
【第２次】第９報採択結果（通常枠）

№ 企業名 市町村 テーマ名

1 株式会社クローバ 射水市 客席レイアウトの改善による感染症対策と売上向上

2 だるま寿し 南砺市 冷蔵機器導入によるテイクアウト商品の新規開発と売上向上、経費削減

3 株式会社ロイヤル工房 朝日町 工業塗装用集塵機の高性能化による生産性向上

4 有限会社中谷 氷見市 冷凍自動販売機導入による販路拡大（コロナ禍対策・非対面ビジネス）

5 伊酒場ジラソーレ 富山市 コロナ禍でお客様のニーズに答える為の個室拡張工事

6 北陸物産 富山市 店舗改装によるテイクアウト販売の強化と商品開発

7 有限会社大野組 高岡市 デジタル化による業務効率化とテレワーク環境の実現

8 榎屋　月岡店 富山市 デジタルサイネージを活用した情報提供と新たな客層の獲得による売上向上

9 ｔｕｓｋｆｏｔｏ 富山市
法人向けサービス展開を契機としたアフターコロナ期を見据えた地域活性化フォトスタジオ

の構築

10 朝日建設株式会社 富山市 テレワーク業務体制の構築と整備

11 株式会社ニイカワポータル 黒部市
毎月郵送している請求明細書をwebで閲覧できるシステムを構築し、利便性向上、効率改善、

経費と資源節約に繋げる

12 サン・デンタルクリニック 富山市 歯科用口腔外バキューム装置及び空気清浄機による感染対策

13 有限会社みずの酒店 富山市 感染症対策、熱中症対策を考えた店内客席増席

14 株式会社北陸体育施設 黒部市 安心・安全に働くことが出来る職場環境づくり

15 株式会社ニシダプラスチック 富山市 シャッター設置による労働環境の改善

16 トヨタ産業株式会社 富山市
Webサイトとデジタルツール活用による新たなチャネル開発／業務の効率化／新規雇用の促

進

17 株式会社織絵 富山市 非対面マーケティングによる販売ビジネスモデル構築

18 福田内科医院 富山市
最新の診療所用医事システム導入により業務の効率化、待ち時間短縮と患者様に寄り添う顧

客サービス向上を図る

19 株式会社マルミヤ工務店 黒部市 CADソフト導入により作業効率UP

20 有限会社神通町田村 富山市 厨房環境改善による労働環境の改善と蕎麦の品質向上による顧客満足向上

21 有限会社宮下重建 氷見市
クラウド活用による業務効率化及び感染拡大時における在宅勤務実施・UTMシステム導入に

よるネットワークセキュリティ強化

22 株式会社ヒルツ 富山市
ドローンを活用した工事箇所の可視化による作業効率化、提案・訴求力向上、及び従業員の

安全性向上による売上の拡大

23 レストハウス　ツーロン 氷見市 「調理済み冷凍ハンバーグ」製造体制の強化

24 ＢＥＡＮＳ 富山市 売上向上のためのキッチン工事

25 株式会社パティスリーサクライ 射水市 焼き菓子・ショコラの24時間自販機販売による顧客の利便性確保と売上向上計画

26 本江酒造株式会社 魚津市 ホームページとECサイトの新設による販路拡大、売上増強

27 下田温泉 魚津市 男湯サウナをロウリュウサウナとして復活

28 池田　晴美 射水市 販路開拓のための新商品開発及びオンライン化による業務の効率化

29 株式会社北砺組 砺波市 専用ソフトウエアによる公共事業工事の積算の正確、時短、適格性

30 有限会社さんせん 黒部市 店周を往来する潜在顧客に向けた誘客施策の取り組み

31 株式会社佐々木リース商事 射水市 自社ホームページ作成による新規顧客獲得とリモートワーク導入による業務効率化

32 藤井ビルクリーン 入善町 最新機器の導入で作業範囲の拡大と作業時間の短縮を図り、売上向上を目指す

33 整体院かわもと 立山町 オンライン教室開催に向けた環境整備と店内環境の改善

34 株式会社Ｇ＆Ｇ 富山市
