
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

福岡県 アリコスデリ 黒豆（筑前クロダマル）のオリジナルレトルト食品開発・販路開拓

福岡県 ハートフルスプーン 全国初！！アレルギー対応専門カフェの設置及米粉パンの全国普及

福岡県 株式会社バルズ お一人様女性客増員、店内焼き立てパン販路拡大

福岡県 サンキュウ株式会社 業務用エコ洗剤の家庭用パッケージでの商品化事業

福岡県 株式会社ｔｈｅｅ　ｍｏｍｅｎｔ 地域謎解きアプリの開発、およびＰＲ事業

福岡県 株式会社富士情報デザイン 「はたらくママを支援する保育園」の開園支援事業の拡大

福岡県 株式会社ＥＡＲＴＨ． 大名の隠れ家ワインダイニング「ワインセラー増設事業」

福岡県 ＭＩＲＡＮＮＥ・ＪＡＰＡＮ合同会社 ＊御当地の逸品茶を日本と平和の象徴「折り鶴」型のティーパックで！＊

福岡県 株式会社ＩＭＫ 新メニュー開発及びギフト配送による販路拡大・売上アップ事業

福岡県 有限会社柴田木工 伝統文化復活のための地域資源を使った木製品の開発・販路開拓

福岡県 株式会社ｗａｌｋ　ｏｎ ママの笑顔は赤ちゃんの笑顔！『産後骨盤調整』新規開拓事業

福岡県 有限会社やなぎ酒店 現代版御用聞きの実施による、買い物弱者救済と新規顧客の拡大

福岡県
ＷＯＲＬＤ　ＵＫ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥ
ＮＴ

芸能を志す若者が利用しやすくなる画期的な施設の周知

福岡県 株式会社アスク 実験設備にお困りの大学研究室お救け支援サービスの販路開拓事業

福岡県 ホットドッグ武蔵 新メニュー「小次郎焼き」のブランド構築による販路拡大事業

福岡県 株式会社永観 地場不動産会社のコネクションが強い地域での新規顧客開拓事業

福岡県 サンタマリア企画 『従業員の個性を伸ばす人材育成研修』事業の販路開拓

福岡県 株式会社アイブリッジ 特許出願予定の自社開発、炭酸飲料製造機の全国販売、代理店開拓

福岡県 ＨＡＮＮＡＨ＆ＭＡＲＹ 日本の美容文化を見直そう！国産椿油と国産アロマで美肌に貢献！

福岡県 株式会社ＣＯＬＬＡＧＥ 風味の良い調味料加工品を開発！新パッケージによる販路拡大

福岡県 ＡＭＯＮ インターネットを活用したオーダースーツ販売システムで需用拡大

福岡県 Ｃｏｏｋｉｎｇ　Ｓａｌｏｎ　はなみずき また作ってと言われたい！初心者から上級者まで対応の料理教室

福岡県 こだわりの米　小野屋 小野屋ブランド米の真空化による販路開拓

福岡県 ミネルヴァ山荘 新店舗開設に伴い熟成珈琲豆をびん売り常設販売で新客層を開拓

福岡県 株式会社トレビ教育研究会 ３６０度カメラを利用した飲食業界向けホームページの作成

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

福岡県 リールデボラ 法人売上拡大にむけた事業基盤の整備と小売り販売拡大の強化

福岡県 梶垣建築事務所 「家づくり相談会」「クリニック開業セミナー」へのブース出展

福岡県 株式会社ラエン ３Ｄプリンター・ドローンによる企業向け宣伝販促支援事業の強化

福岡県 出張専門　銀丁寿司 『ＳＵＳＨＩ』外国人対象寿司握り体験の販路開拓

福岡県 Ｐ＆Ｃプランニング株式会社 女性向けの美と健康をコンセプトとした通販情報サイトの制作

福岡県 アンドユキ 料理研究家たちの動画によるプロフィール制作と販路開拓事業

福岡県 株式会社キャリア研究所 女性の自己実現のためのキャリアアップスクール事業の販売促進

福岡県 株式会社ＷＩＮコーポレーション 目指せ！！ＩＱ２００の子供たち。幼児教育講座開設

福岡県 とも屋 「餃子の売り方」売ります！！　小売店・飲食店向け餃子の販路開拓

福岡県 ｍａｎａｗｅｂ塾 もう勉強しなさいと言わせない！楽しく学び脳力ＵＰ！

福岡県 クリエイトバリュー 「新たな手法による顧客管理システム構築ビジネス」

福岡県 株式会社茶匠ヴァロン 「茶匠が厳選した茶葉」シリーズの夏・秋ギフト開発・販売

福岡県 宏充食品西福岡店 口コミ拡散モデルの確立と認知度及び使用頻度向上事業

福岡県 ＡＮＣＨＯＲＡＮＧＥ キックボクシング観戦イベントの開催による新規顧客開拓

福岡県 アラマンダ やる気を興すセミナー、メイクを活用した美活セミナーによる販路の拡大

福岡県 Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｔｅａ　Ｓｈｏｐ　ＢＩＳＡ 体調や気分で選ぶハーブティーで健やかに美しく♪販路拡大ＰＲ

福岡県 如水監査法人
北部九州唯一の上場会社監査登録事務所と九州地域で数少ないプロフェッ
ショナル人事労

福岡県 設計＋制作／建築巧房 中古賃貸物件改修事業「漆喰と木の室」の広報強化

福岡県 有限会社インテリア寝具ほんとく ブランド確立のための倉庫改装事業

福岡県 株式会社アーカイブプロダクツ
ポータルサイト「こどもねっと」の広告宣伝・コンテンツ記事作成の為の取材対
応

福岡県 デザインオフィス　ゼフィア オリジナルインテリア開発！「和モダン」＆「建築資材活用商品」

福岡県 株式会社エンジョイプラス 初期費用０円ＷＥＢレンタルシステム事業による販路拡大

福岡県 有限会社クィクリー博多 タピオカドリンクの卸販売とＡｉｒレジ導入等による販売力強化

福岡県 株式会社ｃｏｃｏｔａｍａ
「チャット・メールを利用し職場のいじめやハラスメントを改善する革新的サービ
ス」の

福岡県 福岡システムＬＳＩ フランス現地レストランへ食材サンプルを直送し販拡支援する事業
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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

福岡県 株式会社アップエンタープライズ 福祉車両で快適ドライブ「車で移動できる喜びをあなたへ！」

福岡県
ファーマシーソリューションズ株式
会社

機能性表示食品対応型　品質管理クラウドシステムの構築

福岡県 株式会社ＳＡ－ＣＬＥＡＮ ＷＥＢと営業用ちらしを用いた新規顧客開拓事業

福岡県 株式会社スマイルアカデミー 商店街・自治体と連携した放課後デイサービス開設・利用者拡大

福岡県 こおのカメラ 福岡の女性が輝けるお手伝いをするスタジオ

福岡県 Ｂａｒ　Ｃｈａｒｇｅｒ お酒とのマリアージュ用テキーラ入りオリジナルショコラＰＲ事業

福岡県 モトハウスパドック 当店へお任せ下さい！何でもオートバイ修理できます！事業

福岡県 株式会社ＳＣＡｉ ビジネスパーソンの人材価値を高める話力検定ＷＥＢサイトの構築

福岡県 株式会社ふく処油山山荘 集客力向上・海外からの来店者誘引の為のホームページリニューアル事業

福岡県 福善堂 データベースの活用による食廃油の再生リサイクル事業の拡大

福岡県 株式会社ＮＩ　ｃｏｍｐａｎｙ 町のデパ地下屋さん実現計画第１章

福岡県 株式会社アシスト 立体造形サンプル用回転式看板の設置と店内ディスプレイの改装

福岡県 株式会社ＳＢＳＣ 新提案！！飲食店インターンシップ活用型、広報活動の展開

福岡県 行政書士かおる法務事務所 ペット信託普及による潜在的問題解決と新しい雇用創出事業

福岡県 株式会社ＤＡＮ 創業者に優しい「一緒に作る、ホームページ作るくん」の展開

福岡県 ぷりんせす ５０才代の女性経営者がより耀く為のオーダー服の提案

福岡県 有限会社楽天地 もつ鍋専門店のスマホ版ホームページの活用による販売促進

福岡県 株式会社マリンホテル 仲間と集う・繋がるビジネスホテルへ！独創性づくりとＰＲ事業

福岡県 クニシマ経営労務サポート マイナンバー制度のホームページ開設と管理支援による顧客拡大

福岡県 株式会社ミックプロモーション プロ仕様の内容を一般向けに改良！「村田式会話術」の拡販

福岡県 株式会社ルーナ 安心して生前購入できる美しく自分らしい死装束の販路拡大

福岡県 株式会社スリーエイト 酸素ルーム事業本格立ち上げのための販路拡大

福岡県 株式会社ｎ．ｐｌａｎｎｉｎｇ 制作・印刷セレクト型メニューによる販路拡大と顧客獲得

福岡県 ｃａｆｅ　ｄｅ　ｆａｍｉｌｌｅ 野菜ソムリエの旬野菜サンドイッチ・惣菜パックの開発と販路開拓

福岡県 グランツ行政書士法務事務所 交通事故専門のウェブ開発及び異業種連携サービスによる販路拡大
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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

