
【第２次】第９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 株式会社荒栄建設興業 富山市 LED灯への取替を行い、省電力化を図る

2 辻井接骨院 砺波市 エアコン交換によるコスト削減と快適診療空間の提供

3 ボディーワークス・アール 高岡市 革新的な板金作業を基に高効率化を実現し、消費電力削減と生産コスト低減を図る

4 奥村鐵工株式会社 滑川市 高効率装置への更新およびLED化による消費電力削減

5 秋吉商事株式会社 富山市 物価高騰を踏まえた低コスト化と富山市中心部の飲食店活性化事業

6 有限会社みずの酒店 富山市 利益確保できる店舗への改革

7 株式会社ＴＨＩ 射水市 厨房機器更新による省エネの取り組み

8 ケンシン工業株式会社 氷見市 最新高圧受電設備導入による省エネ化

9 有限会社東海製作所 氷見市 省エネ化と技術訴求力強化の共立

10 有限会社まいけ 富山市 古いエアコンを取り換えることで消費電力の削減を図る

11 株式会社弁慶 高岡市 LED機器導入に伴う消費電力削減

12 株式会社イズミ 富山市
社内の照明機器のLEDへの更新、社内の空調機器の更新による省エネの推進及び事業持続可能

性の向上並びに就業環境の改善

13 宇奈月ビール株式会社 黒部市 高効率装置への更新による不良率の低下・消費電力削減

14 株式会社碓井製作所 上市町 混合機の導入による原料コスト削減及び供給工程の効率化

15 医療法人社団丘生会 富山市 空調熱源機を最新機に更新することで省エネ・コスト削減を目指す

16 イルグラーノ 富山市 食器洗浄機入れ替えによるコスト削減

17 株式会社オールロジスティクス 富山市 バッテリー（電気式）フォークリフトの導入

18 居酒屋　和楽 高岡市
業務用冷蔵庫買い替えによる省エネ・消費電力の削減・CO2排出削減による地球温暖化への

貢献

19 株式会社ホシナパック 滑川市 南央町工場の照明LED化による省エネルギー化事業

20 株式会社ホシナハイテック 富山市 屋外照明LED化による省エネルギー化事業

21 笹寿し 滑川市 最新のテーブル型冷凍冷蔵庫への更新を行い、消費電力の削減を図る

22 株式会社安田創作 立山町
納品用トラックを昇降機およびエコドライブシステムを装備した新型に入替することにより、

燃料費の削減と安全性の向上、搬入搬出時間と従事人数の圧縮、従業員の負担軽減を図る

23 株式会社三幸 高岡市 空調設備の更新による省エネ化及び製造コストの削減

24 株式会社ミヤクボ設備 黒部市 低燃費トラック購入によりコスト削減

25 富山工業株式会社 砺波市 低燃費タイヤ導入による燃費向上とCO2排出削減

26 丸石鉄筋有限会社 小矢部市 新車両導入に伴った、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

27 株式会社サンテック 射水市 空調設備、照明設備の省エネ化による価格競争力の強化

28 有限会社オートハウス中西 黒部市 空調設備改修工事による消費電力・コスト削減とCO2排出率削減に伴う省エネ化

29 株式会社源 富山市 LED電灯を導入し、電力消費量の削減を図る

30 医療法人社団吉岡整形外科 南砺市 MRI室エアコン更新による消費電力およびコスト削減

31 和光フォークリフト株式会社 高岡市 省エネ・コスト削減の為のLED照明化

32 やきとりの山一 黒部市 省エネエアコン及び冷蔵庫導入による省エネ・コスト削減

33 株式会社森山電機製作所 富山市
フォークリフト、ディーゼル車導入による「低燃費」、「CO2排出量削減」及び「コスト削

減」の実現

34 株式会社三洋 富山市 高効率エアコン装置への更新に依る消費電力の低減

35 株式会社フード・プラス 射水市 最新鋭高圧受電設備の導入による当社収益力の強化

36 株式会社トーア 富山市 営業用車両ハイブリット化によるコスト削減

