
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)

青森県 有限会社那須自動車整備工場 「最新型ヘッドライトテスター」を活用した新サービスの提供

青森県 株式会社ササキハウジングカンパニー 寒冷地特有ハンディの克服に向けた早割キャンペーン告知

青森県 株式会社カーショップワタナベ 女性・子育て世代に優しい、気軽に立ち寄れる街のクルマやさん

青森県 ＢＯＤＹ　ＷＯＲＫ 弘前市民の健康増進を促す加圧トレーニング認知度向上の看板作成

青森県 ヘアサロンイエティ 看板の設置で新規顧客獲得、物販ブース設置で売上アップ

青森県 株式会社コンヨウ ネット販売機能付き店舗ＷＥＢサイト構築による販路開拓

青森県 タムラファーム株式会社 お客様と『ダイレクトに』『ながく』つながるしくみづくり

青森県 ＶＥＲＹ　ＢＥＥ 日本ミツバチのはちみつブランド化と販路開拓

青森県 株式会社勉強堂黒板製作所 学校設備の『困りごと相談窓口』開設による保守業務の受注拡大

青森県 株式会社エイ・ワンド 「りんご茶」の開発と、視認性・ホスピタリティー向上のための店舗改装

青森県 我のうどんてんまる 本場讃岐うどんと青森県産食材の商品広報活動による新規客獲得事業

青森県 パソコンＩＴシステム 地元個人経営店向け顧客管理システムの販路開拓

青森県 カフェ・デ・ジターヌ今井珈琲 地元食材のスイーツ製造と講演会による自店知名度事業

青森県 Ｇｒａｎｄ　ｊｅｔｅ（グランジュテ） まつげエクステ専門店の告知と販路開拓の為の広報事業

青森県 有限会社亜細亜建設 広報媒体を活用したせっぴ安心フェンスの販路開拓

青森県 まったりルーム小休 「６０代から自宅で始められる」＆「障害児のための」出張ヨガ教室

青森県 お菓子の家リーベシムラ 地元農産物を活用した冷凍保存可能な洋菓子試作品の新規開発

青森県 株式会社ゆかい お持ち帰り、宅配、ランチの営業

青森県 リラクゼーションサロンＰＯＮＯ　ＰＯＮＯ 地域活性　体験体感アロマテラピー講座と精油の小売販売

青森県 じゅんフォト 出張写真撮影に伴うプリントの移動販売

岩手県 潮風のハーブ園 農園体験を通し、潮風のハーブを知ってもらうプロジェクト

岩手県 有限会社鮎徳食堂 シェフズカレーのシリーズ化・商品開発による新規顧客開拓事業

岩手県 株式会社幸呼来Ｊａｐａｎ 企業残反裂き織生地生産で、売上拡大を図ります。

岩手県 株式会社浄法寺漆産業 漆塗りステアリングの新規開発及び販路開拓

岩手県 スピークアップ英会話 子供向け英会話・英検コンボクラスの開設・商圏拡大

岩手県 有限会社菓子処菊正堂 ホームページを活用した新規顧客の開拓と売上アップ

岩手県 さとう整体療術院 苦痛を減らすサービスの提供と誘導看板設置による顧客増加

岩手県 Ｌｅｇａｍｅ　ｄａｌｌ’　ｏｒｔｏ イベントへのお出かけ出店によるＰＲ活動事業

岩手県 化粧品のちだ 自店告知の為の看板設置と特別空間としてお手入れコーナー改修

岩手県 有限会社田村工務店 パソコン保守部門の新設、サポート会員サービスの開始。

岩手県 株式会社Ｍ・Ｈ・Ｃ コンセプト強化に伴うアルフォルノリニューアルを通じた売上拡大

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

岩手県 はうすりぷらん
東日本大震災被災者高台移転当社施工第１号住宅の完成見学会での『ＯＢ顧客』
を動員し

岩手県 新華園ＮＡＫＡＺＵＭＡ 新宴会プランの提案とテイクアウトメニューの強化による顧客開拓

岩手県 リフォームショップランナー 「困った」から「助かった」へ変える「住まいの困りごと１１０番」

岩手県 中里輪店 柱事業のサービス強化による新規顧客開拓事業

岩手県 補聴器１番館 在宅型：補聴器相談サービス導入による新規お客様の獲得。

岩手県 合同会社クルマドーカスタムファクトリー ストップ・ザ・若者の車離れ！　東北を元気に！

