
新潟県 株式会社おだネーム店 フルカラープリントの設備導入によるオリジナル商品の生産強化

新潟県 有限会社がんこ屋 野菜たっぷりのイベリコ豚を使用した餃子の開発と販売促進

新潟県 株式会社岡部洋食器製作所 子供用、障害児向け自助スプーン・フォークの新商品開発と販路拡大

新潟県 株式会社中村 「食器専門店による良質な食器を使った喫茶ブースＯＰＥＮ」

新潟県 有限会社　ミナトシューズ 健康になる為の靴をしっかりと解説、説明する販売方法の開発

新潟県 株式会社横正機業場 白生地の新規利用に向けた商品開発とＰＲ活動

新潟県 菓匠庵　寿堂 いちじく饅頭の個包装パッケージ及び同デザインの箱詰めの帯作成

新潟県 株式会社鋼進 陳列棚導入と商品力強化による一般ＤＩＹユーザー層の新規開拓

新潟県 株式会社微速前進 新潟県内初「介護タクシーによるオーダーメイド旅行」の販売促進

新潟県 Ｋｉｐｐｉｓ７２６５ 実店舗の立ち上げ及び人気商品プレミアム版の開発

新潟県 株式会社みずの
（１）中高年の女性に対し、カウンセリングとメイクアップを通して『なりたい自分』を提案し、その表現
方法を指導する事業　（２）デリケート肌の方に、安心して使える化粧品を無料で試していただく事業

