
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)

徳島県 リフォーム・オーダーアルテサーナ 高齢者、障がい者衣料の開発、販路開拓

徳島県 ヘアーサロンヒサ 理容椅子の買い替え・地域向けお顔そりチラシ製作・新聞折り込み

徳島県 株式会社ヒロ・コーポレーション 個食化へ対応した既存商品のリニューアルと新規パッケージ作成

徳島県 有限会社ことらや
新商品生クリーム大福『阿波の国』の販路開拓及び『カステラ大地』のブラッシュアッ
プ

徳島県 株式会社ＨＡＣＯ 親子カフェ「はこいろ」改革事業

徳島県 ＣＵＴ８０’ｓ 自社オリジナル商品の開発及び広報戦略による販路拡大

徳島県 金沢自動車整備工場 車検の販売促進強化による新規客獲得事業

徳島県 株式会社トーセ・フィールドサービス
自社ＨＰのリニューアル（英訳リニューアル含む）並びに自社パンフレット制作による
売

徳島県 リーベンデール 古代米を煉り込み地元食材のみを使った、こだわり健康パンの普及

徳島県 たまや鑑賞魚 熱帯地方の雰囲気をもつ鑑賞魚店に改装し、県内一番店に。

徳島県 株式会社ユーロハビット 日本国内外からの需要に即したグローバルホームページ開設事業

徳島県 ジャイ床 高齢者に安心・快適な店舗環境の整備事業

徳島県 ドム有限会社 【ドイツワイン専門店等ホームページ制作】

徳島県 小松海産 とれたての海産物をアピール・提供する飲食店・直売店の開設

徳島県 株式会社とくしま防災ネット 大地震から命を守る室内用耐震シェルターの普及促進・販路開拓

徳島県 山田包装株式会社 顧客が困っている販路開拓においてパッケージ等で支援する事業。

徳島県 有限会社おしゃれ専科ナナ ハッピースクランブル事業

徳島県 株式会社柚りっ子
徳島産霜ふりゆず（効能のある房を活用）を使用した新商品開発とＰＲのための販
路開

徳島県 大亜ツール工学株式会社 １００％廃材を利用した究極のリサイクル刃物の製造

徳島県 一楽木工株式会社 木製建具製造技術の伝承と和室文化の再評価に寄与する事業

徳島県 ギャラリーロンシャン 開廊２５周年イベントを動画付ホームページと併用して販路開拓

徳島県 おいし工房 ラベル・パッケージの統一によるセット販売事業

徳島県 有限会社ポコアポコ パンフレット作成や新聞折込広告をするための、チラシ作成

徳島県 株式会社ノブ工芸 主にインターネットを基点とした集客と販路開拓

徳島県 うずしお食堂 新たな顧客層の定着のための店舗店外看板の設置及び座敷の設置

徳島県 Ｐｒｉｍｏ　ｈａｉｒ　ＲＥＧＡＬＯ 炭酸ヘッドｓｐａ導入による炭酸メニュー充実・新規顧客の獲得

徳島県 株式会社食人 パッケージデザイン化・店内オープンキッチンへの改装

香川県 ＳＴＥＥＬ　ＷＯＲＫＳ
インテリア・エクステリアにこだわりのある一般消費者向けの高品質なアイアン製品
の販

香川県 旭洋鉄工株式会社 次世代型車椅子用テーブルＲｉｇｈｔＮｏｗの販売店獲得事業

香川県 ＺＯＲＡ工房 初！香川県産びわドライフルーツの開発！及び全国への発進！

香川県 有限会社宮地醤油醸造場 屋島の御用聞きから全国の御用聞きへ～こだわり醤油を全国へ～

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

香川県 ブティック右川 地域高齢者と、子育て世代とその子供達が共に過ごせる店舗作り

香川県 株式会社宇賀商店 地域食材を活かした新商品「浦島太郎牡蠣」の販路拡大

香川県 ＮＯＡＨ　ＩＮＶＥＳＴＯＲＳ株式会社 かがわ家博での広告用ＤＭ及びホームページ等の作成事業

香川県 和彩料理　美膳 ダミー囲炉裏の本格稼働による売上ＵＰと新規顧客獲得の実現

香川県 若松家本館 「下町の家庭料理」と「きめ細やかなサービス」で新規客獲得

香川県 株式会社テレフォース 見本市出展による放送機器の販路開拓事業

香川県 株式会社エンチュレー アレルギー対応食品の自社製造と販売事業

香川県 クウ美容室 新機器導入で高齢者にも愛される店舗となり月売上高を２０％アップ

香川県 有限会社フォールームス かがわ家博に見本を出店し、直接ＰＲする資料を作成する事業

香川県 株式会社ギフトグッズ 業界初の業種別接客外国語ＷＥＢ講座の開講・運営・販売促進事業

香川県 株式会社マルトク 顧客の感性に訴求する商品開発及び販路拡大

香川県 有限会社原田商店 真空包装機の導入と、パンフレットでのＰＲ事業。

香川県 有限会社ケーアンドケーカンパニー 「整理収納サービス事業」の新規立ち上げによる販路拡大

香川県 有限会社美装苑 「１０分１００円のレンタカー事業」よる販路開拓・油外収益アップ

香川県 ファントラスト 地域店舗名を印刷したお試し会員カード発行による新規顧客の獲得

香川県 有限会社槙塚鉄工所 かがわ家博用の見本出店と集客用「招待状」ＤＭの作成事業

香川県 川添金物株式会社 一般消費者へ販路拡大のためのＰＲ事業

香川県 インティ 寝ながらパックができるファーストクラスシャンプー椅子の設置

香川県 有限会社クラフトなかつか 職人のこだわりがつまった本物の陶器を体感！販路拡大事業

香川県 創作工房どい サンドブラスト体験工房の商品化による販路開拓事業

香川県 釜出しさぬきうどん　めん一 新規利用客の開拓とリピート率、客単価の向上の実現

香川県 利庵一級建築士事務所 「豊かさと幸せをともにつくる」女性建築家の対話型Ｗｅｂサイト構築

香川県 株式会社三豊印刷 『極小ロット・低価格・短納期・高品質印刷』実現による販路拡大

香川県 株式会社山本清工務店 住宅展示場を建築し、ＤＭ・ホームページ等で集客を図る事業

香川県 ひなた鍼灸院 「駐車場と看板設置による顧客の利便性向上と売上アップ」

香川県 ペダル株式会社
「長年低迷していた自転車店の復興に向けた新規顧客の拡大と、リピーター獲得プ
ロジェ

香川県 株式会社アンドアース 効能不発揮保証付空気清浄器の製造販売用新規ＷＥＢサイトの創設

香川県 有限会社こやなぎ商店 ホームページ製作による新規顧客獲得と半自動梱包機導入による効率アップ

香川県 阿部食堂 カフェ及びテイクアウト事業強化に伴う店舗改装及び広告

香川県 旬和　花瀬 ウェディング・宴会・イベント向け・ＰＡ導入・販路開拓

香川県 建生工業株式会社 ホームページを使った新規顧客開拓の強化と地域での知名度アップ
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