岩手県 有限会社片倉商店 特注品家具の開発と広報宣伝による顧客獲得事業

岩手県 すぺ吉 集客と安心くつろぎ環境の提供とＰＲ事業

岩手県 佐々木写真事務所 事業拡大に向けた予約システム及び、販促ツールの強化

岩手県 個別指導サクセス 県内唯一の送迎サービスと体験入学の新規実施による生徒募集ＰＲ

岩手県 株式会社田口写真機店 子育てママ向けのイベントコミュニティ「ママトコクラブ」の告知

岩手県 アンティークビーチ シニア層増加に対応した新規顧客の獲得による売上アップ

岩手県 株式会社エリアプラスワン 弊社サービスの提案による認知度の向上と新規顧客獲得

岩手県 寿美美容院 新たな顧客層獲得に向けた新サービス展開事業

岩手県 ロイヤルゴルフ 「太陽くん」新規開拓のためのＰＲ・販促事業

岩手県 合澤薬店 新規来店者獲得に向けたオリジナルカタログ作成による商品提案

岩手県 株式会社ＪＡＺＺＲＩＺＥ　ＤＥＳＩＧＮ ポータルサイト「奥州ナビ」満足度向上による加盟店拡大

岩手県 吉田精肉店 新規顧客獲得のための『個店の魅力向上』及び販路開拓

岩手県 活版ディーアイ株式会社 色の数値化「カラーマネジメントシステム」構築による販路拡大

岩手県 株式会社ハートブリッジ おもてなし三陸（観光）地域資源創造事業

岩手県 タカヒロ建築 新規顧客獲得に向けた多目的事務所の改築

岩手県 有限会社花巻酵素 当社製品を効果的にＰＲするＷｅｂサイトの構築

岩手県 Ｌｉｂｅｒｔａ 新規客の獲得と顧客居心地度、安心度を高める事業

岩手県 有限会社インデュアホーム北盛 一般顧客ユーザーに対する「リノベーション相談会」を通じた売上拡大

岩手県 佐卓園 抹茶、桑の葉茶の喫茶コーナー設置

岩手県 吉野屋旅館 浴室改善による顧客満足度向上及び新規集客事業

岩手県 ヘアメイクハピネス 新規顧客獲得の為の看板設置事業

岩手県 有限会社イセキ 人にやさしい店舗作りとＰＲ強化で売上アップ！

岩手県 岩手Ｄｉｎｉｎｇわいわい屋 新メニューの開発に伴う設備追加及び広告宣伝事業

岩手県 有限会社マイド ビルの環境整備・広告宣伝・プロモーション事業

岩手県 ｈｅａｒｔｙ 新メニューの導入と快適空間の創出による新規顧客開拓事業
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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
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

岩手県 ＴＨＥ・ＫＥＧ 新店舗開設に伴う新メニュー提供のための調理機器導入事業

岩手県 株式会社ＦＡＣＴＯＲ 新規の顧客様開拓の販促活動

宮城県 株式会社三創 リアルエコライフ情報発信強化によるエコ意識の高い顧客獲得事業

宮城県 カメラのＯＧＡＴＡ 大切な思い出のバックアップと写真技術を活かし印刷事業へ新展開

宮城県 株式会社クレア 地元食材（ササニシキ・黄金桃）による海外向け調味液の試作・販売事業

宮城県 株式会社ミルフィーユ 仙台初の「セルフ脱毛」サロン実施に伴う販促宣伝活動事業

宮城県 株式会社からくわ精肉店 新商品「気仙沼ホルモン餃子」による新規顧客開拓事業

宮城県 エーエスジェイ株式会社 展示会出展とインドネシアにおける水処理事業の拡大

宮城県 鮨処ともしげ 言葉の壁を食の壁にしない。外国人へ仙台の寿司をアピール

宮城県 株式会社庄文堂 インターネット販売における、全国エリア紙広告ミックス事業

宮城県 サロンソレイユ 美容室と連携したまつエク専門サロン展開による販路拡大事業

宮城県 島津麹店 新鮮な糀を定期的にお届けする「華糀・定期便」サービスの開発

宮城県 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＴＡＫＥＤＡ 昔ながらの理容店でもできる！売上拡大に向けた女性顧客獲得事業

