
通常枠

NO 企業名 市町村 テーマ名

1 有限会社西部トラベル 富山市
オンライン観光商品の開発・ツアー実施ならびに非接触型ビジネスの展
開

2 虎徹 砺波市 虎徹巻き（T.O事業、卸し事業）の新商品開発と販路拡大

3 field 富山市 非対面販売環境の整備で売り上げ向上

4 色創夢～Art-M～ 富山市 オンライン・インストラクター養成講座及び通常講座の構築

5 株式会社　大越仏壇 高岡市 グループウエア＆タブレット導入による業務効率化

6 平井デンタルクリニック 黒部市 高齢者診療の強化および外来診療環境体制整備

7 株式会社　ホクリン 高岡市 デジタル化の推進及び業務効率改善による働き方改革の取り組み

8 ヨガスタジオふわり 富山市 スタジオリニューアルに伴う、集客ツールの変更

9 株式会社宇奈月延対寺荘 黒部市 コロナウイルス感染症に伴う環境整備

10 株式会社ツアーズジャパン 滑川市
世界でもっと美しい湾クラブ”富山湾”舞台とした新商品開発、販路拡
大

11 株式会社　カナヤマ 黒部市 DX推進　テレビ・ビデオ会議システム導入

12 株式会社アクア機械工業 黒部市 工場内の密を防ぐ、協働ロボット導入支援事業

13 有限会社　城山 氷見市
コロナ禍において少人数の個室利用者のニーズに対応するためWifi設備
を整えインターネットの利用を図る

14 株式会社 クオリティプラス 上市町 非対面型ビジネスへの展開による感染リスク抑制および生産性向上事業

15 第一編物株式会社 砺波市
染色課事務所への高機能換気設備導入によるコロナ感染対策と熱中症予
防の実現

16 株式会社アリサワ技術 高岡市 技術力を有する人材に特化した人材紹介事業への再チャレンジ

17 (株)大地農産 黒部市 自社直売所の夏季商材の新規開発と販売

18 NPO法人りばてぃーOne 射水市 オンラインカウンセリングの実施、オンライン心理学研修会の開催

19 有限会社竹内電機商会 高岡市
テレワーク・リモートワークへの対応と導入に伴う業務効率化によるコ
スト削減と売上向上

20 株式会社オレンジライン 富山市 Web会議による人材派遣事業のDX推進とマッチング度の向上

21 富山エフエム放送株式会社 富山市 自社事業のDX化展示

22 有限会社ビップアート 高岡市 インターネットによる商品販売

23 宇津彫刻店（野風堂） 富山市
木・金属・素焼の彫刻商品を販売するためのECサイト制作とネット広告
配信

24 有限会社　牧工業所 富山市 木材加工製品作成における立体型部品の試作開発

25 株式会社　福田製作所 小矢部市
循環液温調装置/サーモチラー導入による医薬品用プラスチック製品製造
の生産性向上

26 かるね 富山市 キッチンカーの魅力および販売促進効果の向上

27 パドルアンドチャート 富山市
小規模事業者のハブとして機能しネットを通した発信力とアフターフォ
ロー支援

28 構造メンテ株式会社 射水市 コロナ渦におけるテレワーク化の推進及び不要不急の移動の減少

29 株式会社とやまアイホーム 富山市 WEB広告刷新による営業力強化と業務の効率化

30 税理士法人田中会計 氷見市 ウェビナーの活用による情報発信の強化とWeb会議環境の整備

31 山田建創　株式会社 高岡市 新たな顧客層にアプローチ。販路拡大で業績回復&事業拡大

32 三正建設株式会社 富山市 ﾗｲﾝ公式ｱｶｳﾝﾄとホームページの連携を活用した若年層へ会社PR

33 有限会社エー・シー・エス 富山市 ＰＲ力強化および業務内製化による売上向上・利益創出事業

34 株式会社ABLトラスト 富山市 テレワーク等リモートワークの環境整備

35 北陸調剤薬局株式会社 高岡市
新型コロナウイルス下における、職場環境と利用者の家庭での感染症対
策

36 リーフそうがわ歯科 富山市
歯科用高倍率ルーペによる歯科治療の品質向上および感染防止対策の強
化

37 株式会社山光農園 滑川市
稲作の水管理IoT化による、超省力化と生産性向上及び持続可能な農業の
実現

38 株式会社ONE'S HEART 富山市
富山の食材を使い、自社で加工した商品を幅広い層の家庭の食卓に届け
る。

39 大村商店 富山市 循環資源の活用及び環境の整備

40 株式会社第一興産 魚津市 総合仕上業への業務拡大で販路開拓と売上向上を目指す

41 ガレージプラス 射水市 タイヤチェンジャー導入によるタイヤサービスの拡充

42 和中ダイニング　布袋 砺波市 安心安全な飲食環境の整備とテイクアウトによる売上向上



NO 企業名 市町村 テーマ名

43 株式会社鳥羽 富山市 本社事務所内ネットワーク機器更新作業

44 クラシックス 富山市
卸売り販路確立の為に全国の雑貨店向けのトレードショーに2021年10月
出展を計画

45 明日ダイニング株式会社 富山市
最新設備導入によりテイクアウト新商品の販売による販路開拓と売上の
向上

46 株式会社　小川商会 富山市 個人事業主及び一般住宅をターゲットとした販売促進の強化

47
株式会社ＮＳＰいづみミュージックスクー
ル

魚津市 [芸術分野を絶やさず未来の為に出来る事]

