
【第２次】最終報採択結果（通常枠）

№ 企業名 市町村 テーマ名

1 場家建設株式会社 富山市 資材裁断機導入による業務効率化・安全性向上

2 株式会社旭東機械製作所 高岡市 ミストコレクター導入による、「安心・安全な工場」を目指した環境改善事業

3 リアールプランニング株式会社 砺波市 HPの刷新により新規顧客獲得を目指し売上増加を図る

4 株式会社スパイバー 富山市 太陽光発電と蓄電機を用いた自家発電自家消費型のデジタルサイネージによる貸電子広告業

5 株式会社富山合板 富山市 社内システムの再構築によるリモート業務の推進

6 西島株式会社 高岡市 自社サイト構築による販路開拓事業

7 ハウスクリエイト明住 富山市 建築CADシステムの導入による、作業効率の向上とお客様への提案力強化

8 まんてん 黒部市 店のテイクアウト・キッチンカーの保管・ロス削減

9 株式会社三和 黒部市 職場環境の改善（コロナ対応も含む）を行い従業員の働きやすさ向上を目指す

10 株式会社ＫＤＣ 高岡市 塗料（E2U　EPOXY）の購入における諸経費の補助申請

11 香乃庵 富山市
新型コロナウイルス感染症予防対策用として店舗客席に空気洗浄機能付き空調機の設置及び

TVコマーシャル等を利用した店舗名及び商品アピールによる集客力アップ

12 耳鼻咽喉科中川医院 富山市 ファイバー洗浄機の利用及び院内備品充実における感染症予防

13 有限会社イーサポート 黒部市 オンライン研修の環境整備による業務効率向上商品開発

14 株式会社荒栄建設興業 富山市 感染症対策（トイレの改装工事）

15 有限会社ウナミ企画 氷見市 既存HPの改修と情報発信強化による新規顧客獲得で売上向上を目指す

16 株式会社三立 上市町 樹脂サイディングの販路拡大と売上の向上

17 イーティップ合同会社 富山市 海外販路開拓のためのコーポレートサイトの構築と開設

18 バー・ホタル 富山市 ワインセラーを導入して売上向上を図る

19 大鷹建設株式会社 富山市 ミストファンとファンジャケット導入による労働環境の改善

20 ムッシュサイトー 高岡市 デリバリー対応のため高機能の保管冷蔵庫(コンテナ冷蔵庫のクーリングユニット)を導入

21 株式会社動夢 高岡市 顧客、車両、売上管理のデジタル化による一元管理で業務効率化

22 アトリエビーナス 高岡市 エアコン設備刷新による実技指導に集中できる環境づくり

23 株式会社富山エレテック 立山町
合成樹脂専用自動鉋盤を導入することにより、機械加工においての作業工程の効率化及び品

質の向上

24 ＴｏｎａｍｉＭｕｓｉｃＦａｃｔｏｒｙ 砺波市 ライブハウス設備を活用した新サービスの提供

25 株式会社大澤商店 富山市 事務所の熱中症対策および応接室の感染症対策事業

26 株式会社小島工務店 高岡市 スポットエアコン導入による従業員の労働環境改善

27 喜多山 富山市 ビヨンドコロナを見据えたテイクアウト販売およびアルコール販売拡大

28 合同会社リカバリーワークス・トヤマ 富山市 無人で運営できるジムを新たに開業して売上向上を図る

29 ログログファーム 南砺市 2021年に事業承継した花事業の店舗が狭く密になりがちで有るため、改装してその解消

30 医療法人社団柴田内科クリニック 富山市
リモート対応など、最新機能を搭載した医事システムを導入し、業務の効率化、患者サービ

スの向上、環境改善を推進する

31 株式会社安達工業 射水市
勤怠管理と給与計算システムのクラウド化による総務人事部門の生産性向上とテレワーク基

盤づくり

32 有限会社山本実燃料店 小矢部市 IoTネットワーク構築による非接触検針と業務効率化への取組み

33 株式会社田子電機商会 高岡市 テレワーク導入・ビデオ会議システム導入により、オンライン化促進、業務の円滑化を図る

34 株式会社今村組 小矢部市 ３Dテクノロジーを用いた計測及び誘導システムの導入による作業効率化

35 有限会社富山ハート 富山市 販売管理のデジタル化と安全なテレワーク基盤の構築による業務の効率化

36 シンポジウム 富山市
冷凍粉砕調理器やスロージューサーの導入により、食品ロスの削減と料理のバリエーション

の増加を実現する

37 株式会社大澤鉄工所 富山市 当社事務所の空調設備更新・空気清浄機導入による作業環境改善

38 ＴＮプラン 富山市
店舗移転とホームページ作成による新規顧客獲得及びコロナ感染症対策を徹底した店舗作り

による環境改善

39 株式会社本田庭園 高岡市 工事管理システム導入による業務の効率化

40 株式会社金山産業 滑川市 サイトリニューアルに伴う、離脱率の減少及び、売上向上

41 竹接骨院 氷見市 感染対策による安心して来院いただける環境づくり

42 博多ラーメン１０ 魚津市 新商品開発による販路開拓と設備導入による生産性向上

43 株式会社稲田印刷 富山市 印刷機入替による外注業務の内製化及び新規受注の獲得

44 有限会社セルダム 富山市 経理部門のデジタル化と安全なテレワーク基盤の構築による業務の効率化



№ 企業名 市町村 テーマ名

45 有限会社ウラタ 高岡市 レーザー加工機導入による販路開拓と新事業展開

46 有限会社アーペグラフィック 富山市 3Dカメラの撮影品質向上と活用情報例の公開

