
【第４報】採択結果（通常枠）

№ 企業名 市町村 テーマ名

1 生地蒲鉾有限会社 黒部市 既存HPの改修による安全性確保とWEB広告出稿による売り上げ向上

2 三和食品株式会社 南砺市 新商品開発および商品ラインナップの拡充に向けたラベル貼り作業の自動化（効率化）

3 株式会社Ｄｅｎｔａｌ　Ｓｔｕｄｉｏ　ｆｏｒｍ 魚津市 最新式歯科用CADスキャナーによる歯科技工物の精度向上と作製時間短縮

4 有限会社紅粉建設 黒部市 デジタルミーティングボード導入による業務のデジタル化・効率化

5 日工電設株式会社 富山市 自社HPリニューアルによる広告強化および販路開拓

6 有限会社理容サイトウ 富山市
コロナ禍での店内環境改善のため、エアコン新規入れ替え、並びに、販路開拓・売上向上の

ため、社内新事業部門として、トリミングサロンの新規開設

7 株式会社ヤハタセイコー 入善町
高精度、短納期、コストダウンを更に進めるために、ツールプリセッター、ボアチェック、

チェックマスターを導入する

8 ヨ八魚問屋株式会社 魚津市 事務作業のデジタル化による作業効率の改善とインボイスへの対応

9 砺波工業株式会社 砺波市 業務効率化による生産性の向上・コロナ禍における感染症予防

10 トモスメイカーネクスト株式会社 富山市 アウトドア用スピーカーのサイト制作

11 富山通信サービス株式会社 富山市 電気通信工事業のテレワーク化による労働環境の改善

12 有限会社加藤板金工業 高岡市
事業承継に伴い、最新鋭機械の導入で生産性向上・販路開拓・売上向上・雇用促進を行い、

SNSによるこまめな情報発信で企業イメージアップを図る

13 第一交易株式会社 南砺市 工程に潜むロスを削減して生産性の向上を図る事業

14 髙野運輸株式会社 富山市 物流倉庫へのネットワークカメラ設置によるモノの流れの最適化及び作業性の向上

15 株式会社ＥＣＯＭＡＸ 高岡市 「手持ち用赤外線カメラ」導入による受注拡大

16 エヌツール 入善町
現工場内が狭小で密になっていることから、利用していない車庫内を改装して新たに製造ス

ペースを設ける

17 藤田農園 立山町 芝生地管理業務の生産性向上と新規需要開拓

18 中川塗装株式会社 高岡市 建設DXに向けた工事管理業務の効率化

19 株式会社髙澤酒造場 氷見市 ビヨンドコロナ　フレッシュ日本酒の小容量化で国内外へ展開

20 美容室プレシャス 入善町 コロナ禍に即した美容施術と高品質サービスの提供

21 有限会社マツダ 富山市 コロナ禍における花火ビジネスの転換および新サービス提供による販路開拓

22 有限会社文華堂　吉田印刷 高岡市 事務所改修工事による熱中症対策及び作業効率化

23 藤井工業株式会社 南砺市 省人化できる測量機の導入とホームページリニューアルによる新規顧客の獲得

24 有限会社斗々庵二俣屋 射水市 宇奈月産「いなきび」を使用した串団子の開発とEC拡大

25 株式会社アグリライズ南保 入善町 富山県産食材を用いたオリジナル加工品の販路拡大

26 ｇｒａｃｅ　ｆａｉｒｙ 高岡市 トレーラーハウス導入の施設環境改善とペット専用乾燥機導入による新サービスの提供

27 株式会社北陸精機 魚津市 機械工場LED照明化による生産性向上

28 にった内科クリニック 富山市
診察の順番を取るために、ならんで長時間待つことによる感染リスクを減らし、待ち時間を減

らすことにより、患者様の負担を減らす