福岡県 ＣＡＦＦ・ＬＡＰＩＮ 店舗の改装・薬膳料理の資格取得・ホームページの作成

福岡県 株式会社グリーン・レバレッジ 通販事業の拡大と提携生産農家拡大の為の自社ＨＰリニューアル

福岡県 トップリライアンス福岡 福岡県警ＯＢが行う「安心・信頼葬儀社」の斡旋紹介展開事業

福岡県 株式会社インターナル 萌えキャラクターと予約システム導入による新規客層開拓

福岡県 合同会社Ｔ．Ｋ．Ｎ テイクアウト専門カレーショップにおけるイートインコーナーの設置

福岡県 合名会社ｌａ　ｐａｉｘ シャンプー台増設・入れ替えによる、顧客受け入れ体制改善

福岡県 有限会社荻原 新鮮な素材を使った魚料理を提供する『現代版御用聞き鮮魚店』

福岡県 ディア・ヒロイン株式会社 攻めの友人紹介・守りの友人紹介

福岡県 ディ・マネジメント株式会社 『女性活躍推進』、『働き方改革』を切り口とした販路開拓事業

福岡県 株式会社ライフビジョン カフェ機能付き来店型保険代理店のブランディングと販路開拓

福岡県 ＧＲＡＮＡＤＡ 店舗内外装のガウディ風リニューアル

福岡県 有限会社ＨＡＩＬ 自社造花ブランドＬｕｎｇａＶｉｔａ（ルンガビータ）　のＰＲ

福岡県
オールウィンコンサルティング株式
会社

認定講座事業・人材教育事業他地域へ進出、物販ネット新規事業

福岡県
株式会社フリースタイルエージェン
シー

窓とプロジェクターを使った次世代広告媒体「窓ビジョン」の展開

福岡県
株式会社メモリートレーディングセ
ンター

過去・現在の写真と自分史年表を合わせた自分史アルバム作成事業

福岡県 株式会社ＨＢラボ 革新的な姿勢矯正インソールの販路開拓、販売促進事業

福岡県 アジアンヒーリング痩身寧々 事業拡大に向けた痩身メニューの事業強化とＰＲ

福岡県 ウエディング・ヴィレッジ 「想定外の追加料金不要！」のグアムフォト婚開発による全国展開

福岡県 株式会社ＩＮＯ・ＲＩＯ 介護をする家族のケアをマッサージや料理でサポート。

福岡県 株式会社Ｈ＆Ｃ 地産地消がテーマの「ねこ耳どらやき」の販売促進

福岡県 株式会社ＥＡＲＴＨスタッフィング 小規模保育事業・事業所内・院内託児所の開園支援サービスの販路開拓

福岡県 ＥｄｇｅｏｎＪ－Ｈｅａｒｔｓ サラ忍マンを活用した宮崎県「へべす」の販売支援事業

福岡県 Ｂｅｎｉｒ　Ｃａｆｅ 文化サロンカフェとしての認知度向上のためのＰＲ事業

福岡県 株式会社ラヴィサント ２０～３０代をターゲットとした、フォトウェディング事業

福岡県 有限会社トゥデイ １円たりともお金を使うことなく、相続税を節約する方法教えます
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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

福岡県 株式会社Ｃａｍｐａｎｕｌａ キャリア教育の専門家を育成する養成講座の開始

福岡県 プライベートジムＩＤＥＡＬ 高性能マシン導入による、ダイエット＋α のニーズに向けた新規顧客開拓

福岡県 株式会社ケント 新商品「長崎かんぼこカツ」ＰＲで新規顧客獲得とデリバリー強化

福岡県 重松株式会社 オリジナルブランド「藍暦」の新規開拓のための展示商談会への参加

福岡県 有限会社サンジュエリー リフォームの新規顧客獲得とそれに伴うお客様の居心地度の向上

福岡県 有限会社明日の部屋かわの 完全オーダー枕売り場の新設による販売促進

福岡県 萬栄堂 地域を代表する『土産品「くるめん棒」』を目指したパッケージの開発

福岡県 ごごのひだまり オリジナル商品の販路開拓とボディケアの顧客獲得の商材製作

福岡県 キュリオステーション　久留米店 タブレットＩＣＴを活用した認知症予防　高齢者向け新規市場開拓

福岡県 いろどり整骨院
地域で初めての「妊婦・産後ケアを専門に行う整骨院」の為のキッズルーム設
置

福岡県 合同会社ＳＯＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ 開店１周年記念お客様感謝祭

福岡県 煎谷本舗 オフィス用小分け珈琲と通信販売用詰合せの開発と販路開拓

福岡県 有限会社三貴プラン ドローンによる点検の販路開拓及び煙突専門企業との提携の推進

福岡県 株式会社燦樹 にんにく玉の効果を最大化するビタミンＣを含んだ新製品の販路拡大

福岡県 創菓堂「素人残月」 ・創業九十年の味を受け継ぐ新商品「冷凍残月」の開発販売及び営業開拓

福岡県 有限会社くるめランチサービス 高齢者宅配弁当（夕食）及び特注弁当の販路拡大計画

福岡県 ケイリビズ 身体に優しいペット用歯磨きを雑誌広告掲載と販促物で売上拡大

福岡県 株式会社えがみ塗装 塗装が世界を変える！グラデーション工法で住宅外壁を美しく！

福岡県 有限会社南筑ファーム 子連れのお客様、高齢者に優しい店舗づくり

福岡県 有限会社馬場鉄工 明確なブランディングによる販路拡大を目指した営業戦略の構築

福岡県 株式会社ＳＩＮＧ 他地域での販路開拓の為の展示会出展と、オリジナルＰＲツール製作

福岡県 合資会社秀栄社 動画パノラマ画像開発と販路開拓

福岡県 サチコ美容室 移動式シャンプー台・多機能車イスで『安全で安心』サチコ美容室

福岡県 ｈａｉｒ＆ａｎｔｉｑｕｅＨｉｇｈ－Ｓｔａｎｄａｒｄ お子様連れ女性をターゲットにしたＨＰとチラシの作成

福岡県 有限会社ジーブレーン 個人向けレジャー用携帯ＬＥＤ投光機セットの開発
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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

福岡県
コミュニケーションデザインラボラト
リー

関門海峡経済新聞の発刊・販路開拓

福岡県 丸十寿司 お年寄りの声から生まれた「温かい蒸し寿司」の宣伝・販売。

福岡県 株式会社ＭＫ 自社製の麺・餃子が自慢のラーメン店による唐揚げの開発とＰＲ

福岡県 Ｈｅｌｌｂｌａｕ　ｈａｉｒｄｅｓｉｇｎ ホームページによる顧客層の転換とオリジナル商品の販売

福岡県 有限会社クルーザーガレージ 福祉・介護事業者のための『福祉車両の操作方法』講習会の推進

福岡県 浜市鮮魚店 鮮魚の長期保存を可能にする真空パック器導入による販路拡大

福岡県 株式会社ルピエ 乳がん患者用のブラジャーと乳房パットの開発及びパンフ製作

福岡県 北九実業株式会社 看板新設と若者向けチラシ配布による「名物とりかわ」の販路拡大

福岡県 株式会社酵素オンライン 自社独自開発した新化粧品の通信販売

福岡県 二鶴寿し 新規顧客の開発と座席回転率の向上の為のシステム創り

福岡県 みつばや酒店 若松みかんキャラメル開発と若松みかんブランド確立及び販路拡大

福岡県 平成ゆとりキッチン～礎 一軒家まるごと！食事、カフェ、リラクゼーション複合店事業

福岡県 株式会社千葉工務店 一生に一度の“家づくり”を真正面から考える方法

福岡県 有限会社村本建具製作所 北九州の匠による木と金属を活かした「祭り棚」の製造販売事業

福岡県 株式会社ロクリア ウェアラブルＬＥＤ－ＶＥＳＴ（スマホ連携）の商品開発とＰＲ

福岡県 ハゼモト建設株式会社 建築・不動産ワンストップ対応化による空き家解消システムの開発

福岡県 株式会社矢治商店 卸売中心から脱却した小売展開による新たな販路開拓

福岡県 ふしはら税理士事務所 顧問先に対する『経営支援プログラム』のパッケージ商品化

福岡県 Ｈａｉｒ－Ｍａｋｅ　Ｂｅｒｇ ヘアウィッグ・育毛等薄毛解消商品販売及び施術

福岡県 株式会社Ｃ２ ５０代以上のお客様へ安心感を訴求した広告の作成

福岡県 株式会社ＦＰフォーユー ＨＰでの通信教育によるＦＰ資格取得サポート部門新設。

福岡県 ヘアー倶楽部カケハシ遠賀野店 新規開拓のための店舗改装と顧客満足度を上げるための設備充実

福岡県 合同会社碧汕（あおさん） ホームページ作成及び自家製ドレッシング販売による新規顧客獲得

福岡県 株式会社雪文 新商品アイスキャンデーの開発と販路開拓

福岡県 氣楽 漢方薬局の薬剤師が厳選した無農薬・自然栽培野菜の新規宅配事業
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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