宮城県 訪問理美容あおぞら 訪問理美容型サービスの販促と、サービス向上のための設備投資

宮城県 茶房クレイン ご当地コーヒーのパッケージ強化、情報発信による販売促進。

宮城県 有限会社ディースプレッド より良い個別サービス提供のための会員化

宮城県 株式会社フィアクレー 女性起業応援【１ｓｔステップ】パッケージ開発及び新規顧客獲得

宮城県 株式会社セカンドステージ 全員参加で考えた大幅知名度向上作戦による収益増加と安定化事業

宮城県 麺屋　悟六 テーブル席増設と看板改善等による増収推進事業

宮城県 ダモ　コーヒーハウス コーヒー焙煎豆の販路開拓とそれに伴う商品開発事業

宮城県 永藤本舗 店舗での対面販売から食品スーパーへの卸売事業への進出

宮城県 内田治療院 痛みがなく再発率が低いオステオパシー治療の認知度向上事業

宮城県 株式会社セキュリティイニシアティブ 「ハッカーを味方につけよう！」ＷＥＢ制作業者向けサービス周知

宮城県 株式会社森デザインハウス 地域リノベーション市場構築による財務安定・企業価値向上事業

宮城県 Ｂｏｔｔｌｅ　Ｓｈｏｐ　Ｗｉｎｅ　Ｇａｔｅ　６４８ 「新規顧客獲得のための販促と商品力強化事業」

宮城県 リフレッシュサロンあおいそら ＢＳ（脳幹活性化）セラピーの普及・出張サービスの顧客開拓事業

宮城県 株式会社エステート齋藤 起業家と原状回復無しの空き家店舗賃貸契約マッチング事業

宮城県 株式会社アクトライズ 防犯カメラの販促チラシ配布とデモ機による成約率大幅アップ事業

宮城県 合資会社金谷豆腐店 「いつでも造りたて、手造り豆腐お届け」事業

宮城県 ＢＯＲＤＥＲＬＥＳＳ株式会社 新型の事前予約型駐車場システムによる販路拡大事業

宮城県 株式会社石巻津田水産 首都圏高級飲食店へ石巻の魚を売り込め！ＤＭ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
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

