
平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

徳島県 有限会社四国レジャー企画 団体観光客に入店していただく為の店舗改装で客単価向上の実現

徳島県 株式会社ハウスマイル 転勤・法人・新卒者並びに大学生専用サイトの本格稼働

徳島県 木下農園 抗酸化力の高い苺を使ったバームクーヘンの開発とその販路拡大

徳島県 株式会社茜庵 スマートフォン顧客の需要に即したオンラインショップの改良展開

徳島県 株式会社花菱商店 削り節の小売強化を目的とした既存商品の刷新とブランディング

徳島県 パウゼ フランス菓子店の作る菓子・パンを移動販売し新規顧客を獲得する

徳島県 シーズデザインワークス 高性能カッティングプロッタによる受注案件の拡大

徳島県 有限会社斎藤酒造場
好立地を活かし新規顧客獲得のための日本酒教室＆酒蔵見学会の開催と、
教室実施のため

徳島県 株式会社池添蒲鉾店
若者向けの食べ歩きしやすい練り物新商品開発と日曜市への簡易な出店キッ
トの開発

徳島県 株式会社クオリス
自社のコンサル専門知識を活かした、自社オリジナル商品（鳴門鯛ぽんず・味
噌）の販路

徳島県 有限会社わかば第一水道 折込みチラシの有効性向上及び配布対象地域の拡大事業

徳島県 芝商事株式会社 ＥＭ関連商品の小売販売強化

徳島県 リサイクルショップ　エイ・ヤー リサイクルショップの営業を通じての育児支援・生活支援

徳島県 有限会社メゾン吉田 ＨＰとフライヤーを用いた販促活動とラッピングのレベルアップ

徳島県 Ｄ－ＰＬＡＮ株式会社 太陽光パネルの検査専用マルチコプターの開発と安全基準推進

徳島県
有限会社レディスファッションヤス
ダ

試着して後買いできるショールーミング販売を徳島藍染衣料で実施

徳島県 有限会社サカクリーニング ＰＯＳレジで顧客分析をしてＤＭによる売上アップ

徳島県 ＢＡＲ　ｋｕｋｋｕ 阿波野菜ピクルスの通信販売サイト構築

徳島県 うどん乃八笑 新規顧客獲得のための新メニュー開発・ＰＲ事業

徳島県
カフェレスト＆バーＴｕｒｎｅｒ－Ｃａｆｅ
（ターナーカフェ）

【母子向けスイーツ開発・防音工事】

徳島県 美容室シャイン 新技術と新サービス導入、店舗改装で新規客獲得事業

徳島県 細川乳販株式会社 集客力がある宣伝チラシの作成と新しい新規開拓の試み

徳島県 ヘアークリニック　ＳＡＫＡＩ ・育毛サービスのためのプライベート空間と専用出入口の設置

徳島県 株式会社ＨＰフーズ（うなぎ処岡） 「持ち帰り販売」土用丑の日は春夏秋冬！店舗ホームページ制作

徳島県
有限会社アイ・アンド・ケイカンパ
ニー（メガネの三城　鳴門店）

顧客ニーヅに合致したオートレフラクトメーターの導入

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
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

