
【第２次】第７報採択結果（省エネ・コスト削減枠）

№ 企業名 市町村 テーマ名

1 Ｋ・クラフト 富山市 工場の照明設備更新による省エネルギー化事業

2 株式会社はとや 小矢部市 工場内部の照明ＬＥＤ化による省電力化事業

3 株式会社リンデンバウム 魚津市 冷蔵・冷凍設備の更新による省エネと作業効率の向上

4 協同組合入善ショッピングセンター 入善町 電灯用変圧器更新並びに共用部区画照明機器のLED化による省エネとCO2削減

5 一真工業株式会社 高岡市
ハイブリットカー導入に伴った省エネ化による燃料費削減・CO2削減による環境問題への貢

献

6 株式会社源助 魚津市 最新鋭省エネ業務用機器導入による消費電気のコスト削減

7 初音工業株式会社 富山市 水銀灯・蛍光灯器具をLED器具に変更する事により省エネ・コスト削減

8 明和精型株式会社 南砺市 電力の消費抑制のため水銀灯及び蛍光灯をLED照明に交換する

9 富山ダイヤモンドモータース株式会社 高岡市 LED電球への更新による消費電力削減

10 ジャカッセ 高岡市 アフターコロナを見据え、市場の変化に対応したレイアウトの適正化と省エネの取り組み

11 株式会社加野ダイカスト工業所 氷見市 従業員の作業性向上と省エネの共立

12 株式会社シマキュウ 富山市 廃棄物処理施設の前処理設備導入による処理コスト低減

13 株式会社福光工業 南砺市
オイルフリースクロールコンプレッサー導入による省エネ・コスト削減と新分野進出に向けた

取り組み

14 有限会社商美 高岡市 EV導入によるコスト削減

15 株式会社富山鈑金工業所 富山市 省エネ設備への更新による消費電力削減、作業環境の改善

16 株式会社第一技産 小矢部市 蛍光灯からLEDに変更し、電力の削減を推進する

17 株式会社マエダ 氷見市 製造機器集約と高効率機器導入による省エネ・コスト削減

18 株式会社高田製作所 高岡市 低コスト鋳物製造体制の構築

19 株式会社坂田商事 小矢部市 ハイブリッドカーへの更新で仕入・配送等の燃料削減

20 有限会社よしだや 氷見市
最新省エネ型エアコン及びコールドテーブルの導入で省エネによる大幅なコスト削減を実現す

る

21 有限会社佐々木博善社 上市町 車両の買い換えを行い、経費削減を図る

22 有限会社緑の丘 富山市 認知症の滞在施設の照明のLED化及びコロナ禍により除菌、換気のエアコンの導入

23 株式会社アイマック 富山市 LEDへの切り替えによる消費電力量の削減

24 タカオカパックス株式会社 射水市 本社作業場、事務所の照明設備LED化事業

25 小矢部繊維工業株式会社 小矢部市 省エネ業務用エアコンへの更新による消費電力の削減

26 株式会社ロデオインターナショナル 富山市 業務用厨房機器の取替えによるランニングコストの低減

27 株式会社高岡水産物市場 高岡市 新型の冷凍ストッカー導入による消費電力の削減

28 岩城工業株式会社 富山市 省エネ・省力化のコンプレッサー装置へ更新し消費電力の削減

29 井上美容室 富山市 最新の空調機器を導入し、電力・省エネ・コスト削減を図る

30 中国料理ふうてん 魚津市 業務用冷蔵庫入替による消費電力の削減と生産コスト削減

31 中川株式会社 南砺市 電力の消費削減

32 有限会社西岡精工 富山市 工場LED化に伴う省エネ・コスト削減

33 有限会社若林製作所 富山市 キュービクル設備入替により省エネ・コスト削減化

34 株式会社不二ビル 富山市 ハイブリッド車導入による、燃費・環境への配慮・安全性能向上の面からの経費削減

35 株式会社ノナ 富山市 照明設備のLED化から顧客満足度UPを目指す

36 たなべ酒店 高岡市 高効率装置への更新による燃料・電力の消費削減

37 有限会社営農ワイエムアイ 富山市 水銀灯からLED照明導入による省エネ・コスト削減と環境改善

38 有限会社ウィズヤマイチ 氷見市 空調機器の入れ替えによって消費エネルギー量を削減する

