
小規模事業者持続化補助金（平成26年度補正）２次採択一覧［富山県］

都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名

1 富山県 料理旅館　紋左 テーブル椅子セツト導入によるおもてなしサービスと広告宣伝費

2 富山県 料亭　月見家 顧客満足度の向上によるリピート率向上事業

3 富山県 ナチュラルスィーツぽんぽん 来店客向けトイレの改装工事および飲食サービスのための店舗改装事業

4 富山県 城山荘 客室改装による清潔度及びセキュリティ向上事業

5 富山県 米丘電機食料品店 店舗改装•ホームページの作成で顧客維持及び新規顧客獲得事業

6 富山県 （有）イージー・エンジニアリング インターネットを通した首都圏・北関東の新規顧客獲得事業

7 富山県 (株)秋山クリーニング 着物の認知度の向上と顧客満足度による新規顧客の獲得実現事業

8 富山県 （有）名越養鯉場 お客様のニーズに応える錦鯉を商品化するための、稚魚池の改良計画

9 富山県 金山物産株式会社 空き家解体,家財処分の広告看板設置とお客様用説明書作成事業

10 富山県 ＦＣＳウォール ジム内の環境改善とチラシによるPRで、新規客を獲得する事業

11 富山県 株式会社まるき 新聞折込チラシによる販売促進活動で新規顧客と売上増加事業

12 富山県 丸善醤油株式会社 独自の販売ブースによる試食販売を軸とした営業システムの構築

13 富山県 株式会社ZAXFOX 新コンセプト店舗展開とパートナー開拓に向けたブランド強化事業

14 富山県 寺崎酒米店 価格競争に巻き込まれない特徴的は酒販店を目指す

15 富山県 料亭　新橋 ソフトとハードの改善を図りながら新たな顧客を獲得する

16 富山県 泉造花店 新たな演出効果で遺族の心に残る葬儀を提供する

17 富山県 有限会社　はな膳 高齢者向け宅配弁当サービスの販路拡大プロモーション事業

18 富山県 有限会社　ドリームハウス 高座椅子・テーブルを導入し、ファミリー専用客室の機能アップを図る

19 富山県 有限会社　丸善交通 介護タクシー利用者の乗降時環境を改善する待合い事務所の改修工事

20 富山県 有限会社　清八楼 イメージダウンを招いている大宴会用客室の空調環境を改善し、来店満足度を高める

21 富山県 岡本畳店 和紙畳やこだわりの畳表具などの常設展室及び商談コーナーの開設等、店舗2階改築工事

22 富山県 喫茶ＴＩＭＥ モザイクタイルを仕様したトイレの洋式化工事

23 富山県 おおぎや 店頭ファサード等改修工事

24 富山県 酒場　音次郎 イベント向けケータリング・サービスの確立

25 富山県 北川木工所 作業効率を改善する軸傾斜小型万能横切盤の導入

26 富山県 株式会社クロダ電機 高齢者にやさしい店づくりとチラシ配布による新規顧客開拓

27 富山県 株式会社ティー・ツリー・コミュニケーションズ 北陸新幹線開業による「九宝茶」と「エコツアー」の販路拡大

28 富山県 アイシン株式会社 シンプルな祭壇で多くの人にもお参りして頂ける新たな家族葬の提案

29 富山県 有限会社　アスカ商事 遺品整理サービスの広告宣伝強化

30 富山県 株式会社亀山石材 亀は万年お墓も万年亀山の倒れないお墓をつくる

