
平成２８年度第２次補正予算　小規模事業者持続化補助金
＜追加公募分＞
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

新潟県 Ｍｏｒｅ　ｆｕｎ　合同会社 9110003002940 新規取引先の開拓強化に向けた展示会出展の取組事業

新潟県 トラス － インターネット広告＋販促ツール＋セミナーを活用した販路開拓

新潟県 ｂｅｒｇａｍｏｔｔｏ　ｈａｉｒ － ＰＯＳレジによる顧客情報管理とスタッフ間のカルテ共有の効率化

新潟県 ＴＭプランニング － ■空家管理サービスの広報強化による販路開拓

新潟県
株式会社Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒ
ｉｎｇ

6110001028965 デジタルとアナログの融合させた広報強化と新規顧客獲得

新潟県 Ｊｅｗｅｌ　Ｂｌａｃｋ － ママの為のオーダーメイドウェディング、ＨＰリニューアル事業

新潟県 仏乃蔵 － 現代的永代供養塔（現代版新檀家システム）の開発と普及促進

新潟県 株式会社菅原建築設計事務所 1110001010119 自然素材でつくる高性能住宅を県内住宅雑誌でＰＲし知名度アップ

新潟県 パティスリー　オ　ラランティ － 自社サイト制作で顧客満足度向上・ブランド力強化

新潟県 株式会社酒商たむらや 4110001023885 ポイントカード及び顧客管理ソフトを使用したリピート率向上事業

新潟県 長岡代行株式会社 7110001025879 新規利用客獲得のためのチラシ広告と車内の快適サービス導入

新潟県 有限会社大塚木型製作所 5110002027075 オリジナルブランド『ＳＯＴＴＥ』の製品開発事業

新潟県 小池印刷株式会社 3110001028010 ゴム印の製造と顧客利便性を重視した販売

新潟県 越乃火匠　久八 － 三条鍛冶職人の技術を活かしたキャンプ用鉈の開発による事業革新

新潟県 阿部酒造株式会社 7110001017100 小売部（酒販業務）の新たな展開～酒蔵が運営する酒屋へ～

新潟県 美容室クリアカット － 良好な頭皮環境を維持する炭酸泉ソーダスパ設備の導入とＰＲ

新潟県 水野製作所 － 斧・鉞専門メーカーの認知度向上および情報発信・販路開拓事業

新潟県 山重酒店 － ショッピングサイトの制作と既存・潜在顧客へのアプローチ

新潟県 パテシェール　カツミ － 老舗菓子店の販売力向上のための広告宣伝活動事業

新潟県 株式会社ＶＩＶＡ 7110001030268 ホームページのリニューアルと展示会出展による販路開拓事業

新潟県 株式会社相田合同工場 4110001013812 「鍬の修理」を活用したユーザーへの告知事業

新潟県 株式会社横山酒店 2110001016858 ライブスペースの改装・設備導入による販路拡大

新潟県 株式会社中屋 6110001015030 英文パッケージの作成による海外向け売上比率の向上

新潟県 今井畳店 － 路面看板設置と畳店空白地域への販促による需要の掘り起こし

新潟県 行政書士ながい事務所 － セミナーと広告宣伝でのドローン許可・承認申請の顧客獲得事業

新潟県 呼福のにわ － 健康を気遣う来店客へプロの自家製料理を気軽にテイクアウト

新潟県 有限会社ノナカ美容室 1110002015389 美容満足度向上のための機器導入とオプションメニュー改善と広報

新潟県 美容室フェリス － 年配の方が安心・安全に来店できる店づくり事業

新潟県 石塚刃物店 － 店舗壁面の看板設置、スマホ向けホームページ新設による顧客獲得

新潟県 株式会社ＤＳプランニング 1110001030273 新潟県産農産品洋菓子＆ドライフルーツギフトの開発・販路開拓

新潟県 有限会社シブヤ電器 9110002015142 ホームページ・チラシによる防犯カメラ・アンテナ工事の販路拡大

新潟県 シブヤ電器イジミノ店 － ライフスタイルに合わせたショールーム化でリフォーム受注開拓

新潟県 後藤容器 － 若手飲食店経営者向けスマホ対応ｗｅｂ開設による販路拡大

新潟県 有限会社坂爪畳店 9110002009929 製造からもてなしのサービスへ！「街の畳屋が進める六次産業化」

新潟県 有限会社ファッションハヤシ 2110002012204 雑誌掲載及びＷＥＢサイト活用による企業ブランディング戦略

新潟県 まごころ弁当 － 配食サービスの「見守り」自動メール発信による拡販事業

