
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)

岐阜県 ランカジャパン株式会社 商品改良に伴いパッケージとホームページを刷新しての販路拡大

岐阜県 株式会社セサミライフ 顧客満足度を高める居心地の良い店舗空間の実現

岐阜県 有限会社三愛時計店 補聴器無料貸し出しによる『聞こえの体験』で売上アップ事業

岐阜県 ＯＮＤＯ（オンド） 「超低解像度絵画」新商品の権利化による保護と販路開拓

岐阜県 末広堂美濃アイス 清潔で合理的で効率的なアイスクリーム製造体制の確立

岐阜県 株式会社片桐商店 「コンサルティング型の肥料・農薬販売」

岐阜県 有限会社サンゲン 高齢社会での転倒抑制のための床面の滑り止め施工事業の販路拡大

岐阜県 有限会社丸志げ陶器 動画とレシピ本と商品説明Ｗｅｂページによる商品価値ＰＲ

岐阜県 三誠塗工 外周りリフォーム工事の「見える化」による新規顧客開拓事業

岐阜県 有限会社いなり大垣 女性目線で分かりやすさを追求したホームページ構築

岐阜県 ヒラタ産業株式会社 スポーツイベントの屋台出店から自店舗への新規客導引戦略事業

岐阜県 薬局ウヌマドラッグ 店舗の認知向上と顧客満足度の向上による来店促進

岐阜県 株式会社ビッグトラベル ビッグトラベル売込み大作戦！知名度・認知度アップ事業

岐阜県 ファームタケアキ トウモロコシジュース・ベジタブルジェラートの商品化と販路開拓

岐阜県 有限会社恵那 掘りごたつ導入による居心地が良い店づくり

岐阜県 ありが印刷株式会社 高齢者向け低価格・小ロット印刷を看板・シャッターでＰＲ

岐阜県 須田社会保険労務士事務所 営業拠点拡大のための業務進捗管理システム開発

岐阜県 株式会社笑顔グループ 包装加工機器を使用した青果加工サービス拡充に伴う販路開拓

岐阜県 萬楽飯店 店舗改装とフリーペーパーによる新規顧客獲得事業

岐阜県 株式会社Ｔｓｕｂａｓａ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ スマホアプリ「ＰｉＰ　ｉ　ＣＯＮ」の販路開拓事業

岐阜県 武内合資会社 消費者の低アルコール嗜好を踏まえた地産地消の新商品（梅酒）の開発

岐阜県 オイダ額椽有限会社 掛軸などを「歴史を感じる作品へと蘇らせる」修復技術の販路拡大

岐阜県 横山工業ミシン株式会社 お名前ワッペン用生地開発と新商品のインターネット販売戦略

岐阜県 滝本株式会社 法人向けＤＭとテントの魅力溢れるホームページの作成で販路拡大

岐阜県 みくに茶屋 “自然素材のやさしい灯り”製造販売計画

岐阜県 合資会社白木恒助商店 ビンテージ古酒専用パンフ等を用いた潜在市場発掘及び増販増客

岐阜県 十六兆 パッケージによる商品の見栄え及び単価向上による販売アップ事業

岐阜県 加登屋食堂 高齢者向けトイレの改修工事

岐阜県 カーボンファイバーリサイクル工業株式会社 炭素繊維再生工場集約化に伴なうＨＰ及び会社案内更新と販路開拓

岐阜県 ニッポーオート販売株式会社 店舗看板とホームページ刷新による新規顧客獲得事業

岐阜県 株式会社グリーンスマイル プロショップＰＲとスタッドレスタイヤ販売促進

岐阜県 丸直製陶所 卵の殻のように薄くて軽い“エッグシェル”磁器の販売強化事業

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

岐阜県 株式会社海外生活 グローバル人材育成のための海外教育部門販売強化

岐阜県 進風舎 新規顧客を獲得するための、ＰＲ事業

岐阜県 ＭＩＣ 英語「で」学ぶコミュニケーションスクールの販路開拓

岐阜県 花創人 本格的な寄せ植えを作るための、広く明るい教室づくり

岐阜県 家田紙工株式会社 ユネスコ世界無形文化遺産登録「本美濃紙」の販路拡大事業

岐阜県 石田塗装 「脱下請け」を実現する、新規客獲得のための広告宣伝事業

岐阜県 有限会社芥見地所 インターネットの需要拡大に伴う完全予約システムの導入

岐阜県 あけぼの理容 父親から息子への世代交代の為の外装看板の設置による当店の認識

岐阜県 晋山窯ヤマツ株式会社 自信を持って出せる商品とパッケージ作成による新たな市場開拓

岐阜県 有限会社片田組 新たな工法によるコンクリート構造物の老朽化対策

岐阜県 有限会社片岡電工 ホームページによる認知度の向上と販路開拓

岐阜県 株式会社Ｈａｉｒ　Ｒｅｓｏｒｔ　ＹＯＫＯ ロングヘアの若年者層メニューの充実による新規顧客の獲得

岐阜県 有限会社角鍬商店 外国人観光客の国内外の購入を促進する仕組み作りのＨＰ強化事業

岐阜県 はーと木造住居スタジオ 来店型リフォーム相談窓口開設に伴う顧客獲得、受注拡大の実現

岐阜県 ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 岐阜から発信する完全オーダーメイドウェディング販路開拓事業

岐阜県 小林薬房 広報活動実施による利用客増加計画

岐阜県 株式会社Ｋｓ．ハート 購入型クーポンサイト「ｇｏｏｄｙ」の販路開拓を目指す広告宣伝

岐阜県 内外自動車株式会社 新規顧客獲得のためのＤＭ作成送付及び展示販売会への参加事業

岐阜県 株式会社ワンズホーム 発達障がい児の早期療育実現のための販路開拓

岐阜県 どれっしんぐ 女性客の年齢に応じたスタイルに応えるサロン理容室

岐阜県 株式会社助六 料亭ならではの冠婚葬祭、料亭ウエディングに特化したＨＰの製作

岐阜県 有限会社エキップ 輸出業から輸入業も含めた総合貿易業への事業拡大と国内販路開拓

岐阜県 有限会社早野研工 板金屋が作る！“オリジナル”ドッグゲージ

岐阜県 株式会社大竹建設工業所 四代目に事業承継　～社名看板＆ホームページリニューアル～

岐阜県 長谷川接骨院 安心安全で来院できる駐車場の環境整備でサービス向上を図る。

岐阜県 ｌａ　ｖｉｅ（ラヴィ） ホームページのリニューアル及びスマホサイトの制作

岐阜県 金秋酒井製陶所 顧客とのコラボによるオーダーメイド食器の開発と販路開拓

岐阜県 カットサロンマイ おしゃれなシニア世代に向けてのＰＲ看板設置と地域情報誌に広告掲載

岐阜県 賀雲堂 書道教室拡大に向けたＰＲ事業

岐阜県 株式会社本郷 グルメ系イベント出店による販路開拓事業

岐阜県 飛騨牛のこもり 飛騨・美濃すぐれもの“飛騨牛”県外集客強化事業

岐阜県 ＤＥＷＳ　ＣＲＥＡＴＥ 新スタジオ増設による新規会員獲得
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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