47 特定非営利活動法人さわらび 小矢部市 システム導入による職場環境改善事業

48 池田水産株式会社 入善町 テレビ会議システムの導入により、業務効率化と安全確保の向上を図る

49 有限会社実業建設新報社 富山市 デジタル媒体のリプレイスによるデジタル化推進

50 東洋パック 射水市 多品種少量生産による付加価値の高い商品の開発

51 有限会社魚津燃料 魚津市 IoTネットワークによる非接触と業務効率化への取組み

52 ａｎｄ　Ｄｅｃｏ 富山市 非対面営業の強化による集客率の向上

53 プレジャーオブスポーツ 富山市 小学生向け運動クラスの広報推進により、子どもの運動不足とケガを防止する

54 株式会社村井工業 富山市 就業管理のデジタル化による経理業務の効率化とコロナ禍における経営基盤の再構築

55 株式会社橋本製作所 高岡市 感染症リスク軽減のためのトイレ改修工事による環境改善

56 株式会社センティア 富山市 浴場内床面の滑り止め加工による新規需要の獲得と防災および生産性向上

57 金十運 富山市 店舗内空調完備による感染症対策の実施

58 有限会社城西セミナー 高岡市 webでの夏期講習会・冬期講習会開催をチラシにて告知し、売上向上を目指す

59 ヘアーサロンクラウン 富山市 感染対策と非対面を兼ねた設備の導入

60 ＴＭ富山 滑川市 HP刷新とオンライン相談システムによる業務効率化

61 シェ・フジイ 富山市 コロナ禍に対応した来店機会創出と顧客満足度向上に向けた店舗体制の整備

62 ＰＵＲ　ｈａｉｒ 富山市 長時間施術においての快適空間の構築

63 旬馬ゆきの 射水市
新規の漆器ブランドの知名度向上のためAmazonブランドストアの広告充実、新商品の開発・

公募展出品を計画しています

64 Ｌｅｇｉｔ 富山市 顧客管理統計システムによる新サービスの開発で、顧客満足度・売上の向上を図る

65 有限会社池田モータース 富山市 一般車輛対応ゲートリフト導入による作業効率の向上

66 株式会社クレハロ 富山市
事務所１階および２階のトイレ改修工事による職場環境改善の実施。ホームページ制作（リ

ニューアル）による採用の強化

67 有限会社小杉インター高松自動車 射水市 自動車修理設備導入による売上向上・作業環境改善・生産性向上

68 株式会社ＴＨＳ＆ＥＫ 富山市 業務基幹システムのクラウド化及び勤怠管理をシステム化

69 きゅうみず接骨院 富山市 効率的かつ患者ファーストの事業運営の実施

70 庄川観光株式会社 南砺市 換気性向上の空調設備投資によるコロナウィルス感染対策

71 有限会社北越自動車商会 富山市 レッカー車導入による受注機会の創出及び作業効率の向上実現へ

72 ａｎｔ　ＣＡＫＥ　ＡＮＤ　ＢＡＫＥ　ＳＴＡＮＤ富山市 設備導入とＨＰ等の販売促進による売上向上

73 ふわり 射水市 既存顧客のフォロー強化による、新規、リピーターの集客強化への取り組み

74 有限会社久保木工所 高岡市 自社HP作成による企業の認知度の向上・新規受注先の確保

75 合同会社暁 富山市 人員確保からの業務拡大の実現に向けて

76 株式会社九谷屋 高岡市
ECサイトの立ち上げによる他社ECモール依存からの脱却。またそれを成功させるためのイン

ターネット戦略の拡充

77 漁鮮亭うらの 射水市 高齢者の利用しやすい店舗づくりを目的とした設備投資の実施

78 株式会社三和製作所 高岡市 労働環境の改善による生産性向上とSDGsへの取り組み強化

79 えび寿司 富山市 感染症予防・非接触型トイレに変更

80 タジマ外装サービス株式会社 高岡市 「施工管理システム」および、「新しい営業活動様式」の構築

81 株式会社スズキアリーナ砺波 砺波市 非接触型情報共有による業務効率改善と顧客満足度向上

82 サーティワンアイスクリーム 富山市 サーティワンアイスクリームロードサイト店に換気機能付空調設備導入による感染対策

83 有限会社雄峯運輸 富山市 自社オリジナル「テレワーク支援システム」の構築

84 有限会社成和 射水市 ステンレス溶接焼け取り機の導入による生産性向上

85 Ａｒｉｓｅ　Ｃｌｉｍｂｉｎｇ　Ｇｙｍ 富山市 店舗出入口にデジタル認証を導入し、営業時間外のセルフ利用を新サービスとして提供

86 株式会社オリフボン 富山市 シェアサロンへの業態変化

87 有限会社レンタルヤマダ 富山市 オンライン営業体制の確立と高性能空気清浄機導入による店舗内の環境改善

88 岩田板金工業所 富山市 動力折曲機の自動化による生産性向上

89 シンメイ写真館 小矢部市 駐車場完備でお客様が安全、安心して来店いただく事業

90 有限会社創進建設 富山市 土木積算システムの導入による作業効率向上

91 辻工務店株式会社 富山市 建設機械を増やし、売上を増強する

92 株式会社スピードワールド 射水市 コロナで大打撃を受けた貿易業から一転！鉄のリサイクル事業に参入



№ 企業名 市町村 テーマ名

93 タケザワエンヂニアリング 富山市 高性能スキャンツールの導入による業務効率化およびサービスの充実化

94 有限会社モーターステージ 富山市 OBD（車載式故障診断装置）検査に対応できるタブレット型スキャンツールセットの導入

95 株式会社凌 高岡市 お客様のこだわりに対応する造作家具製作事業

