
ミニリバイバル枠

NO 企業名 市町村 テーマ名

1 有限会社　野崎葬儀社 立山町 葬儀会場のオゾン発生器とUV空気殺菌器によるウイルス除菌と除臭

2 健生株式会社 高岡市 近場で発見！！散歩っていいね

3 ドンキー 朝日町 店内「デュエルスペース」のリフレッシュ工事

4 Men’s hair Design OSHIMA 高岡市
女性のお顔そりメニューの充実化および広告宣伝強化による販路開拓
事業

5 有限会社　大山技研 富山市 リモートワーク実施による環境改善とオンライン商談の体制強化

6 石黒奈津子 立山町 リモート収録、リモート納品

7 B.B STYLE 氷見市 コロナ対策における店内の衛生強化

8 醸家 富山市 小上がり席を個室化するための仕切り壁の設置

9 有限会社いきいき亭 富山市 新規料亭開業に向けて感染症対策の設備投資実施

10 有限会社　PEPEすぎもとや 富山市 コロナ感染防止対策として店舗の来店客への体温測定

11 株式会社葵食品 高岡市 若年層に向けた商品ラインナップ拡充による販路開拓

12 NPO法人富山県精神保健福祉家族連合会 富山市
DX推進による業務の効率化と非対面型指導体制構築による事業継続の
推進

13 寺崎酒米店 入善町
氷をサービスすることにより、他店との差別化を図り、来店客数、配
達依頼、売上の向上を目指す

14 万葉スクール 高岡市 オンライン英語学習の推進で塾の更なる魅力を！！

15 株式会社エナジースペース 砺波市 ECサイト構築による販路開拓

16 山ワ建設工業株式会社 小矢部市
ホームページリニューアルによるブランドイメージ向上及びBtoC集客
力強化による売上向上

17 砺波建設株式会社 砺波市 ドローン導入による作業効率化、経費削減。将来のDX化に備える

18 小坂モータース 朝日町 LED設備導入により業務効率化と安全性の向上・省エネ化を図る

19 有限会社オリス 富山市 ホームページのリニューアル（木製家具販売ECサイトの立ち上げ）

20 こま乃家 射水市 お客様と従業員に安心・安全な空間を提供する為の環境改善

21 Lirio 富山市 安心・安全のゆったりとした空間の提供

22 吉栄電機 富山市 DX化による設計・製作の業務効率化並びに売上向上

23 岩林構造設計　一級建築士事務所 富山市
建築物以外の新たな分野として、工作物（無線鉄塔基礎）の構造計算
を行い、減少しております売上の向上を目指します

24 株式会社はい 富山市
防音室（アナウンスブース）、ビデオ編集室、会議室、事務室など、
ブレークスルー感染予防のための、新型空気清浄機の導入

25 一嶋クリーニング店 高岡市 親子2代が揃う高品質なクリーニングサービスの提供

26 エコス富山株式会社 滑川市 感染症予防対策としての空調換気設備の導入

27 株式会社オーギャ 高岡市 低荷重検出に特化した荷重分布センサの開発

28 とやま緑地設計合同会社 高岡市 大型芝刈機導入による作業効率化、新規顧客の獲得

29 アルキューブ株式会社 高岡市 モバイルPC 導入による非接触型営業の推進

30 株式会社嶋田建設工業 小矢部市
夏を快適に仕事が出来るよう空調服の購入又同じバッテリーを使い
ヒートベストで快適に冬場の除雪等の仕事が出来るよう働き方改革の
実施

31 株式会社カルデックスエンターテインメント 富山市 取材力強化でコロナ禍での生産性と利益率向上

32 有限会社EXE 富山市
非接触型ビジネスの展開・業務効率化・顧客サービスの向上・ビジネ
ス拡大

33 建築SUGIKI 富山市
木造家屋受注事業からRC（鉄筋コンクリート）受注事業への事業拡
大。従業員の作業効率化

34 スキルプリント有限会社 高岡市 タブレットPC導入による売上向上、経費削減



NO 企業名 市町村 テーマ名

35 La vie de ravi 富山市 Withコロナ時代の環境をカメラで整える

36 有限会社くれは交通 富山市 光触媒コーティングを利用した感染症対策

37 有限会社　長谷川石油 小矢部市
コロナ禍の中、密を避けるためにリモートワーク・ビデオ会議システ
ム等リモート化設備の導入

38 cherim boat ange cahette 富山市
美容室にスタイリングチェアに座ったままキャッシュレス決済ができ
る端末を導入して、ストレスフリー・感染症リスク軽減・ホスピタリ
ティ向上の一石三鳥