29 杉江表具店 富山市 新技術を活かした新商品開発でお土産品市場参入を目指す

30 有限会社サワダアート 富山市 屋外広告制作の高度化による高付加価値化事業

31 有限会社冨士見荘旅館 高岡市 ビヨンドコロナの宿泊客回復に向けた環境改善と食事メニュー見直し

32 株式会社矢野工作所 射水市 コロナ禍における工場内の空調設備導入による環境改善

33 株式会社広浜 魚津市 三密の回避。感染症対策のための事務所と食堂の拡張工事

34 合同会社榮ライフクリエイト 氷見市 WEB会議用モニターの導入による業務の非対面化

35 野開造園土木株式会社 射水市 高性能草刈り機の導入によるBtoB拡大及び生産性向上

36 ＰＲＥＳＴＯ 富山市 新規HP作成とオンライン予約面談システムによる新規顧客獲得

37 株式会社千草屋商舗 富山市 新事業展開として「餃子」の新商品開発

38 孫田宝幸園 氷見市 小型重機導入による倒木撤去作業の効率化

39 株式会社コノカ 立山町 web集客による新規集客及び新規顧客の獲得

40 新昌工業 高岡市 LEDライトおよび換気扇設置による売上増加を見据えた従業員雇用のための職場環境改善

41 株式会社アクトジャパン 高岡市 ホームページ全体リニューアルでの販路開拓

42 有限会社荒川機工 富山市
サーバを導入し販売管理システムをリモートアクセス接続できるように環境を整えて業務の効

率化及び環境改善を図る

43 ダイエー商事株式会社 高岡市
休憩スペース改装による対面・オンライン打合せ環境整備を通じたBtoCリフォーム案件獲得

強化

44 株式会社ｙ’ｓコーポレーション 富山市 ホームページのリニューアルとテレワーク環境の実現



№ 企業名 市町村 テーマ名

45 有藤クリーニング店 高岡市 注文品保管場所の確保による、感染防止及び作業効率化

46 株式会社山下ホーム 魚津市
住宅展示場への誘致を目的としたルームツアー動画制作と、Youtube広告用の６秒・１５秒

動画制作

47 大島ひふ科医院 高岡市

最新の診療所用医事システムを導入し、受付から会計までの一気通貫システムにより一連業務

の効率化、正確性、待ち時間の短縮を図り、その分、患者様に寄り添う時間を増やし、情報

提供を行うことで、顧客サービス向上を図る

48 有限会社放生若狭屋 射水市 コミュニケーションの強化及び製品認知度の向上

49 立山館 立山町 安心・安全な食品を提供する為の管理と鮮度の持続保持に努める

50 株式会社若田工業 富山市 大型配管工事への対応力強化による売上向上

51 有限会社ふくい自動車工業 富山市 夏季売上拡充と収益構造再構築のための最新式フロンガス交換機の導入

52 有限会社舛谷解体工業 富山市 ビヨンドコロナにおける地域の介護相談と楽しく交流できる場所の創出

53 酒井鮮魚店 氷見市 新商品開発による持続可能な移動販売体制の構築

54 株式会社Ｔ－ＳＯＵＬ　富山豚食堂かつたま 富山市
感染症対策のため、手洗いを自動水栓に交換工事をする。業務効率化及び商品の品質向上の

ため、真空包装機を導入する

55 雄基工業株式会社 高岡市 働き方改革、業務効率化クラウド情報共有システム

56 冨田瓦 富山市
ドローン・タブレット端末の導入によるデジタル化と販路開拓を目的としたリスティング広告

の導入

57 中嶌建築 射水市 木材加工処理能力の向上によるBtoB拡大と売上安定化

58 株式会社タカバメガネ 高岡市
