
№ 企業名 事業テーマ名

1 株式会社 R&K partners 経営資料自動作成システムの導入による業務効率化の達成

2 アイエムエムフードサービス株式会社 人にしか出来ない仕事で本領発揮し、店舗売上拡充を目指す

3 株式会社アイエムショット 受注、生産工程管理システム導入による業務効率化と社員のデジタル意識向上

4 アイ・ミルク北陸株式会社 RPA導入による事務定型作業の省力化

5 株式会社明石合銅 3次元CAD/CAMによる鋳造用プレート型の製作、および修復作業の内製化

6 浅下鍍金株式会社 顧客要求の一貫受注生産体制の構築と事業の自立化

7 株式会社朝日電機製作所 ＳＤＧｓの取り組みにおける経理業務のデジタル化（勤怠管理/給与明細/年末調整）

8 株式会社あて 積算システム導入によるの効率化促進

9 株式会社アドバンス北陸サービス クラウド型 作業日報管理システム導入による請求業務・労務管理の効率化

10 株式会社アルパイン設計事務所 社内設計資料の収集による設計作業の効率化

11 株式会社アルパインテクニカ 制御検証システムの導入により、調整・デバック中での手戻り回数の削減と高度化技術の伝承を実現

12 株式会社池田大仏堂 ３Dプリンター導入による仏壇・仏具・オリジナル商品の試作と開発

13 株式会社石野製作所 クラウド型勤怠・労務管理システムの導入による業務効率化と働き方改革の促進

14 一山楼 全自動デジタル釜飯炊飯器とデジタルガスコンベクションレンジ導入による調理の無人化

15 株式会社浦建築研究所 多次元CAD導入推進と工数管理による設計全体の効率化

16 HAH株式会社 動物病院の受付周辺のデジタル化で業務効率化

17 FNC建設合同会社 現場管理システムの導入による管理機能の効率化

18 エレックジャパン合同会社 日報入力、日報管理の業務削減効率化~kintoneで会社全体の効率化~

19 お家ダイニング酒楽 浦邉泰裕 精算機能付き発券機導入による店舗業務の効率化

20 株式会社近江工業所 営業情報管理システムの開発による商談データの一元化と事務作業の省力化

21 株式会社All Dash International 需要予測と受発注が連動したシステム導入による自社とFC加盟店の業務最適化

22 有限会社音地自動車商会 顧客車両のデジタル管理

23 おまめ舎 事業拡大のため全店統一の多機能型POSレジ導入

24 有限会社ガウス 3Dプリンター導入による市場変化に対応できる製造の確立

25 かがつう株式会社 金属プレス部品製造工程への無人運搬装置導入

26 株式会社加賀麩不室屋 店舗連絡網構築による情報共有化と勤怠管理システム（クラウドサービス）の導入

27 一米土石開発株式会社 POSレジ導入によるレジ会計業務及び販売管理業務の効率化

28 株式会社金沢柿田商店 AIOCR・クラウド版マニフェストシステム（カスタマイズ）導入による作業の自動化

29 金沢機工株式会社 属人化しない環境を作り商物分離と業務効率化の実現

30 金沢製粉株式会社 勘定奉行クラウド、債務奉行クラウド、固定資産奉行クラウド導入による事務作業の効率化

31 株式会社金沢大地 基幹システム刷新による業務生産性の向上

32 株式会社金沢伝統建築設計 ３次元CAD/BIMシステム導入による設計監理業務の効率化及び品質向上

33 金沢東工鋼材株式会社 トラックスケール軽量システム導入による計量業務の効率化

34 有限会社北川燃料店 LTE回線を利用した無線式LPガス自動検針・集中監視システム（LPWA）利用による業務改善

35 株式会社北製材所 ウィッシュホーム 在庫管理システム導入による経費削減と効率的かつ迅速対応の実現へ！

36 有限会社喜多八 新規カフェ事業サービススタッフに「配膳ロボット」を採用導入する

37 株式会社金城樓 バックオフィス業務（A.受注・精算・顧客管理、B.仕入・経費支払）のデジタル化

38 株式会社クロダレース AI-OCR財務会計システムを活用したバックオフィス業務の省力化

39 株式会社ケイズ RPA導入による業務効率化

40 株式会社建設ドットウェブ クラウド環境を利用した社内見積システム導入による見積作成の作業効率向上

41 株式会社兼六 コロナ禍で再スタートする飲食店に予約・顧客管理・需要予測システムを導入し利益拡大を目指す！

42 有限会社小林吉則建築計画室 デジタルサーモグラフィカメラの導入による建物劣化調査、温熱環境の精度向上及び効率化促進

43 株式会社小前田物流サービス サプライチェーンに対応した強い物流の実現に向け、属人化した配車業務をDXで効率化する

44 コマツキカイ株式会社 調達品価格連動型見積管理システムの開発による調達管理業務の省力化と精度向上

45 株式会社小松高田製作所 稼働アップ　Navi　による生産性向上計画
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46 小松パワートロン株式会社 設計キャパの不足から失注してきた大型物件に対し設計効率化と精度向上により受注を確実にする