48 日本海ツーリスト株式会社 砺波市
タブレット・ビデオ会議システム導入による働き方と販売方法のデジタ
ル化

49 有限会社アイ・カンパニー 富山市 映像編集のリモートワーク化およびＷＥＢ事業拡大

50 日の出屋製菓産業株式会社 南砺市 新たなジャンルに対応した新商品による販路拡大

51 株式会社晴香園 高岡市
DX推進及びアフターコロナに向けた営業効率向上のためのリモート商談
システムの導入

52 合同会社gensign 富山市 クラウド活用による商談の効率化

53 株式会社富山環境興研 富山市
新商品「酵素DEウォッシュ（momu）」の開発および販売に伴う新規販路
開拓

54 グローバルリンク 射水市 テレワークリモート化システム導入

55 株式会社ツカサ 富山市
自社オリジナル「取扱製品オンラインカタログ」および「オンライン見
積もり発行システム」の構築

56 株式会社富山式典 富山市
「オンライン式場見学の整備」および「オンライン見積もり発行システ
ム」の構築

57 株式会社ユキ工房 富山市 高付加価値食品における安定供給体制の構築事業

58 地方創生研究所 射水市
WEB配信システム導入による安心安全な受講環境の整備と、より学びが深
まる受講サービスの提供

59 ヴィレッジ・セラーズ株式会社 氷見市 グラズマスターズ高級グラス回収洗浄効率化キットの開発

60 株式会社明文堂プランナー 朝日町 雇用継続のための人材詳細管理 及び業務継続のための在宅ワーク対策

61 ウッドリンク株式会社 射水市
北陸の住まいを学ぶショールーム「ウッドリンク･ラボ」案内のデジタル
化

62 株式会社オーギャ 高岡市 静電容量型センサ技術による新製品の開発

63 舟木内科クリニック 富山市 院内感染防止対策とオンライン診療の促進

64 株式会社サンテン・コーポレーション 高岡市
モバイルワークステーションを活用した設計者のリモートワーク環境の
整備

65 株式会社やの園 射水市 コロナ禍における環境経営を推し進める剪定枝リサイクル事業

66 有限会社　石森石材 砺波市 石材店からサービス業へ！エンディングサポート事業の拡大

67 株式会社ウエノ 高岡市 働き方改革　長時間労働抑止を実現し健全な職場環境構築

68 株式会社　斉藤木工所 砺波市 木工機械デジタル化による精度の向上と作業の効率化

69 株式会社延樂 黒部市 新型コロナウィルス感染拡大防止対策で安心安全な環境づくり

70 有限会社金泉 富山市 自社WEBサイトとバーチャルリアリティを利用した販路拡大事業

71 さいとう歯科医院 富山市
高次感染対策下での受付におけるカルテコンピュータと連動するPOSを活
用した会計予約業務の効率化による自粛・待機患者の再来院促進

72 九頭龍フーズ株式会社 富山市 HPを活用した販路拡大・売上向上及びDXの推進

73 cafe&animo 富山市 カフェテラス席を用いた安心寛ぎ空間の提供

74 株式会社フローム 高岡市 リモート導入による業務効率の向上

75
アールアンドスポーツディベロップメント
株式会社

富山市 コロナワクチン保存用冷蔵庫のバックアップ電源装置の新商品開発

76 株式会社　中昇 富山市 ドローン導入に伴う仕事の効率化

77 高陵プラスチックス工業　株式会社 高岡市 DX推進による体制のIoT化

78 株式会社渡邊薬品 富山市 荷受業務の効率アップと原料資材在庫の見える化

79 トナミ醬油株式会社 砺波市
営業・業務・製造工場情報連携ネットワークシステム構築
クラウドシステム活用製造工場可視化

80 ファーマパック株式会社 富山市 製造実行システム タブレット運用のためのWifi等設備構築

81 株式会社アルケミー 砺波市
生産部門のデジタル化による工程間の業務効率化及び非接触型の職場環
境の創出

82 クルマ商事株式会社 射水市
経理システムのクラウド化及び在宅でも仕事ができるようにするととも
にオンラインでの商談機会を増やし、仕入れ先、販売先と連携を強化し
たい

83 安達屋（あだちや） 黒部市 テイクアウトメニューの認知拡大を図ることで販売強化

84 バー・ホタル 富山市 飲食店として商品を掲載したホームページを制作し広告宣伝を図る
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85 株式会社雅 立山町 ECモール登録による売上増加推進

86 北日本フードサービス株式会社 射水市 WEB会議システム導入による、対面接触減少及び業務管理体制の強化

87 株式会社日本PMコンサルタンツ 富山市 新規事業構築に伴うパンフレット及びHP制作

88 キンコー樹脂工業株式会社 立山町 リモートワークシステムの構築　働き方改革の推進

89 ㈱スズキアリーナ砺波 砺波市 感染症対策実施下における工場作業員の熱中症対策環境改善

90 株式会社ナチュラル工房 魚津市
新加工場「N-BASE」及び新商品ブランド「BESE　HOUSE」周知のための
ホームページ制作、リニューアル

91 和光商事株式会社 高岡市 IoTネットワークによる灯油・ガスの配送効率向上

92 有限会社善座 富山市 お客様の安心・安全のため、テイクアウトに対応した改装事業

93 かれー屋伊東 富山市 コロナウイルスの飛沫感染拡大を抑制した安心安全なお店づくり

94 株式会社ひかり 高岡市 空調服導入による夏場の現場環境改善と感染症対策の両立

95 クリーン産業株式会社 富山市 新規顧客獲得に向けた導線の確保による増収計画

96 ㈲新誠自動車工業 富山市 コンプレッサー導入による現場作業者の負担軽減と作業効率の向上

97 民宿中の屋 南砺市 コロナ感染対策施設改修工事で売り上げ増加

98 成真工業 富山市 とやまサンドイッチの商品化による飲食事業の開拓

99 うまいもん館 南砺市 コロナ感染対策施設整備で売り上げ増加

100 株式会社山秀木材 南砺市 積極的な宣伝広告と、WEB宣伝広告の実施による販路開拓と売上向上

101 ㈱宮津商店 高岡市 新事業『精密鋳造・箱城』の企画・開発

102 宮本デンタルラボトリー 南砺市 高性能高周波鋳造器導入による事業環境の改善と品質向上

103 有限会社梨花 富山市 テイクアウト販売・感染症対策の強化

104 株式会社七研 富山市 IoT機器開発による自社開発技術力向上と拡販

105 株式会社ＳＵＤＡＣＨＩ 富山市 オンライン研修開催に伴う事業所整備

106 株式会社LLCtoy 富山市
ウィズコロナに対応するウエディングフォトの訴求・販売
当社の完全オリジナルのお客様の思いを実現するフォトウエディングプ
ランサービス