福岡県 ＣＡ－ＣＨＥ　ＣＡ－ＣＨＥ 訪問ヘアメイク＆ポートレート撮影

福岡県 Ｖｉｅ　Ｈｉｒｏｎｄｅｌｌｅ　ヴィ　ヒロンデル 家族の笑顔を引き出す「自然光フォトスタジオ」販促大作戦！

福岡県 ホームインテリアワソー株式会社 襖製作技術を応用したテレビ壁掛け用治具の開発・製造・広報活動

福岡県 株式会社サン友創作工房 見て・触って体感する「自然の恵みを活かした造作家具」のＰＲ

福岡県 有限会社三ヶ森製畳 お客様満足完全保証サービス展開のための広報

福岡県 西日本リユース株式会社 身の回りの整理・片付けから気軽に始める『終活のすすめ』

福岡県 有限会社あきよし 地域のコミュニティサロン　美容カフェ部門の増設

福岡県 株式会社宮原写真館 スタジオＳＯＰＯ＆ＡＫＵＢＩの販路拡大

福岡県 グランド印刷株式会社 建設現場の足場に取り付ける自社ＰＲ用イメージシートの販路開拓

福岡県 松本自動車鈑金 下請けサービスを脱却した顧客直接受け入れ体制の構築

福岡県 クランツ 人気生花店による動画の効果的活用による出張事業の販路開拓

福岡県 坂本自動車株式会社 自動車は科学だ！地域活性を行う自動車体験学習の企画運営

福岡県 Ｌａｐｉａ Ｌａｐｉａオリジナルブランドの展開

福岡県 ＭＴ企画 ホームページのモバイル対応とデザインリニューアル

福岡県
ジャザサイズ黒崎フィットネスセン
ター

２０代～３０代の女性をターゲットとした新規顧客の開拓

福岡県 株式会社Ｂａｎ建築工房 真の健康住宅を提供するサービスの認知度アップによる販路拡大

福岡県 ジェーム　ル・タン おしゃれにオーガニックハーブティー！積極広報大作戦

福岡県
司法書士・行政書士Ｌ．Ｃ．Ｓ．合同
法務事務所

ウェブサイト刷新並びに商店街での定期無料相談会による販路拡大

福岡県 株式会社ヤナギモータース ＬＥＤイルミネーションシステム看板による販路開拓

福岡県 ヤロン株式会社 観光客の集客強化と売店改装による自社商品の売上げ強化

福岡県 株式会社ブラックハンド ボタン一つで資金繰り予測が可能となる新会計システムの開発

福岡県 キンダーガルテンどんぐり園 多目的ホールを活用した地域との交流による教育の質と集客力向上

福岡県 カネシン産業 南欧風住宅のブランド強化による販路拡大

福岡県 株式会社松岡建設 シニア世代の老後安心リフォーム推進事業

福岡県 有限会社筑後屋 青果市場内おかず屋の卸売専門からの脱却と一般客開拓への挑戦
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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

福岡県 有限会社大牟田アオキ楽器 大人のレッスン教室開講に伴う新生徒募集活動

福岡県 旅館清風荘 老舗純和風旅館の外国人宿泊専用プランの開発及び集客拡大

福岡県 有限会社ユー・ピー・アート 高機能プラスチック加工製品・機器装置事業の販路開拓の強化、拡大

福岡県 有限会社白陽舎 高齢者にやさしく洗濯の専門家がいるコインランドリー

福岡県 有限会社恵比須屋 節句もの魅力のギャラリー空間創りによる顧客獲得機会の創出

福岡県 エステサロン’ｅｌｕａ エステの付加サービスとしてパーソナルカラー診断の導入

福岡県
Ｑｕｅｅｎ　Ｃｏｏｋ　Ｃａｆｅ　（クイーン
クック　カフェ）

ロマンティックな展望台の景色を活用したイベントとウエディング

福岡県 株式会社中央産業 土木工事向け鉄筋スペーサの九州地方、東北地方他への販路拡大

福岡県 タートル株式会社 和太鼓教室の受講生増加による和太鼓市場の活性化

福岡県 株式会社あなたのまちの保健室 良質な医療器具整備で利用者と従業員が安心できる訪問看護を行う

福岡県 コバヤシモータース 地域初、次世代の塗装技術パウダーコートによる新塗装サービス

福岡県 からあげ＆カレー焼き　次元 直方のソウルフード「カレー焼き」の全国発信事業

福岡県 株式会社エスカルゴ ロールケーキを柱とした選ばれる洋菓子店ブランド力向上事業

福岡県 ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ｔｉｎｙ　ｔｉｑｕｅｔ 他店にはない新サービス提供と５周年の節目に係る新規顧客獲得

福岡県 山口家具店 地域密着型良質家具屋の「６０周年記念大セール」

福岡県 パティスリーさくら 柳川の農産物を使ったおみやげ菓子のパッケージ・販促資材作成。

福岡県 ふれあい補聴器　柳川店 地域唯一の補聴器専門店の認知度ＵＰのための市報等を使ったＰＲ活動

福岡県 ビューティハウス　ピア 高齢者・身障者に対応した優しい店舗づくりと広報事業

福岡県 株式会社グリーン・アート こだわりの梅を原材料とした梅酒のパッケージ・パンフレット作製

福岡県 ベビーあいうら 「ベビーあいうら」ブランド化作戦　新規顧客獲得とショッピング袋作り

福岡県 美容室オールージュ 薄毛で悩む女性向け酵素発毛法の販路開拓、販促事業

福岡県 株式会社相浦本店
フリーペーパーとホームページを活用した店舗の認知度向上と新規顧客の開
拓

福岡県 うまか処あじ彩 少人数から団体客まで柔軟な対応が出来る可変式店舗への改装と広報強化。

福岡県 土地家屋調査士あらまき事務所 空中写真測量による境界トラブルの予防と新たな測量市場の開拓

福岡県 有限会社豊田木工
メーカーならではのセミオーダー受注対応ホームページの作成（自社ホーム
ページの開設
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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

福岡県 有限会社ケーキのカトウ 地域コミュニティが集うイベントスペースの整備による集客アップ

福岡県 ビュティクリニカル　美翔 発毛育毛の新事業展開に伴う広報事業及び店舗看板の取替え

福岡県 ＫＥＮセラミックス株式会社 ＰＲ用試験データ提供を目的とした低価格セラミックス耐摩耗材の評価。

福岡県 有限会社カワシマ産業 海苔加工装置、菊生産省力機器の販売へ新規参入および販路開拓

福岡県 株式会社メディカルフーズみのりや 健康食・治療食宅配事業の販路拡大を図る販促強化とサービス体制の整備

福岡県 豊前中央鍼灸整骨院 子育て世代の集客に特化した無料託児サービスや参加型の教室開催

福岡県 株式会社ＧＧＧ　Ｆｏｒａｌｌ Ｌｉｎｅ　Ｃｏｓｍｅｔｉｃスタートセットを使用した販路開拓

福岡県 株式会社アズキ Ｗｅｂデータベース型アプリケーションシステムの開発・周知事業

福岡県 カフェコテツクン 個包装パッケージの改良等によるケーキの販路拡大

福岡県 有限会社北斗観光 募集旅行「北斗らんらんツアー」の広報活動による販路開拓事業

福岡県 株式会社ウエキ産業 元製材所の木目を生かしたオーダー建具の全国展開

福岡県 有限会社アイディエフ
ガーデンファニチャーの製造開発および体験教室の開催、それに伴う店舗改
装

福岡県 有限会社サケミベッド 睡眠で悩む見込み客集客のためのＨＰ改良、及び小冊子等の制作

福岡県 松尾樫工場 生活者と作り手の共創による新たな家具の提案と販路の開拓

福岡県 有限会社メイクハウス 省エネ住宅ポイント活用物件見学会の集客数ＵＰの為の広報活動

福岡県 株式会社　亀蜜本社 国指定名勝日本庭園「藤江氏魚楽園」の活性化事業

福岡県 有限会社間建築工房 木の香りと遊びの空間のコミュニケーションオフィス造り

福岡県 株式会社セイコーゼミナール 進学校合格を目指せ！特別対策クラス（Ｓ選）の構築及び販促事業

福岡県 アリスガーデン 施術ルームの店舗内拡張工事

福岡県 株式会社武久 しいたけで食べるシリーズの展開とマイスターの資格制度の確立

福岡県 有限会社一の瀬印刷 開店、開業・商売繁盛印刷広告宣伝パックの販路開拓

福岡県 株式会社システム機器 映像と音が提供できる新ＩＤカード発行サービス

福岡県 いなとみデンタルラボラトリー 保険治療導入の審美性大のＣＡＤＣＡＭ冠義歯説明用模型の製作

福岡県 シェアハウスぽたり 一人親家庭のシェアハウス入居者募集のための販路開拓

福岡県 農産物と豆腐の店ぬくもり畑 新商品の開発及び朝倉特産品販売促進事業
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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
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

福岡県 ＳＥＥＤ 最先端「髪が傷まないカラー／パーマ」拡販とＰＲイベント開催

福岡県 有限会社アムリタ 認知症予防にも効果あり！脳若ステーション設置とオンデマンド講座の充実

福岡県 パティスリー　エスメラルダ 仏事用焼き菓子「蓮華香清（れんげかすみ）」の開発、販路開拓

福岡県
株式会社三寿　三寿庵デイサービ
スセンター

『設備の不充分さを補いサービスの質を向上させることで売上アップを実現す
る』

佐賀県 合同会社ＣＨＡＲＩＳ＆Ｃｏ． ワックス脱毛の製品販路開拓とスクールの受講者開拓

佐賀県 有限会社６９＇ｎｅｒｓ　ＦＩＬＭ チラシ、ホームページ、エントランス改良によるの新規顧客の獲得

佐賀県 有限会社アトム堂 安心「アトムの食」を首都圏へ“佐賀海苔スープまん”で販路開拓

佐賀県 オートガレージ江下 「ドライブをより安全に、快適に！」福祉車両の販促事業

佐賀県 副島硝子工業株式会社 肥前びーどろの新商品「硝子の飾り箱」の開発

佐賀県 株式会社グリーンテクノ２１ 卸先企業に対するサービス・コンテンツの充実化

佐賀県 株式会社ハレノヒ
小さな写真館の新しいビジネスモデルの確立および広報戦略（補足資料２「企
業理念」あ

佐賀県 ヘアー＆メイク　アロイジア トータルビューティー“ＯＮＬＹ　ＯＮＥ”サービスの展開による顧客獲得

佐賀県 有限会社塚原旗商会 個人客来店増のための印染製品展示室および看板標示改築

佐賀県 オヤモコモ 産後の救世主「トッポンチーノ」ブランド化と販路拡大

佐賀県 京都絹乃屋 当店内にミニ写真スタジオの新設

佐賀県 株式会社ＢＥＥＫ 『スキンケア脱毛☆ワックストリプルエックスの導入販促活動』

佐賀県 蓮華草 ・店舗内座席の掘りごたつと個室完備で毎日満席の質を高める事業

佐賀県 株式会社バームクーヘンワークス 健康、美容の悩みの解決と防止の為の新規コースの開発と販路開拓

佐賀県 有明の風 「有明の風」ブランドの確立と販路開拓

佐賀県 公文式　唐津鏡教室 独自無料体験会を開催し、新規入会を増やす。

佐賀県 Ｌｕｎａ（ルーナ） カレーの移動販売サービス開始に伴う車両整備及び販路拡大事業

佐賀県 有限会社寝装の大塚 介護施設・個人介護者への「やさしい寝具」の提案と販路開拓

佐賀県 長崎荘 訪日観光客の誘客と、冠婚葬祭での販路開拓の為のＰＲ事業

佐賀県 ブイヨン 「フランス料理とワインのマリアージュ」旅する食事の提案事業

佐賀県 有限会社石見屋呉服店 撮影専用スタジオの新設による写真撮影サービス事業の実施
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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