感染症対策を徹底した店舗体制とデジタル化による積極的なリモート講習会参加による従業員

育成

59 ＡＺＵＳＡ　ＦＬＯＲＩＳＴ 射水市 オンラインレッスンの導入・HPリニューアル

60 廣川建設工業株式会社 入善町 熱中症対策用品による快適な職場環境の形成と人材確保

61 鉄木真本店 高岡市 ビヨンドコロナに向けた働き方改革により労働環境・店舗環境の改善

62 ボーノ・ペッシェ 氷見市 氷見鰯に特化した加工品”ビン詰”の新製品開発と販路開拓

63 株式会社パティスリーシュゥエト 富山市
ブランドの強化及び富裕層の集客（インスタの強化からECサイト及びホームページへつなげ

る）

64 株式会社北陸製版センター 高岡市

新型コロナウイルスが猛威を振るう中、感染症対策としての現業務の見直しをはかる。デジタ

ル化・リモートワークによる業務効率化・改善による非接触型業務の確立、情報の共有化そ

して情報発信の強化を図る

65 前田鉄工所 魚津市
マシニングセンター用工具を20本追加することで、段取り時間を大幅に減らし、生産性向上

を図る

66 株式会社タナテック 高岡市 給排水配管設置による現場環境改善と感染症対策の両立

67 株式会社太陽堂 射水市 来客数向上のための店舗の見せ方、雰囲気創りでの環境改善

68 株式会社高松機鈑製作所 富山市 ルーフファン設置による工場の作業環境改善

69 ＨＡＰＰＹ　ＤＩＮＮＩＮＧ　ｊｏｉｅ 富山市 テイクアウトの販路開拓と事業拡大の為の店舗内の環境改善

70 株式会社ニイカワ広告社 魚津市 高精度カッティングマシンによる少量多品種オリジナルシールの開発

71 タケ建築株式会社 氷見市 サイトリニューアルとWeb商談により営業の効率化・販路拡大

72 株式会社五郎丸屋 小矢部市 ガラス造形作家とのコラボレーションによる新商品開発

73 むろやクリーニング 射水市 最先端水洗機の導入によるウェットクリーニングの効率化とBtoB拡大

74 株式会社速星精工 富山市 油圧部品製造進出による従業員の職場環境の改善とコロナ対策

75 株式会社開進堂楽器 高岡市 学校教材販売の注文・集金方法のデジタル化

76 永原農園 富山市 ホームページを利用した販路拡大

77 有限会社サミット産業 射水市 オンライン商談による業務効率化

78 紅コーポレーション 高岡市 高価格帯商品の販売による売上高と利益率の向上

79 株式会社エヌエス・ブレーン 射水市 ソーシャルディスタンスに対応した、設備増設・増床による生産性向上

80 呉羽保温工業株式会社 富山市 WEBサイト新規導入で販路拡大&売上増を目指す

81 株式会社ハリタ冷蔵 魚津市 カニ加工場の働きやすく続けやすい職場づくり

82 株式会社英光商事 富山市
コロナ禍における協力工場の廃業を背景とした製袋加工～販売までの一貫体制構築。ポリ袋

の安定供給の実現

83 居酒屋　和楽 高岡市 来客用駐車場整備による業務効率化・売上向上及び顧客満足度の向上

84 有限会社中部日本モータース 朝日町 新規需要の獲得や生産性向上のため、最新のリフト設備を導入

85 有限会社常盤本店 富山市 デジタルツールの有効活用による、愛されるお店への創造

86 有限会社山崎自動車 高岡市 「タイヤ組換自社内製化」するための作業環境改善への取組み
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87 有限会社富山センカン 富山市 配管工事の内製化による販路開拓・売上向上