107 有限会社 坂下製作所 氷見市
照明計画を見直しLED化することによる作業環境改善と安全性の向上を図
る

108 株式会社GGY 富山市 Web環境整備による新規顧客開拓

109 株式会社フォーエヌ 富山市 ゲート型ミスト噴霧器の開発

110 わかもり税理士事務所 富山市 相続専門部門設立のための相続専門のホームページ制作

111 ＧＲＮ株式会社 高岡市
コロナ禍により需要が伸びているＥＣサイト。北陸・富山地産ブランド
“ＨＡＲＲＹ　ＣＲＡＮＥＳ”のホームページリニューアル

112 割烹田舎 射水市 ハイグレードな仕出し弁当の開発によるテイクアウト需要開拓事業

113 デイズゴルフ株式会社 黒部市
利用客数増加に向けた新型コロナウイルス感染防止対策等の強化及び施
設整備事業

114 株式会社旅行企画 魚津市 新型コロナウイルス感染症防止対策の冷暖房効率改善とトイレ改築

115 大崎酒店 魚津市 販売するワインの保管状況改善により品質向上による売り上げ増

116 水持産業株式会社 高岡市 社内無線化「Wifi設備」事業

117 株式会社フクール 富山市 保守サポート業務拡張に伴うホームページのリニューアル

118 有限会社CPケープ 富山市 ホームページを製作しコロナ禍での集客の安定化

119 ハピログ株式会社 高岡市
新聞折込チラシ起点のデータドリブンマーケティングによる販促キャン
ペーン

120 大栄建材株式会社 射水市 ＰＲ動画製作によりコロナ禍に対応した販路拡大を図る

121 DOG　HOUSE 富山市 売上向上のためのテイクアウトと感染対策の強化

122 博多ラーメン１０ 魚津市 情報発信による集客と視認性、WEB対策

123 有限会社源七 魚津市 密を避けて購入意欲をつくるWEB予約化

124 ピザとパスタの店パタータ 射水市 衛生環境の整備及び話題作りによる集客力向上

125 株式会社御菓蔵 砺波市 イベント開催によるかきもち文化の発信

126 医療法人社団網谷歯科医院 滑川市 最新式高圧蒸気滅菌機を導入しコロナ感染防止対策の徹底
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127 日嶋精型株式会社 南砺市
新生活様式に対応するための感染症対策及び非対面型ビジネスツールの
作成