岐阜県 株式会社彩楽 産婦人科のエコー（超音波検査）動画配信サービスの提供事業

岐阜県 株式会社みらい 新規顧客獲得、弊社及び保険事故軽減のＰＲ事業

岐阜県 有限会社美濃サービス工場 できないなんて言わない！国産車同様のサービスを輸入車にも拡充

岐阜県 土地の果実 お客様の不動産相談用リーフレット作成等による顧客獲得

岐阜県 有限会社クッチーナ ２０代・３０代を中心とした若年層取り込み事業

岐阜県 鉄板焼金三 座敷を活用した新規顧客獲得に向けた広告宣伝事業

岐阜県 向井正義税理士事務所 向井方式月次決算書の販路開拓、向井税理士事務所の広告宣伝

岐阜県 寿司幸 顧客管理とサービスの向上で「和食」文化を伝承

岐阜県 有限会社アートクラブ 店舗演出の見直しと当店の存在価値を高める宣伝・販売方法の確立

岐阜県 リングリンク とんかつ宅配店販売促進の為の、チラシ作成、配布、ＨＰ改修

岐阜県 エンジニアリングホーム株式会社 空家を資産として有効活用する「マイホーム借上げ制度」の普及

岐阜県 民宿よしだや 新規顧客獲得に向けた販売促進事業

岐阜県 光華整骨院 医学的治療を取り入れたエステの広告宣伝による販路拡大事業

岐阜県 野口社寺建匠 日本の伝統的宮大工技法を後世に伝える販路拡大事業

岐阜県 有限会社アラジン 「懐かしのおもちゃコーナー、パンフレット」製作、販促事業

岐阜県 株式会社曽根材木店 広報ツール「バリアフリーで快適リフォーム」の作成と公開・配布

岐阜県 有限会社今井モータース Ｈｏｎｄａ車のシニア世代への訴求と、カタログブースの新規開設

岐阜県 有限会社岐東薬局 かかりつけ薬局の機能強化と認知度向上事業

岐阜県 有限会社オフィスフジタ 自社サービスを日本全国へ！ホームページ開設で新規顧客開拓

岐阜県 有限会社いちい塗装 看板設置とネット活用による新規一般顧客への販路開拓

岐阜県 有限会社岩島屋 地元精肉店による女性の社会進出サポート

岐阜県 御菓子処　黄金堂 女性に人気な「羽島愛す」を主体としたブランディングとネット販売

岐阜県 株式会社Ｋｉｒｅｉ 人材育成と癒しのノウハウで放課後等デイサービスを行う事業

岐阜県 ファインズ株式会社 代理店の集約と組織化実現のための事務所効率改装による販路開拓

岐阜県 ミニッツラウンドゴルフ株式会社 ミニッツゴルフスクール５０歳以上向け宣伝広告強化事業

岐阜県 ペット霊園愛の森 ＊納骨堂棚増設で、更なる売上アップを図る

岐阜県 わんちゃん美容室　ＬａＮａｔｕｒｅ ペットの美容と健康のトータルケアを浸透させるＰＲ活動

岐阜県 社会保険労務士増田事務所 ＨＰを活用したメンタルヘルスチェック義務化に伴う研修提案事業

岐阜県 有限会社パックパックス フレキシブルレイアウトの導入による集客強化事業

岐阜県 ＤＤＲ 企業や商品の魅力を引き出すワンストップ型ブランディング

岐阜県 ヘアーサロンＴＯＭＩＤＡ ホームページ・宣伝広告による新規客の獲得と付加価値型サロン経営

岐阜県 株式会社松岡屋フードセンター テイクアウト料理の受注増に向けたホームページリニューアル事業
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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

愛知県 ＬＩＦＴＯＦＦ（リフトフ） ペレット業者、薪ストーブ業者とポータルサイト連携で販路を拡大

愛知県 株式会社秀榮 新商品「海鮮煎餅」を開発し、名古屋名菓のお土産・手土産に！

愛知県 フォトスタジオ　Ｎｅｏ　Ｐｒｉｎｃｅｓｓ 子供向け写真撮影キャンペーン実施による集客アップ化事業

愛知県 シバタテクノテキス株式会社 カラーデニムを世の中に広める為の販路開拓事業

愛知県 ナザレうどん 独自メニュー『ナザレうどん』の広報強化による売上アップ計画

愛知県 有限会社プロスパープロジェクト 認知度の向上と提携先企業増加による販路拡大及び人員増強！

愛知県 とんかつ高和 『テイクアウト＆宅配弁当』で新規需要を発掘する販促事業

愛知県 強育塾 スマホサイトを生かした小予算での知名度、認知度の向上施策

愛知県 有限会社柴田ふとん店 良質な睡眠環境を提案する「チラシ製作」により新規顧客獲得事業

愛知県 から揚げ専門店まる芳 外国人観光客にむけたから揚げの広告宣伝、販売促進、人材の雇用

愛知県 株式会社グローバルママ・ゲートウェイ 再就職希望の母親に対し乳幼児同伴の共学の場と雇用機会の提供

愛知県 株式会社トリム １社寡占リスク回避目的の民需開拓用Ｗｅｂ広告とメール連動集客

愛知県 有限会社マサル産業 ＩＴとファッション誌を活用した自社製品の直販チャネル開発事業

愛知県 稲垣睦人カイロプラクティックオフィス 産後の不調に悩む主婦を救う、ホームページ作成事業

愛知県 三邦株式会社 高齢者等の消化吸収能力を補い、適正な栄養を摂取させる新規食品の開発

愛知県 株式会社バイオコア 害虫駆除・特殊清掃サービスの営業活動強化事業

愛知県 有限会社アートスクリュー サポインの採択案件である高機能緩み防止ボルトの販路開拓

愛知県 ヘアーサロンじゅん アロマオイルエステによる新規客獲得等を目指した店舗改装

愛知県 グランディエール　フタバ 高齢者が利用しやすいサロン空間の開発及びその販促事業

愛知県 Ｂ　Ｓｔｕｄｉｏ インターネット動画等で司会者候補を集客しスキルアップ研修開催

愛知県 Ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＶＩＤＡ 市内唯一新メニューＰＲとサインプロモーションによる新規顧客開拓

愛知県 ダイニングバー８ 新規客獲得のための看板設置と店内外イメージの刷新

愛知県 株式会社Ｓｐｌｅｎｄｏｒｅ 放課後デイで行っている発達障碍児への療育理解と販路拡大事業

愛知県 下城板金工業有限会社 技術力と同業ネットワークを活用した住宅リフォームの販路開拓

愛知県 株式会社Ｊａｐａｎ　Ｆｏｏｄ　Ｅｘｐｅｒｔ 四季の地元野菜を活用した「星が丘スムージー」の商品化とブランディング

愛知県 たけしま接骨院 体験型イベントによる新規顧客獲得事業

愛知県 手打ち蕎麦野和 ～火災からの復興～既存客への店舗移転の周知及び新規顧客開拓。

愛知県 ダンススタジオＤＥＰＴＨ 西三河初のスタジオ空間造りとフィットネスプログラムによる新規顧客獲得！！

愛知県 有限会社人の森 訪日外国人旅行者向け体験型地域観光の開発・販売促進

愛知県 株式会社城登屋 移動販売車両を活用した「買い物弱者」支援対策事業

愛知県 有限会社小ざくらや一清 新商品の告知キャンペーンによる若年層顧客の獲得

愛知県 株式会社りんねしゃ オリジナル北海道ブランド商品の開発と販路拡大事業
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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

