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1 大陽自動車㈲ 高田賢一 あわら市
作業の視認性向上のため行う、工場内の照明
LＥＤ化事業

あわら市商工会

2 ㈱インパクト 北濱諭 あわら市
保険代理業務のための、ウェブ上で契約締結
まで可能なサイトを制作する事業

あわら市商工会

3 焼肉ビアハウス蘭燈 中野美加子 あわら市
集客力アップの為の排気ダクト工事及びモバイ
ルオーダーシステムを導入する販路開拓事業

あわら市商工会

4 鳴尾畳店 鳴尾善生 坂井市
若者世代への販路開拓を図るため、新たにク
ロス分野へ参入し、ホームページの改良や折り
込み広告により自社宣伝を強化する事業

坂井市商工会

5 ㈱リアルエステート福井 冨田和弥 坂井市
不動産仲介業を行うため、顧客からの信頼度
強化を図り、看板設置を行う販路開拓事業

坂井市商工会

6 ㈱YNG 柳原勝樹 坂井市
着物取り扱い店と一目で解り、顧客の誘導を
促す看板を設置することで新規顧客の獲得を
図る事業

坂井市商工会

7 NEEDS 北野宏樹 福井市
嶺北北部に絞った集中的な広告宣伝による地
域Ｎｏ.１不用品買取店づくり事業

坂井市商工会

8 ㈱北京荘 奥村崇宏 永平寺町
飲食・土産店による、シニア層のニーズに応え
た飲食用個室テーブル席導入による顧客獲
得事業

永平寺町商工会

9 旅館 松岡サウナ 鍋屋明美 永平寺町
宿泊部屋の快適性向上のため新畳を導入し、
新規顧客獲得をねらう事業

永平寺町商工会

10 ㈱タクエツ 小笠原秀敏 永平寺町
ふく小麦を使ったご当地ラーメンをアピールし
た越前瓦外壁の新店舗で観光客獲得事業

永平寺町商工会

11 ㈲矢納自動車 矢納孝充 福井市
整備場照明改善による生産性向上とそれに伴
う顧客満足度の向上

福井東商工会

12 ㈱ニシオ設備工業 西尾康治 福井市
３Ｄ-ＣＡＤ導入による管工事現場作業の効率
化と生産性向上

福井東商工会

13
サファイアコーポレー
ション㈱

小田隆子 福井市
スポーツウェア等販売において生産性向上を
図るため、業務システム化に向けてのソフトウェ
ア導入事業

福井東商工会

14 ㈱メモリアル工房 松本満 福井市
臍帯箱のデザインづくり、パンフレット制作をは
じめとした販路開拓事業

福井東商工会

15 真光石油㈱ 藤田俊治 福井市
給油所照明のLED化、店舗の周知活動による
情報発信を通じた販路開拓事業

福井北商工会

16 ㈲山口テクニカル 東俊彦 坂井市
金属加工作業用コードレスパンチャー、レー
ザー墨出し機、持運び式発電機導入による生
産性向上

福井北商工会

17 ヒロベ産業㈲ 廣部晋彦 福井市
下水道管補修資材内製化のため機械を改造
し生産体制を構築する事業

福井西商工会
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18 ㈲フジモク 齊藤豊美 福井市
質の高い天然乾燥木材を製造するための乾
燥スペースの整備事業