佐賀県 古伊万里酒造有限会社 古伊万里酒造のヨーロッパ市場への販路開拓

佐賀県 あかね工房 新規販売チャネルの開拓ならびに、多品種・少量生産体制の構築

佐賀県 株式会社ＩＤＥＥ’ｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ 工場のキレイ化による技術の見える化と作業環境の改善

佐賀県
加圧トレーニング＆フィットネスは
な

低体力者向けマシンの導入と宣伝で新規会員の入会増

佐賀県 有限会社田中製麺 伊万里こだわり麺のパッケージ開発と商談会出展による販路開拓

佐賀県 伊万里レザー鷹工房 伊万里レザーブランドを全国にアピールする、広告及び販売活動について。

佐賀県 ｌａ　ｖｉｅ　ラヴィ ヘアーホスピに関わる機械の導入とチラシ作成、看板の設置。

佐賀県 おしゃれの店きしかわ キレイステーション発！笑顔になる化粧品屋さんからのお便り展開

佐賀県 有限会社畑萬陶苑 英語版ＨＰを活用した外国人観光客の増客と海外への販路開拓

佐賀県 株式会社瀬兵 商談会出展による伊万里焼ルーペの新規取引先の開拓

佐賀県 モンブーシェ お手頃価格で楽しく満足実感　客層年齢２０～３０代へのアプローチ

佐賀県 株式会社アースマインド伊万里 ブランド化に向けた情報発信で、認知度の向上と新規客の獲得

佐賀県 Ｆｅａｕｒｅ　ａｍｏｌｉｒ 九州初導入バクセルプロの広報拡大による新規顧客開拓

佐賀県 ＡＰＨＲＯＤＩＴＥ 「一席一人だけの貸切美容室」のコンセプトで集客を目指す事業

佐賀県 ｓａｌｏｎ　ｄｅ　ＯＬＩＶＥ 『美髪の髪育』のヘッドスパを展開し広告する事で来店頻度を高める事業

佐賀県 株式会社コガヤ ギフト強化の各種組みによる販路・売上の拡大

佐賀県 有限会社的野水産 チラシ配布・地域雑誌の掲載で来店客増加、魚屋復活計画

佐賀県 株式会社ガレット 顧客率９割女性に対してメンズ服を販売する販路拡大事業

佐賀県 シルバーオーケストラ合同会社 サックス生演奏が楽しめるデイサービス事業認知度向上と人材育成

佐賀県 株式会社ライフサービス 安心、手軽に住宅リフォームを利用して頂く為の宣伝方法構築

佐賀県 株式会社ＣＯＲＥＳＴ－ＬＡＢＯ 築２５０年古民家で佐賀県食材テイクアウト用ナポリピッツァ販売

佐賀県 株式会社創新 コインパーキング、防犯カメラの中古品レンタル事業の広報

佐賀県 ＫＩＴＯＲＩ から揚げ専門店として多様な顧客嗜好に応えていく事業

佐賀県 林木工所 ｗｅｂを使った屋台販売による販路拡大と自社ブランドの確立

佐賀県 有限会社二宮閑山 自社ネットショップ作成構築による販売強化
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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

佐賀県 いな吉 首都圏へ“世界一のごま”を届ける“見えない販路”を開拓！

佐賀県 いのししｃａｆｅ 猪肉を使ったオリジナルレトルトカレー開発・販売による販路拡大

佐賀県 株式会社お百笑さん ロスへＧＯ！百笑梅を世界へ　大地と農の恵みを伝える一歩！

佐賀県 株式会社デタント 手土産用「県産素材パイ」の新開発と工場新設

佐賀県 ひだまりＯＫＫＯ堂 ニューヨークでの筆文字ＰＲプロジェクトによる販路拡大

佐賀県 株式会社ＮＯＮＡＫＡ 「客育」で新たな「価値」を生み出す家づくり。

佐賀県 株式会社タラッタ 販売管理業務の効率化による取扱量拡大

佐賀県 八犬伝総本家 ランナー向けの丸ぼうろパッケージデザイン開発

佐賀県 ｉｅ工房　弘祐
国内外でのさらなる顧客獲得による安定経営のためのホームページリニュア
ル事業。

長崎県 合同会社ＨＲＣ アレルギー対応長崎産農産物を活用したピザ生地の開発

長崎県 ふんどしセレクトショップＴｅＲＡＹＡ 「ふんどし」の海外進出へ向けてのホームページ開設と商品開発

長崎県 株式会社ｗａｌｔｚ オートネイルとネイリストの技術の融合によるアート提案力の強化

長崎県 Ｐｉａｃｅｖｏｌｅ（ピアチェーボレ） 長崎地産地消食材でアニバーサリーをおもてなし

長崎県 すこやか整骨院 「足の健康教室」開催による新規利用者獲得への取り組み

長崎県 株式会社米粉屋 赤ちゃんといっしょにつくった「米粉の離乳食」の販路拡大事業

長崎県 有限会社更紗 長崎県産品を使った高級弁当の販路拡大と海外からの顧客獲得

長崎県 ドラッグエンゼル 漢方薬専門「相談型店舗」への移行に伴う内装変更・広報事業

長崎県 ａｒａｎ スクール事業とホームケア講座による顧客獲得と化粧品販売拡大

長崎県 株式会社ヴィークス フルフラットシャンプー台設置による新規顧客層の開拓

長崎県 豆富料理六弥太 長崎産大豆を使ったノンカフェイン大豆コーヒーの量産と販路拡大

長崎県 有限会社田中旭榮堂 幸せの四つ葉の栗饅頭の商品力強化と新規顧客の開拓

長崎県 株式会社スカルパ びわスイーツ普及のための宣伝広告による顧客及び販路拡大

長崎県 有限会社長崎屋 猫をモチーフにした菓子「長崎オマガリ」シリーズ売上拡大

長崎県 しお彩 自社オリジナルの販促ツール製作による顧客拡大と販売ロスの解決

長崎県 長崎サーロイン食堂 「サーロインファン」の獲得のための原価率７０％フェアのＰＲ
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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

長崎県 フルーツいわなが 果物加工スペース新設と紙袋新作による作業効率とブランド力増強

長崎県 株式会社ウエストフィールド ホームページのコンテンツ・機能強化による顧客拡大

長崎県 ウチダデザインスタジオ メイドイン長崎グッズ販売事業についてのプロモーション

長崎県 有限会社中野蒲鉾店 葬儀等の法事関連部門の売上強化事業

長崎県 株式会社城島 集客力アップ及び幅広いニーズに対応した設備・環境づくり

長崎県 ナガサキ・マジェンタ１００ 長崎県産真珠の魅力発信とアクセサリー販路拡大‐長崎の真珠を世界へ‐

長崎県 有限会社西村真珠養殖場 創業１００周年真珠養殖場の中国への販路拡大

長崎県 荒木　和子 集客力の高い“長崎らしさ”をアピールできる外観への変更

長崎県 デザインオフィス鴻優 実績の「見える化」と施主の代弁者としての機能強化による顧客拡大

長崎県 有限会社クリエスト ブライダル等における光の演出機材のレンタル強化事業

長崎県 サンレモ蛍茶屋本舗 地域に愛されてきた当社ブランド製品の販売チャネル拡大戦略

長崎県 吉谷鮮魚店 ショーケース設備導入等で鮮度・衛生向上による販路・顧客拡大

長崎県 有限会社紀文 産地限定食肉加工食品の製造内製化のための加工機器の導入

長崎県 株式会社マルヤジム 女性会員獲得に向けた店舗作りと更なる専門個別サービスの追及

長崎県 佐藤製麺所 ちゃんぽん麺の小売強化と贈答用商品開発による売上拡大

長崎県 祥満司清（しょうまんしせい） 長崎市・浜町アーケード初、みんなが楽しめる居酒屋＆食堂と仕出し屋

長崎県 ジョブマッチネットワーク長崎 就労弱者支援事業のビジネスモデル確立に向けた取り組み

長崎県 株式会社　スポーツ文化新聞社 長崎初の派遣型ストレッチ＆ボディケアサービス進出で売上増加！

長崎県 株式会社ＦＦＣ 新製品「眠りの質を高める器具『ＳＵＳ』」販路拡大事業

長崎県 Ｉｓ　Ｈａｉｒ　Ｗｏｒｋｓ 女性のお顔そり認知度向上による、ながさき肌美人増加計画

長崎県 富士見町大場酒店 県産酒の売上拡大のための「ぐるめ長崎キャンペーン」

長崎県 兵藤珠算会 長崎最長の歴史を持つソロバン教室の新規生徒獲得への取り組み

長崎県 西川商店 調理室設置による新商品開発と新規顧客獲得事業

長崎県 有限会社蟻広告事務所 医療機関向け情報配信サービスの無料おためしキャンペーン

長崎県 株式会社長正堂 スマホ・カード決済対応ホームページによる顧客層拡大事業
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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

