
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)

新潟県 合同会社アレコレ 新商品“浮き星”によるブライダルギフト市場開拓プロジェクト

新潟県 有限会社清みず イス・テーブル席の新調とそのＰＲ広告出稿による販路開拓事業

新潟県 一菱金属株式会社 新規販路に向けた新商品「玉ぶちボウル」のロゴ・パッケージ制作

新潟県 有限会社谷沢塾 小６ハイレベル少人数クラスの新設

新潟県 株式会社旅館大家 釣り客・ゼミ合宿をターゲットにした海浜民宿の新たな挑戦

新潟県 トクマ時計店 宝石リフォーム・補聴器調整事業の展開による潜在客の掘り起こし

新潟県 有限会社上越給食センター 上越市産生鮮魚介類の安心安全を確立した新商品の販路開拓事業

新潟県 株式会社橋本金属 自社製品用のロゴマーク、パッケージ開発による販路開拓事業

新潟県 株式会社Ｒｅ－ｓｉｚｅ． モノづくり工房ＷＯＯＤＳＴＯＲＹの活用で家づくり顧客獲得！

新潟県 株式会社ユニークワン セミナー開催による新規取引先獲得

新潟県 株式会社ビーエム企画 外観リニューアルを提案したＤＭ作成で新規顧客獲得

新潟県 ｐｒｉｖａｔｅ　ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　Ｂａｍｂｉ 新規顧客獲得及び客単価増に向けた設備・サービス充実と販促強化