徳島県 株式会社リンクス
ＨＰリニューアル及びＳＥＯ対策による新規顧客獲得　並びに　自社パンフレッ
ト作成に

徳島県 株式会社長栄堂菓舗 店頭での生鮮商品販売増加のための設備投資並びに新商品包装紙等開発

徳島県 有限会社春木
飲食部門のカフェとレストランの集客増大のためのリニューアル事業（新規テイ
クアウト

徳島県 峠のわが家 新メニュー開発とトイレ改装による高齢者に優しい店舗づくり事業

徳島県 株式会社藤岡輪業商会 オートバイパーツのインターネット取引をするためのホームページ作成

徳島県 合同会社ホープフル 大手医療福祉法人が乱立する地域で行う、一般法人の顧客獲得作戦

徳島県 株式会社小松島大丸百貨店 ネットでのリサイクル商品販売による新規顧客獲得

徳島県 有限会社まるふく 顔の見える産地ギフトの提案と障害者等に優しい店舗の確立

徳島県 中央環境クリーン株式会社 顧客との関係強化の販促グッズで新規顧客の確保

徳島県 エンゼルオート 業務用ケミカル用品の小分け販売による販路拡大事業

徳島県 Ｌａ　Ｐａｃｉｆｉｃａ英会話教室 英会話教室地元Ｎｏ．１継続のためのＰＲ大作戦

徳島県 鴨島飯店 新メニューの提供に伴う看板の設置で売上ＵＰ

徳島県 株式会社ディープラン クラウド事業用サーバー導入における収益増強事業

徳島県 カーサプライズ 車両整備内容の拡充による整備部門売上増と新規顧客獲得！

徳島県 株式会社ＴＦＨ 若年層の新規顧客獲得と生涯顧客化に向けた情報戦略事業

徳島県 Ｒａｎｔａｎａ（ランタナ） 看板設置とセット面増設による新規顧客獲得事業

徳島県 コスモプロジェクト株式会社 ホームページ作成と安全性に配慮した工具購入による新規顧客獲得

徳島県 有限会社カネカゴム商会 オイル交換サービスの拡充による新規顧客獲得と客単価改善事業

徳島県 有限会社大進防水工業所 雨漏り赤外線診断による顧客拡大事業

徳島県 フードセンターもり 地域住民への食料品の訪問配達（販売）

徳島県 有限会社ウト・ウーク 気軽にアレンジ！絞り袋バーグで販路・笑顔を拡げるプロジェクト

徳島県 龍田自動車 「快適な車内空間の提供」による女性・若者客等の新規獲得

徳島県 株式会社情熱カンパニー 海水農法による「海の恵みシリーズ」野菜の販路開拓事業

香川県 株式会社ＭａＭａ’ｓリフォーム 「整理収納プラスリフォームプラン」の認知度向上と販路開拓

香川県 合同会社藻塩工房 「外国にも通用する究極のお土産」日本で１つしかない藻塩の販路開拓事業
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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
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

香川県 株式会社ＡＤＳムラカミ 新水圧技術（ＡＤＳ）を活用した新規事業の研究・開発・製造と販路拡大

香川県 株式会社グローアップ・ファースト ホームページ開設で気軽にセルフビルドできる為の通販型請負事業の創設

香川県 株式会社さぬき学びネット 「１０年通える」ニコニコ塾、魅力発信　（＾○＾）

香川県 有限会社ふらっとフードサービス カウンター・座席を拡張し、機会損失を減らして売上増につなげる

香川県 株式会社ホテル福屋 若年層および海外顧客に支持される、地域で５つ星のホテルに

香川県 株式会社ヘアサロンＣＡＮＡＰＡ １０年後も綺麗を約束するエイジングケアを採り入れた美容室出店

香川県 讃岐かがり手まり保存会 「讃岐かがり手まり」販路拡大のための外国人顧客獲得ツールの作成

香川県 株式会社地酒処天羽 大型冷蔵庫増設による品揃え充実と業務効率改善

香川県 株式会社サワダ ジュエリー　デザイン　アカデミー

香川県 シュシュライフ 片づけのプロによる「命を守る器」快適環境推進事業

香川県 株式会社プロエンザイム 和牛もつ鍋と薬膳火鍋の通信販売による販路開拓事業

香川県 縁結びばーテンダリー 縁結びばーテンダリー顧客満足向上の為の厨房改装とホームページ作成

香川県 有限会社森上工務店 アナログ広告とインターネットをミックスした地域密着の販路開拓

香川県 株式会社増田鐵工所 レーザー溶接技術の積極的ＰＲにより、売上高１０％アップを実現

香川県 株式会社５センス わかりやすい、選びやすい販売方法の確立で売上を２５％アップ

香川県 有限会社山下時計店 オリジナル手提げ袋の作製で新規顧客１５０人と売上高１０％増加

香川県 津山建材株式会社 中古住宅リフォーム・仲介ワンストップサービス事業

香川県 株式会社ライフコーポレーション
売上減少の歯止めのためのホームページ新設と販路及び新顧客層拡大の広
報事業

香川県 有限会社佐々木鉄工所 最新溶接設備による失注削減・新規取引先開拓プロジェクト

香川県 有限会社白峯 知ってください！こんな店があるんです～ＨＰ開設とにこちゃん作戦

香川県 株式会社フケプロダクト 空家の管理に取り組む事による販路開拓

香川県 有限会社キミラ 地域の眼鏡屋さんとしてさらなる確立のための看板の設置

香川県 山田鋳造鉄工株式会社 ３Ｄプリンタと石膏鋳造による新商品開発と新規顧客開拓

香川県 有限会社ヨコウチ ブライダル市場へのシェービングケア発信で、集客・販路拡大！

香川県 炭火之館楽宴 地産地消！グランビーフ牛フェアと新メニューで販路拡大！
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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
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

