通常枠
NO

企業名

市町村

テーマ名

1

北陸機材株式会社

富山市

DX推進による営業情報の迅速な共有及び業務の効率化

2

スチロ化学工業株式会社

高岡市

市場競争力増強のためのＤＸ推進

3

株式会社

上市町

冬季収益源の新規確保を目指した除雪用ミニホイールローダ導入事業

4

ワイワイ居酒屋 小糸

富山市

自社WEBサイトとVR活用で販路拡大

5

株式会社AZZURRI

富山市

「富山にないリーズナブルなホルモン焼肉大衆酒場」の創設

6

マキノ歯科医院

富山市

新型コロナウイルス等感染症感染拡大防止策

7

写楽

富山市

観光客の集客拡大およびコロナ感染症対策の充足をはかる

8

有限会社フーズデベロップメント

富山市

9

有限会社酢谷不動産

高岡市

若者向けに特化した醤油とんこつラーメンの開発及びキッチンカーでの販
売展開により売上向上を目指す！
専門知識に対応可能な「ワンストップサービス」提供の為の会議スペース
環境改善

北優建材

10 有限会社カネツル砂子商店

滑川市

富山県・滑川・ホタルイカの魅力を伝えるWEBサイトの開発

11 道路施設株式会社

富山市

社内Web会議・顧客とのWeb面談等への環境整備

12 株式会社タカギコーポレーション

富山市

オンライン相談体制の構築によるDX窓口の推進

13 風樹

富山市

ベランダ付きコンテナハウスの販売事業

14 株式会社小泉エンジニアリング

富山市

設計業務内製化による販路拡大

15 株式会社テリーナ

刺繍生地製品の新規開発とリモートワーク推進による売上拡大と業務効率

小矢部市 化

16 有限会社北陸プランナー

高岡市

17 株式会社シンムラ

富山市

18 株式会社

富山市

山竹園

既存データ抽出・変換・可視化システム導入による業務効率化と非接触面
談体制の構築
IOT遠隔サポートシステムを活用した業務用空調・厨房機器修理作業効
率・品質向上
商品情報サイト構築による売上拡大と、オンライン会議システム導入によ
る経営判断のスピードアップ化による事業展開

19 辻工業株式会社

氷見市

ビヨンドコロナに向けたDX環境整備

20 合同会社 Gatucoino

富山市

お弁当からギフトへ。富山県発！「低糖質ヘルシー押し寿司」の開発と全
国販路開拓

21 株式会社

北辰工芸社

富山市

ポストコロナを見据え、Webサイト制作で営業ツールの強化を図る

22 モズミ歯科クリニック

舟橋村

感染症対策・三密防止のための診療環境改善事業

23 しろがね屋裕翠

高岡市

自社HP制作による情報発信と販路開拓

24 川田食品株式会社

氷見市

小ロット生産・試作品の対応

25 となみ駅前商店街振興組合

砺波市

お客様への駐車場提供と各店舗のサービスの宣伝広告

26 有限会社オートレイド

射水市

2柱リフト入れ替えによる業務効率化

27 ストライド

富山市

新規出版事業のための書籍制作ノウハウの取得と向上

28 立山緑化

株式会社

上市町

枝木破砕機の導入による販路開拓＆内製化と経営革新の推進事業

29 有限会社

ヒダ石油店

高岡市

新ゲートリフト導入による販路開拓及び生産性の向上

30 鈴木工務店

滑川市

VRを利用した庭小屋の非接触によるプロモーション

31 株式会社ブロッサム

魚津市

「ソーシャルディスタンス」を保てる職場への環境改善

32 フラワーショップ花新

小矢部市 ホームページ・ECサイト導入とSNS情報発信による販促事業

33 有限会社たかくわ

砺波市

「ファッション×エステ」の相乗効果発揮による売上向上

34 有限会社北山産機

富山市

非接触型ビジネスの導入、及び、機械メンテナンスの動画配信による生産
性の向上と林業従事者に対しての啓蒙活動

35 M3

富山市

換気・間仕切り・抗菌塗料における感染症対策の強化

36 コンマコーヒースタンド

高岡市

新メニュー開発による売上向上

NO

企業名

市町村

37 株式会社魚津清掃公社

魚津市

Withコロナを展望した非対面業務の実現と安心安全サービスの提供

38 新生開発株式会社

高岡市

39 株式会社吉崎商会

富山市

オンライン展示、WEB広告などデジタル化時代にあわせた新たな広告戦略
による認知度向上事業
最新スキャンツールの導入により自動車の故障診断作業を内製化すること
で、短納期高品質な車検・整備サービスを提供し顧客満足度と売上の向上
を図る

