
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジネスサポート事業 

意欲ある会員企業の皆さんを強力にバックアップ！ 

平成３０年度 報告書ダイジェスト版 

会員限定！！  
 

販売促進・売上拡大に向け、 

   ビジネス活動をサポートします！ 



 

「ビジネスサポート事業」について 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         ＜平成 30 年度＞ 

         一 般 型…販路開拓やサービスの向上対策など商売繁盛につながる事業 

         IT 活用型…IT を活用し業務効率化・生産性向上につながる事業 

          

 

 

 

 

 

 

  

 販路開拓やサービスの向上対策など、会員企業の商売繁盛に繋がる取り組

みにかかる費用の助成を行うとともに、申請段階から事業完了まで、当所職

員がサポートを行なう事業です。 

会 員 企 業 
 ※ただし、平成 23年度～2８年度に実施した本事業で助成を受け

た事業所でも異なるテーマの申請は可能 

 

助成限度額 １０万円 
※総事業費の 2/3以内で上限金額は上記のとおり 

対   象 



１ 安達紙器工業（株）  

事業名：販路開拓に向けたオリジナル商品パンフレットの製作 

＜取組内容＞  

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年2月で発表しました新商品を追加したオリ

ジナル商品パンフレットを製作し、展示会や催事な

どでの使用や取扱店舗への配布により新規顧客獲得

し売上 UP につなげる。 

＜事業の成果（効果）＞ 

・9 月に東京ビッグサイトで開催されたギフトショ

ーで使用し新規顧客が増加しました 

・多方面からのコラボレーション商品製作依頼を多

数いただいております。 

代表者名 安達 眞知男 電話番号 0258-24-2145 

所在地 〒940-0029 長岡市東蔵王 2丁目 7 番 30号 

営業内容 紙加工業 

URL http://www.adachishiki.co.jp E-Mail aaa@adachishiki.co.jp 

 
 

２ 健康サロン クローバー 

事業名：お客様満足度向上と売上を伸ばす魅力的な店舗づくり 

＜取組内容＞  

・新規顧客層を集客実現するため、男性メニューを

追加し、【健康サロンクローバー】に改名。その為、

北長岡店 2か所の看板リニューアルと、改装工事で

通路を確保し、店内イメージを変更。 

・利便性の提供による客様満足度の向上並びに、業 

務の効率化を図りました。 

＜事業の成果（効果）＞ 

・店舗改装後、利便性の向上によりお客様満足度が 

上がり子供と一緒に来店する方が増えるとともに旦 

那さんや母親をご紹介頂く事件数が増えました。 

・新たな顧客層の獲得ができ、更にはホットペッパ

ーの口コミが増え予約獲得率が上がりました。 

代表者名 木村 永佳 電話番号 0258-86-5265 

所在地 〒940-0028 新潟県長岡市蔵王 1-2-1 

営業内容 複合サービスサービス業 

URL https://shiawaseno-clover.com/ E-Mail clover@aroma-cs.com 



３ （有）小松鉄工所 

事業名：新規塾生獲得に向けた塾内学習環境の整備 

＜取組内容＞ 

【教室内】before   →  after 

 

 

 

 

【教室入口】before  →  after 

 

重油を含む教室のコンクリートフロアーに断熱材を

敷き、その上にクッションフロアーを張り、教室

内のフロアー整備を行うことで、より良い学習環

境を構築し、新規塾生の獲得を図る。 

＜事業の成果（効果）＞ 

売上額と新規入塾生数は目標を達成いたしました

が、新たに問題点も発生したので、解決に向け取り

組みたい。 

代表者名 小松 正樹 電話番号 ０２５８－３２－０８９８ 

所在地 〒940-2022  長岡市鉄工町 2－3－38 

営業内容 鍛工品製造及び学習塾経営 

URL なし E-Mail f-komatu@nct9.ne.jp 

 