新潟県 ヘアメイク　スプラッシュ サービスレベルＵＰ！顧客満足向上事業

新潟県 株式会社中央印刷所山内商店 手書職人の技術を再現する賞状印刷サービスのＤＭによる販路拡大

新潟県 有限会社水落住建 子育て世代のニーズに応えるデザインを採用した広報による改革

新潟県 株式会社小林塗装 新規元請受注を増加させるための広報活動強化による販売促進

新潟県 ハナキク パッケージデザインの刷新とギフト商品でネット販売を強化

新潟県 株式会社バリテック新潟 炭酸ガス分配器の試作機開発による新市場の開拓

新潟県 美容室　アルチア 当店客層比と近隣人口比から導き出した販路開拓及び広報事業

新潟県 ＳｈｏｔＢａｒ　ＴＨＥ　ＣＥＬＬＡＲ 「自慢したくなる店」への最終ステップ！看板と洗面所の改修事業

新潟県 ドコドア株式会社 ダイレクトメールによるホームページ制作の販路開拓

新潟県 有限会社井関産業 トキ舞う佐渡島の循環型有機農法実現に向けた土壌改良資材の開発

新潟県 有限会社ジー・エヌ・エヌ 地場メーカーの新規顧客を増加させる「トリセツムービー」制作

新潟県
株式会社ＣＬＯＶＥＲ　ＪＡＰＡＮ（クローバージャパ
ン）

特許出願をした小型炭酸泉生成装置の介護施設に向けた販路拡大

新潟県 ＴＫＯ　ｃｏｍｐａｎｙ 様々な広告媒体を活用した店舗の知名度向上および購入機会の増加

新潟県 イガラシエンジン 大型機械メンテナンス内製化への取り組み

新潟県 有限会社イシザワ 老朽化トイレの改装による外国人・学生を対象とした集客力アップ

新潟県 有限会社三共化研 新規受注に向けた新技術確立の為の設備導入

新潟県 株式会社ジャステム 新たな販路開拓を目指した技術パンフレットの作成事業

新潟県 後藤容器 １３万円で設置可能！後付け自動ドアの広報と展示会出展

新潟県 シューズショップ、イトー 足型測定から誘導する新規顧客開拓事業

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

新潟県 ほんやら洞 店舗と移動販売車で生鮮食品取り扱いのための設備の導入と改造

新潟県 土田農園 ネットとリアルで情報発信！売り上げアップ！！

新潟県 有限会社片力商事 商品リニューアルに伴うパッケージ作成による販路拡大

新潟県 居酒屋　Ｋｏｕ 新メニューの開発、広告強化で新規顧客を開拓、顧客満足度ＵＰ

新潟県 有限会社山谷製作所 新しいライフスタイルを提案する卓上型鰹節削り器の販売促進

新潟県 ＳＯＹＬ　ｃａｆｅ 位置情報システムの導入による画期的な販路開拓及び広報事業

新潟県 株式会社東映ムービル 劇場施設のバリアフリー化による主要顧客の来場促進

新潟県 株式会社髙野石油 地域に密着した車の安心サービスステーション事業の実施

新潟県 Ｍｅｒｃｅｒｉｅ　Ｐｌｕｓ　ＢｏｎＢｏｎ 家庭用ミシンの使用可能展示販売と家庭用ミシンを使った教室

新潟県 新潟発酵食品販売株式会社 女性ターゲットに特化した”可愛い”発酵食品の通販サイト作成

新潟県 新潟麦酒株式会社 アンチエージング効果のある培養トリュフ抽出液入りゼリーの開発

新潟県 黒井建設株式会社 地域密着！！『住宅お悩み相談所』の新規開設事業

新潟県 株式会社ティ・ティ・シー 無料の学習相談で子供達の学習意欲を引き出す勧誘事業

新潟県 日本アスモフ株式会社 高強度スノーポールキャップと石突の金型作成と中国語対応ＨＰ

新潟県 麺商暁 お客様に目標を！ロイヤルユーザーを育てる仕組み作り

新潟県 ＩＭＴエンジニアリング株式会社 ネットショップシステムの高度化による一般消費者への売上増加

新潟県 有限会社櫻井商店 ６０歳以上をターゲットにした地元杉を使ったリフォーム市場開拓

新潟県 餃子日和わらん　新潟西店 知名度向上による新規顧客開拓のための行燈看板設置事業

新潟県 株式会社相重 県外及び新分野販路開拓に向けたｗｅｂサイト・パンフレット製作

新潟県 株式会社ＬＵＳＴＥＲ 「男性に向けたオリジナルエステ施術を提供する為の店舗改装」

新潟県 燕食品株式会社 新商品開発およびブランド化の為のデザイン制作

新潟県 ブティック　ジュディ トータルコーディネート率と認知度向上のための店舗改装と広報

新潟県 株式会社早川健吉商店 専門店の強みを活かした顧客の再定義と広域商圏拡大の販売促進策

新潟県 カネコ総業株式会社 展示会出展によるアミノ酸肥料の販路拡大事業

新潟県 ピークパフォーマンス パーソナルトレーニグによる社会問題緩和及びＨＰ広報戦略事業

新潟県 瀬倉電気管理事務所 電気料金の高騰に悩んでいる中小企業の電気料金削減サービス事業

新潟県 株式会社旭グランド社 フルオーダーに対応したネットショップ開設によるＢ　ｔｏ　Ｃ戦略事業

新潟県 株式会社コバヤシ写真機店 スマホ対応のプリント受付機による販路開拓

新潟県 スターイングリッシュ新潟 新事業『英会話一環での放課後学童クラス』の宣伝広告

新潟県 ＹＵ－ＳＡＹ　ＰＬＡＮ 格安サービスを積極的に広報展開し販路拡大を図る顧客をサポート

新潟県 食じ処　龍園 「洋食がおいしい中華料理店」としての認知度向上活動
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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

新潟県 ＨＯＬＩＤＡＹ 新商品開発製作及びｗｅｂオンラインショップ等の強化

新潟県 ガンダルフ 奥まった店が闘う為のネット販売と店舗ＰＶでの販路開拓

新潟県 有限会社たちばな お客様目線をとことん追求！ワンクリックで買えるとん汁通販事業

新潟県 渡辺商店　パンのプティ パンにウエイトを置いた店舗の改装

新潟県 新潟エスラボ株式会社 会社ＰＲと販路拡大の情報発信、新たなニーズ発掘への取組み

新潟県 株式会社吉惣 ＨＰによるビジネスチャンス創出及び販売・利益率の強化事業

新潟県 ギターショップイシヤマ 専用工具の開発と販売による収益向上及び工房の効率化等改善

新潟県 有限会社坂上美建 折込チラシ配布による外構リフォーム受注とリピート化への取組

新潟県 ヘアースタジオＬＩＣＩＡ ＳＮＳ広告＆ＷＥＢを活用した独自サービスの周知で新規客獲得！

新潟県 Ｂｅａｕｔｙ　＆　Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ＣＨＡＮＣＥ 花嫁の『ブライダル準備ワンストップサービス』情報発信事業