新潟県 坂爪整骨院 － 慢性痛の知識及び改善方法の積極的な周知による顧客開拓

新潟県 株式会社片力自研 9110001015614 技術・設備をＰＲしたパンフレットを用いた新規販路開拓

新潟県 有限会社イトウ自動車販売 8110002026173 車いすやベビーカーで入店し体感できるショールームへの改装

新潟県 アジュール設計室 － 会社案内配布による受注増加とソフトウェア導入による業務効率化
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新潟県 有限会社ニックひろせ 1110002026304 新規顧客開拓、および客単価の向上の実現

新潟県 有限会社やまとのうさん 3110002021831 直営店「大町店」での実演販売を実施、購買率・売上の増大を図る

新潟県 マルニ西脇株式会社 8110001020367 インバウンド需要の取込と視認性の高い店舗演出による総合的拡販

新潟県 すし芳 － 商品供給力の高さを最大限に発揮！店舗増築による売上アップ事業

新潟県 江戸八寿し － 外国人観光客を狙った、宴会場稼働率向上事業

新潟県 有限会社近藤表具店 9110002018285 ハウスメーカーには負けない！地域と顧客密着型小規模リフォーム

新潟県 有限会社堀孫畳店 3110002013837 五泉市民を対象にした折り込みチラシによる新規顧客増加計画

新潟県 株式会社ベジ畑 1110001031338 シニア層集客を確固たるものにする、市民農園の広報

新潟県 石本商店 － おやつや贈り物に最適な「スイーツ“ひとくち”ごま豆腐」の開発

富山県 有限会社中央ケアーサポート 7230002002089 介護離職ゼロ実現するＢｔｏＢ介護サービスブランド戦略の実行

富山県 雷鳥ハイツ － 宅配ボックス設置による入居者ニーズへの対応及び成約率の向上

富山県 きゅうみず接骨院 － 心の健康づくり始めましょう！！心のサポートルーム開設

富山県 有限会社山勝 5230002006521 ワイヤ放電加工を強みとした生産一貫体制のＰＲ／新規受注強化

富山県 保険ショップアルム － 日本初、業界初のシステム。相談前に安心を得る販売促進事業

富山県 有限会社ラド 4230002004402 「霧箱」の売上げ増加のための新製品開発及びチラシの作成・配布

富山県 有限会社松乃寿司 1230002003381 トイレのバリアフリーリフォームによる利便性向上及び集客力向上

富山県 手づくり工房　風の薫り － 働く女性をアシストする『お惣菜』の定期販売・販路開拓事業

富山県 株式会社バイキング 1230001006336 日本発リサイクル商品のクメール語によるカンボジアでの販路開拓

富山県 焼肉ホルモンＫＡＷＡＮＯ － ＬＥＤで光る電光看板で、通行客が飛び込む焼肉店作り

富山県 有限会社カーショップ岡田 2230002000790 ワクワクドキドキ！車好き向け“技術屋”のカスタマイズショップ

富山県
株式会社カルデックスエンターテインメン
ト

8230001006362 「誰でもできる！動画マーケティング塾」開催による販路開拓

富山県 株式会社モンサーブル 4230001016398 ＷＥＢ広告を活用したクラフトビールの卸売と自社ブランディング

富山県 アクアホーム株式会社 9230001006188 後悔しない家づくりを！情報発信力アップとブランディング事業

富山県 ＦＲＵＣＲＵ －
アレルギー患者へのロースイーツを浸透させる為の商談会参加とブランド力
強化

富山県 すしいち亭 － ます寿司パッケージ開発による販路開拓と設備導入による商品の充実

富山県 株式会社ゴルフスタジオＪＵＳＴ 2230001015071 「顧客満足度県内Ｎｏ．１のための最新測定機械導入と工房の見える化」

富山県 ジュエリー　六渡 － 『アフターサービスＰＲチラシの作成・配布による販路開拓』

富山県 株式会社氷見うどん美濃屋 9230001016872 安心安全にこだわった「氷見うどん」の新ブランド確立・販路開拓

富山県 有限会社色政 6230002010704 古代着色と現代塗装の融合による生産性向上と新たな色表現の開発

富山県 Ｍｅｎ＇ｓ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＯＳＨＩＭＡ － 自社ホームページ予約サービスの構築・集客力向上事業

