
【第２次】第８報採択結果（通常枠）

№ 企業名 市町村 テーマ名

1 株式会社広野商会 富山市
一方向のホームページをリニューアルし、モバイルファースト化と受注のDX化による情報発

信力の強化

2 株式会社北日本通信工業 高岡市 社内情報・顧客情報のデジタル化に伴う情報セキュリティの向上と効率化

3 有限会社デスクサポートくりっぷ 黒部市 SNS、スマートフォンに対応したHP作成による売上、来客者数の向上

4 株式会社ヤマトコ 富山市

新規事業「空き家リノベーション事業」設立にあたり、モデルハウスのPR用動画撮影と

WEB、SNS上の広告宣伝活動に活用し、ビデオ会議システムの導入を行い、有力な情報発信

から販路拡大・売上向上可能な環境整備を行う

5 北陸テクノ株式会社 射水市 HPリニューアルによる非接触での販売機会の創出

6 金井工務店　建築士事務所 射水市 石綿規制強化におけるBtoB向け新サービスの実施

7 マンパワーセキュリティ株式会社 富山市
若手人材確保のための求人特化型ホームページ制作、及びリモート面接システム・グループ

ウェアの新規導入

8 有限会社ウエルカム 射水市 生産ラインの効率化および店舗改装により売上を向上させる

9 株式会社あおき 富山市 箪笥に眠った大切なきものへの意識付けと利用シーンを提案するPR活動

10 有限会社太陽空調サービス 射水市 小型圧縮減容機導入による経費削減・業務効率化

11 株式会社ホンダ曽場オート 氷見市 リモート設備導入による生産性向上と販路開拓

12 新川宣伝事務所 高岡市 オンラインコミュニケーション強化による売上向上

13 有限会社サクセス 富山市 お店のイメージアップ、再認知度をあげて売上向上

14 三上拓真税理士事務所 富山市 生産性向上のための設備導入

15 有限会社安井創建 富山市 資材管理方法・防犯対策の確立及び接触機会の低減による感染症対策

16 有限会社浪 射水市 ドローン活用による管理業務の見える化で顧客満足度の向上と売上拡大計画

17 ＷＡＴＡＲＵ　ＦＵＪＩＥ 富山市 靴のように多種多様なお客様のニーズに応えるべく財布や鞄のオーダーメイド事業を展開する

18 開田運輸株式会社 小矢部市構内路面整備による荷扱い作業の環境改善と作業効率向上

19 やご歯科医院 滑川市 感染症対策機器を拡充することによる院内感染予防対策の強化

20 ちゃけ 朝日町
ネットショッピングの強化と新商品の製造販売で選択されるクリック（電子商店）＆モルタ

ル（実店舗）型店舗を目指す

21 植木屋/たなべ 上市町 書類・写真管理のデジタル化

22 有限会社エールロビン 富山市 コロナ禍での購買ニーズを捉えるオンライン営業の始動とオンラインショップ強化事業

23 大上戸電気株式会社 黒部市
コロナ禍、会社の売り上げに貢献したく、事務所チームによる新規事業(ものづくり)の為の設

備と環境整備

24 株式会社つばさ運輸 射水市 建築資材メンテナンス保管サービス体制の構築・環境改善の具現化

25 こもり造園 入善町 作業用機械導入による事業効率向上と売上向上

26 株式会社ケー・テクノ 富山市 自社が取扱う製品を関連学会で出展し、販路開拓・売上向上を図る

27 株式会社やの園 射水市 新規顧客獲得のためのYouTube掲載用自社PRビデオ作成並びに3DCADソフトの導入

28 中田酒店 高岡市 地域のニーズに対応するための配送力の強化

29 株式会社不二ビル 富山市 光触媒コーティング技術導入による建物メンテナンス需要の回復

30 株式会社ウエノ 高岡市 IoT技術を活用する遠隔監視システムの構築

31 横田建具店 高岡市 空間冷却による作業能率の向上とサプライチェーンの維持・強化策

32 株式会社総務部 富山市 オールインワンミーティングボードの導入によるWeb会議機能の強化

33 株式会社Ｆ．ｗｏｒｋｓ 富山市 設備及び空調服導入による社員の屋内外作業環境の改善

34 有限会社四谷工業 富山市
最新CADソフト導入によるリモート出勤時の新事業の拡大並びに熱中症の順化対応不足によ

る熱中症のリスク低減の為の作業環境改善

35 株式会社アクア富山 富山市 ホームページのリニューアルとスマートフォン版サイトの作製

36 株式会社ナプロス 高岡市 「富山湾・奥能登のこだわり食材」のEC販売プロジェクト

37 有限会社アタカ工業 小矢部市
新型コロナウイルス感染症、熱中症などの外部要因に適した職場環境作りによる、地域に根差

した企業風土推進事業

38 株式会社弁慶 高岡市 空調設備(換気システムの導入)により店内での感染症の発生を抑制する

39 三和ボーリング株式会社 富山市 情報共有およびリモートアクセス環境構築による業務効率向上とコスト削減

40 有限会社ワークスサトウ 砺波市 精密加工条件研究体制整備による医療分野向け製品製造の短納期化

41 サンエツ運輸株式会社 入善町 【BCP対応】災害時、早期復旧できる環境作り

42 利賀川砂利株式会社 砺波市 紙文書のデジタル化による業務効率化とテレワーク実現（接触低減）



№ 企業名 市町村 テーマ名

43 株式会社アールブイ北陸 小矢部市
タイヤチェンジャーの交換によるサービス向上と作業効率化。インターネット環境の整備によ

るOSSと車検証ICカード化への対応

44 株式会社ひかり 高岡市 長物金属プレス加工機（加圧数4.5t）のオーバーホールによるサプライチェーンの維持・強化