新潟県 株式会社ｉｄｅａ 新規出店に伴うＷＥＢ改変と“店外”売上げ拡大プロジェクト

新潟県 角長呉服店 ＰＲツール強化で、後継者（娘２１才）世代と親世代への販路開拓

新潟県 田中呉服店 外国人向けのワンランク上の「浴衣ギフト」の商品開発と販路開拓

新潟県 お仏壇京仏具の久家堂 新規通販による法衣販売。

新潟県 有限会社アイエスマック 鉄道車両用の「エアーマット型滑り台式脱出シュート」の実演機の開発

新潟県 有限会社すみや ニュースレターを活用した優良顧客の囲い込みと新規開拓

新潟県 株式会社満日製作所 新規顧客獲得による売上増加と事業拡大の実現

新潟県 五十嵐工業株式会社 ネット販売による販路拡大を目指したホームページのリニューアル

新潟県 株式会社ケネックス オリジナルブランド温浴循環器の新潟県内を中心とした直販事業化

新潟県 カフェ　エ　ヴィンダ　マルコ 既存の窓を高デザインの窓に取り替え、イタリアの雰囲気を演出

新潟県 麺みなみ 消費税対応　財布に優しい「山小屋風居酒屋」新メニューの開発

新潟県 株式会社レリエンスメディカル 乳がん患者さんの生活の質向上を目指した人工乳房の販売

新潟県 株式会社メディケアネット 病院向け消耗品発注及び介護用品販売サイトの開発・販売・運用

新潟県 ＰＡＳＴＩＭＥ（パスタイム） 新規顧客獲得に向けたＰＲ・顧客満足、売上ＵＰに繋がる店舗改修

新潟県 サイトウ建築 高齢化対応（バリアフリー）や住宅リフォームのアピール大作戦

新潟県 株式会社室岡林業 ＷＥＢサイトで顧客とつながる！県内産建築材の新規販路の開拓

新潟県 株式会社星野本店 新規顧客獲得に向けたブランディング強化事業

新潟県 株式会社メディソリーゾ 自社開発サプリメントゼリーの販路開拓及び情報発信の強化

新潟県 みこし 段ボール製神輿で楽しく脳トレ・生きがい発見事業

新潟県 会席そば処安茂里 夜間帯の集客強化を目的とした自立看板の設置

新潟県 有限会社ハローファッション 販路拡大にむけた新規客層への広報活動とアピール看板作製事業
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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