ベトナム人材に特化した求人サイトを制作し、情報発信＆人材マッチングを行い、販路開拓・

売上向上を目指す

35 パスタハウスボルカノ菜園バル 富山市 空スペースに個室を整備し、販路開拓・売上向上を図る

36 有限会社ブラウンシュガー 高岡市 コロナ禍の需要変動に対応するための自社オーダーメイド品の生産効率向上策

37 グッドフィールド 富山市 新型車両診断機の導入と展示及び作業場の照明LED化

38 ＡＲＲＯＷＳ 富山市
新たに箱型の荷室を持つトラックに冷却機能が搭載されたチルド車を購入することにより、

県内だけでなく、東京・名古屋・大阪などの大都市圏への運送範囲の拡大に繋げる

39 医療法人社団中央歯科医院 黒部市 コロナ対策に叶う密集・密接を避ける消毒室への改造

40 有限会社西川運輸 氷見市 新分野進出による経営体制の安定化

41 富瀋国際事業協同組合 富山市 IT・デジタルを活用し次代に応じた効果的・効率的な勤務体系づくり

42 水口建築 富山市
充電式の工具を使用することによって作業効率を上げる。電気のない場所での作業など幅広い

仕事を可能にする



№ 企業名 市町村 テーマ名

43 株式会社ルミナス電創社 富山市 ケーブル敷設機材、重量運搬機材導入による事業領域の拡大

44 株式会社冨士製畳 富山市 畳の裁断を自動化して生産性向上で売上を伸ばす

45 株式会社坂本組 高岡市 測定器刷新による、従業員作業環境の改善

46 株式会社大坪 高岡市
ネットワーク化を図りIT経営に改革～VPNを活用した情報共有やWEB会議、テレワークなど

を導入し、働き方改革の実践と効率的かつ労働生産性の向上を実現する～

47 株式会社まるたかや 富山市 HPリニューアルによるオンライン販売強化とお中元お歳暮販売の開始

48 呑空 射水市 お客様・従業員すべてにやさしい店舗環境の実現

49 有限会社蓮沢製材所 射水市 大型輸出機械運搬用のスキット材及びパレットの部材製造にかかる設備計画

50 丸田石材工業株式会社 黒部市 ユーザビリティの向上、及び新サービス展開による顧客獲得を目的としたＨＰリニューアル

51 ロイヤルはまだ歯科クリニック 富山市 感染予防のための設備の導入

52 ラッシュモーター 富山市 調色の自動化による業務効率化・塗料ロスの削減

53 株式会社丸三国土建設 高岡市 自動光波測量機器の導入で業務効率化を図る

54 民宿与茂四郎 南砺市 合掌造り家屋の外観並びに客室建具の防火対策の向上とリピート客の獲得の推進

55 淩雲館村雲道場 富山市 ウェブサイトによる新たな集客ルート構築とオンライン剣道指導を開始する事業

56 有限会社林自動車サービス 富山市 工場及びお客様待合室のLED化による作業効率の向上、イメージアップ

57 株式会社マツノ 高岡市
ビヨンドコロナを見据えた広告宣伝活動と医療・福祉事業との連携による、医療用ウィッグ

事業の全国展開

58 株式会社石王丸紙業 高岡市
リモートワークの導入によるワークライフバランスの改善および営業活動の効率化と業務改

善のため、ビジネスフォン機器の導入

59 株式会社ジェイウイング 南砺市 オーダーエントリーシステムとPOSシステムの導入。人材不足に対応する業務効率化

60 株式会社広和産業社 富山市 タイムカードのデジタル化、入退出時の虹彩認証機器の導入

61 株式会社せせらぎ 南砺市
最新の空調設備導入による入居者・従業員の環境改善及び消費電力の削減、酵素フィルター

取付けによるクラスター感染対策

62 萩中商店 富山市 IOT技術を応用した検針業務の効率化及び保安の高度化

63 株式会社すがの印刷 黒部市 高齢者、障害のある方等に配慮した本社ビル正面玄関のバリアフリー化

64 株式会社富山ガスエンジニアサービス 富山市