４ （株）Adventure Trip 

事業名：「フリーアートフィールド」プロジェクトによる新分野への進出 

＜取組内容＞ 

 個人所有している土地で仲間とキャンプやものづ

くり、バーベキューを行なってきたが、参加者の

中から事業化を望む声が多かったことから、自社

の新規事業としてキャンプ場の運営に取り組ん

だ。 

一番のネックであったトイレの設置を行うととも

に、集客に向けチラシの作成・配布を行い、事業

の PR を図った。 

＜事業の成果（効果）＞ 

トイレの設置が、冬季休業期間（12 月〜3 月）

の直前になったため、成果・効果の検証は４月以

降となるが、チラシを見て多くの問い合わせをい

ただいている。 

代表者名 五十嵐 貴博 電話番号 ０80−3456−2571 

所在地 〒940−2122 長岡市福山町 297−４ 

営業内容 整体・リラクゼーション 

URL http://free-art-field.com/ E-Mail Ikataka18@gmail.com 

成果物画像 等 



５ （有）五十嵐建装 

事業名：雪害被害予防型商品の販売事業 

＜取組内容＞  
冬に入る９月から１１月にかけ、自社ＨＰに事前の

雪下ろし予約フォームを追加制作し、雪下ろしと降

雪前に家屋無料点検と雪下ろしをセットで商品化、

雪害被害が多い高齢者世帯から優先に販売を行うこ

とで、冬期商品とともに、高齢者雪害防止に貢献す

る。 

 

＜事業の成果（効果）＞ 

高齢者をはじめ冬季間に安心に暮らせる環境を提供

したことにより喜んでいただきました。 

代表者名 五十嵐陽平 電話番号 ０２５８－４２－３８７７ 

所在地 〒９４０－２３１３ 長岡市吉崎７８７番地 

営業内容 総合建築塗装工事・建築板金工事・防水工事 

URL http://www.ika-kensou.com E-Mail Ikaken0305@bird.ocn.ne.jp 

 

６ Ｍ＆Ｙさぁーびす 

事業名：終活サポート「エンディングロード」サービスの実施 

＜取組内容＞ 

  

事業内容を広く認知していただくため、長岡

地域で有力な情報誌「まるごと生活情報」に

特集版（まるごと終活ガイド）を含め３回広

告を掲載した。 

事業内容を知ってもらうためのパンフレット

を作成したほか、顧客ターゲット層である高

齢者の見込み顧客に対して広告年賀を発送し

た。また町内の老人会で空き家問題と終活に

ついて講演をさせていただいた。 

＜事業の成果（効果）＞ 

正直言って、思うような成果は見られなかった。

話は聞いてもらえても、一般的な悩み相談に終

始し、深堀した相談までは踏み込めないケース

がほとんどであった。だが、、１件空き家管理の

話に繋げることができ、年間契約を獲得できた。 

代表者名 池田 稔 電話番号 0258-77-3087 

所在地 〒940-0834  長岡市末広 ２－３－２２ 

営業内容 
高齢者の方に終活サポートとして、エンディングノートの作成お手伝い、相続等の悩み相

談、身の回りのお手伝をする 

URL http://my-s.weblike.jp/ E-Mail my-service@yk2.so-net.ne.jp 



７ （株）大倉      

事業名：首都圏中心型の地酒販売事業 

＜取組内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

あまり知られていない銘柄の地酒を首都圏中心

に販促事業を進め、より多くの銘柄を首都圏の

方々に知ってもらい、近年の首都圏インバウンド

も巻き込み、首都圏のみならず世界にも地元のマ

イナーな地酒を知っていただき、地酒の魅力を発

信する。 

＜事業の成果（効果）＞ 

①都内販促コンサルタントからバイヤーのニー

ズやトレンドの情報提供を受け、また飲食店を直

接紹介してもらったことで、地酒を店舗に置いて

もらえることとなった。また自社ＳＮＳ販売ツー

ル（ＢＡＳＥ）製作にも着手できた。 

②久須美酒造様の販売を取り付けた。 

③横浜高島屋でのイベント出店ができた。 

代表者名 佐藤 暢展 電話番号 0258-92-2033 

所在地 〒949-5411 長岡市来迎寺甲２６０５ 

営業内容 米穀・酒類小売業 

URL なし E-Mail nov@komegoten.com 

 

