
県名 申請者名（屋号） 法人番号 補助事業名

1 富山県 アイビー動物病院 ー
外科処置の精度向上等による高齢ペットの健康
寿命増進事業

2 富山県
田仲司法書士行政書士法
務事務所

ー
エンディングノートを活用した高齢化社会にお
ける需要開拓事業

3 富山県 有限会社協伸電機 2230002014295
発電設備の点検方法改正に伴う検査機器導入に
よる受注拡大事業

4 富山県 株式会社ヒロシフォト 9230001012822
最高の思い出を残す「オンリーワンフォトサー
ビス」による差別化

5 富山県 泰平アルミ有限会社 4230002014062
「伝統建築の美しさを我が社で」独自技術の施
工範囲の拡大！

6 富山県
ＫＯＨＥＩ ＧＬＡＳＳ
ＳＴＵＤＩＯ 凛

ー
プロダクト部門の改善！顧客ニーズに合わせた
商品展開改革！

7 富山県 株式会社野開園 7230001012808
マイナスからプラスへ！廃棄処分物から商品へ
の転換！

8 富山県 “小路口屋”硝子工房 ー
平面研磨機導入による揺れるグラス＆ぐい呑
「はつり」の生産改善

9 富山県 有限会社 片口屋 7230002013945
現地の食文化に対応した新商品開発によるハラ
ル市場開拓事業

10 富山県 合同会社 なごみ 9230003001154
新たなシェアオフィスを活用した外国人の移
住・定住促進事業

11 富山県
株式会社 住まい・環境
プランニング

9230001013085
新規雨水循環型消雪システムの開発及び普及促
進事業

12 富山県
合同会社ユニコネルモン
ド

3230003001135
射水市土蔵群で実現する「射水アートの駅」構
築事業

13 富山県
Dog・Cat cafe&shop パ
ウ

ー
課題克服！新店舗ＯＰＥＮによる顧客ニーズへ
の対応！

14 富山県 居酒屋 丹紋 ー
快適な地域コミュニティの場の提供と魅力発信
による顧客の獲得

15 富山県 レストラン ユース丸 ー
地域色を活かし当店の食を発信するプロモー
ションによる顧客獲得

16 富山県 葉多舎 ー
ファミリー客を取り込む店舗整備と法要料理・
宴会プランの販促

17 富山県
株式会社タイヤガーデン
福光

3230001008743
ＨＰリニューアル等による新規顧客の獲得、既
存顧客の客単価向上

18 富山県 割烹田舎 ー
“ふるさと”を感じられる店づくりによる新規顧
客層開拓事業

19 富山県 株式会社松井製材所 7230001008789
木を知り尽くした製材所がつくる無垢材の心地
よい住まいを周知

20 富山県 かなだ接骨院・鍼灸院 ー
３つの国家資格を活用した競合他社との差別化
による新市場創出

21 富山県 エコーウッド富山㈱ 8230001008994
動画を活用した維持費ゼロ太陽光付き災害対応
の県産材東屋の拡販
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22 富山県 トモスメイカー合同会社 2230003001160
ニーズに応える新商品開発で雇用の創出と売上
の拡充計画

