
通常枠

NO 企業名 市町村 テーマ名

1 株式会社オフィスＧ 富山市 リモート設備導入による利用者確保集客と売上向上

2 株式会社ワールドサービス 高岡市 高出力直流溶接機導入による環境改善と売上回復の両立

3 有限会社新富運輸 高岡市
新しい運行管理システムの導入による業務効率化及び労務管理の
徹底

4 イタリアンキッチン　オリーブ 氷見市 テイクアウト、総菜販売強化による売上向上

5 ケボウソフトウェア株式会社 富山市 当社販売システムをベースとした独自商品開発

6 山森運輸有限会社 射水市 新規物流センターの監視体制の強化

7 （株）不破福寿堂 高岡市
新規事業、餡の卸売り販売とオリジナルジェラートの新規開発、
販売。

8 株式会社ヤマレイ 高岡市 システムの導入による新サービスの業務の効率化

9 サンフーズ株式会社 高岡市 アフターコロナを見据えた販路拡大プロジェクト

10 水口樹脂販売株式会社 氷見市 EPC(Edge Position Control)導入による新商品開発

11 株式会社タカオカメガ 射水市 販売・仕入管理システムのリモートワーク対応化

12 川口貸衣裳店 射水市 内川を活かした家族皆で楽しめる新たなフォトプランの提供

13 洋食屋ハロー 氷見市 需要回復を目指す地域資源新商品の販促に向けた店内環境整備

14 有限会社サン・アルスア 富山市
オンライン活用による「非対面型保守サービスの実施」と「リ
モートワークの推進」

15 マルサム株式会社 高岡市
コロナ渦に対応するお客様ニーズに合わせた商品販売支援システ
ムの構築

16 松島工業株式会社 高岡市 オンラインでも可能な質の高いミーティング環境の構築

17 堀川オートサービス 朝日町 純正タイヤ・ホイールの大型化に対応して売上向上を図る。

18 ビストロ カドゥー 砺波市 移動販売事業開始に向けた設備投資

19 株式会社ハマオカ海の幸 魚津市
新商品開発と店舗施設の感染症対策強化でコロナ禍を乗り切り、
新しい時代を生き抜く為のしおもん屋の挑戦

20 カフェ＆キッチンパーク 富山市 テイクアウト商品販促と周辺学生の獲得事業

21 株式会社　浜黒崎観光協会 富山市
HPリニューアル、予約システムの導入、Web広告の実施による県
内外からの新規顧客の獲得

22 古久龍 富山市 新型コロナウイルス感染症対策としての換気システムの導入

23 前田木型製作所 富山市 感染症対策及び熱中症対策の実行による安定供給体制強化事業

24 中部保全株式会社 富山市 感染対策による事業継続

25 藤田鮮魚店 入善町 ラベルプリンター導入により、作業負担と時間の軽減を図る事業



NO 企業名 市町村 テーマ名

26 カシュカシュ　ヘアー＆メイク 高岡市
自社HPへの「リアルタイム混雑状況表示システム」および、「新
しい営業活動様式」の構築

27 株式会社ジースリー 富山市
自社オリジナル「商談予約システム」および「新しい営業活動様
式」の構築

28 精工電業株式会社 富山市
テレビ会議システム・リモート化推進による感染予防、業務効率
化の向上。

29 協同組合福光商業会 南砺市 主力施策の周知と強化事業

30 株式会社海彩 射水市 富山湾の魚の魅力を釣りから食まで繋げてPR

31 tufe 富山市 アパレルCADシステム導入による業務効率化

32 株式会社ディーテック 上市町 3次元測量機の導入による測量作業の効率化

33 松本製菓舗 滑川市 もち類の長期保存への取り組み

34 ベジライフ 富山市 高齢者向け焼き菓子（イカダ藻ラスク）の商品開発事業

35 株式会社三楽園 砺波市 活魚料理で富山県の四季を提供し、リピーター顧客を獲得する。

36 株式会社三和製作所 高岡市
自社開発技術を活用した新たな土木施工事業の販路開拓のための
PR動画コンテンツ制作事業

37 株式会社互光自動車 富山市 大型車両整備を拡充する為の検査ライン機器の導入

38 西陵株式会社 砺波市 ECサイトを活用しBtoCへの販路開拓

39 有限会社くれは交通 富山市 ホームページリニューアルによる広告の強化

40 有限会社RAE ENTERPRISES 射水市 カレーのテイクアウトの強化と店内の安全確保事業

41 TOM'S 富山市 ホームページを新装し、販売促進と作業の効率化を図る

42 シマ接骨院 射水市 コロナ禍に対応した訪問施術の実施による売上回復事業