８ 大森木工（株） 

事業名：地元密着型！ 駆けつけるまちの木工屋「オオモリさん」ＰＲ事業 

＜取組内容＞ 

 

弊社を知って頂くためパンフレットをつくり、「大森木工

は建具・家具の主治医です。」というサブタイトルをかか

げ、より多くの方へ PR を行いました。 

弊社には営業がいません、しかし外部と接する社員にも

名刺を持たせ、広報活動を開始いたしました。 

＜事業の成果（効果）＞ 

初めてお会いする方も、パンフレットがあることで弊社

を知って頂き、会話のきっかけとなりました。 

初めての名刺を渡したら、笑顔と共に責任を感じてい

ることがうかがい知れました。 

代表者名 大森政尚 電話番号 0258-32-2723 

所在地 〒940-0097 長岡市山田１丁目２番９号 

営業内容 木製建具・造付家具・その他 

URL https://omori-mokko.wixsite.com/1910 E-Mail omori-mokko@proof.ocn.ne.jp 



 

１０ グランジュテ ヘア デザイン 

事業名：本物のヘッドスパ提供の為のメニュー・サービス内容の充実・向上 

＜取組内容＞ 

 

ヘッドスパでの地域一番店を目指し、長岡ではまだ取

扱いサロンの無い頭皮ケア専用商材の「ミヤビナ」を

導入。それに伴いメニュー内容の見直し価格の改正。

より多くの方にヘッドスパを体験して頂けるよう事

前にキャンペーン実施「五感の旅」をテーマに環境整

備 

＜事業の成果（効果）＞ 

・2018 年 3 月～2019 年 2 月での 1 年間のヘ

ッドスパ比率（下半期 9 月よりキャンペーン実

施）上半期 12％→下半期 17％ 

代表者名 小柴 るり香 電話番号 0258-39-6178 

所在地 〒940-0061 長岡市城内町 3-3-2 

営業内容 カット、カラー、パーマ、トリートメント、ヘッドスパ その他 

URL http//www.grand-jete.org/ E-Mail info@grand-jete.org 

９ ＯＮＲＩ – Esthe Room - 

事業名：「ＯＮＲＩ」トータルビューティーサービスＰＲ事業 

＜取組内容＞ 

 

 

 新たな顧客拡大のため、従来のフェイシャルエス

テに体質改善やフォルムアップも加えた「トータル

ビューティーサービス」を提案・発信するため、ホ

ームページの改修やフライヤーの作成、セミナーの

開催などに取り組んだ。 

＜事業の成果（効果）＞ 

女性の関心が高い体質改善やフォルムアップも加え

た「トータルビューティー」の提案を始めたことで、

新たな集客に繋がっている。 

代表者名 近藤 奈月 電話番号 090-2530-4919 

所在地 〒940-0846 長岡市花園東 2-120-14 

営業内容 エステ、化粧品販売 

URL http://www.onri-estheroom.com E-Mail Onriesthe0707@gmail.com 



１１ CASUAL DINING EU Cafe       

事業名：専属シェフ加入によるお客様満足度向上・販売促進事業 

＜取組内容＞ 
 

① １．共通のロゴ入りユニフォームの作成。 

② ２．「Coco tea」のロゴを現在の看板横に設置。 

③ ３．お店の情報が直ぐに開けるスタッフの名刺を 

④   作成。 

4・効果的なチラシづくり。 

＜事業の成果（効果）＞ 

効果的なチラシづくりにより、笹崎シェフ加入から

ずっと昨年対比を超えた売上です。名刺やロゴは今

後効果が期待できます。 

代表者名 飯浜 祐介 電話番号 0258－77－3815 

所在地 〒940-0066 長岡市東坂之上町３－４－３ 

営業内容 飲食業 

URL http://eucafe.owst.jp E-Mail eu-café@nct9.ne.jp 

 

