
通常枠

NO 企業名 市町村 テーマ名

1 有限会社　法澤建築デザイン事務所 滑川市 設計業務のDX化による生産力・提案力ダブルアップ計画

2 GRAZIE CLOUD 富山市
コロナウイルス感染症対策の為、非対面接客を目的としたメニュー表及
び支払いのデジタル化。

3 ＬｅａｄＤｅｓｉｇｎ株式会社 高岡市 オリジナルスポーツクリングの開発

4 有限会社四季彩 富山市 ホームページリニューアルによる広告強化と通販事業の強化

5 株式会社ケー・テクノ 富山市 販路開拓・売上向上

6 car factory ASHISUTO 射水市 作業体制見直しによる生産性向上と工程の内製化による新規需要獲得

7 株式会社プログレ 富山市 新型コロナウイルスの影響によるランチタイムの営業拡大

8 株式会社ジースタイルコーポレーション 射水市 既存事業を持続・再構築する上での事業の多角化推進

9 有限会社民宿いけもり 氷見市 食材保存体制強化によるフードロス削減を通じた収益性強化

10 有限会社八尾興業 富山市 モバイルPC・タブレットの導入による業務の効率化

11 高岡民芸株式会社 高岡市
オンラインを利用した商品開発と伝統的工芸品「越中福岡の菅笠」の発
信

12 天野漆器株式会社 高岡市 螺鈿技法を生かした新商品開発及び販路開拓

13 株式会社マキノ商会 富山市 タップ折損時におけるタップ除去の内製化による生産性向上事業

14 株式会社健菜堂 富山市 SNS（LINE公式アカウント）を活用した販路拡大事業

15 城端麦酒有限会社 南砺市
商品受注業務をタブレット端末で誰でも伝票発行、売り上げ集計の自動
化するソフトウェアアプリの導入

16 BURMA-SHAVE（バーマシェイヴ） 黒部市 海外販売を視野に入れたWEBSITEの再構築

17 らーめん居酒屋　幸 高岡市 アレンジ自在！の新メニューとテイクアウトに対応した店舗改修

18 三井自動車株式会社 魚津市 販路拡大、売り上げ向上、非接触型ビジネスのためのウェブサイト制作

19 センダン電子株式会社 砺波市
WiFi設備導入によるTeamsの活用。内部コミュニケーションの円滑化と安
心安全な職場環境の整備、及び顧客との接点をオンラインで増やし売上
をアップ。