128 有限会社引田アルミ 高岡市 感染症対策の強化による予防に配慮した生産体制の構築

129 なかがわ歯科クリニック 富山市
感染症対策を強化することで来院数を増やし、さらに自費率アップで増
収を目指す

130 有限会社いながき理容院 高岡市
店内改装による顧客満足度の向上と新型コロナウイルス感染予防対策の
強化

131 合同会社Guts 高岡市 コロナ禍における飛沫感染予防のための店内改装

132 株式会社富山グラウジーズ 富山市 広告媒体を活用し試合の告知を図り販路開拓・売上向上に繋げる

133 アップスタート 射水市 空調機器販売におけるウェブ受注販売による非対面ビジネスの推進

134 はしもと屋 氷見市 アフターコロナに向けた来館者利便性向上に質する環境整備

135 きゅうみず接骨院 富山市 コロナ禍における新しい事業運営

136 有限会社まつき 氷見市 間仕切りを作り感染予防

137 esquisse hair works 氷見市 店舗外観リニューアルと衛生環境改善による新規顧客層取り込み

138 特定非営利活動法人国際医療留学生基金 富山市 外国人介護人財教育システム開発

139 カイロプラクティックsmile 富山市 オンラインでの健康サポートサービス提供に対応する体制構築

140 小矢部繊維工業株式会社 小矢部市
自動車シート用生地製造参入のためのイメージ向上による販路開拓の実
行

141 株式会社島津 小矢部市 セレモニー利用者・法要等向け「持ち帰り御膳」で販路開拓

142 株式会社河本ウインド 富山市 地域に開放したコミュニティスペースを活用したアートギャラリー計画

143 株式会社　宣広 高岡市 当社技術力の発信による販路開拓				 				 

144 有限会社北陸芯板製作所 高岡市
水回り（トイレ及び洗面所兼炊事場）における感染症対策強化と環境改
善

145 ヴァンクール 富山市
ポストコロナに対応した非対面型ビジネス体制の構築による販路拡大事
業

146 ラーメン大翔			 富山市 テイクアウト販促による売上向上と店舗改修による機会損失の低減

147 ラーメン　一心　富山駅前店 富山市 テイクアウトの拡大と通販の開始

148 トモスメイカー合同会社 富山市
破棄された革ジャンパーを再利用した新規ブランドの立ち上げ、販売サ
イト作成

149 株式会社アーバンプロデュース 富山市 新規開拓・売上向上につなげるためのホームページの新設

150 かすぼっかけうどん成 魚津市 非接触を徹底した店舗構成

151 株式会社Meaningful 富山市 中古木材を再生させ家具製作行い新たな販路を拡大する。

152 株式会社ライフフィット 砺波市 クラウドシステムを用いた体成分分析管理の導入について

153 おばんざい屋しののめ　北川景子 富山市 持続可能な販売促進と顧客ロイヤリティの向上

154 医療法人社団翔阿会 射水市 歯科用ユニットを導入しコロナ禍防止対策の徹底

155 Lumi_Nail 富山市 SNS（LINE公式アカウント）を活用した販路拡大事業

156 株式会社トミソー 富山市 Web広告による店舗兼住宅事業の販路開拓及び売上向上の取り組み

157 医療法人社団　光の道 富山市 安心通院が出来る環境改善事業

158 林原商店合同会社 射水市 女性を対象とした健康美をテーマにしたECショップの開設・運営