新潟県 阿部酒造株式会社 原酒阿部のギフトパッケージ開発・販促物の作成及び季節商材開発

新潟県 有限会社野島刺繍 展示会出展と刺繍デザインのデータベース化による新規取引先開拓

新潟県 有限会社Ｊ．ｂｌｏｏｄ Ｍａｄｅ　ｉｎ　ｊａｐａｎ　コンパクトパーツの開発による海外販路の拡大

新潟県 ギターショップ　イシヤマ 新潟県で唯一のリペアショップとしての作業・来客環境整備による顧客満足向上と売上増強

新潟県 コーチコム 小規模事業者等を対象とした営業コミュニケーションプログラムの普及ＰＲ

新潟県 合同会社アレコレ デザイン性があるオリジナルの新潟土産の開発

新潟県 株式会社野口電器 高齢者が安心して頼れる『かかりつけのでんき屋』としての販路拡大事業

新潟県 Ｒ－Ｐａｒｋｅｒ． 新規商品（音響メモリアル商材）の広告宣伝、ネット販売システムの構築、意匠登録

新潟県 土田農園 洋梨ルレクチェ販売に伴う新規顧客獲得の為の新パッケージ製作

新潟県 有限会社錦屋酒店 新潟駅直結地酒専門店で唯一！レアなお酒の試飲コーナー設置事業

新潟県 居酒屋つるまる トイレ改装による快適店舗化とリピート率アップ販促

新潟県 株式会社イチカラ畑 生産体制確立に伴う設備導入

新潟県 理容まえだ・女性お顔そり専門店あんじゅ 女性お顔そり専門店のアンチエイジングメニューおよびブライダルメニュー新設による顧客創出

新潟県 ハシモト金属 既存金型を改良した新商品開発（抗菌ドリップ用コーヒーポット）

新潟県 Ａ’ｖｉ コンプレックス解消メニューのＰＲ強化による新たな顧客の確保

新潟県 新潟漆器株式会社 新潟漆器旗艦店の開設による一般消費者への認知度向上

新潟県 中国菜館　朱夏 親子３世代で利用できる飲食店の店舗改装とリニューアルオープン広告

新潟県 創作フランス料理モントルー お客様満足を高める店舗改装工事

新潟県 パティスリーリ・リ 店舗（カフェ）改装による販路開拓・顧客拡大事業

新潟県 株式会社ハイラート 薪ストーブの販路拡大を図るための薪割機等の購入とＰＲ事業

新潟県 有限会社浅野木工所 ＤＩＹ  ＨＯＭＥＣＥＮＴＥＲ  ＳＨＯＷ ２０１４出展事業

新潟県 株式会社日本メタルワークス 水産加工関連分野における販路拡大チャレンジ事業

新潟県 神田　長四郎 新聞折込広告を利用した関東圏への米の直接販売

新潟県 株式会社アクセス・ネットワーク 日本の地域資源産業、伝統工芸に従事する、若手職人（匠）のための婚活サービス

新潟県 小木工業株式会社 水周りリフォームショールームの改修

新潟県 ＲＩＳＩＮＧ 他店舗にはない南国気分を味わえるＲｅｓｏｒｔ　Ｂａｒの展開

新潟県 有限会社アイテック トリマー養成校のスペシャリスト育成コース受講生募集企画

新潟県 土の香工房ｃｏｔｏｃｏｔｏ
北陸新幹線開業を見据えた特産品開発のための冷凍庫購入と新パッケージ製作及び首都圏に向け
た営業活動の強化

新潟県 ス　ペンディオ くつろぎの空間づくりと作業効率アップに繋がる設備投資事業

新潟県 プロダクティブ 結婚式での新郎新婦用フィギュアの開発と販路拡大

事業名事業者名都道府県



事業名事業者名都道府県

新潟県 株式会社笑足ねっと 自社開発の遊具を複数人で活用する施設向け新サービスのＰＲ事業

新潟県 株式会社ふふふ かわいいを生かした商品開発と販売チャネルの開拓

富山県 リフォームのサイダ 融雪マット等を中心とした住宅リフォーム事業紹介による顧客開拓

富山県 南日味噌醤油株式会社 ホームページのリニューアルと商品ＤＭの作成

富山県 株式会社オフィス城東 自家製ドレッシングの商品開発および販売促進

富山県 株式会社キレイサービス 「家事代行・ハウスクリーニング・整理収納」の無料相談サロンの開設

富山県 株式会社恵味や ぶっかけにしんそば・ぶっかけにしんうどん専用「ニシン甘露煮」の商品化

富山県 有限会社フルーツよしおか 季節限定のオリジナル商品開発と既存商品の販路拡大事業

富山県 オーボン　スーヴニール お中元をメインとした「夏ギフト」の製作・販売促進。機械の購入による生産性の向上。

富山県 株式会社二上
小規模鋳物業が脱下請けを目指して、自社製品開発によるブランド化展開に伴う販路開拓・販売拡
大事業

富山県 石浦家具製作所 「１／５スケールモデル ミニチュア家具・ＬＤＫ空間模型」を活用した事業活性化計画

富山県 オリーブ 地元野菜の活用メニューの紹介及び開発事業

