
通常枠

NO 企業名 市町村 テーマ名

1 三ツ葉産業株式会社 小矢部市
クラウドサーバー対応ソフト「ケアレンツ」導入によるリモート
ワークへの対応／HP作成し従業員の確保

2 株式会社野口建設工業 富山市
受注管理データの一元化による生産性の向上と仕事環境クラウド
化

3 株式会社共啓 高岡市
メッキ工程における研磨処理の内製化による生産性向上及び感染
症予防対策

4 株式会社エイペックスエンターテイメント 立山町 子どもたちの笑顔創造と富山を元気に

5 有限会社清水荘 氷見市 ウィズコロナ時代・お客様が安心して飲食を楽しめる環境整備

6 GIS DENTAL 高岡市 入れ歯製作事業の開始

7 有限会社タカタ商事 小矢部市 加締機導入による新分野（重機等の油圧ホース修繕）進出事業

8 株式会社中嶋組 立山町 web会議及び体温計測によるコロナ感染対策およびDX推進

9 トゥスリー・システム株式会社 富山市
テレワーク勤務体制と熱中症・感染症対策の備えを構築して、安
全・効率的・持続可能な電気工事業を実現

10 めん食堂　川なべ 砺波市 withコロナに対応した店舗改装と生産性向上

11 ジー・リバース合同会社 富山市
リモート打ち合わせ対応のウェブカメラとマイク内蔵のパソコン
及び空気清浄機の購入。営業時のプレゼンに必要なタブレットの
購入。

12 MATIN 魚津市 オリジナルジーンズ・ジャケット作成　D2C事業参入

13 (有)ホープクリーニング富山 富山市
キャッシュレス決済及びクラウドサービス連動POS導入による、
売上・経費の改善と社内システムの一元化。

14 株式会社澤谷造園 滑川市
「造園データベース」による積算業務の迅速化と顧客満足度の向
上

15 株式会社PCO 富山市 電話対応の課題を解決するリモートワーク環境の構築

16 有限会社理容サイトウ 富山市
従業員及びお客様、来店者の体温測定及びオゾン発生器による店
内の除菌

17 竹林堂分家 富山市 オンラインショップの立ち上げとそれに適した新商品の開発

18 有限会社新田建商 魚津市 ガーデンエクステリアのオンライン見学会及び告知販促

19 小さなカレー工房カントリーキッチン 黒部市 通販開始による売上構築と顧客満足度向上事業

20 株式会社ロデオインターナショナル 富山市 セントラルキッチン方式にともなう機器の導入

21 リフォームのサイダ 高岡市 新サービスの展開とネットを活用した営業の非対面化の実現

22 有限会社室崎自動車塗装所 高岡市 特定整備認証の取得による新規需要の獲得

23 田計塗装 立山町 静電塗装による生産性の向上と作業態勢の構築

24 親子育ちあい教室　ぽぽらんど 黒部市
母子が安心安全に集い心身の成長を促す場、より安心して子育て
相談ができる場をリアルとオンラインの両方で作る

25 中越バス販売株式会社 富山市 DX推進による感染症対策及び業務効率化

26 和田貿易運送株式会社 射水市 車両管理体制と情報セキュリティの強化
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27 上坂建設株式会社 南砺市 革新的測量技術の導入による安全確保と生産性向上