47 さいだ花店 グループウェアシステムと顧客管理システムを結びトータルでの顧客満足度向上の促進

48 山越株式会社 一目で把握できる在庫管理システムの導入

49 サンテック株式会社 生産管理業務の全デジタル化

50 三和メディカル株式会社 勤怠・給与計算・経理業務管理クラウドシステムの導入による総務・経理業務の改善について

51 有限会社ジータ 「フロントローディング」に対応する３D環境の拡充

52 シオタニ株式会社 自律走行型パーソナルロボット導入による効率化及びサービス向上

53 有限会社志雄鈑金 コンピューター測色機を活用した調色サービスによる生産性及び顧客満足度向上

54 株式会社シラエ織産 事業承継をきっかけに事務作業をデジタル化

55 株式会社仁大 配車プラン作成支援ツールによる業務効率化

56 菅原行政書士事務所 kintone導入による業務情報の一元化とナレッジ化

57 株式会社スギヨ 工場内日報電子化および生産日報集計自動化システム構築

58 有限会社寿し栄涌波店 セルフオーダーシステム導入による業務効率化・客単価向上・新商品開発事業

59 株式会社ゼック モバイルオフィスを活用したドローンによるソーラーパネル低価格点検サービスシステムの構築

60 世戸国際産業支援株式会社 ドローンを使った構造物スキャニングと３Dプリントの新規事業を通してドローンパイロットの経験値向上

61 株式会社セルトナカモリ 出産子育てがしやすい柔軟な労働環境に適応する勤怠労務管理システムの導入

62 セントラルホテルシステム株式会社 飲食店のオーダーシステム導入による店舗業務効率化と顧客満足度向上

63 大京株式会社 AIを活用した組立ライン計画の自動作成による業務効率化

64 合同会社ダイバーズ・システム 電気設計専用ＣＡＤの導入による設計時間の短縮と設計品質の向上による原価低減

65 株式会社田井屋 クラウド型受発注システム導入と販売管理システム改良による、受注処理業務の業務改善

66 直川クリーニング株式会社 アプリバージョンアップによる「顧客の待ち時間の軽減」、「顧客サービスの向上」と「業務の効率化」

67 株式会社谷印刷 作業伝票のデジタル化で情報共有促進

68 株式会社茶屋旅館 ①POSシステム導入による料理の発注業務及び会計業務の効率化　②音声メモリユニットの導入。

69 株式会社TSコーポレーション 売上管理システム導入により作業効率を改善し、生産性を向上させる。

70 東海容器化工株式会社 企業競争力向上に向け、実際工数の把握と分析による生産性向上及び顧客管理強化の為のIT導入

71 東伸電機工業株式会社 原価管理システム導入による業務改善と競争力の強化

72 東部自動車興業株式会社 教習生用送迎バス予約/配車システムの導入による業務効率化と不具合の解消

73 東陽織物株式会社 基幹システム改修による業務の効率化

74 株式会社トーケン 帳票管理システム導入と社内承認管理の徹底

75 株式会社トモコ・メディカル・エージェンシー モバイル端末を使った服薬安全指導管理

76 株式会社ナオックス 紙資料の最低限化と電子データの管理効率化

77 ナカハシ商事株式会社 勤怠管理システム導入による事務効率化の促進

78 中橋商事株式会社 受注業務効率化

79 有限会社ニシサダ製作所 ｽﾃﾝﾚｽ薄物板金の強みを生かすﾃﾞｰﾀ作成と管理の効率化

80 株式会社 西鐵工所 当社「生産管理システム」業務効率化のためのシステム再構築事業

81 株式会社 二水 生産設備稼働状況のリアルタイム監視による効率的生産計画の立案と停止時間の撲滅

