
 
「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧 

 

［五十音順］ 

創業支援事業（平成２８年度） 

        （助成率２／３、限度額２００万円） 

No. 事業所名 所在地 業種 事業名 

１ 伊藤 俊輔 坂井市 宿泊業 
漁師減少に伴う「地域の魚不足問題」を解決

する新業態の旅館の OPEN 

２ ブリッジ・ブリュー 福井市 
飲食業 

（ビール＆オーガニック料理） 

北陸産『クラフトビール』と福井産オーガニ

ック野菜を使用した「クラフトビール BAR」

の開業 

～in 浜町リノベーションプロジェクト「クラフトブリッジ」

～ 

３ S・BODY 福井市 
その他の教育・学習支援業 

（ジム運営） 

地域密着型パーソナルトレーニングジムで子

育てママから高齢者までの健康づくり 

４ 小澤金物店 越前市 金物卸売業 和金物の新商品開発と販路開拓に向けた事業 

５ コージーコーヒー 鯖江市 
飲料食品小売業 

（珈琲の販売） 

世界中の厳選されたスペシャリティコーヒー

を、豆の個性を活かした焙煎を行い、豆、ド

リンクを販売する事業 

６ 株式会社 G.S.I 福井市 
その他のサービス業 

（福祉） 
障害者の雇用及び自立支援ビジネス 

７ Breadear 鯖江市 
食品製造業 

（パン製造販売） 

福井県産の原材料を使用したパンの製造・販

売 

８ 合同会社ジオスタジオ 勝山市 
飲食業 

（レストラン） 

勝山市と勝山商工会議所が進める「勝山の観

光産業化三拠点」の飲食部門の運営 

９ 島田 さゆり 坂井市 
介護事業 

（介護） 

地域の高齢者・障害者など交通弱者に対する

介護保険タクシーサービス 

１０ 装飾 日和 越前市 
その他事業サービス業 

（伝統産業品の企画販売） 
伝統産業品から生まれる新しい価値ある逸品 

１１ タビーズ 鯖江市 
各種商品小売業 

（音楽普及） 

希少なオーダーギターの販売を通し音楽文化

の創造を展開していく 

１２ 長谷川 翔一 福井市 
理容業 

（理容） 
頭髪、頭皮の環境改善サービスの実施 

１３ わかさ整骨院 小浜市 
医療・福祉 

（整骨院） 

新しいスタイルの治療サービスを提供する整

骨院の運営 

１４ 日置 みどり 坂井市 
飲食業 

（カフェ） 

森の中の小さなお店で“心癒される豊かな空

間”を提供する体験型カフェの展開 

１５ 藤田 享子 福井市 
繊維工業 

（衣類の製造販売） 

福井県内企業が生産した Tシャツを使用し、

福井県の恐竜ブランド、県内地公体のゆるキ

ャラ等の地域財産を活かしたオリジナルの

「地域向け Tシャツ」「子供用 Tシャツ」「犬

用 Tシャツ」製造販売事業 

１６ 
ペットサロン＆ホテル  
はなうた 

大野市 

その他の生活関連サービス

業 

（ペット用品の販売ほか） 

スイートルーム新設による新たな高級ペット

ホテル利用需要の創出事業 



１７ ｓｈell 小浜市 
美容業 

（美容） 

プライベート空間を活かした女性専用ビュー

ティサロンの出店 

１８ 
株式会社 en 
（福福めがね館） 

福井市 
小売業 

（眼鏡） 

福井県のめがね産業を福井市内からアピール

する為に 

１９ 山田 俊次 (小松市) 
飲食料品小売業 

（ケーキ製造販売） 
心の豊かさ地域貢献を目指した洋菓子店 

２０ 山本 周作 
大飯郡 

高浜町 

製造業 

（海産物） 

地域資源である若狭湾わかめの新商品開発と

その販路開拓事業 

２１ 山本 晴香 鯖江市 
その他の教育、学習支援業 

（音楽教育） 

福井県の演奏家・演奏家の卵を育てるための

音楽会社の設立 

２２ 渡邉 晴弘 福井市 
畜産食品製造業 

（チーズ製造販売） 
県内産牛乳を活用した国内チーズの製造事業 

 



 
 

「ふくいの逸品創造ファンド事業」採択事業一覧 
 

［五十音順］ 

創業支援事業（平成２７年度） 

        （助成率２／３、限度額２００万円） 

番号 事業所名 所在地 業種 事業名 

１ ㈱越前美食工房 越前市 
食料品製造
業 

新しい福井土産、福井名物の開発・製造 

２ 近江 俊彦 福井市 
パン・菓子
製造業 

地域密着型ベーカリーショップの開設の実現 

３ 加地電工㈱ 高浜町 建設業 
事務所確保・機械購入及びパンフレットを活用 
した円滑な営業活動の実施 

４ ㈱Ｋａhｕｎａ 坂井市 飲食業 
三国サンセットビーチをアピールするカフェの 
展開 

５ ㈱クレア 越前市 製造業 
Made in Chaina Finished Japan のメガネフレーム 
 －日本と中国の共同製作による優位な市場性を 
持つメガネフレームの開発と生産－ 

６ ラ・プレット 福井市 美容業 貴方のストレス解放サロン  ラ・プレット 

７ ㈱ジーセッション 福井市 
洗濯･理容・
美容・浴場
業 

歯のセルフホワイトニング事業 

８ 芹川 昌巳 福井市 
その他のサ
ービス業 

会計・事務代行業務の社会福祉事業への展 
開 

９ 竹内 真由美 
永平寺
町 

飲食業 
福井県そば粉１００％で作るガレットカフェの開 
業 

１０ ㈱ＴＡＶＩＳＴＯＲＹ あわら市 
その他の生
活関連サー
ビス業 

メイドイン福井の農産物、製品をベトナムにて 
販売する事業 

１１ ㈱タロウワークス あわら市 小売業 洗車用品を中心としたネット通販事業の展開 

１２ ㈱Ｎｅｘｔａｇｅ 鯖江市 卸売業 「眼鏡の新商品開発と新規顧客開拓」事業 

１３ ㈱ベネフィット－イオン 福井市 化学工業 カスタムメイド洗濯洗剤の製造販売 

１４ ＨＯＪY 大野市 美容業 
ネイルマシン導入による低価格サービスの提 
供 

１５ Patisserie  Mirabelle 大野市 
洋菓子製造
業 

大野市の地場食材を使った「地域密着型」の 
洋菓子販売 

１６ ｓtudio koccoca-la（ｽﾀｼﾞｵ ｺｯｺｶｰﾗ）  鯖江市 美容業 
移動距離ゼロで実現する。元気であなたらし 
い生前遺影が残せるお店 

１７ ㈱リプレッド 鯖江市 
専門サービ
ス業 

漫画の制作用素材を専門に扱うダウンロード 
販売サイトの展開 

１８ ろくろ舎 鯖江市 
木製品製造
業 

越前漆器の技術を活かし、森林の循環サイク 
ルを生み出す新たな独自商品の提供 

 