１２ （有）カンダプロセス 

事業名：デザイナーのための工房開設と作品物販に伴うＷｅｂ構築 

＜取組内容＞ 

 

Ｗｅｂを構築・更新し、会社設備（主にシルク印刷

機）を活用しデザイナーを招き実際に印刷体験をし

てもらった。 

(1) 工房として弊社工場を一般開放し、デザイナー

の勉強の場・集う場所にする。 

長岡市内のデザイナー・芸術系の大学生をター

ゲットに、デジタル印刷のためのデザインと、

アナログ印刷のためのデザインの違いに関する

講習会を開催する等、デザイナーたちから実際

にシルク印刷に触れて理解を深めていただく。 

＜事業の成果（効果）＞ 

一般のデザイナー及び長岡造形大学の学生3名を弊

社工場内にて印刷体験。造形大学の学生は合計 6回

参加、最終日にはほぼ一人ですべてをできるまでに

成長。デザイナーと印刷会社の認識の違いを理解い

ただけた。 

代表者名 小見 裕之 電話番号 0258－33－0329 

所在地 〒9400052 長岡市神田町１－２－１８ 

営業内容 スクリーン印刷、パッド印刷、特殊印刷 

URL www.kanpro.net E-Mail sales@kanpro.net 

http://www.kanpro.net/
mailto:sales@kanpro.net


 

１４ （株）朔    

事業名：地域を食そう！農家応援ＰＲ大作戦 

＜取組内容＞  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①ＨＰに業者向けの専用ページを追加し、ＢtoＣではな

くＢtoＢも対応できる環境を整え、販路の拡大を目指し

た。 

②農林水産省が主催する「フード・アクション・ニッポ

ン・アワード」に地元畜産農家の肉を使用した自社オ

リジナル「肉とば」を出品。 

③長岡産の牛をＰＲするため、畜産農家の方と商品開発

に向けた打合せや品質改良の研究などを行い、より質の

良い牛を提供するように取り組んだ。 

＜事業の成果（効果）＞ 

①改良した肉とばが、農林水産省主催のフード・アクシ

ョン・ニッポン・アワードに入賞 

②アワードの品評会にて企業と新規契約獲得 

③ＨＰの専用ページによる商品の問い合わせ増加 

代表者名 山﨑武雄 電話番号 080-3140-1873 

所在地 〒940-0066 新潟県長岡市東坂之上町 2-6-1 近藤ビル 1Ｆ 

営業内容 飲食店経営、ネット通販 

URL http://www.saku-nagaoka.co.jp/ E-Mail saku220222@yahoo.co.jp 

１３ GRAMERCY   

事業名：ディナータイム強化による客単価向上、販売促進事業 

＜取組内容＞ 

 

 

1． ディナータイムに適したメニューの開発 

・長岡造形大学の学生さんとコラボし、夜のおすすめメニ

ューを作成しました。ディナータイムのドリンク、フー

ドのメニューを変更し新たに作成した。 

２．夜の外観のイメージアップと駐車場の整備 

  ・夜間でも駐車しやすくするため、ラインを引き、 

駐車場を整備。道路から奥まったところにある当店が、 

夜間でも営業していることが離れたところからでもわ 

かり、夜の飲食店の雰囲気づくりにもなるよう発光する 

店名看板を作成、設置した。 

３．ディナータイム営業の広告宣伝 

・１.の造形大の学生さんとのコラボメニューを来店される 

お客様に、ディナータイムの内容が変わるお知らせ、宣 

伝をした。 

＜事業の成果（効果）＞ 

１．駐車場ラインのおかげでお客様がストレスなくきちんと

駐車場に駐車できるようになり、スタッフの駐管理も楽に

なりました。駐車台数も増え集客、売り上げに増加に繋が

りました。 

２．学生さんとの交流により学生さんの中での当店の認知度

アップに繋がりました。近隣の長岡造形大学のお客様から、

ゼミの打ち上げ会、海外学生との交流会等に利用していただ

けるようになりました。 

代表者名 松本 慶太郎 電話番号 0258－７７－７４７４ 

所在地 〒940-2021  長岡市宮関１-3-64 

営業内容 飲食店 

URL なし E-Mail gramercy@nct9.ne.jp 



１５ 社労士オフィス岩田や 

事業名：地域に密着した労務・年金勉強会による顧客獲得事業 

＜取組内容＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①企業向けの勉強会（労働法、雇用関係の助成金等）