82 株式会社能西水産 販売・仕入・在庫管理、会計業務のデジタル化、情報共有促進による生産性の向上

83 株式会社ノースランド 自動カッティングプロッター導入による自動車ボディ保護フィルムの商品化

84 有限会社のさか 撮影工程改善による柔軟な情報発信体制の強化と売上・利益の拡大

85 能登電機サービス 電装装備業向け専用パッケージ「販売・仕入・在庫管理システム」の導入

86 有限会社パラダイスカンパニー フードプリンター導入による生産体制強化

87 株式会社原田鉄工所 在庫管理システム導入により作業効率化を図る

88 巴里院 ネット予約システムを核とした新規事業展開

89 B&LH合同会社 宿泊施設におけるIOT化による管理業務の効率化

90 疋田産業株式会社 RPAによる定型業務の自動化を図る
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91 株式会社百笑の暮らし 「里山まるごとホテル」宿泊予約システム開発事業

92 株式会社フードホールＳＩＸ 配膳・運搬用ロボット導入による業務効率向上と人員の安定化

93 有限会社フジ技研 3DCAD導入による業務効率及び品質の改善

94 有限会社蓬莱堂 タブレット端末でのオーダーシステム導入による店舗経営の効率化、事務作業の効率化

95 干場登記測量事務所 クラウド対応の３次元建築CADソフト導入による業務の効率化

96 北國新聞金沢東サービスセンター 地図連動型顧客管理システム導入による事務及び営業の効率化と新規顧客開拓推進。

97 株式会社ホテルゆのくに 個人客向けのフロント業務のオペレーション効率化と満足度向上に資するDX投資

98 前田鋼材株式会社 図面管理システム導入による労働生産性の向上

99 前田製菓株式会社 品質管理ソフト導入で事務処理の効率化

100 株式会社松本商店 タブレット注文システム導入による店舗経営の効率化及び事務作業の効率化

101 株式会社丸西組 スマートコンストラクション「レトロフィットキット」の購入、設置

102 有限会社丸勝建設 杭打ち作業と図面制作の効率化

103 株式会社丸菱 電子機器導入による社内物流管理及び事務業務の効率化

104 三島石油株式会社 顧客データ管理システム導入による接客サービス力向上

105 株式会社水上商会 検針業務の効率化：自動検針システムの導入

106 むらのもちや 情報の一元化による受注から発送までの見える化

107 株式会社弥介さ 自動操舵システムの活用により畝立ての作業効率を改善し多品目生産に乗り出す

108 株式会社ゆのくにの森 デジタル技術の活用による事務作業の効率化により顧客サービス品質の向上への取り組み

109 株式会社吉田倉庫 勤怠管理システム導入による業務量、労働時間の速やかな把握と申請書類等のペーパーレス化

110 吉美商事株式会社 運輸システム導入による事務効率化の促進と配車業務支援による顧客満足度向上

111 吉通商事株式会社 RPAの導入

112 株式会社リビック金沢 ガス保安業務の強化、検針業務の合理化、及び配送業務の効率化を図る事業

113 株式会社ロッキー POSデータ一元管理による業務効率化、売上アップへの取り組み

114 ワールドエコロジー株式会社 イオン水製造にpH/ORP自動制御システムを導入し品質を安定させて医療関連商品を開発する。
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1 有限会社アキラックス 最新のデジタル測定機器を活用した先進安全装備搭載自動車の整備事業