長崎県 げんまいや 買い物困難者に介護用品を配達する米屋のネットワーク構築事業

長崎県 スマイルパートナー キッズスペースの拡充等子育てママの利便性向上による新規顧客獲得

長崎県 有限会社カウベル深ぼり 上級長崎和牛肉ギフト，カレー，ビーフシチューの開発と販路開拓

長崎県 御菓子司大竹堂 長崎をイメージした新商品の広告と販促ツール開発事業

長崎県
有限会社フロンティアアグリカル
チャーながさき

農業生産工程管理（ＧＡＰ）認証の取得によるブリーベリーの市場開拓

長崎県 金福ストアー 若い世代の新規顧客獲得による売上底上げの為の店舗設備更新

長崎県 株式会社佐世保福祉 ホームページ・パンフレット制作と福祉・介護施設への販路開拓

長崎県 飲喰処　空 女子提案餃子の新メニューと女性に好まれる店作り

長崎県 有限会社みずや 離島は元気です！限界集落の観光資源を生かした産業の掘り起しプロジェクト

長崎県 合同会社Ｓｋｙ－ｈｉｇｈ 新機械設備導入と地域初ミラーレンタル事業による販路開拓

長崎県
株式会社ＭＩＰＳアビリティーアシス
ト

認知度アップのための看板設置・広告強化事業

長崎県 株式会社広告のアクセス デジタルサイネージ事業への新規参入のための営業ツールの制作

長崎県 金龜 合鴨農法米を使用した胚芽精米の自社生産、販路開拓を行う

長崎県 ビューティーリサーチ北川 外国人ウェルカム！和装着付体験事業で需要を創造！

長崎県 とり石 魚のスモーク、調味料のスモークの開発による新たな需要創造

長崎県 Ｇｒａｉｎ　ｋｎｏｔ 納期短縮による顧客満足度向上と販路拡大事業

長崎県 株式会社ＡＬＣ 中高生向けアメリカンホームビジット体験事業の販路開拓

長崎県 株式会社ピットスポーツ ゴルフ練習場の認知率向上と施設の改修による新規顧客の開拓

長崎県 Ｈｉｌｕｌｕ 長崎新名物！「カステラ」カップケーキの開発と販売促進

長崎県 あつみ産業株式会社 店頭販売、及び移動スペース器具の導入と販売業態の開発

長崎県 株式会社ルリマネジメント 介護福祉士受験対策講座の新設及び広告宣伝事業

長崎県 レストランカフェクッチーナ 新事業「スウィーツ・ケーキ製造販売」による経営力強化

長崎県 有限会社諫早第一ホテル 親子ベッド購入で稼働率ＵＰ＆新ＨＰと新システム導入で利益ＵＰ

長崎県 有限会社リハテック・エフ 福祉用具のネット販売システムの構築と情報支援システムの構築

長崎県 ポラリスカンパニー株式会社 パッケージデザインの改良とギフト対応による販路拡大
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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

長崎県 有限会社お佛だん乃むらた 古仏壇の再生（お洗濯）で未来へつなげる販路開拓

長崎県 有限会社プラノ設計 宅地造成を３Ｄ化！リアルな完成形による販路拡大

長崎県 料亭富士松 長崎県産牛を使用した「長崎牛駅弁」の開発・販路開拓

長崎県 オートガレージユーロマイスター 輸入車専用の最新診断テスター導入による新規顧客の開拓

長崎県 株式会社本澤崇設計事務所 中古住宅のホームインスペクション（住宅診断）市場拡大事業

長崎県 有限会社瀬川寝具店 ゲストハウス併設型コミュニティカフェによる観光交流促進化事業

長崎県 たゆたう。 『境界線を越えて、多様な価値感の共有の輪を広げる』

長崎県 真鳥餅店 「かんころ餅」の新たなステージへ“Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ”

長崎県 くれよん ここでしか買えない逸品（古布商品）販売促進事業

長崎県 有限会社坂野水産 商品化粧箱の作成及びオリジナルシールの作成

長崎県 長田食品 ○環境資源を考慮したパッケージ変更及び「金のあご旨だし」開発

長崎県 株式会社ミュー百武 補聴器無料貸し出しによる、「聞こえる生活」の感動体験。

長崎県 花よし 長崎教会群専用キャンドル装飾祭壇開発

熊本県 株式会社クリエイションズ 【販路拡大】「熊本県産」のお菓子を「東京」へ販売

熊本県 松尾板金店 ３つの新戦略による業務拡大・販路拡大の実施

熊本県 倉永養蜂園 「熊本県産はちみつ」の付加価値向上と、販路拡大ＰＲ事業。

熊本県 ｔｅｎｄｒｅ 顧客の手書きレビューを掲載したスマホ対応サイトの構築

熊本県 酒菜家　吾 観光客と出張客をターゲットとした創作馬肉料理のＰＲで販路拡大！

熊本県 株式会社リアルサービス 地域の空き家・空き地の相談及び不動産の悩み解決提案の事業

熊本県 株式会社ＭＯ２コーポレーション ◆広報ツール活用による不妊治療を目的とした産婦人科への販路拡大

熊本県 Ｔａｒｔｅｌｅｔｔｅ（タルトレット） 顧客ニーズに対応したお取り寄せシステム構築による販路広域化

熊本県 有限会社アースブルー 厨房衛生検査の新システムの構築とそれを用いた新規顧客開拓

熊本県 有限会社上田和裁技術研究所 古い着物や残布を使ったリメイク、和装小物を開発・ＰＲ

熊本県 株式会社コミット 「社会貢献型　支援自動販売機の販売促進パンフレット制作」

熊本県
トータルエステティックサロンＮＵｅＶ
ｏ

広告とネットを活用した、新しい販促システムの構築
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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

熊本県
株式会社九州情報処理活用支援
センター

関東・関西をターゲットにしたＰＣ液晶修理専門のＥＣサイト開設

熊本県 有限会社天昇 ◆新事業部「厨房安心屋」による飲食店への安心・安全の提供

熊本県 株式会社天草海食まるけん テレビとインターネットの相互活用による広報支援プロジェクト

熊本県 株式会社ＭＴＳ 教育講演会を開催しコミュニケーションスクールを認知してもらう事業

熊本県 株式会社山麓園 お茶製品のブランディング、付加価値の創出。

熊本県 革工房Ｒ 革製品トラブル診断型解決サービスの認知度向上と新規顧客開拓

熊本県 焼肉馬料理専門　盛仁本家 新メニューヘルシー馬旨コース等の開発と顧客層の拡大と販路開拓

熊本県 有限会社ボルテックス ●外国人が好む海老料理の開発と外国人と高齢者にやさしい店作り

熊本県 有限会社Ｎ．Ｂ．Ｓ 潜在的な顧客層（主婦）を獲得するための広報戦略事業

熊本県 熊本立体裁断研究所 パターンブックによる販路開拓と教室改装による顧客の定着

熊本県 ＯＬＬＩ 情報発信の強化・入りやすい客導線を構築し新規顧客の開拓を図る

熊本県 Ｓｏｌｅｉｌ（ソレイユ） ヘッドスパ＆リラクゼーションで４０代女性を獲得する！

熊本県 グッドデザインハウス株式会社 県内初のアートポリスタウンを目指した分譲区画の告知・販路開拓

熊本県 株式会社バーセ 地方デザイン力の価値を高めるためのネットの改良と販路開拓

熊本県 大谷行政書士事務所 創業融資支援と集客できるホームページの提供による新規顧客開拓

熊本県 Ｘｅｓ－ｔａ（シェスタ） 低価格美容室との差別化に向けた集客促進事業

熊本県 合資会社宮本輪業 ネットショップの構築、ネット販売による販路開拓

熊本県 株式会社いきなりやわたなべ テレビとインターネットの相互活用による広報支援プロジェクト

熊本県 司法書士法人エントラスト 終活・事業承継に関するＨＰやパンフレットによる販路開拓

熊本県 酒膳にし山 高齢化社会に適応した快適空間作りによる販路開拡事業

熊本県 ＲｅＣｒｅａｔｅ株式会社
広告による地域へ施設の認識向上と新規利用者の開拓とリハビリ特化型短時
間デイサービ

熊本県 合資会社髙岡製パン工場 熊本の“赤”をテーマにした新商品開発における販路開拓事業

熊本県 有限会社清田眼鏡店 店舗リニューアルによる新たな顧客獲得のための看板整備

熊本県 株式会社スピリトーソ 海外向けショートフィルム配信サイト「ＪＡＰＡＮＥＺＯＯＭ」

熊本県 ル・コントワール ワインの取扱い強化と利用シーン提案およびデリカ（惣菜）の販売強化
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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

