
通常枠

NO 企業名 市町村 テーマ名

1 わび助 魚津市 テイクアウト事業の強化を目的とした専用サイトとカタログの作成

2 有限会社バナナプロジェクト 魚津市
コロナ禍でもテイクアウトで売上を確保し続けるための設備増強と厨房
大改装

3 魚安 砺波市
新しいホームページの作成で、お取り寄せ商品の販売拡大と新メニュー
の広告と販売

4 H・F・Oまえだ 高岡市 コロナ禍の現状にそくした環境整備での売上回復

5 煮込みと惣菜の店 ぺんぎん食堂 富山市 完全非接触型デリバリー事業における販路拡大

6 有限会社中島商事 黒部市
「とやまの美味しいフルーツ＆アルペンチーズケーキのコラボレーショ
ン」

7 株式会社ユー京都 富山市 非対面での営業システムの構築

8 ＭＯＲＴ企画株式会社 富山市 自社サイトリニューアルによる広告の強化

9 良久工業株式会社 富山市 コロナ禍に対応した仕事環境の構築による生産性の向上

10 株式会社北越 富山市 曲げ加工精度の向上及び非対面型ビジネスの導入

11 株式会社ふくみつ華山温泉 南砺市
未来型セルフレジ券売機を用いた非接触マルチ決済で効率アップ飲食店
営業

12 中村印刷工業株式会社 富山市
オンライン商談体制の構築、オンラインによる営業体制の強化およびオ
ンライン「工場の見える化」による生産体制の強化

13 株式会社フォーシーズンズ 高岡市 冷凍商品アレンジレシピ実演販売による売上向上

14 株式会社ハッピーワン 魚津市 AR・VR活用、テレワーク・ビデオ会議システム設備

15 株式会社　五十嵐商店 富山市
ECサイト作成による新規販路開拓、その後の生産～販売加工～直販への
道筋

16 猪俣商会 富山市
コロナ禍で落ち込んだ売り上げをテイクアウト販売の強化で回復と更な
る上昇を目指す。

17 株式会社アルシス 富山市 ドローンを使った高所機械設備点検作業付加サービス事業

18 有限会社はなと 黒部市
カラオケボックスの業態転換により、街の賑わいを取り戻し、レンタル
ルームのニーズを掴むと共にまちづくりの応援をする。

19 ㈲綾子南営農組合 小矢部市 効率の良い作業機械の導入によるコスト削減

20 伸樹株式会社 富山市
WiFiなどの設備、館内無線AP更新工事によるリモート、ビデオ会議の活
性化

21 株式会社　オーク 高岡市
旧来型の対面型営業による受注機会の損失を解消するため、リモートシ
ステムを導入

22 大野前田接骨院 高岡市 コロナ禍における新サービスの提供による営業体制の再構築

23 株式会社　能田アルミ 氷見市 コロナウイルス感染対策の設備導入

24 三欣製作所 高岡市 研削工程の生産性向上による特急対応力強化・受注拡大事業

25 松木菓子舗 氷見市 ＣＹＣＬＥようかんの生産性向上による販路の拡大

26 株式会社本田工務店 富山市 地場の工務店における事業のDX化

27 イザック　レイミー 富山市 環境改善のため店舗改修（抗ウイルス対策工事）

28 AZALEA 富山市
新製品の創造、自社製品比率を高め、主力製品とすることでコロナ等に
も対応出来るようにする。

29 株式会社リョーシン 富山市 新型コロナウイルス対策「感染症予防対策」の導入

30 医療法人社団ナラティブホーム 砺波市 終末期対応相談室の拡張

31 株式会社　匠技研 富山市 専用ライン構築のための天井クレーンの導入による受注拡大事業

32 株式会社Climate 富山市 英語対応ECサイト構築と英語対応Facebookサイト構築

33 有限会社魚河岸 射水市 ECサイト構築による首都圏での白えび販路開拓の実行

34 株式会社ウチダハウス 富山市 オリジナル家具の制作と販売

35 株式会社　北山物産 黒部市
伏流水で洗浄・焙煎・抽出した「水出し珈琲」の移動販売サービスの確
立

