
ミニリバイバル枠

NO 企業名 市町村 テーマ名

1 もみかる上飯野店 富山市 感染対策強化によるコロナ禍での売上回復を目指す

2 Do！Factory 富山市
店内にウイルスが入り込まないよう徹底対策。テイクアウト容器の制
作

3 株式会社　ケィ・ディック 富山市
コロナ禍における「SNSと連動した買い物弱者への新営業スタイル」の
確立

4 井林外装 入善町
板金屋根用ローラー導入と新工具により作業負担と時間の軽減を図
り、売上の向上とその先の雇用の創出

5 有限会社　八尾テクノ 富山市 リモート機能による業務の効率化と、感染症対策（テレワーク）

6 岡田鉄工株式会社 高岡市 「アフターコロナを見据えた企業基盤強化計画」

7 理容うめざわ 富山市 店内除菌・消毒・清掃機器導入による環境改善

8 そば蕎文 砺波市
営業日のお知らせやWEB予約と問い合わせ機能を兼ねたホームページ制
作

9 立野原建設株式会社 南砺市 女子トイレの環境を改善する

10 有限会社中勢商店 氷見市 ホームページ等情報発信強化によるリフォーム需要と新規顧客開拓

11 菩提樹 富山市 広告掲載による新規顧客開拓

12 建商有限会社 富山市
リモートPC導入により自宅での事務作業を実施することで出社日数・
勤務時間を軽減し、新型コロナウイルス蔓延防止に努める

13 株式会社　呉松 射水市
地域資源再活用型システムによる人工木ウッドデッキの下地システム
（大引き・根太仕様）の新製品開発及び製品化の実施

14 misawafactory 富山市 ホームページ、ECサイトの開設とInstagram連携による新規顧客獲得

15 株式会社ツアーズジャパン 滑川市
コロナ禍でも安心してお客様がご来店できるお店づくりと旅行需要喚
起のための環境整備

16 株式会社エープラスワールド 富山市 設備導入によるテレワークの推進

17 合同会社　やわらか 立山町 地域に密着した事業への進出でお客様の利便性維持と売上向上

18 株式会社SAI 富山市 目で楽しめるテイクアウトプランの実施

19 有限会社駅南電気工事 砺波市 新たな接地極埋設工法の導入

20 株式会社ライフフィット 砺波市 オンライン配信用の防音内窓の設置及び防虫対策

21 GENKI JAPAN 南砺市 新商品の販路開拓による売上向上と利便性向上

22 中村プレス株式会社 高岡市 ビデオ会議システム導入による効率化、感染症対策

23 下田温泉 魚津市 駐車場の融雪装置の設置

24 はくぶん個別進学教室 高岡市 WEB集客の導入による新規顧客開拓

25 株式会社　研友 富山市 多種容器に対応できる自動充填装置の開発

26 アイ・ディック株式会社 魚津市
ネジゲージやマイクロメーター等の精密測定器具を新しく取り揃え精
密部品製作後の寸法チェックを高精度なものとする

27 総合通信サービス株式会社 富山市 クラウドサービスを活用した業務改善を図る

28 葉多舎 富山市 テイクアウト商品の強化と販促の実施

29 三好塗装店 高岡市
新規事業に伴う看板設置による弊社PR活動及びイメージアップをはか
る

30 ミヨシ塗装店 射水市
高機能、高意匠ニーズ充足に向けた金属溶射技術による革新的なデザ
イン加工を確立させ販路拡大への取組にむけての新商品開発

31 株式会社　三立 上市町
ドローンを活用し外壁や屋根塗装等の構造物点検作業の安全性向上と
効率化

32 セネバシナ 富山市 トイレ環境の感染対策及びバリアフリーによる売上向上

33 PFコート株式会社 富山市 在庫管理の適正化により生産性向上並びに感染症対策を図る

34 株式会社野口建設工業 富山市
コロナ禍におけるサプライチェーン維持・強化のための安定供給体制
の確立



NO 企業名 市町村 テーマ名

35 ごま咲 高岡市 コロナウイルス感染症対策の徹底によるお客様への安心の提供

36 株式会社ビジネスマップ 富山市 コロナ禍における販路拡大と売上向上

37 ラーメン大翔 富山市 モバイルオーダーを導入して生産性と売上向上

38 ウェルビー株式会社 高岡市 SNSを活用した新商品の売上向上

