
平成28年度補正　小規模事業者持続化補助金　採択事業者一覧[富山県]

名称 補助事業名  商工会名

1 民宿　岬 玄関改装と客室装備充実で「より選ばれる民宿へ」好感度UP計画 朝日町

2 大むら菓子舗 ラベルプリンターの導入で和菓子の販路拡大 朝日町

3 株式会社　秋山クリーニング 平面包装機導入により顧客満足度向上と業務効率化を図る 朝日町

4 株式会社TBエンタープライズ 全国各地の百貨店での催事出店で売上拡大プローモション事業 朝日町

5 ならかす 「とやまジビエ」を使った新メニューの開発で新規顧客獲得の実現 朝日町

6 Flower　Shop　恵美 ネット販売強化のため当店オリジナル「セット商品」の販路拡大 朝日町

7 前川ブロック工業 解体工事部門の強化で一貫した建築土木事業の経営基盤確立 朝日町

8 ナカジマサイン 屋外広告と看板の点検・クリーニング業務で販路拡大 朝日町

9 料理旅館　紋左 歴史的価値のある料理旅館の広報で新規顧客獲得事業 朝日町

10 鹿熊工業（株） デザイン性の高いコンクリート境界壁等の開発 朝日町

11 （有）明進電機 潜在的需要を獲得する｢生活よろずサポートサービス｣事業の開始 朝日町

12 そば処　草の子 店内環境の｢不快｣を解消し新規来店者のリピーター化を増進する 朝日町

13 南茂美容室 販路拡大に向けた店舗のプチリニューアル 朝日町

14 清水製パン ベーカリーと新たに和菓子店を複合展開するリニューアル事業 朝日町

15 家印（株） ハーフＤＩＹ体験コーナー及び自社製家具展示場の開設 朝日町

16 （株）いただきます お米の直売率向上等により販路を拡大する体制の構築 朝日町

17 （有）不破設備工業 リフォーム・下水道引き込み工事需要等の獲得に向けた営業力強化 朝日町

18 手打ちそば　くちいわ 蕎麦の自家製粉化等により飲食サービスを向上させる 朝日町

19 ドンキー トレーディングカード愛好者の来店を増加させる店舗改装 朝日町

20 菓子処みずしま プチ・ギフト用お菓子拡販に向けた体制の構築 朝日町

21 宇田種苗店 ハイブリッド苗増産のボトルネックを解消する 朝日町

22 ナチュラルスィーツぽんぽん 新たな市場等へ新商品を提供する供給体制の強化 朝日町

23 有限会社　佐渡石材 「家系図作成」と「家の系譜・特色」を読み解く提案事業 朝日町

24 (有)はな膳 急速冷却機を導入し、安心・安全な宅配弁当の販路開拓事業 入善町

25 フレンドリーショップ　いかしま 販促ツールによる、対面販売を強化する設備導入計画 入善町

26 Prima　Body（プリマボディ） 新しい施術方法「知って試して調子が良くなる」女性を増やす事業 入善町

27 株式会社　アグリたきもと 若手女性社長が作り出す女子ウケする新しい農産加工品！ 入善町

28 かんてき家 販路の拡大に備えて冷蔵庫を設置し、機会損失を発生させない 入善町

29 グラチネ 新たな顧客を確保しグラチネ料理でリピーター率を高める 入善町

30 有限会社　わしお生花店 品揃えを強化して多様化する顧客のニーズに対応する 入善町

31 有限会社　川口商会 IT化によって業務の効率化と顧客満足度の向上を両立させる 入善町

32 有限会社　大沢モータース 作業の見える化と高度化により顧客満足度を高める 入善町

33 松沢電気商会 地域に密着した、「くらしの相談窓口」のPR事業 入善町

34 こども服　ちゃけ オーダーメイド商品によるOne to one戦略で顧客獲得 入善町

35 ゆかり美容院 ヘッドスパとフェイシャルエステ事業で客単価アップ計画 入善町

