
令和元年度補正予算　小規模事業者持続化補助金＜一般型＞（第１回受付締切分）
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 株式会社ＡＧＴ＆Ｔ 1480001008761 自社開発の軟骨成分「アグリカン」を使った化粧品の販路拡大

徳島県 株式会社徳島厚焼 5480001001358 厚焼きの新商品ホームページ販路開拓事業

徳島県 株式会社フジシステム 3480001009667 インクジェットプリンター導入による新商品開発

徳島県 株式会社スマイルＦａｃｔｏｒｙ 3480001010245 自社の認知度向上のためのテレビＣＭ作成事業

徳島県 ＡＥＤレンタルサービス株式会社 6480001009978 新規顧客層獲得のためのネット広告による販路開拓

徳島県 有限会社牧商店 3480002008123 徳島特産品の練り製品を活用したＴＶショッピング用商品開発と販路開拓

徳島県 ＢＲＥＥＺＥ　ＳＵＲＦ　ＨＯＵＳＥ －
県外顧客層をターゲットとする「観光型」サーフィン体験の情報発信コンテンツ
づくり

徳島県 有限会社敷島 8480002007789 ＩＴを活用し女性高齢者が頑張るネット発信販売と販路開拓

徳島県 株式会社オリガミ・キャリアデザイン 8480001009357 国内の需要に即した新規ホームページ開設事業

徳島県 ＬｉＬ　ＨＡＩＲ＆ＳＭＩＬＥ － オージュア導入に伴い販路拡大のためのホームページ開設事業

徳島県 有限会社エミール・ソフト開発 6480002000639 自宅待機児童等を対象とした独自オンライン受講システムの構築

徳島県 有限会社鳳月坊 6480002010844
夏季高温多湿による製品劣化・腐敗を防ぎ、増産体制を整えるための業務用
冷蔵庫導入

徳島県 イツモノトコロ － 貴方にも「イツモノトコロ」プロジェクト

徳島県 マス・インターデコール有限会社 3480002006390 オーダースーツの価値を新規メディアで伝え認知度アップ

徳島県 有限会社婦久や 6480002003864 伝統工芸産業存続の為の、後継者と専門家による戦略的な情報発信

徳島県 ｉｎｔｅｒｎａ　ＮＯＧＩ － 顧客満足を高めるための店内環境整備と店外のイメージ統一

徳島県 タニアトリエ一級建築士事務所 － ＦＭ（ファシリティーマネージメント）業務への事業拡大

徳島県 サーフショップＵＳＡ徳島 － サーフィンレッスン専門のホームページを制作。

徳島県 音響ＯＺＡＫＩ － イベント音響を通じた観客・イベント主催者の満足度向上事業

徳島県 株式会社大三土地 8480001003649 認知度アップ大作戦

徳島県 株式会社ＯＧＡＷＡ 3480001001913 店内利用以外の中食需要獲得の為のホームページの開設事業

徳島県 エステートコーポレーション有限会社 6480002000985 自社ホームページの統合とリニューアル

徳島県 有限会社ボストン屋 5480002004541 顧客満足度向上のための新商品開発とネットショッピングの拡充

徳島県 有限会社酒牧製作所 7480002001875 両開き遮水扉のチラシ・ホームページによる新規販路開拓

徳島県 有限会社紅葉屋 4480002013766 地域資源を活用したパーソナルギフトの充実と情報化への移行

徳島県 有限会社志まや味噌 6480002002379 県内外のお客様にお味噌を購入してもらえるＥＣサイト作り。

徳島県 Ｃ３ｐｒｏ株式会社 3480001010583
打撃系のハード新メニューを構築し、ＳＮＳと連動したホームページにリニュー
アルする

徳島県 Ｖａｃａｔｉｏｎ　ｈｏｕｓｅ　月　ｙｕｅ － ゲストハウスと飲食店の併設で、「食」をテーマに地域と旅行者を繋ぐ

徳島県 ますを商店 － 新商品（ジビエベビー肉まん：仮称）の製造販売

徳島県 株式会社ＫＡＩ 7480001010844 売上高増加の為に給餌装置の拡散を行う事業

徳島県 株式会社壮光堂 4480001001284 集客に繋がるホームページ再構築とＳＥＯ強化、ウェブ広告の活用

徳島県 マリーナ観光株式会社 2480002012588 顧客の呼び戻しと新規客増加のためのＰＲ事業

徳島県 株式会社セイコーハウジング 4480001001235 シニア向け住宅の販路開拓

徳島県 鎌田真一事務所 － 創業融資（資金調達を含む）及びＨＡＣＣＰプラン作成、遺言書作成支援業務

香川県 木田法律事務所 － インタ－ネット広告をだして、売り上げを拡大すること
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香川県 Ｃｈａｒｍｅ　Ｎａｉｌ　Ｓｈｏｐ － 雑貨のオンライン販売・販路開拓事業