2 株式会社味一番フード 実験店舗における〔販売戦略用高精度BI＋需要予測効果用AI〕検証：全店舗DX化に向けて

3 安達写真印刷株式会社 デジタル紙折り機導入による作業効率向上とクラウドを活用した自社メンテナンス作業の最適化

4 有限会社油谷製茶 製茶製造ラインの強化

5 株式会社新家製作所 生産管理システムの導入における生産管理部門の標準化と効率化

6 株式会社アルク 小口運搬対応型3PLを実現するための全社システム化への取組み

7 株式会社アンヨウジ 新システムによるガスメーター自動検針の北陸モデル構築事業

8 イケウチ株式会社 社内システムデータの一元管理化で、重複する作業(１日１０時間)を削減し生産性向上を図る

9 株式会社石川県宇ノ気自動車教習所 自動車教習所におけるICT機器を活用した県内初の教習原簿完全デジタル化

10 石川樹脂工業株式会社 3D CAD/CAM/CAEの一体化運用による開発・試作の工数削減と技術開発

11 石川メッキ工業株式会社 製造実行システム導入によるスマートファクトリー化の実現

12 有限会社イシダ鉄工 転造加工における自動化ライン構築事業

13 株式会社板尾鉄工所 設備稼働の見える化と取得データのBIツールおよびRPA活用による生産性向上

14 イヅイ工業株式会社 マシニングのNC制御を最新化とCADCAMの導入による生産改善を行い、利益を稼ぐ

15 株式会社ウイル・コーポレーション 次世代型デジタル三方断裁機導入による生産性向上とIOT技術を活用した生産体制の見える化

16 株式会社MBK 新たな生産管理システム導入による生産性及び顧客満足度向上、経営力強化実現事業

17 大竹化成株式会社 第三者承継によるノウハウ共有を活かしたシステム導入と経営課題解決による生産性向上

18 株式会社オノモリ AI、Iotを活用した最新の三次元測定機による測定効率の向上と組立リードタイムの削減

19 株式会社オンワード技研 品質管理と生産性向上の為の製造現場DX化大作戦

20 株式会社加州プロパティ デジタル化を推進し「待つ営業」から「攻める営業」に転換

21 株式会社環境公害研究センター 有害物質分析計のデジタル化による生産性向上と新規事業への人員再配置による事業拡大

22 技研株式会社 ワイドエリア三次元測定機導入による検査精度と検査効率の向上

23 株式会社兼六鈑金塗装工場 ３Ｄデジタル測定器と連動する高度修正機の導入によりサポカー修復を高収益事業に

24 株式会社小松電業所 グラインダー作業の自動化による苦渋作業軽減と生産性の向上

25 株式会社コヤナギ CADシステム導入による効率的な商品開発

26 サンエス株式会社 セット工程の全自動制御盤を活用した生産性向上

27 シシクアドクライス株式会社 ウレタン車輪側面切削加工の自動化　

28 株式会社芝寿し IoTセンサーとクラウド活用による、製造進捗のリアルタイム共有と工程改善支援

29 株式会社鈴木鉄工 ワイドエリア三次元測定機導入による業務効率化と新分野からの受注拡大

30 ステンレス株式会社 三次元測定機の導入による、検査業務のデジタル化

31 株式会社総合園芸 統合システムの構築による「総合園芸まるごと見える化プロジェクト」

32 大城エネルギー株式会社 ＩｏＴ端末による、ＬＰガスメータの指針および保安情報を遠隔地から見える化する推進事業

33 株式会社大同製作所 加工プログラミング自動化AIソフトウェアと３DCAD導入による作業効率向上と労働時間削減

34 株式会社地域みらい リアルタイム３Dマッピングと空間認識型ドローンよる生産性の向上と市場開拓

35 株式会社寺田鉄工建設 ワイドエリア三次元測定機導入による生産性向上と事業の拡大

