
【第２次】第５報採択結果（通常枠）

№ 企業名 市町村 テーマ名

1 いわむらファミリーヘアーサロン 小矢部市店頭イメージアップと女性店主ならではの理容サービスプラス癒しで、顧客を増やす事業

2 マルヤ鱈場水産株式会社 氷見市 ECサイトの業務効率化、訴求力向上による安定した経営体制構築

3 株式会社喜泉閣 黒部市 ロビー、売店内の改装に伴う熱中症対策（空調設備）の見直し

4 氷見テント商会 氷見市 感染リスク低減のため従業員休憩室を拡張、事務所の環境改善による作業効率化

5 頭の家ＮＩＳＨＩＤＡ 富山市 空気清浄機付きエアコン導入による快適な施術環境の提供

6 フラワークリーニング吉﨑 南砺市 スポットクーラー導入による職場環境の改善とコロナ感染症対策の強化

7 となみ観光交通株式会社 砺波市 新商品開発と高付加価値化

8 株式会社ウエダ 高岡市
製造インフラ整備によるエネルギー高効率運用と生産性向上によるサプライチェーンの維持強

化

9 有限会社テント山田 黒部市
空気清浄機能付き省エネエアコン導入による感染リスク低減及び熱中症対策・最新型ミシン

導入による生産性向上

10 株式会社Ｃｏｎｎ－Ｒｏｄ 富山市 オンライン営業体制の構築による売上高向上

11 コーヒーショップレドール 富山市 テイクアウト事業の売上向上を目指した、新たな販売方法の導入

12 竹生 南砺市 食材長期保管体制整備と事前仕込みによる調理効率向上

13 株式会社ＯＨＩＲＡ 富山市 作業中、空調服を着用して熱中症対策をし作業効率をあげる！

14 株式会社コネクト 氷見市 カーエアコンサービスステーションの導入による事業の効率化、売上向上

15 株式会社栄進不動産 高岡市
ホームページリニューアルによる非対面チャネルを用いた営業活動の強化・当社独自の不動産

情報の提供

16 北日本新聞　戸出販売店 高岡市
最新式新聞管理MAPシステム導入により、配達効率向上と配達員交代の円滑化による労働生

産性向上、そして営業日報のデジタル化による営業効率の向上を図る

17 西川自販株式会社 入善町 店内感染対策の徹底により売上向上

18 中田酒店 高岡市 事業形態転換のため店舗改装（バリアフリー化）による新規顧客獲得

19 立山化成株式会社 射水市 コロナ禍での就労環境変化に対応した人事・労務管理のデジタル化

20 ＳＨＯＷＨＡ 富山市 解体現場での生産性向上、業務効率化

21 タージ・マハール砺波店 砺波市 テイクアウト商品を主力商品に育てる

22 小西精肉店 砺波市 新規取引先の獲得に向けた業務分担の見直し

23 河口自動車 魚津市 自動車整備機器導入による業務効率化、外注の削減

24 株式会社岩木土石 富山市 高機能な空調換気システム導入による職場の環境改善

25 株式会社吉田屋鱒寿し本舗 富山市 駐車場・看板整備および新商品周知による来店客数・売上の増加

26 株式会社大地 高岡市 空調設備の入れ替えによる労働環境改善・感染症対策を図る

27 中邑接骨院 富山市 新しい機器を用いた他院とは異なるサービスの提供

28 笑色 富山市 POSレジ導入による業務の効率化

29 円満自動車整備工場 黒部市 スキャンツール導入による作業効率化及び接触機会の減少による職場環境の改善

30 Ｍｅａｔ＆ＦｏｏｄｓＴａｋａｃｈａｎ株式会社 砺波市 新規設備を導入し、感染症対策・食中毒対策、テイクアウト強化を図る

31 ＵＮＩＣＯ 富山市 店内の排気システム改善と冷蔵庫更新による食品廃棄ロスの削減

32 株式会社中六醸造元 射水市 新商品用販促チラシ・販促POPによる商品PR、販路開拓事業

33 鍜治鉄工 南砺市 換気扇増設、LEDライト増設により環境改善、業務効率化

34 ｎｉｃｏｔｔｏｓａｎ 富山市 新メニュー開発による新規顧客の開拓

35 有限会社丸川商店 黒部市 省エネ及び感染症対策を施す環境改善

36 株式会社川上鱒ずし店 富山市 空調設備の入れ替えによる店舗内の環境改善

