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事業再構築補助金　第2回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠　採択案件一覧【全国統合版】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。

エリア 都道府県 市区町村 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型 事業計画名 認定支援機関名

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00005 株式会社ＢＤＡＳＨ 4430001072297 緊急事態宣言特別枠 トレーニング専用デバイスの製造販売とオンラインスタジオの運営 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市南区 R2012S00008 平田徹三 緊急事態宣言特別枠 美容関係専用テナントリース 根本　良太

北海道 北海道 士別市 R2012S00009 リカーアンドフードかわ井 緊急事態宣言特別枠 過疎地における小売業から革新的提供方法のアイス製造業への転換 北海道商工会連合会

北海道 北海道 旭川市 R2012S00011 旭川ふるさと旅行株式会社 3450001005743 緊急事態宣言特別枠 外国カフェと多目的スペースを融合した複合型ゲストハウスの運営 旭川商工会議所

北海道 北海道 空知郡奈井江町 R2012S00012 有限会社からまつ園 3430002052019 緊急事態宣言特別枠 接触機会を削減した新たな注文方法によるテイクアウト販売事業 北海道商工会連合会

北海道 北海道 増毛郡増毛町 R2012S00013 国稀酒造株式会社 5450001009222 緊急事態宣言特別枠 シャルマ法による独自の味わいを活かしたスパークリング日本酒の製造 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 函館市 R2012S00015 有限会社メガネのサカキ 9440002004847 緊急事態宣言特別枠 自社デザイン・自社製造と販売への業種転換計画 北海道商工会連合会

北海道 北海道 標津郡中標津町 R2012S00016 ＵＢ　ＣＯＦＦＥＥ 緊急事態宣言特別枠
道東初の移動型カフェ。

地元素材を活かした新商品開発とテレワーク＆ワーケーション、ミニグループへの新スタイル提供事
北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市南区 R2012S00017 株式会社ノーススターラボ 7430001071338 緊急事態宣言特別枠 製造業の技術を活かしたオンライン見積・ＥＣへの業態転換施策 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00019 株式会社フタリ 3430001072991 緊急事態宣言特別枠 「地産地消」・「地産共有」による新スタイルのジェラート店の開業 長田　大介

北海道 北海道 網走市 R2012S00020 有限会社マリン北海道 7460302004547 緊急事態宣言特別枠 「美味しい街あばしり」を地元に！ 網走商工会議所

北海道 北海道 白老郡白老町 R2012S00021 株式会社ソウルシグナル研究所 4430001073907 緊急事態宣言特別枠 過冷却温度保持宅配箱を利用した地元生鮮食品の全国出前事業 湯谷　和彦

北海道 北海道 伊達市 R2012S00022 イル　テット 緊急事態宣言特別枠 地元の新鮮なフルーツをトッピングした「映える」ソフトクリームのテイクアウト販売計画 佐藤　　裕幸

北海道 北海道 苫小牧市 R2012S00024 株式会社ＬＩＶＥＬＩＦＥ 5430001054757 緊急事態宣言特別枠 主事業をフル活用する映像収録・製作サービスの商品化事業 苫小牧信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00025 株式会社ＴＯＭＯコーポレーション 4430001045105 緊急事態宣言特別枠 カラオケライブハウスからワーキングスペースへの事業転換 上坂　拓司

北海道 北海道 札幌市北区 R2012S00026 オーシャンリゾート株式会社 4290001033578 緊急事態宣言特別枠 焼肉業態の新規拠点設置によるリスク分散化と新規デリバリー商品開発による二毛作化 成田　敦哉

北海道 北海道 函館市 R2012S00027 株式会社ＧＥＮＴＥＮ 4440001008192 緊急事態宣言特別枠 漁業と観光を繋ぎ、地域の活性化を図る新事業へのチャレンジ 道南うみ街信用金庫

北海道 北海道 中川郡池田町 R2012S00028 株式会社ゆたか 1460101003359 緊急事態宣言特別枠 十勝池田の老舗日本料理店による新感覚ご当地プリン製造販売事業 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市南区 R2012S00029 株式会社ラインウェブ 8430001076872 緊急事態宣言特別枠 廃棄資源有効活用したペットフード加工事業と新しい販売方法のビジネスモデル構築事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00032 株式会社Ｓｍａｒｔ．Ｄｉｎｉｎｇ 7430001064341 緊急事態宣言特別枠 産直食品ＥＣプラットフォーム構築によるポストコロナへの適応と地域経済への貢献 スズカ税理士法人

北海道 北海道 旭川市 R2012S00033 株式会社Ｄ．Ｅ．Ｃ 6450001011581 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによる販売とＥＣサイトによる販売の開始 小木田　儀和

北海道 北海道 札幌市北区 R2012S00034 株式会社ジェネラスギバーズ 4430001059609 緊急事態宣言特別枠 非接触型のメディア活動に伴う広告の企画・制作事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 恵庭市 R2012S00035 居酒屋さわ 緊急事態宣言特別枠 花のまち恵庭産エディブルフラワードレッシングの開発・販売 恵庭商工会議所

北海道 北海道 白老郡白老町 R2012S00036 合同会社いわさきファーム 3430003005818 緊急事態宣言特別枠 いわさき牛肉ＢＢＱキャンプ場設営 藤本　康男

北海道 北海道 江別市 R2012S00037 株式会社ナラ工業 3430001043043 緊急事態宣言特別枠 地下かんがい対応型水位調整水閘製造事業 本間　克彦

北海道 北海道 札幌市西区 R2012S00040 株式会社セーコー 8430001019914 緊急事態宣言特別枠 医療用抜管防止固定テープ・器具製造販売への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 帯広市 R2012S00042 有限会社炉ばた巴 4460102004196 緊急事態宣言特別枠 ２０年続くレストランから、ドライブスルーの本格惣菜弁当の販売へ。 帯広商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00043 株式会社シーエスプランニング 6430001063856 緊急事態宣言特別枠 ご自宅を居酒屋に！北海道グルメお届けシステムの構築 税理士法人常見会計

北海道 北海道 函館市 R2012S00044 株式会社三海幸 4440001000694 緊急事態宣言特別枠 製造販売ワンストップノウハウとＥＣ技術の相乗効果を狙う冷凍ケーキ販売事業の展開 スズカ税理士法人

北海道 北海道 札幌市清田区 R2012S00045 株式会社シンセイトラスト 8430001071857 緊急事態宣言特別枠 中小企業・個人事業主向けの住めるオフィス【オフィ住まい】事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市豊平区 R2012S00046 株式会社大丸 6430001009611 緊急事態宣言特別枠
老舗仕出し屋の挑戦！ご自宅用お食い初め膳・イベント料理の冷凍通販と自社トラックを改造して

フルーツサンドのテイクアウト販売
株式会社北洋銀行

北海道 北海道 千歳市 R2012S00047 株式会社ＩＮＤＩＣＯＯ 1430001058877 緊急事態宣言特別枠 ペットの共生から終生への事業転換、思いを形にした商品の開発と販売 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市清田区 R2012S00048 大衆酒場　百萬馬力 緊急事態宣言特別枠 外食大衆酒場から、単身者及び家族世帯向け中食大衆酒場への新分野展開 橋本　靖弘

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00049 ぴあのぴあの 緊急事態宣言特別枠 オンライン料理教室の開店 税理士法人すずらん総合マネジメント

北海道 北海道 札幌市東区 R2012S00051 株式会社クレバージャパン 2430001037896 緊急事態宣言特別枠 自衛隊演習用品における小売りからＥＣへの転換事業 税理士法人　中野会計事務所

北海道 北海道 札幌市手稲区 R2012S00053 キャトルヴァン 緊急事態宣言特別枠 北海道食材に特化したフランス料理惣菜のＥＣサイト販売事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 苫小牧市 R2012S00056 有限会社喜多屋 8430002060917 緊急事態宣言特別枠 弁当および仕出し料理の配達、テイクアウトへの新たな取組と、地域高齢化ニーズへの対応 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 小樽市 R2012S00057 しめ二株式会社 7430001068870 緊急事態宣言特別枠 冷凍押し寿司の加工場を設立し飲食店のみの経営から脱却する 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市白石区 R2012S00058 株式会社ディスプレイセンター北創 7430001010808 緊急事態宣言特別枠 こころを動かす、オリジナルアートクロス製造の新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 雨竜郡妹背牛町 R2012S00059 焼肉居酒屋心 緊急事態宣言特別枠 宅配弁当とレトルト食品販売事業 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市北区 R2012S00060 海鮮居酒屋＆ＦＩＳＨ 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト専門店併設の非接触型コインランドリー 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市白石区 R2012S00061 下村速配有限会社 3430002042242 緊急事態宣言特別枠 下村速配が贈る三本の矢。レンタル収納スペース事業と「保管代行・取り出し代行」事業の実施 税理士法人フューチャーコンサルティング

北海道 北海道 札幌市西区 R2012S00063 尾崎歯科医院 緊急事態宣言特別枠 アフターコロナを見据えデジタルマウスピース矯正導入で若年層の顧客獲得を目指す。 株式会社秋田銀行

北海道 北海道 旭川市 R2012S00065 株式会社ＲＥＧＯＬＩＴＨ 6450001011359 緊急事態宣言特別枠 多様な脱毛ニーズに対応する、脱毛サロン複数店舗展開事業 中村　領

北海道 北海道 札幌市白石区 R2012S00066 有限会社ビックエンタープライズ 3430002016428 緊急事態宣言特別枠 ライン引きへの新規参入による除雪から整備までの一貫事業展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市東区 R2012S00068 合同会社ＳＨフーズ 3430003010033 緊急事態宣言特別枠 食品加工業の強み活かした　肉の旨味に特化したラーメン店への業種転換 北海道信用金庫

北海道 北海道 札幌市手稲区 R2012S00069 オールレンタカー株式会社 1430001058514 緊急事態宣言特別枠 台湾タピオカドリンク・フード店の新規出店 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 河西郡芽室町 R2012S00070 有限会社芽室自動車整備工場 4460102003529 緊急事態宣言特別枠 ワイヤロープ加工販売開始により既往事業との相乗効果を図る 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市北区 R2012S00072 日本自動保管機株式会社 1430001001102 緊急事態宣言特別枠 抗菌性キーリストバンド作成によるアフターコロナに向けたコインロッカーシステムの再構築 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00073 有限会社いちはら 5460102006076 緊急事態宣言特別枠 観光客向け団体レストランから、個食向け丼・テイクアウト専門店への事業転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 河西郡芽室町 R2012S00074 株式会社赤間屋 1460101005082 緊急事態宣言特別枠 屋外設置の冷凍自動販売機による食料品販売と自社サイト構築 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00075 株式会社宝石の玉屋 4430001014480 緊急事態宣言特別枠 パーソナルジュエリー専用オンラインオーダーサイト構築・事業展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市豊平区 R2012S00076 西川商事株式会社 9430001012414 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト事業への新規参入 札幌商工会議所

北海道 北海道 釧路市 R2012S00078 有限会社マルワ北匠 9460002003590 緊急事態宣言特別枠 魚食文化普及に向けた「うまざかな」ブランドの積極的販売 釧路信用金庫

北海道 北海道 札幌市清田区 R2012S00080 株式会社エムワイビー 3430001060014 緊急事態宣言特別枠 飲食業を母体とした内外装ショールーム。ヨーロッパ定番のお菓子クルトシュ販売 旭川信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00081 株式会社インターナショナルフードデザイン 2430001073140 緊急事態宣言特別枠 既存店舗と併設したテイクアウト専門スイーツショップ新設 札幌商工会議所

北海道 北海道 釧路市 R2012S00082 有限会社ピー・エヌ・ジー 5460002002365 緊急事態宣言特別枠 港町釧路から、地元海鮮食材を使用した冷凍食品をＥＣサイトを通じて全国展開 北見信用金庫

北海道 北海道 余市郡仁木町 R2012S00088 株式会社ＮＩＫＩＨｉｌｌｓヴィレッジ 5430001068229 緊急事態宣言特別枠 ワイン事業新規参入者へのブドウ栽培と委託醸造支援事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市白石区 R2012S00092 株式会社菜鶴 9430001052336 緊急事態宣言特別枠 カスタマイズラーメンをご家庭で！オンライン販売システムの構築 税理士法人常見会計

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00093 居酒屋　ＭＯＲＯ 緊急事態宣言特別枠 北海道いなり創造計画及びアフターコロナに向けての事業再構築 税理士法人マッチポイント

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00094 株式会社ＧＡＫＵ 6450001007225 緊急事態宣言特別枠 「２４時間自動販売機で買えるケーキ缶」開発事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 名寄市 R2012S00095 有限会社一きゆう 2450002009752 緊急事態宣言特別枠 名物「ザンギ」を自宅で！新たな消費行動に対応するテイクアウト事業 北見信用金庫
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北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00096 クレイジー 緊急事態宣言特別枠 おにぎりサンドで札幌を元気に！すすきの活性化事業 税理士法人常見会計

北海道 北海道 恵庭市 R2012S00097 農振肥料株式会社 6430001044435 緊急事態宣言特別枠 北海道ガーデンカフェと新ＷＥＢによる新規顧客開拓 恵庭商工会議所

北海道 北海道 千歳市 R2012S00098 ＢｏｄｙケアＳｔｙｌｅあころ 緊急事態宣言特別枠 ＡＫＯＲＯ　Ｂｅａｕｔｙ出店計画 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市厚別区 R2012S00102 丸市食品株式会社 4430001022822 緊急事態宣言特別枠 北海道海の幸、珍味一筋４５年！製造卸からネット通販活用で直接消費者へ 池田　幸弘

北海道 北海道 札幌市東区 R2012S00103 合同会社ノースオルマ 2430003010430 緊急事態宣言特別枠 行列のできる有名カレー店フランチャイズ１号！ 税理士法人マッチポイント

北海道 北海道 札幌市豊平区 R2012S00105 北斗徽章株式会社 2430001014994 緊急事態宣言特別枠 企業の周年記念向けに価値の高い記念品を製造・販売する新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00107 株式会社アング・ル 4430001073436 緊急事態宣言特別枠 自社デザイン製造・リフォーム部門の事業化（ネットで受注生産） 札幌商工会議所

北海道 北海道 帯広市 R2012S00108 有限会社京屋呉服店 3460102000931 緊急事態宣言特別枠 あなたのライフストーリーを作るお手伝い　～着物をメインとした写真スタジオの構築～ 帯広信用金庫

北海道 北海道 小樽市 R2012S00109 株式会社フィルム 3430001074708 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍に強い個室・屋外・ノマドワーク完備のマルチカフェ計画 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00110 ホットタイム 緊急事態宣言特別枠 ライブバーがチャレンジ！みんな大好き唐揚げ店に変身！ 札幌商工会議所

北海道 北海道 虻田郡倶知安町 R2012S00111 Ｐｅａｋ　Ｔｒａｄｉｎｇ　Ｊａｐａｎ合同会社 6430003008891 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍で需要の高いキャンプ体験も可能な貸切古民家宿泊事業 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市白石区 R2012S00112 笑プラス 緊急事態宣言特別枠 誰でも手軽で簡単、なのに美味しい本格味噌玉の製造と販売 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00113 星の国商事株式会社 1430001015655 緊急事態宣言特別枠 化粧品専門店が創めるヨガスタジオ 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 上川郡美瑛町 R2012S00114 インフィニティーワークス 緊急事態宣言特別枠 ウェブ解析による顧客行動予測を活用したＤＸ化飲食店事業 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00115 株式会社クロデフ 3430001074154 緊急事態宣言特別枠 おいしい！新しい！スイーツとお惣菜の食べ方を北海道から発信 田坂　尚靖

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00116 バーカシェット 緊急事態宣言特別枠 ＬａＰｌｕｓデザイン事務所～飲食店事業に手厚い地域型のデザイン事務所設立に向けて～ 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00119 Ｓｉｘｔｈ　Ｓｅｎｓｅ 緊急事態宣言特別枠 サブスクリプションとＥＣサイト機能のアプリ開発で業種転換。 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 石狩郡当別町 R2012S00123 鶴巻アグリファーム 緊急事態宣言特別枠 当別水源の森での雪中長期熟成による焙煎珈琲豆の製造販売事業 北海道商工会連合会

北海道 北海道 広尾郡大樹町 R2012S00125 株式会社蝦夷マルシェ 6460101006679 緊急事態宣言特別枠 古民家リノベーションによる感染症拡大防止を徹底した作業空間の実現 帯広信用金庫

北海道 北海道 砂川市 R2012S00126 ソメスサドル株式会社 2430001048423 緊急事態宣言特別枠 高級バックの製造技術を活かし、インテリア製品分野へ新規参入 北門信用金庫

北海道 北海道 釧路市 R2012S00128 有限会社セント・アンドリュース 7460002003766 緊急事態宣言特別枠 英会話教室を兼ねた学生を対象とした学生寮の運営と経営 大地みらい信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00130 株式会社Ｌ・Ｃ・Ｖ 3430001058941 緊急事態宣言特別枠 トレンドのキャッチ力を活かした「町の八百屋」への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市豊平区 R2012S00134 株式会社リリープロモーション 9430001039564 緊急事態宣言特別枠 健康器具の販売とセルフケアサロンの運営 札幌商工会議所

北海道 北海道 富良野市 R2012S00135 合同会社ドルクスフードプランニング 8450003001397 緊急事態宣言特別枠 商品開発力を活かしたやぎミルクスイーツの開発とＷＥＢ販売戦略 旭川信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00137 株式会社ＳＰＩＣＥ　ＣＵＢＥ 8430001071353 緊急事態宣言特別枠 郊外型パーソナルトレーニングジムとシュミレーションゴルフ設備を併設した店舗事業 松川　武史

北海道 北海道 札幌市東区 R2012S00139 有限会社丸友長谷川商店 7430002025813 緊急事態宣言特別枠 フォトグラメトリーを活用した新しい配信、演出プログラムの創生 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市白石区 R2012S00140 株式会社Ｒａｒｕ． 2430001072935 緊急事態宣言特別枠 美容業が参入する就労支援事業 株式会社吉岡経営センター

北海道 北海道 北見市 R2012S00142 ドロッピン 緊急事態宣言特別枠 外食から中食へ！名店の味が家庭でも楽しめる！冷凍スープカレーの製造 北見信用金庫

北海道 北海道 北見市 R2012S00145 株式会社アクティブカンパニー 6460301003815 緊急事態宣言特別枠 季節の果物を使ったサンドイッチ専門店の新規出店計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

北海道 北海道 札幌市東区 R2012S00146 株式会社Ｂ－Ｐｌａｎｎｉｎｇ 3430001058669 緊急事態宣言特別枠 感染症対策を考慮した完全個室エステサロン運営による事業再構築計画 公益財団法人北海道中小企業総合支援セン

北海道 北海道 室蘭市 R2012S00147 株式会社楠本 7430001056660 緊急事態宣言特別枠 北海道初導入！コロナ克服！スマホを利用した効率的な受注システム導入とオンライン販路の開拓 室蘭信用金庫

北海道 北海道 札幌市清田区 R2012S00148 コージースペースブースターズ一級建築士事務所 緊急事態宣言特別枠 トレーラーハウスと住まいの新しいライフスタイルの提案 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 北広島市 R2012S00150 株式会社コスモスチール 7430001033759 緊急事態宣言特別枠 製造業からバックオフィス業務支援ソフトウェア販売業務転換施策 株式会社ノーススターラボ

北海道 北海道 帯広市 R2012S00151 有限会社帯広南温泉 9460102000653 緊急事態宣言特別枠 法人契約等を対象とした地方ワーケーション促進による長期宿泊展開事業 帯広信用金庫

北海道 北海道 北見市 R2012S00152 廣川青果 緊急事態宣言特別枠 農業用ドローンを活用した農薬散布請負サービスの展開 北見信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00154 株式会社ＩＤＡＴＥＮ 1430001072655 緊急事態宣言特別枠 お肉専門のデリカテッセンの運営 金子　雅之

北海道 北海道 札幌市南区 R2012S00155 ＲＯＭＡＮ　ＴＲＵＳＴ合同会社 8430003006761 緊急事態宣言特別枠 ヴィーガンにも対応した洋菓子ＥＣショップ開業による業態転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 函館市 R2012S00158 おんじき庭本株式会社 8440001001318 緊急事態宣言特別枠 非対面式の券売機注文システムを活用した唐揚げのテイクアウト販売事業への新規取組 税理士法人池脇会計事務所

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00159 ヒューマンカンパニー 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチン整備によるワンストップ受託事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 虻田郡倶知安町 R2012S00161 有限会社ホクア商事 8430002057186 緊急事態宣言特別枠 『自然体験キャンプ場』運営の事業化 池田　日出夫

北海道 北海道 恵庭市 R2012S00162 富士交通株式会社 9430001043913 緊急事態宣言特別枠 トラック・バス・重機に係るタイヤ修理業への進出 恵庭商工会議所

北海道 北海道 北見市 R2012S00165 カフェバー　ジーの館 緊急事態宣言特別枠 ＂無人の服屋さん”オホーツク初の非接触型衣服販売店オープン 北見信用金庫

北海道 北海道 札幌市東区 R2012S00166 合同会社ロブ 6430003007266 緊急事態宣言特別枠 定山渓アドベンチャーライフスタイルプロジェクト 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 網走市 R2012S00167 オホーツクメモリー 緊急事態宣言特別枠 リモートワーカーと観光弱者に向けた宿泊施設の整備と新サービスの展開 網走商工会議所

北海道 北海道 恵庭市 R2012S00168 Ｃａｆｅ＆ＩＴ　Ｆｉｅｓｔａ 緊急事態宣言特別枠 ファクトリー店・フォワード店の機能分業店舗による飲食店と製造・小売りへの進出計画 恵庭商工会議所

北海道 北海道 苫小牧市 R2012S00169 炭火焼小料理　おおはら 緊急事態宣言特別枠 居酒屋経営から地元食材使用の独自ジェラート製造と販売を行いＶ字回復 苫小牧信用金庫

北海道 北海道 江別市 R2012S00170 陣内　麻利子 緊急事態宣言特別枠 先代の喫茶店の味を再現した予約制テイクアウト型パン工房の開業 公益財団法人北海道中小企業総合支援セン

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00172 岩谷　圭介 緊急事態宣言特別枠 実体験型科学教室の開講による科学技術教育改革 税理士法人高津会計

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00174 株式会社Ｃｒｅｅｋｖｉｔ 2430001074436 緊急事態宣言特別枠 １２Ｋ映像機材導入とビデオストック販売サイトの構築 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市白石区 R2012S00176 小樽冷蔵株式会社 2430001003320 緊急事態宣言特別枠 自社ＥＣサイト『肉の小樽』の構築を通じたＥＣ市場への新展開 株式会社第四北越銀行

北海道 北海道 札幌市豊平区 R2012S00177 株式会社竜 7430001060563 緊急事態宣言特別枠 店内飲食が可能な居酒屋業態から、持ち帰り・配達飲食事業への業態転換（提供方法） 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市豊平区 R2012S00179 株式会社エスポム 4430002012681 緊急事態宣言特別枠 催事での販売代理店から家庭用医療機器の小売業へ事業転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市北区 R2012S00181 株式会社ロジック 8430001079297 緊急事態宣言特別枠 オフライン×オンライン「ニューノーマル　ヨガ・ピラティス教室」 株式会社吉岡経営センター

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00183 北海道グローバル事業推進機構株式会社 8430001072062 緊急事態宣言特別枠 食肉加工場の新設による和牛の国内需要獲得に向けた事業再構築 スズカ税理士法人

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00186 有限会社エスパシオ 1430002037046 緊急事態宣言特別枠 焼き鳥屋がアルコール離れに立ち向うために開始する定食屋経営 シリウス税理士法人

北海道 北海道 余市郡余市町 R2012S00188 有限会社かくと徳島屋旅館 9430002056261 通常枠 「食の都」よいち×老舗旅館、お家で料亭の味事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00190 佐伯式サロン　ヴィーナスムーン 緊急事態宣言特別枠 オリジナル化粧品販売とオンラインレッスンに係る事業案 株式会社ライトアップ

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00193 株式会社Ｋ’ｓカンパニー 2430001039579 緊急事態宣言特別枠 観光向け飲食店から、キャンピングカー専門レンタカー店への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市北区 R2012S00196 株式会社サルース 9430001071518 緊急事態宣言特別枠 起業を応援！　テイクアウト販売ができる菓子製造スペースのレンタル事業 堀川　昌章

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012S00197 株式会社ディーエムジェイ 3430001040040 緊急事態宣言特別枠 地域共同体向け移動型舞台構築による小規模音楽公演の実施戦略 札幌商工会議所

北海道 北海道 小樽市 R2012S00198 株式会社深川硝子工芸 6430001050796 緊急事態宣言特別枠 自動車廃ガラス１００％利用のＳＤＧｓに取り組む商品開発 株式会社吉岡経営センター

北海道 北海道 広尾郡大樹町 R2012U00009 ジュラテクノロジー株式会社 4460101006458 通常枠 ジビエを処理・調理・活用するレストランホテル事業（有害鳥獣の有益利活用） 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 小樽市 R2012U00030 有限会社鮨処大山 9430002054604 通常枠 ロードサイド焼き肉店展開で１４万人の潜在顧客に新規アプローチ 髙田　雅文

北海道 北海道 日高郡新ひだか町 R2012U00032 株式会社ＬｏｖｉｎｇＣｏｗｓ 4430001076901 通常枠 コロナ禍でも需要が期待できるミネラルウォーター製造業への進出 網野　征樹
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北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00045 株式会社北海道宝島旅行社 2430001052391 通常枠 着地型体験　観光　商品販売事業者育成支援システムの提供 出口　秀樹

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00047 株式会社宮文 7430001016672 通常枠 創業１１０年「宮文」刃物ブランドを３Ｄ仮想サービス提供により世界展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 恵庭市 R2012U00048 有限会社メイプル企画 1430002047391 通常枠 コロナ禍で落ち込むパークゴルフ場から需要高まるキャンピング事業への転換 恵庭商工会議所

北海道 北海道 網走市 R2012U00052 株式会社スギセン 9460301003168 通常枠 自社地域ブランド（ＯＥＭ）の自社印刷加工への取り組み 網走商工会議所

北海道 北海道 伊達市 R2012U00062 ビッグファイト松本 通常枠 開かれた疎へ！～時代の変化に対応するアウトドアプラットフォーム構築事業～ 北海道商工会連合会

北海道 北海道 上川郡美瑛町 R2012U00065 有限会社建機商会 3040002003837 通常枠 中古建設機売買業から絶景コテージ型グランピング宿泊施設への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 旭川市 R2012U00066 株式会社ネクストモーニング 4450001006204 通常枠 短時間で運動効果が期待される、低酸素ジム運営による新分野進出 中村　領

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00067 株式会社エー・クルーズ 2430001002090 通常枠 すすきのの飲食店１６店舗の味を家庭に届ける中食・内食事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 函館市 R2012U00072 株式会社大歩 9440001006778 通常枠 水中ドローンを用いた調査・映像の提供及び水中ドローンスクールの開催による新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 苫小牧市 R2012U00074 株式会社水堀組 5430001053916 通常枠 木質バイオマス発電に伴う林地未利用材集荷・搬出請負業務 坂下　晃庸

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00075 株式会社ｅｓエンターテイメント 4430001039759 通常枠 さっぽろ飲食店連携ＥＣサイトと番組配信型オンライン飲み会事業 北村　耕司

北海道 北海道 札幌市南区 R2012U00080 図南商事株式会社 5430001008498 通常枠 泊食分離とワーケーションをミックスした温泉旅館における長期滞在の推進 辻村　英樹

北海道 北海道 旭川市 R2012U00083 広葉樹合板株式会社 9450001001233 通常枠 廃棄されない学習机を目指して！サブスクリプション事業への進出 北見信用金庫

北海道 北海道 苫小牧市 R2012U00085 株式会社グローライズ 8430001075874 通常枠 自動車整備業への進出による既存事業との相乗効果最大化計画 湯谷　和彦

北海道 北海道 石狩市 R2012U00088 ＥＺＯ－ＩＳＭ株式会社 9430001045769 通常枠 ＣＯ２・有害ガス削減トラックを用いた運送業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 函館市 R2012U00089 有限会社亀谷産業 4440002001122 通常枠 既存環境事業での強みを活かして、大型車に特化した自動車整備業への進出 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00090 株式会社一倫 1430001072705 通常枠 美容室×エステ×トレーニングを融合した総合ビューティー施設ＯＰＥＮによる事業再構築 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 松前郡松前町 R2012U00093 株式会社矢野旅館 6440001002466 通常枠 文化財蔵カフェとお城が見える特別客室の新設による老舗旅館の新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00097 合同会社ピッカーニャ 4430003007202 通常枠 すすきのの灯を消２２さない！コロナに負けない飲食事業づくり 古高　崇幸

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00099 株式会社ＬＡＵＧＨ　ＤＩＮＮＩＮＧ 2430001030455 通常枠 北海道の未利用魚を徹底活用した持続可能な水産加工製造業への挑戦 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市東区 R2012U00102 北一ミート株式会社 3430001004334 通常枠 宴会依存型（事業者向け）から、中食対応（個人向け）食料品製造への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00103 オ　グルニエ 通常枠 赤井川村ワーケーションベース事業 竹林　浩樹

北海道 北海道 函館市 R2012U00113 有限会社三和印刷 5440002001939 通常枠 油性印刷からＵＶ印刷へ業態転換し、抗菌印刷物と新素材で新市場に進出 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 江別市 R2012U00114 株式会社トンデンファーム 2430002045857 通常枠 菓子製造工場の新設によるフローズンデザート事業への新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 上川郡比布町 R2012U00116 株式会社西本農園 1450001012865 通常枠 ＰＩＰＰＵ　リモートワークタウン計画～「農村とオフィスが繋がる」～ 株式会社北陸銀行

北海道 北海道 札幌市白石区 R2012U00118 松本商事株式会社 9430001072895 通常枠 焼肉店のサプライチェーンを変革する食肉処理・販売業への新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 札幌市手稲区 R2012U00121 北海道フード株式会社 3430001041113 通常枠 揚げ物でみんなハッピー！中食内食向け惣菜に安心安全な原材料を！ 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 札幌市東区 R2012U00123 株式会社ホクセイレン 3430001071580 通常枠 『声を聞く』うまい給食サービス 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 北広島市 R2012U00124 株式会社四季の旅 8430001049416 通常枠 海外インバウンド旅行事業の強みを生かしたコリアンタウン作り事業 佐藤　等

北海道 北海道 留萌市 R2012U00135 株式会社加藤水産 5450001008868 通常枠 輸入原料から脱却し地元食材の活用による新分野進出 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00137 有限会社ＦＡＩ 5430002042249 通常枠 ２階の遊休スペースを活用し酒類小売販売店＆ＢＡＲ事業を新展開 髙田　雅文

北海道 北海道 札幌市白石区 R2012U00143 北開工営株式会社 5430001015701 通常枠 ３次元地中レーダー調査システムによる路面下空洞調査 株式会社吉岡経営センター

北海道 北海道 苫小牧市 R2012U00148 八起株式会社 9430001053598 通常枠 ♪子供からお年寄りまで♪食卓に幸せを運ぶ【パン屋さん】への新分野挑戦 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 函館市 R2012U00149 有限会社汐見商事 5440002002004 通常枠 全席個室化での函館海鮮焼魚の提供とオリジナル商品のネット販売 ＣＡコンサルティング株式会社

北海道 北海道 札幌市白石区 R2012U00153 寄さ来い 通常枠 道産ラム肉や新鮮な海産物を使用した加工商品の開発 あすか税理士法人

北海道 北海道 標津郡中標津町 R2012U00154 株式会社上原農場 7462501000574 通常枠 オーガニック自社ブランド商品化と　Ｗｅｂ　を活用した自立型直販方式への転換 北海道商工会連合会

北海道 北海道 旭川市 R2012U00155 有限会社旭勝建設 4450002006310 通常枠 自社運営による、域内初のサービス付「ペット可」高齢者向け施設 中村　領

北海道 北海道 帯広市 R2012U00163 株式会社丸勝 2460101001691 通常枠 搾乳ロボット等向け飼料用ペレットマシン導入 株式会社商工組合中央金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00164 株式会社ススキノ革命会議 5430001044824 通常枠 海底セラーサービス 松川　武史

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00166 株式会社ＬＩＦＥ　ＣＲＥＡＴＥ 7430001038015 通常枠
リアル（ブティックスタジオ事業）の単独事業から、リアルとオンライン（チームラーニング事業）

を両立した事業構造に変革
税理士法人山田アンドパートナーズ

北海道 北海道 阿寒郡鶴居村 R2012U00169 Ｗｉｌｄｅｒｎｅｓｓ　Ｌｏｄｇｅ　ＨｉｃｋｏｒｙＷｉｎｄ 通常枠 オンラインサロン及び専用ホームページ開設による収益の多元化実現 釧路信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00174 株式会社技研工房 3430001035437 通常枠 圃場向け　ＡＩ予測情報提供システム事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 釧路市 R2012U00179 魚介とワイン　Ｋ 通常枠 世界三大夕日と太平洋を望む高台に新しいスタイルの釧路名物炉端焼きを開業する 釧路信用金庫

北海道 北海道 札幌市白石区 R2012U00181 株式会社アドバンスフロー 5430001061010 通常枠 転職に悩む個人に役立つＷＥＢ記事作成業務への新規参入による新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 帯広市 R2012U00184 株式会社カネヨ 2460101005899 通常枠 女性社長と女性従業員による女性のための洗車美装と軽板金事業の運営 帯広信用金庫

北海道 北海道 釧路市 R2012U00187 株式会社阿部ビル 6460001000055 通常枠 ビジネス客依存型ビジネスホテルから、源泉かけ流し温泉宿泊業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 紋別郡滝上町 R2012U00191 有限会社井上牧場 2450002012962 通常枠 地元希少牛乳使用、牧場直営の移動するソフトクリーム屋さん 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市白石区 R2012U00195 有限会社富美興業 8430002017132 通常枠 コロナ禍で休業した銭湯を札幌初の貸切サウナ専用施設へ再生 空知信用金庫

北海道 北海道 江別市 R2012U00198 株式会社町村農場 2430001043093 通常枠 ＩｏＴを活用した江別産野菜の非対面ＳＣＭによる販路開拓施策 株式会社ノーススターラボ

北海道 北海道 札幌市清田区 R2012U00207 株式会社エス・イー・ジャパン 3430001072777 通常枠 就活オンライン化に伴い、ＡＩマッチングシステムを導入した業態転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00210 株式会社果実倶楽部 9430001062277 通常枠 北海道産もち米とフルーツをいかした果実大福製造販売 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市手稲区 R2012U00212 株式会社ティーアール・ネットサービス 1430001045917 通常枠 運送専業から自社倉庫取得による物流ワンストップサービス提供への業態転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 石狩市 R2012U00213 株式会社丸愛ファニチャー 5430001033091 通常枠 ムービングハウス家具製造でサスティナブルを導入した新事業展開 税理士法人アップパートナーズ

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00220 株式会社Ｈａｎ’ｓ　Ｍａｒｉｎｅ 5430001041895 通常枠 工場新設でのプレミアムキムチ、野菜キムチの製造と販売による健康と美味しいさの提供 出口　秀樹

北海道 北海道 札幌市東区 R2012U00225 株式会社Ｎ３プランニング 9430001048004 通常枠 キャンプ場及びコンテナサウナ製造販売事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 北見市 R2012U00226 有限会社山健秋山漁業 3460302004088 通常枠 牡蠣の付加価値向上に挑戦！牡蠣加工食品の開発・事業化 株式会社シャイン総研

北海道 北海道 旭川市 R2012U00227 株式会社米谷産業 6450001003406 通常枠 旭川発祥「塩ホルモン」のアジア向け輸出事業 一般財団法人旭川産業創造プラザ

北海道 北海道 旭川市 R2012U00232 株式会社カンディハウス 2450001000506 通常枠 ＤＸを活用した新製品の開発と、サービス提供方法の構築 税理士法人中央総合会計

北海道 北海道 旭川市 R2012U00233 株式会社うけがわファームＤＥＮ－ＥＮ 8450001010367 通常枠 自社製麦を使用し、自社でパンを生産・販売のための製造機械の導入 税理士法人小島会計

北海道 北海道 旭川市 R2012U00235 株式会社水野染工場 7450001003181 通常枠 染工場がコト消費創造に挑戦～伝統体験型藍染パーク開設と地域貢献 旭川信用金庫

北海道 北海道 常呂郡佐呂間町 R2012U00236 有限会社沢井商店 6460302003327 通常枠 当地初！海鮮丼屋によるＡ型就労・就労移行の多機能型就労事業所開設計画 北見信用金庫

北海道 北海道 札幌市豊平区 R2012U00237 有限会社スリー・コード 8430002010797 通常枠 北海道産お肉のサブスクと工場直売所での販売 税理士法人マッチポイント

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00246 株式会社ｍａ　ｍ　ｍａ　ＣＲＥＡＴＩＶＥ 4430001039189 通常枠 「食×山暮らし」の体験型のアウトドアイベントレストランの実施 株式会社北海道銀行
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北海道 北海道 帯広市 R2012U00249 株式会社十勝畜産貿易 9460101001132 通常枠 「温室効果ガス低減型の牛生産推進及び良質牛肉加工施設整備計画」 株式会社みずほ銀行

北海道 北海道 虻田郡倶知安町 R2012U00251 レストラン　ジェラパタット 通常枠 ～ディナーから宿泊まで～「ポストコロナに適した三密回避”少人数特化型トラベル”事業」展開 スズカ税理士法人

北海道 北海道 中川郡幕別町 R2012U00260 株式会社エルパソ 7460101005234 通常枠 新たな生産方式を導入したドイツ原産の新品種豚の養豚・加工・販売 公益財団法人北海道中小企業総合支援セン

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00261 株式会社ＡＴＴＡＫＡＩＤＯ 2430001076416 通常枠 北海道の食の魅力を発信するウェブ対応型キッチンスタジオによる新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 苫小牧市 R2012U00264 ホッコーフーズ株式会社 2430001071887 通常枠 ウィズコロナ時代の新式「イチゴ観光農園カフェ」で苫小牧活性化 苫小牧信用金庫

北海道 北海道 千歳市 R2012U00265 北海道純馬油本舗株式会社 8430002048648 通常枠 国内初、ＷＩＴＨコロナに対応した「馬油を使用したヘアカラー美容室」をオープン。 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00272 株式会社ＪＩＳ 8430001058904 通常枠 相席ラウンジＪＩＳ　関東にてスープカレー専門店に新規参入計画 菊地　正人

北海道 北海道 中川郡本別町 R2012U00273 株式会社ＫＯＹＡ．ｌａｂ 1460101006072 通常枠 ＫＯＹＡ．ｌａｂ業種転換事業　極寒地域手ぶらキャンプのススメ 北海道商工会連合会

北海道 北海道 苫小牧市 R2012U00274 彩Ｄｅｓｉｇｎ工房 通常枠 インパクト抜群ＳＮＳ映えする「お姫様クレープ」のテイクアウト 苫小牧信用金庫

北海道 北海道 砂川市 R2012U00277 カワテックス株式会社 7430001048220 通常枠 カーボンニュートラル社会へ向けた新市場参入のための事業再構築 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00278 株式会社畔田商店 7430001013455 通常枠 新たな豆乳製造設備導入で実現するスイーツ製造への業態転換 安達　隆久

北海道 北海道 旭川市 R2012U00280 デザイントーク有限会社 4450002008059 通常枠 インテリア建材の廃棄ロスを資源に活用する事業 旭川商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00281 合同会社フォレスト札幌南 3430003008580 通常枠 無人デジタルＡＩ管理システムによる（居住者及び近隣住民を）会員制カーシェア事業 苫小牧信用金庫

北海道 北海道 札幌市東区 R2012U00285 ノースエンジニアリング株式会社 2430001061905 通常枠 独居・孤独高齢者への住替え促進における施設運営事業への新分野展開 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 北見市 R2012U00287 株式会社ライフコーポレーション 7460301001157 通常枠 北見の街に元気を取り戻す！コロナ対策・地産地消の飲食業態転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 江別市 R2012U00289 株式会社明光 4430001042671 通常枠 バイオ土壌菌を活用した有機農業対応培土の開発による新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市豊平区 R2012U00290 ＴＣＳ　Ｍｅｄｉｃａｌｉｚｅ株式会社 9430001072243 通常枠 農福連携で障害者さんによるキャンプ場経営 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市東区 R2012U00294 株式会社Ａｔｅｌｉｅｒ－Ｄ 8430001029954 通常枠 建設デザイン会社のバケーションハウス事業への新分野展開 髙田　雅文

北海道 北海道 札幌市清田区 R2012U00295 ポッスカープロデュースサッポロ 通常枠 札幌市近郊の好立地キャンプ場の運営 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 帯広市 R2012U00296 株式会社鈴蘭不動産 3460101004826 通常枠 樹齢９０年の大自然と山林管理のノウハウを生かしたキャンプ場事業 帯広信用金庫

北海道 北海道 室蘭市 R2012U00297 有限会社熊谷解体工業 5430002064103 通常枠 産業廃棄物の地産地消の推進における循環型企業への転換 室蘭信用金庫

北海道 北海道 札幌市東区 R2012U00298 株式会社建彩家 3430001051392 通常枠 ソロサウナ＆和風ｄｉｎｉｎｇ整　テナント活性化プロジェクト 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 網走郡大空町 R2012U00299 株式会社大地のＭＥＧＵＭＩ 9460301003696 通常枠 農産物新規加工技術の導入とキッチンカーを用いた販売経路の拡張 網走信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00300 株式会社ＰＳＹＣＨＥ 9430001065313 通常枠 地場生産者と一緒に送る北海道食材に拘った北海道カステラの販売！ 税理士法人フューチャーコンサルティング

北海道 北海道 札幌市手稲区 R2012U00302 欧風カリードモン 通常枠 店の味を手軽に味わう！オリジナル牛タンカレーテイクアウト事業 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 札幌市南区 R2012U00304 株式会社イクセス 1430001073876 通常枠 脱予約サイト！システム会社が手掛ける、大手予約サイトに頼らないエステサロン作り 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 函館市 R2012U00307 株式会社地主建具製作所 5440001001246 通常枠 木工加工技術の高度化による木育玩具の開発、新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00311 合同会社ＫＩＮＧ　ＰＲＯ． 1430003006198 通常枠 ダンスイベントを中心とした複合施設、「ＮＯＲＵＳＨ　ＰＡＡＫ」の運営 服部　峻介

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00312 有限会社よいところ 3430002029215 通常枠 海鮮炉端居酒屋を活かした一人飲み居酒屋と貸会議室事業の開始 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 稚内市 R2012U00314 株式会社コバヤシ観光 3450001008325 通常枠 道北最大の飲食店グループによる挑戦！！　地産地消プロジェクト 稚内信用金庫

北海道 北海道 札幌市豊平区 R2012U00317 株式会社エイミアブル 7430001061933 通常枠 リハビリデイサービスからコロナ対応型フィットネスクラブへの事業再編 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 小樽市 R2012U00320 株式会社六美 1430001051527 通常枠 お届けします。おうちに美味しさ”ワクワク・ドキドキ”事業 北海道信用金庫

北海道 北海道 江別市 R2012U00321 有限会社糧とく 4430002046647 通常枠 無菌米飯とレトルトおにぎりを中心とした、食品製造への挑戦 空知信用金庫

北海道 北海道 札幌市北区 R2012U00333 株式会社エルコム 7430001002788 通常枠 廃プラスチックエネルギー化新システムの非対面販売構築事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 川上郡弟子屈町 R2012U00335 株式会社川湯ホテルプラザ 7460001003156 通常枠 旅館を経営する会社から、温泉街をまるごと経営する会社へ 株式会社商工組合中央金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00339 丸友坂本観光商事株式会社 3430001023474 通常枠 宴会依存型居酒屋から調理済み食品の介護施設向け宅配事業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 岩見沢市 R2012U00340 有限会社道央貨物運送 9430002049595 通常枠 「おふとん洗い間専科」コインランドリー事業 空知信用金庫

北海道 北海道 帯広市 R2012U00346 株式会社ＴＯＭＴＥＮ 2430002038811 通常枠 農産物の鮮度保持貯蔵を目的とする空調機械設備製造販売事業への進出 帯広信用金庫

北海道 北海道 勇払郡厚真町 R2012U00347 株式会社ｅｄｕｃａｖｅ 1430001077836 通常枠 北海道名水の郷、羊蹄山のふもとで大自然を満喫する通年キャンプ場の開設 北海道商工会連合会

北海道 北海道 苫小牧市 R2012U00348 有限会社味の大王 9430002057912 通常枠 ラーメン餃子新規自動販売機事業 苫小牧信用金庫

北海道 北海道 札幌市南区 R2012U00350 株式会社ハマノホテルズ 9430001028476 通常枠 ワーケーション・コワーキング機能の拡充と多泊化誘導（中長期滞在）による事業再構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

北海道 北海道 札幌市西区 R2012U00352 ＢＡＣＫ　ＢＯＮＥ株式会社 3430001076687 通常枠 札幌初！ウェディングにも対応したグランピング施設運営事業 空知信用金庫

北海道 北海道 岩内郡岩内町 R2012U00353 株式会社カルチャーヴィレッジ 9430001070247 通常枠 後志十景に建設～管内初のビジネス需要特化型スマートホテル事業～ 税理士法人山田アンドパートナーズ

北海道 北海道 旭川市 R2012U00360 株式会社ここはれて 6010401118252 通常枠 旭川中心市街地活性化に向けた商業施設運営・インキュベーション事業への業種転換 旭川信用金庫

北海道 北海道 上川郡美瑛町 R2012U00363 株式会社清水組 8450001006258 通常枠 地域潜在不動産活用と新しいワーキングに即した拠点建設事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 登別市 R2012U00368 興和工業株式会社 9430001057277 通常枠 経営基盤強化に向けた下水道管更生用「光硬化性ＦＲＰ」製造技術確立事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市東区 R2012U00372 有限会社中村 5430002012540 通常枠 道産希少食材をフレンチの技法で持ち帰り・配達・ＥＣサービスを行う 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援セン

北海道 北海道 石狩市 R2012U00373 株式会社レゴリス 2430001068405 通常枠 フィットネスジムと健康管理システムの構築による、地域の健康増進事業 松川　武史

北海道 北海道 札幌市北区 R2012U00378 株式会社リヴスタイル 1430001027527 通常枠 北海道産の素材で「非日常」の住環境を演出するトレーラーハウス事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市白石区 R2012U00379 ジンギスカーン 通常枠 飲食業界における先進的デジタルトランスフォーメーション化事業 税理士法人常見会計

北海道 北海道 亀田郡七飯町 R2012U00380 どさんこミュゼ株式会社 9440001007578 通常枠 牧場ワーケーション施設への再構築事業 上田　健一

北海道 北海道 札幌市北区 R2012U00384 株式会社ＡＮＤ 1430001052491 通常枠 独自開発のＥＣサイトによる、男性に特化した美容ケア商品の販売 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

北海道 北海道 旭川市 R2012U00387 株式会社壺屋総本店 8450001001936 通常枠 テイクアウト型　非接触スタンドショップ展開とＴＥＡスイーツの開発・販売 旭川信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00388 株式会社和喜智 7430001059597 通常枠 ミシュラン２つ星の技と食材を活かした新商品による新店舗１店で昼夜２業態からなる店舗の展開 井上奈穂子

北海道 北海道 札幌市西区 R2012U00389 株式会社アイサム 6430001000140 通常枠 計測競技大会市場の新しいオンラインプラットフォーム（スマホアプリ）の構築とその事業運営 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00394 株式会社ＮＥＸＴ　ＬＥＶＥＬ 1430001032213 通常枠 レンジアップで品質アップ！奥芝の味を全国へ！直売からの業態転換 Ｃｏｌｏｒｚ国際税理士法人

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00399 株式会社ＳＨＡＲＥ 1430001056146 通常枠 低価格高回転率トレーニングジムから脳梗塞後遺症専門リハビリセンターへ 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 北広島市 R2012U00400 株式会社エーデルワイスファーム 6430001033421 通常枠 手造りハムメーカーの強みを活かしたベーカリーとオートキャンプ事業参入 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 旭川市 R2012U00402 株式会社北海道健誠社 2450001002857 通常枠 環境に優しい社会実現に向けた手術用リネンサービスへの道内初参入 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 石狩市 R2012U00404 株式会社エースランドリー 9430001032858 通常枠 既存事業の立地を生かしたテイクアウト・スタンド型カフェ事業へ 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市北区 R2012U00407 ヒトマチクラス株式会社 9430001067945 通常枠 廃材ロスを防ごう！建築廃材の再商品化 税理士法人マッチポイント

北海道 北海道 帯広市 R2012U00411 デリカファクトリー十勝株式会社 6460101000590 通常枠 業務用冷凍総菜の売上減少に伴い、ＯＥＭ企業として強みを活かし一般個人向けのアイスクリームＯＥＭ事業を開始 帯広信用金庫

北海道 北海道 小樽市 R2012U00413 株式会社小樽グリーンホテル 9430001049761 通常枠 観光地・小樽でのコロナ禍における新しい過ごし方の提案～地域に開かれた温浴施設の実現に向けて～ 株式会社フロウシンク

北海道 北海道 函館市 R2012U00414 有限会社プライム・オブ・ライフ 4440002003911 通常枠 人脈の輪を活かし、競合ではなく一緒に共闘できる最高の仲間の輪を構築 株式会社吉岡経営センター
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北海道 北海道 札幌市豊平区 R2012U00415 平岸ハイヤー株式会社 7430001014098 通常枠 地域のプラットフォームビジネス～タクシー会社の新しい存在価値～ 株式会社秋田銀行

北海道 北海道 上川郡美瑛町 R2012U00422 有限会社竹内山林緑化農園 9450002009052 通常枠 グリーンハウスを利用したコンテナ苗木の安定生産への挑戦 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00424 合同会社奏月 1430003004706 通常枠 障がい者向けグループホームの新規運営 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00425 株式会社ＣＯ＆ＣＯ 2430001060485 通常枠 提供方法の変更による、地域初の「カフェとワーキングスペースの融合に挑戦」 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 紋別市 R2012U00426 株式会社マルトク阿部水産 9450001010011 通常枠 郷土の食文化を消滅の危機から救う、飯寿司伝承プロジェクト 北見信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00427 黒須　博之 通常枠 貸切パーティールームから、非対面型写真プリント業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市東区 R2012U00429 株式会社斉藤工業 5430001065812 通常枠 つくる責任つかう責任資源化リサイクル事業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 帯広市 R2012U00430 有限会社野崎重機建設興業 7460102002627 通常枠 重機トレーニングセンターにおける新分野展開 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00432 株式会社ＴＡＩＳＨＩ 6430001059177 通常枠 観光集客施設の観光ＤＸマーケティングシステム開発プロジェクト 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00442 北海道マーケティング総研株式会社 2430001039562 通常枠 北海道の食文化発信とあらたな販売チャネルの開発事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 檜山郡江差町 R2012U00444 一般社団法人道南森林整備機構 7440005002668 通常枠 地元の耕作放棄地や山林を活用したＥＳＧサービス 道南うみ街信用金庫

北海道 北海道 帯広市 R2012U00453 株式会社十勝トテッポ工房 1460101005578 通常枠 地域資源を活用した和菓子・軽食参入による地域持続的発展事業 中井　宏

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00454 ＮＯＲＴＨ合同会社 7430003007785 通常枠 チーズの販売の開始 川崎　朋子

北海道 北海道 小樽市 R2012U00456 株式会社小樽ベイシティ開発 1430001075518 通常枠 異業種企業と提携してのウエルネスタウン構築への新分野展開 税理士法人ＦＰＣ

北海道 北海道 斜里郡斜里町 R2012U00457 有限会社しれとこ村 4460302004855 通常枠 宿泊業から観光地斡旋の経験を活かしたツアーガイドへの新分野展開 中村　健一郎

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00463 株式会社北山光社 9430001004386 通常枠 最新のファイバーレーザー加工機導入による、近隣地域の金属加工プロセスの品質向上プロジェクト 税理士法人札幌中央会計

北海道 北海道 小樽市 R2012U00464 株式会社トベックス 6430001050243 通常枠 「住まい」と「職場」を両立させる　ニューノーマルな働き方普及事業 空知信用金庫

北海道 北海道 上川郡上川町 R2012U00465 株式会社日創サポートシステム 2450001010050 通常枠 スポーツイベントを盛り上げるスポーツ関連グッズ特化型製造販売事業 経営ビューイング株式会社

北海道 北海道 千歳市 R2012U00473 フォトニックサイエンステクノロジ株式会社 7430001044120 通常枠 光部品事業から産業用光ファイバ関連装置事業への事業転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00478 ノーステックテレコム株式会社 3430001030272 通常枠 乳幼児向け発達検査とその結果に基づく指導案提供インターネットサービス事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 函館市 R2012U00483 有限会社ホテルテトラ 8440002004047 通常枠 ホテル内スペースを活用した「復活レタス」水耕栽培＆「函館レタスウニ」養殖事業と冷凍食品等の加工販売で小売業に参入 株式会社商工組合中央金庫

北海道 北海道 帯広市 R2012U00487 株式会社ＮＫユナイテッド 9460101001925 通常枠 地域会員制ラウンジによる新空間創出事業 帯広信用金庫

北海道 北海道 虻田郡洞爺湖町 R2012U00490 株式会社萬世閣 2010001145766 通常枠 地域初となる国内外エグゼクティブ向けプライベート空間提供への業態転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00493 株式会社共栄水産 2430001004558 通常枠 独自コールセンターを構築、コロナで落ちた需要を再起、待ちから攻めへ挑戦！ 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 富良野市 R2012U00500 北海道レストランサービス株式会社 7450001011028 通常枠 アフターコロナに向けたグランピング施設の開設 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市東区 R2012U00501 ディライトフル・アーツ株式会社 5430001034494 通常枠 食事業に特化した地域活性型クラウドファンディングサービス 苫小牧信用金庫

北海道 北海道 帯広市 R2012U00503 有限会社七重建設 9460102007203 通常枠 コロナ禍で需要が減少した住宅産業に対応するために産廃処理業へ参入する 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 R2012U00506 株式会社レンタコム北海道 9430001018650 通常枠 ドローンを活用した測量・点検サービス 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市南区 R2012U00511 第一商事株式会社 2430001020761 通常枠 「第一商事燻製専門土産店」出店プロジェクト 税理士法人しらかば綜合会計事務所

北海道 北海道 岩見沢市 R2012U00512 新友鋼産株式会社 7430001046488 通常枠 地域初！完全日本製の簡易構造物（コンテナ）の製造・販売事業 空知信用金庫

北海道 北海道 広尾郡大樹町 R2012U00516 有限会社八巻木材店 2460102006715 通常枠 新たな未来に向けた一歩を踏み出すために挑み続ける！ 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市豊平区 R2012U00520 北日本貿易株式会社 4430001068519 通常枠 オンライン・オフラインの融合によるマルチチャネル型医薬品小売業の展開 旭川信用金庫

北海道 北海道 虻田郡ニセコ町 R2012U00522 株式会社ニセコミルキーズ 3430001051806 通常枠 宿泊棟一部改築による収益率改善・新サービス提供による新市場進出 北海道商工会連合会

北海道 北海道 富良野市 R2012U00523 株式会社ベルハンガープレイス 6450001012373 通常枠 「ふらのすずかけメニューをご家庭にお届け」冷凍食品開発製造 旭川信用金庫

東北 青森県 青森市 R2022S00001 エステティックサロンＴＳＵＲＵ 緊急事態宣言特別枠 個室セルフエステ及びオンラインでのエステレッスン事業 加藤　丈博

東北 青森県 青森市 R2022S00003 合同会社ＪＩＰＡＮＧ 3420003001603 緊急事態宣言特別枠 ライブハウス事業による、青森の文化芸能活動の拠点形成 青森商工会議所

東北 青森県 青森市 R2022S00004 イタリア食堂ポルタ 緊急事態宣言特別枠 レストランから【持ち帰り専門店と青森初発酵料理教室へ】転換事業 公益財団法人２１あおもり産業総合支援セン

東北 青森県 東津軽郡平内町 R2022S00005 種八農園 緊急事態宣言特別枠 イベント出店での農産物・加工品販売から農家レストラン・農家民宿への転換による売上拡大事業 青森県商工会連合会

東北 青森県 弘前市 R2022S00006 株式会社石岡看板 2420001008873 緊急事態宣言特別枠 デジタルサイネージを活用したシェア型デジタル広告事業 弘前商工会議所

東北 青森県 弘前市 R2022S00008 株式会社キープザビート 4420001016998 緊急事態宣言特別枠 青森から世界に発信！地域に根差したレーベル事業 弘前商工会議所

東北 青森県 青森市 R2022S00009 株式会社フォトニコム 7420002002219 緊急事態宣言特別枠 写真スタジオ付き振袖レンタル事業の新規参入 米田　孝嗣

東北 青森県 弘前市 R2022S00010 株式会社ＴｅｉｓｙａｋｍｏｎＫ＆Ａ 7420001010271 緊急事態宣言特別枠 冷凍パンを活かした中華レストランの新たな展開 弘前商工会議所

東北 青森県 弘前市 R2022S00011 津軽振興会 緊急事態宣言特別枠 コロナに負けない！駅弁屋の製造販売チャレンジ！ 弘前商工会議所

東北 青森県 弘前市 R2022S00014 合同会社ＳＦＳ 5420003001452 緊急事態宣言特別枠 「オンライン配信局」設立による配信局（メディア）事業の立ち上げ 弘前商工会議所

東北 青森県 弘前市 R2022U00001 日本ハルマ株式会社 1420001009757 通常枠 りんご搾汁残渣からの機能性成分抽出プラント整備 弘前商工会議所

東北 青森県 弘前市 R2022U00005 株式会社角長 9420001008941 通常枠 急速冷凍を活用した青森県産天然ウナギ料理の販売に挑戦、新規顧客層への展開 株式会社青森銀行

東北 青森県 八戸市 R2022U00012 有限会社タクミライス 7420002005865 通常枠 お客様のニーズに叶う魅力的な国産米粉づくりへの新分野展開事業 近田　雄一

東北 青森県 八戸市 R2022U00018 株式会社オダプリント 8420001005691 通常枠 デザイン力＋デジタルラベルで新マーケットを創造する。 株式会社東京経営サポーター

東北 青森県 青森市 R2022U00021 ＡＵＲＡ－Ｇｒｅｅｎ　Ｅｎｅｒｇｙ株式会社 6420001014918 通常枠 低温炭化技術を活用しての、環境対応に配慮した新分野事業の構築 株式会社秋田銀行

東北 青森県 八戸市 R2022U00022 八戸酒類株式会社 8420001006418 通常枠 マチナカ酒蔵における直売所「はちつる蔵酒場（仮称）」の創出によるＢｔｏＣ展開と賑わいづくり 青森県中小企業団体中央会

東北 青森県 五所川原市 R2022U00025 ツガル精密機器株式会社 7420001016509 通常枠 ウエハ用ＦＯＵＰ／ＦＯＳＢ自動洗浄装置の高効率的な組立・生産システムの構築事業 山崎　淳一

東北 青森県 三沢市 R2022U00031 株式会社小坂工務店 4420001011413 通常枠 高度な情報管理システムの構築による米軍三沢基地関連工事の新規受注獲得 三八城税理士法人

東北 青森県 五所川原市 R2022U00032 イズミボウリングセンター株式会社 6420001007946 通常枠 地域シニア層をターゲットとしたフィットネス事業への事業転換 玉田　賢治

東北 青森県 西津軽郡深浦町 R2022U00033 齊敏機械 通常枠 海上と陸上無線を通じて災害から人命と漁業者を守る事業 青い森信用金庫

東北 青森県 青森市 R2022U00036 有限会社一級建築士事務所アネスト 6420002000396 通常枠 希少な国産（北海道産）ピートモスの採掘から生産の一貫生産体制の構築 東京中央経営株式会社

東北 青森県 十和田市 R2022U00038 有限会社下山旅館 8420002016688 通常枠 リモートワーク用スペース及びウェブ会議室の開設による販路開拓 十和田商工会議所

東北 青森県 平川市 R2022U00040 大和温泉 通常枠 温泉活用で健康寿命を延ばし気軽に通えるミニデイサービスの構築 株式会社青森銀行

東北 青森県 八戸市 R2022U00042 有限会社鈴木鉄工所 5420002007459 通常枠 最新複合同時加工機導入による超高精度部品製造と生産性向上 青い森信用金庫

東北 青森県 弘前市 R2022U00044 株式会社川村精肉店 1420002013064 通常枠 フルーツフレーバー肉というＢＢＱの新提案！ＢＢＱの全てが揃ショップ事業に挑戦。 帯川　雄三

東北 青森県 弘前市 R2022U00056 株式会社蝦夷ホールディングス 5420001016130 通常枠 ３０業態のロードサイドフードコート及び宅配サービス事業の展開 税理士法人しらかば綜合会計事務所

東北 青森県 八戸市 R2022U00057 株式会社ＲＩＳＡＳ 2420001013601 通常枠 ＬＥＤ製品の内製化とオーダーメイドに対応した基盤製品の販売 近田　雄一

東北 青森県 八戸市 R2022U00058 有限会社アルパジョン 8420002005988 通常枠 既存技術を活用した八戸せんべいの製造販売事業 中村　春樹

東北 青森県 青森市 R2022U00059 株式会社たか久 4420001001331 通常枠 港町青森ならではの食資源と観光の連携による地域活性化！食の観光施設への事業再構築 公益財団法人２１あおもり産業総合支援セン

東北 青森県 青森市 R2022U00061 株式会社城ヶ倉観光 2420001001110 通常枠 千年の歴史　秘湯蔦温泉と医療法人連携で新分野ウェルネスへの挑戦 株式会社青森銀行
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東北 岩手県 盛岡市 R2032S00001 株式会社初駒 7400001001297 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ時代を見据えた、生餃子無人販売事業への新規参入による事業再構築 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 R2032S00002 株式会社イシダ 2400001000262 緊急事態宣言特別枠 オンラインテイクアウト販売と店舗のコワーキングスペースへの活用による相乗効果の創出 岩手県中小企業団体中央会

東北 岩手県 盛岡市 R2032S00005 株式会社秀家 7400001008631 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から総菜・弁当を産直に卸す食品加工所への新分野展開。 税理士法人横浜総合事務所

東北 岩手県 紫波郡紫波町 R2032S00006 合名会社吾妻嶺酒造店 2400003000434 緊急事態宣言特別枠 海外市場への開拓と海外顧客へ継続的な商品提供をするための取組 株式会社東北銀行

東北 岩手県 盛岡市 R2032S00007 株式会社アプムン 4400001013989 緊急事態宣言特別枠 うどん専門店が作る冷凍うどんの製造・テイクアウト・通信販売事業 株式会社東北銀行

東北 岩手県 大船渡市 R2032S00008 株式会社海楽荘 4402701000580 緊急事態宣言特別枠 新たな宿泊形態の事業化と海藻類ドライフード商品製造及び販売事業化展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 奥州市 R2032S00012 株式会社三中井 1400601000844 緊急事態宣言特別枠 岩手初！生産者直送、旬の食材を使ったフルーツ大福専門店の新規開業 奥州商工会議所

東北 岩手県 八幡平市 R2032S00013 新安比温泉株式会社 5400001004161 緊急事態宣言特別枠 古代海水温泉で最高リラックス＆仕事はかどるワーケーションの宿 税理士法人クオリティ・ワン

東北 岩手県 盛岡市 R2032S00014 株式会社ゑん工房 3400001013552 緊急事態宣言特別枠 買い物弱者への自社製造の冷凍惣菜と真空パック惣菜の移動販売事業 盛岡信用金庫

東北 岩手県 大船渡市 R2032S00015 株式会社シーダスロジスティクス 2430001071697 緊急事態宣言特別枠 運送業から飲食業へ大胆な業種転換～地産地消でコロナを乗り越える！「焼肉胡蝶」の挑戦 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 R2032S00016 有限会社セントラルコーポレーション 2400002001805 緊急事態宣言特別枠 餃子製造機械導入による餃子のテイクアウトの販売 税理士法人秋山会計事務所

東北 岩手県 花巻市 R2032U00001 株式会社マックスコーポレーション 5400001005498 通常枠 「ゆとりある空間を提供可能とする喫茶店事業」への転換 山田コンサルティンググループ株式会社

東北 岩手県 奥州市 R2032U00005 岩手銘醸株式会社 4400601000560 通常枠 ハイブランド地域資源を使った本格リンゴ酒の開発による販路開拓 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 盛岡市 R2032U00008 株式会社ｄｏｏｒｓ 6400001013599 通常枠 「築古ビルのツカイカタ」　ＳＤＧｓ型“子ども大人教室マッチング事業” 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 一関市 R2032U00009 株式会社テクノアート 7400501000708 通常枠 特許技術によるファインバブル水素水（除菌水）の新しい提供方法による新分野開拓事業 岩手県中小企業団体中央会

東北 岩手県 西磐井郡平泉町 R2032U00015 有限会社翁知屋 8400502000730 通常枠 造るから魅せる事業へ転換する漆芸美術館とキッチンスタジオの整備 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 遠野市 R2032U00018 仲山林業株式会社 9400001010057 通常枠 木材加工の付加価値化のためのバイオマスチップ製造業への進出 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 盛岡市 R2032U00021 杜サービス株式会社 5400001001654 通常枠 居酒屋から惣菜販売・高齢者向け料理宅配へ。コロナ禍を乗り越える再構築 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 R2032U00022 株式会社グレイス 8400001014430 通常枠 乳幼児期からの早期療育に特化した次世代型療育支援事業 岩手県中小企業団体中央会

東北 岩手県 釜石市 R2032U00024 株式会社エイワ 6400001007295 通常枠 炉中分析装置導入によるスパッタリングターゲット材の受託溶解事業立ち上げ 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 花巻市 R2032U00027 株式会社ヒラガ 3400001005426 通常枠 サプライチェーン強化及びデジタル革命産業分野への挑戦！ 福田　治

東北 岩手県 遠野市 R2032U00030 Ｍｉｃｈａｅｌ’ｓ　Ｃａｆｅ 通常枠 小学生でも簡単に作れる　冷凍「アメリカンクッキー生地」製造業への転換 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 盛岡市 R2032U00031 株式会社田清 3400001004312 通常枠 ブッフェ形式飲食店から食品小売業“ベーカリー店”へ業態転換 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 盛岡市 R2032U00034 株式会社セレブプランニング 4400001004451 通常枠 ポストコロナ時代に新たなメモリアルアイテムの提供 八木橋美紀

東北 岩手県 遠野市 R2032U00035 上閉伊酒造株式会社 6400001006636 通常枠 パウチ充填ＣＡＳ凍結日本酒が実現する日本酒の流通革命 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 R2032U00037 株式会社ＴＯＬＩＭＳ 4400001013089 通常枠 排便機能障害を改善する骨盤底筋トレーニング装置開発による新分野展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 宮古市 R2032U00041 フジオ合同会社 9400003002011 通常枠 「土木ジオラマ」土木建設の安全と生産性向上を３Ｄで実現 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 胆沢郡金ケ崎町 R2032U00042 みどりの郷株式会社 5400001014185 通常枠 地域社会のニーズを踏まえた心身を豊かにする交流型フィットネス事業 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 盛岡市 R2032U00043 タヤマスタジオ株式会社 4400001009517 通常枠 南部鉄器鋳造法と３Ｄプリンタを活用した「現代的日常品」製造販売事業 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 盛岡市 R2032U00045 丸乃タイル株式会社 8400001001486 通常枠 エンドユーザー向けリノベーション付き中古住宅販売への新分野展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 紫波郡矢巾町 R2032U00046 株式会社サンクス・エクスプレス 1400001003778 通常枠 融雪剤散布地域における産業用自動車の錆劣化対策 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 花巻市 R2032U00052 有限会社松園総業 8400002008489 通常枠 ゴミに関する不安を解消する新サービス提供を通じた循環型社会への貢献 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 R2032U00053 株式会社ＭＤＳ 1400001003407 通常枠 居酒屋からうどん店とカフェ店を融合したフードコートへ業態転換 佐藤税理士法人

東北 岩手県 奥州市 R2032U00054 有限会社前沢実業 2400602001460 通常枠 葬祭会館から地域住民参加型のカフェ事業と貸し会議室運営の展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 二戸市 R2032U00057 山善鉄工建設株式会社 1400001007804 通常枠 コロナ後も増加予測、大型倉庫等可能なＨグレード鉄骨工事への転換 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 R2032U00059 株式会社イーアールアイ 1400001002185 通常枠 スマート工場を実現する作業者動作分析システムの普及拡大 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 R2032U00060 菊の司酒造株式会社 3400001000476 通常枠 岩手最古酒蔵の新提案！通年楽しめる新しい「生酒」の醸造・販売 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 大船渡市 R2032U00061 株式会社アサノ通運 2402701000005 通常枠 特殊米国型流通向け、特殊コンテナ開発による、米国型店舗物流への新規参入 株式会社みどり合同経営

東北 岩手県 下閉伊郡山田町 R2032U00062 佐々総業株式会社 1400001009016 通常枠 法面保護工事部門立ち上げによる公共工事の効率化と付加価値向上 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 二戸郡一戸町 R2032U00069 株式会社柴田産業 8400001008201 通常枠 県産木材を用いた大型木造建築事業参入による岩手林業の活性化 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 岩手県 奥州市 R2032U00072 水沢スポーツクラブ株式会社 4400601000346 通常枠 「東北初、スイミング＆ＨｉｐＨｏｐキッズダンスを学べる楽しい子供の集う場所」を提供します 株式会社岩手銀行

東北 宮城県 多賀城市 R2042G00001 株式会社ワンテーブル 7370001040522 卒業枠 「防災テーマパーク事業」の創造を通して、外部環境に影響を受けにくいかつ、既存事業と相乗効果のある事業を構築 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 石巻市 R2042S00001 日宝物産株式会社 8370301001000 緊急事態宣言特別枠 ＳＤＧｓ実現に向けた未利用魚を活用パスタソース等のカフェ向け業務用ＥＣ展開 石巻商工信用組合

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00004 株式会社Ｈ・Ｂ 1370001043290 緊急事態宣言特別枠 惣菜製造販売事業の新規展開による事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

東北 宮城県 加美郡色麻町 R2042S00005 ロア木工 緊急事態宣言特別枠 ３ＤスキャナーとＣＡＤソフトを導入し３ＤＣＡＤデータの作製、文化財の仏像レプリカ製作を行う事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00006 合同会社ＴＹＫ 3370003003266 緊急事態宣言特別枠 完全個室トレーニングジムの新規開店による新分野展開 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市太白区 R2042S00007 とり卓 緊急事態宣言特別枠 持続可能な飲食経営モデルを輩出　焼鳥店ＦＣ本部構築事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00008 株式会社ＭＳＣ 3370003001740 緊急事態宣言特別枠 飲食店から整体接骨院へ新規参入～最新機器と既存の対話力を活用～ 五十嵐　忍

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00009 上海苑 緊急事態宣言特別枠 本格中華をワンコインで味わえる麻婆丼専門店への転換 福田　治

東北 宮城県 柴田郡村田町 R2042S00011 株式会社東穀 4370101001732 緊急事態宣言特別枠 新型コロナに打ち勝つ！キッチンカーによる飲食事業への参入 ハイフィールド税理士法人

東北 宮城県 仙台市泉区 R2042S00013 ペルソナ研究所 緊急事態宣言特別枠 箪笥に眠る着物帯を再生　帯を活用したアート作品の販売事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 気仙沼市 R2042S00017 ＹＫ企画 緊急事態宣言特別枠 遊漁船及び遊覧語り部事業の構築 気仙沼信用金庫

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00018 株式会社ダイエー商事 2370001008887 緊急事態宣言特別枠 パティシエがつくったパン屋の新業態事業計画 廣瀬　好伸

東北 宮城県 宮城郡松島町 R2042S00019 一般社団法人梅部 7370005003913 緊急事態宣言特別枠 着物新ビジネス×低所得者層にも手が出る！安価×明朗会計で着物をもっと身近に 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 多賀城市 R2042S00020 株式会社仙台不動産管理センター 6370601002518 緊急事態宣言特別枠 不動産業から職人育成と空き家問題を解決する生活提案事業へ転換 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 石巻市 R2042S00022 有限会社錦木分店 2370302001839 緊急事態宣言特別枠 金物卸売からバリアフリーを中心としたリフォーム事業への展開 翠星企画株式会社

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00023 家めし酒場道楽 緊急事態宣言特別枠 仙台初！！壺焼き芋の販売 山田　晴康

東北 宮城県 仙台市泉区 R2042S00026 有限会社エム・アイ・ケー 8370002016677 緊急事態宣言特別枠 地産地消の食材を活用した「和×焼肉」への事業転換 中村　昭博

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00028 はんぞう 緊急事態宣言特別枠 東北食の結い人「はんぞう」－コロナ禍における生き残りを賭けた飲食店の高付加価値「事業転換」－ 千葉勇喜

東北 宮城県 仙台市太白区 R2042S00029 株式会社吉田酒店 9370001016917 緊急事態宣言特別枠 惣菜製造キッチン設立とＥＣサイトで地元飲食店の商品を全国に販売！ 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市泉区 R2042S00030 株式会社共栄実業 3370001018555 緊急事態宣言特別枠 新たな取り組みでの洗濯代行宅配サービス事業展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00031 有限会社マイ・プランニング 2370002008647 緊急事態宣言特別枠 物販販売用の新商品の開発とオンライン販売で新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 亘理郡亘理町 R2042S00032 共栄プラスチック株式会社 5370801000529 緊急事態宣言特別枠 ２軸巻取サイドシール機を導入による新たな高機能包装資材の製造 株式会社商工組合中央金庫

東北 宮城県 仙台市宮城野区 R2042S00033 野菜屋カフェヴェルデ 緊急事態宣言特別枠 巣ごもり需要に対応した野菜専門菓子・パンのオンライン販売事業 米森　達也
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東北 宮城県 仙台市太白区 R2042S00036 ガラス工房尚 緊急事態宣言特別枠 ガラス工房における飲食（食事提供）と体験教室の新設及び３Ｄバーチャルギャラリーの構築 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00039 株式会社ティーフィールズ 6370001041827 緊急事態宣言特別枠 「アニメの聖地」宮城県石巻市の文化・特徴を活かした新分野（アニメ関連商品の販売・イベント開催）への展開 吉成　健二

東北 宮城県 宮城郡七ヶ浜町 R2042S00040 合同会社ｆｌｕｉｒ 5370603000347 緊急事態宣言特別枠 地元・七ヶ浜ブランドを全国へ届ける！食品製造業への転換 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00041 藤田建築設計事務所 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍において増加する空きテナント利活用を提案する事業 仙台商工会議所

東北 宮城県 石巻市 R2042S00042 エスニックレストランＢａｍｂｏｏ　Ｓｈｏｏｔ 緊急事態宣言特別枠 大型医療施設と提携した、新しいキッチンカービジネス レンタルＥＣ株式会社

東北 宮城県 仙台市宮城野区 R2042S00046 有限会社音屋 7370002006984 緊急事態宣言特別枠 ＭＶ作成サービス開始に伴う、スタジオの改装 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 黒川郡大和町 R2042S00048 カラオケＪＯＹ 緊急事態宣言特別枠 カラオケ店からの挑戦・ジェラソフトで家族を笑顔　ソフト？ジェラート？ 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市若林区 R2042S00049 株式会社４ｌｉｆｅ 5370001042751 緊急事態宣言特別枠 「着る人を選ぶ」「ｋａｗａｉｉ」女性向けゴルフウエアの企画・販売事業 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 大崎市 R2042S00050 桜井こけし店 緊急事態宣言特別枠 伝統的工芸品のこけし製造場所の一部を予約制イベントスペースへ改修 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00051 株式会社アド・エータイプ 9370001014557 緊急事態宣言特別枠 デジタル素材のオンラインマーケットプレイス提供事業 株式会社ライトアップ

東北 宮城県 仙台市若林区 R2042S00052 株式会社ドリーム企画 3370001043314 緊急事態宣言特別枠 地域密着型まごころサポートへの事業転換 税理士法人青木＆パートナーズ

東北 宮城県 名取市 R2042S00053 ペットサロンアンドホテルリトルドッグ 緊急事態宣言特別枠 ペット事業老舗による「地域密着型、大切なペットの最後に寄り添う事業」 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 亘理郡亘理町 R2042S00056 みやぎのあられ株式会社 7370801000601 緊急事態宣言特別枠 地域食材を使った誰でも食べやすい「宮城のパフせんべい」開発とお家で「米菓」に親しめるオンラインサービス 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00057 真 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍を配慮したＥＣ事業、テイクアウト•デリバリー事業を軸としたマルチチャンネル戦略の展開 株式会社ライトアップ

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00058 しずく屋 緊急事態宣言特別枠 新鮮な三陸の魚介類の定期購入サイト「しずく屋のお魚屋さん（仮）」をオープン！ 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市太白区 R2042S00061 合同会社和楽 4370003004569 緊急事態宣言特別枠 コロナに負けるな！キッチンカーで笑顔を！ 仙台商工会議所

東北 宮城県 石巻市 R2042S00063 合同会社シカラボ 7370003004566 緊急事態宣言特別枠 完全受注生産のオーダーメイド型ペット用おやつ事業への進出 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市若林区 R2042S00064 株式会社リベルタ 7370001038772 緊急事態宣言特別枠 低価格高品質の洗車・カーコーティング事業 村田　幸一

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042S00066 ハンサラン 緊急事態宣言特別枠 宮城の食材と韓国の魅力を非対面で全国に届けるプロジェクト！ 株式会社ライトアップ

東北 宮城県 名取市 R2042U00006 株式会社橋本建機 9370801000228 通常枠 新分野展開として、製造業に進出し事業の再構築を図る事業計画 税理士法人財務プランニング

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042U00009 株式会社ゼンエンタープライズ 7370001020516 通常枠 仙台新名物「仙台牛かつ」とマルチチャネル販売を魅力とした「揚げ物専門店」事業 株式会社ライトアップ

東北 宮城県 大崎市 R2042U00011 美容室　リタ 通常枠 ストレスフルなあなたに美容室リタが提供する『極上のリラクゼーションと健康美』を 宮城第一信用金庫

東北 宮城県 牡鹿郡女川町 R2042U00012 株式会社サンスイ 3370301000601 通常枠 冷凍刺身・冷凍フィレ加工品の製造販売事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 宮城郡利府町 R2042U00017 欅産業株式会社 8370601000222 通常枠 次の百年へ繋ぐ伝統的工芸品のシンカ　～「進化」と「新化」～ 翠星企画株式会社

東北 宮城県 富谷市 R2042U00019 株式会社福互 2370001019620 通常枠 オーダーメイド対応デジタル家具販売事業 田中　宏司

東北 宮城県 富谷市 R2042U00022 有限会社コスモテックス 1370002020512 通常枠 介護事業者向けマウスピース（商品名レイバースプリント）の製作、販売 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 大崎市 R2042U00023 株式会社北川 1370201000109 通常枠 「ＤＸ葬（デジタルトランスフォーメーション葬儀）への業態転換 有限会社まる進

東北 宮城県 気仙沼市 R2042U00025 高橋水産株式会社 4370501000292 通常枠 高付加価値化とＳＤＧｓを両立させる水産原料供給ライン整備事業 株式会社千葉銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042U00029 株式会社ＸＭＡＴ 7370001044052 通常枠 拡張現実技術を用いた測量・施工情報の可視化サービス 株式会社商工組合中央金庫

東北 宮城県 仙台市太白区 R2042U00031 株式会社わざケア 1370001021387 通常枠 介護・医療・障害福祉サービスの総合空き情報検索サイト「アキシル」 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 石巻市 R2042U00033 株式会社ＰＳＳ 8370301002477 通常枠 革新的技術の半導体製造装置の開発及び市場参入で事業再構築を図る 石巻商工信用組合

東北 宮城県 仙台市宮城野区 R2042U00035 株式会社大祥 5370001025434 通常枠 仮設足場工事業への新規参入 株式会社ＯＡＧコンサルティング

東北 宮城県 栗原市 R2042U00039 株式会社久我 5370201003132 通常枠 障がいのある方が地域の中で家庭的な雰囲気のもと共同生活を行う施設運営 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市泉区 R2042U00041 株式会社ミネケン 9370001020126 通常枠 「建設用金物およびサイン」の製造加工部門の新設事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042U00046 株式会社トラクシィ 5370001021615 通常枠 飲食店から「仔虎」ブランドを活かした商品の製造と販売への転換 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 R2042U00048 エネックスジャパン株式会社 6370001006672 通常枠 急成長が期待される食品添加用アルゴンガスの製造による食品分野への新規参入 株式会社山形銀行

東北 宮城県 仙台市泉区 R2042U00051 株式会社たかやま 7370001022644 通常枠 炭のプロが作るＢＢＱに特化したアウトドア用品の生産 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 柴田郡柴田町 R2042U00052 仙南生コンクリート株式会社 2370101001239 通常枠 産業廃棄物処理業（がれき類）参入計画　循環型社会の構築「コンクリートの生産～販売～回収～再生」 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 塩竈市 R2042U00055 オフィスＴＲ 通常枠 街に活気を！最新技術と伝統文化で世の中を明るくする事業 塩釜商工会議所

東北 宮城県 仙台市若林区 R2042U00058 菅原産業株式会社 2370001003252 通常枠 ＰＣＢ廃棄物処理サポート事業への参入計画 西　真一

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042U00063 株式会社ＪＡＲＡ 6370001044994 通常枠 デジタルマーケティングと自然や伝統を融合させた体験型野外レジャー施設の運営 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 黒川郡大郷町 R2042U00064 株式会社泉エキスプレス 5370001017464 通常枠 コロナを乗り越えて付加価値向上するための大郷町での営業倉庫業の進出 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 栗原市 R2042U00076 有限会社ゑびす 3370202005220 通常枠 嗜好性特化型顧客向け業販家庭用加工冷凍食品製造業への業種転換 仙北信用組合

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042U00082 株式会社閣 6370001039342 通常枠 仙台牛たんファンのための中長期保存可能な商品をお届けしたい！ 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

東北 宮城県 石巻市 R2042U00089 株式会社バンブーファクトリー 5370001041852 通常枠 炭化と賦活を同時に行う活性炭製造プラントの導入による高性能活性炭の開発 有限会社クレメンティア

東北 宮城県 大崎市 R2042U00094 株式会社ニューテック 5370201000344 通常枠 精密部品製造会社が行う、ＣＦＲＰ成形用の大型金型製造による炭素繊維関連市場への新規参入 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042U00100 ディーラープロデュースアンドコミュニティ株式会社 1370001022121 通常枠 カーディラー向け自動車配送代行管理ＩＴシステムによる事業再構築計画 Ｗ＆Ｔ経営デザイン合同会社

東北 宮城県 大崎市 R2042U00104 ヒューティスト株式会社 5370201003917 通常枠 ＡＩマッチング機能を備えた人材紹介プラットフォームの構 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 R2042U00105 株式会社桜波 7370003001555 通常枠 日本食のシンガポールＥＣ販売プラットフォーム「Ｐａｌｍ　Ｍａｒｋｅｔ」構築事業 株式会社きらやか銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 R2042U00106 有限会社ケイプランニング 4370002007300 通常枠 高年齢者及び障害者の雇用促進に寄与する餃子製造工場創設 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042U00110 東洋機械株式会社 6370001009403 通常枠 一般廃棄物の収集運搬業及び再生事業 株式会社商工組合中央金庫

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042U00116 株式会社佐々木 3370001043495 通常枠 居酒屋＋寿司を実現し新たな飲食文化と持ち帰り品の提供 税理士法人青木＆パートナーズ

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042U00119 匠ソリューションズ株式会社 2370001015347 通常枠 次世代クリエイターを支援するモノづくりスタジオ事業 郡山　健一

東北 宮城県 仙台市若林区 R2042U00121 株式会社ＴＨＲＥＥ 4370001042001 通常枠 移動販売のノウハウを学べ体験できる、フードトラック大学の開設 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 大崎市 R2042U00122 有限会社くらしま生花店 8370202000324 通常枠 お花で語り合う家族葬 古川商工会議所

東北 宮城県 仙台市宮城野区 R2042U00125 株式会社カリーナフードサービス 6370001011706 通常枠 高度凍結小ロットＯＥＭ特化低糖質市場向け付加価値食品新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 気仙沼市 R2042U00137 株式会社舟屋葬祭 1370501000403 通常枠 高齢多死社会に備えた、「ご遺体ホテル」の建設 株式会社北日本銀行

東北 宮城県 東松島市 R2042U00139 株式会社上東五和 6370301001480 通常枠 新しい生活様式に対応するためのワンストップ葬祭サービスの事業化 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市太白区 R2042U00141 合同会社ＰＥＲＳＥ 2370003003548 通常枠 既存の接客技術を活かした貴金属やブランド品の買取店への業態転換 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市太白区 R2042U00143 株式会社馬渕工業所 3370001002229 通常枠 未利用熱活用による省エネ装置製造販売に必要な「見せる開発現場」の構築 株式会社商工組合中央金庫

東北 宮城県 大崎市 R2042U00144 フリーライン大崎店 通常枠 最新３Ｄキャプチャー技術、マターポート導入事業 古川商工会議所

東北 宮城県 仙台市若林区 R2042U00150 株式会社エコ乃家 9370001018673 通常枠 コインランドリー併設型フレッシュベーカリー事業への新分野展開 ＢＭＳアソシエイツ株式会社

東北 宮城県 仙台市青葉区 R2042U00152 合同会社鮨よねくら 7370003004153 通常枠 みやぎの旨いをおうちで堪能！ごはんと煮物　米蔵弐号の和み弁当 インテグリ税理士法人

東北 宮城県 名取市 R2042U00155 株式会社オリエンタルホスピタリティギャルソン 8390001006000 通常枠 農商連携を武器に内・中・外食のトータルフードサービス事業への参入 都筑　正之
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東北 宮城県 遠田郡美里町 R2042U00156 キョーユー株式会社 2370201000124 通常枠 洋上風力発電における機構部品加工技術の構築と新規参入の実現 株式会社七十七銀行