36 マアム　ヘアー フルフラットシャンプー台の導入により、リラックスできるサロン 入善町

37 有限会社吉田鉄筋工業 作業効率向上と人手不足解消を目的とした鉄筋自動曲装置の導入 入善町

38 合同会社善商 主力商品のパッケージデザインの刷新と宣伝広告で販路開拓 入善町

39 浜田瓦店 瓦クラウドシステムの宣伝広告、ブラッシュアップ事業 入善町

40 吉原建設株式会社 新基準に対応した生産体制を整えICT施工に参入 入善町

41 株式会社ZAXFOX ４０・５０代女性に向けたさくらサブレブランドの確立 入善町

42 有限会社広野自動車 タイヤ組換設備導入による新規顧客開拓事業 上市町

43 有限会社小泉製作所 スベリネジ（転造ネジ＆ナット事業）のPR事業 上市町

44 株式会社　大観峯 富山の魅力発掘　地元の名水を商品化 立山舟橋

45 有限会社　藤城工務所 近隣の改修顧客開拓とＯＢ客の次世代客の創出 立山舟橋

46 米っ粉倶楽部　株式会社 贈答品としてのシフォンケーキ生産による高級感の醸成を強化する 立山舟橋

47 株式会社スギモリ 国産自然素材を使い、健康でのびやかな生活を提供 立山舟橋

48 株式会社　沢田モータース 新たな販促手法による企業ブランドと商品・サービス提案力の向上 立山舟橋

49 チェーンソーアート工房木楽庵 チェンソーカービングの臨場感を伝える動画映像コンテンツの開発 立山舟橋

50 スナック城 地元高齢者向け娯楽サロン開設による地域社会の活性化への貢献 立山舟橋

51 森の茶屋　糧 店舗改装による顧客満足度の向上と店舗ブランドの確立 立山舟橋

52 松嶋建設株式会社 国内最長飛行可能で高画質カメラ搭載ドローンによる撮影の効率化 立山舟橋

53 丸玉株式会社 昆布のダシとしての旨み活用による「なめたけ」量産と販路開拓 立山舟橋

54 かふぇにこ お客様の生活の一部となるための広告宣伝ツール導入事業 立山舟橋

55 澤井建築 「魅せる工場へ」作業場ショールーム開設による集客力の向上 立山舟橋

56 松井表具店 新聞折り込みチラシのよる新規顧客の獲得 立山舟橋

57 株式会社 中嶋組 ホームページ等を利用した求職者・新規雇用に対してのアピール 立山舟橋

58 株式会社SUDACHI 健康経営ゲームの研修風景・商品紹介における動画制作 富山市南

59 アルパカ舎 顧客ニーズにおけるネット販売の構築および売上増加策の展開 富山市南

60 株式会社 メアリスト 「自分もおしゃれができる！」に気付いてもらう広告ツール導入 富山市南

61 ファッションハウス タカオ ネット販売・予約と実店舗とのハイブリット販売による利便性強化 富山市南

62 合同会社gensign 先端技術の機械設計に３Dプリンターを活用した経営力強化 富山市南

63 クラデュース株式会社 「食」の宅配サービス事業への新規参入のPR戦略 富山市南

64 河畠造園 顧客の世代交代に向けた市場開拓と販促強化事業 富山市南

65 プレジャーオブスポーツ スポーツクラスの充実化による新規顧客開拓事業 富山市南

66 有限会社ほそいりトエンティワン 高齢者・障がい者に喜ばれる店舗のバリアフリー化と広報強化事業 富山市南

67 ヘアーサロン　クラウン 理容業における女性シェービングの認知度向上事業 富山市南

68 有限会社　石倉石材店 「彫刻加工墓石」の独自性を強調した販促と販路拡大 富山市南
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69 株式会社　石原建築 空きスペースを活用した暮らしをセンスアップするための集客事業 富山市八尾山田