39 串道楽　潤 高岡市 開業後の売上が低迷しているテイクアウト専門店の売上を向上させる

40 株式会社スカイボウル 氷見市 コロナ禍で巣ごもりするお客様に向けたCM訴求

41 合同会社　鮮魚丸和 魚津市 販路開拓のためのホームページ・ECサイト作成

42 RISEメンタルサポートオフィス 富山市 番組提供とSNS連携による認知度向上と受講者獲得

43 株式会社ジョワイユ 富山市
新事業立ち上げに伴う、ITの活用と販促ツール拡充による販路拡大・
売上向上

44 株式会社エムブイピー 富山市
ビデオ会議システムやクラウドを活用したリモートワークの環境設備
導入を行い、店舗と事務所間の業務の効率化とコスト低減を目指す

45 串乃家 南砺市
安心して利用できるお店を目指したアフターコロナを見据えた感染症
対策の徹底

46 SOL design 富山市 レーザー加工機導入による商品展開と販売の充実化

47 焼肉　醐喰 氷見市 WITHコロナ時代に向けての感染症対策と環境改善

48 有限会社　高野不動産商事 高岡市 オンライン商談実施による面談機会の回復

49 バイクル 富山市 整備効率改善による売上高向上

50 株式会社織田幸銅器 高岡市 当社企業イメージの一新と「YouTube」を活用したWEB営業

51 株式会社干野設備 小矢部市
機械の導入による作業効率化と工具の使い回し中止によりコロナ感染
を予防する

52 株式会社田子製作所 射水市 フルデジタル溶接機の導入による溶接作業の平準化

53 嵯峨商事株式会社 高岡市 新商品の商品ブランド力強化による売上向上

54 株式会社志満屋 富山市 新鮮な富山の魚を使った自社オリジナル商品の販売事業に進出

55 青山石油株式会社 高岡市 作業環境の改善による労働生産性の向上

56 やきとりジャンボ 富山市 環境整備によるテイクアウト・店内売上向上

57 越中瀬戸焼　千寿窯（吉野　香岳） 立山町 新商品開発で定番商品を充実！！集客に向けたギャラリーの整備

58 株式会社高志機工 高岡市
従来の固定化されたソフトウェアからの脱却　～リモートワークも可
能なシステムの構築～

59 水口酒店 富山市
ウィズコロナに対応した試飲会イベントの開催を機に新たな酒小売店
へ

60 株式会社五割一分 富山市
テレワーク化において、社内での情報共有を円滑にする社内独自Wiki
の開発

61 有限会社食のコンサルタントブーケ 富山市
Webマーケティング活用による「コンサルティング事業」と「弁当販売
事業」の新規顧客獲得の取り組み

62 一級建築士事務所　林博アトリエ 射水市
我が事務所HPのシステム変更により、顧客に見やすく、私も更新が手
軽なWEBサービスの作成

63 永森建設工業株式会社 射水市 自社HP拡充、誘導による非対面取引体制の構築

64 有限会社池田モータース 富山市 自動診断機導入による作業の効率化及び接触機会の減少

65 INAZUMI・２F 射水市
新型コロナ対策として世界最強レベルの空気清浄機を導入してお客様
が安心してサービスを受けられる環境づくり

66 居酒屋　ほそかわ 富山市 業務効率化・新商品の提供による売上向上

67 料亭美よし 小矢部市
ご家族様用おせち料理・おひとり様用おせち料理の開発販売、コロナ
禍巣ごもり需要受入れ

68 ワタルオート 朝日町
法令改正に対応した設備の導入及び対応可能整備範囲の拡大による売
上維持向上

69 株式会社アイリー 滑川市 アイリーオリジナル　アイピローの開発

70 有限会社五衛門 富山市 テイクアウト専用管理室及び受け渡し口の設置

71 有限会社石黒工業所 南砺市 愛着あるツール運用で新規顧客獲得と売上向上

72 奥田竜治 富山市
コロナ禍によるテレワーク等インターネット需要に対し、セキュリ
ティや機能向上対策をし、入居促進・顧客満足度対策

73 和み蕎　たつ 富山市 設備投資による売上増加と客回転率向上
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74 有限会社プランニングオフィス　グローブ 南砺市
営業活動・社内会議のオンライン化による、コロナ感染リスク低減と
業務の効率化

