
平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜一般型＞

採択者一覧表

都道府県名称 会社名 法人番号 補助事業の事業名称

徳島県 Ｓ＆Ｆ　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ － 日本産オリジナルブランド眼鏡の展示会への出展

徳島県 有限会社エミール・ソフト開発 6480002000639 カルチャースクールでの経営資源を利用した結婚式事業

徳島県 株式会社ユーロハビット 5480001006514 ＩＣＴを駆使した次世代に向けた多様な働き方へのトライアル事業

徳島県 合資会社Ｓｔｕｄｉｏ　Ａｖａｎｔｉ 9480003000230 「めがみ米」及び「めがみ米」関連商品の販路開拓ツールの構築

徳島県 株式会社猿楽社 9480001009447 阿波踊りの魅力を海外発信し、インバウンド向けのビジネスを創出

徳島県 徳島ステーションホテル － ＩＴ化による団体客、訪日観光客への集客ＰＲ！

徳島県 峠のわが家 － 地元食材を使った新メニューによる新規来店向上事業

徳島県 サンクリーン藤田 － 弊社の強み『大物洗い』『集配クリーニング』ＰＲによる下請けからの脱出

徳島県 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　Ｆｕｍｉ － 弊社ＨＰの開設とピザテイクアウト用チラシの作成配布による売り上げ増加