富山県 株式会社高岡仏壇仏具センター 7230001011594 県内初！ニーズを捉えた「仏壇の洗浄サービス」による事業展開

富山県 ＬＡ　ＶＯＩＥ　ＬＡＣＴＥＥ（ラボアラクテ） － 『新マネキン導入「若い世代も誘うリニューアルオープン」のＰＲ』

富山県 有限会社ゆたかヤ 7230002012261 培ってきた技術力と印刷機導入による相乗効果で新規顧客獲得

富山県 株式会社ＫＤＣ 1230001012037 伝統産業と建築の融合を含む当社の事例紹介ツール活用事業

富山県 山産商会 － 企業ブランドの向上とＷＥＢ活用で販路開拓と顧客獲得を図る

富山県 有限会社総合宣伝シミズ 6230002013228
顧客と共に創るシミズの魅力発信事業～クラウドとパンフレットを併用した販
路開拓～

富山県 松木菓子舗 － 安心感を寄与して新規顧客とリピート客を呼ぶＨＰの制作

富山県 井上菓子舗 － 和菓子の伝統と革新の融合、お客様満足で販路拡大

富山県 株式会社髙澤酒造場 8230001015999 氷見の風土が醸す日本酒を世界に発進

富山県 呉東機工株式会社 6230001007073 世界に１つの「ワンオフパーツ製作」案件の受注獲得事業
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富山県 有限会社まるかん 2230002007852 インターネット販売の構築による付加価値（ブランド力）及び販路の拡大