熊本県 株式会社ＲＡＭＥＴ 働く男性の生活スタイル向上に向けたオーダーシステムの販売提案

熊本県 パルテクマモト 継続的顧客発掘と広告宣伝事業

熊本県 エルブセゾン “香る”ブランディング～オリジナルハーブティによる販路開拓

熊本県 有限会社松魚村平 広げよう「熊本の和」～かつお節を介した和食文化の発信～

熊本県 株式会社ゆとりすと 強力除菌・消臭スプレーのサンプル配布・ＰＲによる販売促進

熊本県 有限会社博栄堂印房 アクティブくまモンと遊・雅印の新作発売と営業販売促進計画

熊本県 有限会社よねはくビル テレビとインターネットの相互活用による広報支援プロジェクト

熊本県 株式会社柊喜コネクト 高齢者住宅・生活支援案内センター強化事業

熊本県 有限会社マスナガ 新分野への参入並びに新商品の販売による販路開拓

熊本県 株式会社ＢＯＵＱＵＥＴ 時代に即した「オリジナルカフェ・ウエディング事業」の確立

熊本県
熊本タイヤ有限会社タイヤガーデ
ンパーク

女性客目線の店舗に合わせた、サイン看板設置による販売促進

熊本県 一般社団法人花童 舞踊を通して熊本の伝統文化等の周知拡大を目指した新規開拓事業

熊本県 株式会社フジプルーフ 産学連携による住宅設計サービスの周知促進と顧客獲得

熊本県 有限会社お菓子の岩原 地域色のある新商品パッケージ制作と包装刷新による販路開拓事業

熊本県 有限会社ウイングナカヤマ 中古バイク（カブ）を再生させるオリジナルカスタム車の開発事業

熊本県 有限会社池園 オリジナル商品「臭い吸着シート」の開発及び販売促進事業

熊本県 株式会社サクラスフーズ 食品製造工程における馬肉残さでドッグフードの製造・販売

熊本県 有限会社Ｈ・Ｔ・Ｙ 食事パイの認知度向上と全国展開のための通販ツールの作製

熊本県 有限会社ＳＡＲＡ 現顧客動向に基づいた販促と看板設置による新規男性客獲得事業

熊本県 ＭＫガレージ スマホ対応ＨＰの導入及び地域営業強化による新規顧客の開拓

熊本県 株式会社木村建設 自社の住宅事業部のショールーム化と販促活動

熊本県 株式会社リアルワークス 中小企業向けモバイル非同期連携型業務システム開発の販路開拓

熊本県 有限会社マクロン 新商品『カウンセリングサポートツール』販売の為のＨＰ更新

熊本県 ＡＭＡＴＥＲＡ メードバイ熊本『他店に無いブランド開発とリメイクサービス』

熊本県 整体＆リラクゼーション　あうん チラシ配布・外観の装飾による店舗ＰＲ
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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

熊本県 ｃｏｏｋｉｎｇ　ｒｏｏｍ　ｍｅｎｕ 料理教室の宣伝告知および設備拡充

熊本県 ＡＯＺＯＲＡ　ＨＡＩＲ 新規集客に伴う新店舗設立資金

熊本県 香辛料理マイ・タイ タイ料理を食べたことがない女性をターゲットに新規顧客獲得事業

熊本県 Ｂ－Ｓｍｉｌｅ 社会復帰を望むママ達の資格取得講座開設に向けた教室の整備

熊本県 有限会社ライフリフト 認知度向上に伴う潜在的な顧客獲得を図るための広報戦略事業

熊本県 株式会社住管理システム 低負荷住宅「ＳＴＯＲＹ　ＨＯＵＳＥ」のプロモーション事業

熊本県 有限会社片山蒲鉾店 テレビとインターネットの相互活用による広報強化プロジェクト

熊本県 ＫｏＫＩＮ’ 郷土を伝えるオリジナル商品開発とウェブ販売による販路拡大

熊本県 洗車工房やまだ 新サービス「車のスピード・コーティング」による新規顧客の獲得

熊本県 有限会社下田青果 生産者から消費者へ直接届ける生花の６次産業化ネット販売

熊本県 株式会社和みフーズ 完熟トマト加工品の「ＹＡＣＣＩＲＯ」ブランドの全国展開による販路拡大

熊本県 よつば食堂 顧客目線に立った安心・やさしい店舗づくり事業

熊本県 有限会社野尻写真場 八代港寄港の外国人観光客に和装を着せて撮影する写真販売事業

熊本県 コットン 品質・新鮮にこだわった自家焙煎コーヒーによる顧客満足度の向上

熊本県 小代本谷ちひろ窯 原土水簸（げんどすいひ）施設に伴う観光顧客率向上と販売促進事業

熊本県 スクール８０９ 家庭教師派遣事業展開による人材活用と指導対応エリア拡大

熊本県
有限会社グリーンモールハウジン
グ

中古不動産の賃貸・売買等流通促進するための仕入れ先開拓事業

熊本県 すたあきぶん 万田坑世界遺産登録を契機としたご当地ソング制作による販路開拓

熊本県 お好み焼源ちゃん 世界遺産登録にともなう観光客増加を見込んだ新規顧客の集客事業

熊本県 ほぐし処 外出困難な高齢者等への整体出張サービスと新規客の開拓事業

熊本県 人形のかわの 外国人および観光客獲得のための節句人形店舗ファサードの充実

熊本県 西日本スチール工業 団塊世代が建てた築約３５年の住宅に対し、お得パックでリフォームのご提供

熊本県 有限会社ニシキドレス
見積オーダーシステム対応ホームページ開設による顧客満足と仕様漏れの防
止

熊本県 株式会社フルビオ・ジャパン オリジナル化粧品「うふふローション」のロゴ・デザインのリニューアル

熊本県 ウッドサインショップ ウッドサイン加工設備の高性能化による、事業者向け需要の取り込み
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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

熊本県 花曜日 花屋と分かる看板の設置と、ＨＰでの情報発信による販路拡大事業

熊本県 有限会社アート広告社 斬新な写真看板の商品開発及びＰＲにより地域を盛上げる事業

熊本県 有限会社しらさぎ荘 女性客と熟年夫婦のためのくつろぎと癒しの空間の提供

熊本県 オレンジ・ファーム安田 環境マイスターがつくる果物加工品のブランド確立と販路開拓

熊本県 有限会社大洋タクシー ＨＰでの観光ツアー受注並びにガイドのできるドライバー育成事業

熊本県 イソップ製菓株式会社 自社製あん技術を活用し２０代・３０代の女性に好まれる新商品開発

熊本県 さんえん 天草シニア世代に向けての出張エステ・化粧品販売サービスの展開

熊本県 有限会社ハニー 天草式地中海料理の提供と観光客の疲れを癒すくつろぎ空間の演出

熊本県 フレッシュヨシダ 誘客増加を目指し国道及び市道からの視認性強化事業

熊本県 株式会社浜本商会 自動車展示場と看板設置で女性客の集客アップを目指すお店づくり

熊本県 岡村農園 生産農家の手作り、天草産バジルで作るジェノベソースの商品化

熊本県 有限会社ロワゾーブルー 全世代に愛される地域に根付いた店作りプロジェクト

熊本県 柳屋茶舗 産地別商品シリーズの開発と、競争力強化の為のパッケージ刷新

熊本県 橘屋本舗 ニーズに応える健康志向メニュー開発と宅配効率化

大分県 ニドム アレルギー対応食品製造に特化した加工所新設で販路拡大！

大分県 アロマ＆エステ　プリンセス 温泉宿とのコラボサロン展開の顧客開拓とイメージアップ広報戦略

大分県 シェトミタカ 別府のお土産箱パッケージリニューアル・商談会参加と販路開拓

大分県 Ｓ・Ｈ株式会社 女性が楽しめる地産地消と健康にこだわった本格中華料理の提供！

大分県 有限会社ゑびす屋旅館 別府明礬温泉を海外からの観光客にも優しい温泉地に。

大分県 ココラート 新商品「エッグタルト」を看板商品に！販路開拓事業

大分県
仙骨専門　腰痛ケア　こもんうぇる
す

仙骨専門の新しい腰痛改善整体施術のＰＲと販路拡大

大分県 ＢＡＲ　ＬＥＦＴ　ＡＬＯＮＥ 新商品「パルフェノアール結」の販路開拓事業

大分県 スオーレ わかりやすい！足を運びやすい！！シニア向けサロンの展開

大分県 菓子司　亀家 飲食コーナー設置で「きんつば・最中のお茶セット」の販路開拓

大分県 菜々人（ななにん） 日本酒を楽しむための大人の社交場空間つくりのための改装
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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

大分県 あすらん 子供と大人の教育教養「あすらん三事業」のＰＲによる販路拡大

大分県 有限会社ＭＡＲＵＴＡ 弊社ウェブサイトの一新と販路拡大のためのネットショップ制作

大分県 木村山羊牧場 九州唯一の山羊ミルクを使った商品の販路拡大及び発信強化事業

大分県 総合ユニフォーム　ユニ・センス 『もったいない・市（いち）』への集客と店舗への誘客で売上アップ

大分県 信栄工産有限会社 土木民間工事獲得のためのイメージアップと広告広報戦略

大分県 株式会社幸葬儀社 ニーズを細分化。老舗だからこその「想い」を地域につなぐ戦略

大分県 株式会社マイスペース 実践的「インテリアコーディネイト講座」の開講準備

大分県 ｂｏｎｎｅ　ｃａｆｅ　＋ｐｒｏｔｔｅｒｙ 自家製ドレッシング・塩麹の頒布会方式通販システム構築

大分県 ヘアーデザインフィーカ 美容業界の潜在労働力ママさんスタイリストを活かした集客力ＵＰ

大分県 カフェド・リモージュ 「高機能トマト事業の６次産業化を目指した自社ブランドの構築」

大分県 久保田塾 生徒増員へ！快適な学習空間創出のための教室リニューアル工事

大分県 アルテリア　エース２８ 「キラキラカガヤク☆ビューティーカーライフ」のサポート事業

大分県 株式会社平和楽器 店舗外観の改装による店の認知度向上と主力商品のＰＲ

大分県 スポーツリーグ オリジナルマークの昇華プリントシステムの導入

大分県 ハートリハ　ソラ 映像による広告戦略とセルフトレーニングプログラムの開催

大分県 リキシステムズ 通信用銅ケーブルの漏えい・漏話特性の検査装置の試作と販路開拓。

大分県 モダンパック大分株式会社 受発注システム構築と広報力強化による販路拡大

大分県 ｅｉｇｈｔ　ｄｏｏｒ　ｓｔｕｄｉｏ 情報サイトの認知アップの為のｆａｃｅｂｏｏｋ広告出稿事業

大分県 ｇｒａｃｅ（グレイス） ヘアメイク業界を牽引する技術者育成事業の開始と広報戦略

大分県 プランリール 新ジャンル「フラワースイーツ」の開発及び広告宣伝

大分県
コンディショニングサロン　コア・ナ
チュレ

無料動画配信で女性の健康を増進し、トレーナーの新規雇用を創出

大分県 夢ごこち ＤＭ・情報誌広告と店内改装で新規客獲得！既存顧客の流出防止！

大分県 馬場クリーニング 限界集落における空家・空室を利用した会員制保管サービスの販路拡大

大分県 ビューティーサロンＬｅａｆ 新提案「育毛ヘッドスパ」・「育毛商品」による新規顧客獲得事業

大分県 美容室はるな 心の叫びのある方へ　体験したことのない美容技術と安心を
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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