徳島県 株式会社片岡建工 1480001009009
中古プレハブ設置（機械装置等費）による作業及び営業効率改善と人材育
成

徳島県 株式会社メイクス 8480001009729 【顔バランスと似合う色を分析するメイクアップレッスン事業】

徳島県 有限会社八木印刷 5480002010944 【余剰紙材を活用するオリジナル手帳開発と受注ホームページ制作】

徳島県 白猫堂ノスタルジック － 【紙面広告とＡＲ（拡張現実）を組み合わせたプロモーション事業】

徳島県 花れんこん － 自社ブランド『鳴門ピクルス』の販路開拓と鳴門蓮根のブランド化

徳島県 有限会社　ナッティーミマデン南館 4480002007990
街の電気屋がＩＴを活用したリフォーム事業に本格参入し、地域一番店になる
事業

徳島県 津久司蒲鉾有限会社 6480002007898 小松島名産「元祖フィッシュカツ」の知名度アップと全国展開

徳島県 岡本中華 － 「白系」徳島ラーメン（岡本の中華そば）の全国展開事業

徳島県 株式会社真プランニング小松島 1480001009710 「徳島特選ブランド認定商品販路拡大グッズ作成事業」

徳島県 おこめパン工房 － 地域産品を用いた新商品展開等のスピードアップとその製造効率化

徳島県 大島塗装有限会社 6480002009003 販売促進手法の改善による若い世代の顧客獲得増強事業

徳島県 有限会社ロードサイド 7480002009150 宿泊先選考時の重要要素である個室水廻り改善による客数増加事業

徳島県 スマホ堂鴨島店 － 県西部に向けた販売促進と昇華転写印刷機の導入による顧客獲得

徳島県 ミニトマト － 店舗設備の改善及び看板の更新による客数拡大事業

徳島県 理容山口・ファクトリー池田 － 踊る理髪店！本場徳島阿波おどり専用品の販路拡大事業

徳島県 有限会社ＮＯＲＵＣＡ 4120002055480 展示会に於ける新たな業務用デザート・フルーツの販路開拓事業

徳島県 有限会社オートサービス・ミヤモト 7480002012781 高齢者に優しい事務所の改装及び新たな高齢者層への販路開拓

徳島県 シャラの樹Ⅱ － 手づくり惣菜・弁当販売での新たな販路開拓事業

徳島県 有限会社ウト・ウーク 3480002012736 ２階部屋等改装による新たな販路開拓の為の改善事業

徳島県 青木整骨院 － プロ育成経験のあるトレーナーが行う施術サービスの認知度強化

徳島県 オーゲツ株式会社 2480001009321 エディブルフラワーの製品化・販路開拓

香川県 株式会社シンキ製作所 5470001001152 端材管理システムの構築による販路拡大と業務効率化

香川県 株式会社香川県地域整理センター 1470001015908 新事業のホームページ作成、ポスティング用チラシ作成

香川県 有限会社ウイン 3470002007729 動画活用で全国の地場ゼネコン・工務店に販路開拓、代理店募集

香川県 タイム・アンド・スペース株式会社 1470001002591 オリジナル新商品の販路開拓、広報

香川県 株式会社ＪＡＰＡＮ　Ｂｒａｎｄ　ＨＡＬ 1470001015131 ロシア向けＪＡＰＡＮブランド商品の海外見本市出展と販売促進

香川県 有限会社森本建具店 2470002007011 香川の伝統的工芸品の組手障子（くでしょうじ）を海外へ

香川県 有限会社仁田デザイン事務所 7470002005299 静止画から動画へ。日々進化する撮影業務に対応する新規顧客開拓

香川県 Ｌｅｇａｒｅ － イベント集客に伴う自社ＨＰ作成事業

香川県 有限会社アオイ堂 6470002000499 包装資材の開発、外観リニューアル工事による販売促進事業
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香川県 骨付　丸亀鳥　高松店 － 「ホームページ」と「希少糖ドリンク」で「丸亀鳥」の売上アップを

香川県 株式会社フリップロジック 8470001005076 クラウド型販売管理システムのファームバンキング対応

香川県 株式会社タキ 5470001012661 「顧客の心を掴む」表示アドバイス事業のＰＲで新規販路を開拓

香川県 宮川譲行政書士事務所 － 家族信託を活用した相続対策業務への展開

香川県 有限会社プリズム 6470002009045 住宅・建設・不動産業界向けドローン空撮等のサービス事業

香川県 有限会社筒井製菓 3470002004676 豆菓子のパッケージリニューアルによるブランド構築

香川県 ｋａｏｒｉｎ． － 倉庫を改装したグリーンショップで生活と植物を繋げる植物パラダイス。

香川県 株式会社パワーネット 3470001009395 求人企業向けサイト新設で、企業の業務改善と女性の再就職を促進

香川県 株式会社ビショップ 6470001014046 フィットネスクラブとコラボし新規美容部門の月商３００万円実現

香川県 有限会社東條電機サービス 6470002013773 エコキュートの顧客数を増やし、地域のパートナー企業へ

香川県 Ｃａｒｅ　ｒｅｖｏｌｕｔｉｏｎ － 大型福祉車両の導入で高齢者や家族が暮らしやすく楽しめる地域へ

香川県 丸亀司レッカー株式会社 9470001007658 「ニッポン寝台コールセンター」の販路拡大

香川県 水の葉設計社 － 施主が分かりやすい最新３Ｄソフトの導入で中小工務店を支援

香川県 株式会社ＳＬＢＣ 6470001013485 高級志向の顧客を掴む！　従業員数増加させ機会損失の回避を図る

香川県 アクアサービス株式会社 9470001011759 ＨＰの開設及びパンフレットの作成での販路拡大

香川県 洋菓子の店　フランセ － お菓子にメッセージが入れられるプリンターの導入で新規販路を開拓

香川県 株式会社大丸工業 7470001007370 「工務店が行う相続セミナー」で「戸建て賃貸住宅」の受注をＵＰ

香川県 リリーシルク・ジャパン株式会社 8470001015810 大手宣伝紙媒体の活用による受注拡大

香川県 久保田物産株式会社 4470001008925 欧州内麺類系プレミアムレストラン向けに特化した食材の輸出拡大

香川県 株式会社クロコズ 7470001015497
新サービス『イベントコンシェルジュ＠中四国』をＰＲするＷＥＢサイト及びリー
フレットの制作

香川県 三和ケミカル工業株式会社 7470001009004 新機種油之助のカタログを制作し、販路拡大を目指す

香川県 株式会社瀬戸内オリーブ 6470001009203 独自技術で栽培したオリーブの販路拡大

香川県 有限会社太陽商会 9470002015057 ホームページでリフォームのリピート率、地域Ｎｏ．１を目指す

香川県 三豊造花装飾 － 伝統技術を承継した提灯づくりによる販路拡大事業

香川県 有限会社シノハラスポーツ 9470002015973 ランニング・トレーニング部門リニューアル＆イベント開催

香川県 美容室ローカルモーション － 毛髪科学を活用した髪質改善メニューの提供による新規顧客開拓

香川県 株式会社Ｌｕｎａ　ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ 1470001015965 展示会出展によるオリジナルファッションブランドの新規販路開拓