新潟県 株式会社トアイリンクス おしゃれなレンタルオフィス・貸し会議室で新規顧客の獲得事業

新潟県 株式会社山崎建築店 住宅の高性能化の推進と新規顧客開拓のホームページ開設

新潟県 明雅車体工業所 ＨＰのスマートフォン完全対応とチラシ配布による新規客獲得と売上向上

新潟県 有限会社石附工芸 桐小物の販路開拓・開発。

新潟県 新鉄貿易株式会社 新潟県内の中小零細企業の海外市場開拓アドバイザー事業

新潟県 株式会社ＦＮＤ 『まいぷれ　ながおか』を市民から知ってもらうためのＰＲ強化

新潟県 みりねサロン サロン拡張のための移転と社交ダンスコスチューム販売拡大事業

新潟県 株式会社越善 麺を自家製麺にするための製麺機購入

富山県 株式会社ハートグリーン富山 散居村景観保全で発生する間伐材を利用した薪の加工販売事業

富山県 ワイルドベリー カフェスペースの拡張、グリーンの癒しによる相乗効果

富山県 株式会社ＴＭＣ 錫の柔軟性効果で無反発を活用した脳・心臓手術機器の販路開拓

富山県 株式会社フロンティア 電動式点字打刻機の拡販と障害者福祉施設の作業拡大支援への貢献

富山県 串道楽潤 買い物弱者への自家製居酒屋メニューの宅配サービス事業

富山県 ドリアリーボ 栄養士と考える「女性が来店したくなる」メニュー開発・販売促進

富山県 石浦家具製作所 オーダー家具製造業からの新しいカタログ提案による受注獲得事業

富山県 棚辺水産株式会社 富山湾の宝石「シロエビ」を活かした観光客への販路拡大事業

富山県 ナカムラフードサービス株式会社 富山湾の宝石「白エビ」の商品開発！ビジター向け販売強化事業

富山県 ルーズデザイン 『スクリーン印刷でフルカラープリントのウェア』開発で販路拡大

富山県 株式会社ナカムラ住建 社員３人の会社でもモデルハウスで集客！！

富山県 エムブイピー株式会社 シニア野球層の健康維持・野球少年の技術の発展・店舗の継続

富山県 名水の里やすらぎの宿芳の屋 スマホもタブレットもスイスイ繋がるＷｉ－Ｆｉ事業で顧客の増大

富山県 有限会社池上旅館 販売コーナーの新設により顧客満足度、リピーター率の向上

富山県 株式会社ルビコン お店に行く前に食の安心が分かる「外食安心ナビ」サイト構築

富山県 有限会社フルーツよしおか 自社ブランドの包装パッケージの開発とラインナップの拡大

富山県 国産はちみつ　花めぐり ・蜂蜜及びミツバチ関連商品のセールの案内及び販路開拓

富山県 奥田屋 富山湾産鮮魚を使ったお遣い物用商品開発・販路開拓

富山県 株式会社笑農和 顧客管理システム導入による顧客フォロー強化

富山県 有限会社富山教育企画 早期英語教室・小学生新コース開講による顧客獲得、ＰＲ事業

富山県 有限会社加治石油 地域の力になりたい　－高齢者プチ生活応援事業－

富山県 株式会社ライフフィット 企業内減量プログラム「アクティブテン」の開発・販路開拓

富山県 有限会社ショーワ 「ラーメン居酒屋でしか味わえない」を伝えたい！宣伝強化事業
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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

富山県 株式会社興和 関東地区で新規開拓するための戦略的営業ツールの制作

富山県 ウェブの助 人の縁が支えるワークスタイルを実現する「マッチングサイトｅｅｍ．ｃｏｍ」運営事業

富山県 旬の息吹　梨の華
日本で１つだけのオリジナルブレンド酒「梨の華」と富山旬の幸料理セットのイン
ターネ

富山県 株式会社和 障害児の放課後等デイサービスを行うためのＨＰ作成による集客増加

富山県 有限会社テクノシステム 必要なとき規模が１０倍になる町工場をアピールする情報発信事業

富山県 懐石料理　あさい亭 昼懐石プラン「あさい亭サロン」等の周知集客のための広報活動

富山県 有限会社グリーンビジネス橋本 藍藻を活用して生産した米のブランド化及び販路開拓

富山県 アールモリタ 富山湾海洋深層水使用！天然由来成分１００％の入浴商品販促事業

富山県 ユウ・アクアライフ 次世代アクアリウム（観賞魚水槽）の認知度向上と販路拡大

富山県 拓味フーズ株式会社 北陸新幹線効果を狙った地物を活用した差別化製品による販路拡大

富山県 魚処やつはし 観光客に富山の地酒の魅力を発信し、来店促進の実現へ

富山県 株式会社三協住建
省エネリフォーム商材（網戸）の販売促進及び地域職人との連携による地域内循環
の活性

富山県 株式会社ヤワラ 観光客向け試供品提供による富山産１００％「なまこ石鹸」の拡販

富山県 有限会社こんたに ランドセル販売・修理に特化した店舗展開及びＰＲ事業

石川県 陶窯田村 唯一無二の見学体験を提供する為の細字九谷焼工房の整備

石川県 株式会社ライフソリューション 本物・本質を追求した石川県内唯一の挙式専用教会のＰＲ

石川県 金沢きものレンタル心結（ｋｏｋｏｙｕｉ） Ｋｏｋｏｒｏｍｉリメイク鞄のＰＲホームページ作成と展示会出展

石川県 合同会社オトコト Ｗｅｂサイト作成、ＤＭ発送による新規顧客獲得および広報活動

石川県 松尾栗園 「松尾栗園能登の焼き栗」手土産パッケージの制作

石川県 有限会社ホーク ＷＥＢサイトのリニューアルによる世界ブランドカーテン販路開拓事業

石川県 ゴルフショップオクイ ゴルフを生涯楽しんでいただくための支援サービス

石川県 株式会社ベア 県内初！提案型ハウスクリーニング事業による、販路拡大

石川県 絢工房 ヒトとモノとトキとコト。テシゴトで広がる出会いの場“そんぱだ”