75 有限会社斗々庵二俣屋 射水市 ラベル印字プリンターの導入による業務効率向上

76 宮本嘉樹園　 富山市 害虫駆除への本格的参入による売上向上

77 株式会社フルカワ電設 富山市 HPリニューアルによる広告強化

78 北日工業株式会社 高岡市 環境改善による業務効率化

79 株式会社　ニッコー 富山市 ホームページで簡単3ステップオンライン見積もりシステムの開発！

80 有限会社辰尾技研 富山市 PR動画作成による販促活動と採用力強化

81 DogSalonLAIR 氷見市 デザインと想いをカタチにする看板作成

82 ファムズデリ 富山市
冷凍・冷蔵設備導入による冷凍・冷蔵惣菜の新商品を開発、機会ロ
ス・廃棄ロスの極小化を図り、販路拡大・販売量増加～売上増加・利
益率向上を実現する

83 株式会社越田商店 氷見市
在庫管理システムの導入による業務効率化と巣ごもり消費需要獲得に
向けた氷見寒ぶり製品シリーズの充実化

84 浜田瓦店 入善町
既存事業の作業効率化・新規事業及び法律改正を見越した設備導入事
業

85 ナカジマサイン 黒部市 野立看板設置等のハツリ作業を効率化する

86 有限会社山下自動車 氷見市 新型コロナウイルス感染防止の為の換気システムの導入

87 有限会社　山森自動車 富山市
自社WEBサイト構築による非対面チャネルを活用した営業形態の確立と
スキャンツール導入による整備取扱車種の拡大

88 有限会社苗加製作所 高岡市 デザイナーとのコラボによる新商品開発

89 有限会社マルイケエルカンパニー 射水市 HPへの流入強化による非接触型受注体制の構築

90 株式会社ミートハウスやまだ 射水市 通販事業開始に伴うYouTube動画での販売拡大

91 株式会社田名田板金工業所 高岡市 ロール成型機の導入による受注拡大

92 藤田工業株式会社 入善町 WEBサイトを利用した販路拡大を推進する

93 医療法人社団網谷歯科医院 滑川市 最新式の機器を導入し、コロナ感染症対策の徹底を！

94 株式会社ＣＯＺＹ 富山市
コロナ禍によるテレワーク等インターネット需要に対し、セキュリ
ティや機能向上対策をし、入居促進・顧客満足度対策

95 株式会社　大宝 富山市 WEB営業の強化による売上向上と設計ソフト強化による業務効率化

96 株式会社ファインカットセンター 富山市 段取り時間の短縮による小ロット多品種需要の獲得・売上向上

97 バクハウス 富山市
モバイルパソコンを用いての店舗内業務の省力化とリモートワーク環
境の整備と、ウィズコロナに対応した持ち帰りメニューの強化

98 有限会社ティアンドエムインダストリー 高岡市
コロナ禍における多品種小ロット生産対応力強化に向けた加工体制構
築

99 株式会社伸成鉄工所 富山市 Web会議を活用した事業継続力の強化

100 長田神具店 南砺市 ホームページ改修とインターネット広告を利用して新商品の販路拡大

101 株式会社ヤマハナ電機 氷見市 事務所及び休憩室内における感染症対策

102 船木モータース 高岡市 サービス拡充のための高性能設備導入による高付加価値化の実現

103 ANEMONE 富山市 広告強化による認知度向上と来店客数の増加

104 and Deco 高岡市 防犯カメラ設置による損害抑制と売上向上

105 風樹 富山市 ライトアップで庭の魅力を引き立たせ新規顧客獲得

106 今井塗装 砺波市 カラーシミュレーションソフトを活用した塗装提案力の強化

107 株式会社石浦家具製作所 高岡市 工場内のWifi整備による業務効率化と新生産体制の確立

108 レインボー工房 富山市 お客様への新型コロナウイルス感染症拡大防止及び環境整備

109 タケヘアーサロン 富山市 快適空間の提供による顧客満足度向上事業

110 株式会社Radiant 富山市 ECサイト作成で物販売上の向上と新規開拓

111 株式会社北陸ハウステック 高岡市
WITHコロナに向け、非対面と対面両方での業務が可能になる基盤づく
り

112 高田屋株式会社 高岡市 ECモール出店によるwithコロナ、afterコロナ対応事業

113 株式会社VI・MEN 氷見市 事務所の環境改善による感染症対策と業務の生産性向上

114 戸田　雅彦 滑川市
リモートワーク機器導入による県外（遠隔地）企業とのオンライン業
務強化事業

115 有限会社石森工機 高岡市 感染症対策強化を目的としたトイレ改修工事

116 ささ家 富山市 集客力向上を図る店舗改装と富山市産野菜スイーツのPR
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117 株式会社大 富山市
感染対策・生産性向上の為、卓上タブレット型オーダーシステムを導
入