香川県 有限会社中田ボデー工作所 3470002016102 最新Ｉ　Ｔ技術導入による販路拡大・作業効率向上事業

香川県 有限会社ヨコウチ 7470002016271 福祉車両・訪問理容・美容サービス

香川県 株式会社仁加屋 8470001010035 新サービス導入とＩＴ活用による販路拡大事業

香川県 株式会社みとよ 2470001010098 インバウンド観光における販路拡大事業

香川県 高木薬品株式会社 4470001010625 検索順位の最適化・広告の有効活用でネット経由の新規開拓事業

香川県 漢方　人参堂 － 香川初！漢方薬局を併設した自然食品専門店の新規事業で顧客開拓

香川県 有限会社森一誠堂 5470002016653 フードプリンターを使った体験価値商品の開発による販路拡大事業

香川県 有限会社デリカとんとん 9470002016212 日本初！抜けない水素水を使用した商品の販路拡大・雇用増加

香川県 有限会社ユニテム 4470002012752 アナログなメディア戦略でＯＢ顧客を活性化と、新規顧客の開拓

香川県 株式会社セントレディス 8470001007576 「台湾、香港での市場開拓と販路拡大を目指し、売上高２０％増を目指す！」

香川県 ３ぱんだ － 地域資源を使った体に優しい「豆腐シフォンケーキ」の開発・販路開拓

香川県 株式会社山下 4470001008124 宣伝広告を拡大し・廃車（商材）取扱量を増加させるための事業
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香川県 アムロードヘアー － ＨＰの開設＆看板リニューアルによる新規顧客獲得事業

