
ミニリバイバル枠

NO 企業名 市町村 テーマ名

1 四十萬亭 富山市
新型赤外線グリラーの導入による料理の品質向上と業務効率化および
非接触型自動水栓の導入による感染対策の強化

2 株式会社梶原製作所 高岡市
3Dスキャナーと3Dプリンター(光造形)による原型制作デジタル化推進
設備整備

3 みちはら 入善町
レジ・カウンター前の感染対策と個室の空調温度調節で、環境改善と
感染症対策の両立

4 氷見ゴルフガーデン株式会社 氷見市 会計システム導入による手続き業務の簡素化

5 まるたかや魚津店 滑川市 厨房内の換気扇更新及び仕切り板設置による環境改善

6 長岡造園株式会社 富山市
『テレワーク機器』導入によるDXの推進。テレワークを導入、柔軟な
働き方への改革（経営革新）顧客へ向けての非対面型商談で感染症対
策（環境改善）

7 株式会社長谷川興産 富山市 富山県産材を用いたウッドデッキによる新しい生活様式の提案

8 おおきに 富山市 デリバリーサービスをする事で、売上向上を図る

9 サン・デンタルクリニック 富山市 新型コロナウイルスの院内感染防止策としての口腔外吸引装置の導入

10 有限会社マリー旅行社 砺波市 デジタル化対応へのタブレット端末の導入

11 株式会社　ジャッカル 富山市 児童発達支援・放課後等デイサービス施設内の感染症対策

12 株式会社ゴソー 富山市 タブレット導入による接客のデジタル化

13 有限会社Ｔｅｃｈｎｏ－Ｐｒｏ 砺波市 販路開拓のためのホームページリニューアル

14 テラビッツ株式会社 富山市 SDGｓ達成へ　ラベルレスペットボトル飲料の新商品開発

15 株式会社木屋 高岡市
テレワーク等のリモートワーク環境整備および出勤率低減による感染
症対策の実施

16 ファーム小西丸 富山市 地域特産農産物の販路開拓・売上向上

17 tivoli wood works 南砺市
富山発ガレージブランドtivoli wood worksから待望のアウトドアモン
スターKIBORI-BOYが誕生

18 田組株式会社 高岡市
非接触型ビジネスのためのビデオ会議システム等のリモート化設備の
構築を図り、よりお客様との非接触を図るうえでの違和感をなくすシ
ステムづくり

19 マルヤ鱈場水産株式会社 氷見市 業務効率化によるネット販売強化

20 フレンドリージャパン人材開発株式会社 富山市 企業紹介パンフレットで「当たり前の事を当たり前に」

21 水岡印刷 富山市 コロナ禍における「販路開拓」と「業務効率化」のためのDX推進事業

22 有限会社いながき理容院 高岡市 時短メニューの開発による顧客満足度向上のための設備導入

23 株式会社メアリスト 富山市 託児ルーム付き美容室としての販売促進と感染症対策

24 食・酒処ほたる 砺波市
店舗機能強化 
新商品・酒類販売促進

25 株式会社VIP'ｓ 富山市 モバイルノートPC等の導入によるテレワーク推進

26 Summy Music School 富山市 音楽教室のパーテーション設置による感染対策の強化

27 染元　山本染業 高岡市 海外テストマーケティングサイトを活用した、海外販路開拓

28 株式会社富山プレート 上市町
ウィズコロナを見据えた継続的人材育成の実現と非対面ビジネスの推
進による収益力の向上を目指す

29 ヘアーファクトリー　イーダッシュ 高岡市
ワンランク上のヘアケア・ヘッドスパ提案を可能にする温熱促進機導
入

30 株式会社エスポワールヤブタ 砺波市
テレワーク推進体制の整備および働き方改革、リモートロックによる
内見のリモート化

31 tufe 富山市
クラウド型ソフトの導入と業務のデジタル化による業務の質の向上と
生産性向上

32 ナイトロビー七歩 魚津市 ホームページによる新サービスの提供、お客様の安心安全の確保

33 松田板金工業株式会社 富山市
エンドユーザーからの直接受注拡大と若手人材確保による技能承継の
取組

34 株式会社　土肥鉄工 上市町 WEBサイトを作成し企業PRを行い人材確保及び販路開拓に取り組む



NO 企業名 市町村 テーマ名

35 百万石うどん氷見店 氷見市 テイクアウトの為の冷蔵庫が必要

36 KHORA 富山市 《お客様同士の間隔をなるべく開け、3密をふせぐため》

37 堀川オートサービス 朝日町 最新鋭トルコンチェンジャーを導入して売上向上を図る

38 鳶マルホリ 高岡市
求人採用広報動画作成 
広告宣伝看板製作

39 となみ野セントラルツアー株式会社 砺波市
新型コロナウイルス感染対策を業界ガイドラインに則り実施運営され
ている施設を支援する“富山・石川温泉宿泊キャンペーン”を行い、
売上向上を図る

40 株式会社住まい・環境プランニング 射水市
雨水循環型消雪システムの施工マニュアル等の作成によるBtoB拡大事
業

41 株式会社ルジャンタン 小矢部市 自社ECサイトの作成。自社サイトで自社製品の販売

42 ＆～アンパサンド～ 氷見市
美容サロンの光触媒抗菌環境整備による顧客満足度向上、事業拡大の
取り組み

43 有限会社旭サッシ商会 氷見市 コロナ禍でニーズが高まる一般顧客へ当社事業をPR

44 茶道具きよ川 富山市
ウィズコロナを見据えたウェブサイトの見直しとネットショップの強
化

45 株式会社高岡仏壇仏具センター 高岡市
念珠の手作り体験サービスの受入開始及び仏壇（富山）店のトイレ改
修

46 株式会社イズミックス 射水市
工事写真整理を簡略化できるソフトとモバイルツールの導入により、
完成書類の作成に要する時間と労力を削減し業務の効率化を図る

47 インド料理ガンディ 高岡市
とやまポークを活用した新商品（カレー）開発及び真空機導入による
テイクアウト強化

48 じゅうじゅう 高岡市 国道から見える外壁を利用したテイクアウトの宣伝

49 瞳土建工業株式会社 氷見市
非接触型ビジネスの展開。ビデオ会議システム等のリモート化設備の
構築を図り、よりお客様との非接触を図るうえでの違和感をなくすシ
ステムづくりを目標とする