36 天狗中田産業株式会社 Iot製造モニタリングシステム導入による生産性向上

37 東亜電機工業株式会社 ハンディターミナルリプレイスによる出荷処理作業 効率改善

38 土肥研磨工業株式会社 ワイドエリア三次元測定機の導入による検査工数低減とフィードバック精度向上

39 株式会社ドローンショー クラウド映像配信システムによる社内業務効率化とバーチャル観覧者の促進

40 長津工業株式会社 新たな販売先を増やし、売上の拡大・安定化と営業利益を拡大させる。

41 中出鉄工株式会社 デジタル設備導入による品質管理の効率化及び外注管理強化

42 株式会社中野製作所 生産管理システムによる生産の見える化と改善

43 有限会社七尾自動車教習所 近畿以北初導入のAI教習車システムによる繁忙期生産性向上及び新規ビジネスへの進出

44 株式会社箔一 商品データベースの構築と運用による付加価値創造と効率化

45 株式会社八田鉄工所 ワイドエリア三次元測定機導入による検査業務の効率化と建設機械部門の新規参入
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46 株式会社ビー・エム北陸 ビルメンテナンス専用システム導入による事務効率化と営業力強化

47 株式会社 ビー・ケー・テイ OCRを活用した事務工程の効率化による「高レスポンス対応」を実現し、生産性向上を図る。

48 株式会社BBS金明 研磨布検査自動化による持続可能な働き方と品質向上の実現

49 株式会社彦田 請求書の電子化による事務作業の効率化とコスト削減

50 株式会社ふくべ鍛冶 製造管理システムの構築による生産性の向上

51 株式会社ぶどうの木 情報一元化による「生産性向上」「営業自動化による事業拡大」を目的としたクラウドシステム構築

52 株式会社ベストアグリフーズ ERPシステムによる事務の集約、チームワークを実現して新事業「薬膳」の土台を作る

53 株式会社ホテル海望 老舗旅館における内部トレーサビリティ化によるリスク管理とリソースの最適化

54 丸井織物株式会社 検査工程測定作業のデジタル化・自動化による手作業による測定の廃止

55 株式会社マルゲン 外観検査AI搭載専用検反機の開発による、検査工程の効率化及び不良品の外部流出削減

56 株式会社マルサン精密 新型画像検査機導入による省人化と生産効率の向上

57 株式会社ムラキ工業 生産管理システム導入による情報一元管理とデータ活用の推進

58 株式会社モアグリーン 新製品設計のためのペットフード用栄養計算システムの構築

59 株式会社MORITAMTC デジタルファイバーシステムよる先端溶接技術の導入

60 株式会社大和 データ連携を前提とした新たな基幹システムの導入

61 株式会社ヤマト醤油味噌 クラウド型POSレジ導入によるBtoC部門生産性の向上

62 株式会社ヤマモト自工 デジタル技術を駆使した指定車検スマート工場の実現により究極的効率性化完全な透明性を確保

63 株式会社湯ネックス 温浴施設のDX ／ メタデータ活用による生産性向上とマーケティング最適化

64 株式会社 YOSHITA TEX 手描デザイン案を機械学習によりドットデータに自動変換するCADシステムの導入

65 吉田道路株式会社 県内初のアスファルトリサクル工場を自動計量化し、在庫管理業務向上で生産性向上！

66 株式会社リビック能登 ガス保安業務の強化、検針業務の合理化、及び配送業務の効率化を図る事業

67 株式会社ローカルメイド クラウド型在庫・顧客管理システムの導入による業務の効率化

68 株式会社六星 DXによる農業6次産業化法人の業務変革


