
通常枠

NO 企業名 市町村 テーマ名

1 食楽工房 富山市 BtoBからDtoCへ。富山県産生鮮加工食品を全国販売へ向けた設備導入

2 リラクゼーションルーム　glow 富山市 美容機器導入による顧客要望への対応

3 日本海アイオーエル有限会社 富山市 ウィズコロナ時代のライブハウス環境構築

4 コワフュールアミ 高岡市 店舗改装による顧客満足度の向上

5 株式会社アクアノア 富山市
コロナによる飲食事業部の売上げ減少の打開～新メニューの開発投入・富
山県在中の作家の手作り雑貨の販売コーナーの設置・SNS映えの店舗改装
リニューアル～

6 有限会社　大山技研 富山市 高精度加工機の導入による販路開拓とロス削減

7 有限会社アクスプランニング 高岡市 「ウィズコロナ時代を見据えた非対面型ビジネスの推進」

8 株式会社山祐キャスト 高岡市 半導体関連鋳造需要に対応する中子製造対応力強化

9 有限会社ティーアイシステム 黒部市
一般個人向け需要獲得に向けた新商品のバリエーション拡充の為の生産環
境整備

10 マンテンホテル株式会社 富山市
ホテルの部屋から大浴場の混雑状況確認、withコロナの新たな附加価値向
上へ

11 よか楼 入善町
コロナ以前から比較し半分以上下がった売上を補填するテイクアウト事業
の強化

12 Rising Auto Service 高岡市 新サイズ対応設備導入による顧客層の拡大

13 蒼ファーム株式会社 入善町 スマート操舵システム導入による作業効率化及び人手不足解消

14 株式会社サンメタル 氷見市 新たな事業への取組みによる売上の増大及び生産性の向上について

15 キタノ製作株式会社 富山市
ホームページリニューアルによる販路開拓と、企業知名度アップによる人
材確保

16 砺波市五谷観光企業組合 砺波市
ウィズコロナに対応したレストラン経営と地場産食材を活用したメニュー
による売上向上

17 有限会社　武佐興産 砺波市 自社サイトリニューアルによる非対面型ビジネス強化および販路開拓

18 有限会社　泉田自動車 射水市 自動車販売部門を強化し、整備中心の事業からの業態転換を図る

19 青山測量設計 株式会社 富山市 感染症対策強化による事業継続体制の構築

20 株式会社協和総商 高岡市 WEB会議、打合わせの活性化とリモートでの会議室の活用

21 株式会社三洋 富山市 分室化によるコロナ対策

22 株式会社　丸協 高岡市 梱包機コントロールシステム導入による生産性向上

23 有限会社コバヤシ 入善町 電動ファン付呼吸用保護具導入による暑熱対策と作業効率向上

24 有限会社　南條鐵工所 氷見市 作業効率向上と製品品質改善を目的とした、工場敷地の環境整備

25 イタリア料理　ラ・プリマヴェーラ 砺波市 テイクアウト事業の拡大

26 有限会社　緑の丘 富山市 認知症の滞在施設のコロナ感染防止機器の設置

27 有限会社　谷口ホーム 魚津市 VR展示場の導入及びホームページリニューアルによる販路拡大

28 富山促成青果株式会社 富山市 野菜角切機導入による生産性向上と新商品展開に向けた生産体制強化

29 株式会社　村田工務店 富山市 WEBやSNSの強化による自社の周知と事業の拡大

30 Holy工房 入善町 笑顔をつなぐフードアート教室とデコ焼き菓子の販売

31 Morisaki Steel Works 富山市
ホームページの作成、TIG溶接機の導入、及びリフトテーブルの増設によ
る売上向上

32 戸出合同ガス協業組合 高岡市 LPWA技術を応用したIoT端末による非接触検針の構築と業務改善

33 ヘアーディメイション　エリア 高岡市
店舗まるごと除菌による感染症対策の実施と看板改修による店舗イメージ
向上

34 有限会社ベル 富山市 コロナ下での販売の変化に伴った製造の効率化

35 株式会社　宮坂工業 魚津市 環境改善によるコロナウイルス感染防止。
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36 有限会社　米田モータース 上市町 アウトドアアイテム販売事業への進出による販路開拓活動