88 ｏｈａｃｏ　ｂｉｙｏｕｓｈｉｔｓｕ 富山市 感染症対策に加えて生産性向上と顧客満足度向上を兼ねた店舗改修

89 藍菜坊 黒部市 洋菓子販売のオンラインショップ展開事業

90 ほめＮＯＶＡ 富山市 オンライン営業体制の確立による新規顧客開拓の実行

91 有限会社笹倉木材商店 富山市 含水率の高い国産木材の製品製作、対応力向上

92 株式会社ワールドシンコー 氷見市 販路を開拓し売り上げ向上をめざします

93 松坂写真館 滑川市

動画撮影から編集まで映像クリエイターの発信！独自技術（ライティング技術×動画編集

等）を用いた高品質のサービスを提供することで、プロの品質を求める市場ニーズに対応して

いきます

94 有限会社出木野屋 高岡市

ビヨンドコロナに向けた新しいパンフレット（動画）の価値とオンラインミーティングの導

入「動的なパンフレットで会社紹介をスムーズに＆どこでもミーティングでコミュニケーショ

ンアップ」

95 玉旭酒造有限会社 富山市 コロナ禍でのEC展開に向けたブランディング強化

96 株式会社ミガキ 富山市
シロアリ駆除事業専用ホームページのリニューアルによる集客・売上強化。及び、感染症・熱

中症対策としての空調システム導入

97 有限会社まつや 南砺市 冬季期間の売上向上に向けた店舗改修

98 有限会社山岸ちまき本舗 氷見市
新型コロナの感染症リスクを減少させた安全安心な職場環境づくりで、作業効率を高め、売

上げ回復を目指します

99 池原　純一 入善町 安全且つ効率的な事業継続に向けた農業機械の導入

100 浅倉　鎮一 富山市 生産性向上のための設備導入

101 有限会社入善自工 入善町 社内におけるコロナ感染対策と生産性改善による売上向上

102 オヤマ運輸機工株式会社 射水市 リノベーション分野が実現するSDGsな社会への取り組み

103 有限会社エムエム工業 砺波市

自社所有の設備のあり方を検討し、販路開拓・売上向上・環境改善により、経営状況の改善

を実現する。昨今の「働き方改革」や「自動車免許制度の変更」による、社員の就業環境の

変化に対応する

104 株式会社キョウセイ 富山市 生産性及び生産量向上のための工場環境整備

105 株式会社ナカスミ 富山市 広告環境の構築による既存事業及び新サービスの売上向上

106 ホーライサンワイナリー株式会社 富山市 企業向け研修およびワーケーション事業の強化による収益の多角化

107 医療法人社団家城医院 富山市
産婦人科における診療予約システムの導入とホームページの改修およびスマホ対応型ホーム

ページの新規作成を行い、安心して受診してもらえる環境を整える

108 ｍｏｏｈｎｏ 富山市
コロナ禍で培ったテイクアウトのパフェやクレープ・ドリンク商品の外向け販売スペース

（ウォークスルー販売）を設置

109 アクアフレスカ 砺波市 飲食業態の変化に伴うカジュアル店からの転換・グレードアップ化の促進

110 有限会社西条観光 氷見市 環境改善徹底によるアウトドアアクティビティの提供

111 加藤板金 富山市 最新式自動切断機の導入による新商品開発及びBtoC販路開拓事業

112 株式会社ジャパンビジュアルサポート 上市町 屋外ロケーションでの動画・写真の融合した新しいフォトウェディング事業の構築

113 有限会社山田製作所 立山町 DX推進による業務効率化で販路開拓と売上向上

114 和風温泉元湯　叶 氷見市 貸切風呂サービス提供による感染症対策と付加価値向上

115 エムアールティ株式会社 富山市 海外展開拡大に向けた精緻な生産管理体制の構築

116 株式会社江添組 氷見市 作業内容の簡易化・効率化を行い、対応受注数の増加を目指す

117 川田ニット株式会社 南砺市 展示会出展による市場開拓と売上・利益の向上

118 高橋塗装 富山市 業務時間の有効活用と営業推進を同時に実現するPR活動

119 有限会社林屋 富山市 持続可能な取引関係維持のための新商品開発と販路開拓事業