23 富山県 月のおと ー
地元の季節食材をつかった新商品開発によるリ
ピーターの創出

24 富山県 有限会社 竹島板金工業 6230002006743
新たな顧客ニーズを取り込む為のドローン導入
及び作業の効率化

25 富山県 ベリー・ベリー・ヤミー ー
平日地域団体プラン新設及び集客のための環境
整備とPR

26 富山県 有限会社 小原石材 1230002006673
移動可能なオリジナルパンフレットスタンドを
使った販路開拓事業

27 富山県 株式会社ミルコム北陸 7230001017039
個客分析・検証体制の構築によるコンサルティ
ング営業の実施

28 富山県 株式会社 クリア 5230001013295
取付範囲の拡大！〜節水のための水栓部材金型
の製造〜

29 富山県 株式会社太陽食品 4230001010319
小ロット米飯加工の受注と試食会ＰＲによる販
路開拓

30 富山県 株式会社サンテック 5230001012702
オリジナルＨＰ作成による認知度アップと販路
開拓作戦

31 富山県 アン・ルージュ ー
富山初！働く男性のお肌と頭皮ケアの専門店市
場開拓計画

32 富山県 Desire Leatherworks ー
団体向けオリジナルＴシャツの製作受注による
販路開拓

33 富山県 宮田印刷 ー 顧客ニーズに対応した少量印刷機の導入

34 富山県 大⻑⾕ふるさとセンター ー
ＩＴを活用した情報発信サービスによる顧客獲
得事業

35 富山県 おおつか茶舗 ー
専門店の強みを活かした集客力強化のための
ホームページ改修事業

36 富山県 高野屋商店 ー
顧客ニーズに対応したギフト商品開発と生産体
制の強化

37 富山県 福鶴酒造株式会社 1230001014297
観光需要に対応した空間創出による集客力強化
事業

38 富山県 ゲッコー ー
Webサイトの改善による正統なクライミングの
教室・講習の普及

39 富山県 ボディワークス・アール ー 低額メンテナンス事業による顧客獲得計画

40 富山県 hair island CO ー
リラクゼーションメニューの拡充による売上拡
大

41 富山県 ㈲大盛自動車工業 8230002014323 受入体制強化による売上拡大計画

42 富山県 ビストロ・ボン・グー ー 各種メニュー開発や宣伝による売上の拡大

43 富山県
トータルビューティ ア
ユーラ

ー
HP強化によるアーユルヴェーダの認知普及と
新規顧客開拓の実行
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44 富山県 有限会社 東和電設 7230002014092
「より安全・スピーディーに」高所作業は我が
社にお任せ！

45 富山県 桝カフィ ー
『個別珈琲チャート診断』つきウェブサイトの
作成で顧客確保

46 富山県 有限会社 京吉 6230002013673
⿊作りに親近感を！盛り付け、調理例のプロ
モーションビデオ作成

47 富山県 Reset Ai ー
若年層からシニア層まで対応したフェイシャル
エステサービス事業

48 富山県 五十嵐建設株式会社 5230001000211
会員制度いがけんＣＬＵＢを作り顧客囲い込み
と広報力強化を図る

49 富山県 ⼾出ジェラート ー
通年型商品のＰＲによる贈答品市場並びに卸売
の販路開拓

50 富山県 ドライブイン小牧 ー
事業承継活動を通して実現するインバウンド顧
客の獲得事業

51 富山県 木村産業株式会社 6230001008633
ＳＮＳを活用した【アミティエ】ブランドの強
化事業

52 富山県 板⾕建産株式会社 9230001007475
キラキラガラス店による地域密着型の地道な販
路開拓

53 富山県 富山福舞本舗株式会社 2230001017225 朝摘みのきくらげ即売会でお届けします！

54 富山県 サシヤマ製作所 ー
高圧コンプレッサー導入による多能工職人の提
案型営業実現事業

55 富山県 高井自動車 ー
ストーリー性のある心にのこるフォトサービス
事業の新規事業展開

56 富山県
有限会社オオハタコーポ
レーション

3230002007075 新工法の強化による防水技術のエキスパート化

57 富山県 山下自動車整備工場 ー
地域の車社会を支えるための故障診断技術の高
度化による顧客獲得

58 富山県 株式会社冨士製畳 3230001005344
見て、触れて！展示会をきっかけに薄畳の
BtoC売上増加を図る

59 富山県 ㈲吉乃井酒店 8230002006840
冷た〜い商品をお届け！配達サービス強化＆Ｐ
Ｒで販路開拓事業

60 富山県 株式会社キタノ商事 6230001011224
自社ブランドと店舗名共通化で販売力強化に向
けた看板設置事業

61 富山県 三進自動車有限会社 6230002006710
新型タイヤチェンジャーの導入で新規顧客リ
ピーターを開拓する

62 富山県 お多福 ー
ハーフサイズ導入と見える化による顧客満足度
向上事業

63 富山県 ならかす ー
新規顧客獲得！！牛肉メニュー開発とくつろげ
る空間づくり

64 富山県 Hairʼｓ room ancoco ー
ancocoブランド確立にむけたオリジナル商品
の開発

65 富山県 シーキューブヘアー ー
炭酸泉シャンプーによる髪質改善・頭皮ケアで
新規顧客拡大
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66 富山県 ent. ー
田舎の美容院にお客を！ITで魅力発信！地域オ
シャレ化推進事業