36 株式会社　エフエムいみず 射水市
川の駅・新湊『内川リバーサイド・スタジオ』（サテライト）の新規開
設



NO 企業名 市町村 テーマ名

37 株式会社Dental Studio form 魚津市
デンタル技術を用いた短時間で高精度な歯科技工物の作成を可能にする
切削加工機の導入

38 地産の黒部 黒部市 一目でわかる商品陳列でお客様本位の店づくり

39 株式会社　ミルコム北陸 射水市 非対面型システム導入による事業展開

40 株式会社夢創建 高岡市 オンラインでの内覧会実施

41 パティスリージュメル 黒部市 アイスクリーム、ソフトクリーム新開発、新商品販売

42 株式会社プロジェクトタネ 高岡市 地元密着型ECモール事業による新規クライアント開拓

43 有限会社ワイズサポート 富山市 PR動画を活用して事業の集客数増加事業

44 株式会社アリタ 高岡市 競争力強化のためのデジタル化推進

45 サカエ金襴株式会社 高岡市 デジタルカタログ活用による販路拡大

46 あべ耳鼻咽喉科クリニック 高岡市 コロナ禍における院内感染及び花粉の院内侵入予防

47 有限会社中山農産 高岡市 市場のニーズに即応した新たな商品生産・販売事業

48 株式会社マック興業 魚津市 更なる成長を狙う人材育成（研修）

49 株式会社ヨネダアドキャスト 高岡市 LED発光素子製品、品質安定化による売上高向上

50 moohno 富山市
テラス席増設で席数の向上と密の回避・集客アピール
～雰囲気あるテイクアウトの確立へ～

51 株式会社山崎 小矢部市
WEBカタログ、ECサイトの利便性・機能向上により、人の手を介さずに受
注可能なシステム構築を実現させ、生産性向上、販売促進を両立させる
事業

52 株式会社ガスコムノムラ 南砺市 LPガス検針業務のクラウド化ロードサーベイデータ取得活用

53 エムブイピー株式会社 富山市
換気システムの増設及び改修工事と消毒機器等の設置による感染症対策
への強化

54 株式会社島田商店 富山市
新川工場内の環境改善（換気・冷房設備導入による感染症・熱中症対
策）

55 株式会社キャステム 富山市 ネットを活用した技術の見える化、疑似対面型ビジネスモデル構築

56 株式会社矢郷米 富山市 オゾン発生装置による精米工場のウィルス除菌

57 富山福舞本舗株式会社 富山市 「きくらげスープ」リニューアル商品ＰＲ事業

58 三和インフォメーションビーエムエス 富山市
コワーキングスペースの新設とVR活用による、新規顧客の獲得と販路拡
大

59 中越鉄工株式会社 南砺市 工場内Wi-Fi整備による製品検査の効率化

60 株式会社クリヤマ 氷見市 成形技術ノウハウを生かした技術の高度化による受注獲得事業

61 有限会社　桃源 黒部市 新技術を利用した設備購入による感染症対策

62 有限会社荒井発条製作所 高岡市 タブレット導入における生産性向上

63 株式会社ゼフィール 小矢部市
コーポレートサイト構築・広告宣伝による事業領域の拡大及び新規顧客
開拓

64 北陸ファイリング株式会社 富山市 女性の働く環境とデジタル化の推進

65 有限会社　苗加製作所 高岡市 コロナ過を見据えたアルミニュウム製品の生産プロセスの革新事業

66 株式会社うまや 富山市 WEB広告による新規客の獲得とターゲットを絞り込んでのマーケティング

67 ガレージエレマ 富山市
車は家財の一部！安心で安全、そして愉しみのあるカーライフを車好き
の方々へ！！

68 有限会社ジェイシーバール 富山市 販路開拓・売上向上、ECサイト作成、ECサイト構築（コンサル）

69 株式会社オールロジスティクス 富山市
社名変更後の知名度向上と会社の詳しい情報提供の公式ウェブサイトを
作成。PCからスマホまで様々なデバイスに対応したレスポンシブウェブ
デザインのサイト作り。

