
通常枠

NO 企業名 市町村 テーマ名

1 村門 富山市 コロナ禍を乗り切るために

2 有限会社 荒田鉄工所 高岡市 生産性、安全性の向上に向けた工場内LED化と販路拡大のためのHP作成

3 有限会社　真木工業 富山市 飲食業応援のためのキッチンカー販売事業

4 名古屋コーチン十六夜 富山市
コロナウイルスに対応する経営の成長　テイクアウト事業に対しての設備
投資

5 株式会社カーフィールド 黒部市 ショールームの新型コロナ対策

6 有限会社エスオースポーツ工業 南砺市
Web サイト全面リニューアルによる自社商品、技術の PR 及び販路拡大と
売上向上

7 呉羽産業株式会社 富山市
web広告を活用した新規顧客の獲得、及び新規雇用数の増加のための採用
施策

8 株式会社次元 高岡市 感染症対策における店舗環境改善及び地元高校生とのコラボ商品開発

9 三上拓真税理士事務所 富山市 リモートミーティングの実施体制構築及びPRツールの作成

10 株式会社　広浜 魚津市 WEB会議の導入及び業務のリモート化

11 株式会社　赤井管機 射水市 新規ホイールローダ導入による作業平準と適正人員の配置

12 株式会社　ル・ソレイユ 高岡市 幼児向けICT出張教室

13 有限会社　BODY HOUSE 富山市 最新スポット溶接機導入による作業効率化と売上の向上

14 イワゲン建創 富山市 HP作成による販路拡大

15 HAIR DESIGN MiX 魚津市
ウィズコロナ・ポストコロナを見据えた「新しい生活様式」に対応し、顧
客と従業員に安全安心な空間を提供する為の環境改善

16 米井建設株式会社 上市町 電子化測量及び墨出し機導入による測量作業の効率化

17 株式会社大野屋 高岡市 感染症対策と新ブランドイメージ確立を両立する店頭環境整備

18 株式会社佐々井タクシー 滑川市 「新しい生活様式」に対応した非接触IC決済サービスの導入

19 株式会社 インターテック富山 小矢部市 コロナ禍から脱却し研削加工品質の安定化による受注回復の実現

20 株式会社林インターナショナル 富山市
リモート会議効率化設備の導入によるサービスの高付加価値化と生産性向
上の実現

21 有限会社　十々八 富山市 オゾン発生器装置によるコロナ感染防止の除菌と除臭と来客者の体温測定

22 株式会社中田工務店 富山市
モデルハウスに電力自給自足設備（オフグリッド）付加による脱炭素住宅
の提案で販路拡大を目指す

23 フタバ商事株式会社 高岡市 タブレット機器導入による事業の効率化

24 丸玉株式会社 立山町 コロナ禍における感染対策等環境改善事業

25 感謝。 富山市 商品の革新的な保存方法による新商品開発及び販売促進環境の構築

26 斎藤造園 富山市 新商品の展示スペース整備と販売促進用ホームページ作成

27 株式会社　三ノ宮燃料 氷見市 IOT端末を用いたLPガス保安業務の生産性向上と働き方改革

28 有限会社デスクサポートくりっぷ 黒部市
ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ上での商品提案やﾐｰﾃｨﾝｸﾞが出来るWEBブースを設置し、自由に
使ってもらえるように開放する。

