
◎小規模事業者持続化補助金（平成25年度補正）2次採択事業者一覧

事業者名 補助事業で行う事業名

1 株式会社　シンソーワ 効果的な広告宣伝による認知度向上と下請け体質からの脱却

3 水口酒店 証明LED化と看板設置及び店名入りロールカーテンによる訴求効果と来店機会の向上策

4 コアフュール・まつお 中高年層新規顧客獲得のための店舗バリアフリー化改装

5 株式会社　SUDACHI 最新の機器とリスク管理を導入したデイサービスの事業

6 株式会社　橋本テクニカル工業 展示会出展と広報誌掲載によるスーパークリーナーの販売促進

7 杉野味噌醤油株式会社 北陸地方を中心に伝承される「よごし」を次世代に繋ぐための味噌商品「よごし味噌」の開発・販売

8 boulangerie masyu 製造スペース拡大による作業効率向上・売上倍増事業

9 Le Grand Beauty Salon マタニティフォト予約状況がHP上で確認できるシステム作りと広告宣伝事業

10 JiccaZicca パラペットサイン及び壁面サイン設置事業

11 株式会社　NEXT・I 看板設置、店舗レイアウト変更による照明機器の導入及びフリーペーパー広告掲載

13 ドライブイン金龍 「新商品試作開発、地元のクマ笹を使ったソフトクリーム」～地域資源を活用したご当地グルメ～

14 自家製麺　蔵王桃花 客席レイアウトの見直しと水回りの改修

15 ウラヤマ考業 自社開発留め具の販路拡大事業

16 有限会社　井山商店 おもてなしスペースを設けるための店舗改装

18 有限会社　小原石材 集客イベントのチラシ作成とパンフレット作成による自社ブランディング戦略

20 プモ・リ 「ペンション経営から立山山麓1番の人気飲食店への革新」

21 オバタ硝子工房 「HPと電子カタログを活用した販路開拓」

22 泉建設株式会社 ウッドチップ舗装の設計施工とウレタン系合成樹脂の販売

23 レインボーレンタル株式会社 「外国語HP公開による海外顧客の取込みとネットでスキー受付事業」

24 農事組合法人　味彩おおやま 「大山にんじんうどん」の新商品開発事業

25 株式会社　中邑工務店 当社の技術と地域密着型不動産情報の発信

26 有限会社　桂樹舎 郵便局と提携した「便せんセット」商品開発のための、「苗字ロゴデザイン」委託事業

27 イタリア料理　エルバッチャ HPリニューアル事業

28 有限会社　ふくい自動車工業 自動車のトータルプロデュースでカスタマーサービスの向上

29 玉旭酒造有限会社 「生酒プレミアム」商品のパッケージデザイン変更及び首掛けPOP制作

30 北陸物産 売上増加や販路拡大の為の「生産力向上と情報発信」に向けた機械導入

31 有限会社　北吉 高齢者及び家族連れをターゲットにした客室改修

32 有限会社　浅野電機商会 光回線サービス関連工事業務への新規参入による事業拡大

33 有限会社　ミヤザキ 明るく元気に美しく、広告宣伝強化による販路拡大活動

35 株式会社　TAPP 釣具(ルアー)の新商品開発・製造に伴う人材雇用　

36 goat's blessingやぎさんの恵み ～まだ見ぬ顧客へのアプローチ～HP等での魅力発信と販売強化

37 R's hair 顧客満足度をあげる為のワンランクＵＰしたヘアサロンへの改装

39 株式会社　下飯野 トータル美容サービスの広報および顧客増大事業

40 むらさき園 果樹(高級品種)を活用した、販売強化・販路拡大事業

41 café＆dining Puameria 店舗ファザードの環境整備、オリジナルスイーツの開発による集客アップ

42 トントンハウス パスコ店 イスラム教徒向けオリジナルパンの開発、販売による差別化

43 hairfactory　E’ WEB集客の強化と平日集客

44 セクター 照明イメージのパソコンデータ化とLEDスポットライトの購入

49 第一印刷 業務用プリンタの導入

53 お食事処　中藤 エコなお店づくりと接客サービスの向上事業

54 中田酒店 酒を原料としたオリジナル商品開発と飲食を伴う旬の食と酒のアンテナショップ

56 佐野酒店・お待ち堂 北陸新幹線開業に向けたビジター対応観光情報発信事業

58 ありきたり 女子会プラン実現に向けた店舗提案事業

59 スパークルカンパニー エリア拡大にむけて営業所開設と新サービス導入事業

60 タカギ工業 環境に優しい機材導入による作業時間短縮事業

61 株式会社　キタノ商事 介護用椅子型昇降機の設置事業

66 上下興業有限会社 広範囲に及ぶ敷地に対する雑草対策の提案及び施工

67 株式会社　フジタ 第28回東京ビジネス・サミット2014異業種交流展示商談会 販路開拓事業

68 らーめん菜館はじめ 大型サインによる新メニュー提案PR事業
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69 お食事処　坂出 食材の加工室増設による、山菜等の安定供給と新メニューの開発