39 ヘアースタジオタピック 高岡市
「顔剃り」「まつ毛パーマ」用のリクライニングチェアーを刷新し、
サブ分野の売上向上を目指す

40 パンとケーキの工房　サンミシェル 高岡市 イメージを一新！若者が入りたくなる外観づくりで顧客開拓

41 株式会社島崎産業 魚津市
夜メインのお酒業態から昼メインのお食事業態（カレー店）へ変更し
て売上向上

42 高木商店 射水市 社外のコミュニケーションのオンライン化

43 有限会社旭自動車 氷見市
最新の外部診断機導入による迅速かつ確実な効率の良い作業で売り上
げアップを狙う

44 TOP PLANNING株式会社 富山市 海ぶどう関連の商品開発、養殖技術の向上

45 株式会社堂田精工 氷見市 各製造機器連携によるビッグデータ活用、製造効率改善

46 株式会社本田庭園 高岡市 タブレット・ノートパソコン導入による業務効率化

47 北川歯科医院 南砺市 口腔外バキュームによる院内飛沫対策と訪問診療機器の充実

48 お好み焼・鉄板焼　Old New 富山市
在庫管理・帳簿等のデジタル化と店内またはテイクアウトメニューの
拡充による、売上の回復とさらなる向上

49 株式会社渡辺板金工業 高岡市 WEB会議システムによる業務環境のオンライン化

50 Twenty 魚津市 カウンター及び厨房にオゾン発生器を設定して除菌、脱臭をする

51 寺田美容室 朝日町 リモートでの講習受講環境整備と動画等を活用した事業PR

52 有限会社自然堂 黒部市 コロナ禍における新規顧客獲得のための外部看板の更新

53 株式会社マキノ商会 富山市
感染症対策及び熱中症対策による安定供給体制の構築と事業継続力の
強化

54 OR BAR 富山市
商品のバリエーション充実化、新商品の為の低温商品保管スペースの
確保

55 金型設計・製作コア 射水市 生産性効率の倍増に向けた専用バイス増設による受注拡大

56 佐脇自動車板金 高岡市 接客・商談に用いる空間の換気機能増強に資する、空調機器導入事業

57 Latticework BREWING 高岡市 非接触タイプのインフラ導入による安全安心な店舗環境の確立

58 有限会社　鮨よし 氷見市
コロナ禍における事業継続、新メニュー提供による集客および売上向
上

59 竹泉堂 射水市 販路開拓、売上・生産性向上のためのシーラー設備の導入

60 アトリエHONDA 富山市
実演販売及び体験用の高級ブランドミシンのデモ機導入による拡販体
制の構築

61 ままや 小矢部市
安心してご来店いただくために換気機能の付いたエアコンを導入し、
環境改善に取り組む

62 Jelly's 富山市
ホームページや通信販売、デリバリー強化のためのモバイル環境の整
備

63 割烹あらき 滑川市 和風ラーメン店への事業転換に伴うサイドメニューの強化

64 有限会社　清田製作所 高岡市 抗菌・抗ウイルス壁による製造環境の改善

65 有限会社協和地所 立山町
HPとの連携チラシの作成による非対面営業強化及び看板新設による商
談効率アップ

66 食堂　颯楽 朝日町 店頭ファサードのライトアップにより来店を喚起する

67 福助 砺波市 店舗紹介動画の制作と告知による売上向上

68 徠-rai- 高岡市 withコロナ時代における安心・安全な店づくり

69 SO-YAhair 高岡市 感染症対策及び新世代に対応した衛生環境強化

70 有限会社アルファ 富山市 モバイルPC導入による効果的な非対面営業活動の実施

71 柿谷理容院 氷見市 感染症対策の強化

72 株式会社ティエルマーケット 富山市
ECサイトでのケーキの需要拡大に向け、機材や冷凍庫の購入による売
り上げ向上・販路拡大

73 gonma 南砺市
郷土料理研究家としての発酵食プラス伝統的郷土料理のおせち提供事
業
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74 株式会社小林鍍金工業所 高岡市 工場内の床整備と換気設備整備に伴うメッキ場の拡充