東北 秋田県 横手市 R2052S00001 株式会社横手市民市場 8410001008935 緊急事態宣言特別枠 食の市場が届ける子供・高齢者向け弁当宅配事業 加賀谷正純

東北 秋田県 大館市 R2052S00002 有限会社なにわ 3410002010060 緊急事態宣言特別枠 すし店・仕出し店としての強みを活かした宿泊サービスへの新展開 秋田県中小企業団体中央会

東北 秋田県 横手市 R2052S00005 有限会社グルメ 4410002012997 緊急事態宣言特別枠 食と健康を支える健康メニューの提供とドライブスルーの導入 税理士法人ザイム・ゼロ

東北 秋田県 横手市 R2052S00007 株式会社エガミ 3410001008799 緊急事態宣言特別枠 「ウイズコロナ時代に対応！ファッションで暮らしを楽しくするサービスを創造しつづけるための事業再構築事業」 株式会社小室経営コンサルタント

東北 秋田県 秋田市 R2052U00002 株式会社ケイライン 3410001011076 通常枠 建築・物流の多事業ノウハウを活かした、木製玩具市場への進出による木材利用促進 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 湯沢市 R2052U00004 株式会社無限堂 5410001005638 通常枠 そうざい等製造能力の取込みによる中食市場への新規進出等 株式会社七十七銀行

東北 秋田県 秋田市 R2052U00006 株式会社アンドアッシュ 8410001007714 通常枠 照明システム導入で新分野展開をし、コロナ禍の開催様式に合わせたイベントプロデュースを行う 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 大館市 R2052U00015 株式会社Ｅ＆ＴＡＭＡＧＯ 4410001005903 通常枠 熟成技術による新商品・新販路への思い切った新分野展開！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 秋田県 秋田市 R2052U00019 株式会社シーエスエー 3410001012108 通常枠 内製化で整備品質を維持する「オンライン整備」事業 秋田中央税理士法人

東北 秋田県 横手市 R2052U00021 フォトヒカリエ 通常枠 スタジオフォトウェディングへの業態転換による事業規模の拡大 株式会社小室経営コンサルタント

東北 秋田県 秋田市 R2052U00029 株式会社アップル 4410001004500 通常枠 東北初！歯科医院専門の滅菌ビジネスモデルの構築 株式会社ダストボックス

東北 秋田県 大仙市 R2052U00031 カフェ・ビーコロ 通常枠 カフェとＰＣ教室による相乗効果を得るＰＣスクール新規事業計画 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 湯沢市 R2052U00034 株式会社理趣 7410001005669 通常枠 衰退するアパレル市場の復活を目指しスタイリスト接客をオンラインで全国へ 小林　科樹

東北 秋田県 雄勝郡羽後町 R2052U00042 有限会社羽後大一興業 3410002008146 通常枠 特殊発泡ポリスチレンによる未来に向けた建築事業への参入 秋田県商工会連合会

東北 山形県 山形市 R2062S00001 株式会社モス山形 1390001002625 緊急事態宣言特別枠 新型コロナに対応したアウトドア型レストラン事業による売上拡大 株式会社荘内銀行

東北 山形県 酒田市 R2062S00002 有限会社エス企画 6390002008609 緊急事態宣言特別枠 「未来に向けて飲食店は進化する！テイクアウト、ＥＣ販売、店内飲食３つの柱の両立！」 株式会社山形銀行

東北 山形県 米沢市 R2062S00003 米沢絨毯有限会社 1390002013596 緊急事態宣言特別枠 米沢緞通織機１５０㎝巾の新設による緞通製造 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 R2062S00005 株式会社オフィスエムズ 3390001005659 緊急事態宣言特別枠 山形の出前文化復活から高齢者世帯の声掛け運動で地域に貢献 澁谷　和

東北 山形県 山形市 R2062S00006 有限会社ＭＡＹＢ’ＥＭ 6390002005952 緊急事態宣言特別枠 スポーツ選手へのケアノウハウを活かしたオンラインサブスク型のボディメンテナンス指導 宮城県商工会連合会

東北 山形県 山形市 R2062S00007 株式会社ＬＡＢＥＬ　ＬＩＮＫ 4390001014865 緊急事態宣言特別枠 宮城県唯一のプリン専門店開業！テイクアウトと通販で新市場開拓 佐藤　光一郎

東北 山形県 上山市 R2062S00009 株式会社月岡ホテル 4390001015211 緊急事態宣言特別枠 上山ワイン、山形の地酒の魅力発信基地としての不動産賃貸事業 山形県商工会連合会

東北 山形県 村山市 R2062S00010 カフェアルドーレ 緊急事態宣言特別枠 カフェの新たな挑戦！オフィス向け飲料サブスクリプション事業 米森　達也

東北 山形県 米沢市 R2062S00011 ピッツェリア・デ・ナプレ 緊急事態宣言特別枠 ナポリピッツァ専門店による移動販売並びにテイクアウト事業への新分野展開 税理士法人松田パートナーズ会計

東北 山形県 山形市 R2062S00012 合同会社ＧＬＡＭＰｉＣ 3390003001689 緊急事態宣言特別枠 空き地を活用したアウトドア事業への転換 大貫　良一

東北 山形県 鶴岡市 R2062S00013 株式会社本長 5390001007810 緊急事態宣言特別枠 庄内ブランド魚等を使った漬け魚加工事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 R2062S00015 有限会社蔵王サンハイム 4390002001029 緊急事態宣言特別枠 地元隣県個人客向けに「新たなスタイルの飲食サービス」と「道の駅型観光施設」への新分野展開
きらやかコンサルティング＆パートナーズ株

式会社

東北 山形県 長井市 R2062S00016 有限会社後藤ドライクリーニング 2390002014882 緊急事態宣言特別枠 清潔・安心の中古衣類のリユース事業によるＳＤＧｓへの貢献 株式会社商工組合中央金庫

東北 山形県 天童市 R2062S00017 ファニーディップ 緊急事態宣言特別枠 地域活性！魅力発信！ポストコロナを見据えた新規ラーメン店事業 山形県商工会連合会

東北 山形県 酒田市 R2062S00018 株式会社ホテルリッチ酒田 6390001006539 緊急事態宣言特別枠 プロモーション動画制作サービスを新規事業とした事業再構築 伊藤　正佳

東北 山形県 上山市 R2062S00019 株式会社あらい 4390001013776 緊急事態宣言特別枠 「モノ（鋳物商品）の販売」から「コト（付加価値）の提供」へ 山形県商工会連合会

東北 山形県 寒河江市 R2062S00020 有限会社三協自動車 5390002015614 緊急事態宣言特別枠 地方整備工場が排ガス抑制とコンバートＥＶでグリーン社会へ挑戦 山形県商工会連合会

東北 山形県 山形市 R2062S00023 マーズクリエイティブ合同会社 2390003001302 緊急事態宣言特別枠 接触頻度を下げる完全予約制プライベートサロンの設置と訪問美容サービス 山形商工会議所

東北 山形県 山形市 R2062S00024 株式会社フーツラ 9390001014349 緊急事態宣言特別枠 大工によるリモートコントロール技術コンサルティング事業 株式会社荘内銀行

東北 山形県 鶴岡市 R2062S00027 インフィニティ・ラボ株式会社 3390001014841 緊急事態宣言特別枠 腸内細菌叢の代謝解析に特化した受託サービス事業の構築 株式会社荘内銀行

東北 山形県 最上郡大蔵村 R2062S00028 有限会社賀登屋旅館 2390002011129 緊急事態宣言特別枠 湯治文化を多面的展開！外国人観光客の新しい旅需要の開拓へ挑戦 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 長井市 R2062U00001 株式会社アートライフ長崎屋 2390001010998 通常枠 子育てや働く女性、さらに高齢者女性をターゲットとしたオンラインフィットネス事業 株式会社荘内銀行

東北 山形県 山形市 R2062U00003 株式会社寒河江製作所 9390001000670 通常枠 半導体製造装置部品への設備導入と自社技術開発による新分野展開 一瀬　章

東北 山形県 村山市 R2062U00007 有限会社寺西製作所 6390002011686 通常枠 手軽にベランピングを満喫できるバルコニー付きカーポートの製作販売 株式会社荘内銀行

東北 山形県 天童市 R2062U00014 株式会社市重郎建設 7390001004293 通常枠 サバイバルゲームとＦＰＳのギャップをＩｏＴ化により埋め、新たな体験型エンタメを提供する 税理士法人ＡＭＡＧＵＣＨＩパートナーズ

東北 山形県 山形市 R2062U00015 株式会社バンブーワークス 5390001005434 通常枠 山形市郊外旧家リノベーションによる食と癒しの空間事業 澁谷　和

東北 山形県 米沢市 R2062U00016 ＫＯＭＦＯＲＴＡ 通常枠 地元のお米を自家製粉で生米粉グルテンフリーバウムクーヘン 米沢信用金庫

東北 山形県 天童市 R2062U00018 株式会社ミューコス 8390001004607 通常枠 新設備導入と水溶性切削液使用による水素ステーション関連部品への新分野展開 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 山形市 R2062U00019 株式会社中村紙工 2390001005420 通常枠 レンタルキッチンを利用した初期投資ゼロの開業支援事業 株式会社荘内銀行

東北 山形県 米沢市 R2062U00020 株式会社広川製作所 1390002013299 通常枠 医療向け用新製品の展開による新たな市場への進出と製造ラインのＩｏｔ化 米沢信用金庫

東北 山形県 鶴岡市 R2062U00021 有限会社赤川農機 4390002009022 通常枠 農機具業者向け中古農業用機械の買取販売ＦＣ本部の新規構築事業 藤原　和江

東北 山形県 米沢市 R2062U00023 株式会社ニューテックシンセイ 8390001010051 通常枠 製造ラインに対応した協働ロボットの用途開発及びカスタマイズサービス 株式会社山形銀行

東北 山形県 天童市 R2062U00026 株式会社水戸部酒造 2390001004604 通常枠 りんごシードルの開発と酒蔵ツーリズムによるＤ２Ｃへの業態転換 若杉　拓弥

東北 山形県 山形市 R2062U00027 株式会社富岡本店 4390001001277 通常枠 オンライン設備を活用した音楽教室事業展開と楽器類販売事業の再構築 株式会社山形銀行

東北 山形県 最上郡戸沢村 R2062U00028 最上峡芭蕉ライン観光株式会社 7390001008740 通常枠 グランピング事業の新分野展開で通過型観光から滞在型観光へ 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 R2062U00029 株式会社環境管理センター 9390001007534 通常枠 資源循環業への展開を図る、廃棄物処理業者の家財再商品化計画 山形県商工会連合会

東北 山形県 山形市 R2062U00031 株式会社佐々木ダイヤ精研 2390001005057 通常枠 木工用切削工具業界への新規参入による売上と収益の拡大 株式会社荘内銀行

東北 山形県 新庄市 R2062U00033 サシムラ株式会社 6390001008980 通常枠 地域活性、再生可能エネルギーで温浴事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 R2062U00036 株式会社笹原 3390001007564 通常枠 ＥＣも活用したベーカリーカフェレストラン及びコワーキングスペースの新規事業 加藤　千尋

東北 山形県 米沢市 R2062U00038 相田建設株式会社 8390001009705 通常枠 地元間伐材の価値最大化を目的とした林業１０次産業化推進事業 米沢商工会議所

東北 山形県 米沢市 R2062U00042 渡部紙工株式会社 9390001010208 通常枠 生産・販売促進の加工サービスの新分野展開による事業再構築 株式会社ＳＡＰＴＡ

東北 山形県 東根市 R2062U00046 ピーアイエス株式会社 2390001009660 通常枠 自動車生産装置製造技術の強みを活かした食品加工市場への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 R2062U00047 みよし工業有限会社 6390002002660 通常枠 新素材を用いた感染対策製品及び５Ｇ等の電磁波シールド部材の開発、製造、販売 株式会社山形銀行

東北 山形県 東村山郡山辺町 R2062U00048 米富繊維株式会社 5390001002456 通常枠 ライヴコマースと体験型ファクトリーストアによる製造小売業への業態転換 株式会社山形銀行

東北 山形県 西置賜郡飯豊町 R2062U00052 有限会社渡部製材所 8390002015280 通常枠 山形県産原木を使用した木製家具の製造・販売で売上拡大 株式会社荘内銀行

東北 山形県 東根市 R2062U00055 株式会社東根農産センター 6390001013023 通常枠 食材ロスゼロを目指した簡便食材製造による仲卸業から食品加工業への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 R2062U00056 株式会社マルフジ車体 3390001015427 通常枠 板金塗装とコンテナ塗装の一括受注対応による事業再構築計画 税理士法人あおば

東北 山形県 天童市 R2062U00058 株式会社一樂荘 6390001004286 通常枠 築１００年の蔵を改装した、温泉と自社ビールが楽しめるワ―ケーション施設への業態転換 株式会社山形銀行
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東北 山形県 山形市 R2062U00064 株式会社トラベルパートナー 6390001004237 通常枠 旅行会社によるＩＴ化・非対面一棟貸切宿泊施設開業と貸別荘の業態転換 株式会社山形銀行

東北 山形県 西村山郡河北町 R2062U00065 株式会社シーアイテクニカル 5390001012281 通常枠 ステンレスやアルミの高精度加工技術を活かし、医療器及び薬品製造装置部品加工へ参入 株式会社荘内銀行

東北 山形県 天童市 R2062U00067 理容たけだ 通常枠 脱毛機器設置とシェービングによる個室型セルフ脱毛への新展開 天童商工会議所

東北 山形県 南陽市 R2062U00068 有限会社割烹日の出 2390002014222 通常枠 焼き肉店×子供×スイーツ×非接触化の事業再構築 山形県商工会連合会

東北 山形県 山形市 R2062U00073 本多アルミ株式会社 6390001001721 通常枠 新規受注による産業ロボット部品製作に必要な新設備導入 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 R2062U00074 株式会社亀や 1390001007533 通常枠 ホテルの機能性と旅館の情緒性が融合した温泉旅館の新機軸 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 鶴岡市 R2062U00077 有限会社大滝商店 2390002009148 通常枠 廃プラスチック類のＲＰＦ固形燃料用原料製造事業への新分野展開 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 鶴岡市 R2062U00079 山形優味株式会社 2390001014636 通常枠 懐石料理店から海鮮炭火焼き店への転換と加工品のＷｅｂ全国展開事業 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 山形市 R2062U00082 テーラーウラヤマ 通常枠 県内初　管理システムアプリを利用した衣類専門のレンタルクローゼット 兼子　和伴

東北 山形県 米沢市 R2062U00084 株式会社小嶋総本店 1390001009851 通常枠 糀甘酒を活用したバランス栄養食開発と、新生産体制導入による事業再構築 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 R2062U00087 株式会社寒河江商店 8390001015125 通常枠 アレルギー対応のアイスケーキとイタリア菓子を製造・販売する 株式会社山形銀行

東北 山形県 酒田市 R2062U00089 株式会社コステム 2390001006179 通常枠 航空機用パーツ製造から宇宙機器産業用パーツ製造への新分野展開 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 山形市 R2062U00091 株式会社大江車体特装 8390001000366 通常枠 自社製品「平常時でも使える災害支援車」の製造販売事業へ業態転換 株式会社フォーバル

東北 山形県 山形市 R2062U00096 オガル株式会社 1390001015206 通常枠 空きビルを活用したシェアオフィス運営によるテレワーク推進事業 山形商工会議所

東北 山形県 山形市 R2062U00098 有限会社立花 5390002001721 通常枠 最新冷凍技術を活用した「冷たい肉そば」のネット販売 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 R2062U00101 ネムール株式会社 4390001001533 通常枠 スマホでのセルフ測定とオーダー寝具販売システム開発による業態転換 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 南陽市 R2062U00105 株式会社三幸ソーイング 8390001010613 通常枠 地域産業を守る、中小縫製業者による国内製造を義務付けられた衣料品の生産体制の再構築 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 R2062U00108 ＫＡＷＡＤＡ理研株式会社 2390001008233 通常枠 車載関連へ新分野展開するための再構築事業 株式会社荘内銀行

東北 山形県 南陽市 R2062U00110 宮城興業株式会社 9390001010686 通常枠 革靴製造技術を活かしたアウトドア商品の新分野開拓による事業再構築計画 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 鶴岡市 R2062U00120 有限会社ＯＦＦＩＣＥ　Ｙ’ｓ 8390002010595 通常枠 ２４時間３６５日稼働のロジスティクス・ソリューション 株式会社荘内銀行

東北 山形県 西置賜郡白鷹町 R2062U00122 黒澤建設株式会社 3390001013629 通常枠 高級食パン専門店を兼ね備えたモデルハウス新築事業 丹野　覚

東北 山形県 山形市 R2062U00123 アルトバルーン 通常枠 空間アート技術を活かした『非日常空間を演出する』アニバーサリーカフェ 税理士法人ＡＭＡＧＵＣＨＩパートナーズ

東北 山形県 山形市 R2062U00124 有限会社山形鋳材 6390002002792 通常枠 シェルマシーン導入による中子製品内製化と売上拡大 株式会社山形銀行

東北 山形県 酒田市 R2062U00125 松岡株式会社 3390001006789 通常枠 半導体製造装置部品加工に参入し、生産用機械器具製造業への事業転換を実現 株式会社荘内銀行

東北 山形県 米沢市 R2062U00126 香坂酒造株式会社 7390001009854 通常枠 不退転で挑む！地域初！体験型直販事業進出と情報発信基地の創設 株式会社山形銀行

東北 山形県 東置賜郡川西町 R2062U00130 株式会社藤島建設 3390001010774 通常枠 ３次元測量機及びドローンを用いた測量分野への進出 米沢信用金庫

東北 福島県 会津若松市 R2072S00002 竹籐 緊急事態宣言特別枠 竹屋の座売りと娘の茶屋とハンドメイド商品向け貸し棚のトリニティ 会津信用金庫

東北 福島県 郡山市 R2072S00003 日計産商株式会社 8380001006109 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍で市場が拡大しているオーダーメイドユニットハウスの製造 滝田　薫

東北 福島県 福島市 R2072S00004 納屋カフェ椿 緊急事態宣言特別枠 レンタルスペース事業による芸術発信機会の提供と福島の食材を味わえるテイクアウト事業 髙司　浩史

東北 福島県 いわき市 R2072S00005 食・ネットワーク株式会社 2380001023290 緊急事態宣言特別枠 新分野展開　イタリアン惣菜の販売 株式会社東邦銀行

東北 福島県 須賀川市 R2072S00006 株式会社グランシア須賀川 9380001011264 緊急事態宣言特別枠 新型コロナウイルス感染症に対応したリモートウェデイングの事業化 株式会社ガイア・プロジェクト

東北 福島県 福島市 R2072S00007 株式会社四輪販売福島サービス 6380001017090 緊急事態宣言特別枠 地域住民のサードプレイスとなるべく整備工場にカフェを併設！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 福島県 福島市 R2072S00010 吉野輪業商会 緊急事態宣言特別枠 ふくしまサイクリング周遊拠点づくりプロジェクト 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 喜多方市 R2072S00011 自然食品ばんだい 緊急事態宣言特別枠 低感染リスク型冷凍自動販売機の導入による新たな販路への挑戦 会津信用金庫

東北 福島県 本宮市 R2072S00012 スタジオナカジョウ 緊急事態宣言特別枠 空き店舗を利用したシェアスタジオ・シェアサロンの新規参入 福島県商工会連合会

東北 福島県 いわき市 R2072S00014 有限会社水庭自動車 5380002026273 緊急事態宣言特別枠 カーボンニュートラルの実現に向けた燃料電池自動車（ＦＣＶ）の車体整備事業 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 福島市 R2072S00015 有限会社益蔵 1380002007079 緊急事態宣言特別枠 異なる３事業によるマルチ事業化により、ポートフォリオの構築を実現！ 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 福島市 R2072S00016 特定非営利活動法人ふくかんねっと 9380005002326 緊急事態宣言特別枠 交流事業経験と地縁を活用した障害者支援事業の実施計画 八鍬　啓二

東北 福島県 須賀川市 R2072S00017 有限会社スペースワン 6380002019920 緊急事態宣言特別枠 地域初、コロナ禍に対応した子供向けの本格的ダンス教室 滝田　薫

東北 福島県 福島市 R2072S00018 株式会社野代工業 1380001024653 緊急事態宣言特別枠 個人宅向け抗菌・清掃サービスへの展開 髙司　浩史

東北 福島県 会津若松市 R2072S00019 合同会社大成企画 6380003004269 緊急事態宣言特別枠 イートインとテイクアウトでターゲットスイッチする焼肉店の設立 池村　尚弘

東北 福島県 耶麻郡猪苗代町 R2072S00020 御もてなしの宿悠ゆ亭 緊急事態宣言特別枠 従来型和風温泉旅館から１日１組限定貸切り温泉旅館へ再構築プラン 福島県商工会連合会

東北 福島県 福島市 R2072S00022 株式会社デピック 8380001000912 緊急事態宣言特別枠 景品で地域を笑顔に！ノウハウを活かしたお手間解決ビジネスへの大転換！ 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 いわき市 R2072S00024 株式会社内郷館 5380001012464 緊急事態宣言特別枠 新たな顧客との接点をつくるフレンチレストランの開業 福島県商工会連合会

東北 福島県 会津若松市 R2072S00026 株式会社わーくすたいる 3380001030113 緊急事態宣言特別枠 事務代行やマイクロタスクを依頼できるシェアオフィス事業 有限会社クレメンティア

東北 福島県 郡山市 R2072S00027 株式会社しのや 4380001026333 緊急事態宣言特別枠 加工未加工の食材の販売や商品のサブスクリプションの取組み 株式会社東邦銀行

東北 福島県 いわき市 R2072S00029 有限会社ＮＡＴＵＲＥ 5380002027445 緊急事態宣言特別枠 毛髪診断、育毛または医療用ウィッグの提供事業 いわき信用組合

東北 福島県 いわき市 R2072S00030 株式会社木の力 2380001020692 緊急事態宣言特別枠 空き家利活用アイディアを通じて地域の活性化 株式会社福島銀行

東北 福島県 伊達郡桑折町 R2072S00031 株式会社ＡＣＤＣ 1380001002551 緊急事態宣言特別枠 地産地消エネルギーの最適な管理システム（ＥＭＳ）ソフトの開発 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 郡山市 R2072S00033 株式会社エフライフ 6380001028377 緊急事態宣言特別枠 本格スパイスカレーのデリバリーとオンラインヨガレッスンの統合事業 郡山商工会議所

東北 福島県 いわき市 R2072S00034 株式会社ありがとうカンパニー 5380001019410 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍・コロナ後を見据えたテイクアウト専門店の新規出店事業 株式会社東邦銀行

東北 福島県 白河市 R2072S00035 有限会社大島屋 8380002017591 緊急事態宣言特別枠 いま、ここで、私たちにしかできない、「こんにゃく」を使った健康食提供事業 白河商工会議所

東北 福島県 二本松市 R2072U00002 株式会社和ごころ 2380001029809 通常枠 強みを活かした十割生蕎麦及び蕎麦菓子製造業への転換事業 福島県商工会連合会

東北 福島県 南相馬市 R2072U00005 株式会社トラストワン 5010601034795 通常枠 内装ユニット化、ＢＩＭオペレーター、不動産仲介等によるバリューチェーンの強化と業界革新 株式会社ガイア・プロジェクト

東北 福島県 東白川郡棚倉町 R2072U00007 有限会社そのべ 3380002019171 通常枠 セントラルキッチンを活用した、テイクアウト事業の導入 安達　隆久

東北 福島県 郡山市 R2072U00011 株式会社食のトータルコーディネート企画 1380001009150 通常枠 「十割そば会」による新業態「中華そば」への転換とテイクアウト専用窓口の設置 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 須賀川市 R2072U00012 有限会社カミーナコミュニティサービス 8380002021445 通常枠 不動産賃貸業から空き家の古家具・古材リメイク販売業への業種転換 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 会津若松市 R2072U00013 株式会社大川荘 7380001017305 通常枠 ワーケーション需要を取り込み、福島県の地域活性化に貢献 井上大輔

東北 福島県 田村郡三春町 R2072U00014 株式会社ミルテック 9380001008070 通常枠 超精密加工機械のキーパーツ（位置決め機構部品）市場への新展開 株式会社東邦銀行

東北 福島県 南相馬市 R2072U00015 トレ食株式会社 7010401138811 通常枠 補助事業計画名　食品廃材／副産物を活用した「養殖魚エサ栄養補強剤」の製造事業 あぶくま信用金庫

東北 福島県 須賀川市 R2072U00017 株式会社ワタスイ 8380001011447 通常枠 地域のサスティナブル食品の製造工場を併設した飲食小売り事業 株式会社ガイア・プロジェクト

東北 福島県 福島市 R2072U00020 株式会社イーブレイン 2380001003441 通常枠 学習塾システムの開発 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 福島市 R2072U00022 有限会社尾形自動車工業 4380002000725 通常枠 既存の環境車検に特定整備を導入した民間車検場の設置事業 株式会社福島銀行

東北 福島県 会津若松市 R2072U00023 ゼネラルフィットネス株式会社 7380001019631 通常枠 ＩｏＴ技術を用いたコインランドリー事業への新規参入と、相乗効果によるコロナ禍の健康問題の改善 株式会社商工組合中央金庫
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東北 福島県 郡山市 R2072U00025 株式会社グローバルライフ 1380001010835 通常枠 植物性廃油からリサイクルした生分解性加工油で、地球温暖化阻止 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 会津若松市 R2072U00031 北日本電機工業有限会社 1380002034016 通常枠 光学機器の製造ノウハウを生かした光学医療機器の製造 会津商工信用組合

東北 福島県 石川郡石川町 R2072U00033 有限会社鈴木畜産 6380002020944 通常枠 オリジナルブランド牛熟成乾燥高級堆肥製造販売事業への参入 福島県商工会連合会

東北 福島県 郡山市 R2072U00034 ａ．ｒｕ．ｋｕ出版株式会社 4380001009081 通常枠 フリーマガジンから美容関連Ｗｅｂ予約システム構築への取組み 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 喜多方市 R2072U00035 有限会社Ｍｉｙａｔｓｕリサイクル 2380002035293 通常枠 脱炭素化社会推進の一翼を担うべく、新たにＲＰＦ製造へ着手！ 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 福島市 R2072U00042 合同会社ライズ 5380003002406 通常枠 「部品」製造から「最終製品」製造に転身するための投資計画 福島信用金庫

東北 福島県 二本松市 R2072U00046 株式会社ＡＤＸ 5380001009320 通常枠 １００年後の森を作る！建設業から特殊木加工製造業への挑戦 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 南相馬市 R2072U00048 川口商店 通常枠 コロナ禍での「巣ごもり需要」に対応した貸切露天風呂新設計画 原町商工会議所

東北 福島県 須賀川市 R2072U00050 株式会社セルクル 2380001011304 通常枠 クリーニング１００年企業の新型コロナ対応型フィットネスクラブ事業への進出 ＢＭＳアソシエイツ株式会社

東北 福島県 双葉郡川内村 R2072U00054 株式会社コーチング・スタッフ 7380001016975 通常枠 学業不振・不登校・発達障がいの生徒に対するオンライン教育システムの導入 朝日信用金庫

東北 福島県 福島市 R2072U00056 有限会社山地自動車 2380002003829 通常枠 自動車向け製造廃止部品リビルド新工法開発 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 喜多方市 R2072U00058 株式会社メカテック 6380001018782 通常枠 会津から全国へ！ロボット技術を利用した土木リノベーション領域への新分野展開 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 郡山市 R2072U00059 株式会社オクヤマフード 3380001009058 通常枠 新工場の立ち上げによる自社オリジナル総菜の製造と新市場開拓 滝田　薫

東北 福島県 石川郡浅川町 R2072U00060 有限会社塚原製作所 1380002021245 通常枠 研削加工内製化による自動車部品の高精度短納期生産の実現 白河信用金庫

東北 福島県 須賀川市 R2072U00061 株式会社おしゃれ劇場 9380001011157 通常枠 「人生１００年時代」の女性に活力を！美しく輝く女性を応援する美容エステ 株式会社東邦銀行

東北 福島県 いわき市 R2072U00062 株式会社造形プランニング 2380001013201 通常枠 後継者の経験・スキルを活かし異業種「自動車整備業」の事業展開 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 郡山市 R2072U00064 株式会社ラグドールファミリー 9380001025529 通常枠 福島県産食肉の卸売事業 添田　大輔

東北 福島県 福島市 R2072U00065 株式会社ユノカワ 5380001003620 通常枠 オリジナルカスタムカーを主力とした自動車販売店と整備工場開設 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 福島市 R2072U00070 有限会社松月堂 2380002004612 通常枠 こだわりの焼き立てパン製造販売事業への進出と多様な販路拡大 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 白河市 R2072U00072 有限会社エムズコレクション 2380002018728 通常枠 白河市の女子をターゲットにしたカリーカフェ事業 有限会社インキューブ

東北 福島県 会津若松市 R2072U00073 会津米穀協同組合 7380005008003 通常枠 乾式無洗米精米機と真空包装機の導入による全く新しい精米商品の生産及び環境負荷と廃棄ロスの低減 株式会社東邦銀行

東北 福島県 郡山市 R2072U00074 ジー・イー・エス株式会社 3011401013603 通常枠 ６次産業への第一歩、糀体験と古民家宿泊から広がる地域経済の輪 齋藤　龍男

東北 福島県 会津若松市 R2072U00076 雄昭建設有限会社 1380002033414 通常枠 市場が拡大と地域課題である空き家の解体事業の展開 会津信用金庫

東北 福島県 いわき市 R2072U00078 株式会社たふぃあ 6011101047865 通常枠 「びっくり・安心・楽しい！」好間名物のジャンボメニューで地域活性化 ひまわり信用金庫

東北 福島県 石川郡古殿町 R2072U00084 豊國酒造合資会社 3380003000799 通常枠 日本酒サロンの整備による収益構造の再構築 株式会社東邦銀行

東北 福島県 福島市 R2072U00086 有限会社伊勢屋 3380002000379 通常枠 シンガポールスタイルの中華料理店を新たにオープンする 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 会津若松市 R2072U00087 株式会社関美工堂 1380001017533 通常枠 会津の地域資源を活かしたヒューマンハブ運営事業への進出 ＢＭＳアソシエイツ株式会社

東北 福島県 郡山市 R2072U00088 株式会社エム・ティ・アイ 5380001006805 通常枠 インフラ向け大型部品に対応可能な専用めっき設備導入による新市場開拓 福島県商工会連合会

東北 福島県 いわき市 R2072U00093 株式会社ｆｕｔｕｒｅ 3380001030377 通常枠 地魚を使った藁焼き店の開業 いわき信用組合

東北 福島県 福島市 R2072U00096 ホリエフーズ株式会社 6380001020210 通常枠 高級和食店の新鮮な食材を活用した「回転寿司事業」への新たな事業展開！ 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 郡山市 R2072U00101 株式会社吉成建築 6380002013015 通常枠 ガーデニング事業へ参入し、新しいスタイルのおうち時間を提供！ 株式会社常陽銀行

東北 福島県 郡山市 R2072U00103 株式会社ココビスタ 6380001028864 通常枠 働く女性応援プロジェクト　トレーラーハウスの放課後児童クラブ ベストファーム税理士法人

東北 福島県 南相馬市 R2072U00106 有限会社齋藤 7380002029472 通常枠 重度障がい者向けグループホーム事業への新分野展開 ＴＯＭＡ税理士法人

東北 福島県 双葉郡浪江町 R2072U00110 松永陶器店 通常枠 陶芸体験型ゲストハウスおよびコワーキングの設立と運営 株式会社東邦銀行

東北 福島県 福島市 R2072U00112 アスモ株式会社 3380001021153 通常枠 本業（部品製造業）とシナジーの高い高機能ハーネス製造分野への参入 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 いわき市 R2072U00117 有限会社ＡＢＣいわき 2380002027654 通常枠 デジタル屋外広告　大型ＬＥＤビジョン設置　事業計画 いわき信用組合

東北 福島県 郡山市 R2072U00120 株式会社栄楽館 4380001004644 通常枠 アフターコロナ以降の個人客化に対応する「新たなプレミアエグゼクティヴフロア」の造成 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 須賀川市 R2072U00121 情報整備局 通常枠 稲作農家支援アプリの開発 福島県商工会連合会

東北 福島県 南相馬市 R2072U00123 株式会社シマ商会 2380001015610 通常枠 車両リサイクル事業から物流トラックの整備事業への新規参入 株式会社七十七銀行

東北 福島県 岩瀬郡天栄村 R2072U00126 アルファ電子株式会社 7380001011547 通常枠 米粉麺の地産地消型ＯＥＭ生産およびグルテンフリー食品の製造 西川　和明

東北 福島県 南相馬市 R2072U00131 Ｍｉｓｓíːｚ 通常枠 素敵に歳を重ねるグッドエイジングを実現する、トータルビューティ事業 株式会社東邦銀行

東北 福島県 須賀川市 R2072U00132 株式会社芹沢ランド 9380001011280 通常枠 天然温泉と緑豊かな自然環境の中で行う障がい者の自立・就労支援事業 税理士法人三部会計事務所

東北 福島県 郡山市 R2072U00133 株式会社Ｂ・Ｏ 9380001019679 通常枠 持続可能な小売業への事業転換 株式会社足利銀行

東北 福島県 郡山市 R2072U00139 Ｈｅｌｖｅｔｉｃａ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 8380001020662 通常枠 ～ととのうカラダ～ふくしま発酵ファクトリー＆ラボ 郡山商工会議所

関東 茨城県 つくば市 R2082S00001 株式会社エルエイシステムズ 3010501024956 緊急事態宣言特別枠 ＭＲＳソフトウェア「ＬＣ－Ｍｏｄｅｌ」販売事業の再構築 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 鹿嶋市 R2082S00002 株式会社リカー＆フーズひしや 9050001038142 緊急事態宣言特別枠 新たな顧客層の獲得と売上拡大を図る焼き芋スイーツ事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 ひたちなか市 R2082S00004 丸徳商事有限会社 1050002008969 緊急事態宣言特別枠 旅館調理場改装による常陸牛および自社加工水産食品のインターネット販売事業への新分野展開 樫村　秀明

関東 茨城県 取手市 R2082S00005 株式会社イージースタイル 4050001027653 緊急事態宣言特別枠 リモートワークに特化したコワーキングスペースの建設・運営事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 東茨城郡茨城町 R2082S00007 株式会社大貫測量設計 6050002003684 緊急事態宣言特別枠 最新式ドローン導入による短納期且つ高精度点検体制の構築事業 水戸信用金庫

関東 茨城県 水戸市 R2082S00009 有限会社久保田タクシー 5050002003990 緊急事態宣言特別枠 生前打合わせにより、美しい花と音楽に包まれた葬儀を創造します。 かがやきコンサルティング株式会社

関東 茨城県 水戸市 R2082S00010 憧れ　花のアトリエ 緊急事態宣言特別枠 オンライン上におけるバーチャルリアル店舗の実現 水戸商工会議所

関東 茨城県 笠間市 R2082S00011 旭川らあめん　ひでまる 緊急事態宣言特別枠 家庭で美味しく食べられる「お土産用味噌ラーメン」の製造販売 水戸信用金庫

関東 茨城県 筑西市 R2082S00012 フラワーショップはなくらぶ 緊急事態宣言特別枠 花屋が行うオンラインも対応したフラワーセラピスト養成事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 R2082S00014 株式会社ＤＡＹＮＩＧＨＴ 7050001042781 緊急事態宣言特別枠 専門料理店における茨城県産品を活用したジェラートの開発 水戸商工会議所

関東 茨城県 筑西市 R2082S00015 有限会社菜香や 2050002041738 緊急事態宣言特別枠 自社建物を活用する、配信スタジオを兼ねた体験教室リフォーム改築事業 下館商工会議所

関東 茨城県 筑西市 R2082S00016 株式会社西村製麺 6050001032107 緊急事態宣言特別枠 製麺会社による食育と学校教育を支援するための教育支援事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 那珂市 R2082S00021 株式会社Ｆｕｔｗｏｒｋグループ 4050001040301 緊急事態宣言特別枠 街の活性化に貢献！カフェ併設の地元Ｊリーグチーム公式ショップ立上げ 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 龍ケ崎市 R2082S00022 有限会社Ｓｏｎｇｂｏｏｋ 4050002034888 緊急事態宣言特別枠 新市場に向けた副業ミュージシャン養成オンラインスクール事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 R2082S00023 株式会社つくば山水亭 9050001015876 緊急事態宣言特別枠 強みを活かし、法規制が強まる一方でニーズが高まっている小型犬販売への取組み 山﨑　修

関東 茨城県 守谷市 R2082S00024 ネイルサロンリュミエール 緊急事態宣言特別枠 未来思考型パーソナル美肌メソッドの開発とサービスの提供 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 取手市 R2082S00025 株式会社ハウスコレクション 2050001042761 緊急事態宣言特別枠 既存事業とのシナジー効果を生かした建築リフォーム工事事業への参入計画 市ノ澤　翔

関東 茨城県 取手市 R2082S00026 合同会社マグネット 9050003003747 緊急事態宣言特別枠 美容サロンと美容師の短時間・単発ワーキングマッチングサイト 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 北茨城市 R2082S00029 民宿しのはら 緊急事態宣言特別枠 茨城県名産の「あんこう」を由来とするコラーゲンを活用した新事業構築 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 R2082S00031 クルーズ 緊急事態宣言特別枠 ３ＤＶＲ（バーチャルリアリティ）によりコロニー飲食店モールを構築 牛腸　真司
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関東 茨城県 守谷市 R2082S00032 有限会社福田電子 3050002037140 緊急事態宣言特別枠 電気工事会社から中古電気自動車販売店への転換 大石幸紀

関東 茨城県 土浦市 R2082S00033 株式会社ＢＬＥＮＤ 3050001035905 緊急事態宣言特別枠 プロが行う本格着付け・ヘアメイク完備の「貸切フォトスタジオ」の開設 水戸信用金庫

関東 茨城県 ひたちなか市 R2082S00034 Ｓ－ｃａｐｅ 緊急事態宣言特別枠 地元の食材を活かした創作料理とフレッシュジューステイクアウト店の開業 水戸信用金庫

関東 茨城県 つくば市 R2082S00035 つくばイノベーションキャピタル株式会社 5050001044672 緊急事態宣言特別枠 スリープテックと組んだ日本人の睡眠品質改善 武石　光弘

関東 茨城県 牛久市 R2082S00036 ユーアー合同会社 1050003004372 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍におけるスイーツ需要「国内生産農家さんの安心安全の小豆を昔ながらの製法で作る餡子」 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 日立市 R2082S00037 株式会社和興エンジニアリング 5050001023833 緊急事態宣言特別枠 下請け脱却に向けた、精密板金加工技術活用製品販売のための自社ＥＣサイト構築事業 魚谷　康行

関東 茨城県 古河市 R2082S00038 総和観光株式会社 2050001019165 緊急事態宣言特別枠 店舗型及び移動型の抗体検査所の開設 株式会社スピアヘッド・アドバイザーズ

関東 茨城県 水戸市 R2082S00039 株式会社スポーツプラザ山新 1050001001421 緊急事態宣言特別枠 オリジナルのスタジオプログラムを開発し、販売する事業 水戸信用金庫

関東 茨城県 牛久市 R2082S00040 阪田ストアー 緊急事態宣言特別枠 ウイズコロナ時代に対応するドライブスルー方式による新鮮野菜の提供事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 東茨城郡茨城町 R2082S00041 そば処　松の庵 緊急事態宣言特別枠 茨城町初のセルフエステ店の新規開設による経営の安定化 水戸信用金庫

関東 茨城県 つくば市 R2082S00042 株式会社Ｄｏｏｇ 4050001035202 緊急事態宣言特別枠 新製品開発による国内市場およびアメリカ市場への進出 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 水戸市 R2082S00043 株式会社香香 9050001038489 緊急事態宣言特別枠 名物餃子の製造工程機械化と冷凍自販機及びＥＣサイトによる販路拡大 畠山　佳樹

関東 茨城県 筑西市 R2082S00044 有限会社ニヘイ・シー・エフ・エス 3050002043428 緊急事態宣言特別枠 産業用ドローンを用いた点検業務およびＩＣＴ測量業務を行う業種への転換 下館商工会議所

関東 茨城県 常陸太田市 R2082S00045 ＣＯＬＯＲＳ株式会社 6050001038392 緊急事態宣言特別枠 冷凍餃子の製造卸売販売開始に伴う工場の新設及び設備の導入 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 R2082S00046 有限会社ミュージックプラント 8050002022583 緊急事態宣言特別枠 楽器のフリーマーケット「楽器マ」の構築 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 R2082S00049 株式会社ＳＴＥＰ 9050001016981 緊急事態宣言特別枠 消費者の食の嗜好を押さえた十割蕎麦店開業による新分野展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 取手市 R2082S00050 有限会社シャローム・サービス 4050002037362 緊急事態宣言特別枠 ドローンを駆使した解体工事の展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 下妻市 R2082S00051 株式会社Ｔｈｕｇ　Ｌｉｆｅ 3050001045466 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍の市場ニーズに応えるキッチンカーよる新規販路拡大事業 税理士法人紫峰会

関東 茨城県 水戸市 R2082S00053 有限会社創和住宅 5050002001929 緊急事態宣言特別枠 「大衆食堂」（イートイン）から「からあげ専門店」（イートイン＋テイクアウト） 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 R2082S00056 宵楽酎房　粋成 緊急事態宣言特別枠 感染対策型少人数顧客対応店舗等による事業再構築 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 土浦市 R2082S00057 株式会社アイズキッチン 6050001033600 緊急事態宣言特別枠 家族葬の拡大に向けた、「１個から注文受付、追加・返品可能なお弁当ギフト」の開発・事業化 株式会社シャイン総研

関東 茨城県 つくば市 R2082U00004 株式会社オオサト 5050001018049 通常枠 環境配慮型透水性コンクリートなどオンサイト製造サービス事業体制の構築 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 結城市 R2082U00005 有限会社クリーニングフレッシュ 5050002044548 通常枠 コインランドリー事業進出による洗濯の総合サービス提供事業 かがやきコンサルティング株式会社

関東 茨城県 小美玉市 R2082U00006 株式会社ユーゴー 2050001011980 通常枠 クリーニング２４時間お預かりポスト・２４時間返却ロッカー 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 R2082U00020 株式会社ユタカファーム 9050001041138 通常枠 グランピング施設と干し芋事業を掛け算した独創的なサービス事業 大竹　貴司

関東 茨城県 ひたちなか市 R2082U00021 ワールドワイドカスタムハイドロリクス 通常枠 リスト事業で培ったノウハウを駆使した新分野「ハイスペック自動車板金塗装」への挑戦 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 守谷市 R2082U00022 有限会社平野製作所 7050002037120 通常枠 アンビエント・ボックスによる環境管理システムの製作と販売 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 かすみがうら市 R2082U00023 株式会社ＫＲ 7050001039068 通常枠 茨城県の食を全国に発信！県内農家と取組む農作物の加工・販売事業 水戸信用金庫

関東 茨城県 取手市 R2082U00031 フジビル産業株式会社 3050001041135 通常枠 福祉事業への挑戦！手持ち不動産活用による住居型有料老人ホーム立ち上げ 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 日立市 R2082U00038 有限会社進栄工機 7050002030686 通常枠 樹脂加工設備による金属・樹脂両製品のハイブリッド一貫体制への転換 茨城県信用組合

関東 茨城県 つくば市 R2082U00039 エコーウェアーズ株式会社 7050001033649 通常枠 低迷する海外輸出業から脱しモンゴル文化体験宿泊施設運営へ参入 株式会社足利銀行

関東 茨城県 那珂郡東海村 R2082U00040 株式会社ネットクロス 7050001034143 通常枠 現事業のＩＴ技術を活用したプログラミング教室事業分野への進出 株式会社ひたちなかテクノセンター

関東 茨城県 ひたちなか市 R2082U00041 有限会社エンドウテント 2050002008134 通常枠 デザイン設計力とデジタル技術を活用したオーダーメイドバッグ製作・ネット＆直販・工房の開設 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 取手市 R2082U00042 ホルモン焼肉　炎吉 通常枠 リハビリを特化した地域密着型デイサービス 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 R2082U00043 株式会社マリエラグラス 5050001017455 通常枠 ウィズコロナ時代のファミリー向葬祭セレモニー＆メモリアル事業 株式会社Ｖコンサル

関東 茨城県 つくば市 R2082U00047 株式会社アオイオト 7050001040587 通常枠 『子どもの栄養管理に貢献するおやつ定期便』の開発 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 R2082U00048 株式会社ＬＩＯ 3050001040467 通常枠 獣医業の強みを活かした傷病馬の預かりサービスへの新分野展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくばみらい市 R2082U00049 有限会社奥山製作所 5050002039515 通常枠 デジタル技術と自動車部品加工技術を活かした高度カギ市場進出計画 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 日立市 R2082U00051 株式会社中村工業所 4050001023454 通常枠 試作品ノウハウを活かした高精度大型鉄芯事業への新分野展開事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 守谷市 R2082U00052 株式会社ダッシュ 3050001014553 通常枠 グローバルＩＴ人材育成に向けたＭＥＰ次世代教育の提供 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 石岡市 R2082U00061 ＧＨＫ株式会社 8050001040520 通常枠 飲食店による干し芋の製造販売で新規顧客層開拓と地域ブランド化 茨城県信用組合

関東 茨城県 水戸市 R2082U00063 株式会社ステノ 3050001000537 通常枠 組織再編による中食市場への参入で１００年企業の存続と雇用維持 株式会社フィールドマネジメント

関東 茨城県 水戸市 R2082U00064 株式会社ＯＫＭ 5050001044516 通常枠 地域のコミュニティＥＶカフェ・低炭素社会を切り開くスマートハウス推進事業で実現するみんなの集える場所 白川　淳一

関東 茨城県 つくば市 R2082U00065 株式会社幸和義肢研究所 1050001015611 通常枠 最新大型ＣＡＤ／ＣＡＭをシステム導入し義肢装具制作のデジタル事業化 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 北茨城市 R2082U00067 株式会社メイズムランド 6050001024640 通常枠 県内初！海面に位置し、温泉施設やＢＢＱも可能なリゾートワーケーション事業 茨城県信用組合

関東 茨城県 取手市 R2082U00070 有限会社歌舞伎あられ池田屋 7050002039083 通常枠 創業７０年のおかき屋が作る、米粉入り高級食パンで茨城の食材のいいところ発信 茨城県信用組合

関東 茨城県 土浦市 R2082U00073 日新興業株式会社 6050001009633 通常枠 求荷求車マッチング情報サービス提供による労働者派遣業からの業態転換 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 古河市 R2082U00076 有限会社築井商事 1050002024108 通常枠 古河の街のバリューアップ！人にやさしい快適な衣・食・住の提供 株式会社栃木銀行

関東 茨城県 水戸市 R2082U00078 水戸冷凍食品株式会社 6050001002588 通常枠 冷凍野菜製造技術に基づく事業転換による事業拡大・経営基盤強化 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 稲敷郡阿見町 R2082U00087 Ｗｏｏｄｙ　Ｇａｒｄｅｎ株式会社 3050001044534 通常枠 外構技術を再利用した地域一体型観光農園の建設と運営 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 R2082U00088 株式会社ＣＯＮＶＥＲ 6050001047113 通常枠 遊休スペースを活用した「ストレッチ特化型フィットネスジム」の設置と経営革新 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 日立市 R2082U00089 有限会社ウェルストーン 1050002031839 通常枠 茨城県特産のサツマイモを用いた「干し芋」の生産・加工・販売事業の展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 R2082U00090 株式会社ファーストトラスト 1050001005884 通常枠 手軽にこだわりの味をお求めいただける冷凍食品の無人店舗販売 横山　聡

関東 茨城県 稲敷市 R2082U00094 有限会社東製作所 7050002034159 通常枠 塗装技術の高度化による一貫生産体制構築を通じた小型建機分野への新分野展開 株式会社エフアンドエム

関東 茨城県 日立市 R2082U00096 株式会社Ｒ＆Ｂ 9050001024893 通常枠 家族の強みを活かしたカフェ店進出による昼夜２本足経営の確立 滑川義裕

関東 茨城県 行方市 R2082U00098 株式会社フィルド食品 7050001021711 通常枠 賞味期限の長いフルーツデザートカップ菓子製造業に進出 株式会社マイティータンク

関東 茨城県 取手市 R2082U00100 株式会社中村建硝 3050001030567 通常枠 硝子屋からの脱却によるマンション玄関ドアリフォーム事業への展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 古河市 R2082U00102 ドライミックス事業協同組合 8050005005932 通常枠 コロナ禍のＤＩＹ需要に対応した新商品での収益向上・構造転換計画 株式会社エフアンドエム

関東 茨城県 常総市 R2082U00107 東和産業株式会社 8050001030785 通常枠 鉄スクラップの加工と鉄製錬メーカーへ直販に乗り出す 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 R2082U00109 株式会社平磯館 8050001034786 通常枠 新店舗による観光客、地元客へのおもてなし和食レストラン計画 水戸信用金庫

関東 茨城県 つくば市 R2082U00113 アルファトラスト株式会社 7050001018195 通常枠 地元産「つくば鶏」を使用した本格的焼き鳥テイクアウト店の出店 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 神栖市 R2082U00114 株式会社スリーウィン 4050001022282 通常枠 茨城県の海辺でのコテージ宿泊事業およびカフェ事業 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 つくばみらい市 R2082U00116 株式会社カーショップドンキー 7050001030431 通常枠 業態転換による新サービス「最速いつでも車検」構築 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 R2082U00117 株式会社愛カンパニー 3050001019965 通常枠 つくば市における三位一体の障害者支援事業 株式会社足利銀行
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関東 茨城県 牛久市 R2082U00121 合同会社ひたち野いしざき 1050003002780 通常枠 飲食店による新商品・新販路！開拓自社メニューの真空包装技術と瞬間冷凍技術を応用した「惣菜加工製造業」への挑戦！ 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 那珂市 R2082U00122 株式会社那嘉屋 1050001004647 通常枠 地域特産品の開発販売による飲食事業再構築とＳＤＧｓへの取組み 増山　英和

関東 茨城県 土浦市 R2082U00125 有限会社アルヴィス 8050002013525 通常枠 『最適な家庭学習環境を提案する工務店』への変革 土浦商工会議所

関東 茨城県 日立市 R2082U00129 らーめん　和なり 通常枠 古民家再生と一流調理人の料理も食べられるグランピング施設 茨城県信用組合

関東 茨城県 坂東市 R2082U00130 株式会社ガレージオノ 4050001014692 通常枠 大型トラックボディ製造への新規参入による、自社経営資源を活かした事業再構築計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 結城郡八千代町 R2082U00131 株式会社眞心メディカルサービス 5050001039623 通常枠 終末期ガン患者の為の個別型緩和付帯住宅（ホスピス）の提供サービス 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 つくば市 R2082U00132 株式会社ピカソ 3050001033909 通常枠 特許技術を活用した高濃度「水素水シャワーヘッド」の製造・販売 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 猿島郡境町 R2082U00133 株式会社坂井製作所 8050001013922 通常枠 精密切削加工技術を活用した産業用ロボット市場への新分野展開事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 古河市 R2082U00134 エム・アールロジ株式会社 6050001045331 通常枠 研磨精度向上による新たな市場への参入（自動化へ業態転換） 向原　俊之

関東 茨城県 行方市 R2082U00136 株式会社大樹 8050001022139 通常枠 バイオマス燃料の製造・販売及びバイオマスボイラー、施設栽培プラントの販売事業 水戸信用金庫

関東 茨城県 稲敷郡阿見町 R2082U00137 株式会社技研 5050001012489 通常枠 「食用油酸化抑制塗装」技術の確立と製造体制構築による新分野製品展開事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 R2082U00139 株式会社ＬｉＬｉＭＴ 5050001040366 通常枠 『１ショップ３コンセプトの常陸牛専門店』の開発 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 小美玉市 R2082U00140 株式会社茨城ＡＰＣ 4050001013166 通常枠 中古自動車を活用した国内資源リサイクル市場向けの事業確立 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 R2082U00141 株式会社絆 3050001038775 通常枠 飲食店から高級弁当宅配サービスへの事業再構築における事業転換 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 猿島郡境町 R2082U00146 川添工業株式会社 2050001013878 通常枠 溶接ロボット設備用特殊治具製品の開発・製造による産業用ロボット市場への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 石岡市 R2082U00149 石岡酒造株式会社 6050001011416 通常枠 「酒蔵で過ごす」をコンセプトにしたキャンプ場事業 伊藤　圭佑

関東 茨城県 日立市 R2082U00150 株式会社小澤鐵工所 6050001023015 通常枠 電気自動車用薄肉高精度部品の「６面一貫加工」による無人運転の拡大 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 稲敷郡阿見町 R2082U00155 株式会社ダイトテクス 7050001010409 通常枠 プラスチック製歯ブラシ製造からバイオマス歯ブラシ製造への製造方法の転換 株式会社ゼロプラス

関東 茨城県 つくばみらい市 R2082U00156 プレミアムヘアークラウディット 通常枠 美容にかかるコンプレックスに対応する美容品メーカーへの変革 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 桜川市 R2082U00160 有限会社小塙精工 9050002044081 通常枠 金属の精密切削加工技術を活かした半導体製造装置分野への進出 結城信用金庫

関東 茨城県 牛久市 R2082U00162 株式会社暖喜 6050001029219 通常枠 新たなリフォーム店の魅力発信！ガーデニング・カフェ事業の展開と販売促進 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 古河市 R2082U00165 株式会社太陽パーツ 1050001018440 通常枠 品質の高い中古パーツを国内外へ発信 税理士法人報徳事務所

関東 茨城県 笠間市 R2082U00167 黒澤工業株式会社 2050001000868 通常枠 ＰＶＣ製ダクト製品開発による、成長市場参入及び当社製品分野の再構築事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 R2082U00169 株式会社ＲＡＶＥ 4050001007845 通常枠 合宿研修型在留外国人材の就労マッチング　在留資格変更支援サービス「のぞみ」 辻　泰崇

関東 茨城県 水戸市 R2082U00172 株式会社ＭＵＲＡＴＡ 1050001005959 通常枠 技能実習生向け建設業に特化した多言語対応研修用映像配信サービスの開発 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 結城郡八千代町 R2082U00174 有限会社野村加工 3050002017431 通常枠 ２次元加工機導入による特殊内装分野への新分野展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 東茨城郡大洗町 R2082U00175 株式会社プロミネンス 1050001007369 通常枠 強みを活かし、新たに干しいも加工・販売に取組み、業績のＶ字回復を図る 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 石岡市 R2082U00181 株式会社アイ・エフ・シー 7050001011258 通常枠 作業場の建設と新設備の導入によるカット野菜市場への新規参入事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 日立市 R2082U00182 株式会社根本製作所 3050001023604 通常枠 工場新設と高精度加工の生産プロセス構築によるＥＶ部品への新規参入 茨城県信用組合

関東 茨城県 北相馬郡利根町 R2082U00186 株式会社半沢精機製作所 7050001025464 通常枠 最新門型５面加工機導入による再生可能エネルギー発電設備製造への進出 山地　真吾

関東 茨城県 水戸市 R2082U00187 横山電工株式会社 7050001006308 通常枠 映像演出技術を活用した次世代型デジタル配信スタジオの開設 水戸信用金庫

関東 茨城県 神栖市 R2082U00190 株式会社カトレア 4050001022407 通常枠 高齢者向けバリヤフリー美容室展開と訪問美容・作業補助・見守サービス事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 龍ケ崎市 R2082U00191 弥七 通常枠 和食店経営３０年の経験を活かしたセントラルキッチン構築事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 日立市 R2082U00194 ＫＡＩグループ株式会社 4050001034039 通常枠 居酒屋依存からの脱却！マーケテイングする農家と行うテイクアウト事業 税理士法人ゼニックス・コンサルティング

関東 茨城県 結城市 R2082U00199 有限会社クロスファーム 2050002044550 通常枠 耕畜連携しての有機質肥料の製造・販売普及による資源循環システムの構築 株式会社群馬銀行

関東 茨城県 水戸市 R2082U00202 合同会社アルボーレ 8050003004804 通常枠 いろんな感性の君たちで干し芋を作ろう！多様性ある社会を作ろう 松田　裕

関東 茨城県 日立市 R2082U00208 株式会社まるしめ 9050001024927 通常枠 テイクアウト・デリバリー型惣菜店の創出「日立まるしめ発。和の恵みを食卓へ」 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 日立市 R2082U00212 株式会社いえつなぎ 2050001035996 通常枠 ウィズコロナの生活様式に合わせた屋外空間を充実させた商業施設の建設、運営 北見赳夫

関東 茨城県 つくばみらい市 R2082U00213 株式会社シバコーポレーション 6050001029202 通常枠 診療所付きグループホーム建設に伴う地域共生社会の実現 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 R2082U00215 株式会社ヤングガンズ 4050001017679 通常枠 出張型レストランの活用による、レストラン業界の新ビジネスモデル構築 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 坂東市 R2082U00216 株式会社田中商事 5050001036562 通常枠 茨城から各地の市場へ新鮮な青果品を直送する冷凍冷蔵輸送事業 水谷　弘隆

関東 茨城県 つくば市 R2082U00220 東京デバイセズ株式会社 8010001139036 通常枠 インフラ劣化監視スターターキットの開発による新分野展開 株式会社つくば研究支援センター

関東 茨城県 水戸市 R2082U00226 森永牛乳配給株式会社 8050001002677 通常枠 新分野展開、団子生産からアイスキャンディー生産へ 株式会社商工組合中央金庫

関東 茨城県 水戸市 R2082U00235 株式会社あけぼの印刷社 1050001000126 通常枠 デジタル＋アナログ　クロスメディア広告事業への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 結城市 R2082U00242 富士合成株式会社 4050001032645 通常枠 メッキ・蒸着に代わる第三の金属調加飾の量産化実現事業再構築計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 北茨城市 R2082U00247 株式会社ジェイ・オー・エヌ・七二 5050001024204 通常枠 風力発電所保守事業への新規参入 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 筑西市 R2082U00252 株式会社ホテルニューつたや 6050001034342 通常枠 お弁当専門店「つたやキッチン」の開業によるⅤ字回復チャレンジ事業 下館商工会議所

関東 茨城県 日立市 R2082U00253 株式会社セイキョウ 4050001023297 通常枠 外国人材への入国後講習事業による地域密着型教育事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 R2082U00255 草苅木工株式会社 6050001015573 通常枠 茨城県産未利用材使用による丸太製材からの木製パレット製造事業計画 税理士法人ＢＡＭＣ

関東 栃木県 小山市 R2092S00001 有限会社割烹たる池 7060002028168 緊急事態宣言特別枠 団体宴会から個人へ、待ちから攻めへ、テイクアウト強化で再構築 小山商工会議所

関東 栃木県 真岡市 R2092S00004 有限会社山北屋商店 4060002017982 緊急事態宣言特別枠 韓国・台湾スイーツのテイクアウト販売による新分野展開 山田　盛史

関東 栃木県 大田原市 R2092S00005 有限会社三銃士 9060002022251 緊急事態宣言特別枠 ランチ限定！地域初のスープカレー専門店開店で新分野展開 大田原商工会議所

関東 栃木県 佐野市 R2092S00007 新日金開発株式会社 9060001020421 緊急事態宣言特別枠 物流新時代を見据えたＤＸ型物流倉庫への新分野展開 佐野商工会議所

関東 栃木県 日光市 R2092S00009 有限会社大金商店 4060002015598 緊急事態宣言特別枠 日光オリジナルのお惣菜の製造・オンライン販売事業 日光商工会議所

関東 栃木県 那須塩原市 R2092S00010 スナック麗 緊急事態宣言特別枠 「おふくろの味」をランチで提供！スナックから料理店への事業転換 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 佐野市 R2092S00012 パン・カフェ・プレジール 緊急事態宣言特別枠 新規事業として教室事業　雇用創出と地域活性化事業 佐野商工会議所

関東 栃木県 那須塩原市 R2092S00013 有限会社阿久津左官店 5060002023831 緊急事態宣言特別枠 職人ビレッジ構想空き家再生ものづくり体験・農業体験型民泊事業 大田原信用金庫

関東 栃木県 佐野市 R2092S00015 セット　エフ 緊急事態宣言特別枠 インテリアショップによるライフスタイルに合わせた注文住宅の提案 佐野商工会議所

関東 栃木県 那須塩原市 R2092S00016 合同会社実悠マート 2060003002060 緊急事態宣言特別枠 那須牛骨白湯らーめんのご当地化事業 株式会社福島銀行

関東 栃木県 鹿沼市 R2092S00017 有限会社風間総合サービス 2060002019865 緊急事態宣言特別枠 クラフトビール醸造所設立計画 斎藤　秀樹

関東 栃木県 佐野市 R2092S00018 島田嘉内商店 緊急事態宣言特別枠 有形登録文化財を活かしたスペースレンタル事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 R2092S00019 ペンション　ストリーム 緊急事態宣言特別枠 既存宿泊・飲食業を拡張し新規分野としてミニレジャー業への事業再構築 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 日光市 R2092S00020 にこにこカイロプラクティック院花石店 緊急事態宣言特別枠 訪問施術サービス導入による業態転換 日光商工会議所

関東 栃木県 大田原市 R2092S00021 株式会社アイ電子工業 2060001012739 緊急事態宣言特別枠 直列式充放電システム開発基盤整備事業 中平　康
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関東 栃木県 宇都宮市 R2092S00024 イーズアップ 緊急事態宣言特別枠 沖縄離島の総合型リゾート施設建設による飲食業からの事業転換 幡野　康夫

関東 栃木県 鹿沼市 R2092S00026 株式会社安田測量 5060001010657 緊急事態宣言特別枠 最新鋭ドローンによるレーザー測量方法の教育事業への新分野展開 株式会社ＦｏｒＹｏｕ

関東 栃木県 足利市 R2092S00028 スタッフネットワーク株式会社 5060001019839 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から安心・安全「ノングルテン食」製造・販売への事業再構築 桐生信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 R2092S00029 合同会社レオン 9060003002681 緊急事態宣言特別枠 人骨の粉骨及び散骨代行 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 R2092S00031 サトーカメラ株式会社 2060001002021 緊急事態宣言特別枠 全国初、栃木県Ｎｏ．１の知名度を活かしたマルチフォトスタジオの開設 株式会社サクシード

関東 栃木県 那須塩原市 R2092S00032 株式会社ＰＩＣＯ 1060001026979 緊急事態宣言特別枠 「見た目も大事だから持ち帰りにはできない常識」を覆したテイクアウトパフェの販売 石田　信行

関東 栃木県 宇都宮市 R2092S00033 ニコナチュール 緊急事態宣言特別枠 「トレーニングサロン併設スキンケア特化型脱毛サロン開業支援事業」 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 芳賀郡茂木町 R2092S00034 ＳＨＯＰ　ＳＴＥＰ－１ 緊急事態宣言特別枠 コロナ後を見越した、観光客向け商品の無人販売事業 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 さくら市 R2092S00036 株式会社ダイサン 4060001006053 緊急事態宣言特別枠 紙媒体書類のスキャニング業務によるデジタル変換サービス 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 R2092S00037 ＯＲＧＡＲＳ合同会社 3060003002134 緊急事態宣言特別枠 アイスクリーム製造工房の開設による新たな事業展開 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 真岡市 R2092S00040 有限会社篠原自動車 1060002017300 緊急事態宣言特別枠 トータル車検システムを導入し、ＩＣＴ車検体制による事業再構築を図る 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 那須塩原市 R2092U00007 有限会社シェレンバウム 1060002022291 通常枠 パン屋がコロナで需要高まるお菓子を大量製造・大型受注に挑戦！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 小山市 R2092U00008 株式会社まちだ 3060001014635 通常枠 鶏肉加工業者がからあげ等のテイクアウト専門店に着手する事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 小山市 R2092U00011 有限会社小山祭典具 1060002027976 通常枠 老舗葬儀社が人気蕎麦屋協力のもと出店する思い切った再構築事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 小山市 R2092U00012 有限会社チク製作所 9060002030048 通常枠 次世代の電動フォークリフト市場に参入し、新分野展開を図る 小峰　俊雄

関東 栃木県 大田原市 R2092U00016 株式会社興和工業 8060001013475 通常枠 革新的塗装技術の活用、医療用から電気自動車向けへの新たな挑戦 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 佐野市 R2092U00017 株式会社たかまる 2060001025402 通常枠 居酒屋から個室焼肉店への転換による事業再構築 大橋　文彦

関東 栃木県 矢板市 R2092U00020 株式会社三星産業 1060003001708 通常枠 栃木県矢板市内におけるワーケーション施設併設飲食店及び農業福祉連携施設の建設 神前知郁

関東 栃木県 宇都宮市 R2092U00021 株式会社イマジネーションズ 3060001007977 通常枠 中小企業の業態転換を支援する「川崎タンタン」ＦＣ事業 東京中央経営株式会社

関東 栃木県 足利市 R2092U00023 株式会社タメガイ 8060001019646 通常枠 情報管理体制の構築による乗用車開発のラッピング加工事業への参入 竹野谷　周久

関東 栃木県 那須烏山市 R2092U00028 株式会社大東技建 9060001022582 通常枠 自然災害を未然に防ぐ治水・水防を地盤改良で支える事業 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 那須烏山市 R2092U00029 日本サンタツク株式会社 7060001008121 通常枠 業務用洗剤の製造から新たにコスメティクスを製造し新興国市場を開拓する事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 R2092U00035 株式会社ＰＦＪ 4010401093737 通常枠 ショートコースゴルフを起点としたネイチャーランド化構想 税理士法人浜村会計

関東 栃木県 佐野市 R2092U00036 株式会社ケーエムサービス 9070001027143 通常枠 加工機導入による配管工事の３密回避と加工部門への新展開 蓮實　光博

関東 栃木県 下野市 R2092U00039 株式会社タテノ 4060001015070 通常枠 玩具卸売業の独自の強みを活かした『家族との絆を深める直営店』と『カプセルトイ製造』事業 株式会社とちぎんキャピタル＆コンサルティ

関東 栃木県 那須烏山市 R2092U00040 株式会社白金 2060001008076 通常枠 低Ｃｏ２で汚泥を瞬時に安全な土にリサイクル！持続可能な未来に貢献 株式会社リバースコンサルティング

関東 栃木県 宇都宮市 R2092U00041 トナーズダイナー 通常枠 栃木県内初、ドレッシング専用自動販売機による手作りドレッシングの販売 烏山信用金庫

関東 栃木県 栃木市 R2092U00042 株式会社最上工業 5060001017735 通常枠 解体業者が地域に根差したコミュニティーカフェを開設し事業を再構築 税理士法人さくら税務

関東 栃木県 栃木市 R2092U00046 日冷工業株式会社 5060001016794 通常枠 ＤＸ導入による恒温循環装置製造への新分野展開及び独自技術によるＣＯ２冷媒対応への挑戦 東京中小企業投資育成株式会社

関東 栃木県 宇都宮市 R2092U00047 よしむら農園 通常枠 宇都宮のテロワールに合う『宇都宮ワイン』の開発と販売 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 那須烏山市 R2092U00048 有限会社一二三 2060002014164 通常枠 コロナからの回復需要を活用したブランドイメージの一新による企業変革事業 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 足利市 R2092U00052 株式会社フルハウス 6060001019144 通常枠 コロナ禍に対応する国内製造セミオーダーマットレス等の販売事業 佐野信用金庫

関東 栃木県 足利市 R2092U00057 赤石工業株式会社 4060001018148 通常枠 新設備と新技術によるＡｆｔｅｒコロナの時代に合わせた非接触型機器の製造 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 芳賀郡茂木町 R2092U00059 株式会社若井新聞産業 5060001009988 通常枠 地域資源を活用した人と企業の舞台となるサウナリトリート計画 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 栃木市 R2092U00061 有限会社大有工業 4060002032230 通常枠 産業廃棄物運搬業への進出による新たな収益源の確保 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須塩原市 R2092U00063 株式会社ＳＨＳシートメタル 4060001012547 通常枠 アフターコロナ時代における安心安全なプレイ環境の提供によるゴルフ市場への進出 株式会社ゼロプラス

関東 栃木県 宇都宮市 R2092U00064 ＭＩＮＡＴＯ株式会社 9060001006874 通常枠 高精細ＣＴ装置部品加工における、高精度・高能率生産体制の確立による新分野参入 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 那須郡那須町 R2092U00069 ロイヤルベリーズファーム有限会社 1060002023513 通常枠 那須高原産の果実を使った自家栽培・自家醸造の観光ワイナリー 株式会社福島銀行

関東 栃木県 さくら市 R2092U00071 株式会社ＭＧＣマネイジメント 9060001025197 通常枠 グランピング×ワーケーションとゴルフ場でのゴルフアカデミーの展開 アルタス・パートナーズ合同会社

関東 栃木県 足利市 R2092U00072 有限会社長山鉄工所 8060002036954 通常枠 請負加工から自社製品への転換　水耕栽培システムの生産販売体制構築 株式会社ゼロプラス

関東 栃木県 宇都宮市 R2092U00073 株式会社ｋｉｙｏｓｈｉ　ｂｅｒｒｙ 7060001031098 通常枠 「イチゴ農家から観光業へ！観光農園スペースを新設し、地元名産品を六次産業化！」 株式会社サクシード

関東 栃木県 真岡市 R2092U00075 株式会社松屋旅舘 4060001009460 通常枠 ホテル業から多目的デイユース事業への新分野進出 真岡商工会議所

関東 栃木県 小山市 R2092U00076 合同会社ケーカンパニー 2060003002432 通常枠 焼き肉店による新たな挑戦！和牛を使った惣菜開発事業 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 真岡市 R2092U00082 カプリティオ 通常枠 飲食店の思い切った再構築！ＣＳＶに取り組むカプリの万能ソース大作戦 真岡商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 R2092U00083 有限会社ル・フェステ 3060002009824 通常枠 プリント屋からメーカーへ！ＤＸ化によるユニフォームメーカーへの転身！ 株式会社サクシード

関東 栃木県 栃木市 R2092U00086 有限会社川喜田製作所 8060002032912 通常枠 航空機部品加工から医療機器部品加工への新分野展開 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 栃木市 R2092U00088 株式会社鯉沼建設 3060001030442 通常枠 スマート建機導入と専門人材採用による職別工事業から総合土木工事業への事業再構築 栃木商工会議所

関東 栃木県 鹿沼市 R2092U00093 東北縦貫開発株式会社 5010001051846 通常枠 デジタルとリアルを融合させた「デジタルワンストップゴルフサービス」事業 中谷　健太

関東 栃木県 真岡市 R2092U00099 芳賀精密工業株式会社 9060001009539 通常枠 フリップチップ接合設備導入による半導体製造業への進出 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須烏山市 R2092U00100 株式会社三森製作所 9060001008144 通常枠 ブルーオーシャンである特殊ボールバルブの高効率生産体制構築 株式会社エフアンドエム

関東 栃木県 栃木市 R2092U00101 株式会社ティ・エイチ・エス 4060001017991 通常枠 放課後待機児童の解消と女性の働き方改革に貢献する 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 宇都宮市 R2092U00104 株式会社永旭工業 8060001007667 通常枠 医療品プラント用サニタリー配管メーカーへの新規参入と自社ブランド商品の製造・販売 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 R2092U00106 ランド・フォレスト株式会社 7060001021743 通常枠 ハウスメーカーならではの家具販売事業！地域のつながりと家具の販売機会の創出 株式会社サクシード

関東 栃木県 宇都宮市 R2092U00108 株式会社リアンコーポレーション 3060001007250 通常枠 木造規格住宅からコンクリートセミオーダー住宅へ！ショールームを新設し新顧客を集客！ 株式会社サクシード

関東 栃木県 宇都宮市 R2092U00114 有限会社食彩 2060002012671 通常枠 急速冷凍機の導入によるテイクアウト商品の自社開発、移動販売による新規顧客層の獲得 株式会社シャイン総研

関東 栃木県 宇都宮市 R2092U00115 株式会社ピヨ 3060001026580 通常枠 大谷石窯使用！栃木県産有機栽培野菜のイタリアンパンの製造販売 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 栃木市 R2092U00121 蔵の街観光バス株式会社 5060001016316 通常枠 人と環境に優しい自動車整備工場「蔵の街整備工場」の設立 栃木信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 R2092U00127 株式会社横松建築設計事務所 2060001004637 通常枠 ＢＩＭ設計を１２年行ってきた実績のある設計事務所が指導するＢＩＭスクール 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 R2092U00129 株式会社丸山木工所 5060001004254 通常枠 デジタル機器活用により現場調査～提案までを完全非対面型サービスに転換！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須塩原市 R2092U00142 株式会社ミワコネクト 3060001030293 通常枠 地域の廃棄物を使った「地域発世界行きのプラスチック代替品」の製造販売を目指す。 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 R2092U00143 株式会社ＯＨＳＨＩＭＡ 6060001007917 通常枠 防水工事業が挑む環境に配慮した、超高圧水を用いてアスベストを安全かつ確実に除去・処理する新分野展開事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須塩原市 R2092U00146 有限会社新栄精機 3060002024575 通常枠 ５Ｇ通信用基地局部品への設備導入と自社技術開発による新分野展開 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 那須郡那須町 R2092U00151 株式会社蒸氣汽関車 3060001011632 通常枠 那須エリア初！ココロとカラダが満たされる遊戯場事業への挑戦！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 足利市 R2092U00153 ＡｅｒｏＥｄｇｅ株式会社 4060001027529 通常枠 次世代エアモビリティ（ｅＶＴＯＬ機）用部品の開発及び量産 株式会社足利銀行
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関東 栃木県 宇都宮市 R2092U00156 株式会社インフィニート 5060001024087 通常枠 まつエクサロン店舗への非対面型教育、受発注システム開発と提供 ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

関東 栃木県 宇都宮市 R2092U00160 株式会社ジェネックス 5060001028138 通常枠 非対面で会計が可能な電子タグ方式（ＲＦＩＤ）によるセルフレジの販売 株式会社足利銀行

関東 栃木県 日光市 R2092U00161 株式会社時代村 1060001008936 通常枠 江戸ワールドベンチャープロジェクト 株式会社インテグリティサポート

関東 栃木県 宇都宮市 R2092U00163 日光ゆば製造株式会社 3060001003530 通常枠 栃木の名産品日光ゆばを活かした体験型観光施設による新たな販路拡大 株式会社商工組合中央金庫

関東 栃木県 那須烏山市 R2092U00166 有限会社クローバー 2060002013892 通常枠 待つレストランから届けることができる強いフードサービスへの転換 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 矢板市 R2092U00169 株式会社ＢＯＳＡＩ 5060001023155 通常枠 高所掘削機を導入しサスティナブルで強靭な経営モデルの構築 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 R2092U00170 青源味噌株式会社 8060001000218 通常枠 味噌の伝統的技術による乳酸菌発酵飲料の越境Ｄ２Ｃ事業への転換 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須郡那須町 R2092U00174 株式会社那須村屋 3060001026374 通常枠 自社の強みを活かしてニーズの高いテイクアウト販売・チーズ製造への挑戦 株式会社足利銀行

関東 群馬県 高崎市 R2102S00001 ショップイロドリ 緊急事態宣言特別枠 リラクゼーションマッサージ業からインターネット販売事業への業種転換 高崎商工会議所

関東 群馬県 渋川市 R2102S00002 株式会社福一 1070001017894 緊急事態宣言特別枠 「朝食」提供スタイルの変更ならびに地域連携強化による付加価値向上計画 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 R2102S00004 株式会社糀屋 2070001006863 緊急事態宣言特別枠 地域の食材を使用した地域毎のご当地手前味噌キットの開発と販売 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 R2102S00005 美容室ＤＥＵＸ 緊急事態宣言特別枠 多様なニーズに対応する高品質な総合美容サービスを提供する新分野展開 北群馬信用金庫

関東 群馬県 北群馬郡榛東村 R2102S00006 株式会社興和 9070001030378 緊急事態宣言特別枠 型枠専門事業者から脱却し、デザイン性の高い外構工事（エクステリア）業者へと転換する。 税理士法人原澤会計

関東 群馬県 前橋市 R2102S00007 星野寝具店 緊急事態宣言特別枠 寝具生産設備を新設し安定した商品供給と羽毛リフォーム加工事業の参入を目指す 吉澤　孝夫

関東 群馬県 前橋市 R2102S00008 有限会社三山センター 8070002005306 緊急事態宣言特別枠 温泉水（ミネラルウォーター）販売計画 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 R2102S00009 栗原レントゲン株式会社 7070001001125 緊急事態宣言特別枠 レンタル事業及び感染症対策商品提供による地域医療・社会への貢献 吉澤　孝夫

関東 群馬県 前橋市 R2102S00010 有限会社はなぶさ有機農園 6070002006462 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍を生き抜き、未来につなげるための通販・お土産用商品の開発 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 桐生市 R2102S00011 株式会社桐盛館 1070001016310 緊急事態宣言特別枠 余剰設備で地域活性Ｖ字回復！駅前通りのキッチンカー広場 早瀬　達

関東 群馬県 高崎市 R2102S00012 有限会社甲子亭 9070002009479 緊急事態宣言特別枠 新名物で攻めの経営へ 高崎信用金庫

関東 群馬県 吾妻郡東吾妻町 R2102S00014 塚田建設株式会社 2070001023875 緊急事態宣言特別枠 土木建機のＩＣＴ化による、革新的土木工事への大胆な事業転換 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 邑楽郡千代田町 R2102S00015 あぜみち＆千代田饂飩 緊急事態宣言特別枠 うどん洋食ＷＡＳＴＡ®麺販売での新市場創出による事業再構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 伊勢崎市 R2102S00016 株式会社久保田組 3070001014881 緊急事態宣言特別枠 産業廃棄物事業への進出と協力会社間の連携強化について コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 前橋市 R2102S00017 株式会社アエルズ 2070001028684 緊急事態宣言特別枠 旅行計画を用いた認知症予防のためのオンライン教室事業 前橋商工会議所

関東 群馬県 渋川市 R2102S00018 有限会社長竹 3070002026629 緊急事態宣言特別枠 伊香保温泉での展望ワーケーション特別室とワーキングスペースの開業 鴻上まつよ

関東 群馬県 太田市 R2102S00019 瞠安 緊急事態宣言特別枠 全国の匠職人の「実演」が見られる伝統工芸品の総合ショップ コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 桐生市 R2102S00020 株式会社エーワン 8070001017236 緊急事態宣言特別枠 ドローン事業と飲食店を統合させたハイブリッド型飲食店の新設 桐生商工会議所

関東 群馬県 伊勢崎市 R2102S00022 株式会社ＢＥ　ＡＭＢＩＴＩＯＵＳ 5070001032584 緊急事態宣言特別枠 ラーメン自販機用商材の開発販売によるパッケージ販売 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 R2102S00024 株式会社平田商会 9070001002708 緊急事態宣言特別枠 高精度レンズメガネの移動販売 しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 R2102S00025 バールボッカ 緊急事態宣言特別枠 群馬県内の「地場の醸造家が生産した希少なクラフトビール」の小売り事業進出 しののめ信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 R2102S00028 株式会社しんどう 2070001015344 緊急事態宣言特別枠 非接触非対面で冷凍餃子を売り、この新型コロナ禍を乗り切る！ 茂木　健次

関東 群馬県 館林市 R2102S00030 ＢＡ 緊急事態宣言特別枠 設計事務所が提案と工事をするリフォーム事業 館林信用金庫

関東 群馬県 沼田市 R2102S00031 ＺＥＲＯ－ＦＡＣＴＯＲＹ 緊急事態宣言特別枠 設置型エアストリーム店舗及び新規デニム縫製事業構築 利根郡信用金庫

関東 群馬県 桐生市 R2102S00032 有限会社オオキ製作所 7070002022863 緊急事態宣言特別枠 法的規制の強化によって生まれた大型犬種用ケージの製造販売 早瀬　達

関東 群馬県 前橋市 R2102S00033 株式会社ソーレ・ジャパン 5070001026578 緊急事態宣言特別枠 立地を生かした自社オリジナルパンの製造販売 リードブレーン株式会社

関東 群馬県 渋川市 R2102S00034 株式会社北関スクリーン 6070001017923 緊急事態宣言特別枠 ドローン技術で空中の新領域ビジネスの事業化 税理士法人田子会計事務所

関東 群馬県 みどり市 R2102S00035 近藤酒造株式会社 7070001015975 緊急事態宣言特別枠 ラグジュアリー日本酒でのアジア市場における新市場獲得 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 R2102S00037 マツダ印刷株式会社 9070001003053 緊急事態宣言特別枠 最新型オンデマンド印刷機導入による新規取引先の開拓 株式会社アルファコンサルティング

関東 群馬県 前橋市 R2102S00038 株式会社Ｒｉｖｅｒ 2070001026390 緊急事態宣言特別枠 居酒屋経営から肉に特化した小売・卸売業への新事業参入 あかぎ信用組合

関東 群馬県 伊勢崎市 R2102S00039 株式会社Ｄ．Ｐ．Ｔ．ＦＡＣＴＯＲＹ 5070001015465 緊急事態宣言特別枠 伊勢崎初の昆布水つけ麵事業 リードブレーン株式会社

関東 群馬県 伊勢崎市 R2102S00040 株式会社ホープ 2070001035375 緊急事態宣言特別枠 ビルメンテナンス事業から介護施設退居時消毒事業への事業再構築 アイオー信用金庫

関東 群馬県 高崎市 R2102S00041 株式会社旬 9070001008936 緊急事態宣言特別枠 惣菜及び弁当の中食事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 吾妻郡東吾妻町 R2102S00042 カラオケ　ジュピター 緊急事態宣言特別枠 地元食材料理と地元工芸品で四万温泉を盛り上げる新コンセプトカフェの展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 R2102S00043 株式会社ビブリー 9070001035930 緊急事態宣言特別枠 イートインカフェから「台湾唐揚げテイクアウト専門店」への新分野展開 高崎商工会議所

関東 群馬県 桐生市 R2102S00044 株式会社やまもと 4070001016712 緊急事態宣言特別枠 予約システムを活用したオペレーション中心のテイクアウトへの事業転換 しののめ信用金庫

関東 群馬県 渋川市 R2102S00045 株式会社だいじょばない 2070001035409 緊急事態宣言特別枠 新規顧客層開拓のための「和食屋のから揚げ」店舗展開計画 北群馬信用金庫

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 R2102S00047 ペンションパル 緊急事態宣言特別枠 ペンション・居酒屋からスイーツ製造小売への思い切った転身を実現 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 沼田市 R2102S00052 有限会社タケヒロ 2070002035770 緊急事態宣言特別枠 全国初。魚屋さんが作った極上の味噌漬けを「ＥＣ」で全国に販売 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 R2102S00055 ペンション朝ねぼう 緊急事態宣言特別枠 地域ＮＯ１ペンションが手掛ける「非対面型・ワーケーション特化型」民泊施設運営 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 R2102S00056 春川酒店 緊急事態宣言特別枠 角打ち（飲食業）による業態転換で酒屋の復活 高崎信用金庫

関東 群馬県 みどり市 R2102S00057 ラメール 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトを活用する冷凍弁当の販売促進事業化 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 R2102S00058 橋本緑化 緊急事態宣言特別枠 つぼ焼き芋の移動販売・予約販売 大島　孝之

関東 群馬県 藤岡市 R2102U00004 株式会社倉沢製作所 5070001012891 通常枠 当社初の製造環境・生産設備の整備による医療器具等の新分野への参入 竹野谷　周久

関東 群馬県 沼田市 R2102U00006 ブルーバードカヌー 通常枠 片品村でゆったり過ごす、北欧風の貸コテージ事業への業種転換 株式会社イクルスマネジメント

関東 群馬県 みどり市 R2102U00007 株式会社桐電 1070001017052 通常枠 当社の強みの充填技術を活用して新たな化粧品分野に挑戦する 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 R2102U00009 東和インテック株式会社 1070001019809 通常枠 自動接着剤塗布機による自動車ペダル部品の作製 アイオー信用金庫

関東 群馬県 太田市 R2102U00011 有限会社なかや 2070002031704 通常枠 魚屋スタイルのテイクアウト専門店開業による新たな需要開拓事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 R2102U00014 萩原工業株式会社 3070001024229 通常枠 自然エネルギー事業から『グランピング事業』への挑戦と進化 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 群馬県 伊勢崎市 R2102U00016 株式会社後藤鉄工 7070001013335 通常枠 建設機械の電動化推進に向けたモーター向けパルスリング製造への進出 株式会社東和銀行

関東 群馬県 みどり市 R2102U00017 株式会社柳井 3070001016688 通常枠 デジタル技術を活用した生産プロセス自動化による事業再構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 館林市 R2102U00021 株式会社カワシマ 5070001021645 通常枠 医薬品など向け高付加価値アミノ酸（Ｌ－システイン）製造・販売による事業再構築 館林商工会議所

関東 群馬県 館林市 R2102U00023 有限会社井野口自動車整備工場 2070002033072 通常枠 全国的に希少なパッカー車（ごみ収集車）専門のレンタル事業への挑戦 館林信用金庫

関東 群馬県 沼田市 R2102U00024 株式会社マルキホームズ 2070001023074 通常枠 自社で新たな商品開発を行い、オンライン販売（新市場）を行う新分野展開を図る 北群馬信用金庫

関東 群馬県 館林市 R2102U00025 株式会社岡田製作所 9070001021609 通常枠 廃棄乳処理装置製品化による新分野展開への挑戦と新たな売上確保 館林商工会議所

関東 群馬県 高崎市 R2102U00027 群馬県中央園芸株式会社 3070001006664 通常枠 新たに「花き品質保持機能（花加工メンテナンス）」と「０℃在庫機能」のサービスを提供する 株式会社群馬銀行
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関東 群馬県 高崎市 R2102U00028 株式会社大利根漬 4070001006325 通常枠 カリカリ梅の小分けパックによる新分野展開 株式会社足利銀行

関東 群馬県 沼田市 R2102U00030 小坂建設株式会社 3070001022901 通常枠 事業収益性と安全対策体制を満たす雑木林整備の新サービス展開 株式会社東和銀行