石川県 株式会社ＬｏｏｋＢａｃｋ 「ミニブタ宴会」イメージＣＭ製作と雑誌広告による顧客獲得強化

石川県 株式会社奥能登塩田村 素早く綺麗にセッティングができる和っふるパッケージ開発事業

石川県 有限会社のとかん 商品の充実と陳列レイアウトの改良による売店強化事業

石川県 ジェーケーワンフーヅ株式会社 ＩＴ等と自店の立地を利活用する、新たな顧客および商圏への展開

石川県 株式会社Ａ．ＳＰＡＣＥ 伝統技術１６分野の体験教室とオリジナル品オーダーメード

石川県 住建システム株式会社 建築現場の仕事を楽にする建築資材の提供と販促事業

石川県 お菓子司十三屋 『和菓子と輪島塗の出会い』ぬくもりと優しさのイートインサービス化事業

石川県 有限会社みやな賀 新店舗オープン・新商品に関する広報を通じた販売促進事業
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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

石川県 Ｌａ　Ｐｅｉｎｔｕｒｅ（ラ・パンテュール） 金沢とフランスを感じるお店で販路開拓！

石川県 有限会社川元石材 消費者ニーズに対応した展示場再整備と広報ツールによる販路開拓

石川県 能登地元料理　海ごちそう ナマコ加工品「干くちこ」を使ったピザのテイクアウト販売による売上拡大

石川県 株式会社ビーツー 旅館向けＷｅｂ予約システムサービスの販路開拓

石川県 中華そば響 真空包装機導入により新メニュー開発・ファン増加で売上ＵＰ事業

石川県 有限会社曽又写真館 Ｗｉ－Ｆｉ受付対応機器の設置による新規顧客開拓事業

石川県 立野千重 伝統的手法を用いたボタンブーツ・ボタンシューズの販路開拓

石川県 株式会社金港堂 他社と差別化したＨＰ改修でオーダーシャツ未経験者への販路拡大

石川県 有限会社ナカト 下請脱却！オリジナル家具の製造状況を全国発信し販路開拓

石川県 株式会社東方美人 ４０代以上向け金澤の心を伝える町家美容サロン開店ＰＲ事業

石川県 輪島漆器大雅堂株式会社 商品別に分けて使えるカタログを製作し配布して個人売りを伸ばす

石川県 株式会社イトウ紙工 新規事業パッケージ・デザイン・サンプル製作サービスと販路拡大

石川県 株式会社ＤＲＥＡＭ　ＤＲＩＶＥ 地域活性化と夢の実現を応援するＷＥＢサービスの開設

石川県 乙丸寝具株式会社 『理想の寝姿勢』が体験できる寝具店としての集客力強化事業

石川県 株式会社クレド 加賀・能登『作品×思い×人』光る伝統工芸の情報発信制作

石川県 ビストロひらみぱん 「せせらぎマップ」製作による新規顧客獲得と地域の魅力向上

石川県 株式会社金沢寿屋 団塊ジュニア世代向け金沢の伝統に則った法事作法の継承事業

石川県 サロン・ド・エスポワール
お客様に安らいでもらえる空間をつくり、いやしメニューに付加価値をつけ提案す
る。

石川県 パティスリーオフク 「ティファニーで朝食を」ならぬ「オフクで朝食を」

石川県 株式会社モミジグループ 直送！故郷輪島からおいしい新鮮食材料理、ＷＥＢとチラシでＰＲ

石川県 松本株式会社 コーヒー豆パッケージと宣伝広告・バリアフリーの整備

石川県 有限会社さんさんごご 食による健康維持！「ヘルシーランチ」提供・発信による集客事業

石川県 マスヤスタジオ 生前遺影写真撮影に特化した販路拡大事業

石川県 シンク・クリエーション株式会社 金沢市に特化した引越し業者価格比較サイトを全国に向け発信！

石川県 有限会社ダッシュ 空き家対策コンサルティングパッケージの研究開発と販路開拓

石川県 ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ　ｋｉｒｉｎ 現代女性のライフスタイルに合うトータルビューティーサロン展開