75 有限会社高崎日吉堂 射水市 モバイルノートPC導入によるテレワーク・リモートワーク推進事業

76 株式会社劔 黒部市 ローテーティングレーザー導入による売上の向上と生産性の向上

77 イイタ建築ポコ・ハウス有限会社 富山市 ECサイトを利用した通販事業サービスの開始

78 大寺幸八郎商店 高岡市 新商品開発により売り上げ向上を図る

79 有限会社ホクリク地研 高岡市 休憩スペースの感染防止対策

80 アートサロン 富山市 コロナ対策で商品説明会・販売対策会議等を再開し、売上向上計画

81 有限会社　藤井ガラス建材 入善町 ビデオ会議等IoT活用の為の環境整備及び情報発信による販売促進

82 株式会社　ミルコム北陸 射水市 非接触型営業への転換及び環境整備

83 合同会社APUKU 滑川市 富山県産木材の薪の製作販売及び販路開拓・売上向上

84 株式会社モーターバル 富山市 空気清浄機導入による感染対策強化

85 呑多喰 氷見市 おそうざいのテイクアウトで集客力向上

86 宇津彫刻店（野風堂） 富山市 「天神様展」を成功するためのPR活動

87 life cafe cattle 南砺市
新型コロナ感染拡大防止のための店内環境改善と広告宣伝による販路
開拓の実施

88 野崎　鈴 富山市
音楽と台湾スイーツ・カフェ開業（カフェを通じて地域を楽しく元気
に）

89 一真工業株式会社 高岡市 IT機器導入による新規販路開拓と更なる売上向上

90 Ai cafe 滑川市 デザートの新商品開発による売上向上と地元活性化への貢献

91 ラーメン　一心　富山駅前店 富山市 WEB広告販促による認知度拡大と販路開拓

92 ヘアーロータス 富山市 設備投資による新メニューで売上アップ

93 合同会社きのか 富山市 従業員の衛生環境改善によるコロナ対策

94 株式会社北陸テクノソリューションズ 富山市 コロナ禍における、来客と従業員の安心と安全を守るための環境整備

95 琥双建設株式会社 富山市 新型コロナ感染症対策とタブレットデバイスによる業務環境改善

96 宇田種苗店 朝日町 POSラベラー、付属設備導入による営業活動

97 パタータ 射水市 テラス席の設置による売上向上と感染対策

98 南部白雲木彫刻工房 南砺市
県伝統工芸（井波彫刻）技術を生かした木彫看板の新商品開発と販路
開拓

99 株式会社ナガヤマ 富山市 HP作成及びキャッシュレス化による新規事業の集客及び売上の向上

100 有限会社川口商会 入善町 事業所の環境整備事業

101 donner 富山市 コロナ対策と売上向上のための環境改善

102 有限会社ちばや 富山市 お店に来店されるお客様へ新型コロナ対策として空気清浄機の設置

103 有限会社柳瀬造園 立山町 新事業の立上げによるコロナ禍からの売上回復且つ地域安全への貢献

104 ファミリーツリー有限会社 高岡市
POSレジ導入による売上・顧客管理のデジタル化とオンライン商談、
ワークショップ開催による売上向上

105 コーヒーショップ　レドール 富山市 照明演出による集客力アップ事業

106 喫茶食事処　作助 南砺市
ウィズコロナに向けたインバウンド対応ホームページ作成(英語版)並
びに、手洗いの自動洗浄の設置による感染防止対策

107 有限会社とりひで 南砺市 テイクアウト対応の冷蔵庫購入

108 株式会社ＩＴＳ 砺波市 国産牛ステーキ丼の通販開始

109 株式会社Snow Fox Japan 富山市
プロモーション動画と SNS 活用によって EC サイトの売上げ向上を目
指す事業

110 stage 富山市 新型コロナ禍を機としたWEB集客力の強化による新規客層の開拓

111 株式会社富士機工 高岡市
換気機能と空気清浄機能付きエアコン導入による感染症対策及び省エ
ネ化と従業員の働きやすい環境の実現

112 合同会社かや笑 南砺市 蕎麦スイーツの通販販促

113 川口貸衣裳 射水市
安心して、ドレスや着物を選んでいただくための、オゾン脱臭器の導
入

114 株式会社ユニバーサルパッケージ 富山市
非接触機能付手洗場の修繕によって飛沫防止・感染を防ぐ。またバリ
アフリー化により意欲と能力がある高齢者でも労働できる環境を作り
再雇用する

115 農工房長者株式会社 砺波市 店外オーダーシステムを導入して非接触での売上向上を目指す
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116 株式会社キレイサービスフォーアスマイル 富山市
非接触型新規事業の新規顧客獲得の為、専門家による指導と広告販促
の実施