環境改善（熱中症対策として）、工場内に換気扇を設置し、工場内の温度上昇緩和と従業員の

作業効率の低下を防ぎたい

65 有限会社黒川商事 高岡市
需要活況な市場に向けての新商品開発（小型商品）に伴う、追加設備投資（効率化・故障リ

スク低減）

66 有限会社ポン・ヌフ 高岡市 空調機器更新により、安心と安全提供する接客を目指す

67 有限会社田中商店 富山市 真空包装機の導入による販路拡大

68 株式会社三水 魚津市 施工管理一元化のためのデジタル化及び従業員の業務改善

69 株式会社伸栄製作所 高岡市 集客力強化のためのWebサイト改良と認知度向上

70 髪工房Ｋｉｌｕｃａ 上市町 トイレの改修と非接触手洗いによる衛生環境の整備

71 有限会社インテリアムラモト 高岡市 夏と冬に事務所で仕事が出来る環境作り

72 ｊｅ　ｒｅｖｉｅｎｓ　ＢＥＡＵＴＹ　ＤＥＳＩＧＮ高岡市 最新型空気清浄機導入による感染対策の強化及び顧客満足度の向上

73 おばた接骨院 富山市 感染症予防、熱中症対策及び環境への配慮

74 株式会社ケイステージ 高岡市 ホームページの改修及び、ECサイト新設

75 陶房比陶美 富山市 空気清浄機能付きエアコンの導入による感染対策強化

76 有限会社桃源 黒部市 既存のホームページを刷新し、また、物販ページも新設する

77 大門食糧有限会社 射水市 自社ＷＥＢサイト作成による販路拡大

78 株式会社三愛 滑川市 家族葬ホールの周知・認知による売上向上を図る

79 有限会社宮窪鮮魚店 黒部市 感染症対策・熱中症対策等、安全安心衛生的な環境改善

80 有限会社コリドー 富山市 大型ランドリー導入による業務効率化と衛生環境向上

81 株式会社北陸装研 南砺市
抗菌塗装用機械を導入し、新事業へ展開することによる新規取引先の獲得及び地域への抗菌

塗装の普及

82 株式会社中谷 高岡市 ドリル研磨機導入による、業務効率化・売上向上

83 株式会社與市郎 氷見市 「おもてなし」の向上による売上回復・増加

84 そば処　おきな 舟橋村 ビヨンドコロナに向けた来店客への安心・安全への取り組みと売上向上

85 株式会社ラ・セリオール 氷見市
業務用プレハブ冷蔵庫の更新とフライヤーの機能追加により、省エネルギー化・コスト削減を

図る

86 喫茶じょうはな線 南砺市 感染症対策のため、店舗内クロスと畳の抗菌化及び非接触型体温計の導入

87 本江工作所 高岡市 機械設備の作業条件を同一にし、業務ロス削減への取組



№ 企業名 市町村 テーマ名

88 やぶ 小矢部市トイレ改修による感染防止対策と来店客の継続顧客化

89 株式会社ワールドコーヒー高岡 高岡市 ＰＯＳレジ導入による業務の効率化

90 有限会社マザーシップ 富山市
新型コロナウィルスの感染拡大を防ぎ従業員、お客様が安心して過ごせる環境をつくることに

より、業務効率化を行い、お客様満足と収益を増やす

91 長崎工業株式会社 富山市 化粧砂利販売のBtoC強化に向けた、新規看板設置とHPリニューアル事業

92 株式会社ホテルとなみ 砺波市 ホテル客室設備、内装を改善し集客につなげる

93 寿板硝子株式会社 富山市 個人顧客獲得を目的としたオンライン受注体制の構築並びにそれに伴う人的資源の改革

94 株式会社西条ヘルスケアサービス 氷見市 徹底した感染対策と更なる省エネ化への取り組み

95 丸進丸 魚津市 プレハブ冷凍庫を導入して年間必要数の餌を確保し、漁獲量増加を図る

96 和伊之介 南砺市 感染症対策・顧客満足度の向上を通じて安全性、安心度を高める事業

97 株式会社杉原自動車整備工業所 入善町 半自動溶接機の購入。業務効率化による売上向上

98 株式会社北陸樹脂塗装 砺波市 職場環境（熱中症対策）改善による働き方改革推進事業