43 新庄町　縁 富山市 鮮魚の品質保持と新提供商品戦略

44 長岡造園株式会社 富山市
HPリニューアルに伴う、VRの活用によるDXの推進。リアルとWEB
が融合した、新しい顧客体験ができるハイブリット型の提案化

45 株式会社カルデックスエンターテインメント富山市 5倍の生産性をもつWEBシステムでの生産性向上と新規顧客獲得

46 有限会社藤原工業 富山市 ＩＣＴを活用した施工管理モデル事業と感染拡大防止

47 ARS株式会社 富山市 ＤＸ推進による施工管理の実施とテレワーク、感染予防の実現

48 有限会社セレクト 富山市
ＩＣＴを活用した保守サービス実施とテレワークの推進／感染症
予防

49 株式会社アイマック 富山市
ホームページで信頼を、情報共有ツールで事業にスピード・正確
さを実現事業

50 有限会社岡村製作所 富山市
ＶＲ、ＷＥＢ会議ツールを用いた、非対面型ビジネスへの取り組
み
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51 株式会社朝日 富山市 ＤＸ推進による業務効率化と業績向上の実現

52 TOP PLANNING株式会社 富山市
ホームページ作成とライブ配信によるオンライン営業体制構築と
商圏拡大

53 オヤマ運輸機工株式会社 射水市 小型トラック車両導入による、高付加価値運送受注の実現

54 ラーメン真風 高岡市 テイクアウト事業の拡大を目的とした設備増強

55 有限会社オン・エアーとやま 富山市 納品データのDX化による販路拡大

56 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漏水工事の取組

57 有限会社HoneyBee 射水市 換気機能の充実による売上向上計画

58 大誉研磨株式会社 南砺市 レーザー溶接機導入による販路開拓と売上向上

59 有限会社花島精肉本店 南砺市
ECサイトを構築運用し餃子の販路拡大、増産体制に対応するため
に設備（大型フードミキサー）を導入する

60 サクラワークス株式会社 富山市
非接触をベースとしたECサイトへのチャレンジとクラウドPOSシ
ステム導入

61 株式会社村内製作所 立山町
自社ホームページ作成により非対面営業体制構築と雇用確保を図
る。

62 有限会社若林製作所 富山市 受注管理システムのクラウド化によるDX推進事業

63 勝田建設工業株式会社 朝日町 DX推進による業務の効率化、省力化を行う

64 高新工業株式会社 立山町
ホームページリニューアルによる人員の確保、売上高の増加およ
び熱中症・新型コロナ対策による、従業員が働きやすい職場環境
の提供。

65 栄日国際交流事業協同組合 富山市
技能実習生の日本語オンライン教育体制の整備と非接触型監査指
導体制の構築

66 島田建設工業株式会社 富山市 ICT施工測量機の購入による現場作業の効率化とIT化

67 株式会社RAC FACTORY 富山市 カーメンテナンス作業の効率化による売上向上

68 有限会社タナカ鉄工機械 高岡市 コロナ禍克服のための製缶板金加工能力強化事業

69 株式会社中田鉄工所 富山市
プロモーション動画、VR活用による非対面型ビジネスモデルの創
出

70 株式会社ジェック経営コンサルタント 富山市
オンライン環境を整備し「経営コンサルティング事業」の更なる
発展を目指す

71 株式会社アイリー 滑川市 卸サイト構築による販路拡大

72 株式会社バンテクニカ 魚津市 WEB会議の環境整備と活用

73 朝野工業株式会社 魚津市
文書管理アプリケーションとクラウドストレージの併用による業
務効率化

74 伝統工芸高岡漆器協同組合 高岡市 EC サイト構築 SNS 発信で販路拡大

75 株式会社Big Berries 氷見市 プログラミング教室の新規開設
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76 大日工機株式会社 富山市 マシニングセンター更新による新商品開発

77 Amazing life 富山市
非対面型オンライン営業に向けた高機能ホームページの新設及び
感染対策

78 丸栄運輸機工株式会社 富山市 クラウドを活用したＷＥＢ見積入力機能とワークフロー構築

79 関商店 氷見市 フードロス対策のための惣菜作り

80 速水発条株式会社 高岡市
自動車の安全性強化に対応したシートベルト用ぜんまいの生産性
向上