石川県 輪島塗の稲忠 稲忠輪島本店の集客向上と異食文化との融合による販路開拓事業

石川県 有限会社和菓子処中越 “金沢らしい”土産菓子「ＺＡＷＡＰＡＮ（ざわぱん）」の開発

石川県 ヘアースタジオビリーヴ 心身を癒す美容室として革新的サービスの提供とバリアフリー化に店舗改装

石川県 ライトアップ 「金沢を着物が溢れる街に」着物を着たい・着せたいを繋ぐ事業

石川県 株式会社浦嶋 遺品に適正価格を！リサイクルショップが行う遺品整理事業
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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

石川県 株式会社小山 新規顧客獲得への複業のネット販売システム構築事業

石川県 中秀鉄工株式会社 最新設備導入と自社ＰＲに伴うホームページ開設

石川県 株式会社メープルホーム 老後も安心！３０代夫婦向け高性能、低価格規格住宅の販売促進

石川県 株式会社御朱印 新商品による話題性を持った本店集客へ

石川県 金沢焼肉楽処万場 金沢ならではの料理とサービスによる観光客へのおもてなし

石川県 新家税務会計 地域の中小企業や金融機関と共に発展する管理会計力向上事業

長野県 有限会社横嶋生花店 心と体に安らぎを提供！地域貢献型フラワーショップの改革！

長野県 有限会社謝藍 《信州松本土産　蔵の町バウムクーヘンラスクの商品開発》

長野県 メインバーコート 信州産クラフトビールの移動販売よる販売促進事業

長野県 飯名水引 水引普及と観光者向け営業戦略事業

長野県 有限会社とんねるや 年配者用コース料理と畳席のテーブル席化ＰＲによる売上増加事業

長野県 アイテック株式会社 自社商品「みまも郎安否確認システム」の販売強化

長野県 有限会社フレール レトロな洋菓子店の喫茶トイレ改修とＨＰによる売上増加事業

長野県 ヤマネコクオリティアンドデザイン株式会社 諏訪大社と温泉宿場町を活かしたオリジナルデザイン手拭いの開発

長野県 新しい漆工藝研究所 現代食生活に対応した金属素地の漆塗スプーンの開発販売

長野県 志賀泉酒造株式会社 差別化商品の開発とホームページの再構築

長野県 ワインブティックヴァンヴァン 品揃えの充実によるネット及び店頭販売強化のための店舗改装工事

長野県 有限会社八剣技研 農作業効率ＵＰを実現させる農業用自社開発商品の販路開拓

長野県 大央電設工業株式会社 環境負荷低減・自己発電・移動式の災害用バイオトイレの販路開拓

長野県 株式会社創舎 「離れ」の屋根等修繕による空きスペースのギャラリー活用事業

長野県 丸萬加藤商店 生酒の酒質向上で地酒専門店の地力を強化・売り込むチラシ作り

長野県 佳肴　あり井 店内環境の改善と外観看板、ＰＲチラシによる新規お客様獲得事業

長野県 フィード 加齢を感じ始めた女性への髪質改善サービス施術の提供と販路拡大

長野県 有限会社黒部ビューホテル 女性、シニアシルバー、インバウンド誘客事業

長野県 有限会社上社ドライブイン 地方主要道路利用者への来店動機喚起事業

長野県 Ｇｒａｎｄ　ｍａ（グランマ） 焼菓子屋が作る「お洒落包装“あんぱん”」の広告・販路拡大。

長野県 有限会社森川デンキ オーディオ用インシュレーター及びボード製品の販路拡大

長野県 株式会社ライコン サイクリングロードの設定とＷｅｂ公開による販路拡大事業

長野県 有限会社朝倉石油 「女性をターゲット」とした明るい店内の快適空間つくりによる販路拡大

長野県 株式会社オアーゾ 人工温泉システムの製品訴求力向上の為の装置導入

長野県 世界食道 郷土食を作る・味わう、交わる。体験メニューによる旅行者の誘客
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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

