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小規模事業者持続化補助金（平成27年度補正）採択一覧［富山県］
事業者名（屋号）

補助事業名（様式3）

商工会名

1 Flower Shop 恵美
2 あけぼの

花専門店ならではのオリジナル商品開発で販路拡大

朝日町商工会

日帰り旅行プラン「翡翠の思い出」の販売に向けて

朝日町商工会

3 宇田種苗店
4 青木設計 一級建築士事務所

付加価値の高い苗木の販売を強化する売場づくり

朝日町商工会

構造設計に基づく建築設計サービスによる販路拡大

朝日町商工会

5 （株）Kasablow
6 家印 株式会社

ネットショップ在庫連携システムの導入による販路拡大

朝日町商工会

ホームページ開設と耐震診断の内製化により販路開拓に取り組む

朝日町商工会

7 佐渡モータース
8 ハーブと喫茶 HYGGE

店内リニューアル・５Ｓによるブランディング

朝日町商工会

ホームページ開設等プロモーションを強化して販路を拡大する

朝日町商工会

9 鹿熊工業株式会社
10 こもり造園

自社看板の設置とホームページの開設により販路を拡大する

朝日町商工会

小さな果樹園イメージの営業事務所・モデルガーデンづくり

朝日町商工会

11 城山荘
12 えびすや

客室の空調設備更新による満足度向上事業

朝日町商工会

イベント等への出店により事業を持続的に発展させる事業

入善町商工会

13 有限会社 ドリームファーム
14 (有)谷口商事

農家直送「富山の無農薬チューリップ」大都市圏販売強化事業

入善町商工会

新規客にわかりやすく、家族連れ、特に高齢者にやさしい店づくり

入善町商工会

クレーン設置による、製品の加工の効率化と生産スピードの向上
15 大角板金
16 株式会社 Stay gold てらだファーム 品質維持とCIの向上で自社のブランディングを高める