富山県 有限会社パブリックオート髙橋 5230002009391 「タイヤサービス」を足掛かりとした販売促進による新規顧客獲得

富山県 第一工業株式会社 2230001007366 アイアン家具を見て触って購買意欲がわくショールームの新設

富山県 株式会社アクア機械工業 3230001013677 人手不足の救世主！協働ロボットがつくる次世代の製造現場

富山県 株式会社カードックヒラタ 9230001008060 オリジナルロゴを活用した“魅力的”な販売促進による新市場開拓

富山県 株式会社シャッターメンテナンス 4230001008098 シャッターの修繕を含む高齢者向け新サービス周知促進事業

富山県 株式会社コアシステム 7230001007691 ドローン・３次元測量技術のＰＲ方法の改善と販路拡大事業

富山県 地産の黒部 － 「もったいない」「エコ」を理念としたリサイクル事業のＩＴ化

富山県 株式会社大沼商店 5230001008997 多様化する顧客を取り込み売上増加を図る為の洋式便器改修工事

石川県 フィオーレヘアデザイン － かんたんＷＥＢ予約システムの導入による集客強化とサービス向上

石川県 株式会社ＣＬＯＵＤ 3220001015030 【ＹＵＭＥノート】写真展、【ＹＵＭＥの発表会】

石川県 桜桃（ゆすら） － にし茶屋街の町家で伝統文化にふれる機会と書道体験の情報発信

石川県 合同会社金沢市民発電所 7220003001495 放棄竹林対策に特化した木質バイオマス熱供給サービス事業

石川県 有限会社シミズ刺繍 3220002003109 マタニティ向け刺繍ボディジュエリー商品の充実及び販路開拓

石川県 ＬＡＵＮＣＨ － インポートに特化したブランド古着買取・販売強化による販路開拓

石川県 聖建築設計事務所 － 実写のような完成予想図と構造安全性を図化した新たな価値を創出

石川県 ビッグボスカナザワ － 楽器店の練習スタジオ整備による新規顧客開拓と店舗集客力の向上

石川県 ウーヴァウーヴァ － 店舗改装による客席数増加とサービス力、商品力の向上

石川県 株式会社ｈａｚａｒｄ 5220001014377 《車両内装カスタムによるオンリーワン室内空間の提供》

石川県 浜崎行政書士事務所 － 「石川」で、元気に生きて逝くためのエンディングノート作成事業

石川県 株式会社紅の華 6220001020779 障がい特性のある子や家族への福祉オーダーメイド支援事業の周知

石川県 夢スタジオ － 創業３０周年、感謝企画用の新たな販促チラシの作成、送付

石川県 河田ふたば － ～【産地大福】オリジナルパッケージの創出と販路開拓～

石川県 大橋老舗 － 作り手・生産者の見える安心安全な手作り和菓子のブランディング

石川県 有限会社明喜堂印刷 4220002011291 判子店空白地域を救え、老舗印刷会社の判子対面販売事業

石川県 ラプティトゥポルト － 極上のソフトクリームやスムージーの開発で客層を広げる事業

石川県 株式会社ｓｔｕｄｉｏ　ｄｅ　ｌａ　ｖｉｅ 8220001021313 主婦の希望を叶えるオーダーキッチンを共同開発する事業

石川県 株式会社石原コーキング興業 6220002010242 共同住宅の改修提案による販路拡大と空き家・空き部屋解消促進

石川県 株式会社音楽工房Ｗｉｎｄ－Ｊａｍ 7220001013897 管楽器再生技術を更に進化させる特殊冶具・機具の拡充事業

石川県 株式会社しみず 8220001012089 三世代でゆっくり食事を楽しんでいただくための空間づくり

石川県 ワンワンサロンＯＮＥ　ＰＩＮ － トリミング難民０！高齢犬をターゲットにして現状打開。

石川県 大西石材 － こまつの石文化を発信！小松産石材の活用による新商品の販路拡大

石川県 魚屋さんのお好み焼き　あうん － 和倉温泉を訪れる観光客（特にシニア・外国人）を新たに獲得する事業

石川県 創作居酒屋のれん － 顧客ニーズにこたえる『団体客もくつろげる空間の提供』

石川県 焼肉　だいご － エコガラスを設置し「季節を問わず居心地の良い空間を提供する」

石川県 株式会社鹿渡島定置 8230002012822 能登里海での定置網漁体験による着地型観光事業への参入

石川県 ＦＲＥＥＤＯＭ２ －
ＨＰリニューアルによる新規宿泊客誘致と飲食スペース併設による施設改装
事業

石川県 ｄｉｎｉｎｇ＆ｇａｌｌｅｒｙ　ＩＣＯＵ － 商品のオンライン販売を含む認知度向上と販売促進事業

石川県 わじま塗の津田 － 既存ホームページのリニューアル事業

石川県 株式会社岡垣漆器店 2220001016491 輪島塗ハンガーの情報発信強化ならびに販路開拓事業
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石川県 輪島塗　ぬり工房楽 － 「ＲｅＢｏｒｎ／今様のなおしもん」輪島塗「練乾漆」の活用と新販路開拓