愛媛県 アイアンドエム － 「ＩＷＰ」のノウハウを活かしたハンドメイド創作活動の応援

愛媛県 有限会社アーキテクトイザワ 6500002000438 家族に優しい家づくりの総合的支援サービスの実施

愛媛県 株式会社セレトピア 4500001019794 一般車両の寝台車への改造による顧客満足度アップと販路開拓

愛媛県 有限会社セブンオート 8500002010071 サービス内容アピール看板設置による集客アップ事業

愛媛県 ドッグフォーライフジャパン － 女性目線によるホームページ作成による新規顧客開拓事業

愛媛県 株式会社大学サポート 7500001019825 企業情報サイトの立ち上げによる受注拡大

愛媛県 すこやか整骨院とべ院 － 姿勢から不調の元を改善し、根本から健康体を作る

愛媛県 スイーツラボラトリー株式会社 9500001017331 「糖質を抑えたお菓子のブランドイメージの確立」

愛媛県 株式会社真聖建設 5500001018366 マイホームフェスタ２０１７出展による新規客の獲得

愛媛県 ＳＨＩＶＡ・ＣＲＡＦＴ － 「下請けから前進！」ＣＡＤ導入で直接受注へステップアップ。

愛媛県 木本幸治 － 中小企業経営者の生命保険をコンテンツマーケティングで販路開発

愛媛県 株式会社き楽庵 6500001014034 複数の情報媒体を利用した新規利用者開拓・利用者満足度向上事業

愛媛県 有限会社窪田陳列 2500002002421 新たにホームーページを開設し、ＩＴ活用による販路拡大

愛媛県 株式会社くりた 5500001019554 愛媛県内の患者さまの健康促進と、「くりた」ファン増加計画

愛媛県 合同会社Ｑｌａｉｒ 8500003001763 オリジナル絵本の認知度向上対策による販路拡大事業

愛媛県 ＣＯＣＯＲＵＢＩＳ － 城下町としての観光地松山を日本文化の着物で満喫

愛媛県 有限会社遠藤青汁 6500002001527 アンテナショップ改装及びサイン看板改良での販売促進

愛媛県 遠藤味噌醤醸造場 － 商品パッケージ・ロゴマーク及び施設サイン等のリニューアル計画

愛媛県 ＯＲＣＨＩＤＥＡ －
イタリアを旅しよう！（Viaggio nella cultura italiana）北イタリアの文化を一緒
に楽しみましょう！

愛媛県 有限会社菊昌 8500002007613 元気の輪を広げるりんご酢製造過程のＰＶ制作による販路拡大

愛媛県 アネカレシピ合同会社 1500003001720 東南アジアの食文化情報発信プロジェクトで売上げ拡大

愛媛県 アロマテラピーサロンＲｕｂｙ － 愛媛ご当地パールエステ（商標登録済）販路拡大におけるＩＴ活用ＰＲ

愛媛県 有限会社インデクス 2500002001010 映像を活かした新規事業で、自社製品に付加価値を！

愛媛県 ヤマショウ株式会社 3500001006876 故人を知って故人を偲ぶ『メモリアルヒストリー』の販路開拓事業

愛媛県 株式会社ライフパートナーズ 5500001007542 こだわりの国産オーダーシューズ販売による販路拡大

愛媛県 株式会社ＩｎｏｕｅＰｅａｒｌ 5500001020041 ＳＮＳホームページを活用した愛媛産真珠のアピールと観光客誘致

愛媛県 Ｌｕａｎａｈａｉｒｍａｋｅ梅木亮 － 新しい技術サービスの認知度向上・新規開拓と新商品の販路開拓

愛媛県 ワタルハウス株式会社 5500001005380 「スマホから始める家づくり」簡単見積サイト制作で販売促進強化

愛媛県 株式会社ｈａｎａｆｕ 2500001018971
新商品オーガニックコットンの布ナプキン「極み」の販路開拓および販売促進
事業

愛媛県 はり灸サロンまぁる － 女性特有の悩み解決！サロンのような優しい鍼灸院のアピ－ル作戦

愛媛県 はりとマッサージのお店　こりこり － ホームページリニューアルと顧客管理による販路拡大

愛媛県 中村治療院 － 認知症治療のための院内バリアフリー化・治療院情報発進効果

愛媛県 ママ・チョイス株式会社 3020001055674 骨盤ケア・温活商品の新開発で腰痛に悩む中高年女性に販路拡大！

愛媛県 まめ楽 － 道後温泉の観光客に手造り豆腐と豆腐丼をアピールし売上アップ！

愛媛県 まなびの窓口 － まなびの情報ステーション設立で相談者増加

愛媛県 晴れときどき　Ｖｅｇｅｔａｂｌｅ － シェアカフェの経験を活かし、店舗移転・新メニューで売上アップ

愛媛県 有限会社海鮮割烹一心 9500002022628 「居心地の良い」店舗構築とサービスの向上

愛媛県 有限会社宇和島スズキ整備工場 3500002022542 整備の効率化、見える化の向上による顧客信頼、満足度ＵＰ事業
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愛媛県 緑化工房　あうとり家　さかい － 地域密着外構専門店としての認知度向上による顧客開拓事業