120 光進自動車工業株式会社 富山市 自動車の高性能化・大型化に対応した整備設備の向上と生産性の向上

121 株式会社ライフエンターテイメント 富山市 タブレット端末の導入でコロナリスクに対応・対策した自社の新運営スタイルの確立

122 滝川農園 高岡市 楽しい買い場空間を提供し、顧客購買単価とリピート率の向上

123 株式会社クリア 射水市 介護業界に特化したDM送付による販路拡大及びリモート商談による業務効率化計画

124 株式会社牛勝 氷見市 自動化設備・最新設備導入によるコロナ感染症対策の高度化

125 Ｈａｉｒ　Ｃａｌ 氷見市 美容提供サービスの高品質化によるカスタマーファーストへの取り組み

126 株式会社北陸化成工業所 高岡市 ＦＡＸ送受信デジタル化による業務効率化と接触機会の減少

127 合同会社ｇｅｎｓｉｇｎ 富山市 3次元CADシステム導入により商談スタイルの革新による成約率の向上

128 株式会社中村タイル工業 富山市 WEBサイトリニューアルによるASL工法滑り止め事業の周知と売上向上

129 株式会社河原林業 氷見市 新分野展開による持続可能な森林経営体制の構築



№ 企業名 市町村 テーマ名

130 麹ｃａｆéおたんちん 氷見市 真空包装機と超低温冷凍機による食材管理改善とテイクアウト商品の開発

131 Ｍｏｒｉｓａｋｉ　Ｓｔｅｅｌ　Ｗｏｒｋｓ 富山市 発電機兼用溶接機の導入、及び研修制度導入による人材育成

132 ハナテック株式会社 富山市 飲食部門の立ち上げに伴う店舗改装・新サービスの導入

133 大日造園株式会社 富山市 現場事務所・本社事務所間のデータ共有およびセキュリティ対策

134 有限会社ダイゼン石材 富山市 オンライン商談による業務効率の向上と提案力の強化

135 株式会社ココロ 高岡市 既存サービスのターゲット拡大とサービス内容の拡大による相乗効果

136 株式会社アポケアとやま 富山市 EC・イベント出店での売上の向上および社会保険関係事務のデジタル化

137 株式会社ＴＡＧＯＳＡＫＵ 朝日町 設備導入による６次産業製品生産効率化による生産増大と売上向上

138 歯科矯正　ちどり歯科医院 富山市 最新式歯科用チェアーユニット等の導入による治療環境の改善と業務効率化の促進

139 イタリアンキッチン　オリーブ 氷見市 氷見市内における地産地消の推進

140 ｊａｎｅ’ｓ　ｖｉｎｔａｇｅ 朝日町 新店舗に移転するリノベーション工事の実施

141 有限会社永井建築 入善町
新規需要獲得の為、HP・会社のロゴ・パンフレット・ターポリンの作成及び看板のリニュー

アル

142 有限会社北日本新聞　新庄販売店 富山市 新聞システムを使用した配達効率向上と営業日報のデジタル化

143 鮨処山崎 射水市 アクティブシニアの利用拡大を目的とした設備投資の実施と感染対策強化

144 株式会社タカオカ電工 高岡市 ホームページのリニューアルによる情報発信の強化とテレワーク環境の整備

145 瀬山建設工業所 富山市 3D CAD導入による売り上げ向上と時間短縮による業務効率化

146 有限会社レーシークラフト 魚津市 調色管理測色システム導入による生産性の向上～売上高増加に向けて～

147 サンエー建工株式会社 砺波市 AI活用及びデジタル化を導入し、社員の健康管理、業務の効率化を目的とする

148 株式会社Ｒｅｃｔｏｒ 富山市 WEBプロモーションによる売上向上

149 つの歯科　口腔外科 高岡市 拡大視野下での患者負担の少ない歯科・口腔外科診療の推進とホームページによる PR

150 ユーテック株式会社 高岡市
ウィズコロナにおけるオンラインを活用した営業活動と展示会出展による認知度向上・新規顧

客獲得

151 有限会社新興プリント 富山市 特殊マテリアルを活用した売上回復と新規開拓

152 軽食喫茶メロディー 富山市 アフターコロナに向けて継続的感染対策実施と衛生設備改善による集客力の強化

153 株式会社経塚組 黒部市 企業HP制作による機会損失の軽減・リクルーティングの強化