長野県 こうじ屋田中商店 食品事業者向け展示会における麹商品活用の提案事業

長野県 ｃａｆｅ　ｔｉｅｓ（カフェタイズ） 結婚式等の多様化するパーティー需要に対応した新規販売促進展開

長野県 株式会社ＲＡＤＩＡＮＴ　ＳＭＩＬＥ 法人向け研修受注の販路開拓を狙ったモニター企業１０社募集

長野県 有限会社コマックス 信州伊那で愛される、ご当地「ローメン」知名度向上販路拡大事業

長野県 有限会社蔦屋本店 地産食材使用商品告知の為の注文用紙付しおり作成による直販事業

長野県 ケーキ屋Ｓｕｎ オリジナル洋菓子によるブランド戦略と販路拡大

長野県 有限会社あるとふぁごす 店舗看板の設置と新商品のパッケージデザイン作成による販路開拓

長野県 笹屋酒店 店舗床の整備と酒類の関連商品展示・商談場の開設

長野県 有限会社エビス 飯田水引と信州産稲穂を活用した新たな縁起物の開発と販売強化

長野県 株式会社アクセル 海外オークションサイト「ｅ－ｂａｙ」に進出し、海外に販路を拡大する。

長野県 有限会社ヨコヤ ＬＥＤプライスサインで観光客（新規顧客）を獲得

長野県 ｃａｆｅ　ＳＨＩＮＫＡ ２階バーのリニューアル

長野県 株式会社友愈 子育てママが心も身体も元気になり、もっと元気な中南信地域に！

長野県 有限会社丸井伊藤商店 米麹を活用した「麹プロジェクト」オリジナル商品の販路開拓

長野県 ＪＡＭデザイン株式会社 広告制作事例掲示による地域の魅力発信と新規顧客開拓事業

長野県 有限会社河島屋 ・城下町の景観にマッチしたアート看板設置による集客力強化事業

長野県 有限会社ナカガワ龍峡店 最新機器で太陽光発電所の健康診断

長野県 神楽 地域色の強い料理と商品を提供する新規店舗の開店

長野県 夢ハーベスト農場 “信州野菜とハーブランチ”提供のための厨房整備・ＰＲ推進事業

長野県 有限会社石田屋 最新オーブン導入！信州食材メニューで売上ＵＰ！

長野県 株式会社アドライズ 工作機械外装カバーのネット販売システムの構築と販売促進

長野県 西川　和代 「松本つぐら」の販売ツール整備と告知の強化による販路拡大

長野県 株式会社昇竜建設 子育て世代をターゲットとした安全安心な消毒スプレーの販路開拓

長野県 有限会社菊香堂 スマホやパソコンを活用して和菓子の魅力を伝えます。

長野県 株式会社ＳＰＩエンジニアリング 工業用内視鏡の新市場開拓

長野県 Ｔｒｉｕｍｐｈ．　Ｔｒｉｗｉｓｅ 店舗案内チラシとＨＰ制作による新規ネイルスクール受講生獲得事業

長野県 ラーナイズ株式会社 地元国公立大学進学コース専用学習スペースの設置

長野県 社会保険労務士法人　栁澤会計 「マイナンバー対応就業規則セット」の商品化による新たな顧問獲得

長野県 ナガサワフローリスト 快適な教室作り～トイレ改修とフローリング化～

長野県 株式会社タヤマスポーツ 地域スポーツ情報の発信によるコミュニティーづくり事業

長野県 ドゥ・スポーツプラザ斑尾 斑尾の自然と調和をしたトイレの導入
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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