96 ＳＵＮＮＹＳＩＤＥ株式会社 砺波市 「新規顧客獲得」のための、外観・HP・チラシの見え方・見せ方を刷新する

97 有限会社平野電機 富山市 ホームページ制作により、サービス内容の周知と、増客・売上向上を図る

98 髙栁オートサービス 富山市 高性能コンプレッサー導入により売上向上と環境改善を図る

99 福鶴酒造株式会社 富山市 長期保存が可能となる大型冷蔵庫を新たに１基導入し、生酒の供給を安定させる

100 株式会社オーク 高岡市 漆器木地用材へのホコリ付着防止と従業員の作業負荷低減を両立する職場環境改善事業

101 酒処ほのか 富山市
東富山運動公園等スポーツ施設利用者をターゲット、ソフトクリームや飲食料等のテイクア

ウト店を設置

102 株式会社ブルードリーム 富山市 既存事業を生かした二毛作型の移動式キッチントレーラー事業の開始

103 有限会社目合又大謀網 入善町
高性能の海水冷却機器導入による、経費の削減及び販売価格向上、労務時間の効率化による

接触機会の減少に努める

104 株式会社魚﨑 高岡市 エンジンの入れ替えにより機会損失を減らし、コロナ禍において売上の回復・向上を図る

105 株式会社北陸珈琲 高岡市 SNSを活用し焙煎豆のネット販売拡大

106 ＵＲＡ 入善町

テイクアウト商品でも美しく楽しく食べられるメニュー開発と店内と同様のクオリティを維

持できるような設備投資、ビジュアルの良い器の手配でお客様に楽しい美味しいワクワクを提

供。さらにはイベント出店からの販路拡大と売上向上

107 めがねのアイ 高岡市
安心して来店していただけるよう、店舗スペースを拡張し換気システムを導入することで、来

客数を増やし売上向上に繋げる

108 Ｇｌｉｃ株式会社 富山市
コロナ感染による社内クラスター回避と、リモート商談へ注力できる環境づくりを目的とし

たWEB商談室の設置

109 株式会社フレール 高岡市 お客様の要望に応え、新商品開発によるうどんの提供

110 杉本接骨院 上市町 高性能施術用機械導入による利用者増加・売上高向上を目指す

111 ｄｏｔＣ株式会社 富山市 設備増強による生産性の向上

112 株式会社ＦＰライフデザイン 射水市
自社独自のチラシ作成と配布における新規顧客獲得と機器の導入における社内デジタル化の推

進

113 イッセイ株式会社 富山市 新店舗オープン販促による売上の確保

114 株式会社渡製作所 高岡市 各生産加工機に対応したツール導入による生産効率改善による生産性向上

115 シード歯科・矯正歯科 高岡市
衛生環境を向上することにより安全な診療体制を確保し、効率的な歯科診療を行い売上増加

させる

116 キワ化学工業株式会社 高岡市 テレワーク・ビデオ会議システム・営業先での伝票出力等のリモート化

117 株式会社クザワ富山 富山市 オリジナルキャラクター制作による企業認知度の向上と不動産業界のIT化への取組み

118 おばんざい　華ら 富山市 業務用冷蔵庫、冷凍庫、食洗器等の増設及び入替え

119 株式会社ＭＪ＆Ｃｏ 富山市 業務用冷蔵庫、冷凍庫、食洗器等の増設及び入替え

120 株式会社長谷川自動車 高岡市 カラーセンサー調色システムの導入による作業効率化・売上増・環境への負荷軽減

121 高原自動車株式会社 射水市 空調の導入により熱中症対策と生産性向上を図る

122 株式会社レクティオ 高岡市 テレワーク導入による作業効率UPと働き方改革の推進

123 パン焼き小屋Ｗｅｃｋｅｒ 富山市 省エネ機器の設置による経費削減と環境負荷の低減

124 株式会社ディーバス 富山市 チケット制のフィットネス施設の利用者拡大に向けたHP作成及び予約システムの構築

125 安村工業株式会社 富山市 10月にオープンするカフェ・ゲストハウスのプロモーション活動

126 株式会社ふくみつ華山温泉 南砺市 安定経営実現のための新たなる挑戦

127 株式会社金田住設 富山市 設備工具の補填により、サービスの向上と増収

128 有限会社ユニバーサル・リスク・コンサルティング高岡市 リモートワーク業務の効率化と事務作業の軽減による業務改善事業

129 麺王 小矢部市 テイクアウト販売用に新たに冷凍庫を販売し売上向上を図る

130 有限会社林板金工業所 上市町 冬季期間の受注拡大及び作業効率化

131 株式会社グッドネス 高岡市
動画制作やVRパノラマ動画などデジタル技術の提供による、不動産会社のコンサルティング

サービス開発

132 シーキューブヘアー 朝日町 頭皮ケアサービス「頭浸浴」の導入により売上・顧客満足度の向上を図る

133 株式会社誠南 高岡市
ホームページ・リーフレットの作成による販路拡大と、店舗間で毎日のテレビ会議での業務

効率化と情報共有による売り上げ拡大を図る

134 有限会社波間工作所 滑川市 工場増設による受注強化と感染症・熱中症対策

135 株式会社伸越製作所 高岡市 本社・工場照明のLED化によりコスト削減を図る競争力強化事業



№ 企業名 市町村 テーマ名

136 株式会社オオサワ 富山市 新型コロナに左右されない企業体制作り

137 大連飯店 富山市 ハンディ、レジシステム導入による生産性と売上の向上

138 株式会社柿里商店 砺波市 家庭用ハンバーグ商品の新商品開発と２４時間体制の無人型店舗展開による売上拡大