40 日本料理

射水市

感染症対策を徹底した飲食空間づくり

41 シーキューブヘアー

朝日町

頭皮ケアサービスの拡充による売上向上事業

42 有限会社天然温泉海王

射水市

43 株式会社いでや

魚津市

車中泊設備を完備する事により、コロナ禍でも安心安全に遠方客を誘致す
る事業
換気システムの導入による安心・安全なサービスの提供 ～CS向上を目指
して～

44 イセ株式会社

高岡市

業務部（受発注業務担当スタッフ）のリモートワーク推進（DX推進）

45 エフテレット株式会社

富山市

生産性向上及び職場環境向上に資する新規設備の導入

46 株式会社ティーテクニカ

高岡市

精密機械部品の3次元モデル・NCデータ作成のテレワーク化

47 株式会社興北産業

富山市

IT導入によるスマート林業およびニューノーマルへの対応

48 ヘアーサロンいしくろ

射水市

感染症対策および新メニュー導入によるウィズコロナ時代に対応した店づ
くり

49 やまざき男と女のヘアースタジオ

氷見市

新サービスの提供とコロナ感染症対策の環境整備

50 称名土木株式会社

立山町

土木現場における作業効率の向上

51 株式会社ダイナモータース

富山市

多言語化WEB、EC活用による、非対面型スキームの構築

52 合同会社

富山市

乳酸菌＆パワーをチャージできる甘酒ゼリーの開発

53 砺波製麺協業組合

砺波市

ECサイト強化のための店頭演出とウェブ対策

54 株式会社田子製作所

射水市

天井クレーンの導入による大型重量物の機械加工能力強化

55 山川

富山市

テイクアウト販売拡大に向けた生産性の向上

高岡市

高齢者向け宅配弁当サービスの新規事業

57 Hanabsa.ma

黒部市

テイクアウト強化と業務効率化によるコロナ禍での売上獲得

58 有限会社シーズプランニング

富山市

コンテンツ配信、革新的動画クリエイティブの実現

59 株式会社弥生園芸

富山市

自社フラワーギフトでウィズコロナでの売上向上・雇用拡大を目指す

60 北川歯科医院

南砺市

非接触型設備の導入で院内クラスターの回避と労働生産性の向上を実現す
る

61 仁作建工

富山市

レーザーレベル、充電式工具及びタブレット導入による作業効率化

62 有限会社ヴィルアップ

富山市

63 MAY BE（メイビー）

富山市

コロナ禍におけるプライベート空間での美肌診断・美肌ケアサービスの展
開
ECサイト販売・イベントストア出店と新メニュー開発・テイクアウトメ
ニューのPR

64 株式会社アートエレクトロン

高岡市

コロナ禍に対応するイベント開催支援による販路の拡大

65 スタジオ・アイル

富山市

富山ブランドに寄与するテイクアウト用商品の開発と、卸先の拡大

66 株式会社ビッグライム

富山市

社内外におけるオンライン情報共有体制の構築

67 富山工業株式会社

砺波市

ホームページを活用した木質チップ製造事業の販路拡大

68 有限会社

南砺市

雇用拡大による売上向上と新規事業への参入

69 ヨ八魚問屋株式会社

魚津市

換気機能の充実による売上高向上

70 株式会社伸栄商会

富山市

オンライン業務導入による効率的な業務及びコロナ感染予防の実現

71 居酒屋元

富山市

店舗改装と空間除菌消臭機導入によるウィズコロナ対応対策

72 PFコート株式会社

富山市

感染症対策の強化による安定供給体制の構築

旬楽さわ田

新村こうじみそ商店

山室店

56 協同組合

高岡総合給食センター

和泉木工所

テーマ名

NO

企業名

市町村

テーマ名

73 豊島産業株式会社

富山市

デジタル無線機のGPS機能を活用し、運転手の作業効率の向上とデータ化
を図る

74 はやし接骨院

上市町

完全非対面で富山の皆様に「食」で幸せをお届けしたい

75 有限会社高松園

富山市

コロナ禍に対応したショールームの改装

76 酒井管工建設株式会社

富山市

77 株式会社ホームドライ富山

富山市

78 焼き肉レストラン

からしし

上市町

79 有限会社エフ・アンド・エス

富山市

新規ホームページ作成活用により、一般個人への販路拡大と人材確保の実
現
クリーニング後のビニール包装カバー廃止に伴う新商品不織布カバーの開
発
焼き肉のタレ・ドレッシングの商品化と自宅で焼肉店の味を楽しむ販路開
拓事業
新商品開発による安定した商品供給ルートの確保およびネットショップに
よる販路開拓

80 有限会社ランド・プラン

高岡市

非対面での中古住宅買取りリフォームの構築と、新事業としての顧客の要
望に合わせるリフォーム・リノベーションニーズの取込み

81 医療法人社団

南砺市

接触・飛散による感染リスクを防止するための水まわり改修

82 金龍菜館

高岡市

ウィズコロナの時代に対応の店舗造りと立地を生かすテイクアウト分野の
確立

83 株式会社ほたる

富山市

障がい者就労支援施設内の感染症対策への取組み

84 割烹小川

富山市

自宅に食材の宅配、テイクアウトのPRとランチサービスの販路開拓

85 北陸ミート株式会社

富山市

統計分析システム導入による販路拡大、業務効率化

86 有限会社中越ガス圧接工業

魚津市

圧接工事作業環境を安全に！快適に！

仲村歯科医院

パッシブデザイン住宅提案のためのWEBサイト開設とウォークスルー疑似

87 株式会社横山工房

小矢部市 体験ツールによる営業力向上

88 北越アセチレン株式会社

魚津市

Web会議システムによるオンライン保安教育の環境構築と多様な活用

89 アシストユー株式会社

高岡市

DX推進によるテレワーク体制の構築と経理処理の効率化

90 美加月飲食産業

富山市

キッチンカー導入に伴う移動販売事業への参入

91 山口鉄工所株式会社

高岡市

感染症防止対策として、トイレと商談・ミーティングスペースを改修し、
顧客と社員の満足度向上

92 有限会社三給

高岡市

新型コロナ感染予防のための環境改善

93 山本歯科医院

上市町

患者・従業員が安心できる院内環境の整備

94 アイラ断熱工業株式会社

富山市

95 福岡観光開発株式会社

高岡市

主力商品紹介及びスマホ対応可能とするホームページリニューアルでの販
路開拓
ゴルフ場における新型コロナウイルス感染拡大防止対策を目的としたゴル
フ場システムの導入