石川県 有限会社新橋新橋旅館 5220002015523 訪日外国人や目的別観光客に対しての情報発信とおもてなし

石川県 松本石太郎漆工房 － 「輪島塗リサイクルシステム椀」と関連商品のＰＲ事業

石川県 有限会社いち松 2220002015484 観光地での自店への誘客・認知度アップ・修理技術の紹介

石川県 有限会社蔦屋漆器店 7220002015604 輪島塗仏具専門オンラインショップの開設による販路開拓事業

石川県 のと×能登 － 輪島朝市の名物・新商品をネット販売するオンラインショップ展開

石川県 吉森菓子舗 － ストアブランディングの構築及び、伝えるデザインツール制作事業

石川県 癒ＯＮＥ　ＨＥＲＢ － 能登の香りを感じるヒーリングサロンとしての情報発信と環境整備

石川県 鉄板でこ － 観光客の認知度向上事業と来店者の満足度向上の為の店舗改装事業

石川県 砂山石油 － 市場が拡大するハイブリッド搭乗者向けの新サービス提供事業

石川県 ＴｒａｎｓｉｔＢｅａｎｓ － 子供と両親・高齢者が寛ぎ楽しめる地域交流カフェの展開

石川県 今宵干物屋 － 地元食材を独自製法で調理した干物・燻製・漬物の販路開拓事業

石川県 炭火焼鳥　凱（かちどき） － 会員制の導入と客席改装により集客を上げて売上増加を目指す。

長野県 株式会社和楽座 6100001011699 栽桑・養蚕から一貫作業による純上田産絹織物のＰＲと販路開拓

長野県 有限会社西沢ガラス店 6100002014536 シルバー世代にも優しい快適窓空間の提供事業

長野県 有限会社玉井フルーツ店 9100002016661 転売防止とお客様の利便性向上の為の販売用ホームページ作成

長野県 虹石 － 天然石を用いたオリジナル商品「マクラメ編み」の販路拡大

長野県 有限会社Ｂｅｅ’ｓ 2100002007849 「貸切！女子会ビューティーサロン」商品の開発・販路開拓

長野県 Ｌａ，ｅｓｐａｃｉｏ － エステとケアセラピストの融合による、新たな新規顧客の創造

長野県 株式会社リボンマルシェ 6100001025848 親子で遊べるお店屋さん体験イベント拡大と新規レンタル事業

長野県 髻石材店 － ホームページ作成によって新たな販路開拓を目指す取り組み

長野県 アールワンゴルフ － 新規顧客獲得のためのネット販売システムの構築

長野県 有限会社武井工芸店 7100002002861 農民美術をもっと身近に、若い世代を巻き込んだ新たな取り組み

長野県 河内屋 － 駅前店に看板メニュー商品名『モツ焼き・煮込み』記載の看板設置

長野県 有限会社平林自動車鈑金 5100002021269 来店回数向上と長期美観維持の為の洗車事業への参入

長野県 内田繊維株式会社 5100001012780 人手不足を解消する為の、おしゃれな作業服販売の強化。

長野県 有限会社ゆう 9100002022040 松本山雅ＦＣ応援マットデザインコンテスト開催による販路開拓

長野県 手仕事商會すぐり － 心を「つなぐ」ウェブサイト作成で販路拡大事業

長野県 株式会社エムケーラボラトリーズ 4100001016725 自社商品のＨＰ新構築による販売強化と事業承継による事業発展

長野県 有限会社和泉庄 3100002035675 高齢者向けに小型化した和菓子「一口きんつば」の開発と量産化

長野県 有限会社ふるきん 6100002037223 海釣りのエサを飯田で販売するための冷凍ショーケースの購入

長野県 このみ整骨院 － ２０～５０歳代の働く社会人を対象とした販路開拓

長野県 有限会社大野商店 6100002035994 店内ストリートビューの導入及びホームページ更新による販路拡大

長野県 尾澤建設株式会社 4100001022302 信州味噌入りカレーの宅配サービス事業

長野県 諏訪アルファ － ＨＰを再構築し当社と金銀箔製品の認知度を高め販売拡大する事業

長野県 親ゆづりの味 － 外壁と看板、テラスを整え、話題を作り、新規客を獲得し売上向上

長野県 来々軒 － 高齢者のお客様向けお持ち帰り用惣菜の開発と販路開拓事業

長野県 ＳＣＡＬＥ　ＷＯＲＫＳ（スケールワークス） － 個人住宅向け無垢の家具の販売拡大に向けた加工機械導入

長野県 有限会社フォーティ・フォー 9100002031727 ホームページ開設と各種の情報発信による店舗の認知度向上事業

長野県 株式会社アットランド 2100001020233 自社開発『ボイスインフォメーション』の販路拡大！
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長野県 キッズルームももいろのきりん － 当施設を効率的に伝え行動感性を断ち切らないｗｅｂサイト構築