香川県 有限会社デリカとんとん 水素水を使用した弁当の商品開発と販路拡大・雇用増加

香川県 カーケアツチダ 愛車ピカピカ『カガヤキ手帳』で集客ＵＰとファンづくり

香川県 有限会社藤原米穀 出産祝い返し用・進物用ギフト米の商品化及び、販路開拓

香川県 おひさまシフォン シフォンケーキをメインとした実習形式レッスン導入と広報拡大

香川県 株式会社ダイブン 店主の声を伝える動画と専門家のレシピを活用した販路開拓

香川県 福田整体院 整体体験イベントで認知度＆イメージアップを図って新規客獲得！

香川県 株式会社メロンハウス サウンドブース・ゴリラのユニバーサルサービスによる販路拡大

香川県 デザインオフィス　え・ずめん 「たどつ酒かすロール」のブランド化

香川県 株式会社ゼッケイホールディングス 整骨院・整体院事業の集客・販路開拓

愛媛県 株式会社オノダ 一般顧客向けに特化した横断幕販売Ｗｅｂサイトの構築

愛媛県 株式会社ＴＡＭＵ 待ちのものづくりから、売り込める３Ｒ循環型ものづくりへ

愛媛県 ＢＡＧＥＬラクダピクニック 松山城近くへの新規出店に伴う愛媛を感じるベーグルの開発

愛媛県 株式会社サンクエル 地域の要支援者を対象とした、機能回復専門のリハビリ機器の増設

愛媛県 ユアウイング 愛媛からの海外展開・観光客対応のビジネス英会話による販路拡大

愛媛県 株式会社エターナル 美と健康の発信地としての認知度ＵＰのための看板及び１階装飾

愛媛県 株式会社ル・コンセイユ シニア層へのワインと料理が味わえる大人空間提供による販路拡大

愛媛県 株式会社フロートランチマーケット 昭和のチーズケーキで繋がる実を結ぶ事業

愛媛県 キャリアプロデュース研究所 認知度向上のためのホームページ構築等事業

愛媛県 姫だるまと和雑貨の店　港や 縁起ものの新商品「えひめの起き上がり・金天だるま」開発・販路開拓

愛媛県 焼鳥かわばた 「たこめし御前」の開発による新たな販路開拓と収益力の向上

愛媛県 ママ・チョイス株式会社 ［骨盤ベルト＋シルク腹巻＋パッケージ］で健康＆幸せマタニティ♪

愛媛県 株式会社マルキーズ 企業向け「出張アロマテラピーサロン」の具現化に向けた取り組み

愛媛県 ペットグッズショップ　バディ 元気で可愛く！幸せ「わんこ」をつくる店

愛媛県 向井工作所　Ｂｌａｃｋｓｍｉｔｈ　ｅｒ 神秘的なダマスカス模様を用いた最上級の装飾品製作、販路開拓

愛媛県 Ｍ．Ｓ．Ｓ株式会社 ラスクワッフルの販路拡大に伴う新パッケージの製作

4 / 8 ページ



平成26年度補正予算　小規模事業者持続化補助金
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

愛媛県 有限会社マツオカ 店舗入口の段差解消とトイレの洋式化で、家族三世代が満足できる店作り

愛媛県 有限会社遠藤青汁 新規顧客開拓につなげるための自社ホームページの戦略的活用事業

愛媛県 永江商事株式会社 創業１００周年を契機とした店舗ブランド再構築による販路拡大

愛媛県 ＳｗｅｅｔｓＧａｒｄｅｎ　Ａｇｅ ウエディング業界進出のよる売上拡大

愛媛県 株式会社さくらコットン 「今治タオルを活用～地元の女性で売れる商品開発を目指す」

愛媛県 アクト・プラス 海事都市今治での保存資料の電子データ化サービスによる販路拡大

愛媛県 株式会社ウエイアウト ふんわりした草木染ストールのＮＥＷパッケージ等による販路拡大

愛媛県 眞田井良子建築・まち育て研究所 若者向け中古住宅リフォームによるモデルハウスの制作と広報

愛媛県 有限会社ガイナ 通塾困難地区の生徒への新しい塾教育サービスの提供

愛媛県 有限会社菊池本店 高齢者施設および高齢者層の販路拡大とチラシ作成

愛媛県 有限会社土岐家具店 家具キットの販売及び、家具作り教室開催による販路開拓

愛媛県 有限会社神野農機 敏腕ブレンダ―の個性爆発！！「はまっこ米」のブランド化計画

愛媛県 株式会社アオノメガネ 車椅子利用者用駐車スペースの設置と入口のバリアフリー化事業

愛媛県 三浦綿業株式会社 『睡眠弱者』の購買心理を刺激して、来店率アップを図る販促活動

愛媛県 有限会社和田建設
「寒い」「段差」「トイレが遠い」を解消！「幸齢住宅化リフォーム」の推進・販路