関東 群馬県 館林市 R2102U00033 有限会社銀座ずし 8070002033273 通常枠 非接触型システムを設置したワーケーション型シェアオフィス開設 館林信用金庫

関東 群馬県 前橋市 R2102U00034 株式会社広告新聞 4070001003504 通常枠 地域密着型総合情報アプリケーション「ぷらっと」の企画・開発・運営 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 R2102U00040 ほたかや 通常枠 群馬県産「冷凍焼まんじゅう」の新商品開発および生産体制の構築 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 R2102U00043 株式会社岡建 1070001006336 通常枠 太陽光発電による安定経営と脱炭素社会に向けた木材自然乾燥事業 株式会社渡辺経営コンサルティング

関東 群馬県 太田市 R2102U00047 株式会社ワークステーション 3070001021449 通常枠 新分野（電子回路製造業　３Ｄ－ＭＩＤ）に進出 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 R2102U00050 株式会社ＳＨＩＭＯＤＡ 3070001027017 通常枠 子会社共同での上州和牛・和食材流通加工輸出業態への革新的転換 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 富岡市 R2102U00053 有限会社栗原金型工業 9070002016178 通常枠 板金製造業への事業転換によるプレス加工業とのシナジー効果創出 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 太田市 R2102U00054 株式会社サーモテック 6070001019358 通常枠 半導体需要に対応！　半導体の搬送に必要不可欠なトレーの製造 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 R2102U00057 株式会社アルファー・エイト 5070001011472 通常枠 貯蔵バルクの残存ガス処理事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 R2102U00058 株式会社大明 8070001013524 通常枠 半導体事業への進出に向けた高精度・傷レス加工及び量産体制整備 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 前橋市 R2102U00061 株式会社Ｉ．Ｇ 3070001030540 通常枠 「カレー専門店（ファストフード事業）」および「セントラルキッチン事業」 しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 R2102U00065 柴崎農園 通常枠 高崎市初　農家直営レストラン 税理士法人田子会計事務所

関東 群馬県 渋川市 R2102U00071 敷島産業株式会社 2070001017712 通常枠 利用者の家族もサービス対象としたワンストップ介護サービス事業の展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 館林市 R2102U00076 株式会社システムアローズ 1070001024528 通常枠 倉庫リノベーションによるコワーキング事業への展開 木寅　雅之

関東 群馬県 桐生市 R2102U00077 有限会社落合ミーリング 8070002022994 通常枠 リプロダクト（復刻生産）事業のＯＥＭ部品供給事業による再構築 桐生商工会議所

関東 群馬県 前橋市 R2102U00079 株式会社東洋ゴムチップ 2070001031390 通常枠 循環型社会の実現に向けた新素材チップの開発と自社製品製造事業 渡邉　学

関東 群馬県 伊勢崎市 R2102U00083 株式会社北原製作所 7070001013236 通常枠 建機・農機業界向けデフ・アクスル等駆動系部品の新開発 株式会社足利銀行

関東 群馬県 藤岡市 R2102U00086 株式会社鐵建 3070001012951 通常枠 東日本初の建築ハイブリッド構法への挑戦 高崎信用金庫

関東 群馬県 高崎市 R2102U00087 有限会社エムズブレーン 1070002014404 通常枠 不動産事業部新設並びに新店舗建設計画 群馬県信用組合

関東 群馬県 吾妻郡東吾妻町 R2102U00091 ローズクィーン交通株式会社 3070001024047 通常枠 コインランドリーを核とした新サービスの提供 鈴木　秀幸

関東 群馬県 桐生市 R2102U00092 桐生合同自動車株式会社 6070001015803 通常枠 一般顧客を対象として大型洗濯乾燥機を備えたコインランドリーサービス 桐生商工会議所

関東 群馬県 渋川市 R2102U00093 株式会社福島商店 9070001017895 通常枠 木材卸業のノウハウを生かした、持続可能な環境エネルギービジネスへの進出 株式会社東和銀行

関東 群馬県 太田市 R2102U00094 株式会社オオイテック 3070001018874 通常枠 次世代軽量化ボディー骨格用金型製造のための生産体制確立による業態転換 桐生信用金庫

関東 群馬県 高崎市 R2102U00102 株式会社ＧＲＡＩＺ 8070001033225 通常枠 ワーケーションや、小規模旅行者をターゲットとした宿泊事業 税理士法人ＩＫＪ

関東 群馬県 みどり市 R2102U00105 毒島整染株式会社 1070001016509 通常枠 仕上げと効果に拘った、赤ちゃん衣類も洗えるコインランドリー 桐生信用金庫

関東 群馬県 館林市 R2102U00106 御食事処　朱鷺 通常枠 栄養バランスに特化したお惣菜で健康で豊かな食文化を作る取り組み 館林商工会議所

関東 群馬県 藤岡市 R2102U00110 株式会社協正金型製作所 1070001012383 通常枠 電子・原子顕微鏡向け　大型シームレスＹ型真空導波管（シリンダー）の開発 しののめ信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 R2102U00118 株式会社Ｇ．Ｋ．ｗｏｒｋｓ 2070001029435 通常枠 自然との共生を提唱する屋根工事業者がキャンプ場をオープン 税理士法人手島＆パートナーズ会計

関東 群馬県 富岡市 R2102U00121 株式会社ニューケミカル 5070001011885 通常枠 大型ＦＲＰ製品へ対応する生産・供給体制の構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 R2102U00122 有限会社ジェイライン 8070002013003 通常枠 資源循環型社会の構築　～木くずと最先端設備から生まれるオーガニック肥料～ 酒井　豊

関東 群馬県 桐生市 R2102U00127 株式会社Ｓ．ＭＹ．Ｋ 4070001033162 通常枠 コロナ禍で影響を受けやすい単一事業、単一顧客からの脱却 早瀬　達

関東 群馬県 前橋市 R2102U00128 富士化学株式会社 6070001002776 通常枠 プラスチック製品の製造における「食品容器部品」、「医薬品部品」への新分野展開および自社開発体制の構築 株式会社ライトアップ

関東 群馬県 高崎市 R2102U00133 芹沢印刷工業株式会社 9070001007401 通常枠 老舗印刷業者のノウハウを活かした完全非接触型の動画作成事業 しののめ信用金庫

関東 群馬県 前橋市 R2102U00135 株式会社Ｈ．Ｄ．Ａ． 1070001026284 通常枠 作業効率・保管効率の高いタイヤ保管サービス開始 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 R2102U00137 株式会社Ｔｅｎｓ 2070001034204 通常枠 環境に優しい自動補充型ホテルアメニティーの製造・販売 税理士法人田子会計事務所

関東 群馬県 藤岡市 R2102U00140 有限会社中林塗装工業 7070002017632 通常枠 粉体塗装、ジルコニウム化成処理に特化した、環境にやさしい塗装を実施し、環境問題に対応した提案型企業へ業態転換する 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 沼田市 R2102U00141 株式会社沼田魚菜市場仲卸 2070001023033 通常枠 世界初のＣＡＳ技術を使っての急速冷凍食品販売とシナジー効果 利根郡信用金庫

関東 群馬県 みどり市 R2102U00142 そば処ふくおか 通常枠 飲食店リノベーションによるニューノーマル対応プロジェクト 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 R2102U00145 株式会社Ｌｉｖ 7070001032855 通常枠 遠隔病理検査を実現させる衛生検査所の開設 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 R2102U00146 牧野酒造株式会社 3070001008371 通常枠 国産ウイスキー製造・販売事業への新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 甘楽郡甘楽町 R2102U00147 株式会社イクシムジェットジャパン 3070001006160 通常枠 中古トラックの車体架装（荷台の新規製作・仕様変更）事業及び自動車整備事業への新事業展開 株式会社八十二銀行

関東 群馬県 高崎市 R2102U00152 株式会社シュウワエンジニアリング 6070001007263 通常枠 脱炭素社会に向けた省エネ機器の開発・製造・販売体制の構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 R2102U00153 鈴木工業株式会社 6070001019507 通常枠 次世代自動車向け金属プレス金型における事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 R2102U00157 巴産業株式会社 9070001007839 通常枠 機械部品専用のフルフィルメントサービスへの挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 群馬県 前橋市 R2102U00159 株式会社ゼロワン 1070001015477 通常枠 デジタル機能を取り入れた物流倉庫業に参入し事業を再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 利根郡川場村 R2102U00171 株式会社ＧｒｅｅｎＦｅｅｌ 8070001034223 通常枠 全天候型常設テントの開発によるテレワーク対応キャンプ場サービス 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 R2102U00182 株式会社岩崎工業 5070002028160 通常枠 食品の低温物流分野の顧客開拓で新分野展開と事業拡大を目指す 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 桐生市 R2102U00186 株式会社笠盛 8070001015751 通常枠 ３Ｄシステムと無縫製ミシンを使いオーダーメイドの製品をネットで展開 株式会社足利銀行

関東 群馬県 桐生市 R2102U00188 加栄レース株式会社 6070001015737 通常枠 特殊なラメニット生地を利用したギフト商材、商品の開発 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 R2102U00189 株式会社スカワ 3070001009080 通常枠 オンラインモデルルームを活用した脱炭素リフォーム事業 高崎商工会議所

関東 群馬県 高崎市 R2102U00192 有限会社カーペイント 9070002013101 通常枠 ｗｉｔｈコロナの生活様式に対応したキッチンカー・キャンピングカーの制作工場新設による新分野への挑戦 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 富岡市 R2102U00201 株式会社野口製作所 6070001011892 通常枠 プレス加工企業に特化したＩｏＴデバイス・システム開発事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 R2102U00202 株式会社ＳＨＯＤＡ． 5070001032171 通常枠 配管プレハブ加工の内製化によるプラント市場への新分野展開 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 R2102U00204 株式会社有賀園ゴルフ 6070001006133 通常枠 ゴルフ用品販売における事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 R2102U00206 ジャック・ザ・タルトファンタジー 通常枠 チーズタルトで培った商品力でカステラ市場に参入し、さらなる成長を実現 株式会社東和銀行

関東 群馬県 吾妻郡東吾妻町 R2102U00207 株式会社ＭＡＴ一級建築士事務所 6070001030959 通常枠 建設用３Ｄプリンタを導入したビジネスモデルの構築及び新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 甘楽郡下仁田町 R2102U00210 茂木食品工業株式会社 1070001012078 通常枠 １００％プラントベースの大豆ミート製品の製造と販売 株式会社東和銀行

関東 群馬県 太田市 R2102U00211 株式会社サイテックス 7070001019290 通常枠 特許技術を活かした樹脂製品製造における事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 R2102U00215 株式会社アーツデザインプロジェクト 3070001028683 通常枠 予防医学✖️オンライン併用パーソナルジム 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 R2102U00218 株式会社ＰＯＥＭ 5070001027675 通常枠 コロナニーズに対応するための中古車買取販売から自動車整備への新分野展開 桐生信用金庫

関東 群馬県 吾妻郡中之条町 R2102U00222 有限会社柏屋 6070002036278 通常枠 老舗旅館がテイクアウト・ケータリング・ＥＣサイト中心の飲食店に挑戦 かなた税理士法人

関東 群馬県 太田市 R2102U00225 株式会社矢島タクシー 2070001020261 通常枠 タクシーの配車管理システムの販売とメンテナンス事業の新部門設置 株式会社足利銀行
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関東 群馬県 前橋市 R2102U00233 有限会社椛澤土木 1070002001484 通常枠 新時代に対応したＩＣＴ施工に挑戦し、施工効率の向上や経営力向上の体制を再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 沼田市 R2102U00234 株式会社斉藤林業 7070001023383 通常枠 無垢材の板を外販し、ウッドショック禍に床材供給を行う事業をはじめる 北群馬信用金庫

関東 群馬県 高崎市 R2102U00235 株式会社茂木体育器 9070001008589 通常枠 家庭用室内体育器の開発と販売によるＢ　ｔｏ　Ｃへの新規事業参入 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 R2102U00236 有限会社プロペラコーポレーション 1070002007969 通常枠 「地域循環型マイクロブリュワリーの設置～群馬のソウルビールを作る～」 高崎商工会議所

関東 群馬県 高崎市 R2102U00237 職場元気株式会社 9070001014744 通常枠 人材派遣業を通して獲得した高度人材を活用したＤＸ推進事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 安中市 R2102U00238 株式会社ヒロイ 8070001010059 通常枠 ＩＯＴを活用した自働化装置の開発による業態転換と、小型電池パック生産の量産化 間嵜孝雄

関東 埼玉県 所沢市 R2112S00002 新興プラント工業株式会社 2030002032342 緊急事態宣言特別枠 サニタリー配管で培った技術とクリーン環境の融合で半導体市場参入 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 秩父郡横瀬町 R2112S00003 有限会社サクラ住研 4030002122785 緊急事態宣言特別枠 空き家解体ビジネスへの参入による売上拡大事業 秩父商工会議所

関東 埼玉県 入間郡三芳町 R2112S00006 株式会社アリス・インスティテュート 9030001050677 緊急事態宣言特別枠 「オンラインと自習型教室」のハイブリッド型英語教室 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市緑区 R2112S00007 仲谷接骨院 緊急事態宣言特別枠 豊かな生活と競技実績の向上を目指す体組成測定サービスの提供 税理士法人第一経理

関東 埼玉県 ふじみ野市 R2112S00008 流圧整体院 緊急事態宣言特別枠 コロナを乗り越え、患者様の楽しい人生を応援する 佐々木　晴明

関東 埼玉県 川口市 R2112S00009 株式会社神谷 5030001074416 緊急事態宣言特別枠 老舗割烹がつくる「和風お惣菜」冷凍食品のウェブ販売による売上拡大 経営創研株式会社

関東 埼玉県 秩父郡長瀞町 R2112S00010 ワイ・マネジメント株式会社 1030001091431 緊急事態宣言特別枠 生みそ豚を専門で扱うＥＣショップの開発 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市南区 R2112S00011 株式会社ノベルスタンダード 1011001073405 緊急事態宣言特別枠 音楽レッスンのマッチングとミュージシャン向け動画制作スクール 塩津　友輝

関東 埼玉県 越谷市 R2112S00013 株式会社ハチスバ 3030001118538 緊急事態宣言特別枠 美容と健康志向が高まる顧客へのデザートドリンクの製造とテイクアウト販売事業。 石渡　正樹

関東 埼玉県 秩父郡長瀞町 R2112S00017 株式会社イノウエ 4030001091354 緊急事態宣言特別枠 キャンプミールキットによるＥＣデリバリーサービスの開発 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 久喜市 R2112S00018 株式会社フジハウジング 8030001031876 緊急事態宣言特別枠 クラウドファンディングを活用した遊休不動産再生事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 ふじみ野市 R2112S00020 株式会社フェアリーアイ 5030001059565 緊急事態宣言特別枠 地域のペット愛好家に向けたペットサービス事業で挑む事業再構築 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 埼玉県 吉川市 R2112S00021 ゲート 緊急事態宣言特別枠 沖縄ぜんざいのかき氷等沖縄メニューに特化したキッチンカー事業への転換 株式会社東都経営力向上センター

関東 埼玉県 熊谷市 R2112S00025 オートディーラーステージ 緊急事態宣言特別枠 整備スペース増築によるタイヤ販売、交換サービス提供 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 羽生市 R2112S00027 つづき写真店 緊急事態宣言特別枠 ドローンを活用した子供向けプログラミング教室の開講 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 蕨市 R2112S00029 有限会社今井商事 8030002025670 緊急事態宣言特別枠 従業員のスキルを活かした貴金属・ブランド品等買取業への進出 中川　健史

関東 埼玉県 川口市 R2112S00030 山﨑哲郎事務所 緊急事態宣言特別枠 飲食業界次世代事業プラットフォーム 瀬戸　正人

関東 埼玉県 上尾市 R2112S00033 株式会社レゾンデートル 8030001043871 緊急事態宣言特別枠 整備車両自動判定トレサビリティシステムのクラウド化構築と販売 経営創研株式会社

関東 埼玉県 深谷市 R2112S00034 合同会社戎や 7030003005251 緊急事態宣言特別枠 調理及びテイクアウト施設設置による惣菜・弁等等の開発と新サービス提供 深谷商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 R2112S00035 三倭観光株式会社 1030001018228 緊急事態宣言特別枠 バス会社が取り組むＷｅｂを活用した貨物運送、中古車、物販事業 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 所沢市 R2112S00038 有限会社ティー・ポード 4030002030261 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍でネットを活用したコンテンツ事業での再構築プロジェクト 西武信用金庫

関東 埼玉県 川越市 R2112S00039 レストラン　シャン・ドゥ・フルール 緊急事態宣言特別枠 フランス・ブルゴーニュ産に特化したワインの小売販売事業の展開 戸髙　成二

関東 埼玉県 熊谷市 R2112S00040 株式会社ＯＦＦＩＣＥ　ＰＩＥＣＥ　ＯＦ　ＤＲＥＡＭ 8011501018539 緊急事態宣言特別枠 プロのミュージカル俳優・演出家による、ライブ配信プロデュース支援事業 熊谷商工会議所

関東 埼玉県 川口市 R2112S00043 株式会社ライフ・クリエイト 1030001078445 緊急事態宣言特別枠 ニューノーマルな過ごし方に適した自社設計物件と、シェアオフィス併用事業所の新しい働き方の実現 伊藤　文彦

関東 埼玉県 川口市 R2112S00044 株式会社シュウエイ 3030001075408 緊急事態宣言特別枠 特殊な折り加工を施したダイレクトメール加工の事業化 株式会社ＧＩＭＳ

関東 埼玉県 加須市 R2112S00045 グルームドッグ 緊急事態宣言特別枠 コミュニケーションプラットホームおさかなブリーダーズを開発 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市中央区 R2112S00046 有限会社サンオーク 4030002005882 緊急事態宣言特別枠 店舗型クリーニング業からネット受注中心の宅配型への転換、及び布団丸洗い乾燥事業への事業再構築 佐野　良太

関東 埼玉県 飯能市 R2112S00048 有限会社創林 3030002119584 緊急事態宣言特別枠 オンラインＤＩＹ・木工体験事業の構築 株式会社シンカ

関東 埼玉県 久喜市 R2112S00051 森乃家合同会社 6030003001648 緊急事態宣言特別枠 料亭ならではの「和のアフターヌーンティ」、各種イベントの企画・運営事業 税理士法人こうの会計

関東 埼玉県 川口市 R2112S00054 株式会社ティーアイトレーディング 6030001082582 緊急事態宣言特別枠 当社独自ブランド日本国産ウイスキーの輸出販売事業 税理士法人倉持会計

関東 埼玉県 草加市 R2112S00055 株式会社ラ・イムズ 2030001040461 緊急事態宣言特別枠 リラクゼーション業の接客経験を活かした非対面型ギフト製造販売業への進出 税理士法人ハガックス

関東 埼玉県 川口市 R2112S00058 株式会社シンフォニー 6030001081568 緊急事態宣言特別枠 飲食店向け接客研修事業の開始 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 八潮市 R2112S00061 ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ　ＥＳＴＥＥＭ 緊急事態宣言特別枠 三方よし！金融と教育のプロが教える社会人向けオンラインスクール 株式会社ビズグランツ

関東 埼玉県 川越市 R2112S00062 絢鶏 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍で好調なラーメン出店で事業転換。地域貢献と雇用を守る。 川越商工会議所

関東 埼玉県 所沢市 R2112S00063 小坂歩美 緊急事態宣言特別枠 「作って楽しむ」から「買って楽しむ」へより気軽に和菓子を楽しんでもらう 佐々木　晴明

関東 埼玉県 狭山市 R2112S00066 株式会社大生工業 8030001026439 緊急事態宣言特別枠 既存事業の強みを活かした加工事業展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 飯能市 R2112S00067 株式会社ピアニジュウイチ 7030001027462 緊急事態宣言特別枠 バルーン製作技術を活用したエアーテント分野への新規参入事業 飯能信用金庫

関東 埼玉県 春日部市 R2112S00068 有限会社味濱家 6030002067764 緊急事態宣言特別枠 「味濱家ブランド」を活かしたオリジナルな餃子製造による事業再構築 新潟信用金庫

関東 埼玉県 吉川市 R2112S00069 穂思 緊急事態宣言特別枠 居酒屋を一部改装して弁当販売店を設置し、居酒屋業と弁当販売業の二毛作で収益拡大と安定化 大沢　誠一

関東 埼玉県 加須市 R2112S00070 株式会社ウッドイヤー 2030001134379 緊急事態宣言特別枠 木耳の薬膳煮の製造・販売事業 ＦＵＮＳ税理士法人

関東 埼玉県 富士見市 R2112S00071 株式会社アグリナ 7030001118699 緊急事態宣言特別枠 スポーツ＆企業ユニフォームの比較サイトの新規開設で新分野展開 魚谷　康行

関東 埼玉県 さいたま市南区 R2112S00072 ＫＴＢＩ株式会社 5030001113842 緊急事態宣言特別枠 入浴設備のある車両による訪問介護事業の拡大 伊東　努

関東 埼玉県 新座市 R2112S00073 株式会社いなばＮＥＸＵＳ 3030001049667 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ・ポストコロナ時代の新たな地域防災自助力向上事業 安田耕三

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 R2112S00074 炭火ホルモンしげ 緊急事態宣言特別枠 巣ごもり需要の増加を踏まえたキッチンカーによる移動販売事業 上尾商工会議所

関東 埼玉県 蓮田市 R2112S00075 株式会社ダイシュウグループ 8030001063119 緊急事態宣言特別枠 海鮮居酒屋の資源を活かした店舗形態拡張等の取組み 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 R2112S00076 コスメハウス合同会社 9030003010720 緊急事態宣言特別枠 業界初！温めて使う「オーガニック成分のシートマスク」生産販売 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 所沢市 R2112S00078 立峰商事株式会社 3030001100636 緊急事態宣言特別枠 アパレル無人店舗販売！流行に合わせた旬の商材で地域に活性を！ 税理士法人フューチャーコンサルティング

関東 埼玉県 吉川市 R2112S00079 ＪＭＳ株式会社 1030001099672 緊急事態宣言特別枠 歯科機械室排水特殊器具販売計画 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 R2112S00080 黒金２９ 緊急事態宣言特別枠 ご当地名物がずらり！冷凍食品のセレクトショップ 伊藤　洋介

関東 埼玉県 所沢市 R2112S00082 有限会社さぶろく 4030002037372 緊急事態宣言特別枠 お店の味を高級仕出し弁当で新たに再現。職場・自宅に宅配。 株式会社八十二銀行

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 R2112S00084 株式会社Ｓ．Ｓ．Ｋ 2030001022690 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナに対応した準非接触型の少人数向け低価格焼肉食べ放題事業 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 八潮市 R2112S00085 株式会社シンセイ 2011801022741 緊急事態宣言特別枠 画像認識機能開発による食器・道具・グラス画像検索サービスの展開 亀有信用金庫

関東 埼玉県 八潮市 R2112S00088 株式会社石渕スプリング 2030001038753 緊急事態宣言特別枠 「手術用腸部固定具」の製作による医療機器分野への新規参入 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 春日部市 R2112S00089 石窯ピザカフェダイニング快斗 緊急事態宣言特別枠 美味しい肉・野菜を楽しむ地域密着の焼肉店経営 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 草加市 R2112S00090 小林鋲螺株式会社 7030001034938 緊急事態宣言特別枠 大容量の空気殺菌と用品の殺菌を同時に行う殺菌装置の製造販売 草加商工会議所

関東 埼玉県 所沢市 R2112S00091 株式会社倉片人形 6030001023982 緊急事態宣言特別枠 雛人形×かき氷で、年中繁忙期に！相互集客でシナジーを生む 所沢商工会議所

関東 埼玉県 熊谷市 R2112S00094 有限会社コムネットサイタマ 9030002113292 緊急事態宣言特別枠 強みである海鮮料理の製造方法を大幅に変え、ＥＣサイトと店舗で販売 株式会社田烏経営研究所

関東 埼玉県 三郷市 R2112S00096 株式会社松川屋 8030001037007 緊急事態宣言特別枠 老舗豆菓子業者が洋菓子業界参戦！若者の胃袋を掴む低糖質ナッツ 株式会社常陽銀行
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関東 埼玉県 さいたま市浦和区 R2112S00097 株式会社グリーンホープ 1030001011315 緊急事態宣言特別枠 高い断熱効果を発揮する中空エマルション粒子の開発及び量産技術の確立 松井　明則

関東 埼玉県 さいたま市中央区 R2112S00100 株式会社アイビーアイ 9030001000384 緊急事態宣言特別枠 自由な働き方と自己実現を支援する地域密着型シェアオフィスの展開 株式会社千葉銀行

関東 埼玉県 川口市 R2112S00101 星野工務店 緊急事態宣言特別枠 セルフビルドサポートによる空き家再生事業 小林　修

関東 埼玉県 富士見市 R2112S00103 合同会社ｕｉｋｋａ 7030003013675 緊急事態宣言特別枠 ペット雑貨の企画・デザイン及びロイヤリティビジネス 角野崇雄

関東 埼玉県 越谷市 R2112S00104 アウトドア酒場キャンプ 緊急事態宣言特別枠 都市型アウトドアを切口に非日常空間を演出するレンタルスペース 東京東信用金庫

関東 埼玉県 上尾市 R2112S00105 株式会社フロンティア 4030001043859 緊急事態宣言特別枠 地域活性化型「食品特化ＥＣサイトシステムの運営」 上尾商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市北区 R2112S00106 ぱん教室ポラリス 緊急事態宣言特別枠 レッスンの３Ｄ動画化による受講者に分かりやすいオンライン教室への業態転換 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 白岡市 R2112S00108 ＩＰＯソリューションズ株式会社 7030001031984 緊急事態宣言特別枠 リモートコンサルを主とした東証ＴＰＭ市場上場志向企業を対象顧客にする新分野コンサル事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 秩父市 R2112S00109 旬の郷　あかし 緊急事態宣言特別枠 秩父の本格和料理店の味をご家庭で、お土産で！調味料の製造販売プロジェクト 埼玉信用組合

関東 埼玉県 本庄市 R2112S00114 中国料理　寿飯 緊急事態宣言特別枠 老舗町中華の味をお楽しみ頂ける無人冷凍食品販売店の開設 東京中央経営株式会社

関東 埼玉県 川口市 R2112S00115 プリンゾジャパン株式会社 7030001080759 緊急事態宣言特別枠 既存飲食店舗内　新規小売店舗開設事業 税理士法人倉持会計

関東 埼玉県 所沢市 R2112S00116 Ｅ．Ｓ．Ｐｌａｎｎｉｎｇ株式会社 5030001030352 緊急事態宣言特別枠 飲食事業から地域密着型介護サービスへの業種転換 所沢商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 R2112S00117 一般社団法人こどもとみらい教育研究会 9030005016526 緊急事態宣言特別枠 ＩＣＴ・デジタル技術を活用した次世代型放課後等デイサービス事業 坪井　亮

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 R2112S00120 ベルジャンビアバー　バービーズ 緊急事態宣言特別枠 ベルギービール専門店による出汁を生かした讃岐うどん店の開業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川越市 R2112S00121 株式会社貴響 2030001102567 緊急事態宣言特別枠 老舗料亭を後世に残すためのファザード・メニュー再構築事業 川越商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 R2112S00122 株式会社中村コミュニケーションズ 4030001031145 緊急事態宣言特別枠 障害者グループホームへの入居を支援する事業の展開 アルタス・パートナーズ合同会社

関東 埼玉県 川口市 R2112S00124 株式会社ピュアフードプランニング 3030001111666 緊急事態宣言特別枠 屋外店舗事業による事業多角化と地域貢献の実現 小松原　貴志

関東 埼玉県 川越市 R2112S00126 有限会社亀屋紋蔵 4030002072915 緊急事態宣言特別枠 ノーアレルギーカップケーキの開発 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 大里郡寄居町 R2112S00128 小さなホテルセラヴィ 緊急事態宣言特別枠 非日常的な体験が味わえるコンシェルジェ付き一棟貸しサービス 久保田　昌宏

関東 埼玉県 所沢市 R2112S00129 ＮＯＡ・ＪＡＰＡＮ株式会社 2030001029447 緊急事態宣言特別枠 ＩＴを駆使した精神科特化型訪問看護事業の構築 株式会社八十二銀行

関東 埼玉県 加須市 R2112S00130 株式会社三正技工 5030001033000 緊急事態宣言特別枠 各種治具の鋼板組合せ新方式による新規分野への挑戦 若林　年

関東 埼玉県 飯能市 R2112S00131 株式会社ＲｕｄｅＫｉｔｃｈｅｎ 9030001111917 緊急事態宣言特別枠 既存ビジネスとＦＣのノウハウを活用した新規ビジネスの早期立上げ 飯能商工会議所

関東 埼玉県 新座市 R2112S00132 有限会社エス・ティー企画 1030002098228 緊急事態宣言特別枠 顧客の疲れを癒しモチベーションを高めるヘアカラー専門店の新分野展開 川口信用金庫

関東 埼玉県 戸田市 R2112S00134 株式会社ＴＥ－１ 4011801030718 緊急事態宣言特別枠 既存の技術と協力体制を活用したリフォーム事業への事業転換 岡本　崇志

関東 埼玉県 川越市 R2112S00135 株式会社Ｌｕｘａｓ 8030001134712 緊急事態宣言特別枠 携帯コーティング業に加え、エステ事業進出に伴う経営の安定化 髙司　浩史

関東 埼玉県 飯能市 R2112S00136 株式会社永興教育学園 5013301037358 緊急事態宣言特別枠 オンライン日本語授業 太田　眞彦

関東 埼玉県 熊谷市 R2112S00137 有限会社シルクハウス 5030002113528 緊急事態宣言特別枠 オゾンによる感染症対策された洗濯代行サービスの構築 株式会社第四北越銀行

関東 埼玉県 所沢市 R2112S00138 アルメディアＩＬＭ 緊急事態宣言特別枠 古民家再生の匠が贈る　お江戸物件一棟貸し 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 R2112S00139 ゆう吉 緊急事態宣言特別枠 「居酒屋」からお食事メインの「ラーメン屋」への事業転換 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 吉川市 R2112S00141 有限会社福壽家 9030002090549 緊急事態宣言特別枠 老舗料亭が挑む「自宅懐石」、「ライブ懐石」 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 川口市 R2112S00142 有限会社サキガケサービス 8030002109589 緊急事態宣言特別枠 宴会やイベントに感染予防パネル及び消毒機材のレンタルと消毒施工 青木信用金庫

関東 埼玉県 新座市 R2112S00143 株式会社Ｂｉｇ　Ｓｋｙ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 1030001072555 緊急事態宣言特別枠 餃子の販路拡大に向けたハイブリッド型セントラルキッチンの構築 リードブレーン株式会社

関東 埼玉県 上尾市 R2112S00145 串焼高とん 緊急事態宣言特別枠 ツライを和らげる鍼灸院の開業 服部　亮

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 R2112S00146 株式会社ＤＣＳＹ 9030001092323 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトからダイレクト出荷、システム倉庫事業戦略 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 越谷市 R2112S00148 株式会社中村木工所 7030001064539 緊急事態宣言特別枠 ＳＤＧｓのためのエシカルギフトを伝統工芸の桐箱で送る事業 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 羽生市 R2112S00149 エミルカ 緊急事態宣言特別枠 個室で安心！低感染型毛穴ケア専門サロンへの新分野展開 熊谷商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市南区 R2112S00154 株式会社コーケン 6030001002623 緊急事態宣言特別枠 クラウド型栄養分析システムの開発と新分野への栄養セミナー開催による展開 トアロード税理士法人

関東 埼玉県 本庄市 R2112S00157 井田起業株式会社 4030001060581 緊急事態宣言特別枠 ３Ｄレーザードローン等の導入により、事業再構築を図りＶ字回復を実現する 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 深谷市 R2112S00158 有限会社彩人 1030002115098 緊急事態宣言特別枠 深谷産の深谷牛、タマシャモ、野菜を使った土産品の製造販売 深谷商工会議所

関東 埼玉県 川口市 R2112S00159 株式会社エフコーポレーション 4030002108834 緊急事態宣言特別枠 高齢者向け訪問美容のプラットホーム構築 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 R2112S00163 有限会社エス．イーエー 5030002001278 緊急事態宣言特別枠 学習障害児童・生徒の学びをサポートする放課後デイサービス事業 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 比企郡川島町 R2112S00164 ｓｅｎｓｅ　ｏｆ　ｗｏｎｄｅｒ合同会社 4030003009305 緊急事態宣言特別枠 農家民泊・レンタルオフィス・シェア畑・アウトドアフィールド併設の複合ワーケーション施設 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 所沢市 R2112S00166 株式会社うれっこ 5030001127264 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ・アフターコロナに向けてのテイクアウト・デリバリー事業へ新規参入 税理士法人イデアコンサルティング

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 R2112S00167 隠れ家的個室ビストロ　ヴァンエール 緊急事態宣言特別枠 地域の方々に食と笑顔を届けるイタリアン・ファミレスのテイクアウト事業計画書 青山裕之

関東 埼玉県 川口市 R2112S00168 マルシン工業株式会社 8030001077291 緊急事態宣言特別枠 遊戯銃を製造・販売の業態転換 明治通り税理士法人

関東 埼玉県 八潮市 R2112S00170 Ａ５Ｏ１ 緊急事態宣言特別枠 高齢化社会を見据えた、男性専用の介護脱毛サロンへのチャレンジ 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 春日部市 R2112S00171 Ｂｅｓｐｏｋｅ　Ｃｏｆｆｅｅ　Ｒｏａｓｔｅｒｓ 緊急事態宣言特別枠 ハンドドリップ日本チャンピオンによるコーヒー技術の定額制オンライン学習とＬＡＢＯ＆ＣＡＦＥ事業 春日部商工会議所

関東 埼玉県 川口市 R2112S00174 可楽合同会社 1030003011602 緊急事態宣言特別枠 中国料理の店内飲食事業から韓国料理の食材卸小売事業への転換 ウエノ

関東 埼玉県 秩父郡東秩父村 R2112S00178 株式会社ふじさん 7012401033959 緊急事態宣言特別枠 東秩父村におけるアウトドアアクティビティ事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 熊谷市 R2112U00003 株式会社ユーアンドユー 5030002114385 通常枠 地元食材の活用と食材ロスを両立させるアイスクリーム店と手作りパイの２４時間無人販売事業 シェアビジョン株式会社

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 R2112U00010 東京レジャービル株式会社 2030001005943 通常枠 コロナ禍における黙食の推進・一人でも気軽に安心して立ち寄れる牛肉１００％ハンバーグの店舗展開												　	 シェアビジョン株式会社

関東 埼玉県 越谷市 R2112U00012 ＧＬＯＢＡＬ　ＴＲＵＳＴ株式会社 7030001139027 通常枠 自動車の解体及び海外への中古自動車部品の輸出業 吉川　峻

関東 埼玉県 秩父郡横瀬町 R2112U00015 株式会社カリラボ 7030001133178 通常枠 食肉解体・レストラン事業展開による横瀬ジビエモデルの確立 秩父商工会議所

関東 埼玉県 大里郡寄居町 R2112U00018 株式会社太水 3030001088343 通常枠 水道工事会社としての強みを活かしたキャンプ場の開設 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 ふじみ野市 R2112U00020 上福岡設備工業株式会社 3030001056754 通常枠 耐食および抗菌空調機器製品生産体制の確立による新規市場開発 川口信用金庫

関東 埼玉県 秩父市 R2112U00022 株式会社ウィズ・アペックス 7030002122782 通常枠 新事業展開による顧客ターゲットの分散化と既存店の収益力向上 秩父商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市中央区 R2112U00024 関口工業株式会社 7030001004627 通常枠 防衛産業への新事業展開のための表面処理設備導入 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 川口市 R2112U00028 株式会社クラフト工業 7030001074645 通常枠 エレベーター部品を手掛ける金属加工業者の、焼付塗装技術取得による建設機械市場への進出 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 所沢市 R2112U00035 ＯＥＣマルシェ株式会社 1030001073000 通常枠 コロナ禍中、圏域施設等の給食需要に応える地産地消の配食事業への転換 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 久喜市 R2112U00036 株式会社領界 4030001095479 通常枠 グランピング風焼肉店により家族の特別な時間の提供 伊藤　洋介

関東 埼玉県 本庄市 R2112U00039 株式会社井田建設 9030001060899 通常枠 リサイクルプラントの創設による新分野展開・多角化戦略 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 埼玉県 春日部市 R2112U00041 株式会社イノセ建築設計 4030001102912 通常枠 製材体制の新構築による「抗ウイルス住宅」請負建築への事業転換 川口信用金庫

関東 埼玉県 久喜市 R2112U00042 株式会社セントラル・アメニティ 8030001032230 通常枠 事業系一般廃棄物からびん・缶・ペットボトルを再資源化販売する事業への業態転換 協同組合さいたま総合研究所

関東 埼玉県 狭山市 R2112U00044 田島石油株式会社 8030001026463 通常枠 災害対応型　ランドリー併設サブスクリプション洗車場 飯能信用金庫
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関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 R2112U00045 株式会社鈴木人形 6030001019642 通常枠 雛人形製造業から、有形文化財（工芸品）などの修復事業への進出
株式会社Ｐｌａｎ　Ｄｏ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　

Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 埼玉県 草加市 R2112U00046 有限会社エクセル・タム 8030002052822 通常枠 フードサービスの新機軸。オリジナルデザインで食品加工ＥＣ事業 株式会社ＧＩＭＳ

関東 埼玉県 川口市 R2112U00047 株式会社谷川電機製作所 3010001004780 通常枠 電設資材に加えて、工事現場毎に異なる建造物内設備部品等のオーダーに対応する生産体制の内製化計画 シェアビジョン株式会社

関東 埼玉県 越谷市 R2112U00048 株式会社オータケ 9030001063712 通常枠 授業支援アプリ開発・提供による教育機関向けＩＣＴ市場への進出 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 富士見市 R2112U00049 株式会社ママン 9030002078016 通常枠 年齢・障害全対応型の障害者通所施設と地域随一の音楽教室の展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 八潮市 R2112U00053 株式会社丸三製作所 7030001036356 通常枠 多面加工可能な最新型機械加工機導入による省エネ需要獲得事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 久喜市 R2112U00055 株式会社縁 9030001094996 通常枠 在宅利用者と家族を支える看護小規模多機能型居宅介護事業の実施 小林　工

関東 埼玉県 大里郡寄居町 R2112U00057 アート・コア株式会社 4030001085744 通常枠 圧倒的な情報量のＬＥＤビジョンでの継続的な収益創出 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 児玉郡美里町 R2112U00058 株式会社Ｔ．Ｍ．Ｌ 4030001061134 通常枠 可搬式高品質食品加工システムを活用した全国地域パートナーとの連携事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 R2112U00059 株式会社Ｙエンジニアリング 1030001112609 通常枠 新型マシニングセンター導入による角型金属加工部品等新規分野進出と事業再構築計画 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 八潮市 R2112U00062 株式会社テクノ・グラフィック 4030001038958 通常枠 キャラクターグッズ市場への進出加速のための新商品・新サービス提供体制の構築 朝日信用金庫

関東 埼玉県 行田市 R2112U00063 株式会社コスメグローバル 3030001109149 通常枠 新たな充填・防爆体制構築による自社オリジナル商品の製造・販売 行田商工会議所

関東 埼玉県 川口市 R2112U00064 有限会社牛込製作所 1030002109645 通常枠 半導体製造装置の部品製造への進出 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 蕨市 R2112U00067 プラシャルルー 通常枠 カジュアルなデリ＆ガレット店への変革と動画配信による商圏拡大 中川　健史

関東 埼玉県 さいたま市北区 R2112U00071 株式会社ツールデザイン 1030001014053 通常枠 超硬素材かつ公差１μｍの切削工具で新しく螺旋形状に挑戦する計画 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 飯能市 R2112U00072 株式会社齋藤土木建材 4030001089398 通常枠 高精度転圧の対応による丘陵斜面の高効率土地造成事業への新規進出 林　恭輔

関東 埼玉県 川口市 R2112U00075 株式会社大熊製作所 2030001074022 通常枠 下請製造事業から商社型エンジニアリング事業への転換による事業再構築 松永　敏明

関東 埼玉県 入間市 R2112U00078 株式会社アイティオー 9030001113772 通常枠 環境試験機の製造を行う新分野展開 株式会社ザイプラ

関東 埼玉県 さいたま市緑区 R2112U00082 ザ・バー・ラ・プチ・プリンス 通常枠 地元のニーズと多様な提供態に対応した街のあかりとなる地域連携カフェ 阿部　俊英

関東 埼玉県 入間市 R2112U00084 株式会社Ｃｏｓｉｒａｌ＆Ｃｏ． 3030001139749 通常枠 ビリヤード場開設による新事業への参入計画 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 八潮市 R2112U00089 株式会社プレイフルワークス 9030001123540 通常枠 リアル店舗による商品サイクル構築と地域コミュニティ創出事業 岡本　崇志

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 R2112U00094 株式会社ワイエス工業所 6030001072765 通常枠 ＡＩ搭載の自動検査装置の開発と中小企業向けの検品受託事業 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 羽生市 R2112U00095 中村工業株式会社 7020001001583 通常枠 プレス加工で培った標準化技術による短納期体制を活かした切削加工事業の展開 大谷　周平

関東 埼玉県 川越市 R2112U00096 有限会社中々 6030002079025 通常枠 居酒屋がＥＣ自動受発注システムで飲食店業務用商品を販売 株式会社東都経営力向上センター

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 R2112U00100 株式会社泉製作所 1030001017741 通常枠 医療用空圧機器向けの金属部品製造（新分野展開） 川口信用金庫

関東 埼玉県 秩父市 R2112U00101 株式会社Ｒｅｖｅ 8030001131800 通常枠 地域の雇用を守るための、秩父定峰キャンプ場（仮称）設立計画 埼玉信用組合

関東 埼玉県 川口市 R2112U00103 金方堂印刷工業株式会社 9030001074503 通常枠 脱炭素社会に対応するＵＶ金属印刷技術を活用した新市場開拓事業 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 熊谷市 R2112U00104 トータルビルサービス株式会社 3030001085051 通常枠 警備・清掃ノウハウを最大限活用した安心安全なコインランド 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 三郷市 R2112U00105 株式会社宮永塗装建設 2030001037474 通常枠 建設工事現場から出る産業廃棄物の収集運搬業への進出 眞本　崇之

関東 埼玉県 入間郡毛呂山町 R2112U00107 株式会社秋田屋 6030001069299 通常枠 日本きくらげコンテナ菌床栽培による事業再構築プロジェクト 飯能信用金庫

関東 埼玉県 所沢市 R2112U00108 有限会社シンコー精密 3030002029602 通常枠 ３次元設計力を活用するハイブリッドブランク工程確立による医療機器市場の開拓 川口信用金庫

関東 埼玉県 狭山市 R2112U00110 三丁目の手打うどん 通常枠 大人気武蔵野うどん店による冷凍麺・冷凍汁分野への業態転換 飯能信用金庫

関東 埼玉県 志木市 R2112U00114 株式会社ヤシの木 7030001135059 通常枠 地元客に向けた創作料理うなぎ屋 税理士法人西田経理事務所

関東 埼玉県 草加市 R2112U00116 株式会社ＫＯＪ 4030002046869 通常枠 レーザー加工体制構築による先祖を大切にする墓地用屋根製造への進出 亀有信用金庫

関東 埼玉県 熊谷市 R2112U00119 株式会社福富製作所 6030001062279 通常枠 オンリーワンとなる大型パネル自動生産システムの構築による新市場開拓 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 川越市 R2112U00136 アークエイト株式会社 2030001054981 通常枠 世界各国の児童同士が交流できる学習塾への業種転換プロジェクト 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 川口市 R2112U00138 株式会社モリチユウ 4030001077551 通常枠 ケミカルウッド等の切削によるプロトタイプモデル及び鋳造用木型の製造の実現による新分野での売上形成 立野　靖人

関東 埼玉県 川口市 R2112U00146 株式会社ティー・ケー・ケー 1030001076102 通常枠 ファイバーレーザー加工機導入による新規ビジネスへの展開 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 埼玉県 飯能市 R2112U00151 パートナーコーポレーション株式会社 6030001089529 通常枠 新たな物流倉庫建設による鶏卵パッキングサービスおよび共同配送の開始 飯能信用金庫

関東 埼玉県 飯能市 R2112U00155 株式会社ＦＡＲ　ＥＡＳＴ 3030001058206 通常枠 市場変化に対応するジン・低アルコール飲料の開発による新分野展開 飯能信用金庫

関東 埼玉県 入間市 R2112U00157 有限会社エスカンパニー 7030002037386 通常枠 有望市場の需要に応える自社製トレーラーの製造販売への挑戦 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 R2112U00158 伊達機械株式会社 1030001018913 通常枠 プレス付帯設備量産製造事業からロボットシステム提案販売事業への事業再構築 株式会社ゼロプラス

関東 埼玉県 児玉郡上里町 R2112U00160 ラ・カンパーニャ 通常枠 一軒家伊レストランシェフによるＥＣ専用菓子製造工房新設 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 R2112U00161 株式会社ニイガタ精密 6030001018099 通常枠 難加工材料ソマロイによるＥＶ・各種モーター圧粉磁心のアジア圏生産拠点化事業 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 越谷市 R2112U00165 日本特種ボディー株式会社 4030001105989 通常枠 キャンピングカー車両レンタル事業への新規参入 東京東信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市緑区 R2112U00168 株式会社藤榮商事 6030001009180 通常枠 カーボンニュートラルを促進するリサイクルセンター整備事業 青山裕之

関東 埼玉県 東松山市 R2112U00169 株式会社島野造園 5030001070852 通常枠 地域の健康を支える「緑育けんこうステーション」事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 越谷市 R2112U00175 リエゾン株式会社 1030001053803 通常枠 保有調理ノウハウを活用した商品開発・販売による新分野展開事業 株式会社栃木銀行

関東 埼玉県 越谷市 R2112U00179 有限会社盛豊商事 9030002086704 通常枠 画期的なプリンター技術による、従来工法とは違うトラック等へのボディプリント事業 税理士法人あおば

関東 埼玉県 熊谷市 R2112U00180 株式会社オンザトップ 4010501043162 通常枠 スポーツで熊谷を元気に！地域活性化拠点としての多目的グラウンド設立計画 熊谷商工信用組合

関東 埼玉県 川口市 R2112U00182 株式会社時園製作所 4010501018288 通常枠 部品製造下請けからインテリア製造販売コンシューマ市場への新展開 川口信用金庫

関東 埼玉県 日高市 R2112U00184 オーク精密株式会社 9030001089674 通常枠 新規市場参入に向けたＤＸ工場設立 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 本庄市 R2112U00187 株式会社飯島工務店 3030002082205 通常枠 廃材を利用した再生パネルの製造・販売～循環型社会を目指して～ 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 埼玉県 川口市 R2112U00191 ＧＥＲＭＡＮ　ＨＯＵＳＥ株式会社 9030002109638 通常枠 季節のアウトドアを楽しむ上質なバケーションレンタル事業 若杉　拓弥

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 R2112U00192 株式会社ロイヤルコーポレーション 3030001011172 通常枠 就労継続支援から一般就労移行までの包括的サービスによる構造転換計画 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 三郷市 R2112U00193 株式会社ストッパー 2030001041014 通常枠 インテリアで家族の絆を表現！壁面レリーフ販売による新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 埼玉県 さいたま市北区 R2112U00194 株式会社Ｚｅｒｏ　ｔｏ　Ｏｎｅ 8030001132526 通常枠 コワーキングスペース運営を起点としたＩＣＴによる蓮田市地域活性化事業 森田　昇

関東 埼玉県 春日部市 R2112U00199 有限会社アイエスホームイング 1030002070665 通常枠 建築物の補強改修に向けた新施工方式の導入と実施体制の構築 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 入間市 R2112U00200 株式会社狭山金型製作所 8030001026942 通常枠 精密微細金型技術を活用した樹脂製注射針事業の構築 土田　義人

関東 埼玉県 所沢市 R2112U00203 株式会社トンボカンパニー 1030001063397 通常枠 水を一切使わない！こだわりの牛乳食パン製造小売事業 税理士法人シン中央会計

関東 埼玉県 志木市 R2112U00207 三伸機械工業株式会社 8030001045307 通常枠 次世代自動車分野への新規参入トライに向けた社内生産・評価体制の構築 川口信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市桜区 R2112U00209 株式会社ＨＰ 2030001011132 通常枠 臨場感ある非接触接客が可能なライブコマースによる医療用ウィッグ販売 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 児玉郡神川町 R2112U00211 株式会社萬年 3030001061473 通常枠 ＯＡ機器のリユースから小型家電リサイクル認定事業者への新分野展開 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社
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関東 埼玉県 三郷市 R2112U00213 株式会社メイジエ 4011001070696 通常枠 生産設備導入による製造業への参入と試作品製造の受託事業 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 埼玉県 蓮田市 R2112U00214 株式会社彩々楽 4030002022440 通常枠 夜中心から昼中心へのビジネスモデル転換　～「和カフェそばダイニング」の新規出店～ 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 熊谷市 R2112U00217 アルティジャーノ 通常枠 地元食材の魅力を地域発信する拠点の自家菜園レストランの再構築 稲垣　秀行

関東 埼玉県 新座市 R2112U00219 株式会社ハンダ 6030002062063 通常枠 ワクワクを通じて地域に貢献できるビジネスモデルの構築 丸山　一樹

関東 埼玉県 越谷市 R2112U00224 株式会社永純創工 3030001066646 通常枠 職人技を活かしたキャンピングカー等の内装工事への新分野展開 金﨑　卓也

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 R2112U00225 サッカードットコム株式会社 7030001111976 通常枠 唯一無二の、サッカー１００万人プラットフォーム事業 株式会社みずほ銀行

関東 埼玉県 さいたま市西区 R2112U00227 クレソン株式会社 2030001115321 通常枠 既存の動画を活用した中国市場向け動画編集及びＳＮＳ運用支援事業 東京商工会議所

関東 埼玉県 川口市 R2112U00233 株式会社エフネットスポーツ 7030001080288 通常枠 フットサルから多目的サービス事業への新分野転換 岸田　勝

関東 埼玉県 さいたま市緑区 R2112U00235 株式会社一期一会コーポレーション 9030001120109 通常枠 自宅で食べられる本格台湾グルメのレトルト・冷凍商品の開発販売 松田　裕

関東 埼玉県 川口市 R2112U00236 有限会社埼玉プレーナー工業所 3030002102805 通常枠 産業機器業界から最先端プロセス向け半導体素材業界への新規参入 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 飯能市 R2112U00237 株式会社エヴァンタイユ 8030001090534 通常枠 地域にありがとうと言える、川越地区農業６次産業化プラットフォーム構築 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 所沢市 R2112U00238 有限会社ＧＲＯＯＶＥ　ＷＯＲＫＳ 8030002037765 通常枠 新設備導入による半導体製造装置用部品への新規参入事業 飯能信用金庫

関東 埼玉県 桶川市 R2112U00246 菱栄金属株式会社 5030001042273 通常枠 金型の販売及びメンテナンス事業展開による新たな事業柱の構築 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 所沢市 R2112U00247 セントラルオペレーション株式会社 4030001025592 通常枠 次世代システムを活用した、オープンロッカー事業への展開 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 埼玉県 三郷市 R2112U00250 株式会社ＫＯＢＡＴＥＣＨ 5030001119947 通常枠 ガレージブランドの開発及びキャンプ用品のオーダーパッケージ受注事業 亀有信用金庫

関東 埼玉県 加須市 R2112U00251 株式会社彩北自動車整備工場 1030001033508 通常枠 自動車先進技術整備業及び小型乗用自動車整備業の新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 埼玉県 行田市 R2112U00252 株式会社杉浦土木 5030001085743 通常枠 ウィズコロナ時代に対応したさいたまＳＤＧｓに資する地域雇用を開発する廃ガラスリサイクル事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 飯能市 R2112U00254 セカンドフィールド株式会社 6030001090560 通常枠 仮設用「パネルオフィス」を設置・管理する新サービスの事業化 飯能信用金庫

関東 埼玉県 朝霞市 R2112U00259 有限会社八塩板金工業 3030002059467 通常枠 余剰資材情報共有システム運営による業者間取引サポート事業 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 三郷市 R2112U00261 有限会社尾科製作所 9030002048464 通常枠 電鋳技術を活用した新たな素材＆成形工程による新商品の生産 眞本　崇之

関東 埼玉県 八潮市 R2112U00263 山本工機株式会社 8030001036438 通常枠 半導体製造装置生産工場のクリーンルーム空調用超精密製品の生産体制構築 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 戸田市 R2112U00264 株式会社フジメカニック 1030001020646 通常枠 高精度ファイバーレーザーと５軸切削の複合加工による高級家電向け部品製造の新事業 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 川口市 R2112U00265 株式会社フェニックス 8030001082052 通常枠 強みである人材を活用しコロッケ製造販売業に新規取り組むこと 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 R2112U00268 有限会社満壽家 6030002012480 通常枠 老舗うなぎ店の新生活様式に対応した伝統食文化振興・継承事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 久喜市 R2112U00271 特殊技研工業株式会社 7030001031233 通常枠 電力インフラ設備に貢献する高付加価値特殊パイプ製造進出事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 川口市 R2112U00275 株式会社ＡＲＭシステム 5030001112729 通常枠 ショールーム×ＤＸで実現！新規販売体制構築で脱下請け！ 奥富　進介

関東 埼玉県 羽生市 R2112U00287 株式会社ファッションクロスフルシマ 4030001032936 通常枠 良品・不良品をＡＩで自動判別するシステムの開発と業界標準の確立 株式会社エイチ・エーエル

関東 埼玉県 川越市 R2112U00288 昭立プラスチックス工業株式会社 8030001063374 通常枠 耐熱性や耐薬品性を備えた大口径アクリル製品の製造計画 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 志木市 R2112U00290 株式会社マキ商会 3030001049097 通常枠 高付加価値紙おしぼりの自社製造進出による紙おしぼり新市場の開拓 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 R2112U00292 株式会社クラウンクラウン 2030001034166 通常枠 設備工事業界を横につなげて高品質明朗会計のエコシステムをめざすプラットフォーム　「おうちのこうじ．ｃｏｍ」の構築 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市中央区 R2112U00294 ケー・エム・エス株式会社 2030001011074 通常枠 自動車部品から、医療用機械の製造用機械パーツの製造事業に進出 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 草加市 R2112U00300 ｔ－ｉａｒｕｍａｓ　Ｔ＆Ａ株式会社 6010901015305 通常枠 海外展開支援と生産性向上を実現するコワーキング・ワーケーション施設の運営 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 埼玉県 川越市 R2112U00301 合資会社三國製作所 9030003002742 通常枠 超精密加工の生産体制整備による半導体製造装置部品への新分野展開 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 本庄市 R2112U00303 関東メンテックス株式会社 6030001061396 通常枠 建物メンテナンス業のプロによるリユース品販売事業への進出 本庄商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市南区 R2112U00312 株式会社香取組製作所 2030001108779 通常枠 最新ＣＮＣ旋盤の導入による高精度暴露試験用噴射型ノズルの開発 牛腸　真司

関東 埼玉県 久喜市 R2112U00313 有限会社小林自動車整備工場 3030002039080 通常枠 人流に頼らない物流事業、顧客・地域支援の為大型レッカー事業への参入 宮田昇

関東 埼玉県 所沢市 R2112U00314 株式会社ファンフーズ 8030001092308 通常枠 空き家問題解消にもつながる解体事業による多角化展開 株式会社ＥＣＯ経営企画室

関東 埼玉県 入間郡毛呂山町 R2112U00316 麻原酒造株式会社 7030001069298 通常枠 酒蔵×医薬品の共同開発！美容と健康に特化したノンアルコール飲料事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 深谷市 R2112U00319 株式会社Ｐ．Ｓコーポレーション 2030001088534 通常枠 家具の片付けや不用品処理まで一括で行える戸建て解体サービスの展開 深谷商工会議所

関東 埼玉県 越谷市 R2112U00320 株式会社旅クラブジャパン 7030001064324 通常枠 排気ガス浄化のための尿素水の製造販売及び装置洗浄サービスの展開 長沼　フミ子

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 R2112U00321 有限会社喜久商事 3030002020890 通常枠 「カフェ事業への進出」「電動自転車普及による地域社会の発展」に貢献する 税理士法人こうの会計

関東 埼玉県 さいたま市緑区 R2112U00323 株式会社コスミックエムイー 2030001074823 通常枠 ロボット手術新市場に今までなかった新たな製品による新規参入 川口信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市中央区 R2112U00326 有限会社丸一超硬 8030002015473 通常枠 内製化による専門卸商社からの脱却と、自社加工品販売による付加価値向上の実現 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 R2112U00327 株式会社ＵＲＡＷＡ・ＢＥＥＲ・ＰＲＯＪＥＣＴ 5030001135250 通常枠 浦和クラフトビール醸造所創設事業計画 卯西　将之

関東 埼玉県 狭山市 R2112U00328 株式会社ＴＯＢＩＫＵＲＩ 6030001027190 通常枠 ～ＢＢＱガーデン～　－気軽にランチを食べに行ける公園－ 森田　和宏

関東 埼玉県 上尾市 R2112U00329 株式会社ダイレクト 4030001114866 通常枠 Ｗｉｔｈコロナに対応した、非接触型自動車整備業への挑戦 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 埼玉県 越谷市 R2112U00333 株式会社ＺＯＯＫＩＳＳ 3030002089101 通常枠 屋内動物園から、屋外「動物と薔薇の森体験型キャンプ場」事業へ 大内浩一

関東 埼玉県 東松山市 R2112U00335 関口産業株式会社 1030001070880 通常枠 新分野展開（超電導関連部品製造）に伴う新たな生産体制の構築 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川口市 R2112U00340 株式会社サワムラプレーナー 5030001123123 通常枠 切削加工の付加価値とソリューションをより多くワンストップで提供する新事業 川口信用金庫

関東 埼玉県 川口市 R2112U00342 株式会社ニッポー 8030001076715 通常枠 【ＨＡＣＣＰ用データ通信装置】厨房設備に付帯する温度などの監視測定装置 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 和光市 R2112U00343 株式会社和光輸送 6030001046918 通常枠 貸切観光バス事業から貨物運搬事業へ転換、働き方改革に向け倉庫新設 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 吉川市 R2112U00346 株式会社タケナカ 4030002089281 通常枠 ヘルスケア・医薬部外品パッケージング事業展開による顧客維持戦略の実践 株式会社千葉銀行

関東 埼玉県 蕨市 R2112U00348 大尚株式会社 3030001021080 通常枠 建設工事期間の短縮に貢献！人材不足の建設足場工事業への新規参入 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 埼玉県 春日部市 R2112U00357 株式会社ハウスドック 7030001106902 通常枠 空家を活用！仕事が捗る戸建コワーキングスペースの多店舗展開事業 株式会社令和コンサルティング

関東 埼玉県 草加市 R2112U00358 株式会社モリタファインケミカル 8030001039176 通常枠 オフセット印刷機の自動洗浄機用洗浄布の新規開発と製造販売 神吉　耕二

関東 埼玉県 川越市 R2112U00359 株式会社聡研プランニング 4030001058543 通常枠 「地産地消」ビュッフェ専門店から「地産地消」ファストフードへ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 埼玉県 三郷市 R2112U00361 株式会社今井メッキ工業所 2030002048306 通常枠
めっき自動化ラインの導入による量産品製造の効率化と無電解ニッケルボロンめっき等３種類のめっ

き設備
若杉　拓弥

関東 埼玉県 行田市 R2112U00370 有限会社さつきケアサービス 6030002115267 通常枠 介護施設さつきホームが行田市荒木に創るミニ・スーパーシティ 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 川口市 R2112U00371 株式会社ポラスタン 5030001126844 通常枠 中小企業の持つ優れた製品を掘起こし、越境ＥＣを展開する地域商社 川口信用金庫

関東 埼玉県 川口市 R2112U00379 株式会社ディルウィングス 4021001050961 通常枠 地方創生のためのギフト送付サービスプラットフォーム事業 駒田　裕次郎

関東 埼玉県 入間市 R2112U00391 株式会社ササキ製作所 5030001026929 通常枠 金型専業メーカーとして熱硬化性樹脂成形事業に取り組む 税理士法人牛窪会計

関東 埼玉県 さいたま市南区 R2112U00393 平和産業株式会社 8030001007546 通常枠 生産設備を充実し特許取得製品の販路領域拡大に向けた業態転換 株式会社やまと経営

関東 埼玉県 越谷市 R2112U00399 株式会社ビーバン 1030001064651 通常枠 ペプチド化された「食べてからにおいが消えていくニンニク」の加工食品原料としての開発 川崎信用金庫
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関東 埼玉県 桶川市 R2112U00405 株式会社臼田 8030001042064 通常枠 自動車教習所のノウハウを活かした企業向けエコドライブ講習の開始 ＳＱコンサルティング株式会社

関東 埼玉県 川口市 R2112U00406 中新商事株式会社 8030001113732 通常枠 脱炭素社会を家庭から実現する太陽光発電事業への新規分野展 川口商工会議所

関東 埼玉県 熊谷市 R2112U00416 有限会社東重機 5030002112661 通常枠 国内ワイナリーに向けた、純国産ワイン用ステンレス製タンクの受注生産体制の構築 税理士法人西田経理事務所

関東 埼玉県 川口市 R2112U00419 株式会社ノブ 5030001116267 通常枠 作業工房レンタルサービスを通じた木製家具製造業の経営改革と事業再構築 有限会社三井経営研究所

関東 埼玉県 入間市 R2112U00421 株式会社ｉｎｄｕｓｔｒｉａ 9030001027106 通常枠 食品業界へ提供する技術サプライズとＤＸイノベーション 多摩信用金庫

関東 千葉県 安房郡鋸南町 R2122G00001 株式会社Ｒ．ｐｒｏｊｅｃｔ 7011101043649 卒業枠 事業再編による「なっぷ事業」新分野展開に関する事業再構築 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市美浜区 R2122S00004 株式会社アニエル 8040001016166 緊急事態宣言特別枠 社交ダンスパートナーマッチングアプリ事業 税理士法人ティーダ総合会計

関東 千葉県 市原市 R2122S00006 有限会社ループコーポレーション 1040002076397 緊急事態宣言特別枠 既存焼鳥店事業の強みを活かした地元素材活用焼肉店事業への進出 市原商工会議所

関東 千葉県 船橋市 R2122S00007 合同会社ＢＩ－ｉｎｇ 1011703001381 緊急事態宣言特別枠 多彩な美容サービスをワンストップで提供。新しい美容サロンの形 須永　達也

関東 千葉県 成田市 R2122S00008 木の子交通株式会社 4040001103645 緊急事態宣言特別枠 便利な予約システムを構築し日常送迎サービスに進出する取り組み 千葉信用金庫

関東 千葉県 富津市 R2122S00009 株式会社イシワタ 5040001051728 緊急事態宣言特別枠 小ロット・短納期ニーズ対応のオリジナルアクリル製品販売事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 山武郡横芝光町 R2122S00012 小島鉄工有限会社 3040002083887 緊急事態宣言特別枠 地域密着型アマチュアゴルファー向け先進的コーチング事業の立上げ 税理士法人新宿総合会計事務所

関東 千葉県 習志野市 R2122S00013 株式会社横打 5040001014833 緊急事態宣言特別枠 インフラＤＸ化へ対応するための３次元レーザー測量への新分野展開 習志野商工会議所

関東 千葉県 船橋市 R2122S00014 合同会社Ｐｌａｔｉｎｅ 6040003008832 緊急事態宣言特別枠 女性向け脱毛から男性向けヒゲ永久脱毛の新分野展開で再構築事業 株式会社ライトアップ

関東 千葉県 松戸市 R2122S00015 株式会社アース 3010701013619 緊急事態宣言特別枠 アーストレーニングの【オンライン・見える化】による新事業 税理士法人プログレス

関東 千葉県 船橋市 R2122S00017 株式会社ＫＵＵＲＡＫＵ　ＧＲＯＵＰ 1040001010233 緊急事態宣言特別枠 デリバリー事業の新規展開による事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 千葉県 成田市 R2122S00018 株式会社Ｇ．Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 5040001045309 緊急事態宣言特別枠 当社の業種転換への道筋、ＦＣを利用した介護事業への進出 伊藤・細矢税理士法人

関東 千葉県 千葉市稲毛区 R2122S00019 もぢょい有限会社 8040002082265 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナでも安心できるお１人様対応焼肉店で地元を元気に 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 千葉市稲毛区 R2122S00020 ＵＴ合同会社 3040003009759 緊急事態宣言特別枠 ゴーストレストラン「ＢｏＳｏジビエ＆ベジタブルフレンチ　エーデルワイス」の創業 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 千葉県 銚子市 R2122S00021 大徳ホテル株式会社 3040001062231 緊急事態宣言特別枠 新しい働き方ニーズを満たす、提供価値の高いワーケーション事業 マーキュリー株式会社

関東 千葉県 佐倉市 R2122S00022 株式会社ディーゴ 3040001101724 緊急事態宣言特別枠 事業拡大・収益性向上を目指した独自開発商品による米国事業開拓 櫻井義之

関東 千葉県 船橋市 R2122S00023 有限会社クレエ 1040002028051 緊急事態宣言特別枠 実店舗からポストコロナの情報発信店舗に 船橋商工会議所

関東 千葉県 鎌ケ谷市 R2122S00026 惣吉 緊急事態宣言特別枠 食堂事業の開始及びテイクアウト販売の強化による売上高の拡大 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 木更津市 R2122S00027 有限会社ベアーズ 1040002068972 緊急事態宣言特別枠 酒類と自然食品の店から自然派醸造所を併設した自然食品店への転換 千葉信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 R2122S00028 アイネットアーキテクツ株式会社 6040001083497 緊急事態宣言特別枠 ＩｏＴシステムを導入した無人型コインランドリーの開店 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 千葉県 市川市 R2122S00029 株式会社すずなり 1040001084079 緊急事態宣言特別枠 惣菜食品等のオンライン・卸売り販売進出に関する事業計画 石井　孝光

関東 千葉県 松戸市 R2122S00030 有限会社一と九コーポレーション 9040002045972 緊急事態宣言特別枠 飲食業社長のネットワークを活用した全く異分野での新事業展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 山武郡芝山町 R2122S00032 株式会社ＳＡＭ 4040001110641 緊急事態宣言特別枠 マウンテンバイクコース運営によるＢｔｏＣ事業への挑戦 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 R2122S00033 有限会社ｐｅｐｌａ 2040002011650 緊急事態宣言特別枠 仕事と地域をつなげるコミュニティーワーキングスペース開設による業種転換 北村　一人

関東 千葉県 浦安市 R2122S00034 エフジーエス株式会社 8040001030332 緊急事態宣言特別枠 工場生産進捗情報システムの設計と運用等の販売 朝日信用金庫

関東 千葉県 船橋市 R2122S00035 株式会社ヴィックワン 8040001016777 緊急事態宣言特別枠 クリーニング技術と小回り力を活かした衣類保管サービスの新規展開 今野　不二人

関東 千葉県 千葉市中央区 R2122S00037 株式会社ケーズネットワーク 1040001009548 緊急事態宣言特別枠 「みなとオアシス」で楽しめる持ち帰り軽食サービス事業 近山　寿博

関東 千葉県 佐倉市 R2122S00038 株式会社インフィニティ 2040001110684 緊急事態宣言特別枠 自家繁殖による希少熱帯魚の通信販売事業 佐倉商工会議所

関東 千葉県 香取郡東庄町 R2122S00040 ネキエスプロダクト株式会社 8040001114960 緊急事態宣言特別枠 布製品の印刷対応拡大と木工製品拡大によるデザイン創造企業への転換 関谷　満

関東 千葉県 四街道市 R2122S00042 株式会社いまでや 4040001049145 緊急事態宣言特別枠 飲食店に依存した酒店が生き残りをかけて新商品開発を行う業態転換 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 富里市 R2122S00043 株式会社メニーガ 6040001045514 緊急事態宣言特別枠 「フレアス」ＦＣ加盟による訪問在宅マッサージ事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 佐倉市 R2122S00044 有限会社モグモグ 6040002056592 緊急事態宣言特別枠 コロナ時代に適応したテイクアウト＋イートイン事業への業態転換 税理士法人ロールスパートナーズ

関東 千葉県 香取市 R2122S00045 有限会社永偲舎 9040002088253 緊急事態宣言特別枠 愛に満ちた最期のひとときを演出するご遺体お預り事業への新分野展開 佐原信用金庫

関東 千葉県 千葉市若葉区 R2122S00046 日本メディコ株式会社 1011101054841 緊急事態宣言特別枠 漢方エキス配合コールドプロセス製法採用の高品質固形石鹸を産学協同で開発 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 夷隅郡大多喜町 R2122S00047 有限会社滝見苑 6040002102652 緊急事態宣言特別枠 旅館業において絶景のワーケーションプランを新提供する業態転換 銚子信用金庫

関東 千葉県 市川市 R2122S00048 株式会社環境コンサルティング 6040001095047 緊急事態宣言特別枠 医療機関のコストダウンに貢献する画期的な産業廃棄物処理サービスの展開 合同会社バリューアップ

関東 千葉県 いすみ市 R2122S00049 居酒屋　酒好人 緊急事態宣言特別枠 いすみの地元食材をつかったドライブスルー対応のテイクアウトを開始 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 いすみ市 R2122S00052 鶴岡食品株式会社 9040001074907 緊急事態宣言特別枠 鮭卵巣膜から抽出するプラセンタ原料の量産体制構築 千葉県中小企業団体中央会

関東 千葉県 いすみ市 R2122S00053 焼鳥酒場 緊急事態宣言特別枠 １棟貸しの民泊施設をオープンし地元食材の出張料理サービスを開始 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 成田市 R2122S00054 ヤキトリバーゴー 緊急事態宣言特別枠 非接触型アジアスパイス大衆食堂のテイクアウト需要に応える 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 千葉県 千葉市花見川区 R2122S00055 ホットホリデー合同会社 6020003016779 緊急事態宣言特別枠 世界遺産の情報を集めた教養サイトから世界遺産検定などの問題集利用の有料化や学校を紹介する 梅川　貢一郎

関東 千葉県 千葉市緑区 R2122S00057 リンパサロンナチュレール 緊急事態宣言特別枠 痩身・脱毛の非接触型セルフエステサービスによる思い切った事業拡大 櫻井義之

関東 千葉県 柏市 R2122S00058 ＦＥＥＬ　ＣＵＬＴＵＲＥ　ＪＡＰＡＮ株式会社 6040001106381 緊急事態宣言特別枠 ヴィーガンヘルスコーチ及びヴィーガン関連プログラムの開発 柏商工会議所

関東 千葉県 千葉市中央区 R2122S00059 有限会社彩花 4040002013026 緊急事態宣言特別枠 非日常を日常的に感じていただける肉＆スイーツカフェ事業 千葉信用金庫

関東 千葉県 松戸市 R2122S00061 三恵メタル工業株式会社 7040001085823 緊急事態宣言特別枠 屋根工事の建築現場で作業員の健康を守る「屋根にかける屋根」の製造販売 山本　沖

関東 千葉県 柏市 R2122S00062 株式会社ランドホース 4040001102878 緊急事態宣言特別枠 ポニーのいる移動式レストランによる集客拡大事業 株式会社Ｍｙビジネスパートナー

関東 千葉県 四街道市 R2122S00063 株式会社ガレージワン 8040002064874 緊急事態宣言特別枠 シミ取りサービスのエステサロンを新規出店 中川　博

関東 千葉県 南房総市 R2122S00064 有限会社内房スバルソーイング 3040002100262 緊急事態宣言特別枠 下請け企業からの脱却を目指したファクトリーブランド構築 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 柏市 R2122S00066 株式会社ＣＲＯＳＳ　ＡＳＩＡ 8040001079543 緊急事態宣言特別枠 中国花茶オンライン販売事業 柏商工会議所

関東 千葉県 野田市 R2122S00068 株式会社永建 9040001090210 緊急事態宣言特別枠 足場工事のノウハウと新規加入人材を生かしたリフォーム業への進出 合同会社バリューアップ

関東 千葉県 野田市 R2122S00069 株式会社東進加工 8040001071814 緊急事態宣言特別枠 合成樹脂等の素材の新たな加工技術の獲得による受注機会の拡大 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 四街道市 R2122S00070 株式会社スクゥイード 7030001079330 緊急事態宣言特別枠 Ｗｅｂ集客力とＩＴ活用で”非接触”実現による整骨院市場への新分野展開 城南信用金庫

関東 千葉県 いすみ市 R2122S00071 ミニトリップ株式会社 4040001086056 緊急事態宣言特別枠 在日ベトナム人向け御用聞きサービスの展開で、事業再構築を図る 景山　洋介

関東 千葉県 成田市 R2122S00073 有限会社土井商事 4040002055448 緊急事態宣言特別枠 ピーナッツや漬物等、地元千葉県産の食料品卸が始めるＢｔｏＣ向け販路開拓 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 鎌ケ谷市 R2122S00074 富士ワールド企画サービス株式会社 6040001028312 緊急事態宣言特別枠 ドローンを利用した保守点検及びＰＲ用空撮動画製作事業 アルタス・パートナーズ合同会社

関東 千葉県 市川市 R2122S00075 結ｍｅａｌ 緊急事態宣言特別枠 食サービスのデジタル化を目的としたキッチンスタジオの建設 市川商工会議所

関東 千葉県 千葉市花見川区 R2122S00077 有限会社日本クオリティセンター 9040002008979 緊急事態宣言特別枠 越境ＥＣ物流インフラの構築により国内小売業の海外販路を拓く事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 R2122S00080 プロダクトシンク株式会社 9040001104671 緊急事態宣言特別枠 子供向けプログラミングスクール事業の展開 松戸商工会議所

関東 千葉県 木更津市 R2122S00081 助っ人屋 緊急事態宣言特別枠 千葉県ドローン肥料・農薬散布代行サービス 君津信用組合
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関東 千葉県 浦安市 R2122S00082 ハミルトン株式会社 2040001029891 緊急事態宣言特別枠 プラスチック製品の塗装の内製化によるＶ字回復計画 シェアビジョン株式会社

関東 千葉県 千葉市花見川区 R2122S00083 株式会社バンテージポイント 6040001103651 緊急事態宣言特別枠 ＡＩチャットボット・ドローンを活用し空き家リフォーム空き家探しを簡単便利に 習志野商工会議所

関東 千葉県 市川市 R2122S00084 株式会社メランジュ 9040001096455 緊急事態宣言特別枠 動画／画像コンテンツ制作及びマーケティング戦略のコンサルティング事業 市川商工会議所

関東 千葉県 香取市 R2122S00085 松川石材店 緊急事態宣言特別枠 石材の３Ⅾデジタルデータ化・復元サービス 銚子商工信用組合

関東 千葉県 成田市 R2122S00086 株式会社オバタ 1040001044867 緊急事態宣言特別枠 サツマイモ栽培用「緩効性被覆肥料」の試作開発による新分野展開事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 千葉市花見川区 R2122S00087 株式会社ｍａｎｉ　ｄｅｌ　ｇａｔｔｉ 7040001102355 緊急事態宣言特別枠 得意の修理技術で新たな命を吹き込む！中古品買取・販売事業 野竿　健悟

関東 千葉県 浦安市 R2122S00088 徳田翔一 緊急事態宣言特別枠 ダンススタジオホームページの運用代行 東京ベイ信用金庫

関東 千葉県 富里市 R2122S00089 有限会社麻野薬局 1040002055938 緊急事態宣言特別枠 地域の健康を創造する薬局からオーガニック食品店への転換 銚子商工信用組合

関東 千葉県 大網白里市 R2122S00090 ビーチハウスモンキーバナナ 緊急事態宣言特別枠 地域密着！九十九里浜のＢＢＱ支援サービス サポート行政書士法人

関東 千葉県 香取市 R2122S00091 有限会社アバンティー 8040002087776 緊急事態宣言特別枠 キッチンカー・自販機・ＥＣサイトを利用した業態転換事業 サポート行政書士法人

関東 千葉県 千葉市中央区 R2122S00093 ショットバーブラックキャット 緊急事態宣言特別枠 千葉市発！ガレットｄｅ　キッチンカー事業計画 公益財団法人千葉市産業振興財団

関東 千葉県 銚子市 R2122S00095 株式会社イシガミ 2040001061977 緊急事態宣言特別枠 米粉を活用した商品で、域内消費とＥＣ対応を行い収益向上を目指す 銚子商工会議所

関東 千葉県 鎌ケ谷市 R2122S00097 トフコ株式会社 7040001028245 緊急事態宣言特別枠 製造工場機械化による生産量向上と若年層向けプロテイン小売開始 浅山　直希

関東 千葉県 松戸市 R2122S00100 カコデザイン 緊急事態宣言特別枠 ハンドメイドのミニトレーラーのデザインとレンタル事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 R2122S00101 株式会社シャイン 9040002095398 緊急事態宣言特別枠 外装リフォーム用の無人ペインティングショールーム計画 ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

関東 千葉県 いすみ市 R2122S00102 エスニックカフェクローバー 緊急事態宣言特別枠 安心してお食事できるようキッチンカーでおいしいひとときをお届けしたい 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 鴨川市 R2122S00104 有限会社第一爽健 5040002100946 緊急事態宣言特別枠 冷凍カステラで観光への依存度を下げ、経営リスクの低減を実現 館山信用金庫

関東 千葉県 習志野市 R2122S00105 株式会社ＴＨＥ　ＳＡＫＵＲＡ 5040001095923 緊急事態宣言特別枠 ファブレスメーカーへ生まれ変わり熱中症対策器具を販売する取組 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 船橋市 R2122S00106 龍藤観光株式会社 8021001018914 緊急事態宣言特別枠 ペーパードライバー向けの出張教習事業 八幡　祐輔

関東 千葉県 いすみ市 R2122S00107 あおぞら介護タクシー 緊急事態宣言特別枠 地域初のシミュレーションゴルフ場ＩＴによる予約決済で無人経営 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 茂原市 R2122S00108 株式会社オートフォーチュン 1040001112442 緊急事態宣言特別枠 アレルギーに配慮した唐揚げ専門のテイクアウト事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 千葉県 柏市 R2122S00111 有限会社柏山室 1040002089481 緊急事態宣言特別枠 低迷するダイニングバーから、企業存続を懸け、鉄板焼店へ転換！ 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 銚子市 R2122S00112 ガレージジョーカー 緊急事態宣言特別枠 当社オリジナルのトレーラーハウス販売事業開始による事業拡大 関谷　満

関東 千葉県 我孫子市 R2122S00113 有限会社リアルプロダクツ 1040002092444 緊急事態宣言特別枠 外構工事への新規参入による元請受注拡大と若手建設職人の育成 税理士法人あさひ会計

関東 千葉県 東金市 R2122S00115 株式会社信和興業 4040001092335 緊急事態宣言特別枠 経営力強化のための産業廃棄物収集運搬事業への進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 R2122S00116 アーユーボーワン 緊急事態宣言特別枠 柏市で初！スリランカ料理のテイクアウト事業開始 日沢　新

関東 千葉県 市原市 R2122S00117 公文式国分寺台東教室 緊急事態宣言特別枠 地元千葉県の古民家資源を活用したブライダル事業への参入 市原商工会議所

関東 千葉県 山武郡横芝光町 R2122S00118 ｍｅｒｌｅ 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト形式での地産食材と全国のフードロス食材を使った、かき氷製造 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 鴨川市 R2122S00119 株式会社わづくり 3040001074623 緊急事態宣言特別枠 菓子技術と地域農産物を活用した甘夏専門店。卸売業からカフェ事業進出による事業再構築 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 佐倉市 R2122S00121 栄整骨院 緊急事態宣言特別枠 健康と美容のハイブリットｐｒｅｖｅｎｔｉｏｎ　ｏｆ　ｂｏｄｙ　次世代ビジネス 中村　裕史

関東 千葉県 松戸市 R2122S00122 らぁめん一撃 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト専門事業の立ち上げ 池村　尚弘

関東 千葉県 千葉市美浜区 R2122S00124 ｏｍｇ＇ｓ　ＩＴ事業 緊急事態宣言特別枠 日本初、音声認識ＡＩを導入の中国語発音勉強アプリ 千葉商工会議所

関東 千葉県 南房総市 R2122S00127 株式会社かーむ 7040001074586 緊急事態宣言特別枠 地域中高年齢者の健康寿命を伸ばすフィットネス事業参入と「合宿」強化事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 香取市 R2122S00128 有限会社廣瀬造園 9040002087107 緊急事態宣言特別枠 既存の資源を有効活用したＳＤＧｓ達成の取組としての薪の製造販売 佐原信用金庫

関東 千葉県 船橋市 R2122S00129 エアマル株式会社 4040001018513 緊急事態宣言特別枠 工場向けエアコン洗浄剤の販売施設、情報発信する研修所の運営 東京東信用金庫

関東 千葉県 銚子市 R2122S00131 株式会社犬吠埼観光ホテル 5040001062007 緊急事態宣言特別枠 温泉宿のノウハウを生かした高付加価値グランピング宿泊への新分野展開 税理士法人木村会計

関東 千葉県 市原市 R2122S00132 株式会社ケンズエージェンシー 9040001053869 緊急事態宣言特別枠 紙媒体による広告ポスティング事業からデジタル媒体による情報提供サービス業への転換 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 千葉県 市川市 R2122S00134 ａｎｄファクトリー株式会社 7040001094007 緊急事態宣言特別枠 衣服縫製修理業オンライン化でＢｔｏＢからＢｔｏＣへ　オンラインスクール開校 市川商工会議所

関東 千葉県 船橋市 R2122S00135 有限会社デザインテーブルコム 7040002023848 緊急事態宣言特別枠 革靴を中心とした革雑貨の受注生産型セレクトショップ 東京東信用金庫

関東 千葉県 船橋市 R2122S00141 コアキシャル・スタジオ 緊急事態宣言特別枠 ハンドメイドルアーとウエアーの制作販売 船橋商工会議所

関東 千葉県 柏市 R2122S00142 ＯｎｅＳｔｙｌｅ 緊急事態宣言特別枠 飲食店及びその他の中小企業向けのＩＴ化を支援するシステム制作・開発事業 水谷　弘隆

関東 千葉県 勝浦市 R2122S00143 吉野酒造株式会社 8040001075096 緊急事態宣言特別枠 省人化した新たな製造方法による生産性向上と地球環境に優しい低精米純米酒の開発・販売 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 船橋市 R2122S00146 ニューロン・プロダクション 緊急事態宣言特別枠 振動スピーカーの制作販売 船橋商工会議所

関東 千葉県 成田市 R2122U00003 スナックライズ 通常枠 スナックから、美容室＋エステサロンのワンストップ事業への挑戦 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 長生郡一宮町 R2122U00007 勘定クリーニング 通常枠 リネン類クリーニング設備によるＢ　ｔｏ　Ｂへの事業再構築
株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊ

ａｐａｎ

関東 千葉県 我孫子市 R2122U00008 株式会社コトブキ 8040001066830 通常枠 体温を逃がさず保温効果を発揮する災害・アウトドア用特殊シートの展開 東京中央経営株式会社

関東 千葉県 成田市 R2122U00009 株式会社ヤワタホーム 3040001064038 通常枠 住宅のプロが教える、環境にも配慮したＤＩＹ専門店 東京中央経営株式会社

関東 千葉県 木更津市 R2122U00013 有限会社カネサカ 9040002066341 通常枠 魚介類卸売業者のＢＢＱ浜焼きレストラン事業への進出 福永　健二

関東 千葉県 山武市 R2122U00016 合資会社寒菊銘醸 2040003003143 通常枠 家飲み需要でＶ字回復を狙う「微発泡性低アルコール日本酒」の開発 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市稲毛区 R2122U00019 しらとり歯科・矯正歯科 通常枠 笑気鎮静と治療の見える化で安心安全を具備した小児歯科分野への展開 税理士法人キャスダック

関東 千葉県 船橋市 R2122U00024 株式会社ＴＫ建装 8040001042162 通常枠 建築業の人材不足に貢献する若年技能労働者向け研修事業への新分野展開 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 旭市 R2122U00025 株式会社トキワヤ呉服店 6040001061750 通常枠 写真スタジオ（オフライン）とＥＣサイト（オンライン）への業態転換 税理士法人木村会計

関東 千葉県 市原市 R2122U00028 有限会社悠興業 8040002076671 通常枠 ＩＴツールで差別化した女性専用フィットネスボクシングジム開設 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 野田市 R2122U00029 株式会社アークトラスト 9050001019514 通常枠 ＳＮＳ映えする料理を提供する海鮮料理居酒屋への転換 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 習志野市 R2122U00032 株式会社サオス 6040001108196 通常枠 「グローバル向け日本不動産投資情報プラットフォーム」構築、運営事業 経営創研株式会社

関東 千葉県 八千代市 R2122U00033 株式会社ＺＥＲＯ 3040001022276 通常枠 事業所を移転し自動車整備とフィットネスジム運営に進出する取組 丸山　隆

関東 千葉県 佐倉市 R2122U00034 有限会社菊富士 2040002060549 通常枠 野生動物（シカ）を活用した低カロリー高たんぱく惣菜の開発・事業化 株式会社シャイン総研

関東 千葉県 銚子市 R2122U00035 林鉄工株式会社 7040001062392 通常枠 建築業コロナ需要対応。新規需要プラントに向けた現場設備再構築 銚子商工信用組合

関東 千葉県 鴨川市 R2122U00037 株式会社そとぼう 8040001074742 通常枠 アフターコロナ時代に向けた新しい温泉リゾートの過ごし方の提供 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 市原市 R2122U00038 カフェキャリオカ 通常枠 非対面式注文システムを活用したグルメバーガーのテイクアウト販売を新たに開始 市原商工会議所

関東 千葉県 銚子市 R2122U00041 有限会社德田鐡工所 6040002085807 通常枠 最新型ＭＣ導入による超高難度軸受の製造方法確立による業態転換 石山　賢

関東 千葉県 東金市 R2122U00044 株式会社ジャパンリコロジー 3040001058650 通常枠 建設汚泥処理事業者間連携による建設汚泥のリサイクル事業 市川　義治