67 富山県 BPオート ー
熟練の溶接技術を次世代車のアルミパーツに適
用し受注拡大を図る

68 富山県 そば処おきな ー
事前予約制の家族・親族歓談プラン提供による
地域活性化への貢献

69 富山県 レザーエキスパーツ ー
布製カーシート修理・サービス等新分野への挑
戦！！

70 富山県 玉旭酒造有限会社 5230002006736
日本酒消費者層創造を実現するパッケージラベ
ルデザイン開発

71 富山県
株式会社TBエンタープ
ライズ

8230001008029
紅茶ファンを拡大するためのイベント開催で新
規顧客獲得

72 富山県
有限会社 大沢モーター
ス

5230002008674
固定費削減から発生する原資をもとに販売促進
を強化する

73 富山県 有限会社 清八楼 4230002008320
保冷庫の機能向上で新たな需要と顧客ニーズに
応える

74 富山県 広栄開発有限会社 7230002008301 店舗ブランディングの強化と新メニューの開発

75 富山県 トップレディー美容室 ー 新たな美容機器を導入して顧客満足度を高める

76 富山県 インテリアコンタ ー
新たな設備投資をきっかけに新規に販路を開拓
する

77 富山県 四季彩の店 ー
うるし革の金らん財布開発と和雑貨の海外向け
販路開拓

78 富山県 大砺プレス工業株式会社 6230001010309
高精度の溶接機導入と熟練技術による商業分野
への販路拡大

79 富山県 癒しの森 ー
バザルトストーンマッサージの温熱効果による
妊活市場へ販路拡大

80 富山県 株式会社村中製作所 5230001009153
新しいHPと広告ツール活用で新規取引顧客獲
得と販路拡大事業

81 富山県 株式会社ふれ愛 4230001016596
ＳＮＳ広報を併用した高齢者への配食サービス
と安心提供事業

82 富山県 株式会社アイリツ 4230001014872
脱磁装置性能向上と信頼性強化による新製品開
発技術体制の整備

83 富山県 シープス オーダー ー
移動式業務用高圧洗浄機を活用した太陽光パネ
ル洗浄事業

84 富山県 細川電機 ー
制御盤製作の効率化を推進し、家電メンテナン
ス事業を開始

85 富山県 恵城苑 ー
軽減税率を追い風に設備投資によりテイクアウ
トを強化する

86 富山県 サロンドながい ー
事業承継・新規顧客創出に向けた人材採用・Ｐ
Ｒ発信の取組み

87 富山県 Private Salon K ー
シミケアマシンを導入して女性の悩みを解決す
る
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88 富山県 有限会社 金龍 6230002005844
階段昇降機（エレベーター）導入による高齢
客・団体客の獲得

89 富山県 とるくや ー
個室改装と創作料理の開発等により新規顧客を
獲得

90 富山県 いちご美容室 ー
階下への店舗改修とバリアフリー化で高齢者に
も優しい店舗造り

91 富山県 尾山製材株式会社 5230001007578
酸化しにくい「みつろうクリーム」の販売促進
事業

92 富山県 新月 ー
笛製作技術を継承するためのプロモーション用
ホームページの製作

93 富山県 羽馬製菓 ー 店内への誘導強化と新規顧客の獲得事業

94 富山県 有限会社村上広告社 5230002010184
出力機導入で新しい需要への対応と円滑な事業
承継

95 富山県 株式会社福福旅行社 2230001011285
フェイスリフトアップ機を用いたトータルケア
による新規販路開拓

96 富山県 タキ紙店 ー
ホームページ等を通して若者世代に水引文化の
良さをPR

97 富山県 城山荘 ー 「囲炉裏」設置による魅力創出事業

98 富山県
イイタ建築ポコ・ハウス
有限会社

5230002006959
イベントのプロモーションによる新規顧客の獲
得

99 富山県 b.eternity ー
肌診断機を使ったデータに基づく肌ケアメ
ニューの提供

100 富山県 株式会社市川 9230001004415 既存顧客への感謝イベント実施による売上拡大

101 富山県 株式会社フジタ 8230001011288
ミュージアムを呼び水とした環境整備による新
規販路開拓

102 富山県 dog salon Nico ー
平日予約をしやすい体制を構築して固定客を確
保

103 富山県 スタジオ ラピス ー
快適な空間づくりと体験型サービスによる満足
度向上計画

104 富山県 プリマボディ ー
施術環境改善と新メニューの提案により顧客満
足度を高める

105 富山県 越志結びの会 ー
【着物の魅力を知ってもらい、もっと着てもら
おう】事業

106 富山県
ホーライサンワイナリー
株式会社

1230001005098
動線見直しによる販売効率向上のための店舗レ
イアウト改善

107 富山県 原装飾 ー
HPを作成し、人材確保と取引先の拡大をめざ
す

108 富山県 餃子のまーちゃん ー 効果的な情報発信による顧客開拓事業

109 富山県 HEART＋ONE ー 会員増加で成婚率アップ！販路開拓事業
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110 富山県
Petit Bonheur（プチ ボ
ヌール）

