
ふくいDX推進宣言企業　登録企業一覧 令和5年3月27日更新

企業・団体名 住所 業種 従業員数 DX推進取組概要

1 株式会社NCC 鯖江市 表面処理業 13 生産工程の共有化

2 株式会社オーカワパン 坂井市 製造業 109 商品開発・製造・営業の3部門連携

3 カネタ株式会社 福井市 金属建材卸売業 59 業務基幹システムの導入

4 株式会社キタジマ 福井市 製造・卸売業 45 販売管理システムの導入

5 株式会社五目亭 福井市 飲食業 30 バックヤードのデジタル化

6 株式会社ササマタ 鯖江市 製造業 90 顧客データの分析

7 株式会社シャルマン 鯖江市 製造業 570 社員間のコミュニケーション向上

8 株式会社タマヤ 越前市 ICT機器レンタル・販売 40 RFIDよる在庫管理

9 ニホン・ドレン株式会社 福井市 製造業 37 生産管理の共有化

10 ｅｎＫｎｏｔ株式会社 越前市 保険代理店業 5 申請・案件管理のシステム化

11 ＩＩＯプロデュース株式会社 坂井市 プロデュース業 10 セルフオーダーシステム・スマートキーを活用した自動化

12 株式会社カワグチ 福井市 食肉販売業 120 販売管理業務の省力化

13 有限会社沢左官工業所 三方上中郡 建設業 9 スマートアプリの活用による電子化

14 石田建設工業株式会社 福井市 建設業 11 勤怠管理システム、現場管理アプリ導入による電子化

15 明和工業株式会社 福井市 建設業 40 建設DX対応含む若手技術者の育成推進に向けたシステム化

16 テラオライテック株式会社 越前市 総合設備工事業 49 社内申請書類の電子化、コミュニケーションツール整備

17 サイト建設株式会社 鯖江市 建設業 30 ITツール導入による土木施工現場の3次元化対応

18 二光技建株式会社 敦賀市 建設業 11 基幹業務の改善に対するクラウドツール導入・効率化

19 株式会社北山建設 三方郡 建設業 5 クラウドツール・アプリを活用した効率的なテレワークの実施

20 福日機電株式会社 福井市 建設業 69 オフィスソフト統合とクラウド関係へのデータ保存による業務生産性の向上

21 株式会社福井ライン 福井市 建設業 15 施工管理システムによる効率化

22 株式会社ササキ工業 越前市 総合建設業 26 原価管理システム導入による受注獲得増加

23 上中土建株式会社 三方上中郡 建設業 11 日報システム構築による作業効率化

24 日光産業株式会社 福井市 建設業 50 杭ナビシステム・BIM/CIMソフト導入

25 村松設備 小浜市 設備業 3 写真管理アプリを活用した作業効率化

26 株式会社長田工業所 坂井市 設備工事業 18 boxの導入による業務効率化

27 有限会社西口建設 吉田郡 建設業 12 ドローン、新型測量機械の導入・3次元測量の実施による省力化

28 大和金属工業株式会社 越前市 製造業 85 生産管理データのクラウド管理、RPA導入による業務の共有化

29 有限会社ニシザワ紙文具 鯖江市 紙製品卸売業 7 システム構築による商品管理・店舗管理

30 デリアテール株式会社 福井市 惣菜製造業、商業写真業 44 ドローン事業への参入

31 株式会社安間鉄工所 大野市 鉄工業 17 業務効率化・生産性向上を図る「ハイブリット・ストレージ導入事業」

32 株式会社リプレッド 鯖江市 専門サービス業 3 商品自動発行ツールによる作業時間削減と提供スピードの向上

33 阿部登記測量事務所 敦賀市 土地家屋調査士事務所 2 GNSS測量機を用いた測量を行うことによる測量作業の簡素化と業務の効率化

34 ICHIGOOJI株式会社 坂井市 農業 5 スマート体験農園システム導入による、ICHIGOOJIでのスマート苺体験の確立

35 株式会社フクイ内装システム 福井市 内装工事業 19 見積業務スマート化事業

36 株式会社金津技研 あわら市 電気機械器具製造業 430 高精度画像寸法測定器による寸法測定時間の短縮

37 有限会社メディカルフィール 福井市 医療用機械器具卸売業 6 医療機器卸売業向け販売管理システム「A/4　Medical Device」の機能拡張

38 トヨシマセンイ株式会社 坂井市 織物製造業 95 ＩｏＴによる織機稼働管理

39 株式会社IZUMO LABEL 福井市 その他商品卸売業 2 ５G及び３D技術を使用した結婚準備システム構築

40 株式会社タウンホーム 福井市 不動産業 1 統合情報システム構築による顧客へのサービス品質向上

41 株式会社ワカヤマ 鯖江市 表面処理加工業 40 AIの画像解析による検品システム

42 株式会社オーディオテクニカフクイ 越前市 電気音響機械器具製造業 199 ハンディターミナルによる倉庫管理システム

43 株式会社　美・SOIL あわら市 農業 14 農業用ドローンによる生産性向上及び業務改善

44 エールＩＣＴアカデミー 福井市 教育・学習支援業 5 教室運営管理システム及び受講生用アプリ導入による教室運営業務の効率化

45 山本総合会計事務所 大野市 税理士事務所 2 税理士事務所向けITツールを導入による業務標準化と効率化

46 株式会社カケヒ 坂井市 土木工事業 66 3次元データによる生産性向上業務

47 前田工務店 あわら市 請負建物建設業 3 無人航空機（ドローン）による赤外線建物診断調査の実施

48 藤井防災エネルギー株式会社 越前市 消防設備業 31 拡張現実（AR）遠隔支援システムを用いた業務即応と技能継承の体制構築

49 ナック・ケイ・エス株式会社 福井市 プラスチック製品販売業 33 販売・仕入・会計クラウド連携と新規受注WEBシステム導入

50 いのうえ株式会社 吉田郡 菓子小売業 14 セルフオーダーシステムによる業務の効率化

51 株式会社フィッシュパス 坂井市 情報通信業 20 エルトレス(LPWA)を活用した、川・湖・海の漁業DXと安心安全

52 株式会社カサ川 勝山市 織物製造業 20
主事業の受注・仕入・生産・売上・請求管理システムの構築

および新規自販事業のＰＯＳシステムの構築

53 前田電気株式会社 大野市 電気工事業 31 現場管理アプリ導入による電子化

54 株式会社アサヒレース 丹生郡 レース製造業 38 受注・生産統合管理システムの導入

55 協同組合ハニー 福井市 卸売業 36 ハニー共通アプリ導入