宮城県 株式会社宮城文化協会 ＷＥＢ（空撮）動画を活用したＰＲ支援サイトの作成事業

宮城県 株式会社ランプワークス 小規模事業者向けＵＴＭレンタル及びＣＴＩエージェント販路開拓

宮城県 北○ラーメン 高齢者・女性にやさしい「安心・安全」を提供する店舗づくり事業

宮城県 ＣａｎｄｌｅＣａｋｅ 大胆な保証を付けることで顧客ニーズに対応し販売促進を行う取組

宮城県 有限会社ＡＲＭＳ フォレオせんだい宮の杜　絆企画

宮城県 株式会社ベクトル 「あらゆる洋服の高付加価値　提案型リメイク」等広告事業

宮城県 株式会社創建築 「職人手作業と国産材にこだわる住宅の販路拡大のための広告出稿」

宮城県 有限会社島金商店 石巻地域の文化・素材を観光資源として情報発信するの為ＨＰ構築

宮城県 株式会社３Ｒ 高齢者に認知度を強化する訪問リハビリマッサージ新規客開拓事業

宮城県 マル仙仙台海産物株式会社 贈答品用の自社ブランド商品開発とその商品の販路開拓

宮城県 合同会社シュリーヨーガ ヨガで子育て応援！安心してレッスンができる環境作り

宮城県 カーボンフリーネットワーク株式会社 ウェブサイトの改善による新規顧客獲得事業

秋田県 あきた訪問フットケア 訪問フットケアの認知度向上に向けた「足のお悩み相談会」実施

秋田県 エモーショナルダイニング株式会社 団体客や県外客確保に向けた店舗改修整備事業

秋田県 有限会社いしとよ 緑の演出でお客様との出会いの場を広げる化粧品店の売上向上作戦

秋田県 株式会社ＥＣＯ－ＫＥＮ コメをテーマにした「花火ピザ」「食べる甘酒」の製造および販路拡大事業

秋田県 ＬＩＢＥＲＴＹ 秋田初！！“毛髪改善”ヘアリセッター導入とＰＲ強化

秋田県 株式会社イケコウ 住まいの新しい形「中古住宅＋リノベーション」のＰＲ大作戦

秋田県 有限会社藤倉商店 ガス屋さんによる料理体験教室で販路拡大

秋田県 株式会社ワンダーキッチン ２店舗の連携強化とテイクアウトメニュー開発による新規来店促進

秋田県 Ｈａｉｒ＋Ｄｒｅｓｓ　Ｏｒｎｅ スタイルブック制作（スタイル・貸衣装、メニュー撮影等）による新規顧客開拓と販路

秋田県 柴田行政書士事務所 生前契約から空き家対策まで遺品整理専門の行政書士がサポート

秋田県 有限会社御献上カスティーラ 当店人気Ｎｏ１極上濃厚「御献上チーズケーキ」の県外販路開拓

秋田県 有限会社岡田商店 卸売市場の強みを活かした老人介護施設向け地産地消給食の提供

秋田県 ｗａ－だいにんぐ呑 ただの飲み会じゃ嫌！女子会に選ばれる店への店舗改装

秋田県 株式会社リアルファースト 法人企業の新規顧客開拓のためのプライベート空間づくり

秋田県 庵河豚 河豚料理店のＰＲ力向上と店舗イメージアップ事業

秋田県 理容もてぎ リラクゼーション効果の高い新サービス開始と看板リニューアル事業

山形県 株式会社やまがたさくらんぼファーム 果樹園カフェの広報とオリジナルフルーツパフェの開発事業

山形県 有限会社渡辺電気工事 地元高齢者向け「電気・住まいの困りごと解決事業」立ち上げ

山形県 合同会社喜代松 営農型太陽光発電事業（ソーラーシェアリング）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

山形県 後藤屋肉店 栄養士の妻が作る米沢牛できたてコロッケ店頭販売による販路拡大

山形県 Ｄａｉｚｙｃａｆｅ（デイジーカフェ） 子育てパパ・ママが親子でゆった～りと寛げる空間を提供！事業

山形県 株式会社リンクス バブルサッカーの体験会とＰＲ活動による周知広報

山形県 ランチ工房いしこう ＡＲ広告を活用したチラシ配布等による新規販路開拓

山形県 つかさや旅館 海外からの宿泊客を呼び込む英語表記のホームページ作成

山形県 らいふマッサージ治療院酒田店 店舗診療部門の新規開設による顧客・販路拡大

山形県 株式会社新田 １ｍ巾草木染手織り生地の新商品開発による新分野顧客の開拓

山形県 ＹＥＢＩＳＵ亭 そば店としての認知度向上のための看板設置と昼宴会のリーフレット作成

山形県 尾形米穀店 離乳食で悩むママの為のお米「おっきなほっぺ」の定期販売

山形県 有限会社山形Ｅ旅 「着地型企画旅行」の市場調査と販路開拓、コンテンツ作成

山形県 株式会社彩静堂 オリジナルギフトセット「こだわってやまがた」の商品開発

山形県 株式会社ミキプロセス 自社Ｗｅｂサイトの再構築とネット媒体を利用した宣伝告知

山形県 緑茶園 地域住民同士の交流の架け橋となるお茶カフェの設置

山形県 ハナヤ花店 ふるさとの花で飾る家族葬。花屋のアイディア式場オープンのＰＲ

山形県 マリンアクアリウムバーＳｅａ　Ｄｒｏｐ 結婚式二次会プラン作成による販路拡大

山形県 そばきり八寸 新店舗移転に伴う「せいろそば」の販路拡大事業

山形県 永成食品 庄内浜の紅エビを使ったクッキーの新規販路開拓

山形県 ＫＡＰＩＬＩ－ＮＡ オリジナルアプリによるウォーターサーバーの営業販路開拓

山形県 食歌呑ぐぅ～・ちょき・ぱぁ～ 学生向け本物志向居酒屋のブランディング

山形県 株式会社ｕｎｉｃｓ “高齢者もがん患者もおしゃれがしたい”美容ボックスルーム開設

山形県 蔵王ゴルフ株式会社 空撮動画（ドローンを活用）を用いた女性ゴルフ客獲得事業

山形県 美翔ほんだ ４０代女性が好む着物・和装小物のラインナップ強化と店舗改装

山形県 やまがた健康ステーション ＡＲＥＧＡ（アーガ）水素水サーバーの企業・事業所への販路拡大

山形県 有限会社布施建材工業 自社オリジナル商品のブランディングと情報発信事業

山形県 田中写真館 まちの写真館の手作り菓子「ふもち」販売による来店向上策

山形県 株式会社情報技術サービス 独自パッケージの販売拡大のための顧客事例コンテンツの作成

山形県 株式会社旅館第一ホテル 出張タイムのｒｅｌａｘ♪ビジネス『ヒトリ』を楽しい時間に！

山形県 株式会社ラフライン サイン製作で認知度向上、そして地域に寄り添う薬局へ

山形県 ねぎびとカンパニー株式会社 ＯＥＭによる「山形のあたりまえ」「ねぎ寅くんシリーズ」の新規開発、販売

山形県 さと社会保険労務士事務所 女性経営者のための専門家サロン新設と育児ママの職場復帰支援

山形県 プチ・ノエル 県産大吟醸酒粕滑らかオリジナルプリンの製造・販売事業
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