関東 千葉県 千葉市若葉区 R2122U00045 有限会社コウワ環境 4040002016053 通常枠 破砕設備導入による事業再構築 税理士法人Ｔａｘジャパン
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関東 千葉県 市川市 R2122U00046 株式会社ｔｗ．ｒａｉｎｂｏｗ　ｐｌｕｓ 2040001102434 通常枠 デザイナーズスペース・シェアビジネス計画 駒田　裕次郎

関東 千葉県 香取郡多古町 R2122U00049 新日本化学工業株式会社 9040001061450 通常枠 詰め替え用消毒アルコールを充填して市場に供給する世界初の取組 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 R2122U00050 株式会社くるまのミツクニ 7040001077985 通常枠 新たな生活様式で需要が増加している自動車整備分野への本格参入 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 千葉県 君津市 R2122U00051 株式会社花穂 2040002069862 通常枠 地産地消で千葉の田んぼを盛り上げたい。農家と作る地域の名産米粉パン事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 東金市 R2122U00055 株式会社ブラン 2040001058734 通常枠 天然素材の消臭剤製造で畜産業・農業ヘの新たな販路を切り開く事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 R2122U00056 株式会社ワン・フレッシュ 3011401019807 通常枠 デジタル技術を活用した事業展開を行う先進的な建設会社を目指して サン共同税理士法人

関東 千葉県 柏市 R2122U00057 株式会社マンダリンモア 7040001068869 通常枠 柏市から発信！料理人が仕掛ける次世代型“食”総合プロデュース 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 君津市 R2122U00064 株式会社ラフィネ 7040001104649 通常枠 セルフ脱毛、痩身エステ、まつ毛エクステ３事業複合業態サロン出店 君津信用組合

関東 千葉県 市川市 R2122U00067 亀屋食品株式会社 1040001025982 通常枠 ワイン樽で熟成させた日本酒の国内、及び海外への販売事業 竹内　廣和

関東 千葉県 長生郡長柄町 R2122U00069 株式会社鳥海製作所 2040001099530 通常枠 製鉄所向けガスラインバーナー　製造 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 我孫子市 R2122U00070 フォーデライト株式会社 4040001068491 通常枠 欧州産ハイエンド食品の輸入と国内製造加工及び販売体制の確立 株式会社エルニコ

関東 千葉県 流山市 R2122U00071 株式会社Ｐ＆Ｅフーズ 2040001070128 通常枠 鮮度保持新冷凍技術によるロカボ・低塩弁当・おせち料理の個人向販売とＥＣ販売事業への進出 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 市原市 R2122U00074 株式会社日興商事 2040001104851 通常枠 架橋ポリエチレンのマテリアルリサイクル事業への進出 市原商工会議所

関東 千葉県 南房総市 R2122U00075 株式会社スノー・フィード・サービス 4040001088060 通常枠 畜産業のブランド牛を活かした体験型キャンプ施設への新分野展開 館山信用金庫

関東 千葉県 市川市 R2122U00081 株式会社やまと市川センター 7040001030928 通常枠 レストランが現場へ移動！フルスペック移動厨房車両による出張型飲食事業展開 北野　孝志

関東 千葉県 船橋市 R2122U00084 中西商会株式会社 2040001030809 通常枠 運送業向け３Ｄカメラによる積載率測定システム 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 習志野市 R2122U00086 有限会社椿工業 7040002018674 通常枠 コンクリート圧送の新工法普及と収益機会の拡大を目的とした新圧送装置のレンタル事業 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 香取市 R2122U00087 株式会社日本電工開発 1011701019021 通常枠 『多古の星キャンプ場』　広大な敷地の中、「隣」が気にならない、美しい星空の下で過ごす非日常空間キャンプ場 田口　豊太郎

関東 千葉県 野田市 R2122U00088 有限会社石田製作所 2040002098903 通常枠 医療機器部品製造への設備導入と自社技術開発による新分野展開事業 一瀬　章

関東 千葉県 松戸市 R2122U00091 株式会社ワイズ・リップ 1040001038893 通常枠 建築金物製造から新分野、精密機器部品（通信）への展開 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 船橋市 R2122U00093 株式会社飯塚海苔店 7040001016670 通常枠 ばら干し海苔の独自加工技術を活かした新触感海苔の生産体制構築と新市場への進出 野々上　寛

関東 千葉県 船橋市 R2122U00097 株式会社将泰庵 2040001034561 通常枠 「一人一鍋のしゃぶしゃぶ専門店」を、当店初の「百貨店テナント」として初出店 ＩＫＰ税理士法人

関東 千葉県 旭市 R2122U00098 不動丸 通常枠 急速冷凍機と食品加工設備の導入による獲れたて魚介類の販路拡大 関谷　満

関東 千葉県 茂原市 R2122U00099 株式会社紋七 7040001060066 通常枠 古民家を有効した統合型飲食・宿泊事業で、居酒屋事業から脱却しＶ字回復を実現 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 R2122U00101 株式会社リコスケープ 6040001057071 通常枠 地域活性化プラットフォームサービス『ｒｅｃｏｓｔｙｌｅ』 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 東金市 R2122U00103 株式会社山匠工務店 5040001116051 通常枠 自社建築！ショールームとしても活用できる拘りの貸別荘事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 R2122U00104 株式会社ＺＵＣＩ 6040001094965 通常枠 販路を失った国産アジアハーブを冷凍アジア料理に加工製造及び販売する事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 千葉県 木更津市 R2122U00105 株式会社ごはんクリエイト 1040001097980 通常枠 フードロスも活用した「木更津市の総合食市場」事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 夷隅郡御宿町 R2122U00107 株式会社鈴木工業 6040001075123 通常枠 強みを活かし、新たにＩＣＴ土工工事を提供し、荒廃農地を再生！ 株式会社東京経営サポーター

関東 千葉県 大網白里市 R2122U00113 株式会社花しょう 2040001093624 通常枠 花屋が「花とコラボする菓子」を製造小売する洋菓子店の新規開店 西村　浩

関東 千葉県 佐倉市 R2122U00114 佐倉エスオーシー株式会社 3040001046804 通常枠 フライアッシュを用いた炭素低排出型の生コンクリート製造及び販売 横畑　靖明

関東 千葉県 東金市 R2122U00115 有限会社マリブエンタープロジェクト 4040002079158 通常枠 地域密着型の多角化経営で働き方改革と地元の雇用促進を実現する会社へ 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 R2122U00116 株式会社オービス 9040001027971 通常枠 千葉湾岸地域でビーチスタイルの健康快適なリノベーション不動産事業の展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 鎌ケ谷市 R2122U00120 株式会社髪型相談所 1040001080508 通常枠 肌質改善の視点を取り入れたパーソナルトレーニングジムへの新分野展開 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 千葉県 千葉市緑区 R2122U00121 有限会社わかな造園 3040002012747 通常枠 日本庭園をパッケージング化した古民家再生事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 木更津市 R2122U00122 株式会社はいからキッチン 8040001053077 通常枠 新分野展開～生活密着型コワーキングスペースへの進出～ 君津信用組合

関東 千葉県 佐倉市 R2122U00123 臼井ショッピングセンター協同組合 6040005007089 通常枠 共同店舗のデジタル化新分野展開（新施設・情報発信事業） 千葉県中小企業団体中央会

関東 千葉県 南房総市 R2122U00127 千蔵酒造株式会社 5040001074076 通常枠 再編による江戸時代創業の酒蔵復活の為の日本初の取り組み 知多信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 R2122U00130 株式会社マルクリーン 5040001085189 通常枠 医薬品製造の強みを活かした「健康・ヘルシー×新感覚コロッケ専門店」事業 中谷　健太

関東 千葉県 山武郡九十九里町 R2122U00134 株式会社丸清 8040001057466 通常枠 九十九里をもっと元気に！地域とともに立ち上げる統合型観光拠点 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市美浜区 R2122U00136 Ａ＆Ｍグループ株式会社 3010001137011 通常枠 ファブレス製造業に転身して世界基準の日本製ヘッドホンを世界へ！ 千葉信用金庫

関東 千葉県 いすみ市 R2122U00139 株式会社ジパング・エンタテイメント 4011101074325 通常枠 丸ごと「いすみ市」貸切グランピング＆アウトドア体験施設 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 松戸市 R2122U00141 グリーンエイト株式会社 1040001079847 通常枠 日本の出生率回復と女性の社会進出とを両立させるリプロメディエンス事業 株式会社荘内銀行

関東 千葉県 千葉市美浜区 R2122U00145 三英化学株式会社 3040001011519 通常枠 コンクリート混和剤事業への新分野展開による事業再構築及び競争力強化 藤原　和重

関東 千葉県 松戸市 R2122U00149 レディスかわい 通常枠 結婚活動する女性をスムーズに成婚へ導く総合プロデュース事業 足立成和信用金庫

関東 千葉県 船橋市 R2122U00151 朋友デジタルメディアサービス株式会社 1040001023350 通常枠 ＰＥＥＫ材を使用した医療機器向け製品の製造及び新規分野への参入 北川　和善

関東 千葉県 木更津市 R2122U00154 石山陽斗 通常枠 草刈機械化事業計画 君津信用組合

関東 千葉県 市川市 R2122U00156 ＢＲＩＤＧＥＨＥＡＤ　ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ　ＤＥＳＩＧＮ合同 7040003005358 通常枠 保税倉庫と宅配の仕組み確立によるＢｔｏＣ国際物流事業の立上げ 田中　和弘

関東 千葉県 松戸市 R2122U00157 株式会社大賀企業 5040001035020 通常枠 パチンコ事業からフィットネス事業への転換計画 松戸商工会議所

関東 千葉県 柏市 R2122U00158 合同会社お料理なかき 1040003012558 通常枠 日本料理店とパティスリーを併設した複合店舗展開事業 柏商工会議所

関東 千葉県 船橋市 R2122U00159 株式会社ラダー 9040001019655 通常枠 セルフカフェが提案する座席レンタルから始まる新たな空間価値の提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 木更津市 R2122U00161 株式会社荒井建設 5040001052461 通常枠 非対面・非接触で家づくりが完結できる新システムによる事業展開 ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社

関東 千葉県 野田市 R2122U00165 株式会社Ａ．Ｒ．Ｊ． 8040001098510 通常枠 関宿の雇用を生み出す建設業と農業のコラボレーション 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 R2122U00167 大和原工事株式会社 5040001036043 通常枠 木内装工事の一括受注を実現するデジタル化させた社内体制の構築 近山　寿博

関東 千葉県 野田市 R2122U00168 株式会社アイ・アール 9040002098789 通常枠 工業用ゴム製造業の「技」で上位の医療・衛生用ゴムの量産化を実現 北村　聡

関東 千葉県 鴨川市 R2122U00169 株式会社モンフィールクリエイションズ 1040001101486 通常枠 バケーションレンタル事業の無人化運営と現レストランとのシナジー創出 井上大輔

関東 千葉県 流山市 R2122U00170 株式会社ＬＵＸＡＳ 8040001082885 通常枠 人材育成ノウハウを応用した革新的電気設置工事プラットフォーム事業 ストラーダ税理士法人

関東 千葉県 香取市 R2122U00171 Ｐｒｏｓｔｙｌｅ株式会社 1040002088442 通常枠 苦境に喘ぐ地域飲食店を「テイクアウトパーク」でまとめて救済！ 屋代　勝幸

関東 千葉県 富津市 R2122U00172 株式会社マスヤ 2040001052019 通常枠 ＡＩ・ＩｏＴ技術の活用で人手不足を克服して冷凍食品製造事業へ進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 富津市 R2122U00175 サンエンジニアリング株式会社 4040002071899 通常枠 世界初の自動運転車用シャシダイナモ開発による新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 夷隅郡大多喜町 R2122U00180 富士無線機材株式会社 3040001075175 通常枠 介護施設を見守るシステムのＩＯＴセンサータグ部品の新たな製造 房総信用組合

関東 千葉県 八街市 R2122U00182 トーヨー産業株式会社 6040001050076 通常枠 生分解性プラスチック技術を用いた暗渠排水管の製造 株式会社七十七銀行

関東 千葉県 柏市 R2122U00188 Ａｎｓｗｅｒ　Ｓｍｉｌｅ株式会社 4260001024217 通常枠 障害者のグループホーム事業計画 税理士法人横浜総合事務所

関東 千葉県 佐倉市 R2122U00189 株式会社ディーシーエム 2040001047860 通常枠 全国初移動型携帯ショップに業態転換を図り地域貢献へ取り組む事業 株式会社千葉銀行
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関東 千葉県 木更津市 R2122U00192 株式会社コンドー楽器 9040001087925 通常枠 既存音楽スタジオと差別化を行い高品質で利便性の高い音楽スタジオサービスを提供 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 いすみ市 R2122U00194 ＮＰＤ 通常枠 遊び心あふれるバリアフリーな宿泊施設を作る 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 野田市 R2122U00199 アソシエイトアグリ株式会社 5040001112447 通常枠 さつまいも農家向け「いもやアグリテック」と焼きいも等の製造販売 りんく税理士法人

関東 千葉県 柏市 R2122U00200 有限会社三友エンジニアリング 9040002096504 通常枠 新製品サクションロールによるＥＶ用充電池分野への進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市美浜区 R2122U00205 有限会社晃輝 4040002014024 通常枠 シェアリングスペース事業による新分野展開 近山　寿博

関東 千葉県 千葉市中央区 R2122U00208 株式会社融和システム 5040001007746 通常枠 ＩｏＴクラウドサービスの展開で日本の中小企業を元気に 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 市川市 R2122U00210 クリエイティブリゾー太株式会社 4040001083383 通常枠 市場が伸びているグランピング事業でヘラ釣りやホタル、囲炉裏などの和のテイストで差別化を図る事業 小林伸行

関東 千葉県 富里市 R2122U00211 東基工業株式会社 4040003005831 通常枠 「足場鳶事業」「フロンガス回収事業」への進出による生産性向上 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 匝瑳市 R2122U00213 有限会社緑奉未来 8040002083998 通常枠 次世代型有人コインランドリーサービス事業で新たな顧客を獲得を実現 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 匝瑳市 R2122U00227 有限会社美容室クラフト 4040002083201 通常枠 美容院の知識・ノウハウを活かした“美容院クオリティ”のペット関連事業の展開 三浦　英晶

関東 千葉県 香取市 R2122U00228 ＳＩＮＡ株式会社 4040001075868 通常枠 貨物車に強いタイヤ屋さんで差別化！ＢｔｏＢ事業で新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 香取市 R2122U00232 助六 通常枠 テイクアウトだけじゃない！豚串屋は内臓さばきも付加価値化！ 佐原信用金庫

関東 千葉県 山武郡横芝光町 R2122U00236 株式会社理想郷 7040001076590 通常枠 微細流米粉と新食感米粉パン・米粉ピザの対面販売型ＢｔｏＣの展開 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 松戸市 R2122U00237 町山自動車工業有限会社 4040002048807 通常枠 水性塗装ラインの確立による成長の見込める分野への新分野展開 株式会社企業参謀

関東 千葉県 千葉市中央区 R2122U00240 ホームズ不動産販売株式会社 6040001006879 通常枠 市場ニーズに応える医療用ニトリル手袋の製造販売への挑戦 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 R2122U00242 株式会社ケイオー 9040001071631 通常枠 小ロット生産を強みにした印刷・転写・制作工場をＤＸ化する事業再構築 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 R2122U00243 ＩＴＳ工房株式会社 5040001008447 通常枠 建築専門工事業向け材料発注アプリと建材製品カタログアプリの構築 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 浦安市 R2122U00244 株式会社アイ・シー・ジー 8040001032064 通常枠 非対面営業を可能とするＡＩ画像解析を活用した住宅劣化診断情報の提供 新日本税理士法人

関東 千葉県 香取市 R2122U00250 有限会社麺屋桃太郎 1050002034841 通常枠 生活に欠かせない選択に着目しコインランドリーの新規開設 銚子商工信用組合

関東 千葉県 八千代市 R2122U00252 習志野化工株式会社 4040001021038 通常枠 塗装会社が新たに挑戦！抗ウイルス・抗菌スプレー生産体制の構築 有限会社アサートアンドトラスト

関東 千葉県 香取市 R2122U00262 高橋酒店 通常枠 地域の食材・観光を活かした立ち飲みスタイル飲食店とＥＣ販売事業 佐原信用金庫

関東 千葉県 大網白里市 R2122U00264 株式会社ＲＥＧＡＬＯ 2040001097492 通常枠 洋菓子店開業事業 トーク税理士法人

関東 千葉県 南房総市 R2122U00265 合同会社ＷＯＵＬＤ 9040003004531 通常枠 災害時における避難拠点の役割を持つ新型ワーケーション施設 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市原市 R2122U00274 山市自動車株式会社 5040001054656 通常枠 自動車板金塗装工場のロードサービスへの新分野展開による一貫体制の構築 株式会社京葉銀行

関東 東京都 渋谷区 R2132G00001 株式会社フェローシップ 3011001056861 卒業枠 稼働率に悩むゴルフ場の本来休眠時間を借り受けての新ゴルフ場ナイター経営 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 台東区 R2132G00002 株式会社道明 9010501008796 卒業枠 本物の日本文化体験を提供する空間　組紐センタートーキョー　建設プロジェクト 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 渋谷区 R2132G00004 Ｋｅｅｙｌｓ株式会社 3011003005924 卒業枠 不動産遠隔案内・管理モデルの構築 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 R2132G00005 株式会社ＪＨＡＴ 7010401138984 卒業枠 ホテル客室を改装したプライベートサウナ事業 小林　彰宏

関東 東京都 港区 R2132G00009 株式会社トゥモローランド 8010401019531 卒業枠 新感覚LIFE STYLE提案型ホテル事業 中央綜合税理士法人

関東 東京都 渋谷区 R2132G00012 株式会社Ｆｕｎ　Ｇｒｏｕｐ 9010401110090 卒業枠 Ａｆｔｅｒコロナのシームレスな旅中体験を実現する、チャット型予約代行サービス事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 中央区 R2132G00014 株式会社コムスクエア 9010601029016 卒業枠 テレワーク社会の《労働力管理・業務管理》を可視化する「テレワークビューア（仮称）」の開発・提供 株式会社千葉銀行

関東 東京都 港区 R2132G00016 株式会社ＯＲＥＮＤＡ 4011201018438 卒業枠 ＡＩ自動応答コールセンターサービスの開発 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 港区 R2132G00018 株式会社ウェルナス 9100001030325 卒業枠 小売業から望む健康を届ける革新的ヘルスケアサービス業への転換 長野県信用組合

関東 東京都 文京区 R2132G00019 株式会社サイフューズ 1010001140223 卒業枠 革新的な細胞加工技術を活用した次世代ヘルスケア分野への新規参入 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 港区 R2132G00020 イマジン・グローバル・ケア株式会社 8010001141743 卒業枠 勤労世代向け健康支援商品販売事業 坂本　亮

関東 東京都 港区 R2132S00001 株式会社ＲＰＡ 1010401131870 緊急事態宣言特別枠 オンラインパーソナルリハビリテーション・トレーニング事業構築 税理士法人　髙柳総合会計事務所

関東 東京都 新宿区 R2132S00003 株式会社かいエンタープライズ 7012701000188 緊急事態宣言特別枠 中華点心テイクアウト専門店「香包」出店計画 八木澤　秀夫

関東 東京都 港区 R2132S00006 アダプティブ株式会社 7011001096870 緊急事態宣言特別枠 データ加工・分析特化型ＢＰＯ事業 山本　利浩

関東 東京都 渋谷区 R2132S00009 株式会社サポートプラス 2011001124165 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍にマッチする新しい研修サービスを開発し業態転換 山岡弘明

関東 東京都 町田市 R2132S00011 株式会社まんてんダイニング 9012302008034 緊急事態宣言特別枠 新時代のリスク分散型カレーショップ Ｌｅａｆ税理士法人

関東 東京都 江東区 R2132S00012 ＧｒｅａｔＯｃｅａｎ 緊急事態宣言特別枠 サービス・品質の高さで「地域ＮＯ．１手土産店」を目指す新事業 坪井　亮

関東 東京都 港区 R2132S00013 株式会社土佐料理司 1010401039585 緊急事態宣言特別枠 冷凍「田舎寿司（野菜を用いた寿司）」の製造販売 株式会社四国銀行

関東 東京都 武蔵野市 R2132S00014 株式会社ｍｉｇｈｔｙ 3012401031405 緊急事態宣言特別枠 店舗型の提供方法からデリバリーとＥＣサイト業態への転換事業 荒井　幸之助

関東 東京都 新宿区 R2132S00019 株式会社ソティア 8011101068496 緊急事態宣言特別枠 旅行やリモートワークにも適した“空き家”の画期的な運用システムの構築 東京中央経営株式会社

関東 東京都 品川区 R2132S00022 株式会社イードリーム 4010701026173 緊急事態宣言特別枠 占い師が非対面占いする際に必要なツールがそろったクラウドサービスの提供 東京商工会議所

関東 東京都 日野市 R2132S00023 株式会社ユーグラッド 3010001138843 緊急事態宣言特別枠 滋賀県におけるライフスタイル型住宅販売事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 千代田区 R2132S00024 株式会社イントゥスタンダード 8010001190641 緊急事態宣言特別枠 スクール向け非対面型オンライン動画通話システム構築事業 東京商工会議所

関東 東京都 港区 R2132S00025 株式会社デシベル 8010901028098 緊急事態宣言特別枠 飲食店経営企業によるフードトラック事業参入に係る事業計画 税理士法人ガルベラ・パートナーズ

関東 東京都 板橋区 R2132S00026 株式会社リルフィス 5011401018451 緊急事態宣言特別枠 ナチュラルワインとシャルキュトリ（肉をメインにしたフランスの総菜）の物販店出店事業 東京商工会議所

関東 東京都 武蔵野市 R2132S00028 株式会社スペースワークス一級建築士事務所 7012401022565 緊急事態宣言特別枠 ベテラン一級建築士がプロップテックでサポートする二地域居住ライフ 村田　良一

関東 東京都 中央区 R2132S00030 株式会社マモリテ 5010601023880 緊急事態宣言特別枠 ＵＶ硬化フラットベッドインクジェット使用したグッズ製造販売事業 東京シティ信用金庫

関東 東京都 江戸川区 R2132S00035 有限会社船和 7011702006442 緊急事態宣言特別枠 チルド・冷凍加工食品の製造及びテイクアウト、ＥＣ販売 朝日信用金庫

関東 東京都 葛飾区 R2132S00038 株式会社コントラッド 6011801028735 緊急事態宣言特別枠 飲食事業の廃業と自社アパレルブランドの新規展開 水野　文男

関東 東京都 渋谷区 R2132S00039 有限会社ＧＩＰＵ 6013402006335 緊急事態宣言特別枠 非技術者が人工知能を活用するためのソフトウェア教材の販売 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 R2132S00040 株式会社ソーシャルサービス 1010001145734 緊急事態宣言特別枠 シニア向け「Ｒ６５どきどきチャンネル」および「Ｒ６５どきＴｕｂｅｒコンテスト」事業 大石　誠

関東 東京都 八王子市 R2132S00043 有限会社オールワン 6010102010931 緊急事態宣言特別枠 オールワンオンラインショップを活用した商品の販路拡大 杉村　佳隆

関東 東京都 練馬区 R2132S00044 山本コンサルティング 緊急事態宣言特別枠 遠隔管理の貸コテージ参入プロジェクト 松浦　圭子

関東 東京都 港区 R2132S00045 株式会社ビズ・カンファレンス 2010401090199 緊急事態宣言特別枠 ＩＣＴを活用した自動販売機トラブル時の対応デジタル化システムの構築 駒田　裕次郎

関東 東京都 中野区 R2132S00046 株式会社ＦＯＸ 8011201019597 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢアプリを使ったレンタル農業サービス事業計画 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 R2132S00047 株式会社ヴィネット 2010901042864 緊急事態宣言特別枠 スパイスハーブ食品のオンライン販売及びオンライン料理教室の開始 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 R2132S00048 株式会社ＸＥＲＡ 4011101084753 緊急事態宣言特別枠 ＩＴテクノロジーを積極活用した、機能改善に特化した効率的デイサービス事業 税理士法人ライズ

関東 東京都 東村山市 R2132S00052 清水屋 緊急事態宣言特別枠 老舗和菓子職人が作る新セグメント向け東村山特産フルーツ洋菓子事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 R2132S00053 コゲボン 緊急事態宣言特別枠 需要の高まりのあるテイクアウトと　物販を店舗の一部に併設する新店舗 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 R2132S00054 株式会社小洞天 5010001043307 緊急事態宣言特別枠 「小洞天のシュウマイ」を進化させるとともに、製造卸売事業を開始 株式会社商工組合中央金庫
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関東 東京都 新宿区 R2132S00055 ホワイトベアインダストリーズ合同会社 2011103008836 緊急事態宣言特別枠 リユース型で、アートインテリアにもなるリードスティックの開発 東京商工会議所

関東 東京都 港区 R2132S00056 株式会社松高 2010401074342 緊急事態宣言特別枠 飲食店が仕掛けるコスプレイヤー、ユーチューバー向け貸しスタジオ 山本　修

関東 東京都 品川区 R2132S00057 株式会社ｍａｍａ　ｓａｉｄ 8010701027044 緊急事態宣言特別枠 美容師の夢の実現、働き方改革に応えるサロンスペース賃貸事業
株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊ

ａｐａｎ

関東 東京都 渋谷区 R2132S00058 株式会社Ｇｒｉｍｏｉｒｅ 2011001068651 緊急事態宣言特別枠 日本最大級のヴィンテージ総合ＥＣモールの構築 アルタス・パートナーズ合同会社

関東 東京都 目黒区 R2132S00059 株式会社ＲｅｎｄｅｒＢｏｘ 3330001021950 緊急事態宣言特別枠 オールドガレージデザイン特化型インテリアの製造および販売 辻田　和弘

関東 東京都 港区 R2132S00060 株式会社コータロー 8010401104283 緊急事態宣言特別枠 既存工房をジェラート店併設工房へ転換 城南信用金庫

関東 東京都 品川区 R2132S00061 株式会社まつ乃家 6010701032384 緊急事態宣言特別枠 着物のアップサイクル事業企画 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132S00062 ガンモマーケット 緊急事態宣言特別枠 外貨両替事業のオンライン化及び双方向型両替への展開 河村　晴雄

関東 東京都 世田谷区 R2132S00063 ＣＭＡ株式会社 4010901016073 緊急事態宣言特別枠 料理教室サービスの提供と空き時間を活用した冷凍パンの通販事業 景山　洋介

関東 東京都 江東区 R2132S00066 つきじ魚惣 緊急事態宣言特別枠 団体旅行客向け店内飲食から日本料理デリバリー事業への転換 株式会社東都経営力向上センター

関東 東京都 小金井市 R2132S00072 合同会社コンテンツツーリズム振興機構 4012403001776 緊急事態宣言特別枠 地域プロモーションおよびオンラインツアー等制作事業 多摩信用金庫

関東 東京都 練馬区 R2132S00073 ヘアスタジオファースト 緊急事態宣言特別枠 移動式美容室にる車内での介護（訪問）美容サービス。 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 R2132S00075 自家製麺ほうきぼし 緊急事態宣言特別枠 ラーメン店からイタリアンレストランへの業種転換による事業再構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 八王子市 R2132S00077 ＭＭ＆Ｔ 緊急事態宣言特別枠 音楽スタジオ付き飲食店をネット配信機能付飲食店に改装計画 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132S00079 有限会社ハウスオブジョイ 8011002028351 緊急事態宣言特別枠 天然由来のカラー剤を使った肌と髪に優しいカラーリング専門店の開店 盛澤陽一郎

関東 東京都 足立区 R2132S00080 東京オイルアナリスト株式会社 3011801009985 緊急事態宣言特別枠 業界初！潤滑油分析作業Ｌｉｖｅで顧客参加型の受諾分析実現。 栃木県商工会連合会

関東 東京都 港区 R2132S00082 株式会社クリプテック 8010401136079 緊急事態宣言特別枠 ブロックチェーン等の暗号資産関連の技術を活用したスマートフォン向けゲーム開発 中井　一

関東 東京都 町田市 R2132S00083 光テック株式会社 3012301011837 緊急事態宣言特別枠 水銀フリーによるＬＥＤ環境用オゾン濃度測定装置の開発 町田商工会議所

関東 東京都 港区 R2132S00084 株式会社Ｂｅ　ａｌｉｖｅ 8010003022487 緊急事態宣言特別枠 カレーパン店の新規展開による事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 新宿区 R2132S00085 株式会社セブンデイズウォー 5011101039129 緊急事態宣言特別枠 クイズ検定試験の新規創設、及び当該資格試験の企画・運用事業 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 大田区 R2132S00086 有限会社和菜 2010802018022 緊急事態宣言特別枠 外食産業・スーパーへの浅漬け製造業から発酵食品の非接触直売へ転換 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 R2132S00087 野田工業株式会社 7010001054005 緊急事態宣言特別枠 板金材製作販売計画 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 R2132S00088 株式会社ＭＲ 9010901039573 緊急事態宣言特別枠 広告制作分野でエンターテイメント色の強い動画広告制作を事業化 天野　成美

関東 東京都 中野区 R2132S00092 株式会社東京ビル設備メンテナンス 4040003001475 緊急事態宣言特別枠 コーヒーマシン　レンタル業務 木寅　雅之

関東 東京都 目黒区 R2132S00093 株式会社Ｌａ　Ｍｉｇｎｏｎｎｅ 5011001062412 緊急事態宣言特別枠 パイナップルの葉を用いたオーガニック蜜蝋ラップの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 中央区 R2132S00094 株式会社ＨＯＲＴＥＮＳＩＡ 2010001193617 緊急事態宣言特別枠 訪日観光客向けオンラインガイドサービス 福井　聡

関東 東京都 杉並区 R2132S00095 株式会社どりーむずかむとぅるー 3011301018181 緊急事態宣言特別枠 どりーむキッチン号導入による新分野展開 長谷川　聖一

関東 東京都 江東区 R2132S00096 有限会社ジールワン 2010602028650 緊急事態宣言特別枠 新たに一般酒類小売業免許取得、酒類の店頭、オンライン販売を開始 萩原　太造

関東 東京都 大田区 R2132S00097 スタジオアンジェリノ 緊急事態宣言特別枠 オーガニック、グルテンフリーに特化したデリバリーとテイクアウトの業態転換 伊藤　文彦

関東 東京都 世田谷区 R2132S00099 有限会社福元商店 5010902013060 緊急事態宣言特別枠 世田谷近郊の家庭向けに提供する鮮魚のサブスクサービス 須永　達也

関東 東京都 港区 R2132S00100 未来食品株式会社 5010401044805 緊急事態宣言特別枠 中華料理店による国内食材を使った本格派「冷凍水餃子通販事業」 越沼　康明

関東 東京都 台東区 R2132S00101 株式会社サン・フーズ 7110001010583 緊急事態宣言特別枠 新たに民泊を開設し、既存飲食業との相乗効果（シナジー）を図る。 有限会社マネジメントプロセス

関東 東京都 港区 R2132S00104 有限会社エルソルコンパニーア 6010402031181 緊急事態宣言特別枠 バー事業から健康茶のＥＣ販売と薬膳ダイニング事業への業態転換 税理士法人ロールスパートナーズ

関東 東京都 練馬区 R2132S00108 株式会社アド・ジャパン 8011601000363 緊急事態宣言特別枠 最強ノベルティコンシェルジュが仕掛ける新たなガチャ 巣鴨信用金庫

関東 東京都 品川区 R2132S00109 株式会社インサイトシステム 4010401050127 緊急事態宣言特別枠 企業のＤＸを推進する中小企業向けＢＩサービス事業 牧野勝一

関東 東京都 新宿区 R2132S00112 株式会社ＯＭＯＩＤＥ 8011101068273 緊急事態宣言特別枠 動画配信を活用した、韓国文化商品のネット販売 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 R2132S00113 株式会社ランドパワー 3010001137886 緊急事態宣言特別枠 投資用不動産専門の会員制マッチングサイトの構築事業 小林　政則

関東 東京都 渋谷区 R2132S00115 グレイトフル株式会社 9011001112502 緊急事態宣言特別枠 レストラン事業からテイクアウト専門事業への多角化 西武信用金庫

関東 東京都 荒川区 R2132S00117 カットインクレーブ 緊急事態宣言特別枠 セルフエステとカラー専門の複合店による新事業展開 中山　信幸

関東 東京都 杉並区 R2132S00119 株式会社エデュプレイ 3011301020237 緊急事態宣言特別枠 ＬＩＮＥ会員が使用できるＥＣモールシステムの開発 中央会計株式会社

関東 東京都 渋谷区 R2132S00120 株式会社オーセンティックアートアンドカルチャージャパン 8010701030923 緊急事態宣言特別枠 アート作品をＮＦＴ化して世界中に販売できるプラットフォームの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 中央区 R2132S00121 ゴーフェア株式会社 4020001117465 緊急事態宣言特別枠 外国人・多言語人材に向けた求人情報・日本語教育オンラインサービスの事業化 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 R2132S00123 株式会社スクラッチ 1010701018504 緊急事態宣言特別枠 テレビ番組制作会社が提供する人生動画「Ｆａｍｉｌｙ　Ｐｉｃｔｕｒｅ」 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 港区 R2132S00124 株式会社ユミト 2010401117563 緊急事態宣言特別枠 看板企画制作のノウハウを活かした空家を利用した民泊事業への進出 山本典之

関東 東京都 台東区 R2132S00125 有限会社市原商店 9010502000934 緊急事態宣言特別枠 老舗履物問屋が和文化を発信する和カフェ事業を新規展開 白田　浩幹

関東 東京都 豊島区 R2132S00127 ｍｉｎｉｍｕｍ合同会社 8013303002976 緊急事態宣言特別枠 オンライン向け新コスメブランド「ＤＯＮＮＥＯ」事業計画 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 R2132S00128 株式会社ＫＡＴＳＵ　ＮＵＭＢＥＲＳ 3010001146144 緊急事態宣言特別枠 自宅からの注文に対応したウィズコロナ時代のバー運営事業 Ｂ´ｕ社会保険労務士法人

関東 東京都 豊島区 R2132S00130 株式会社ＶＩＤＡ 1013301040852 緊急事態宣言特別枠 新規出店店舗でのデリバリー事業 みどり合同税理士法人

関東 東京都 江東区 R2132S00131 株式会社プライムエンターテイメント 7010601046062 緊急事態宣言特別枠 安心安全な空間で、癒やされながら美しく。フェイシャルサロン「Ｖｉ　Ｍｏａｎａ」 東京ベイ信用金庫

関東 東京都 世田谷区 R2132S00132 株式会社Ｐｏｓｓｉｂｉｌｉｔａｓ 9011101076218 緊急事態宣言特別枠 コンサル業務から、実体験型の食育セミナー＆スマホアプリ事業へ業種転換 宮一　勝信

関東 東京都 北区 R2132S00133 合同会社ＨａｐｙＲｅｓ 1050003003564 緊急事態宣言特別枠 創業250年川越松本醤油を使用、唐揚げテイクアウト専門店出店計画 宮坂　信久

関東 東京都 練馬区 R2132S00134 株式会社パートナービジョン 1011601020319 緊急事態宣言特別枠 店舗型及びオフィス訪問型のリラクゼーションサービスの提供 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 江東区 R2132S00135 株式会社エピス 9010601028067 緊急事態宣言特別枠 エステサロンを開設しベトナム美容商品等を使用しつつ販売も行う。 有限会社マネジメントプロセス

関東 東京都 港区 R2132S00136 株式会社ＧＦＳ 7010402028796 緊急事態宣言特別枠 法定保存文書保管のＤＸ化のための新方式タイムスタンプサービスの事業化 和田　榮一

関東 東京都 大田区 R2132S00138 谷歯科クリニック 緊急事態宣言特別枠 ＬＩＮＥを活用した新しい歯科診療サービスの確立 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 R2132S00139 株式会社ベレーザノス 9010001171616 緊急事態宣言特別枠 Ｇｏｏｇｌｅマイビジネス最適化ノウハウを活用したＳａａＳシステム開発の取り組み 宮田　大

関東 東京都 新宿区 R2132S00140 株式会社越知企画 7011101004114 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍を乗り越えるためのドローン活用事業への進出 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 世田谷区 R2132S00141 株式会社シャーリック 9010401125188 緊急事態宣言特別枠 日本初のスウェーデンベーカリー 多摩信用金庫

関東 東京都 西東京市 R2132S00142 ラーメン豚力 緊急事態宣言特別枠 唐揚げ専門店併設によるテイクアウト・配達分野進出事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 港区 R2132S00143 株式会社ヴィジョナリーヴァンガード 6010401081252 緊急事態宣言特別枠 介護付き有料老人ホーム紹介ムービーサイト「ケア・チャンネル」 セブンセンス税理士法人

関東 東京都 渋谷区 R2132S00144 株式会社アールスマイル 8011001066419 緊急事態宣言特別枠 個室を用いた小スペースＢＡＲ経営 青野　雅恵

関東 東京都 渋谷区 R2132S00145 株式会社トシ・ランドスケープ 4011001121053 緊急事態宣言特別枠 巣ごもり中の断捨離や空き家対策に伴う廃棄物収集運搬業 合同会社アクララール

関東 東京都 渋谷区 R2132S00146 株式会社ＭＫ．Ｃｒｅａｔｏｒｓ 7011101066435 緊急事態宣言特別枠 新型コロナウイルスに配慮したスタンディングカフェ＆バーの開設 ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人
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関東 東京都 港区 R2132S00147 株式会社ＩＣＭ 6010401091994 緊急事態宣言特別枠 オンライン販売化と上級クルーズのプラットフォーム“デジタル＆パーソナル”戦略 東京商工会議所

関東 東京都 墨田区 R2132S00148 株式会社ジョイントワン 8010601047902 緊急事態宣言特別枠 ペット共生型の障がい者向けグループホームの運営 東京東信用金庫

関東 東京都 世田谷区 R2132S00149 株式会社Ｓ＆Ｓフード 5010901022351 緊急事態宣言特別枠 当店が開発したオリジナルの焼き菓子の製造・販売で売上を確保する。 川崎信用金庫

関東 東京都 世田谷区 R2132S00150 株式会社クロワッサンパートナーズ 8010901041943 緊急事態宣言特別枠 完全非対面型オーダー／決済によるテイクアウト・小売事業への業態転換 税理士法人エム・エム・アイ

関東 東京都 新宿区 R2132S00151 ザルームス 緊急事態宣言特別枠 空間デザインの経験を生かした、レンタルルーム業への新分野展開 Ｂ´ｕ社会保険労務士法人

関東 東京都 国立市 R2132S00153 国立リアルエステート合同会社 9012803001223 緊急事態宣言特別枠 京都ワーケーションスペースプロデュース 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 R2132S00154 マツアイティーツアーサービス 緊急事態宣言特別枠 ニッチな観光地の観光体験に特化したＩＴプラットフォーム事業 東京商工会議所

関東 東京都 港区 R2132S00155 株式会社Ｃｈｅｅｒｉｎｇ 4010401121753 緊急事態宣言特別枠 アナウンサーのキャスティングサービス業から、教育、学習支援業への業種転換 岡本　安功

関東 東京都 港区 R2132S00157 フェローズ合同会社 7010403011842 緊急事態宣言特別枠 整骨院がオンライン施術を推進できる施術支援サービスの提供 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 R2132S00158 株式会社ジュエリー・ミウラ 6010501006076 緊急事態宣言特別枠 独自素材『パープルゴールド』　イノベート　＆　プロモート計画 株式会社財務パートナーズ

関東 東京都 世田谷区 R2132S00159 株式会社ｐｏｌｅ－ｐｏｌｅ 9010901040399 緊急事態宣言特別枠 ハンドメイド品の魅力向上「起業支援型ファブスペース」の提供 鳩貝　暢夫

関東 東京都 港区 R2132S00160 株式会社Ｔｒｉｎｉｔｙ 2010401074581 緊急事態宣言特別枠 メンズエステティックサロン新規開店による新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 八王子市 R2132S00161 有限会社泰勝 6010102007977 緊急事態宣言特別枠 地域住民の介護予防と健康づくりを目的とした小規模トレーニング事業 多摩信用金庫

関東 東京都 文京区 R2132S00162 特定非営利活動法人ソーシャルバリュージャパン 2010905002591 緊急事態宣言特別枠 非接触で提供するインパクトモデル設計クラウドサービスの新事業展開 合同会社グローシンク

関東 東京都 江東区 R2132S00163 株式会社ガット 2010601023693 緊急事態宣言特別枠 ＶＲで世界旅行を体験できる、ケーキ＆カフェ・スタジオを開設。 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 R2132S00164 株式会社シンティトロ 1010601048543 緊急事態宣言特別枠 リアルショップとオンラインをお客様目線でつなぐサービスの提供 西武信用金庫

関東 東京都 品川区 R2132S00167 天然素材蔵 緊急事態宣言特別枠 飲食業界特有の受け身体質からの脱却。※宴会、お酒に頼らない経営 川崎商工会議所

関東 東京都 渋谷区 R2132S00169 株式会社イエローワーカーズ 5011001066974 緊急事態宣言特別枠 店舗を撤退した小売店を対象にした、ポップアップストアのトータルプロデュース事業 西武信用金庫

関東 東京都 葛飾区 R2132S00170 有限会社眞和建設工業 8011802030011 緊急事態宣言特別枠 基礎工事業の立ち上げによるアフターコロナ住宅需要への対応 亀有信用金庫

関東 東京都 文京区 R2132S00171 株式会社エス計画 8010401042582 緊急事態宣言特別枠 デジタルツインの実現にむけた３Ｄ点群データ計測・活用サービス 大塚和博

関東 東京都 文京区 R2132S00172 西原龍起 緊急事態宣言特別枠 宮古島でのワーケーション対応型宿泊事業への業種転換 原賀　晃一

関東 東京都 目黒区 R2132S00173 株式会社ハナカイ 9040001087082 緊急事態宣言特別枠 脱卸業！アジア食材専門スーパーとネット通販による多角化戦略 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 国立市 R2132S00174 株式会社ユアーズ 8012401004091 緊急事態宣言特別枠 デザインクロスの専用スタジオを利用したオンラインリフォーム相談サービス マークス税理士法人

関東 東京都 練馬区 R2132S00176 株式会社イル・ネージュ 2430001036832 緊急事態宣言特別枠 北海道産にこだわる弁当屋による北海道産ワインの専門店 税理士法人フューチャーコンサルティング

関東 東京都 荒川区 R2132S00177 株式会社インフィニット・フィールド 7011501010793 緊急事態宣言特別枠 小中学生向けプログラミング教室のオンライン授業化 株式会社ユア・ストラテジー

関東 東京都 西多摩郡檜原村 R2132S00178 ひのはら陶芸館ギャラリー喫茶やまびこ 緊急事態宣言特別枠 体験活動、セミナー等のイベント運営及び地元特産品等の販売 東京都商工会連合会

関東 東京都 北区 R2132S00180 株式会社一馬力 1011501020591 緊急事態宣言特別枠 地域に無いユニークな焼肉店の開店による高収益化事業 全東栄信用組合

関東 東京都 新宿区 R2132S00182 石田商事株式会社 9010801014296 緊急事態宣言特別枠 飲食業界のニューノーマル。究極の非接触システム（Ｌｉａ） 巣鴨信用金庫

関東 東京都 調布市 R2132S00183 ＭＵＳＯＵ　ＦＯＯＤＳ株式会社 2012401025606 緊急事態宣言特別枠 東京初の餃子自販機導入のテイクアウト専門店による業態転換 川居　宗則

関東 東京都 千代田区 R2132S00184 株式会社ビズコム 8010001084835 緊急事態宣言特別枠 英語研修の提供方法の変更「集合研修からオンデマンド・ビデオ研修へ」 税理士法人原田税務会計事務所

関東 東京都 葛飾区 R2132S00186 カフェラウンジココリエ 緊急事態宣言特別枠 コロナに負けるな！地域の健康と高齢者を守る、憩いの健康町守りカフェ 河村　晴雄

関東 東京都 板橋区 R2132S00187 Ｎｅｗ　Ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ株式会社 6011401014301 緊急事態宣言特別枠 定評あるオリジナルテキストと学習メソッドのオンライン化事業 鈴木　正子

関東 東京都 港区 R2132S00188 株式会社ケアプロデュース 9010401069030 緊急事態宣言特別枠 老人ホーム動画配信・ＳＮＳを活用した集客支援システム 東京商工会議所

関東 東京都 国立市 R2132S00189 株式会社スカーレット 7012401003458 緊急事態宣言特別枠 日本の伝統文化“着物”のオリジナルリメイクを世界へ 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 R2132S00190 株式会社ルグラン 5011001049153 緊急事態宣言特別枠 感染症対策と集客を目的としたコンテンツ配信システムの開発 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 R2132S00191 ねこのかぎしっぽ株式会社 3010401137040 緊急事態宣言特別枠 ＡＩを活用したＡｍａｚｏｎ商品レビューの自動収集サービスの販売 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 港区 R2132S00192 株式会社ＢＡＧＵＳ　ＢＡＲ 1010401096255 緊急事態宣言特別枠 店内客席を大幅縮小しテイクアウト＆デリバリー事業への業態転換 廣野青海

関東 東京都 江東区 R2132S00194 株式会社ＧＯＬＤ　ＣＯＲＤ 6010601033912 緊急事態宣言特別枠 実店舗・オンラインによるジュエリー教室事業 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 R2132S00195 株式会社Ｓ＆Ｒ 6010801020025 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチンによるネット販売・店頭販売への業態転換事業 滝　亮史

関東 東京都 中央区 R2132S00196 株式会社ＧＢプロモーション 3010001095655 緊急事態宣言特別枠 一般ゴルファーとプロゴルファーをつなぐオンラインサイトの構築 横山　和志

関東 東京都 港区 R2132S00197 株式会社ＭＥＭＥ 3010401068392 緊急事態宣言特別枠 初のＥＣサイト構築による「お肉の昆布締め」販売の新事業展開 安達　隆久

関東 東京都 江東区 R2132S00198 ＩＮＡＺＭＡ株式会社 2010801023898 緊急事態宣言特別枠 ハイスペックなツールベルト、工具ホルダー、ポーチの開発・販売 アルタス・パートナーズ合同会社

関東 東京都 目黒区 R2132S00199 合同会社樂 6011003005178 緊急事態宣言特別枠 音楽公演からオンラインストリーミングサービスへ 株式会社ＯＣＬ

関東 東京都 新宿区 R2132S00201 エーペックスインターナショナル株式会社 7011101002778 緊急事態宣言特別枠 アジアの技能人材と国内企業のマッチング及びコワーキングスペース事業 西武信用金庫

関東 東京都 豊島区 R2132S00202 株式会社Ｎｏｉ　ｃｏｍｐａｎｙ 7013301041655 緊急事態宣言特別枠 社会的距離を確保した「パフェとパンケーキ専門カフェ」とＥＣ事業 大石　源治

関東 東京都 墨田区 R2132S00205 有限会社Ｔ・Ｍ・Ｙ’ｓ 8010602032382 緊急事態宣言特別枠 デジタル染色とレーザー加工による、オンリーワンの革染色の実現 柏崎　裕介

関東 東京都 渋谷区 R2132S00206 株式会社ＣＬＡＳＳＩＣ 7011001123113 緊急事態宣言特別枠 ＥＣ・テイクアウト販売用菓子製造拠点の設置 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 中野区 R2132S00207 株式会社広島屋 1011201004622 緊急事態宣言特別枠 酒の文化と楽しさを伝えるプロ集団の酒専門店 東京商工会議所

関東 東京都 東村山市 R2132S00209 有限会社マーガレット 5012702003506 緊急事態宣言特別枠 対面型からオンライン型ドレスショップへの業態転換 東京都商工会連合会

関東 東京都 豊島区 R2132S00210 株式会社ｍｏｏｎ・ｕｐ 3030001096882 緊急事態宣言特別枠 フランチャイズ活用力を活かした台湾カステラ・テイクアウト事業への新分野展開 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 中央区 R2132S00213 馥や 緊急事態宣言特別枠 手打ち蕎麦屋の機械導入による新展望 さわやか信用金庫

関東 東京都 台東区 R2132S00214 株式会社ＭＫＩ 9010601048734 緊急事態宣言特別枠 テイクアウトを中心とした彩り豊かなポキ丼専門店の展開 株式会社ｔｚコンサルティング

関東 東京都 大田区 R2132S00215 株式会社Ｙ’ｓ企画 7010801027119 緊急事態宣言特別枠 都内水道事業に関連する配水管設計事業 税理士法人及川会計事務所

関東 東京都 墨田区 R2132S00216 有限会社片山商店 3010602010186 緊急事態宣言特別枠 個人経営飲食店が加工食品製造販売でギフト市場へ進出する計画 朝日信用金庫

関東 東京都 港区 R2132S00217 株式会社エスグラ 1010401082692 緊急事態宣言特別枠 ブロックチェーンを利用した分散ストレージサービス 城南信用金庫

関東 東京都 文京区 R2132S00218 株式会社キヨモト 2010001121726 緊急事態宣言特別枠 地球の未来を考えた革新的でサステナブルなアパレルシューケア 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 足立区 R2132S00219 買取ドットコム株式会社 8011801023718 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト特化型ロジスティクス事業 加藤一志

関東 東京都 北区 R2132S00221 株式会社コミュニケーション 8011501018976 緊急事態宣言特別枠 吉賀町ジビエ製品販売プロジェクト 玉置　良光

関東 東京都 千代田区 R2132S00223 株式会社アンドピクセル 2010001197378 緊急事態宣言特別枠 感染防止製品のオーダーメイド製造事業への新分野展開 株式会社大三経営事務所

関東 東京都 新宿区 R2132S00225 株式会社ブロックス 1011101033614 緊急事態宣言特別枠 企業向け教材のオンライン配信とデジタルマーケティングでの新市場開拓・拡大 中嶋　權治

関東 東京都 新宿区 R2132S00227 株式会社セルクル 9011001072721 緊急事態宣言特別枠 非対面ビジネス推進型ライブコマース事業「Ｓｍａｒｔ　Ｓｅｌｌ」 木村　祐司

関東 東京都 中野区 R2132S00228 株式会社トキヨプロダクションズ 9011201013500 緊急事態宣言特別枠 海外向け新商品、越境ＥＣサイトによる海外新規個人顧客獲得事業 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 R2132S00229 ナレッジ・プログラミングスクール 緊急事態宣言特別枠 小中学校の授業で活用！ブラウザで動くタイピング練習サイト構築 東京商工会議所

関東 東京都 港区 R2132S00230 株式会社オストレア 1010401141218 緊急事態宣言特別枠 東京の老舗オイスターバーによる【　生牡蠣セレクトショップ　】ＥＣサイトを通じた生牡蠣通販事業への参入 満枝　忠雄
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関東 東京都 中央区 R2132S00231 株式会社エリアトラベル 5010001113142 緊急事態宣言特別枠 モンゴル大草原において独自宿泊サービスを展開する事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132S00232 株式会社スカイコムワークス 7010002040615 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈコロナ時代におけるオンライン配信映像制作・レンタルスタジオ事業 株式会社東日本銀行

関東 東京都 葛飾区 R2132S00233 株式会社フロムアイコーポレーション 2011801019671 緊急事態宣言特別枠 経済と環境の好循環をつくる「行き場を失った食品の再流通ＥＣ事業」 株式会社りそな銀行

関東 東京都 東久留米市 R2132S00234 佐藤電気システム株式会社 4012702006666 緊急事態宣言特別枠 消防設備、警報装置の工事会社が上場企業と始めるドローン事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 豊島区 R2132S00235 アルトフォニックスタジオ 緊急事態宣言特別枠 次世代に対応型アナログレコード制作事業 平野　泰嗣

関東 東京都 渋谷区 R2132S00236 株式会社ジエツト企画 5011001010008 緊急事態宣言特別枠 創作作家の作品を扱うＥＣサイト 東京商工会議所

関東 東京都 目黒区 R2132S00238 タンホイザーゲート株式会社 1011001107187 緊急事態宣言特別枠 『唯一無二の一杯』から始まる一期一会の感動ＣＡＦＥの開業 坂田　喜代子

関東 東京都 目黒区 R2132S00240 株式会社クラウドプロスパー 8011001040968 緊急事態宣言特別枠 中食需要に対応するテイクアウト専門ピザ店のフランチャイズ展開 小林　彰宏

関東 東京都 武蔵村山市 R2132S00241 株式会社ＧｏＫｕＲａＫｕ－Ｐｒｏ 5012801018702 緊急事態宣言特別枠 増毛エクステの技術指導スクール及び技術提供サロンの育成事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 台東区 R2132S00242 ＰＬＡＮＴＥ株式会社 7010701031261 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍ニーズに対応した自社開発紅茶の販売【卸売業から小売業への業態変換】 城北信用金庫

関東 東京都 国分寺市 R2132S00243 ＦＰオフィス　Ｌｉｆｅ　＆　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ｃｌｉｎｉ 緊急事態宣言特別枠 ファミリーマネジメントオフィスによる事業展開 東京商工会議所

関東 東京都 港区 R2132S00244 株式会社ＬｉＶＥ　ＦＯＲＥＶＥＲ 8011001105721 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト・デリバリー・通販専門店Ｒｉｎｇｏ　Ｐｉｚｚａを立ち上げコロナ後の当社外食事業を再構築する 株式会社常陽銀行

関東 東京都 千代田区 R2132S00245 小西株式会社 9010001015863 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍で苦しむ地方の名産を全国にＰＲ、トータルプロデュース事業の構築 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 大田区 R2132S00246 スターティス株式会社 1010901028617 緊急事態宣言特別枠 デーツ料理専門店（デリバリー） 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132S00247 有限会社こし庵 4010002009803 緊急事態宣言特別枠 居酒屋業態にデリ販売を付加することによる総合飲食事業への再構築の必要性と事業計画について 鈴木直登

関東 東京都 渋谷区 R2132S00249 合同会社ｕｎｌｉｍｉｔｅｄ 5011003009502 緊急事態宣言特別枠 非接触・短時間の接触で施術可能なエステとホワイトニングサロンの運営 髙司　浩史

関東 東京都 三鷹市 R2132S00250 ハマフ株式会社 7012401022466 緊急事態宣言特別枠 放課後等デイサービスの生産性向上を実現するソフトウェアの開発 瀬尾　公一

関東 東京都 渋谷区 R2132S00252 株式会社Ｍ＆Ｈ 1011001122491 緊急事態宣言特別枠 個室中心のラグジュアリーレストランのオープン ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 R2132S00253 カミナリ 緊急事態宣言特別枠 低遅相互延配信システム”Ｌｉｖｅｗｉｒｅ　Ｓｙｓｔｅｍ”開発事業 城南信用金庫

関東 東京都 世田谷区 R2132S00254 有限会社ルーチェミヤ 2470002012523 緊急事態宣言特別枠 地方小売店シニア客向けジュエリーリメイクサービス 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 R2132S00256 株式会社Ｋ’ｓアンビション 5011101065397 緊急事態宣言特別枠 インフルエンサーを活用した人とペットのお揃い服　ＥＣサイト運営事業 税理士法人ＯＣパートナーズ

関東 東京都 世田谷区 R2132S00257 株式会社キューズ 4010401106829 緊急事態宣言特別枠 空気清浄機の販売事業の立ち上げ 幡野　康夫

関東 東京都 江戸川区 R2132S00260 タカノ株式会社 6011701019090 緊急事態宣言特別枠 写真館と動画会社がタッグを組んで新サービス。コロナを　乗り切れ！！ 税理士法人フューチャーコンサルティング

関東 東京都 調布市 R2132S00263 Ｋｕｕ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 2012401018849 緊急事態宣言特別枠 飲食店版アフィリエイト＆レシピ投稿機能付集客アプリＫｕｕＬｕ 税理士法人アプローズ・スクウェア

関東 東京都 中央区 R2132S00264 株式会社サプリメント工坊 7010001192481 緊急事態宣言特別枠 アンテナショップによる多角的健康サポート及び潜在ニーズの解決 東京商工会議所

関東 東京都 町田市 R2132S00265 有限会社美舟寿し 3012302007677 緊急事態宣言特別枠 地産地消型・総菜加工場及び事業サポート付シェアキッチンの取組み 町田商工会議所

関東 東京都 杉並区 R2132S00272 高橋可菜子 緊急事態宣言特別枠 奄美発のリアル＆オンライン学習支援事業及び当該施設を利用した地域活性化事業 鹿児島県商工会連合会

関東 東京都 新宿区 R2132S00273 合同会社ＨＭ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 6011103007561 緊急事態宣言特別枠 従来型のアーティストライブから脱した、別荘地を活用した新たなファンイベントの創出 井上　修

関東 東京都 中央区 R2132S00274 三谷屋株式会社 6010001180875 緊急事態宣言特別枠 地域飲食店にシナジー効果を！相互協力で生み出す日本料理店のポストコロナ型サービス さわやか信用金庫

関東 東京都 豊島区 R2132S00275 株式会社Ｐｅｒｓｏｎａｌ 2013301037006 緊急事態宣言特別枠 子育て世代の生活基盤を向上！ＣＡＦＥで気軽に家計の節約 経営創研株式会社

関東 東京都 渋谷区 R2132S00276 ディー．ストック株式会社 8010701034429 緊急事態宣言特別枠 リノベーションマンションの空間演出と自社設計個人向け家具のＥＣサイト構築・在庫管理システムの開発事業 上田　曽太郎

関東 東京都 板橋区 R2132S00277 株式会社産業技術情報研究所 7011501018770 緊急事態宣言特別枠 顧客の体験情報を提供する新規ショールームマーケティング事業立上げ 株式会社ＰＱＭ総合研究所

関東 東京都 渋谷区 R2132S00279 株式会社エートゥーナンバーレコード 4011001034032 緊急事態宣言特別枠 アプリケーション分野の開発で新たなボイトレ自宅学習の事業化 昭和信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132S00280 ＴＲＡＶＥＬＩＮＧ　ＥＬＥＰＨＡＮＴ株式会社 5010001178474 緊急事態宣言特別枠 配信設備付きポップアップスペースの新設と事業化 湊谷航介

関東 東京都 国立市 R2132S00282 アルブル菓子店 緊急事態宣言特別枠 パティシエが本気でつくった無添加ジャムの通信販売事業 税理士法人大石会計事務所

関東 東京都 新宿区 R2132S00283 プレミアムトレジャース株式会社 8011101075559 緊急事態宣言特別枠 酒販免許を取得しお酒のテイクアウトを可能にする新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132S00284 株式会社森パール 2010001059000 緊急事態宣言特別枠 自社店舗とＥＣ通販等で個人向けの販売を実施し収益を改善する計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 大田区 R2132S00285 株式会社太陽機械製作所 1010801006425 緊急事態宣言特別枠 フレキシブル電極の量産を可能とするフレキソ印刷機の導入 山形県商工会連合会

関東 東京都 中央区 R2132S00287 株式会社フォーエバー・パートナーズ 2030001093311 緊急事態宣言特別枠 自社独自のエミューオイルの開発及び自社ＥＣサイト構築 上田　曽太郎

関東 東京都 小金井市 R2132S00288 アースワークス 緊急事態宣言特別枠 フラワーオブライフを用いたあなただけのスピリチュアル空間の提供 柿崎　久実恵

関東 東京都 目黒区 R2132S00289 ヨガ、気功、ＳＯＨＯ 緊急事態宣言特別枠 対人接触機会減少に寄与するヨガレッスンのオンライン講座開発 河合　琢満

関東 東京都 板橋区 R2132S00291 大成ラミネーター株式会社 2011401003745 緊急事態宣言特別枠 装置メーカーによる協働ロボットＳＩ事業への進出 税理士法人第一経理

関東 東京都 港区 R2132S00294 株式会社築地のおすそわけ 5010401085816 緊急事態宣言特別枠 デリバリー、ネットショップも備えた高級生鮮３品小売路面店の出店 有限会社マネジメントプロセス

関東 東京都 千代田区 R2132S00297 ＪＭＴＳ株式会社 6010001192813 緊急事態宣言特別枠 日本の医療・美容専門家の助言を中国語圏にオンラインにて提供 東京商工会議所

関東 東京都 調布市 R2132S00298 株式会社ザックステージ 2012402015606 緊急事態宣言特別枠 内装工事での顧客対応力を生かした特注家具製造業への新分野展開 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 中央区 R2132S00300 株式会社白橋 1010001046131 緊急事態宣言特別枠 営業ツールに名刺を変える「動画コンテンツ」サービスの提供 東京商工会議所

関東 東京都 板橋区 R2132S00302 株式会社蒼空 1011401016582 緊急事態宣言特別枠 非対面型・完全個室の２４時間ジムへ新規参入 東京信用金庫

関東 東京都 台東区 R2132S00303 株式会社和ライフ 7010501036700 緊急事態宣言特別枠 日本と外国の起業家をつなぐビジネスマッチングサイト開発による事業再構築 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 江東区 R2132S00306 株式会社ＳＥＮＳＥ　ＬＡＢＯ 4010601056304 緊急事態宣言特別枠 ＯＥＭ製造の化粧品製造の開始および海外百貨店における直営店の設置 盛澤陽一郎

関東 東京都 板橋区 R2132S00307 株式会社ＦＢ－ＭＡＲＫ 9011401011642 緊急事態宣言特別枠 急速冷凍技術を活かした中国温料理の冷凍宅配による非対面飲食サービスへの業態転換 協同組合さいたま総合研究所

関東 東京都 大田区 R2132S00308 串揚げとお酒　舞花食堂 緊急事態宣言特別枠 酒場ビアホール事業から「とんかつ料理店」への事業転換 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132S00309 ＥＭＩＦＦ＆ＯＴＴＳＭＩＥ合同会社 9010003027551 緊急事態宣言特別枠 キクラゲの新たなマーケットイノベーションと地域活性化 東京シティ信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132S00310 株式会社パターン企画テルヌマ 5011001066165 緊急事態宣言特別枠 デジタル・３Ｄデザインコンテンツの制作・販売 東京商工会議所

関東 東京都 江戸川区 R2132S00314 株式会社牛龍 6011701022920 緊急事態宣言特別枠 焼肉店の強みを生かした移動販売・焼肉網洗浄事業への新分野展開 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 R2132S00318 株式会社ランドマークス 2010401084622 緊急事態宣言特別枠 ５０代からのライフスタイルに特化した情報発信サイトの開発・運営 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 R2132S00321 中沢商事株式会社 5120001176228 緊急事態宣言特別枠 映像配信プラットフォーム事業 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132S00322 株式会社ライクアス 5290001063054 緊急事態宣言特別枠 宮古島におけるレンタルウェディングサロン事業 木原税理士法人

関東 東京都 足立区 R2132S00324 Ｎａｖｉ・ｊａｐａｎ株式会社 8011801036182 緊急事態宣言特別枠 特許取得新商品Ｎａｖｉゴールドの開発と販売拡大 東京商工会議所

関東 東京都 港区 R2132S00325 株式会社ディー・ファクター 6010901017144 緊急事態宣言特別枠 高級中華料理店のプチ贅沢なテレワーク・会議室スペースの提供 さわやか信用金庫

関東 東京都 荒川区 R2132S00326 株式会社フォースターズ・ドリーム 9011501022044 緊急事態宣言特別枠 故郷の味をお届け！宿泊業のテイクアウト・デリバリーへの挑戦！ 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 杉並区 R2132S00327 フクモチック有限会社 1011302015907 緊急事態宣言特別枠 本格ベトナム料理をファストフードへ新展開！ＩＴ化でコロナ対策も 税理士法人斎藤会計事務所

関東 東京都 大田区 R2132S00328 日本トレランス合同会社 3010803002759 緊急事態宣言特別枠 大自然を満喫！仕事も遊びも１００％　十勝でのワーケーション事業 十勝信用組合

関東 東京都 渋谷区 R2132S00330 合同会社Ｓｈｅｅｐ　ｃｏｒｐ． 1011003010109 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈコロナ時代におけるプリントアート販売事業 内野　幸治

関東 東京都 新宿区 R2132S00333 東昇株式会社 8011101079295 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト専門のヴィーガン向け飲食店の事業化 株式会社りそな銀行
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関東 東京都 渋谷区 R2132S00334 ギフトサニーサイド 緊急事態宣言特別枠 原宿初の完全プライベートサロンで女性の悩みをワンストップで解決 西武信用金庫

関東 東京都 文京区 R2132S00335 株式会社ＢＰＭ 3010001184004 緊急事態宣言特別枠 ２４時間非接触で利用可能な音楽スタジオへの業態転換 城北信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132S00336 ピステ株式会社 5010001120171 緊急事態宣言特別枠 新たな凍結技術を活用し、フードロス削減と次世代の食品需要対応 蛭田　昭史

関東 東京都 港区 R2132S00337 有限会社カノーネ 5010402003553 緊急事態宣言特別枠 堅調なテイクアウト市場へ事業を展開 株式会社ドーガン

関東 東京都 中央区 R2132S00340 株式会社凪スピリッツジャパン 6011101053632 緊急事態宣言特別枠 チャーシューなどの製造加工とオンラインショップ等での販売 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 多摩市 R2132S00341 株式会社インフォテック 6013401004273 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈコロナに最適化！ハイクオリティー学術会議運営サービスを一貫提供 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 北区 R2132S00342 有限会社原田左官工業所 5011502004813 緊急事態宣言特別枠 左官技術を活かしたインテリア製品・ＤＩＹ・研磨等への事業多角化 水戸　脩平

関東 東京都 文京区 R2132S00345 株式会社ＳＥＬＥＣＴ　Ｄ 5010601053201 緊急事態宣言特別枠 ３Ｄものづくりのための機器レンタルと撮影スタジオの設置 ＳＷＯＴ有限会社

関東 東京都 千代田区 R2132S00346 合同会社日昇ファクトリー 5010003022424 緊急事態宣言特別枠 新鮮野菜と秘伝調味液で作るオリジナル餃子の製造・無人店舗での販売事業 株式会社コンサラート

関東 東京都 台東区 R2132S00348 ミヤザキ食器株式会社 6010501019367 緊急事態宣言特別枠 ショールームとＥＣサイトを駆使した食器販売における新分野展開 米倉　徹

関東 東京都 渋谷区 R2132S00349 株式会社青山 5011001000586 緊急事態宣言特別枠 宮内庁御用達の懐石料理のメインディッシュを冷凍食品として販売 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 R2132S00350 はじめちゃおう株式会社 9011101085532 緊急事態宣言特別枠 赤ちゃんから使えるコワーキングスペース 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 大田区 R2132S00351 チアーアップトーキョー株式会社 9010801028602 緊急事態宣言特別枠 ライブコマースでチアダンスによる元気な応援を届けます！ 星野　裕司

関東 東京都 新宿区 R2132S00352 株式会社サン・オフィス 2011101073097 緊急事態宣言特別枠 中小企業向け　ライブコマース支援事業　及び　スタジオ運営事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 千代田区 R2132S00354 株式会社ストレートエッジ 7011201018947 緊急事態宣言特別枠 小説家が生み出すオンライン小説、漫画風動画制作・配信事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 世田谷区 R2132S00357 世田谷サービス株式会社 4010901006264 緊急事態宣言特別枠 倉庫業界向け安全管理機器の導入による業務効率化提案事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 江東区 R2132S00358 松嶋企画 緊急事態宣言特別枠 １／１スケール映像でビジュアルコミュニケーション 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 R2132S00360 株式会社チタン 7011101060586 緊急事態宣言特別枠 障がい者さんの自立・社会活動を助けていく！管理人常駐型グループホーム事業 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 港区 R2132S00363 株式会社テュースリー 5010401057567 緊急事態宣言特別枠 小売り分野の無店舗小売業で、新たな通信販売事業化 税理士法人ステップスパートナーズ

関東 東京都 世田谷区 R2132S00364 株式会社ＯＮＥ　ＯＢＳＥＳＳＩＯＮ 3011001114470 緊急事態宣言特別枠 地域に根付いたお洒落なＢａｒから社長のスキルを活かした男女兼用エステ・ネイルサロンへ 木島　圭亮

関東 東京都 荒川区 R2132S00365 ＭＩＺＡＮＩ株式会社 4011501022668 緊急事態宣言特別枠 ＣＯ２削減やエコシステムを取入れた土壌改良剤の開発で有機農法を促進しグローバルニッチを狙う
特定非営利活動法人東京都北区中小企業経営

診断協会

関東 東京都 北区 R2132S00366 株式会社リオクロス 9011501014058 緊急事態宣言特別枠 高齢者の生活の質の向上を目指したフットケア専門サロンの運営 巣鴨信用金庫

関東 東京都 江東区 R2132S00367 株式会社オープンソース・ワークショップ 5010601039398 緊急事態宣言特別枠 学校のクラスター回避！ＩｏＴを活用した換気状況監視サービスを新たに展開 西川貴人

関東 東京都 大田区 R2132S00369 株式会社オオタニ 8010801002104 緊急事態宣言特別枠 味付けノウハウを活用し、健康志向のスナックを新たな販路に販売する事業 大分みらい信用金庫

関東 東京都 港区 R2132S00372 合同会社Ｎｅｓｔ 8010403022112 緊急事態宣言特別枠 コロナの時代でも安心なひとり鍋料理を提供するひとり鍋専門ダイニングバー 株式会社コンサラート

関東 東京都 港区 R2132S00374 エンジェルオーク株式会社 6010401145916 緊急事態宣言特別枠 ディスプレイ装飾事業から映像撮影、ＣＧ／ＶＦＸ動画制作を含むプロダクション事業への業種転換 島田　悠太朗

関東 東京都 豊島区 R2132S00375 株式会社ジバコ 3013301005382 緊急事態宣言特別枠 日本伝統工芸を守る！金継ぎ作品の小売業への転換プロジェクト 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 R2132S00377 合同会社クロスセントラル 9010003016959 緊急事態宣言特別枠 写真加工アプリ「Ｃａｔ　ｉｓ　ｗａｔｅｒ」の開発・配布とアプリ内広告の販売 須永　達也

関東 東京都 新宿区 R2132S00378 株式会社ハイファイブ 7011101078257 緊急事態宣言特別枠 オンライン注文アプリシステムを通じたピックアップ拠点の開設 税理士法人ＴＨＲＥＥ

関東 東京都 杉並区 R2132S00379 株式会社鮨川 8011301025545 緊急事態宣言特別枠 モバイルオーダー導入の立ち食い鮨店出店計画 木島　圭亮

関東 東京都 千代田区 R2132S00380 株式会社千代田ラフト 1010001022891 緊急事態宣言特別枠 モルドバの魅力を丸ごと伝える映像技術を活用したワイン販売の事業化 税理士法人永川会計事務所

関東 東京都 港区 R2132S00381 株式会社グローバルユースビューロー 7010401008642 緊急事態宣言特別枠 国内顧客を主ターゲットとしていた企画旅行業者の海外顧客向けインバウンドへの新分野展開 みどり合同税理士法人

関東 東京都 千代田区 R2132S00382 ＥＸＤＲＥＡＭ株式会社 5011001097342 緊急事態宣言特別枠 音楽・音響関連企業向けのＡＩシステム開発業務 木寅　雅之

関東 東京都 渋谷区 R2132S00384 株式会社アニムスディレト 8011001100391 緊急事態宣言特別枠 トータルビューティーサロンから自社ブランド基礎化粧品企画・販売への新分野展開事業 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132S00385 ラング株式会社 8290001058076 緊急事態宣言特別枠 抗菌・消臭機能付き　空気清浄フィルムクロスにおけるＥＣ販売事業 株式会社コンサラート

関東 東京都 小平市 R2132S00386 ＡＳＯＢＩＴＥ合同会社 6012703001730 緊急事態宣言特別枠 【実務特化型】ＷＥＢ人材養成オンラインスクール 東京都商工会連合会

関東 東京都 台東区 R2132S00387 株式会社Ｏｇａｔｏｍｏ 8010501046715 緊急事態宣言特別枠 少人数制のメニューのない完全予約制＆紹介制の隠れ家レストラン 盛澤陽一郎

関東 東京都 港区 R2132S00388 株式会社ヴォンズ・ピクチャーズ 2010401032630 緊急事態宣言特別枠 新たなＢｔｏＢのビジネスモデルを構築し、先進的なメディアの開拓 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132S00389 合同会社餃子王 4011003010238 緊急事態宣言特別枠 実店舗のみの収益構造から卸売り事業の構築へ 西武信用金庫

関東 東京都 葛飾区 R2132S00390 株式会社ウォーレン 2011801027393 緊急事態宣言特別枠 ウィズ／ポストコロナ時代を見据えた新業態への転換と商圏の拡大 堀口　成剛

関東 東京都 立川市 R2132S00391 株式会社綜美社 7012801000807 緊急事態宣言特別枠 キルトを中心とした手芸商材の輸入小売販売事業 立川商工会議所

関東 東京都 新宿区 R2132S00392 スピリチュアル・コンサルティング株式会社 2010001162729 緊急事態宣言特別枠 ｅラーニングで世界のどこでも占星術を学べる環境を目指して 髙橋　創

関東 東京都 中野区 R2132S00393 ナラティファイ株式会社 3010401139680 緊急事態宣言特別枠 海外のアートコレクターに向けて、ＮＦＴデジタルアートを販売する事業 東京信用金庫

関東 東京都 江東区 R2132S00395 株式会社ＨＹＰＥＲＭＩＸ 9010601051548 緊急事態宣言特別枠 飲食店のオンライン配信事業への新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 江戸川区 R2132S00399 株式会社アンラパン 2011701014509 緊急事態宣言特別枠 ＡＩ搭載フィットネスマシーンを利用した女性専用パーソナルフィットネスジムの運営 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 東村山市 R2132S00400 ココットオフィス 緊急事態宣言特別枠 アウトドアスタジオと配信サポートサービス 東京都商工会連合会

関東 東京都 目黒区 R2132S00401 トリゴナルフィットネス 緊急事態宣言特別枠 オンライン型トレーニングサービス『ＦｉＴＥＭ』 服部　峻介

関東 東京都 小平市 R2132S00402 Ｇ　Ｌ　Ｍｕｓｉｃ株式会社 2012701015117 緊急事態宣言特別枠 奥多摩の観光ドライブ、地元グルメと音楽の融合による地域活性化 東京都商工会連合会

関東 東京都 狛江市 R2132S00404 川田旅館 緊急事態宣言特別枠 狛江市民が集う多摩川復活を目指し、多摩川べりのカフェを新設 東京都商工会連合会

関東 東京都 中野区 R2132S00405 株式会社サイエンス倶楽部 2011201009983 緊急事態宣言特別枠 家庭学習をサポートしコミュニティーを形成するプラットホームビジネス「ぷらっとサイエンス」の事業化 坂本　亮

関東 東京都 品川区 R2132S00406 エクラ株式会社 7011001102629 緊急事態宣言特別枠 ウエディングドレスサロン兼フォトスタジオの新店舗開業 東京商工会議所

関東 東京都 港区 R2132S00408 株式会社ｆ－ｍｅ 4010401079331 緊急事態宣言特別枠 女性向けのアパレルブランドの立ち上げおよび製造・インターネット販売 野竿　健悟

関東 東京都 板橋区 R2132S00410 有限会社とみ 1011402017968 緊急事態宣言特別枠 「心と体をつなげる」～静と動の融合で心身の健康を促す～ 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 R2132S00412 株式会社長英 5010601004344 緊急事態宣言特別枠 印刷用製版の高精細技術を活用した一般消費者へ新たな価値の提供 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 杉並区 R2132S00413 株式会社ＬＥＶＥＬ１ 4040001103934 緊急事態宣言特別枠 町工場の技術を活かしたアウトドア製品開発と地域活性化事業 税理士法人小山・ミカタパートナーズ

関東 東京都 渋谷区 R2132S00414 有限会社ＬＯＷＴＥＸ 5011002034617 緊急事態宣言特別枠 新サービス「靴専門のクリーニング」を提供 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 台東区 R2132S00415 株式会社浅草フードファクトリー 2010501027489 緊急事態宣言特別枠 アフタヌーンティーを主力にしたカフェ事業への新分野展開 井下　佳郎

関東 東京都 八王子市 R2132S00416 エコ・サイエンス株式会社 6010102010246 緊急事態宣言特別枠 ゼロカーボン発電技術を駆使した発電機「ＥＣＯ発電装置」製造・販売計画 庄司　雅

関東 東京都 台東区 R2132S00418 株式会社ＭＯＯＮＳＨＯＴ 9010501033786 緊急事態宣言特別枠 アパレルブランドのノウハウを活かしたファッション番組の製作・配信 朝日信用金庫

関東 東京都 足立区 R2132S00419 ダイニングバーイチ 緊急事態宣言特別枠 地域健康増進！ジム活動への参入計画！ 丸山　達也

関東 東京都 調布市 R2132S00420 株式会社三徳 3012401007768 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト・デリバリーサービス専門のハンバーガー事業による新分野展開 八木　雄一

関東 東京都 渋谷区 R2132S00421 株式会社Ｌｉｖ　ｄａ　ＬＩＦＥ 1011001061839 緊急事態宣言特別枠 自家製シャリュキュトリー（加工肉）のインターネット販売 さわやか信用金庫

関東 東京都 町田市 R2132S00422 株式会社ＤａｃｃｏＤａｙ 3012301011531 緊急事態宣言特別枠 地域のフードロスとワークロスを解消するペットのおやつ開発 宮﨑　雅大
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関東 東京都 目黒区 R2132S00423 株式会社ＬＩＮＥＳ　ＡＮＤ　ＡＮＧＬＥＳ 3011001101155 緊急事態宣言特別枠 コワーキング及びポップアップスペースへの転換 目黒信用金庫

関東 東京都 板橋区 R2132S00424 合同会社武道ユニオン 7011403001775 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍の感染症対策にもつながるスポーツ大会の運営支援アプリを開発 坪井　亮

関東 東京都 調布市 R2132S00427 株式会社Ｄｏｔｏｋｕ 6012401034735 緊急事態宣言特別枠 ラーメンの加工食品の製造及び販売を行う新分野展開 税理士法人つなぐ

関東 東京都 港区 R2132S00428 三和コムテック株式会社 1010401063453 緊急事態宣言特別枠 新サービスの直接 売環境の構築及びセールスプロセスの導入による新分 への参入 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 渋谷区 R2132S00429 株式会社ステープル 2011001116385 緊急事態宣言特別枠 冷凍ミールキットの通信販売・惣菜の小売販売 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 港区 R2132S00430 ＴａｋｅＭｅ株式会社 4010401121860 緊急事態宣言特別枠 店舗に真のお客様の声を届ける会員サイト「Ｔａｋｅ　Ｍｅ　Ｃｌｕｂ」の構築 株式会社コンサラート

関東 東京都 台東区 R2132S00432 有限会社エヌ・ツーフィットネス 5010502017123 緊急事態宣言特別枠 ゴルフ練習場サービスの提供を通じた新規顧客獲得の実現 坪井　亮

関東 東京都 立川市 R2132S00433 有限会社リキッド・ピクチャーズ 5011002019980 緊急事態宣言特別枠 既存事業の飲食スペース縮小によるゴーストキッチン事業への進出 稲垣　裕充

関東 東京都 品川区 R2132S00434 株式会社ＢＯＵＬＣＯＭ 8010701034684 緊急事態宣言特別枠 会社設立から事業運営に必須の機能提供と事業計画書作成支援 新村貢一

関東 東京都 品川区 R2132S00435 株式会社さくらネット 3010701036545 緊急事態宣言特別枠 ＨＰ＋オンラインショップ構築・運営システム 東京商工会議所

関東 東京都 文京区 R2132S00436 ＨｕｇＰｏｃｋｅｔ株式会社 2011501024559 緊急事態宣言特別枠 総合子育て支援サービス「ママのコンシェルジェサービスＨｕｇＰｏｃｋｅｔ」事業 児玉　直樹

関東 東京都 渋谷区 R2132S00437 ヒューマンライン株式会社 5011001050838 緊急事態宣言特別枠 都内での児童発達支援・放課後等デイサービス事業の展開 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 台東区 R2132S00438 合同会社Ｃｈａｐｔｅｒ　Ｔｗｏ 2010503005113 緊急事態宣言特別枠 旅から着想を得たクルド料理事業への転換 平野　匡城

関東 東京都 新宿区 R2132S00439 株式会社イクコイメージインターナショナル 9010001134060 緊急事態宣言特別枠 自社製品の強みを活かしエステサロンから酵素風呂サロンへの進出 西河　豊

関東 東京都 港区 R2132S00440 アゼント株式会社 4010401135893 緊急事態宣言特別枠 観光特化経営から地域ニーズを取り込んだ鍼灸院の開業 國安　道弘

関東 東京都 中央区 R2132S00441 日東物産株式会社 6010001053560 緊急事態宣言特別枠 急速冷凍機レンタル業と他店調理品の冷凍保存倉庫管理業への展開 昭和信用金庫

関東 東京都 品川区 R2132S00442 株式会社展真ダイニング 5010701020539 緊急事態宣言特別枠 通信販売によるお取り寄せスイーツ、東京土産の製作と販売、広告戦略 城南信用金庫

関東 東京都 墨田区 R2132S00443 鐘百繊維工業株式会社 9010601010339 緊急事態宣言特別枠 対面受注製造から非対面での直接消費者販売への転換。 及川　英輝

関東 東京都 港区 R2132S00444 株式会社ＡＧＥＮＴ－１ 3010401110278 緊急事態宣言特別枠 配信スタジオ開設による「一般ドライバー向け安全運転講習」の提供 城南信用金庫

関東 東京都 杉並区 R2132S00445 東京カクタス株式会社 7011001108485 緊急事態宣言特別枠 飲食店をピザ工場へリノベーション、業態転換によるピザのデリバリー事業 株式会社横浜銀行

関東 東京都 千代田区 R2132S00446 株式会社アプロード 1010001115695 緊急事態宣言特別枠 中古自転車取扱事業計画 税理士法人レッドサポート

関東 東京都 調布市 R2132S00447 株式会社ウラニワ 1012401025251 緊急事態宣言特別枠 ファミリー層向け黒毛和牛焼肉店の新規事業計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 大田区 R2132S00450 株式会社渡邊革プリント 8010802016425 緊急事態宣言特別枠 ペット愛好者のためのオーダーメイド革製品製造業への転換 河村　康孝

関東 東京都 千代田区 R2132S00451 特定非営利活動法人森のライフスタイル研究所 8100005009358 緊急事態宣言特別枠 企業研修ノウハウを活かした消費者向け木工製品の非対面販売事業 株式会社ロードサイド経営研究所

関東 東京都 練馬区 R2132S00453 有限会社ほーむるーむ 6011602008952 緊急事態宣言特別枠 「無料自力出版支援サイト」の新規立ち上げ計画 イー・マネージ・コンサルティング協同組合

関東 東京都 品川区 R2132S00454 株式会社Ｄ－ｃｌｉｍｂ 7010701034124 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍に適した形での男性向け脱毛サロンの立ち上げ 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 千代田区 R2132S00455 株式会社丸和商店 4010001029604 緊急事態宣言特別枠 サンドイッチ小売業態の新規展開による事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 港区 R2132S00456 株式会社コーエン 2010401009562 緊急事態宣言特別枠 小グループで貸切、卓球や撮影スタジオなど多目的フロアの提供 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 あきる野市 R2132S00457 株式会社マイレ 6013101006264 緊急事態宣言特別枠 葬儀運営及び終活セミナーのオンライン事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 渋谷区 R2132S00458 椿ホールディングス合同会社 7011003005053 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍にマッチする医療機関のニーズに合わせた最適な動画制作提供サービスの構築 山田稔幸

関東 東京都 中央区 R2132S00460 株式会社カフェ・ダイニング 3010001131939 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト専門店とビジネスマッチングサイトの運営展開事業 税理士法人恵比寿綜合会計事務所

関東 東京都 港区 R2132S00461 株式会社ＨＳジュエルカンパニー 9010401124462 緊急事態宣言特別枠 サンプルを家にお届け。対面なしで出来るジュエリーリフォーム 越智文夫

関東 東京都 港区 R2132S00462 コンテンツワークス株式会社 9010001072789 緊急事態宣言特別枠 教育・知育事業「ベビーアート」のＷＥＢを使った販路開拓事業 城南信用金庫

関東 東京都 港区 R2132S00463 アネックス・デジタル株式会社 4010401111110 緊急事態宣言特別枠 デジタル映像制作会社がＶＲイベントの普及に取り組む事業 あがたグローバルコンサルティング株式会社

関東 東京都 町田市 R2132S00464 Ｓｏｅｄａ　Ｍｕｓｉｃ　Ｓｔｕｄｉｏ 緊急事態宣言特別枠 現役プロサックス奏者による上級者向けオンラインスクールの開講 町田商工会議所

関東 東京都 渋谷区 R2132S00465 株式会社ＡＢ 3011001131029 緊急事態宣言特別枠 フレンチビストロのテイクアウト専門店を新規開業 横山　和志

関東 東京都 港区 R2132S00466 プレディクト株式会社 3010401066157 緊急事態宣言特別枠 新分野展開の類型による事業再構築としての買取専門店事業への取り組み 城南信用金庫

関東 東京都 大田区 R2132S00467 アークス物流サポート株式会社 3010801014376 緊急事態宣言特別枠 換気機能特化による北海道食材（食肉・海鮮・野菜）の網焼き事業 城南信用金庫

関東 東京都 目黒区 R2132S00468 株式会社ネオン企画 4011001107060 緊急事態宣言特別枠 西湖における「ネイチャースタジオ」レンタル事業開始による事業再構築 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 多摩市 R2132S00470 Ａｅｔｈｅｒ　Ｃｒａｆｔ株式会社 8013401000923 緊急事態宣言特別枠 ＣＮＣルーターによる熟練職人の技術水準に並ぶギター製造の革新的生産工程の実現 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 R2132S00471 株式会社Ｒｏｕｍｌａｂ 1010401131004 緊急事態宣言特別枠 飲食店向け労務管理システムの販売と非対面コンサルティングの提供 岡　佳伸

関東 東京都 西東京市 R2132S00473 Ｔｒａｄｒｅａｍ 緊急事態宣言特別枠 映像制作事業への新規参入 東京都商工会連合会

関東 東京都 豊島区 R2132S00474 ヤマヤ山﨑株式会社 6013301012153 緊急事態宣言特別枠 中華食材の卸売り企業からフカヒレを中心とした高級食材のＥＣ小売販売企業へ 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 R2132S00475 吉良美帆／レゾナンスパ 緊急事態宣言特別枠 周波数分析機器導入による非対面型カウンセリング事業 東京商工会議所