香川県 ラシェリープロダクション － 家庭向けパーティープロデュースの販路開拓事業

香川県 ｓｈｅｅ － おままごと人形のファーストドール・販路開拓事業

香川県 花澤明春園 － 盆栽教室受講生・体験者（旅行者）の受入環境の整備事業

香川県 有限会社ＩＮＡＫＡ　ＴＯＵＲＩＳＭ 9010402036566 お庭に家具を、ゲストが独り占めできるラグジュアリーガーデン

香川県 有限会社中田ボデー工作所 3470002016102 サポカー補助金に対応した中古車販売による販路拡大事業

香川県 合同会社Ｓ・Ｗ・Ｃ 5470003001480 自動車関連サービス小規模事業者向「脱！下請け経営塾」開催

香川県 ガゼル　ヘアーデザイン － 女性のトータルビューティーをサポートし、客数と客単価をアップ

香川県 株式会社ＪＥＢアカデミー 4470001017158 ランディングページを作成し、新規顧客を獲得する。

香川県 ｔｓｕｔａｅｒｕ － 西陣織使用の高訴求力企業向け贈答品の開発と協業による販促事業

香川県 ヒーリングサロンＱｕａｎ　ｙｉｎｎ － 中小企業向けのホームページ改善とネットマーケティングの強化。

香川県 ｃｈａｔａ － アーティストから募集したイラスト・デザインの商品化

香川県 Ｃａｒ　Ｐｒｏｕｄ － 看板設置による認知度向上・新規顧客獲得計画

香川県 ｈｉｂｉ．ｔａｓ － エステ業界初の料理教室の開催で新規顧客を獲得

香川県 れんげ整骨院鍼灸院 － 自費治療のターゲット層へ向けた当院の周知と新規顧客獲得

香川県 塚田木材株式会社 6470001009104 古材専門ショップ開設による販路拡大

香川県 有限会社かなくま餅 9470002015882 シニアの方に喜んでいただける食事・甘味・空間のプロデュース

香川県 株式会社トフラップ 9470002008655 オリジナルスパイスの商品化、販路開拓

香川県 ＫＵＫＵＲＵ英語塾 － 教室認知度向上により新規生徒獲得

香川県 Ｈａｉｒ　ｍａｋｅ　ａｃｃｈａ － 新サービス“まつ毛エクステ”の提供による新規顧客開拓

香川県 すずらん鍼灸整骨院 －
「地域の身近な健康の相談窓口」になるための看板設置による新規顧客開拓
事業

香川県 Ｐｌａｉｓｉｒ　Ｔｅｎｎｉｓ　Ａｃａｄｅｍｙ － テニススクールの指導法・サポート体制充実による新規顧客獲得

香川県 株式会社ビショップ 6470001014046 動画広告による販路開拓と新規動画作成事業参入

香川県 みかわ工務店株式会社 4470001016135 成約率向上およびＰＲ力強化による売上ＵＰ事業

香川県 株式会社トラスト・ジャパン 2470001005107 瀬戸の真鯛だし「お鯛さん」居酒屋販路拡大事業

香川県 プランニングｕｓａ － せとうち香川の香りをブランディング「瀬戸奏帆」

香川県 若松家本館 － ご当地アニメファン獲得のための内装リニューアルとＰＲ活動

愛媛県 有限会社シーエススタンス 3500002008863 ＷＰサスペンション販売及びメンテナンス事業

愛媛県 株式会社ソシール 5500001009191 写真スタジオとしての魅力を広く発信する為の広告宣伝と販路開拓

愛媛県 リンク － ホームページの簡易見積もりとセグメント情報発信にて下請け脱却

愛媛県 株式会社檜垣 8500001013835 Ｗｅｂページリニューアル、折込広告を活用した販路拡大

愛媛県 株式会社ミーティン・クラフト 7500001016814 販路拡大・契約締結に向けた改革プランの確立

愛媛県 株式会社クリエネ 6500001018398 事業所向け災害対策の蓄電池販売

愛媛県 有限会社住吉 6500002013299 楽しく買い物ができる安全安心な売り場づくりで販路開拓

愛媛県 有限会社小谷酒店 3500002011603 オンリーワンのご当地酒の商品開発で販路拡大
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愛媛県 銭形商会 － 店内照明改装工事による快適性・イメージ向上で新規顧客拡大事業

