平成３０年度 村上市産業支援プログラム 採択事業一覧
NO.

補助金の種類

1

販路拡大

合同会社 ふるさと産業

越後むらかみ「立喰いそば・うどん・ぐい飲み」 空き店村上駅前通りに１コイン（５００円）以下で食べられる自
村上駅前店の開店
家製麺の「立喰いそば・うどん店」の開業。

2

販路拡大

漁師直送昭和丸

ウェブサイトリニューアルにおける販路拡大

3

販路拡大

株式会社 西坂家具店

4

販路拡大

5

販路拡大

申 請 者

事業テーマ

事業の概要

総事業費

交付決定額

2,170,000円

1,000,000円

870,000円

580,000円

新潟ショールームを第二の拠点として、新潟市の情報紙で新
大手ベッドメーカー新潟ショールームオープン
潟ショールームと当社の情報発信を行い、新潟市中央区、西
に伴う新潟市内での販路開拓事業
区、西蒲区の富裕層顧客の新規開拓。

1,582,000円

1,000,000円

株式会社 フォト・スタンプ新潟

村上市・胎内市・岩船郡の３地域に特化した
地域情報専門ポータルサイト開設事業

村上市の地域に根付いた情報を閲覧・収集でき、生活情報を
得ることができる「地域情報ポータルサイト」を立ち上げる。

1,500,000円

1,000,000円

株式会社 新宅

新規開業した会社の知名度アップとアパート
及び貸家の仲介による販路拡大

市外からの就職や入学のため物件を探している人に情報が伝
わるよう、広く情報発信するためのホームページを新たに作成
する。

242,000円

161,000円

284,000円

189,000円

ネット販売の強化と現在全国に180件の業務用（飲食店）会員
に対しても新規商品をウェブサイトから購入できるようにして売
上アップを図る。

6

販路拡大

有限会社 かねま鮮魚

通信販売機能を付加したHP制作事業

ホームページを開設し、広く情報を公開する。また当店の看板
商品であり、これまで地域のお客様に好評を頂いてる「鮭の味
噌漬け」「鮭の焼き漬け」といった商品のネットでの通信販売を
開始する。

7

販路拡大

株式会社 酒のかどや

ホームページリニューアルによる情報発信と
誘客

既存のHPをスマホ対応へと改修し、SNSによる情報発信での
店舗への誘客と、ネット販売の強化を図る。

1,736,500円

1,000,000円

8

販路拡大

野澤食品工業株式会社

新ブランド作成による新規開拓

既存の商品群とは異なるブランドを作り、商品価値に見合った
価格で販売していくため、新ブランドのHP立ち上げ、新商品ラ
ベル、ロゴデザインの作成により新たな販路を開拓する。

942,060円

628,000円

主力商品である「塩引鮭フレーク」の食べ切りサイズの個包装
小袋タイプの商品を作り販路拡大を図る。また、自社の名入り
の紙袋も作成する事で、自宅用としてだけでなく、贈答品やお
みやげ品としての需要拡大を目指したい。

998,500円

665,000円

9

販路拡大

株式会社 渡辺鮮魚

ミニサイズの塩引鮭フレークの開発及び
少量タイプのギフト品の開発

10

販路拡大

株式会社 マツウラセイキ

モバイル対応ホームページの作成

モバイル対応のHPにリニューアルすることで、自社の製品、技
術をスマートフォン等で詳細に閲覧することとができるようにな
り、展示会等での新たな取引先や市場開拓を目指す。

510,000円

340,000円

自社のホームページを新設する。過去の工事物件やこれから
の着工物件など写真付きで掲載していく。各物件の建物に関
する困った事象などを取り上げその解決方法などを載せ、新規
顧客の開拓を目指す。

215,900円

146,000円

11

販路拡大

有限会社 中山建築

ホームページの新設

12

販路拡大

小杉漆器店

当店のホームページは平成１０年に立ち上げたものの、漆器問
ホームページリニューアルによる新規顧客の 屋との卸価格の関係から、ネット販売ページがなくスマートフォ
獲得
ン対応もできていないため、ホームページをリニューアルし販
路開拓を図る。

380,000円

253,000円

13

販路拡大

越後村上うおや

自社商品のブランド力向上による販路拡大

自社商品のパッケージを高級感のあるデザインに再構築する
ことでブランド力を向上させ、贈答品としての魅力を押上げ、既
存、新規を問わず販路拡大を目指す。

1,575,780円

1,000,000円

14

販路拡大

MEGAMI

空き店舗を活用したヘッドサロン及びマツゲエ 新たに、アロマオイルとヘッドスパによるマッサージとまつげエ
クステ専門店の開業
クステの専門店を空き店舗を活用して開業する。

2,438,150円

1,000,000円
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15

販路拡大

加藤八十助酒店

単なる商品開発にとどまらず、資格を活かしたシチュエーション
や季節に合わせた商品の紹介、飲食店に対しては分野別や各
当店の強みである商品知識・提案力を活かし
料理に合わせた酒類のセレクトや提案を行うスタイルをつくると
たホームページ開設による新規顧客（個人・料
いう独自のホームページを作成する。求めている疑問や質問
飲店）の開拓
に近づけ、相談や来店しやすい環境を構築し、来店客及び売
上額の増加につなげていく。