関東 東京都 文京区 R2132S00476 ヒューマンネットワークサービス株式会社 8010001113750 緊急事態宣言特別枠 おもてなしプロフェッショナルによるアワードサポート事業の再構築 小松原　史雄

関東 東京都 渋谷区 R2132S00477 株式会社パルチザン 6011001019122 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト開設によるブランド力の向上及び販売機会の創出 工藤　充

関東 東京都 千代田区 R2132S00478 Ｔ・Ｔプロデュース合同会社 1010003026379 緊急事態宣言特別枠 老舗の味を新しい形で！急速冷凍機による和のアイスキャンディー等の持ち帰りと配達事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 新宿区 R2132S00479 株式会社放送サービスセンター 4011101019544 緊急事態宣言特別枠 Ｇ２０のような会議等の運営ノウハウを生かした、ｗｅｂ会議配信サービス 税理士法人資産税務相談センター

関東 東京都 杉並区 R2132S00482 国立デンタルオフィス 緊急事態宣言特別枠 歯科医療の経験・ノウハウを活かしたエステティック業への新展開 野村　純一

関東 東京都 新宿区 R2132S00483 ボーダー株式会社 9010401113531 緊急事態宣言特別枠 企業の出向をサポートする「在籍型出向マッチングサービス」 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 台東区 R2132S00484 株式会社バスデムシャット 2010501029270 緊急事態宣言特別枠 専用スタジオを活用した中小企業向け動画・静止画コンテンツ制作事業の展開 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132S00486 カドノ 緊急事態宣言特別枠 「飲食店」と並行しての「真空包装中食食品販売店」の展開 朝日信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132S00487 株式会社ヴィクセス 3011001073659 緊急事態宣言特別枠 食パン専門店出店及び食パン卸事業開始の為のキッチン施工計画 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132S00488 株式会社玉川 4010001022030 緊急事態宣言特別枠 工芸品や食器類に特化した倉庫事業 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 渋谷区 R2132S00489 株式会社Ｓｐａｒｋｌｅ　ＪＰ 8011001129349 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢを活用した非接触型オンライトレーニングの新事業　オンライントレーニングへの業態転換 さわやか信用金庫

関東 東京都 杉並区 R2132S00490 株式会社リンクベリ 4010801026354 緊急事態宣言特別枠 ゲーム業界の人材不足を解決する人材マッチング事業の新規展開 首里社会保険労務士法人

関東 東京都 世田谷区 R2132S00491 晴商店 緊急事態宣言特別枠 市場に出回らない、規格外農産物を利用したテイクアウト事業 昭和信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132S00493 株式会社ＡＫＩコンサルティング 3010001183864 緊急事態宣言特別枠 会議・タスク管理システムによるクラウドサービス事業 大東京信用組合

関東 東京都 江戸川区 R2132S00495 エム・キュア株式会社 2011701012751 緊急事態宣言特別枠 整骨院における、有資格者のエステ、美容施術商品の開発 税理士法人とどろき会計事務所

関東 東京都 港区 R2132S00496 株式会社Ｎｕｒｓｅ＆Ｃｏ 4010401114352 緊急事態宣言特別枠 ケーキ＋食用薔薇の花束！独創的なフラワーレーターケーキ事業展開 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 中央区 R2132S00499 あさいち合同会社 3010003025429 緊急事態宣言特別枠 キャッシュレス・非対面・非混雑を実現するウィズコロナ時代の飲食店等を支えるプラットフォーム型クラウドサービスの提供 さわやか信用金庫

関東 東京都 国分寺市 R2132S00501 マシンビジョンライティング株式会社 4012401025620 緊急事態宣言特別枠 画像認識用特殊照明の貸出専用機でオンライン現場実験を可能とする販促事業 多摩信用金庫

関東 東京都 世田谷区 R2132S00502 東京ごはんニエバナ 緊急事態宣言特別枠 東京ごはんニエバナ　テイクアウト事業 平田　英之

関東 東京都 青梅市 R2132S00505 株式会社立川あん工房 2013101005294 緊急事態宣言特別枠 新設備で「家庭用小袋あん」を製造、ネットとスーパー等で販売 青梅信用金庫
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関東 東京都 練馬区 R2132S00506 株式会社アテック 5011601000366 緊急事態宣言特別枠 ３Ⅾプリンター導入による、造形受託事業展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 台東区 R2132S00507 株式会社和光ハトヤ 2010501015881 緊急事態宣言特別枠 上野地域密着型老舗婦人服店の店舗・ＥＣサイト連動型マーケティング 浅山　直希

関東 東京都 杉並区 R2132S00512 株式会社よつばコンサルティング 4010001148338 緊急事態宣言特別枠 築古マンションに特化した不動産テック 柴田　暁芳

関東 東京都 新宿区 R2132S00513 パブ花花 緊急事態宣言特別枠 カラオケパブから健康と美容をサポートするエステ事業への転換 株式会社きらやか銀行

関東 東京都 杉並区 R2132S00515 エルカミーノ株式会社 9011301023993 緊急事態宣言特別枠 世界優勝のパエリア技術を活用した機能性ドレッシング開発・販売 シーアンドエイチコンサルティング合同会社

関東 東京都 目黒区 R2132S00516 アルファ企画株式会社 9011001119398 緊急事態宣言特別枠 店舗改装によるイベントの運営事業とドライフード食品の製造販売 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 港区 R2132S00517 株式会社ミヤコヤ 7010401028921 緊急事態宣言特別枠 レンタルギャラリー、補聴器分野開拓事業 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132S00518 株式会社たつ弥 1010001049654 緊急事態宣言特別枠 呉服卸売で培ったノウハウを活用した着物レンタル事業への業態転換 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 台東区 R2132S00519 株式会社ギルド 9010501024959 緊急事態宣言特別枠 障害者用新型靴型装具の開発による装具靴と部品の製造販売 朝日信用金庫

関東 東京都 世田谷区 R2132S00521 新教育デザイニング株式会社 8010901019618 緊急事態宣言特別枠 児童発達支援事業所開設と当社教育システムによる高付加価値化 増田　考邦

関東 東京都 渋谷区 R2132S00522 激ロックエンタテインメント株式会社 1011001066160 緊急事態宣言特別枠 配信ライブ情報流通を促進するスマートフォンアプリ事業 鈴木　健一

関東 東京都 町田市 R2132S00523 ファーフィールドサウンド株式会社 1012301010691 緊急事態宣言特別枠 近接型双方向ハンズフリー窓口インターホンの開発販売 三宅　真弥

関東 東京都 港区 R2132S00524 サン共同財務支援コンサルティング株式会社 2010401140037 緊急事態宣言特別枠 中小企業向けクラウドスコアリングツールを活用した財務コンサルティング事業 笠岡　恒介

関東 東京都 小平市 R2132S00526 株式会社タノシマス 9012801016421 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍による巣籠り需要で市場が拡大中の家庭用ゲームへ参入 東京都商工会連合会

関東 東京都 渋谷区 R2132S00528 株式会社ｇｏｏｄ－ｅｙｅ 8010401120090 緊急事態宣言特別枠 一つ星レストランのシェフが調理するこだわり食材を使った焼売小売店 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 新宿区 R2132S00529 株式会社Ｊ．Ｐ．ｅｔ　ＹＯＲＺＡＮ 8011101056138 緊急事態宣言特別枠 ワーク・エンゲイジメント向上にコミットする出張ネイルサービス ゼノンクリエイツ株式会社

関東 東京都 中央区 R2132S00530 ぎんざ姿 緊急事態宣言特別枠 ふぐと高級食材の小ロット業務販売から目指すＢｔｏＢコマース 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 R2132S00531 株式会社Ｆａｉｔｈ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ　Ｄｅｓｉｇｎ 3011101039304 緊急事態宣言特別枠 広告事業で培ったデザイン・企画力を活かしたアウトドアブランドの展開 石川　麻子

関東 東京都 世田谷区 R2132S00532 クラウドネット株式会社 3010001151128 緊急事態宣言特別枠 ＭＲ型リモート対応ダンス支援アプリ開発とイベント企画・運営 吉田　一仁

関東 東京都 港区 R2132S00533 株式会社石乃蔵商店 5011001107324 緊急事態宣言特別枠 農家から直接仕入れた無添加食材を生かした焼菓子製造、持帰り店事業 増田　考邦

関東 東京都 狛江市 R2132S00535 有限会社オフィスイレブン 7021002009038 緊急事態宣言特別枠 「動画制作事業」および「資産を有効活用する写真販売事業」 中野圭子

関東 東京都 世田谷区 R2132S00537 株式会社松濤 7010901030138 緊急事態宣言特別枠 人気ラーメン店が本気で始める皮に拘った餃子等のテイクアウト販売！！ 税理士法人フューチャーコンサルティング

関東 東京都 八王子市 R2132S00538 株式会社恵林 8010101013462 緊急事態宣言特別枠 子どもが安心して学ぶことができる健全に成長できる育成支援施設 町田商工会議所

関東 東京都 新宿区 R2132S00540 株式会社ハッピー・メンター 7010001101847 緊急事態宣言特別枠 特定技能外国人に特化した人材紹介及び生活支援事業へ業種転換 吉田　久子

関東 東京都 目黒区 R2132S00541 株式会社Ｂ－ｂｅ 1013201013396 緊急事態宣言特別枠 フランチャイズ居酒屋からから揚げの持ち帰り店に事業転換を図る 税理士法人横浜総合事務所

関東 東京都 国分寺市 R2132S00542 有限会社ＩＺＡ 2012402014293 緊急事態宣言特別枠 テイクアウトを兼ねた焼売専門店への業態転換 多摩信用金庫

関東 東京都 目黒区 R2132S00543 株式会社ニューショップ 5290002012340 緊急事態宣言特別枠 倉庫業から始まる海外進出志向アパレル向けワンストップサービス 城南信用金庫

関東 東京都 港区 R2132S00545 有限会社ヴァニテ 3010402031151 緊急事態宣言特別枠 男性客・薄毛の方向けの美容室での施術・ウィッグ製作販売 西川貴人

関東 東京都 豊島区 R2132S00546 株式会社つち屋 5013301028547 緊急事態宣言特別枠 もつ鍋のシメ“ちゃんぽん麺”を使った「もつちゃんぽん」専門店で博多新名物を創造 巣鴨信用金庫

関東 東京都 杉並区 R2132S00547 株式会社ＭＣクラフト 3011301020229 緊急事態宣言特別枠 ＶＲを活用したオンライン店舗やオンラインショールーム等構築事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 港区 R2132S00549 株式会社リコモス 2011601022801 緊急事態宣言特別枠 障がい者のためのサブスクリプション型在宅勤務管理サービス 浅山　直希

関東 東京都 中央区 R2132S00553 丸松陶器株式会社 5010001057364 緊急事態宣言特別枠 陶器事業者向け（中小企業向け）クラウドデータサービス 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 世田谷区 R2132S00554 株式会社カントール・シガ 1010901002794 緊急事態宣言特別枠 大規模ケータリング事業から観葉植物等販売とカフェの併設店舗へ 鈴木　昌勝

関東 東京都 足立区 R2132S00555 株式会社ジューテクノ 6011801024610 緊急事態宣言特別枠 広域営業から地域密着へ。総合リフォームから塗装専門店へ。 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 渋谷区 R2132S00559 株式会社ａｉｍｅｒ－エメ 5010901036269 緊急事態宣言特別枠 金沢で観光と仕事！徒歩３秒のワーケーション＆レンタルスペース 金沢商工会議所

関東 東京都 渋谷区 R2132S00560 株式会社トレノバ 1011001073652 緊急事態宣言特別枠 海外版権ビジネスのノウハウを活用した、美術関連商品化およびＥＣサイト事業 興産信用金庫

関東 東京都 墨田区 R2132S00562 合同会社アドバンス 1010603006086 緊急事態宣言特別枠 不動産業からローカル店舗広告業への業種転換 中村　健一郎

関東 東京都 渋谷区 R2132S00564 有限会社デューマネジメント 5011002027430 緊急事態宣言特別枠 飲食店事業再生の為の業態転換 昭和信用金庫

関東 東京都 台東区 R2132S00566 株式会社縁の木 8010501036212 緊急事態宣言特別枠 コーヒーごみをアップサイクル原料とした商品開発・回収・販売モデル 東京東信用金庫

関東 東京都 練馬区 R2132S00569 株式会社然行 4011601020761 緊急事態宣言特別枠 鍼灸マッサージ整骨院特化型ＬＩＮＥ予約システム・クラウド施術録 西京信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132S00572 株式会社レイバックス 5011001071677 緊急事態宣言特別枠 刺繍加工事業の内製化によるコスト削減、新たな商品展開事業 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 中央区 R2132S00573 株式会社ボナスパジオ 6010901042927 緊急事態宣言特別枠 エステ・化粧品を洋服と併せて提案する総合ビューティーブティック 税理士法人ＯＣパートナーズ

関東 東京都 千代田区 R2132S00574 ＪＦＢＢＳｕｐｐｏｒｔ株式会社 4010001204594 緊急事態宣言特別枠 カフェのオープンによる昼間活用とコーヒー豆の卸による店外売上の増加計画 小林伸行

関東 東京都 中野区 R2132S00576 株式会社ＵＧ 5011201018775 緊急事態宣言特別枠 居酒屋からの革新！ゴルフと健康弁当によるスマートヘルス新展開 東京シティ信用金庫

関東 東京都 品川区 R2132S00577 Ｎｅｕｔｒａｌ　Ｖｏｉｃｅ研究所 緊急事態宣言特別枠 身体から才能を開くボディーメイキングレッスンの提供の実現 東京商工会議所

関東 東京都 港区 R2132S00579 株式会社ＳｅｉＲｏｇａｉ 3010401143906 緊急事態宣言特別枠 先端デジタル技術を活用した東南アジアドラマ特化型ネット配信サービス「ＳｅｉＲｏｇａｉＴＶ」の開発 クローム税理士法人

関東 東京都 練馬区 R2132S00581 株式会社阿部製作所 5011601000408 緊急事態宣言特別枠 自社近隣で多目的レンタルスペース業を展開 髙司　浩史

関東 東京都 多摩市 R2132S00582 合同会社タクプロ 1012403002918 緊急事態宣言特別枠 テレワークスペース事業への事業転換 むさし府中商工会議所

関東 東京都 渋谷区 R2132S00583 株式会社サムライ 2010001133498 緊急事態宣言特別枠 国内外の製法特許取得済みカルシウムサプリメントのＥＣ販売 東京商工会議所

関東 東京都 港区 R2132S00584 ベルソーニョ 緊急事態宣言特別枠 食材廃棄ゼロへ 櫻井　君徳

関東 東京都 新宿区 R2132S00585 合同会社東京クック 2011103005437 緊急事態宣言特別枠 日本酒オンラインラーニング事業と、プラントベース食品教育事業への取り組み 寒竹　淳

関東 東京都 港区 R2132S00586 株式会社やる気カンパニー 1010401125187 緊急事態宣言特別枠 テイクアウトシステムを活用した、創作おでん酒場の事業計画 廣瀬　好伸

関東 東京都 千代田区 R2132S00587 株式会社スマイルリンクル 9010001085270 緊急事態宣言特別枠 同業他社への食品卸売業とゴーストレストラン運営による二毛作事業のためのセントラルキッチンの構築 リードブレーン株式会社

関東 東京都 港区 R2132S00588 株式会社ＡＬＩＶＥ 1010401093351 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ時代における新たなエンターテインメント提供方法のオンライン配信事業。 越野　紘史

関東 東京都 新宿区 R2132S00590 株式会社アロワーズ 7011101037246 緊急事態宣言特別枠 「テレワーク対応集中ブース」のショールーム開設 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 千代田区 R2132S00591 株式会社リトゥンアフターワーズ 4010501026175 緊急事態宣言特別枠 サスティナブル素材を使用した衣服の開発とオンライン販売への転換 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 R2132S00592 株式会社ＰＷＬ 8010901039731 緊急事態宣言特別枠 不動産賃貸に関する営業課のオンライン化による事業拡大 伊東　修平

関東 東京都 豊島区 R2132S00593 株式会社グリーンエンジニアリングサービス 7010401149164 緊急事態宣言特別枠 省エネルギーに貢献する配管新断熱材の製造・販売事業計画 巣鴨信用金庫

関東 東京都 豊島区 R2132S00596 株式会社エンディミオン 9013301032784 緊急事態宣言特別枠 サロン事業で培った美容技術・知識を活かした オンライン化粧品販売事業 税理士法人Ｃ　Ｃｕｂｅ

関東 東京都 八王子市 R2132S00597 株式会社殿岡プロダクツ 3010101012114 緊急事態宣言特別枠 キッチンカー・食品製造業によるサービス 坪井　亮

関東 東京都 港区 R2132S00598 株式会社ピューパル・ドリーム 8010401080863 緊急事態宣言特別枠 うなぎ料理店のライセンシー挑戦による事業再構築 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 狛江市 R2132S00600 合同会社青空フードカンパニー 8012403003736 緊急事態宣言特別枠 飲食事業からランニングイベント事業への大転換 税理士法人ＴＧＮタックスネット

関東 東京都 小平市 R2132S00604 株式会社トライスター 9012401031300 緊急事態宣言特別枠 住宅業界の地域ネットワークを活用した新規壁紙メンテナンス事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 台東区 R2132S00605 株式会社ワンズワード 1010501030931 緊急事態宣言特別枠 産婦人科病院向けのおしゃれな分娩着・入院着の製造・販売 税理士法人ハンズ榎本事務所
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関東 東京都 渋谷区 R2132S00607 株式会社バリューキャピタル 4011001119898 緊急事態宣言特別枠 バーガーレボリューション　ワイン＆グリル京都店 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援セン

関東 東京都 渋谷区 R2132S00610 株式会社イノベーション・ドライブ 2011001093773 緊急事態宣言特別枠 韓国トレンドフードの冷凍通販及び持ち帰りメニューの開始 水戸商工会議所

関東 東京都 中央区 R2132S00611 有限会社ベルニーニ 2010402034411 緊急事態宣言特別枠 イタリア料理の技術で創る究極の「炭火レアハンバーグステーキ」 山田　直樹

関東 東京都 渋谷区 R2132S00614 株式会社スパイスマインド 3180001101660 緊急事態宣言特別枠 「カカオエピス」スタートアップ事業 小牧商工会議所

関東 東京都 世田谷区 R2132S00616 株式会社Ｔｏｕｃｈｗｏｏｄ 4010901035908 緊急事態宣言特別枠 手頃な価格で味と鮮度にこだわった本格焼肉を食べよう！ 世田谷信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132S00617 株式会社リクルーティングサービス 3011001041426 緊急事態宣言特別枠 都内広告会社が北海道北広島市にコールセンター事業を新分野展開 事業承継コンサルティング株式会社

関東 東京都 千代田区 R2132S00618 株式会社マーウィ 8010601053363 緊急事態宣言特別枠 リモートワーク環境を改善！お花の福利厚生サブスク事業 東京商工会議所

関東 東京都 三鷹市 R2132S00619 有限会社ピンスタジオ 4012402019530 緊急事態宣言特別枠 ペットの記録と思い出を残すサービス 吉川　健雄

関東 東京都 文京区 R2132S00620 株式会社Ｒｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 5010001189208 緊急事態宣言特別枠 環境に優しいメニューを中心としたキッチンカー事業への進出 朝日信用金庫

関東 東京都 港区 R2132S00621 アイサ・ジャパン株式会社 2010401119840 緊急事態宣言特別枠 清掃特化型マッチングプラットフォームの開発・運営 中村　健一郎

関東 東京都 新宿区 R2132S00623 株式会社アフェクション 8011101080113 緊急事態宣言特別枠 ”美容とジュエリーとの融合”　～　美肌ケア事業への新規参入 大作　健次郎

関東 東京都 千代田区 R2132S00624 株式会社築地スタイル 9010001146213 緊急事態宣言特別枠 飲食業の経験を活かした製造業へ新規参入 株式会社東日本銀行

関東 東京都 世田谷区 R2132S00625 クインディチ 緊急事態宣言特別枠 新ご当地メニュー「小田原タコス」とワインによるトライアングル事業 小田原箱根商工会議所

関東 東京都 足立区 R2132S00626 株式会社落合 4011801006734 緊急事態宣言特別枠 アクセサリーショップの新サブスクリプションサービス開発構築による事業再構築 足立成和信用金庫

関東 東京都 港区 R2132S00628 有限会社ロゴス・アイ・イー・エス 4010402014139 緊急事態宣言特別枠 学習塾運営システムＭＡＴＩＲＯの製作と販売 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 R2132S00631 株式会社ＬＸ　ＤＥＳＩＧＮ 8010001193693 緊急事態宣言特別枠 ＡＩによる自動マッチング機能開発によるデジタル教育事業の展開 小川　隆義

関東 東京都 中央区 R2132S00632 ユタ・コーポレーション株式会社 7010001091535 緊急事態宣言特別枠 ドッグ用空調服の新規ファン企画開発・製造 森田　昇

関東 東京都 中央区 R2132S00633 株式会社ルーセントデザイン 5290001059820 通常枠 プリズム光学樹脂による独自プロダクトの開発・製造・販売の新規事業化 税理士法人イデアコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 R2132S00636 株式会社エンジン 6011101081740 緊急事態宣言特別枠 ＥＣ専売商品の販売と食品廃棄を解決するオンラインショップ運営 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 R2132S00637 押尾満 緊急事態宣言特別枠 イベントオーガナイザーへの事業転換による　演奏者・パフォーマー・飲食店・小売店と作る新規イベント・配信事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 練馬区 R2132S00638 白珪株式会社 7010401136014 緊急事態宣言特別枠 名入れ加工及び物流内製化を伴う出産祝い等のギフト市場進出事業 東京信用金庫

関東 東京都 多摩市 R2132S00642 鶴田　雅史 緊急事態宣言特別枠 劣化した住宅・建築素材を解体廃棄せず再生する技術者を養成する専門スクール戦略 髙司　浩史

関東 東京都 千代田区 R2132S00643 株式会社シェアウィング 9011001111355 緊急事態宣言特別枠 お寺の空間とプログラムを新たなスタイルの合宿、研修プログラムとする共同開発事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 世田谷区 R2132S00644 穴澤裕介 緊急事態宣言特別枠 現役ミュージカル俳優による新スタジオ・新レッスンの創設 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 東京都 大田区 R2132S00647 アンティース 緊急事態宣言特別枠 スタジオ内でどんなロケーションも再現可能な「バーチャル・プロダクション」技術を使った撮影・配信事業 小林　奈緒

関東 東京都 多摩市 R2132S00651 株式会社ドラコ 2010901026867 緊急事態宣言特別枠 リアルとデジタルの融合・女性のための体験型ビジネスで仕事創出 堀部　晶子

関東 東京都 新宿区 R2132S00652 株式会社ＣＨＡＮＣＥ－ＬＡＮＤ 7011101084461 緊急事態宣言特別枠 シェアリングエコノミーによる昼と夜で変容する二毛作ビジネスの展開 税理士法人尾藤会計事務所

関東 東京都 西東京市 R2132S00653 株式会社ＡＹＡＴＯＲＩ 2012701016338 緊急事態宣言特別枠
リラクゼーションサロンでマッサージなどの施術後、お客様を待たせずに美味しいテイクアウトを行

う新サ
吉野　公晴

関東 東京都 板橋区 R2132S00657 合同会社シンガリ 5030003008462 緊急事態宣言特別枠 世界遺産屋久島を電動自転車で魅力開拓！エコツーリズム拠点事業 一般社団法人板橋中小企業診断士協会

関東 東京都 新宿区 R2132S00660 株式会社クサマ 5011101005584 緊急事態宣言特別枠 ＰＢ食品の『２４時間無人直売所』事業 税理士法人東京中央会計

関東 東京都 豊島区 R2132S00661 株式会社ネットケーインターナショナル 6013301019529 緊急事態宣言特別枠 事業拠点の移転による海外コンサル事業の事業再構築 久德　徹

関東 東京都 世田谷区 R2132S00662 ＡＬＯＨＡＴＯＫＹＯ株式会社 7010901039030 緊急事態宣言特別枠 フードトラックによる出張店舗事業計画 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 東京都 江東区 R2132S00663 株式会社イヨベ工芸社 6010601001737 緊急事態宣言特別枠 リアル店舗とＥＣサイトを融合させたオフィス家具小売りショップの開設 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 渋谷区 R2132S00665 株式会社セラミックファクトリー東京 4011001054724 緊急事態宣言特別枠 遠隔相談システム導入による歯科矯正用アライナー提供サービスのＤｔｏＣ等への事業再構築 椿　祐輔

関東 東京都 目黒区 R2132S00666 株式会社セイ 2011001106857 緊急事態宣言特別枠 貸別荘事業への新規参入 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 江戸川区 R2132S00669 株式会社トライスター 3011701018806 緊急事態宣言特別枠 セミパーソナルトレーニングジムの立上げ計画 税理士法人ガイア

関東 東京都 世田谷区 R2132S00672 株式会社フジモリ 2010901025506 緊急事態宣言特別枠 オンラインによる手作りジュエリーのワークショップ事業 岩﨑　秀一

関東 東京都 渋谷区 R2132S00674 株式会社ル・スティル 5011001040137 緊急事態宣言特別枠
夜のディナー売上比率が７０％の熟成肉ステーキ専門店を閉店し、昼営業主体で客席はカウンターの

みのカ
株式会社三井住友銀行

関東 東京都 世田谷区 R2132S00675
株式会社ｋｉｍｉｎｏｒｉ　ｍｏｒｉｓｈｉｔａ　ｇａｒｍｅｎ

ｔｓ　ｌａｂ
7013201015429 緊急事態宣言特別枠 東京初の海外スーパー商品を専門とするファッション性のある小売店舗の運営 税理士法人ＫＭＣパートナーズ

関東 東京都 江東区 R2132S00677 株式会社ビートル 7010401109250 緊急事態宣言特別枠 田舎体験を感じられるショップおよびコミュニティスペースの運営 アルタス・パートナーズ合同会社

関東 東京都 台東区 R2132S00679 もみマッスル 緊急事態宣言特別枠 ＡＩを活用した症状に合う整体師予約マッチングサービス及び予約代行サービスアプリ開発 岩田　吉弘

関東 東京都 千代田区 R2132S00680 株式会社食空間研究所 7010401127426 緊急事態宣言特別枠 最高の食材（赤肉・ホルモン）を最高の状態・最高の空間でリーズナブルに食して頂く 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 練馬区 R2132S00682 増研有限会社 1011602009170 緊急事態宣言特別枠 料理教室からオンラインでの食品製造販売事業へ転換 鈴木　宏信

関東 東京都 渋谷区 R2132S00683 ＤＵＮＥ株式会社 5010001111501 緊急事態宣言特別枠 日本の民藝、工藝品を販売する小売事業開始のために、現地店舗を開設し日本の文化の発信拠点とする。 辻田　和弘

関東 東京都 文京区 R2132S00684 プレミールピアノ教室 緊急事態宣言特別枠 スタジオを設立し、プロによる高品質な環境を整え、ライブ配信も可能に 岩田　浩一

関東 東京都 中央区 R2132S00685 インパクトジャパン株式会社 6011001033899 緊急事態宣言特別枠 事業再構築に取り組む企業にオンラインで組織再構築に貢献 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ

関東 東京都 台東区 R2132S00686 トラスティア株式会社 7040001076137 緊急事態宣言特別枠 防災製品の知見を活かしオンライン防災国際見本市事業への進出 船越　良人

関東 東京都 千代田区 R2132S00688 株式会社ヒルダ 6010001072131 緊急事態宣言特別枠 腸内フローラから健康増進を考える『ＵＢＡＮＫデータシステム』の構築 東京商工会議所

関東 東京都 江戸川区 R2132S00689 株式会社新成建設 3011801026849 緊急事態宣言特別枠 蜜に濡れた冷凍焼き芋の製造販売 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 墨田区 R2132S00691 株式会社日本住宅 5010601041676 緊急事態宣言特別枠 新分野展開として、アパート部門・リフォーム部門を展開 税理士法人尾藤会計事務所

関東 東京都 町田市 R2132S00692 株式会社菅興業 9012301010742 緊急事態宣言特別枠 空の産業革命に向けたドローン点検・空撮事業計画 小川　隆義

関東 東京都 豊島区 R2132S00693 株式会社シーエィディプロダクト 5013301026393 緊急事態宣言特別枠 「ＲａｓｐｂｅｒｒｙＰｉ」向けの「高性能なｅＭＭＣ」の開発 コンフロント税理士法人

関東 東京都 文京区 R2132S00695 株式会社情報基盤開発 6010001100940 緊急事態宣言特別枠 メンタルヘルス分野への業種転換のためのシステム開発及びテストマーケティング 株式会社香川銀行

関東 東京都 荒川区 R2132S00697 独立コンサルＡＪ行政書士事務所 緊急事態宣言特別枠 運送事業者のためのバックオフィス支援業務 巣鴨信用金庫

関東 東京都 江戸川区 R2132S00698 東光商事株式会社 8011701005543 緊急事態宣言特別枠 製造工場・物流センターの小規模改修工事ワンストップ対応 株式会社千葉銀行

関東 東京都 大田区 R2132S00699 ねことふじい 緊急事態宣言特別枠 美容を取り入れたインプレッションマネジメントによる業態転換 田近　和成

関東 東京都 渋谷区 R2132S00702 古橋　亜沙美 緊急事態宣言特別枠 不動産コンサル業から時間貸しスタジオ運営業への新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 R2132S00703 株式会社エンター 5011001099628 緊急事態宣言特別枠 オリジナルデザインで作れる無店舗型の印刷サービスプロバイダー事業 有限会社クレメンティア

関東 東京都 千代田区 R2132S00708 株式会社ＳＹＭＢＯＬ 5010001180521 緊急事態宣言特別枠 アパレル特化型３ＤＣＧ制作システムの構築 杉山　暢一

関東 東京都 豊島区 R2132S00710 株式会社エレファントライブ 8011501017524 緊急事態宣言特別枠 ＤＸ化を試みた旅行気分を味わえる本格的多国籍飲食店の展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132S00711 株式会社Ｍｉｌｋｙｗａｙｓ 7011003007875 緊急事態宣言特別枠 キャリアアップまでワンストップ対応のＭＢＡ塾・予備校事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
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関東 東京都 江戸川区 R2132S00712 株式会社知床 1011701004139 緊急事態宣言特別枠 ゴーストレストラン開業による新たな販売方法・サービスの提供 田中　美光

関東 東京都 渋谷区 R2132S00713 株式会社エディシア 2011001108671 緊急事態宣言特別枠 動画配信を活用した小規模店舗の集客支援および通販サイトの構築 田中　重博

関東 東京都 中野区 R2132S00714 株式会社山岸水産 7011201005540 緊急事態宣言特別枠 ＡＳＣ・ＭＳＣ認証を受けた国産の冷凍水産物の加工及びその輸出事業 西京信用金庫

関東 東京都 世田谷区 R2132S00715 株式会社ジャパンスコープ 5010901005835 緊急事態宣言特別枠 タレントプロデュースブランドを実現する画期的なアパレル新事業 廣野　希

関東 東京都 港区 R2132S00716 株式会社クレッセンツ 5010401096210 緊急事態宣言特別枠 ＥＣ参入及び自社ブランド開発を通したＤ２Ｃ事業 芝信用金庫

関東 東京都 小平市 R2132S00718 株式会社ブラジル・ベンチャー・キャピタル 6012701013604 緊急事態宣言特別枠 システム構築によるオンライン情報提供サービス業への大胆な転換 株式会社企業参謀

関東 東京都 中央区 R2132S00719 株式会社アルファＴＫＧ 1010001159032 緊急事態宣言特別枠 新製品『ＡＩ図面管理（ぱっと呼び出しＤＸ』による新分野展開 工藤　清美

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 R2132S00720 株式会社富山 5013101003304 緊急事態宣言特別枠 コンピュータ上での試作を導入した新たな製造方法による板金加工の再構築 松永　敏明

関東 東京都 世田谷区 R2132S00722 ｒａｉｎｂｏｗ　ｌａｌａ 緊急事態宣言特別枠 元Ｎｏ．１銀座ホステスが送る恋愛心理カウンセリング 宇津木　一郎

関東 東京都 世田谷区 R2132S00723 有限会社エス・アイ・ジー 1010902019409 緊急事態宣言特別枠 映像制作から長期保存、配信業へ事業転換し、シナジー効果を発揮 三橋　心

関東 東京都 杉並区 R2132S00725 ワイジング株式会社 1011301022895 緊急事態宣言特別枠 新たなメンズ脱毛（メンズ美容サロン）の新規展開による事業再構築 世田谷信用金庫

関東 東京都 港区 R2132S00728 Ｔｒｅｇｉｏｎ株式会社 5010401115325 緊急事態宣言特別枠 東北６県の味と雰囲気を家で楽しむ商品開発・店舗販売及びＥＣ事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 墨田区 R2132S00729 株式会社Ｌｏｈ．ｉｎｃ 1010601056629 緊急事態宣言特別枠 デザイン性の高い地域の職人の作品やアーティストの作品を使用体験を通して販売する小売事業 阿久津　公一

関東 東京都 武蔵野市 R2132S00730 神宮アトリエ 緊急事態宣言特別枠 フォトスタジオから、デジタル展示対応の多目的レンタル画廊 青石　吉司

関東 東京都 小平市 R2132S00733 株式会社すずのや食堂 2012701013995 緊急事態宣言特別枠 ｗｉｔｈコロナ　ｐｏｓｔコロナに対応した飲食店への返還 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 品川区 R2132S00734 テクノアルファ株式会社 2010701006251 緊急事態宣言特別枠 ライフサイエンス推進！製薬企業向け最先端分析装置の自社開発・国産化事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 新宿区 R2132S00735 Ｊ＆Ｈビジネス株式会社 8030001022636 緊急事態宣言特別枠 ドローンの運用サービス事業 堀江　克

関東 東京都 世田谷区 R2132S00736 株式会社香取建設 4010901003121 緊急事態宣言特別枠 土留工事及び残土搬出事業の開始による新規市場開拓事業 税理士法人東京第一会計

関東 東京都 中央区 R2132S00737 株式会社ｔｒｅｓｃｏ 6010002047925 緊急事態宣言特別枠 国家資格フラワー装飾技能士取得を目指すオンラインスクールの開講 エバーグリーン税理士法人

関東 東京都 町田市 R2132S00738 株式会社ＳＯＰＩＣ 6012301008112 緊急事態宣言特別枠 疲労回復ウェアの開発と人材教育による企業向けウェルネス事業 町田商工会議所

関東 東京都 世田谷区 R2132S00739 満る川 緊急事態宣言特別枠 懐石料理店の店舗縮小・移転及び新事業炉端焼き（炭火料理）へ事業転換を行うことでの事業再構築 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132S00740 株式会社ＵＮＩＴＹ 5010001104496 緊急事態宣言特別枠 ＵＮＩＴＹオリジナルＥＣサイトの立ち上げとオンライン販売スキームの確立 青野　雅恵

関東 東京都 港区 R2132S00741 株式会社Ｆａｃｉｌｅ 2010401126382 緊急事態宣言特別枠 酒販免許取得によるワイン販売とレンタルスタジオ業 株式会社クリストフ

関東 東京都 八王子市 R2132S00742 ＴＡＴＡＲ　ＪＡＰＡＮ株式会社 8030001099088 緊急事態宣言特別枠 日本一を誇るモンゴル料亭が提供する羊肉料理の宅配（配達）事業 多摩信用金庫

関東 東京都 中野区 R2132S00743 興和サイン株式会社 8011201001720 緊急事態宣言特別枠 看板製作会社が新たに行うｅラーニング事業 株式会社東日本銀行

関東 東京都 武蔵野市 R2132S00746 有限会社Ｃａｎｄｙｒｏｃｋ 9011302016311 緊急事態宣言特別枠 映像制作及び映像配信を利用した新たな事業展開への取り組み 上越商工会議所

関東 東京都 世田谷区 R2132S00747 有限会社タンバリンアーティスツ 5011002027521 緊急事態宣言特別枠 非接触型バーチャルアイドル「夢みるアドレセンスＶ（仮）」の結成 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 東京都 渋谷区 R2132S00748 株式会社ジヤパン・スポーツ・プロモーション 3011001011461 緊急事態宣言特別枠 Ｗｅｂ上でサービサーとユーザーをマッチングさせるプラットフォーム及びＥＣサイトの構築 税理士法人浅田会計事務所

関東 東京都 台東区 R2132S00751 行政書士渡邊ひらく事務所 緊急事態宣言特別枠 中小企業向けＣＲＭ月額サービスの構築 株式会社ビズグランツ

関東 東京都 世田谷区 R2132S00752 光希合同会社 4010903001602 緊急事態宣言特別枠 レンタルスペース貸し及び一般賃貸住居の需要の獲得に向けた宿泊業経営の変革 京都中央信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132S00753 株式会社だるま 7010003015046 緊急事態宣言特別枠 かき氷・焼き芋を主力とする甘味処の新規出店 佐藤税理士法人

関東 東京都 中央区 R2132S00754 ネイルサロンプリマヴェーラ 緊急事態宣言特別枠 フットトラブルケア事業の開始による新規事業計画 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 東京都 世田谷区 R2132S00755 サン・ニコロ株式会社 7011001090642 緊急事態宣言特別枠 動画配信、ＷＥＢお料理教室による通販の確立とドン・ジョバンニのブランド化。 さわやか信用金庫

関東 東京都 板橋区 R2132S00758 有限会社エイアールティ 5011402017972 緊急事態宣言特別枠 東京発！牛タンカレー専門店出店と自社レトルトカレー製造・販売 東京信用金庫

関東 東京都 八王子市 R2132S00759 株式会社東京ＭａｍｍａマンマＳｗｅｅｔ　ｐｏｔａｔｏ 4010101004696 緊急事態宣言特別枠 急速冷凍・冷蔵設備導入による八王子産無添加洋菓子の新市場開拓 多摩信用金庫

関東 東京都 品川区 R2132S00761 株式会社ＲＥＧＥＮＥＳＩＳ 8190001021705 緊急事態宣言特別枠 レンタルジム予約サイト 税理士法人　士魂・商才

関東 東京都 中央区 R2132S00762 株式会社秀實社 7010001132850 緊急事態宣言特別枠 オンライン型研修システムの構築による非接触型ビジネスモデルへの転換 税理士法人伊勢山会計

関東 東京都 港区 R2132S00763 株式会社三幸インターナシヨナルコーポレーシヨン 6010401012018 緊急事態宣言特別枠 物流倉庫等の段ボール自動開梱装置 鈴木　徹

関東 東京都 港区 R2132S00764 加藤貿易株式会社 3010401082229 緊急事態宣言特別枠 独自ⅮＸシステム構築でニッチ市場に顧客が望む商品を継続リリース 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 中央区 R2132S00765 株式会社ｓｈｉｍｏｔｅ 4010001201897 緊急事態宣言特別枠 映画制作技術者を活用したエンターテイメントライブ配信事業 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 R2132S00767 株式会社ディアファルマ 7010001120120 緊急事態宣言特別枠 地域活性の懸け橋となる、アーティストに特化した拠点への業態転換 巣鴨信用金庫

関東 東京都 昭島市 R2132S00769 株式会社フォレスト工房 3013101006052 緊急事態宣言特別枠 老舗お土産ショップが初のＥＣ販売事業を展開 株式会社群馬銀行

関東 東京都 中央区 R2132S00771 株式会社Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｊａｐａｎ 1010501032845 緊急事態宣言特別枠 クラフトツアーを軸とするインバウンド／アウトバウンド一体型ビジネス再構築 森野　英昭

関東 東京都 台東区 R2132S00772 株式会社ネオグルーヴ 9011801025564 緊急事態宣言特別枠 再生医療技術で肌トラブルを改善！エステサロンが手掛けた化粧品販売 朝日信用金庫

関東 東京都 荒川区 R2132S00775 株式会社Ｇｏｏｄｎｅｓｓ 2011501022645 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ時代に対応する光触媒を活用したメンズ脱毛サロン事業
税理士法人ベンチャーパートナーズ総合会計

事務所

関東 東京都 港区 R2132S00776 株式会社まるやジャパン 6010401066567 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト需要の増加に伴う新規テイクアウトシステムの構築・導入計画 米田　晴彦

関東 東京都 青梅市 R2132S00777 シエロダイニング株式会社 9013101007615 緊急事態宣言特別枠 居酒屋事業からファーストフード店を出店して業態転換を図る 税理士法人横浜総合事務所

関東 東京都 練馬区 R2132S00778 ｋｏｎａｃｏｎａｐａｎ 緊急事態宣言特別枠 オンラインパン教室＋焼き立てのＳａｍｐｌｅパンのお届け 齋藤　信一郎

関東 東京都 練馬区 R2132S00779 青山通商株式会社 2100001027393 緊急事態宣言特別枠 貿易輸出業からマスク製造の新規事業に挑戦 合同会社岩元事務所

関東 東京都 荒川区 R2132S00780 ジュピター有限会社 3011502009112 緊急事態宣言特別枠 カオカラダゆがみ矯正『カチッとハマる』を使ったオンライントレーニング トライアローズ税理士法人

関東 東京都 台東区 R2132S00783 リフレクトアート株式会社 1010501042547 緊急事態宣言特別枠 ―全て印刷じゃなく手描き―　「芸術家が描く、世界に１つの手描きアイテム製品の発信・販売」 株式会社アルファコンサルティング

関東 東京都 練馬区 R2132S00784 有限会社ヴァイスヴァーサ 8011602011335 緊急事態宣言特別枠 自社開発商品をメインに使いキッチンカーで展開、拡販する事業計画書 巣鴨信用金庫

関東 東京都 豊島区 R2132S00786 合同会社２ｋｎｏｔ 7013303004684 緊急事態宣言特別枠 起業ツールを自動生成するオンラインサービスによる新事業展開 株式会社ライトアップ

関東 東京都 新宿区 R2132S00788 株式会社ＧＡＭＯ 5011101058847 緊急事態宣言特別枠 ダイバーシティ型動画ライブ配信専門レンタルスタジオ事業計画 税理士法人イデアコンサルティング

関東 東京都 板橋区 R2132S00790 株式会社ビリーブ 9011401015148 緊急事態宣言特別枠 高齢者向けに服等の不用品リメイク事業を訪問巡回により実施する 東京商工会議所

関東 東京都 立川市 R2132S00791 株式会社立川印刷所 8012801000814 緊急事態宣言特別枠 立川印刷所の印刷をデザインＴシャツへ 税理士法人ＨＹＫ

関東 東京都 文京区 R2132S00792 アイソフト株式会社 8010001071016 緊急事態宣言特別枠 ニューノーマルな働き方に対応したコワーキング店舗の開業 朝日信用金庫

関東 東京都 江東区 R2132S00793 ＲＩＧ城南ＤＣ株式会社 6010601048142 緊急事態宣言特別枠 環境にやさしい紙製デリバリー容器を非対面式で直接飲食店に販売 東京東信用金庫

関東 東京都 世田谷区 R2132S00794 谷華子事務所 緊急事態宣言特別枠 豊かな食の楽しみを提案する低温調理食品通信販売事業 松本　佳之

関東 東京都 板橋区 R2132S00795 株式会社Ｔａｋｅｒ 2011401018272 緊急事態宣言特別枠 料理と音楽のマリアージュ アカウンティングフォース税理士法人

関東 東京都 渋谷区 R2132S00796 ＭｅＲＩＳＥ株式会社 7011001091855 緊急事態宣言特別枠 革新的新サービス「オンライングループ英会話」の提供による新分野展開 藤原　和重

関東 東京都 世田谷区 R2132S00797 ホットウェーブ株式会社 8010901011137 緊急事態宣言特別枠 ＩｏＴ技術を利用した新分野展開 さきがけ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 R2132S00798 エムプラ株式会社 8011001061989 緊急事態宣言特別枠 個人サロン間の互助ネットワークシステムに補強されたエステサロン店舗出店 玉ノ井　孝一
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関東 東京都 世田谷区 R2132S00800 株式会社ブルーシー 3010901021859 緊急事態宣言特別枠 ｓａｎｓａｔｏオリジナルグッズＥＣ販売強化計画 昭和信用金庫

関東 東京都 世田谷区 R2132S00801 株式会社ＣＡＲ　ＣＡＲＥ　ＪＡＰＡＮ 1010901029045 緊急事態宣言特別枠 ＤＸ知見を導入し業界変革を目指す緊急レッカーサービス 睦月　陽子

関東 東京都 練馬区 R2132S00802 株式会社コットンミンミン 1090001015079 緊急事態宣言特別枠 テレワーク対応型、健康・審美・高付加価値型飲食店舗の出店計画 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 東京都 練馬区 R2132S00803 チューリップ不動産株式会社 4011601016636 緊急事態宣言特別枠 女性とマイノリティーのための副業スペース 巣鴨信用金庫

関東 東京都 台東区 R2132S00804 有限会社ＮＡＴＵＲＡＬ　ＦＬＯＷ 1010502019651 緊急事態宣言特別枠 多品種少量生産に特化した刺繍事業 税理士法人坂本会計

関東 東京都 新宿区 R2132S00805 株式会社リアブロード 2010001164717 緊急事態宣言特別枠 優秀で意識の高い学生に奨学金と学ぶ機会を提供する新しい新卒・人材マッチングプラットフォーム事業 萩口　義治

関東 東京都 江戸川区 R2132S00806 株式会社雷神 6011701010875 緊急事態宣言特別枠 餃子の無人販売店舗展開による業態転換 東京東信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132S00807 株式会社セームページ 2240001044879 緊急事態宣言特別枠 振袖特化型ポータルサイトでデジタルを活用した顧客開拓を支援！ レンタルＥＣ株式会社

関東 東京都 昭島市 R2132S00808 有限会社半田製作所 6012802003594 緊急事態宣言特別枠 高精度な産業機器部品の生産に対応した金属加工事業への転換 青梅信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132S00810 株式会社イーブランドラボ 1010001056205 緊急事態宣言特別枠 「ハワイ　キッズ・キャンプ　オンライン」事業計画 城南信用金庫

関東 東京都 港区 R2132S00811 ディーネクスト株式会社 3010401121597 緊急事態宣言特別枠 科学的手法による美容効果測定サービス事業計画 金井　毅

関東 東京都 新宿区 R2132S00812 株式会社スクール東京 6011101054515 緊急事態宣言特別枠 法律系資格試験の短答式試験の過去問題を解答できるＷＥＢサービスの作成 平田　久美子

関東 東京都 調布市 R2132S00813 株式会社三幸舎 5012401007733 緊急事態宣言特別枠 非対面「ロボット型２４時間受渡し機」を活用した新たなクリーニングサービスの実現 株式会社百十四銀行

関東 東京都 荒川区 R2132S00815 株式会社ヤマモト 2011501009155 緊急事態宣言特別枠 ＤＸによるスマートファクトリー化の実現 安田　弘紀

関東 東京都 江東区 R2132S00816 Ｓｅｒｖｉｃｅ’ｓ　Ｕｎｌｉｍｉｔｅｄ株式会社 5010601046832 緊急事態宣言特別枠 居酒屋におけるテイクアウト販売及びネット販売を導入する事業再構築 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 青梅市 R2132S00817 西和商事株式会社 6013101003732 緊急事態宣言特別枠 新分野展開による新たな収益源の確立及び自社所有物件の価値向上の実現 西武信用金庫

関東 東京都 練馬区 R2132S00818 ユーコラソン 緊急事態宣言特別枠 食べ歩きに適したベルギーワッフルの製造販売ＩＮ川越 田中　研二

関東 東京都 中野区 R2132S00819 株式会社笑楽 3011201018703 緊急事態宣言特別枠 放牧環境の整備に特化した土木工事業への業種転換 高橋　利忠

関東 東京都 渋谷区 R2132S00821 株式会社ウッドユウライクカンパニー 1011001028219 緊急事態宣言特別枠 国産無垢材家具ブランドのデジタルトランスフォーメーション 一條　千弦

関東 東京都 目黒区 R2132S00826 Ｓｕｇａｒ　ｓｏｕｌ株式会社 5013201018598 緊急事態宣言特別枠 銀座の名店で修業したシェフの和フレンチレストラン、「出張シェフ」の運営 株式会社ライトアップ

関東 東京都 渋谷区 R2132S00827 株式会社ＮＥＯＰＡ 8011001051172 緊急事態宣言特別枠 いつでも、どこでもミニシアター！オンライン配信チケットシステムの開発 野口五丈

関東 東京都 練馬区 R2132S00830 株式会社シュウ・カワグチ 1011601003199 緊急事態宣言特別枠 店内スタジオ化によるオーダーメイドスーツのオンライン商談に挑戦、新規顧客開拓 株式会社シャイン総研

関東 東京都 豊島区 R2132S00831 株式会社レガリス 6013301031005 緊急事態宣言特別枠 建設系及び機械系エンジニアに特化した人材Ｗｅｂサービスの構築事業 澁谷　宗紀

関東 東京都 杉並区 R2132S00832 株式会社トラスト 8011301019489 緊急事態宣言特別枠 繁華街立地のスィーツ店を事業縮小し、「和食レストラン」へ事業転換 高岸　諭生

関東 東京都 世田谷区 R2132S00835 合同会社ＭＲコンサルティング 2010903004045 緊急事態宣言特別枠 排泄物処理の効率化を実現。障害者施設と連携した出張ＶＩＯ脱毛事業 小嶋　辰緒

関東 東京都 渋谷区 R2132S00836 株式会社リフラックス 3290001065597 緊急事態宣言特別枠 バーチャルショップでＥＣによる買い物をもっと楽しく、面白く！ 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 R2132S00837 アサヒナフードイノベーション株式会社 2010001148983 緊急事態宣言特別枠 「鼻が微笑む」究極の日本酒グラスの販売計画 小澤　為義

関東 東京都 世田谷区 R2132S00840 合同会社Ｂｉｇ　Ｍｏｍ 9010903003734 緊急事態宣言特別枠 ＩｏＴデジタル技術を活用した非対面非接触のレンタルスペース事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 中央区 R2132S00841 株式会社朝日オリコミ 4010001008871 緊急事態宣言特別枠 折込広告事業から高齢者向け買い物支援サービスへの新分野展開 朝日税理士法人

関東 東京都 港区 R2132S00844 株式会社武蔵野テーブル 5012701007771 緊急事態宣言特別枠 飲食店から百貨店等への法人向け冷凍食品製造・卸売業への転換 谷田部　智子

関東 東京都 杉並区 R2132S00845 旬菜料理げんき屋 緊急事態宣言特別枠 メディカル給食の宅配による新分野展開 森山　敏雄

関東 東京都 大田区 R2132S00848 株式会社クレスト・デザイン 4010801022989 緊急事態宣言特別枠 女性のビジネス能力を支援！非対面型ビジュアルマーケティング講座 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 R2132S00849 株式会社Ｃ＆Ｋ 6011101044086 緊急事態宣言特別枠 飲食店から通販への業態転換を通じた、売上と顧客基盤の維持拡大 ウエノ

関東 東京都 世田谷区 R2132S00850 有限会社パブリック 4010902021213 緊急事態宣言特別枠 ３Ｄ音響・ＶＲパノラマ映像等を活用した地方創生と事業再構築の取組 森　健輔

関東 東京都 台東区 R2132S00851 株式会社あんせな 5010501042601 緊急事態宣言特別枠 ゴルファーの為の（鍼灸）治療、コンディショニングスタジオへの事業再構築 株式会社千葉銀行

関東 東京都 新宿区 R2132S00853 株式会社スタジオ・ゼロ 5010001003995 緊急事態宣言特別枠 エコロビームによる新規事業立上計画 瀧田　雅義

関東 東京都 渋谷区 R2132S00854 一般社団法人Ｈｏｎｍｏｎｏ協会 7011505002234 緊急事態宣言特別枠 ＶＵＣＡ、予測不可能な時代に生き抜く力を育む「＆Ａｒｔ」研修事業 坪井　亮

関東 東京都 渋谷区 R2132S00855 株式会社Ｕ．Ｓ 1011001122392 緊急事態宣言特別枠 デザイン×伝統工芸体験ワークショップカフェ 税理士法人イデアコンサルティング

関東 東京都 目黒区 R2132S00856 株式会社ゼノファイル 5011001101847 緊急事態宣言特別枠 障碍者グループホーム事業 銀座スフィア税理士法人

関東 東京都 渋谷区 R2132S00859 ＭＩＡＣＯＴＴＯ合同会社 5011003008644 緊急事態宣言特別枠 飲食店から製造小売業への業種転換～機能性冷凍食品を製造開発しＥＣサイトで販売～ 遠藤　敏史

関東 東京都 品川区 R2132S00860 一般社団法人日本ＮＬＰ能力開発協会 7010705001558 緊急事態宣言特別枠 オンラインコーチング／カウンセリング提供事業 表　順一

関東 東京都 港区 R2132S00863 株式会社ネモフィラ 1010401098631 緊急事態宣言特別枠 インターネット広告の効果検証を一括して管理分析できる新サービスの開発 川崎みらい税理士法人

関東 東京都 世田谷区 R2132S00864 まるじ株式会社 7010901043461 緊急事態宣言特別枠 やきとん屋の強みを生かしスタイリッシュなラーメン屋を展開 昭和信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132S00865 スタイリスト　荻野玲子 緊急事態宣言特別枠 現役スタイリストが長野県松本市にヴィンテージ雑貨店を開業 西村　浩

関東 東京都 渋谷区 R2132S00866 株式会社シブガイ 3011001011346 緊急事態宣言特別枠 語学学校の空室と貸しスペース事業のノウハウを生かすフォトスタジオ運営 株式会社Ｓ・Ｏ・Ａ

関東 東京都 武蔵野市 R2132S00867 株式会社鶴 1012401025383 緊急事態宣言特別枠 ＥＣ事業者に対する物流分野でのオンライン課題管理サービス 坪井　亮

関東 東京都 渋谷区 R2132S00868 有限会社ジュース 1011002021395 緊急事態宣言特別枠 音声ガイダンスアプリ開発による集まらないイベント開催への転換 特定非営利活動法人　首都圏事業支援機構

関東 東京都 葛飾区 R2132S00871 もつ焼　昌ちゃん 緊急事態宣言特別枠 ウィルスに強いネット配信カラオケバー アクティベートジャパン税理士法人

関東 東京都 江東区 R2132S00872 有限会社Ｄｒｅａｍ　ＫＥＩ 5010002050558 緊急事態宣言特別枠 ＮＥＷ　ドリームケイプロジェクト～物流事業と青果販売事業への挑戦 株式会社ＯＣＬ

関東 東京都 千代田区 R2132S00876 株式会社エスエフプランニング 4012701009182 緊急事態宣言特別枠 お惣菜製造事業開始によって非接触型ビジネスの売上を作るための事業 株式会社東都経営力向上センター

関東 東京都 墨田区 R2132S00877 有限会社フルート 9010602027563 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍でのハンドメイドアクセサリー市場における問題点の解決方法の提案 朝日信用金庫

関東 東京都 豊島区 R2132S00878 株式会社マック 9013301012679 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト及び自動販売機でコーヒー豆、パスタソースの販売 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132S00880 ブレーントラスト株式会社 4011001057677 緊急事態宣言特別枠 製造受託によるゴルフ用品製造業から自社ブランドの製造卸業への転換 星野　裕司

関東 東京都 千代田区 R2132S00881 株式会社ワールドビュウ 6010001032663 緊急事態宣言特別枠 地域観光コーディネーター養成講座＆オンラインシステム導入 興産信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132S00883 株式会社ルシエシード 1011001060345 緊急事態宣言特別枠 サブスクリプションサービス 税理士法人アップパートナーズ

関東 東京都 中央区 R2132S00885 株式会社大松 7010001140985 緊急事態宣言特別枠 茶道ユーザー向けＶＲ展示会からリサイクルまで！　ＳＤＧｓなＥＣサイト 株式会社東日本銀行

関東 東京都 葛飾区 R2132S00886 株式会社夢をかなえる 6040001045621 緊急事態宣言特別枠 通販特化のセントラルキッチン開設 株式会社東日本銀行

関東 東京都 文京区 R2132S00887 株式会社ＷＡＮＮＡＧＲＯＷ 4010001144493 緊急事態宣言特別枠 全国各地の主婦在宅ワーカー向け技術向上応援オンライン研修事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 品川区 R2132S00888 株式会社グランドサイドイノベーション 2010901032056 緊急事態宣言特別枠 リモート文化に対応したオードブルデリバリー事業の立ち上げ 合同会社ウイン・アクション

関東 東京都 渋谷区 R2132S00889 株式会社ワース・テクノロジー 7010001061001 緊急事態宣言特別枠 中小企業向け業務管理パッケージシステムの開発による新分野展開 経営サポート株式会社

関東 東京都 渋谷区 R2132S00893 株式会社ｂｙ　ＺＯＯ 7011001066262 緊急事態宣言特別枠 語学学習総合オンラインプラットフォーム事業　–「ウミソト」 今井　信吾

関東 東京都 江東区 R2132S00898 株式会社ＬＩＰ 3010601048839 緊急事態宣言特別枠 プログラミング必修化に向けた現役エンジニアが教える子供向けＩＣＴ教室 松山　亮樹

関東 東京都 港区 R2132S00899 Ｐｉｚｚａ　Ｓｔｒａｄａ株式会社 2010401092947 緊急事態宣言特別枠 フライパンで温めるだけで食せる新タイプの冷凍ピッツァの製造工場設立事業 蛭田　昭史

関東 東京都 世田谷区 R2132S00900 合同会社ＴＲＵＮＫ　ＯＵＴ 3010903004663 緊急事態宣言特別枠 小規模居酒屋（３つぼ）のテイクアウト専門店への業態転換 昭和信用金庫
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関東 東京都 世田谷区 R2132S00901 有限会社Ｍｙｔｈｉｑｕｅ 5010902023266 緊急事態宣言特別枠 美容サロン経営者が行う、サロン向け非接触型セルフエステ機器のＥＣ販売 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 港区 R2132S00903 有限会社ビルディング・エンバイロメント・ワークショップ 8010402026691 緊急事態宣言特別枠 新しい生活様式のための小屋・家具等の企画・意匠とオンライン販売 さわやか信用金庫

関東 東京都 杉並区 R2132S00904 株式会社オピカ 3011301012011 緊急事態宣言特別枠 マザーチアリング事業推進と無線綴じ製本内製化による事業再構築 ゼノンクリエイツ株式会社

関東 東京都 千代田区 R2132S00908 ＯＰＲｅ株式会社 8011701011442 緊急事態宣言特別枠 睡眠負債を解消するためのＩＴ活用による次世代寝具販売への取組 宮田　大

関東 東京都 葛飾区 R2132S00910 合同会社リッツ 9011803003436 緊急事態宣言特別枠 旅館業取得予定物件をベビーキッズ用フォトスタジオ事業へ転換 サン共同税理士法人

関東 東京都 千代田区 R2132S00912 株式会社星光 8013301029146 緊急事態宣言特別枠 居酒屋経営を活かした九州料理専門店進出事業 税理士法人高津会計事務所

関東 東京都 八丈島八丈町 R2132S00913 Ｉｎｔｉ　Ｙｏｇａ 緊急事態宣言特別枠 ヨガ講師養成事業構築に伴う情報発信強化及び新スタジオ兼カフェ建設 佐浦　有節

関東 東京都 港区 R2132S00915 株式会社アクエリアス 9012801009615 緊急事態宣言特別枠 ～中抜きゼロで納品最短１ヶ月～　１Ｓｔｏｐ　Ｗｅｂ動画広告制作 逸見　悠

関東 東京都 港区 R2132S00916 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｗｅｌｌｂｅｉｎｇ 7010401131279 緊急事態宣言特別枠 Ｖｉｃｔｏｒｉａ　Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　オンライン語学学校プロジェクト 税理士法人イーグル

関東 東京都 渋谷区 R2132S00917 有限会社リコトレーディング 6010802019693 緊急事態宣言特別枠 貼るだけ簡単ネイルシール販売　Ｂ２Ｃ 渡邊　正樹

関東 東京都 千代田区 R2132S00918 株式会社ピー・エム・エー・トライアングル 6010001067247 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトを利用したリゾート特化型の物販業 税理士法人　ＡＯＩみらい

関東 東京都 昭島市 R2132S00919 株式会社開陽 2012801004192 緊急事態宣言特別枠 ～ルイボスティーから和菓子へ～老舗和菓子店との協業による挑戦 東京都商工会連合会

関東 東京都 港区 R2132S00923 株式会社映像バンク 3010401068285 緊急事態宣言特別枠 ソロキャンピングカーレンタルサービス事業 魚谷　康行

関東 東京都 世田谷区 R2132S00926 スペシャルズ 緊急事態宣言特別枠 中古衣類の革新的仕入マッチングサイトの設営による事業の再構築 細谷　和丈

関東 東京都 江東区 R2132S00927 エル・アバンダンス株式会社 2010601054937 緊急事態宣言特別枠 建築用ドローン操作技術を活かしたドローンによる農薬散布事業 有限会社マネジメントプロセス

関東 東京都 葛飾区 R2132S00928 有限会社庶 9011802029531 緊急事態宣言特別枠 高齢者向け配食サービス事業の展開 石田　秀光

関東 東京都 千代田区 R2132S00930 株式会社オフィス薬局 7011201021117 緊急事態宣言特別枠 オンライン相談によるオーダーメイド漢方ＥＣサービス「＋ｋａｍｐｏ」の開発 小川　隆義

関東 東京都 千代田区 R2132S00931 合同会社楽スペ 3010003031690 緊急事態宣言特別枠 非接触型の民泊事業に併設するハウススタジオ事業 梅川　貢一郎

関東 東京都 渋谷区 R2132S00932 エムディ化粧品販売株式会社 5011001004439 緊急事態宣言特別枠 実店舗と連携したＥＣサイトの開発・事業化 税理士法人原田税務会計事務所

関東 東京都 台東区 R2132S00933 つばさ・エステート株式会社 2010401064517 緊急事態宣言特別枠 空き家解消及び後期高齢者介護機能付き住宅リノベーション事業 越村　宜博

関東 東京都 大田区 R2132S00934 株式会社ＳＯＵＴＨ－Ｔ 8010801025534 緊急事態宣言特別枠 パワフルフロアクリーナー導入による外構清掃事業 佐藤　守男

関東 東京都 大田区 R2132S00935 中山鍼灸治療院 緊急事態宣言特別枠 トレーニング事業の開始による新規顧客獲得と顧客満足度向上 飯塚　伸之

関東 東京都 立川市 R2132S00936 芯国分寺店　芯立川店 緊急事態宣言特別枠 自社製麺所を導入し国産小麦と国産野菜の融合らーめんの店舗・通信販売事業 西武信用金庫

関東 東京都 大田区 R2132S00937 株式会社ＳＹＲ 8010801028925 緊急事態宣言特別枠 アフターコロナとＳＤＧｓに沿った未来計画 城南信用金庫

関東 東京都 世田谷区 R2132S00939 株式会社ＲＥＰＴＩＬＥ 5020001099439 緊急事態宣言特別枠 旅行特化の化粧品ブランド立ち上げおよびＹｏｕｔｕｂｅでの旅行チャンネル運用 鈴木宏昌

関東 東京都 豊島区 R2132S00942 株式会社井上 5013301036491 緊急事態宣言特別枠 「動くしゃしん絵本」による子どもの教育と地域、産業を活性化させる事業 税理士法人熊代事務所

関東 東京都 中野区 R2132S00944 株式会社スタジオグラフィックス 9011201014416 緊急事態宣言特別枠 ローコストオンライン展示会システム 田中　耕司

関東 東京都 中央区 R2132S00948 株式会社ＢＲＡＳＴ 3010501030707 緊急事態宣言特別枠 コロナに負けない基礎体力を醸成する体操教室の開設 佐倉商工会議所

関東 東京都 品川区 R2132S00949 有限会社れくら 9010702014668 緊急事態宣言特別枠 和定食・麺・甘味をメニューとしたカフェ、デリバリー業態への展開による事業再構築計画 税理士法人　みなと財務

関東 東京都 江東区 R2132S00950 有限会社アーバン・サービス 9010602017853 緊急事態宣言特別枠 ビジネスホテルのアイドリングタイム活用　２４時間演奏可能防音室レンタル事業 加藤　二裕

関東 東京都 足立区 R2132S00951 ベーカリーカフェここぱん 緊急事態宣言特別枠 フードトラックによる自家製コッペパンの移動販売 足立成和信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132S00952 株式会社ＳＵＰＥＲＴＲＡＭＰＳ 5010401105235 緊急事態宣言特別枠 ゴルフレッスン＆シュミレーションゴルフ事業 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132S00953 株式会社イノベーター 2011101077098 緊急事態宣言特別枠 多様化ニーズに最適な商品・ノウハウ・知見者をマッチングさせる防犯カメラのプラットフォーム構築 税理士法人イデアコンサルティング

関東 東京都 中央区 R2132S00956 株式会社Ｇ　Ｓｔｙｌｅ 7010001189585 緊急事態宣言特別枠 発達障害児童の自立支援事業への新分野展開 髙司　浩史

関東 東京都 渋谷区 R2132S00957 株式会社ティートックレコーズ 5011001049913 緊急事態宣言特別枠 写真撮影事業開始：ＣＤ制作の高品質ワンストップサービス提供 茨城県商工会連合会

関東 東京都 渋谷区 R2132S00958 株式会社ケニーモバイル 9020001104789 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ時代に対応　非対面のオンライン販売事業 横浜商工会議所

関東 東京都 港区 R2132S00959 株式会社フィデア 5040001042322 緊急事態宣言特別枠 地方創生に向けた、地方自治体向け料理人マッチングサービス さわやか信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132S00960 ノウドー株式会社 2011803001999 緊急事態宣言特別枠 人材育成事業者向けマッチング支援ツールのオンライン提供 丸山　達也

関東 東京都 千代田区 R2132S00961 株式会社環境衛生 7010001118503 緊急事態宣言特別枠 長期安定弱酸性炭酸次亜塩素溶液の製造 前田　洸一

関東 東京都 台東区 R2132S00966 有限会社オードビー 9010502019941 緊急事態宣言特別枠 ストレスを癒やして心身を健康に導き、免疫力を高める「よもぎ蒸しサロン」の展開 株式会社ｔｚコンサルティング

関東 東京都 中央区 R2132S00967 合同会社エレロ 5010003029634 緊急事態宣言特別枠 オリジナル学校机の販売とディスプレイ什器のネット販売 ＦＰサテライト株式会社

関東 東京都 武蔵野市 R2132S00972 株式会社ＧＯＮＧＲＩ 2011001109158 緊急事態宣言特別枠 日本の古き良き伝統建材を海外へ。生産活性化するためのパリ店舗進出。 梶山　和寛

関東 東京都 中野区 R2132S00973 株式会社リスペクトダイニング 3011201016847 緊急事態宣言特別枠 郊外の買い物困難者に、豊洲の鮮魚や和食職人の料理を移動販売 一般社団法人建設業経営支援協会

関東 東京都 渋谷区 R2132S00974 株式会社キビングアス 9011001115323 緊急事態宣言特別枠 イートイン専門店から新たに中食産業に参入する事業再構築計画 税理士法人ａｕｄｉｅｎｃｅ

関東 東京都 中央区 R2132S00976 株式会社ＡＨＬ 8011701014387 緊急事態宣言特別枠 フリーランス美容師のための美容室シェアサロン事業 西河　豊

関東 東京都 新宿区 R2132S00977 株式会社大幸 5011101011756 緊急事態宣言特別枠 偽造防止用紙を新たな仕組みで製造販売するためのシステム導入 米田茂穗

関東 東京都 港区 R2132S00978 ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ株式会社 4120001136372 緊急事態宣言特別枠 飲食事業からＳＤＧｓ（サスティナブル）に則した商品開発／小売／卸売事業 佐藤　雄司

関東 東京都 新宿区 R2132S00979 株式会社クオーターバック 2011101031880 緊急事態宣言特別枠 広告制作業から浅草発のワークショップを通じた創造的学習支援事業への事業転換 辻下　敏夫

関東 東京都 新宿区 R2132S00983 Ｏｆｆｉｃｅ－ＨＴ 緊急事態宣言特別枠 文章レビューサービス「コンテンツレビュアー」の開発・販売 さくら税理士法人

関東 東京都 練馬区 R2132S00985 ＲＩＭＥ株式会社 6021001043427 緊急事態宣言特別枠 イマーシブ・サウンドのオンライン配信・録音事業による業態転換 ゼノンクリエイツ株式会社

関東 東京都 渋谷区 R2132S00986 Ｓｋｙｗｏｒｋ株式会社 5010001162610 緊急事態宣言特別枠 在留外国人に特化したスキマバイトアプリシステムＴＩＭＥ　ＣＡＳＨの開発・運用 本山惠一

関東 東京都 江東区 R2132S00987 株式会社エス・アンド・ケイホールディングス 8290001067779 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによるハラル対応カレー等の料理販売 第一勧業信用組合

関東 東京都 文京区 R2132S00990 フジエステート株式会社 8010001006731 緊急事態宣言特別枠 ～「まちの不動産屋さん」からスタンドカフェ併設の「おうちを探せるカフェ」へ～ セブンセンス税理士法人

関東 東京都 港区 R2132S00992 株式会社ｕｒａｓｈｉｍａ 4010401143038 緊急事態宣言特別枠 鶏料理専門店ノウハウを活かしてＥＣやテイクアウト販売強化の事業 西河　豊

関東 東京都 豊島区 R2132S00994 ＩｏＴＢＡＳＥ株式会社 6010401116462 緊急事態宣言特別枠 業務プロセス管理のデジタル化を実現するクラウドシステムの開発 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132S00995 株式会社サン 7010001045004 緊急事態宣言特別枠 若手デザイナーがやりたい仕事に出会えるマッチングサイト構築事業 景山　洋介

関東 東京都 世田谷区 R2132S00997 株式会社エス・ピー・アイ 1011001038663 緊急事態宣言特別枠 観光・旅行法人向け介護旅行人材育成Ｅラーニングシステムの開発 松村　行雄

関東 東京都 新宿区 R2132S00998 株式会社ＴＯＫＹＯ　ＰＬＥＮＺＡ 1010001172613 緊急事態宣言特別枠 情報通信技術を用いた集客サービス 新都税理士法人

関東 東京都 新宿区 R2132S00999 シェアライフジャパン株式会社 1011101073263 緊急事態宣言特別枠 テレワーク／ワーケーションをテーマにした専門仲介サイト、施設開発、及び運営管理事業 西武信用金庫

関東 東京都 板橋区 R2132S01000 あけび動作の学校株式会社 2011401014651 緊急事態宣言特別枠 オンライン　２元動作の学校（ｅラーニングの動作教育） 東京信用金庫

関東 東京都 新宿区 R2132S01002 ｓｔｕｄｉｏ　ｅｋ 緊急事態宣言特別枠 バレエ・ヨガのオンラインレッスンサイトの構築と運用 さくら税理士法人

関東 東京都 港区 R2132S01003 有限会社ビィー 7010402018657 緊急事態宣言特別枠 デリバリー専門店 森田　和宏

関東 東京都 三鷹市 R2132S01004 ブルースカイコーヒー 緊急事態宣言特別枠 ＩＴとロボットを導入した吉祥寺らしい移動クレープ店 東京都商工会連合会

関東 東京都 府中市 R2132S01005 株式会社エフセラーズ 5060001027404 緊急事態宣言特別枠 想いを伝えるギフト、カスタムオリジナルワイン提供システム むさし府中商工会議所
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関東 東京都 渋谷区 R2132S01006 株式会社サミーズ 7011001090527 緊急事態宣言特別枠 「地球」に優しい「ビーガン」食　お届けサービス 坪井　亮

関東 東京都 千代田区 R2132S01014 有限会社フウズラボ 7010002029071 緊急事態宣言特別枠 顔検索とインテジャー・プログラミングを活用した卒業アルバム用最適化写真検索システムの開発販売 巣鴨信用金庫

関東 東京都 世田谷区 R2132S01015 株式会社コローリ 5011001100832 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによる移動販売によるテイクアウトニーズの開拓 細谷　和丈

関東 東京都 目黒区 R2132S01018 Ｈ＆Ｓ株式会社 9010001102323 緊急事態宣言特別枠 富裕層向け結婚相談所事業と仲人同士のマッチングサービス 井上大輔

関東 東京都 西多摩郡日の出町 R2132S01021 おそうじランド 緊急事態宣言特別枠 地元檜原村に綺麗、楽しい、美味しいで感動するプチ道の駅を作る 東京都商工会連合会

関東 東京都 港区 R2132S01023 有限会社マクシスプランニング 8010402026717 緊急事態宣言特別枠 医療現場等におけるトラッキング・作業指示記録用エッジＡＩカメラ／ＡＲシステムの製造販売事業への参入 福井敦

関東 東京都 葛飾区 R2132S01025 株式会社プレシャス 7011801029848 緊急事態宣言特別枠 集客に悩む飲食店と富裕層顧客のマッチングサービス「ＴＩＸｅ」 小森　孝一

関東 東京都 新宿区 R2132S01027 株式会社堀本商事 6010001081124 緊急事態宣言特別枠 全国の食に携わる生産者支援のため、生産者直売食堂の展開 株式会社常陽銀行

関東 東京都 新宿区 R2132S01028 ＦｕｎＴｒｅ株式会社 1011101059824 緊急事態宣言特別枠 デジタルマーケティング人材に特化した職業訓練・紹介・マッチングの事業化 東京東信用金庫

関東 東京都 北区 R2132S01029 エキョー株式会社 6030001022324 緊急事態宣言特別枠 無線商品を主とする新規ネット販売及びオンラインサービスの構築 税理士法人おしうみ総合会計事務所

関東 東京都 武蔵村山市 R2132S01030 株式会社白鳥板金工業 8012801006794 緊急事態宣言特別枠 厚版加工機導入による板金屋から金属加工業への事業拡大 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132S01032 株式会社ＲＥＡＬＵＣ 6010001182855 緊急事態宣言特別枠 ブライダル撮影からパーソナルジムへ、ｅａｔｒａｉｎｇで生活改善 東京シティ信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132S01035 創業手帳株式会社 3010001159947 緊急事態宣言特別枠
起業家メディア・創業手帳の紙媒体固定枠広告モデルからＷＥＢ会員レコメンド機能の開発と

流通課金モデルへのビジネスモデル転換
税理士法人ハガックス

関東 東京都 杉並区 R2132S01037 バリューアップ・パートナーズ株式会社 5011301013271 緊急事態宣言特別枠 ストレスフリーで快適なコワーキングスペースの提供 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 R2132S01039 グッドイーバイシティアイスクリームアンドコーヒー 緊急事態宣言特別枠 移転と販売形態変更の実施 税理士法人石田・加藤事務所

関東 東京都 武蔵野市 R2132S01040 東京きもの加工サービス株式会社 9012401013595 緊急事態宣言特別枠 相談から保管まで！任せられる「マルチクローゼット！」 杉本　整治

関東 東京都 中央区 R2132S01041 株式会社Ｄｗｅｌｌ 1010002051659 緊急事態宣言特別枠 自社オリジナルスキンケア商品の実店舗・通販販売 銀座スフィア税理士法人

関東 東京都 品川区 R2132S01044 株式会社村上音楽事務所 2010701009592 緊急事態宣言特別枠 結婚式＆エンゲージメントＥＣサイトの運営 坪井　亮

関東 東京都 千代田区 R2132S01046 株式会社Ｊクレスト 3010001100324 緊急事態宣言特別枠 移動式果樹園を活用したＥＣサイト事業への参入 城南信用金庫

関東 東京都 港区 R2132S01047 株式会社カワイハイ 8010401116444 緊急事態宣言特別枠 提案型　精肉販売に特化した小売店舗事業 日野　一義

関東 東京都 大田区 R2132S01048 Ａｎｙ 緊急事態宣言特別枠 キッチンカー事業と小規模飲食店で取り組む、地域に根ざした社会貢献 森薗　　士門

関東 東京都 中央区 R2132S01050 株式会社三長会鮨調理士紹介所 9010001044235 緊急事態宣言特別枠 寿司職人に特化した職業紹介に加え若手寿司職人の育成所の開設 昭和信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132S01053 横田真一 緊急事態宣言特別枠 ゴルファーをめざす子どもたちのためのハイブリッド型オンラインサロンの開設 大倉　宏治

関東 東京都 江東区 R2132S01054 信頼マーケティング株式会社 4010601036867 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍に対応する非接触型サロン、ＥＣサイトによる業種転換への挑戦 西河　豊

関東 東京都 豊島区 R2132S01055 株式会社サンウィング 7013301004117 緊急事態宣言特別枠 新規商品の製造及びネットワーク販売への新規展開 第一勧業信用組合

関東 東京都 港区 R2132S01056 電音エンジニアリング株式会社 3010401018249 緊急事態宣言特別枠 イベント制作×システム施工、両輪の経験を活かした配信スタジオ 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 府中市 R2132S01058 株式会社グランドール 6012401004390 緊急事態宣言特別枠 ２４時間無人餃子販売店の新規出店計画 西武信用金庫

関東 東京都 港区 R2132S01059 株式会社スプール 7010401086250 緊急事態宣言特別枠 シルクスクリーン印刷での制作物体験の場をネットとリアルで提供する 合同会社ウイン・アクション

関東 東京都 世田谷区 R2132S01062 株式会社アリシア 6010901019116 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト事業への参入による焼肉店事業とのシナジー実現 原田　貴史

関東 東京都 台東区 R2132S01063 株式会社ＪＵＮＫ　ＢＯＸ 2010501031078 緊急事態宣言特別枠 コスプレ業界の経験を活かした『映えるムービー』撮影スタジオの運営 髙橋　創

関東 東京都 渋谷区 R2132S01065 株式会社ＦＬＡＳＨ 5011001115335 緊急事態宣言特別枠 ウェディング業界での映像制作事業 西武信用金庫

関東 東京都 目黒区 R2132S01067 株式会社Ａ２ 1013301044300 緊急事態宣言特別枠 贅沢なお寿司を食べた気分！至福のおにぎり専門店への事業展開 西守　正希

関東 東京都 港区 R2132S01069 株式会社Ｌａｕｇｈ　ｓｔｙｌｅ 3030001116780 緊急事態宣言特別枠 インテリアオンラインサービスとオリジナル商品販売事業 株式会社マイクリエイト

関東 東京都 新宿区 R2132S01071 Ａ　Ｔｅｃｈ　Ｖｅｎｔｕｒｅｓ株式会社 8011101079576 緊急事態宣言特別枠 ベンチャー企業向けのオンライン・コンテンツ販売事業とシステム販売 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 大田区 R2132S01072 株式会社ブロネット 2010801010681 緊急事態宣言特別枠 飲食店向けオーダーメイド型半調理食材の小ロット製造販売 村山　大介

関東 東京都 立川市 R2132S01073 株式会社アルフォース・ワン 5012801017539 緊急事態宣言特別枠 「採用サービスマッチングプラットフォーム」事業 立川商工会議所

関東 東京都 江東区 R2132S01074 カナカワニシアートオフィス合同会社 2010403015889 緊急事態宣言特別枠 輸入事業部を新設し、海外の唯一無二の商材を国内消費者に届ける 東京東信用金庫

関東 東京都 中野区 R2132S01076 株式会社プラムブック 1040001106551 緊急事態宣言特別枠 「オンライン・フルオーダーメイド」によるレオタードの製造販売事業 青山税理士法人

関東 東京都 杉並区 R2132S01077 株式会社ｆｕｔａｒｉ　ｓｔｙｌｅ 5011301024632 緊急事態宣言特別枠 ハーフデカフェコーヒー豆製造販売 大東京信用組合

関東 東京都 新宿区 R2132S01078 株式会社ｍａｔｃｈｂｏｘ 8010701023679 緊急事態宣言特別枠 ｅ－ｓｐｏｒｔｓ及びゲームアプリ運営事業への業種転換 糸川　純平

関東 東京都 品川区 R2132S01079 株式会社スミーツ 4010701033632 緊急事態宣言特別枠 自社ＥＣサイト構築によるサツマイモ加工品の販売 上田　曽太郎

関東 東京都 港区 R2132S01080 有限会社ボーソレイユ 8010402019225 緊急事態宣言特別枠 ワインを楽しむ生活提案～定期購入型併用ワイン通販サービスの立上 合同会社ウイン・アクション

関東 東京都 調布市 R2132S01081 シーダーアグリビジネス合同会社 4012403002989 緊急事態宣言特別枠 新商品・新パッケージ開発とＥＣによるＢｔｏＣビジネスへの参入 株式会社ライトアップ

関東 東京都 渋谷区 R2132S01087 株式会社ＴＡＲＯ　ＨＯＲＩＵＣＨＩ 4011001070093 緊急事態宣言特別枠 新ブランドへ経営資源を集中して普遍性の魅力をネットとリアルで複合アピール 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 R2132S01089 株式会社ＫＩＴＡＮＯＮ 2011101089093 緊急事態宣言特別枠 中古車販売及び整備事業の実施 井上大輔

関東 東京都 渋谷区 R2132S01090 ＩｎＴｕｒｎＳｈｉｐＪＡＰＡＮ株式会社 3011001126086 緊急事態宣言特別枠 厳しい外部環境の中で自社の強みを活かした思い切った事業再構築計画 株式会社ライトアップ

関東 東京都 世田谷区 R2132S01091 株式会社アレス経堂 4021001053584 緊急事態宣言特別枠 次世代型サロンによるセルフ脱毛と水素吸入サービスの導入 武者　聡

関東 東京都 台東区 R2132S01092 ＤａａＳ合同会社 4010703004532 緊急事態宣言特別枠 ＤＸ人材創出成および全国プラットフォーム構築事業 中森　まどか

関東 東京都 八王子市 R2132S01093 トーキョー・テンダー・テーブル株式会社 2010701027223 緊急事態宣言特別枠 「くだものファンディング」による果物収集とドライフルーツ製造販売 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 北区 R2132S01094 玉川食品株式会社 5011501002859 緊急事態宣言特別枠 自販機導入によるめん類小売販売の新分野展開
特定非営利活動法人東京都北区中小企業経営

診断協会

関東 東京都 町田市 R2132S01096 株式会社ライズ 2011001119132 緊急事態宣言特別枠 飲食分野でのラーメンによる立食いラーメンのテイクアウト・キッチンカーによるデリバリー移動販売を新たに事業化 多摩信用金庫

関東 東京都 墨田区 R2132S01097 ｅｎｉｓｈｅｅ　＋　ｄｅｓｉｇｎ　ｗｏｒｋｓ 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈコロナ時代、三密回避で急増する自転車通勤者のための自転車ウエアの販売事業 東京商工会議所

関東 東京都 文京区 R2132S01099 株式会社ＹＡＭＡＴＡ 6010001169588 緊急事態宣言特別枠 こだわりの生産者をコロナから救おうプロジェクト 尾﨑　和朗

関東 東京都 港区 R2132S01100 アセットフロンティア株式会社 5010701029241 緊急事態宣言特別枠 士業を紹介するプラットフォーム「士業の窓口」の事業化 東京商工会議所

関東 東京都 杉並区 R2132S01101 株式会社サンタルウム 1011301022978 緊急事態宣言特別枠 野菜が主役の自然派ベーカリー事業 税理士法人ユニヴィス

関東 東京都 江戸川区 R2132S01103 株式会社大八商會 9011701012803 緊急事態宣言特別枠 面倒な廃車の見積もりの改革・車検証のアップロードだけですぐに回答 水落　広基

関東 東京都 小金井市 R2132S01105 合同会社ガッツ 2012403003626 緊急事態宣言特別枠 「居酒屋」「鮮魚店」に続く第三の柱「３つのデリバリー」事業 濱野　智徳

関東 東京都 足立区 R2132S01106 有限会社セブン 2011802020950 緊急事態宣言特別枠 居酒屋からコロナ対応のテイクアウト主体のスイーツ＆カフェ店への事業転換 足立成和信用金庫

関東 東京都 清瀬市 R2132S01108 株式会社アミカル 2012701009201 緊急事態宣言特別枠 イベント事業のノウハウを活かした印刷事業及びデザイン業務への新分野展開 山田　純也

関東 東京都 品川区 R2132S01109 株式会社エブリスマホ 3010403013561 緊急事態宣言特別枠 スマートフォン用アプリを用いて、学校業界を対象としたマッチングビジネスを新たに開始 前田達宏

関東 東京都 千代田区 R2132S01110 株式会社Ｅｖｅｒ　Ｃｈａｎｇｉｎｇ 6010001197985 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト・デリバリー事業とイートイン事業を両立させた高級焼肉店新規出店事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 東京都 港区 R2132S01112 株式会社Ｍｉｘｔｕｒｅ 3010401125747 緊急事態宣言特別枠 「インフルエンサー×飲食店」の新たなＰＲ手法の構築 若杉　拓弥
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関東 東京都 江東区 R2132S01113 株式会社フジヤマカンパニー 7010601039339 緊急事態宣言特別枠 ハイブリッド型学習でスポーツビジネス人材の育成！仲間とスポーツで世界展開 北野　孝志

関東 東京都 千代田区 R2132S01115 株式会社ブックハウスカフェ 6010001182830 緊急事態宣言特別枠 店舗スタジオ化によるデジタルコンテンツ配信事業及びレンタルスタジオ事業 コンパッソ税理士法人

関東 東京都 文京区 R2132S01116 株式会社トマック 3010001005614 緊急事態宣言特別枠 店舗改装及びキッチンカー事業による小売業への転換 巣鴨信用金庫

関東 東京都 青梅市 R2132S01118 有限会社米澤印刷所 5013102006958 緊急事態宣言特別枠 産業用ドローンをもっと身近に！「空の産業革命」ドローン販売 青梅商工会議所

関東 東京都 調布市 R2132S01120 Ａｓｉａｎ　Ｂｅｅｒ　Ｔｒａｄｉｎｇ 緊急事態宣言特別枠 ＳＮＳを活用したキッチンカーでの無店舗小売業への新分野展開 関根孝