118 株式会社ファイブエス 富山市 リモートワーク推進及びペーパーレス化に資する設備導入

119 吉田鮮魚店 富山市 超低温ショーケース導入による新商品の販売拡大

120 株式会社ＹＡＭＡＧＵＴＩ 富山市 IT大工を実現するために見積り＆図面ソフトを導入する

121 美容室Ami 富山市 技術の取得と新事業をHPに追加し新規顧客確保

122 TMワークス 富山市 ホームページを活用して新規事業ではじめた「農業」をPRする

123 エアーストリーム 富山市 店内モバイルオーダーでの売上向上と生産性向上

124 永森木材 射水市 知名度の向上を通じた販売力強化

125 株式会社砺波商店 高岡市 インフルエンサーによる商品ＰＲ

126 ロキシージャパン株式会社 滑川市
印刷用設備の拡充によるコミュニティメンバーのブランド価値向上
と、オンラインワークおよび地域の活性化に繋がるビジネスサポート
の展開

127 株式会社　Exstage 富山市
非対面・非接触の入退室管理システム導入によるフィットネスジムの
ＤＸ化

128 栗山りんご園 富山市
主要農具一式を新たに設備導入。電動式を採用し、環境改善・生産性
向上を図る

129 おき接骨院 富山市
ポータブル治療機器の導入による出張サービスの充実とHPリニューア
ルによる集客力の向上

130 おそうじ本舗となみ店 砺波市
ウィズコロナ・ポストコロナを見据えたお客様がより安心してご来店
していただけるお店づくり（換気設備・非接触型の設備の導入）

131 有限会社ソーウビューティプランニング 富山市
ヘッドアンチエイジングの広告宣伝を実施し新規顧客開拓・売上向上
を図る

132 株式会社ヨネダアドキャスト 高岡市 溶解温度測定器の導入による合金品質の向上

133 cherim 富山市
子育てママを対象とした交流スペースとペット用品販売店を周知する
ロードサイド看板設置、業務効率化・売上分析を踏まえた販売促進の
ためのPOSレジ機械の刷新

134 株式会社北庄 砺波市 冷蔵ショーケース購入によるテイクアウト・お土産品の販売体制強化

135 居酒屋　元 富山市 ウィズコロナ対応のための店舗改装による環境整備

136 Ghad株式会社 富山市 ホームページリニューアルによる売上向上

137 株式会社FADrone 高岡市 屋根点検を支援するドローン飛行による撮影サービス事業の立ち上げ

138 able Design 富山市 AIサーマルカメラ設置による検温管理システムの構築

139 四方蒲鉾株式会社 富山市 自社直売所でのイベント開催ならびに感染症対策の強化

140 丸善醤油株式会社 入善町 味噌商品の少量化、小ロット化に対応した製造環境整備事業

141 株式会社富山県人社 高岡市 オンライン購読サービスの導入による売上の向上

142 有限会社羽黒 魚津市 倉庫内の備品の脱臭、除菌による感染症対策

143 黒部フーズサプライ株式会社 黒部市 作業者の接触機会軽減に向けた縦型冷凍庫の新設

144 新庄町　縁 富山市 除雪機導入による駐車場の環境改善によって客確保を狙う

145 鍋島蒲鉾店 小矢部市 安心してご来店いただくために環境改善に取り組む

146 有限会社秀光 砺波市 テレワークによる感染症対策

147 株式会社家's 高岡市 箪笥を活用したアップサイクル家具の海外展開

148 三和インフォメーションビーエムエス 富山市 「 韓国コスメ・スキンケア製品 」 のECサイト開設

149 東洋パック 射水市 作業負担軽減による生産性向上

150 ホルモン幹 高岡市 冬に向けた二段階換気によるコロナ対策

151 株式会社ビーセーフ 南砺市 データベースサイト（オンライン商談会）への出店による販路開拓

152 株式会社アート工房 入善町
iPadの導入と会計ソフトのアップグレードで、DXの推進と、リモート
ワークの推進を図り、業務効率化・生産性向上・コスト低減を達成す
る！