愛媛県 株式会社さくらコットン 6500001016666 「今治タオルを活かした女性のモノづくりを、東京へそして世界へ！」

愛媛県 ラーメンなる － バリっ子なるの「しまなみラーメン」の提供による販路拡大

愛媛県 有限会社リフォームセンター 3500002019398 今治の縫製業界で鍛えられたリメイグ技術のＰＲ及びファン拡大事業

愛媛県 予防リハビリ研究所 － いきいきとした健康長寿のための在宅介護予防事業

愛媛県 栗田石材有限会社 3500002013186 顧客との信頼関係を構築するデータベース導入

愛媛県 三代目みかん職人 － 「三代目みかん職人」の柑橘の認知向上による販路開拓

愛媛県 谷口商会 － 顧客管理の徹底細分化による集客力強化プロジェクト

愛媛県 合同会社国際教育人材交流センター 4500003001610 在留外国人（研修生）のための日本語指導の展開

愛媛県 朝日綟子網株式会社 1500001008239 高品質漁網「綟子網（もじあみ）」の認知度向上と販路開拓

愛媛県 有限会社住吉 500002013299 「着る着物」の機会の創出を通してＧＩＳを使った販路開拓

愛媛県 進学塾白修学院 － 市内で唯一の「自習室」完備の学習塾モデル創設

愛媛県 ａｃａｌｉ － 思い通りのカラーを！『ヘアカラー倍増計画』

愛媛県 青野泰介行政書士事務所 － 「事務所でセミナー」潜在顧客の発掘と現顧客の満足度をアップ！

愛媛県 有限会社カネコ 8500002016176 『チャンスを活かす！』発送体制確立のための倉庫補修

愛媛県 有限会社マーベラス不動産 8500002017190 情報の『質』を変える！自社のホームページの製作

愛媛県 Ｑｕｅ　ｍｏｎｏ！ － 新規顧客開拓システム等の構築による古民家美容室誘客作戦

愛媛県 有限会社イナイ 8500002015913 着色料・合成添加物０．００％！「あらいはまバスエッセンス」の販路開拓

愛媛県 菓舗　蛭子堂 － 伝統和菓子店が造る新居浜特産“七福芋”を使った商品化と販路開拓

愛媛県 株式会社に志まき呉服店 2500001010210 新たな導線でワクワク感を提供し、利便性向上と新規顧客開拓

愛媛県 有限会社エム・ジェイ・エム 8500002022199 「新居浜ルーム」開設に伴う新プログラム導入で長期利用児童の確保

愛媛県 １３Ａｒｒｏｗｓ株式会社 9500001020319 「美」と「癒し」を求め、誰もが気軽に訪れるネイルサロンを目指して

愛媛県 ＥＪＮグループ株式会社 2500001019755 事業規模拡大と設備充実で～目指せ！大手有名塾への第一歩！～

愛媛県 空間屋－ｍｅ　ｙｏｕ－ － 女性がエンドユーザーと考える企業への販路開拓

愛媛県 Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ａ － 学習用電子書籍開発を伴うホームページ・対策講座による販路開拓

愛媛県 土岐自動車販売株式会社 5500001010133 工場内床面リフト設置事業

愛媛県 サロン・ド・カモミール － ミドルエイジの女性に発信！効果の「見える化」による販路拡大

愛媛県 三島公益センター株式会社 8500001014486 終活フェアイベント開催による新規顧客獲得

愛媛県 有限会社脇呉服店 9500002021976 着物の魅力を知ってもらうための店舗づくり

愛媛県 インドネシアハーブ＊ジャムウ　Ａｌａｍｉ － 健康・美容によいインドネシアハーブ＊ジャムウを知ってもらう。

愛媛県 くらしとごはんリクル － 西条産果物を活用したコンポート製造・販売及びカフェ利用者拡大

愛媛県 有限会社湯之谷温泉 4500002014571 地域資源『はだか麦・七草』を活用したオリジナル商品の開発事業

愛媛県 ３Ｒ　ｐｌｕｓ － 廃材に新たな命を吹き込む「アップサイクル」で街を元気に！

愛媛県 有限会社クリーニングオオニシ 2500002008121 宅配ボックス利用で利便性をより一層向上し売上高大幅アップ！

愛媛県 家具屋　アカトシロ － 新商品「低座椅子ゴイチ」パッケージ製作と展示会出展で販路拡大

愛媛県 株式会社遊育 6500001018852 認定こども園移行とサービス充実をＰＲして児童の獲得作戦開始！

愛媛県 綿六 － 時代の変化にともなう接客形態の見直しによる売上アップ

高知県 石松 － 若い世代の顧客獲得のための酒類冷蔵ショーケースの導入

高知県 よがな － セルフうどん店の夜間営業による新たな顧客の獲得
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高知県 相互住宅 － 地域を活かすための空き家対策と中古住宅の活用促進