香川県 ビューティーアンドケア株式会社 ネイルサロン（美容業）の顧客拡大事業

香川県 有限会社花工房 独自の商品の提供とプリザーブド加工ブーケの動画作成で販売開拓

香川県 有限会社福家商事 店舗改修と看板設置による訪れやすい環境整備と新規顧客獲得事業

愛媛県 有限会社中尾モータース オパシメータ導入による車検整備需要の拡大。

愛媛県 濱田農園 高付加価値ジュースの商品化及び個人向け販促体制の充実

愛媛県 株式会社今井工務店 ３０歳～４５歳の新規顧客獲得を目指す来店型の店舗改装事業

愛媛県 からや 大型商業施設での老若男女幅広い年齢層への対応

愛媛県 ワタナベ塗装有限会社 目指せ！地域密着型コインランドリー。広告活動で新顧客獲得。

愛媛県 株式会社スイッチカンパニー 愛媛へＵターン就職を希望する学生の支援事業

愛媛県 株式会社清光堂 Ｉターン菓子職人・Ｉターンレモン生産者の菓子開発・販売戦略

愛媛県
株式会社ライコン　保険ショップ　アセットマネジメ
ント

相続専門家チームと一緒作るライフプランサービス

愛媛県 正和車体 専門的パンフレット作成および看板の新設による新規顧客開拓事業

愛媛県 青野泰介行政書士事務所 公正証書遺言支援ビジネスの為の『相談コーナー』の設置

愛媛県 有限会社郡中タクシー 「身の回りサービス・ちょっと」満足度を高めるお手伝いで販路開拓

愛媛県 川原企画株式会社 「南米販路開墾プロジェクト」

愛媛県 有限会社かどや精肉店 焼豚の販路拡大と、かどやオリジナル商品の開発・販売

愛媛県 トランクヘアデザイン ヘアカラーとメークで若々しく活き活きと４０、５０代女性の販路拡大

愛媛県 竹田時計店 測定器導入と技術力アピールによる販路拡大と売上増加大作戦

愛媛県 有限会社ファインジョブ とうふ・豆乳マフィン及び豆乳を使ったスイーツの販路開拓

愛媛県 有限会社湯之谷温泉
顧客参加型で実施する１４００年の温泉ブランディング開発及び新顧客開拓プロ
ジェクト

愛媛県 株式会社Ａｍｍ’ｓ 新感覚エステ「筋膜リリース」の広告を強化し来店数アップ

愛媛県 ミルキーウェイ ジェラートアイスのインターネット販売開始による売上アップ

愛媛県 Ｌｅｍｏｎ　Ｓａｌｔ おしゃれなショップツールとウェブサイトを作成し新規顧客ゲット！

愛媛県 呉服すがたや株式会社 しまなみの町屋にて和文化を発信し、おもてなしの心で販路拡大

愛媛県 有限会社タカアゼ 座敷を掘りゴタツに改装「高齢者に優しい店づくり」で顧客拡大

愛媛県 レストランＡＫＡＲＩ 地元食材で販路拡大・地域活性化

愛媛県 金沢製菓 独自の「ポン菓子」手作り製法を活かした全国への販路拡大

愛媛県 株式会社大五木材 五感に訴える木の物語性を重視した商品販売戦略

愛媛県 ＣＳ　ＳＴＡＮＣＥ（シーエススタンス） フレーム修正機を使用した収益増加とお客様満足向上

愛媛県 Ｇｒｉｎ 生花を法人向けに販売するための情報発信ツール作成

愛媛県 有限会社アセムスタジオ 『料理、食品の写真と映像の新規撮影』事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛媛県 Ｓａ－Ｒａｈ 麻（リネン）生地の魅力や特徴をアピールし、日常服への浸透

愛媛県 株式会社コバヤ 地元食材を通して人々に活力を与える食と憩いのふるさとづくり