117 すたいる.りふぉーむ　 高岡市 工事廃棄物（主に木材等）の再利用と、廃材処分費の軽減

118 万水閣 南砺市 SNSと連動したホームページづくり

119 久郷青果店 富山市 食中毒の予防対策として

120 麺飯店　天地人 黒部市 生餃子の販売とテイクアウト強化

121 株式会社アスティホリエ 氷見市 ホームページによる海外工場からの部品調達を提案する事業

122 奥村板金株式会社 入善町
自社HP開設による新規販路開拓。コロナ下において非接触型営業を推
進する

123 株式会社　ファイブワン 富山市 飲食店のＤＸ化としてモバイルオーダーを導入する

124 株式会社三和 小矢部市 オンライン会議システムの導入によるセミナー開催及び売上向上

125 有限会社かじわ屋 南砺市 「創業152年！大創業祭」成功のために

126 Italian Bar Beone 富山市 ドッグフードの開発と販売

127 ふなとの里 砺波市 WEB集客の仕組づくり

128 新瓦 高岡市
「地域の瓦屋さん」周知看板とチラシ製作による個人の新規顧客の拡
大

129 株式会社坂本組 高岡市
施工管理業務の効率化による生産性の向上 

130 株式会社Meaningful 富山市 外部看板製作による顧客獲得

131 totalsalon VITA. 富山市 タブレット端末活用によるサービス向上と業務効率化

132 株式会社フジタ 高岡市
自社の技術を最大にアピールできる大会に向けての特化した自社製品
作り

133 SOS杉本音楽スタジオ 高岡市 オンライン体制強化による業務効率化と売上向上プロジェクト

134 すどまりとなみ 富山市 通年営業に伴う客室共用部の換気環境整備

135 吉田建工 高岡市
新型コロナ禍における生活の変化に対応するため、下請けのみならず
お客様に直接アピールできるよう動画を配信し、非接触的な営業を行
う

136 小川屋 小矢部市 トイレの手洗い場の自動水栓化

137 タカタ精密工業株式会社 立山町 超硬合金の切削加工技術開発

138 バルーンアートスタジオブルーラビット 富山市 コロナ収束後を見据えた事業拡大

139 株式会社　栄工社 富山市 テレワーク用機器と建築見積システムの導入によるDX推進

140 株式会社シエラ・モータースポーツ 富山市 作業台兼収納棚の導入による整備作業効率向上

141 そば処　おきな 舟橋村 スマートレジと会計システムの連携による経理事務の高効率化

142 KIDOUコンサルティング 富山市 新コンテンツ開発による売上向上とオンライン講座開催時の環境整備

143 東洋産業株式会社 高岡市 WEBサイトの刷新やLINEを活用した広告強化

144 日之出建材株式会社 富山市 ICT測量機器の購入による現場作業の効率化

145 カレー屋伊東 富山市
コロナ禍で店内を利用するお客様にさらに安心して食事をしていただ
くために空気清浄機を設置　レジカウンターの模様替え

146 医療法人社団塩見歯科医院 入善町 コロナ禍でも安心且つ安全な歯科治療を提供する体制を整える

147 株式会社凌 高岡市 オンライン見学会実施

148 日新建興株式会社 富山市 外構部門のHP改修に伴う「ターゲット特化型サイト」の構築

149 Coomac  おわらサーキット 富山市
