
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

徳島県 有限会社婦久や 6480002003864 次代の後継者が行うメディアミックスによる文化伝統工芸継承事業

徳島県 和田製菓 － 後継候補者ならではの新たな手焼きせんべい売上向上プロジェクト

徳島県 株式会社芝原水産 8480001005785 鳴門産カットワカメ製造装置の増設稼働による売上向上

徳島県 もり整骨院 － 【誌面広告とＡＲ（拡張現実）を組み合わせた新施術方法ＰＲ】

徳島県 リサホリスティックセラピー － 新サービスを周知するチラシ作成による販路拡大事業

徳島県 株式会社なるとや家具店 3480001005113 【高機能ベッドに特化したインターネット販売ホームページ制作】

徳島県 － 『あく抜き裁断する？、後継者を中心に結束する事業継承』

徳島県 有限会社辻食料品店 1480002007894 給食により小・中学生に小松島の地産地消食材を供給する事業

徳島県 有限会社アルファ 7480002012682 補聴器事業強化による営業力向上計画

徳島県 １ｅＦ　ＣＯＦＦＥＥ　ＲＯＡＳＴＥＲＳ － 世界で唯一のカフェ『１ｅＦ』の知名度向上、業務基盤整備事業。

香川県 Ｃｏｍｕｎｉ － アプローチ力の向上により顧客満足度アップと新規顧客の獲得

香川県 株式会社Ｊ．Ｆｏｒｃｅ 8470001016131 自社サイトによるサービスの広告宣伝活動及び集客力向上

香川県 株式会社天　進 9470001015999 作業効率化によるサービス向上と新メニュー導入による集客アップ

香川県 有限会社マスヤマ理容館 8470002006313 肌・頭皮・頭髪のクリニックとビジネス街のオアシス店舗

香川県 有限会社トータルプランニング 6470002013749 専用ホームページの作成とターゲットを絞った宣伝で新規客を獲得

香川県 瀬戸内ｉＴコーディネータ事務所 － 機動洗車隊（無水洗車）海外（中国）ＦＣ展開業務

香川県 株式会社今井鉄工所 5470001008858 海外進出のためのチラシ及び取扱説明書を外国語に翻訳

香川県 創作工房どい － 着地型観光商品の開発とご当地アニメグッズによる販路拡大事業

香川県 有限会社だいや食品 2470002016053 真空包装機で「生餃子」の賞味期限を延ばし（商品開発）、販路を拡大する

香川県 カーオフィス　タカシロ － 迅速なサービス提供と顧客との関係性構築による売上拡大

香川県 パスタ　エ　カフェ　モカ －
肉料理を新たに導入し、オープンキッチン化と効率的な料理機具の導入によ
り販路を開拓する。

香川県 うまじ家 － メニューのリニューアルと創作うどんによる新規顧客開拓

香川県 津久茂醗酵所 －
新たにインターネット販売を開始し、小売のお客様のニーズに答えて販路を
開拓する。

香川県 藤田株式会社 6470001010053 地域資源「伊吹いりこ」を活用したお土産用新商品開発事業

香川県 有限会社中田ボデー工作所 3470002016102 受入車種・台数拡大事業および新分野展開事業

香川県 有限会社満久屋 9470002016187 新たなブランド戦略による販路拡大事業

香川県 カットハウス・ハッピー － 「新サービス（出張・送迎）に取組み、売上２０％アップの実現！」

香川県 株式会社高畑精麦 6470001008064 「讃岐はだか麦本舗」ショールーム運営事業

香川県 有限会社藤井組 9470002013069 ＩＴを活用した空き家管理サービスのＰＲ及び販路開拓事業

愛媛県 アテネ書店株式会社 4500001000382 特産品でものづくり、日常生活に豊かさを作る

愛媛県 株式会社ストラーダ・Ｋ 9500001007539 砥部焼Ｐａｒｉｓ展の企画と開催

愛媛県 ｔａｅＡｒｏｍａｔｈｅｒａｐｙａｎｄＴｒｅａｔｍｅｎｔ － サロンの宣伝強化とセラピスト養成スクール開校で売上高アップ！

愛媛県 株式会社ニシヒラ住宅 7500001020254 インスペクションの活用で、買主に安心と安全を販売する

愛媛県 ＶＳＪ合同会社 9500003001564 勉強会告知と利便性を向上したサイトの構築で会員数ＵＰを図る

愛媛県 株式会社ビジネスアシスト四国 8500001013546 インターネット販売強化による全国発信とオムニチャンネル化事業

愛媛県 ＨＡＩＲＰＲＯＤＵＣＥＬａｐｓｅｔ － 愛媛県初！美容の高付加価値サービスでブランディング＋販路拡大

愛媛県 有限会社マツオカ 2500002006315 看板設置・ＨＰ作成・新規メニュー導入の３つの策で新規客獲得

愛媛県 井上鋳造所 － 製作コストの削減と短期の試作を目指す

愛媛県 ＳｐｏｒｔｓＩｎｔｅｒｆａｃｅ －
子ども達のスポーツの可能性を広げる『多種目経験スクール　スポーツセレ
クト』

愛媛県 株式会社マックスエージェント 7500001016707 全国各地、そして世界へ揚げ鯛の味・魅力発信事業
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愛媛県 ナカガワオート － 看板設置等のハード面整備の実施による販路拡大！事業承継準備！