139 イヤーサロンｍｉｍｉｋａｋｉ屋 富山市 女性客確保のためのオンラインカウンセリングへの取り組み

140 有限会社キセン堂 富山市 空調換気設備の機械導入による感染対策の徹底と販売機会の創出

141 株式会社ユナイト 富山市 冷凍自動自販機の導入による流通構築と売上拡大

142 株式会社スパックフーズ 高岡市 冷凍自販機を導入して自社の販路開拓と地元飲食店の売上向上に貢献する

143 株式会社ミートハウスやまだ 射水市 両店舗の環境改善を実施し、顧客満足度と生産性向上を図る

144 中華料理　金盛園 富山市 新店舗開店と新商品提供による売上向上と個室対応によるウィズコロナ運営の実現

145 株式会社栗山組 射水市 企業HP制作による機会損失の軽減・リクルーティングの強化

146 株式会社前田電設工業 射水市 電気設備工事の効率化

147 有限会社鈴香食品 射水市 地元産水産物を使用した新商品開発によるＥＣ事業の強化

148 室澤写真事務所 富山市 撮影用スタジオの確保による売上向上

149 株式会社ダイナモータース 富山市 ４か国語対応デジタル広告システムの導入・商談プロセスのデジタル化

150 有限会社ヌードルチェーンＳＡ 富山市 調理補助機器導入による業務効率化によりテイクアウト需要への対応を強化する

151 スズキーマ 富山市 テイクアウト強化・コロナ対策による店内環境の改善と広告販促の強化

152 うどん万福 射水市 テーブルオーダーを導入して利益率の向上を図る

153 株式会社亀島工務店 射水市 増改築向け（個人宅・元請け）の顧客獲得による売上・利益の増加

154 株式会社丸山組 氷見市 感染症・熱中症対策による安心安全な環境構築で信頼と売上上昇計画

155 医療法人社団なかしま産婦人科 富山市
ホームページを通じた地元産婦人科としての存在意義の確立および、患者様に安心安全を提供

すべく更なる新型コロナウィルス感染症対策の実施

156 有限会社富山エフェクト 富山市

分散している社内データをクラウド化することにより情報の集中・共有化し、場所や時間の制

限を受けないことで業務の効率化を達成すると同時に、顧客に対するサービスの向上や対応の

敏速化・顧客満足度のアップを図りたい

157 株式会社ユタカ 富山市 顧客データベースの構築による顧客管理の強化と営業体制の充実化

158 日伸精機株式会社 富山市
ホームページ全面リニューアル。スマホ対応のレスポンシブ・販路開拓、非対面営業・リク

ルーティング強化

159 株式会社サン計装 富山市 多様な人材活用のための環境改善

160 株式会社流通産業 上市町 ECサイト立ち上げによる販路拡大及び、新規営業先の獲得

161 Ｈａｉｒ　ｓａｌｏｎ　ｃｉｅｌ 高岡市 LINE公式アカウントによるお客様との関係構築。リピーター囲い込み事業

162 有限会社やしま呉服店 小矢部市 コロナ禍における店舗内の環境改善と売上向上

163 株式会社Ｇｌｅｅｔｅｃ 黒部市 HPの新設による当社の認知度向上、HP活用による新たな収益源の確保

164 三和インフォメーションビーエムエス株式会社 富山市 デジタルツールを活用した新規事業への参入、業務管理の効率化

165 西海食堂 高岡市 感染対策の徹底と若手世代への訴求

166 太陽興産株式会社 射水市 Webサイト作成＋ロゴ刷新でビヨンドコロナに向けた体制構築

167 道路施設株式会社 富山市 業務のリモートワーク化を進める為の環境整備

168 コアフュール・まつお 富山市 集客ツールのデジタル化により、営業効率と業績を向上させる

169 中善工業株式会社 富山市 ペーパーレスFAX送受信による業務効率化と専用ソフトを活用した作業効率アップを図る

170 株式会社建築設計室２１ 入善町 ブランディング広告による新たな販売チャンネルの開拓

171 株式会社プロジェクトデザイン 滑川市 「カーボンニュートラル」を題材としたゲームの開発と展開

172 株式会社島田樹脂 富山市 自社HPの新規開設による販路拡大を図る

173 株式会社森の環 高岡市 Webマーケティングを活用した新品目”ハナビラタケ”の販路拡大

174 株式会社松岡電機 富山市 非接触型ビジネスの展開と業務の効率化

175 株式会社カルデックスエンターテインメント 富山市 オンライン配信に向けた機器導入による作業の高精度化と販路開拓

176 株式会社年輪 高岡市 自社開発・試作中新商品の製造工程効率化による生産量及び売上高の向上

177 石黒自動車工業株式会社 南砺市 人事・労務管理業務フローのDX促進による効率化

178 株式会社明惣 高岡市 ガス配管の高所化による厨房内清掃作業の効率化と労働環境の改善によるコロナ感染防止

179 中川ライト製作所 立山町 工場内空調機の刷新によるエネルギー効率向上及び労働環境改善

180 有限会社牧野運輸 射水市 換気機能付きエアコン導入による事務所の環境改善

181 株式会社ハピネス 高岡市 既存システムのクラウド化による業務効率の改善と企業耐力の向上

182 吉沢工業株式会社 黒部市 省エネ機器を活用した労働環境の整備による従業員満足度向上
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183 やさいの雫 富山市 看板の設置、野菜ビニールハウスの強化ガラス修理による店舗認知度拡大と生産性の向上