シミュレーターを活用して、モータースポーツ未経験者でも気軽に来
場できる環境を作る

150 株式会社渋谷産業 高岡市 HP開設による知名度拡大・新規顧客獲得

151 CAFEBRIO 射水市 オリジナルブレンドコーヒーと手作りスイーツのマリアージュ計画

152 種部デザイン 南砺市
モバイルPC導入により打ち合わせや商談のオンライン化　オンライン
ワークショップの開催　テレワークの推進

153 甚九郎　富山店 高岡市 空調設備改修による店舗環境改善

154 株式会社太陽堂 射水市 地域住民の「憩いの場」を再創出するための視覚からの店内環境改善

155 FOOLSGOLD 富山市 独自に開発したオリジナル衣料を自社で生産できる体制を強化する

156 二代目赤鍋屋 富山市 動画コンテンツを活用した見える化で信頼を得る

157 特定非営利活動法人フットボールセンター富山 滑川市 時間効率向上を図る為の環境整備

158 舟木工匠 射水市 モバイルPC導入による、新型コロナウィルス感染対策と業務効率向上

159 アルハイテック株式会社 高岡市 WEB会議環境の整備による業務の効率化



NO 企業名 市町村 テーマ名

160 食堂MARUKO 富山市 ウィズコロナ・アフターコロナに向けたWeb環境の整備

161 スナック暖 朝日町 朝の喫茶店営業を無理なく行う事業体制の構築

162 田仲司法書士行政書士法務事務所 射水市 相続診断チェックシート等を活用した前捌き作業による生産性向上

163 有限会社おりーぶ 富山市 外販強化による販路開拓事業

164 お肉とチーズのお店かるね 富山市 自社オリジナル唐揚げのテイクアウト強化

165 株式会社彩コーポレーション 富山市 テイクアウト強化に伴う保管用冷凍設備の整備

166 ノーブル縫製サービス 南砺市 獅子舞等祭礼衣装修理サービスの周知拡大

167 金井律子 黒部市
性格統計学を用いた、子育て相談を含むカウンセリング、セミナーの
オンライン化

168 株式会社松田工務店 富山市
テレワークの導入により業務を効率化。住宅内見会のリモート化で新
規顧客獲得

169 株式会社A-STYLE 富山市 ガッツリ系ラーメン強化と感染症対策

170 ワームスヘアー 富山市 ステイホームによる移動美容室での働きかけ

171 食べ痩せダイエット　R-more 富山市 ライン公式アカウント構築による広告強化

172 共立エクセル有限会社 高岡市
サイクルポート(自転車小屋)の新規企画開発による都市部への販路拡
大

173 株式会社トミプラ 富山市 感染防止策と害虫対策を兼ねて、網戸を配置すること

174 有限会社ノマツ 南砺市 従前の働き方をＤＸにより変革し、経営革新を成し遂げる

175 和食　くすの木 射水市
冷凍粉砕ミキサー（パコジェット）を導入して新商品開発と生産性向
上

176 有限会社　住友産業 富山市 コロナ禍における事務所、倉庫の環境改善による感染予防対策事業

177 牧野金型設計クリエイト 富山市 ITツール活用による業務のデジタル化とDX環境構築

178 特定非営利活動法人　水辺のまち新湊 射水市 コロナ禍で人との非接触が推奨される中で空き家を見てもらう

179 北日本電機産業株式会社 富山市 防犯カメラ設置 (駐車場内の犯罪抑止)