70 みたむら歯科医院 魚津市 口腔内スキャナー導入によるデジタルワークフローの環境づくり

71 下田温泉 魚津市 銭湯客用駐車場の増設　棒状鱒鮨の開発及び販路拡大
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72 株式会社チームKT 高岡市 安心安全な店舗環境作り

73 南部白雲木彫刻工房 南砺市
県伝統工芸（井波彫刻・庄川挽物木地）技術を活かした新商品開発と販
路開拓

74 株式会社　山田商会 高岡市 リモートワークの環境整備

75 大佛旅館 高岡市 ワーケーションにも利用できる旅館を目指すための取り組み

76 たこあつこ陶芸工房 射水市
陶芸作品の販路開拓。新商品とのコラボで売上向上を目指しコロナを乗
りきる。

77 株式会社　総務部 富山市 巡回監査・自宅勤務対応モバイルPC導入計画

78 氷見軽合金株式会社 氷見市 WBGT指数分析による、労働環境整備・生産効率向上

79 ながさきクリニック 射水市 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止対策

80 有限会社マルイケエルカンパニー 射水市 リフォーム・ガーデン事業体制の構築及び下見作業体制の強化

81 サロン　ド　颱美（ふうび） 立山町
コロナを気にせず安心して施術を受けられるサロンの創造と新たな顧客
獲得

82 株式会社渡製作所 高岡市 製造リードタイム短縮・精度向上・品質安定化による受注拡大事業

83 岸本綾子 射水市 新コース開設に伴う個室マッサージルームへの改装

84 株式会社若野鋳造所 高岡市 製造現場におけるWi－Fi環境構築とリモート立会の実現

85 有限会社リボンプランニングオフィス 富山市
LINEを使った非接触型ゴルフレッスンの展開と新規顧客獲得キャンペー
ン

86 カーショップマキ 高岡市 事務所（ショールーム）内の環境改善による集客の増加・売上向上

87 株式会社アースクリーン２１ 射水市
マスク着用と暑さ対策
空調服の導入で感染予防と快適な作業環境を確保

88 有磯運輸株式会社 氷見市 輸送情報活用による運送ルート・燃料の最適化

89 レイバーアンドラボラトリー 富山市 新規顧客開拓のための商品開発

90 神戸屋神明店 富山市
真空機使用による新商品開発と店頭販売、地方発送での売上UP及び施設
環境改善

91 株式会社　高田電機 富山市
現場でのニーズに素早く対応できるシステムで、生産性の向上を目的と
する

92 キックボクシングオノリュウ道場 射水市
WEB予約システムの導入による販売促進とサーマルカメラ導入による感染
症拡大防止

93 医療法人社団　小栗小児科医院 高岡市 新型コロナウイルスに対応するため、診療所の環境改善を図る。

94 萩浦工業株式会社 富山市 アルミ建材を用いた保護カバーの新商品開発

95 協和紙工業株式会社 射水市 IoTによる保全管理　実証実験

96 有限会社サンダ工務店 魚津市 冷凍クレープ通販サイトの新規開設、Instagram発信による販売力強化

97 有限会社W-Life 高岡市 ホームページ作成による宣伝及び冷凍保管設備導入による売り上げ向上

98 有限会社　梨花苑 富山市 感染症対策の実施による売上高の向上

99 アブラ商事　株式会社 小矢部市 油外収益の確保及び立地を生かした販促ツールによる営業推進

100 大洋住宅株式会社 富山市 認知拡大を目的とした各種ランディングページの制作＆web広告の配信

101 株式会社立山酒店 魚津市 自社独自に製造する米麹を使用した飲料のテイクアウト事業

102 株式会社エイト 高岡市 RFID入出荷管理システム導入による生産・品質管理の高度化

103 株式会社岸田 氷見市 Wi-fi環境の整備による、社内連絡体制の効率化

104 井上機材株式会社 射水市 オンラインでの受注体制構築

105 株式会社COZY 富山市
オンラインミーティングやビデオ会議、webカタログによる非接触型の積
極的営業

106 株式会社能作 高岡市
錫製品開発および錫・真鍮製品の見本市（インテリア ライフスタイル
2021）出展

107 京田仏壇店 高岡市
希少技術（高岡仏壇、高岡漆器）を活用した自社製品開発と販促HPの開
設
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108 朝日化工株式会社 小矢部市 品質管理室の空気環境改善