37 ｍｒ．ｋａｎｓｏ　ｇ２ 氷見市 新商品開発による売上確保、氷見商店街における連携強化

38 横田歯科医院 富山市 感染予防の更なる強化、効率化を図る

39 株式会社五福興産 富山市 バス駐車場一括予約管理システム導入による顧客利便性の向上と業務の合理化、効率化

40 新森商事株式会社 高岡市 WEBサイトリニューアルによる販路拡大と売上向上

41 ビストロヨシダ 富山市 省エネ・消費電力によるコスト削減とワインメニューの強化

42 株式会社うみあかり 氷見市 調理工程への自動化設備導入による生産性向上と感染対策の両立

43 Ｍｕｌｂｅｒｒｙ 富山市 動画制作及びドローン撮影を取り入れた新サービス開始

44 有限会社シモダテクニカル 入善町 業務効率化、リードタイムの短縮を実現するための社内環境の構築

45 季節料理とお酒　わさび 富山市 コロナウイルス感染及びクラスター防止対策による個室内装工事

46 株式会社ジョイマリン 富山市 ホームページのリニューアルによる情報発信力の強化と営業体制の構築



№ 企業名 市町村 テーマ名

47 肉の長井 氷見市 食品加工の冷凍品の充実と販路拡大

48 松本塗装工業株式会社 南砺市 乾式ブラスト装置購入による業務の生産性向上と感染症対策の両立

49 栗林園 富山市 店の強みを生かし様々な茶葉を使ったソフトクリームの開発・販売事業

50 株式会社かねみつ 魚津市
万能スライサー導入により、設立から50年の製造技術に加え、更なる安全、確実、高能率化

を図り主力商品の品質向上、販売促進、更なるブランド力の醸成強化を目指す

51 有限会社岩井鐵工所 黒部市 多様な分野からの受注獲得推進に向けた管理体制高度化の取り組み

52 株式会社日東 高岡市
従業員への熱中対策をし、作業効率を上げる事を目的とします。環境改善による作業効率を

上げる事を目的とします

53 百万石うどん大門店 高岡市 全ての顧客が安心して訪れることができる店を目指した設備改修

54 有限会社藤井製作所 小矢部市新型エアコン導入による職場環境の改善及び感染症対策

55 株式会社エス・シー・エム商事 射水市
ビデオ会議システム導入による生産性向上・除菌空調設備導入による新型コロナウィルス等感

染症防止による安心できる会社作り

56 越前自動車 高岡市 エンジンオイルの定期交換における、車の燃費向上と、車の耐用年数を伸ばす事業

57 株式会社サンエツ 富山市
新商品開発「富山のブリを調理し缶詰めにし、富山県の名産品を目指し全国に販売致しま

す」

58 有限会社モアクレスト 富山市 熱中症リスク対策による顧客満足度の向上及び賑わい創出

59 ｂａｒ１０．１ 富山市 換気システムの追加による店内環境の改善

60 有限会社松井電気商会 黒部市 電気CAD導入で作業効率及び売上向上

61 有限会社晴柀鉄工所 黒部市 プラズマ切断機の導入と作業所の整備により生産性と職場環境を向上させる

62 リアン自共立美容室株式会社 富山市 ５Gに対応させ情報発信強化の為の既存ホームページ改修

63 太田接骨院 射水市 アマチュアスポーツ選手向けの施術開始による新顧客層の獲得

64 株式会社オカッテン 富山市 自動販売機及び真空包装機導入により売上高向上、食品ロス削減を実現する

65 株式会社ＴＯＣＯ 滑川市 新たなデジタルを活用し、ビヨンドコロナに対応えきる体制を整備する

66 有限会社リカーポケットみずはた 富山市 来店数増と売上増を実現するための店内外の環境整備

67 株式会社栽培技術研究所 滑川市 ECサイトの作成とSNSの連携による販路拡大と売上向上

68 株式会社野口建設工業 富山市 モニタリングシステム導入による管理体制の強化事業

69 ビーズ 高岡市 予約システムの導入およびHP作成による販路拡大

70 株式会社千里自動車整備工場 富山市 施設内照明のLED化による作業効率向上、消費電力削減

71 酒井建設株式会社 上市町 総務人事システムクラウド導入によるリモート化