70 髙千代 ファサードの改装と料理提供のランクアップ化事業

71 有限会社タガアートステンレス 事業承継を踏まえたタブレット端末向けプロモーションビデオの制作

72 ヘアサローネ　リゴレット 背面投影スクリーンによる店舗紹介ビデオ広告

73 吉乃友酒造　有限会社 純米酒と新商品の販売促進

74 株式会社わらびしい倶楽部 パソコンを通じたアクティブシニアのコミュニティ拡大

75 コアントロ 5周年記念企画・魅力ある店舗改修による新規顧客の開拓

76 美容院　moonish 新施術システム等の導入に伴う新規顧客の開拓

77 有限会社　酒井食品加工所 パン粉事業の強化に伴う新商品の新市場開拓及び新規顧客開拓

78 中斉拓也建築設計 事務所移転にともなうテナントの改装

79 株式会社　アースクリエーション 当社商品の販売促進および販路拡大事業における広告宣伝事業

80 布目クリーニング 新規顧客の獲得等顧客拡大を目指す「テレフォン集配」広報宣伝事業

81 有限会社　高見トラックセンター 特殊トラック(塵芥車・冷凍車・介護車輌)のレンタル・リース広報宣伝事業

82 富美菊酒造株式会社 日本酒における四季醸造とフレッシュローテーションの確立による新ニーズの開拓

84 有限会社　立山スチール 中古スノーボード、サーフボードを使用したリサイクルベンチの開発及び販路開拓事業

85 長木商店 店舗小売へのシフトにより顧客ニーズへの対応力を向上

86 有限会社　ダイワ精工 ステンレス分野での複雑高精度製品の開発と新分野への販路拡大及び、そのPRの為のHP作成

88 じんずし・カレーのチャンピオン 観光客等に向けた誘導看板とサインシート設置事業

89 小川屋 メルギューもなかアイスの販売

90 カレーショップJINJIN HPリニューアルと新メニューラジオ広告事業

91 株式会社　はとや ひさし取付け等の店舗改装による集客力アップ

94 有限会社　駒津石油商会 物が売れるディスプレイと空間づくりを目指したセールスルームの大改装

96 ファッションギャラリーあさのや 「サロンスペース新設のための店舗改装」と「チラシ作製」で新規顧客開拓を行う

99 株式会社ライフアップ 創業間もない自社の認知度をアップし新規顧客開拓する

100 スナック　幾代 他にはない手作りおつまみを活かした顧客拡大戦略

101 宮丸仏壇店 遠くから見える電飾看板設置と集客アップへ繋げるチラシ作成

102 株式会社　国際有機公社 AgriCare(アグリケア)プランの提案と普及で販路拡大

103 旅亭　みや川 おもてなしのための改修事業（ウォシュレット設置）と広告宣伝

106 株式会社ガスコム ノムラ LPガススポット販売及びガス機器レンタル

107 手打ちそば屋　堀田 山里で触れ合う自然体験とそば粉100％の味

108 うまいもん館 自分で耕し　自分で食べる　山の食と緑の体験事業で売上増進

109 株式会社　上田組 利賀の山菜販売並びに各種体験のPR事業

110 古民家の宿　おかべ 食事部屋・宿泊部屋の改装による新規顧客の獲得

111 株式会社　仙人 元気の源　またたび酒「仙人」リニューアル事業

112 有限会社　河合呉服店 地域資源を活かしたオリジナル商品の販売促進事業

113 南光実業 デザイン性・包装品質の向上による販売促進事業

114 L'ensoleiller 販売ツール「口コミ」の効果向上事業

115 野村鉄工所 2職種の工事施行能力を活かした新規顧客の獲得事業

116 城端麦酒有限会社 北陸新幹線開業による観光客増加に伴うお土産等パッケージの開発

117 溝口梅華堂 若い世帯層をターゲットとした新パッケージを活用した新規顧客開拓

118 株式会社　浅野 新規顧客開拓に向けたHPの開設

119 萬盛庵 「店内作業効率の向上による看板メニューの再構築」

120 有限会社　高桑ハウス工業 弊社プロジェクト「あこんとこの大工さん」ブランド化及び地元定着化事業

121 ヘアースタジオ　やまぎし 「男性女性向けヘッドスパ、女性向けエステメニューの開発と新規客層の開拓」

122 S'cort（エスコート） 「店舗知名度向上事業」

124 株式会社マキノ商会 地域資源を活用した無添加ドライフルーツの開発と販路拡大

125 BarberShop　T's サービスメニューを周知するチラシの作成と女性・高齢者等を対象とした施設整備

126 Osteria食堂ふらいぱん 北陸新幹線開業に向け～白エビ入りハンバーグ～の全国発信

127 竹田精肉店 店舗のイメージアップ効果を打ち出すファサードの一新

128 コーナーカフェ 非日常を経験できる異空間を演出したカフェづくり

129 有限会社　呉羽カラー 高精度のDPE出力機導入とオリジナルアルバム周知の為のチラシ作成
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130 有限会社　カンパーニュ ファサード看板のリニューアルによる販売促進