99 株式会社高田製作所 高岡市
コインパーキングに向けた、耐荷重5トン性能を実装する、確実に停車し使い回し可能な、ア

ルミ鋳物製(AC7A)カーストッパーの新商品開発

100 医療法人財団正友会中村記念病院 氷見市
発熱外来体制の充実(熱中症対策を含む)へ向けた環境整備及びコロナ禍以降の人材育成及び働

き方改革・BCP策定への対応

101 速星商事 富山市
アシストスーツ及び空調作業服の導入による、安全確保及び肉体的な負荷軽減による働き方

改革

102 有限会社さくさく村 南砺市 自動皮剥き器の導入による干し柿加工の生産性向上及び干し柿の売上向上

103 Ａｍｅｎｉｔｉｅｓ 富山市 デジタルの活用で集客営業の効率化計画

104 株式会社フレッシュ佐武 高岡市 FAX送受信のデジタル化による商品発注業務の効率化（紙媒体を介した接触を低減）

105 理容室ステップ 富山市 集客力向上を図る看板製作と店舗改装

106 アウルウイング 富山市 米ぬかペレットの生産及び販売事業開始

107 株式会社祖山林産 砺波市 HP改修及び空調機械導入による新規顧客獲得及び生産量増加を図る事業

108 有限会社一榮建設 高岡市 自社ホームページ作成による販路開拓及び売上向上、採用強化

109 フラワーショップ花新 小矢部市オンライン事業の強化

110 ＬＡＶＯＩＥＬＡＣＴＥＥ 高岡市 ECサイトリニューアル及び広告宣伝による販売力の強化

111 株式会社千歳 富山市
酢飯の酢合わせ工程自動化による品質・生産性の向上、真空パック機導入によるサーモン未

利用部位活用による新商品開発

112 有限会社スマイル 富山市
ホームぺージの開設を行い幅広い集客を図る。またモバイル端末の導入によりオンライン対応

及び在宅ワーク時の迅速な対応を可能とする

113 医王アロ－ザ株式会社 南砺市 データで分析してお客様のニーズを把握した商品構成に努め、仕入れに活かし売上向上を図る

114 有限会社曙 入善町 ビデオ会議・オンライン発注によるデジタル化を図る

115 有限会社土遊野 富山市 有機野菜を活用した就農促進の体制づくり

116 倉田接骨院 高岡市 手すり設置とエアコン機器刷新による環境改善

117 有限会社木内自動車 魚津市 無停電電源装置の設備更新

118 株式会社日本海サービス 富山市 テイクアウト強化を図り、売上向上を目指す

119 株式会社トモヒロ 富山市 工事受注の維持拡大及び移動時のリスク低減による労働環境の改善

120 有限会社アグリおがわ 入善町
プレハブ冷蔵庫導入により、備蓄米保管量増加から安定した供給体制の構築と業務効率化・

労働環境の改善を図る

121 有限会社食のコンサルタントブーケ 富山市 業務支援システムを利用した売上増加と業務効率化の取り組み

122 美容室Ｐｒｉｔｉ 高岡市 エステメニューの拡充による、若年層の新規顧客獲得

123 東陽工業 射水市 商品PR動画の撮影、作成による販路開拓、売上向上

124 株式会社ゴルフスタジオＪＵＳＴ 高岡市 コロナ対策・熱中症対策万全の室内練習場で潜在顧客を獲得

125 株式会社たつや 富山市
テイクアウト用のコールドテーブル導入とパンフレットの作成。ホームページの新規開設と

SNS連結サービスの導入による新規顧客開拓

126 ささや食堂 黒部市 新メニューの提供で単価をUPさせ売上の向上

127 城野歯科医院 富山市 感染症対策が完備された地域のかかりつけの歯科医院へ

128 ホリスティックビューティサロンＱＵＥＲＥＲ 富山市 顧客ターゲット層の拡大・売上向上

129 有限会社北川自動車工業 富山市
建物内の改修工事を実施。コロナ禍でも安心して商談を行えるスペースを提供し売上増加を図

る