長野県 八島山荘 － 高層湿原のカフェテリアでささやかなくつろぎを

長野県 みなとや旅館 － 蔵を改装した貸し切り宿で潜在的な顧客層の獲得

長野県 Ｌｏｔｔｉ　ｈａｉｒ － 店舗袖看板の設置とショップカードで知名度を上げ新規客集客

長野県 ゲストハウス蔵 － アジア旅行者の販路開拓及び長期滞在者受け入れ新規事業

長野県 株式会社池田住建企画 8100001023981 弊社の対応力と問題解決力を伝えるホームページの製作

長野県 どん麺 － ローメンソースの新商品開発とローメンとセットでの新規販路拡大

長野県 家印 － 表札で家族を幸せに！ホームページを活用した認知と販路開拓

長野県 ドレッシングキッチン － お弁当の増産及び販売力増強を目的とした販売所併設型厨房へ改装

長野県 有限会社高峰観光 7100002012539 標高２０００Ｍで焼く高原のパン（ホワイトブレッド）販売に向けた改修工事

長野県 時計・メガネ・宝石　サトウ －
顧客ニーズに合わせた空間づくりと接客サービスの充実に向けたリノベー
ション

長野県 割烹うな藤 － 高齢化・インバウンドに対応した快適な空間づくり

長野県 信州駒ヶ根いちご園 － 直売増加による利益率改善

長野県 大衆割烹　伊織 － お子様メニュー個別対応とトイレ改装による子育てママの販路開拓

長野県 有限会社米屋金物店 8100002029929 看板設置、店舗改装、ＷＥＢ広告による観光客、一般客の誘店

長野県 美容室　アンブル － まつ毛エクステ顧客開拓で女性専用ビューティーサロンの売上増加

長野県 有限会社長野ブライダル 4100002030254 成人式振袖レンタルとロケ地撮影プランによる販路開拓

長野県 合同会社グッドダイニング 9100003004013 １５年熟成赤酢を使用した高級宅配寿司の開発・新規販売

長野県 ガーデンキッチン歩庵 － ホームページ・ＳＮＳ新規開設で、女性客増加と売上ＵＰ

長野県 八ヶ岳通販 － 手軽で扱いやすい備蓄搬送型バーベキューセットの商品開発・販売

長野県 モイスティーヌＡｎｇｅ佐久平 －
サロン外観の整備とＨＰによる事業内容のアピールを行い、販売促進につな
げる。

長野県 株式会社現金屋商店 3100001007130
当店の強みや特長を伝えるホームページの制作とＯＢ顧客情報のデータ
ベース化

長野県 伴野酒造株式会社 9100001007471 英語表記のパンフレット制作による日本酒の魅力発信及び販路開拓

長野県 飯島眼鏡店 － ＨＰで新規顧客の創造と中高年が支持する眼鏡店を目指す店舗造り

長野県 キッチンカフェヴェール － インターネットや看板設置による集客力強化と店内環境改善事業

長野県 山陶舎 － 伝統技法「釉描加彩」の伝承、一門展によるグループ展作品販売

長野県 朝日オーム株式会社 5100001007491 「地域ＮＯ１燃料屋さん」を目指してＷｅｂサイトのリニューアル

長野県 株式会社セイコウＥ＆Ｌ 3100001009390 広告媒体の強化による「アルピナウォーター」販売促進計画

長野県 有限会社マルヨ 8100002012199 カット野菜事業への新規参入に伴う、新たな販売促進の実施

長野県 株式会社古屋酒造店 4100001007666 農家との連携によるアマチャヅル焼酎製造

長野県 山口商会 － ＩＴ活用でカントリーライフを元気にする販売促進活動の実施

長野県 株式会社角口酒造店 3100001011818 新商品「信州の夏地酒」の開発による新規販路開拓事業

長野県 有限会社サンシャイン住設 7100002017141 「町の便利屋」事業開始による新規販路開拓事業

長野県 株式会社田中屋酒造店 5100001011857 純米酒、吟醸酒の品質向上とテイスティングによる売上拡大事業

長野県 塩崎農園 － 外国人観光客の体験案内に対応できるチラシ・パンフレット作成

長野県 オートボディＮＡＧＡＳＡＫＡ － 革新的システム導入による「自動車鈑金スペシャリスト」への挑戦

長野県 有限会社丸三市川材木店 4100002009546 未来へつなぐ「木材の匠」が提供する至高のＷＥＢサイト開設

長野県 畑野商店 － 「おやき」革命！信州の郷土食を若者の人気ヘルシーフードに！
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