大分県 有限会社カデンのエトウ 防災拠点で地域住民の命を守る！

大分県 株式会社イーコンセプト 社寺仏閣の使用に適した風で消えない専用ロウソク燭台の販売

大分県 笑顔乃実． 体と心を開放するセラピー：『リラクセンスボディセラピー』の販路開拓

大分県 渕書店 特化した絵本専門店で子育ての場を提供し新規顧客獲得

大分県 光和 特殊印刷加工場環境改善による新規客獲得

宮崎県 ｍｉｎｉｍａｌ 独立電源型と系統連携型小型風力発電機の開発及び販路開拓事業

宮崎県 有限会社英建設 高齢者住宅エクステリア整備事業の周知・販路拡大

宮崎県 株式会社丸中 小学生幼稚園保育園卒業式用の着物と袴のレンタルと販売

宮崎県 株式会社Ｉｒｏｎ 地産シロップを呼び水とした誘客

宮崎県 合同会社Ａ－ｓｔｙｌｅ 産前・産後ケア提供と育児ストレス軽減サービスの認知度向上事業

宮崎県 ｕｎ　ｐｅｔｉｔ　ｐｅｕ．．． 新店舗でのセルフカフェ併設

宮崎県 有限会社山萬呉服店 老舗の良さは世代を超えて伝わるもの！中心街中央通りに人を呼び込む。

宮崎県 川畑板金株式会社 意匠性の高い建築金物の内製化におけるコストダウンと差別化

宮崎県 リカーれもん 入居者が長く安定的に経営できる酒卸及び貸店舗の仕組み構築事業

宮崎県 有限会社大野屋 新感覚！食べ歩きできるパフェを軸とした店舗の売上回転率アップ

宮崎県 有限会社バオバブの木 カレーショップばんＡＬＬ宮崎人ファン化計画に伴う販売促進事業

宮崎県 合同会社ギャラント 「増加する海外のランドセル需要を取り込む販路開拓事業」

宮崎県 クライミングパートナーズ株式会社 クライミング用ハリボテの開発・販路開拓

宮崎県 スポーツジムラヴィータ 健康寿命の延伸を目指す当ジム独自の新事業展開・販路拡大事業

宮崎県 株式会社粋の家 古材工房とショールーム、ＩＴ活用でサービス提供工期の削減

宮崎県 株式会社ウエディングＭ 業界初！バーチャルウエディングドレス試着システムの認知度向上

宮崎県 アンドレ貴島 新規客への認知度アップとオーダーメイドケータリング事業の推進

宮崎県 株式会社ＢｉｃＲｅｃｙｃｌｅ．ｃｏｍ 宮崎初！生活家電品のレンタル／買取り保証付き販売制度の促進

宮崎県 株式会社びびっと 住宅密集地を主要エリアとした高齢者向け配食事業

宮崎県 株式会社まえだストアー 買い物弱者のための宅配サービス
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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

宮崎県 ＵＰＰＥＲ　ＹＡＲＤ 辛さのＨＯＴ、一息にバームクーヘン事業

宮崎県 株式会社轟園産 轟方式農業技術で生産された野菜の販路拡大の為の展示会出展

宮崎県 株式会社大塚組 「自分で簡単に設置できる！！防鳥ネットパック」普及事業

宮崎県 ヘナアートスタジオ・Ｍｅｓｕｎ 業界初！あなたの想いをギフトに！ヘナアート式ギフトの販売促進

宮崎県 株式会社Ｄ－ｒｅｃｔ 宮崎県内外の人事担当者向けＷｅｂ採用コンサルティングの拡大

宮崎県 株式会社サンシャインＦ＆Ｃ 高品質の農産物加工品を製造する為の設備投資による販路開拓事業

宮崎県 ごとう鍼灸整骨院 治療院で受ける安心安全なトータルビューティーエステ推進事業

宮崎県 サスティア株式会社 一対一婚活マッチングサービス「一期一縁」の会員数５倍化事業

宮崎県 欧風パン　リビエール 店舗も「いいね！」来店時に滑らず転ばず再来店を促す改装事業

宮崎県 ＪＵＪＵ 地域内顧客の利便性を高める看板設置とインターネット通販

宮崎県 Ｂショコラ アスリートに必要な栄養素が摂れる補助食マドレーヌの開発販促

宮崎県 株式会社未来図Ｌａｂｏ 自立支援型デイサービスの経営基盤強化と研修開催型広報展開

宮崎県
株式会社リトルマートコーポレー
ション

当社オリジナルの企画開発商品の展示会での販路開拓事業

宮崎県 ｍｏｒｉｍｉｋｉ 新規顧客開拓のための認知促進事業

宮崎県 Ｓ．Ｓ　ｐｒｏｊｅｃｔ ヒップホップダンスを通じた育児サポート実現に向けての広報戦略

宮崎県 サムエル幼育園 従来体制への国際教育の付加、ならびに英語学童保育の新事業発足

宮崎県 有限会社伊東金銀店 「読む」「書く」や勉強の苦手を解決するための視機能トレーニング

宮崎県 有限会社ワタナベフォトスタジオ 待合小屋でお客様もお店も大満足！店舗改装事業

宮崎県 有限会社クシマ建築事務所 「１，０００万円台で建てられる木の家」の普及事業

宮崎県 Ｌ´ｏｒｅｅ 「ピザ窯で焼く」ピッツァランチと一品メニュー　の開発

宮崎県 有限会社古川冷機 未来の空を　この手で守ろう　～フロンガス排出抑制見守り事業～

宮崎県 Ｈ＆Ｌヒラヌマ株式会社 末永く住み続ける家にする為の「家検」キャンペーン

宮崎県 アルミサービス宮崎 孫と楽しくエコ生活！３世代が集う住宅リフォームで地方再生！

宮崎県 焼肉太康 「店長おススメ、極旨まかないランチ」の開発、強化に伴う、来店客増加事業

宮崎県 エステ　ド　ブランピュール 集客力アップを図る「スマホ対応Ｗｅｂサイト」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

宮崎県 黒木建設株式会社 宮崎県産粘土を利用した、エコ容器（２合炊き）の開発による販路拡大

宮崎県 本家たかしま ブランド力ある地域資源をフックにした魅力発信と顧客開拓事業

宮崎県 唐木戸陶苑 陶磁器展示会への参加による販路開拓と情報収集強化

宮崎県 有限会社野崎新聞販売店 商店街空き店舗を活用した新聞折込広告認知度向上事業

宮崎県 有限会社岩切酒屋 本格焼酎の魅力体感による、販売促進事業

宮崎県 膳処　馬酔木 厨房及び２階改装による新規女性客・団体客の新規獲得事業

宮崎県 モイスティーヌ日南サロン
新規顧客と既存顧客の来店率を強化する為に看板設置とエントランス拡張事
業

宮崎県 Ｌｏｖｅｌｙ　Ｓｍｉｌｅ 店頭看板等作製による新顧客獲得のための事業

宮崎県 Ｍａｔａｕ　マリンサービス 安全対策の徹底とインバウンド対策による観光客増加対策事業

宮崎県 株式会社クレハ 子育て中の女性をリピーターに転換するための環境整備事業。

宮崎県 ヒーリングスペース・イマージュ 「来客数アップと人材育成のための店外・店内整備事業」

宮崎県 有限会社アキ 蔵風な改装によるショーウインドウ設置等で新規集客拡大事業

宮崎県 株式会社とみやま 上質感がある自然さあふれるパッケージの一新で販路拡大

宮崎県 けんこう未来館 高齢者と出産後の体ケアに悩む女性のためのサービス普及事業

宮崎県 有限会社奧口商店 「宮崎の自転車専門店初！女性が来店したくなるお洒落なお店づくり」

宮崎県 有限会社黒木農園 買物弱者への「作物づくり」情報・商品提供と拠点パートナーづくり

宮崎県 株式会社ＲＡＢＢＩＴ西都 チャイルドシートとプロスポーツクリーニング技術ＰＲによる販路拡大

宮崎県 ＨａＰＰＹ　ＢｉＲＴＨＤａＹ お客様の要望に満足で応える『手づくり商品』の製造とそのＰＲ

宮崎県 有限会社魚平 高齢社会に対応した地元産食材を利用した安心・安全な食事の提供

宮崎県 高屋温泉 着地型アクティブシニア向け宿泊プランの企画及びＰＲ事業

宮崎県 株式会社甲斐電機工事 太陽光発電設備パネル洗浄に伴う、太陽光発電設備保守管理業務事業

宮崎県 株式会社松明創研社
シンガポールにおける宮崎県産の梅を使用した梅ジュースのテストマーケティ
ング

宮崎県 Ｂｅａｕｔｅ＆Ｒｅｌｕｘ　ｍｉｅｕｘ 女性を元気にするプチ講習で新規顧客獲得とエステスクールの開校

宮崎県 株式会社西都電工社 宮崎初！ＳＴＩＨＬ　Ｓｈｏｐ認知度向上と自社サービスの拡販事業

鹿児島県 介護旅行ナビ 要支援、要介護者が「行きたい場所に！」介護旅行の普及促進活動
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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
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