29 有限会社ファルコン精工 小矢部市 感染リスク軽減及びウィズコロナを見据えた働き方の改革

30 株式会社モーターバル 富山市 高性能ホイールバランサー導入による高付加価値の提供

31 プティダンス 射水市
国重要無形文化財「新湊曳山まつり」をモチーフにした新商品開発による
地域活性化事業

32 Petit Fleur 小矢部市 新型コロナウイルスの感染予防対策と新メニュー導入による新規顧客獲得

33 株式会社ラグジュアリー 富山市
買取商品+付加価値を追加し小売販売ECモールによる日本全国、海外販路
拡大

34 株式会社中野設備 高岡市 テレワーク推進での業務効率化による働き方改革とDX推進

35 ヘアスタジオリンクス 高岡市 ”癒される”新サービス開始による来店客数の増加推進計画



NO 企業名 市町村 テーマ名

36 BRUSH 富山市 ガーメントプリンターを使用したオリジナルグッズ制作による売上向上

37 エステインめぐみ 射水市 コロナ禍に対応した新店舗オープンによる売上拡大事業

38 富瀋国際事業協同組合 富山市 オンラインネットワークの様々な活用による県内企業の全体の活性化

39 有限会社 ホクトミ 富山市 非対面営業システムおよびカタログ強化による販路開拓

40 株式会社酒井鉄工 富山市
プログラム作成のテレワーク体制整備による事業継続力強化並びに生産性
向上事業

41 河合バット製作所 南砺市 レイアウト変更により従業員の職場環境改善で生産性向上を図る

42 柿谷理容院 氷見市 より安全より安心（コロナ対策）

43 香乃庵 富山市 TVコマーシャル等を利用した店舗名及び商品アピールによる集客力アップ

44 1-ichi- 魚津市  With コロナに対応した出張シェフでの販路開拓

45 医療法人社団朴魯会　馬瀬小児科医院 富山市
ｸﾗｳﾄﾞ型電子ｶﾙﾃ・ｵﾝﾗｲﾝ診療報酬請求ｼｽﾃﾑの導入による診療体制のDX化
ｵﾝﾗｲﾝ診療予約・問診の導入

46 合同会社ひとつ 富山市 販路拡大に向けたテイクアウト事業への調理器・冷蔵ショーケースの新設

47 おそうじ本舗となみ店 砺波市
新機材導入（強アルカリ電解生成器・高速振動洗浄機）でワンランク上の
クリーニングサービスを提供

48 有限会社堀田塗装 上市町 集塵機導入による作業の効率化及び売上向上

49 俵工業 富山市 敷板導入で作業の効率化および事業の拡大

50 紅コーポレーション 高岡市 新湊・内川の着地型旅行商品の開発・販売促進

51 伏木燃商株式会社 高岡市 ホームページ改修・充実により、新規顧客の獲得及び販路拡大

52 艶次郎 富山市 ダクト換気扇による店内換気の向上

53 株式会社グリーンリゾート 立山町 新規HPでトップトレーサーの情報告知で集客アップ

54 株式会社スマートネス 富山市
「粋宏閣」店前へのデジタルサイネージ設置等による販路開拓、客席への
ワイヤレスチャイム設置による環境改善

55 有限会社　上原自動車商会 入善町 鈑金塗装部門の強化による新規顧客の獲得を目指して。

56 株式会社　ハマイ 氷見市 デジタル測量機導入による測量作業の非接触化、省力化、作業効率化

57 キープシャイン　サカイ 富山市
高水準の中古車車内クリーニングサービス提供による、車両好循環サイク
ル実現への貢献事業

58 株式会社リーブル 高岡市 店舗内の換気環境の改善及び厨房レイアウト変更と改装

59 有限会社共同機械 南砺市
コロナ禍における相互代替生産ニーズ、ジャストインタイムでの部品供給
ニーズに対応する生産体制の構築

60 本川藤由商店 氷見市 瓶詰め保存にこだわった飲食店向け業務用新製品開発の取組

61 有限会社　小杉タクシー 射水市 HP開設による販路拡大と環境改善による就業意欲の向上

62 北陸アルミニウム株式会社 高岡市 製造現場におけるDX推進に向けたWifi環境設備の構築

63 木楽庵 立山町 コロナ禍における販売促進の為のHP等非対面広告宣伝強化事業

64 広浜建材　株式会社 魚津市 電子化による生産性の向上とデータの管理

65 ソーヤ　ヘアー 高岡市 非対面型ビジネスモデルへの転換

66 株式会社常栄技巧 上市町 工事管理システム導入によるDX推進

67 スリムアイランド射水 高岡市 オンラインレッスンとECを組み合わせたご自宅エステの提供

68 株式会社ドアメンテナンス 富山市 動画マーケティングを活用したPR戦略強化に販路拡大・売上向上

69 日本ビタミン化学株式会社 富山市 WiFi環境の設置

70 太平株式会社 南砺市
コロナ禍でも産業における縁の下の力持ち部品の供給をよりスムーズに行
う体制整備

71 ヒロタ自動車販売株式会社 立山町
四柱式リフトの導入による大型乗用車及び小型トラック等の整備対応及び
生産性向上

72 越中　上原屋 魚津市 創作スパイスカレーの提供増大による売り上げ向上計画
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73 塩谷建設株式会社 高岡市
建設業に於けるWeb商談の展開に伴う売上向上及び労働生産性の向上、ビ
デオ会議の継続的運用による外部支店との連携強化、加えてコロナ禍に於
ける密集しない勤務形態の拡大

74 協和薬品株式会社 富山市 ウイズコロナにおけるWEB会議システム及びテレワーク体制の構築

75 S&S 高岡市 特徴あるイベント開催による地域の賑わい創出及び販売促進事業

76 有限会社　睦クリエイト 立山町 刺繍設備導入で一貫生産体制構築と新事業による販路拡大

77 医療法人社団塩見歯科医院 入善町 歯科用精密マイクロスコープ導入による患者増と高度医療サービスの提供