50 有限会社　あした 高岡市
コロナによる外出自粛の中、おうちの時間をより有意義に満足を与え
る事をコンセプトにした、テイクアウト事業の強化

51 特定非営利活動法人大佛三郎 高岡市 キャッシュレス販売に対応した高岡大仏関連グッズの開発

52 合同会社vigllage 魚津市 コロナ禍における、お客様の安全。安心を守るための環境整備

53 笠尾接骨院 氷見市 ウィズコロナ時代の往診サービス開始とLED看板での顧客周知

54 幸塚汽力工業株式会社 高岡市
非接触型検温設備を設置、来客者と従業員の安全に配慮。記録をデジ
タル化することで業務の効率化を図る

55 MERRY'S  CLUB 南砺市
感染対策による換気時に店内及びテラス席の温度上昇を抑えるシステ
ム作り

56 株式会社高辻製作所 高岡市 販路開拓のための商談会出展と翻訳

57 GRANDIR 富山市
新型コロナウイルス感染症対策としての、感染拡大防止設備と空気循
環装置の導入による店内環境の整備

58 合同会社イタリア食堂ユニコネルモンド 射水市
ランチタイムの提供スピード向上と新メニューの開発による利益率改
善

59 未完設計 砺波市 作業場のコロナ対策、換気口取り付け工事

60 黒川歯科医院 射水市 歯科用ルーペシステム導入による歯科治療の品質向上

61 越中和膳　秀庖 富山市 施設改修による感染症対策

62 特定非営利活動法人お米食堂 舟橋村 富山の糀を使った調味料飲料の製造販売

63 市川　愛 黒部市 業務改善による顧客体験の向上と生産性アップ

64 ナビゲーション 富山市
新型コロナウイルス感染症対策としての、感染拡大防止設備と空気循
環装置の導入による店内環境の整備

65 池田純税理士事務所 富山市
リモートシステム、WEB会議システム導入による事業の効率化および感
染症対策の実施による環境改善

66 株式会社つくばい亭 射水市 地元特産物を使った高価格帯の折詰料理の販売と新メニューの開発

67 ふれあい牧場フロンティア 魚津市 リモート乗馬教室の実施による顧客満足度・売上の向上

68 晩餐21 氷見市 新しい飲食提供環境整備に向けた換気能力の強化
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69 有限会社リースキン富山 富山市 手作業清掃からの脱却による作業効率改善・営業活動の強化

70 有限会社片口屋 射水市
ECサイト・通販を通した販路拡大のため事業。①自社セット商品用の
箱・袋などの製作。②東南アジア・中東向け海外輸出のため味噌のハ
ラル認証の取得

71 有限会社あづちや 南砺市 検眼時の検査時間の短縮と接触機会の低減による感染リスクの回避

72 大鋸屋 富山市 新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策

73 ネイルケアRose Salon 高岡市
感染防止対策を通じて顧客満足度向上を図るための換気・抗菌設備導
入

74 ヒーリングハンズ 砺波市 安心・安全な環境空間でのサービス提供

75 有限会社　寿来 高岡市 デルタ株に対応した今以上の換気機能の向上

76 株式会社三幸 高岡市 リスティング広告の運用による認知度向上

77 glass studio takara 富山市
見本市にて、新商品／富山の森をモチーフにしたアクセサリーをお披
露目し、富山の自然を伝えると同時に、富山へお越しいただくきっか
けを作る

78 鹿熊工業株式会社 朝日町 新型コロナ感染症対策と業務効率化ツールによる業務環境改善

79 有限会社へちま産業 射水市 化粧品（スキンケアクリーム）の製造作業の効率化

80 医療法人社団　神田歯科医院 砺波市
待合室のコロナ環境設備がより整い多くの患者様に安心と感染予防対
策強化を提供した治療を行います

81 株式会社塩田住設 射水市
テレワーク・ビデオ会議を可能とするモバイルPCおよびWEBカメラの導
入

82 中川外装株式会社 富山市 業務のIT化による作業効率改善と売上向上

83 株式会社伸和設備工業 射水市 BtoGの安定受注を目的とした遠隔臨場への対応

84 FACT 富山市
新型コロナウイルス感染症対策としての、感染拡大防止設備と空気循
環装置の導入による店内環境の整備

85 たけだ不動産鑑定事務所 富山市 電子署名の導入、広報の充実

86 小森谷しいたけ 南砺市
無農薬、無肥料に拘った、地産干し椎茸を商品化し販路拡大、売上を
向上させる

87 鯰温泉 富山市
テイクアウト商品を冷凍保存する為に大型ストッカーの導入、安く大
量に仕入れてコスト低減、地域住民の買い物難民の手助け

88 有限会社若林建工 朝日町 販路拡大体制の構築に向けた求人広報動画サイトの制作

89 株式会社MIXBOX 南砺市
DX推進によるイベント運営の効率化と配信業務の円滑化で、感染リス
クの低減を図る

90 Power 魚津市
厨房設備導入による新商品の開発・売り上げ向上と食品ロス軽減への
取り組み