72 有限会社粋な民宿美岬 氷見市
より快適なお部屋づくりから氷見の絶景と食を提供。感染対策強化により安心感と満足度を

高め、利用客拡大を図る

73 竹林堂分家 富山市
空気清浄機能付き空調設備導入により、商品の品質保持および顧客満足度を向上させ集客を

図る

74 沼田畳内装株式会社 小矢部市移動ショールームを活用した在宅環境快適化工事の販路開拓

75 テラビッツ株式会社 富山市 梱包作業の効率化で働き方改革＆生産性の向上

76 株式会社府録組 小矢部市新型トータルステーション導入による生産効率の向上

77 田中歯科医院 黒部市 診療予約のデジタル化による医院全体業務の軽減とスピードアップ

78 三晶技研株式会社 滑川市
従業員と管理部門の業務効率化を実現する給与明細・年末調整申告のクラウドサービスの導

入、及び残業時間や有給休暇取得管理ができるタイムカードの導入

79 株式会社トヤマＴＫＸ 氷見市 インクジェット印字機導入によるマーキング作業の生産性向上

80 株式会社壁装の中野 黒部市 機械装置の導入で技術を高めお客様の満足度をあげ売上アップにつなげること

81 やや家 高岡市 小売店舗に於ける換気、殺菌システムに対応した空調機の導入

82 株式会社トヨックス 黒部市
富山県立大学での金属継手と樹脂ホースが混合した際の応力解析、変形解析等を行い、継手

の寿命予測を裏付け及び新商品開発への基本データ資料として利用する

83 株式会社松美堂 高岡市 周年記念品需要開拓のための撮影スタジオ整備ならびに物置スペース改装による感染症対策

84 株式会社土肥鉄工 上市町 熱中症対策のため空調作業服と扇風機を購入する

85 民宿勇助 南砺市 抗菌襖と抗菌畳の新調による感染症対策と売上の向上

86 ルームイン金田有限会社 氷見市 日本の伝統文化「畳」の訴求活動強化

87 合同会社ＡＰＵＫＵ 滑川市
県産食材を使った加工品の全国販売・滑川市の厳選食材を主に使用した栄養価の高いおやつ

を製造し販売する

88 株式会社ティエルマーケット 富山市 首都圏への新たな販売チャンネル展開によるテイクアウト販売強化事業

89 合同会社ピースライフサービス 富山市 ヘッドライトテスター導入で収益増強と業務効率化を図る

90 ますや食堂 高岡市 トイレの改修による環境改善及び感染対策強化



№ 企業名 市町村 テーマ名

91 株式会社宝来社 富山市
新規設備導入による、画像出力紙の品質アップ及び付加価値プラスによる販路拡大・売上向

上

92 ＳＴＵＤＩＯ　ＰＲＥＭＡ 高岡市
新しいヨガ用補助具の開発及び補助具のインターネット販売・日本人の体型に合ったヨガ補

助具を開発し、インターネット販売で全国展開

93 サカヰヤ 高岡市 ３世代が安心して集えるコミュニティ型店舗を目指したコロナ感染対策

94 ツルヤ味噌株式会社 氷見市 自社ECサイトの売上向上とお客様との関係強化を目的としたDM作成

95 つくばね建設株式会社 南砺市 油圧ショベル導入による受注体制構築と売上向上

96 ミカド工業株式会社 富山市 自社HP作成による企業ブランドの構築・雇用促進・販路開拓の実施

97 四十萬亭 富山市
新型ガスレンジ更新による料理提供時間の短縮と料理品質の向上によってお客様満足度向上

を目指す

98 藤田工業株式会社 入善町 空調作業服と扇風機で熱中症対策と作業効率向上を図る

99 株式会社日鉄工業 富山市 従業員の熱中症対策、労働環境の改善による売上向上を目指す

100 有限会社小西モータース 魚津市 ガス回収機導入による新サービスの提供、売上の向上

101 有限会社塚本工業 射水市 金型導入による新規受注の獲得、設備モーター更新による労働生産性向上

102 有限会社てらしま 富山市
日本酒を合組（ブレンド）し、料理との相性や想いを伝える新しい飲酒文化を広める為の

ツール（合組用純米酒）を開発し、新規顧客を獲得しコロナ後の事業発展を目指す

103 株式会社和み 黒部市 調理機器更新による作業効率向上及び商品性の向上