130 株式会社立山山岳サポートサービス 立山町 アフターコロナを見据えた、新規登山用品販売による売上の向上と販路の開拓



№ 企業名 市町村 テーマ名

131 未抄 南砺市
動画制作の自社内製化によりサービスの拡充、並びにビヨンドコロナにおけるPR力強化で販

路拡大を実現

132 じゅうべい施術院 滑川市 ホームページリニューアルによる売上向上及び人材採用からの独立創業支援

133 リエゴルフスクール 高岡市 地元農家と連携した新商品開発と相乗効果の創出

134 株式会社スプラウト 富山市 VR撮影機材導入による品質の向上と販路拡大

135 米沢厨房サービス 高岡市 コンテナハウスを活用し新規顧客獲得に繋げる

136 株式会社荒永タイヤ商会 小矢部市新規設備導入によるオイル交換サービスの提供

137 スナックＪｕＪｕ 砺波市 貸し切り営業の商品化・販売促進

138 株式会社アール・エム・エス保険センター 富山市
オールインワンミーティングボード導入によりWEB会議の時間短縮、質の向上により生産性

を高める

139 サマーナイト 富山市 ライブハウスにおける高品質な音響の実現

140 澤田石材店 滑川市 自社HPリニューアルによるコロナ禍での販路開拓

141 ヘアサロンたか 高岡市 店内床の張替えによるお客様への安心と衛生管理

142 有限会社八尾整備自動車販売 富山市 洗浄機導入とLED照明導入で自動車整備を好循環し、企業様からの受注を増やす

143 有限会社オークラシャッター工業 氷見市 オンライン商談・面談の活用による生産性並びに視覚的商材導入による売上向上

144 朝野商店 魚津市
空気清浄機能付きエアコンを店内に取り付け、お客様へ安心UP！作業効率UP！廃棄ロス削減

で売り上げUP！

145 オーエム設備工業 富山市 作業場内の環境改善による売上向上ならびに、熱中症対策

146 ボディーワークス・アール 高岡市 アルミパネル修正設備導入により、新型車両への板金対応を軸とした、売上向上と販路開拓

147 株式会社長谷川製作所 砺波市 FAX送受信ペーパレス化による業務効率化と接触低減によるコロナ感染対策の両立

148 旭産業株式会社 富山市 工場内空調設備導入による熱中症対策及び環境改善

149 有限会社環境テック 富山市 自社HP新設による企業認知度・受注件数の向上

150 板前居酒屋　万福 南砺市
トイレを改修して一新し、感染リスクを最小限におさえ、どんな年代層の方も安心してご来店

いただける店舗の実現と集客力アップによる売上げ増を目指す

151 有限会社北海道屋商店 高岡市
酵素・ロングライフフィルター付業務用エアコン導入で、感染症・熱中症対策／品質管理／倉

庫のショールーム化による新規顧客層への購買喚起

152 有限会社田上興業 富山市 ユニック車両導入による、作業効率改善・受注獲得

153 ファーマパック株式会社 富山市 デジタル化による業務効率化と接触機会の減少

154 島ん酎 射水市 スチームコンベクションオーブンの導入による業務改善・売上向上

155 株式会社北陸読売ＩＳ 富山市
ホームページのリニューアルによる新しいビジネススタイルの訴求、および、求人サイト新設

による地場に根付いた人材確保の推進

156 株式会社志満屋 富山市 コロナ禍で低迷する業務卸専門店メーンから、消費者向けの小売販売業への参入拡大

157 医療法人社団三望・ゆかり乃介 砺波市 診療ユニット増設による、収益力の強化

158 中川トータルサービス株式会社 氷見市
新規設備導入による労働生産性の向上を図る～弱みを強みへと変換し更なるお取引様からの

信頼獲得へ～

159 なおちゃん 高岡市 ウイズコロナに向けた店内環境徹底改善とテイクアウト再強化