39 加越産業株式会社 氷見市 「安心安全」な製品づくりと省エネ化への取り組み

40 有限会社ｆｉｅｌｄ 魚津市 飲食店舗における省エネ機器への更新によるランニングコスト削減

41 三秀工業株式会社 高岡市 工場の空調設備更新による省エネルギー化事業

42 藤井魚問屋 魚津市 カニ保管用プレハブ冷蔵ユニット更新による消費電力削減

43 株式会社藤林鉄筋 氷見市 省エネ設備切り替えによる低コスト化の実現

44 有限会社沢井生花店 魚津市 LED電球への更新による消費電力削減

45 庄川温泉観光ホテル株式会社 砺波市 省エネ冷蔵庫への更新による消費電力削減

46 株式会社道具 高岡市 LED照明設置による作業効率向上と消費エネルギー削減

47 株式会社北陸ロータリー 富山市 省エネ空調機を導入してコスト削減



№ 企業名 市町村 テーマ名

48 こうげん 滑川市 飲食店の空調機器更新による省エネルギー化事業

49 有限会社北陸スタッド工業 射水市 新型車に乗り換えることで、コスト削減につなげる

50 有限会社福多屋菓子舗 黒部市 最新冷蔵庫の導入によりコスト削減を図る！

51 有限会社竹村金型製作所 高岡市 配送車両の電気自動車への買い替えによる燃料費削減

52 渡辺薬品工業株式会社 富山市 低炭素社会の実現に向けた低炭素車両（バッテリー式フォークリフト）の導入

53 有限会社ジェイシーバール 富山市 SDGsを見据え、効果的な照明システムと消費電力の削減を目的とする

54 株式会社ゼンエモン 高岡市
ハイブリッド車を導入することで、省エネ化による燃料費削減・CO2削減による環境問題へ

の貢献

55 株式会社マエダ製作所 朝日町 水銀灯をLED灯に交換することで、大幅な省エネ・電気代削減

56 有限会社イケザキ機工 黒部市 水銀灯をLEDライトに交換することで、大幅な省エネ・電気代削減

57 次八 高岡市 超省エネ機器の導入により、店の経費負担を大幅に減らしコロナ期間を乗り切る

58 株式会社開発商事 高岡市 LED照明導入による消費電力コストの削減

59 株式会社水口熱処理 滑川市 工場のLED化による生産コスト削減と熱処理加工業の受注維持

60 株式会社長谷川自動車 高岡市 店舗および工場内照明のLED化による省エネ対応

61 沢田鉄工株式会社 砺波市 本社の空調設備更新による省エネルギー化事業

62 有限会社カニタニ塗工 小矢部市 省エネタイプのクーラーへの更新により消費電力の削減

63 株式会社ホンダカーズ富山東 富山市 整備工場及びショールームのLED化による省エネ＆コスト削減事業

64 富山うまいもんや株式会社 黒部市 ランニングコスト削減による店舗の効率化

65 株式会社片山製作所 高岡市 工場内照明LED化による電力使用量の削減・照明の高寿命化・省エネ化

66 株式会社フジタシステム 富山市 社内全社員で電気使用量の見える化を行い省エネルギー化を実現する

67 本江酒造株式会社 魚津市 最新鋭の製造関連機器の導入による生産性の向上と消費電力の削減

68 株式会社カミシマ 高岡市 配送・営業車両ハイブリット化による燃料費削減と営業活動の活性化

69 池田薬品工業株式会社 上市町 工場内の空調設備更新で省エネ化

70 株式会社竹島 舟橋村 エコタイヤ導入による車両の燃費改善

71 株式会社サカイ印刷 富山市 照明LED化による消費電力の削減

72 タケウチゴーセイ株式会社 射水市 本社工場全体のLED電球への更新による消費電力削減

73 根尾建設株式会社 砺波市 水銀灯をLEDに取り替え、電力コストの削減

74 新富観光サービス株式会社 富山市 LED照明に切替による消費電力の削減と脱炭素への取組みを推進

75 株式会社横清 高岡市 既設冷凍庫における冷凍ユニットのインバーター化による省エネ・コスト削減

76 リアン自共立美容室株式会社 富山市 15年前設置の店空調を省エネ（消費電力とCO2排出削減）効果の高い設備へ改修

77 吉原建設株式会社 入善町 持続可能な社会を目指し、低燃費ダンプで業務改善