154 有限会社藤久 高岡市 土木現場のデジタル化と事務所内の感染対策

155 川瀬ＣＪ株式会社 砺波市
テイクアウトメニュー刷新及びオリジナルブランド店の単独HP作成によるブランド力強化・

EC参入事業

156 たば田 富山市 個室への改修・換気エアコン導入による感染対策の強化～これからの居酒屋の在り方～

157 株式会社ｉソフト 富山市
新たに研修事業を展開し「販路開拓・売上向上」を図ると共に、社内の空調環境を改善し安

心して働ける環境を目指します

158 すたじあむ・たけ 射水市 オリジナル商品のブランディング強化と新メニュー開発による売上拡大

159 有限会社ＡＴ企画印刷 富山市 テレワーク・ビデオ会議システム等のリモート化

160 呉羽産業株式会社 富山市
問い合わせ件数・売上高アップに向けた、機能性を備えた会社ホームページへの完全リニュー

アル施策

161 有限会社富山浄化槽 富山市 会社の事務所に誰もいなくても全員で外勤でき、暑い夏でも外勤できる環境改善の実現

162 みつるファーム株式会社 氷見市

ネットワークカメラ監視システムを牛舎全範囲に導入し、離れた場所からも、大切な全繁殖

牛・全仔牛に対して細やかな健康管理と、インシデントの初期対応を行うことでの売上向上、

またデジタル化による、畜産業務の労務改善を図る

163 有限会社わたなべ電装 入善町 ケーブルテレビ光回線引込線工事事業への参入

164 デンタルクリニックすぎもと 富山市 感染予防を簡便に実施するための歯科用ユニットの導入

165 リッジラインボルダリングジム 富山市
建物壁面に大型看板設置・既存看板貼り替えとHPリニューアル、Web広告による新規顧客の

取り込み

166 株式会社富山グラウジーズ 富山市
業務効率化のため、テレワークを含む営業先で使用する環境を整える。新規事業「幼児向け

運動教室」の開校

167 北陸建装株式会社 入善町 インボイス導入と業務効率化のためのシステム改革

168 徠－ｒａｉ－ 高岡市 ファミリー層をターゲットとした新規顧客開拓

169 有限会社佐野政製作所 高岡市 オリジナル製品開発・ブランディング強化によるＢtoＣ分野開拓事業

170 平田印刷株式会社 高岡市 インキローラー自動洗浄機導入による印刷準備時間短縮と作業現場環境改善の実現

171 株式会社Ｔｅｅｔｈ　Ａｉ 富山市 舌の筋肉を鍛えることで健康を維持していく口腔ケア新商品の販売事業

172 焼肉　唐島 氷見市 地域から愛される焼肉店から更なるレベルアップ
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173 医療法人社団　光の道 富山市 院内感染防止対策の強化。コロナウイルス感染予防を始めとした患者目線での環境改善を行う

174 石田接骨院 氷見市 最新設備導入による高精度な診断で、患者の症状に最適な治療の実現

175 株式会社ＥＹＥ　ＳＴＯＰ．ＤＥＳＩＧＮ 富山市 施工管理システム及び、土間仕上用マシン導入による業務効率化

176 株式会社東自動車 高岡市
新しく「個人向けオートリース」専用HPを作成し、これからの時代に合った新しい自動車の

乗り方を市場に提案していく

177 ふどうさんの北陸 朝日町 建設廃材リサイクル事業開始による当社強みを活かした販路展開

178 さかもと歯科医院 富山市 診療用バキュームモーター及び分離器を利用した感染症防止対策

179 株式会社カリスコーポレーション 富山市 ECサイト作成による美容商材の販売拡大と来店予約システム導入による業務効率化

180 株式会社三恵メタル 高岡市 Webサイトのリニューアル、Web広告の運用

181 有限会社エムテック 入善町 精密バイスの導入による加工精度向上で、客先の高精度要求に応える

182 株式会社フジサワ 富山市 外部環境への対応として、自社ホームページの作成、および機械設備導入による作業内製化

183 リフェクト 富山市 ホームページリニューアルで認知・集客を強化し、売上増加を目指す