長野県 有限会社アクテイ お米の販売・販路開拓

長野県 有限会社金井精密 工業展示会で医療関連部品加工の販路拡大に向けたＰＲ活動

長野県 有限会社角本近藤材木店 「自然素材平屋プラン」広告・チラシ・案内板とリーフレット作成

長野県 美容室カミング 炭酸泉発生機で売上もお客様満足度もダブルアップ！！

長野県 芳香庵　みのる 送迎サービス新設による商圏拡大とそば祭出展による認知度アップ

長野県 株式会社ヒーローグリーン インバウンド店向け商品の開発

長野県 エクストリーム有限会社 事務処理の効率化で経費削減に貢献！運送管理ソフト「達人ＭＩＮ」の販路拡大

長野県 ｆａ－ｐｈａ インターネットを利用した店舗魅力発信ＰＲによる売上アップ事業

長野県 シンエー特機有限会社 小規模企業向け小ロット特殊印刷・加工に特化した販路拡大

長野県 有限会社チノ薬品（店舗名：笠原清心堂） 子宝カウンセリング強化で女性客へのオーダーメイド漢方の提案

長野県 有限会社トレーディングポスト 新しい売り方による新たな販路拡大事業

長野県 株式会社たてしな藍 公式ホームページの訪日外国人向け対応

長野県 株式会社相電
プロモーションツールとして、デジタルサイネージの普及活動。（デジタルサイネージ
に

長野県 シスマック株式会社 レーザマーク独自技術の活用による新分野への販路拡大事業

長野県 有限会社山二園 増加する家族葬とライフスタイルの変化への茶専門店の対応策

長野県 ＬＥ　ＣＡＤＲＥ 信州大自然の豊かな恵み：ジビエの振興と地元食材のフレンチ

長野県 有限会社割烹　岩八鮨 テーブル席化ＰＲ及び法事・宴会メニューＰＲによる売上ＵＰ事業

長野県 そば福玄 そば屋店主の「楽しさいっぱいそば打ち体験」によるファン作り

長野県 モノガタ情報技術 スマートフォン用アプリ「文芸まつもと」の周知・事業販路開拓

長野県 株式会社ライトワーカー エステサロン事業「アーユルボワン」の店内改装による顧客拡大

長野県 メルク英語教室 成人向けＴＯＥＩＣ対策講座の開設

長野県 まる又漆器店 ネットショップ開設による販路開拓とホームページ英語版の作成

長野県 株式会社きのこや松下 高齢者、働く女性向けハナビラタケ乾燥パウダーのネット販売

長野県 ガレージ・ユー株式会社 輸入中古車シートを使ったリサイクルソファーの製作

長野県 株式会社スワファクター 御柱祭をきっかけとしたオリジナルデザインの土産商品開発

長野県 株式会社松本微生物研究所 微生物資材の国内外への販路拡大を目的とする広報体制強化事業

長野県 有限会社吉沢製作所 パンフレット・ＨＰ作成による販路拡大及び受注増加

長野県 塚原和恵税理士事務所 「相続生前対策と相続税申告等」のサポート販路拡大事業

長野県 有限会社友栄建築 建築と介護の複業化で集客アップ「介護レンタルともえ」ＰＲ作戦

長野県 有限会社レインボ―企画 愛犬の「トータルヘルスケア」確立による差別化と周知

長野県 長野アップル社 Ａｌｌ　Ｔｏｇｅｔｈｅｒ　Ｎｏｗ　１００人ライブで盛り上がろう
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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

長野県 幸せの黄金鯛焼き　小諸店 地方発送サービスと看板の更新、チラシ配布

長野県 株式会社像形 簡単に更新ができるＷｅｂサイト用システムをＰＲする広告出稿

長野県 松山園 古くて新しい盆栽の普及とわが家の盆栽づくり

長野県 ゼロフラッグ 植栽による女性客の集客と作業場改装による安全性・作業効率改善

長野県 信州ナチュラルフーズ 食の安全基準強化事業

長野県 昭和設備 空間特性を把握する新サービス開発事業

長野県 合資会社能登忠 日本間の椅子席への変更と「世界遺産日本料理」企画発信

長野県 我茶我茶 女性客が過ごしやすい、快適な空間をつくるためのトイレの改装

長野県 ｍａｒｕｃａｆｅ 食とお店の環境整備による「癒しと健康づくり」事業

長野県 有限会社ピッコトラディショナル 地元製造業向けフィリピン語学留学人材育成プランの販路開拓

長野県 湖畔の温泉宿蓼科 オープンカフェの併設に伴うトイレ改修事業

長野県 アクアディフォンテ 「お一人様も気軽に利用できるドリンクカウンターの新設」

長野県 ナカジマ安全施設株式会社 “全国に発信”より安全で走りやすい道路のための交通安全用品を

長野県 親ゆづりの味 冷蔵ショーケース導入による顧客獲得と販売の向上

長野県 ＦＰスマイルオフィス 女性のためのマネーセミナー、子育て世代のためマネーセミナーの開催事業
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