
都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
新潟県 Ａｓｏｃｉａ行政書士法務事務所 新潟成年後見相談センターの立ち上げ
新潟県 有限会社アートスタジオヴィヴィ キッチン愛のツール作成とTV向けPR活動
新潟県 オフィスケイコムC号　StudyPC.net上越校 新規顧客取り込み、既存生徒満足度向上の為のリニューアル
新潟県 ストレイト 抗菌インク製造や、抗菌商品販売用、宣伝パンフレット作成
新潟県 有限会社ナガオカ工販 バイオトイレ営業用のサンプルモデルの製作
新潟県 有限会社アイエスマック 鉄道車両用の緊急脱出エアーマット式シュートの開発
新潟県 株式会社オアシスガーデン 炭酸泉による新サービス導入とバリアフリー化による高齢者への対応
新潟県 ナレッジメントデザイン 書を通した気づきのワークショップ事業
新潟県 学習塾ＴＴＨ 「寄り道塾」としての学習塾ＴＴＨブランドの確立
新潟県 今井商店 乾物商品の大人かわいいデザインパッケージとレシピカードの企画製
新潟県 日野浦刃物工房 伝統打刃物技術を活用した新マーケット向けの新商品開発事業

新潟県 カネコ総業株式会社
"第４回国際道工具・作業用品ＥＸＰＯ（ＴＯＯＬ　ＪＡＰＡＮ２０１４）出展事
業

新潟県 ジェイ･ティ･メタル株式会社 デザイン性に優れたピルカプセルのパッケージ製作及び販路開拓
新潟県 ブランディングオフィスアンドオン ウェブショップ販売による新ブランド商品の市場販売
新潟県 中村精工株式会社 プロダクトブランド 感性の道具箱「ＳＨＵＴＴＬ」の販路拡大
新潟県 有限会社石﨑剣山製作所 いけばなスピーカー販売促進事業
新潟県 株式会社ＧｒｅａｔＣｏｍｐａｎｙ 新規顧客開拓に対する広報戦略及び販路拡大事業
新潟県 有限会社四季の定期便 実店舗と通販事業の事業統合
新潟県 マルナオ株式会社 インテリアライフスタイル２０１４出展事業
新潟県 有限会社佐サトウワックス キッチンウエアの販売
新潟県 有限会社フナックス 笹の粉を原料としたプラスチック商品（コップ等）の販路開拓
新潟県 株式会社マルケー ポレーション機器と肌診断機器による最新エステの導入事業
新潟県 株式会社三共セラミックス 新型土壌改良材　「花咲じいさん」　販路拡大事業
新潟県 北越融雪株式会社 ペレットストーブ、ペレットボイラーの販路開拓
新潟県 株式会社トリムコーポレション 新商品（育毛剤、オイル）商品化及びPR
新潟県 株式会社ムラオ 高濃度酸素水の新パッケージ開発による首都圏・海外販路開拓事業

新潟県 有限会社天神屋会館
６０～７０代の健康ランチ（人生９０年を迎えるにあたり、胃と足腰を丈
夫にしていただく長生きランチ）

新潟県 株式会社スマイルファーム
ネットショップの構築、運営、物流サービスを一体的に提供するトータル
パッケージプラン

新潟県 やきとり泰三 厨房ダクトクリーン設置及び店舗内の清掃
新潟県 株式会社土田組 トース土工法施工技術の習得（春　 施工調査）（冬  施工経過観測）計2

富山県 株式会社富山環境興研
宿泊施設のアメニティグッズとしての化粧落とし用酵素食品の開発販
売事業

富山県 株式会社平野綿行 自社のコーポレーションアイデンティの再構築と積極的広報の展開
富山県 株式会社エクス 首都圏広告代理店と連携した販路開拓支援サービスのパッケージ化

富山県 有限会社白山木工製作所
手触り良好！富山県産材《立山杉》を使った家具・小物！全国拡散プロ
ジェクト

富山県 大衆割烹　あら川
北陸新幹線開業を見据えたアンテナショップの開店とネット販売用商品
の開発

富山県 ｍｏｏｈｎｏ リーズナブルなオーダー家具等の製作・販売強化

富山県 株式会社ＤＱＳｏｌｕｔｉｏｎ
『商品開発による地域コロッケの販売力強化と地域イベントのベスト
マッチングによる営業展開事業』

富山県 株式会社庭工房ＳＥＫＩＴＯＨ 新市場展開と周知による販路開拓
富山県 ベジ豚（サムギョプサル専門店） 富山の女子のニーズにマッチした業態ブラッシュアップ事業

富山県 アドバンス・カフェ
『カフェレストランとケーキショップの経営経験を活かした新たなカフェレ
ストランウェディング事業の実施』

富山県 株式会社小菊製作所 展示会「外食ビジネスウィ－ク2014」出展による販路拡大事業
富山県 株式会社アクセスネット情報技研 海外進出企業と翻訳者マッチングサイトの開発事業
富山県 有限会社池上旅館 ホームページの製作　ネット予約・販売システムの構築
石川県 株式会社堀田眼鏡店 両眼視機能検査の拡充と独自の視力検査方法の確立
石川県 有限会社アート薬局 カウンセリング強化事業
石川県 株式会社栄光プリント デジタルサイネージ（電子看板）を利用した販促推進事業。
石川県 アロマ香房焚屋 加賀水引を利用した、香りお土産商品開発事業
石川県 株式会社ＭＯＹＵ 地元密着型の薄毛及びアレルギー改善施術サービスによる販路拡大
石川県 有限会社石川労務研究所 ホームページを活用した経営支援・助成金・補助金サポート事業の開

