
通常枠

NO 企業名 市町村 テーマ名

1 村上山荘（ふるさとセンター） 富山市 地域食材の安定供給とテイクアウト商品の販売強化

2 北京飯店 高岡市 テイクアウト・デリバリー拡充のための冷凍冷蔵庫導入

3 株式会社IKS 上市町
リサイクルカーボン繊維を使用した　樹脂の締結用ボルト・ナット
の試作事業

4 宇奈月通運株式会社 黒部市 持続可能なプロパンガスの安定供給と管理

5 株式会社森永商店 射水市
タブレット端末レジの導入による業務効率化と顧客分析をはかり、
テイクアウト販売の拡充と感染症対策強化による売上向上

6 PerSona 富山市 コロナ感染症対策のための店内環境の整備

7 中斉拓也建築設計 富山市
クラウドサービスを使った、顧客との情報共有の強化とテレワーク
率アップ

8 有限会社　戸田製作所 滑川市
大型プレス機械の専用コンプレッサー導入により、新規顧客の開拓
並びに生産ラインの増加。

9 株式会社　横清 高岡市 地物鮮魚の鮮度・品質保持向上に伴う製氷機能力アップ

10 株式会社高橋電機 富山市 現地調査におけるドローン導入により業務効率化を図る

11 パティスリーシュン 氷見市
氷見産山葡萄を活用したオリジナルソフトクリームを開発し、売上
向上を図る。

12 アイシン株式会社 立山町 オンライン葬儀と各種広告によるサービス・宣伝力強化

13
バルーンアートスタジオブルーラ
ビット

富山市 コロナ収束後を見据えた事業拡大

14 株式会社　流通産業 上市町 HPリニューアルによるWEB営業強化及び情報発信

15 麺　吉平 富山市
オードブル販売強化のための設備導入と安心して来店できる換気体
制構築

16 Nail AROMA　小林純子 高岡市
コロナ禍における手荒れの改善による生活幸福感への周知、ブラン
ディング

17 株式会社ファミユ 滑川市 エアコンクリーニングで清潔な空気をファンにより循環

18 相互印刷株式会社 富山市
業務管理システムのクラウド移行による「工場の見える化」で業務
効率と生産性の向上。事務処理業務のデジタル化～リモートワーク
環境強化などコロナ禍に対応したDX環境の構築

19 林酒造場 朝日町 「創業400年」県内最古の酒蔵の更なる魅力創出と発信強化

20 株式会社サンテック 射水市
新たな建設システムソフトの導入により、ICTを活用し業務効率化
及び人的接触の削減を目指す

21 中越産業株式会社 南砺市
プロパンボンベ定期検査における新サービス開発による販路開拓の
実行

22 株式会社新湊かまぼこ 射水市 地域連携による新商品開発とその販路開拓の実行

23 株式会社FukuTa Inc. 富山市 デリバリー及び業販専用の冷凍車両購入による販路拡大と売上改善

24 Cucina Nobu 南砺市
冷凍ピッツァの新ブランド”家窯ピッツァUCHIGAMA PIZZA”の立ち
上げと、ECサイトでの販売

25 徳永食品株式会社 射水市
ウィズコロナ時代のニーズを捉えた新商品開発・展開とその生産体
制の確立
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26 三雄工業株式会社 高岡市 非鉄金属に対応する溶接加工技術の高度化による売上高向上計画