31 富山県 松嶋建設株式会社 新規無人ヘリコプター事業拡大のための販路開拓

32 富山県 ワイズシステムデザイン 認知度向上と販路拡大のための広告宣伝事業

33 富山県 ｏｌｕｏｌｕ 県産フルーツを使った新商品開発及び女性顧客獲得

34 富山県 株式会社　橋本テクニカル工業 新製品の開発により従業員の処遇改善に取り組む事業

35 富山県 株式会社ＳＵＤＡＣＨＩ リハビリ特化型デイサービスの利用枠拡大ならびに新規事業パーソナルジムの開業

36 富山県 株式会社　ヒルツ 無料点検サービスからの水回りリフォーム受注率向上事業

37 富山県 こけ山 高齢者や障害のある方が安心して来店できる為のバリアフリー改装

38 富山県 ヘアープロデュース　UP Lips．W 肌診断から始めるハッピーエイジング創出事業

39 富山県 有限会社 ダイゼン石材 施工技術を立体的に提示するプレゼン事業と精神文化の伝承

40 富山県 有限会社 舛谷解体工業 空き家問題や土地活用を考えるエンドユーザーに向けての広報事業

41 富山県 中川外装 高齢化世帯に優しい建築リフォームの提案と技術革新

42 富山県 イタリア料理　エルバッチャ 中高年齢者が快適に寛げる空間提供のための店内改装事業

43 富山県 有限会社桂樹舎 『型染め』のブランド開発と、浸透にむけたホームページの改訂

44 富山県 有限会社 松崎自動車工業 急増する次世代自動車に対応するため、最新型故障診断機の導入

45 富山県 株式会社　清水そばそば峠 道の駅機能を付加した店舗整備事業

46 富山県 ウラヤマ考業 自社開発商品と依頼された試作開発費のコスト低減とスピードアップ事業

47 富山県 高野屋商店 新商品開発に伴うパッケージデザイン

48 富山県 有限会社竹島板金工業 雨漏り修理工事の営業強化のためのプロモーション事業

49 富山県 西野クリーニング 衣類の補修・リフォームサービス導入による売上向上

50 富山県 デリーズ春田 酒専門ＤＳからの脱却とまちゼミ手法を取り入れた販売促進

51 富山県 株式会社　村山製作所 展示会での成約率アップを狙ったＷｅｂシステムの構築

52 富山県 有限会社 八尾興業 住宅解体需要をターゲットとした広報物の作成による販路開拓事業

53 富山県 シー・ティ・エス株式会社 高気密高断熱高防火木製引き戸拡販のための新ブランド構築

54 富山県 玉旭酒造有限会社 主力商品パッケージデザイン変更による地元消費拡大と観光客誘致

55 富山県 旭鉄筋株式会社 橋梁耐震補強工事受注拡大に向けた新規案件獲得事業

56 富山県 林工房 ＨＰを使った情報発信と商談スペース設置による提案営業の強化

57 富山県 メルシーメルシー 高齢者・障害者に優しい店づくりを実現するための店舗改装

58 富山県 ㈱新富電機製作所 社内の新生産管理システム導入に合わせたホームページからの情報活用事業

59 富山県 美容室Ａｍｉ 新メニュー普及させる為の看板及びチラシの作成

60 富山県 株式会社アースクリエーション ｢国際農業資材EXPO｣出展による商品の販売促進・販路拡大事業
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61 富山県 楽家 三味線人口拡大に向けた外観整備事業

