
通常枠

NO 企業名 市町村 テーマ名

1 株式会社理想経営 富山市
若年者向けキャリア支援用テキスト新設
リモート化設備投資

2 有限会社　出木野屋 高岡市
DX推進及びアフターコロナに向けたテレワークシステムの導入
「どこでいつでも誰とでも繋がる改革」

3 株式会社アイザック・ユー 魚津市 感染予防対策をおこない、WEB営業とRPA導入によるDX推進・売上高向上

4 株式会社 丸和クリエイト 高岡市 オンライン営業・商談によるDX推進、業務効率化事業

5 株式会社ダスキン高岡 高岡市
DX推進におけるWEB会議環境整備による社内研修制度及び会議体制等の新
たな構築について

6 有限会社　京吉 射水市 自社ECサイト再構築による県PR事業などからの閲覧者取り込み

7 ヘアーサロンまつおか 射水市 訪問理美容の提供と自動昇降機の導入による高齢者利用の促進

8 食道楽まんてん 黒部市 自社サイトリニューアルによるテイクアウト事業の強化

9 (有)ANｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ 滑川市 新型溶接機導入による新規受注の開拓と新分野展開

10 丸高木材株式会社 射水市 住宅関連事業のオンライン取引環境整備による収益力強化

11 菱越電機株式会社 富山市
FAX及び業務フローの電子化による接触軽減とリモートワーク化への環境
整備

12 ファミーユ株式会社 富山市 子どもたちの物を無駄にしない、持続可能なアップサイクル事業

13 株式会社シルダー 富山市
ホームページリニューアルと自社PR動画制作による情報発信の強化で販路
拡大・売上向上・雇用創出を図る

14 有限会社マックス 高岡市
非接触向上の為あらゆるキャッシュレス決済が可能な自動車運転代行の実
現。決済リーダーに必要なモバイルタブレット端末を活用したペーパーレ
スによる省人化。

15 アレグリア 射水市 コロナ禍に対応した非対面型指導体制の構築

16 西森電気株式会社 高岡市
自社空きテナントを活用したクリーンエネルギー商品の予約体験展示場設
置による新市場の開拓

17 おき接骨院 富山市 施術機導入による身体環境整備のための提案力強化への取組

18 橋北建築 富山市
ショールームとリモート打合せ環境構築による効率化及び顧客満足度の向
上

19 株式会社ヤマトコ 富山市
新事業のPR用動画撮影とWEB等の広告宣伝活動にむけた設備導入を行い、
コロナ禍でも有力な情報発信から販路開拓・売上向上できる事業体制の強
化をする。

20 カルビ亭一番館 小矢部市
地域食材の利用による継続的な消費の促進と売上向上及び網洗浄機導入に
よる洗浄作業の効率化と環境にやさしい店づくり

21 といでや 射水市
3D建築CADシステム導入による提案力アップ・業務効率改善および看板設
置によるプロポーション強化

22 旬の味　天開 高岡市 ウィズコロナ時代に生き残りを懸けた3つのメニュー改革

23 Sign Event Display ウィズケィ 砺波市 業務の内製化による生産性向上

24 韓国家庭料理　優韓（ユウハン） 富山市 惣菜・一品料理のテイクアウトによる販売強化と店内環境の整備

25 富山製紙 株式会社 富山市
WEB会議システム及び会議内容の効率的共有システム構築による社内DX推
進

26 株式会社　青山 高岡市
場所を問わない働き方・ﾃﾚﾜｰｸ・DX推進による業務生産性の向上と感染リ
スクの低減による事業継続の推進

27 三笑楽酒造株式会社 南砺市 酒造IoTシステムの導入による品質の向上、及び伝統産業の働き方改革

28 古城亭 高岡市 コロナ禍を吹き飛ばす、イタリアン＋登山指導の新業態事業への挑戦

29 アンジェ・ド・ポー 富山市 新型コロナウイルス感染症による売上高減少の回復

30 新高清掃株式会社 射水市 感染症対策を通じた企業内外へのイメージ向上

31 株式会社ガネーシャ 富山市 SHOGUNPIZZA　BASE店オープン及びアプリシステム導入

32 株式会社　天高く 射水市 ハラルラーメンの商品開発とハラル市場の販路開拓

33 株式会社　まるたかや 富山市 コロナ禍に対応したラーメンパック販売事業強化に伴う大型冷蔵庫導入

34 新湊ロジスティクス株式会社 射水市 情報セキュリティ強化による売上の向上及び従業員の感染監視体制の強化
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35 有限会社山二運輸 氷見市 “感染対策と新しい働き方を可能にする”環境の構築と活用