104 浜岸建匠 魚津市 輸入無垢材を使用した家具製造分野進出による顧客開拓と経営改善

105 Ｓ・ＣＡＳＴＥＭ株式会社 富山市 樹脂の再利用による利益率改善、コスト削減への取り組み

106 吉田タイヤ株式会社 黒部市 大型タイヤチェンジャーを1台増やすことによる業務の効率化

107 有限会社村上モータース 富山市 新規需要の獲得及びサービス向上のための自動車整備機器・車検機器の導入

108 株式会社中嶋組 立山町 ホームページリニューアルとチラシを活用した販路開拓の取り組み

109 株式会社不破福寿堂 高岡市 室内空調(エアコン)とスポットクーラーの購入による、熱中症対策と商品品質の向上

110 有限会社林鉄工所 射水市 工場内照明LED化による労働環境改善と作業効率の向上

111 野口産業株式会社 射水市
使用済み産業油を浄油・販売する機械の導入と高圧動力電気工事の施工で、販路拡大、新規

事業への進出、環境保護、経費削減の4大効果を実現

112 後藤歯科医院 高岡市 感染予防対策の歯科用ユニット導入

113 ＳＫファミリーオート 富山市 労働環境の改善、コロナウイルス感染症対策に繋げる取組みを実施する

114 マリンタッチ 氷見市 漁師がもてなす宿の魅力を情報発信強化し、潜在顧客の開拓を図る

115 有限会社アルムコ 富山市
新型大型インクジェットプリンター導入で、商品付加価値を高め、お客様ニーズへの対応を

強化する

116 株式会社藤林鉄筋 氷見市 コロナ禍における在宅勤務への転換対応、及び熱中症対策

117 株式会社リノ 射水市 LED取り替え工事による職場の環境改善、省エネ・コスト削減を図る

118 辻わくわくランド 魚津市 施設の改修による環境改善を図る

119 株式会社平尾製作所 高岡市
従業員の働きやすい環境整備構築のための換気システム、空気清浄機導入及び業務効率化事

業

120 株式会社アサツキ 氷見市 新規設備導入による働きやすい環境の整備・労働生産性の向上を図る

121 美輝歯科医院 射水市 コロナウイルスの感染予防を強化する

122 有限会社トラストホーム 高岡市 ホームページリニューアルによる売上向上及び業務効率化

123 有限会社菅原鉄筋工業 富山市 加工工場の照明機器のＬＥＤ化を実現し、環境と人に優しい環境改善の実施

124 有限会社横谷商店 魚津市 外注加工業務の内製化による納期短縮・加工コスト低減のための設備導入

125 株式会社富山環境興研 富山市
天然酵素を社会へ発信するためにホームページのリニューアルを行い、SDGsの達成に貢献す

る商品の販売促進を行う

126 エヌディーエス株式会社 富山市
問い合わせ件数・売上高・採用件数アップに向け、機能性を備えた会社ホームページへのリ

ニューアル

127 有限会社片口屋 射水市
タッチターミナルレジと自動釣銭機導入によるヒューマンエラーの削減と作業効率の改善に

よる顧客満足度の向上

128 成和造園 富山市 自宅のお庭でバーベキューができるオーダーメイド鉄板の販売推進と制作体制拡大事業

129 有限会社秀光 砺波市 空調設備導入での感染症対策で持続可能な会社を目指す

130 エサカ工業株式会社 小矢部市生産性向上と労働環境改善による売上向上

131 株式会社東洋ウェルド 富山市 コロナ感染・熱中症対策による職場環境改善の実施

132 トラスティン 立山町
新たにゲートリフトを増設し、エアコンプレッサー容量拡大することにより、整備作業の効率

化・新規整備依頼の増加に繋げる

133 株式会社丸良建工 富山市 重機を導入することで、I-Constructionへの対応強化と労働生産性向上を図る



№ 企業名 市町村 テーマ名

134 松本接骨院 高岡市
新型コロナウイルス感染予防及び熱中症予防対策等に対する衛生・環境改善により、来院者達

に対する不安の除去により来院者数の増加

135 高本自動車株式会社 黒部市 部品庫修繕により仕入単価の抑制し生産性の向上を図る


