県 株式会社ワンスペース 「頑張る女性を応援する求人情報サイトの広報活動の拡大」

沖縄県 株式会社ビジネススタッフ 『働くママ応援』人材派遣ポータルサイト立ち上げ事業

沖縄県 合同会社ＫＡＫＥＨＡＳＨＩ ココナッツオイルの卸売業開始と小売業の市場拡大

沖縄県 ｅ‐えくぼ 七大アレルゲン不使用の商品企画と店舗広報による社会的理解普及

沖縄県 株式会社フィロソフィア 沖縄初！「とろける全身マッサージ」のＰＲで新規ユーザー集客

沖縄県 パラソル インパクトのある出産祝いオリジナルパッケージで新規顧客をゲット！
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

沖縄県 有限会社ファンタジスタ沖縄 沖縄リゾートウェディング向けレンタル事業の販促強化

沖縄県 株式会社琉球体感サプリ 【酒席革命】商品パッケージのリニューアルと販路拡大

沖縄県 株式会社アスワン琉球．ｃｏｍ 新マリンサービス（体験ＳＵＰ）での新規売上構築

沖縄県 末廣製菓 老舗菓子店が伝統技術で創る新作土産菓子「ちんすこう」

沖縄県 アポロン． 新規顧客獲得の為のＨＰ構築および販路開拓の為の販売促進物の作成

沖縄県 日本人事株式会社 研修会場（大ホール）の環境整備（カーペット敷工事）

沖縄県 有限会社サポートフーズ 販促資料の作成およびＨＰ構築・レシピ提案による新規顧客獲得事業

沖縄県 Ｋ’ｓ　ｃｏｆｆｅｅ 販売体制整備のための設備導入とオリジナル商品の開発販路開拓

沖縄県 ｂａｒｃａｆｅ　ａｖａｎｔｉ（バルカフェ　アバンティ） 新規顧客獲得の為の音響設備及び広告事業

沖縄県 サザン薬局 「漢方相談型薬局」新規顧客獲得、認知度アップのための宣伝事業

沖縄県 よへな種苗店 １．ラベルの新規開発及び野菜絵袋製作　２．苗ラベルのポップ製作
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