富山県 ボーノペッシェ 氷見寒鰤のフレークと発酵真鰯のトマトソースの開発

富山県 日本エレテックス株式会社 ３Ｄシミュレーション活用で設計した省エネ住宅の認知度向上

富山県 有限会社　伝産工房 ホームページ改善による対事業者サービスモデルの構築

富山県 ドリアリーボ（ドリア専門店） 富山県におけるドリア料理の浸透および多店舗展開に向けた販路拡大事業

富山県 有限会社和工業 家族構成変化等にともなう住宅空き部屋再活用促進事業

富山県 肥塚建築 新築・リフォーム事業のブランディングと販促強化

富山県 有限会社柿太水産 新商品「富山の“本腹”おつまみ＆お土産セット」の開発

富山県 株式会社富山きときと企画 訪日外国人向け「お寿司の握り体験ツアー」による富山の寿司ブランド化事業

富山県 有限会社仁光園 地元（富山）米から生まれた卵加工品による地産他消・地域情報発信の推進

富山県 株式会社スカイ・アイティ 富山県内初のライフスタイルショップ展開事業

富山県 株式会社大野屋 新規顧客獲得に向けた、高岡土産にふさわしいパッケージデザインへのリニューアル

石川県 株式会社ＮＯＲＭＬ　ＧＲＯＵＰ 想いを伝え合うリラクゼーションシステムの開発

石川県 小山箸店 自社ホームページとリーフレットの改良による販路拡大事業

石川県 オアシス れんこん等の地場野菜を利用した名物弁当を開発・販売する事業

石川県 有限会社春直呉服店 ２１世紀　心の時代に、“あこがれの和風感性”を求めて

石川県 吉田漆器工房 直販店「Ｌａ　Ｑｕａｒｔａ　塗師　吉田宏之」のホームページ開設とリーフレット、写真パネルの作成。

石川県 ｐｉｐｐｉｎ　ＨＡＩＲ リーフ作成（新聞折込チラシ作成）、地元フリーペーパー掲載

石川県 大政寿司 堀り炬燵への改修により実現する『ゆったりとくつろげるお店の空間づくり』

石川県 アルテックス株式会社 高齢者、シルバー世代の方々に対するサービス事業（無料の聴力測定）

石川県 酒のぬまた 造りの良いおいしいお酒を適切に商品管理し、お客様に提供する通販事業

石川県 藤村ストアー 冷凍冷蔵庫更新による生鮮食品及び惣菜強化促進事業

石川県 ｂｅｎｌｌｙ’ｓ＆ｊｏｂ 総合送りミシン導入による、オーダーレザーバッグ作り事業参入

石川県 株式会社パインズカンパニー
ヨーロッパ輸入商品（酒、食品、雑貨等）および石川地場産の酒・食品ネットショップ（ホームページ）
の開設

石川県 ＭＡＧＩＣ 地域資源を活用した独自技術「印箔」商品の販路拡大と相乗効果

石川県 株式会社エアシフト 新規事業として自動二輪の販売・整備を行い新たな顧客の獲得

石川県 有限会社白鳥製綿所 布団製造ノウハウを活かした新事業（羽毛リフォーム事業）の情報発信

石川県 北陸フォーム株式会社 ＨＰ改良・会社案内作成により認知度向上・新規需要獲得を目指す

石川県 村元酒店 ネット販売システムの構築と広報ツールの作成

石川県 御菓子司　十三屋 新商品開発・店舗イメージアップ・イートインコーナー設置による販路開拓



事業名事業者名都道府県

石川県 バーバーショップ　ループ 「清潔感のある男」を育て、広めるための見直し

石川県 えびす堂 えびす堂（えびす様）の町興し　～情報発信ツールの開発及び癒し空間の提供

石川県 有限会社夢華 呉服店が既存店舗を改装し、新たに甘味を提供した販路拡大事業

石川県 株式会社高砂屋 「兼六園」の商品開発と「兼六せんべい」のリニュアル２点のセット販売

石川県 有限会社メディアワークス 中国茶館（中国茶喫茶）の営業

石川県 真洋創商株式会社 通信販売事業における新規取引先開拓及び既存顧客掘り起こし

石川県 すぃーとはぁと ヘアケア商品・炭酸美容法・ミニウエディング企画の顧客数増加に向けた情報発信

石川県 エステスペースＳｅｒｅｎｄｉｐｉｔｙ 革新的サービスの導入による販路拡大

石川県 株式会社辻屋商店 辻屋商店劇場的エンタテイメント向上計画

石川県 株式会社オーシャンドリーム キャンピングカーの魅力を見て、さわって、知ってもらう事業

石川県 有限会社割鮮のむら ３世代でホッとする「魅せる素材料理」を味わうための店舗改装

石川県 Ｎａｔｕｒｅ 気軽に買える少量パック、詰め替えパック用のパッケージ変更

石川県 橋栄醤油みそ株式会社
来春の北陸新幹線金沢開業に向けて・「地元金沢の特色がある新商品「生姜ぽん酢」の開発」（既存
のぽん酢商品のリニューアル、シリーズ化）