石川県 株式会社金港堂
入り口の自動ドア改修にともなう来店者の増と高齢者に優しいバリアフ
リー化

石川県 有限会社あずま園
店内で「日本茶を楽しむ会」を開催し、日本茶の良さを再発見してもら
い、顧客層を拡げ売上増大を目指す事業

石川県 有限会社吉野利工具 小売への進出・県外市場への販路開拓に向けた社内環境の整備
石川県 株式会社迅技術経営 後継者・経営者が決算書や計数管理に興味を持つきっかけづくり
石川県 夢スタジオ 販促用パンフレットの作成・発送
石川県 ジェイビーバイクパーツ合同会社 配送用段ボール、オリジナル封筒、ノベルティステッカーの制作



都道府県 事業者名 補助事業で行う事業名
石川県 夢らく商事株式会社 販路拡大の為のチラシ作製及び、DM発送
石川県 国際地研株式会社 さく井の見える化及びメンテナンス事業。
石川県 大橋老舗 紫芋シリーズの販売　パイ（紫もってぃ）販路拡大
石川県 北陸総業株式会社 水質浄化浮島と水質浄化剤を利用した鑑賞用植物の開発・宣伝・販売
石川県 有限会社ウィード能登 休眠顧客の掘り起こし。四季ごとにＤＭを送付。
石川県 株式会社田谷漆器店 自社と自社製品のイメージアップで売り上げもアップ事業
石川県 川原農産 奥能登米の消費拡大と販路拡大に向けた取り組み
石川県 中島忠平漆器店 輪島塗（メモリアル商品）の開発と販路開拓事業
石川県 谷川醸造株式会社 『　能登で親しまれるしょうゆの新たな販路の可能性を探る』
石川県 株式会社相上漆器工房 商品パッケージ（包装）の新規作成
石川県 株式会社橋本幸作漆器店 【輪島うるし箸】の全国展開と売り方の提案

石川県 グリル　わら庄
新コンセプト「輪島洋食屋」の看板設置による視認性向上とメニュー刷
新に伴う広告宣伝

石川県 輪島海房やまぐち 「輪島海女採りあわび」を使った『むしあわび』の販路開拓事業
石川県 加賀発条株式会社 関東地域における販路開拓を行うための機械要素技術展へ出展
石川県 株式会社いづみや 展示会の開催により近隣の町や市内における新規顧客発掘事業
石川県 能登・和DINING　SHO‐TATSU 砂糖不使用のテイクアウト型「米こめロールケーキ」製造販売事業
石川県 株式会社夢のと 塩を使った新商品の開発とそれに伴うチラシ・リーフレット制作
石川県 株式会社奥能登塩田村 塩の商品パッケージや包装などのデザイン作成事業
石川県 居酒屋みずほ 親子３世代にご来店頂く居酒屋の店舗改装

石川県 カラオケメイト金沢福久店
お客様のイベントやシチュエーションに合わせたカラオケ利用方法の提
案型の販促

長野県 山口会計事務所 相続税増税に伴う、顧客ニーズにこたえるサービスの広告
長野県 有限会社トランザクト 安心用品シリーズ　新商品発売・販促ツール強化と販路拡大
長野県 株式会社松本微生物研究所 全国の農業関係者へ自社製品を広く売り込むための販路拡大事業
長野県 加圧トレーニングスタジオ　ボアソルチ 新規顧客獲得に向けた広告宣伝活動と店舗改装
長野県 株式会社ウィルウェイズ 総合求人情報サイト「信州人キャリアナビ」の知名度向上
長野県 まくら屋 まくら屋のオーダーメイド枕の、長野県中南信エリアへの広告宣伝
長野県 有限会社金鵄園茶店 100年続くラベルデザインの変更（大手メーカー・消費税対策）

長野県 株式会社ＩＤＥ
小グループと個室希望者に対応する客席レイアウト改善による客席稼
働率向上事業

長野県 有限会社ケルビム 中国市場への進出事業
長野県 信州ナチュラルフーズ 解体処理工程における衛生強化事業
長野県 鳥梅やきとりコーナー  トイレ、洗面所の改良による店舗利用環境改善事業
長野県 株式会社幸菜 駅前植物工場のドレッシング強化・販路拡大事業
長野県 株式会社かのや 地域に知らせる『あなたの街の保険屋さん』
長野県 有限会社シスターズ 外観チェンジで道行く人も車もＧＥＴ！！
長野県 匠整骨院 耳ツボダイエットチラシ折込およびホームページリニューアル
長野県 株式会社中條製缶 ６次産業事業者向け販促
長野県 北原漆工房 国内、海外向けＷｅｂブランディング事業
長野県 幸せの黄金たい焼き 小諸店 洋菓子風ワッフルケーキたい焼きの出張販売。（旧軽井沢）
長野県 有限会社　ミキ・コーポレーション ①展示会への出展　②新商品ギフト箱の一新
長野県 有限会社中野食糧 信州中野産そばを使用したそば粉１００％の乾そばの開発
長野県 ヴァンドール 高原の喫茶にふさわしい快適空間と新規開店の周知による販売促進
長野県 結美プランナー 新市場顧客（写真撮影顧客）開拓のため広報を実施し売上１０%増を見
長野県 株式会社かつ栄 ①ランチメニューの開発　②ケータリング部門の強化