62 富山県 四方蒲鉾株式会社 富山湾ブランド食材を活用した商品パッケージの開発及び販路拡大

63 富山県 本田くん 高齢者の安心・快適な住まい実現に向けた新販路の開拓・展開事業

64 富山県 越中和膳　秀庖 「北陸新幹線で富山へようこそ！新鮮な魚料理でおもてなし」

65 富山県 有限会社呉羽土木興業 雨水タンクの試作開発によるエコ住宅の推進と普及による顧客確保

66 富山県 高野林業 GRCSを使用した樹木伐採の普及とホームページの開設による新規顧客の獲得

67 富山県 美容室るる 古民家再生の異空間で癒しのトータルビューティサロンを提案する

68 富山県 焼き鳥テッちゃん 県内初、本格炭火焼き国産焼き鳥の真空パック化による商品開発

69 富山県 桝カフィ 県内初の焙煎と試飲を体験できる空間を提供する珈琲店

70 富山県 餅とお菓子ほんごう 地元産苺を使用した苺の和菓子の開発と店舗改装による客数増と売上拡大

71 富山県 ㈱ゆずリハビリ 市内「初」のリハビリ特化ディサービスの認知度向上による新規顧客獲得事業

72 富山県 有限会社ホワイトウェイ 「とやま」展示＆サロンスペース設置とイベントでの新規顧客開拓

73 富山県 土佐電器 高齢者向け省エネリフォーム事業の営業広告強化による新規顧客開拓

74 富山県 むらさき園 「呉羽梨・葡萄」のCMS・販売システムを活用した販路開拓事業

75 富山県 リラクゼーションサロン「リラシス」 リラクゼーションサロン「リラシス」の販路開拓

76 富山県 酒井外装 髪と頭皮にやさしい施術の宣伝広告と販促による認知度向上と新規顧客の獲得

77 富山県 豚鶏歓 新規顧客獲得・固定客化に向けた、ホームページ開設とポイントカードシステムの導入

78 富山県 坂田通商株式会社 効果的・効率的マーケティング活動の実施によるレアメタルリサイクルの促進事業

79 富山県 café青葉 飲食店の経営資源を活用した婚活事業新規参入に伴う広告宣伝事業

80 富山県 有限会社　沖鉄工所 プラズマ切断機による切断コストの低減・品質向上

81 富山県 KOHEI　GLASS　STUDIO凛 首都圏からの需要に応える独自製法によるガラス製品の新開発事業

82 富山県 ヒーリー農園 富山県産のベリー類を使用したオリジナルスイーツの開発

83 富山県 株式会社　宮内松月堂 ”高齢者が喜ぶ”美味しいこだわり餡の生産性向上と新商品開発

84 富山県 有限会社　村製作所 生産性と精度の向上を実現する成型研削用インバーターと永電磁式チャック等の導入

85 富山県 村田畳製作所 琉球畳表の曲げ加工と塗装技術融合による業務用化粧箱の販路開拓

86 富山県 有限会社　協伸電機商会 受注拡大の為のN社製発電機制御盤の製造技術ノウハウ修得と開発

87 富山県 ＩＢモータース有限会社 ターゲット顧客層の明確による品揃え戦略・店舗戦略の構築事業

88 富山県 立山ケース株式会社 ホームページの英語表記・リニューアル・販路開拓

89 富山県 藤岡酒店 『きららか梨』販売支援のパッケ－ジ改良等とシステム構築

90 富山県 和風味工房　逸樂 新しいランチメニューと“暖かさ”のＰＲによる集客力向上