180 日本デトックス　株式会社 高岡市 モバイルパソコン導入によるリモート化の推進

181 越中堂看板店 小矢部市 手書きの良さで自社のデザイン力を強め、販路拡大をねらう

182 株式会社海王フーズ 射水市 既存店舗を地場産水産物の販売店への転換

183 株式会社　NATURALHUMANS 富山市 海外への情報発信・情報支援

184 有限会社リ・ミックス 富山市 オンライン販促活動強化

185 有限会社あたみ荘 富山市
富山市の街なかに、安心して集まりくつろげる大人の社交場を取り戻
す……感染症対策設備を導入して集客力向上事業

186 株式会社富山メール・サービス 富山市 グループウェア導入による社内業務の効率向上

187 Atelier Gimle（アトリエ ギムレー） 富山市 HP改善、パンフレット制作を目的とする

188 株式会社山崎 小矢部市 デジタルコンテンツを活用した販路拡大事業

189 うどん万福 射水市 おせちとテイクアウト強化の販促と店外オーダーシステムを導入

190 株式会社　北山物産 黒部市 新たな販売拠点を構築！　これからのスタイルの営業展開

191 有限会社新湊タイヤ商会 高岡市 店舗利用客及び従業員に対する新型コロナ感染症対策環境改善

192 株式会社イメージアップ 黒部市
新規ライブスペースの開店と音響機器の遠隔オペレートによる感染リ
スクの低減

193 すたじあむ・たけ 射水市 ネット販売に対応した自社ホームページの作成による売上向上

194 株式会社ヴィアングル 富山市 大容量ポータブル電源導入によるロケ撮影事業の強化

195 KANAYA合同会社 氷見市 ECサイトで氷見うどんと氷見カレーを全国に！KANAYAの野望第二章

196 野口電工 富山市 アフターコロナ時代におけるソーイングレッスン業務の収益拡大事業

197 石橋接骨院 氷見市 安心・安全な接骨院づくりで地域住民の健康維持を目指す

198 株式会社　斉藤木工所 砺波市 非接触型タイムレコーダー導入による勤怠管理システムのデジタル化

199 高野商店（たい夢藤ノ木店） 富山市
店舗内における新型コロナウイルス感染症対策用空気洗浄用設備導入
及び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

200 美喜多寿し 富山市 コロナ対策と環境改善を図ることで安心・安全なお店作り

201 川なべ 砺波市 通販を開始するためにECサイトを開設し店頭看板をリニューアルする

202 旬の味　わらく 富山市 コロナで客をよびもどすため　環境改善
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203 有限会社　久保木工所 高岡市 非対面チャネル導入による県内外取引先の受注確保・拡大

