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1  ㈱山鉄工業 山元雅文 あわら市
硬材鉄筋の曲げ加工を可能とし、短納期対応
による顧客満足向上を図るための設備導入

あわら市商工会

2 ㈱エーデン 武永憲泰 あわら市
家電品販売業を行っており、来客数増加を図
るため、来店しやすさを追求した駐車場整備

あわら市商工会

3 吉田焼肉店 吉田浩一 あわら市
団体客と小グループ客がお互い快適に過ごせ
る店舗内環境整備

あわら市商工会

4 田島司法書士事務所 田島義規 坂井市
司法書士だからこそできる小規模企業の円滑
な事業承継のPR事業

坂井市商工会

5 プラーナハーブ企画 稲葉美智子 坂井市
ハーブやスパイスの利活用に関する講師によ
る、スパイスキットのパッケージ化とホームペー
ジを活用した販路開拓

坂井市商工会

6 ことこと　koto.koto. 齋藤晃子 坂井市
マクロビランチを提供する自然食カフェを営
む、ことことのお客様を集客するための広報事
業

坂井市商工会

7 北陸検査技術サポート 細川尚孝 永平寺町
ホームページ制作による納入検査普及販路
開拓事業

永平寺町商工会

8 草木染工房　風雅 石川雅夫 永平寺町
冬季の工房体験客数アップのための設備導入
と海外展示会出展によるインバウンド需要獲得

永平寺町商工会

9 ㈲三成工業 米倉賢和 福井市
新規設備導入と人材育成による、鉄骨ガレー
ジ等製造の生産性向上

福井東商工会

10 ㈲カーフレンドヨシダ 吉田崇宏 福井市
次世代自動車に対応した高機能点検ツール
導入による生産性向上

福井東商工会

11 ㈱アイサーブ 松浦康圭 福井市

土地家屋調査士業、測量業及び土木設計
業、不動産業を行っており、PRパンフレット作
成及びホームページリニューアルによる販路
開拓事業

福井東商工会

12 ㈲坂下モータース 坂下茂紀 福井市
タイヤ回りサービス・販売部門強化による顧客
獲得事業

福井北商工会

13 力泉酒造㈲ 豊岡芳文 福井市
新たなホームページでの清酒ファン獲得によ
る販路開拓事業

福井北商工会

14 Mahana 坂井麻美 福井市
カイロプラクティック・エステサロンの、お客様用
屋根と手摺の設置による高齢客の利便性の改
善

福井西商工会

15 ㈲中山工業 中山政幸 福井市
太物加工に対応できる鉄筋曲げ機の導入によ
る生産性の向上

福井西商工会

16 ㈲かく屋 林角城 越前町
会席料理屋を営んでおり、販路開拓のための
ホームページ作成

越前町商工会

17 ㈱松田工務店 松田沢弘 越前町
住宅新築・リフォーム工事や公共工事等を手
掛けており、人口9万の未開拓地域への新た
な拠点づくり

越前町商工会

18 ㈱五十嵐製紙 五十嵐康三 越前市 越前和紙を使った文具の商品開発 越前市商工会

　　令和元年度「小規模事業者支援強化事業補助金」採択企業一覧表
　　　応募件数　６９件　⇒　採択決定　６８件



番
号

企業名 代表者 市町名 事業概要 支援機関名

19 蕎麦ＢＡＲ大和 笠島孝行 越前市
看板作成・音響設備の導入とともにホーム
ページを活用した宣伝を行い新規顧客集客に
つなげる

越前市商工会