愛知県 有限会社豊給食 食を中心に高齢者・単身者から一般家庭の買い物サポート戦略

愛知県 株式会社メイセイ 加工品の本格製品化及び店舗の広告強化による収益アップ

愛知県 株式会社ビセコ 戸建オーナー専門アプリ「いえピカ」の開発・販路開拓

愛知県 株式会社ＮＥＸＴＡＧＥ ご当地名物を中心とした『幹事様向け景品セット』のネットショップ販売

愛知県 有限会社木の家企画 新しいパーマメニュー導入と広告宣伝による集客力向上

愛知県 株式会社ウェルビレッジ ・チラシ、看板、パンフレット作成、イベント等による集客アップ事業

愛知県 美空間　華 女性向け「よもぎ蒸し」事業の立ち上げと広告宣伝

愛知県 ＦＰオフィス結Ｙｕｉ 「人生の終わりを見つめ今をよりよく生きる」終活総合プランニング

愛知県 Ｐｕｂｌｉｃ　Ｈｏｕｓｅ　Ｔｈｅ　Ｓｗｉｎｇ　Ｇａｎｇｓ 集客の為のテストマーケティング事業

愛知県 リ・マルサンヘアー 先端のバイオサイエンスを使った育毛、頭皮改善施術の為の空間作り

愛知県 株式会社中部デザイン研究所 補聴耳カバー「私のミミ」市場導入のためのウェブサイトの立上げ

愛知県 株式会社エミシア 小児障がい専門リハビリマッサージの普及・販路開拓

愛知県 永井建築所 認知度向上とプランニング力強化によるリフォーム工事の売上拡大

愛知県 ｉｎＧｒａｓｓｙ株式会社 歩行訓練用遊歩道の整備による既存利用者利用率向上と新規開拓

愛知県 大衆割烹菜菜魚魚 ・豊浜漁港の新鮮な魚介類を今池に直送し販売する事業

愛知県 伊藤保険事務所 「保険選びを通じ一生涯フォローします！」ネット活用で新規開拓

愛知県 ＳＯＲＡＰＬＵＳ株式会社 イベント開催と広告増強による新規開拓

愛知県 名古屋工業株式会社 新規顧客獲得のための企業サイトリニューアル

愛知県 プライム・サービス 野球に特化したチラシと学校のニーズを反映したＨＰによる販路開拓

愛知県 株式会社ＤＥＮＴＡＬ　ＬＩＮＫ 歯科医と患者のための補綴物紹介ＰＲツールによる拡販事業

愛知県 Ｂｅｅｒ　Ｓｔａｎｄ　Ｖｉｇｏｒ ２４時以降の新規顧客獲得のためにターゲットを絞った販路開拓

愛知県 高瀬麗子税理士事務所 相続フルサポートモデルの確立アピール事業

愛知県 有限会社オートネットワールド 地元の高齢者ドライバーへの永続的な安心安全運転支援事業

愛知県 大和屋仏檀店 未来へ繋ぐために、感動の“仏壇の洗濯・修理をＰＲ”

愛知県 有限会社さが 自社チラシ・ＨＰ・焼印・シールの作成による周知と販売促進事業

愛知県 株式会社タカキ薬局 不妊漢方相談専門店の認知度を高めるための広告事業

愛知県 株式会社石巻柿工房 地域資源を活かした果実加工商品のチラシによる売上アップ事業

愛知県 有限会社レックスシステム ＸＰからの乗り換え需要に対応！　新規顧客獲得プロジェクト

愛知県 ヘルメス株式会社 独自製法の木調風ウレタン成型品で、ＰＯＰ広告業界向け販路開拓

愛知県 玄米と大自然の恵み　情熱弁当 買物弱者の健康生活を応援・無添加冷凍惣菜インターネット販売

愛知県 イー・ミライ株式会社 元気な高齢者向けサロンの開設

愛知県 ＲＡＤＩＡＮ 自社製造の靴・バッグの販売及び革小物ワークショップの開催。
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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

愛知県 株式会社アイエコアップ 地元での「女性社長の床下専門企業」としてのブランド確立戦略

愛知県 カフェ＆キッチン　ｙｙ クッキングスタジオ開催によるカフェの知名度アップ・集客力の拡大

愛知県 アトリエＣｏＣｏ 女性の夢を実現する「早く」「安く」「爪を傷めない」イージーネイルの展開

愛知県 Ｍｙ　Ｓｔｙｌｅ 社員も業績も元気な会社にするＬＴＷ講師の育成と広報強化

愛知県 株式会社ホワイトベアー 広告（パンフ・チラシ・看板）による新規サービスの告知強化

愛知県 ＴＯＭＯＳ（トモス） 店舗の魅力向上！カフェ展開による来店顧客獲得。

愛知県 株式会社市基 顧客のご家族と、地域に住む男性と子どもへの健康と運動の指導

愛知県 株式会社ＡＬＷＡＹＳ ブランド構築の為の知名度向上

愛知県 愛幸建設株式会社 笑顔で幸せに暮らせる住まいづくり。快適な作庭とリフォーム！

愛知県 イベントカンパニー　スージーハウス 海外展示会への出展及び英語チラシ配布による海外知名度アップ

愛知県 有限会社ピーシースタイル 看板・店舗改装でパソコンスクールを充実させ新規顧客を獲得！

愛知県 ミモザ 中高年向けサロンとしての認知度ＵＰと定期顧客増加事業

愛知県 株式会社セキ オフィスプランニングの周知徹底と新規顧客開拓

愛知県 マルホ産業株式会社 ３Ｄハンガーによる、コア事業の確立

愛知県 株式会社セーフティーライフ 当社独自開発製品の国内外への認知度向上事業

愛知県 寿しなべ 女性客、高齢者等の新規顧客獲得のための店舗内の快適空間の構築

愛知県 流星釣具 顧客それぞれのオリジナルデザイン塗装製品の製作開発

愛知県 ＷＩＮＥ　ＤＩＮＩＮＧ　Ｍｕ 持ち帰り専用の冷凍プリンの認知度アップと販売促進

愛知県 有限会社洋菓子チロリヤン 好立地を活かした外壁・看板リニューアルによる新顧客層の開拓

愛知県 有限会社シェリール 顧客のブライダルニーズ対応ホームページによる集客アップ事業

愛知県 株式会社びーばー 地元代理店保険ショップを知ってもらう販売促進活動

愛知県 山勝染工株式会社 Ｗｅｂページを使った、新規顧客の獲得と新商品の販売

愛知県 Ｇｕ・ＲＡＤＯ
・四葉食用クローバーを水耕栽培施設により安定供給して販路開拓に繋げる事
業。・ホームページとチラシを活用して商品の販路開拓に繋げる事業

愛知県 キュリオステーション滝子店 「若年層向け」、「買い物弱者向け」の新規サービスの開設

愛知県 田奈加商店 なすを化粧品の原料に有効活用！蘇るビーナスの微笑み

愛知県 ヘアーサロンオクヤ お顔そり美容法・育毛の認知度アップによる新規顧客獲得事業

愛知県 有限会社宮田不動産 ファミリー層と落ち着いて打ち合わせできる店舗空間への改装計画

愛知県 お茶処吉乃庵 名物わらび餅をインターネット通販することによる販路拡大

愛知県 川崎税理士事務所 高齢者や障害者の安心を守る成年後見・遺言制度の利用促進

愛知県 株式会社ＳＰＩＣ東刈谷 「エステ事業」拡充による新規顧客開拓・売上拡大

愛知県 有限会社オールデイズ 販売促進活動による営業地区の拡大と新規顧客獲得

愛知県 松井食肉産業株式会社 商圏拡大・認知度アップの為のチラシ作成・配布と誘導看板作成
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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