78 合同会社美楽 滑川市 省エネ型業務用食器洗浄機導入によるコスト削減

79 称名土木株式会社 立山町 太陽光発電及び蓄電池を用いた再生可能エネルギーへの取組み

80 株式会社広瀬 高岡市 現状ニーズにマッチした引き算の設備更新と省エネの達成

81 株式会社トミイチフーズ 富山市 ホタルイカ加工製品供給量拡大に向けたコスト優位性の確立

82 株式会社トラスティ 黒部市 恒温状態の確保による精密加工技術の確保と電力消費抑制の実現

83 株式会社島田商店 富山市 本社リサイクル工場内照明のLED化による消費電力削減

84 有限会社魚政魚問屋 魚津市 かに用プレハブ冷凍ユニット更新による消費電力削減

85 株式会社明石技建 射水市 ハイブリッド車両への更新による経費削減と環境負荷の低減

86 有限会社島崎松月堂 魚津市 店舗販売用冷蔵ショーケース入替による消費電力削減と生産コスト削減

87 伸樹株式会社 富山市 白熱電球・蛍光灯機器からLED機器への交換

88 三陽陸運株式会社 射水市 工場の照明設備のLED化による省エネルギー化事業

89 だゐち 富山市 冷凍冷蔵庫、食器洗浄機新規入替に係る電気代等コスト削減による収益性改善

90 株式会社松原商店 魚津市 油圧ショベル入替による環境適合および作業効率向上

91 旭産業株式会社 富山市 LED照明器具への更新による消費電力削減

92 相互印刷株式会社 富山市 電力多消費型の既存空調設備を一新し、低炭素型社会への貢献とコスト削減の両立を図る

93 金守家具センター 砺波市 店舗設置エアコンの取替による省エネ・省電力化効果の実現

94 有限会社ティケー・パネル 富山市 工場のコンプレッサ更新による省エネルギー化事業

95 医王アロ－ザ株式会社 南砺市 スキーセンター内照明のLED化

96 株式会社宇川農産 小矢部市
イチゴ栽培促成施設へのヒートポンプ冷暖房機の導入による省エネ・コスト削減・低炭素化

事業



№ 企業名 市町村 テーマ名

97 株式会社恵伸工業 南砺市 LED照明器具導入による、省エネ促進・コスト削減事業～SDGsの取組促進～

98 レストプラザ柏や 黒部市 省エネ・コスト削減枠を利用し、業務用冷蔵庫の年間光熱費のコスト削減

99 株式会社三八五紙工 富山市 エアコンの更新による消費電力の削減と高効率化による生産性向上

100 松井石材店 黒部市 ハイブリットカーによる低燃費化

101 上下興業有限会社 高岡市 運搬車両を低燃費化し、ランニングコスト抑制や生産性コストを低減する

102 有限会社富山教育企画 魚津市 LED照明器具への取替、電球の更新による消費電力削減

103 大協薬品工業株式会社 富山市 工場内蛍光灯のLED化による省エネ・コスト削減

104 はな乃れん 射水市 事務所および植物管理施設の更新による省エネ対応

105 株式会社ナガヤマ 富山市
省エネ性能の高いバッテリーフォークリフトを導入し、燃料費・CO2の削減、生産原価低減

に繋げる

106 有限会社藤倉造園緑化 富山市 省エネ、コスト削減・作業改善・環境への配慮を図るための現有堀削機の入替

107 株式会社ココロ 高岡市 事業拡大に伴うハイブリッドカーへの更新

108 有限会社島田 黒部市 店内設備変更による省エネの実現とランニングコスト削減

109 八百勝青果株式会社 高岡市 冷蔵設備の更新及びLED化による消費電力の抑制・コスト削減

110 御坊山観光開発株式会社 高岡市 空調設備更新による電力使用量削減

111 株式会社北陸プレート製作所 富山市 LEDを導入し、省エネ・コスト削減

112 有限会社上原自動車商会 入善町 太陽光発電システムを導入し、省エネ寄与・電気代を削減する

113 有限会社野上金物 高岡市 蛍光灯、白熱電球からLED照明へ～地球にやさしくコスト削減～

114 有限会社ヒューマンテック 富山市 美容室の空調設備更新による省エネルギー化事業

115 三福化成株式会社 高岡市 世界的な燃料価格の上昇に対する省エネルギー対策事業