愛媛県 有限会社テニスショップミズキ 6500002004612 皆様から信頼されるストリンギングサービス

愛媛県 合同会社Ｒｅｗｏｒｋ 4500003002410 制作費用０円月額１４，９８０円でＨＰ制作運営まで！認知事業

愛媛県 有限会社寿提夢 4500002022772 親子３世代に愛される店舗づくりと事業承継準備

愛媛県 株式会社サンガーデン松山 4500001006702 コミュニティスペースの定期利用促進と情報発信による認知度向上

愛媛県 有限会社トヨシマ瓦店 7500002015105 屋根リフォーム、遮熱工事、廃瓦の受入とリサイクルの看板設置

愛媛県 株式会社ＩＡＢ　ファミリーダイニングニコ 8500001016508 年配層向けの地元食材にこだわった弁当宅配事業

愛媛県 ベンテンス株式会社 3500001022361 ＶＥＮＴＥＮＳＥ公式ＨＰ、四国お土産販売の販路構築

愛媛県 家庭教師紹介センタ－ － ホ－ムペ－ジの改訂、追加による潜在顧客開拓と啓発

愛媛県 Ｖｉｎａｅｌｌａ － 動画作成・配信による家飲みワイン販売強化プロジェクト

愛媛県 愛媛少林武術団 － 河南省嵩山少林寺武術館日本分館設立による販路拡大

愛媛県 株式会社捺染工房 5500001016394 ホームページ作成による当社技術力の対外ＰＲ事業

愛媛県 青野泰介行政書士事務所 － 『ひとりでは限界！職員さんに来てもらえる環境を！！』

愛媛県 株式会社たけひろ 3500001016470 ランディングページ作成による顧客増加と販路拡大

愛媛県 株式会社梶田商店 7500003000502 梶田商店のブランディング及び売上向上を目指す販売促進戦略

愛媛県 家具屋　アカトシロ － 主力商品「低座椅子ゴイチ」動画製作と情報発信による販路拡大！

愛媛県 株式会社愛媛海産 9500001012605 ローリングストック法を促す防災食の販路開拓事業

愛媛県 仙波完太建築研究室 － ＢＩＭソフト導入による設計業務の効率化

愛媛県 呉服すがたや株式会社 2500001011456 お預かりシステムによる来店数増大強化プロジェクト

愛媛県 Ｋｏｋｏ’ｏ － 受注管理、顧客管理ソフトウェアの導入による事業体制の強化

愛媛県 合同会社Ｎｏｕｒｉｓｈ　Ｊａｐａｎ 9500003001812 ベータベースによる海外優秀人材マッチングの販路拡大と売上向上

愛媛県 有限会社遠藤青汁 6500002001527 ホームページと店舗メニューサイン改良等による販路開拓事業

愛媛県 有限会社日の出印刷 7500002018974 機械設備の充実を図り、新規の販路開拓

愛媛県 駅前居酒屋なでしこ － 外構工事とインターネット広告を使った認知度の向上

愛媛県 株式会社モブ．デザインスタジオ 1500001019269 自社の周知を図り新規顧客獲得に繋がるホームページ作成

愛媛県
特定非営利活動法人えひめおいしいもの
協会

8500005008105 『地域の食材を安心して預けてもらえる場所作り』

愛媛県 カフェ＆バー　蒼色の種 － 公式ホームページ制作と店内キャパシティ向上による販路拡大！

愛媛県
株式会社リバースプロジェクトトレーディン
グ

1010001175120 本物を愉しむ大人の男性に向けた基礎化粧品開発プロジェクト

愛媛県 株式会社新田商会 9500001013982 顧客層の若返り！新たなニーズを持つ新規顧客をつかむ！！