20 ㈱やまよ 廣瀬義徳 越前市 漆器の技術を利用した洋食器の新商品開発 越前市商工会

21 こう太郎のあいす屋さん 髙橋宏介 南越前町
商品搬入・搬出時における作業効率の改善事
業

南越前町商工会

22 お食事処やまひさ 山下昌元 南越前町
新規顧客獲得に向けた店頭設置用カニゆで
機の導入

南越前町商工会

23 魚美家 渡辺与一 若狭町
旅館業を行っており、顧客満足度向上のため
設備改修事業

わかさ東商工会

24 プレシャスプレシャス 前田珠希 美浜町
紅茶専門店の開業による地元商店街の活性
化

わかさ東商工会

25 双葉オート㈲ 中村達朗 美浜町
自動車の販売と整備を行っており、門型リフト
導入による生産性向上及び提供サービス拡充
事業

わかさ東商工会

26 大島旅館 石田光男 おおい町
施設リニューアルによる新規顧客獲得と顧客
層拡大

おおい町商工会

27 wamiles salon LUCE 原田明依 おおい町

フェイシャルエステ、ボディーケア等を行ってお
り、快適性に優れ高級感のあるベッドの導入に
よる新規顧客獲得とシステム導入による業務
効率化

おおい町商工会

28 上山瓦店 上山恭裕 高浜町 生産性向上に向けた自動瓦揚げ機の購入 高浜町商工会

29
オグチ社会保険
労務士事務所

小口彩子 高浜町
セミナールーム及び個室相談ルーム設置によ
る顧客開拓事業

高浜町商工会

30 リンクプラネット 加藤順一 大野市
上庄さといもの販路開拓に係るECサイト構築
事業

大野商工会議所

31 白ゆり化粧品店 吉田哲朗 大野市
化粧品小売業を営んでおり、新規顧客獲得に
向けた提供サービスの周知と店舗イメージアッ
プ作戦

大野商工会議所

32
ピーナッツハウス
楽花生

廣瀬妙子 大野市
和の文化（茶の湯とこけ玉）と昭和の佇まいに
ゆったりと浸れる体験事業

大野商工会議所

33 ㈲吉村油店 吉村俊輝 小浜市
灯油の販路拡大・販売力強化事業『灯油大作
戦』

小浜商工会議所

34 Aroma*coco 田中勝彦 小浜市
女性専用エステサロンによる、若狭地域初！
頑張る女性応援、ツヤツヤ・ふさふさ若返りヘ
アー事業

小浜商工会議所

35 焼肉万賛館 斎藤渉圭 勝山市
地域住民と観光客をターゲットとしたテイクアウ
ト事業

勝山商工会議所

36
合資会社
ケアサポート花水木

山尾高洋 勝山市
交通弱者への観光移動サービスの提供による
販路拡大

勝山商工会議所
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㈱越前隊 関和宏 鯖江市

そば席　御清水庵 新保敬夫 越前市

38 スシハウス潮 八田宗剛 鯖江市
利便性向上による販売促進のための改装とメ
ニュー表一新

鯖江商工会議所

39 ㈱よしむら 吉村善朗 鯖江市
衣料品の販売をしており、SNSを広告として活
用し新規顧客開拓の為のホームページ作成

鯖江商工会議所

40 ㈲スリム商事 窪田力也 鯖江市
和食料理店を経営しており、新デザイン・新商
品開発によるブランド力向上

鯖江商工会議所

41 ワールドイーザ㈱ 坂口順子 越前市
インターネット通販で、ガラス製爪やすり等を販
売しており、Web広告による売り上げアップと楽
天市場への販路拡大の為の人材活用