28 株式会社安川組 富山市 モバイル端末を利用した情報共有システムの導入

29 黒部紙業株式会社 黒部市 「疑似工場見学体験」による訴求力向上による新分野開拓の実行

30 株式会社モリタ 富山市
EC導入（IT化）による非対面業務の実現と安定した売上創り、労
働環境の改善

31 misawafactory 富山市 富山県中の皆様をハッピーに！

32 株式会社杉本美装 高岡市 コンプレッサー能力増強による感染対策対応の生産体制整備

33 ＴＳＫ株式会社 富山市 ＲＰＡツール導入による定型業務の自動化

34 合同会社　トマトハウス 富山市 おとり鮎の新サービス導入と設備改善で、販売力強化。

35 株式会社金太郎温泉 魚津市 旅館向け予約管理システム導入による生産性の向上

36 有限会社大谷運輸 朝日町 DX導入による社内革命

37 株式会社SMILE STAR 富山市 職場環境改善及び業務のリモートワーク化

38 株式会社3e-Vision 高岡市
ホームページの作成による販路開拓とファンジャケット導入によ
る労働環境の改善

39 有限会社キセン堂 富山市 ECサイトを含むオンラインによるサービス提供体制の構築

40 株式会社寺下工業 富山市 現場管理体制におけるクラウド導入により業務効率化を図る

41 株式会社清田工業 滑川市 漏水探知機導入による工期短縮及びサービスの質向上

42 TM-Support 立山町 測定精度の向上・安定化による生産性向上事業

43 共和土木株式会社 黒部市 AR・VR活用、テレワーク・ビデオ会議システムのリモート化設備

44 株式会社　わらびしい倶楽部 射水市
POSレジ導入による生産性向上及びサービスの充実による売上向
上

45 株式会社双葉商会 高岡市 設備機械導入による業務効率化

46 明治製薬株式会社 滑川市 自社サイトのリニューアルとECサイト出店による販路拡大

47 たかまち鑑定法人株式会社 高岡市 事務所の非接触化、ゲストハウスの非対面化に向けた環境改善

48 合同会社Fu-Fu 立山町
販路拡大の為の自社HP(ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ)の再構築と広告宣伝用のPV(ﾌﾟﾛ
ﾓｰｼｮﾝﾋﾞﾃﾞｵ)製作

49 東洋パック 射水市 廃プラスチックにおける独自リサイクル網の構築

50 グランマルシェタケダ株式会社 富山市 「鶏の昆布締め」をブランド化し、全国へ拡販

51 桐井自動車鈑金所 高岡市 エイミング作業導入による車体整備の安心安全及び集客の向上

52 藍菜坊 黒部市 和菓子と中華料理のコラボで洋菓子のような菓子販売事業

53 株式会社コノハ 富山市 テレワーク・ビデオ会議システム等リモート化設備導入
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54 株式会社　森田製作所 富山市
IoT仕分け作業自動化による生産性向上および顧客への継続的供
給の実現

55 株式会社長谷川製作所 砺波市
会計管理システムのネットワーク対応及びオンライン会議機器導
入

56 株式会社　百祥 南砺市
コロナ禍における作業効率の向上と県内農家向け商品開発・販路
拡大

57 株式会社双葉ダイス 入善町 設計品質の向上及び生産性向上事業

58 Myアシスト 富山市 非対面授業の展開（映像授業・オンライン授業の実施）

59 福田食品工業株式会社 南砺市
X線異物検出器の導入による品質及び均一性の向上とSDGｓへの取
り組み

60 成和造園 富山市
コロナ禍で増えた家族過ごす「おうち時間」を充実させる、自宅
のお庭でアウトドア・バーベキュー設備導入の推進事業

61 小山浩二 建築設計事務所 富山市 顧客、施工現場とのリモートによる業務の効率化

62 川瀬ＣＪ株式会社 砺波市 人気メニューのパッケージ商品化による売上の向上

63 株式会社イトウ 富山市 ICT施工管理による作業効率の向上及び人手不足の解消

64 法林寺温泉有限会社 南砺市 コロナ対応の強化と来店者増加につながる宣伝広告

65 パーマ工房はつい 高岡市 新型コロナウイルス蔓延による新常態に合わせた店舗運営の実施

66 長澤鉄筋工業株式会社 高岡市
Wi-Fi環境整備を行うことで、リモート対応及び作業効率改善を
図る。

67 株式会社マエダ 氷見市 従来の技術を活かした新分野展開による成長発展の取組み

68 ラーメンショップみやき 黒部市 コロナ感染症対策のための店内環境の整備

69 MATT　HAIR＆SHARE 富山市 既存顧客との関係性の強化及び新サービスの情報発信

70 有限会社Re-works 富山市 カスタム事業拡大のための製造体制の構築

71 松田工業 魚津市 設備導入による売上向上と内製化によるコストダウン

72 大沢野土建工業株式会社 富山市 動画、ランディングページによる非接触型の営業活動の確立

73 有限会社　四谷工業 富山市 コロナ禍によるオンライン環境の整備

74 株式会社　渡辺功機 朝日町 製造工程に於ける仕掛品等の運搬効率を改善する