高知県 痛みとり屋 － ストアコンセプトの転換と業種別メニューの整備

高知県 株式会社ドリームメーカー 3490001003685 親子の絆を深める新イベントの開催およびノウハウ蓄積・共有事業

高知県 テール － 生花店の新たな取り組みとしての委託販売と出張教室やネット販売

高知県 ＣＥＮ株式会社 6490001007948 結婚に繋がる恋愛を目的とした出会いを望む独身者向けサービス

高知県 有限会社山村木材 8490002005420 工務店が主導する「空き家再利用促進事業」のための社内体制整備

高知県 大斗有限会社 7490002005826 かんたんひび割れ調査システム「オートくん」の販路開拓

高知県 ＣＯＭＭＯＮ － 家具職人が手掛けるオリジナル雑貨の開発・販売

高知県 ケンシヨー食品株式会社 6490001007031 高知県産の野菜を使ったオーガニックソースの販路開拓

高知県 ＯＳＴＥＲＩＡ　ＢＩＢＥＲＥ － テラスの有効活用！“クラフトビアガーデン”の実施による新規客獲得。

高知県 おうちエステｒｏｃｃｏ － フェイシャル強化によるシニア世代の顧客獲得！

高知県 ｃａｆｅｄｕｇｌａｃｅ － 「看板商品の開発」と「訴求を高める店頭プロモーション」の実施

高知県 有限会社テレパス高知 3490002008056 業務用無線機システムのオーダーメードの提案による販路開拓

高知県 株式会社ローカルズ 7490001007352 新商品「高知県産有機粒マスタード」の試作開発及び販路開拓事業

高知県 株式会社敬尚電気　高知店 1490001000544 高齢者のための健康機器を用いた、自宅の悩み事の発掘と解決事業

高知県 株式会社小白方 7490001008383 認知度向上のためのパンフレット及びホームページの作成

高知県 有限会社ティーカンパニー 5490002006198 子育てママへの効果的なアプローチによる新規顧客の開拓

高知県 ＣｌｉｍｂｉｎｇＧｙｍ　Ａｌｌｅｚ！ － 東京五輪に向けたボルダリング普及のための顧客定着化と新規獲得

高知県 宇田味噌製造所 － 創業１００年に向けた挑戦！パッケージ一新で生味噌の販路開拓

高知県 有限会社ユニックス 5490002005472 ギフト商品販路拡大のためのパッケージデザインとスマフォ化

高知県 よしむら農園 － 乾燥食用花の新たな使用方法提案による販路開拓

高知県 株式会社オフィスパートナー 2490001007811 シンプルで低価な顧客管理システムで小規模事業者の販路開拓支援

高知県 有限会社パッケージ高知 2490002011886 コンビニに対応するクラウド活用型デザイン企画サービスの提供

高知県 株式会社畠山不動産鑑定 4490001004559 ＨＰ構築による個人顧客及び民間企業の新規需要開拓事業

高知県 カロリーメイツ － 新商品と新販路ＰＲのためのチラシ作成・ポスティング事業

高知県 株式会社西部グリーン 5490001004847 「プロと一緒に作るＤＩＹお庭リフォームサービス」の開発

高知県 Ｋａｎｅｋｏ － 「地元作家の作品と既存商品のトータルコーディネートの提案」

高知県 しまんと鍼灸整骨院 － 「怪我なく安心して部活動に取り組めるサービスの提供」

高知県 宇都宮ターナリー － 「アンティーク時計等の部品復元サービス」の開発

高知県 有限会社ソイルファーム 9490002008430 「技術を転用したバイオマス・リサイクルプラント製造への展開」

高知県 かみおか接骨院 － 「アスリートが最高のパフォーマンスを発揮するインソールの提供」

高知県 有限会社池田造園 7490002008242 「集客施設設置による顧客育成事業」

高知県 寿し一 － 高齢者観光客を取り込むトイレ・座席改修

高知県 有限会社ギフトのさとう 8490002012796 新世代へ継承したい贈答文化～ネットを活用したギフト店革新～

高知県 有限会社丸共味噌醤油醸造場 2490002010632 真空パックした加工食品のｅコマース市場における拡販事業

高知県 ふくい農園 － 土佐熟成米のブランディングと販路拡大の為の専門家活用

高知県 ヘアーサロン　エース － 地域の高齢化に伴うサービスと顧客満足度向上の為の理容椅子導入

高知県 有限会社成田果樹園 2490002009344 自社柑橘を使用したコールドプレスジュースの開発と販路開拓

高知県 株式会社沖の島水産 7490001005307 顧客管理ソフトの制作による満足度向上と従業員教育の実施
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高知県 おくだに印刷所 － 年賀、ＤＭはがき・ＰＯＰ等小ロット印刷で地元密着型販路開拓

高知県 有限会社ホテル足摺園 7490002008787 自社ＨＰスマホ化により随一の屋上露天風呂、新鮮魚介料理をＰＲ

高知県 有限会社新谷商店 2490002008759 ギフトケース試作及びギフト商品開発による家庭向け商品の売上増
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