160 特定非営利活動法人パートナー 入善町 ホームページのリニューアルにより提供サービスのPRと情報発信強化を図る

161 ガレージトップロード 朝日町
純正タイヤ・ホイールの大型に対応し、売上向上及び業務効率化（時間効率・外注コスト削

減）を図る

162 ＡＮＤ 富山市 輸入リスクに左右されないオリジナルギフトブランドの開発

163 今市鉄筋株式会社 富山市 鉄筋切断機導入による業務効率向上

164 林酒造場 朝日町 小ロット化推進のための既存設備撤去

165 株式会社ＦＥｉｇｈｔ 富山市 職人不足解消、材料廃棄の削減を目指し、人が集まる体験型施設計画

166 株式会社駒井漆器製作所 高岡市 木地×漆塗り製品ブランドによる新規需要開拓と県内産地連携による生産体制の維持

167 真工業株式会社 富山市 事業所内の空気環境改善により感染症対策と人材確保さらなる売上向上を図る

168 株式会社森崎 富山市 ホームページ制作（リニューアル）による採用の強化

169 三雄工業株式会社 高岡市
ウイルス・菌抑制フィルター付空調機（エアコン・空気清浄機）へ更新し、感染症対策および

熱中症対策を両立する

170 ナガイ工務店 富山市
新規顧客獲得の機会損失を防ぎ、受注率アップを目指すブランディングムービーを組み込んだ

会社案内パンフレットの作成

171 株式会社ＷＡＷＡ 富山市 作業環境を改善し、業務可能効率を上げ当社の売上向上を図る

172 砺波建設株式会社 砺波市 最新測量機器の導入による働き方改革、コスト削減および感染症対策

173 ＣＨＩＫＯ 魚津市
定期的な非接触型のライブ演奏提供によるファンクラブの組織化およびセルフマネジメント

体制の構築



№ 企業名 市町村 テーマ名

174 ヘアディメイション　エリア 高岡市 トイレ改修及び空気清浄機導入による感染症対策

175 ダルマヤラーメン新庄店 富山市 環境改善で心機一転！懐かしいあの味を真心こめてご提供！！

176 トナミ醤油株式会社 砺波市 全工場TV会議システムの構築、つながるクラウド生産管理で業務効率改善

177 ふれあい味処　はらや 氷見市 食材の長期保存と省エネ化による利益率改善

178 富美菊酒造株式会社 富山市 日本酒の海外販売の強化

179 為井塗装株式会社 富山市 オンライン会議体制構築による業務の効率化とテレワークによる感染リスクの低減

180 株式会社スカイボウル 氷見市 ホームページ全面リニューアルによる予約機能導入

181 株式会社ＣａｌａＣｌ 富山市 塗装工程不良率低下のためのオイルフリーコンプレッサ導入

182 富山工業株式会社 砺波市 空調作業着を活用した従業員の熱中症対策と労働環境の改善

183 株式会社アモール 富山市 自社HPからの薬剤師採用増加による売上規模の拡大

184 栁田アルミ 富山市 「新しい生活様式」の実践へ向けた補助事業で販路開拓

185 株式会社花金 高岡市 コロナ禍におけるデジタル化と売上向上に向けての業務効率化

186 サンクサロン 富山市 環境改善による感染対策と店舗ブランディングの強化及び来店客数の向上

187 カラオケハウスＦＣ銀の夢桜木町店 富山市 換気機能強化、省エネ型空調への変更による感染症対策と居心地改善を通じた集客力向上

188 千代鶴酒造合資会社 滑川市 雇用環境変化に対応するための衛生、労働環境の整備

189 割烹かみしま 氷見市 店内環境整備による売上確保、地域経済の賑わい創出

190 株式会社桐谷鉄工 富山市 エアコン更新工事で感染症対策と省エネ対策

191 株式会社荏原興産 富山市 感染症、熱中症対策として新しいパッケージエアコンの導入

192 有限会社チーム・オールウェイズ 富山市 配達・テイクアウト事業の強化に伴うHP作成と厨房機器の導入