184 オフィスＹＡＳＵＤＡ 富山市 整備工場内のコロナ対策、熱中症対策とともに作業工場を改善、労災事故ゼロを目指す

185 ＡＢＯＶＥ　ＡＮＤ　ＢＥＹＯＮＤ 富山市 ネイルサロン部門の展開による売上向上

186 ベストパートナーズ税理士法人 高岡市 所内デジタル化による顧客ニーズへの対応と働き方改革の推進

187 医療法人社団清樹会富川クリニック 射水市 採血検査機器の導入と、生理機能検査機器のデジタル化

188 株式会社矢郷米 富山市 ネットショッピングモール出店で富山県産米を全国にお届けし消費拡大を目指す

189 有限会社マーキー建築設計 魚津市 建築現場作業及び、木材加工における作業中の熱中症対策

190 本家かまどや砺波店 砺波市 紅ズワイガニ加工を中心とした卸業兼加工事業の開始

191 岡田麻里フラメンコ教室 富山市 感染症対策のための換気システムの導入

192 株式会社井田水産 入善町 冷蔵庫・冷凍機器更新による売上高向上

193 カトーインダストリー株式会社 魚津市 「採用・派遣業・物販」を強化した自社WEBサイトの構築

194 高瀬内装 富山市 工事現場からの資材を生かした、棚板販売 EC サイトの構築

195 岩林構造設計　一級建築士事務所 富山市 新たな構造計算ソフト導入による経費削減・作業効率化・売上向上

196 川田食品株式会社 氷見市 ヴィーガンや無添加、オリジナルを求める顧客への対応

197 株式会社マツダ電気 黒部市 パワーゲート付車両導入による業務効率化、売上向上

198 株式会社曽江建築 入善町
オンライン面談導入により、場所や時間に縛られず、感染リスクを低減した安心・安全な商

談環境の提供

199 有限会社富山教育企画 魚津市 新規事業の告知及び新規顧客獲得に向けた広告宣伝

200 グリーングラス 滑川市 グリーングラス自宅店舗整備・看板設置工事及び広報の充実化事業による売上向上

201 丸昇建設株式会社 富山市 パンフレット、動画制作を用いた顧客満足度・売上の向上

202 有限会社井林製材所 高岡市 製材業者ならではの循環型社会に対応した事業に取組していく

203 株式会社フジショー 富山市 集合住宅・店舗・工場倉庫等に対する配水管洗浄、ガス配管（PE管）接続の取組

204 株式会社三和 富山市 業務用冷温庫の導入による熱中症対策

205 ＣＡＦＥ　ＢＲＩＯ 射水市 イベント出店による当店の認知度向上・売上拡大を図る

206 株式会社トンボ飲料 富山市 ECO冷風機・冷却ベスト導入による倉庫内作業時の熱中症対策

207 株式会社ニッポー 砺波市 デジタル化社内インフラの構築

208 ＨＡＩＲ＆ＨＥＡＤ　ＳＰＡ　桜のひ 富山市 看板をリニューアルして新規来店客の獲得を目指す

209 長谷川建築 立山町 webサイト新設による新規集客と業務の効率化

210 株式会社イカイ硝子建材 高岡市 無電極照明導入による工場内の製造環境改善を図る

211 株式会社森工業 高岡市 IT機器の導入による省人化と環境改善　-事業承継に向けての次世代人材育成の環境整備-

212 カートラスト 富山市
アフターコロナに向けて、売上高向上・粗利向上・作業効率向上を図る。二柱リフトから門

型リフト、手動ジャッキからエアージャッキへ

213 株式会社大観峯 立山町 新商品販売促進のためのラベル開発

214 ほほえみ歯科 富山市
患者さんの不安を和らげ（快適さ・心地よさの提供）るとともに、新型コロナウイルス感染防

止対策の強化を踏まえた診療チェアの導入

215 北日本地所株式会社 富山市
コロナ禍におけるお客様対応をフレシキブルに。対面・非対面両方対応できる決済システム導

入

216 鍛冶板金工業所 高岡市 コロナ禍における効率化経営

217 愛伸精工株式会社 富山市 WebサイトリニューアルとSNS活用による新規顧客の獲得

218 神能工務店 南砺市 新規民間顧客獲得に向け広報の強化

219 有限会社タスク 富山市 ホームページ及びECサイトの新規構築と販路の拡大

220 グローバルライフ 射水市 対面式店舗での商品提供開始及びカフェ営業開始による売上獲得

221 株式会社浜黒崎観光協会 富山市 ホームページのリニューアル化における業務効率化

222 糀ＡＳＯＢＩ 砺波市 全国に糀の魅力と自社のこだわりを伝え顧客を獲得！

223 有限会社仁光園 高岡市 規格外卵を活用したコンテナハウスによる卵の無人販売

224 株式会社ミズカミ 砺波市 動画を活用した顧客集客導線の構築と、それに伴う販路拡大

225 福助 砺波市 新商品開発による生産性向上と物販事業の開始

226 株式会社ホールマインド 射水市 通販強化による非対面での売上獲得

227 株式会社ダイショウ 富山市 人材不足を解消し更なる事業拡大を目指す為のWEBサイト構築

228 有限会社フーズデベロップメント 富山市 既存店舗の改善とオーブン導入によるオリジナルパンの販売

229 麺心喰音 高岡市 テイクアウトに特化したカレー店の開業
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230 株式会社家’ｓ 高岡市 アップサイクル家具の新商品開発と海外展開強化