37 有限会社中部日本モータース 朝日町 整備工場内の水銀灯および蛍光灯を取替えLEDを導入し、省エネ・コスト削減を図る

38 株式会社旭東機械製作所 高岡市 コンプレッサー更新による省エネ化の実現および生産コストの低減

39 有限会社中村製作所 高岡市 製造工場の省エネルギー化に伴う経費削減と品質の向上

40 株式会社アモール 富山市 配送車のハイブリッド車への更新

41 有限会社シブヤ自動車 小矢部市 整備工場内及び屋外の照明器具をLED化し、省エネ・コスト削減を図る

42 塩崎電機商会 高岡市 燃料コスト削減による利益率増加

43 日本海電業株式会社 富山市
エアコンの更新による消費電力の削減、および集中管理・AIディープラーニングによる空調温

度の最適化

44 株式会社タカバメガネ 高岡市 消費電力の低減・経営コスト削減を実現するためのLED照明導入

45 株式会社トンボ飲料 富山市 バッテリー式フォークリフト導入による燃料費・CO２排出量の削減



№ 企業名 市町村 テーマ名

46 有限会社さんせん 黒部市 冷蔵庫機器入替による省エネ

47 北越アセチレン株式会社 魚津市
生産現場における防爆型LED照明への更新及び事務所のLED化と空調設備の更新による消費

電力の削減

48 浜常食品工業株式会社 射水市 LED電球への更新による消費電力削減

49 耳鼻咽喉科中川医院 富山市 照明設備LED化による取替回数の減少及び消費電力の削減

50 有限会社笹島商事 高岡市 空調設備更新による省エネ及び電気料金の削減

51 山辺事務機株式会社 高岡市 燃料費の削減および地球環境への取り組み

52 株式会社山河 富山市 店舗照明のLED化による消費電力削減

53 有限会社山作化成 小矢部市 後継者難のプラスチック成型事業をコスト削減で次世代につなぐ為に

54 スナック木乃葉 魚津市 冷凍冷蔵庫・冷蔵ショーケースの入れ替えに伴う省エネ化

55 有限会社エキスパート 高岡市 店舗照明LED化（省エネ）による消費電力の削減

56 有限会社宮森自動車販売 富山市 工場の設備照明を LED 照明に変更し、節電・電気代の減少を図る

57 富山県トラック株式会社 富山市 照明器具LED化による省エネルギー事業

58 株式会社ふくみつ華山温泉 南砺市
省エネ対策にチャレンジ！コスト削減と高付加価値の提案で、安定経営できる旅館づくりを目

指す

59 総合警備エスエスケイ株式会社 富山市 LED照明器具導入による省エネ促進事業

60 有限会社呉羽サッシ 富山市 現有車両の低燃費化改修による生産コストの低減

61 片境建築 射水市 現有資産を省エネ設備に買い替え、コスト削減を図る

62 株式会社エムファクトリー 魚津市 PHV車導入による燃料コストの削減

63 有限会社いながき理容院 高岡市 省エネ空調エアコン導入によるコスト削減と感染症対策の充実と店内環境の改善

64 岡崎鉄工所 高岡市 工場のLED化によるエネルギーコストの低減を図る

65 有限会社惣万精機 黒部市 現有車両からの、低燃費エコドライブによるコスト削減化

66 十栄商事株式会社 高岡市 直管型LED照明導入による省エネ化計画

67 株式会社大澤商店 富山市 弊社食堂の空調機器更新による省エネルギー化事業

68 ユニオン産業株式会社 富山市 会社敷地内の街灯LED化による消費電力削減

69 有限会社森崎金型 射水市 水銀灯からLED照明切り替えによる消費電力の大幅削減

70 株式会社富山エレテック 立山町 製品配送業務の効率化と低燃費化によるコスト削減

71 有限会社尾崎商会 魚津市 地球環境に配慮した最新空調設備の導入により、作業環境改善・省エネ、経費の削減を目指す

72 株式会社高瀬鉄工所 富山市 工場内照明LED化による省エネルギーとコスト削減

73 中川外装株式会社 富山市 コスト削減のための低燃費オートモービル導入による事業発展

74 有限会社バレンシア 滑川市 インバータ制御対面ショーケース導入及びLED化による消費電力削減