福井西商工会

19 ㈱山下水産 山下一信 越前町
新規顧客獲得のため加工食品である新商品
の魅力が引き立つホームページへ改修事業

越前町商工会

20 大黒屋整骨院 福島一郎 越前町 顧客の転倒防止のための駐車場整備事業 越前町商工会

21 喰いもの屋 やそはち 加藤明彦 越前市
コールドテーブルの導入で季節の新鮮な料理
を素早く提供することによる顧客満足度の向
上

越前市商工会

22 ㈲越前製紙工場 三田村士郎 越前市 和紙の品質向上を図るためのろ過装置の導入 越前市商工会

23 魚清 清水清隆 越前市
弁当及び惣菜の訪問販売拡充のため、器材
の導入およびチラシ作成による宣伝広報、店
舗改装事業

越前市商工会

24 湯本味噌㈱ 湯本幸彦 池田町
味噌の売り上げが減少する夏場に向けた新商
品の開発事業

池田町商工会

25 吉五商店 吉田良治 南越前町
豆腐パック自動包装機の導入による生産ライ
ン効率化事業

南越前町商工会

26 旅館 ふじ乃 南廣子 南越前町
食器洗浄機の導入による業務作業の改善と
積極的な広報による売上拡大

南越前町商工会

27 山口美容室 山口成美 若狭町
新たに購入するシャンプーチェアにより、”スパ
シャンプー”を実現、「夢心地」の時間をお客さ
まに提供

わかさ東商工会

28 漁師の宿 五郎左エ門 永井和彦 美浜町
冷蔵庫、空調機器の導入によるテイクアウト及
び昼食サービスを強化した新規顧客開拓事業

わかさ東商工会

29 ㈱梅元気本舗 坊善次 若狭町
くろ梅の新商品開発及び食品バイヤーに向け
たチラシ、パンフレット作成による販路拡大事
業

わかさ東商工会

30 立井商店 立井隆一 若狭町
ネット販売を行う「越前がに一本」のブランドづく
りとそれに伴うミニパンフレット制作をはじめとし
た販路開拓事業

わかさ東商工会

31
Ｆｉｓｈｉｎｇ
ＭＯＬＡＭＯＬＡ

西森光成 おおい町
遊漁船待合施設のリニューアルによる新規顧
客獲得と顧客層拡大事業

おおい町商工会

32 ㈲柿本工務店 柿本正博 おおい町
最新施工事例及び3Ｄ-ＣＡＤによるパース図
を満載したホームページで潜在顧客を開拓

おおい町商工会

33 田中旅館 田中澄子 高浜町
客室の拡充による集客拡大に向け、食器洗浄
機等を導入した業務効率の改善

高浜町商工会

34 ㈱くら・蔵 石川巨人 高浜町
飲食店における業務効率及び顧客満足度向
上のためのセルフオーダー端末とＰＯＳレジ導
入

高浜町商工会

35 ㈱Achieve 山下喜久 福井市
コロナ禍における語学教室のトイレ改修による
環境改善と感染防止対策事業

福井商工会議所
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36 真和塗装工業 宮本和也 福井市
高圧洗浄機の導入に伴う業務処理能力の向
上およびホームページ開設による外壁リフォー
ム業務の販売促進事業

福井商工会議所

37 ㈱ホクサン理商 福島実 福井市
ビーカーや試験管などの理系雑貨販売のネッ
トショップリニューアルおよびSNS等を活用した
顧客獲得事業

福井商工会議所

38 he/rbest 高山友樹 福井市
ホームページ制作業において、5Ｇの登場によ
り変化した企業ニーズに対応するための動画
撮影機材導入事業

福井商工会議所

39 結婚相談所Door 長尾謙祐 福井市
ＷＥＢ広告による自社ＰＲおよび新規会員獲
得、福井の縁結び促進事業

福井商工会議所

40 ㈱パテントハウス 吉村明高 福井市
眼鏡フレーム装着型ワイヤレスイヤホン用ホル
ダーの開発およびホームページ制作

福井商工会議所

41 8ボール㈱ 池端智代 福井市
ホームページ開設による、透明アクリル板をは
じめとした感染症対策商品の販売と大型ディス
プレイなどのレンタル商品の販路拡大事業