109 株式会社大重亭 高岡市 売上向上に向けてテイクアウト・デリバリーの強化

110 有限会社シモダテクニカル 入善町 新規受注に対する材料の搬入、製品の搬出の為の社内体制の構築

111 宇奈月ビール株式会社 黒部市 レストラン・テイクアウト事業拡大

112 株式会社ナカニシ 富山市 富山県におけるドローン市場開拓

113 富三運輸有限会社 富山市 運送業のDX推進による配送効率の向上

114 株式会社　フリーダム 富山市 出向先での作業を自宅で対応するための設備投資

115 吉沢工業株式会社 黒部市 環境負荷低減に寄与する製品開発

116 新和設計株式会社 富山市 測量業におけるICT技術導入による生産性向上

117 株式会社ＴＨＧアセットマネージメント 富山市 テレワーク等リモートワークの環境整備

118 有限会社　山本実燃料店 小矢部市 IoTネットワーク構築による非接触検針と業務改善

119 ムラモトユニフォーム株式会社 富山市 業務効率化に資する設備導入

120 医療法人社団となみ野歯科診療所 砺波市 感染対策設備増設などを通じた環境改善

121 中島農産 富山市 新規顧客獲得に向けた農産物販売体制の構築

122 有限会社土合興業 射水市 積算ソフトウェア導入によって、公共工事落札率を向上させる

123 河原歯科技工所 富山市 義歯（入れ歯）製作分野の開拓

124 長岡工業株式会社 富山市 勤怠管理のIOT化、残業時間の見える化、ワークシェアリング推進

125 株式会社池田組 南砺市 利便性に優れた拠点を整備し、新規事業に取り組む

126 株式会社　浅野組 小矢部市
特殊車両機器の購入により、作業効率向上をはかり生産性を向上させま
す

127 羽根石材 富山市 地域内外の需要開拓と、顧客増に応ずる体制づくり

128 立野原建設株式会社 南砺市 現場に係る労務費の削減

129 株式会社アルテック 富山市 適切な金型温度調節・管理による自社成形加工技術の高度化・受注回復

130 株式会社アルクトラベル 富山市
コロナ禍でも安全に申し込みを！WEBサイトリニューアルで募集ツアーの
訴求力と利便性を上げて、申込件数アップを目指す！

131 株式会社ヒルツ 富山市 最新型漏水探知器導入による生産性の向上

132 KOHEI GLASS STUDIO 射水市 制作体験スペース作成による売り上げの向上

133 有限会社LEGEND OF K 高岡市 オンライン会議システムの構築と活用による業績改善

134 フジマーク株式会社 富山市 在庫置場を整備し作業場を確保する

135 有限会社ホテル草津 富山市
HPの刷新、トイレの洋式化による環境整備を実施し、集客力アップを図
る。

136 医療法人社団アルペン会 富山市 ビデオ会議システム等の活用のためのWi-Fi環境整備

137 有限会社GM交通 滑川市
自社ホームページへの「混雑状況表示システム」および「60分以上後の
タクシー予約システム」の構築

138 キャリアワン株式会社 富山市
自社オリジナル「面談予約・管理システム」および「新しい営業活動様
式」の構築

139 食堂nogi 富山市 ホームページ作成と除雪機導入による売上向上

140 有限会社寺崎設備工業所 魚津市 ポストコロナを見据えた生産性の向上と人員確保

141 Fondle（フォンドル） 富山市 肌トラブルの可視化により高品質かつ納得性の高いサービスの提供

142 アイオーティカーボン株式会社 富山市
リサイクル製品のWEBサイト整備（スマートフォン対応・EC連携）とPR
ツール制作