27 ユーテック株式会社 高岡市
感染症対策を徹底した対面営業とオンラインでの営業のハイブリッ
ド戦略による事業の強化

28 株式会社西川構装社 高岡市 環境に配慮した販路拡大プロジェクト

29 株式会社藤巻製作所 高岡市 注湯作業機械化による労働環境の改善と技術継承の体制づくり

30 正栄産業株式会社 富山市 感染リスク軽減及び生産性向上に向けた非対面型ビジネスの展開

31 大征工業株式会社 高岡市 金型加工精度の向上及び生産性向上による受注拡大事業

32 (株)北川電機商会 南砺市 DX推進による業務効率化

33 宮田工業株式会社 射水市
カメラ画像を活用した在庫、納期管理の効率化及び営業強化のため
のオンライン会議システムの導入

34 株式会社オーバーエイジ 射水市
新webサイト構築による自社の販路拡大と地域の活性化を目指す新
規事業

35 日之出建材株式会社 富山市
エクステリア専用CADシステム導入による業務効率の向上及び競争
力強化

36 株式会社坂田商事 小矢部市 厨房機器購入・HP制作による宅配受注の体制強化と環境改善

37 フジマ 高岡市
フォークリフトの新規導入により従業員の働きやすい環境作りと生
産性向上を図る

38 eruplus株式会社 高岡市 融着配管技術導入による高耐震、高耐候性配管施工の実現

39 有限会社六瀬自動車 高岡市
労働生産性向上および作業環境の改善による豊かなカーライフの提
供

40 株式会社吉田土建 富山市 3次元測量機の導入による測量作業の効率化

41 有限会社小原石材 富山市 オンライン通信を活用した非接触型ビジネスの展開事業

42 となみ観光交通株式会社 砺波市
砺波由来のオリーブオイル活用による氷見イワシのアフィージョの
創出

43 株式会社大地 高岡市 ICT ツールでワンマン測量、非接触・測量業務効率化の実現

44 株式会社ネクスタ 富山市
社内換気システム導入によるDX推進システム開発の受注拡大・売上
向上

45 株式会社堂田精工 氷見市
ホームページリニューアルを軸としたオンライン商談の高度化・効
率化

46 グラーノ 上市町
玄そばの冷蔵冷凍設備導入による品質向上で生産性と売上の向上を
めざす

47 株式会社メカニック社 滑川市
会社ホームページリニューアルによる情報発信と安定した案件処理
体制の構築

48 水口酒店 富山市 店内環境の向上を図り試飲会開催を機とした認知度・売上向上計画

49 岡吉千登世株式会社 小矢部市 富山の地酒を販売する一般消費者向けB to C事業への進出

50 株式会社リライト 滑川市
ドローンを活用した新サービス「太陽光発電システム保守点検業
務」の開始
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51 奥村板金株式会社 入善町
「クラウド活用型見積書自動管理作成システム」導入による、在宅
ワークの推進および業務効率化

52 株式会社　大 富山市 通販専用のホームページを作成し、新たに通販事業を開始

53 株式会社フルカワ電設 富山市 電気工事業におけるDX推進による生産性向上

54 有限会社民宿げんろく 氷見市
予約管理とホームページ強化による「選ばれる宿」へのサービス向
上

55 ㈲石原工務店 立山町 高齢者の重労働を当社が支援、他業界への進出。

56 株式会社カワベ 南砺市 最新大型設備をパワーアップして、高利益金型改造の受注拡大！！

57 株式会社吉田組 小矢部市 ニューノーマルによる働き方変化を見据えた労働生産性向上

58 YAKITORIA ちいろ 富山市
ナポリピッツァ世界大会出場者が創る本格的なテイクアウトのピザ
提供

59 CRAFT BAKERY 富山市
ショーケースの導入による衛生面の向上と冷蔵庫の導入による新商
品の開発・販売

60 株式会社　新美装 高岡市 顧客管理システムとECサイト導入による業務効率化と売上向上

61 株式会社リボン 射水市 オンライン商談、ドローンを活用した空き家の有効活用

62 水口化成株式会社 氷見市 厚み測定のIoT化による作業効率化

63 安達建設株式会社 南砺市
3D測量機器導入による省人化の実現と作業効率化、生産性向上への
取組

64 有限会社Care Rise 富山市
リモート会議用設備及び見守りカメラの設置による、安心・安全な
介護サービスの提供

65 菱富食品工業株式会社 高岡市 スライス加工の生産性向上と新商品展開に向けた製造体制強化

66 有限会社鍋田自動車 砺波市 コロナ禍でのサービス提供のプロセス改善と作業者への健康確保

67 MAN39 GROUP 富山市 スパイスカレールーの卸売り参入による販路拡大

68 タケヘアーサロン 富山市 安心で快適な施術環境提供による高齢者の来店促進

69 株式会社　日本抵抗器製作所 南砺市 電子ホワイトボードによるビデオ会議の効率化

70 株式会社リノ 射水市 販路開拓・売上向上事業　WEBサイト制作・LINE広告宣伝導入

71 株式会社吉田商店 射水市 動画を活用したWEBサイトリニュアルによる販促開拓・売上向上

72 コアントロ 富山市 コロナ禍におけるテイクアウト用商品提供による事業継続

73 Rigoletto 魚津市 ECサイト作成及び販路開拓拡大、それに伴うストッカーの増設

74 折橋治吉商店 高岡市
過去製作した特注品のインターネット紹介による新しい提案型販売
の構築のためのHP作成

75 さかもと歯科医院 富山市 空間除菌による院内衛生環境の向上

76 医療法人社団上野医院 富山市 空調・換気設備導入による感染症蔓延防止対策
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77 有限会社ダイゼン石材 富山市 屋内展示場による石材加工品の受注拡大と早期クロージング