ー 「本格フレンチをカジュアルに」販路開拓事業

111 富山県 hair factory E´ ー
ネット予約システム導入によるチャンスロスの
削減

112 富山県 株式会社Y,HOUSING 3230001013363
自社大工だからできる「高性能低価格住宅の提
案」をスマホから！

113 富山県
パン工房メルシーメル
シー

ー
生地発酵機の入替で製造するパンの種類と数量
を増加！

114 富山県 大むら菓子舗 ー
BS放映の「ヒスイ羊かん」を一番商品に育て
る知名度向上事業

115 富山県 blank HAIR SALON ー
店舗ブランドの認知向上と顧客対応力向上によ
る売上づくり

116 富山県 有限会社 寺田鮮魚店 4230002008493
イートインサービスの提供で店舗の魅力を高め
販路拡大を図る事業

117 富山県 インテリアカツノリ ー
内装屋さんが行うリフォーム工事のワンストッ
プ受注体制確立事業

118 富山県 前川工務店 ー
工事の短工期化、協力事業者の外注要請に応え
る施行体制の構築

119 富山県 Hanacoco ー
富山で一番カッコいい花屋をめざしてお花を素
敵に見せる店づくり

120 富山県 有限会社 大⾕運輸 1230002008455
庭木の伐採や草刈り作業を機械化・内製化し、
販路拡大を図る事業

121 富山県 株式会社伊造 1230001017572
濃厚「バッシュワーバリーアイス」の開発によ
る新規顧客の獲得

122 富山県
株式会社ふくみつ華山温
泉

2230001008777
マルチ調理器具導入によるコミュニティレスト
ラン展開で売上増加

123 富山県 えっちゅう風土 ー
ターゲットを定めた野菜ジャム専門店の新たな
ブランディング計画

124 富山県 中川外装株式会社 6230001016917
外注工賃ゼロで利益率アップ「始める建築板金
工房」

125 富山県 有限会社アルツー 3230002006135
「技術の見える化」自立型経営を目指した新た
な需要開拓

126 富山県
有限会社イワキ自動車
サービス

8230002005990
地域を支えるカーライフサポートサービスの新
提案

127 富山県 有限会社 ⻄野産業 6230002006603
建材業界物流市場のＩＴを活用したビジネスモ
デルの構築

128 富山県 仮説相談ショップ ー 『ホームページ×SNS』による営業力強化事業

129 富山県 GENKI JAPAN ー
入浴体験で効果実感！電子水の信頼度向上によ
る販路開拓事業

130 富山県 有限会社 石田設備工業 8230002006551
まちの水道屋さんの顧客視点に寄り添った「プ
ランの見える化」

131 富山県 ㈱呉松 5230001013270
新製品の販路開拓に向けた 新カタログ発刊・
ネットショップ開設
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小規模事業者持続化補助金

132 富山県 田原酒店 ー
店内空調環境の改善と自店販促イベントの開催
によるファン獲得

133 富山県 合同会社 Gatucoino 4230003001209
女性特有の悩みを改善する恥骨メソットの認知
度向上及び販路拡大

134 富山県 堀川オートサービス ー
最新型スキャンツールの導入による愛車健康診
断サービスの提供

135 富山県 菓子処みずしま ー
お客様がプチギフト等をお配りするオリジナル
小分け袋等の開発

136 富山県 浜田瓦店 ー
当社でしかできない耐震・耐風施工をPRし新
規客を獲得する事業

137 富山県 美喜多寿し ー
外国人観光客に快適な環境で富山湾鮨を味わっ
て貰う為の店舗改装

138 富山県
有限会社高見トラックセ
ンター

9230002002095
顧客満足度アップの為のガラス＆ヘッドライト
リペアサービス事業
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