Ｈ30 年 10/31.11/16,12/13 働き方改革と助成

金の勉強会を開催済。今後経営者、人事担当者向けの

勉強会を企画（Ｈ31.4/15より2か月に1回ペース） 

②個人向けの勉強会（障害年金）Ｈ 30 年

9/5(水）,10/12（金）,11/8（木）を計 6 回ほど開

催しました。上記の勉強会を、それぞれの対象者に効

果的な方法で告知・PR をしました。 

  広告宣伝料：（広報費） 

＜事業の成果（効果）＞ 

宣伝効果で知名度が上がり、企業からの問い合わせが増え、

2018 年 11 月から 2019年 2 月毎月 1～2 件の労務顧問契

約を受注しました。また就業規則の改訂依頼を同時に獲得した

ため、年間目標を達成。 

2018 年 1 月... 0 円 

2019 年 2 月... 3,233,000 円（顧問料×12+就業規則改訂

料 年間見込み） 

代表者名 社労士オフィス岩田や（現 ノア社会保険労務士法人） 電話番号 0258-30-1520 

所在地 〒940-0061 長岡市城内町 2-6-22 ホクエンビル 4階 

営業内容 人事労務トラブル解決相談、就業規則の作成、人事評価制度の構築、助成金コンサル、給与計算、社会保険手続き代行 

URL 
https://human-ressource-consultin

g-647.business.site/ 
E-Mail iwata@noah-sr.com 

 

16 （株）ツヴァイハンダー・ジャパン 

事業名：ブロックチェーンを利用したゲームアプリの開発・PR 

＜取組内容＞  

三社共同で事業を行った。ゲームアプリを開発し、

リリースした。広告にはツイッターを活用した。

補助金はこのツイッター広告費に使った。 

PR のため、新潟市のイベントにゲームを出展。

商工会議所のメール、イベントも活用した。 

＜事業の成果（効果）＞ 

獲得ユーザ数：26 

売り上げ：日本円で約 4.9 万円 

日本ではまだ数本しかないブロックチェーン技術

を使ったゲームをリリースできた。 

代表者名 半田洋丈 電話番号 0258-37-1233 

所在地 〒940-0861 長岡市川崎町 762-8 

営業内容 コンピュータシステムの企画・開発・販売 

URL https://zweihander.jp/ E-Mail handa@zweihander.jp 



17 長岡市共通商品券（協）   

事業名：「はたプラ×ながおか商品券」働くみなさんを地域通貨で応援事業 

＜取組内容＞  

 
はたプラ企業で働くみなさんを地域通貨である長

岡市共通商品券を割引販売することで、加盟店の

売上や認知度をアップする。 

 また「はたプラ企業」にも関心をもって頂く。 

＜事業の成果（効果）＞ 

夏季賞与支給時期に「はたプラ商品券」を販売し

た企業数のべ 26 社、人数のべ 92 名、販売額

2,317,000 円。はたプラ企業の問い合わせもあり 

代表者名 理事長 今井 廣和 電話番号 0258-86-7107 

所在地 〒940-0061 長岡市城内町 2丁目 6 番地 22 

営業内容 商品券発行事業 

URL https://nagaoka-shohinken.jp/ E-Mail watabe@nagaoka-shohinken.jp 

 