関東 東京都 北区 R2132S01121 丹波貿易株式会社 1011501002854 緊急事態宣言特別枠 ウィズ、ポストコロナ向け　ドッグカフェ、ペット商品販売事業 税理士法人エクス・パートナーズ会計事務所

関東 東京都 渋谷区 R2132S01124 株式会社スイミーデザインラボ 1011001069923 緊急事態宣言特別枠 ソフビを軸とした越境ＥＣサイトを用いた業態転換によるエンドユーザー獲得事業 税理士法人ＫＭＣパートナーズ

関東 東京都 渋谷区 R2132S01125 株式会社スリーダンス 7010901023554 緊急事態宣言特別枠 オンラインデザインによる新分野展開事業（雇用創出と環境サステナビリティ実現化へ） 税理士法人ＫＭＣパートナーズ

関東 東京都 中央区 R2132S01129 株式会社アイ・ジー・エム 4010001090829 緊急事態宣言特別枠 ゴルフ用品を軸としたＥＣでのギフト商品の販売による事業再構築 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 台東区 R2132S01130
Ｊａｐａｎ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　ａｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ株

式会社
3010501044905 緊急事態宣言特別枠 海外インバウンド顧客向けから、国内顧客向けへの観光体験サービスへ転換 塚本　恭之

関東 東京都 練馬区 R2132S01131 株式会社加登ゴム 5013301003120 緊急事態宣言特別枠 特殊タイヤ卸売からタイヤ組み換えと自社ホイール開発販売への展開 税理士法人阿部会計

関東 東京都 品川区 R2132S01134 株式会社Ｓａｌｅｓ　ａｎｄ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｊａｐａ 7010701027838 緊急事態宣言特別枠 営業代行会社プラットフォーム「ＧＩＬＤＺ　ＳＡＬＥＳ」の構築 小川　隆義

関東 東京都 墨田区 R2132S01135 株式会社はまか 4010601050604 緊急事態宣言特別枠 沖縄北部で挑戦する三密回避・大自然飲食・貸し切りサウナ事業 小林　奈緒

関東 東京都 港区 R2132S01136 株式会社アクシアスペース 2010401145820 緊急事態宣言特別枠 無人運営・オンライン配信対応型レンタル音楽スタジオの新規展開 川口真理

関東 東京都 新宿区 R2132S01137 株式会社ＡＭＣ 6011101066535 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト・デリバリーを中心とした路面店出店事業 渡部浩之

関東 東京都 港区 R2132S01139 株式会社クレサ 3010401129797 緊急事態宣言特別枠 ヴィンテージセレクトアイテムの物販展開 古賀　雄子

関東 東京都 足立区 R2132S01140 株式会社エヌヴィレッジ 3011801035437 緊急事態宣言特別枠 焼肉屋と洋菓子屋のノウハウを融合したハンバーガー店（テイクアウト専門店）の新規展開 土公　文平

関東 東京都 文京区 R2132S01142 株式会社折勝商店 6010001001651 緊急事態宣言特別枠 予約困難な一流店が使う希少な食料品を消費者とつなぐマーケットプレイスの提供 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

関東 東京都 杉並区 R2132S01143 株式会社スタジオ・イオン 5011301008957 緊急事態宣言特別枠 音楽コンサートのオンライン化とオンライン配信サポート 田中　義之

関東 東京都 墨田区 R2132S01145 有限会社桃丸ジャパン 3010602020417 緊急事態宣言特別枠 実店舗の蓄積技術を基に、非対面型事業「オンライン育毛」を構築 東京東信用金庫

関東 東京都 杉並区 R2132S01149 株式会社我望 1011301001684 緊急事態宣言特別枠 オンラインアパレルセミナー新規事業計画 小口　徳子

関東 東京都 港区 R2132S01151 フォーサイト株式会社 1010401097419 緊急事態宣言特別枠 ＡＩチャットボットを使用した親子の絆モバイルメッセンジャーアプリの開発 佐藤　泰久

関東 東京都 豊島区 R2132S01153 Ｇｌｏｂａｌ　Ｎｅｔ　Ｏｎｅ株式会社 3013301024440 緊急事態宣言特別枠 ベトナム不動産をＶＲで日本国内に紹介するポータルサイトの展開 渡邊　浩滋

関東 東京都 目黒区 R2132S01156 ＧＭＭＣ 緊急事態宣言特別枠 拡張現実アプリを利用した、アクセサリーを試着できる新サービス 滝澤正樹

関東 東京都 品川区 R2132S01158 株式会社ＨＲＣ 8180001109988 緊急事態宣言特別枠 無農薬野菜の通販システムを構築、セミナーから野菜販売へ新分野展開 株式会社シャイン総研

関東 東京都 中央区 R2132S01159 株式会社デザイン経営研究舎 3011701020431 緊急事態宣言特別枠 『泊まれるオフィス』ホテルからオフィスへのリノベーション事業 合同会社アクララール

関東 東京都 立川市 R2132S01160 株式会社福の井 4012801007375 緊急事態宣言特別枠 保護眼鏡フレームの製造と販売 立川商工会議所

関東 東京都 中央区 R2132S01161 プレ・ニュートリション合同会社 2010003028457 緊急事態宣言特別枠 医療機関に特化したＥＣサイトのサプリメント販売事業への業態転換 厚木商工会議所

関東 東京都 港区 R2132S01162 株式会社ＨＡＮＡ 9010401100042 緊急事態宣言特別枠 肉バルの店からお一人様専用の安心「火鍋セット」提供の業態転換 合同会社ウイン・アクション

関東 東京都 八丈島八丈町 R2132S01163 有限会社山田屋 3010002052671 緊急事態宣言特別枠 無添加・健康・島フーズの開発、ギフトを起点とした新規顧客開拓 株式会社シャイン総研

関東 東京都 新宿区 R2132S01165 武楽座 緊急事態宣言特別枠 外国人向け購入型オンライン「サムライ体験」講座の制作と運用開始 巣鴨信用金庫

関東 東京都 墨田区 R2132S01169 ナカタケフーズ株式会社 7010601031436 緊急事態宣言特別枠 小籠包の飲食店提供からＥＣ販売事業への展開 株式会社アルファコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 R2132S01170 株式会社ＨＪＰ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 4040001033685 緊急事態宣言特別枠 飲食業界のＤＸ化支援と資金調達　クラウド型プラットフォーム提供 一般社団法人経営革新協会

関東 東京都 足立区 R2132S01171 株式会社ステージ 2011801008939 通常枠 グランピングテントの製造とアウトドア市場への新規参入 草加商工会議所

関東 東京都 千代田区 R2132S01172 グローバルオンライン株式会社 6010401132567 緊急事態宣言特別枠 ＩｏＴ基本キットの販売とサポートによる事業の構造転換 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 R2132S01176 株式会社Ｗｅ　Ｃａｒｅ　Ｊａｐａｎ 3010001187709 緊急事態宣言特別枠 高齢者に関する情報を分析・提供するデータビジネス事業への業種転換 東京シティ信用金庫

関東 東京都 港区 R2132S01178 株式会社ｂｏｋｅｎ 4010401142626 緊急事態宣言特別枠 動画・ＳＮＳマーケティングとクラウドＣＲＭ基盤整備を提供するコンサルティングサービス事業 税理士法人アップドラフト

関東 東京都 豊島区 R2132S01179 有限会社シンクロニシティ 5013302017020 緊急事態宣言特別枠 コロナ時代の外出接触に不安を感じるシニア層を救う牛乳宅配事業 奥山　琢磨

関東 東京都 中央区 R2132S01180 株式会社ビースタイル 6050001007711 緊急事態宣言特別枠 エステ現場で培った強みを活かした、化粧品・美容機器の開発と販路拡大 角田　光則

関東 東京都 豊島区 R2132S01182 株式会社村井 4013301013442 緊急事態宣言特別枠 自社ＥＣサイトと自前実店舗によるフットケア製品販売事業の展開 東京中小企業投資育成株式会社

関東 東京都 中央区 R2132S01183 株式会社オープネス 3010001159716 緊急事態宣言特別枠 オンラインによる子供向けプログラミング教育の提供 税理士法人虎ノ門会計

関東 東京都 世田谷区 R2132S01185 株式会社グローバルオーガニックゲート 2010901044910 緊急事態宣言特別枠 物販事業＿直営店及びＥＣサイトでの販売 鶴間規文

関東 東京都 港区 R2132S01188 株式会社セラフ 6012301001315 緊急事態宣言特別枠 医業向けの非接触セルフレジ・ソフトウェア組み込み型のハードウェア開発 土屋　隆志

関東 東京都 新宿区 R2132S01189 ＫＲＥＤＯ　ＪＡＰＡＮ株式会社 6011001131133 緊急事態宣言特別枠 英語・ＩＴスキル習得のｅラーニング型サービスへの業種転換 税理士法人つなぐ

関東 東京都 文京区 R2132S01191 株式会社スリービー 2010001105968 緊急事態宣言特別枠 大きなダメージを受けない事業モデルを構築し地域社会への貢献＝ＣＳＶが達成する事業 税理士法人ガイア

関東 東京都 渋谷区 R2132S01192 株式会社エスパス・ラング東京 6011001029996 緊急事態宣言特別枠 日本語及びフランス語のオンラインレッスンサービスの展開 長田　和弘

関東 東京都 目黒区 R2132S01193 有限会社ジャスト・ジャパン 5013202014092 緊急事態宣言特別枠 ＨＡＣＣＰの中で要求される文書を作成するソフトを配信型で提供 土井　主計

関東 東京都 港区 R2132S01194 株式会社グルメドグルメ 1010401077107 緊急事態宣言特別枠 ミシュランが認めた日本料理の出汁の味を世界に届ける 東京商工会議所

関東 東京都 江戸川区 R2132S01195 株式会社東城製作所 2011701005607 緊急事態宣言特別枠 様々な大きさのリチウム電池を実現するためのプレスベント事業の構築 青山裕之

関東 東京都 港区 R2132S01196 株式会社クレタ 4010401032496 緊急事態宣言特別枠 スマートフォンを活用したデジタルスタンプラリー「絶景ハンター」 株式会社リンクソートコンサルティング

関東 東京都 新宿区 R2132S01198 株式会社ＲＥＶＯＬＵＴ９ 9011101088279 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍で親密な接客が困難なアパレル販売請負事業からの転換、ＥＣサイト及びＷＥＢ販売事業への参入 中村太郎

関東 東京都 北区 R2132S01203 株式会社ＴＮコミュニケーションズ 8011501016170 緊急事態宣言特別枠 感染対策型次世代デイサービス施設運営による障がい者雇用の創出 大阪商工会議所

関東 東京都 渋谷区 R2132S01204 株式会社ｆｌｕｒ 6010701023680 緊急事態宣言特別枠 企業向け派遣出張型脱毛・美容サービスの展開 糸川　純平

関東 東京都 中央区 R2132S01206 ガンプネットワークス株式会社 8010001112793 緊急事態宣言特別枠 エンドツーエンド暗号化を採用したファイル転送サービスの開発 岩川　辰也

関東 東京都 羽村市 R2132S01211 テクノ・プラス株式会社 6013101006859 緊急事態宣言特別枠 除菌・消臭に効果的な非接触型電解水給水器の新たな販売部門の事業化 村田　累実

関東 東京都 豊島区 R2132S01214 株式会社赤倉ホテル 7013301024783 緊急事態宣言特別枠 ワーケーション需要に対応したテレワークルームの設置 新井信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132S01217 有限会社レイルマンフォトオフィス 1010002030349 緊急事態宣言特別枠 ドローンによる鉄道の空撮事業 興産信用金庫

関東 東京都 品川区 R2132S01218 有限会社クリーニングサービス今福 7010702002575 緊急事態宣言特別枠 衣類の洗濯から心と体の洗濯をするリラクゼーション施設への転換 千葉県商工会連合会

関東 東京都 江東区 R2132U00009 株式会社スパークワークス 5010601051080 通常枠 中小企業のＤＸ推進に寄与するクラウド型プラットフォーム事業
税理士法人ベンチャーパートナーズ総合会計

事務所

関東 東京都 港区 R2132U00012 プルーヴ株式会社 9010401091075 通常枠 新分野ＧＤＸ事業展開実現に向けての事業計画 中山　陽介

関東 東京都 新宿区 R2132U00020 株式会社Ｗｏｏｒａ　Ｆｒｏｎｔ 1011101070384 通常枠 撮影スタジオ建設によるＳＮＳ動画撮影プロデュース事業の展開 坂本　庸芳

関東 東京都 港区 R2132U00030 楽々プランニング株式会社 3010401117158 通常枠 証券投資新システム「１億円ゲットコム」オンラインサロン事業 東京商工会議所
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関東 東京都 港区 R2132U00033 ＢＥＡＵＴＥＸ株式会社 1010401144360 通常枠 国内最大規模のカラーコンタクト専門口コミサイトを立ち上げる。 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 R2132U00042 一般社団法人センターポール 1010405014452 通常枠 地域拠点となるパラスポーツを活用した放課後デイサービスとフィットネスジムの展開 税理士法人ＦａｒｒｏｗＰａｒｔｎｅｒｓ

関東 東京都 品川区 R2132U00044 株式会社ヒュービック 7010701023671 通常枠 ２４時間年中無休、気軽・便利・安心の無人ゴルフ練習スタジオ事業
株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊ

ａｐａｎ

関東 東京都 大田区 R2132U00045 三和打抜工業株式会社 5010401011937 通常枠 京浜工業地帯の生産性向上、コロナ禍からＶ字回復を図る金型製造 坂井　拓也

関東 東京都 港区 R2132U00046 株式会社エム・ティ・プランニング 8010401005465 通常枠 スポーツ中継特化型制作プロダクションによる『コンパクトオールワン配信システム』事業 桜内　文城

関東 東京都 北区 R2132U00049 株式会社半月文摘新聞産業 3013301027716 通常枠 「親日インバウンド＆在日外国人向メディア」事業の経験と実績を活用した　「地域観光活性サービス事業」への進出 宮田昇

関東 東京都 港区 R2132U00054 株式会社Ｋ’ｓ 6010401096787 通常枠 仮想空間「Ｔｏｋｙｏ　Ａｒｔｉｓｔ　ｍａｌｌ」運営事業 ＯＡＧ税理士法人

関東 東京都 台東区 R2132U00058 株式会社アスカ２１ 6010501029622 通常枠 自動音声認識とテキストマイニングによる「匿名加工と仮名加工サービス」 朝日信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U00059 レヴィアス株式会社 9011101083321 通常枠 ブロックチェーンを活用したデジタル地域通貨の開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 新宿区 R2132U00060 株式会社ヒューマックスシネマ 3011101018175 通常枠 ８Ｋ映像編集、配信系コンテンツ制作を行う専用スタジオを開設 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 調布市 R2132U00061 アルトリスト株式会社 8012401018488 通常枠 食品メーカー用多品種小ロット型ロボットシステム組立工場の新設 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 品川区 R2132U00062 ＦＴエンタテインメント株式会社 8011001112206 通常枠 リアルにコミュニケーションできるサロン事業。カフェ・シェアオフィス・レッスン・トレーニング等、複合機能を備えた運営。 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U00067 株式会社大五商会 4010001021858 通常枠 西伊豆　ＭＡＮＴＥＮ　ＧＬＡＭＰＩＮＧ　ＲＥＳＯＲＴ　プロジェクト 朝日信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U00068 特定非営利活動法人なやまんと 2011005006310 通常枠 元気にいきいき安心サービス付高齢者向けウイークリーマンション 瑛智税理士法人

関東 東京都 渋谷区 R2132U00069 株式会社サンティエ 1011001105538 通常枠 試験合格から就職まで一貫してサポートする「特定技能カレッジ」の運営 東京中央経営株式会社

関東 東京都 中央区 R2132U00071 株式会社オーワエージェンシー 1180301020100 通常枠 「ヒト」と「地球」に優しい！ＳＤＧｓに貢献するコインランドリー かがやきコンサルティング株式会社

関東 東京都 八王子市 R2132U00073 株式会社昌栄薬業 1010001018997 通常枠 薬剤師による在宅訪問サービス事業化計画 税理士法人　髙柳総合会計事務所

関東 東京都 中央区 R2132U00074 ビットウェア株式会社 8010001144787 通常枠 マーケティング分析まで可能なＡＩ搭載ＯＣＲプラットフォームシステムの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 渋谷区 R2132U00077 株式会社クレド 3011001072041 通常枠 資産運用型不動産に特化したプラットフォーム事業 東京シティ信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132U00078 有限会社ケーズコーポレーション 5380002023411 通常枠 地域コミュニケーションの場を創るホテルと銭湯の融合 滝田　薫

関東 東京都 新宿区 R2132U00085 株式会社Ｍｏｒｎｉｎｇ　Ｍｅ 4011101068590 通常枠 中小企業特化型マイクロインフルエンサーによるマッチング支援事業 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 世田谷区 R2132U00088 セタコム株式会社 4010901032203 通常枠 「米国企業情報コンテンツ配信」サービス 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U00089 株式会社イプシロン・ジャパン 6010701025768 通常枠 ３ＤボディスキャナとＡＩを活用した仮縫不要パターン制作事業の展開 税理士法人おしうみ総合会計事務所

関東 東京都 立川市 R2132U00092 喰わせ屋みつてる 通常枠 地元立川で特別な日の贅沢を楽しめる”崩し割烹”への事業転換 廣野　希

関東 東京都 港区 R2132U00093 ディグラム・ラボ株式会社 6010401103741 通常枠 心的特性データ提供システムの開発および事業化 稲葉　隆治

関東 東京都 中央区 R2132U00106 オリオンセールスプロモーション株式会社 1010001039671 通常枠 中小小売業の売上拡大のための消費者Ｗｅｂ応募キャンペーン事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 渋谷区 R2132U00109 株式会社インドネシア総合研究所 1011001068990 通常枠 Ｗｅｂを活用したインドネシア企業のインバウンド誘致の促進プロジェクト 曽根　和代

関東 東京都 千代田区 R2132U00111 株式会社ｉｓｔ・イスト 3010001132615 通常枠 粉末自動充填包装機導入と次工程ワンストップ化による新分野展開 海老原　祐次

関東 東京都 大田区 R2132U00115 イービーエム株式会社 9010801016029 通常枠 医療法改正に対応した臨床工学技士実技研修パッケージの全国展開 株式会社東邦銀行

関東 東京都 八丈島八丈町 R2132U00118 有限会社ブリーズ 4010002052662 通常枠 ワーケーションに特化した１人部屋の施設、及び併設商業施設の新設 七島信用組合

関東 東京都 板橋区 R2132U00119 ＴＲＧ　ＪＡＰＡＮ株式会社 7011401021635 通常枠 草野球のマッチングプラットフォームサイトの運営 西武信用金庫

関東 東京都 府中市 R2132U00120 土屋製造株式会社 1012401010699 通常枠 小さなチップで地球規模のエコに貢献。光るメーターで安全運転に貢献。 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 台東区 R2132U00124 株式会社ケンテックスジャパン 8010501021197 通常枠 日本の銘品を香港へ！腕時計メーカーによる越境ＥＣ事業展開 廣野　希

関東 東京都 中央区 R2132U00126 株式会社恵水産 1010001073547 通常枠 移動販売車の導入と鮮魚の宅配システムによる地域密着型ビジネス 経営創研株式会社

関東 東京都 板橋区 R2132U00127 和幸株式会社 7011401012799 通常枠 専門店の美味しさを地域に届ける複合型デリバリーサービスの展開 Ｇ．Ｓ．ブレインズ税理士法人

関東 東京都 千代田区 R2132U00128 株式会社ソシオアンサー 1010001109961 通常枠 不動産クラウドファンディングの新規参入について 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 荒川区 R2132U00129 株式会社スタンス 1011801024730 通常枠 人材成長を可視化する“ｇｒａｍ（グラム）”の事業化 斎藤　優

関東 東京都 江戸川区 R2132U00132 東洋工学株式会社 5011701005455 通常枠 新製品磁気泳動装置による産業用水の浄化でクリーン社会実現 飯泉　悟

関東 東京都 町田市 R2132U00136 株式会社クレコオ 4012301000698 通常枠 大型精密ＣＮＣ旋盤導入による半導体製造装置部品への新規参入 税理士法人りんく

関東 東京都 国立市 R2132U00137 国立倉庫株式会社 4012401003634 通常枠 特注物流ラインシステム導入による新たなＢｔｏＣ物流業務の実現 東京中央経営株式会社

関東 東京都 大田区 R2132U00139 大世興業株式会社 1010801006615 通常枠 生コンクリートのリサイクル（再生）材料を活用した「ＣＰＧ特殊骨材」の製造・販売 東京中央経営株式会社

関東 東京都 千代田区 R2132U00140 ネオレックス株式会社 2010001127905 通常枠 国内向け高品質ＰＰペレットの製造販売 冨田　健太郎

関東 東京都 港区 R2132U00147 株式会社ふじなが 5020001057636 通常枠 ＭＩＸＥＤ　ＲＥＡＬＩＴＹと実店舗を活用した　すし職人育成事業 税理士法人キャシュモ

関東 東京都 江戸川区 R2132U00148 株式会社イガワ 9011701019294 通常枠 中小建設企業の事務効率を圧倒的に改善する業務効率化システム 東京東信用金庫

関東 東京都 台東区 R2132U00149 赤井実業株式会社 8010501032905 通常枠 点心のＯＥＭ生産とＥＣ事業の構築により、飲食店を中心とした多角化の実現 齋藤　義美

関東 東京都 港区 R2132U00152 有限会社マックリン 4010402035746 通常枠 スイス老舗時計ブランドの独占輸入・開発・卸販売事業 税理士法人アイ・タックス

関東 東京都 目黒区 R2132U00153 ｚｅｎｉｕｓ株式会社 2011001113944 通常枠 国内市場向けの投与デバイスを開発し、国内医療機器の開発促進に貢献する 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 品川区 R2132U00155 株式会社シーエスエス東京 4010701020507 通常枠 電動ウインドウトリートメントおよびユルト開発による新分野展開 小久保　和人

関東 東京都 三鷹市 R2132U00162 資料マイクロ株式会社 6012401012617 通常枠 高性能印刷機を導入したアクリル製品製造事業への参入 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U00163 有限会社トリプルエイ・コミュニケーションズ 8010002043749 通常枠 新規システム導入によるオンライン競技大会運営事業 古高　崇幸

関東 東京都 町田市 R2132U00164 株式会社川村工業 7012301000571 通常枠 環境・サステナビリティに配慮した解体・改修工事による収益性の回復・向上 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 R2132U00166 株式会社クロスドリーム 2010401085810 通常枠 飲食店のＤＸ化を促進するデータサービス（ＤａａＳ）への展開 西武信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U00173 株式会社ルッキン 6010401093693 通常枠 特許申請技術によりインプラント手術等の安全性・正確性向上と低価格化 株式会社千葉銀行

関東 東京都 港区 R2132U00174 株式会社ソルパック 4010401033783 通常枠 銀行　ＡＰＩ　を用いた電子決済スマホアプリの開発による事業再構築 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 中野区 R2132U00185 株式会社Ｊａｃｋ 2011201003342 通常枠 完全非対面　無人ホテル 坪井　亮

関東 東京都 千代田区 R2132U00190 株式会社償却資産ドック 4010001107401 通常枠 固定資産税評価の適正化と償却資産管理の効率化を図るポータルの開発 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 江戸川区 R2132U00191 株式会社市川スチールエンジニアリング 1011701009971 通常枠 新たな地域需要に対応可能な２アーク溶接ロボットシステム導入による高生産性建設事業への業態転換 株式会社千葉興業銀行

関東 東京都 千代田区 R2132U00196 株式会社ブラザートラベル 3011101077915 通常枠 富士五湖コテージ村（仮称）の建設と運営 株式会社りそな銀行

関東 東京都 町田市 R2132U00200 株式会社プロスパーハウス 1012301009123 通常枠 身障者向けグループホームの起ち上げで地域貢献と安定経営を実現 高橋　利忠

関東 東京都 大田区 R2132U00206 太陽物産株式会社 4010801006455 通常枠 超微細電子部品用の金型加工開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 大田区 R2132U00207 株式会社ルシオール 5011202006564 通常枠 リフォーム事業から八丈島高級フレンチレストランへの新分野展開 森　健輔

関東 東京都 墨田区 R2132U00212 株式会社ソルテック 3010601017257 通常枠 超高精度加工設備を付帯した新工場設立による医療業界分野への進出 株式会社青森銀行

関東 東京都 台東区 R2132U00217 株式会社チトセロボティクス 5010501042279 通常枠 単調労働を代替するロボットユニットと遠隔管理・メンテナンスサービスの提供 大東京信用組合
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関東 東京都 中野区 R2132U00223 株式会社清和光学製作所 7011201002802 通常枠 革新的レーザー光学技術で挑む高度医療機器事業のグローバル展開 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 千代田区 R2132U00227 一般社団法人電気ライセンス研究所 7011105005224 通常枠 ＶＲ（仮想現実）を活用した教育補助教材開発による非対面型講習への進出 小原　恭子

関東 東京都 台東区 R2132U00232 株式会社クルコム 5010001156447 通常枠 テレワークに対応したクラウド型プロジェクト管理ツールの開発 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 台東区 R2132U00235 パールヨット株式会社 6010501011035 通常枠 「刺しゅうカフェ＆ラボ」による情報発信と新顧客の創出 重嶋　健治

関東 東京都 小平市 R2132U00238 株式会社矢島商会 1012701001027 通常枠 ２４時間いつでも受付・引取り可能で、最短即日渡しを実現する洗濯代行サービスへの進出 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U00241 株式会社今井 3011101052819 通常枠 昭和８年創業の老舗卸の大胆な提案　＂生活を豊かにするモノとコトのＤｔｏＣ販売＂ さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U00242 株式会社ＳＥＥＺ 7011801032083 通常枠 建築業での法人コンサルに加え、新たに建築関連の教育事業へ参入 三輪　篤史

関東 東京都 港区 R2132U00243 株式会社いっぱし 6010401069066 通常枠 熟成技術を活用した食品のテイクアウト業態への事業転換 芝信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132U00248 Ｈ＆Ｔテクノロジー株式会社 9013301035779 通常枠 開発に成功した電子ペンシステムを受注に結びつけ下請けからファブレスメーカーへ転身を図る事業 小林伸行

関東 東京都 渋谷区 R2132U00259 ＬａｎＣｕｌ株式会社 9010901031811 通常枠 オンライン完結型の定額制コミュニティ英会話サービス アカウンティングフォース税理士法人

関東 東京都 武蔵野市 R2132U00260 株式会社フードフェスタ 3010701027420 通常枠 健康意識の高まりを機会としたフィットネス市場への新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 三鷹市 R2132U00267 株式会社森住製作所 5012401017575 通常枠 歯車部品加工企業から製造支援ＯＥＭ企業への展開 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 R2132U00271 株式会社チャレンジ 1010501030130 通常枠 防災・防犯サービスの提供方法変更と海外展開 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 R2132U00272 明治座舞台株式会社 6010001058758 通常枠 映像関連事業への新規進出 みらいコンサルティング株式会社

関東 東京都 練馬区 R2132U00278 新富運輸株式会社 3011601002868 通常枠 新型コロナワクチン配送請負で実感！有事に活躍できる物流拠点の必要性 朝日信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U00279 エーシンパック工業株式会社 4010001011925 通常枠 賞味期限の伸長を可能とする「縦複連式・高速真空ガス置換トレー包装機」の開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 豊島区 R2132U00280 弘文社株式会社 6013301038330 通常枠 概算建設費を自動算出できるクラウドシステム開発による事業再構築 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 葛飾区 R2132U00281 株式会社ブルーテックジャパン 7011801025946 通常枠 建物診断の強みを活かした「１２条点検」事業への進出 クロスワンコンサルティング株式会社

関東 東京都 港区 R2132U00283 株式会社ファインフードシステムズ 8010401025587 通常枠 自社製造した冷凍食品の通信販売事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 板橋区 R2132U00284 有限会社小日向 1011402010964 通常枠 自社ホール建設によるｗｉｔｈコロナに対応した葬儀サービス提供体制の強化 巣鴨信用金庫

関東 東京都 足立区 R2132U00287 株式会社ワイエヌエス 6011801015618 通常枠 東京都足立区の下町にＧｏｏｇｌｅ的なテレワークオフィスを開設 足立成和信用金庫

関東 東京都 墨田区 R2132U00291 東興金属工業株式会社 8010601013565 通常枠 テフロン材加工による半導体製造分野への進出を通した事業再構築 東　健司

関東 東京都 北区 R2132U00294 株式会社オージ 9011501003119 通常枠 ＦＰＧＡを核としたＯＤＭ（設計・試作・量産の受託）事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 品川区 R2132U00295 新南株式会社 6010701014481 通常枠 再生プラスチック製造のフレーク・ペレット→シートへの高度化新分野展開 協同組合さいたま総合研究所

関東 東京都 中央区 R2132U00298 株式会社三秀 2010001044200 通常枠 二つの新規事業への取り組みで事業の再構築への挑戦 株式会社百五銀行

関東 東京都 渋谷区 R2132U00299 株式会社エイトシークエンス 3011501016852 通常枠 人材紹介会社向け「求職者情報共有システム」の開発と運営 株式会社エクステンド

関東 東京都 中央区 R2132U00300 株式会社ぽっかぽか 6011502014530 通常枠 障がい者グループホーム×整体院機能による地域社会貢献ビジネス 久保　徹雄

関東 東京都 立川市 R2132U00307 美濃屋商店 通常枠 店舗改装によるＡＩを活用した非対面型フィットネスクラブの開業 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U00309 ガイドライン株式会社 1010401141201 通常枠 リモート環境で「営業教育の仕組み化」を実現するシステム開発と事業化 池田　雅昭

関東 東京都 港区 R2132U00310 株式会社マルベリー 8010401128869 通常枠
自社ブランド「ＡＲＭＹ　ＴＷＩＬＬ」におけるブランド価値向上と販売拡大のための事業再構築の

必要性
鈴木直登

関東 東京都 港区 R2132U00313 ゼロシーセブン株式会社 1010001007884 通常枠 自社開発アプリケーションを活用したヘルスケア市場への参入 芝信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U00316 合同会社Ｋｅｙ’ｓ 2011003002773 通常枠 Ｍ＆Ａを活用し、ＳＤＧｓや地域振興等、持続可能な経営を行う。 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 渋谷区 R2132U00317 オペレーションリバイズ株式会社 3011001115460 通常枠 イタリアン居酒屋から脱却。コロナ対応型馬肉専門店への再構築事業 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132U00318 株式会社ジェイファムコーポレーション 7011001066659 通常枠 コロナ禍でも安全に利用可能な多目的レンタル野球グラウンドの運営 関　誠

関東 東京都 渋谷区 R2132U00319 一般社団法人障がい者スポーツ・アート・ミュージック振興協会 2290005015707 通常枠 旅する絵のギャラリー 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 港区 R2132U00321 株式会社ルナソル 8010401100704 通常枠 既存店撤退とセルフ式トータルボディケアサロン開設による業態転換 株式会社東日本銀行

関東 東京都 青梅市 R2132U00323 株式会社並木製作所 5013101007065 通常枠 次世代印刷機部品への設備導入と自社技術開発による新分野展開 志磨　宏彦

関東 東京都 中央区 R2132U00326 株式会社アイメックス 2010001128837 通常枠 ウィズコロナ時代の医療分野に特化した新しいオンライン人材サービス展開プロジェクト 朝日信用金庫

関東 東京都 荒川区 R2132U00327 株式会社富士工業所 6011501008442 通常枠 厨房機器月額定額貸与サービス事業への新分野展開による新市場開拓 城北信用金庫

関東 東京都 台東区 R2132U00329 イーストイーエックス株式会社 9013301031968 通常枠 「非接触バイタルセンサー」を開発し、中国において老人見守りサービス事業を立ち上げる 株式会社りそな銀行

関東 東京都 杉並区 R2132U00330 ＷＩＮＳコーポレーション株式会社 4010001129552 通常枠 日本料理専門店（活蟹料理専門店）からステーキハウスへの事業転換 松木　昭和

関東 東京都 立川市 R2132U00331 アサヒ興産有限会社 5012802000097 通常枠 １日１組限定　全天候対応　複合施設を持つ宿泊事業　～築山、プール、体育館、ドッグランのある貸切施設～ 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 世田谷区 R2132U00335 株式会社フインコーポレーション 5010401025672 通常枠 旅行プランのプロが届ける北欧文化に触れる多目的スペース運営計画 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 千代田区 R2132U00338 株式会社ＧＥＳ 5011101056330 通常枠 訪日留学はオンラインで準備万端。大学との国際共同プログラムで安心充実！ 豊島　賢二郎

関東 東京都 中央区 R2132U00341 株式会社Ｚ 6011601013466 通常枠 ＡＩを活用した独自アプリによるハイヤー及びフードデリバリーサービス提供による新分野展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 R2132U00344 合同会社ＵＲＡＫＡＴＡＹＡ 1010003030158 通常枠 建築施設等の演出に使用する小さくて有能な照明機材の製造販売事業 林　義章

関東 東京都 渋谷区 R2132U00346 株式会社キャスティングボイス 1011001062556 通常枠 タレントデータ　プラットフォーム　ＣＡＳＴ　ＶＯＸ 北野　孝志

関東 東京都 新宿区 R2132U00348 小宮山印刷工業株式会社 8011101007165 通常枠 印刷技術を活用した抗ウイルス・抗菌シートの生産と商品化による新分野展開 東京信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U00349 合同会社箱根運営 5010403012256 通常枠 企業向け貸会議室・貸応接室の提供 宮田　浩充

関東 東京都 狛江市 R2132U00350 ごはん屋ヒバリ 通常枠 非対面注文システムを導入してのテイクアウト事業及び通販事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 千代田区 R2132U00352 株式会社シンコペーション 8010001176491 通常枠 居酒屋からこだわり食材と空間を提供する物販とカフェの店舗に事業転換する 小川秀樹

関東 東京都 千代田区 R2132U00354 株式会社日本環境エンジニアリング 2010001199787 通常枠 ジェットミスト工法用機器の開発・導入による経済性・生産性の向上 株式会社東日本銀行

関東 東京都 港区 R2132U00360 株式会社新橋玉木屋 6010401014699 通常枠 創業２３９年の老舗佃煮屋が作る、新コンセプト商品の開発 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 江戸川区 R2132U00362 銀座　すが家 通常枠 サバを余さず使ったサバパティハンバーガー販売事業への事業転換 田辺　昌昭

関東 東京都 千代田区 R2132U00363 ミクステンド株式会社 9122001031342 通常枠 ビジネス分野の日程調整効率化システムの他社サービスへの組み込み機能提供 株式会社りそな銀行

関東 東京都 国分寺市 R2132U00364 株式会社スペースガーデン 6012801018503 通常枠 「訪問看護ステーション向け支援サービス」への新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 品川区 R2132U00367 有限会社内田米店 2010702001136 通常枠 安全性を極めた精米の供給と、真空パック精米の販売による業態転換 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U00368 株式会社三和鉄工 8160001005644 通常枠 プレストレストコンクリート用鋼材製品（ＰＣ鋼棒）市場への新規参入計画 税理士法人脇阪会計事務所

関東 東京都 千代田区 R2132U00369 ソーラー・リノベーション株式会社 1010001173074 通常枠 地域農家と輸出、小売進出！持続可能な社会を育む６次産業化事業 西武信用金庫

関東 東京都 国分寺市 R2132U00371 東京電子株式会社 1011401007037 通常枠 真空計測器製造から電子デバイス向け高精度ガス受託分析への事業進出 多摩信用金庫

関東 東京都 墨田区 R2132U00377 株式会社東栄 7010601026717 通常枠 オリジナル時計販売業が挑む新コンセプトのフィットネスジム運営事業 宮田　大

関東 東京都 江戸川区 R2132U00379 石原金属化工株式会社 2011701014616 通常枠 腹腔鏡手術コントロールケーブル開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 江東区 R2132U00380 一般社団法人再資源化研究機構 2010605002909 通常枠 建設汚泥処理事業者間連携による建設汚泥のリサイクル事業 市川　義治
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関東 東京都 多摩市 R2132U00383 株式会社テックラボ 6011301018708 通常枠 ＣＦＲＰの先端技術による空飛ぶ車・医療用ロボット分野への挑戦 株式会社ストリーム

関東 東京都 三鷹市 R2132U00384 有限会社川﨑製作所 7012402021855 通常枠 板金加工業からキャンピングカーカスタマイズ業への業態転換 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 昭島市 R2132U00386 株式会社三鷹精工 5012801002598 通常枠 高精度加工技術を活用した人工衛星用打上ロケットの生産分野への進出 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 品川区 R2132U00387 ＴＲＵＴＨ　ＬＯＧＩＳＴＩＣＳ株式会社 8010701014975 通常枠 ポストコロナの国際物流拠点再編を乗り切るプラットフォームの開発 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 板橋区 R2132U00389 株式会社グラント 6011401001844 通常枠 産業機械試作品製造における樹脂部品から金属部品への新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U00391 株式会社アントレサポート 8011001035968 通常枠 郊外のシェアリング型個室コワーキングスペース、シェアリング型ネイルサロン・レンタルスペース事業 上出　亮

関東 東京都 新宿区 R2132U00394 株式会社ＧＣＣＰ 7011101077440 通常枠 名店の秘伝の製法を活かした餃子と唐揚げのテイクアウト・デリバリー専門店への業態転換 株式会社東都経営力向上センター

関東 東京都 杉並区 R2132U00401 有限会社和氣製作所 5011302009896 通常枠 少量試作開発型事業から量産ファブレス事業への転換 中村　伸介

関東 東京都 港区 R2132U00402 株式会社大関商品研究所 4010401089727 通常枠 都内唯一の水風呂付き本格的フィンランド式サウナの提供による新事業の再構築 株式会社東都経営力向上センター

関東 東京都 新宿区 R2132U00404 株式会社ｆｅｉｌｅＢ 7013201017350 通常枠 コロナ禍に対応した無人型セルフ脱毛サロンの運営 税理士法人スバル合同会計

関東 東京都 板橋区 R2132U00406 株式会社栗田化学研究所 3011401001847 通常枠 感光乳剤の微細電子機器への展開 東京信用金庫

関東 東京都 板橋区 R2132U00407 ユニオン合成株式会社 5011401006613 通常枠 高齢化及びコロナ禍で需要が拡大している医療機器のワンストップ成形事業の展開 竹野谷　周久

関東 東京都 世田谷区 R2132U00415 株式会社エーアンドエー・セントラル 9010901001566 通常枠 生命リズムを取り戻す時空環境を提供するＩＤＥＡ　ＣＥＮＴＥＲ　「浮輪寮」の構築 磯島　裕樹

関東 東京都 昭島市 R2132U00416 株式会社エクセル・トレンド 5012801009305 通常枠 アパレル関連市場で需要が拡大するデジタルテキスタイルの製造 多摩信用金庫

関東 東京都 江戸川区 R2132U00419 津山工業株式会社 8011701018603 通常枠 コロナ禍を乗り越える！システムレンタル事業による売上Ｖ字回復！ 山田　盛史

関東 東京都 品川区 R2132U00423 ベイビーブレイン株式会社 3010701022958 通常枠 一宮釣ヶ崎海岸グランピングリゾート事業計画 株式会社千葉銀行

関東 東京都 中央区 R2132U00427 有限会社相鴨鳥安 5010002045178 通常枠 創業１４９年の合鴨専門店による自社製造の冷凍食品開発への挑戦 東京シティ信用金庫

関東 東京都 豊島区 R2132U00428 エリアマーケット株式会社 3010001170375 通常枠 キャッシュバック・インセンティブによるＤＸマーケティングシステムの構築 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U00435 株式会社会計事務所リライト 3010001138851 通常枠 顧客と顧客を繋ぐ経営者限定ＢｔｏＢビジネスマッチングシステムの開発 税理士法人リライト

関東 東京都 台東区 R2132U00437 株式会社越後屋本店 5010501001326 通常枠 日本酒文化の情報発信と希少な日本酒提供を行う立ち飲み居酒屋の開設 山本　一臣

関東 東京都 渋谷区 R2132U00439 株式会社ユナイテッドスマイルズ 1011001069931 通常枠 確立した土壌微生物活性農法の展開と農業への付加価値創出型ビジネスモデルの構築 株式会社群馬銀行

関東 東京都 練馬区 R2132U00440 株式会社ＴｏＢｅサーチ 9010001099948 通常枠 革新的設備と中華料理の融合～駅近でサラリーマンの腹を満たす～ 中山美穂

関東 東京都 世田谷区 R2132U00442 株式会社プランクナッツ 3011302015748 通常枠 コロナ等の服飾産業課題に寄与するインフルエンサーＰＲ型ＥＣプラットフォームの開発 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 港区 R2132U00454 有限会社Ｓｕｒｐｒｉｓｅ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 3010402034897 通常枠 ＣＢＤ商品開発・マーケティング販売事業への事業再構築 森田　昇

関東 東京都 港区 R2132U00455 株式会社ジュネイ 7010401124043 通常枠 多言語のオンラインライブ観光動画配信とＥＣライブコマース事業 株式会社京都銀行

関東 東京都 港区 R2132U00460 有限会社イエロープライド 4010402035003 通常枠 ワンストップの美容のトータルサービス提供による事業再構築と地域経済への貢献 足立成和信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U00462 ＢＲＥＥＺＥ株式会社 4010001184044 通常枠 サブスクリプション型　クラウド・サービス　Ｈｕｍａｎ　Ｃａｐｉｔａｌ　ＤＸ　Ａｒｃｈｉｖｅ 税理士法人平川会計パートナーズ

関東 東京都 豊島区 R2132U00463 株式会社ＫＢＴインダストリアル・アーツ 3013301031387 通常枠 コワーキングスペース事業への参入 ＳＴＡＲ税理士法人

関東 東京都 調布市 R2132U00466 株式会社サンレーブ 9410001011426 通常枠 トレーニングジム「健身塾」の開業による業種転換と地域の健康拠点の創設 多摩信用金庫

関東 東京都 文京区 R2132U00467 株式会社曾我 1010001004329 通常枠 ＥＣから物流までのシステム構築！宅配衣装レンタル事業への挑戦 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 新宿区 R2132U00469 合同会社スマイルファクトリー 9011303002351 通常枠 デジタルサイネージを活用したオンライン・マッチングサービスへの業種転換 中村　健一郎

関東 東京都 豊島区 R2132U00470 銀座ラボ池袋西口店 通常枠 非対面・非接触型セルフ脱毛サービス 日本クレアス税理士法人

関東 東京都 港区 R2132U00472 ウェブグラフィ株式会社 4011001053197 通常枠 【インバウンド】ＢｔｏＢ改題解決「海外・国内旅行業者ＡＩ＆仲介マッチングシステム」 井上大輔

関東 東京都 日野市 R2132U00477 有限会社アクシズエンジニアリング 5013402006922 通常枠 コロナ渦における非接触推進のための、あらゆる分野展開に向けたＩｏＴコンバータ製品化事業 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U00480 株式会社オピアエージェンシー 8030001126973 通常枠 「ＳＵＭＡＯＫＵ」開設による不動産売買ＤＸ化での開かれた不動産売買マーケットの構築 森田　昇

関東 東京都 渋谷区 R2132U00483 ソフネック株式会社 7011001012927 通常枠 独居老人と親族間対話を仲介するＡＩ会話エンジンの開発 税理士法人永和総合事務所

関東 東京都 中央区 R2132U00486 株式会社デュナレイト 4010401112934 通常枠 感染症対策を徹底した安心・安全な「個室お好み焼き」提供への新分野展開 柴田　宏之

関東 東京都 江東区 R2132U00490 ＤＨＪ株式会社 8010601037119 通常枠 「ＡＩを活用した知識習得向けの問題演習プラットフォーム」事業の立ち上げ 幡野　康夫

関東 東京都 渋谷区 R2132U00491 株式会社大慶商事 8011001013081 通常枠 おうちで贅沢和牛焼肉！ｗｅｂ販売・テイクアウト・宅配による販路拡大戦略 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 江戸川区 R2132U00495 株式会社シカルナ・工房 1011701011762 通常枠 ソフビのテーマパーク型アミューズメント施設新規開設事業 斎藤　栄慶

関東 東京都 武蔵野市 R2132U00499 ｏｔｏｍｏ株式会社 4012401032633 通常枠 モバイルデバイスを活用した「ガイド活動支援アプリ」によるツアーガイドのデジタル化推進 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 八王子市 R2132U00506 ハニカムステージ 通常枠 空き家を活用した発酵食品専門店＆ママを支援する場所づくり 多摩信用金庫

関東 東京都 文京区 R2132U00507 株式会社芙蓉エデュケーションズ 4010001130774 通常枠 海外留学支援の新分野・ロンドン芸術学校サテライトスクーリング事業 鈴木　健司

関東 東京都 新宿区 R2132U00509 アトセンス株式会社 8011101046477 通常枠 エンジン開発用計測器依存から脱却しＥＶ電動化領域へ新規参入 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 目黒区 R2132U00512 株式会社フリックフィット 6010401099690 通常枠 靴の非接触型店舗の開発および自社製品（靴）の開発・販売 株式会社千葉銀行

関東 東京都 世田谷区 R2132U00513 株式会社メトロアンドデザイン 5290001054821 通常枠 セルフリノベーションのための家具パーツ販売 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 R2132U00514 株式会社ジャパトラ 2010001140890 通常枠 一棟貸切コンテナ型グランピング施設運営の新分野事業化展開 朝日信用金庫

関東 東京都 板橋区 R2132U00516 株式会社エイ・ケイ・コーポレーション 1011401000818 通常枠 赤外線カメラの設計製造技術を活かしたドローン事業への新分野展開 塚越　祐之

関東 東京都 立川市 R2132U00517 合同会社わかばメディカルサービス 2010103001074 通常枠 仕事と余暇の両立を目的としたワーケーション×健康医療分野の施設運営で、コロナ禍における新たな様式の事業化を構築する 駒田　裕次郎

関東 東京都 立川市 R2132U00518 山本精機株式会社 1012801001694 通常枠 発電所タービン部品のオーバーホール事業への進出 多摩信用金庫

関東 東京都 練馬区 R2132U00524 合同会社パーシモン 7011603001732 通常枠 「インキュベーション機能を備えたゴーストキッチン事業」 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132U00529 日弘ビックス株式会社 3010001025397 通常枠 環境対応車やＥＶ車に使用する機能材料の開発と事業展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 北区 R2132U00533 金城恵子 通常枠 料理人を利用者とするクラウドキッチンの運営事業 金子　太妥志

関東 東京都 北区 R2132U00536 株式会社三共製作所 6011501001785 通常枠 減速機事業への新規参入 株式会社静岡銀行

関東 東京都 新宿区 R2132U00537 株式会社猫の手 7011101086292 通常枠 日本初、サプリメント配合炭酸水の販売 富岡　淳

関東 東京都 大田区 R2132U00556 有限会社ジェイブイネット 4010802006702 通常枠 非対面による自動二輪車のスマートシェアリングサービスの開発と提供 柴田　宏之

関東 東京都 港区 R2132U00559 株式会社トレジャーアイランドコーポレーション 5010401080775 通常枠 音響にこだわったプロアーティストのためのリハーサルスタジオ「平和島ｉｓｌａｎｄスタジオ」 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U00560 株式会社クルツールプロパティー 4110001009001 通常枠 遊技場周辺に特化したコインランドリー事業 一番町税理士法人

関東 東京都 文京区 R2132U00561 株式会社アクト 3010001000243 通常枠 日本の企業向けサイバーセキュリティの向上とその施策 ＯＡＧ税理士法人

関東 東京都 港区 R2132U00565 東湖株式会社 7010401019045 通常枠 ＤＸを活用した非接触型決済サービス導入とオンラインショップを含めたマルチチャネル型ビジネスモデルへの業態転換 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 千代田区 R2132U00566 ゆうらホールディングス株式会社 1010001177273 通常枠 ＶＲ技術を用いて新たな体験を発信し、伝統的工芸品をもっと身近に 公益財団法人東京都中小企業振興公社

関東 東京都 練馬区 R2132U00571 インター精工株式会社 6011601000638 通常枠 自動車加工ノウハウを活かしたＩＣＴ建機部品加工への新分野展開 株式会社東和銀行

関東 東京都 江戸川区 R2132U00572 有限会社君塚製作所 5011702003301 通常枠 マシニングセンター導入による環境機器用部品製造事業への新展開 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132U00574 株式会社ＮｉｎｅＳ 1011101052060 通常枠 ＳＤＧＳ目標としての食材食品ロス０に貢献するベーカリー事業 横山　禎一
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関東 東京都 渋谷区 R2132U00577 株式会社インタープラン・コーポレーション 4011001027589 通常枠 ＩＴツールを開発・導入し、オンラインでの会議運営サービスの提供と事業展開 西武信用金庫

関東 東京都 中野区 R2132U00578 株式会社柴田屋酒店 6011201002456 通常枠 「練馬で作ったビールを練馬から運ぶ」酒類製造と配送体制の確立による新事業展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 千代田区 R2132U00581 株式会社システムクレール 1010001019673 通常枠 システム開発マッチングサービスの開発で中小企業のシステム化を支援 景山　洋介

関東 東京都 千代田区 R2132U00582 株式会社ＮＯＲＩパートナーズ 3010001163692 通常枠 【銀座の超好立地】ブランド品買取事業参入による業績のＶ字回復 芝信用金庫

関東 東京都 調布市 R2132U00583 株式会社ヨシノスペースデベロップメント 7012401008787 通常枠 女性による女性のための在宅リフォームサービス（オルカサ） 多摩信用金庫

関東 東京都 昭島市 R2132U00584 鬼豚 通常枠 ポストコロナの世の中にマッチした焼肉店ビジネスへの転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 墨田区 R2132U00586 マイスターズグリット株式会社 8010601054948 通常枠 「銀」の効能に着目した抗菌塗装技術の開発、新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

関東 東京都 品川区 R2132U00590 株式会社モノファクトリー 2010701000931 通常枠 リサイクル材料の卸売業から企業の循環ビジネス構築サービス業への業種転換 永田　智彦

関東 東京都 町田市 R2132U00591 エナジーワイヤレス株式会社 1012301009247 通常枠 病院・医療看護施設向け低価格モバイルセンサーネットワークシステム 木寅　雅之

関東 東京都 中央区 R2132U00595 シグマコンサルティング株式会社 7010001098035 通常枠 訪問鍼灸プラットフォームサービス 萩口　義治

関東 東京都 昭島市 R2132U00599 国立プレス株式会社 5012801002037 通常枠 農機部品の板金加工分野への進出に向けた溶接工程と生産管理体制の刷新計画 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 港区 R2132U00603 株式会社カシュ・カシュ 5011001046893 通常枠 明治期以前の日本の古民家（豪農家屋）を再現したほうとう専門店 城南信用金庫

関東 東京都 台東区 R2132U00609 株式会社デューン 1010501043850 通常枠 ウィズコロナ時代のニーズに応える　『築１３０年古民家アグリワーケーション　千葉の里山で多拠点ライフ』 音田　崇幸

関東 東京都 台東区 R2132U00610 株式会社ドリームネクサス 4010501043402 通常枠 遊びも仕事も家族で両立できる熱海ワーケーションサービスの展開 アイアンドアイ株式会社

関東 東京都 新宿区 R2132U00611 株式会社レコオーランド 7011101062418 通常枠 メディア統合ネット通販事業 アイエクシード税理士法人

関東 東京都 中央区 R2132U00614 ヒカリ化学株式会社 5010001134460 通常枠 食品工場向け危険物エタノール製造による新分野展開事業 朝日信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U00622 株式会社Ｍ 2010401130780 通常枠 特別な個室・レンタルルーム業 税理士法人ひまわり会計事務所

関東 東京都 目黒区 R2132U00626 東杏奈 通常枠 まつエク等事業とサロンＯＰＥＮ、コロナ禍で顧客増を目指す 古舘　雅史

関東 東京都 港区 R2132U00627 株式会社ＲＩＳＥ　ＥＳＣＯＲＴ 8010401086778 通常枠 既存事業ノウハウを活用した高級貸別荘の１棟貸しビジネスへの展開計画 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 R2132U00630 ウィズアス社会保険労務士法人 7030005018540 通常枠 クラウドワーカーを活用した経営支援ＢＰＯ事業の立ち上げ 西河　豊

関東 東京都 港区 R2132U00632 株式会社アイメックスワールド 9120001173592 通常枠 長年携わったプロが取り組むトゥールビヨン腕時計の国内製造 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 大田区 R2132U00633 有限会社直井精機製作所 6010802010545 通常枠 医療機器部品製造への設備導入と自社技術開発による新分野展開事業 一瀬　章

関東 東京都 八王子市 R2132U00635 伸和プリント工業株式会社 8010101001830 通常枠 基板製造、実装の技術を活かし、「Ｈｅａｌｔｈ　Ｃａｒｅ」製品の電子機器委託製造分野への進出 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 国分寺市 R2132U00639 株式会社フューチャーアース研究所 5012401023227 通常枠 プラスチックごみをカーボンナノチューブに変換して製造する事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 渋谷区 R2132U00642 株式会社クリップス 3010401098035 通常枠 日本国内全域へのライブコマース浸透「地域創生」の活性化 西京信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U00643 株式会社筑波コーポレーション 6011001066296 通常枠 上質な食肉を家庭に届ける、食肉卸業者が行う小売展開プロジェクト 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 台東区 R2132U00645 デジタルファクトリー株式会社 8010501032748 通常枠 和紙を使用したオリジナルヒーターの開発・製造・販売 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 府中市 R2132U00648 有限会社東央建設 2012402007297 通常枠 業界専門知識と事務処理能力を活かした新事業への進出 多摩信用金庫

関東 東京都 豊島区 R2132U00649 ＪＡＰＡＮ　ＩＫＥＭＥＮ　ＰＲＯＪＥＣＴ合同会社 8010403019554 通常枠 ＬＥＤビジョンを活用したバーチャルスタジオ事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 豊島区 R2132U00658 株式会社銀座クルーズ 2010001139999 通常枠 ＤＸ化によるバーチャル空間レストラン・クルーズクルーズの開業 星野　裕司

関東 東京都 渋谷区 R2132U00659 一般社団法人のぞみ会 5011005007818 通常枠 自社ブランドを活用したスキンケア商品Ｄ２Ｃ市場への参入 西武信用金庫

関東 東京都 八王子市 R2132U00664 株式会社林商会 4010101008920 通常枠 フルサービスＧＳに中古車販売等も取り込んだ地域密着型役務の提供 多摩信用金庫

関東 東京都 目黒区 R2132U00667 エイアンドビーホールディングス株式会社 4011001099455 通常枠 芸術に触れて・体感して学べる！　幼児から大人まで楽しめる博物館 東京中央経営株式会社

関東 東京都 目黒区 R2132U00675 株式会社ティーアイエム 8013202012110 通常枠 絶景ロケーションに建つ自社施設を改修し、グランピング＆一棟貸しリゾート事業を新展開 昭和信用金庫

関東 東京都 大田区 R2132U00676 ハグ株式会社 9010801025590 通常枠 訪問看護ステーション運営でのノウハウを活かした「高齢者施設向けフットケア事業」 芝信用金庫

関東 東京都 葛飾区 R2132U00679 株式会社クロダ 7011801001294 通常枠
デモンストレーショントラックを使って出張展示会ブースを展開し【３つのアンマッチ】を解決する

ことで
東栄信用金庫

関東 東京都 大田区 R2132U00681 株式会社トーイツ 8010801008068 通常枠 住環境の見直し需要成長を受けて、ホーローを活用した新しい住環境提案事業 倉石　友美

関東 東京都 品川区 R2132U00685 株式会社東京プリント 9010701006609 通常枠 小さな街の印刷会社のスマートファクトリー化と企業出版への挑戦 稲垣　秀行

関東 東京都 三鷹市 R2132U00686 株式会社キューブ 8012401024370 通常枠 内食、中食需要の増加による、地域密着型の惣菜店の開店 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U00689 株式会社キャプテンサンシャイン 4010401136487 通常枠 ブランド力を活用し、ＥＣサイトで小売りに挑戦 大石　源治

関東 東京都 渋谷区 R2132U00692 株式会社トランジットジェネラルオフィス 5010401098363 通常枠 小淵沢アウトドアヴィレッジプロジェクト 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 豊島区 R2132U00695 株式会社ミキインターナショナル 2013301017172 通常枠 新設店舗に併設するセントラルキッチン導入による業態転換 眞本　崇之

関東 東京都 荒川区 R2132U00696 株式会社三興プレス工場 6011501006578 通常枠 ステンレス製の次世代サスティナブル配電盤カバーによる新分野事業 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 目黒区 R2132U00698 株式会社グリーンジャケット 1011001104135 通常枠 感染リスクの少ないゴルフ愛好者向けの貸別荘的宿泊事業の展開 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132U00703 ＫＧビジネスサポート株式会社 6010001154359 通常枠 ダイナミックパッケージシステム及びＡＩデマンドバスシステムの開発 朝日信用金庫

関東 東京都 目黒区 R2132U00708 株式会社アイフィス土地建物 5011001109832 通常枠 コインランドリー運営事業 川口真理

関東 東京都 武蔵野市 R2132U00710 株式会社ヨシノ 5012401012048 通常枠 コロナ対策による個室遺体面会室新設及びオンライン面会システム導入 外川　信彦

関東 東京都 世田谷区 R2132U00711 株式会社Ｆ＆Ｍ 3010901043382 通常枠 高級食パン「高匠」のフランチャイズ事業へ参入 城南信用金庫

関東 東京都 豊島区 R2132U00712 聖華株式会社 8011101048309 通常枠 障害児福祉事業・多機能型施設多店舗展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U00714 株式会社文房堂 9010001028007 通常枠 クラウドキッチン事業への展開に関する取組み 田村　亮一

関東 東京都 渋谷区 R2132U00717 株式会社モンド 1011001056384 通常枠 【新しい大人の音楽と空間の提供】によりＳＨＩＢＵＹＡカルチャーを再生する！ 西武信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U00719 株式会社アグニス 7010701035122 通常枠 サウナ付き宿泊室／飲食店等を有した目的来訪型貸切宿泊施設の新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 墨田区 R2132U00720 有限会社枝モータース 2010602018288 通常枠 サーファーが安心して気軽に楽しめる旭市シーサイドリゾート計画 東信用組合

関東 東京都 中野区 R2132U00721 株式会社東京リサイクル 4011201013645 通常枠 ワーケーション施設の管理運営事業 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132U00722 株式会社ど・みそ 2010001117278 通常枠 冷凍ラーメン自動販売機の設置・ＥＣ事業拡大による物販事業拡大 行政書士法人ＩＮＱ

関東 東京都 北区 R2132U00723 都ステンレス工業株式会社 4011501004567 通常枠 レーザー溶接機導入による美観性と耐久性を兼ね備えた防災設備分野への新展開 和喜田　勤

関東 東京都 渋谷区 R2132U00724 株式会社セリエ 2011001012584 通常枠 フットボールに特化した次世代３Ｄオンラインシステムの構築 小林　孝至

関東 東京都 渋谷区 R2132U00725 株式会社ロクトーナ 3011001109297 通常枠 ポータブル電源を切り口とした国内ＥＣ（製造小売業）への参入 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 町田市 R2132U00726 橋村電材株式会社 2012301002069 通常枠 樹脂加工力の網羅性を高め、食品機械分野での事業再構築を図る 株式会社クフウシヤ

関東 東京都 葛飾区 R2132U00729 株式会社ＰｒｕｎＺＣａｒＥ 8011801026563 通常枠 介護業界のアライアンスによる介護求人ポータルサイト×人材紹介事業 亀有信用金庫

関東 東京都 豊島区 R2132U00732 株式会社サイバーネット 1013301014385 通常枠 名刺データ活用サービスの構築による非印刷事業の確立 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 墨田区 R2132U00735 日加Ｒ＆Ｅ株式会社 7010601050642 通常枠 ゴム加工品の工程廃材からゴムチップを製造する資源リサイクル事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 板橋区 R2132U00738 株式会社コスモスインターナショナル 7011401019084 通常枠 既に日本国内在住の外国人を標的とした多角化事業への再構築 巣鴨信用金庫
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関東 東京都 立川市 R2132U00743 株式会社シンセイアドバンス 8012801008444 通常枠 硬質アルマイト表面処理技術獲得による板金加工ワンストップサービス強化 株式会社クイック・ワーカー

関東 東京都 豊島区 R2132U00748 株式会社アシスト 3013301023129 通常枠 チタン製のアウトドア用品を製作する事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 台東区 R2132U00749 株式会社山陽エージェンシー 7010501004590 通常枠 谷根千地区をターゲットとしたペット持ち込み可能なカフェ事業の展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 目黒区 R2132U00750 株式会社メイカーズ 3011001096098 通常枠 自宅で楽しめるＷＥＢを介したバーチャルＤＩＹサービスによる新市場展開
株式会社アタックス・ビジネス・コンサル

ティング

関東 東京都 千代田区 R2132U00751 株式会社インターブックス 6010001117893 通常枠 翻訳サービスの先端ＩＴ化と国際標準規格対応で世界市場に進出する 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 江東区 R2132U00754 株式会社ルックアップ 9010001146270 通常枠 ローカル５Ｇの導入・活用によるスマート倉庫の構築、ＡＩ物流倉庫のシェアリング・マッチング事業への展開 池谷　圭右

関東 東京都 新宿区 R2132U00756 株式会社トリニアス 2011001072447 通常枠 デジタル人材の交流拠点となるコワーキングスペース運営事業 りそな総合研究所株式会社

関東 東京都 千代田区 R2132U00759 クルーズのゆたか倶楽部株式会社 6010001025097 通常枠 英語教育型保育園開設 朝倉　弘明

関東 東京都 江東区 R2132U00760 株式会社石川工場 3010601030458 通常枠 理化学機器市場にフォーカスした事業戦略 株式会社横浜銀行

関東 東京都 板橋区 R2132U00762 スコッチモルト販売株式会社 5011401011431 通常枠 自社所有の賃貸マンションの空部屋を改修して飲食型のホテル事業を実施 株式会社東日本銀行

関東 東京都 港区 R2132U00764 株式会社グローバルイノベーションズ 8010001196886 通常枠 ＳＤＧｓをテーマとしたヴァーチャルタウンの運営による新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 新宿区 R2132U00767 まるかみｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ株式会社 4020001124742 通常枠 町のセントラルキッチン構想による地域活性化と食品ロスの削減 横浜信用金庫

関東 東京都 大田区 R2132U00770 ウルサイ株式会社 8010801021418 通常枠 新事業創出をめざした会員交流型コワーキングスペース事業 一般社団法人第一中小企業診断士会

関東 東京都 八王子市 R2132U00772 株式会社汀線科学研究所 9010101009030 通常枠 静脈麻酔薬プロポフォールモニタ製品化による医療分野への展開 多摩信用金庫

関東 東京都 目黒区 R2132U00775 株式会社ファイブワン 4011001054071 通常枠 生地の見える化による生地の次世代管理とテキスタイルクラウドによる生地専門の物流革命 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 新宿区 R2132U00776 株式会社利根エンジニア 6011101054143 通常枠 アイススラリー事業展開による島しょ地域等の農水産振興促進事業 株式会社百十四銀行

関東 東京都 品川区 R2132U00779 株式会社テルトキ 7010701029702 通常枠 飲食店の販路拡大の為センターキッチン導入、物販スペースの確保 さわやか信用金庫

関東 東京都 武蔵村山市 R2132U00780 株式会社東旗 3012801002996 通常枠 食品小売業から食品製造業への業種転換と自社独自製品の製造販売 東京都商工会連合会

関東 東京都 中央区 R2132U00781 株式会社Ｍｉｎａｔｏ 2011801029506 通常枠 デジタルによる店舗運営改革と非接触型オペレーションによる新しい飲食事業 髙橋　雅人

関東 東京都 荒川区 R2132U00782 株式会社アイエスサクライ 2011501010253 通常枠 大手ネット印刷で未販売のオーダーメイド窓付封筒をネット印刷で提供 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援セン

関東 東京都 墨田区 R2132U00784 株式会社サンパック 4010601018428 通常枠 高機能トレーサビリティシールの開発 西宮　恵子

関東 東京都 墨田区 R2132U00785 株式会社ラソルテ 6010601053869 通常枠 鉄鋼業におけるＢｔｏＢ取引を活性化させる鋼材ポータルサービスの事業化 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U00786 株式会社アグリーム 5010401080569 通常枠 ＡＩを活用したマーケットインによる切花の新たな需要を喚起するＥＣ事業 日本クレアス税理士法人

関東 東京都 文京区 R2132U00787 近代美術株式会社 5010001002056 通常枠 オウンドメディア型ＥＣサイト「よみマルシェ」 松本　圭介

関東 東京都 港区 R2132U00789 メトロエンジン株式会社 6010401127963 通常枠 レンタカー・フードデリバリー業界のサイトコントローラー開発による新分野展開 若杉　拓弥

関東 東京都 港区 R2132U00790 リバイス合同会社 1011003005315 通常枠 中古車の整備、鑑定書システム導入による中古車販売業者の収益の向上 安達　隆久

関東 東京都 港区 R2132U00793 ＥＣＮホスピタリティ株式会社 8010401095572 通常枠 飲食店ノウハウに基づくＭａｄｅ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ飲料水の製造 Ｈａｙ未来の税理士法人

関東 東京都 町田市 R2132U00796 ＡＳＡＨＩ　ＰＯＳＩＳＴ－１株式会社 1012301000156 通常枠 有機物減容セラミック装置ＥＲＣＭによる廃棄物リサイクル事業 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 R2132U00798 株式会社キャリアマート 1011101034397 通常枠 オンライン紹介事業（新卒）の立ち上げ及び、オンライン紹介事業を支えるシステムの構築 税理士法人グランサーズ

関東 東京都 世田谷区 R2132U00801 ダーウィン株式会社 5290001084587 通常枠 制作プロダクションとしての一貫したビジネスモデルの確立 城南信用金庫

関東 東京都 大田区 R2132U00804 昭和機器計装株式会社 2010801005657 通常枠 ミニフラプターおよび集合型流量ユニットの生産体制構築 城南信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U00805 ＭＥＲＣＥＲ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ株式会社 5010401095996 通常枠 すき焼店から製パン・製菓製造販売小売り事業への業態転換 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援セン

関東 東京都 世田谷区 R2132U00806 株式会社小原工業 9010901002556 通常枠 ３Ｄデジタル義肢装具の新開発とポストコロナ型の新たなるグローバル展開 城南信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U00815 株式会社パック・エックス 5010401114483 通常枠 求人支援から「手間暇いらずの動画広告支援サービス」への転換 アイアンドアイ株式会社

関東 東京都 中央区 R2132U00817 株式会社サンヨー 5010001045311 通常枠 通販事業のコンサル参入とＡＩシステム導入による広告効率化 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 R2132U00818 株式会社ＩＡＣＥトラベル 7010001128717 通常枠 クラウド型システムをプラットフォームにした出張・経費管理のＢＰＯサービス：『トラベルマネジャー』 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 R2132U00820 株式会社シバソク 6010401013486 通常枠 新規設備導入による小型人工衛星部品の内製化と高度化の実現 株式会社東和銀行

関東 東京都 新宿区 R2132U00822 太正貿易株式会社 6011101047725 通常枠 冷蔵倉庫設置による国際ネットワークを活かした卸売業の新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 新宿区 R2132U00825 株式会社ペンタイン 8011101041214 通常枠 ＦＡＸによる受注業務を自動化するシステム《ＡＩＣＣＳ》の構築の構築 コンフロント税理士法人

関東 東京都 品川区 R2132U00828 株式会社ＳＩＺＺＬＥ　ＷＯＲＫＳ 1010401150656 通常枠 作家食器の販売およびリース事業 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U00829 株式会社アルファード 2011001032780 通常枠 推し活応援サイト事業の立ち上げと運用による新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132U00836 丸山商事株式会社 3010001057382 通常枠 ニューノーマル時代への生き残りをかけた個人向けサービス参入 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 文京区 R2132U00837 環テックス株式会社 7030001027909 通常枠 被災地と連携した移動式災害廃棄物処理設備による復旧事業計画 巣鴨信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U00838 山川貿易株式会社 1010001031001 通常枠 自社開発原料の健康食品分野への国内及び海外展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 千代田区 R2132U00839 日本ファイナンシャルアカデミー株式会社 3010001097420 通常枠 企業研修プラットフォームサービスによる能力開発業務サポート 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 渋谷区 R2132U00840 有限会社柴田陽子事務所 1011002030578 通常枠 アフターコロナで活躍する女性を育てるキャリアスクール事業 早瀨　篤志

関東 東京都 台東区 R2132U00841 ＪＣＴｏｐ株式会社 5011701017888 通常枠 ＩＴ開発技術力を活かしスマートロックの市場に新規参入 五十嵐　由和

関東 東京都 板橋区 R2132U00842 大谷建装工業株式会社 4011401001128 通常枠 ＩＴ活用及びショールーム展開による塗装工事業の受注構造転換と下請からの脱却 野村　純一

関東 東京都 渋谷区 R2132U00844 株式会社キャタル 1011001038060 通常枠 英語塾キャタル　オンライン校 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 R2132U00847 株式会社リスティングプラス 9011201015190 通常枠 御社のセミナークラウド 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 墨田区 R2132U00851 東京オータス株式会社 2010601040953 通常枠 RV パーク運営、関連商材の販売及び管理システム開発提案 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 品川区 R2132U00856 株式会社ＪＳフーズ 4010701033590 通常枠 働き世代へ癒しを、飲食業から非接触型グランピング施設への転換 芝信用金庫

関東 東京都 大田区 R2132U00859 有限会社服部精機 5010802011560 通常枠 産業用ロボット部品への設備導入と自社技術開発による新分野展開事業 一瀬　章

関東 東京都 港区 R2132U00860 株式会社日本百貨店 4010401122594 通常枠 作り手・売り手・使い手が繋がるＥＣ事業への進出 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 渋谷区 R2132U00861 株式会社バリュースタッフ 6011001056215 通常枠 マッチングプラットフォーム「バリュープラス」の開発 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 中央区 R2132U00864 株式会社東通メディア 2010001051485 通常枠 オフライン広告業から食品用通販基幹システム販売支援へ新分野展開 株式会社シャイン総研

関東 東京都 町田市 R2132U00866 株式会社シモン 1012301002945 通常枠 ＦＣ加盟によるリハビリ型デイサービス事業への参入および主軸事業化 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 大田区 R2132U00867 菱熱工業株式会社 2010801012653 通常枠 建築設備工事業による大豆ミート製造のコンサル・機器販売事業進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 新宿区 R2132U00870 株式会社広島メタル＆マシナリー 7011101067846 通常枠 製鋼統合プロジェクト 株式会社広島銀行

関東 東京都 江東区 R2132U00871 株式会社ＩＤＤＫ 2010601051686 通常枠 ＡＩ画像解析技術を活用したＢｔｏＣ向けＵＳＢ型微生物観察装置の開発販売 新井　省三

関東 東京都 港区 R2132U00873 株式会社モンキーエンタープライズ 7010401128226 通常枠 動物エンターテイメントと癒しを提供する「アニマルスクエア事業」 芝信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U00875 三甲株式会社 8010001064267 通常枠 空きテナントを利用したフレキシブルオフィス事業 サポート行政書士法人

関東 東京都 江東区 R2132U00876 株式会社日栄社 2010001025340 通常枠 ツーコイン電子参考書・問題集（２００円）シリーズ制作による事業再構築プラン 龍前　篤司



41 / 147
事業再構築補助金　第2回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠　採択案件一覧【全国統合版】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。

エリア 都道府県 市区町村 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型 事業計画名 認定支援機関名

関東 東京都 八王子市 R2132U00878 有限会社ベルネット 2010102006207 通常枠 防災・飲食・物販専用車両と燻製工場による複合的な事業の再構築 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 R2132U00880 株式会社ジャパンフードプロデュース 2040001099134 通常枠 加工販売プラットフォーム構築で飲食店を救え！水産卸売業から冷凍食品加工販売業への転換 協同組合さいたま総合研究所

関東 東京都 中央区 R2132U00882 株式会社天賞堂ジー・エム 6010001050806 通常枠 単一ブランド時計専門ブティック運営事業への挑戦 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 多摩市 R2132U00885 合同会社８Ｙ８ 7010103001219 通常枠 滞在型モデルハウスを活用した地域密着型の新たなリノベーションサービス事業 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U00887 株式会社エーエムコーポレーション 3011001003269 通常枠 越境ＥＣによる海外展開を中心とした美容コスメの新事業展開 道浦健治

関東 東京都 八王子市 R2132U00889 株式会社星製作所 5010101007541 通常枠 高放熱性に富んだ板金筐体生産技術の確立 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 台東区 R2132U00890 株式会社グローバルパワー 9010501030189 通常枠 オンライン完結型、高度外国人に特化した人材プラットフォームの開発 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 新宿区 R2132U00891 合同会社スーベニアフォトグラフィー 9011003008203 通常枠 ｓｏｓｏｖｉｖｉ　成人式前撮り写真撮影サービス 株式会社ライトアップ

関東 東京都 世田谷区 R2132U00893 Ｑｕｅｕｅ　ｄｅ　Ｃｏｃｈｏｎ 通常枠 国産ジビエ・世田谷野菜を使ったソーセージの製造、販売 昭和信用金庫

関東 東京都 江東区 R2132U00894 有限会社エイミーズ 3010602030085 通常枠 深川あさりを使った地域名産品の開発及びテイクアウト販売事業 藍原　博也

関東 東京都 千代田区 R2132U00895 秩父ケミカル株式会社 3010001023013 通常枠 雨水利用のスマート治水転換装置の開発と資材販売事業への進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 新宿区 R2132U00897 株式会社メディオテック 7011101044746 通常枠 ＶＰＰ（仮想発電所）構築のためのＶＰＰ　Ｍｅｔｓ　アグリゲーションプラットフォームの開発 Ｇ．Ｓ．ブレインズ税理士法人

関東 東京都 板橋区 R2132U00900 有限会社スリーク 9011402005024 通常枠 新規脱毛事業計画 巣鴨信用金庫

関東 東京都 新宿区 R2132U00903 株式会社ＦＦ 2011101090092 通常枠 ドイツ金賞受賞ソーセージのホットドッグ専門店・都内初出店！ 宮本　晃

関東 東京都 北区 R2132U00904 株式会社飛烏館 6011501000184 通常枠 感染リスクに対応した個室サウナ事業参入による業種転換 税理士法人ティータックスパートナーズ

関東 東京都 港区 R2132U00908 東京インターナショナルプランニング株式会社 9010401020414 通常枠 大規模開発地域中心「地の利」を生かしたフレキシブルオフィス運用 東京商工会議所

関東 東京都 小金井市 R2132U00911 株式会社ｍｅｒａｙ 5012403003359 通常枠 発達障害グレーゾーンの子どもから大人までのワンストップトレーニング塾と関連アプリ開発 多摩信用金庫

関東 東京都 町田市 R2132U00914 株式会社外食企画 1010101006423 通常枠 回転ずし風の非対面型すし店の新規開業とＤＸの取り組み 株式会社横浜銀行

関東 東京都 葛飾区 R2132U00916 株式会社いろどり 2011101059170 通常枠 ＷＥＢ関連サービス業から生活関連製造業への転換事業 水野　文男

関東 東京都 渋谷区 R2132U00919 株式会社モノピア 9011001037047 通常枠 自社ブランド製品製造とデータドリブンマーケティングによるＥＣ販売 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 港区 R2132U00921 有限会社フューチャーイン 3011002022474 通常枠 大手アパレルブランドの未使用在庫を仕入れ、付加価値を付け販売する事業 株式会社八十二銀行

関東 東京都 港区 R2132U00922 日本フレーバー工業株式会社 2010401023209 通常枠 ＡＩ調香・エコ香料開発からリモートネットワーク構築までの業態転換 岩城　哲夫

関東 東京都 昭島市 R2132U00931 フューテックス株式会社 4012801004356 通常枠 防衛産業向けレーダ用高効率ＴＷＴ電源の開発と販売 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 R2132U00936 株式会社コムニス 6011101041050 通常枠 誰でも簡単にスタジオ撮影が楽しめるセルフフォトスタジオ事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 文京区 R2132U00939 株式会社フーデックスホールディングス 8010001081972 通常枠 パンを通してたくさんの笑顔が生まれる場所を創る 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 新宿区 R2132U00940 茂木商事株式会社 6011101021143 通常枠 フォトを充実させた少人数ウエディング事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 台東区 R2132U00943 株式会社ＮＣネットワークファクトリー 9370001022527 通常枠 スタートアップ企業等の新製品の商品化（設計・量産）サービス 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 八王子市 R2132U00948 有限会社ディ・アイ・シー 8010102004543 通常枠 高齢化社会に向けた訪問理美容サービス提供体制の構築事業 遠藤　敏史

関東 東京都 墨田区 R2132U00949 グローバルイノベーションコンサルティング株式会社 6010001139161 通常枠 「外国人材スマート管理サービス運営会社」への業態転換 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 町田市 R2132U00950 株式会社ウォームス・オブ・ハンド 6012301011314 通常枠 新生活習慣に順応する洗濯代行とコインランドリーによる販路開拓 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 千代田区 R2132U00953 有限会社サークル・ドット・エムエス 9010002048103 通常枠 販売代金精算業務への進出 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 江東区 R2132U00954 有限会社浜庄 1010602008265 通常枠 コロナ禍の中食需要を満たす自動販売機による冷凍餃子の製造販売 吉元秀樹

関東 東京都 千代田区 R2132U00955 株式会社創翔アソシエイツ 8030001104954 通常枠 「クリーンで広大な施設環境を整え、子供たちの成長を支え未来を築く」障害児通所施設の運営事業 牛田　雅志

関東 東京都 江戸川区 R2132U00958 ミヤモト・トミックス株式会社 9011701007737 通常枠 医療機器向け電子基板実装・組立ライン新規構築による新分野進出 株式会社大光銀行

関東 東京都 千代田区 R2132U00960 一般社団法人家族信託普及協会 8011205001915 通常枠 超高齢社会に対応した家族信託普及インフラの構築 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 東京都 港区 R2132U00961 ＩＮＣＬＵＳＩＶＥ株式会社 3010401068418 通常枠 フィッティング事業の譲受による新しいゴルフサービスの展開 アイアンドアイ株式会社

関東 東京都 新宿区 R2132U00962 株式会社リーブス 8011101022560 通常枠 建設業向け工事管理アプリケーションＳａａＳビジネスの構築 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 東京都 台東区 R2132U00967 株式会社松波 6010501012883 通常枠 ステーキハウス店のＥＣ販売進出と和食懐石の店舗展開 野口　洋岳

関東 東京都 大田区 R2132U00969 株式会社羽田パイプ製造所 8010801009801 通常枠 鋼管製造業から鋼管流通加工業への業態転換に向けて 野口　進也

関東 東京都 世田谷区 R2132U00970 株式会社ユナイテッド・アーツ 4010901018796 通常枠 先行き不透明なイベント事業からバイクパーツ製造業への思い切った事業再構築 合同会社エドエックス・ラボ

関東 東京都 豊島区 R2132U00979 株式会社グローアップ 4011001055953 通常枠 パン・ケーキ専用の商品取り置き予約サイト「ベイクモール」及び「ベイクモール」利用料請求システム 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 江戸川区 R2132U00980 株式会社ＡＴＫシステム 9011701019815 通常枠 建築システム開発からファンクラブサブスク事業への大胆な新分野展開 岡田正博

関東 東京都 目黒区 R2132U00990 ＬＨ株式会社 2011001104349 通常枠 既存の強みを生かした餃子のＥＣ販売事業への参入 株式会社東日本銀行

関東 東京都 渋谷区 R2132U00993 株式会社ＫＩＣＨＩＲＩ 4011001123768 通常枠 『ＫＩＣＨＩＲＩ初の焼肉事業（ほんとに旨い焼肉をなんとか安く、週に一度のみんなの焼肉）』 一般財団法人　南都経済研究所

関東 東京都 港区 R2132U00994 ＷＲＡＮＣ株式会社 7010401064545 通常枠 自動車オーナーのためのウィズコロナ時代のカーライフサポート事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 新宿区 R2132U00995 株式会社マムズ 6013301029602 通常枠 少子化に一石を投じる滞在リゾート型産後ケアホテル施設の業種転換 三橋　心

関東 東京都 板橋区 R2132U01000 北陸軽金属工業株式会社 8011401005777 通常枠 既存鋳造技術と新規設備導入による新規分野での少中量量産体制の確立 城北信用金庫

関東 東京都 江戸川区 R2132U01004 有限会社藤野金属挽物 7011702009783 通常枠 産業ロボット部品市場への新分野展開を実現する省人化生産プロセスの革新 東京東信用金庫

関東 東京都 新宿区 R2132U01006 株式会社ＺｏｏｏＧ 3010401116812 通常枠 ＴＶ通販番組のＤＸ化！ＴＶ通販とライブコマースの融合 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U01008 株式会社創コーポレーション 4011001042423 通常枠 ジェラートを中核とした六次産業拠点の開発運営計画 浅見　透

関東 東京都 中央区 R2132U01011 株式会社環境エネルギー総合研究所 6011801022060 通常枠 気象予報とＩｏＴを活用したエアコンの自動省エネ運転サービスの高ｔ九 清水　貴之

関東 東京都 千代田区 R2132U01015 ライチスター合同会社 3010003030263 通常枠 商業用不動産契約書管理システム（ＰｒｉｍｅＴｓｙｓｔｅｍ）の構築 税理士法人スバル合同会計

関東 東京都 渋谷区 R2132U01016 株式会社エヌビジョン 2011001124652 通常枠 認知機能向上を目指すシルバーｅスポーツへの新規参入 よつば税理士法人

関東 東京都 品川区 R2132U01017 株式会社小島エンタープライズ 4010701003346 通常枠 大井町の人・企業への貢献を目指す写真スタジオへの業種転換 城南信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U01019 グランサーズ株式会社 2011001096792 通常枠 「１クリックＢＰＯ」によるバックオフィス自動化支援事業 第一勧業信用組合

関東 東京都 港区 R2132U01021 株式会社ｍａｋｅ　ａｃｔ 6010401078777 通常枠 地域特化型の不動産賃貸仲介向けマーケティングパッケージの提供 さわやか信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U01023 ハネクトーン早川株式会社 1060001015180 通常枠 警察・消防・鉄道向け男性用制服の新規生産ラインの構築 青木　宏二郎

関東 東京都 渋谷区 R2132U01024 Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 6010401112528 通常枠 ＡＩ解析基盤ＩＤＥＡプラットフォームの開発・構築プロジェクト ＴＲＡＤ税理士法人

関東 東京都 西多摩郡日の出町 R2132U01026 有限会社ドリームカー 3013102007644 通常枠 地域活性化を目的とした、レンタルキッチン等運営事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 世田谷区 R2132U01028 株式会社キテイクラブ 7010901003052 通常枠 オンライン配信による英会話教育サービス事業およびｅ－Ｓｐｏｒｔｓ×英語教育サービス事業 城南信用金庫

関東 東京都 小平市 R2132U01029 エナジーゲート株式会社 4160001019367 通常枠 太陽光発電のメンテナンス事業への進出とグリーン電力の供給 株式会社コンサラート

関東 東京都 江東区 R2132U01031 株式会社カスタマーズディライト 2010001202682 通常枠 名店の味を自宅で実現する凍結加工ＦＣ展開による新流通網形成事業
株式会社アタックス・ビジネス・コンサル

ティング

関東 東京都 大田区 R2132U01033 株式会社東昇 5010801017146 通常枠 テイクアウト＆オンラインデリバリー専門のクラウドキッチン 横浜信用金庫
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関東 東京都 中野区 R2132U01034 美容室かをり 通常枠 地域初、美容室併設型、地域に寄り添う手作りスイーツカフェ 東京商工会議所

関東 東京都 品川区 R2132U01039 株式会社コムデックス 6011001055729 通常枠 全国の中小食品メーカーと消費者を繋ぐプラットフォーマー 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 港区 R2132U01042 株式会社ｋｉＣｋ 6011201016761 通常枠 ＶＲ空間にバースデー会場を構築するユーザー参加型デジタル広告 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 R2132U01045 Ｓｙｎｆｌｕｘ株式会社 9011003009804 通常枠 最新ＩＴ活用による衣服型紙設計ツール開発と顧客の量産支援開始 スリーアローズ税理士法人

関東 東京都 墨田区 R2132U01046 墨田加工株式会社 3010601012638 通常枠 自社の強い製造体制を活かした搬送装置への新分野展開 東京東信用金庫

関東 東京都 大田区 R2132U01048 株式会社ＹＯＮＥＤＡ 4010801024465 通常枠 部品金型設計業から、自社で医療器具製造を行う事業 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132U01050 株式会社ＤＮＡ 7010001093036 通常枠 個人向け中古マンションの不動産仲介およびリノベーション事業 株式会社ウィズダムコンサルタンツ

関東 東京都 港区 R2132U01061 Ｒａｇａｔｅ株式会社 3010701034227 通常枠 開発者とユーザーの認識のずれを減らすシステム開発プラットフォームの提供 増田　考邦

関東 東京都 江東区 R2132U01063 株式会社安中特殊硝子製作所 5010601007306 通常枠 ガラス加工技術を活かした「江戸切子ガラスペン」の製造 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 東村山市 R2132U01067 株式会社フォルテ 7012701010897 通常枠 不動産管理業開始に伴う駅前店舗建設とコワーキングスペース事業 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 R2132U01068 株式会社盃屋 8011101084436 通常枠 無添加食材を生かした地域密着の居酒屋業態から、持ち帰り専門店への店舗展開 増田　考邦

関東 東京都 港区 R2132U01069 Ｓｔｒｅｅｔ　Ａｔｔａｃｋ　Ｊａｐａｎ株式会社 9010401130824 通常枠 対面イベント用の機器レンタル事業者から業種転換し、音声メディアの制作配信スタジオの運営を手掛ける。 中村　健一郎

関東 東京都 大田区 R2132U01070 有限会社オフィスプライヤ 6010002051695 通常枠 羽田の訪問者向けに「スポーツ×観光・食」で取組むエリア活性化 横浜信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U01074 フルーツフルカンパニー合同会社 9010403010388 通常枠 美味しい果物をロスなく味わって頂き、利益を得る企業へ変わる 一般社団法人渋谷区中小企業診断士会