鹿児島県 有限会社増田畳店 畳のリースレンタル機能付リフォーム企画による販路開拓

鹿児島県 薩摩　思無邪 お土産ラーメン販売態勢の構築！

鹿児島県 ＯＷＬ 展示会出展での販路拡大・店内外の改装による集客力向上。

鹿児島県 株式会社天文館 新規顧客開拓と既存客のリピート率向上に向けた広報・ＰＲ活動

鹿児島県 さるく 鹿児島県産葛を用いた洋菓子の新商品開発と販路開拓

鹿児島県 ＴＡＢＥＬＣＯ 鹿児島の食材を生かした郷土菓子・がじゃ豆の商品開発と販路拡大

鹿児島県 ロコ　キャンティーン 店舗ＰＲのビジュアル化と新メニュー投入による売上拡大

鹿児島県 有限会社有馬明治堂 世代を超えた生涯顧客創造のための販促・集客強化事業展開

鹿児島県 株式会社エムズ 「空き家」管理サポートｎｅｔの新規取扱開始

鹿児島県 奥村税理士事務所 中小企業の資金繰り支援がモットーの税理士事務所の普及事業

鹿児島県 株式会社照照 黒豚、タカえび使用した商品のＰＲ、販路拡大事業

鹿児島県 株式会社福見興産 自ら新しい市場を創出するための営業活動の実施

鹿児島県 Ｃｅｌｅｂｒａｔｉｏｎｓ オリジナルウェディングの広報強化による新規顧客獲得作戦！

鹿児島県 Ｏｎｄｉｉｎａ 新ブライダルサロン店舗出店による新規顧客獲得とサービス拡充

鹿児島県 株式会社ケア・サイエンス 新しい顧客層へのフィットネスクラブの普及事業

鹿児島県 炭焼　優心 老若男女安心して楽しめる、居心地の良い居酒屋の販路拡大

鹿児島県 肉のマルシン 地産池消の手作り惣菜・黒豚ミルフィーユカツのテイクアウト販売

鹿児島県 ジニスカフェ Ｗｅｂサイトのリニューアルによるネット通販事業の売上アップ

鹿児島県 ラーニング・ポイント 世代を超えた地域密着型のトータル教育サポート普及啓発事業

鹿児島県 美容室　もぜか堂 ライト美容機器『ルテラ』メニュー創設による新規顧客取り込み

鹿児島県 遊野家 子育てワークショップの開催と安心・安全な店舗づくり

鹿児島県 ＮＡＷＡＧＡＴＥ株式会社 県産農産物、加工品の代理販売事業のブランディング化

鹿児島県 有限会社ウェルネス研究所 「２０２０年対応学習プログラム」事業の広報による新規生徒獲得

鹿児島県 下荒田デリカテッセン 卓上ショーケース、移動車の使用による売上増加

鹿児島県 山口牧場カントリーカレー 通販事業部門の売上拡大を図るための販売促進事業
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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
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

鹿児島県 カギのツルヤ 競合店に先駆けて電子キーに対応することによる販路の開拓

鹿児島県 リラクゼーションルームえん ココロもカラダもストレスフリー　癒しのリフレクソロジーＰＲ計画

鹿児島県 石原写真館 めざせ１００年企業！創業８３年　老舗写真館のイノベーション

鹿児島県 株式会社鹿児島ミリングセンター 歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭ事業のＷＥＢ制作による販路拡大の実現

鹿児島県 有限会社出水田鮮魚 昔ながらの魚屋を生かした、新しいスタイルでの魚の店頭販売

鹿児島県 旅プロモおおすみ 『ワンストップ店舗』開設で地域力アップを目指す着地型旅行事業

鹿児島県 有限会社新建ホームズ 珪藻土を利用した『帰りたくなる家造り』の為の施工販路拡大事業

鹿児島県 アフェクト おしゃれなお母さんと一緒に行きたい地域一番店の美容室を目指す

鹿児島県 山口紙店 店舗の有効活用とミストシャワー、効果的チラシとＨＰで顧客増！

鹿児島県 有限会社御菓子司　富屋 みやげ品の販路開拓につながるＰＯＰ幕作製及び店名ロゴの改良

鹿児島県 合資会社弥生焼酎醸造所 黒糖焼酎「弥生」の知名度向上につながるパンフレット等の作成

鹿児島県 カフェポツリ 昭和初期洋館でのカフェギャラリー広告力・集客力アップ戦略事業

鹿児島県 丸尾印刷有限会社 超小ロットにも対応できる、印刷受注体制の構築と販路開拓

鹿児島県 有限会社出水食品 新商品「大豆ｄｅバター」の可能性への挑戦！！

鹿児島県 四季フォート 写真には皆が笑顔になる力がある！笑顔倍増計画で売上もアップ！

鹿児島県
株式会社北薩フォレストバイオマス
組合

日本一の孟宗竹林地域で、世界初の技術を活かしたバイオマス事業

鹿児島県 有限会社宝福 アロハシャツ店の新規顧客獲得に伴う店舗の看板、ファサードの改装

鹿児島県 株式会社田中写真館 新カテゴリー「マタニティフォト」の新設と写真館ＰＲ作戦

鹿児島県 林酒店 新規顧客開拓と焼酎提案力を発揮する店舗レイアウト改善事業

鹿児島県 南竹鰻加工有限会社 催事販売を活用したインターネット販売の顧客獲得

鹿児島県 有限会社小野食品 真空包装による新商品開発とホームページ作成による販路開拓

沖縄県 小舟舎 小舟舎発行の書籍や作品集を展示し、人々が交流できるギャラリー

沖縄県
英国式フット専門店＆田中養成ス
クール　沖縄リフレさくららん

リフレ技術と心のカウンセリングで顧客満足度＆認知度アップ

沖縄県 南ノ島の福朗まん 手作り冷凍豚まんおよび新規冷凍流通品の外部販売の強化

沖縄県 株式会社ハッピーカムカム Ｗｅｂ・メニュー・動画デザイン統一による視覚的な集客への動因

25 / 26 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

沖縄県 ａｎｓｈａｒｅ　ｐｒｏｊｅｃｔ 「作家が見えるネットショップ」導入による顧客開拓事業

沖縄県 新光運輸 開発と環境問題に取組む！産業廃棄物の適切な収集・運搬事業展開

沖縄県 居酒屋ららみー トイレの洋式化および全面改修による新規顧客の集客

沖縄県
ＭＯＮＴＥＣＲＩＳＴＯ　Ｓｗｅｅｔｓ＆Ｃｏ
ｃｋｔａｉｌ

「新たなサービスの導入と新たな販路開拓」

沖縄県 沖縄セレクト美ら島すぐりぃ 店舗改装による集客とくちゃ洗顔開発ダブル効果で売上アップ

沖縄県 シティライツ行政書士事務所 「沖縄県物品入札参加資格申請．ｃｏｍ」による集客モデル生成事業

沖縄県 ＫＡＭＭ（ＪｅｗｅｌｒｙＳａｌｏｎＰｌａｎｅｔ）
オリジナル商品“沖縄ハワイアンジュエリー”のファッションジュエリーの新規開
発

沖縄県 株式会社セルリアンブルー 「沖縄フォトウェディング」アジア圏市場の販路開拓

沖縄県 Ｃｏｌｏｒｓ　ｂｉｒｄ 「ＳＥＯ解析ツール」（コンンピュータープログラム）の開発

沖縄県
東道ＢＡＲ　＆　Ｄｉｎｉｎｇ（トゥンダー
バー＆ダイニング）

飲食事業の夜間営業強化と菓子製造販売事業の商品開発・販路開拓

沖縄県 有限会社くすりのミドリ 「自宅介護を支える薬局の処方せん薬・介護用品の配達サービスＰＲ」

沖縄県 有限会社まあさんど 障がい者、高齢者が安心安全に食するための店内バリアフリー化事業

沖縄県 居酒屋バケネコ
カラオケ店舗の部屋改装により、居酒屋での飲食後のお客様へのカラオケ誘
致増加。

沖縄県 並里義明建築研究所
新しいデジタルデザインを建築に取り入れ３Ｄプリントにより顧客満足度の向上
とその差

沖縄県 株式会社しまとうふ 県外・海外市場参入へ向けた販売促進ツールの開発

沖縄県
農業生産法人　株式会社オルタナ
ティブファーム宮古

黒糖文化を『美味しく・楽しく・学べる』体験型の食育事業

沖縄県 いもともや食品加工所 長期保存可能なさつま芋加工品の開発及び販促ツール製作

沖縄県 宮古木工芸 展示会出展による「ＰＲ・新規顧客獲得」を目指した販路拡大事業

沖縄県 ＣＯＲＤＥ（コルデ） 店舗開設に伴う営業時間の拡大・新メニュー増による新規顧客開拓

沖縄県 Ｍｅｅｔｓ　Ｎａｔｕｒｅ合同会社 音楽療法・芳香療法を活用した高齢者介護職員向け研修の販路拡大

沖縄県 天倉米菓 新規客層開拓の為のパン陳列棚とショーウィンドーの工事及び設置
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