18 長岡電子（株）    

事業名：新たな販路開拓の為の営業ツールの展開 

＜取組内容＞   

「㈱長岡歯車製作所」とコラボレーションした営業

活動を展開する為、2 社のパンフレットが揃った際

にデザイン的に完成するような視覚効果を入れ込

んだパンフレットを作成しました。⇒ 具体的に

は、焼入れ前の歯車を「長岡歯車製作所」のパンフ

レット表紙に採用し、「長岡電子株式会社」のパン

フレットで、焼入れ時の歯車の状態を表現しまし

た。 

＜事業の成果（効果）＞ 

展示会出展の際に営業ツールとして活用し、わか

り易く技術的内容を伝える事が出来ました。新規顧

客の獲得と既存顧客への深耕を図れ、業績の拡大が

期待できます。 

代表者名 山崎 隆 電話番号 0258-22-1030 

所在地 〒940-1146 長岡市下条町７７７ 

営業内容 金属熱処理業 

URL なし E-Mail nagaokadensi@image.ocn.ne.jp 



１９ （株）中村商店（ワイン中村）    

事業名：ショップイメージアップの為のオリジナル手提げ袋＆包装紙の制作  

＜取組内容＞  

SNS での PR のため OR コードも入れたオリジナ

ル手提げ袋を作成。 

包装紙、手提げ袋、ショップカードを統一したデザ

インで造り、イメージアップを目指した。 

＜事業の成果（効果）＞ 

作成に時間がかかり、12 月からの採用になり現在 

のところ 500枚程度の使用状況なので効果は判ら 

ないが、お客様の反応は良いです。 

代表者名 中村新太郎 電話番号 0258-32-0434 

所在地 〒940-0055 長岡市袋町 2-1084-4 

営業内容 ワイン、日本酒の小売販売。 

URL http://www.wine-nakamura.com E-Mail info@wine-nakamura.com 

 

２０ BARBER&SHOP NOBLE 

事業名：待合スペースの有効活用による広がる可能性 

＜取組内容＞ 

 

 

・オリジナルデザインのテーブルを作成 

・去年からパート従業員を新規雇用したことで、店

内の収容人数が変わり新しい取り組みをする事が

可能になりました。そこで新たに待合での来客の

対応、ご案内のスペースを二箇所確保することに

よりお客様がよりリラックスして店内の商品を眺

めたり、施術が終わってからゆっくりする時間を

作る事できました。 

＜事業の成果（効果）＞ 

店販売上 UP、お客様のスムーズなご案内、店内の 

有効活用が出来るようになりました。 

代表者名 オーナー 大久保 貴史 電話番号 0258-94-4613 

所在地 〒940-0081   長岡市南町１丁目９－６ コーポ信濃１－５ 

営業内容 理容業 

URL https://www.barbershop.jp/ E-Mail barbershop.noble@gmail.com 



２１ （株）ナンバ               

事業名：自社開発商品の販路拡大に向けた、展示会への新規出展 

＜取組内容＞ 

 

食品工場向けの設備を中心とした展示会「フードフ

ァクトリー」（9/28開催、会場：東京ビッグサイト）

に新たに出展を行い、自社開発製品のフロン漏えい

検知システム「フロンキーパー」の拡販を行いまし

た。 

＜事業の成果（効果）＞ 

デモ機の取付がフロンキーパーで 4台、同時出品し 

た省エネコントローラ KE2 で 2台。継続訪問先が 

48 件となっています。 

代表者名 難波俊輔 電話番号 0258-42-2211 

所在地 〒940-2311 新潟県長岡市三島新保 633-1 

営業内容 建設設備業 

URL https://nanba1.jp/ E-Mail inf@nanba1.jp 

 

２２ （株）FARM8    

事業名：テイクアウト専門・発酵ドリンクのプロモーション事業 

＜取組内容＞ 
 

お湯で溶くだけで楽しめる酒粕が主原料のドリンク

の素を 5 月に発売。新商品プロモーションを行う。 

①店頭でテイクアウトができるドリンク販売を開始

②販売スペース、事務所スペースのレイアウト変更 

③カタログ等を作成、配布 

＜事業の成果（効果）＞ 

テイクアウトのみの売上金額に限らず、店舗の集客

につながり売上金額は増加。相乗効果で作業効率も

上がり人件費の削減につながりました。 

代表者名 樺沢 敦 電話番号 0258-94-5518 

所在地 〒940-1106 長岡市宮内 3-3-19 

営業内容 加工食品製造、販売、商品開発他 

URL http://farm8.jp E-Mail info@farm8.jp 



２３ （株）Fun Freaks   

事業名：定例ダンスパーティーで暮らしの楽しさ UP 計画 

＜取組内容＞ 

 