関東 東京都 千代田区 R2132U01078 株式会社バーチャルウインドウ 1010001190689 通常枠 当社独自の「被らないＶＲ技術」を活用した非接触型ＶＲサービスの受託開発事業の確立 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 足立区 R2132U01081 株式会社三協商会 4011801008061 通常枠 テレワーク対応ユニットハウス用　高機能部品加工設備の導入 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U01087 株式会社ＮＢＭ 1010401091578 通常枠 居酒屋業態から専門性と来店者属性に合わせたメニューを兼ね揃えた焼肉業態への転換 株式会社京葉銀行

関東 東京都 豊島区 R2132U01091 キーコム株式会社 7013301019486 通常枠 世界初の距離可変型ライダーテストシステムの製造・販売 税理士法人総合経営サービス

関東 東京都 豊島区 R2132U01092 株式会社フードソリューションズインターナショナル 7011601018027 通常枠 モバイル注文であらゆる提供方法に対応する健康中食レストラン事業への転換 ＳＭＣ税理士法人

関東 東京都 品川区 R2132U01096 有限会社コスミックエンジン 9010702012738 通常枠 顧客接点および顧客感情の一元管理システムの開発 大東京信用組合

関東 東京都 千代田区 R2132U01103 株式会社西インド会社 8010001025780 通常枠 急速冷凍技術を活用した新商品「どこでもインドカレー」の開発、通販事業への業態転換 株式会社シャイン総研

関東 東京都 目黒区 R2132U01109 株式会社Ｄｅｃｏｒａｔｉｏｎ　Ｆｏｏｄｓ 7010901043684 通常枠 シェア型レストラン事業（イートイン・デリバリー・テイクアウト）及び　ゴーストキッチン事業（デリバリー専門）の運営 弁護士法人ＮＸ法律事務所

関東 東京都 青梅市 R2132U01121 十八番 通常枠 冷凍自動販売機による非接触販売とアフターコロナへの対策 青梅商工会議所

関東 東京都 渋谷区 R2132U01122 株式会社ＬＡＩＬＡ 5011101072088 通常枠 ＬＡＩＬＡ　３Ｄ　ＳＣＡＮ　ＳＴＵＤＩＯ　事業 玉上　昌浩

関東 東京都 新宿区 R2132U01125 株式会社アクアキューブ 1011101069518 通常枠 非接触オーダーで安心な「ひとりファストフード焼肉＆安心安全、産直野菜コラボ事業」 ＴＦＳ国際税理士法人

関東 東京都 品川区 R2132U01127 株式会社プレースホルダ 2010001178584 通常枠 オンライン学習体験プラットフォーム「リトルスパーク」 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 大田区 R2132U01136 株式会社ユキ・コーポレーション 9010801012291 通常枠 ホテル・施設を活用したパン製造販売と障害者支援事業 城南信用金庫

関東 東京都 豊島区 R2132U01137 株式会社ジョバンニ 6010401133870 通常枠 ウェブ接客プラットフォームによる奄美発の音楽・物販・観光事業 西武信用金庫

関東 東京都 品川区 R2132U01138 株式会社サウンド・バイ・エス 7010701019356 通常枠 高級車・ヒストリックカーに特化した保管・展示・売買支援サービス 石川　麻子

関東 東京都 千代田区 R2132U01139 株式会社ロックビレッジ 1010001032494 通常枠 少子高齢化に歯止めをかける婚活ビジネス参入による業種転換事業 音田　崇幸

関東 東京都 渋谷区 R2132U01140 株式会社ビッグスマイル 4011001067437 通常枠 飲食店から飲食料品小売業への業種転換と製造工場建設、自社ＥＣサイト構築 税理士法人中央事務所

関東 東京都 武蔵野市 R2132U01141 花と空間プロデュース・アイビー 通常枠 ＩＣＴを活用しターミナルケアでの強みを生かしたグループホーム向け訪問看護事業 増田　考邦

関東 東京都 港区 R2132U01143 ＲＥＮＤＥＺ－ＶＯＵＳ株式会社 8010401076837 通常枠 能登名産の『地産他消』を目指すセントラルキッチン型Ｅ－Ｃｏｍｍｅｒｃｅの構築 税理士法人ハートフル会計事務所

関東 東京都 千代田区 R2132U01144 株式会社ドキドキファクトリー 6011001102869 通常枠 エンタメ業界お仕事紹介アプリ【ドリジョブ】の開発・運営事業 鬼塚　明日海

関東 東京都 大田区 R2132U01155 株式会社Ｇ．Ｕ．ｓｔｙｌｅ 2010901032064 通常枠 ノミガワスイーツで叶えるお菓子屋さんの夢からパティシエへの道 さわやか信用金庫

関東 東京都 文京区 R2132U01156 株式会社Ｂ・Ｈ・Ｃダイニング 5010001136465 通常枠 顧客評価が高い「やきとん・焼き鳥」のテイクアウト専門店事業化 ＳＭＣ税理士法人

関東 東京都 港区 R2132U01159 株式会社オフィスワイズ 5120001062064 通常枠 ゴルフラウンドサブスクリプション　ＴｅｅＲｅｘ（ティーレックス） 株式会社りそな銀行

関東 東京都 港区 R2132U01160 レストラングリグリ 通常枠 ベテランシェフが考案する、店舗限定メニューが豊富な宅配ピザ専門店の出店 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 あきる野市 R2132U01161 藤本商店株式会社 6013101005332 通常枠 ＥＣサイト販売による受注量増加と新製品製造に対応する倉庫工場建設 西武信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U01163 Ｙｕｎａｋｏ株式会社 7010401060924 通常枠 ニューノーマル時代に合った新しいスタイルのリゾート宿泊サービスの開発 税理士法人さくら税務

関東 東京都 中央区 R2132U01168 特定非営利活動法人金融知力普及協会 9010005006041 通常枠 金融商品販売員向け資格のリニューアル事業 野々山　英樹

関東 東京都 杉並区 R2132U01170 株式会社ＴＹサービス 2011301024809 通常枠 太陽光発電を利用したコンテナ栽培システムのレンタル 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 R2132U01171 株式会社ＧＣＴ研究所 4010001103838 通常枠 ＩｏＴ技術を活用した、次世代の物流管理サポートサービスの事業化 東京中央経営株式会社

関東 東京都 港区 R2132U01172 和テンション株式会社 4010401093869 通常枠 訪日観光メディア業から、海外向け和食品企画開発と越境通販の物販業への業種転換 公益財団法人東京都中小企業振興公社

関東 東京都 品川区 R2132U01178 株式会社メガステップ 3010701015581 通常枠 建築職人によるデザイン豊かなユニットハウスの販売事業 株式会社足利銀行

関東 東京都 町田市 R2132U01179 アイワ広告株式会社 1012301003092 通常枠 集客ノウハウ等を集結させるベーカリーＦＣ本部構築による事業転換 多摩信用金庫

関東 東京都 板橋区 R2132U01180 株式会社スモークビアファクトリー 9011401020164 通常枠 クラフトビール世界大会金賞受賞ビールの卸売り事業の開始 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U01181 株式会社アクセスインターナショナル 1011001046253 通常枠 子育て、農業、再生可能エネルギー、林業における『有料会員サービス事業』 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 R2132U01182 株式会社ＷＬＳ教育グループ 8020001056528 通常枠 外国人留学生のための大学（院）進学専門塾 金子　秀夫

関東 東京都 新宿区 R2132U01184 株式会社バリュースクエア 9013301042965 通常枠 「体験」をテーマとした、非対面型の貸切宿泊施設 巣鴨信用金庫

関東 東京都 北区 R2132U01185 ミッドインホテル株式会社 4011501015515 通常枠 赤羽発！企業向けサービスアパートメントへの転換 株式会社きらぼしコンサルティング

関東 東京都 港区 R2132U01186 テンペスト 通常枠 松阪市初ＩＣＴカルチャー教室＆動画配信スペース 松阪商工会議所

関東 東京都 港区 R2132U01191 株式会社メントレプレナージャパン 6010801017756 通常枠 ラーメン店開業支援業から、地域密着型のパン屋への進出し事業再構築 城南信用金庫

関東 東京都 品川区 R2132U01192 株式会社Ｙｕｍｅｖｉｌｌｅ 9010701036580 通常枠 デジタル教材制作ソリューション「Ｔｅａｃｈｅｒ’ｓ　Ｍａｇｉｃ（ティチャーズマジック）」 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 R2132U01197 株式会社シームレス 7011001047592 通常枠 内装工事事業者による不動産・住宅リノベーション・雑貨販売業への新分野展開 野竿　健悟

関東 東京都 渋谷区 R2132U01200 株式会社エニシフルコンサルティング 6011001126018 通常枠 寄付文化を広げるためのＢｔｏＣワンストッププラットフォーム構築計画 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 葛飾区 R2132U01201 有限会社ケッズホールディングス 3011702003955 通常枠 接骨院経営に特化したオンラインカードゲーム研修の開発・提供 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 R2132U01202 株式会社トラフィックラボ 7010001055903 通常枠 「美容医療と婦人科を掛け合わせたマッチング　プラットフォーム」の立ち上げ 花房・広田税理士法人

関東 東京都 大田区 R2132U01204 株式会社バスケプラス 8010801031177 通常枠 サッカー　デジタル　スコアブック（アナログからデジタルへ） ベンチャー支援税理士法人

関東 東京都 港区 R2132U01206 株式会社東京アドメディカ 1010401102839 通常枠 世界的技術のリアルバーチャルスタジオで日本唯一の医学映像を創出 東京東信用金庫

関東 東京都 世田谷区 R2132U01211 株式会社マインド 3021001013969 通常枠 心と体の癒し体験を提供するドライヘッドスパ事業 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 葛飾区 R2132U01212 株式会社しぶや 1011801020390 通常枠 しまなみ海道における荷物当日配送のシステム構築事業 東京東信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U01213 株式会社Ｄ４エンタープライズ 8010001096582 通常枠 ホビー関連に特化したオークション・システム事業 文化産業信用組合

関東 東京都 渋谷区 R2132U01218 株式会社ワイズクリエイティブファクトリー 9011001048457 通常枠 医療現場の多様な働き方を支援するクラウドサービスの提供 株式会社匠コンサルティング
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関東 東京都 台東区 R2132U01221 株式会社三輝 7010901021590 通常枠 保有施設のリニューアルによる貸切型簡易宿泊所運営等の新規事業参入 株式会社アルファコンサルティング

関東 東京都 新宿区 R2132U01222 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　ＥＮＤＬＥＳＳ 3011101059707 通常枠 「舞台制作業」から「最新立体映像技術事業」への新分野展開 税理士法人ロールスパートナーズ

関東 東京都 渋谷区 R2132U01223 株式会社ｓｍａｒｔｉｆｕｌ 5011401020259 通常枠 クラウドコストの最適化を実現する「ｓｍａｒｔｇｏｋｕ」の立上げ計画 井堂　裕功

関東 東京都 世田谷区 R2132U01225 株式会社アップライト・プロダクション 8010901022225 通常枠 配信対応のライブハウス併設型飲食店経営事業への新分野展開 昭和信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U01228 有限会社ＮＳＰ 6010402036511 通常枠 コロナ禍、アフターコロナを見据えた和食ベース新イタリアンバル事業 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 東京都 三鷹市 R2132U01233 有限会社デイリーズ 3012402020324 通常枠 新分野展開における配送予約システムを構築した「家具専門配送」 多摩信用金庫

関東 東京都 品川区 R2132U01238 株式会社無重力 8011101064974 通常枠 ＷｅｂＡＲを用いた子供の成長記録サービスの構築 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 R2132U01243 株式会社アークビルサービス 8011001000187 通常枠 ビルメンテナンスと身体のメンテナンスで働く環境と健康の提供 久保田　昌宏

関東 東京都 中央区 R2132U01245 ＳＭＣＫ株式会社 8030001115621 通常枠 リフォームにおいて新店舗設置による一気通貫したサービスの提供 西武信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U01246 株式会社イーダブルジー 6013201018127 通常枠 新たな働き方を支える、オフィス検索に特化したプラットフォーム構築 坪井　亮

関東 東京都 港区 R2132U01247 サイエスト株式会社 3010401105823 通常枠 海外ビジネス専門中小企業向け定額制コンサルティングサービス 株式会社わかば経営会計

関東 東京都 港区 R2132U01249 株式会社和味大輔 7010401104978 通常枠 冷凍加工食品の製造業立ち上げによる当社の業種転換計画 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 目黒区 R2132U01250 株式会社カニカピラ 1013201013041 通常枠 制作力を活かした高性能ＡＩのシステム構築でオンライン教育進出 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 R2132U01251 株式会社アウトナンバー 7011001053186 通常枠 バスケットコート付きバケーションレンタル事業 中村　哲

関東 東京都 港区 R2132U01252 株式会社東京ロジステック小林徳市運送 5010401040481 通常枠 精密機器運送の実績を活かした医療機器物流ソリューションの展開 水谷　弘隆

関東 東京都 渋谷区 R2132U01253 株式会社ヴァリエンテバルコ 1011001043432 通常枠 グランピング施設運営による地域活性化プロジェクトへの新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 台東区 R2132U01258 株式会社ＭＡＧＮＥＴＩＣＡ　ｓｔｕｄｉｏ 2010501042711 通常枠 音楽制作用アプリケーション　Ｖシリーズの開発と販売 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132U01260 株式会社ウィット 7010001134079 通常枠 コロナ禍で重要性が増す「ウェルネス経営」を支援する新事業を展開 西川貴人

関東 東京都 豊島区 R2132U01262 宏東キャピタル株式会社 3010001188112 通常枠 最先端のＩＴ分野に携わるスタートアップが一同に集まれるシェアオフィス「ｔａｍａｒｉｂａ　－　日本橋」 井堂　裕功

関東 東京都 新宿区 R2132U01263 株式会社ヌールエ 4011101037059 通常枠 Ａｎｉｍａｌ　ＳＤＧｓ　教育サービス業
特定非営利活動法人東京都港区中小企業経営

支援協会

関東 東京都 港区 R2132U01264 株式会社プレシャス・インプレッション 5010401093827 通常枠 夜のヘアセット激減の美容室のトータルビューティーサロンへの転身 星野　裕司

関東 東京都 渋谷区 R2132U01266 株式会社セクションエイト 2010001186199 通常枠 アプリ開発と提供サービス変更による非接触型店舗への大胆な転換 ポラリス税理士法人

関東 東京都 中央区 R2132U01267 株式会社ＢＯＮＤＳ 9011101054999 通常枠 アフターコロナにも必需品！人体に安心安全な空間除菌・消臭・防カビ・防腐商品の製造事業 興産信用金庫

関東 東京都 練馬区 R2132U01270 株式会社住まいるペイント 1011601023610 通常枠 ポストコロナに対応した快適な住空間を提供する内装リフォーム事業 延島　隆裕

関東 東京都 渋谷区 R2132U01272 ＹＯＫ株式会社 7010801028835 通常枠 旅行手配業から脱却！中華圏富裕層と地方宿のマッチングシステム 東谷　勉

関東 東京都 葛飾区 R2132U01273 新越精機株式会社 6011801002005 通常枠 金型製造会社が行う、シリコンインゴットの製造による半導体市場への新規参入 牛腸　真司

関東 東京都 新宿区 R2132U01275 株式会社ＧＬＯＢＡＬ　ＨＲ　ＴＥＣＨＮＯＬＯＧＹ 3010401145010 通常枠 ビジネスモデルＢｔｏＢからＢｔｏＣへの移行による収益の安定化 田村　洋平

関東 東京都 中央区 R2132U01284 株式会社グランキュイジーヌ 5010001130897 通常枠 非接触型インドアゴルフと持ち帰り専門だし巻卵店の開設による事業再構築 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 千代田区 R2132U01288 コンセスコンサルティング株式会社 7011601017375 通常枠 プロフェッショナル人材　－働き方改革とデジタル改革、地方創生への挑戦－ エヌエムシイ税理士法人

関東 東京都 三鷹市 R2132U01292 合同会社サムバレー 5012403002699 通常枠 愛犬と愛犬家向けの体験型施設付きの宿泊サービス事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 港区 R2132U01293 株式会社ラルゴ 8011001103485 通常枠 先端的なデジタル事業とスイミー戦略による飲食業界支援プラットフォーム構築事業 安藤　幹根

関東 東京都 新宿区 R2132U01300 株式会社イオトイジャパン 5010401133640 通常枠 ＡＩ技術等を活用したデジタルマーケティングデータの取得及び販売事業 延平昌弥

関東 東京都 西多摩郡檜原村 R2132U01303 ｋｉｔｏｋｉｔｏ 通常枠 東京の木の新たな活用を目指した、福祉作業所での木製品作りと林業の連携 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U01304 株式会社シティーデジタル 9011101084699 通常枠 法人向け少人数オンライン研修サービス 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U01306 株式会社エムピーキッチン 6010401125389 通常枠
こだわりチャーシューを使用したコロッケを中心とした、　惣菜持ち帰り店をＡＴＭ跡地など小ス

ペースに
株式会社横浜銀行

関東 東京都 千代田区 R2132U01313 株式会社ラカラジャパン 5470001006275 通常枠 在留外国人の賃貸住宅問題を解決する与信情報提供システムの構築 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 新宿区 R2132U01314 合同会社ｃｅｌｓｕｓ 2010403013026 通常枠 不動産仲介業者向け業務効率化システム構築と月額提供事業 株式会社東和銀行

関東 東京都 大田区 R2132U01315 ＹＳＫ合同会社 1030003007724 通常枠 街いちばんの早起きカフェ＆撮影スタジオ事業計画 後藤達朗

関東 東京都 練馬区 R2132U01317 株式会社ツクルス 7011601017458 通常枠 「ｉｔイット」オンライン×リアルイベントのハイブリット開催を実現するシステム開発 株式会社福井銀行

関東 東京都 中央区 R2132U01321 ハレノヒ株式会社 6010001157394 通常枠 ＩＣＴ活用による小規模地域資源の海外小売販売事業 東京シティ信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U01323 株式会社アルク 6010001143378 通常枠 音声認識技術の活用による「４技能全般をカバーする語学学習支援サービス」の開発 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 江戸川区 R2132U01327 株式会社サクマ 6011701003326 通常枠 コンビニ経営から学童保育事業への新規参入する新分野多角化計画 株式会社千葉銀行

関東 東京都 千代田区 R2132U01335 究和エンタープライズコンコード株式会社 8010001141322 通常枠 日本の漁業および漁港の活性化を推進するフィッシュミール製造事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 新宿区 R2132U01340 株式会社スキナ 4130001044855 通常枠 結婚相談業・結婚式場紹介業から挙式特化型結婚式場業への事業転換 辻下　敏夫

関東 東京都 足立区 R2132U01343 株式会社ユニオンサウンドシステム 4011801036095 通常枠 配信・リモート機能を備えた、次世代型オンラインスタジオ 税理士法人水垣会計パートナーズ

関東 東京都 小金井市 R2132U01345 渡辺精機株式会社 6012401003483 通常枠 多機能型玉ねぎ皮むき機市場への参入による事業再構築 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 世田谷区 R2132U01347 株式会社ｉ７ 5012301009045 通常枠 ＶＰシステム構築による映像制作のＤＸ化とビジネスモデル転換 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 R2132U01349 有限会社イムノラボ 8010402009787 通常枠 ファッション性と機能性を両立するニキビ治療商品の開発販売事業 第一勧業信用組合

関東 東京都 練馬区 R2132U01351 株式会社フナミズ刃型製版 7011601006080 通常枠 印刷版の立体的検査システムの確立を活用した検査機器卸販売サービスの提供 加藤　茂

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 R2132U01352 森田紙業株式会社 2013101001574 通常枠 古紙を原料としたエタノールで環境配慮製品の製造 飯能信用金庫

関東 東京都 江東区 R2132U01353 株式会社三栄堂 7010601001884 通常枠 安心安全ペットスイーツによる高需要ペットフード市場への参入事業 東京ベイ信用金庫

関東 東京都 練馬区 R2132U01354 株式会社日本ラベル 4011601005226 通常枠 今までにないブラックライト玩具の製造販売と販売手法の変換 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 足立区 R2132U01358 高千穂工業株式会社 2011801009581 通常枠 電動車椅子のモーターを小型化するフックタイプの整流子の開発と量産化 株式会社フロウシンク

関東 東京都 港区 R2132U01361 日東ヂーゼル工業株式会社 2010401022053 通常枠 ネジ一本からクレーンまで！建設業界を支える縁の下の力持ち 税理士法人クオリティ・ワン

関東 東京都 品川区 R2132U01362 サヴィインターナショナル株式会社 3010701031991 通常枠 英語学童スクールオリジナルアプリ構築による事業再構築計画 中野　智美

関東 東京都 品川区 R2132U01365 Ｇｏ　Ｖｉｓｉｏｎｓ株式会社 5020001131432 通常枠 激増する小中学生の不登校児向けオンラインフリースクール事業 税理士法人エンパワージャパン

関東 東京都 江戸川区 R2132U01366 佐藤機械工業株式会社 6011701003441 通常枠 耐熱合金加工技術の大型化展開による高機能建材事業への進出 山地　真吾

関東 東京都 中央区 R2132U01367 株式会社バン 1010001131726 通常枠 築地ビジネスホテルバンのＣｏ－ｌｉｖｉｎｇ　化による事業再構築 税理士法人ユナイテッド

関東 東京都 新宿区 R2132U01375 株式会社スリーピングトーキョー 4011001072354 通常枠 日本文化と地域の魅力を再構築した、地方活性化、体験型観光事業 小林　暢浩

関東 東京都 新宿区 R2132U01381 株式会社ＦＵＮＫＹ　ＣＲＵＩＳＥ 1011101052952 通常枠 ライブ配信事業への進出と、配信人材不足を解決するオンラインギルドシステムの構築 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 江戸川区 R2132U01382 こばやし歯科クリニック 通常枠 コロナ禍に対応する歯科診療及び管理業務改善サービス開発 株式会社千葉興業銀行

関東 東京都 千代田区 R2132U01388 株式会社裕 3010003021725 通常枠 ＡＩによるオンライン上での本人確認システム構築事業 髙司　浩史
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関東 東京都 新宿区 R2132U01391 株式会社コネクティ 9010401087098 通常枠 ＣＭＳと連携したＣＤＰの開発 税理士法人佐藤＆パートナーズ

関東 東京都 府中市 R2132U01392 株式会社サウンドフィックス 6012401030296 通常枠 クラシックに特化した動画配信可能な音楽スタジオへの事業転換 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U01399 株式会社スーパーマニアック 1120001118935 通常枠 既存事業のノウハウを活用したテイクアウト専門のデザートドリンク事業 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 港区 R2132U01402 ナレッジビーンズ株式会社 5010401043732 通常枠 地元還元・雇用拡大を実現する為の飲食×ＩＴ実証フィールド事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 文京区 R2132U01405 大和株式会社 3010002038638 通常枠 千葉勝浦から新潟南魚沼へ。　旅館から食品加工への業種転換にチャレンジ！　特産物のコラボレーションの実現！ 新潟県商工会連合会

関東 東京都 文京区 R2132U01407 株式会社久保田製作所 3010001105125 通常枠 木工製品デザインの進化に対応すべく本格的３次元加工へ進出 巣鴨信用金庫

関東 東京都 目黒区 R2132U01414 シンビオシス株式会社 7011001117750 通常枠 バーチャルライブの映像／コンテンツ制作と販売事業への事業転換 井上大輔

関東 東京都 大田区 R2132U01415 株式会社ＩＣＨ 5010801026634 通常枠 インフルエンサー特化型クラウドファンディングサービス「ＦａｎＲｅｔｕｒｎ」 姥貝　賢次

関東 東京都 港区 R2132U01418 合同会社ＲＩＣ 8010803002399 通常枠 広島県北広島町に開設する温泉付グランピング施設の運営事業 坪井　亮

関東 東京都 中央区 R2132U01425 株式会社ＳＵＮＳＵＮ 6010001194693 通常枠 銀座の日本料理店が新たに仕掛けるヒレ肉食べ比べ鉄板焼き店への挑戦 櫻井　健二

関東 東京都 渋谷区 R2132U01427 株式会社エヌ・エイ 4011001056539 通常枠 タイヤローテーションシステムの開発 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 板橋区 R2132U01430 日本特殊光学樹脂株式会社 5011401007173 通常枠 レンズ部品製造から新製法用の超大型金型製造販売への事業再構築 巣鴨信用金庫

関東 東京都 品川区 R2132U01433 株式会社ジョイカルジャパン 7010701017203 通常枠 直営店舗展開による自動車販売・整備ビジネスの実施 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 八王子市 R2132U01435 株式会社物井工機 8010101009667 通常枠 非接触型画像ＡＩ判定ＰＥＴボトル自動選別実証装置の開発及び新市場開拓 多摩信用金庫

関東 東京都 品川区 R2132U01439 株式会社ジュビリー 1011001053729 通常枠 取扱品目、顧客層拡大計画 熊澤　　輝彦

関東 東京都 中央区 R2132U01440 株式会社エフェクト 4010601017289 通常枠 寝具メーカーが開発した睡眠サプリメントのオンライン販売事業 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 品川区 R2132U01442 一般社団法人日本歯科共会 9010705002868 通常枠 噛むをコントロール。スポーツマウスピース事業 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U01445 株式会社アブロードシステムズ 1010001074999 通常枠 ＶＲ技術を応用したオンライン展示会サービス事業 大原　健佑

関東 東京都 港区 R2132U01447 株式会社フォー・ファイヴ 6010401095426 通常枠 撮影用スタジオを併設した、動画制作・配信サービス事業「ダ・ヴィンチ　ビデオサービス」の推進 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 千代田区 R2132U01448 ユーデック株式会社 5010001031518 通常枠 ＡＩ画像解析技術を活用した高精度高効率な交通調査解析事業 税理士法人九段会計事務所

関東 東京都 新宿区 R2132U01451 株式会社ＮＥＸＴ　ＳＴＡＧＥ 6010601052846 通常枠 ニューノーマル型高級寿司屋への事業展開 株式会社群馬銀行

関東 東京都 港区 R2132U01455 株式会社エールケンフォー 6011001053798 通常枠 ＰＰＡ専用架台の自社開発及び試験導入を経たＰＰＡ事業への業種転換 奈良　洋

関東 東京都 台東区 R2132U01458 株式会社ウルトラエックス 4010501020079 通常枠 操作情報の記録・再生機器製造による新分野展開 朝日信用金庫

関東 東京都 墨田区 R2132U01460 株式会社ヘヴンズキッチン 7010601045576 通常枠 フードロスゼロを推進するスマートベーカリー事業の開発 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U01464 株式会社ジェイトリップ 6010401094931 通常枠 宿泊施設が主体的に旅行商品を企画できるサイトシステムの提供 税理士法人たいよう総合会計事務所

関東 東京都 大田区 R2132U01465 品川重工株式会社 1010801005410 通常枠 船舶分野向け鍛造専業から木造建築市場へ進出、脱炭素化の中での体質強化 株式会社常陽銀行

関東 東京都 渋谷区 R2132U01470 株式会社Ｌｅａｒｎｉｎｇ　Ｔｏｒｑｕｅ 2011001130832 通常枠 オンライン型アクティブラーニング研修の構築 第一勧業信用組合

関東 東京都 港区 R2132U01471 合同会社ＳＩＲＩ　ＳＩＲＩ 9010403014892 通常枠 移住／多拠点居住希望者向け小型住宅販売及び宿事業 山内　真理

関東 東京都 江戸川区 R2132U01480 株式会社コローレ 9011201016437 通常枠 バーチャルプロダクションシステム事業の新規立ち上げ 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 R2132U01481 株式会社バルカンパニー 4130001049953 通常枠 洋風の惣菜と揚げピザを主体としたテイクアウト事業 西武信用金庫

関東 東京都 墨田区 R2132U01484 株式会社地盤試験所 1010601012994 通常枠 洋上風力発電市場への参入に向けた地盤調査・試験装置開発事業 東京中小企業投資育成株式会社

関東 東京都 練馬区 R2132U01487 株式会社マテバシイ 7011601021939 通常枠 幼稚園、保育園向け園児動画ＡＩ配信サービスの開発 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U01488 株式会社ＴＯＫＩ 6010401112593 通常枠 海外富裕層向けツアーから旅程管理システム販売への新分野展開 税理士法人ＨＯＰ

関東 東京都 千代田区 R2132U01489 株式会社新建築社 8010001003489 通常枠 ３６０°バーチャルリアリティ（ＶＲ）・映像を用いた日本の建築・土木技術を伝える教育コンテンツ制作事業 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 R2132U01497 ＴｉｓＴａ株式会社 4011001125434 通常枠 農業改革とクールジャパンの実現に向けたクラフトマンシップ伝承事業 服部　峻介

関東 東京都 八王子市 R2132U01499 株式会社美好 3010101003848 通常枠 地元建設業の物流効率化と生産性向上を目指す新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 品川区 R2132U01503 株式会社トップリフォーム 5010701031478 通常枠 建築業の技術者に特化した人材紹介事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 目黒区 R2132U01506 ペニージャパン株式会社 1013201005303 通常枠 インモーダルコンテナ規格を利用した「レトロアメリカンコンテナ」 税理士法人熊代事務所

関東 東京都 東村山市 R2132U01509 株式会社ジャパンバルーンサービス 4012701001453 通常枠 日本初の熱気球観光フライト事業 税理士法人ミット

関東 東京都 新宿区 R2132U01517 株式会社同文書院 3011101014265 通常枠 ナチュラルメディシン・データベース（ＮＭＤＢ）の構造化データベース構築とＡＰＩ開放によるデジタル事業への新分野展開 株式会社ヒューマンネット・コンサルティン

関東 東京都 中央区 R2132U01519 フジスター株式会社 4010001056053 通常枠 次世代型ＳＯＨＯ開発の事業計画 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 千代田区 R2132U01525 株式会社エルテスセキュリティインテリジェンス 6010001185874 通常枠 「警備員のスキマ時間をお金に変える」警備ＤＸサービス 佐藤淳

関東 東京都 渋谷区 R2132U01526 株式会社シアタープロダクツ 9011002035917 通常枠 自社ブランドを活用した生活関連雑貨の自社ＥＣ販売への進出 星野　裕司

関東 東京都 港区 R2132U01527 株式会社ブティックスター 2011001062852 通常枠 非対面型・ワーケーション対応民泊事業 株式会社ライトアップ

関東 東京都 千代田区 R2132U01529 株式会社エスラボ 6010601041114 通常枠 ＪｏｂｉｎｄｅｒＡＩ駆動海外高度ＩＴ人材確保事業 合同会社岩元事務所

関東 東京都 千代田区 R2132U01530 株式会社リュックス 4180001061202 通常枠
「不動産（モノ）」から「ビジネスが生まれる場（コト）」を実現する「地域ビジネスハブとなるロ

ケーシ
株式会社名古屋銀行

関東 東京都 目黒区 R2132U01533 株式会社ＴＨＲＥＥ 2011001118365 通常枠 テイクアウト・デリバリーにも強い本格派洋食専門店事業 金﨑　卓也

関東 東京都 江東区 R2132U01537 一般財団法人ＹＳ心の再生医療研究所 2011105006103 通常枠 日本初のオンラインカウンセリングによる大規模デイ・ケア事業 株式会社百十四銀行

関東 東京都 羽村市 R2132U01540 有限会社アオイエンタープライズ 2013102002563 通常枠 ウィズコロナ時代のエンターテインメント広場運営への事業転換 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U01541 Ｄａｒｔｓ　Ｃａｆｅ　ＵＮＯ 通常枠 ＷＩＴＨコロナに対応したインドアゴルフ場の新設 昭和信用金庫

関東 東京都 江戸川区 R2132U01546 株式会社ＪＰｓｔｒｅａｍ 2011701021109 通常枠 ペット業界に向けた写真加工サービス「すまでこ」の新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 品川区 R2132U01548 株式会社コプロシステム 5010701014838 通常枠 オンライン教育・研修プラットフォーム「Ｑ－ＯＮＬＩＮＥ」の開発・運営 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 千代田区 R2132U01549 株式会社イーアイアイ 8010401143001 通常枠 ＡＩ新時代の廃棄物処理業向けクラウド型基幹業務システムの構築 芝信用金庫

関東 東京都 日野市 R2132U01550 ＷＩＬＬ 通常枠 最先端機器を活用し未開拓市場に挑むフトン丸洗いランドリー事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 渋谷区 R2132U01552 株式会社ＳＵＫＥ 9011001103253 通常枠 感染対策徹底！ライブを共有できる喜怒哀楽レンタルスペース事業 山田　健一

関東 東京都 港区 R2132U01560 株式会社ディアーズ・ブレイン 3010401098497 通常枠 ウェディングＰｈｏｔｏスタジオの新規出店 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 R2132U01561 株式会社Ｓｏｃｉａｒｉｓｅ 2011001102914 通常枠 慣れない人でも絶対安心！『やりなおし保証付ウェブ開発』 さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U01563 株式会社サガス 4011001020049 通常枠 ワンコール　フェイスコネクト事業計画 みどり合同税理士法人

関東 東京都 大田区 R2132U01564 Ｍｕｓｅｕｍ　Ｍｏｒｅ株式会社 7010801027457 通常枠 市井の美術品を活用したアートサブスクリプションモデルの構築 東京商工会議所

関東 東京都 港区 R2132U01565 株式会社ルミナス 9010401142357 通常枠 ＡＩの目で安心・安全　最先端ドッグサロンの経営 さわやか信用金庫

関東 東京都 江戸川区 R2132U01568 株式会社オルフェウスレコーズ 7011701001634 通常枠 薬膳スープカレー×温泉による伊豆長岡活性化 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132U01570 株式会社サザンプロモーションズ 9010001179725 通常枠 日本人と外国籍にも対応したＩＴ人材育成スクールの運営 大東京信用組合

関東 東京都 豊島区 R2132U01571 長谷川プラスイット株式会社 2013301039811 通常枠 「ペンギンベーカリー」出店によるパン製造小売業への新分野展開 株式会社ＯＡＧコンサルティング
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関東 東京都 世田谷区 R2132U01576 コンディトライ・エルトベーレ 通常枠 日本初！シート型冷凍サプリメント脂肪分ゼロ・プロテインの開発 新潟県商工会連合会

関東 東京都 西東京市 R2132U01579 長野ゴム工業株式会社 8010501009721 通常枠 コンカレントエンジニアリングで行う先進環境対応車部品開発事業 東京シティ信用金庫

関東 東京都 品川区 R2132U01587 株式会社ルースヒースガーデン 3020001100091 通常枠 夜間外出時の安心をサポートするＩｏＴアクセサリーの開発 公益財団法人東京都中小企業振興公社

関東 東京都 渋谷区 R2132U01591 株式会社スリーエスリンク 2011001106758 通常枠 不動産業界特化型のインテリジェント不動産営業支援クラウドサービス事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 武蔵野市 R2132U01602 株式会社Ｂ級グルメ研究所 6011001090577 通常枠 台湾Ｂ級グルメ「胡椒餅」のテイクアウト専門店の出店 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 中野区 R2132U01607 株式会社リミテッドアローズ 7011001123591 通常枠 オフィスとカフェ、ワークスペースの一体化によるコミュニティ創出。 野竿　健悟

関東 東京都 千代田区 R2132U01616 株式会社ナサ 3010001025224 通常枠 自家焙煎カフェ・店舗向け卓上包装の展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 品川区 R2132U01618 株式会社ＣＮＢ医薬研究所 2010001177272 通常枠 高品質と低価格を両立した国産水素吸入器を企画製造し、低迷している既存の化粧品事業から事業転換する。 中村　健一郎

関東 東京都 千代田区 R2132U01621 株式会社ティー・ユー・ビーアソシエイツ 6010401058606 通常枠
ＡＩによる個人の好みを分析するアプリを活用し、ライフスタイルにあわせた健康提案型のお弁当製

造販売
税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 東京都 目黒区 R2132U01624 株式会社ＧＩＶＥＲ 2010701037065 通常枠 医療的ケア内容が可能な児童発達支援・放課後等デイサービス事業 株式会社フォワード・グッド

関東 東京都 千代田区 R2132U01625 株式会社クルージス 7011801021598 通常枠 ＥｄＴｅｃｈ携帯アプリを用いた学習支援事業による新分野展開 藤原　和江

関東 東京都 中央区 R2132U01628 株式会社ワッフル 9011001064644 通常枠 中古不動産売買マッチングプラットフォーム事業 さきがけ税理士法人

関東 東京都 港区 R2132U01632 株式会社ダイナマイト・ブラザーズ・シンジケート 3010402035870 通常枠 独自の背景画を活用したＣＧ背景専用の動画配信スタジオの運営 アイアンドアイ株式会社

関東 東京都 世田谷区 R2132U01637 今井撮影事務所株式会社 2010901039646 通常枠 映画やドラマの撮影をメインとした撮影技術会社の撮影スタジオ運営による経営改善計画 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 港区 R2132U01638 株式会社ステータス 5010401047097 通常枠 ウィズコロナ時代に即したワンストップオンラインＰＲ事業への新分野展開 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 北区 R2132U01640 川島金属株式会社 1011501001071 通常枠 勝ち残りをかけた挑戦、多数個取り防錆性生産用機械による医療・医薬分野への進出 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 多摩市 R2132U01646 のぞみ株式会社 5013401006312 通常枠 遠隔予知保全システムの開発 近藤　聖

関東 東京都 町田市 R2132U01648 南町田こどもクリニック 通常枠 小児医療から障害児通所支援事業へ事業展開し、子どものトータルケアを目指す 税理士法人ＴＭＳ

関東 東京都 千代田区 R2132U01649 ステッチ株式会社 2010601032562 通常枠 取引業務から実施管理まで行うデータ管理プラットフォーム事業 小川　重彦

関東 東京都 渋谷区 R2132U01652 株式会社細山田デザイン事務所 2011001030289 通常枠 プリント（印刷）アート　テーマパーク事業 高岡勇来

関東 東京都 府中市 R2132U01655 株式会社研進学院 4012401030240 通常枠 小中高生を対象とした校舎を利用した学習参考書専門の新本販売事業 石川　武

関東 東京都 渋谷区 R2132U01659 株式会社クラブビジネスジャパン 1011001042302 通常枠 オンラインとアウトドアでの、フィットネス指導サービス事業 Ｇ．Ｓ．ブレインズ税理士法人

関東 東京都 港区 R2132U01662 株式会社ダブル・アイ・インターナショナル 4010401119780 通常枠 拡大するアウトドア機会に向けたグッズの開発・販売プロジェクト 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 港区 R2132U01665 株式会社ＩＴブレイド 1010401069392 通常枠 小規模データセンター導入による地方中小企業ＤＸのためのクラウドサービスの構築 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

関東 東京都 江戸川区 R2132U01667 みんなのパン 通常枠 低糖質パン（砂糖を使わないパン）の保存食化事業による新分野展開 東京シティ信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U01672 株式会社ＳｏＬａｂｏ 3010001172339 通常枠 教育機関と事業者をマッチングさせるシェアオフィス事業 株式会社ライト

関東 東京都 豊島区 R2132U01673 有限会社イネット 5013302014678 通常枠 製造業における国内外の受発注マッチングサービス 株式会社ハッピー・メンター

関東 東京都 渋谷区 R2132U01675 キャンピングカー株式会社 9010001140050 通常枠 ＰＣＲ検査および医療支援向け車両「メディカルモビリティ」のレンタル事業 税理士法人エーピーエス

関東 東京都 新宿区 R2132U01677 株式会社ｏｎｅ 3011001069046 通常枠 素材の魅力を引き出して味の変化を楽しむジェラート事業 東京シティ信用金庫

関東 東京都 国立市 R2132U01684 牛すじトマト煮込み専門店もうまてん 通常枠 居酒屋経営者の福祉事業への新規事業参入 石田　寿行

関東 東京都 港区 R2132U01685 株式会社スリーアイ 1010401088921 通常枠 地域密着！都市型の自然を感じるプライベートヴィラ施設の開業 湘南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U01690 株式会社ｔ．ｃ．ｋ．ｗ 5010401079751 通常枠 伝統技術を用いたプレミアムブランド構築と国内外市場の開拓事業 田中　重博

関東 東京都 千代田区 R2132U01691 株式会社キャスト 3010601001153 通常枠 カーボンニュートラルに向けてのアルミニウム材の再生・部品化事業 西川　和明

関東 東京都 西多摩郡日の出町 R2132U01692 ケイ・ワイ・ライト株式会社 5013101005556 通常枠 ２．５次元・３次元プリント事業 塚越　祐之

関東 東京都 千代田区 R2132U01694 一般社団法人全国シルバーライフ保証協会 7010005019169 通常枠 全国の士業へのノウハウ・システム提供による終活新市場への展開 ベストファーム税理士法人

関東 東京都 渋谷区 R2132U01698 株式会社ＦｕｔｕｒｅＡＩ 8011001126107 通常枠 ＡＩソリューション導入による事業転換事業 岸　靖徳

関東 東京都 品川区 R2132U01700 株式会社ローカルワークス 5010401110458 通常枠 建設元請会社向けリフォーム・修繕のオンライン現地調査ツールの開発 塩津　友輝

関東 東京都 新宿区 R2132U01702 ＪｅｌｌｙＷａｒｅ株式会社 8011101074478 通常枠 双方向コミュニケーション型オンライン学習によるＡＩ・ＩｏＴ・ロボティックス教育 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 港区 R2132U01708 クレサヴァ株式会社 2010401130483 通常枠 「和紙」を用いた次世代のサステナブルモデルの提唱 エクセルブレーン株式会社

関東 東京都 中央区 R2132U01709 株式会社ＤＴＤ 2010001085203 通常枠 飲食業における外国人の人材紹介と関連サービスの提供 中島　加誉子

関東 東京都 渋谷区 R2132U01710 株式会社ポジティブ＆ブレイン 1011001040198 通常枠 製パン事業　新規立ち上げ計画 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 世田谷区 R2132U01712 株式会社ｃａｎｏｎｉｃａ 3010901040900 通常枠 コロナ禍で増加したナシ婚層に対するオンライン結婚報告サービスの開発事業 税理士法人ＡＳＵＷＡ

関東 東京都 中央区 R2132U01717 ブルーミング中西株式会社 4010001056276 通常枠 ＶＲ、自動販売機を使った非対面販売事業への転換 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 豊島区 R2132U01719 ＢＭＣエンタープライズ株式会社 1011101068486 通常枠 バーチャルリアリティ技術を使った合成撮影ステージサービス 西武信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U01721 アウル株式会社 6010401083538 通常枠 広報・経済活動支援のためのオンライン配信システムと配信スタジオの提供 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 品川区 R2132U01722 ＶＩＬＬＡＲＳ株式会社 5010701032930 通常枠 キャンプ場開設と子供達の育成ｗｉｔｈコロナ時代 山梨県商工会連合会

関東 東京都 中央区 R2132U01724 株式会社Ｃａｔａｌｙｓｔ 9010001169775 通常枠 自然エネルギーを活用した自給型居住施設の販売事業 株式会社横浜銀行

関東 東京都 渋谷区 R2132U01726 株式会社Ｒａｎｕｎ 1011001131591 通常枠 ＤＸを活用したスキンケアを提案する非接触型のセルフ脱毛サロン さわやか信用金庫

関東 東京都 世田谷区 R2132U01728 トーイ電機株式会社 8013201003969 通常枠 脱炭素化・電動化社会を見据えた新分野展開 税理士法人ＫＭＣパートナーズ

関東 東京都 新宿区 R2132U01729 諾亜建設株式会社 1011101085829 通常枠 低炭素社会の実現に向けたＣＯ₂分解設備の導入展開事業 株式会社東京スター銀行

関東 東京都 葛飾区 R2132U01730 株式会社カーズ 6011801019668 通常枠 障がい者グループホームプロジェクト～ペット共生付ホーム建設～ 株式会社阿波銀行

関東 東京都 港区 R2132U01732 公益財団法人スターダンサーズ・バレエ団 4010405010382 通常枠 新スタジオを活用した、育成事業の新たな分野への拡大展開 税理士法人　狩野会計社

関東 東京都 墨田区 R2132U01739 株式会社ＩＳＳＥＩ 2010601033528 通常枠 新規食肉卸販売事業による新分野展開 池原　康仁

関東 東京都 渋谷区 R2132U01749 ドゥーマンズ株式会社 6011001043543 通常枠 日本初！組立簡単なオーダー家具を安く・早く・ＷＥＢで販売　オーダーメイド家具製造販売事業への新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 足立区 R2132U01750 有限会社大滝金属彫刻所 9011802010763 通常枠 軽くて強いカーボン樹脂を使用した機械部品製造事業への新規参入 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 中央区 R2132U01752 Ｏｒｉｇｉｎ　Ｗｉｒｅｌｅｓｓ　Ｊａｐａｎ株式会社 6010401128359 通常枠 Ｗｉ－Ｆｉセンシングを利用した行政向け独居高齢者見守りシステムの構築 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 千代田区 R2132U01756 株式会社カムリ 3010001172917 通常枠 ＩＴソーシャルビジネス（脱炭素、福祉と第二次産業化農業の連携） 東京商工会議所

関東 東京都 品川区 R2132U01763 株式会社アルメックス 6010401068349 通常枠 パブリッククラウドによるホテル管理システム事業の再構築 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 渋谷区 R2132U01764 一般社団法人こどもたちへ 5011005006836 通常枠 障害を持った青少年のための「トレーラーハウス」および「オンライン個展サイト」によるマルチ個展と作品販売 鈴木一郎

関東 東京都 渋谷区 R2132U01768 株式会社伊藤企画 2013201018741 通常枠 顔認証システムを導入した小型会員制Ｂａｒの出店計画 イー・マネージ・コンサルティング協同組合

関東 東京都 台東区 R2132U01775 東和エンタープライズ株式会社 8010501025958 通常枠 ポストコロナでニーズ高まる「テイクアウトから揚げ店」「２４ｈマシンジム」運営計画 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 渋谷区 R2132U01776 合同会社渋谷ＭＫ企画 4011003004826 通常枠 人気観光地の箱根で完全個室と日本蕎麦のサ活・サ飯を提唱するインクルーシブサウナ 税理士法人東京フィナンシャル会計事務所

関東 東京都 港区 R2132U01778 株式会社パラドックス 3010401045350 通常枠 志採用マッチングプラットフォーム事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング
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関東 東京都 千代田区 R2132U01780 ワイズ・ラボ株式会社 6010001165158 通常枠 「フレキシブルオフィス（空間）事業」施設構築計画 駒田　裕次郎

関東 東京都 江東区 R2132U01783 株式会社岩田 7010001075752 通常枠 豊洲水産仲卸が弁当食材やスーパーバックヤード補完水産品提供 株式会社エクステンド

関東 東京都 武蔵村山市 R2132U01789 有限会社佐藤精工 9012802007618 通常枠 新工場建設とクリーンルーム環境の確立による医療機器組立事業への進出 山地　真吾

関東 東京都 板橋区 R2132U01796 株式会社ミューテック 4011401013180 通常枠
創業１０５年の紙積み機製造会社、５０件超の国内特許取得経験を活かして、「インキ調色装置」製

造で、
ＴＦＳ国際税理士法人

関東 東京都 武蔵野市 R2132U01803 合同会社Ａｉｌ 8012403003959 通常枠 完全個室まつげエクステサロンによる顧客満足とシェアサロン展開 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U01804 株式会社リッシュパートナーズ 2011101061424 通常枠 不動産ＢｔｏＢ取引効率化・適正化を実現するネットオークション事業 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U01808 株式会社マディソンコンサルティング 9011001056880 通常枠 會津の馬油（バーユ）を活用したスキンケア商品の開発・ＤｔｏＣ販売事業 株式会社令和コンサルティング

関東 東京都 台東区 R2132U01813 株式会社村石電気工事 6010501014558 通常枠 電気工事士の強みを活かした非対面・ペット対応の貸別荘事業への進出 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 世田谷区 R2132U01814 ＫＲＭ株式会社 2010901043029 通常枠 自社敷地内でのアスファルト合材店頭小売販売事業計画 石井　整

関東 東京都 目黒区 R2132U01815 株式会社フォルテシモアッシュ 7013201014133 通常枠 冷凍ケーキ製造・ファームトゥーバー製造による事業再構築 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 渋谷区 R2132U01817 株式会社ネクストビート 1011001095705 通常枠 保育関連の経営資源を活かした子育て世帯向けプラットフォームの構築 株式会社りそな銀行

関東 東京都 港区 R2132U01821 株式会社ジャパンパワーサプライ 6010401103337 通常枠 フィットネスジム併設のゴルフスタジオ事業の展開 税理士法人ティー・ブレイン

関東 東京都 渋谷区 R2132U01825 株式会社ｂｉｇ　ｏｎｅｓ 8011001106117 通常枠 次世代動画内見サイト兼非対面での契約プラットフォーム 株式会社東和銀行

関東 東京都 港区 R2132U01827 株式会社ＣＩＮＱＵＥ　ＳＴＥＬＬＥ 1010401112540 通常枠 店舗依存型からオンライン完結サブスクリプション型シューズレンタルサービスの構築 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

関東 東京都 墨田区 R2132U01828 日研工業株式会社 7010601021635 通常枠 感染予防等の衛生面に配慮した新製品開発 関西みらい銀行

関東 東京都 新宿区 R2132U01831 株式会社三光紙器工業所 7011101010211 通常枠 幅広いスペックに対応した小型菓子パッケージ製造ラインの開発 株式会社阿波銀行

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 R2132U01833 有限会社村上プレス工業 3013102003180 通常枠 過去に製造実績のない「金属基板加工」「電球・電気照明製造業」への新分野進出 西武信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U01834 株式会社ベルリング 4040001072650 通常枠 新型救急車の開発 株式会社ライトアップ

関東 東京都 西東京市 R2132U01842 森下産業株式会社 3012701003194 通常枠 コンクリート運送事業への進出による新分野展開 税理士法人みらい

関東 東京都 港区 R2132U01844 株式会社トランク 7011101071534 通常枠 中小規模のＥＣ事業者様を対象としたクラウド型物流サービス 野竿　健悟

関東 東京都 豊島区 R2132U01853 株式会社Ｓａｍａｒｉａ 1013301041000 通常枠 世界初のＮＦＴ・ＷＥＢＴＯＯＮを実装した漫画アニメプラットフォーム『ＪＡＰＡＮＭＥＤＩＡ』 佐々木　義孝

関東 東京都 新宿区 R2132U01854 株式会社セントラルトラベル 7011101062681 通常枠 町田式水耕栽培を導入した「御宿ブランドメロンの水耕栽培体験」旅行の販売 税理士法人昴星

関東 東京都 渋谷区 R2132U01856 株式会社ＷＥＬＬＣ 5011001116432 通常枠 医師監修のスキンケア、ヘアケア商品販売及び医療美容施設運営 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 八王子市 R2132U01857 株式会社まるき 4010101003715 通常枠 地域企業と連携した新しいスタイルのコインランドリー事業 大東京信用組合

関東 東京都 世田谷区 R2132U01861 旭鮨總本店株式会社 4010901000523 通常枠 江戸前鮨屋が作るオリジナル冷凍商品の販売と製造ライン増設事業 ＣＡコンサルティング株式会社

関東 東京都 品川区 R2132U01863 株式会社プラージュ 2010401062090 通常枠 保有ＡＲ開発ノウハウと技術を活用した新サービスによるＢｔｏＣ／ＣｔｏＣ　ＥＣ市場進出事業 大東京信用組合

関東 東京都 新宿区 R2132U01864 株式会社すみせい 3011301016755 通常枠 非接触型無人ゴルフ練習場　店舗展開 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132U01868 株式会社志風音 7021001009963 通常枠 新規スキー事業への進出 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 渋谷区 R2132U01870 株式会社ｏｔｔｏ 4010901025215 通常枠 事業承継した有名老舗うどん屋の再ブランド化とＦＣ展開 久保　徹雄

関東 東京都 渋谷区 R2132U01874 アセントロボティクス株式会社 2010401127083 通常枠 Ｐｏｓｔ　Ｃｏｖｉｄ－１９における新たな企業向けロボットソリューションの開発販売 井上　智宏

関東 東京都 港区 R2132U01880 ＣＡＰＳ株式会社 8010401115875 通常枠 クリニック向けワクチン接種管理システムの開発 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U01885 株式会社玲玲 7010401068430 通常枠 高い利益率の達成と生産性向上のための食品製造業界への参入 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 R2132U01887 ゴールデンバーグ株式会社 8010001096327 通常枠 無人コンビニ・販売機「スマリテ」プラットフォーム事業 株式会社東日本銀行

関東 東京都 豊島区 R2132U01888 株式会社オークハウス 5013301024769 通常枠 シェアハウス運営から自社サイトのポータル化・システム販売による地方居住促進へ 第一勧業信用組合

関東 東京都 千代田区 R2132U01889 東和ソリューションエンジニアリング株式会社 2010601042727 通常枠 日本語学校経営のノウハウを生かした既存ＷＳＤＢシステムの進化と人材マッチング事業の展開・新分野展開事業計画 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 R2132U01891 ｔｏｕｒｃａｎｄｙ株式会社 2020001111387 通常枠 ＩＴ　が苦手な飲食店等向け　Ｗｅｂ　集客ツール提供と　ＡＩ　による運用代行事業 丹野　幸敏

関東 東京都 渋谷区 R2132U01893 株式会社インターグルーブ 3010401084340 通常枠 アパレル業界向けＡＩ　ｍｏｄｅｌ生成配信イノベーション事業 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U01895 株式会社スポーク 5011001103397 通常枠 商業写真業のノウハウを生かしたキッチン付き撮影スタジオの運営 小野寺　義明

関東 東京都 豊島区 R2132U01897 ＲＥＡ商事株式会社 7012401031707 通常枠 コンテンツ動画配信による広告業への業種転換 上薗　朗

関東 東京都 港区 R2132U01904 株式会社Ｐｒｏｐｒｅ　Ｊａｐａｎ 1010401130476 通常枠 不動産ビッグデータ提供ビジネス（ＢｔｏＢからＢｔｏＣモデルへ） 税理士法人ナナイロ

関東 東京都 品川区 R2132U01910 株式会社ＴＳＳヘルスケア 8230001007518 通常枠 不妊治療効率化「子宮インピーダンス測定装置開発」による新会社垂直立上げ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 R2132U01913 ＴＬＺＳ株式会社 1030001116056 通常枠 ソフトウェア事業者向けのＳａａＳ型経営統合管理システムの自社開発 セブンセンス税理士法人

関東 東京都 新宿区 R2132U01918 株式会社イノセントミュージック 5011002033701 通常枠 「オンラインライブ配信技術を活用したビジネスモデル構築による業態転換」 第一勧業信用組合

関東 東京都 多摩市 R2132U01923 有限会社高田 2013402004037 通常枠 飲食店や小売店に特殊素材印刷製品を新たに提供する事業への転換 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U01925 株式会社インジェスター 5010401050919 通常枠 在留外国人向け多言語プラットフォーム 多摩信用金庫

関東 東京都 練馬区 R2132U01929 神久株式会社 7011601013721 通常枠 サスティナビリティを実現しながらクリーンエネルギーの事業構築 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 江東区 R2132U01931 株式会社フリースタイル 4010401094157 通常枠 創作料理の匠が作る、最旬食材を使った日本料理の出張サービス 平松　直樹

関東 東京都 渋谷区 R2132U01943 株式会社メディエンス 4011401015202 通常枠 共生型放課後等デイサービス事業計画 税理士法人田尻会計

関東 東京都 千代田区 R2132U01946 ＭＡＭＯＲＩＯ株式会社 6010501034218 通常枠 ＵＷＢ規格タグによるＥＣ・物流業者向けＡＲピッキングシステム開発 株式会社企業参謀

関東 東京都 渋谷区 R2132U01947 株式会社グローバル・ハーツ 3011002030733 通常枠
アフターコロナを見据えた渋谷初の個室サウナ事業　『　Ｓｏｌｏ　Ｓａｕｎａ　〝ＰＡＳＳＩＯＮ”　

Ｓｈｉｂｕｙａ　』
株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 多摩市 R2132U01950 株式会社アイ・アール・システム 7010101000008 通常枠 ドローン搭載型ガス検知用カメラ導入による、新規顧客層と市場の開拓 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132U01951 株式会社パラダイムシフト 1010001104921 通常枠 地域共有データプラットフォーム構築による観光産業支援事業
特定非営利活動法人東京都北区中小企業経営

診断協会

関東 東京都 港区 R2132U01954 株式会社ヒップランドミュージックコーポレーション 8010401025190 通常枠 ＦＲＩＥＮＤＳＨＩＰ．のコミュニティプラットフォーム制作事業 行政書士法人ＩＮＱ

関東 東京都 新宿区 R2132U01962 株式会社フジプリ 6011102025663 通常枠 最新印刷設備導入による多品種小ロット生産体制強化とＢｔｏＣ展開 株式会社アルファコンサルティング

関東 東京都 港区 R2132U01967 株式会社ナビゲート 4010001025289 通常枠 ＥＶステーション検索連動ドライブマッチングサービス 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U01970 株式会社イースマイル 7010901027646 通常枠 健康に関する情報・サービスを提供するプラットフォーム事業
株式会社マイルストーン・コンサルティン

グ・グループ

関東 東京都 港区 R2132U01974 有限会社日下レアメタル研究所 8010402004169 通常枠 高機能合金粉末の開発による次世代有機ＥＬパネル分野への新規参入 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 中央区 R2132U01979 株式会社アクアイグニスプロパティ 8190001018503 通常枠 ＥＵＲＥＫＡ！新しいスタイルのキャンプ。ＧｌａｍｏｕｒなＣａｍｐ！ 株式会社名古屋銀行

関東 東京都 渋谷区 R2132U01981 株式会社ＧＲＥＦＩＣＡ 5011601021107 通常枠 健康志向を取り入れたベーカリー店の運営 川西　京也

関東 東京都 渋谷区 R2132U01982 株式会社ワイズ技研 4011001024322 通常枠 スマート農業促進のための先端農業用機械の販売事業環境の確立 興産信用金庫
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関東 東京都 渋谷区 R2132U01990 株式会社ジ・アイ 5011001121267 通常枠 ＩＣＴを活用した成人病予備軍に対する健康増進のための健康・保健指導サービスの提供 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 渋谷区 R2132U01994 株式会社ルイーズ 5013301022434 通常枠 ＥＣサイトを通じた、事業者と消費者向けおしゃれ小物のシェアレンタル事業 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 台東区 R2132U01995 株式会社ｃｏｃｏＲａｃｃｏ 6010501043532 通常枠
新しい生活様式の中で、自然と人間が共生する新たなツーリズムを提案。ワーケーションで楽しむ石

垣島プ
株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 武蔵村山市 R2132U02001 金井畜産株式会社 6012801008685 通常枠 コロナ禍での食肉加工品自動販売機による非接触型販売網の構築 西武信用金庫

関東 東京都 豊島区 R2132U02007 株式会社ＭｉｎＤ　ｉｎ　ａ　Ｄｅｖｉｃｅ 6010901043413 通常枠 ＡＩを用いた脳活動データベースによる創薬支援プラットフォーム事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 品川区 R2132U02013 ケイ・アンド・エム・インターナショナル株式会社 9010701023694 通常枠 免疫力ＵＰ　コロナウイルスに負けない元気酵素風呂　新規出店計画 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 北区 R2132U02014 株式会社セントラルオフィス北川 9011501019783 通常枠 障害のある児童のライフプランをサポートする放課後等デイサービス業への新規参入 渡部浩之

関東 東京都 渋谷区 R2132U02017 株式会社ＩＥＰ 7011001115267 通常枠 生ビールテイクアウト、ＥＣ販売事業 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 港区 R2132U02022 株式会社ケイフローリスト 3010401009306 通常枠 フラワーデザイナー集団によるフラワーカフェ事業への新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 R2132U02029 株式会社ＴＲＡＶＥＬ　ＴＩＧＥＲ 9010501041970 通常枠 旅行メディア集客を活かした新分野である「薬膳スープ」のサブスクリプション事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 江東区 R2132U02030 株式会社秀屋 6010601027138 通常枠 ＡＩエンジンとＯＣＲ技術を併用した手書きＡＩ－ＯＣＲシステム 梅津徹朗

関東 東京都 練馬区 R2132U02033 有限会社杉内建設 5011602009043 通常枠 買付から加工販売までを一貫して行う建設廃材循環ビジネスの展開 和喜田　勤

関東 東京都 渋谷区 R2132U02034 株式会社東京物産展 7011001090659 通常枠 オンラインフリマアプリ「ダレカラ」事業 サン共同税理士法人

関東 東京都 千代田区 R2132U02040 ステイジアキャピタルジャパン株式会社 2011001073180 通常枠 海外での不動産仲介事業から国内マウンテンリゾートにおける宿泊事業へ さわやか信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U02041 三松堂株式会社 2010001129703 通常枠 自社ＥＣサイト「美温令」を構築し現事業との相乗効果の実現！ 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 千代田区 R2132U02044 株式会社４Ｎａｔｕｒｅ 7010401141609 通常枠 地域の農家と消費者を繋げ！プラットフォーム構築によりＣＳＡと廃棄物の堆肥化を推進するプロジェクト 坪井　亮

関東 東京都 大島町 R2132U02046 株式会社Ｃ＆ＷＯＲＬＤ 5010001131219 通常枠 自社製伊豆大島椿油を使ったオイル施術サロンカメリアスパの開業 東京都商工会連合会

関東 東京都 小笠原村 R2132U02048 株式会社小笠原エコツーリズムリゾート 9010001137872 通常枠 世界自然遺産の森のグランピングリトリート 東京都商工会連合会

関東 東京都 渋谷区 R2132U02051 株式会社ビューティーアーキテクト 1011001097882 通常枠 コロナで強まる自宅美容に特化した完全オンラインＤ２Ｃパーソナライズスキンケア事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 多摩市 R2132U02053 株式会社ファイネックス 9013401001540 通常枠 ａｔｔ．ＪＡＰＡＮデジタルファースト推進計画 井上大輔

関東 東京都 荒川区 R2132U02055 ナノダックス株式会社 5011501015225 通常枠 新分野【セメント・コンクリート用補強繊維】事業展開によるサスティナブル社会実現 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132U02063 株式会社オーナーズ・スタイル 6010001098861 通常枠 オンライン展示会で大家さんと企業をマッチングし老朽化・空室の問題解決 城南信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U02066 株式会社ＩＫＩＤＡＮＥ 4011101080884 通常枠 台東区まるごとホテル化プロジェクトによる事業再構築事業 行政書士法人ＩＮＱ

関東 東京都 豊島区 R2132U02068 株式会社マンチーズ 9013301028931 通常枠 スケートパーク場を中心としたストリートカルチャーの複合施設 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 小金井市 R2132U02069 ＴＡＫＥ　ＩＴ　ＥＡＳＹ株式会社 1012401034194 通常枠 コアコンピタンスを活かし民泊管理会社からグループホーム会社へ 東京都商工会連合会

関東 東京都 千代田区 R2132U02070 株式会社テレコムスクエア 1010001026918 通常枠 どこでも非対面で借りれるＷｉＦｉルーターのシェアリングサービス 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 目黒区 R2132U02071 株式会社ＮａＮｏ 6011001110112 通常枠 コロナ禍でも安全・安心に楽しめる２．５次元飲食新業態開発プロジェクト 村田　良一

関東 東京都 中央区 R2132U02073 日本潜水機株式会社 5010001086537 通常枠
対面型海外ＢｔｏＣ営業から海外ＢｔｏＣ市場開拓事業へ：ＷｅｂマーケティングとＥＣプラット

フォーム
税理士法人中央事務所

関東 東京都 渋谷区 R2132U02078 株式会社ブルーツ 5011001123882 通常枠 介護業界向け採用支援と非対面コンテンツサービスによるビジネスモデル転換 木佐谷　康

関東 東京都 港区 R2132U02079 株式会社パズルリング 7010401114184 通常枠 超高齢社会の遺言に特化した「終活」支援プラットフォームの開発 米倉　徹

関東 東京都 港区 R2132U02081 株式会社ＦｉｒｓｔＣａｌｌＭｕｓｉｃ 8010701025782 通常枠 ドルビーアトモス対応の音楽用レコーディングスタジオの新設 糸井　俊博

関東 東京都 豊島区 R2132U02083 安芸フードサービス株式会社 9013301023528 通常枠 飲食店支援付きクラウドキッチンサービスの提供 巣鴨信用金庫

関東 東京都 目黒区 R2132U02092 株式会社美・ショップ・ジョージ 4013201007354 通常枠 楽しみながら健康になれる日本初「回遊型」時短式複合サロン 目黒信用金庫

関東 東京都 豊島区 R2132U02094 株式会社それだ 9013301045217 通常枠 商品選択・値付け・在庫仕入支援型ＡＩ開発によるＥＣ小売事業への転換 巣鴨信用金庫

関東 東京都 神津島村 R2132U02100 だいじんこ 通常枠 新分野展開で新旧来島者誘致に繋げるキャンプ場の事業化 七島信用組合

関東 東京都 文京区 R2132U02101 株式会社ドリンクアッパーズ 1010001187751 通常枠 ＢｔｏＣ向けプロダクト開発とオペレーションの確立 巣鴨信用金庫

関東 東京都 江東区 R2132U02103 ＴＭインダストリアルマネジメント株式会社 3011101067742 通常枠
新型コロナウイルス感染症の影響により、変化した経済社会に対応できる、自社の強みを生かした

『プラス
株式会社　Ｉｍｐｌｏｔ　Ａｇｅｎｔ

関東 東京都 港区 R2132U02105 株式会社ハンズオン・エンタテインメント 7011001040746 通常枠 エンタメデリバリー 税理士法人栄進

関東 東京都 中央区 R2132U02108 加納コーポレーション株式会社 5010001169201 通常枠 オリジナルだしパックの調合及び即売店舗設営と顧客アプリ開発 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 千代田区 R2132U02109 株式会社エネマン 3410001010887 通常枠 産業用蓄電池業界の住宅マーケットへの参入（Ｖ２Ｈ専用蓄電池設置事業） 税理士法人Ｓ－ＬＩＮＫパートナーズ

関東 東京都 板橋区 R2132U02120 有限会社アイシンコーポレーション 6011402016949 通常枠 自身を美しく見せるプロから他者を美しく見せるプロへの転換 巣鴨信用金庫

関東 東京都 新宿区 R2132U02124 株式会社ファクト 3011101046812 通常枠 採用率向上・採用単価の低減を実現する応募者追跡型採用管理システムサービス提供による事業再構築 株式会社東日本銀行

関東 東京都 港区 R2132U02126 ＶＡＬＵＥ　ＡＲＣＨＩＴＥＣＴＳ株式会社 6011001108247 通常枠 商品を登録し、動画を活用することで、直接消費者にＤ２Ｃで商品を販売 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 渋谷区 R2132U02127 株式会社アプト 5011001025641 通常枠 士業を対象としたクラウドシステムの販売によるアウトソーシングビジネスモデルの提供 株式会社ライトアップ

関東 東京都 港区 R2132U02130 株式会社サンライズプロモーション東京 1010401052539 通常枠 農業×エンタメ」を実現するエンターテイメント農場の企画・運営 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 台東区 R2132U02131 株式会社プロダクト・ネットワーク 7013301026862 通常枠 日本アニメ等コンテンツ商品の海外への真正品普及 税理士法人トライシア

関東 東京都 葛飾区 R2132U02135 株式会社ＴＩＪ東京日本語研修所 9011801003009 通常枠 海外の日本ファンを増やす「オンライン日本語サービス事業」 小谷野税理士法人

関東 東京都 千代田区 R2132U02137 株式会社スコープ 2011101010430 通常枠 コロナ禍及びアフターコロナの市場ニーズに応える健康増進サービス事業への拡大 駒田　裕次郎

関東 東京都 千代田区 R2132U02142 株式会社コアーズ 7010001016483 通常枠 介護事業者への外国人人材紹介事業と情報提供事業 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U02145 株式会社ＪＯＹＫＵ 9010401145418 通常枠 ＪＯＹＫＵ　ＬＡＮＤ（ジョイクランド）の運営事業 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132U02147 株式会社トータルブレーン 3011001046994 通常枠 東大門（韓国）輸入ＢｔｏＢ・ＥＣプラットフォーム事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 R2132U02148 Ｂｅａｕｔｙ　ｏｆ　Ｊａｐａｎ　Ｔｏｕｒｓ株式会社 8010001180683 通常枠 ネパールに特化した外国人特定技能労働者の育成及び紹介管理業務 延平昌弥

関東 東京都 江東区 R2132U02149 株式会社サクラ 4010601052492 通常枠 コロナ下の不動産再生～北関東初の湖南料理店開業と非対面販売～ 合同会社うしお事務所

関東 東京都 豊島区 R2132U02150 株式会社ひかりてらす 7011401020653 通常枠 セレンディピティを取り入れた地域特産品販売のためのギフト専用ＥＣサイトの開発、運営 淺井　啓雄

関東 東京都 大田区 R2132U02151 株式会社キャドマック 7010801003185 通常枠 ２Ｄデータをクラウド上で３Ｄ変換する、生産性向上支援サービス 東京中央経営株式会社

関東 東京都 渋谷区 R2132U02153 株式会社ヒューマンビジョン 3180001057787 通常枠 徹底した低感染リスクと美容効果を両立したセルフサロン事業の展開 坪井　亮

関東 東京都 中央区 R2132U02156 株式会社Ａｒｔｉｓｔ　Ｃｏｌｏｒｓ 9120001173403 通常枠 次世代型スタジオの新設及び貸出サポート、ネットＴＶ局の開設 城南信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U02157 株式会社彩いろり 2010401139384 通常枠 人材・資金の限られた企業に向けた、業界特化型ＥＣ促進サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 R2132U02160 株式会社アフラット 9021001029381 通常枠 新しいタイプのブランド型・非接触テイクアウト専門店への業態変換 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

関東 東京都 板橋区 R2132U02170 株式会社大槇精機 9011401003755 通常枠 人からＤＸ化へ、試作技能士集団から宇宙産業ビジョンへ量産の挑戦 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 中央区 R2132U02172 株式会社ジングル 1010001126602 通常枠 大切な人を見守るためのカメラ付きＧＰＳ携帯端末「ｗｉｔｈ」 小森　孝一



48 / 147
事業再構築補助金　第2回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠　採択案件一覧【全国統合版】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。

エリア 都道府県 市区町村 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型 事業計画名 認定支援機関名

関東 東京都 台東区 R2132U02173 株式会社ＲＥＣＩＰＥ 7010501043696 通常枠 昭和の名店「アリゾナキッチン」復活による事業転換と浅草の再生 伊藤　智史

関東 東京都 新宿区 R2132U02176 株式会社Ｐａｒｋ’ｓ　Ｔｏｗｎ 2011101073080 通常枠 大使館が認める韓国料理人によるオンライン料理教室とＥＣ事業 小松原　史雄

関東 東京都 渋谷区 R2132U02187 株式会社ＭｙＣｏｌｏｒ 9011001122963 通常枠 リモートワーク環境での業務を円滑に行うための業務支援アプリ開発 本出　一正

関東 東京都 世田谷区 R2132U02193 株式会社ビスマス 8010901044046 通常枠 インドアゴルフ事業 銀座スフィア税理士法人

関東 東京都 世田谷区 R2132U02198 だれかれ 通常枠 日本文化芸術の救出・デジタル化計画 目黒信用金庫

関東 東京都 新宿区 R2132U02199 ｉｎ－ｃｕｒｖｅ株式会社 6011101082870 通常枠 自動ファクトチェックシステムのクラウドサービス開発・販売 さくら税理士法人

関東 東京都 港区 R2132U02209 有限会社アジョンス・ドゥ・原生林 3010402034138 通常枠 企画開発に強みのある広告会社が挑戦する、母と子供の健康に寄り添うオーガニック飲食事業 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 千代田区 R2132U02211 株式会社タッグ 8010001022241 通常枠 【ＶＲモールの制作・運営】複数店舗の買い物を一括決済で便利に。 朝日信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132U02213 株式会社サンクイット 3010001187320 通常枠 個人向けコミュニティ型ビジネスお稽古 田中　英明

関東 東京都 台東区 R2132U02215 株式会社藤田建装 5010501011647 通常枠 家具の自社ブランドｃａｚａｒｉの構築およびＥＣサイト構築を含めた多様性のある販売計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 中央区 R2132U02222 株式会社グローバルジャパンコンサルティング 5010001139880 通常枠 グローバル経営管理システム開発 株式会社ＴＣＲ

関東 東京都 町田市 R2132U02225 株式会社ポートエモーション 5012301009598 通常枠 ポートエモーションの事業再構築と更なる地域貢献に向けて 株式会社横浜銀行

関東 東京都 江戸川区 R2132U02230 株式会社トリニティ総研 5011701016469 通常枠 会社ＤＢ及び登記手続クラウドシステムの開発による企業法務ＤＸ化事業 琉子　敬仁

関東 東京都 新宿区 R2132U02231 株式会社ロースター 9011001056336 通常枠 紙媒体からの脱却と想いを形にする地域カフェスタジオへの新展開 西川貴人

関東 東京都 品川区 R2132U02233 株式会社Ｌｕｃｃｉ 5010701033680 通常枠 郵便クラウドサービス事業 金﨑　卓也

関東 東京都 武蔵村山市 R2132U02234 株式会社ｔｒｉｐｌｅ－ｙ 6011601021080 通常枠 コロナで窮地のアーティストを救うデジタル配信事業 株式会社ビズグランツ

関東 東京都 中央区 R2132U02243 株式会社イタダキ 1010001163554 通常枠 新しい食の提案と、新たな提供方法を用いた飲食事業への業態転換 加藤一男

関東 東京都 世田谷区 R2132U02244 Ｌａｇｏｍ 通常枠 美容室のホスピタリティーと専門技術を活かしたプライベートキャンプ事業 株式会社ＯＣＬ

関東 東京都 板橋区 R2132U02249 株式会社ＡＩＹＯクリエーション 9011401017755 通常枠 板橋区をさらに盛り上げるフルーツパーラー出店計画 浅山　直希

関東 東京都 葛飾区 R2132U02258 株式会社アサヒ 4011801000002 通常枠 国内初。危険な現場でも使える、防爆タイプのバッテリー一体型コードレス空調ファン 株式会社ライトアップ

関東 東京都 中野区 R2132U02260 株式会社ウィリディス 1011201019488 通常枠 出版分野でのグローバル展開できる「個人電子書店」事業 山田　健夫

関東 東京都 港区 R2132U02262 株式会社グランストーリー 5010401145545 通常枠 新産業創造プラットフォーム 「ＳＴＯＲＩＵＭ」の新規開発・運営 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 新宿区 R2132U02275 もうやんカレー株式会社 5011102022042 通常枠 キッチンカーのフランチャイズ展開とゴーストキッチンによる、カレーのテイクアウト事業推進 株式会社ヒューマンネット・コンサルティン

関東 東京都 墨田区 R2132U02277 株式会社Ｊ＆Ｄ　Ｃｈａｒｍａｎｔ 1010601051241 通常枠 対面式ネイルサロンから非対面式ネイルカフェとオンライン物販への業態転換 谷　進二

関東 東京都 港区 R2132U02278 株式会社Ａｒｅａ　Ｊａｐａｎ 2010401143790 通常枠 手首に装着したウェアラブル端末を活用したヘルスケアサポート事業 株式会社ライトアップ

関東 東京都 新宿区 R2132U02279 株式会社ライズ 3011101057586 通常枠 『企業のＩＴエンジニア要求とＩＴエンジニアの「ＡＩによる」「マルチチャネルマッチングサービス」の提供』 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 あきる野市 R2132U02284 あきるの杜きずなクリニック 通常枠 マルチスライスＣＴ装置導入による人間ドックへの新分野展開 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 八王子市 R2132U02290 株式会社ライブラリー 2010101007593 通常枠 テレワーク需要に対応した２４時間営業ロードサイド立地の個室型＆屋外型ワークスペース開設 司南税理士法人

関東 東京都 三鷹市 R2132U02296 株式会社コミクリ 6012401019018 通常枠 データ利活用型ウェブプラットフォームシステムの開発 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U02301 株式会社インテント 6010401054803 通常枠 和食職人こだわりの冷凍総菜とミールキットのＥＣ販売への新分野展開計画 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 港区 R2132U02302 Ｖａｎｇｕａｒｄ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ株式会社 5010401125712 通常枠 ものづくりノウハウを生かす。コンシューマ向けＡＩペット型ロボットの開発 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 江東区 R2132U02314 有限会社トゥモロークリーナーズ 4011702000068 通常枠 洗濯を知り尽くしたプロが行う、ふとん専門コインランドリー事業 株式会社東日本銀行

関東 東京都 新宿区 R2132U02316 不ニハウス工業株式会社 6011101024047 通常枠 空き商業物件をリノベーションし、地方活性化を図るためのマイクロブリュアリーの立ち上げ 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 R2132U02321 株式会社おざき 3010401082773 通常枠 ヴィーガン・ベジタリアン美食専門店への事業転換 伊藤　秀造

関東 東京都 渋谷区 R2132U02326 エステートテクノロジーズ株式会社 3010401144482 通常枠 不動産物件レコメンドシステムの企業への展開 税理士法人田園調布庄子税務経営センター

関東 東京都 足立区 R2132U02329 わだらぼ一級建築士事務所 通常枠 建築家がつくるワーケーション施設サウナ付ゲストハウス 足立成和信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U02330 株式会社タイムマーケティング 3011001127068 通常枠 ２４時間・無人・一人貸し切りの独自インドアゴルフ事業 小松原　史雄

関東 東京都 渋谷区 R2132U02338 株式会社トキオ・ゲッツ 3011001034215 通常枠 アニメコンテンツ関連イベントのオンラインへの業態転換 梅川　貢一郎

関東 東京都 台東区 R2132U02339 株式会社日中韓・国際会計法務事務所 6010501034127 通常枠 外国人ビザから不動産、健康までサポート！異なる国と産業との懸け橋となる！ 青木　義剛

関東 東京都 葛飾区 R2132U02342 株式会社Ｍｓ 7011801029897 通常枠 思い出の写真を本にできる「ｕｇｏｋｕフォトブック」の物販サービス 東京東信用金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U02346 日本ビーテーエー株式会社 2010001033624 通常枠 新規機械設備（ＮＴＸ２０００）の導入による合金工具鋼製のスローアウェイ式ＢＴＡ工具の新規製造 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 港区 R2132U02348 株式会社ＪＥＭ 9010401090655 通常枠 産地プロデュース型ライブ配信食品取引プラットフォーム グラビス税理士法人

関東 東京都 港区 R2132U02351 株式会社ロウタスファクトリー 2010901025266 通常枠 オンラインライブ配信に特化した配信スタジオ運営および配信サービス開発 税理士法人熊代事務所

関東 東京都 大田区 R2132U02353 株式会社シークエンス 2010801027503 通常枠 サブスクリプションサービス含むレンタルスペースマッチングサイトの運営 芝信用金庫

関東 東京都 台東区 R2132U02354 パイロットシューズ株式会社 5010501010888 通常枠 「足型計測の新ＩＴサービス」と「グローバルブランド」の新領域開拓事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 千代田区 R2132U02355 株式会社ボーダレスシティ 4030001054006 通常枠 地域経済循環率を高める「マンション住民専用サイト」の開発 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U02366 株式会社ネクストステージ 8030001128697 通常枠 ＲＰＡ遠隔実習講座開設で利益率向上と日本の生産性向上を目指す 山口　良明

関東 東京都 大田区 R2132U02369 株式会社アルファディア 4010401096649 通常枠 中古二輪車両の二次流通のための塗装事業 南青山税理士法人

関東 東京都 港区 R2132U02379 ＧＯＬＤＥＮ　ＥＹＥ　ＳＰＡＲＫ株式会社 8010602034040 通常枠 ボンボンプロジェクト 川崎みらい税理士法人

関東 東京都 立川市 R2132U02380 株式会社ラフネックス 8012801010359 通常枠 見守り保育向け保育所新設とオンライン配信向け撮影スタジオの運営事業 鶴澤税理士法人

関東 東京都 港区 R2132U02386 株式会社ヒロソフィー 5010901021717 通常枠 世界初！ヴァーチャル専門ドラッグストア（非接触型リアル店舗） 税理士法人　古田土会計

関東 東京都 新宿区 R2132U02390 株式会社セレッテ 6010501033830 通常枠 サロンの買い取りとオンライン美容サブスクリプション事業の構築 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

関東 東京都 品川区 R2132U02392 株式会社英進 4010401075850 通常枠 多様化ニーズに適した空間作り・キャンピングカーのレンタル販売事業 税理士法人ウィズアス

関東 東京都 港区 R2132U02396 株式会社グリーンフィールド・オーバーシーズ・アシスタンス 6010401050141 通常枠 ビザ申請用情報収集支援システム事業化計画 株式会社りそな銀行

関東 東京都 江東区 R2132U02400 株式会社フォーチュン 1010601042661 通常枠 東京都内１２店舗遊休施設の「テレワーク」・「ｅ－ｓｐｏｒｔｓ」サービス転換 朝日信用金庫

関東 東京都 江戸川区 R2132U02402 株式会社餅工房 6011701012104 通常枠 菓子卸売業が製造メーカーへ転換、米菓を洋風チョコ菓子に進化 東京東信用金庫

関東 東京都 品川区 R2132U02407 ＦＩＰ株式会社 5010701034258 通常枠 木工製品製造販売ＳＡＫＵＬａｂ事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 千代田区 R2132U02411 株式会社エンターオン 1010501030923 通常枠 ＥＣ総合管理システム貸し出し事業 埼玉縣信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U02419 有限会社スタジオエー建築設計事務所 4011002023579 通常枠 銭湯を再構築！バイオマス再生可能エネルギーで館山を沸かす！ 館山信用金庫

関東 東京都 新宿区 R2132U02421 辰巳出版株式会社 6011101012547 通常枠 拡大するペット関連市場における雑誌ブランドを活用したｗｅｂ収益化事業 株式会社東日本銀行

関東 東京都 千代田区 R2132U02428 株式会社バイザ・エフエム 9010001111539 通常枠 日本橋の行列店の天丼を世界に届ける冷凍食品事業計画 株式会社りそな銀行

関東 東京都 渋谷区 R2132U02442 株式会社サイゾー 3011001054155 通常枠 ハイレゾ級音質と４Ｋ映像で迫力のあるライブ配信を実現する事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 品川区 R2132U02445 ウミトロン株式会社 2010601050333 通常枠 ＡＩ・ＤＸ化等を用いた養殖総合コンサルティングサービスの創設 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 R2132U02453 マツダデンタルオフィス 通常枠 歯科医師が行う日本で唯一のパーソナルトレーニングジム事業 井下　佳郎
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関東 東京都 目黒区 R2132U02455 株式会社エルグベンチャーズ 9013201001071 通常枠 設備保全トータルサポートの開発 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 新宿区 R2132U02457 合同会社アクアブリッジコミッティ 8011103008946 通常枠 「瞬間冷却技術」を用いたオイルフリー金属加工液の製造 のと共栄信用金庫

関東 東京都 足立区 R2132U02462 株式会社平城苑 9011801025977 通常枠 高級焼肉・バーベキュー出張サービスと当社レストランメニューのＥＣ展開 株式会社静岡銀行

関東 東京都 新宿区 R2132U02464 ジェイソル・メディカル株式会社 1011101077537 通常枠 カテーテルの成型加工技術を活かしたディスポーザブル内視鏡の開発・世界展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 台東区 R2132U02468 株式会社いいずな書店 1010001118070 通常枠 学習管理システムＬＭＳ活用による英語学習教材をＤＸ化する新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U02471 エルアンドエル・ビクターエンタテインメント株式会社 5011001115938 通常枠 モーションキャプチャスタジオを活用した新規事業 関　広多

関東 東京都 墨田区 R2132U02480 サンエー株式会社 8010601027937 通常枠 仕出し弁当事業の強みを活かした牛乳食パン店のドミナント展開 久保田　昌宏

関東 東京都 千代田区 R2132U02481 株式会社ドクターズチョイス 6010001099257 通常枠 独自特許原料配合の医療向化粧品をＩＯＴ活用し国内外の新分野へ進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 渋谷区 R2132U02483 ＦＰＶ　Ｒｏｂｏｔｉｃｓ株式会社 4011001107408 通常枠 自社開発システムによる次世代エンターテイメント事業 城南信用金庫

関東 東京都 港区 R2132U02484 ＤｅｅｐＢｒａｉｎ合同会社 5013303004785 通常枠 コロナ禍でもリモートコーチング可能なＡＩテニスアプリの開発・事業化 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 R2132U02485 Ｒ・Ｓマネジメント＆パートナーズ株式会社 1010001173149 通常枠 クリーンエネルギー普及に向けたＯ＆Ｍ研究所及び災害時非常用電源供給所としての非ＦＩＴ太陽光発電所事業計画 株式会社広島銀行

関東 東京都 港区 R2132U02489 株式会社リブ 3011001099472 通常枠 女性活躍広報ツールのソフトウェア開発 イー・マネージ・コンサルティング協同組合

関東 東京都 大田区 R2132U02492 ジャポックス株式会社 6020001131415 通常枠 中古車販売ディーラー向け輸出支援システムの開発 延平昌弥

関東 東京都 青梅市 R2132U02499 有限会社ポラリス 5013102007436 通常枠 新型コロナの心配をせず、子供の木育もできる「東京で一番星がきれいに見える古民家事業」 細野　ゆり

関東 東京都 品川区 R2132U02504 株式会社ランタワールド 6010001164861 通常枠 完全個室型プライベートサロンの展開と、女性の悩みに特化したポータルサイトの構築 河野太一

関東 東京都 墨田区 R2132U02507 三友企業株式会社 7010601011561 通常枠 四季折々の漬け込み料理商品を展開するための食品製造工場整備事業 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 R2132U02524 ノウハウバンク株式会社 3010001146490 通常枠 健康食品製造企業（ＯＥＭ）への　見込み顧客紹介サイト 黒瀬賢史

関東 東京都 中央区 R2132U02525 株式会社リノベーションプランニング 3010001078073 通常枠 グローバルモバイルオーダーシステムによる事業再構築計画書 株式会社東日本銀行