204 株式会社　日東 高岡市 HPリニューアルによる新たな販路開拓と新規雇用創出

205 邦楽 砺波市 コロナ禍収束に向けた安心安全な環境づくり

206 DUCK＆drop 富山市 Ｗｅｂサイトのリニューアル／新規ECサイト開設

207 株式会社高美工業 高岡市
空気清浄機の設置で感染対策の強化を行うことで、事業の継続性向上
と従業員の満足度向上を目指す

208 朱孔蘭ハレとケ 黒部市 新商品開発とテイクアウト強化による販路開拓

209 Climat 富山市 店内のコロナ感染防止対策の強化

210 株式会社NOONE 富山市
リモート管理体制の構築による、サービス、管理の部分非対面を実現
する

211 林ショップ 富山市 オリジナルホームページ開設による来客数の増加、売り上げの向上

212 中島松鶴堂 富山市
オンラインサービス（インターネットでの販売）の開始、それに伴う
ホームページの変更

213 大村三書堂 高岡市 リモート接客による店舗運営の効率化、非接触化

214 有限会社泰栄農研 砺波市
野菜栽培におけるDXの推進で働き方改革！！作業の最適化とブランド
力の向上を図る

215 高野写真館 富山市 新規客獲得のためのホームページ制作

216 株式会社ハチグラム 富山市 バスクチーズケーキ専門小売店イートインスペースの環境整備

217 スタジオ330 入善町 ウィズコロナ＆アフターコロナに対応出来る環境改善

218 有限会社ワイズサポート 富山市 既存商品セット販売のための新パッケージを制作し売り上げアップ

219 株式会社久郷一樹園 富山市 熱中症対策のための空調服の導入

220 有限会社高桑ハウス工業 高岡市 モデルハウスの完成見学会をオンラインで開催

221 AYC cafe 富山市 庭を活用した魅力ある店舗運営とカウンター席による収容人数の拡大

222 Think Ts DENTAL Labo 南砺市 製造設備整備等による新商品開発

223 HAJIME YOSHIDA ARCHITECTURE 高岡市 VRを用いた建築設計

224 みろこ保険企画株式会社 射水市 砺波営業所の新設におけるテレワーク及びビデオ会議システムの導入

225 豊島産業株式会社 富山市
和式トイレを洋式トイレに改装し従業員の腰痛、膝痛対策及び空気清
浄機を導入し従業員の感染症予防強化

226 エステルームピュール 富山市 オンラインサービス提供による販路拡大事業

227 株式会社富山ホームズ 富山市 コロナ感染症対策の徹底

228 株式会社COLORS 富山市 オンライン商談のための環境整備

229 株式会社Arzburn 富山市 アパート企画販売事業への進出

230 アジアンルーム 富山市 遠隔操作でも個人の要求に応えられる北陸唯一のオンラインサロン

231 株式会社大秀 高岡市
コロナ禍における来店客数激減による実店舗売上の回復を目的とした
新規客拡大のための販促キャンペーン、及び地域に根差した店づくり

232 青木美術 富山市 絵画のオンライン販売による売上向上と若手作家の活躍場拡大

233 Link 富山市
コロナウイルスの影響で減少した売上の回復、事業持続性の確保、業
務効率の改善

234 クレッシェンド 射水市 自宅改装によるパーソナルレッスンスタジオの新設

235 千華園 南砺市
コロナ禍における感染症対策およびお客様満足度向上のための環境整
備

236 ワイルドベリー 富山市 農薬を使わないいちごの生産強化

237 minami茶 富山市
自家製メニューの拡充とキッチンシェアによるコラボイベント体制の
構築

238 TMC株式会社 富山市 タブレット導入による作業工数のデジタル対応化・生産性向上事業
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239 株式会社砂土居造園 砺波市
エクステリア照明を使ったナイトシーン提案による売上向上、及び競
合他社との差別化

240 松坂写真館 滑川市
記念日に合ったセットと衣装を提供し、ひとりひとりの人生の大切な
瞬間を演出します

241 ひだまり助産院 砺波市
地域の母子の健康と幸福を目指して、コロナ禍でも安心して来院でき
る助産院へ

242 株式会社ケアカーズ 射水市 最新スキャンツール導入による業務改善

243 ベンベデールNAKAMURA 富山市
ネット世代に対応する自社ホームページを新規開設し、認知度・知名
度向上を図り、入居者増による売上向上を目的とする

244 大信産業株式会社 富山市 商品倉庫のインフラ設備改修による業務効率化

245 有限会社マーキー建築設計 魚津市
次亜塩素酸ナトリウム水製水器で作った水を活用しコロナ等感染対策
における顧客との打合せ・就労環境改善事業

246 ダイセン北陸株式会社 小矢部市
モバイルPCとOneDriveの活用によるテレワーク業務やメーカー等との
リモート打合せへの対応

247 牧野商店 高岡市
Withコロナの商流に向けたオンライン商談ツールの導入及び、展示場
の感染症対策

248 森捨商店 氷見市 アシストスーツ事業開始による新規顧客の開拓

249 ぺんぎん食堂 富山市
テイクアウトをメインとした事業展開でコロナ禍による時短営業を強
いられる居酒屋部門の補完

250 株式会社 源喜 南砺市 通販サイト作成による売上向上

251 株式会社村山製作所 富山市 自社専用のバーコードを活用した、生産管理の構築

252 らーめんキラリ 射水市 安心安全な空間を作るための店頭改装

253 株式会社牛嶋商事 富山市 wifi対応化工事による空きスペースの利活用

254 森口哲聖 南砺市 再展示・保存修復のためのドキュメンテーション制作

255 株式会社ビッグウインド 富山市 店外オーダーシステム導入による売上向上

256 共栄電商 高岡市 既存の販売、レンタルの売上減少につきネット販売を主力にする

257 株式会社ふかまつ 砺波市 新商品開発・販路開拓・売上向上

258 三國屋 氷見市 コロナ禍で生き残りをかけた販路開拓事業

259 有限会社鈴香食品 射水市 ホームページリニューアルによる新規顧客の獲得と雇用の拡充

260 株式会社ハーベスト富山 高岡市 故障診断システムを導入しメンテナンス業務を強化する

261 みたに美容室 南砺市 ブライダル部門の強化と、広告による受注増加

262 太左エ門 入善町
新商品を販売して顧客のリピーター率を向上させ、新規顧客も合わせ
て開拓する

263 株式会社Humming bird 富山市
ハーバルセラピーやアロマセラピーを通じたウェルネス事業開発（心
身の健康増進や生活習慣病予防のお茶や美容関連オリジナル商品開
発）