 

自社運営のダンス教室と飲食店（Forty-Niners）を

連結させ、生徒参加のダンスパーティーを開催。ダ

ンスを極めることよりも踊る楽しみを重要とし、レ

ッスン料を安価にして新規生徒獲得に努めつつ、ダ

ンスパーティーによる飲食部門の売上増加を目指し

た。また、口コミ頼りだったダンス教室の広報を強

化した。 

＜事業の成果（効果）＞ 

今回の事業で獲得した生徒は１名のみ。しかし募集

時期の変更により効果が期待できそうだ。予定通り

少人数だがダンスパーティーを開催した。 

代表者名 大橋 元木 電話番号 0258-37-1807 

所在地 
〒940-0066 

新潟県長岡市東坂之上町 2-3-4 いこいビル１F 

営業内容 飲食店経営・ダンススタジオ運営 

URL https://line-dance.fun E-Mail funfreaks@master.email.ne.jp 

 

２４ （株）ブルーミング 

事業名： ファンデーションでパーソナルカラーを診断できる新システム 

＜取組内容＞ 

 

 

従来のドレープ(布)を当ててその場の光や背景に左

右され、感覚に頼りながら診断して来たパーソナル

カラー診断のやり方を覆し、肌に対して安全性の高

い 6 種類のファンデーションを直接肌に塗布してパ

ーソナルカラーが簡単に診断出来る事で、お客様の

ライフスタイルのクオリティーの向上を図り他店と

の差異化をより進めていける。 

＜事業の成果（効果）＞ 

使ったお客様の顔のシワやシミが目立ちづらくなり

明るくなった。正確なパーソナルカラーの把握によ

るヘアカラーやメイク、服飾などのファッションの

アドバイス強化が出来た。そして、まちゼミの講座

内容にも取り入れた。 

代表者名 嶋岡 隆 電話番号 0258-36-0011 

所在地 〒940-0061 長岡市城内町 2丁目 6-22 ホクエンビル 1階 

営業内容 美容業 

URL www.bloombloom.com E-Mail info@bloombloom.com 



２５ もみかる長岡 

事業名：手もみマッサージの新規メニューPR 強化による販売促進活動 

＜取組内容＞ 
【丸ごと生活情報】     【ﾒﾆｭｰﾘｰﾌﾚｯﾄ】 

 新たにメニューに加えた『フェイシャルコース』

を地域情報誌でＰＲ掲載するととともに、10分間延

長サービスの特別特典を付加し、新規顧客の獲得に

向けて取り組んだ。 

あわせて、店舗用の紹介パンフレットを作成し、既

存客の口コミによる新規顧客の発掘を行った。 

＜事業の成果（効果）＞ 

新規に来店いただいたお客様 50人のうち、約 70％

が、地域情報誌を見て来店されたお客様であり、売

上全体の 1.5％アップとなった。 

代表者名 西 雄介 電話番号 0258-86-6699（宮内店） 

所在地 〒940-1162 長岡市西宮内 2-23（宮内店） 

営業内容 リラクゼーション マッサージ 

URL https://www.momikaru.com E-Mail nagaoka-miyauchi@momikaru.com 

 

２６ （有）山崎商店 

事業名：シニアに優しくシニアが楽しい店舗改装でお洒落ライフをお手伝い 

＜取組内容＞ 

 