20 株式会社北陸ハウステック 高岡市 本支店間のVPN環境構築で生産性向上を図る

21 宮越工芸株式会社 高岡市 環境改善

22 株式会社ビー・ベスト 高岡市
高齢者向け地元産鮮魚（珍魚）等を活用した新商品・新サービス開発事
業

23 イングリッシュインパクト 富山市 どこでも安心オンラインレッスン

24 株式会社志満屋 富山市
ホームページ作成・活用で実現する主要・新規サービスの広報活動によ
る販路拡大・売上向上

25 糸氏技研株式会社 滑川市 WEBサイト等で広告宣伝を行い、新たな需要の獲得

26 株式会社楽家 富山市 三味線オンライン教室の開始と生徒募集

27 北日本新聞入善東部販売店 入善町 紙揃え機の導入により折込みチラシ作業の効率向上と作業環境改善

28 株式会社シエラ・モータースポーツ 富山市 スポーツカーのワンストップ点検整備体制の構築

29 河上輪業 氷見市 山間部買い物弱者のための自動車整備出張サービスの提供

30 株式会社協立テクノサービス 高岡市 日常的、簡便的なサービス需要の取り込みによる売上拡大

31 シャルム・ユニフォーム株式会社 富山市 非接触型PRによるユニフォーム販売の営業フォーマット確立

32 有限会社ファイン・プロジェクト 高岡市 女性の働き方多様化推進と受注安定化のためのリモート環境の整備

33 株式会社頼成工務店 富山市 スマホ対応HPと動画を活用した非対面ビジネスモデルの構築

34 株式会社T-SOUL　富山豚食堂かつたま 富山市
作業効率の向上。ロス削減。商品の衛生管理の強化。それに伴う売上・
利益率の向上。

35 株式会社東亜製作所 高岡市 物流機器導入による生産性向上と若手女性の働きやすい環境作り

36 有限会社魚恵 氷見市 新規顧客開拓　魚恵おススメ　氷見の味をお届け

37 株式会社つばさ運輸 射水市 鋼材運送業務にリース用鉄板洗浄業務部門を構築し売上拡大を図る

38 有限会社ワークスサトウ 砺波市
精密加工条件データ蓄積・分析による医療分野向け製品製造の全工程内
製化

39 株式会社田名田板金工業所 高岡市 唐草変寸式成型機の導入による受注拡大

40 株式会社けやき 富山市
タッチパネル式オーダー端末の導入でお客様利便性向上と非接触型接客
の推進

41 ふなとの里 砺波市
お土産品販売による売上確保と新規顧客獲得を目的とした販促活動の実
施

42 カーファンタジー　エフネクスト 富山市 ホームページ作成による広告強化

43 株式会社商工オフィス 富山市 ホームページリニューアルによる広告強化



NO 企業名 市町村 テーマ名

44 ｕｓｕｉｗｏｒｋｓ株式会社 富山市
クラウドを活用した家具製作の業務の一元管理
「いつでも・どこでも/ペーパーレス/効率化」

45 三和食品株式会社 南砺市
個人顧客増加および年間顧客単価増加に向けたカタログ作成による販売
促進

46 株式会社高岡製作所 高岡市 Iot技術の導入、品質向上、生産性向上を図る

47 一真工業株式会社 高岡市 積算ソフトウェア導入による、公共工事受注額の向上

48 澤川鍛造工業株式会社 高岡市 クラウド活用によるテレワークの推進と勤怠業務の生産性向上

49 株式会社柴崎農園 富山市 リガーデンの魅力発信および業務効率化体制の構築

50 家印株式会社 朝日町
空き家・古民家コンサルティング　空き家管理事業のホームページと動
画作成

51 株式会社iidea建築設計室 朝日町 販路開拓に向けた広域的・先進的なプロモーション事業の展開

52 株式会社ヒラ・テック 富山市 高度化する顧客ニーズへの対応力強化

53 有限会社斉藤精工 滑川市 高精度の成形研削加工

54 河崎設備工業株式会社 魚津市 給排気設備導入による職場環境改善

55 有限会社礒信家具 高岡市 機能訓練ソフト導入による売上UP及び業務効率化

56 有限会社舛谷解体工業 富山市 これからの空き家問題に対応する新たな不動産ビジネスの展開

57 山久商店 射水市 海産物の検査工程効率化による通販需要増大への対応

58 佐渡歯科クリニック 富山市 ホームページリニューアルによる「安心・安全な歯科医療情報の提供」

59 有限会社中谷 氷見市 フードロス削減、テイクアウト需要増加に対応する店舗体制構築

60 島津福寿堂 氷見市 テイクアウト商品バリエーション拡大による売上拡大

61 株式会社高瀬鉄工所 富山市
高精度加工技術を訴求する動画制作とホームページの整備による販路開
拓

62 梶川製作所 高岡市 高岡伝統産業としての他の素材を取り入れた新商品の開発

63 株式会社立山研磨 富山市 μ精度を保証する研磨加工技術の高度化による売上拡大事業

64 株式会社オータニ 射水市 コロナ禍での商談・打合せを劇的に効率化するWeb会議システムの構築

65 株式会社ジェネ住建 富山市
新規に不動産業に参入し、空家を購入し性能を向上させたリノベーショ
ンを行い再販を行う

66 花井瓦工務店 立山町
屋根・外壁工事の工程にドローンを導入して、工事所要時間、見積作成
時間の短縮による顧客満足度・利益率の向上と感染症リスクの軽減を実
現