91 富山県 Ｄｏｇ・Ｃａｔ Ｃａｆ'ｅ＆Ｓｈｏｐ パウ 「平日限定」サービスに特化にした地元固定客の増加計画

92 富山県 歩寿司分家　多聞 食と清潔サービスで女性客を満足させる和洋折衷寿司店を目指す

93 富山県 整体院スマイルライフ 競合店との差別化を図る二本柱のサービス導入

94 富山県 パタータ 顧客の呼戻しと新規客へＰＲのための店舗リニューアル

95 富山県 株式会社ケアカーズ 福祉車輌の利便性の認知活動と販路開拓

96 富山県 株式会社　ＴＡＰＰ 純日本製のF.R.P.製カヌー、カヤックの開発・試作とＰＲ活動

97 富山県 割烹　田舎 射水市の食の魅力を詰めた宝箱「いみず鮨」の開発、販売

98 富山県 株式会社 日吉プランナー 富山を潤す『伝統あるわら工品技術』の情報発信

99 富山県 （株）ＮＥＸＴ・Ｉ 大型食品サンプルと３Ｄプリンター導入で販売力向上

100 富山県 (株)コクスイコーポレーション 台湾、地元百貨店及び日本食品問屋への日本酒ＰＢ商品「泉」の販路拡大

101 富山県 伸幸塗装店 「在庫管理システム」ＰＲ事業

102 富山県 株式会社アパッチ北陸 『バイク関連部門』を伸ばす情報発信事業

103 富山県 (有)大島建設 公共事業分野への参入計画事業

104 富山県 松原清松堂 当店自慢の越中弓の清水（しょうず）「六芳焼」を全国へ届けたい

105 富山県 有限会社山崎自動車 テスター導入による自動車整備能力の強化

106 富山県 有限会社創鉄工業 多機能型半自動溶接機の新規導入による売上高拡大

107 富山県 滝写真館 小スタジオの開設による｢顔ビジネス」「家族写真」の売上拡大

108 富山県 株式会社北田製作所 工場内の照度環境の改善による多品種小ロット生産能力の強化

109 富山県 株式会社　道峰 ピンラック式巻上機の新規製作及び販路開拓

110 富山県 タカギ工業 庭メンテナンス軽減に向けた広範囲にわたる提案型土間施工事業

111 富山県 美容室　フィオーレ 女性、高齢者にも優しいオイルヘッドスパ、エステ導入事業

112 富山県 福岡館 少人数に対応した法要新プランサービス導入事業

113 富山県 はちや 女性客向け郷土料理ランチメニュー提案と快適な店舗づくり事業

114 富山県 大道塗装 環境に優しい塗装の実現と外壁クリーニングの新事業展開

115 富山県 株式会社　フジタ CNC三次元測定機を活用した異業種分野への新規参入事業

116 富山県 株式会社　レストハウスサンエール ニーズの高まる訪問在宅介護充実に向けたサービス向上事業

117 富山県 大矢服装（福岡町下蓑2245-1） JAPANブランドのアパレル商品・コラボ商品を見える化した販売促進事業

118 富山県 大根の花 看板の視認性向上によるメニューの魅力度＆集客力UP

119 富山県 カイロケア・つっちー 運動機能の数値化により個々の症状にあった施術メニューの提案

120 富山県 新瓦 安心安全な瓦葺き拡充と和型瓦のカラーバリエーション提案で販路拡大
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121 富山県 Wave Lunch SUPの普及を通じて「環境」「健康」「地域」づくりに貢献