153 株式会社ナリキ 富山市 感染予防対策と業務改善による顧客満足度の向上をはかる

154 山田鉄工所 朝日町 リフォーム工事等解体工程に於けるハツリ作業の効率化

155 ちゃけ 朝日町 世界で一つだけの衣類で顧客の心を捉える事業

156 株式会社堀与 氷見市
発送受注システムの効率化・顧客サービスの向上と塩干魚包装のブ
ラッシュアップによる売上向上・廃棄ロスの削減

157 ホクアハウスウェア株式会社 高岡市 DX推進により業務効率化及びテレワーク化推進を図る

158 株式会社伸栄製作所 高岡市 古民家再生技術を応用したリフォーム事業PR活動の広域化

159 くるま屋ティンカーズ 射水市 店舗の感染対策改善による顧客満足度向上事業



NO 企業名 市町村 テーマ名

160 日本料理　三玄 魚津市 SNS連動型HP作成によるアフターコロナにおける販路開拓

161 株式会社ナカニシ 富山市 アスベストに関しての知識の伝播と自社技術のPRによる販路開拓

162 医療法人社団谷川歯科医院 魚津市 受付時における三密防止対策

163 レイバーアンドラボラトリー 富山市 自社オリジナル製品の開発と富山の生産者、飲食店との共同商品開発

164 株式会社サカグチヤ 高岡市 折板屋根施工における生産性向上と施工能力の強化

165 株式会社エフアンドエム 高岡市
リモート化設備導入による生産効率改善及び感染リスクを抑制した受
注活動の強化

166 東陽工業 射水市 ホームページ及び製品マニュアルの英訳による、販路拡大、売上向上

167 有限会社俣本石材店 富山市 墓石自社製造によるコスト削減

168 有限会社　アクトスポーツギア 富山市 コロナ禍の中でも、冬にスキーを楽しみたい方へ！

169 若栗興産株式会社 黒部市
不動産売買・賃貸相談の非対面型商談を可能にするリモート環境の整
備

170 株式会社新湊ベイブリッジ 射水市 モバイルオーダー導入による売上向上と人件費削減

171 ストライド 富山市 Webサイト作成による新規顧客獲得

172 株式会社笹川建築 射水市 リモート商談及び遠隔臨場の実施による売上拡大・生産性向上

173 株式会社河島建具 砺波市 PCをもたない方向け、非接触型　新作建具の提案変換と需要増強

174 フジマ 高岡市 ノートPC導入とデータ利活用による施工管理のQCDS向上を図る

175 サンフーズ株式会社 高岡市 富山県産商品の魅力を伝達するための新商品販路開拓プロジェクト

176 有限会社ポート・システム 高岡市 新しい働き方を可能にするクラウド活用と事業所の感染対策

177 グリル松 朝日町 コロナ後を見据えたテイクアウト事業の拡大

178 株式会社DQ Solution 高岡市 おしゃれなオリジナル移動販売車の製作（よろず販売対応）

179 株式会社　雅 立山町 新たな感染対策による安心できる施設づくり

180 キレイコムDeuce 富山市 防犯カメラを活用した映像による環境改善対策および質の向上

181 バルバンコ 富山市 感染防止のための施設改修

182 株式会社河本ウインド 富山市
コロナ禍でも安心安全に事業を継続するために事業所内に空気清浄機
を設置

183 大井自動車商会 入善町 商談及び待合室の除菌、脱臭による感染症対策

184 有限会社　前幸組 氷見市 DXを活用した業務効率化

185 株式会社かもの 射水市 ホームページを開設して、予約システムの導入による販路拡大

186 株式会社伊造 小矢部市 ベビィとパパママにくつろいでもらおう「おむつ交換台の設置」

187 有限会社フルーツよしおか 富山市 通販売上向上の為「検索」から「購入」に誘導するＨＰの作成

188 株式会社松井機業場 南砺市
144年の伝統技術を活用した建材のECサイト構築とそれに伴うHPリ
ニューアル

189 生地蒲鉾有限会社 黒部市
ウィズコロナを念頭においた衛生環境改善による弊社イメージアップ
と従業員満足度向上による生産性アップ

190 シエラ・キーロー 氷見市
リアルとオンラインレッスンの融合による既存の受注獲得及び新規顧
客獲得

191 香のん 魚津市
アロマテラピーの講座を自分の好きな時間、場所、ペースで自由に学
ぶことができ、楽しむためのｅラーニングシステムの開発及び動画制
作による販売強化