96 富山ます寿し協同組合

富山市

ます寿しスタンプラリー

97 株式会社竹中製作所

高岡市

集客、売上向上のための展示場整備とイベント開催

98 有限会社

富山市

新商品開発等による販路拡大・売上向上のための業務用真空包装機・冷凍
庫の導入

99 株式会社丸紅建材店

富山市

ホームページ制作による非対面営業体制の確立

100 中林接骨院

富山市

接触型治療から非接触型接骨院に治療方法の転換

101 平田印刷株式会社

高岡市

DTP設備導入による非対面商談と受注リードタイム短縮による生産性の向
上

102 インド料理インディラ

魚津市

飛沫感染防止でコロナ感染低減のための和式トイレから洋式化へ

103 スーパー干場

高岡市

新鮮で鮮度の高い県内産食肉販売による売上向上及び省エネ化への取組み

104 富山カラーリング株式会社

富山市

換気システム改修による感染症対策を兼ねた工場内環境改善

105 CHELSY

砺波市

感染防止における換気対策及び売上促進HPの制作事業

106 株式会社山室エキスプレス

氷見市

軽貨物運送業における新規販路開拓と新サービスの開発

107 トムボーイ

砺波市

お客様が安心安全に来店していただく為の環境整備

108 さくらい春景堂

富山市

餅及び餅菓子製造の効率化による販売促進

株式会社

松月

NO

企業名

109 開田運輸株式会社

市町村

テーマ名

小矢部市 コロナ禍における、快適な職場環境づくり

110 有限会社あさぢ住設

高岡市

B to BからB to Cへ転換するためのホームページ作成事業

111 島倉塗装工業株式会社

富山市

床研磨工程の内製化による事業領域の拡大及び新規案件の受注獲得

112 K.M.I（Kawasaki.Machine.Industry）

富山市

コロナ禍の受注拡大に向けた高生産製造体制の構築

113 日本環境クリーン株式会社

砺波市

感染症対策の徹底による安心安全な企業体制の構築

114 株式会社大東ホクリク

高岡市

WEBサイトのアップグレードによる新規受注拡大と非対面営業の推進策

115 有限会社古池自動車工業所

南砺市

新規設備導入による車両整備台数の拡大と社内環境整備及び作業効率の向
上

116 株式会社アールブイ北陸

小矢部市 自動車の大型化、重量化、デジタル化の対応

117 やまとプロダクツ株式会社

高岡市

フットケアサービスと靴磨きサービス導入による新規顧客獲得・店内の感
染防止対策として空気清浄機の購入

118 株式会社ダ・マルコ

高岡市

空き店舗を修繕し、路面1階に移転して集客と販路の拡大を図る

119 アーブルポームステーション

砺波市

立ち寄りやすい店舗の設置による顧客数と顧客満足度のUP

120 河原産業株式会社

高岡市

従来の販売方式を一新した店頭調色サービスの導入による販路及び売上拡
大

121 写真スタジオ

氷見市

コロナ禍に対応した屋外出張撮影サービスの新規PR事業

122 野中重機興業

射水市

新事業展開による売上向上

123 PEPE

富山市

非接触でお客様もスタッフも安心安全なお店づくりで売上アップ

124 株式会社なかたに印刷

富山市

ホームページ改修、WEBデザイナーの人材育成および内製化による販路開
拓

125 有限会社クリーンみず穂

朝日町

自社生産物のECサイト構築による販路拡大

126 株式会社善重建

富山市

自社HP新設による販路開拓・売上向上及び雇用創出

フジ

127 たかぎ歯科医院デンタルサポートクリニック
高岡市

院内感染リスク低減と作業効率向上を目指す

128 株式会社はまざき

富山市

コロナ禍の誘客に向けた新たな販促ツールの導入と感染対策の実施

129 相互金型工業株式会社

富山市

経営資源の集約による生産性向上を図り、コロナ禍での売上回復を目指す

130 有限会社信貴館

氷見市

過ごし方提案による宿泊プランの充実と広報力強化による販路拡大

131 有限会社エムケー

砺波市

社内ネットワーク環境整備に伴う業務効率化改善と売上強化

132 有限会社大川原工業

富山市

ワンストップ対応力向上による顧客拡大と地域一番店への取組

133 JVS株式会社

上市町

134 株式会社モデスト

富山市

135 株式会社内外商事

富山市

重量物運搬ドローン事業導入のためのT-MESSEバーチャル出展を活用した
営業活動の再構築
ベットセンサーシステム導入による、利用者の方への安心サービスの提供
と介護職員の負担軽減による業務効率体制の構築
商談・会議・打合せのオンライン化やテレワークによる非接触ビジネスの
展開