131 秀庖 「越中和膳のメニュー作り」～かがやき富山プロジェクト北陸新幹線開業に向けて～

132 有限会社　AT企画印刷 HPを活用した販売促進活動

134 有限会社　瀧味堂 商品パッケージデザインの一新とパンフレット作成による販路拡大

136 エコーウッド富山　株式会社 杉間伐材で作った生活雑貨の開発とネットショップ販売

137 マツエ　写真材料店 LED常時光撮影スタジオによる思い出づくりパートナーフォトショップ事業

139 和伊之介 女性やカップル(観光客）にも優しいお店づくりと新メニュー開発、提供の工夫を試みることによって、新たな集客を目指す

140 パティスリー・ブーケ 新製品の開発及び店名入りオリジナル包装作成

141 株式会社　福光石工 耐震・耐水「墓」を広く周知するための広告宣伝事業

142 柴田瓦工事 防災・減災に対応した施工方法等を広く周知するための広報活動事業

143 雅環境造形 モデルガーデン兼貸席事業スペース「樫亭」の発展的活用事業

144 有限会社　後藤商店 新店舗開設による顧客層の拡大

145 café青葉 心と体にやさしいランチメニューの開発と看板の設置による新規顧客開拓

146 株式会社　橋本カンテツ 軽車両での出張溶接サービスによる新規顧客獲得

147 有限会社　鈴香食品 地場海産物を生かした新製品の開発による販路及び新規顧客開拓

148 株式会社　村中手芸 独自開発の消臭シート活用商品の開発とネットによる販売促進

150 マイ・フローリスト ロードサイドの強みを活かした店舗移転による販路拡大

151 Healing Court 現地移転に伴う新規顧客獲得のためのPR活動

152 美容室　ジュリアン 高齢者層リピーター客の囲い込みや若年層新規顧客獲得のための店舗新装と宣伝活動

154 片口屋 集客力を上げるための店舗改装とこれに伴う販売促進に向けた企画・宣伝

155 煮込亭 太閤山ランド入口売店で販売するお土産品用帯紙並びに袋デザイン開発

156 IBモータース有限会社 顧客獲得のための店舗看板の設置

158 株式会社　タカミチ デジタルプリント受付機の高速化とタッチパネル化並びに店名ロゴ変更に伴う店舗看板の設置

159 株式会社　ベスト・スリー 顧客からの信頼向上と受注拡大に向けた作業効率改善事業

160 株式会社　秋山クリーニング 着物に特化した、ネット注文システムの販売促進事業と着物保管・管理事業

161 金山物産　株式会社 一般・個人の誘客を促すHPの作成と企業紹介パンフレットの作成

162 有限会社　元気楽 「黒部名水ポーク」を」使った激旨チャーシューの味を家庭でも楽しめるための通販事業

163 ナチュラルスイーツぽんぽん 低糖質スイーツの開発及びパッケージデザイン

164 尾山製材株式会社 富山県産虫食い楢材による里山再生事業

165 有限会社　いずみ 高齢者に優しい会食空間の提供事業

166 赤川焼 新たな体験教室を中心とした販路開拓事業及び新たな土鍋開発

167 よし紀 自家製調味料を活用した新創作料理メニューによる少人数集客と商品化事業

168 和食れすとらん一休　19HITOYASUMI 北陸新幹線開業に向けたご当地弁当開発＆販売・販路開拓事業

169 エースヴィジョン株式会社 富山発「環境と人にやさしく」がテーマの自社ブランド『エコラーレとやま』の立ち上げ事業

170 嶋田工芸（木の駅木芸館） チラシ製作による現代風庄川挽物商品の販売促進事業

171 マンマチャオ庄川町リプロ店 新規顧客獲得PR活動と店舗内快適利用事業

172 株式会社　ヤハタセイコー 技術者の確保に向けたCI戦略の構築

173 扇原清月堂 高齢者に優しい店舗づくり事業

174 本田酒店・ファミリーマート入善駅前店 海外用ウォシュレット(手動式）の試作と販路開拓事業

175 泉造花店 HPを開設し、生前の葬儀予約に対応する事業

176 有限会社　清八楼 個人グループ向けランチ専用室への改修とプロモーション事業

177 有限会社　丸善交通 介護タクシーのPRおよび北陸新幹線開業対策販促強化事業

178 有限会社　西川鉄筋 実証実験の事例など、商品の付加価値を分かり易く伝えるHPの新規開設等による販路開拓事業

179 居酒屋　こきりこ ファミリーユース等を獲得するサービス改善事業

180 とるくや お店の魅力を伝えるプロモーション事業の実施

181 ワープ・ヘアー ヘッドスパ等新サービスを提供するために必要となる設備投資等の事業

182 有限会社　上原自動車商会 自動車ボディーコーティングを内製化する新サービスの開発事業

183 趣味の店　シバガキ 美容と健康管理をカウンセリングする化粧品販売店へのリニューアル事業

184 シャ・ノワール 地域資源を活用した新商品開発とプロモーション事業
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