拡大

愛媛県 ＤＯＮＮＡ 持ち歩くとテンションがあがる可愛いショッピングバックで集客

愛媛県 車工房安藤 働くお一人女子のドライブを全力で応援しちゃうカーショップ

愛媛県 ヘアサロン　ミント ストレスを受けた頭皮や心を癒す新メニュー「ＮＡＧＯＭＩ（なごみ）」の提供

愛媛県 居酒屋一 店舗改装と新サービス導入による新規顧客の獲得

愛媛県 株式会社住宅アシストＦＡＳＥ 癒しの空間演出と高齢者にも優しい来店型の店舗改装事業

愛媛県 有限会社嶝野家具店 国産の天然一枚板を使用したオリジナル家具の開発と販路開拓の取組み

愛媛県 ナガイ株式会社 好立地を活かした販売車輛展示台・看板設置による販売強化作戦

高知県 Ｃａｒ　Ｗａｓｈ　ＫＴＥＸ 「３ステップ販売方式」による新サービスの利用喚起促進事業

高知県 有限会社アフロディア 自家農園栽培オーガニックコスメの体験イベント実施型販路開拓

高知県 ｃａｆｅ　ｄｕ　ｇｌａｃｅ お客様の声から生まれた「オリジナルブランド」のシリーズ展開事業
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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
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

高知県 株式会社コッコ・サン 小学校の取り組みを親へ繋ぎ、本好きになる定期購読を広める事業

高知県 久万田社会保険労務士事務所 サービス同質化を脱却する「労務改善サポート事業」等の実施

高知県 ドーナツ　パティオ 新規顧客開拓のためのドーナツの製造、保存の機器購入

高知県 株式会社優樹 新地域への進出を図るため宅配車両購入及び販売促進活動の実施。

高知県 株式会社オフィスパートナー 細かい要望に応える独自システムによる中小企業のＩＴ化の推進

高知県 土佐　レジン 農業用燃料流出防止付タンクへの買い替え促進事業

高知県 有限会社特選呉服いしはら 浴衣イベントの実施による若者層の顧客獲得

高知県 きらめき 高齢者が新たな生きがいを見出せる「おでかけ」サービスの提供

高知県 日光カメラ スマートフォンの画像データを形に残す新サービスの実施

高知県 Ｂｅｎｉｆａｒｅ（ベニファーレ） 無償提供青果・果実を用いたドライ商品・コールド商品の開発

高知県 株式会社山忠 「水まわり快適安心生活ノウハウ」の周知による水道修理受注拡大

高知県 有限会社コンピューターホリック 保守サービスの開発および建設業レンタル用機器の整備

高知県 株式会社上町池澤 自社商品の価格設定・賞味期限改善による、専門店・量販店開拓

高知県 有限会社宗石写真館 空撮や高齢者の遺影撮影等とその広報のためのウェブ製作

高知県 ＶＩＯ　ｎａｔｕｒａｌｓｗｅｅｔｓ 委託販売開始に向けた商品・パッケージ開発と飲食スペースの改善

高知県 株式会社ピーステック 訴求力の高いＨＰ作成および防災展示会出展での販路開拓

高知県 三日月キッチン 高齢者向け仕出し弁当の開発と注文方法の整備

高知県 だるま味噌株式会社 スイーツ部門のブランディングと営業活動のための販促物の整備

高知県 四万十うなぎ販売株式会社 四万十産うなぎの海外販路開拓に果敢に挑戦！

高知県 有限会社現代産業 観光客を誘致するための土佐の食材を活かした定食の開発

高知県 株式会社エコプロジェクト ブランド力を活かしたネット集客と実店舗への誘導による販路開拓

高知県 ブックアイランド高知北本町店 新規トレカ顧客の獲得と保護者の「ついで売り」による買取促進

高知県 株式会社ＰＬＡＳＳＧ 潜在顧客へのアプローチによる福祉用具の利用促進と販路開拓

高知県 有限会社栄伸 女性や家族がくつろげる大衆居酒屋への転換に向けたトイレ改装

高知県 有限会社デリンベイク 揚げ物と惣菜のプロによる「商品開発・調理加工サポート」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
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