136 株式会社

高岡市

見積書作成のアプリケーションソフトの開発

137 DOGSALONるぱん

黒部市

新しい生活様式に対応した環境改善のための店舗改装

138 有限会社

富山市

在庫管理のデジタル化による業務効率化、及び接触業務低減による感染防
止対策強化

139 VIVA JUICE SHOP

富山市

食材ロスから再利用！免疫力UP富山県産スムージーの開発

140 太閤山接骨院

高岡市

機器導入による売上向上と地域貢献

141 株式会社東宏

高岡市

クラウド管理システム導入によりリモート化･業務効率化を推進

142 和田朝子舞踊研究所

射水市

143 石黒自動車工業株式会社

南砺市

144 砺波建設株式会社

砺波市

上田合金所

住友産業

現代におけるバレエの必要性・教育的効果の啓蒙と継続しやすい料金体系
の告知を含めた魅力的なＨＰの構築で入会・体験レッスンの問い合わせ増
加を目指す
グループウエア活用によるリモートワークの環境整備及び業務効率化によ
る生産性向上
作業環境改善、作業者の健康確保

NO

企業名

市町村

テーマ名

145 株式会社雷鳥商事

富山市

ECサイト（LP）制作とWeb広告活用によるオリジナル新商品の安定的な売
上向上

146 有限会社イーサポート

黒部市

教育機関向け環境整備による業務効率向上商品開発

147 浜田石材店

富山市

機械購入で修理に力を入れ売上増し、社内職人の技術向上・継承も目指す

148 有限会社秀英ネットワーク

高岡市

感染症予防、及びバリアフリー化としてのお客様用トイレの改修工事

149 アルハイテック株式会社

高岡市

クラウド対応ソフトウェアの導入でテレワーク環境の整備と生産性の向上

150 山辺事務機株式会社

高岡市

オンライン接客ツールで営業の非対面化とRPAによる総務業務の自動化

151 株式会社

富山市

自社ホームページ導入で受注増。事業拡大と富山県民に安心安全をお届け
したい

152 株式会社伸成鉄工所

富山市

角取りの高度化による生産性の向上

153 株式会社FREE INNOVATION

射水市

ペット介護におけるDX推進を通じた新ビジネス創出の取り組み

154 株式会社石浦家具製作所

高岡市

155 株式会社ダイワ自動車

高岡市

交流サロン（DIY体験）と自社展示場（オーダー家具展示）の立地を活か
した看板設置
最新鋭リフト導入によるシャーシ整備・塗装作業の整備体制構築と見積書
作成業務のリモート対応化による感染症対策