福井商工会議所

42
リサイクルトイショップ
ジョイント

金本克則 鯖江市
看板リニューアル、店舗外観照明、広告宣伝
による顧客獲得事業

福井商工会議所

43 Dental Grace 谷口昌平 福井市
歯科技工のためのＣＡＤ/ＣＡＭシステム導入
による販路開拓事業

福井商工会議所

44 Alfredo 前田幸四郎 福井市
イタリア料理店による、”インスタ映え”する外観
づくりと店内設備の一新、神社参道前を明るく
する事業

福井商工会議所

45 ㈱ＳＮＯＷ．Ｋ 柿木有紀 福井市
片町を元気に！感染症対策も兼ねた内外装
の改装による県外観光客の利用拡大事業

福井商工会議所

46 マンション・クリエイト 曽根通之 福井市
看板作成および特定エリアに的を絞った不動
産売買の広告展開による販路開拓事業

福井商工会議所

47 ㈲嶺南クリーンサービス 山田光浩 敦賀市
ワンストップの確立と業務効率化のため、排水
管の貫通作業における電動ドレンクリーナーの
導入

敦賀商工会議所

48 ｍｅｎ’ｓ　Ｌａｂｏ 藤田博己 敦賀市 メンズ脱毛設備導入と販売促進事業 敦賀商工会議所

49 堀田産業㈱ 堀田隆男 敦賀市
生産性向上に向けた電動フォークリフト導入に
よる段ボール梱包箱の製造圧着工程の省力・
省人化事業

敦賀商工会議所

50 ㈲おりや 吉田恵子 敦賀市
着物・和小物で日本文化を発信、販路拡大に
向けたインターネット販売システムの構築

敦賀商工会議所

51 下坂紙工業所 下坂達也 敦賀市
紙加工業における総合管理システム設備導
入による生産効率向上事業

敦賀商工会議所

52 サロンＭｅｅｔｓ 南美津子 敦賀市
フェルデンクライスメソッドを活用したリラクゼー
ション個人レッスンの開催に向けた看板やホー
ムページ、チラシ作成による顧客開拓事業

敦賀商工会議所

53 アオバフォト 前田周二 越前市
顧客満足度向上のためのスタジオ整備とロ
ケーション撮影に適したカメラ機器購入による
販促開拓事業

武生商工会議所
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54 Molk 押田一佳 越前市
越前打ち刃物、越前漆器等の商品認知拡大
のためのインターネット広報事業

武生商工会議所

55 ㈲重田療術院 重田義枝 小浜市
迅速・正確な超音波エコー検査器の導入によ
る新規顧客獲得事業

小浜商工会議所

56 おおくらルーフ 大倉邦康 小浜市
広告チラシによる屋根修理・外壁メンテナンス
の認知度向上と販路拡大事業

小浜商工会議所

57
きものメンテナンスさか
もと

坂本美智子 小浜市
着物・ドレスメンテナンス認知度向上のための
ホームページ、店舗看板製作による販路開拓
事業

小浜商工会議所

58 松田陽明堂 松田靖二 大野市
新たな販路となる道の駅や新幹線開業を見据
えた販路拡大と生産性向上のための餅切り機
の導入

大野商工会議所

59 味処けんちゃん 安川賢一 大野市
ウィズコロナ期のお客様の行動や志向を捉え
た、販路開拓のための待機スペース確保等店
舗改装事業

大野商工会議所

60 ㈱ダイホクホーム 和田耕三 勝山市
ホームページリニューアルによる住宅展示場
訪問の顧客開拓事業

勝山商工会議所

61 ㈱パシオン 前田千聡 勝山市
新規顧客の獲得を目的とした終活セミナーお
よび女性、家族向けイベントの開催と認知度向
上に効果的な看板製作

勝山商工会議所

62 ファイブ運転代行 奥山寿史 越前町
サービス向上のための運転代行車の料金メー
ター・ドライブレコーダーの導入およびチラシに
よる販路開拓事業

鯖江商工会議所

63 ㈲与志呂食品 小嶋義則 鯖江市
飲食店の顧客ニーズに対応かつ地場産業・地
元食文化を感じていただける空間づくりのため
の客間改装事業

鯖江商工会議所

64 ドットウォーク 川端翼 鯖江市
デザイン業務を受注するためのホームページ
制作による販路開拓事業

鯖江商工会議所

65 ㈱未来興研 坂下日出夫 鯖江市

通所介護、居宅介護支援事業所における抗
菌ウィルスの光コーティング施工による消毒作
業軽減等生産性向上事業及び看板設置によ
る顧客獲得推進事業

鯖江商工会議所