愛知県 株式会社グランスポーツ 新規顧客獲得に向けた新メニューの提供

愛知県 株式会社アウテック松坂 自社育成大工職人ネットワークを中堅工務店へＰＲ、新規顧客開拓へ

愛知県 国府宮ジェラートユーグレナ いなっピーアイスもなかの製造効率の向上と販路拡大

愛知県 有限会社大野屋 お客様に、認知しやすい看板、外壁改修工事。

愛知県 株式会社たびきちインターナショナル ホームページのリニューアルによる「本格的な翻訳」のＰＲ

愛知県 株式会社ひさや 快適な『老舗うなぎ屋』へ進化

愛知県 株式会社武住建 スチールハウス住宅受注増強のためのＰＲ活動

愛知県 株式会社かねまさ 「揚げたて手み揚げ１２撰」ブランド強化に向けた直売店改装事業

愛知県 株式会社ユナイテッドユニーク 障害学生のための就職支援

愛知県 株式会社留学情報社 パンフレット・インターネット活用による新規顧客開拓事業

愛知県 ＰＲＩＮＣＥＳＳ 「女性の看板屋」ＷＥＢと実店舗、オムニチャネル販促戦略の展開

愛知県 トヨダ印刷株式会社 小ロット多品種かつ高品質でのカラー封筒印刷の提供サービス

愛知県 ｆａｍ　ｈａｉｒ（ファムヘアー） 「家族みんなで通えるサロン」のための機器導入と広報活動

愛知県 有限会社バラエティ 高齢者が来店しやすく長居ができる店舗化による販路開拓

愛知県 ランコレクション 目標達成個別プログラムと健康増進ランニングサポートクラブ

愛知県 ＭＩＫＵ株式会社 日本初、国産スペルト小麦使用グラノーラの販路拡大

愛知県 株式会社アシスト 工場をもつ企業者に向けたＤＭで高性能遮熱材の販路拡大

愛知県 桜井彫刻所 新ソフト導入による外国語名称に強い彫刻銘板屋売上増加計画

愛知県 有限会社水野楽器店 音楽教室の開講と新サイトの構築

愛知県 有限会社エルハス 薄毛、細毛が改善できるヘッドスパ導入で来店促進と新規集客活動の強化。

愛知県 有限会社油八 路面店の強みを活かした会話も弾むカフェ感覚のショップづくり

愛知県 ライフプラス 愛知の木材工場の伝統技術を使った新しいデザイン家具の販売促進事業

愛知県 愛徳工務店 愛知産材木の素晴らしさ発信事業

愛知県 Ｉ－ＭＡＫＥ　豊橋二川校 英会話需要を見据えた格安レッスンの認知度ＵＰと新規客獲得事業

愛知県 ＧＲＥＡＴ・ＳＡＫＵＲＡ株式会社 名古屋で唯一のマルチ言語対応語学学校、生涯学習事業計画

愛知県 有限会社ウィッシュ ネイル施術同時間内での光フェイシャルエステの実現

愛知県 グリーンハウス株式会社 『中古マンション＋リノベーション』の認知および魅力の訴求

愛知県 グラストップ株式会社 ホームページ導入による新規顧客開拓ならびに特約店制度の確立

愛知県 有限会社知立一心堂 手作り衣類、雑貨用のタグ用オリジナルスタンプの開発・販路開拓

愛知県 湧書館 神道、哲学思想、全集叢書書籍を中心とした集客・販売促進計画

愛知県 ａｔｅｌｉｅＡＲ オーダーメイドのブライダル衣裳の受注・製作、販路開拓。

愛知県 美容室ｒｅｂｏｒｎ シルバー世代のためにカットや今までにない白髪染めの新規開拓
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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

愛知県 リストランテ　グラッパ グラッパの味をご家庭へ。お持ち帰り満足プロジェクト

愛知県 株式会社みのる 当店の質の高い『おばん菜』の拡販を目指した百貨店出店

愛知県 株式会社あいち補聴器センター 補聴器・聞こえの補助器のネット販売強化事業

愛知県 ヘアースタジオ　髪ＩＮＧ 中高年女性をターゲットとした新サービス提供による新規客獲得

愛知県 株式会社シェール こだわりのオンリーワンジュエリーを拡販するブランド戦略の展開

愛知県 株式会社シーケー 止水・浸透性防水ハイブリッド化製品の新規開発と販路拡大事業

愛知県 株式会社永賢組 企業へおおよその工事費用がわかる建設工事冊子配布活動

愛知県 谷口会計事務所 『飲食店専門会計事務所』＝ハイブリッド広報による新規顧客獲得

愛知県 株式会社ジャパンステーションズ パソコンデータ消去事業に関する販売促進

愛知県 有限会社フランス屋 出窓レンタルギャラリー大作戦　ｉｎ　レンタルギャラリー池下２１１２

愛知県 有限会社ワイ・エッチ・ワイ 鹿皮革オリジナル鞄の企画開発・販売

愛知県 株式会社ジー・シップ ネットの活用による食品に特化した貨物利用運送事業の推進

愛知県 株式会社ワセ田 ガソリン軽油等及び関連商品の販売促進

愛知県 Ｌ＆Ｄコミュニケーションズ株式会社 身近な「話し相手」業の啓蒙及び確立

愛知県 株式会社ウィステリアプラスワン 「こんなに白かったんだ」白い歯をあなたへ、ホワイトニングの販路開拓

愛知県 高香園 「手摘みのお茶」ブランドイメージ統一化とネットによる販路開拓

愛知県 山六瓦工業株式会社 外壁材の販路開拓のためホームページ作成

愛知県 バルト工房 新生児のそのままの手をクリスタルガラスで永遠に残す記念品事業

愛知県 Ｌｉｎｏ 高齢者、身障者に特化したサロンの設備導入と認知度向上

愛知県 株式会社Ｒ＆Ｋ スマイルリングプロジェクト促進による新規顧客獲得

愛知県 有限会社ドラゴンスクリュー ネットと動画による集客強化・販路拡大・顧客満足度アップ事業

愛知県 トータルビューティ　Ｓａｉ 美容カイロプラクティックの認知度ＵＰと定期顧客増加事業

愛知県 ユナイテッドエンタープライズ合同会社 中食用商品の開発及び販路の開拓

愛知県 株式会社ナゴノコンサルタンツ 『数字に強い経営者を育成する』事業のＰＲによる新規顧客の獲得

愛知県 ジェイ・エヌ・エス株式会社 ・医家（医師・歯科医師等）向け販売の拡充とネット販売による販路拡大

愛知県 浜田行政書士事務所 セミナーＰＲによる新規顧客開拓

愛知県 Ｓｎａｐｐｅｒｓ
プロダイバーが考える水中撮影補助機材の開発事業強化の為の３Ｄプリンター導
入

愛知県 ヘアーワークスもり 受動喫煙防止と育毛新サービスの実施とその広報

愛知県 ヤマトパン株式会社 ホームページを活用した、ご当地パンと当社情報の発信

愛知県 有限会社一期自動車 会員サービス「頑張るお母さんサポートクラブ」の創設と展開

愛知県 株式会社コネクティボ クラウドサービス「見積Ｒｉｃｈ」の販促計画事業

愛知県 有限会社大平自動車 車室内クリーニングによる女性中心の新規顧客獲得、売上増加
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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