159 ㈱源助 魚津市
非接触防止、飛沫防止、テイクアウト来店の各お客様を除菌し、クリア
な空気対策、米の品質向上対策

160 ma-ji hair KAI-RA 高岡市 お客様に安心してご来店していただける画期的環境改善。

161 株式会社やぶうち商会 富山市
富山県地域資源である薬用植物トウキとシャクヤクを活用した化粧品の
商品開発

162 北陸内観研修所 富山市 新商品を提供するためのDX推進と施設改修

163 合同会社スマートワークス 高岡市 新型コロナ対策オンラインビデオ会議用ツール導入

164 株式会社フォー・ユー 富山市 売上回復を図るためにホームページのリニューアルをし販売強化を図る

165 有限会社粋な民宿　美岬 氷見市 テイクアウト・デリバリー部門強化のためのシステム導入

166 株式会社　宮木製作所 高岡市
ミックスマラーバッチホッパー導入による新たな需要獲得と売上及び生
産性の向上

167 れもんはぁと 射水市 テイクアウトの強化及び衛生環境整備

168 秋本　美衣 砺波市
リモート構築でコミュニケーション・話し方教室開催!! 動画配信で県内
の飲食店・観光地を応援!!

169 有限会社　貸衣裳の和楽 富山市 富山のロケーションを活かしたフォトウエディング専門のWEBサイト制作



NO 企業名 市町村 テーマ名

170 新栄建設株式会社 立山町 事業継続のための自家消費型太陽光発電設備の導入

171 立山グリーンランド株式会社 立山町
感染症対策として、人が集まりやすい場所に次亜塩素酸空間除菌脱臭機
を設置し、感染防止に努めたい

172 沢井歯科医院 高岡市 換気装置の導入によるコロナウイルス感染症拡大防止の徹底

173 株式会社中島保険事務所 小矢部市
タブレット端末導入による非対面型商談スタイルの確立とリモートワー
ク推進による働き方改革への挑戦

174 株式会社ユーロ富山 富山市
コロナウイルス感染防止体制の強化とランディングページによる新規顧
客獲得

175 株式会社勇気の花 射水市 BtoC向け新事業の販売促進及び予約管理の効率化

176 藤井　達郎（ふじい歯科医院） 高岡市
高性能空気清浄機導入による医院内環境改善対策事業及び「痛くない・
針無し注射器」導入による来院患者数増加事業

177 株式会社　大杉 射水市 看板改修による環境改善と売上向上

178 北一株式会社 高岡市
コンサルティングを採用しカーボンニュートラルを見据えた省エネフィ
ルムの需要喚起と経年劣化による貼替需要の掘り起こしを図る

179 日本エレテックス株式会社 富山市 新開発　抗ウイルス加工した繊維のIoT・DXによる販売強化

180 株式会社バイヤーズエージェント 富山市
滅菌（菌の不活化）効果のある繊維を使った新商品の開発と自社ECサイ
トの構築

181 新谷歯科医院 氷見市 患者様も従業員も安心して治療できるための環境整備

182 株式会社TIU 富山市 花をモチーフとしたカフェ、結婚相談業、アレンジフラワー販売、教室

183 SOL design 富山市 ECモール出店と体験型ワークショップの実施による販路開拓事業

184 靜月株式会社 富山市
ECサイトによるオリジナル富山県食材料理の“非接触型”販売を開始
し、コロナ禍でもできるしゃぶしゃぶセットを中心とする販路開拓、売
上向上事業