愛媛県 三洋興産株式会社 7500001001840 共同出展で品揃えＵＰ露出ＵＰで販路拡大”愛媛からのおくりもの”

愛媛県 有限会社岩城電機商会 6500002001114 車両ナンバープレート認識システムの導入による販路拡大と生産性の向上

愛媛県 株式会社無双社 3500001013567 雑穀とトマトのオリジナル商品の対面販売による新規顧客獲得

愛媛県 こころとからだの養生サロンｉｙａ－ｓｈａ － 温活とリンパマッサージでストレスマダムのバストケア

愛媛県 株式会社Ｂｆｒｅｅ　Ｐｒｏｄｕｃｅ 4500001019407 「美肌をスマホで学ぶ」ＷＥＢセミナーによる新規顧客開拓事業

愛媛県 ｓｅｌｆｉｓｈ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ － スマホアプリを利用した顧客獲得および満足度向上の実現

愛媛県 株式会社プリンセスライン 5500001015909 着地型観光とリンクさせた前撮り写真専用サイトを使った誘客事業

愛媛県 株式会社日吉屋呉服店 4500001012213 日吉屋呉服店　無料出張着付けサービス事業

愛媛県 株式会社しまなみコットンファーム 6500001016823 今治産オーガニックコットンを使用したタオル製品等の販路拡大

愛媛県 久保塾 － ホームページの開設による隣接校区への販路開拓

愛媛県 株式会社丹後 6500001019207 今治タオルオリジナル商品の販路拡大によるＯＥＭ生産からの脱却

愛媛県 有限会社ササキ時計店 7500002018337 ブライダルジュエリーから始まる新規顧客の獲得

愛媛県 季節料理　蔵膳 － 高齢者に優しいイス席も畳も可能な和食の店の実現

愛媛県 養命研究所株式会社 3500001019085 無添加化粧水「スカイローション」をインドネシアで広めよう！

愛媛県 ｌｉｔｔｌｅ　ｆｌｏｗｅｒ － 快適に買い物ができる環境整備とイベント開催による新規顧客獲得！

愛媛県 株式会社新田商会 9500001013982 新たな商流を作る！　新規顧客獲得作戦！！

愛媛県 有限会社明和工機 7500002021920 自慢の板金加工技術の認知度アップ及び攻めの営業展開の実現！！

愛媛県
有限会社ミヤコ製作所川之江営業所ミヤ
コたんす店

2470002016227 ２０１７夏！３８５家具・雑貨まつり

愛媛県 株式会社シスディブリンク 7500001019073 中小製造業向け生産管理システムの展示会活用による拡販推進

愛媛県 石鎚酒造株式会社 2500001008873 夏季限定　愛媛地酒の革新的な新商品開発による販路開拓

愛媛県 株式会社名水アイス 3500001017849 関東・関西地区への展示会への出展を通じて販売拡大を実施する

愛媛県 株式会社伊予乃国 4500001004697 ＥＣサイトリニューアルとＳＮＳによる情報発信で認知度ＵＰ

高知県 株式会社ダイドウ 2490001001418 環境変化に対応するオリジナルブランドの開発と効果的販路開拓

高知県 有限会社室内装飾リベラル 1490002002696 防災インテリアサービスの導入とその広報

高知県 株式会社アルペジオ楽器 8490001003796 楽器修理対応力強化による新規顧客獲得

高知県 ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ　ＲｅｃｏＬｏ － 働く女性を応援。ストレス軽減のための美容サービス導入

高知県 あおぞら保険 － 南海トラフ地震に備えた新しい保険設計の提案による新規販路開拓

高知県 有限会社ホテル高砂 4490002004715 『和を感じるくつろぎの場』をコンセプトにしたフロントの改装

高知県 株式会社ＴＳシール工業 6490001004532 英語ホームページとカタログによる、海外新規販路の開拓

高知県 株式会社Ｒｕｂｅｕｓ 5011001105708 国内、海外を見据えたサプリメント商品のバージョンアップ

高知県 ストライプス － 女性が心にゆとりを持って育児することを応援するための店舗改装

高知県 有限会社東洋瓦 1490002003620 事業承継の為の防災軽量瓦と瓦廃材を利用したリフォーム推進事業

高知県 昭和ブギウギ食堂のらくろ － 郷土食文化『土佐のおきゃく』体感居酒屋

高知県 ＷＡＮ　ＬＩＦＥ － ＨＰのスマートフォン化とユーサビリティ向上による売上拡大

高知県 しまんと百笑かんぱに株式会社 1490001007969 「生産者６次産業化支援サービス」の開発

高知県 有限会社ユニオン 9490002013001 高知のうまいものを全国の食卓へ　～個人顧客への販路開拓～

高知県 有限会社安芸グループふぁーむ 3490002012710 焼きなすシャーベット　バータイプ　の開発、および販路開拓。

高知県 明神利器製作所 － ステンレス包丁製造計画

高知県 宿毛マロックー － 高度化した整備作業等に対応した事業所づくり
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高知県 オートサービス　フジタ － 労働生産性向上による利便性向上及び販売機会損失の低減

高知県 岡松自動車工業 － 自動車タイヤの整備をきっかけとした安全性の確保と顧客基盤の強化

高知県 有限会社みやむら 6490002008813 地域資源「宗田節」を活用した調味料新製品で製造部門の向上
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