156 株式会社西元サンクリーン

滑川市

感染症予防のための強アルカリ電解水クリーニングサービスの開始

157 いけだ接骨院

氷見市

空調＋換気システム導入による感染症対策強化及び院内環境改善

158 鮫島建設

南砺市

作業の効率化による生産性アップから受注増へ繋げ、雇用を拡大する

159 婦中接骨院

富山市

N.T.A（神経伝達調整）治療法の導入により販路開拓・売上向上を目指
す！

160 有限会社メープル薬局

黒部市

｢全自動散薬分包機｣導入による業務効率化

161 株式会社辻建設

黒部市

ホームページ制作により広く宣伝し、集客増加を目指す

162 富山糧穀

富山市

米価下落の影響を生産性向上で乗り切る設備投資計画

163 株式会社東京クリーニング商会

富山市

クリーニングは「除菌・抗菌」効果があることをアピールし、コロナ禍を
乗り切る

164 株式会社丸五

黒部市

コロナ対応新サービスへの誘客を図る女性向けイベント周知事業

165 株式会社元尾商店

富山市

ホームページリニューアルによる広告に強化と販路拡大のためのECモール
出店

立山ダクト

株式会社

166 小矢部自動車鈑金塗装

小矢部市 個人顧客獲得のための事業拡大

167 株式会社ブライダルコアあなだ

高岡市

スペースの有効活用と新たな取り組み

168 本村歯科医院

富山市

デジタル式歯科医用パノラマX線診断装置による患者増と医療サービスの
高度化

169 株式会社アルプス

富山市

入居者への宅配荷物非対面受取サービス

170 ありそみ不動産評価研究所

魚津市

テレワーク環境整備

171 有限会社よつばのクローバー

富山市

新サービスで免疫向上。HPで広め、お客様をコロナから守りたい

172 有限会社イージー・エンジニアリング

朝日町

「かんたん電子広告」の販路開拓

173 LULL'T HAIR&RELAX

高岡市

コロナ感染対策に伴うスパルームの改善、新メニューによる満足度並びに
売上向上、新規顧客の獲得

174 山口ニット株式会社

富山市

会社のホームページをリニューアルする

175 株式会社ハートケアサービス

魚津市

給食受注集計のシステム化

176 株式会社ＦＩＴ

富山市

ECサイトの再構築とデジタルマーケティングによる販路拡大と売上向上

177 特定非営利活動法人とやまコミュメデ・ラボ
射水市
178 美よし

薬剤師による安心安全な在宅医療の実践のための地域連携薬局及び専門医
療機関連携薬局設置への取り組み

小矢部市 店内レイアウト・換気環境改善による顧客満足度向上

179 中沼歯科クリニック

富山市

非接触レントゲン装置導入による環境改善と診断の精度向上

180 食彩一入

射水市

新型コロナウイルス感染拡大防止対策
グ施工)