70 玉生酒分店 地域性を活かしたオリジナルお土産品開発事業 富山市八尾山田

71 アレンジスタイル 顧客ニーズに対応したサービスメニュー強化事業 富山市八尾山田

72 大長谷ふるさとセンター 移動式ピザ釜の導入による新サービス展開 富山市八尾山田

73 福井呉服店 ネイルサロン部門の販売促進のための、集客プロジェクト 富山市八尾山田

74 水上芳一商店 現代の顧客ニーズに沿った、カップ型包装へパッケージ変更 富山市八尾山田

75 イタリア料理エルバッチャ インバウンド観光とロードバイク対応によるランチタイム需要拡大 富山市八尾山田

76 玉旭酒造有限会社 観光誘客型パッケージの開発 富山市八尾山田

77 英会話フレンズ＆プリスクール 「ここにあった！アメリカンプリスクール」認知度向上作戦の展開 富山市北

78 有限会社　高見トラックセンター GPSアプリ活用・出張修理サービス導入による顧客満足度向上 富山市北

79 合同会社HOPE 貝殻の粉末を使用した野菜洗浄剤の中国市場への販路開拓 富山市北

80 ささ家 集客力向上を図る店舗内外の改装と富山市産野菜スイーツの販促 富山市北

81 有限会社　富士乃屋 シェア拡大！！インバウンド対応と顧客満足度向上のWiFi設置 富山市北

82 楽家 手軽な簡易和楽器「紙胡弓」の新商品開発と販売促進活動 富山市北

83 理容中浜 シェービング・エステ部門強化に伴う店舗整備と新規女性客の獲得 富山市北

84 ㈱ナレッジデザイン 車いす移乗機器の開発・販売 富山市北

85 島田建設工業㈱ 新土地活用サービスと情報発信力強化で地元水橋に活力を 富山市北

86 浜田石材店 小学生でも分かる！お墓情報を「見える化」提案ツールの導入 富山市北

87 塩原瓦工事店 あなたの家のお抱え瓦工事店に！大規模修繕を防ぐ取り組み 富山市北

88 Hair Relax SHEENA ブランドイメージの発信と顧客管理システム導入による売上増実現 富山市北

89 株式会社海彩 「隠れ家居酒屋　海彩」のＷＥＢ情報発信プロジェクト開発計画 射水市

90 る・ふっくらん パン屋のイートインコーナー拡充による集客計画 射水市

91 株式会社刃研 砥石製造現場での2段式篩い機導入による作業効率改善 射水市

92 株式会社イズミダイシ リアルなサンプル提示プロモーションによる自社製品販売拡大 射水市

93 ＢｏｎｎｅNouvelle 富山県初「本場ベルギーチョコレート」の量産計画・販路拡大 射水市

94 株式会社TAPP 革新的形状デザインの魚専用包丁・錫製まな板の開発と販路開拓 射水市

95 有限会社鈴香食品 個人客に向けた商品活用レシピ作成とＨＰへの公開による販促展開 射水市

96 株式会社天よし カウンターの有効利用による新たな顧客の獲得 射水市

97 ㈱イズミックス 高級メニュー開発と新たな情報発信方策による単価・来客増加計画 射水市

98 森永ミルクセンターあおいくま 社員等の採用研修と販促リーフレット作成配布による売上拡大計画 射水市

99 くるま屋ティンカーズ ようこそ富山県へ中古車を使ったレンタカー事業で地域の魅力発信 射水市

100 化粧品のコニシ 女性の社会進出を応援する美容サービスによる新規顧客獲得計画 射水市

101 プティダンス 新企画による販売促進と広報活動の強化で認知度向上 射水市

102 鳥内酒店 清酒「太閤山」の付加価値向上と販売拡大計画 射水市

103 フラワーウォーク・ポポ 販路拡大ではなく『販路創造』、新たな手法でお花を届けたい！ 射水市

104 渋田設計事務所 3Dプリンター・スキャナー導入による顧客サービス領域の拡大 射水市

105 れもんはあと 新メニュー・宅配サービスの向上、広告宣伝強化による販路拡大 射水市

106 中村楼 外国人・県外観光客への鴨料理をメインとした老舗料亭のＰＲ強化 射水市

107 有限会社高桑ハウス工業 自社オリジナルブランド「みらいはこ」の拡散と地元工務店定着化 高岡市

108 味処　真琴 新商品のＰＲ看板とのぼり旗、チラシの作成による売上拡大 高岡市

109 はやし建築 ３Ｄ建築ソフト導入による耐震工事部門の受注強化と業務効率化 高岡市

110 炭火焼鳥ちゃーぶだい トイレの改修と小上がり拡大による売上拡大 高岡市

111 合同会社　ぐるる富山 飼料用米で繋げる農産加工商品の開発・販路開拓 小矢部市

112 有限会社棚田建設 １００年先も「安心」「安全」「快適」な住まいづくりＰＲ 小矢部市

113 株式会社木香美・服部 オーダー建具の需要を掘り起こす販売促進事業 庄川町

114 木村産業株式会社 子育て世代が豊かに暮らすためのコミュニティー・タウン開発事業 庄川町

115 株式会社庄川エンボース工業所 現場加工ゼロの特注品枠材の販売開拓事業 庄川町

116 品川炭素株式会社 中古タンク等の販売・据え付け販路開拓事業 庄川町

117 南部タイヤ商会 タイヤ交換を足がかりとした販売促進活動による新規顧客獲得事業 南砺市

118 ジュネかたやま 催事と服飾関連商品の充実、クチコミによる新規顧客獲得事業 南砺市

119 南部白雲木彫刻工房 伝統工芸・井波彫刻の技術を活かした木彫サインの販路開拓 南砺市

120 有限会社あづちや 高齢者をターゲットとした検眼出張サービスによる新規顧客開拓 南砺市

121 有限会社薪の音 インバウンド（シンガポール）誘客促進の為の情報環境整備事業 南砺市

122 トモル工房 インバウンド対応したワークショップ展開と伝統工芸品の販売強化 南砺市

123 合掌民宿北ぶら 給湯器の入替を含む浴室のバリアフリー化 南砺市

124 有限会社ミナミ テープ曲面貼り技術の確立と販路拡大 南砺市

125 野原工業株式会社 モラン工法（特許出願中）普及のための宣伝広告・新規顧客獲得 南砺市

126 (有)ノマツ ソフトウェア商品の販売促進による新規顧客の獲得事業 南砺市

127 T’s ART 新たに参入する新製品の販売促進による新規取引先の獲得事業 南砺市

128 ㈱加藤建材 生活の困り事を解決する小規模工事の販売促進事業 南砺市

129 （有）苗加インテリア クロスメディアによる苗加インテリア内装仕上げ業認知と顧客開拓 南砺市
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