愛知県 大友産業株式会社 実店舗開店による新規顧客の開拓と売上の増加

愛知県 有限会社亀屋芳菘 インパクトのあるＮＥＷアイテム開発と異物混入撃滅事業

愛知県 茶処賓水園 茶堂のある日本茶インストラクターの店をＰＲする看板設置

愛知県 ＮＡＮＫＵＲＵ 大手ブライダル情報誌への広告掲載による新規顧客の獲得

愛知県 プラーナ整体院 高齢者施設への出張ヘッドスパサービスの開始とＨＰ制作

愛知県 ＭＯＴＨＥＲ’Ｓ　ＬＩＴＴＬＥ　ＨＥＬＰＥＲ 古き良き物を次世代に伝え、物の価値を知って貰う為の店舗改装

愛知県 ＡＩ経営　湯浅浩一税理士事務所 ＭＡＳ監査業務を中心とした弊社の強みを活かした販路拡大

愛知県 パティスリーヴィヴィエンヌ 魅せるスイーツ・販売促進計画

愛知県 有限会社村田工業 新規事業「同業者向け鋼板加工サービス」の展開に向けた販路開拓

愛知県 サムギョプサル専門店　テジ 女性目線によるトイレリフォームで顧客満足度向上、来店客増加

愛知県 株式会社エディラボ 中古マンションリノベーション事業の周知拡大

愛知県 株式会社ジーコネクト 販売促進サービスから企画・デザイン・製作までのワンストップ化

愛知県 さくら社会保険労務士法人 社員が安心して働けるマイナンバー制度管理システムの販路開拓

愛知県 有限会社オンザラン 日本唯一！弦楽器の調律技術師が音楽人口増加を目指しＨＰ改修

愛知県 司法書士しょうむら事務所 空き家のイメージをゆるキャラを使って激変させ、利活用を促す

愛知県 有限会社城崎デザイン研究所 「デザインと地域産業との融合」の為の広告宣伝事業。

愛知県 防災プロバイドサービス オリジナルノートの試作開発及び認知度向上のためのＰＲ事業

愛知県 有限会社ポッケ 新規顧客開拓・売上向上のためのＨＰシステムの改善

愛知県 株式会社春光社 自由に遊ぶ子どもの笑顔と姿を写すスナップ写真スタジオ解説事業

愛知県 ゆたか社会保険労務士事務所 中小企業が活性化する採用支援を絡めたサービスの販路拡大

愛知県 有限会社建塗 住宅リフォームにおける一般消費者の不安解消を図る販促強化事業

愛知県 有限会社東海太鼓センター 教室稼働時間の増加による会員拡大、講師雇用、販路拡大

愛知県 株式会社ドリーム・ワン 高齢者を中心とした喫茶店への改装とその取り組み

愛知県 ブラッドノット オリジナルブランド『Ｏ－ＲＥＸ』商品の新規開発と販路拡大、開拓

愛知県 株式会社田島工務店 集中豪雨被害に備えた事前対策を個人顧客へ情報発信するスマホ向けＨＰ製作

愛知県 株式会社ハウジングコンサルティングファーム 住宅取得支援サービス「お家の進路相談所」の新規顧客獲得事業。

愛知県 株式会社太飛 営業ツールとして強みをＰＲできるチラシとホームページの制作

愛知県 株式会社サンデザイン 住宅リノベーション事業への進出、販路開拓

愛知県 ル　ピニョン 攻めの顧客開拓による売上拡大

愛知県 サンソー技研株式会社 独自技術による土木用空洞充填材料の販路拡大事業

愛知県 海苔辰 おいしい天然海苔の広告・ホームページ作成による販路拡大事業。

愛知県 有限会社フォレストアロウ（屋号：守屋塾） 子どもを持つ女性向けの生涯学習講座新設で認知度向上と販路拡大
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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

愛知県 畳の落合商店 情報発信力強化による認知度向上と新規顧客の掘り起こし

愛知県 ブラックキャットスニーズ 姫コラソンの顧客満足度・知名度・動員力・売上ＵＰチャレンジ

愛知県 株式会社Ｌｕｎａ 内照式省エネ型ＬＥＤ看板の販路開拓事業

愛知県 株式会社ＧＥＮＴＬＡＤＹ ワインに特化し、見て！選んで！楽しむ空間をもった店舗改装事業

愛知県 株式会社アイ・クオリア ＳＡＣＤアルバム制作によるＤＳＤ方式録音再生機器のＰＲ活動

愛知県 株式会社大中環境 ハウスバスターズで業界革命！明瞭会計！高リサイクル率！

愛知県 Ｈａｉｒ＆Ｃｕｓｔｏｍ　Ａｉ－ｎｅｙ　Ｆｉｌｍ アイラッシュの導入で新規客を開拓

愛知県 合同会社はつなみ 新規顧客取り込みを図る『広報戦略』事業

愛知県 ネクサス 【裏ももダイエット】認知度拡大と全国展開への準備

愛知県 株式会社ｔｅｎｄｒｅ 高齢者の集客力を高める為のユニバーサルデザイン化と告知活動

愛知県 スプリンワークス 生活雑貨を販売するネットショップのＰＲ活動と販売促進事業

愛知県 ＲＥＡＬＩＳＴＡ テイクアウト、通販用メニューの開発及び販売促進

愛知県 株式会社のむら昭次酒店 幸せな自然派ワインの販路拡大のためのＨ．Ｐ．開設

愛知県 ＬＩＢＥＲＡＬ 軟水を使用した、フルボ酸と炭酸泉プレミアムケア

愛知県 Ｆｒｅｅｄｏｍ 近隣地域の美意識の高い方をターゲットとしたＰＲ事業

愛知県 ＣＩＣ株式会社 二層構造皿・国産本革コースターの開発とＢｔｏＢ取引への参入

愛知県 株式会社ＤａＬａ　Ｆａｒｍ 外国人顧客を集客！ＷＥＢサイト多言語化、スマートフォン化事業

愛知県 株式会社ＡＲ 新規事業の開始及びそれに付随する従業員の雇用。

愛知県 株式会社ティーケイ商会 チラシ作成・ＨＰ新設による新規顧客を獲得する販路拡大事業

愛知県 ピルビスサロンＳ 骨盤エクササイズを指導する骨盤マスタリー養成講座の告知

愛知県 Ｐｏｎ　Ｐａｄｄｙ　ｈａｉｒ　ｌｉｆｅ 全施術炭酸泉によるトータルエイジングケアの強化による集客

愛知県 有限会社ガレージ・ケイ 顧客満足度アップの為の看板改装と新たな車両購入提案の為のＰＲ事業

愛知県 美容室シーン 家族で通える髪と心のドクター美容室を目指す

愛知県 株式会社ａｉサービス 店舗の認知度向上・新規顧客獲得のための複数看板設置、チラシ作成

愛知県 株式会社メカメイト 充実したホームページ作りによる国内外合わせた販路拡大事業

愛知県 株式会社アイエリア 地域活性イベント「体験型謎解き」のパッケージ化及び広告宣伝

愛知県 株式会社スノーム 事務所内と地域で支える総合心理支援事業

愛知県 ケイフードサービス 共稼ぎ子育て世帯を取り込み売上アップする為のチラシ作成とＰＲ

愛知県 株式会社亀忠 ホームページで集客！提案営業でルートセールスからの脱却！

愛知県 エス・ジー・オー・カジワラ スマホ対応サイトからの情報発信による新規顧客拡大事業

愛知県 合同会社ビークルフィールド
レーシングシュミレーターの告知による新規顧客獲得とオリジナルバール通信販売
による

愛知県 中部エコバイオ合同会社 ダイレクトメールの送付による新規顧客獲得
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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