193 嵯峨商事株式会社 高岡市 Google、SNS（instagram）、DSPを活用したマルチWEB広告によるブランド力向上

194 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ　ｎｉｃｏ 富山市 感染予防の環境改善

195 Ａ．Ｐ．Ｍ 富山市 コロナ禍で芽生えた節約志向に対応、自動車メンテナンス業務の受注増加を目指す

196 株式会社フード・プラス 射水市 真空包装機の導入による販売機会の確保及び生産性の向上

197 有限会社内田鉄工 富山市 空調服導入により、従業員の熱中症対策及び作業効率の向上を図る

198 カフェモーツァルト 黒部市 スムージーブレンダー導入による販売体制整備と売上の向上

199 医療法人社団長井皮膚科医院 富山市 多機能診療支援システム導入によりデジタル化の促進と業務効率の向上を図る

200 真岩石油有限会社 入善町
高精度バランサー・タイヤリフト・オイルチェンジャーの導入により、点検整備サービスの向

上と作業環境の改善を図る

201 有限会社タケキチ 立山町 多種多様なアルミホイールサイズへの対応と持ち込み組換えサービスの導入

202 有限会社田口自動車工業 富山市
新型コロナウイルス感染症予防に伴う車両整備場内での熱中症対策の実施によって、環境改善

を図り、生産性を向上させる

203 医療法人社団吉岡整形外科 南砺市 HPリニューアルによる新規患者開拓、インターネットでのPR

204 株式会社ＮＡＫＡＳＡＩ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ富山市 従業員のリモート環境整備によるデジタル化推進

205 株式会社渡辺功機 朝日町 工場内の作業員の熱中症対策、生産性の維持として空調服を導入

206 ザイカカレーハウス 射水市 断熱・遮光効果の高い内窓の設置による、労働環境の改善

207 株式会社山室エキスプレス 氷見市 貨物軽自動車運送業における冷蔵･冷凍車導入による販路（荷主）拡大

208 エステティックジュビランｃｉｅｌ 黒部市 空気清浄機導入による感染症防止対策

209 有限会社松本製作所 砺波市 大型ルーフファン整備による作業環境改善を通じた事業継続力、生産能力の維持向上

210 ＨＡＮＡ　ＣＯＣＯ 富山市 プリザーブドフラワーショップ専門店開設と教室の開催により新規集客を図る

211 有限会社ＫＡＫＵ 射水市 多機能ミーティングボードを用いた会議の効率化、お客様への新たな提案事業

212 株式会社アピアスポーツクラブ 富山市 WEBマーケティング施策の展開による認知拡大・新規会員獲得

213 高尾建設株式会社 富山市
従来の手法から１８０度転換した次世代の施工管理を実現する。設計図面を紙では無く、３

次元データとして現場で活用したい

214 有限会社オオデ技研 射水市 新世代型コンプレッサー導入による生産性の向上及び省エネへの貢献

215 荻布倉庫株式会社 高岡市 デジタル化に伴う業務効率化と熱中症対策

216 株式会社富山カークリーンサービス 射水市 空調設備導入による感染症、熱中症対策

217 株式会社オレンジ 富山市 グリーンワークスプロジェクトの実現に向けた研究開発

218 杉村住設 富山市 3次元建築システム導入による提案力向上

219 鮨処板はし 立山町
新鮮寿しビヨンドコロナ対応強化のための保冷設備及び省エネ・店舗イメージ向上に向けた照

明設備の改修事業

220 有限会社木村刺繍 高岡市 働きやすい職場環境をめざし工場内トイレ・洗面所の改装
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221 株式会社ＶＩ・ＭＥＮ 氷見市 工場での溶接作業による売上向上及び作業時の熱中症対策