石川県 飲処喰処酒肴まつうら 全国の日本酒を楽しむ「酒肴まつうら日本酒会」組織化事業

石川県 ヘアカットノハラ 高級志向のお客さんが集まる理容室の情報発信、顧客満足改善事業

石川県 イルピアットハタダ 新オリジナルソースと生パスタの開発及び新セット商品による販路開拓

石川県 寿し一 『七尾・等伯・寿司』のマッチングによる『すし王国』の再建

石川県 ＫＡＫＵＭＡ　ＮＯ　ＨＩＲＯＢＡ 中小企業と学生の連携を促進させる長期実践型インターンシップ事業の広報

石川県 のどつぐウェディング株式会社 能登の伝統儀式「花嫁のれんをくぐる心」を体験～能登スタイルの結婚式を挙げてもらう～

石川県 うらべ家具店 インテリア好きに特化した店舗開発及びその販売促進

石川県 ムーミンなかがわ 自社工場による羽毛布団リフォーム事業拡大と休眠顧客の掘り起こし

石川県 有限会社金谷酒類販売 甘酒の新商品開発（商品名、パッケージ）

石川県 ライトアップ 需要創出特化型ホームページの販路拡大事業

石川県 ティ・アイ・エス株式会社 新規顧客事業獲得・集客数増大　広報事業

石川県 卸はまがた 能登半島の流木・石を利用した商品開発事業

長野県 株式会社ＳＰＩエンジニアリング 工業用内視鏡の販路開拓

長野県 有限会社睡眠ハウスもりたけ 健康寝具販売のための新規ネットショップ構築事業

長野県 合同会社ライトハウス・キーパーズ Ｕターン就職啓発キャンペーンの実施

長野県 有限会社武井工芸店・門前茶寮弥生座 販売促進のための広告とチラシ、リーフレットの製作

長野県 株式会社ライフマスターコーポレーション ・介護福祉人財の育成及び橋渡し事業による地域福祉の活性化

長野県 株式会社世界最速試作センター 先端三角折り機能付全自動トイレットペーパーホルダーの販促活動

長野県 ホッグハウス有限会社 希少価値の高いバイク及びバイク用トレーラーの輸入販売強化

長野県 株式会社スリック
新型「Ｇ－ＭＥＮ」シリーズのカタログとマニュアル（海外対応版）の作成とホームページリニューアル
による「更なる販路拡大」

長野県 合資会社成迫 ヘッドスパ導入と美容皮膚科クリニックと連携した頭皮ケアメニュー開発で髪の美と健康を提供

長野県 株式会社宮坂製糸所 新たなショップでの自社ブランドのシルク化粧品の販売

長野県 共栄不動産株式会社 ホームインスペクションとＨＰ開設による老舗不動産屋の再生

長野県 てくてく カタログマガジンを使った「冷えとり」健康法関連商品の販売促進

長野県 あったか子育て応援住宅株式会社 一千万円以下で建つ超ローコスト パターン型住宅の販売促進

長野県 横文 集客効果を狙った店前改造事業

長野県 有限会社百老亭 外国人観光客、女性客、高齢者のお客様の更なる集客力ＵＰ

長野県 有限会社セキ理容所 ヘッドスパのグレードアップのためのリアシャンプーの導入とＰＲ



事業名事業者名都道府県

長野県 Ｋｅｙｐｈｏｔｏ（キーフォト） 新規撮影プラン「３世代撮影プラン」の構築

長野県 有限会社ライムコーポレーション 「外食ビジネスウイーク２０１４」出展による宣伝と受注の確保

長野県 有限会社若宮糀屋 ブランドイメージを高めるパッケージの一新と広域的な宣伝広知

長野県 有限会社スーパーあらい １００ｍ先からでも、一目で見れば良くわかる「看板」設置事業。

長野県 信州松崎和紙工業有限会社 手漉きのオリジナルオーダー和紙製作販売サイト、自社ＨＰの開設

長野県 ベーカリーテテ 夏場にも対応出来るコッペパンの開発・サービス環境の整備

長野県 株式会社ＢＲＡＩＮ　ＷＡＶＥ 金型製造技術である［拡散接合］を転用したゴルフクラブの製造と販売。

長野県 スタジオママル 新型・木のキッチンの開発、および販促用パンフレット等の制作

長野県 信越電気管理株式会社 インターネットを使ったＢＧＭ配信取次事業

長野県 有限会社上松屋旅館 青ナンバーバス送迎付き宿泊プラン宣伝による県外団体客誘致

長野県 有限会社クローバーデザイン デザインによる地域の６次産業化推進事業

長野県 株式会社おとぎの里 アンテナショップの展開によるオリジナルスイーツの開発と販売

長野県 手づくり洋菓子店　ノエル 地元素材を使ったブランド・商品強化による顧客開拓

長野県 有限会社丁子屋 団体、高齢者に対応したトイレの利用環境改善事業

長野県
合同会社夢倶楽部しらかば　信州カウンセリン