環境改善(店舗光触媒コーティン

NO

企業名

181 有限会社きばや食品

市町村

テーマ名

小矢部市 通販サイトのリニューアルによる販路開拓の向上

182 株式会社腰山工業

上市町

ホームページリニューアルによる販路開拓・売上向上

183 株式会社米澤電気商会

入善町

光ケーブル工事への参入

184 西川不動産

南砺市

空き家対策チームの活動の推進

185 株式会社パパぱんの店

黒部市

器具洗浄設備と自動手指石鹸・消毒液供給装置の導入による、コロナ禍対
策等の衛生環境改善事業

186 エス・エス・シー株式会社

富山市

アフターコロナへ向けた自社PR動画制作による宣伝広告の強化

187 医療法人社団吉岡整形外科

南砺市

電子カルテ導入による業務効率化、及び労働生産性向上のためのシステム
構築

188 有限会社魚竹

高岡市

福岡町地域外への販路拡大

189 有限会社せん

富山市

感染リスクを減らし安心して飲食を提供するためのキッチンカー導入

190 エアーストリーム

富山市

通販サイトのリニューアルによる販路開拓の向上

191 株式会社

上市町

DXによる工事見積等の短縮化とWEBと動画制作による売上向上

富山市

アフターコロナを見据えて、空間除菌脱臭機導入による感染対策予防強化

尾川造園

富山市

廃棄ロスを無くし、巻き割り機導入による生産性の向上と販路拡大

194 有限会社河合デンキ

富山市

新たな固定客確保のための＂まちのでんきやさん＂としての存在力の向上
を目指す

195 トラットリア

富山市

真空パック導入によるテイクアウト販売の強化

196 姫野病院

射水市

コロナ禍における感染症対策の強化

197 興亜国際交流協同組合

魚津市

テレワーク・ビデオ会議システム等リモート化設備導入及び広告宣伝

198 クリア家具合同会社

射水市

ウィズコロナ対策の機能性商品と持続可能な家具修理、リメイク・アップ
サイクル商品の広告宣伝

199 有限会社大芳

射水市

真空保存技術によるテイクアウト事業強化

200 ビストロふらいぱん

富山市

規格外呉羽梨を活用した新商品を毎年流通させ販路拡大・売上向上を図る

201 石友ホーム株式会社

高岡市

環境改善として非接触型の消毒測温一体機購入

202 有限会社エヌスタイル

富山市

タッチレス管理及びリモート制御が可能なRFID在庫管理システムの導入

203 笑色

富山市

真空包装機の導入による業務の効率化及び魅力的なメニューの開発

204 Recre

魚津市

感染症予防対策のための環境設備改善

205 株式会社トミイチフーズ

富山市

生産現場の全館的衛生環境改善の取り組み

206 株式会社匠屋

氷見市

完全貸切風呂サービス提供による感染症対策と付加価値向上

207 株式会社スカイボウル

氷見市

環境改善による新型ウイルス感染リスクの低減

208 有限会社ヌードルチェーンSA

富山市

キャッシュレス決済機能付き券売機導入による業務効率化及び感染症対策
の強化

209 アイ保険エージェンシー株式会社

高岡市

withコロナを意識したリテール営業への取組み

210 有限会社島倉オート

射水市

顧客ニーズ収集機会回復と、より詳細なニーズの収集に向けた取り組み

211 渡辺木工所

富山市

ウィズコロナにおける環境整備

212 松田産業株式会社

南砺市

ホームページでの情報発信

213 栗山りんご園

富山市

老朽化した事業設備の改善を図る売上向上計画

三立