231 有限会社河元鉄工所 富山市 加工手段を増やし消耗品と不良品の削減

232 ごま咲 高岡市

厳しいコロナ禍での中でも苦境を抜け出すため、アイデアを取り入れ、製麺機の導入により独

自の商品開発、コストの削減が出来る事で、人々に美味しさと最高のコストパフォーマンス

をより一層届けるのが目的

233 株式会社石倉設備工業 滑川市 ３次元建築設計システムソフト導入により、営業の効率化、売上向上を図る

234 有限会社ＲＥＬＥＮＴＬＥＳＳ 立山町
WEBサイト構築により、当社の魅力発信及びオンライン販売体制の強化による売上高増加計

画

235 高原鉱泉 富山市 感染症対策としての、券売機設置による非対面型会計の実現

236 富山製パン株式会社 富山市 自動販売機導入による新たな販売チャネルの構築

237 西田工業株式会社 富山市 CM放映による販路開拓・売上向上

238 居酒屋たから 富山市 コロナ禍での感染症対策としての個室スペースの提供

239 株式会社ＫｉｎＧ’ｓ 高岡市 感染症対策と、生産性向上に向けた設備投資

240 株式会社ロデオインターナショナル 富山市 大型モニター導入による顧客満足度の向上

241 テクニカルシーリング有限会社 富山市 コロナ・熱中症対策の整ったジムの環境づくり

242 株式会社システム‐結 富山市 カビが原因によって腐敗・膨張した事務所の外壁の修繕工事を行い、環境改善を図る

243 株式会社宣広 高岡市 立体的ロゴデザイン開発による訴求力向上事業

244 有限会社坂井精機 高岡市 デジタル化を用いた労働環境改善

245 有限会社中田保険事務所 上市町 LINE販促システムの構築&導入による新規顧客獲得戦略の展開

246 ひみつカレー 氷見市 厨房設備機器導入による業務効率と顧客満足度の向上

247 有限会社ボギー商事 小矢部市
地場産業繊維レースの「パンチング」技法を伝承し、レース設計のデジタル化を進め設計事務

所として新たな販路をつかむ事業

248 タカラ工業株式会社 高岡市 掘削用建設機械の高度化による工期の短縮化

249 山﨑木工株式会社 南砺市 帳票作成の電子化による業務改善、効率化とホームページ作成による販路開拓

250 すしいち亭 富山市 冷凍鱒ずしの新たな販売方法としての自動販売機の導入と感染対策

251 まるなかや 射水市 トイレ改修による衛生面の改善と感染症防止対策の強化による顧客満足度の向上

252 株式会社やらんまいけ富山 富山市
HPの新規作成による自社PRの強化及びECサイト構築による販売力の強化と売上構成の変

換、POSレジ導入による業務の効率化

253 瓦楽 富山市 WEBサイト構築による人材確保、BtoCへの注力によって売上向上を目指す

254 ワンズテクノロジー株式会社 氷見市
コンピュータを活用した、動画撮影・LIVE配信サービスを開始し、新しい分野での販路開

拓、売上げ向上を図る

255 松井　正次 富山市 生産性向上による業務拡大

256 建築工房アシストプラスアルファ株式会社 富山市
潜在顧客の獲得と見込み客への育成のためのHPリニューアルと一元管理システム（MA）の

導入

257 シバタ産業株式会社 富山市 自社ホームページ作成、認知度UPによる受注増加と採用強化

258 株式会社Ｔｅｃｋｅｎ 射水市 NCビームワーカー導入による鉄骨加工新規事業への参入

259 食彩一入 射水市 各種感染対策用の備品の設置・エアコン取付を行い、感染症対策・熱中症対策強化に務める

260 そば処ほたる 富山市 通販開始による売上回復

261 有限会社ティーエスヨシモト 南砺市 デジタル車両の取組・強化

262 有限会社中央ケアーサポート 富山市 ホームページの機能を見直し、集客力、採用力を大幅に拡大

263 有限会社松野商会 高岡市
WEBを活用した受注管理システムにより、非接触型ビジネスへの転換と売り上げ向上を目指

す！

264 醸造・紀乃井　林商店 高岡市 当店の主力商品の増産、販路拡大による在庫増に対応する為の新しいプレハブ保冷庫の設置

265 サカエ金襴株式会社 高岡市 自社ブランドの異業種参入への新商品開発と販路拡大のための見本市への参加

266 東光自動車工業株式会社 高岡市 感染防止対策としてトイレ及び工場内改修。顧客と社員の安心・安全な環境を整える

267 五箇山旬菜工房いわな 南砺市 真空包装による食品ロス削減の推進と新商品開発による売上向上

268 株式会社梅かま 富山市
直営店舗の路面店化と業務DX化により提案力・売場環境・生産性を改善し、顧客サービスと

従業員満足双方の向上を同時に実現

269 株式会社グラフ 富山市 基幹システム改修と社内ネットワーク構築による生産性向上と作業効率化を実現

270 住澤塗装工業株式会社 富山市 事務所の空調・換気設備を改修して新型コロナウイルス感染防止対策を図る

271 山崎工芸 富山市 塗装工事における下地処理の生産性向上

272 株式会社ネクスト建築板金 富山市 需要の多い外壁工事の一貫対応可のための設備導入とスムーズな作業体制の実現

273 たつみ屋株式会社 高岡市 一般消費者向けに商品をネット販売し、売上の増大を目指す



№ 企業名 市町村 テーマ名

274 有限会社高清建設 富山市
木製家具・小物インテリア製造販売事業への挑戦～自社HP・ECサイトとの相乗効果を図る店

舗型ショールームへの改装～

275 有限会社小杉自動車 射水市 脱炭素社会における積極的なEV車両への対応と環境改善

276 Ｍｏｎｔａｇｎａ 富山市 クラフトビールサーバー導入・クラフトビール用グラス購入による高付加価値化事業

277 スタジオＷＯＯＤ 南砺市 デジタル化を加速し売上アップを目指す

278 ペットサロンアニマル 魚津市 マイクロバブル装置機械導入による作業効率化

279 株式会社タバタＧ＆Ｔ 高岡市 「おりん」の売上・生産性の向上と作業環境の改善