122 富山県 株式会社　松村紙工所 片面ダンボールを使った新商品開発及び販路開拓のためのPR

123 富山県 堺谷建築 広報力の強化と不動産業者との連携による再生型分野への進出

124 富山県 銭座瓦店 屋根から始まる快適な住環境を提案する事業

125 富山県 戸出町観光案内所（戸出ジェラート） 原材料アピールパネルおよびパンフレット作成事業

126 富山県 よし紀 メニュー開発と畳とイス等の刷新により女性層の誘客を図る

127 富山県 ふじ・とこや 家族揃ってクールビズヘアの推進及びクールビズサロンづくり

128 富山県 仏壇洗浄　一新堂  クールジャパン和柄・金襴ネクタイ、蒔絵アイフォンカバ―開発

129 富山県 有限会社石倉工業所 コミュニティサロンスペースの新設とＰＲパンフレットの作成

130 富山県 風月 トイレ改装と新聞折込チラシによるPR活動で売上拡大を図る

131 富山県 石畠　株式会社 販路拡大にむけて施工能力を向上させ新工法を提案する

132 富山県 可部谷建築事務所 「幸せの持続可能（SUSTAINABLE）」化事業

133 富山県 　　　料亭　美よし 銘々で食べる一人おせちの販路拡大と当店ＰＲパンフ作成事業

134 富山県 株式会社ヨネナガ    「情報とイメージ戦略で新規顧客獲得で販路拡大」

135 富山県 U Project 株式会社 新商品『北陸新幹線・ご当地キャラクターコラボ記念切手』製作において販売PR事業

136 富山県 杉野味噌醤油株式会社 洋風メニューにも合う新しい「調理味噌」と「レモン胡椒（ごしょう）」の開発と販売

137 富山県 あおい鍼灸接骨院 ホームページ新規制作により、北陸で唯一の技術の発信と集客へ

138 富山県 おばた食堂 新顧客の獲得に向けた新メニュー開発並びに広報活動

139 富山県 エコーウッド富山株式会社 とやま県産材を使った図画工作用学校教材の販路開拓

140 富山県 畑醸造株式会社 観光団体客の積極誘客による物販直販ショップの売上拡大

141 富山県 ライフカフェ　キャトル パッケージデザイン制作等による特産「里芋加工品」販売促進事業

142 富山県 ドライブイン小牧 全自動コーヒーマシン導入によるテイクアウトの拡大・拡充事業

143 富山県 有限会社　梅香園 観光農園（梅香のお庭）サイン設置事業

144 富山県 有限会社　石森石材 住宅関連事業強化のための販促ツール作成事業

145 富山県 紺田糀味噌醸造所 若い女性層をターゲットにした、商品パッケージデザイン開発事業

146 富山県 青山彫刻 木彫刻伝統技術の作品を広く周知するため広告宣伝事業

147 富山県 長田神具店 富山県伝統井波神殿・神棚ホームページ開設に伴う販路拡大

148 富山県 和泉家具製作所 立ち寄り易いｼｮｰﾙｰﾑ作りに向けた店内改装及び一輪挿しの販売強化

149 富山県 ameagua（アメアグア） 造花のレンタルフラワーのカタログ制作

150 富山県 旅亭　みや川 インターネットを利用した販売促進事業

151 富山県 株式会社ライフアップ 新聞を取っていない若い世代の認知度をアップし、新規顧客を開拓する

152 富山県 理容　鈴木 くつろぎ空間作りと女性エステシェービングの宣伝、顧客拡大

153 富山県 株式会社ふくみつ華山温泉 「顧客分析」「新サービス」を核とした集客アップ、リピート率アップへの取組み

154 富山県 ｱﾆﾊﾞｰｻﾘｰ　ハバワールド 既存商品の販路拡大と南砺市特産干し柿C級品利用の為の機器導入

155 富山県 レストラン花月 洋式トイレへのリニューアルと改装記念セールで集客

156 富山県 合同会社　太陽 新しい施術で女性を元気にし集客アップへ繋げる

157 富山県 株式会社　平原堂 仏像DVD販売における開発・販路開拓

158 富山県 匠雲堂 来店客の製作現場見学環境の改善と集客力を高める店舗改造

159 富山県 荒井建設合資会社 世界遺産に訪れる外国人客に対応した新商品投入と環境整備

160 富山県 Masa Garage ラッピングと内装張替によるお客様の思いのつまった愛車提供事業

161 富山県 株式会社元気工房 各種の情報ツールを活用した店舗広告による新規顧客獲得事業

162 富山県 味処 まる嘉 お客のニーズに寄り添った新たなサービスの提供と顧客開拓事業

163 富山県 オキタ塗装店 多業種の工事施工能力を活かした販路獲得事業

164 富山県 ゆうざき寝装 加工技術ＰＲ・商圏拡大による販売促進事業

165 富山県 有限会社　薪の音 ブランド力と地域資源を活かした商品開発と販売及び集客の促進

166 富山県 ＥＣＣジュニア城端教室 掲示板設置にる認識度の向上と総合支援体制による新規受講生の獲得

167 富山県 有限会社 安居商店 新商品企画による店頭販売促進事業

168 富山県 ㈲寿司恵 店舗改修及びコース料理の新設によるグループ顧客の獲得事業

169 富山県 有限会社 ライル ＷＥＢサイトによる販売促進事業

170 富山県 有限会社誠文社 昇華プリントシステムの導入による販促品制作事業への進出

171 富山県 古民家の宿　おかべ 導入口のバリアフリー化による新規顧客獲得と利便性アップによる顧客満足度の向上
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