グセンター

拡げようメンタルケアを。企業へ・男性へ

長野県 合同会社モノゴ ダンボール製日光カメラ（ＤａｎＣａｍ０１）及び、ダンボール製品の販路開拓

長野県 有限会社角本近藤材木店 「自然素材平屋プラン」広告チラシ・案内板とリーフレット作成

長野県 在来屋 店頭販売の強化をするための広告宣伝及び売上増と販売先の分散化

長野県 株式会社グラフィシア 披露宴映像を手作りするアプリ「ウェディングエフェクト」のブランド強化施策

長野県 東信電気土木株式会社 メニューリニューアルと広告・宣伝強化事業

長野県 （有）新橋屋飴店 松本土産の定番を目指し、パッケージシールのデザイン刷新

長野県 おそうじ本舗 松本中央店 家事代行サービスの広報活動による事業拡大

長野県 信州銘醸株式会社 顧客獲得のため、展示・商談会への参加強化活動

長野県 有限会社マルイ産業 伝統技術と最先端技術の融合による新商品「ヘリ無し畳」販売拡大

長野県 株式会社ＴＣＯ 溶接機導入と雇用確保による自社内加工の向上と販路拡大事業

長野県 Ｂａｒ　Ａｍｂｉｅｎｃｅ（バー・アンビエンス） 高濃度炭酸を使用しての「爽快なハイボール」の開発による集客力アップ

長野県 有限会社ピッコトラディショナル ジェラート・ロールケーキ・プリンの卸売り販売の構築

長野県 ケーキ屋Ｓｕｎ 地域振興の為の「ケーキ屋Ｓｕｎのワッフル」の露店販売

長野県 有限会社中信紙工 販促用チラシの作成、配布、ネットによる販売システムの構築

長野県 テレネット株式会社 大地震時のエレベータ閉込事故の防止装置の設置推進事業

長野県 アイテック株式会社 新商品「製品完結型の高齢者見守りシステム（ソフトウェア）」の開発

長野県 キノファクトリー オリジナルベースの開発と販売

長野県 株式会社藤澤蒔絵 仏壇蒔絵技術を活かした装飾品等の海外への販路開拓事業

長野県 やよい農園 健康志向に応えた安心安全な惣菜やお弁当製造販売事業の開始と販路拡大

長野県 サラダ館飯山常盤店 認知症対応型グループホーム及び個人宅向け介護食の宅配事業

長野県 米持製菓株式会社
ホームページの開設と北陸新幹線飯山駅開業にむけた新商品のパッケージデザイン公募および販
路開拓事業

長野県 有限会社東信ビル 「東信ビル１」３０２号室リノベーション事業

長野県 有限会社　下平工務店 『ＳＵＭＩＫＡ』プロジェクト―「理想の間取り」キャンペーンの展開

長野県 シスマック株式会社 ＡＳＥＡＮ市場の販路拡大による国内製造販売拠点の発展と雇用拡大

長野県 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　ＳＵＮＲＩＳＥ 障害者やご高齢者のニーズに対応する「福祉理美容併設サロン」の構築

長野県 有限会社総合教育 中学３年生を対象とした受験説明会実施事業



事業名事業者名都道府県

長野県 茅野アスレチックスアカデミー 幼児向け運動・遊びクラブの新設による会員拡大

長野県 株式会社宮沢工務店 子育て世代向け新住宅商品と本社キッズスペースの設置による販路拡大

長野県 有限会社白馬美容室 増毛

長野県 株式会社丸ト大塚商店 信州佐久十二蔵のみくらべワンカップセットの開発

長野県 有限会社大西製粉 ユーザーの利便性向上をめざすネットショップ構築

長野県 有限会社あるとふぁごす 新店舗の知名度向上に向けたＰＲ事業

長野県 株式会社薬師平ホテル 自然豊かな環境で味わう地元の旬な食材を生かしたバーベキュー・燻製の提供

長野県 手作りケーキの店　タルト 真田氏家紋入り『六文銭ロール』を上田の定番土産にする事業

長野県 世界食道 欧風オープンカフェ新設と営業時間拡大による、新サービスの開始

長野県 甘味処みつばち 空間プラン最適化と質の高い空間デザインのための店舗改装事業

長野県 有限会社ＧＥＮＫＩ 平日客室稼働率アップ事業

長野県 Ｄｉｎｉｎｇ　ＳＡＷＡ 顧客ニーズに対応した店舗造りと販路拡大

長野県 丸萬　加藤商店 主観で信州を伝える信州の地酒専門店「通販機能付きのサイト」

長野県 株式会社ホテルやまぶき 慶事宴会向けパンフレット作成、同級会プランチラシ作成と広告宣伝

長野県 原田商店 焼き菓子「ダックワーズ」の開発事業
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