45 株式会社宮城工務店 高岡市
販促ツールによる集客の増加、生産性の向上。コロナ禍において非接触型の営業および施主

との打ち合わせを可能にするツール導入

46 前川電設株式会社 南砺市 デジタル化による業務の効率化及び積極的なリモート講習会参加による従業員育成

47 株式会社アキデザイン 高岡市
ビデオ会議環境の改善による業務効率化と、CG制作設備などの再構築による作業効率化、生

産性の向上、競争力強化を目指す

48 ｅｒｕｐｌｕｓ株式会社 高岡市 情報一元管理システムの導入による業務効率化・コスト削減

49 有限会社ムラヤマ機盤 富山市
リモートワーク体制の構築、受注のデジタル化による効率化及びコスト削減、空調服導入によ

る作業環境の改善

50 有限会社大坪化工 黒部市 老朽化に伴う空調設備入れ替えによる職場環境改善

51 粟田　哲司 立山町 建築業のDX化推進と効率化による現場稼働率の向上

52 北日本新聞　氷見南條販売店 氷見市
最新式新聞管理システムの導入により、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

53 株式会社ヨツバ 富山市 ウィズコロナに適応したオンライン営業体制の確立

54 日本海ツーリスト株式会社 砺波市 テレワーク促進及び業務効率化

55 ＺＩＮＥＮ合同会社 射水市 デジタル機器導入による業務のICT化

56 株式会社室屋 高岡市 ECモール強化に向けた自社業務システムの更新

57 株式会社タケウチ電設 高岡市 コロナ禍による在宅勤務対応・環境改善

58 株式会社創建築事務所 高岡市
ビヨンドコロナを見据えた、広報活動の強化と業務のデジタル化による売上向上・新規顧客開

拓

59 有限会社ディー・エス・フォート 富山市 テラス風カフェの新設で冷凍自販機による冷凍食品販売を展開する

60 中部交通標識株式会社 高岡市 標識工事部門の生産性向上による「新3K」の実現

61 木工屋建繁株式会社 富山市 木材管理の最適化による生産性の向上および事業の継続性確保

62 いしずや 高岡市 旧車庫を改修して多目的な事業展開への活用

63 靜月株式会社 富山市
換気システムの刷新による店内換気環境の改善と、テレワーク体制導入による感染症拡大予

防による事業継続計画

64 笠野建築 富山市 新規ホームページを立ち上げて情報発信強化とデジタル化で商圏拡大計画

65 西島　彰男 入善町 田植機自動操縦導入による作業効率化で農業収入増を実現

66 井上機材株式会社 射水市 テレワーク・ビデオ会議システム等のリモート化

67 ＡＱＵＡ・ＷＯＲＫＳ 魚津市 リモート推進による業務時間効率化と作業現場での熱中症対策の実施

68 風月 高岡市 繁華街での店舗名物「とりもつ」の無人販売

69 株式会社エイチエフェクト 富山市 暑さ対策を施した加工工場の創出

70 サンセンス株式会社 富山市 土木積算システム導入による交渉力向上とコスト削減を行う

71 おき接骨院 富山市 新規顧客獲得と顧客囲い込みのための治療器導入と提案力の向上

72 有限会社チャンスメーカー 高岡市
現webサイトのシステム改良によって、コロナ禍においても非接触型で新規顧客獲得ができる

システムを作り新規取引先獲得の向上とコロナ禍で減少した売上、利益を向上させる

73 島歯科クリニック 富山市 歯科器具全般増設による滅菌・感染対策

74 株式会社水橋ショッピングセンター 富山市 顧客管理・分析機能強化による売上向上

75 東工業株式会社 氷見市 ＩＴ機器導入による作業効率化

76 ＮＰＯ法人ガイア自然学校とやま 富山市 テレワーク・WEB会議導入による業務効率化

77 かみたき歯科 富山市 医療滅菌器の導入による感染症予防対策の強化

78 株式会社ハウジング林 富山市
ホームぺージリニューアル（スマートホン対応・https対応）によるオンラインよりの契約を

強化

79 津根精機株式会社 富山市 人材育成体系の構築(組織活性度調査と職場分析)

80 有限会社小澤建築 富山市
オフィス周りの舗装・消雪工事を実施し、来店客の不便を解消すると共に、成約率のアップを

図る

81 有限会社八田ランドリー 砺波市 安心・安全なランドリーサービスの訴求

82 大浦クレーン 氷見市 新事業の獲得のため、機械を導入し経営の安定を図る

83 小野研磨工業所 砺波市 職場環境を改善し熱中症対策と生産性向上を図る

84 野村商事株式会社 高岡市 物流倉庫及びテナントビルの設備修繕・ハンドリフト電動化による従業員の作業効率の改善

85 広浜建材株式会社 魚津市 工場へのエアコン設置による作業環境の改善と従業員の定着



№ 企業名 市町村 テーマ名

86 有限会社西谷電気商会 小矢部市採用強化で販路開拓・売上向上

87 有限会社沖商店 高岡市
遠隔地及び多様化する社会に対応した学生衣料のリモート採寸と、新時代の商流に向けたリ

モート面談ツールの導入

88 ＫＵＴＩＦＵＫＵＧＲＯＵＰ株式会社 魚津市
創業1908年・老舗日本料理店が富山を世界に発信するデジタルコンテンツ(動画、番組)を作

る

89 喰い呑み処　ぬくぬく 富山市 感染予防、ウイルス除去、熱中症対策

90 有限会社波多巖木工所 南砺市 Web-EDI受発注システム導入によるDX推進と売上の拡大

91 バクハウス 富山市 スチームコンベクションオーブン導入による既存メニューの刷新と業務効率化