愛媛県 有限会社コダマ冷熱 6500002008134 メンテナンス事業強化による持続可能な成長を目指す社会・企業への貢献

愛媛県 三ツ星清掃 － ハウスクリーニングとニーズのある室内装飾業へ進出で販路拡大！

愛媛県 有限会社くりた自動車 8500002008124 指定工場の強みをさらに強化することで販路拡大を図る。

愛媛県 金沢製菓 － 昔ながらのポン菓子を後世に伝えるための新商品開発と販路拡大！

愛媛県 株式会社新田時計店 1500001010211 『新しいイメージを作りたい。ホームページできらめきを発信！』

愛媛県 株式会社喜多八食肉店 6500001021039 『新規顧客の取り込み！贈答品用商品の作業場の拡大を！』
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愛媛県 和みぱん － 自家製サンドイッチと焼き立てパン製造販売による売上アップ！

愛媛県 株式会社福田建工 3500001021818 『知ってもらおう！大看板設置と作業場の設置』

愛媛県 有限会社河松緑園地 4500002018069 オフィシャルホームページの開設によるＷＥＢ戦略の確立

愛媛県 ホテル菊水今治 － 全宴会場の椅子席で体に優しい空間提供と導線の整備

愛媛県 株式会社スタイルカンパニー 2180002089525 「想い」を伝える動画マーケテイングによる新規顧客開拓事業

高知県 ＫＳオート － 電子制御システムに対応した車検業務の受注体制強化

高知県 ＭＥＲＯ　ＭＥＲＯ － ホームページ作成による顧客裾野拡大と効率的な広報活動の実施。

高知県 四万十田フーズ － 「豚の内臓（ホルモン）を使った新商品の販売」

高知県 株式会社サンライズクリーニング 1490002007506 ブランド名を切り口とした新たなサービスの提供方法の実施。

高知県 株式会社いちじゃもの 4490001009260 旬の県産食材を用いたテイクアウト商品の開発と店舗レイアウト変更

高知県 ＲＥ：ＫＲＡＦＴ － 「住環境にマッチした家具のリノベーションの提案」

高知県 株式会社Ｏ　Ｊ　Ｉ 6490001003930 自宅でいつでもお店のお好み焼きを味わえるティクアウトサービス

高知県 株式会社ＭＳＮプランニング 2490001007365 事業継続力強化支援及び、防災・減災関連商品のパッケージで提供

高知県 有限会社朝比奈設備 8490002008084 ホームページリニューアルによる顧客利便性向上と新規顧客の獲得

高知県 株式会社アミノエース 5490001003601 高知県の特産品葉茶の開発および県外への販路開拓事業

高知県 株式会社えぐちトータルヘルスケア 2490001009189 院内トレーニングによる販路拡大

高知県 有限会社大平商店 4490002006389 県外進出は図るためのテストマーケティング事業

高知県 プリム － 働く女性の睡眠改善につながるカウンセリング型整体サロンの創業

高知県 小川鍛造 － ＥＣサイトによる経営の安定化と土佐打ち刃物の認知度向上計画

高知県 株式会社アースエイド 4490001007446 日本初！無添加の黒にんにく餃子の通年量産化と直接販売事業

高知県 美容室ステイト － 快適セット椅子でお年寄りにやさしい美容室
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