愛媛県 株式会社マクロキッチンキグフジ オリジナル製品ブランド化に向けたギター周知と販路拡大事業

愛媛県 パイオニア石油株式会社 バーコード付きガソリン自動値引きカード利用客の顧客開拓

愛媛県 西岡遊漁 伝説のルアー「ＹＮＪＩＧ」の太刀魚スペシャルの開発・販売

愛媛県 新洲産業有限会社 「中国への製造発注コーディネート事業」による売上の拡大

高知県 有限会社マルケイ 中山間地域の空き家を活用した移住者への住居マッチング事業

高知県 株式会社ダイドウ 土木業者の求める「オーダーメイド型保温工事提案サービス」の開発

高知県 株式会社飛鳥 印刷業に特化した業務管理システムの開発・販売

高知県 元祖ぺら焼きにしむら 官民連携して土佐清水のＢ級グルメ（ぺら焼き）ＰＲし売上増加

高知県 有限会社タナカカツノリ商事 「まちなかでＢＢＱ」雨天時利用者の獲得拡大

高知県 居酒屋　もり森 座敷席の堀こたつ化とお好み焼き導入のための店舗改装

高知県 ｋｉｔｃｈｅｎ　ｃｏｃｏ　－心－ 地域食材を活かした手作り料理で、顧客拡大と高齢者福祉への貢献

高知県 井垣自動車 高精度化、電子化する自動車技術に対応する事業所づくり

高知県 レストまるはち トイレのバリアフリー化をきっかけとした店舗開放と利便性の向上

高知県 お食事処　ますや 創作中華料理と宴会場増床による新規顧客獲得作戦

高知県 有限会社ほざき 土佐清水市の「食」をＰＲし市外客の集客アップを図る

高知県 四国日本みつばちの会 日本みつばちの本格百花蜜商品の新規販路拡大と顧客獲得

高知県 珈琲店トップ ホームページの開設・店頭販売商品ロゴマークデザインの作成、及びトイレの改修

高知県 有限会社川村塗料 『小規模塗料販売店の販路開拓への取り組み』

高知県 ＳＡＢＯＮ美容室 気軽にお試し！試着＆髪型セットサービスの実施

高知県 ヒーリングコンシェルジュ雅歩 骨盤矯正施術新設のための看板設置と広報

高知県 レストランコックドール 働く女性と高齢者を新たな顧客とするためのトイレの洋式化

高知県 有限会社上田微生物 「酵素でペットの消臭・環境改善・健康志向の商品化と販路開拓」

高知県 大野自動車 こだわりの車を安心して任せられるトータルメンテナンスの提供

高知県 ＣＥＮ株式会社 再婚を希望する３０代～５０代層のための再婚特化型プラン開発

高知県 キャプテンホイットフィールドティールーム 新規顧客獲得のための販売促進

高知県 Ｃｌｅａｒ（クリア） 愛犬家必見！新商品ペアアクセサリーの販売。

高知県 有限会社総合コピーサービス 「子どもの成長記録シリーズ」のサービス充実化による販路開拓

高知県 有限会社吾妻料理店 「ギャラリー設置による新規顧客取り込み」事業

高知県 福田園芸 有料広告による販売力強化と出荷作業の合理化
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

高知県 有限会社小原水道工務店 認知度向上と新規顧客獲得のための折込チラシとＨＰ改良事業

高知県 ブランカ 地産外商を促進。Ｗｅｂ解析士の分析助言サービス付きＥＣサイトの提案

高知県 滋味創菜　たちばな 魅せる居酒屋！目でも料理を楽しんでもらうコースの実施。
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