280 タイヤクリエイター 富山市 最新式自動車診断機導入による迅速かつ幅広い顧客ニーズに対応可能な整備部門新設

281 有限会社田村萬盛堂 南砺市 新規設備導入による新商品(オリジナルバームクーヘン)開発と売上拡大

282 テクノトラスト株式会社 富山市
プリペイドカード自動販売機導入により販売方法を非対面化し、対人接触に伴う感染リスク

低減に加えて業務効率化及び生産性向上を図る

283 株式会社アイマック 富山市 情報管理とコミュニケーションのデジタル化による、ワークフローの改善

284 有限会社坂下瓦店 氷見市
足場工事の内製化を図ることで顧客満足度の向上、業務効率化、売り上げの向上を目的とし

ます

285 ＢＩＥＧＵ 高岡市 ニーズの多様化へ対応し２D看板から３D看板へ商品開発

286 ラーメン一心 富山市 冷凍自販機導入による新しい売上の獲得

287 株式会社越田商店 氷見市 魚料理のレシピ開発とレシピ公開及びSNS活用による魚食普及事業

288 心彩 射水市 HPをリニューアルし、新サービスを周知し受注の増加を図る

289 株式会社スイセイ 富山市 「オンラインダイエット」サービスのPR、認知度向上による売上向上

290 柳澤工業 滑川市
新法施行によるアスベスト対策に対応することが求められている業界ニーズに応える為、アス

ベスト調査から処分まで一貫施工で受注する体制の確立

291 株式会社松村紙工所 高岡市 職場での働く環境の改善とリモートワークでの働き方推奨

292 ネイチャーグリーン 高岡市
広告宣伝・新しいフクロウの購入による売上向上と熱帯魚部門における水の供給設備を導入

することによる労働環境の改善

293 ティアンドティツアーズ株式会社 富山市 空き家管理業務への新分野進出

294 株式会社山本自動車鈑金 高岡市 ビデオ通話環境の構築による施工内容伝達の非対面化事業

295 十全美装株式会社 富山市 ホームページのリニューアルで企業イメージをアップさせ売上向上・求人力向上につなげる

296 金守家具センター 砺波市 自社ホームページ作成による、情報発信および販路拡大

297 呑み処穴蔵 高岡市
業務全体のデジタル化、ECサイトの導入によるテイクアウト導入、エアロゾルへのより十全

な対応、HP作成およびデジタルサイネージ導入によるPRおよび新規顧客獲得

298 オフィスＨ株式会社 上市町
マーケティングへの活用と接客スキルの向上（従業員教育）を目指した防犯カメラ設置によ

る新規洋菓子店経営

299 ラーメン大翔 富山市 コロナに対応した環境作りと機会損失の軽減

300 プリマボディ 入善町
コロナ感染によって減少したお客様を取り戻し、ファン化させる。お客様をファン化させる

ことで、何があっても揺るがない土台を作り上げる

301 有限会社酒井食品加工所 富山市 新規設備導入により作業効率化と時間短縮を行い売上向上、新商品開発、環境改善を目指す

302 マスイチ醸造株式会社 富山市 製造場の整備により、付加価値の高い個人家庭向けの商品の販売強化・新商品開発を行う

303 松田燃料店 小矢部市 IoT技術を応用したLPWA端末による検針業務・配送業務の効率化とCNに向けた取組み

304 有限会社リカー・フーズおおの 高岡市 新POSシステムレジ導入による業務効率化の実現

305 滝本商店 砺波市 ご愛顧いただいているお客様に安全・安心に買い物をしていただける施設づくり

306 種自動車工業所 高岡市 車検指定設備及び最新設備導入による業務効率化

307 ＲＡＭ　Ｃａｎｄｌｅ 南砺市 HP、ECサイト作成による認知度向上及び販路拡大

308 株式会社雅 立山町 パンフレット一新によるさらなる宣伝力アップ

309 株式会社ＴＣ 砺波市 保険調剤薬局・業務効率化と感染症対策強化、医薬品の品質管理のため空調設備交換

310 株式会社松本建材 南砺市 ICT建機の導入により生産性の高い現場へ

311 株式会社ＩＭＡＴＯ 射水市 ビヨンドコロナを見据えた店舗売上拡大事業

312 ＣＵＰＳ 氷見市
DXの推進によって、宣伝から会計まですべての業務工程を非対面で効率化し、長期的には顧

客の認知と信用を高め、短期的にも収益を向上させる

313 カニタニ自動車 小矢部市

コロナ禍の中、作業効率の向上を図ることによる従業員及び来客者との密な時間の短縮を図

り、感染防止対策を講じる。また、診断機を用いる事により、診断内容をペーパーに印字し

た説明とし、対面時間の短縮及び、密回避を狙う

314 中部地所 高岡市
動画制作やVR・パノラマなどデジタル技術の提供による、高岡市および富山県全域の不動産

仲介業、不動産会社のコンサルティングサービス開発

315 有限会社月光堂フォート 富山市 店舗移転に伴い、空気洗浄機能付空調機器導入による新型コロナウイルス感染対策の強化



№ 企業名 市町村 テーマ名

316 カイロプラクティックＨＡＰＰＹ！ 射水市 HPを開設し骨盤ケアの情報発信を行い、女性客の集客を図る

317 株式会社福山電設 立山町 デジタル化推進による受注増加計画及び熱中症対策による作業環境の改善

318 碓井建設株式会社 上市町
i-Contructionへの対応・高性能3次元測量機導入による業務効率化・少人数での受注体制強

化

319 株式会社ほのか 高岡市 リモート化による業務効率の改善

320 世界文化社販売株式会社 富山市 デジタル化による社外運用可能システム導入し事業効率化及び感染症対策

321 奥野建築 富山市 有線設備を最小限にすることで作業効率向上し売上高増加を目指す

322 有限会社柿太水産 氷見市 富山県氷見から海と山の恵み～ひとにもペットにもおんなじ安心な食を～

323 公文式堀川南教室 高岡市

オンライン学習を充実させること。教室をコロナ感染のクラスターにしないこと。コロナ感

染で学校や教室に通うことができなくても家庭で同じように子どもたちに公文式学習の場を提

供すること。オンラインで校区外の子供たちも学習の場を提供すること