 
昔からのお得意様が高齢化するなか、シニアの皆様

がお洒落ライフを心ゆくまでお楽しみいただけるよ

う、立ち上がりがラクなスツールとソファ、転倒と

寒暖差を防ぐ足元マット、手すりとしても使われる

商品棚の荷重補強を行った。 

＜事業の成果（効果）＞ 

サロン機能を強化できたことで、おもてなし効果が

アップし、お客様一人当たりの滞在時間が長くなり、

購買単価が上がりました。 

代表者名 山崎 良雄  電話番号 ３２－３３３７ 

所在地 〒940-0062 長岡市大手通２丁目 1-15 

営業内容 洋品小売（婦人服、ダンス用品） 

URL なし E-Mail なし 



２７ （株）花開   

事業名：高年齢者への認知症予防啓発事業 

＜取組内容＞  

 高齢者の方が、認知症になるリスクは人と会わなくなること 

と、知的活動が低くなる事と言われている。83 歳にして高

齢者向けのパソコンやタブレット指導を行っている山根明氏

を招き、長岡市の高齢者へ向けて認知症予防を啓発し運営す

るタブレット教室への集客活動とする。 

＜事業の成果（効果）＞ 

山根様の講演会からタブレットに興味を持ってもらい、無料

体験会の参加から７名の入会に繋げることができた。また、

認知症予防の視点からも８３歳でなお現役で講師活動されて

いる山根様本人の様子を見て刺激された参加者も多数いたの

で、弊社がねらいとしていたタブレットの普及と認知症予防

の視点については周知できたと考える。 

代表者名 代表取締役  齋藤 恵 電話番号 ０２５８－８９－８７９９ 

所在地 〒９４０－０８６４  長岡市川崎６－８５３ 

営業内容 パソコン教室運営、障がい児福祉サービス事業所運営 

URL https://yumekanow.com/ E-Mail hanahiraku@xrj.biglobe.ne.jp 

 

２８ （株）縁 enishi 

事業名：芸術性の認知で新たな客層を獲得する為の専用 web 開設 

＜取組内容＞  

 2014 年より、自社のブランド力を高め、その価値

を消費者に伝える為に『アートワークス』という芸

術性の高い広告作品を作っており、その世界観を表

現できるホームページを新たに作成し、感度の高い

ターゲット層に婚礼・写真プランへの誘導を促した

いと考えています。 

＜事業の成果（効果）＞ 

事業スケジュールが大幅に遅れてしまい、完成後ま

だ日が浅く、効果が現れるまでもう少し時間がかか

りそうです。 

代表者名 鳥島悦子 電話番号 0258-34-9588 

所在地 〒940-0046  新潟県長岡市四郎丸 4-9-5 みやうちビル３F 

営業内容 和装レンタル業 

URL https://artworks.enishi.ne.jp E-Mail info@enishi.ne.jp 

https://artworks.enishi.ne.jp/
mailto:info@enishi.ne.jp


 

２9 （株）生活情報新聞社 

事業名：自動組版システムの導入によるデザイン業務の省力化 

＜取組内容＞ 

 

デザインの専門的なスキルがなくても情報誌の記事

広告を作成できる自動組版システム。 

従来、デザイナーを通して行なってきた作業を省く

ことで作業手順が劇的にシンプルになり、省力化や

残業時間の削減につなげる。 

＜事業の成果（効果）＞ 

デザイン業務の省力化が図れた。 

営業担当者が出先で文字修正に対応できるため、生

産性が向上した。 

代表者名 長原信幸 電話番号 0258-28-3328 

所在地 〒940-2121  長岡市喜多町 386番地 

営業内容 フリーペーパー「まるごと生活情報」の発行 

URL www.s-joho.com E-Mail info@s-joho.com 

 

30 （株）山嘉商店 

事業名：世界発信型 HP の作成 

＜取組内容＞ 

 

HP から予約が出来る事により、世界中の方から長岡

に来て頂き、レンタカーを活用して頂き、長岡の活

性化に繋げて行きたいと考えております。 

＜事業の成果（効果）＞ 

HP から予約が出来るようになった事で予約や問い

合わせが増えてきました。 

代表者名 山崎 嘉平太 電話番号 0258-33－1100 

所在地 〒940-0061 新潟県長岡市城内町３－２－１ 

営業内容 石油販売 レンタカー 

URL http://yamaka-net.com/ E-Mail Yamaka531@cap.ocn.ne.jp 



 