福島県 株式会社有紀 電気の要らない自動ドア「オートドアゼロ」海外展開事業

福島県 有限会社アイアンドオプト 差別化情報発信と深視力計導入による固定客・新規客開拓事業

福島県 海楽亭　関根　裕昭 販路開拓・拡大を目的とした大型保管庫（冷凍庫）の購入

福島県 有限会社花かんざし 『安らぎ一番館』おもてなし環境整備事業

福島県 はみんぐはーと株式会社 弁当店の新規開業による集客力強化事業

福島県 株式会社ランプハウス 製品カタログ、ホームページの見直し更新による新規顧客の開拓

福島県 株式会社学べるコムネット 被災地児童の自立支援を促す学習環境＆学力向上サービスの提供

福島県 有限会社山庄商店 「地域ワクワク魅力発信基地」

福島県 よね治療院 治療院移転による院内環境の整備と広報による新規顧客開拓

福島県 株式会社新起 業界初「土木技術者の人材育成サービス」の立ち上げと販路開拓

福島県 株式会社エガワコントラクター 「喜多方産サフラン小分けパッケージ開発・販路開拓事業」

福島県 ｋａｒｙｕ 新規顧客獲得とリピート化のための宣伝ＰＲ強化プロモーション事業

福島県 有限会社ニューキムラヤ 福島県産白桃、りんごの加工技術の開発とスィーツの商品化

福島県 コンテンツ　ファソー 會津の新しい観光発信場所への店舗改装（地元客から観光客へ）

福島県 メディカルスリムソレイユ 飲食店との提携による美胃食メニューの提供およびＰＲ事業の展開

福島県 トータルケアクラブノンノン 男性の「自分磨き」を応援　メンズ脱毛・エステ事業

福島県 ひら井　合同会社 ホームページ・フェイスブック・看板による情報提供力強化事業

福島県 富久栄商会 販売拡大のためのコーヒー教室などによる積極的ＰＲ活動

福島県 活力再生麺屋あじ庵 新商品製造の為の加工場新設、並びに新商品・新店舗宣伝

福島県 株式会社今川屋 販路開拓のための贈答品・お土産用パッケージの開発事業

福島県 有限会社松本養蜂総本場 国産はちみつ使い切りタイプパッケージデザイン及び販路開拓事業

福島県 合同会社Ｉｎｃｏｎｔｒａ 猪苗代産品を使ったバーニャカウダソースの開発・販路拡大

福島県 株式会社オートパレス太陽 命を守る自動車タイヤの正しい選び方の周知と対面販売拡大事業

福島県 有限会社金水晶酒造店 純米酒のラベルを一新、ネット通販を利用して広告宣伝販路開拓

福島県 ＮＯＥＶＩＲ寺前北営業所 最新ネイルアートマシンで“べっぴんネイル”の提案

福島県 株式会社ＦＵＴＵＲＥ 生活に関するトータルサポート「お悩み事の救急隊」事業の展開

福島県 有限会社きくや生花店 商品の品質向上によるリピーター、新規顧客の獲得

福島県 株式会社タカマツ 足型測定器を活用した靴購入層の新規開拓事業

福島県 有限会社いがり商店 産地表示と新商品開発による風評被害払拭事業

福島県 有限会社ますふじ 新規・個人客獲得の為の新メニューの開発　「酒どころ福島」のＰＲ

福島県 スープカレー＆ダイニングｔｉｐｕ イベント空間の創出で売り上げアップ事業

6/7



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

福島県 株式会社Ｖｉｃｔｉｍ 看板・メニュー表の設置によるサービス内容の視認性向上事業

福島県 お菓子の家アリス 顧客満足度向上、新規顧客獲得と売上増を目指した店舗改装

福島県 みうらコレクション 商品データ化とネット販売システム構築による顧客増大、売上伸長

福島県 花小町 新規客獲得、リピーター率アップの為のサービス向上事業

福島県 中央水産株式会社 新たな客層を取り込むための商品充実及び店舗改装事業

福島県 ひばり法律事務所 スマホ専門コンテンツを中心とした新規開拓における広報戦略

福島県 大起造船工業株式会社 いわき市の観光拠点「小名浜港」の安全性ＰＲで誘客の拡大

福島県 株式会社アブソーブ 椅子・テーブル、空調の性能向上による５０代以上の顧客拡大事業

福島県 株式会社ファションタイム 女性顧客リピーター獲得のための和装レンタル着付スペースの改装

福島県 有限会社ピクセル マンガを活用した誰でもわかる啓蒙・販促ポスター制作販売事業

福島県 ハトヤ食堂 設備投資でうまれる空間利用による顧客増加と安全性の確保

福島県 晃立印章 東日本大震災により流失した思い出復元手助け事業

福島県 有限会社リムカンパニー ＨＰリニューアルによる新規顧客獲得と売上アップ
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