324 マリンブルー 富山市
ビヨンドコロナ社会の中で、水上ジェット機の導入で自店の売上向上と海水浴場の賑わいを

取り戻す

325 欧風家庭料理　ダンデリオン 富山市 ホームページの予約システムを活用したお客様に安心していただけるお店づくり

326 ハウディ 富山市 店舗改装における集客率の増加と売り上げの向上

327 株式会社ＯＣＥＡＮ 高岡市
事務所の空調・換気設備改修、ユニットシャワー設置による、新型コロナウイルス感染対策強

化及び従業員の働きやすい環境の整備

328 中部保全株式会社 富山市 自社ホームページ新設による認知度向上と新規取引先受注の向上

329 有限会社谷井板金工業 富山市 原価管理のデジタル化による業務効率の向上

330 株式会社ソーシャルウィンドウ 富山市
海外販路開拓のための越境ECサイトを構築し、商材の輸出、およびデジタルコンテンツの販

売ができる環境を作る

331 株式会社大重亭 高岡市 真空包装機と液体急速冷凍機導入による物販強化

332 テルスホーム有限会社 高岡市 最新空調機への交換による本社事務所空調機能強化(環境改善)事業

333 居酒屋まる甚 氷見市 店舗運営のデジタル化による業務効率の改善

334 有限会社建築工房想庵 立山町 動画を活用した住宅提案による売上獲得

335 株式会社ウチダハウス 富山市 新たなターゲットに向けた事業開拓の告知で販路開拓計画

336 有限会社シーダー 富山市 アパレルブース設置による売上増加計画

337 有限会社加賀八 富山市 富山市岩瀬の知る人ぞ知る伝統ある「とうふ」を世に広めるための販路開拓と店舗整備事業

338 株式会社福田建材 射水市 withコロナにおける感染症対策

339 株式会社丸福工業所 富山市 HP・パンフレットを活用した販路開拓、人材確保

340 株式会社Ｃ－ＢＯＸ 富山市 アピール力高い広告看板設置で誘客効果と認知度アップ

341 有限会社シーテック 富山市 工場と営業が繋がる販売DＸ構築

342 ピアノメンテナンス・キタガワ 富山市 SNS発信による新規顧客の獲得と既存メディアによる新規顧客の維持

343 末弘軒 富山市 既存のホームページを刷新する。特にテイクアウト部門を充実させて売上増加を見込む

344 美容室アークス 高岡市 美容ニーズへの対応と新サービスの展開による売上向上

345 エステティックサロンジュビランジュピター 射水市
安全・安心なLED脱毛器で非接触型セルフ脱毛を実現。富山初LED脱毛器を導入し、販路開

拓・売上向上

346 株式会社北日本新聞社 富山市 「富山もようプロジェクト」新もよう開発

347 寺田美容室 朝日町 店内空気環境の改善と男性向け頭皮エステの事業拡大により売上向上を図る

348 ＡＩ建築株式会社 魚津市 コロナ・物価高騰の影響を踏まえた顧客の省エネニーズに応える新たな工法の導入

349 有限会社エフ・アンド・エス 富山市 当店オリジナルシューズの開発および店舗修繕

350 有限会社室堂平みくりが池温泉 立山町 売場の改修及び経理デジタル化による生産効率UP

351 売木林業株式会社 氷見市
廃材マーケットの開設で、リサイクル村を構築！～資材と知財が循環する地域づくりのために

～

352 株式会社日本抵抗器製作所 南砺市 電子ホワイトボード導入によるオンライン会議の効率化

353 むさし木工 氷見市 既存の据付家具製造技術を活かし、オーダーメイド家具事業への新規参入

354 ｒｅｂｉｒｔｈ　ｍｉｉｉ 富山市 需要が拡大している脱毛機を導入し、新規顧客の獲得

355 株式会社Ｔ－ＭＡＲＫＳ 氷見市 プロモーションビデオを活用したHPの改修及び広告宣伝費

356 ＴＯＭＳ社労士事務所 高岡市 ビジネス専門家のための会員制コワーキングサロン開設パイロット事業

357 池田歯科医院 高岡市 超音波治療器を用いた口腔衛生環境改善による感染症予防

358 株式会社富山遺品整理本舗 富山市 自社サイトリニューアルによる集客アップ

359 株式会社平和合金 高岡市 豊富な経験と確かな技術力を全国に！！自社の魅力が十二分に伝わるホームページ作成
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360 有限会社エスケーシー 小矢部市
リモート環境の整備及び非対面チャネルを活用し、コロナ禍に対応できる柔軟な営業活動・

顧客対応に繋げたい

361 百生工建 高岡市 資格取得による販路拡大・売上向上と空調服の導入による環境改善を図る

362 ＫＬＥＵＲ 魚津市 デジタル化・テレワーク及び非接触型ビジネスの展開

363 まごころ料理　ひろ海 氷見市 食品の保存期間延長によるフードロス対策と感染対策の徹底による売上向上

364 きり奈社会保険労務士事務所 富山市 労務関連プロセスのデジタル化・身近な相談窓口としての存在感向上

365 株式会社ハートグリーン富山 砺波市 閑散期における新規事業と職場環境改善

366 新生開発株式会社 高岡市 テレビ会議システム導入による県外取引先との商談・会議の非対面化

367 中越内燃機工業株式会社 富山市 敷地内を舗装することで、時間短縮・業務の効率化・環境改善を図る

368 株式会社想研 富山市 オンライン設備を導入して、業務効率化を行う

369 スタジオドリーム 富山市
最新の機器の導入で、デジタルデータの処理・管理の一元化によりデータ保全・効率的な作業

の向上を目指す

370 富山炙 射水市 コロナ禍における顧客層の変化へ対応していくための焼肉居酒屋の新たな店舗体制構築

371 株式会社ＡＢＣ 富山市 ホームページリニューアルを核とするオンライン営業体制の確立

372 平野工業株式会社 富山市 リクルート強化型コーポレートサイトの制作による売り上げ拡大、雇用促進計画

373 林塗装株式会社 富山市 吹付塗装工事の受注拡大に向けた設備導入

374 ｒｏａｍ 高岡市 オリジナル商品のECサイト通販拡大に伴う販路開拓と効率化