36 有限会社椎名製作所 滑川市 面粗度向上のための研削盤導入による受注拡大事業

37 エステスタジオHARU 富山市 コロナ対策の強化と既存需要の掘起し及び新規顧客獲得

38 大空食品 有限会社 富山市
営業体制の構築による通販事業の強化及びSDGsに配慮した素材活用による
企業イメージの向上

39 有限会社KAKU 射水市
素早く正確かつ安全な作業により、顧客満足を高めるためのドローン活用
測量事業

40 富山うまいもんや株式会社 黒部市 AIサーマルカメラによる勤怠管理の効率化

41 西口電機工業株式会社 富山市 業務用タブレット及びノートPC導入によるDX推進

42 有限会社 高見トラックセンター 富山市 コロナ需要に対応した板金体制の構築

43 株式会社川上鱒ずし店 富山市 鱒ずし製造作業におけるDXの推進

44 ラフォーム 魚津市
テレビ会議システム、ホームページリニューアル及びリーフレットの相乗
効果により受注量の増加を目指す

45 株式会社千鳥 高岡市
店舗の環境改善による感染リスクの低減とお惣菜のテイクアウト販売によ
る販路開拓

46 海鮮　能都 富山市 店舗家具導入による顧客拡大

47 徠-rai- 高岡市
地産地消で顧客満足度アップ！！コロナ禍でも売上を確保し続けるための
設備増強

48 株式会社　うみあかり 氷見市
テレワークの浸透による新しいライフスタイル　ワーケーション対応の為
の設備投資

49 有限会社 イワキ自動車サービス 富山市 内製化による業務効率化の売上向上のための設備導入

50 池田歯科医院 高岡市 歯科用ユニット滅菌機能強化による診療体制の整備

51 柳瀬酒店 射水市 コロナ渦での事業継続と買物不便地域におけるサポート事業

52 栄寿し 高岡市 テイクアウト販売拡大

53 有限会社米原商店 高岡市 ECサイト構築による販路拡大・売上向上

54 有限会社トピア坪内 砺波市 新しい生活様式に見出される新たな付加価値の追求

55 有限会社丸栄運輸 高岡市 コロナ渦における売り上げ減からの販売開拓、売上向上

56 有限会社才川造園土木 南砺市 自社サイトの開設による採用活動強化および販路開拓・売上向上

57 プラシクト 氷見市 空きスペースを活用した教育分野開拓

58 みちはら 入善町 県内初導入！最新型次世代脱毛器で売上向上・新規販路拡大

59 富山県金型協同組合 砺波市 品質・精度の更なる向上をもって、新分野へ展開

60 おおまち製菓 富山市 商品パッケージの製作による看板商品の育成とHPなど拡販体制の構築

61 飛見税理士事務所 富山市
ネットワーク無線化及びWEB会議システム活用による業務の効率化、NAS導
入によるBCP対策及びテレワーク環境の整備

62 松原建設株式会社 富山市 商談・会議・打合せのオンライン化による生産効率アップ

63 IBモータース有限会社 射水市 衛生環境の整備を通じた高付加価値セールスの提供

64 佐々木メンテナンス 富山市 飲食店部門の環境改善による売上増加

65 株式会社 ツインスターカンパニー 富山市 コードレス清掃機導入による作業効率の向上と新規受注開拓

66 株式会社北熱 富山市 感染症対策強化のための工場内環境設備

67 株式会社マルヒヤ 富山市 新型コロナウイルス感染防止対策

68 87DEN 富山市 バックオフィス業務の効率化及びHPによる事業PR体制の構築

69 今日味旬々福ふくや 高岡市 ファミリー客開拓のための環境改善

70 松井エネルギーモータース株式会社 上市町
WEBサイト（ホームページ）をリニューアルし、主に若年層の新規顧客開
拓と、WEBサイトからの商品購入問い合わせ、作業予約受付をすることで
売上向上を目指す。

71 株式会社ナカゼ 富山市 ドローン導入による業務効率化と新規依頼増加計画
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72 中川塗装株式会社 高岡市 建築現場での情報共有円滑化によるi-Construction推進事業

73 鮨処板はし 立山町 店内改修による感染防止対策