222 株式会社大 富山市 キッチンカーを導入し、新たな販路開拓

223 有限会社前田商店 富山市 HPリニューアルによる事業の効率化と新社名定着のための広告宣伝

224 有限会社フタワパッケージ 富山市 生産工程の強化によるマーケティングプランディング企業への更なる飛躍

225 玉生酒本店 富山市 ビヨンドコロナ時代に対応した新しいおもてなしスタイルの確立

226 日本海自動車工業株式会社 高岡市 最新のエーミング設備を導入し、作業効率化及び売上向上を図る

227 ハヤシ工業株式会社 富山市 HPを活用した非対面型営業・情報発信・雇用拡大

228 Ａｎｇａｇａ 富山市 店舗を目立たせるためとタオル天日干し用のフェンスを増設

229 有限会社カナイ 氷見市 感染症及び熱中症対策のため、空気清浄機機能付きエアコンを導入

230 有限会社飯田建設 黒部市 PC導入によるテレワーク・ZOOMミーティング等のリモート化

231 特定非営利活動法人ぴーなっつ 富山市 特定事業所加算の取得による事業収益の増加及び感染症対策・環境改善

232 中国料理の店　ビックチャイナ 高岡市 店舗外広告の改修及び店舗空調効率向上による販路開拓・売上向上事業

233 はまきやさん 富山市 お客様の待合室の風通しを良くすること／クリーニングポストの新設

234 有限会社西村工業 富山市 新しくホームページを制作し、新規取引先の開拓と売上向上を図る

235 医療法人社団誠尽会 富山市

ワクチン専門外来を開設し、患者様へスピーディーでスムーズな対応・感染対策が徹底された

動線確保のため、自動精算機を導入し、感染対策と業務効率化、ひいては地域でのワクチン

普及を目指す

236 Ｔ＆Ｔ　Ｗａｆｆｌｅ 富山市 新商品・新ブランドを開発立ち上げし、売上向上を図る

237 有限会社栃山栄電社 富山市 生き抜くための売上分析によるPOSレジとリピーター創出の為のポイントカード導入計画

238 株式会社エクシーズ 富山市 HPリニューアルによる販路開拓・売上向上

239 新高清掃株式会社 射水市 環境保全サービス事業者として人にやさしく取り組むために

240 有限会社アベニュー 魚津市 ホームページをリニューアルし、新規取引先の開拓と売上向上を図る

241 有限会社オートレイド 射水市 事務所改装による環境改善計画

242 株式会社Ｔｏｔａｌ　Ａｔｈｌｅｔｉｃ　Ｃａｒｅ　ＭＩＹＡＫＩ高岡市 業務用食洗機導入による業務効率化

243 光エンジニアリング株式会社 富山市 熱中症対策及び作業効率向上

244 株式会社誠栄工業 富山市 アスベスト法改正でアスベスト事業を拡充し、HPの改修と広報の強化で売上向上を図る

245 有限会社松倉建設 魚津市 ICT施工に対応した測量器を用いることで測量作業省力化を図り、作業の効率化を目指す

246 株式会社島工業 魚津市 自社の売上増と新たな雇用創出を生み出す、キッチンカーでの販売事業スタート

247 有限会社タジマ精工 富山市 工場改装による作業効率向上と従業員用休憩室改装による環境改善

248 有限会社北信興産 立山町 事業継続力強化のための設備導入による業務の効率化と売上向上

249 有限会社かね久食品 富山市 トイレ改修に伴う感染症対策の徹底

250 有限会社昭栄産業 立山町 WEBサイトリニューアルによる販路開拓・売上向上

251 株式会社山口久乗 高岡市 香港で自社製品の商標を取得し、香港市場への進出を図る

252 株式会社ワールドスポーツ 富山市 スイング分析システムの導入による顧客サービス向上と販路開拓及び売上増加

253 レストラン　ユース丸 富山市 改装工事および設備増強による対コロナの経営強化

254 株式会社シフト 富山市 若手職人の人材募集と受注増加に特化したホームページを制作して売上向上を目指します！

255 舟木工匠 射水市
宮大工の技術を活かした顧客ニーズの木製品・木材特殊加工事業の進出に伴う木工加工機械

導入