高知県 イングホーム ホームページとチラシリニューアルによる顧客集客事業

高知県 孝心堂眼鏡院 「目の使い方の癖」診断ツールの無償提供による新規顧客獲得

高知県 魚の棚　香 新規顧客確保のためにトイレ整備および特別コースの開始

高知県 有限会社サンワールド川村 提案ツールの整備および特約店の販売力強化

高知県 ともよし屋 皿鉢料理の単品売りに挑戦！店頭売りを開始するための改修事業

高知県 Ａ＆Ｔ株式会社 シニア世代向け生前整理専門サービスのＨＰ作成

高知県 有限会社ヤマサキ 顧客用ミシンスペースの店内設置による利便性向上と新規顧客開拓

高知県 日向食堂ゆるり 素材の良さを打ち出した中高年男性向け「お値打ち酒場」の展開

高知県 株式会社ラサス 新商品“ウドエキスを配合したエイジングケア美容液”の開発

高知県 株式会社ＡＮＳＡＳ 「ベーシックコース」の新設による新たな通塾ニーズの掘り起し。

高知県 有限会社鏡水旅館 癒しを求める“歩き遍路”の方をターゲットとしたサービスを展開

高知県 株式会社中村印刷所 オンデマンド印刷を活用した効果的な販促ツール作成支援事業

高知県 四万十共生事業株式会社 「四万十川の幸を提供する生産体制の確立」

高知県 総合デザイン企画ｋｏｋｏｐｅｌｌｉ
デザイナーがプロデュースする結婚式などのイベントを演出する空間デザイン
事業

高知県 居酒屋　喜八 「高齢者が安心して食することができる店舗づくり」

高知県 株式会社幡多中央魚市場 競売手数料に頼らない収入源の確保

高知県 フラワーショップ双葉園 営業時間に捉われない顧客目線サービスの提供

高知県 串かつ　瓦 「域内初のテイクアウトサービスによる串揚げの提供」

高知県 ペンション四万十川 おもてなしと文化体験による外国人観光客取り込み事業

高知県 舟母浪漫 帆船での川遊び体験を通した親子連れ観光客の獲得

高知県 有限会社洋菓子倶楽部 販路拡大に向けたコミュニケーションツールの開発

高知県 ストローファーム 全国産婦人科への販路拡大及び新規顧客の獲得

高知県 有限会社小川製材所 機械導入に伴う新商品開発により、新規顧客を獲得する。

高知県 有限会社安芸グループふぁーむ スジアオノリアイスの商品開発と販売戦略の構築。

高知県 おのストーブ 小規模薪ストーブ会社の「日本の森資源を活かす」販路開拓作戦！
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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
審査採択結果一覧表　第２次受付分

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

高知県 明神刃物製作所 ステンレス鍛造包丁の試作・開発

高知県 遊ゆう　安和 新規顧客獲得のための「こだわりの味噌ラーメン店」ＰＲ作戦

高知県 須崎魚河岸　魚貴 飛躍のためのイメージ改装と仕出し部門の強化活動事業

高知県 有限会社モリタ薬局 電子薬歴導入によるお客様サービス向上と門前薬局からの脱却

高知県 オールドウッド 住宅及び船舶解体工事補助金制度推進事業

高知県 有限会社菱田ベーカリー ロングセラー商品「羊羹ぱん」の新規販路開拓

高知県 株式会社Ｐａｓ　ｄｅ　Ｄｅｕｘ 感動を心に残す映像演出事業

高知県 小島建築 個人のお客さまの第一アプローチ獲得のための情報発信

高知県
株式会社ウェルカムジョン万カンパ
ニー

伝統産業「宗田節」商品の販路開拓

高知県 竜串ダイビングセンター 冬もあったかドライスーツで透明感あふれる竜串へダイビング誘致

高知県 いぶりカリィ 古民家の雰囲気を活かした癒しの創出とスマホ対応ＨＰへの改修

高知県 入船鮮魚 地元高齢者等と観光客を両立した利用しやすい店舗づくり

高知県 有限会社コジマ洋品店 高齢者が分かりやすく安心してショッピングできる店づくり

高知県 ペンションサライ ポイントカード等でリピート客への訴求と外国人客対応に向けて
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