愛知県 株式会社米庄 米の真空包装による商品の高付加価値化事業

愛知県 パソコンくらぶ　安城御幸本町教室 １０代～３０代の若年層顧客開拓とスクールイメージアップ事業

愛知県 ＳＣ　ｓａｌｅｓ　ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ株式会社 自社ＨＰの開設とネットショップ「ＳＣサインズ」の販売強化

愛知県 株式会社ヴィラルージュ 顧客へさらなる特別感を！ＶＩＰコーナー増設で顧客満足度促進

愛知県 株式会社ファイブスター 独自ノウハウで、特殊法人向け会計アドバイスによる販路開拓

愛知県 有限会社滝川 ビジネスマン向けセカンドオフィスのサービス向上・広報

愛知県 株式会社寺田商会 省資源で環境にやさしいテントシート製品の目的別拡販と認知活動

愛知県 シースケープサーフ サップ普及のための広報活動などによる新たな事業の確立

愛知県 有限会社ミスタービルダー セカンドライフを学べるサロンを開設し高利益率の新規顧客を獲得

愛知県 有限会社人形の川秀 「自慢のコレクション」収納ケースを提案。新規顧客の獲得計画。

愛知県 有限会社仔馬 老舗洋食屋の初めてのネット販売による新規顧客開拓

愛知県 株式会社ＭａＧｏＲｏＫｕ 大学と連携した訪問看護事業所立ち上げに伴うネットワーク構築

愛知県 有限会社クズハラゴム 見積作成アプリ作成＆案件フォロー同期化で顧客開拓強化

愛知県 株式会社ｓｈｉｎｏ 水槽の中の癒しのオアシス「苔ジオラマ」の顧客獲得に向けての活動

愛知県 マルタケ株式会社 リフォームや住宅設備機器の申込みをインターネットでお手軽に！

愛知県 株式会社ＴＥＹＡＮＧ 地域の活性化、名古屋韓めしの知名度向上とお客様の健康の為に

愛知県 英友システム株式会社 試作版システムを活用した介護情報システム市場への進出と販路拡大

愛知県 べじこ 商店街活性化のためのマンガ広告制作事業

愛知県 胤春ハーベスト株式会社 「放課後等デイサービス」施設の開設に伴う広報活動

愛知県 フェイシャルサロン　ララジュエル ＯＬ・子育てママが安心して通えるもみほぐし店の設備整備事業

愛知県 有限会社安食建設 赤外線サーモグラフィ等を使用した動画コンテンツの配信

愛知県 株式会社正札堂 顧客満足度向上！ホームページ・顧客様・スタッフのシンクロ計画

愛知県 三河工芸ガラス美術館 施設改装による旅行代理店との提携拡大

愛知県 川本弘基行政書士事務所 単一料金制度の導入と短期集中広告による販路拡大

愛知県 アートジュエリー緑 【ジュエリー加工の認知度向上による、売り上げ拡大】

愛知県 株式会社ワイズ 車全般サービス店への改装による顧客囲い込み戦略

愛知県 株式会社トータルマジック 『笑い』『感動』『驚き』で介護現場を笑顔に！マジックケアの普及促進

愛知県 Ｋ’Ｓマシナリー株式会社 技術に特化した３か国語のホームページによる売上向上計画

愛知県 ふじさわ整骨院 情報弱者に対する支援による新規患者層の取り込み

愛知県 株式会社アイル 売上げ拡大の為の販売商品の拡充

愛知県 東陽住建株式会社 新商品ＰＲのためのカタログ作成とセミナールームの設置

愛知県 有限会社アライブ 中年層向けパーソナルトレーニングメニュー開発・会員獲得
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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

愛知県 株式会社ミセスＡｌｉｃｅ 働く女性をターゲットにしたカラー専門店の新たなメニュー展開

愛知県 Ｆｓｔｙｌｅ 一般車両修理サービスで新規顧客開拓。

愛知県 カーサービス南部電装有限会社 車の初心者さんのトータルサポート、最初の車を見立てます！

愛知県 株式会社ＴＲＡＶＥＬ　ＣＲＥＡＴＥ 家族向け「たびキッズバスツアー」の実現及び販路拡大

愛知県 フレスコ ファン客を増やすために、フレスコの強みを広くＰＲ　する事業

愛知県 Ｓｅｒｅｎｄｉｐ株式会社 美容室を対象とした３Ｄ微弱電荷転写機・販路開拓

愛知県 有限会社ハヤシプランニング 事業名；カラーコーディネート出来る「漆喰」のセールスプロモーション

愛知県
株式会社タラクカンパニー　アトリエ　アンジェリー
ク

産後ママのサポートにもつながる訪問美容による新規顧客開拓

愛知県 一穀一枝 お子様連れでもコース料理を楽しく楽しめる地域Ｎｏ．１の店にする

愛知県 株式会社デジタルマーケティング 小学生向けプログラミング講座の新規開設及びＩＴサポートの充実

愛知県 株式会社吉田塗装店 介護保険対象一般住宅に命を守るマルチグリップ塗装工事ＰＲ計画

愛知県 宇野情報経営研究所 ＩＴコンサルティングワンストップサービスの情報発信力強化

愛知県 弁護士法人アーヴェル 経営者を対象とした弁護士による「リーガルカウンセリング」事業

愛知県 ｓｕｌ　ＳＥＲＩＯ リラックスでき満足度を高めるお店への内外装改修事業

愛知県 アーツ＆ウエブ株式会社 ＮＰＯ法人向けの広報活動代行の販路開拓事業

愛知県 ｇｒａｃｅ　ｌｉｌｙ 美顔エステメニュー追加による新規顧客獲得、販売促進広告

愛知県 株式会社ニシノ・アイティ・オフィス ネットショップ塾（ネットショップ成功塾）

愛知県 山本硝子株式会社 ガラスだけじゃない！エクステリア事業拡大ＰＲ看板設置

愛知県 有限会社中日本オートサービス レンタルキャンピングカー展示ルームの装飾工事

愛知県 アビニックス株式会社 ＷＥＢショップの立ち上げによる、新規顧客の創出と販売促進活動

愛知県 株式会社アズクリエイト 不動産チラシ専門サイトの構築

愛知県 ファインアーツスクールシーアイ 顧客ターゲットに合わせたチラシ作成とホームページリニューアル

愛知県 株式会社近宅 ホームページ等の広告による新規顧客の開拓

愛知県 ラ・パティスリープレジール 新規顧客の獲得、リピータ客の増加、及び焼菓子の売上増加

愛知県 泰福楼 認知度向上による新規顧客獲得のための壁面看板設置

愛知県 株式会社ロンド・ベル アパートオーナー様からの新規管理委託を獲得するための広報業務

愛知県 株式会社アジャスト イルミネーションレンタル事業の拡充と新規環境事業課事例報告

愛知県 船橋株式会社 電子カタログ導入と商品見本サンプル帳で販売促進プロジェクト

愛知県 安藤不動産 不動産質問箱ウェブサイトを構築して不動産仲介ビジネスを拡大

愛知県 佐野会計事務所 インターネット広告の活用によるクラウド会計システム等の導入促進事業

愛知県 株式会社Ｉ．Ｃ．ＷＯＲＫＳ． 新規店舗やリニューアル店舗のデザイン設計業務の販促・拡販強化事業

愛知県 生活考房アイドーマ 「友藍」で大切な日本人の心・環境を繋ぐ・結ぶ・拡げる
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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