武生商工会議所

42 ㈲南越クリーンシステム 越前市

産業廃棄物収集運搬及び一般廃棄物収集運
搬、解体・斫り工事を行っており、スマホ対応
HP開設による認知度向上と新規顧客獲得事
業

武生商工会議所

43 敦賀昆布㈱ 森田貴之 敦賀市
ホームページ及び販促チラシを利用した「おぼ
ろ昆布」認知度向上と販路拡大

敦賀商工会議所

44 ㈱吉村 吉村俊紀 福井市
建設仕上業（塗床工事）を行っており、若者雇
用のためのホームページ構築やチラシ作成

福井商工会議所

45 堀田製作所 堀田祥三郎 福井市
鈑金、機械加工業を行っており、IT導入による
事務作業の合理化

福井商工会議所

46 ㈱大和テック 景山恒司 福井市
繊維用精密洗浄剤メーカーであり、新しい顧
客層の知識量に合わせたHPへのリニューアル
事業

福井商工会議所

47 CreW_design 清水望 福井市
ウェブサイト制作や販促物制作を行うための、
社内打ち合わせスペースの新設による新顧客
層の開拓事業

福井商工会議所

48 ㈱ノーステック 細川式部 福井市
駐車場,駐輪場機器の開発・製造やコインパー
キング設置を行っており、新事業の周知を拡
大するホームページ構築

福井商工会議所

49 BERKUT 小木曽亮覚 福井市
衣料品・服飾品の販売を行っており、オリジナ
ルエコバッグの制作・配布による自社ブランド
力向上事業

福井商工会議所

50
Select Shop
"D"River

内田隼人 福井市
男性衣料品の販売に伴う、ネットショップ開設
及びダイレクトメールによる販路拡大

福井商工会議所

51 ㈱カインドリーアイ 夏目和明 福井市
託児所の、設備リニューアル等事業所整備に
よる集客力アップ

福井商工会議所

52
リラクゼーションハウス
Gold　mine

金山貴子 福井市
インターネットショップ開設によるエステ商材販
売の強化

福井商工会議所

53 Lajitto 藤井隆明 福井市
フレンチレストランを営んでおり、ホームページ
の開設およびSNSを活用した情報拡散による
顧客獲得事業

福井商工会議所

54 Perfica Nail 田村環 福井市
ネイルアート「画像」＆「動画」のWEB発信によ
る新規顧客獲得事業

福井商工会議所

鯖江商工会議所
越前隊「山うに」御清水庵「越前おろし蕎麦」に
よる協力コラボ「越前山うにおろし蕎麦新規発
売計画」

37
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55
テニスプロショップグラ
ンチャ

八杉竜生 福井市
「テニス」と靴の「中敷」を通じ、顧客の人生を
豊かにする事業強化の為の販促

福井商工会議所

56 ㈱ドゥーガブレインズ 佐々木渉 福井市
デジタルサイネージ機器開発及び動画コンテ
ンツ制作の販路開拓

福井商工会議所

57
うふってなるわ
ハンドメイド工房

山本さくら 坂井市
ホームページ作成による既存商品及び地域の
廃材を活用した新商品の販路拡大事業

福井商工会議所

58 ジュエラ㈱ 木村佳美 福井市 オーダー式アートタペストリーの企画製造販売 福井商工会議所

59 ㈱Atelier Fosse 堀琢也 福井市
建築設計や施工管理を行っており、自社ブラ
ンド向上及び販路開拓のための広告宣伝業

福井商工会議所

60 ㈱MP FIT 山本亮 福井市
美容室のホームページ新規制作でWEB予約
との連携による新規顧客獲得

福井商工会議所

61 Hair Produce river 小川源太 坂井市
美容室の新たな顧客の獲得を目指す販売促
進プロモーション～WEBから実店舗へ視認性
を高める看板の設置

福井商工会議所

62 PEARL DOGS. 三井義光 福井市 ホットドリンク展開による販路開拓事業 福井商工会議所

63 ㈱いわほり 岩堀利康 福井市
自社カタログ（ログハウス販促用）制作による売
上向上

福井商工会議所

64 Veggies 福岡知範 福井市
飲食店（ダイニングバー）を経営しており、30～
40歳代近隣住民を対象とした広報による新規
顧客獲得事業

福井商工会議所

65 野路洋服店 野路純平 福井市
予約管理システム付きホームページ開設によ
る顧客獲得事業

福井商工会議所

66 ワイズマネジメント㈲ 山内喜代美 坂井市
経営コンサルティング会社として、働きづらさを
感じている人も働きやすい　社会づくり・組織づ
くり

福井商工会議所

67 ㈱OneLifeJapan 佐部圭一朗 福井市
WEB制作、WEBメディア企画・運営を行ってお
り、弊社運営メディアの規模拡大に向けた、
WEBメディアのリニューアル

福井商工会議所

68 ㈱Superior 松本直美 福井市 新規顧客開拓　脱毛エステ事業 福井商工会議所