16

販路拡大

大滝自動車工業株式会社

現在のホームページの老朽化と昨今のスマートフォン普及に関
ホームページリニューアルとスマートフォン対
わるインターネット環境への対応と併せて、商品情報発信をＨＰ
応によるインターネット媒体からの販路開拓
上で行えるようにリニューアルし受注へと導く。

1,544,000円

1,000,000円

17

販路拡大

株式会社 サクラ・ラボラトリー

ホームページのスマートフォン対応化及びリー ホームページをスマートフォン対応へ改修し、製造風景の紹介
フレット作成による村上市産樹木から作った香 など内容を充実させ、またPRのためのリーフレットを作成し、販
りブランド商品の販売促進
売促進に繋げる

342,730円

228,000円

296,500円

197,000円

1,052,000円

701,000円

18

販路拡大

株式会社 永徳

三面川の鮭ぶし醤油とぽん酢の販路開拓

弊社の主力販売品でもあり、村上にゆかりのある製品「塩引
鮭」「鮭の酒びたし」「はらこ醤油漬」「鮭の焼鮭』等を全国の食
品卸業、小売店のバイヤーに紹介するために、10月下旬に開
催される展示会「地方銀行フードセレクション」に参加し販路拡
大を目指す。

19

販路拡大

株式会社 インテリア レフ

未来に向けた新しい販路の開拓

新しく一般ユーザーのお客さんをターゲットに受注するため、且
つ、これからの販路を拡大していくためにホームページという新
しい手法を活用して弊社の存在と業務内容を広く知って頂く。

236,112円

157,000円

20

販路拡大

太洋酒造株式会社

全国規模のｽｰﾊﾟｰﾏｰｹｯﾄや量販店向け展示
会を活用した販路拡大

新日本スーパーマーケット協会主催の商談展示会「スーパー
マーケットトレードショー2019」へ出展し、大手スーパーマーケッ
トや量販店、百貨店などへの知名度UPや新規開拓を行なう。

127,778円

85,000円

738,940円

492,000円

21

販路拡大

農家民宿 ざいごもん

「ざいごもん」オリジナルの米袋を製作し他との差別化するとと
もに、漬物のパッケージも同様にリニューアルすることで自社
販路拡大のためのパッケージ及びホームペー
商品だと分かりやすくし、販路拡大を図る。また、ホームページ
ジのリニューアル
をリニューアルしてスマホ対応に改修するとともに、インバウン
ド対応として外国人向けの英語ページを制作する。

22

販路拡大

株式会社 ひまわりオート

スポーツジムの開設

村上駅前通りの空き店舗を購入し、マシン（ランニングマシン、
エアロバイク、ウェイトトレーニングマシンなど）専門のスポーツ
ジムを開業する。

3,626,124円

1,000,000円

1

創業

居酒屋 ななお

創業（居酒屋）

モツ煮込みを看板メニューとした居酒屋を開業する。地物の
魚、野菜を使った一品料理を提供し、地酒の〆張鶴、大洋盛や
生ビール、焼酎などを割安な価格で提供する。

1,899,727円

1,000,000円

2

創業

リラクゼーションスペース Cuore ク
オーレ

創業（リラクゼーション店）

体と心の癒しをお客様へ提供し、健やかな毎日に貢献するリラ
クゼーション店を開業する。お客様に寄り添って、その方に最
適なケアを施し、長く利用いただけるような店舗とする。

2,125,135円

1,000,000円

Cafe de Luciole

創業（カフェ）

地場産の食材を取り入れた料理やお菓子を提供するカフェを
開業する。近隣に住む主婦やお年寄り、学生をターゲットにし
たお店で、気軽に立ち寄れるお店を目指す。また、親子で参加
できるお菓子づくり教室も開催しながら、顧客を広げていきた
い。

4,171,260円

146,000円

人材育成

株式会社 高建

・社員のやる気を高め、目標達成へ導くマネジメント能力を持っ
たリーダーを育成する。
中小企業大学校の研修「職場リーダーのため
・社内のリーダーとして社員をまとめ、また管理者としての役
のマネジメント力強化」
割、部下指導、育成、問題を解決していく力を身につけること
で、会社全体の成長を目指していく

32,408円

16,000円

人材育成

・社員のやる気を高め、目標達成へ導くマネジメント能力を持っ
たリーダーを育成する。
株式会社 日本海コンピュータシステ 中小企業大学校の研修「職場リーダーのため
・社内のリーダーとして社員をまとめ、また管理者としての役
ム
のマネジメント力強化」
割、部下指導、育成、問題を解決していく力を身につけること
で、会社全体の成長を目指していく

32,408円

16,000円

31,670,012円

15,000,000円

3

1

2

創業

採択件数 27件

合計