愛知県 ハセガワ楽器有限会社 新規市場開拓によって生徒募集をすることで、売上げアップを図る

愛知県 司法書士事務所Ｂｒｉｃｋｓ＆ＵＫ 『終活』に関する潜在的需要を確保するためのＰＲ

愛知県 有限会社小林農園 ユニバーサルトイレ（身障者用トイレ・多目的トイレ）の設置

愛知県 名東紙工株式会社 新規ホームページ作成によるブランディング及び直販事業

愛知県 合資会社赤塚染工場 やきものワールド出展による名古屋伝統産業認知度向上と販路拡大

愛知県 有限会社ポイント釣具 店頭改装による女性客獲得とロッド制作メーカー展開で販路拡大

愛知県 やろまい国際特許商標事務所 特許異議申立制度を活用し易くするための料金定額制の手続代理

愛知県 株式会社サンコー 新規顧客向け看板設置と既存顧客深堀ツールの開発による販路開拓

愛知県 株式会社ディオス 業務改善・営業支援提案先へのターゲット広告による名刺需要開拓

愛知県 ソレイユ株式会社 就労マッチングサイトの構築で障害者就労の未来を創る

愛知県 コンフォース株式会社 ホームシアター訴求の為の看板設置、体験イベントでの販路拡大

愛知県 Ｃ．Ｒ．Ｅ．Ａ．Ｍ． キッズダンサー世代の会員数拡大の為のプロモーション事業

愛知県 オアシス行政書士事務所 多言語に対応したホームページで外国人に日本へのとびらを開く！

愛知県 アースエナジー有限会社 買物弱者の為の灯油ローリー車の購入、店舗訴求の為の看板設置

愛知県 株式会社ディー・ケー 若年層向けスマホアクセサリーの販売強化事業

愛知県 株式会社ライトウェーブ 中小企業のストレスケアサポート事業で売上げアップ、雇用拡大

愛知県 有限会社美容室エルカトウ シニア女性の悩みを解消し若返りが実感できるボリュームパーマ

愛知県 有限会社ブランパン 歩行者を誘導するための最強の営業看板制作設置事業

愛知県 合同会社Ｔｅａｃｈ 少人数送迎プランの販売、拡大

愛知県 株式会社Ｉｔａｌｉａｎａ スローフードの国イタリアから本物のオリーブオイルと文化を伝える

愛知県 ウォーターズ有限会社 抗ノロウイルスを実現した初の天然除菌液の販路開拓事業

愛知県 美ｗｅｌｌｎｅｓｓＬＡＢ． 美と健康をトータルプロデュースする総合美容店舗の集客強化事業

愛知県 シャローム行政書士事務所 企業および社員向けセミナーを通じての行政書士業務の獲得

愛知県 株式会社ダイワ珈琲商会 高品質コーヒー（スペシャリティーコーヒー）の販路拡大

愛知県 株式会社エープランナー 「プレゼン資料作成代行」

愛知県 株式会社ワイエスオートサービス メーカー専用テスター（診断機）導入による整備範囲の拡大

愛知県 有限会社原田建築 ヒートショックになりにくいエコ住宅・エコリフォームのＰＲ事業

愛知県 株式会社たてりん 健康増進・地球にやさしい・家計にやさしい自転車ライフが「楽しくなる」事業

愛知県 株式会社ミライヘ 地域に密着した児童福祉サービスを目指そう。（みらいへのいえ）

愛知県 ＭＴサロン岡崎北店 女性の悩みを根本改善する為の外面美容＋内面美容への転換を周知

愛知県 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　Ｓｈｕ 新たな顧客を獲得する為の宣伝広報・改装事業

愛知県 株式会社Ｆｏｏｄ　Ｅｄｕｃａｔｅ “安らぎの空間”を提供し、更なる女性客の獲得を目指す！
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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

愛知県 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｗａｔｃｈ ダイレクト通訳サービス事業の広告宣伝

愛知県 特許法律事務所　樹樹 開発企業、プリペイドカード事業を護る新リーガルサービスの構築

愛知県 株式会社オプテック 販売会社としてのブランド好感度アップ化

愛知県 洋品のクズタニ 少子化に負けるものか！学生服売上げアップ作戦！

愛知県 リライズ鍼灸院 スポーツ鍼灸と自律神経調整治療に特化した治療院の新規集客

愛知県 木田建設株式会社 遊び心のある家づくり愛好家のコミュニティの場としてのＨＰ作成

愛知県 株式会社遠州建設 もったいない！こだわった中古建材の販売促進

愛知県 株式会社安井工務店 ハウスメーカーと違う家づくりを訴求できるホームページ作成事業

愛知県 Ｅ－ライフデザイン株式会社 新規取組事業における取扱商品の広報と販路開拓

愛知県 翔 日本製の自然素材にこだわった展示会出展による販路拡大

愛知県 株式会社ライフワークス 撮影及び音声収録機材デジタル化による業務拡大と販路開拓

愛知県 株式会社ＭＫフーズ ホームページ開設によるお祭り向け食品卸売り事業の営業強化

三重県 いろは接骨院 アプリ制作とＨＰリニューアルによる患者層若返りプロジェクト

三重県 ゆめが丘整骨院 自分で自分を健康にする「セルフケア」導入に伴う売上増加プラン

三重県 合同会社永楽座 女子会ランチの営業を開始！元従業員の再雇用と売上増加を目指す

三重県 株式会社熊野支障木伐採サービス 災害対策に貢献する支障木伐採事業参入で本業の薪販売額増とＣＯ２削減

三重県 伊勢メガネ モノ売り「眼鏡店」から課題別コト売り「ビジョンケア」への転換

三重県 和菓子ラボ　あきぞう 女性和菓子職人が提案する「和菓子、和スイーツ」の販促強化！

三重県 ｃａｆｅけやき おいしいコーヒーと食事を「快適空間」で提供し集客売上アップ！

三重県 コーヒーハウスかくれんぼ 観光振興・高齢化社会を見据えた駐車場整備及び新規顧客の拡大

三重県 会津屋 外国人観光客の受け入れ態勢を整え、売上と認知度向上事業！！

三重県 有限会社メガテック
メイドインジャパンで挑む全米をはじめとした海外フィッシング市場への新規販路開
拓事

三重県 中山水熱工業株式会社 「トラブル前にちょっとおかしい」を検出する診断装置の販売促進

三重県 津整体院 医療費削減に貢献！肥満対策と腰痛改善で売上増加

三重県 株式会社東紅木材 伊勢の新商品で売上減少を止め、雇用を守り事業を継続する新事業

三重県 ＭＯＮＳＩＥＵＲ　ＫＯＮＯＹＡ（ムッシュ　コウノヤ） オリジナル和スイーツ「ほっくり」「ことすが」を活用した販売促進事業

三重県 ジパング舎 日本文化を集結！忍者ショー「徳川隠密隊」の販路拡大事業

三重県 株式会社ＳＩｇＮ シニア向け記念動画提案による新規顧客獲得事業

三重県 有限会社豊永 自社サービス／製品の商圏拡大・多業種向け営業強化による売上増

三重県 エターナルマリッジ 新サービス『１万円で３ヶ月会員体験コース』のＰＲ事業

三重県 焼肉やくやく亭 女性や若い層といった新しい顧客層を獲得するための内装工事

三重県 株式会社西出 看板の見える化、ショールーム開設と女性社員活用による顧客獲得
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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