192 吉田屋
193 有限会社

ENZO

214 泉洋化工株式会社

小矢部市 ドリームパレット事業のHP・ECサイト作成

215 ギャラリーNOW有限会社

富山市

自社HPのリニューアル（スマートフォン対応等・ECサイト構築）によるDX
推進

216 株式会社Ｋ－ｉｎｇ

富山市

DX推進による顧客ロイヤリティの向上と、リモートワークの確立

NO

企業名

市町村

テーマ名

217 ル・ジャルダン・ドゥ・サン

富山市

コロナ対策及びHACCPの考えに基づいた食中毒対策、ネット販売による販
路拡大のための調理場改修

218 さかなや工房

海鮮蔵

砺波市

富山の新鮮鮮魚の新商品開発・真空・瓶詰め・昆布〆で販路拡大

219 株式会社プロデュース

高岡市

DX投資による感染症対策に向けた顧客ニーズ対応と働き方改革の両立

220 デザインオフィスゴールズ

富山市

デコバルーンと映える写真で、新サイト制作

221 株式会社ネクサス

富山市

感染症対策導入で環境改善と売上向上計画

222 ウェルドワークス

富山市

「特殊溶接機」高出力TIG溶接機導入による新規事業参入

223 株式会社藤岡園

射水市

お茶を使用した冷凍スイーツ製造・販売事業の拡充

224 株式会社彩コーポレーション

富山市

withコロナ時代の個室需要の取り込み

225 古布あそび妙峰

南砺市

オンラインレッスン及び動画付きキットのオンライン販売事業

226 医療法人社団仁敬会

入善町

新診療科を増科したリニューアル事業

227 はくぶん個別進学教室

高岡市

高岡中央教室の新規開設と集客の強化

228 株式会社オフィスケィ

富山市

業務テレワーク化及び事業所間情報連携の強化推進

229 株式会社テ・シアーズ

高岡市

新規動画事業を加えHPリニューアルによる販路拡大と商談・会議オンライ
ン化の推進・環境整備

230 Proud Works(プラウドワークス)

高岡市

ホームページ作成と看板設置による販路開拓と事業周知推進

231 大長谷ハンターズジビエ

富山市

強みを活かした小売強化の為の設備導入事業

232 料理かねしま

南砺市

ホームページ制作によるテイクアウト事業の強化と販路拡大

233 株式会社ケイステージ

高岡市

コロナ禍におけるPOSデータ活用化システムによる売上向上、及びコロナ
収束後を見据えた団体観光客様向け環境改善

234 日本海電業株式会社

富山市

現場・自宅での高セキュリティテレワーク環境の構築

235 有限会社石乃濱田

滑川市

自社ホームページ強化、インターネットでのPR

236 株式会社プロジェクトデザイン

滑川市

自社ＨＰのリニューアルによる販路開拓・売上向上

237 株式会社アイズ総合

富山市

テレワーク導入で事業継続性の確保、労働生産性向上の実現とホームペー
ジ制作による採用活動、広報活動の強化

238 魚津群ねんじり亭

魚津市

冷凍保管庫と真空包装機導入による新商品の開発販売及び衛生設備改善

239 ラーメンひでお屋

砺波市

食券事前販売機能付きショップサイトで蜜を避けながら売上増加

240 株式会社エフズ・クローバー

舟橋村

ホームページ及びECサイトの作成と活用による販路拡大

241 株式会社プレザント

黒部市

富山県の伝統工芸・職人にテーマを当てた新CM作成及び地元TV局3局で一
斉放送

242 有限会社とやま保険サービス

射水市

コロナ禍に於ける社内環境改善と顧客サービス強化事業

新規顧客獲得と販売拡大