入善町商工会

17 たけうち美容室
18 吉原建設株式会社

サービス内容を向上させて高齢者顧客を囲い込む

入善町商工会

民間事業者や一般住宅を対象とした「維持修繕工事」周知促進事業

入善町商工会

19 一級建築士事務所建築設計室21
20 丸善醤油株式会社

分離発注方式による顧客獲得強化

入善町商工会

衛生、効率、量産を考えた「生きている麹」関連商品生産改善事業

入善町商工会

21 美食倶楽部 げん木
22 FCSウォール

テーブル・椅子購入により幅広い客層確保を実現

入善町商工会

クライミングシューズ販売強化で集客と会員増加を目指す

入善町商工会

23 鳥善
24 ひばりの薬局

店舗設備を改善し、広告宣伝で新規客と売上増加を見込む

入善町商工会

地域住民に密着した店舗改善計画事業

入善町商工会

25 カットハウス ミッキー
26 HAIR ART JEWEL

中高年齢者をターゲットにした店舗改善計画

入善町商工会

活性機の設置と折込チラシによるＰＲで新規客を獲得する事業

入善町商工会

27 いろり茶屋
28 中華料理 東苑

店内照明のＬＥＤ化により居心地の良い店舗づくり事業

入善町商工会

お客様がゆっくり落ち着いて食事していただける環境整備事業

入善町商工会

29 (株)りぼん
30 株式会社 笑ふーず

買物弱者支援事業を強化し、デイサービスとの相乗効果を図る事業

入善町商工会

上市町ご当地うどん開発及び山菜商品開発事業

上市町商工会

31 旅館だんごや
32 三栄時計店

和テイスト談話室とオンライン予約の整備でインバウンド対策

上市町商工会

聴力測定器の導入とチラシによる補聴器取扱い認知度アップ事業

上市町商工会

33 サンタ・エンジェル
34 株式会社スギモリ

地元生姜を使った新商品開発とポイントカード導入で売上ＵＰ

上市町商工会

「木の魅力」と「新たな生活スタイル」を発信しと

立山舟橋商工会

35 株式会社ライフドア人材センター
36 アイシン株式会社

当社独自の「就職支援モデル」の広報、周知による新規顧客の開拓

立山舟橋商工会

葬儀会館の質を上げ最低料金でも、快くご利用して頂く式場運営

立山舟橋商工会

37 八尾製麩有限会社
38 髪スタジオＭ

新商品開発に伴うインターネット販売システム構築による販路開拓

富山市八尾山田商工会

コンプレックスに悩む女性を救う、増毛エクステンションサービス

富山市八尾山田商工会

39 サイクルショップ伊藤
40 有限会社タツミ商会

スポーツ自転車愛好者の誘客促進のための店舗改装事業

富山市八尾山田商工会

新規顧客獲得のための新商品開発と多言語機能及び広告設備の導入

富山市八尾山田商工会

41 有限会社滝本工務店
42 手打ちそば 月のおと

空家管理と住宅リノベーションのプロモーションによる販路拡大

富山市八尾山田商工会

「食」と「音楽」に触れるイベントスペースの新設とそのＰＲ事業

富山市八尾山田商工会

43 株式会社ＯＺ Ｌｉｎｋｓ
44 水井食品㈱

インバウンド観光客の利便性と集客を図る為の施設改修事業

富山市八尾山田商工会

だし調味料販売の海外展開及び嗜好調査

富山市北商工会

45 株式会社 大井仙樹園
46 株式会社タイアン板金工業

インテリア感覚の小さな観葉植物に特化した専用サイトの制作

富山市北商工会

リフォーム住宅の「立体施工画面提示」による売上増

射水市商工会

47 食パン専門店 ５
48 たかざわ珈琲店

魅力のある店舗づくりと進物用食パンによる販路の開拓

射水市商工会

時間帯別の来客層に対応したサービスメニューの提供とＰＲ

射水市商工会

49 株式会社 フジタ

世界で一つ 町工場にメタルアートミュージアムを創設

高岡市商工会

入善町商工会
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事業者名（屋号）

補助事業名（様式3）

商工会名

50 合同会社 ぐるる富山
51 ｒｏｊｉ

循環型農業で創る完熟有機堆肥の販路開拓

小矢部市商工会

カフェラテで町おこしラテアート

小矢部市商工会

52 エサカ工業株式会社
53 トナミ醤油株式会社

新メニューによる売上増加と新規顧客獲得のための広報事業

小矢部市商工会

ゆず加工製品を中心とした新たな海外展開と販売促進事業

庄川町商工会

54 庄川遊覧船株式会社
55 あたらしや

外国人旅行者パンフレット制作等によるインバウンド強化事業

庄川町商工会

「買い物弱者等対策」の移動・注文販売強化による販路開拓事業

庄川町商工会

56 ビストロ・ボン・グー
57 株式会社山本畳工業所

「お店の味を食卓に！」シェフの手作り総菜テイクアウトによる販路開拓事業

南砺市商工会

縁なし畳の需要掘り起こしによる販路開拓と畳表折曲器導入による生産性向上

南砺市商工会

58 まる来
59 株式会社マックス加工

真空パック機を活用したテイクアウトメニューの販路拡大・業務効率化事業

南砺市商工会

販路開拓に伴う直売店のＰＲ、販売力強化

南砺市商工会

60 南砺電気㈱
61 ㈲安居商店

業務フロー改善による見積り提案力の向上事業

南砺市商工会

商品力向上及び贈答品のＰＲ効果を活かした販売促進事業

南砺市商工会

62 万水閣
63 いせや

新商品開発による販売促進事業

南砺市商工会

差別化商品ＰＲ及びサービス商品の体験企画による新規顧客の獲得

南砺市商工会

64 美知の里
65 Gelateria ZUCCA

自社ホームページ作成と施設の充実による集客アップ

南砺市商工会

物販用パッケージ開発とHP（ウエブストア含む）の開設

南砺市商工会

66 株式会社 松井機業場
67 アトリエＣＨＩＮＯＣＯ

「しけ絹」を活用した不燃素材の開発と認知度向上事業

南砺市商工会

ワークショップ教室の拡充と認知度向上による販促事業

南砺市商工会

68 有限会社 かにや
69 南建築

顧客ニーズに寄り添う少人数の結婚式企画提案による新規顧客開拓

南砺市商工会

断熱工事の提案による省エネ住宅の販売促進

南砺市商工会

70 ふれあい食堂

地域で愛されるお店として根付く為の集客アップへの取組み

南砺市商工会

