平成２５年度補正予算 創業補助金（創業促進補助金）二次締切分の採択者について
平成26年8月29日
平成２５年度地域需要創造型等起業・創業促進事業（創業補助金）について、平成２６年
３月２５日（火）から６月３０日（月）まで公募を行いました。この期間に申請のありまし
た１０７件について、中小企業基盤整備機構より下記の３４件が補助金の交付先として決定
通知がありました。
本補助制度は、認定支援機関の支援を受け、「地域で新たに創業する者（創業）」、「家
業等を活かして事業承継を行う者（第二創業）」の事業で、新たな需要や雇用を視野に入れ
た起業・創業に対して補助率２／３で補助を実施するものです。

採択結果
<二次締切分 採択者一覧＞
【創 業（３４件）】
採択番号

地域

申請者名
事業テーマ
認定支援機関
株式会社 エフエム 射出成形機用２色金型製造技術力によるモノづく
りの更なる発展
2創業2- 191 栃木県 ティ
足利商工会議所
小出 浩
2創業2- 192 栃木県

馬場 美帆子

自然素材による人に優しい自主ブランド（洋服）の
足利商工会議所
立ち上げとブティックの展開

2創業2- 193 栃木県

森本 美和

高画質フードプリンターを導入した、オリジナル焼
足利商工会議所
き菓子、洋菓子等、独自ブランドの展開

2創業2- 194 栃木県

上武 智也

ハウスいちご用の交配ミツバチの飼育、レンタル
足利商工会議所
を軸とした養蜂業の展開

2創業2- 195 栃木県

稲岡 剛志

安心安全な地産食材を提供する「手打ち蕎麦メイ
足利商工会議所
ンにした和風レストラン”稲おか”」の展開

2創業2- 196 栃木県

吉田 高久

真心と笑顔のサービスを提供し食育により地域社
足利小山信用金庫山前支
会に貢献する。

2創業2- 197 栃木県

藤生 浩貴

2創業2- 198 栃木県
2創業2- 199 栃木県

2創業2- 200 栃木県
2創業2- 201 栃木県
2創業2- 202 栃木県
2創業2- 203 栃木県
2創業2- 204 栃木県

2創業2- 205 栃木県

株式会社川田農園
川田 修
株式会社
グルメコンガーズ
山縣 昌世
株式会社 ＪｃＴクリ
エーションズ
江 小涛
靴修理店amor
田村 侑子
デザイン工芸探究
所
小林 龍太
株式会社マキシム
槇 治信
石垣 弘美

熊本 勇治

店

ワンランク上のおいしい焼きたてパンをタイムリー 足利小山信用金庫八幡支
にお届け
店
有機無農薬である川田農園野菜を全面に打出し
栃木銀行益子支店
た、無国籍洋風フルスタイルレストランの展開
宇都宮市新里地域農産物・新里ねぎと柚子を活
用した村興し事業の展開

鹿沼相互信用金庫

土台から手作り餃子の製造 餃子の本質の提案

宇都宮市商工会議所
靴を中心に、皮革製品を「直して長く使う」を当た
り前のことに。

栃木銀行若草支店

アートでこども達の夢を形にするクリエイティブな
美術予備校の展開。
宇都宮商工会議所
栃木県産農産物を活用した「地産地消・安全安
心」なジェラート製造販売事業の展開

栃木信用金庫江曽島支店

地域医療･介護の要(かなめ)、患者在宅復帰に特
多久善巳税理士事務所
化した訪問看護ステーション事業

多久善巳

世界的自転車ロードレースであるジャパンカップ
の聖地＝宇都宮・大谷地区＆古賀志地区を、「自 栃木信用金庫宇都宮営業
転車観光」という新たな手法で活性化する「宇都 部
宮サイクリングツアープロジェクト」事業。

2創業22創業22創業22創業22創業2-

合同会社 ＮＡＳＵ 栃木県の産物を利用した商品による地域活性化
206 栃木県 no Ｍａｋｉ Ｕｄｏｎ と地域PRの展開
大田原商工会議所
小山田 智紀
メイクアップで若い女性が綺麗で元気になる美容 株式会社ＵＩ志援コンサル
207 栃木県 高根沢 喜久美 室
ティング
薪窯で焼くピザと自家栽培の野菜を使ったイタリ 結城信用金庫小山城南支
208 栃木県
福島 正規
アンレストランの展開
店
日本未発売の海外ウェディングアイテムのイン
makana Inc.
209 栃木県
小山商工会議所
ターネット販売
長谷川 征己.
肩こりや腰痛に対し整体の実施、店舗に通えない
やざわ整体院
210 栃木県
小山商工会議所
人に対する訪問整体の展開等
矢澤 拓磨
働く女性の美と健康のお手伝いをするトータル
ビューティーサロンの創業

2創業2- 211 栃木県

ＰＲＩＭＡ
岩上 智子

2創業2- 212 栃木県

Ｓａｎｎｏａｎ
堀内 祐紀乃

2創業2- 213 栃木県

松林 真弓

国際化社会を生き抜く人材育成とシニア世代へ
の生きがいの提供

2創業2- 214 栃木県

H.O.WITCO
PRIVATE
INSTITUTE Co.
尾花 寛康

2創業2- 215 栃木県

株式会社 照和
齋藤 和孝

認知症にさせない、地域を支える学校型高齢者
日帰りデイサービスの展開。

2創業2- 216 栃木県

新村 正

2創業2- 217 栃木県

庄山 政男

2創業2- 218 栃木県

山田 八重子

那須高原でペット犬種の集客効果を生かした通
年営業の複合施設運営事業

2創業2- 219 栃木県

岩沢 実

土木 建設分野に特化した合理的提案力のある
非破壊検査業実施

2創業2- 220 栃木県

渋井 芳子

2創業2- 221 栃木県

大渕 力

2創業2- 222 栃木県

渡邊 健

2創業2- 223 栃木県

阿久津 富子

2創業2- 224 栃木県

柳 正己

小山商工会議所

鹿沼市初！海外観光客のためのB&Bを併設した
鹿沼相互信用金庫
カフェの事業展開
地元の野菜を使用したテイクアウト型「食べる
スープの専門店」の実施

佐野商工会議所

佐野商工会議所

栃木産フルーツを使用した洋菓子店の開業

栃木銀行宝積寺支店
大垣博昭税理士事務所
大垣博昭

自家菜園で収穫した野菜を提供するベジタブルカ
足利銀行馬頭支店
フェ＆農園民宿の実施

足利銀行黒磯西出張所
株式会社ＵＩ支援コンサル
ティング

「生ハチミツ」を原料としたアイス関連商品の移動
大田原信用金庫黒磯支店
販売の実施
日光をアピールする地域密着型マルシェ流直売
所の創出事業

日光商工会議所

新設される日光市中心市街地活性化施設内にお
ける地元商品の販売や地域貢献をめざす地域密 日光商工会議所
着型小売事業の展開
日光のゲートタウン（玄関口の街）にふさわしい本
日光商工会議所
格的そば処の開業。
栃木県産の食材を使用した讃岐うどん店の展開

真岡商工会議所
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