264 HYDEOUT 富山市
”富山えごま”を使用したジンやビールを作成し、高岡伝統工芸の
パッケージングをして、より富山の魅力を世界へ発信

265 株式会社スイセイ 富山市 店舗ホームページの改良により、情報発信と集客強化を図る

266 Lumi_Nail 富山市
パソコンを活用しLINE公式アカウントの運用と販路拡大のための広告
物制作

267 口福食堂げん太 射水市 もつ煮の通販サイトの作成を行い、さらなる売上の向上

268 喫茶メルト 小矢部市 ホームページからの情報発信と販路拡大、および環境改善

269 良久工業株式会社 富山市 塗装の下地処理における生産性の向上

270 岡島　聡子 黒部市 ホームページとチラシを作り、生徒を募集する

271 飲み食い処じゅんちゃん 高岡市 感染症対策を考え設備の改築

272 有限会社木村刺繍 高岡市 完製品に対応可能な機械での新分野開拓とそれに伴う地域貢献

273 株式会社漢方こうのとり 富山市 動画配信およびHP改修に伴う相談事業強化

274 ニッカファミリー 富山市 モバイル端末によるPCリモート接続運用で各種サービスの強化
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275 本江工作所 高岡市 加工技術向上への取組

276 シェアテク 富山市 「使い切ること」を考え続ける、端材の高付加価値化研究

277 サロンドゥJUN 富山市
美容・健康サロンの環境を安全にして売上向上・スタッフの導入を目
指す

278 Legit 富山市 HP運用による新規顧客開拓・売上向上を目指す

279 有限会社理容サイトウ 富山市 コロナ対策のため、店内のトイレを改修、新規入れ替えする

280 オートガレージネオ 富山市
非接触型営業の開始に向けたリモート商談設備の導入と店舗内環境改
善による商談件数の増加

281 株式会社西野商店 富山市
コロナ禍でも安心して営業できるラーメン店への業種転換に伴う接触
機会の減少とオペレーション効率の向上に寄与する自動券売機の導入

282 だいどころ屋　さとな 高岡市 ネット消費へのシフトに対応した販路拡大プロジェクト

283 cafe&animo 富山市 徹底したコロナ対策により安心して食事ができる環境作り

284 東海水産 射水市 低温冷凍車の改造による営業力強化

285 株式会社HERBAL8 富山市 富山から世界へ香りの発信

286 space 華 高岡市 新しい生活様式に対応した環境改善

287 長谷川醸庫・福岡フレーム工業株式会社 高岡市 明治より受継がれた味噌と自家製発酵調味料のスイーツ販売事業

288 日の出湯 高岡市 DX推進による故障時のリモート対応

289 魂灯プロジェクト 富山市 オンラインによるピアノ教室開催のための環境の整備

290 林商店 高岡市 富山名産「かぶら寿し」に新しい商品を開発・製造販売

291 たけしま食品 富山市 商談会、店頭ショーケースの販売促進強化による販路開拓・売上向上

292 Dining&Bar Bel Canto 富山市 県産農林水産物を利用したテイクアウトグルメイベントの実施

293 株式会社　柊 立山町
既存店でのテイクアウト、冷凍商品展示販売ブースの設置とネット販
売管理

294 じゅんさい 黒部市 店舗内の感染症対策強化による事業継続並びに売上向上

295 株式会社コラレアルチザンジャパン 南砺市 井波彫刻師の木型でつくるラムネ商品の開発

296 食堂天保 富山市 岩瀬の古い街並みに合う景観の維持と、観光客向け新サービスの導入

297 株式会社大聖 入善町
防犯カメラ設置による生産管理体制・労働環境及び安全対策の改善・
拡充

298 TKSティケィサービス 富山市
テレワーク向上の為のパソコン購入と、環境改善の為の空気清浄機購
入