78 株式会社山正 氷見市
自社HPリニューアルやネット広告などブランディング戦略により新
規顧客確保

79 片口酒店 射水市 町内会、事業所での催事の開拓、掘り起こし事業

80 株式会社長岡酒店 魚津市
WEBサイト制作による家庭消費需要の取り込み ～富山の魅力を全国
へ～

81 ヘアーサロンみずほ 高岡市 新型コロナ感染症対策及び新メニュー導入による売上向上

82 有限会社庄右衛門 富山市 パッケージ一新による商品イメージ転換と売上高上昇

83 株式会社室屋 高岡市 ECモール出展による新規顧客層の取り込みと関係性強化

84 西村工業株式会社 高岡市
新ソフト導入による業務効率化と省力化（これから標準化されてい
くであろう施工管理技術への対応）

85
有限会社ティアンドエムインダスト
リー

高岡市
工場内空調、換気機能強化による生産体制安定を通じた短納期対応
強化

86 MKエンジニアリング 氷見市 リモートにて、WEB会議、商談等を実施し、事業の拡大をはかる。

87 株式会社ホクデン 立山町 自計化と変動損益計算書自動作成による経営判断のスピード化

88 有限会社アグリトープ 射水市 営業情報の共有の為のVPN導入事業

89 川村塗装 高岡市 HPを軸にした認知度向上と非対面型ビジネスによる販路開拓

90 有限会社山崎冷菓 南砺市 冷凍車導入による販路開拓および業務効率化

91 和食亭こもり 富山市 コーヒータイム新設・周知による売上拡充計画

92 株式会社ライフサービス 富山市 ノートパソコン導入によるデータのクラウド化と働き方改革推進

93 古川接骨院 富山市
新規来院者の増大につながるホームページの新規制作による売上向
上

94 株式会社VIALUCE 富山市 新しい生活様式に即した販売促進

95 葉多舎 富山市
テイクアウト・仕出し弁当の販売開始に伴う設備投資と営業活動の
実施

96 Do！Factory 富山市
料理教室やワークショップのオンライン配信の為のホームページの
充実

97 ルールズモーターサイクル 上市町
内製化によるコスト低減・作業段取り改善・顧客満足度向上・収益
構造化を目指すための切削加工設備の導入

98 株式会社ハナガタ 富山市 新型コロナウイルス感染症水際対策の徹底

99 氷見土建工業株式会社 氷見市 ICT機器導入による業務効率化及びコロナ対策強化。

100 花-HANA- 射水市 新規顧客（女性客）の開拓と感染対策の徹底

101 立山化成株式会社 射水市
WEB会議開催促進によるコミュニケーション円滑化での開発リード
タイム短縮化

102
特定非営利活動法人速川活性化協議
会

氷見市
サツマイモで６次産業・県内販路から県外販路へ新たな販路開拓と
環境改善！
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103 有限会社　よしだや 氷見市
飲食店におけるIoT機器の導入及びインターネット注文によるDXの
推進

104 株式会社　篠はら 富山市 コロナ禍に対応した仕事環境の改善

105 株式会社ＦＵＪＩＩ 富山市 WEBサイト構築と育成プログラム開設による解体工事受注増加事業

106 もてなし蔵　和on 富山市 〈蔵〉利用店舗の換気扇設置と換気ドア設置による環境改善事業

107 高桑乃し店 富山市 新たにECサイトを構築し販路の拡大と売上げアップ

108 有限会社川越自工 小矢部市
エイミング検査作業内製化による電子制御装置搭載車の検査受入事
業

109 中村写真事務所 富山市 空撮を導入してホームページでの集客アップ

110 有限会社サニープレイス 富山市 HP、オンラインショップを立ち上げてコロナ禍での販売充実化

111 居酒屋とりきち 小矢部市 飛沫拡散防止等に係る和式トイレの洋式化で感染リスクを低減

112 株式会社NEXTライフ 高岡市
非対面営業活動と働き方多様化の推進による売上向上、収益力強化
事業

113 株式会社日本ビルサービス 砺波市 閲覧し易くなったモバイル対応のWEBにより利用者拡大を目指す

114 株式会社　まつ川 富山市
コロナによる通信販売需要拡大に伴う受注・販売･顧客管理の一元
化の為のシステム構築およびホームページのリニューアル化

115 株式会社サンゴールド 高岡市 EC販売をメインとした自社ブランドの立ち上げ

116 そば処　大吉 富山市 感染予防オゾン発生器導入及び換気装置

117 有限会社娘娘 富山市
コロナ感染防止のための検温装置及びパーテーション設置と除菌、
除臭のためのオゾン発生器の導入

118 ㈱長森工業 滑川市 空き家・墓石クリーニング

119 株式会社　サンシーカードック 高岡市
店舗の換気環境改善と車のエアコンリフレッシュ装置導入による売
上向上

120 株式会社葵食品 高岡市 アフターコロナに向けた「味付け刺身」の販路開拓事業