185 有限会社　田中製作所 高岡市 販路拡大と新規受注に係る、作業効率および品質向上のための新設設備

186 有限会社　大沢モータース 入善町 設備投資を通じて内製化をすすめ収益力の向上を図る

187 株式会社　ファイブワン 富山市 テイクアウトの販売強化と主たる顧客変更による売上向上

188 南学習ゼミナール 氷見市 学習塾の教室内とその周辺の環境整備

189 トップボーイZEN 入善町 店舗レイアウト・換気性能改善による安心・安全理容のサービス提供

190 株式会社マイホームタナカ 高岡市 ホームページリニューアルによる販路開拓・売上向上

191 株式会社ｉＲＩＳ 富山市 エステLP製作とエステルームの設置により美と心のケア　笑顔を提供

192 株式会社ジョワイユ 富山市 需要拡大の新事業「相続コンサルティング」で経営基盤を強化

193 株式会社オリフボン 富山市 新店舗のHP策定（魅力発信）、自社ブランド立ち上げ（新商品開発）

194 株式会社　Rector 富山市 スマートフォンに特化したHPリニューアル制作事業

195 株式会社カムイワークスジャパン 富山市 新商品開発・生産量向上のための工場内設備の導入

196 株式会社 and 富山市
コミュニティスペースの新型コロナ感染防止と市民へのDIYスペースの開
放

197 株式会社スクランブルエッグ 富山市 商品の動画作成とWEB広告の内製化による非接触型ビジネスの展開

198 原田歯科医院 富山市 高性能消毒滅菌機の導入による院内感染予防の徹底

199 株式会社ファンヴァレー 富山市
お客様がオークション会場に安心してご来場いただけるための環境改善
と設備改修

200 エルサカエ 富山市 ジュエリーHPサイトとECサイトの制作

201 有限会社味喜 高岡市
ウィズ/アフターコロナの新しい生活様式に順応した店づくりによる客足
回復及び顧客獲得

202 伊東プロパンガス 黒部市 LPWA規格のIoT端末による非接触検針・配送効率化の実現

203 ㈱メイクアップ 射水市 WEB（ライン）を通した営業強化（脱コロナ）

204 阪神化成工業株式会社 富山市 テレビCMによる企業ブランド確立

205 株式会社安達工業 射水市 売上向上を狙った社内システムの整備

206 北日本印刷株式会社 富山市
新型コロナウイルスの影響を踏まえ、事業活動の再構築のために販路開
拓や企業連携を図りながら新ビジネス創出を目指したい。

207 オフィス島崎 富山市 ホームページ作成による新規集客、販売強加

208 吉兆佐 高岡市 感染症対策及び来店客増加のための店舗環境改善

209 有限会社ステップアップ 上市町 「学び」と「安らぎ」を両立するハイブリット店舗への改装

210 株式会社グラニーレ 富山市
動的なプロモーションによる訴求力の向上により既存事業の強化と新規
事業への進出を図る



NO 企業名 市町村 テーマ名

211 金森　翼 高岡市 作業道具の購入及び資材置場設立

212 山本歯科クリニック 南砺市
コロナ対策強化の為、診療行為にかかる一部吸気・排気並びに汚物吸引
の安全性確保と点検のため。

213 有限会社大黒や 富山市 客席数増加による三密の回避と客席回転率のアップ

214 株式会社サンフーズ 滑川市 本支店間管理システムの構築

215 ジェイエスコーポレーション株式会社 砺波市 動画撮影編集システムの導入

216 株式会社サンコー本店 高岡市 新型コロナウイルス感染拡大防止対策　勤務環境設備の施工

217 有限会社五衛門 富山市 コロナ蜜を防ぐ、テイクアウト事業の拡大販売所設備

218 株式会社フジモリ 高岡市 コロナ感染予防対策としての事務所拡張と面談室新設

219 有限会社アイランド 高岡市 髪から足の爪先まで全身に使える化粧水で潤いを手に入れる！

220 株式会社タカナリ 富山市 新事業（整体師育成スクーリング事業）の開始と周知

221 キレイコムDeuce 富山市 換気等コロナ対策及び、コロナ終息後の売上回復のための店舗改修工事

222 五福酒場jiccaカラオケゴリラ 富山市 Web広告を活用した新規顧客の獲得

223 株式会社ウエダ 高岡市 電力事故を起因とする事業活動停滞の未然防止策