三重県 グライドデザインラボラトリーズ株式会社 海外対応企業向け多言語対応によるサンプル映像制作事業

三重県 司法書士　伊藤博子事務所 相続登記を推進し所有者不明土地を減らすホームページの作成

三重県 株式会社美総備 地元地域に根差した電気工事サービス事業への転身

三重県 アグラ設計室 お客様に『共感』していただける集客ツールとしてのホームページリニューアル

三重県 株式会社ＰｌａｎＢ 医療的予防処置に基づいたケアプラン作成で最良の終末期を！

三重県 ｈａｉｒ－ｓ　Ｂａｎｇ 顧客に支持されている高い技術力を拡充する新サービス導入の為の店舗改装

三重県 有限会社石川畳店 内装一式安心して頼める畳屋という強みを活かしてＨＰで販売促進

三重県 株式会社わかば不動産 年収２００～３００万までの外国人を応援する街の不動産屋さん

三重県 三香フーズ 高級レストランシェフと地元富裕層を料理教室でマッチング

三重県 ＫＣＳセンター四日市北 店舗ファサードの充実と営業時間外の店舗ファサード装飾による宣伝告知

三重県 翔真果樹 マルチ栽培による自社の新商品開発と新分野進出のためのＰＲ事業

三重県 有限会社明正 地域発！グローバル化の時代にバンバン英語が使える国際人育成にチャレンジ！

三重県 株式会社ブルック 店舗集客増加のためのカフェ部門モーニングの開始

三重県 株式会社山榮堂 創業１０５年、広報力強化による老舗印章店の印象アップ事業！

三重県 旭家　酒素饅頭製造本舗 買い物弱者対策及びそれに伴う店舗の改修。

三重県 ワンディスパ・美人冠 卓越した技術力でお客様の晴れの日を演出で夢を与え、新規客固定化を狙う

三重県 和院 地方創生・三重県産にこだわる飲食店スマホホームページ等でＰＲ

三重県 有限会社北村商店 ラベルプリンター導入による多種多様な干物の販路拡大

三重県 鳥羽久兵衛 新スタイル！「クレープ　ｃａｆｅ　＆　ｂａｒ開店」による売上拡大

三重県 フレッシュみえかつ 伝統の一本釣かつおを主とした魚食普及の店造りと地域の販路拡大

三重県 野菜のＢｉｓｔｒｏ　土の中のＳａｌａｄ 店舗改装による集客で、雇用を拡大し、働きやすい職場環境を作る

三重県 有限会社ハダ 業界初の鰤専用の秋刀魚イメージのルアーの開発と釣行番組の放送

三重県 有限会社オフィスＺＰＩ 海釣り大型リール用カスタムパーツの開発、新規顧客の開拓

三重県 御船富蔵商店 インターネット販売の販売促進事業贈答用パッケージのデザイン開発事業

三重県 矢浜ドライクリーニング 一括管理システム導入による顧客サービスの向上

三重県 Ｖｉａｌｌ株式会社 新規顧客獲得と顧客満足度アップのための改装工事による人材の創造とＰＲ活動

三重県 有限会社ウィリーキッズ バイク製品から愛着の湧く雑貨へＷＥＢによる新規顧客開拓

三重県 有限会社平治煎餅本店 商店街に憩いの場を！！頑張る老舗せんべい店の茶房

三重県 ミトンズのしっぽ 高齢者に優しい「福祉レストラン」のプロモーション展開

三重県 株式会社Ｆ・メンテックモリシタ
販売促進のためのホームページ作成と介護用住宅改修を提案する展示スペース
の構築

三重県 株式会社中部トラベルサービス 営業強化と地元住民対応型店舗づくりによる顧客獲得事業

三重県 株式会社山武館 施設紹介ホームページ作成による施設利用者集客プラン
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都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

三重県 西川克也行政書士事務所 相続、遺言書、介護など高齢化地域総合サポートの販売促進

三重県 株式会社共結 住宅建築と家具・雑貨小売の相乗効果による顧客生涯価値の最大化

三重県 株式会社ティー・テーブル チラシ配布とホームページによる小売り部門の集客と売上げ拡大

三重県 株式会社スマートマネジメント 独自の詳細地図作成で地域の空家問題解決事業

三重県 菅原経営株式会社 顧客満足度向上に向けた社員教育のためのウェブ開発事業

三重県 株式会社賀門 お菓子を全国展開する為に包装パッケージの改良事業

三重県 梅田椎茸園オンラインショップ 採れたて生椎茸の直販急増によるネット販売で売上拡大

三重県 株式会社デパール 駅前店の魅力ＵＰ　店舗改修と情報発信強化で「女子客」を獲得！

三重県 寿し割烹みつい 外国人観光客、高齢者に優しい店舗づくりによる、新規顧客獲得事業

三重県 スマイルファクトリー
日本の農業の在り方を変える為、環境保護につながる化学肥料不使用の農業者
及び就農者

三重県 株式会社ロジセンス　四日市オフィス 地域密着型高度人材マッチングサービスの販路開拓

三重県 伊勢おとなを愉しむ旅 「経営者が鋭気を養う旅」地元民に愛される伊勢観光名所のご案内

三重県 有限会社イスキナ リユースを基盤とした地域密着とネット通販型「包丁研ぎ」事業

三重県 株式会社アルファエステート 買取物件・新築住宅を広範囲な広告媒体にて成約を図ります。

三重県 青木文具有限会社 文具コンシェルジュ結成による個人向け店舗販売強化事業

三重県 Ｒｏｓｅｔｔｅ　ｒｉｂｂｏｎ ピンクの聖地の販売ルート拡大、ＨＰ強化、東京進出のための事業

三重県 株式会社ドリームエージェント 〝はれのひパンフレット〟の認知度アップと販促のための宣伝広告

三重県 ＰＥＡＣＥ　ＡＵＴＯ 看板作製・オープンスペースの有効活用による集客・宣伝活動

三重県 竹島珠算簿記学校 新校舎設立５周年！体験学習を通じた総合人材育成教育事業の実施

三重県 有限会社創和インターナショナル 既存の学習塾にはない英会話教育を組み込んだ新体制学習塾の確立

三重県 株式会社堀川クリーニング シミ抜き実演による広告宣伝効果による売上の増大

三重県 有限会社カーオーダーＭ 軽自動車・コンパクトカーで地域一番店になる

三重県 株式会社エイゼットソリューション 店舗看板設置による３６５日２４時間対応サービスの周知
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