37 たま氣 富山市 旬の魚を利用したキャットフードの小売販売事業

38 株式会社アトムスフイルター 富山市 クラウドを活用したペーパーレスソリューション導入による業務効率化

39 美容室　マーク 立山町
オゾン水を活用した新メニュー開発。新規顧客の獲得と売上増加＆オゾン
と紫外線による感染対策強化

40 有限会社　土遊野 富山市 里山で育てた有機穀物の“通年安定”商品化事業

41 SE7EN 富山市
コロナ感染対策と県内初・アミューズメントバル　オンラインゲーム事業
の開始

42 松本　則幸 富山市 地域に根差した持続可能な農業生産

43 株式会社オキタ 高岡市 DX推進によるリモートワーク環境整備

44 アイ・ハウス　株式会社 富山市 ウィズコロナ、アフターコロナにおける事業継続体制の構築

45 株式会社ワシキタ自動車 高岡市 エーミング調整機の導入による作業対応可能車両の増加と作業効率最適化

46 株式会社 ヤギヤエンタープライズ 砺波市 販路拡大イベントとDXによる経営改善

47 エムケイキカク 立山町 新規事業の立ち上げによるBtoCへの挑戦

48 合同会社　紺田新聞販売店 入善町
ウィズコロナ、ポストコロナを意識した接客及び営業活動、折込作業を行
う拠点の環境改善

49 オートグラスイガラシ株式会社 射水市 エーミング業務の拡充による高付加価値サービスの提供

50 つぼや菓子店 黒部市 伝統の味を守り、コロナウイルスで減少した売上の回復とさらなる向上

51 株式会社　タカデラ 富山市 HP・オンラインショップ立ち上げ新規事業に挑戦

52 大菅歯科医院 朝日町
レーザー治療導入により、非接触で歯科治療を安心・安全に提供できる時
代へ

53 雨晴ベイサイドカフェ 氷見市 感染防止対策としてトイレを改修し顧客の安全を保つ

54 北川斫工業 富山市 解体施工現場における感染症対策及び低騒音化対策事業

55 B.B STYLE 氷見市 衛生強化（コロナ対策）

56 有限会社　みずの酒店 富山市 お客様に安全・安心してご利用いただける店舗への改善

57 海のめぐみ　粋鱗 富山市
真空包装機・超低温冷凍庫導入による食品ロスの軽減と持ち帰り用の新商
品開発

58 有限会社曹栄工業所 高岡市 HP新設による売上及び販路拡大

59 アルプス化成株式会社 高岡市 感染症リスク軽減のためのトイレ設備環境改善

60 ワイズ　イノベーション　株式会社 富山市 プロモーション動画撮影の内製化および受託事業

61 合同会社NCS 射水市 新聞折込チラシの活用によるリハビリ特化型デイサービスの周知・集客

62 株式会社リンデンバウム 魚津市 ポップアップ出店体制の構築による売上高及び知名度の向上

63 HAPPY　DINNING　joie 富山市 テイクアウト事業の拡大と店舗の環境改善

64 株式会社タカツネ 氷見市
本社事務所兼応接室改装による環境改善（コロナ感染対策、自社イメージ
アップ、顧客との面談の質の向上、従業員の働きやすい環境の構築）

65 高岡石材工業株式会社 高岡市 緻密紋様の彫刻を可能にするソフト、プロッタの導入による石製品の開発

66 株式会社プラクティブ 小矢部市 ものづくり工場で働く女性スタッフにやさしい環境改善

67 株式会社村中製作所 小矢部市 半導体樹脂部品製造に必要な大型金型の高度製造ラインの強化

68 株式会社建伸 富山市 作業効率向上の為の新規設備導入及び販路開拓

69 ケミプラス株式会社 高岡市 サテライト管理室の整備によるコロナ禍を克服する配送体制の実現

70 株式会社エムアンドエイチ 黒部市 富山の食の魅力発信事業

71 正和化学工業株式会社 高岡市 HPリニューアル及びEC構築による販路開拓の強化
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72 株式会社　プラパック 富山市 HPリニューアルによる販路開拓、売上向上

73 スマイルオダケ株式会社 射水市 テイクアウト拡充に向けた急速冷却器の導入

74 有限会社カネマン 高岡市 自社の強みを活かした冷凍パン販売事業への新規参入

75 株式会社NANA77 富山市 WEB及びシステム構築による、オンラインスキームの実現

76 有限会社ベベ 高岡市
非接触レジ導入によるコロナ感染症対策強化および生産性向上とデータ活
用による売上向上

77 有限会社　西正工業 富山市 仏壇引き取りサービスにおけるビデオ会議システムの導入

78 株式会社日建 射水市 「パブリックサイン部門」の新設による商圏拡大及びBtoB売上の増強

79 有限会社いみず秋吉 射水市
ウイルス、花粉、細菌除去高性能空気清浄機導入＆当店オリジナル、アク
リルパーテーションで安心・安全な新しい店舗空間の提供

80 北村歯科クリニック 高岡市 新デンタルユニット導入事業

81 蹊成クリエイト株式会社 高岡市 感染対策を施したトイレの新設

82 有限会社　レーシークラフト 魚津市 WEBサイト導入を行い、知名度・認知度向上による売上高増加

83 冨田瓦 富山市 ウェブサイト新設による非対面ビジネスの推進

84 株式会社　ピクス 富山市 コロナ禍でのリモートワーク推進

85 宮下ハイツ 高岡市 DX推進によるアパート住環境整備、及びPR動画コンテンツの製作

86 有限会社片口屋 射水市 デリバリー事業への本格参入による事業再構築の実践

87 宮本仁史 富山市 ドローンを利用した、PR動画撮影事業の開始

88 和み蕎　たつ 富山市 麺切り機の導入で事業効率化

89 株式会社　ユアーズオートタギシ 氷見市
電子制御装置整備機械導入による新規顧客確保並びに交通事故減少に向け
た取り組み

90 株式会社　蓮華 高岡市 新しい生活様式に適した葬儀の周知

91 出村自動車鈑金塗装 富山市 自動車塗装における調色システムの構築

92 株式会社陸機工業 高岡市 3次元CADソフト導入により、納期短縮と売上向上

93 株式会社アピア 富山市
コロナ禍による小売部門「銘菓名産店」の売上減少に対し、大型冷蔵庫２
台導入し、生鮮食品を販売拡大する