67 ハマ企画株式会社 富山市 社員全員で情報共有

68 株式会社ハマデン 富山市 地域のBCP対策意識向上に繋げる販売戦略

69 株式会社ココロ 高岡市 新しい売上構築施策と退職防止（定着率向上）

70 Vendor 射水市 自社ウェブサイトの作成による売上拡大事業

71 有限会社　髙陵金型製作所 高岡市 ビデオ会議システムの環境改善と業務の効率化

72 株式会社寺島コンサルタント 富山市
販路開拓・新規雇用創出のためのホームページのリニューアル、パンフ
レットの作成、及びテレビ会議設備導入における業務の効率化

73 株式会社　富山ねるものコーポレーション 高岡市 楽天市場におけるネット販売売上の向上

74 株式会社NOONE 富山市 本社及び全国12支店の完全テレワーク、リモート化の実現

75 株式会社ユメミガチ 氷見市 物販用新メニュー開発及び業務効率化のための最新調理機材の導入

76 有限会社アルファ 富山市 受注管理システムの開発及び導入による業務効率化

77 有限会社さんせん 黒部市
惣菜類販売量拡大・作業効率向上のための集中的商品・販売管理への移
行

78 株式会社カネコ 富山市 ガレージハウスに特化した新しい様式の提案によるホームページ作成

79 株式会社富山岸グリーンサービス 富山市 COVID-19に負けない環境作りと売上向上計画

80 会席料理　つたや 高岡市 「お座敷弁当」による新たな顧客獲得計画

81 高畑草樹園 射水市 自走式芝刈り機の導入によるBtoB拡大事業

82 株式会社北陸カワラ 高岡市 非対面による社内情報共有システムと現場作業のシステム化の構築

83 中華料理　鮮美味 砺波市 生産から顧客まで安心安全の食材提供の営業戦略

84 文化シャッター高岡販売株式会社 高岡市 リモートワークの推進

85 有限会社　高桑鉄工 射水市 社内データの共有（リモート環境整備含む）

86 株式会社エイゼット 小矢部市 リモートワークによる安心・安全で効率的な業務化対応

87 株式会社タイヨーパッケージ 立山町
新事業による販路拡大・売上向上を図るための事業紹介動画の制作、お
よびオンライン商談専用のwebサイト制作
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88 中山建設株式会社 入善町 ホームページを活用した住宅関連事業強化による販路拡大

89 株式会社エスエス 砺波市 「コロナ放電表面処改質理装置」導入での販路開拓

90 TMC株式会社 富山市 特急需要に対応した高生産環境の構築によるポストコロナへの対応事業

91 アシステム税理士法人 魚津市 WifiおよびVPN整備（飛沫感染防止アクリル板の設置）

92 株式会社八百武 富山市 HPリニューアル、Web広告の実施による新規顧客の獲得

93 株式会社ヨツバ 富山市 感染症対策の徹底による安定供給体制の強化

94 KUTIFUKUGROUP株式会社 魚津市 創業1908年　老舗日本料理店「海風亭」の作るポテトチップス

95 時光堂（じこうどう） 高岡市 新規ネットショップ構築とSNSを利用した顧客との関係構築

96 ホルモン幹 高岡市 アフターコロナに対応した店舗作りおよびテイクアウト事業の強化

97 丸昇建設株式会社 富山市 Web広告を活用した集客率UP、新規顧客の獲得

98 有限会社ミヤコ楽器店 富山市
音楽教室のスーパーマーケットテナントへの移転による連携力・集客力
向上

99 黒部フーズサプライ株式会社 黒部市
テイクアウト専用車（移動販売車）を導入し、環水公園等での富山市内
の弁当販売（直接販売）に参入する！