関東 東京都 中央区 R2132U02527 株式会社星ノ屋 8120001213250 通常枠 ビタミンＤを豊富に含んだ「スーパーキクラゲ」の販売展開 細谷晋一郎

関東 東京都 大田区 R2132U02531 株式会社アウトカム 1010801029079 通常枠 ＩＴ業務を活かした、地域のための障害者グループホーム運営事業 城南信用金庫

関東 東京都 文京区 R2132U02533 Ｆａｉｒｙ　Ｄｅｖｉｃｅｓ株式会社 9010001116075 通常枠 システムインテグレータへのプラットフォーム提供ビジネスの実施 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 練馬区 R2132U02538 合同会社Ｇｔａｌｉａ 8011603001211 通常枠 世界とつながるクラウドキッチンで、練馬から食の未来を切り開く「Ｆｉｌｉｐｐｏ　Ｆｉｅｌｄ］プロジェクト 税理士法人筒井会計

関東 東京都 品川区 R2132U02541 一般社団法人双育会 1010705002677 通常枠 産前・産後の不安をトータルに解消！　産前産後ケアサービスを専門医＆医療チームと構築。 鎌　田　　進

関東 東京都 渋谷区 R2132U02548 株式会社グリッシュ 7011001066163 通常枠 アイウェア特化型ＣｔｏＣマッチングプラットフォーム事業 税理士法人アドヴァンス会計

関東 東京都 八王子市 R2132U02549 株式会社栄鋳造所 1010101004542 通常枠 新素材ポーラス（多孔質）アルミニウムを用いた熱交換器事業 多摩信用金庫

関東 東京都 目黒区 R2132U02550 株式会社都市ネット 7013201007384 通常枠 アナログ調査事業からＡＩ活用によるデジタル調査事業へＤＸ化 株式会社コンサラート

関東 東京都 中野区 R2132U02551 株式会社アィ・ティ・シィ 1011201010629 通常枠 新たなＡＩ技術による画像認識型ドローン追尾装置の開発 ＡＢＣ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 R2132U02554 株式会社ＴｒｉｃｅＴａｂｌｅ 2011001123646 通常枠 家系ラーメンの多店舗展開による事業再構築プロジェクト 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 R2132U02557 有限会社アップリンク 1011002015959 通常枠 ＯＴＴサイト「アップリンク＋」の立ち上げ 及川　愛

関東 東京都 港区 R2132U02566 ｎｔｌ株式会社 1011001120685 通常枠 『ＩＣチップ』製造・開発・販売事業への参入 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 R2132U02581 有限会社いちひ 7013302020162 通常枠 マーケティングコンテンツをせっとにし、先端システムを搭載したデジタルサイネージの販売 巣鴨信用金庫

関東 東京都 墨田区 R2132U02585 株式会社ラングレス 3010001166051 通常枠 ペット用バイタルセンサー技術で獣医師の業務負荷軽減を目指す 部屋　健太郎

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 R2142G00001 株式会社ポピー 2020001006810 卒業枠 『体験型オンラインディスプレイミュージアム』への業態転換 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市青葉区 R2142S00002 ＩＣＨＩＭＩ 緊急事態宣言特別枠 焼き菓子店ＢＡＫＥ新規立上計画 有限会社ＴＦＰマネジメント

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 R2142S00003 メンズファッション　スカイオーシャン 緊急事態宣言特別枠 コロナ後を見据えた「書家発」古民家再生カフェプロジェクトの完遂 株式会社ＰＱＭ総合研究所

関東 神奈川県 大和市 R2142S00004 株式会社Ｋ．ｎｏｗ 5021001058541 緊急事態宣言特別枠 「肌、髪、瞳、爪」美容専用栄養機能食品のインターネット通販事業 小野田　年行

関東 神奈川県 横須賀市 R2142S00005 株式会社ラウト 7020001049953 緊急事態宣言特別枠 ドッグランを付加価値とした新規キャンプ場事業の立ち上げ 一般社団法人神奈川中小企業診断士会

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 R2142S00006 株式会社ウッドバレー 5020001104347 緊急事態宣言特別枠 釣り船ＣＭＳ・連動ポータルによる遊漁船業界のＩＴ革命推進事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 相模原市南区 R2142S00011 株式会社日賢 6021001055422 緊急事態宣言特別枠 チベットレストラン＆カフェタシデレを文化交流拠点として再構築する事業 小野　聰司

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 R2142S00013 株式会社Ｙｏｕ＆Ｍｅ 2021001047068 緊急事態宣言特別枠 Ｙｏｕ＆Ｍｅのコインランドリー 湘南信用金庫

関東 神奈川県 小田原市 R2142S00014 有限会社姿麗人 9021002052110 緊急事態宣言特別枠 小田原バーガーを主力としたカフェ風コワーキングスペースの提供 須永　達也

関東 神奈川県 小田原市 R2142S00016 株式会社西湘広告社 4021001032803 緊急事態宣言特別枠 地元での認知度の高さを活かした地元密着型の求人マッチングサービスへの進出 小田原第一信用組合

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 R2142S00017 株式会社志木設備メンテナンス神奈川オフィス 4020001125559 緊急事態宣言特別枠 消防設備業界初となるＡＩ機能搭載「自動日程調整・業務効率化システム」の構築 株式会社キクチカラ

関東 神奈川県 相模原市緑区 R2142S00018 株式会社ＨＳＧ 7021001035662 緊急事態宣言特別枠 電気治療器『ハイボルテージ』搭載の移動車両による出張施術サービス 株式会社コンサラート

関東 神奈川県 伊勢原市 R2142S00019 かいせ 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによるラム羊肉料理のテイクアウト販売 厚木商工会議所

関東 神奈川県 相模原市南区 R2142S00021 株式会社相武システム 1021001012849 緊急事態宣言特別枠 世界標準のプラント制御回路の設計技術を獲得し、ＩｏＴ化の進展に貢献する 柏崎　裕介

関東 神奈川県 藤沢市 R2142S00022 株式会社湘南先端材料研究所 5021001054136 緊急事態宣言特別枠 低コスト繊維強化セラミックスの自動車関連分野への新規拡大展開 公益財団法人湘南産業振興財団

関東 神奈川県 川崎市高津区 R2142S00025 株式会社スマイルファクトリー 6020001125061 緊急事態宣言特別枠 人間力のリユース・リサイクルで地域と社会をもっと笑顔に 川崎商工会議所

関東 神奈川県 平塚市 R2142S00027 有限会社ヒナタリカー 8021002059346 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍でも安心安全なこだわりの日本酒ＢＡＲを新たに開始し事業を再構築 中栄信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 R2142S00028 カトウマサヒロ 緊急事態宣言特別枠 コロナ不況を打破する旧車ボディパネル作製・販売の未知なる可能性 前田　由美子

関東 神奈川県 川崎市宮前区 R2142S00029 株式会社ファイブ・スクエア 2020001081754 緊急事態宣言特別枠 顧客に応えるインドア生活を彩る新たなウエスタンスタイルの提供 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 川崎市川崎区 R2142S00030 株式会社久保田酒店 7020001072682 緊急事態宣言特別枠 お酒の立ち飲みコーナー新設による老舗酒屋の事業再構築 ローズマインド株式会社

関東 神奈川県 横浜市都筑区 R2142S00032 株式会社石野製作所 8020001019427 緊急事態宣言特別枠 シェアリングスペース事業の新分野展開に向けた垂直搬送機の導入 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市青葉区 R2142S00033 ＴＪクリニック 緊急事態宣言特別枠 医療脱毛事業による新たな市場での新分野展開 税理士法人長谷川＆パートナーズ

関東 神奈川県 伊勢原市 R2142S00034 アール・シー・ピー株式会社 8021001021513 緊急事態宣言特別枠 眼鏡回り雑貨の自社企画・開発、ＯＥＭ生産による新市場への進出 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 藤沢市 R2142S00035 ワンオータス株式会社 7021001019070 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトによる新商品『お家で簡単バラ丼』販売計画 斎藤　秀樹

関東 神奈川県 横浜市西区 R2142S00036 株式会社トリコペディア 1020001057904 緊急事態宣言特別枠 オンライン授業による私立一貫校（学校別）に特化した学習塾の運営 大神　研

関東 神奈川県 鎌倉市 R2142S00038 ミサト・エンターテインメント 緊急事態宣言特別枠 自主ライブ開催支援のＯｎｅ　Ｓｔｏｐ　Ｓｅｒｖｉｃｅ提供 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 藤沢市 R2142S00039 Ｔｈａｎｋｓ　ａｎｄ　Ｇｉｖｉｎｇ株式会社 7021001061056 緊急事態宣言特別枠 非接触型ネット通販で「パンと料理のマリアージュ（料理パン）」販売事業 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142S00040 株式会社ＹＴＴテクノロジー 4020001115709 緊急事態宣言特別枠 中国学生と日本を繋ぐ！グローバル医療介護システムによる新展開 中村　真治

関東 神奈川県 川崎市中原区 R2142S00041 合同会社アカデミック・アドベンチャーズ 4020003010932 緊急事態宣言特別枠 自宅で出来る心の国際化！小中高生向けオンライン教育事業 川崎商工会議所

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 R2142S00042 株式会社マークシティー 9021001033458 緊急事態宣言特別枠 機械販売メンテナンス事業及びシステム販売事業に取り組む。 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 川崎市高津区 R2142S00043 株式会社ＰｒｉｍｅＴｉｍｅ２１．ＪＡＰＡＮ 6020001116936 緊急事態宣言特別枠 プロの職人がオリジナルで開発した食品製造、ＥＣサイト販売 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市瀬谷区 R2142S00045 有限会社田舎路 2020002001117 緊急事態宣言特別枠 冷凍設備とＥＣサイト導入による「Ａ５ランク和牛入りハンバーグ」等の販路拡大 横浜信用金庫
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関東 神奈川県 横浜市磯子区 R2142S00046 株式会社アサイ・エンジニアリング 9020001058135 緊急事態宣言特別枠 「オリジナル・ロボット制作講座」のオンライン配信によるシナジー戦略 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 横須賀市 R2142S00047 株式会社クインズウエイ 7021001040225 緊急事態宣言特別枠 業務用刺繍ミシンを活用し，環境に配慮したオリジナル製品の提供サービス かながわ信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 R2142S00050 株式会社ｇｌｏｗｆ 6021001068309 緊急事態宣言特別枠 工業が主導する、工業×障害福祉のマッチングサイト運営 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 川崎市麻生区 R2142S00051 株式会社グリーニアン 1020001117534 緊急事態宣言特別枠 日本初「個人向けユニット庭のネット販売事業」への業態転換 三輪　篤史

関東 神奈川県 相模原市中央区 R2142S00052 有限会社キタムラプロパティ 7021002028203 緊急事態宣言特別枠 有限会社キタムラプロパティ女性専門産後骨盤矯正整体院開設計画 辻　徹

関東 神奈川県 川崎市多摩区 R2142S00054 株式会社ＮＭＫ．７電設 9020001101712 緊急事態宣言特別枠 卓球場と飲食店を融合した新型アミューズメント施設の展開 須永　達也

関東 神奈川県 相模原市南区 R2142S00056 カナコーエンターテイメンツ株式会社 5021001031151 緊急事態宣言特別枠 現状の業務以外による映像制作にかかわる業務及び撮影に係る業務を始める 牛島　幹夫

関東 神奈川県 川崎市幸区 R2142S00059 株式会社東邦プラン 6020001071256 緊急事態宣言特別枠 ＢｔｏＢ事業者向け事業活動用資料の印刷・製本業務の内製化 丸山　悠由

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 R2142S00061 ＢＡＮＡＮＡ株式会社 2020001136871 緊急事態宣言特別枠 美容師の新たな活躍の場を増やす、脱毛サロン事業への新規参入 一般社団法人地域マーケティング経営推進協

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 R2142S00062 合同会社ＮＥＮ 9021003007377 緊急事態宣言特別枠 葉山の由緒ある名刹を活用するレンタルスペースとコンサルティング 白田　浩幹

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142S00063 株式会社アズッロ 6020001112621 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト分野にキッチンカーで参入する事業再構築の取組み。 川崎信用金庫

関東 神奈川県 足柄上郡開成町 R2142S00064 ヘアーデザイン　シフ 緊急事態宣言特別枠 美容特化型レンタルスペース立ち上げ事業 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 R2142S00065 有限会社グッドサマリタン 3100002003681 緊急事態宣言特別枠 新天地へ！トレーニングジムＶ字回復実行計画 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市磯子区 R2142S00066 有限会社Ｇａｔｅ　Ｊａｐａｎ 5020002079571 緊急事態宣言特別枠 屋外用高級家具を活用した屋外レンタルスペース事業の構築 明治通り税理士法人

関東 神奈川県 川崎市多摩区 R2142S00067 合同会社スマイルカインド 7020003015433 緊急事態宣言特別枠 健康でキレイになりたい女性のためのもつ鍋・甘酒提供事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 R2142S00068 合同会社やさしいきもち 9290003007039 緊急事態宣言特別枠 産前産後ママのフィジカルチェックを行う総合ケアサービス 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 横浜市南区 R2142S00070 株式会社ジー・ナビゲーション 7020001116514 緊急事態宣言特別枠 絵巻き寿司オンライン資格取得講座開講＆積極的な海外展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142S00071 株式会社アイスタッフ 4020001117606 緊急事態宣言特別枠 中小企業のＩＴ化と生産性向上を支援するためのＩＴ人材育成事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 R2142S00073 有限会社丸星食品 7020002099287 緊急事態宣言特別枠 家庭でもお店の味を！生蕎麦の持ち帰りプロジェクト 今村　章太郎

関東 神奈川県 横浜市西区 R2142S00074 株式会社みなと石材 8020001059902 緊急事態宣言特別枠 サイズフルオーダーによるペット衣類等の製造販売 三宅　真弥

関東 神奈川県 川崎市宮前区 R2142S00076 北部製菓株式会社 2020001068495 緊急事態宣言特別枠 ～洋焼菓子はこんなに美味しい～箱根ＳＡＧＡＭＩＹＡオープンカフェへの新規参入 塚田　祥

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142S00079 レイグル株式会社 6040001032958 緊急事態宣言特別枠 メードインジャパンの良い品を世界に届けるＥＣ卸売り事業、海外輸出 辻　徹

関東 神奈川県 横浜市青葉区 R2142S00080 バナネイラ 緊急事態宣言特別枠 Ｗｏｒｋ＋Ｖａｃａｔｉｏｎを超えた「ゲストハウス新事業」 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 R2142S00081 株式会社横浜プランテック 4020001090415 緊急事態宣言特別枠 ペットのセルフシャンプー設備と高気圧酸素室による美容健康維持事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 R2142S00083 株式会社アーチドゥーク・オーディオ 3020001100884 緊急事態宣言特別枠 音楽配信事業、音源制作事業及び大阪地区に於けるサウンドスタジオ運営業務 横浜信用金庫

関東 神奈川県 鎌倉市 R2142S00084 株式会社Ｕ－ｓｕｎ 2021001072108 緊急事態宣言特別枠 未病対策と新規雇用を含む地域貢献を果たす“オリーヴァ大船” 一般社団法人神奈川中小企業診断士会

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142S00087 スピークロウ 緊急事態宣言特別枠 スピークロウ・スタジオの設立 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 R2142S00088 株式会社エイト 4020001007121 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチン設備導入による「壱八家」ラーメンセット事業再構築
一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティング

パートナーズ

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 R2142S00091 有限会社ちもと 3021002050573 緊急事態宣言特別枠 手作り和生菓子の消費期限延長と焼き菓子商品開発による業態転換 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142S00092 株式会社Ｂａｓｉｃ 6020001045029 緊急事態宣言特別枠 ライブショッピングシステムを導入し通販事業に業態転換 大沼　はるみ

関東 神奈川県 厚木市 R2142S00095 エルスエンジニアリング株式会社 5021001022217 緊急事態宣言特別枠 チャンネル文字の製造に特化した広告看板の製造及び販売事業 平塚信用金庫

関東 神奈川県 大和市 R2142S00096 株式会社生生 6021001029814 緊急事態宣言特別枠 「居酒屋ぐろっと」から「海鮮ぐろっと」へ 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港南区 R2142S00097 炭火居酒屋トリゴコロ 緊急事態宣言特別枠 炭火居酒屋から弁当テイクアウト専門店への転換 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 神奈川県 横須賀市 R2142S00098 有限会社鈴木クリーニング商会 9021002070673 緊急事態宣言特別枠 同業者のワイシャツクリーニング下支えを行う各種プレス機の導入 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142S00099 有限会社漆原石材店 3020002032607 緊急事態宣言特別枠 老舗石材店が作る天然石アクセサリー販売とお墓のプロによるお墓掃除・お墓参り代行サービス 木村　祐司

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142S00100 株式会社スポーツウェザー 6020001043296 緊急事態宣言特別枠 機械学習機能を取り入れたアプリの開発で社会の課題に取り組む 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港南区 R2142S00101 ビストロカラメリット 緊急事態宣言特別枠 食材・調理がオープン且つサービス多様化による新しい飲食店モデル
一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティング

パートナーズ

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142S00102 合同会社コトリノニワ 7020003015136 緊急事態宣言特別枠 宿泊業・イベント業低迷脱却の為のテイクアウト飲食業新規事業計画 湘南信用金庫

関東 神奈川県 伊勢原市 R2142S00105 高川　剛 緊急事態宣言特別枠 パーソナルトレーナー向け予約及び顧客管理用ＬＩＮＥ公式アプリの開発と運営 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 R2142S00107 株式会社ダイゼングループ 5021002012761 緊急事態宣言特別枠 から揚げのテイクアウト専門店の新規展開による事業再構築計画 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 横須賀市 R2142S00110 麺屋庄太津久井浜店 緊急事態宣言特別枠 ラーメンと焼き鳥の二刀流！時間帯で業態が変わる飲食店へ 湘南信用金庫

関東 神奈川県 大和市 R2142S00111 株式会社ジオウ 1021001054593 緊急事態宣言特別枠 法人専用健康食デリバリー弁当事業 大和商工会議所

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 R2142S00112 一般社団法人国際セラピスト技術開発協会 3020005011426 緊急事態宣言特別枠 リラクゼーション技術の伝承を個人需要から法人需要に対応する新事業創出事業 響き税理士法人

関東 神奈川県 横須賀市 R2142S00113 久里浜石油有限会社 4021002063979 緊急事態宣言特別枠 リペア事業新規展開による車両トータルサービスの実現 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 R2142S00114 エス・フィールド株式会社 3020001093617 緊急事態宣言特別枠 鉄板焼店が作る最高級Ａ５ランク黒毛和牛を使った高級ハンバーガーショップ 川崎信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 R2142S00115 有限会社玉屋本店 8021002003304 緊急事態宣言特別枠 老舗羊羹店の売り場の横に甘味処を作り、新たな顧客を開拓する 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 神奈川県 川崎市中原区 R2142S00116 合同会社ＳＫＹ 9020003008930 緊急事態宣言特別枠 トレーラーハウスを活用したキャンプ場運営事業への転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142S00118 株式会社Ｈｉｇｈ　ｆｌｙｉｎｇ　ｐｉｅ 4020001124131 緊急事態宣言特別枠 ダイニングバー運営からオンライン料理教室事業への新分野展開 湘南信用金庫

関東 神奈川県 海老名市 R2142S00121 カフェ＆レストランバーＲｉｓｅ 緊急事態宣言特別枠 地域密着型の「健康」「地産地消」をテーマとした和食料理店出店計画 渡邊　一弘

関東 神奈川県 川崎市多摩区 R2142S00122 有限会社ディーエスシーエス 4030002037934 緊急事態宣言特別枠 ジュニアアスリートトレーニングで子ども達の可能性を伸ばす！ 川崎信用金庫

関東 神奈川県 相模原市緑区 R2142S00123 ミクロフェニックスジャパン株式会社 7021001059612 緊急事態宣言特別枠 キッチンカー導入による移動販売事業計画 多摩信用金庫

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 R2142S00125 合同会社スパイスワークス湘南 8021003008649 緊急事態宣言特別枠 本格インド料理店が冷凍食品の製造販売でＢｔｏＣからＢｔｏＢへ事業拡大 棈木　順一

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142S00126 株式会社シャローム 1020001055585 緊急事態宣言特別枠 台湾カフェ推進プロジェクト 山口　賢二

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 R2142S00128 株式会社ライズコム 4020001102731 緊急事態宣言特別枠 国内でのニトリル手袋の卸売事業への新規参入 兒玉　洋貴

関東 神奈川県 川崎市宮前区 R2142S00129 株式会社ミルトス 1020001068554 緊急事態宣言特別枠 洋風食材の小売店舗の出店、及び有名レストランとコラボしたミールキットの販売 東京中央経営株式会社

関東 神奈川県 伊勢原市 R2142S00130 有限会社湘南スピリッツ 1021002036384 緊急事態宣言特別枠 レーザー加工機を用いた彫刻ボトルのＷＥＢ販売を中心とした販路開拓事業 横溝　勉

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 R2142S00131 株式会社藤井精陶商会 4020001018696 緊急事態宣言特別枠 管材のネット販売、お役立ち情報提供、工事業者同士のＢｔｏＢ・一般顧客とのＢｔｏＣマッチングサービス事業 木村　祐司

関東 神奈川県 横浜市青葉区 R2142S00133 株式会社カンザキメソッド 3012301008750 緊急事態宣言特別枠 学習塾のライブ授業をオンラインで他塾へ配信・販売 神宮前あおば税理士法人

関東 神奈川県 川崎市幸区 R2142S00134 Ｒｉｖｏｌｕｚｉｏｎｅ 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍による顧客ニーズに対応する食事業への取り組み かながわ信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 R2142S00135 道楽やねこん家 緊急事態宣言特別枠 ＡＩと人間の融合にゃん・ねこん家ロボットプロジェクト 公益財団法人湘南産業振興財団

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142S00136 合同会社ナカマ電子 8020003004625 緊急事態宣言特別枠 高解像リアルタイム監視システムのデジタル化に対応する監視用周辺機器の開発 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142S00138 海んちょ 緊急事態宣言特別枠 菓子製造業の分野で焼き菓子製造及びテイクアウト販売事業 城南信用金庫
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関東 神奈川県 横浜市神奈川区 R2142S00139 株式会社ノマド・グローバル 4010701026306 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍の企業と人材をサポートする、企業再編支援サービス開発と自動マッチングシステムの構築 株式会社ヒューマンネット・コンサルティン

関東 神奈川県 鎌倉市 R2142S00141 株式会社十文字 4021001031284 緊急事態宣言特別枠 ハイフレックス型ギャラリーへの業態転換事業 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 川崎市中原区 R2142S00142 株式会社ＮｅｗＳｔａｇｅ 2020001109233 緊急事態宣言特別枠 新型コロナウイルスによる外食産業に対する需要変化に対応するためのラーメン店・デリバリー事業立ち上げ計画 松村　一朗

関東 神奈川県 横浜市泉区 R2142S00143 フィーラ 緊急事態宣言特別枠 オンラインスクールとＰＢ商品の開発によるＥＣサイトで事業のオンライン化 杉田　浩二

関東 神奈川県 川崎市宮前区 R2142S00145 ＴＨＥ株式会社 8020001125299 緊急事態宣言特別枠 飲食業から液体急速冷凍機を活用した小売業への新分野展開 川崎商工会議所

関東 神奈川県 横浜市青葉区 R2142S00146 ＋ｃｈａｒｍ 緊急事態宣言特別枠 マツエク店に脱毛・光エステを導入し相乗効果により売り上げアップ 細野　博

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 R2142S00148 有限会社土屋精機製作所 3020002039148 緊急事態宣言特別枠 ３Ｄスキャナーと３Ｄ変換ソフト導入でリバースエンジニアリングへの転換 川崎信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 R2142S00149 株式会社Ｐｒｏｇｒｅｓｓ 1021001060609 緊急事態宣言特別枠 体重コントロール指導専門のパーソナルトレーニング事業 上田　曽太郎

関東 神奈川県 相模原市緑区 R2142S00150 株式会社ＲＭＩ 5011501020092 緊急事態宣言特別枠 地域高齢者の生活を支える新分野展開としての訪問看護ステーション開設 多摩信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 R2142S00151 ラ・ネージュ　グラッセ 緊急事態宣言特別枠 オンライン形式での料理教室運営ノウハウの販売 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市青葉区 R2142S00152 シェンクハットリ 緊急事態宣言特別枠 既存事業との相乗効果を生む、建築専門レクチャー・ギャラリースペースの運営 京都商工会議所

関東 神奈川県 小田原市 R2142S00153 株式会社トールウィン 3021001034899 緊急事態宣言特別枠 小田原素材の上質スイーツでイートアウト需要に対応する湘南カフェラボ 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142S00154 株式会社アドヴァンテージ 8020001045150 緊急事態宣言特別枠 ジョブ型副業プラットフォームサービス「採用のミカタ」の開発 清和税理士法人

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142S00157 ＢＥＳＴ　ＪＡＰＡＮ株式会社 5011101069010 緊急事態宣言特別枠 オリジナル商品を制作から販売までできるシェアアトリエ 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 神奈川県 逗子市 R2142S00158 株式会社ＯｕｔＳｉｄｅ　Ｒｉｖｅｒ 2021001062546 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍のニーズに応えるカフェ開業とテイクアウト需要への強化 くすのき税理士法人

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142S00160 ブードワール 緊急事態宣言特別枠 完全個室化で安心提供と小顔エステＨＩＦＵで高収益と相乗効果 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 小田原市 R2142S00161 株式会社ジーリーメディアグループ 8021001052062 緊急事態宣言特別枠 台湾人向け日本情報サイトにおける日本産品輸出事業 税理士法人テクネタックス

関東 神奈川県 藤沢市 R2142S00166 株式会社セイマックス 1021001046269 緊急事態宣言特別枠 宅配弁当事業の相乗効果を狙う分割会社の就労継続支援Ａ型事業所 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 藤沢市 R2142S00167 木賃屋 緊急事態宣言特別枠 江の島島内のゲストハウス、日帰り利用者向けレンタルサービス 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 厚木市 R2142S00170 株式会社ファナフランス 7021001023741 緊急事態宣言特別枠 日本のものつくり企業とフランスバイヤーを結ぶＢｔｏＢマッチングサイト運営 小菅　英顕

関東 神奈川県 藤沢市 R2142S00172 ＫＡＮＡＧＡＷＡ　ＣＡＤ　ＣＥＮＴＥＲ 緊急事態宣言特別枠 ３Ｄ－ＣＡＤ技術を活用した新たな福祉用具製品の開発・販売事業 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 R2142S00173 株式会社ライフスタイリング 8011001114103 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍でのウェルネス事業ＣＢＤ販売　事業計画書 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市南区 R2142S00174 植木医科工業株式会社 7010001000859 緊急事態宣言特別枠 自社工場に併設して焙煎場を建築し業務用焙煎機で自家焙煎コーヒー豆の製造販売を行う事業計画 Ｂｌｕｅ　Ｗｏｒｋｓ　税理士法人

関東 神奈川県 川崎市多摩区 R2142S00175 有限会社富士製綿寝具 5020002093242 緊急事態宣言特別枠 リラクゼーションとマッサージサロンへの店舗改装 川崎信用金庫

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 R2142S00177 チームラクウン合同会社 1021003007558 緊急事態宣言特別枠 新規事業として白髪染め専門の美容院を立ち上げ事業を再構築 湘南信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 R2142S00178 有限会社山路フード 2021002025080 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から専門店への事業転換と顔認証による新サービス事業 町田商工会議所

関東 神奈川県 横浜市泉区 R2142S00179 Ｌｏｕｎｇｅ　Ｋｉｙｏｒａ 緊急事態宣言特別枠 着物から割烹着へ！ラウンジのママが作るおふくろの味 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 伊勢原市 R2142S00180 有限会社生澤商会 5021002036447 緊急事態宣言特別枠 お好み焼店から関西塩系ラーメン店へラーメン弁当でお店の味を食卓で 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市西区 R2142S00181 有限会社ネモ 7020002074471 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトと加工場建設＋ゴル麺で収益増加！地域経済にも貢献！ 城南信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 R2142S00182 有限会社やんちゃ家 6021002072342 緊急事態宣言特別枠 おうち時間もこれで楽ちん♪バーチャルレストラン事業開始計画 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 R2142S00183 ブルーベリーヒルズ 緊急事態宣言特別枠 完全予約制ブルーベリー観光農園事業の開始とレストハウス通年事業化 森田　昇

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142S00187 サユリ・グラシアス 緊急事態宣言特別枠 有機農法ウコンの六次産業化による美容健康ライフスタイルの体験・教育事業 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142S00188 株式会社ハッピースマイル 1020001048218 緊急事態宣言特別枠 七つの海を渡る食パンが届ける「ハッピー」と新たなワークスタイルの創出 牛島　巌

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142S00189 株式会社ムサ・ジャパン 9020001029136 緊急事態宣言特別枠 花関連事業から飲食「日本料理うなぎ店」への新分野展開 税理士法人ユナイテッドブレインズ

関東 神奈川県 川崎市川崎区 R2142S00190 株式会社ユーフォリアファミリー 5020001115996 緊急事態宣言特別枠 事業多角化による地域に根差した社会的企業への成長 兒玉　洋貴

関東 神奈川県 横須賀市 R2142S00193 有限会社たのし屋本舗 8021002065534 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から製造業へ　クラフト・ボタニカルサイダー製造による事業再構築 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 R2142S00194 レイ　サーフィン＆スクール 緊急事態宣言特別枠 日本でハワイ・カリフォルニアを体感できるシェアスペース構築事業 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 R2142S00196 有限会社湘南グッドライフインダストリー 1021002071043 緊急事態宣言特別枠 医療分野での特殊な体型に対応するコルセットの受注生産システムの構築 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 川崎市多摩区 R2142S00197 合同会社水野 7020003012562 緊急事態宣言特別枠 昆虫と生物学を組み合わせた教育動画配信サービス事業 城南信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 R2142S00198 ＢＵＮアミューズメント有限会社 2021002003796 緊急事態宣言特別枠 農家と共に！地域に根付いたフルーツカフェ事業 松村　文子

関東 神奈川県 横須賀市 R2142S00199 たねや　荒谷アトム 緊急事態宣言特別枠 代表のバンド経験と人脈を活かして、ライブハウス事業へ進出 中井　一

関東 神奈川県 厚木市 R2142S00201 ハティスプロダクト合同会社 6021003007768 緊急事態宣言特別枠 ニューヨークスタイルのアレンジコーヒーと焼菓子を味わえる店舗 中栄信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 R2142S00202 株式会社ＹＯＳＨＩＴＵＮＥ 9020001055941 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチン構築によるマルチチャネル販売型店舗 リードブレーン株式会社

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 R2142S00204 楽 緊急事態宣言特別枠 創作和食パン製造・販売による地域経済活性化プロジェクト 税理士法人ＫＭＣパートナーズ

関東 神奈川県 相模原市中央区 R2142S00205 有限会社火焔山フードサービス 4021002027109 緊急事態宣言特別枠 炭火焼肉×中華へ転換。事務所業務を在宅オンラインシステムへシフト 澤井　由式

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 R2142S00206 有限会社横芳商店 5020002040715 緊急事態宣言特別枠 魚屋三代目が挑む！贈答用煮穴子の製造及びＥＣサイトでの販売　「生麦魚河岸　献上穴子」 田村　豪司

関東 神奈川県 平塚市 R2142S00207 徳延整骨院 緊急事態宣言特別枠 最新機器を使用した、収益性の高い訪問の健康ビジネスへの展開 中南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市磯子区 R2142S00208 株式会社エクセレンス 9020001002695 緊急事態宣言特別枠 イタリア料理＆デザートの外販事業 税理士法人あすなろ

関東 神奈川県 藤沢市 R2142S00210 有限会社グッド・フェローズ 1021002001553 緊急事態宣言特別枠 独自システムを搭載した『Ｔ．Ｓ．Ｇワゴン』の製造と販売による、製造販売業への新分野展開 楡井　宏志

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142S00212 横濱ロケット 緊急事態宣言特別枠 イタリアンシェフがつくる、チーズが自慢のお好み焼き店への転換 潮田　和美

関東 神奈川県 相模原市緑区 R2142S00213 株式会社Ｍ・Ｍ・Ｋコーポレーション 6021001054804 緊急事態宣言特別枠 飲食店事業からキッチンカー事業への新規事業転換 株式会社群馬銀行

関東 神奈川県 川崎市高津区 R2142S00215 株式会社ＦＩＮＤ 3010401134038 緊急事態宣言特別枠 オンライン完結リフォームサービスの新設 紺野裕子

関東 神奈川県 大和市 R2142S00216 喜楽屋 緊急事態宣言特別枠 「居酒屋喜楽屋」から「天むす喜楽屋」へ 株式会社りそな銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142S00217 アクシスジャパン株式会社 7020001088233 緊急事態宣言特別枠 塗装工事業者による「カフェ／バーみたいな家具屋」への新分野展開 磯崎　宏司

関東 神奈川県 藤沢市 R2142S00218 小浪　直之 緊急事態宣言特別枠 ビールブルワリー事業進出のため、新工場、醸造用設備を設け、地元の方にお届けする。 杉田　浩二

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 R2142S00219 株式会社アイ・ム 1020001046898 緊急事態宣言特別枠 ＥＶコンセント設置および個人向けリフォーム事業への参入 横浜信用金庫

関東 神奈川県 川崎市多摩区 R2142S00220 株式会社アロハ・ラボラトリー 3020001079715 緊急事態宣言特別枠 人の移動に依存しない動画配信サービス「アロハ・ネクスト」事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 R2142S00221 湯島エンタープライズ合同会社 2021003006187 緊急事態宣言特別枠 スマートフォン修理事業に参入し、事業の安定性を強化する。 多摩信用金庫

関東 神奈川県 川崎市麻生区 R2142S00222 合同会社Ｇｒｏｗ　ｕｐ　Ｃｏｍｐａｎｙ 2020003014646 緊急事態宣言特別枠 経営支援事業から実演販売動画制作とネット通販事業への新分野展開 株式会社イクルスマネジメント

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 R2142S00225 エイチ・ワイ・インターナショナル株式会社 8020001041752 緊急事態宣言特別枠 「サーファーが集う２拠点居住×ワーキングスペース」新設 千葉県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市金沢区 R2142S00227 株式会社橋本商店 1020001138828 緊急事態宣言特別枠 日本初のニシアフリカトカゲモドキ専門店『ファットテール』の事業計画！ 武田　友典

関東 神奈川県 藤沢市 R2142S00229 アルフォンシーノ 緊急事態宣言特別枠 ドローンを活用した島内観光事業への事業転換 東京都商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 R2142S00230 シャイニークルーズ株式会社 6010401128086 緊急事態宣言特別枠 受託型から自社ツアーを企画する新分野展開 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 大和市 R2142S00233 株式会社荏田防水 9021002040247 緊急事態宣言特別枠 アドバイザーサービス付き競争入札型ビジネスマッチングＷｅｂサービス 株式会社Ｓ・Ｏ・Ａ
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関東 神奈川県 鎌倉市 R2142S00234 リチャード・ル・ブーランジェ 緊急事態宣言特別枠 稲村ガ崎リチャード　サーフボードロッカー事業 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 鎌倉市 R2142S00235 有限会社杉田技研 5021002014898 緊急事態宣言特別枠 不妊治療の現場で使用される細胞検査用ツール製品の開発と量産体制の構築 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 R2142S00236 はな 緊急事態宣言特別枠 ブライダル向けサロン事業からパーソナルカラー診断事業への進出 植村　洋

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142S00237 株式会社イーキューブ・ヘルスィー＆ビューティー 8020001058598 緊急事態宣言特別枠 ＤＸ　デジタルトランスフォーメーション　在宅型コールセンター事業 木村　祐司

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142S00242 Ｔｈｅ　Ｆｏｒｃｅ合同会社 1020003014713 緊急事態宣言特別枠 「英語を主軸とする入試」に対応した進学塾の運営 大神　研

関東 神奈川県 川崎市川崎区 R2142S00243 株式会社エデュケーショナルプランニング 9020001083711 緊急事態宣言特別枠 学習塾利用者のニーズを満たす中食テイクアウト飲食店への新分野展開 高橋　典子

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 R2142S00246 株式会社奈良屋 1021001032104 緊急事態宣言特別枠 完全ネット予約型サウナ＆テレワーク施設事業 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 横浜市磯子区 R2142S00247 株式会社ロックウェル 9020001058374 緊急事態宣言特別枠 サウナトラックによる事業再構築 井上大輔

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142S00248 株式会社永産システム開発 3020001072190 緊急事態宣言特別枠 ＩｏＴなんでもスマートセンシングサービス事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 大和市 R2142S00251 合同会社ＫＴクリエーション 3021003009569 緊急事態宣言特別枠 店内飲食からデリバリー・テイクアウト販売に進出し、業態転換。 税理士法人横浜総合事務所

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 R2142S00253 ヨコハマエイチワイハウス 緊急事態宣言特別枠 里山のアトリエ＆手作りワークショップ 市原商工会議所

関東 神奈川県 横浜市旭区 R2142S00254 ピアーズ 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍のペット需要を捉えたドッグウェア販売事業への事業転換 井上大輔

関東 神奈川県 藤沢市 R2142S00255 株式会社西川リビング 2021001001660 緊急事態宣言特別枠 モデルハウスを活用した民泊及びレンタルスペース運営 株式会社大江戸コンサルタント

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 R2142S00256 株式会社ココフリカンパニー 8020001088991 緊急事態宣言特別枠 コスプレ愛好者向けの新たな撮影スタイル提示とアイテム販売事業 西村　剛

関東 神奈川県 相模原市中央区 R2142S00258 行政書士　岩田　淳 緊急事態宣言特別枠 会員制行政書士専用許可申請書作成システムの開発及び運用 相模原商工会議所

関東 神奈川県 横浜市旭区 R2142S00262 株式会社グローイングトゥギャザー 2020001087058 緊急事態宣言特別枠 新たな顧客価値を創造する「幼児教育から生まれた保育園」 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市幸区 R2142S00263 エーレーザー・ビジネス研究所 緊急事態宣言特別枠 螺鈿を施したアクセサリー製作販売実行計画 坪井　豊明

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142S00265 イルチッチォーネ 緊急事態宣言特別枠 抱括センター等の高齢者向け宅配弁当事業による新分野展開 森山　敏雄

関東 神奈川県 藤沢市 R2142S00267 株式会社コルコバード 5021001005510 緊急事態宣言特別枠 非接触ロボットを使った「心よりそう」ＡＩの開発 ＴＡＯ税理士法人

関東 神奈川県 川崎市中原区 R2142S00268 株式会社プロフィット 7310001009580 緊急事態宣言特別枠 オールインワンで教習所のＤＸを推進するクラウド事業 前田達宏

関東 神奈川県 大和市 R2142S00270 スリープトラベリング 緊急事態宣言特別枠 創造と学び、ビジネスを繋ぐ環境循環型文化施設「みんなのアトリエ」運営事業 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 相模原市緑区 R2142S00272 永進テクノ株式会社 2021001011387 緊急事態宣言特別枠 ｗｅｂサイトを活用した自社商品のサブスクによるサービス提供プラットフォーム化 古賀　寿彦

関東 神奈川県 海老名市 R2142S00273 井上歩 緊急事態宣言特別枠 オンライン授業に移行したい在宅英語講師のための養成講座 海老名商工会議所

関東 神奈川県 川崎市中原区 R2142S00274 ＲＳＹパートナーズ 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによる移動販売事業への転換 Ｂ´ｕ社会保険労務士法人

関東 神奈川県 厚木市 R2142S00276 株式会社ＬＡＦＮＥ 6021001024501 緊急事態宣言特別枠 実店舗出店と顧客データを有効活用したＥＣサイト販売戦略 厚木商工会議所

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 R2142S00278 株式会社サニーフィルム 1021001065839 緊急事態宣言特別枠 起業とイノベーションを後押しするドキュメンタリー映画の独占上映スペース兼コワーキングスペース事業 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 藤沢市 R2142S00281 ワンダーズアドベンチャー 緊急事態宣言特別枠 「ヒマラヤ旅行」から「ヒマラヤの絶景を家で楽しむ」フォトアート事業への業種転換 髙橋　輝将

関東 神奈川県 川崎市川崎区 R2142S00283 株式会社エスフィールド 6020001052966 緊急事態宣言特別枠 スペインバルからの独自開発した高級食パン特化店事業 ベイヒルズ税理士法人

関東 神奈川県 相模原市中央区 R2142U00004 株式会社セラム・グループ 6021001050365 通常枠 さがみはらの食文化をつなぐ地域共生型食品製造業への業種転換 相模原商工会議所

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142U00008 ＤＡＳ株式会社 5020001094092 通常枠 都市型ガレージハウス事業（趣味に全力な大人の為の高級ガレージ付き住宅パッケージ） 湘南信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 R2142U00010 株式会社グロース 4012301008923 通常枠 南哲の味を全国で！製造工場新設による食品ＥＣへの業態転換 相模原商工会議所

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 R2142U00011 和光商事株式会社 6020001024924 通常枠 新たな非対面型Ａ．Ｉ．レッスン対応室内ゴルフ練習場の立上げ 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142U00013 株式会社ＡｓＭａｍａ 5010401084891 通常枠 近所でモノを貸し借りするアプリを開発し事業再構築も地域の繋がりも実現！ 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142U00014 株式会社萬珍樓 8020001030846 通常枠 持帰り等の強化とＥＣ販売への業態転換に向けた急速冷凍技術獲得 株式会社エベレストコンサルティング

関東 神奈川県 横浜市青葉区 R2142U00016 株式会社オンス 7020001030277 通常枠 ファミリー向け写真館事業計画 上里　明子

関東 神奈川県 大和市 R2142U00018 株式会社ファイリングサポート 3021001060904 通常枠 高性能マイクロフィルム・スキャナーによるドキュメント電子化サービス 大石　源治

関東 神奈川県 横浜市緑区 R2142U00025 株式会社ピーズサポート 1020001119720 通常枠 ジュニアや女性を含む顧客に屋内ゴルフジムを個別ブースで提供 横浜信用金庫

関東 神奈川県 平塚市 R2142U00026 株式会社アオキエンタープライズ 3021001038207 通常枠 自動車販売業から電子整備を含めた自動車整備事業への進出のための整備場新設等 平塚信用金庫

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 R2142U00027 株式会社ホテルおかだ 3021001032102 通常枠 長期滞在型「現代版湯治」による地域観光課題解決への挑戦 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 平塚市 R2142U00030 ぶどう畑のさんぽ道 通常枠 全国の犬好き・ワイン愛好家のための販売拠点の新設 平塚商工会議所

関東 神奈川県 川崎市高津区 R2142U00035 株式会社トップス 2020001081861 通常枠 無人受渡クリーニングとコインランドリー併設店新設による新規顧客獲得 税理士法人税務会計センター

関東 神奈川県 川崎市高津区 R2142U00038 有限会社郁照電機 6020002088002 通常枠 特殊金属の微細加工によって新たに電気自動車部品の加工に挑戦 景山　洋介

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 R2142U00039 株式会社一坪フイルム 1020001127087 通常枠 Ａｄｏｂｅ　Ｐｒｅｍｉｅｒｅ　Ｐｒｏ　専用拡張キーボードの開発製造事業 水谷　弘隆

関東 神奈川県 相模原市緑区 R2142U00044 Ｍｏｂｉｕｓ株式会社 3012401022916 通常枠 独自ブレンドみそと野菜で作る「どろみそラーメン事業」の新展開 廣野　希

関東 神奈川県 鎌倉市 R2142U00045 株式会社ＯＷＬ 2040001110081 通常枠 古民家をリノベーションして少人数・低予算で挙げるハウスウェディング事業への展開 湘南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市高津区 R2142U00046 株式会社オージャス 9020001082416 通常枠 オーガニック食材のベジタリアンレストラン事業及び販売事業とその情報発信チャンネルの開設 税理士法人及川会計事務所

関東 神奈川県 足柄上郡開成町 R2142U00048 冨士寝具株式会社 4021001034139 通常枠 新分野「ロールアイロナー導入によるリネン・寝具総合管理業の展開」 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142U00054 エイトブリッヂ株式会社 4020001025544 通常枠 テレワーク等の新しい働き方に最適なワークスペースの提供事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 R2142U00056 グリーンブルー株式会社 8020001041835 通常枠 ＡＩ環境センシングによる単身高齢者見守りサービスの事業展開 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 藤沢市 R2142U00064 株式会社新江ノ島水族館 3021001002716 通常枠 楽しく環境保護を伝えるエデュテインメント型キャラクター事業 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 川崎市川崎区 R2142U00065 株式会社プレジャー 1020001108228 通常枠 南伊豆活性化を目的としたサイクリスト向け宿泊施設のオープン 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 藤沢市 R2142U00068 株式会社オクト 3021001063948 通常枠 「リーズナブル」「セキュア」「換気」に配慮したコワーキングスペース事業の展開 坪井　亮

関東 神奈川県 小田原市 R2142U00069 有限会社五和産商 9180002043491 通常枠 建設用３Ｄプリンタ機器による３Ｄプリントハウスの製造販売 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 川崎市高津区 R2142U00072 株式会社ＮＯＮＫＩ　ＦＡＣＴＯＲＹ 5020001127694 通常枠
テーブルタップオーダー、テーブルサーバー（ハイボール）、工場直送の新鮮ホルモンを武器に、低

価格焼
株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 神奈川県 横浜市磯子区 R2142U00073 株式会社横浜空調 8020001098347 通常枠 セルフエステサービス事業へ新分野展開を果たしてＶ字回復を実現 德田　進

関東 神奈川県 海老名市 R2142U00075 株式会社共栄ファスナー 8021001026792 通常枠 車輛関連への新規開拓による経営安定の向上 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 横須賀市 R2142U00076 ３ＤＳｕｒｖｅｙｐｌｕｓ合同会社 4021003003488 通常枠 ポストコロナに向けたドローン事業の多角化と新分野展開 湘南信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 R2142U00079 ラソス株式会社 9021001057589 通常枠 ３Ｄ設計システムを活用した店舗オフィス向けオンライン換気改善サービス 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 横浜市都筑区 R2142U00082 株式会社大平エアロシステム 6020001044055 通常枠 コロナ禍で需要が拡大している高級グランピング事業への新分野展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 R2142U00083 有限会社ＨＳＫ 6021002065511 通常枠 外食産業のコスト削減ニーズに対応した「低コスト・高機能」である商品の提供 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 神奈川県 川崎市川崎区 R2142U00084 株式会社仲澤組 4020001073782 通常枠 管理栄養士監修による健康に配慮したメニューを提供するレストラン事業展開 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市泉区 R2142U00086 株式会社新冨製作所 1020001000715 通常枠 新分野　医療関連機器の高密度実装基板製造事業 大岡　百合子

関東 神奈川県 厚木市 R2142U00087 株式会社大場金属 4021001046290 通常枠 メッキ事業の技術活用によるコーティング膜除去事業への進出 一般社団法人城西コンサルタントグループ
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関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 R2142U00088 株式会社ホテルあかね 3021001032028 通常枠 ポストコロナ時代のワーケーション型「会社・団体の宿泊所」事業 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142U00089 株式会社モグモグ 9020001132047 通常枠 引きこもりを海外で自立支援する海外自立型フリースクール事業 ネオフライトクリエイションズ株式会社

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 R2142U00094 有限会社彌榮館 6021002053904 通常枠 「市場直送の朝どれ海鮮を使った湘南海鮮丼」による日帰り観光客の囲い込み さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 R2142U00098 株式会社ＳＤＫ 6021001010492 通常枠 車載カメラテストソケット領域のニッチトップを目指す新分野展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 川崎市幸区 R2142U00099 不二エムアンドシー株式会社 5020001071463 通常枠 ６Ｇを見据えた半導体・ＦＰＤ市場向け化学薬品製造装置の開発・製造 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 R2142U00105 かもめプロペラ株式会社 8020001007217 通常枠 低炭素化に貢献する革新的省エネ技術ゲートラダーシステムの展開 株式会社エルニコ

関東 神奈川県 横浜市金沢区 R2142U00106 有限会社ＳＴＹＬＥ 3020002076348 通常枠 デジタルファブリケーション実現による木製防音ドア及び音響家具製造への新分野開拓 横浜信用金庫

関東 神奈川県 小田原市 R2142U00107 株式会社ピースケイク 6021001056040 通常枠 食パン・ラウンドパンに特化したパン製造小売業への新分野展開 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 R2142U00110 株式会社オオハシ 1020001016819 通常枠 架橋ポリエチレンの多色リサイクルペレットの製造・販売体制の構築 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142U00111 株式会社アイワンソリューション 1020001053993 通常枠 非対面セルフ美容エステ事業計画書 横浜信用金庫

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 R2142U00114 有限会社ピース 4020002100718 通常枠 介護者の負担軽減を図るワンボウル介護食（レトルト）製品の製造 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 R2142U00115 株式会社工和化成 3020001086604 通常枠 高精細加工を可能にする平面研削盤の導入によるデジタル分野等への新規事業展開 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 R2142U00116 株式会社トラスト企画 6020001092319 通常枠 半世紀前の劣化した電力主要幹線を改修し安定した電力供給に向けた長期インフラ整備事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142U00117 株式会社デザインコーポレーション 3020001080722 通常枠 「釣り食べ」を実現する新業態飲食店の開設と、協力店を使った相互集客 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 R2142U00119 京浜電設株式会社 9020001022933 通常枠 電気設備工事業から設備工事全般を一括して請負う事業体制への再編 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 神奈川県 川崎市川崎区 R2142U00121 ジャルディーノ 通常枠 ３密回避、ポストコロナ時代に対応した製造業への事業再構築計画 株式会社コンサラート

関東 神奈川県 横浜市西区 R2142U00123 株式会社リレーション・ジャパン 6020001060317 通常枠 特定技能人材の雇用をサポートするＷＥＢプラットフォーム事業 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 神奈川県 横浜市旭区 R2142U00125 株式会社ｙａｍａｄｅｒａ 4020001091066 通常枠 新型コロナウィルスを不活性化する光触媒塗装の技能講習と卸売業 松山　亮樹

関東 神奈川県 平塚市 R2142U00128 株式会社古賀電子 7021001036479 通常枠 極小電子部品の実装技術の確立により医療機器部品分野への参入計画 株式会社エフアンドエム

関東 神奈川県 鎌倉市 R2142U00130 株式会社ｏｕｒ　ｐｌａｃｅ 9021001061260 通常枠 石垣島一棟貸しヴィラプロジェクト アアル株式会社

関東 神奈川県 三浦市 R2142U00132 株式会社羽床総本店 6021001043476 通常枠 新たに「冷蔵で販売する野菜と魚の惣菜商品」を製造し新市場を開拓 上田　和成

関東 神奈川県 川崎市宮前区 R2142U00133 株式会社三珠 5020001067809 通常枠 微細加工システム導入による、微細加工部品の製造販売 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142U00136 株式会社バイオシルバー 6020001093250 通常枠 通話機能付きモニターシステムの開発とコールセンター業務の立上 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 小田原市 R2142U00138 株式会社額田 7021001065197 通常枠 小田原市初の病児・障害児保育を行う保育事業への新分野展開 小田原第一信用組合

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142U00139 有限会社かなめ 1020002033160 通常枠 最新ファイバーレーザー設備の導入で歯科医療機器部品の開発に挑戦 景山　洋介

関東 神奈川県 川崎市川崎区 R2142U00140 株式会社大谷加工 1020001072275 通常枠 ステンレス加工のノウハウを活かして新たに床施工工事業へ進出 株式会社東京経営サポーター

関東 神奈川県 横浜市磯子区 R2142U00142 日興テクノス株式会社 3020001003220 通常枠 中小企業顧客の業務統合管理クラウドを仮想サーバ内に構築し生産性向上に貢献 市木　圭介

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 R2142U00144 株式会社テラ 8020001032470 通常枠 「ＳＨＡＲＥ！ＫＡＭＡＫＵＲＡ」プロジェクト 株式会社みずほ銀行

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142U00146 株式会社ローカルフード 5020001098077 通常枠 テイクアウトを取り入れたカフェ事業と食品製造販売事業の展開 芝信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142U00148 株式会社江戸清 3020001025586 通常枠 真空包装機導入による一般消費者向けパウチ総菜の製造販売 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 横浜市金沢区 R2142U00150 株式会社トップサービス 8020001048120 通常枠 ドローンによるデータ撮影とＡＩ画像診断システムの連携による点検診断サービスの開発 株式会社横浜総合マネジメント

関東 神奈川県 足柄上郡山北町 R2142U00151 有限会社山北電子工業 1021002055863 通常枠 地域連携により架装車分野への事業展開を図る 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 足柄上郡開成町 R2142U00153 株式会社ケア・ドゥ 8021001035307 通常枠 食事から地域をサポートする「セントラルキッチン創設事業」 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 R2142U00154 有限会社アイオイホーム 9021002030421 通常枠 コミュニティスペースとＷｅｂサイトによる地域・観光活性化プラットフォーム事業 宮田昇

関東 神奈川県 藤沢市 R2142U00155 株式会社ティー・イソブチカンパニー 5021001001435 通常枠 新型コロナに強い「紅茶専門の飲食サービス事業」の新分野展開 道浦健治

関東 神奈川県 相模原市南区 R2142U00157 株式会社ケミックス 9021001014714 通常枠 固体高分子形水電解スタック及び水電解装置の製造 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142U00161 有限会社吉岡技工所 6020002036497 通常枠 アルミ厚板加工と品質管理体制の構築で実現する医療機器部品の新規受注 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 小田原市 R2142U00162 有限会社メディカルエムアンドエス 8021002054017 通常枠 就労継続支援Ｂ型事業所の開業と「小田原・めだかブランド」の構築 株式会社エイチ・エーエル

関東 神奈川県 川崎市中原区 R2142U00163 株式会社大矢製作所 6020001069028 通常枠 摩擦圧接技術の高度化を図るための研究開発と製造一体の工場新設 川崎信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 R2142U00169 有限会社わかば調剤薬局 9021002025470 通常枠 調剤薬局と住宅型有料老人ホームの連携による事業再構築 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 R2142U00171 株式会社Ｓａｎｓｅｉ 9020001036388 通常枠 新型コロナウィルス検査及び消毒サービスによる事業再構築 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142U00172 株式会社江川工芸社 7020001019634 通常枠 高鮮度・高品質水産品の流通システム急立上のために鮮魚店を出店 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 R2142U00174 株式会社エムワイ 4020001022525 通常枠 高級焼肉店から町のお肉屋さんへの転換 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市緑区 R2142U00179 ゲッコー 通常枠 地域の人の憩いの場となるオープンカフェ開業計画 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 小田原市 R2142U00180 株式会社ホムタホールディングス 4021001035401 通常枠 不透明な経営環境の中、第二の事業の柱として、金属板金業へ事業再構築を行う 中南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市多摩区 R2142U00182 株式会社ミスズ 2020001064791 通常枠 ０．１８ｍｍの狭隣接高密度実装技術の開発による医療機器分野への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 川崎市川崎区 R2142U00184 株式会社Ｂｒｉｎｇ　ｔｏｇｅｔｈｅｒ 3020001114430 通常枠 当社の強みを活かした、飲食業から広告業への事業再構築事業
一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティング

パートナーズ

関東 神奈川県 横浜市旭区 R2142U00189 有限会社鳥正 8020002022009 通常枠 老舗鳥肉専門店が創る手作り逸品を新たな方式で提供する業態転換 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 厚木市 R2142U00191 株式会社日本ファシリティ 7021001023808 通常枠 ポストコロナを見据えたスケートボードパーク事業の展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 R2142U00193 さくらＧＳ株式会社 4020001023151 通常枠 樹脂との半永久的接合を可能とする金属表面加工処理の量産化 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 綾瀬市 R2142U00198 第一工業株式会社 6021001025466 通常枠 物理レベルからデジタル化した革新的な製造方法への業態転換 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 神奈川県 横浜市旭区 R2142U00202 株式会社デリフラワー 5020001063709 通常枠 生花事業から花木のドライ加工製品製造事業への進出 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142U00207 株式会社長谷川板金 7020001021425 通常枠 ファイバーレーザ溶接機の導入による血液分析装置部品製造への展開 景山　洋介

関東 神奈川県 綾瀬市 R2142U00209 ヤサカ工業株式会社 4021001027654 通常枠 粉体塗装導入と溶接技術強化で実現する海外向け貨物鉄道車両の新規受注 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 相模原市中央区 R2142U00213 株式会社三和興産 4021001056034 通常枠 豚舎用天井パネルの新製品開発と設備導入による新市場開拓 大槻　一夫

関東 神奈川県 川崎市高津区 R2142U00214 株式会社カリヨン・カンパニー 6020001110567 通常枠 保育園向け「カリヨンメソッド　」　オンラインコンテンツの構築 税理士法人ＯＣパートナーズ

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142U00215 株式会社ワタナベ 9020001118665 通常枠 「ワイヤーカット単加工（賃加工）からワイヤーカット加工を基軸とする精密部品のプラットフォームへの業態転換」 協同組合さいたま総合研究所

関東 神奈川県 横浜市都筑区 R2142U00216 株式会社アステック 4020001045542 通常枠 「和」デザインユニットバスの製造・販売による収益性の回復・向上 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 小田原市 R2142U00217 グローバルコネクト株式会社 9021001046451 通常枠 ハードとソフトの融合による革新的ＡＩ画像解析技術で新商品開発 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横須賀市 R2142U00219 株式会社トライアングル 2021001042795 通常枠 船の観光から陸の観光へ！　横須賀の歴史ロマンを伝える新たな観光需要の創出事業 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 川崎市高津区 R2142U00220 株式会社ローカルダイニング 9020001093990 通常枠 既存事業とのシナジー効果の高いクラフトビール事業への挑戦 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 川崎市中原区 R2142U00224 株式会社慶和プロス 5020001069202 通常枠 難加工材の切断加工により、５Ｇ関連設備部品の市場に進出 横浜信用金庫

関東 神奈川県 川崎市多摩区 R2142U00226 株式会社ワイ・オー・アール 5020002100857 通常枠 ウィズコロナに対応した新しい形のボーカル＆ダンススクール 川崎信用金庫
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関東 神奈川県 横浜市中区 R2142U00227 株式会社地新 2020001062952 通常枠 骨董品の競り市場をライブコマースで実現するプラットフォーム構築及び運営事業 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 神奈川県 小田原市 R2142U00232 株式会社ＴＡＫＡＨＡＲＡ 8021001061823 通常枠 溶接工場新設によるプラント設備配管市場への新分野展開 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 平塚市 R2142U00234 平塚金属工業株式会社 5021001037198 通常枠 非鉄鋳造製品の試作事業への進出 コンピタント税理士法人

関東 神奈川県 相模原市中央区 R2142U00238 株式会社住まいの広場ＴＯＷＮＳ 4021001019040 通常枠 デジタル活用で「仲介＋リノベーション・リフォーム業」進出 新酒　芳斗

関東 神奈川県 相模原市中央区 R2142U00239 株式会社アライブ・フードサービス 2021001054907 通常枠 一日中売り上げが取れるパンのテイクアウト併設型カフェ事業への参入 多摩信用金庫

関東 神奈川県 鎌倉市 R2142U00242 有限会社ＦＲＡＭＥ 2011002034917 通常枠 箱根強羅一棟貸宿泊施設新規開業プロジェクト 湘南信用金庫

関東 神奈川県 平塚市 R2142U00243 有限会社竹まん 4021002058673 通常枠 料亭に依存した経営のリスク分散を目的にした新事業の展開 平塚信用金庫

関東 神奈川県 小田原市 R2142U00245 株式会社湘南アンレーヴ 1021001035503 通常枠 焼き立てパン小売りから冷凍パン卸売の事業再構築計画 税理士法人あおば

関東 神奈川県 横須賀市 R2142U00247 有限会社大八 5021002065306 通常枠 こだわりの三浦食材を使った安心安全な居酒屋的家庭料理の提供 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 R2142U00249 株式会社タヌマ 6020001017985 通常枠 「本格甘味」ブランドを構築し、新たな販売チャネルでＢｔｏＣに進出 アンカー税理士法人

関東 神奈川県 川崎市中原区 R2142U00253 ＬＡＧ株式会社 2020001119579 通常枠 撮影スタジオ向けデジタルマーケティングプラットフォーム事業 風間　祐介

関東 神奈川県 横浜市西区 R2142U00254 株式会社ケースリーフーズ 3020001078709 通常枠 横浜発焼肉店。コロナ禍をデリバリーサービスと非接触＆非対面店舗開発で乗り切る。 川崎信用金庫

関東 神奈川県 平塚市 R2142U00256 株式会社光立 4021001036473 通常枠 循環型社会を目指す廃材の資源化事業 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 神奈川県 横浜市西区 R2142U00257 ＦＭＤ株式会社 2021001009514 通常枠 卸売業から製造業への画期的転換により、半導体製造工程における需要を確実に捉える 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 三浦市 R2142U00258 有限会社山田酒店 6021002071872 通常枠 三崎港玄関口の酒店による地元名門旅館の復活 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 川崎市川崎区 R2142U00259 株式会社協和商会 8020001072574 通常枠 太陽光パネルリユース及びリサイクル事業 左近允　陽平

関東 神奈川県 横浜市瀬谷区 R2142U00260 株式会社マイプレシャス 5020001030948 通常枠 結婚式引出物の卸売業から法人ギフト直販業への業態転換 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 川崎市高津区 R2142U00261 エレックス工業株式会社 2020001065914 通常枠 衛星搭載用電波観測機器の試作開発および試験設備の導入 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 R2142U00266 株式会社田中製作所 3020001044479 通常枠 電動ブレーキシステム用のボールねじユニット製造 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市緑区 R2142U00271 株式会社サンコウ 7020001002061 通常枠 航空機部品製造技術を活かした半導体製造装置部品量産事業への新分野展開 川崎信用金庫

関東 神奈川県 海老名市 R2142U00272 岩弥創業株式会社 8021001026685 通常枠 浄水場・貯水槽分野進出のための新工場建建設計画 城南信用金庫

関東 神奈川県 秦野市 R2142U00273 岳石電気株式会社 9021001022659 通常枠 ２３００℃真空・水素炉による半導体・分析装置向け部品の量産事業 中栄信用金庫

関東 神奈川県 鎌倉市 R2142U00275 シンオー株式会社 5021001056702 通常枠 三浦野菜を乾燥処理し、災害時にも有用な食品を加工する事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 R2142U00276 株式会社ブルペン 9010401066226 通常枠 地域に密着した正しい健康情報を提供する新しい形の調剤薬局 税理士法人誠和コンサルティング

関東 神奈川県 川崎市麻生区 R2142U00278 株式会社サートンワークス 4020001065235 通常枠 難材料加工技術でわが国の新世代パワー半導体産業の発展に貢献する 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港南区 R2142U00280 株式会社黄金メッキ工場 8020001003884 通常枠 ”自分にご褒美！”装飾用金めっきの新色２色を開発！バングルの商品化 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 藤沢市 R2142U00283 株式会社ＡＬＬ．ｅ 3021001064095 通常枠 コワーキングスペース開設で地域交流の活性化・建設事業の相乗効果計画 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142U00284 栄光デザイン＆クリエーション株式会社 2020001019580 通常枠 大型汎用プラスチック成形品の製造技術を活かし、ＥＶ用エンプラ製品に参入 株式会社フロウシンク

関東 神奈川県 相模原市緑区 R2142U00287 株式会社ティーフォーエル 6021001050489 通常枠 経営資源の最適化によるデジタルサイネージ広告市場への事業転換 石黒　健太

関東 神奈川県 平塚市 R2142U00289 合同会社湘南Ｂａｒｎ＆Ｖｅｔｅｒｉｎａｒｙ 1021003006618 通常枠 高品質・低価格な畜産向け動物用医薬品の製造販売事業 平塚信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 R2142U00290 リカザイ株式会社 7020001070422 通常枠 医療関連分野向け温間圧延によるマグネシウム合金薄箔化事業 公益財団法人川崎市産業振興財団

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 R2142U00291 有限会社京町食品店 2020002023508 通常枠 仕入れて売るビジネスから脱却！加工食品製造への挑戦 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 鎌倉市 R2142U00298 チポリーノ 通常枠 イタリアンレストランが提供するマルシェ事業 大内　祐

関東 神奈川県 川崎市高津区 R2142U00299 有限会社エム・トラスト 4020002088037 通常枠 アフターコロナを見据えた完全個室完全防音のテレワークスペースの提供 東京東信用金庫

関東 神奈川県 川崎市宮前区 R2142U00301 株式会社ｏｆ　ｔｈｅ　ｅａｒｔｈ 3020001093906 通常枠 今一番オシャレな園芸植物「アガベ」の仕入れ、生産、販売 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 R2142U00305 ＶＵＩＬＤ株式会社 4010401135200 通常枠 ＮＥＳＴＩＮＧ事業（理想の暮らしを自分で設計し建てるデジタル家づくりサービス） 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 R2142U00306 株式会社きじま 1020001038136 通常枠 レストラン発の有機宅配事業と日本初のサステナブルなデパ地下事業への多角化戦略 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 神奈川県 横浜市南区 R2142U00307 宏幸株式会社 3020001041212 通常枠 電子機器リサイクルの廃プラを再生させるエコ建材製造販売事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 R2142U00308 株式会社ジェイアンドシー 9020001098197 通常枠 次世代プレスラインによる微細電子部品の量産技術開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 神奈川県 藤沢市 R2142U00313 一般財団法人礼法弓術弓馬術小笠原流 4021005005466 通常枠 小笠原流講習会のオンライン化計画 空本　光弘

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142U00315 特定非営利活動法人国際舞台芸術交流センター 6011005002099 通常枠 「ＹＰＡＭ－横浜舞台芸術ミーティング」によるオン・オフライン融合事業 辻下　敏夫

関東 神奈川県 横浜市西区 R2142U00317 株式会社たき航グループ 9020001042733 通常枠 ＡＩ技術等を活用した非接触型の次世代型店舗開発 株式会社みずほ銀行

関東 神奈川県 秦野市 R2142U00318 株式会社コッチ 9030001104870 通常枠 自転車製造業から、富士山地域におけるレンタサイクル事業への転換 中栄信用金庫

関東 神奈川県 小田原市 R2142U00320 株式会社ＬＯＧ 1021001066985 通常枠 育毛・脱毛施術を可能とする来店しやすい新たな美容院事業 野口　剛

関東 神奈川県 大和市 R2142U00322 有限会社高村工業所 4021002041571 通常枠 ＴＫコート高耐食メッキの新展開 平塚信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142U00330 七草 通常枠 瀬戸内海・興居島の古民家を醸造所へ。オリジナルビールによる地域活性＆事業再構築。 横浜商工会議所

関東 神奈川県 藤沢市 R2142U00333 株式会社Ｃａｔｃｈ　ｔｈｅ　Ｗｅｂ 3021001005859 通常枠 沖縄の古宇利島でＳＤＧｓを考慮した会員制グランピング施設の開設 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横須賀市 R2142U00334 ドブ板Ｄｅｓｉｇｎ＆Ｃｒｅａｔｉｏｎ株式会社 2021001047480 通常枠
飲食業から食品製造業に業種業種転換！！横須賀、三浦地域で「ご当地プリン」を企画・製造・販

売・卸売
髙梨　喜裕

関東 神奈川県 横浜市青葉区 R2142U00335 安部三博 通常枠 チョコと地元特産品小売業による事業再構築 横浜商工会議所

関東 神奈川県 逗子市 R2142U00342 株式会社マイカム 2021001043257 通常枠 マイカム沖縄キッチンカー 村田　敏宏

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 R2142U00343 株式会社コヤマ 1020001061476 通常枠
大宴会場併設型料亭から割烹職人による地元神奈川県産食材を生かした弁当デリバリー事業・低感染

リスク
株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 R2142U00344 弁護士岩井知大 通常枠 業界初！「法的文書の有効性確認サービス」の開発及び運用 合同会社セールス・トータルサポーターズ

関東 神奈川県 厚木市 R2142U00345 ベストトレーディング株式会社 6021001014477 通常枠 一般廃棄物である中古衣料を再商品化し海外へ販売し、売上を確保する事業計画 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 R2142U00346 三興電機株式会社 8020001017389 通常枠 パンデミックや天災害時のＢＣＰ支援システムの提案営業と施工販売 大石幸紀

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 R2142U00348 株式会社Ｑｕｌｅａｄ 2021001007220 通常枠 ＴＣＳ気化供給装置製造事業への参入 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 神奈川県 横浜市金沢区 R2142U00349 三和化成工業株式会社 4020001040543 通常枠 潤滑油事業から新分野の危険物倉庫事業への進出 東京中小企業投資育成株式会社

関東 神奈川県 秦野市 R2142U00350 菊地工業株式会社 7021001022470 通常枠 高精度の自動車部品用金型の製造に取り組み、新型コロナの影響を乗り越える 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 横浜市港南区 R2142U00353 有限会社フロムワン 7020002071171 通常枠 冷凍商品（冷凍菓子（洋・和）、冷凍パン）の開発と、人気ＥＣサイト構築による事業再構築 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 秦野市 R2142U00355 株式会社石川工業 5021001022373 通常枠 バーチャル・シュミレーションの導入による製造方法の転換 松永　敏明

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 R2142U00356 癒し場不動産株式会社 4021001064763 通常枠 湯河原町温泉街の観光活性化のための旅館再興支援事業 三島信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 R2142U00359 有限会社珈琲新鮮館 6021002028170 通常枠 自社及び配送代行によるデリバリー事業の展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 川崎市川崎区 R2142U00362 株式会社ヨシノ自動車 4020001074863 通常枠 独自査定システムによるトラック資産管理サービスへの業態転換！ 株式会社りそな銀行
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関東 神奈川県 横須賀市 R2142U00373 株式会社ＬａＬａＬａｎｄ　Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ 8021001066277 通常枠 児童発達支援・放課後児童デイサービスの新規事業計画 株式会社浜銀総合研究所

関東 神奈川県 横浜市西区 R2142U00375 Ｄｅｎｔａｌ　Ａｒｔｓ　Ａｃａｄｅｍｙ株式会社 3020001095068 通常枠 歯科医がＡＩと３Ｄプリンターでデジタル歯列矯正器具開発事業 古川　勉

関東 神奈川県 横浜市西区 R2142U00377 トーエイ工業株式会社 8020001091962 通常枠 古民家再生による宿泊業への進出と地域の活性化を図る 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港南区 R2142U00379 株式会社新世 2020001003972 通常枠 クラフトチョコレート製造・販売への進出による事業再構築の実現 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 R2142U00380 マランツエレクトロニクス株式会社 8020001046215 通常枠 ｘＥＶ産業で使用される３Ｄ検査装置市場への新規参入‼ 朝日税理士法人

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 R2142U00381 熊沢酒造株式会社 8021001006753 通常枠 ハーブレストラン（専門料理店）の出店（新分野展開） 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 鎌倉市 R2142U00383 株式会社エンジョイワークス 7021001046230 通常枠 参加型家づくりアプリ開発によるＢｔｏＢｔｏＣ事業展開 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 横浜市南区 R2142U00384 北辰建設株式会社 3020001095126 通常枠 再生プラスチックを利用した建築資材の加工及び販売 川崎信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 R2142U00388 有限会社共伸テクニカル 1021002019463 通常枠 厚板加工力と溶接技術力を生かし食品機械分野での事業再構築を図る 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142U00392 株式会社ベルテクニカルサービス 7020001084471 通常枠 ベトナムにおける一般家庭向け家事代行サービス派遣型アプリ事業 城南信用金庫

関東 神奈川県 小田原市 R2142U00393 合同会社小田原かまぼこ発信隊 5021003004411 通常枠 宿場町・漁師町小田原ならではの食べ歩き専門店設立による新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142U00394 つばさ真空理研株式会社 2020001130115 通常枠 ドライエッチング装置向け国内初新保護膜製造工場の操業計画 株式会社みずほ銀行

関東 神奈川県 横浜市青葉区 R2142U00395 株式会社トランプス 2020001047689 通常枠 店内壁面を活用した広告販売及びプラットフォーム事業 株式会社マイクリエイト

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142U00397 株式会社繁盛プロジェクト 1011101060872 通常枠 ＷＥＢ　展示会による新たなイベントの実施 井上大輔

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142U00400 小松精機株式会社 6020001020221 通常枠 新製品「抗ウイルス剤自動噴霧装置」開発を障がい者雇用で実現する事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 R2142U00401 株式会社エスディーダブル 7021001058969 通常枠 ＢＩＭ関連需要拡大を見据えた３Ｄ鉄骨データ製作への新分野展開 サポート行政書士法人

関東 神奈川県 平塚市 R2142U00404 馬場フード・サービス株式会社 1021001037128 通常枠 内食・中食市場参入による事業多角化　ー外食単一事業からの脱却ー 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 神奈川県 横浜市都筑区 R2142U00407 株式会社ミナミ技研 2020001043622 通常枠 自動車向けパイプ加工業から半導体製造装置市場向け熱交換器開発事業への転換 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 R2142U00411 株式会社藤伸興業 5020001018159 通常枠 家事代行・キッズケア　×英会話サービス　＜新分野展開＞ 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 R2142U00412 株式会社コラード 3020001112046 通常枠 完全予約、完全個室のプライベートサウナ事業 オールウィン税理士法人

関東 神奈川県 鎌倉市 R2142U00416 朝倉屋合同会社 3021003005312 通常枠 自家製チーズ工房併設型テイクアウト／デリバリーでの事業化 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 R2142U00417 株式会社三差製作所 6020001009396 通常枠 半導体製造装置分野への進出 株式会社ＩＰＪ

関東 神奈川県 川崎市川崎区 R2142U00421 図南鍛工株式会社 8020001073829 通常枠 次世代軽量化トラック部品製造のための革新的鍛造技術確立による業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 R2142U00424 亀井工業ホールディングス株式会社 1021001008104 通常枠 市民が誇れる茅ヶ崎ブランドの創出と地域経済循環強化のためのビール事業への新分野展開 湘南信用金庫

関東 神奈川県 小田原市 R2142U00425 相模洋洗株式会社 7021001032619 通常枠 産業廃棄物の収集・運搬から中間処理までの一気通貫のサービス提供 税理士法人湘南

関東 神奈川県 川崎市麻生区 R2142U00429 有限会社ラドーム２１ 8020002101175 通常枠 内製化による一気通貫生産体制構築とＡＴＳ地上子外殻の新規製造等 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142U00430 ウルトラフーズ株式会社 2021001049997 通常枠 小ロット工場の新設及びＥＣサイト開設 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 鎌倉市 R2142U00436 株式会社ザムテック 1021001058438 通常枠 車検と重整備の新規サービスでカーライフをトータルサポート 白田　浩幹

関東 神奈川県 小田原市 R2142U00438 有限会社山上蒲鉾店 4021002053377 通常枠 小田原市名物の「蒲鉾」レストラン事業 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 神奈川県 横浜市都筑区 R2142U00441 株式会社コイズミツール 5020001039287 通常枠 世界に先駆け、特殊ダイヤモンドを使用した　小径特殊工具を製造する 株式会社ライトアップ

関東 神奈川県 三浦市 R2142U00446 有限会社やまとし 3021002071891 通常枠 プロが目利きした海鮮ＢＢＱに特化したゲストハウス事業 ベイヒルズ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 R2142U00450 新和工業株式会社 5020001017680 通常枠 各種金属加工業から、環境関連大型特殊塗装業への事業再構築 佐野商工会議所

関東 神奈川県 横浜市都筑区 R2142U00452 株式会社アース・ウエザー 3020001060220 通常枠 船舶の最大２０％～４０％の燃料削減と安全航海提供システムの構築 山口　学

関東 神奈川県 川崎市高津区 R2142U00459 旭光通信システム株式会社 2020001066078 通常枠 列車無線通信装置の開発及び製造 税理士法人誠和コンサルティング

関東 神奈川県 小田原市 R2142U00461 株式会社ＩＺＵＭＩＹＡ 1021001032310 通常枠 ネット通販を導入し販路を拡大して更なる成長をめざす事業再構築計画 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 神奈川県 横浜市旭区 R2142U00462 株式会社関工テクノシード 8020001004899 通常枠 マンション大規模修繕の現場事務所のオールインワン提供サービス 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市西区 R2142U00467 有限会社横浜国際教育学院 3020002017764 通常枠 中国向けオンライン日本語教室事業への参入 株式会社浜銀総合研究所

関東 神奈川県 藤沢市 R2142U00469 株式会社おしん 8021001069239 通常枠 高度外国人の採用支援事業（就職・定着支援） 公益財団法人湘南産業振興財団

関東 神奈川県 横浜市青葉区 R2142U00471 株式会社アジアンテイブル 7020002065017 通常枠 東京生まれの女性向け肉まんのテイクアウト及びオンライン販売事業 朝倉　厳太郎

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142U00474 株式会社ランデスホールディングス 4020001061011 通常枠 デリバリー専門飲食業用キッチン貸出＆営業支援事業への業種転換 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142U00477 株式会社Ｆｉｒｓｔ　Ｄｒｏｐ 5020001053899 通常枠 〈横浜市の食の１丁目１番地！横浜中央市場内発送！〉仕出し弁当事業【浜八】開業 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 R2142U00479 有限会社カネックス 8020002011507 通常枠 ホテルを拠点にしたマリンクラブ運営で「みんなの別荘化」事業 株式会社マイティータンク

関東 神奈川県 中郡二宮町 R2142U00480 株式会社Ｔｓｕｕ 5021001061041 通常枠 宿泊だけじゃない！仕事やグランピングＢＢＱもできる施設への大転換事業 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142U00482 株式会社バネックス 3020001021404 通常枠 食品機械、医療機器業界参入による売上ゴールデンバランス構築 横浜信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 R2142U00488 有限会社清美環 1021002021576 通常枠 所有からシェアリングへ！特殊車両のマッチングプラットフォーム 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 R2142U00496 スパテクノ株式会社 1021001034397 通常枠 畜産業界向けにＩＯＴの活用と特許製品除菌水使用の超音波噴霧装置の開発 ブライトウイル・アドバイザリー株式会社

関東 神奈川県 横浜市金沢区 R2142U00497 ＳＴＭ株式会社 4020001109058 通常枠 飲食店スペースの一部を加工場に変更し、テイクアウト・ネット販売　宅配業務への多角化 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 R2142U00499 株式会社日伸 7020001047222 通常枠 ホテルからコロナ禍にも耐え得る飲食店へ事業転換 ＫＩ税理士法人

関東 神奈川県 川崎市中原区 R2142U00501 株式会社ｔｙｏｔｔｏ 4010601049191 通常枠 オンライン学習塾ｔｙｏＣｏ事業 税理士法人堀口会計

関東 神奈川県 横浜市磯子区 R2142U00514 株式会社国岡商会 5020001052991 通常枠 再生資源卸売業へのペレット製造の新事業の導入 生井　勲

関東 神奈川県 横浜市青葉区 R2142U00521 株式会社ロボット科学教育 9020001043013 通常枠 ＳＴＥＭプログラミングを自宅で学べるリモート受講システムの開発 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 神奈川県 三浦市 R2142U00529 プレアデス株式会社 2021001043125 通常枠 三浦野菜を次世代に繋ぐための農地造成工事事業 ベイヒルズ税理士法人

関東 神奈川県 小田原市 R2142U00531 小田原はたご 通常枠 生活体験型不動産事業への転換 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 相模原市緑区 R2142U00532 株式会社クロコアートファクトリー 2021001016130 通常枠 自由な生活様式を実現する革新的どこでもハウス製造販売への新分野展開 株式会社さがみはら産業創造センター

関東 神奈川県 横浜市港北区 R2142U00544 株式会社ＬＥＡＬＥ 2020001126732 通常枠 コロナに則した高級食パン事業への進出 横浜さいわい税理士法人

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 R2142U00545 株式会社エヌシーイー 3020001124495 通常枠 有名焼肉店の知名度と高いサービスを活かしての、肉割烹高級業態で都内新分野展開 廣瀬　好伸

関東 神奈川県 厚木市 R2142U00552 株式会社ＭＩＣ 9021001022213 通常枠 ホールガーメント機およびＩＴシステム導入によるＤＸの推進 横山　則之

関東 神奈川県 横浜市港南区 R2142U00555 しいれいフォト 通常枠 写真と人（技術）をつなげるワークスペース・シェアスタジオの運営 川崎信用金庫

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 R2142U00556 株式会社旅館王 1021001046715 通常枠 鳥居崎海浜公園パークプロジェクト 森野　英昭

関東 神奈川県 相模原市南区 R2142U00562 株式会社東和 3021001013333 通常枠 オーダーメード排気フードの製作と取付 小林恒男

関東 新潟県 新潟市東区 R2152S00002 有限会社ＣＩＲＣＬＥ．ＳＥＶＥＮ 8110002012074 緊急事態宣言特別枠 唐揚げ持ち帰り専門店出店により中食需要を捉え、売上回復を図る 後藤　公平

関東 新潟県 燕市 R2152S00003 切り文字屋オッケイ株式会社 8110001033435 緊急事態宣言特別枠 地域コミュニティの中心を目指した焼き芋屋さん経営 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 妙高市 R2152S00004 Ｌｏｄｇｅ　Ｒａｖｅｎ 緊急事態宣言特別枠 コロナウイルスによる危機を 乗り越える為の新規事業開拓計画 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 三条市 R2152S00007 株式会社ふふふ 9110001018633 緊急事態宣言特別枠 女性のＤＮＡに直接訴えかける商品持ちキッチンカーで参上します！ 三条信用金庫
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関東 新潟県 燕市 R2152S00009 Ｋ　ＷＯＯＤ　ｂｅａｕｔｙ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ合同 2110003003920 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ時代を生き抜く、まつ毛エクステンション＆スマートエステで地域活性化 Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

関東 新潟県 十日町市 R2152S00010 株式会社和泉屋旅館 1110001020869 緊急事態宣言特別枠 「１室５浴室」～若年層向け非接触型宿泊および立ち寄り湯の展開～ 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 新潟市南区 R2152S00011 株式会社オサムフーズ 5110001016558 緊急事態宣言特別枠 「釜めし」のデリバリーおよび専門店出店による『縁（ゆかり）』創出事業 つばさ税理士法人

関東 新潟県 長岡市 R2152S00012 栃倉酒造株式会社 2110001022947 緊急事態宣言特別枠 発泡性日本酒の新規商品開発と工場の店舗改装及びネット販売による製造直販体制の構築 株式会社横浜総合マネジメント

関東 新潟県 新潟市中央区 R2152S00013 株式会社ビューズ 9110001009252 緊急事態宣言特別枠 有名店冷凍ラーメンが一度に購入できるテイクアウト専門店出店 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 阿賀野市 R2152S00014 白龍酒造株式会社 5110001012375 緊急事態宣言特別枠 日本酒製造からグルテンフリー食品製造を目指す新分野展開計画 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市北区 R2152S00015 フランクス 緊急事態宣言特別枠 子育て世代を対象に安心安全な家庭料理を教える教室の開設 株式会社にいがた事業承継サポート室

関東 新潟県 新潟市中央区 R2152S00016 たまり家、かかし屋 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から塩そば店への事業転換 野﨑貴実

関東 新潟県 新潟市中央区 R2152S00017 株式会社シー・エス 4110001031789 緊急事態宣言特別枠 サブスクリプションによるサービス提供 野﨑貴実

関東 新潟県 三条市 R2152S00020 Ｋａｄｏｇｅｎ株式会社 9110001033707 緊急事態宣言特別枠 伝統工芸技術を使った高級家具を企画販売する事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 新潟県 上越市 R2152S00022 サクラ印刷株式会社 1110001019044 緊急事態宣言特別枠 マーケティングオートメーションを活用したＤＭ制作による地域産業の活性化 株式会社八十二銀行

関東 新潟県 新潟市秋葉区 R2152S00023 株式会社フラット・イン 5110001010081 緊急事態宣言特別枠 観光及びビジネスニーズに対応するレンタカー事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 佐渡市 R2152S00025 有限会社桂屋 5110002034336 緊急事態宣言特別枠 個人旅行客のニーズに対応した宿泊施設への転換計画 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 燕市 R2152S00026 福クリーニング 緊急事態宣言特別枠 地元クリーニング店ならではのネット宅配で売上・生産性向上事業 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 阿賀野市 R2152S00027 丸三安田瓦工業株式会社 1110001011463 緊急事態宣言特別枠 瓦製のインテリアによる「最高の和み」提供および瓦文化復興事業 つばさ税理士法人

関東 新潟県 三条市 R2152S00028 株式会社ｍｕｋｕ． 7110001029070 緊急事態宣言特別枠 サブスク型ストックイラスト素材販売サービスの構築と運用 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 上越市 R2152S00029 和みめしや　一　ハジメ 緊急事態宣言特別枠 「密にならずに集える地域の真ん中にある皆のお茶のみ場」の新設 上越信用金庫

関東 新潟県 新潟市中央区 R2152S00030 万代タクシー株式会社 1110001004616 緊急事態宣言特別枠 法人タクシー配車業務の請負コールセンター事業 トキワコンサルティング株式会社

関東 新潟県 長岡市 R2152S00031 Ｗｏｏｄ　Ｓｐａｃｅ　山岸木工舎 緊急事態宣言特別枠 オーダーメイドによる快適空間の提供 税理士法人ソリマチ会計

関東 新潟県 三条市 R2152S00032 鯛カフェ 緊急事態宣言特別枠 鯛Ｃａｆｅコロナ対策による食料品小売業への業種変更計画 三条商工会議所

関東 新潟県 五泉市 R2152S00034 株式会社碧水荘 4110001011733 緊急事態宣言特別枠 川床空間とハーブを使用した『癒しの保養時間』の提供事業 つばさ税理士法人

関東 新潟県 燕市 R2152S00035 胡蝶 緊急事態宣言特別枠 地域の働く女性のためのサロン事業の確立 三条信用金庫

関東 新潟県 新潟市北区 R2152S00036 タヴェルナ・キアッキエリーノ 緊急事態宣言特別枠 おうち時間をスペシャルにするイタリア料理惣菜店の開発 新発田信用金庫

関東 新潟県 長岡市 R2152S00037 株式会社よしや 6110001023669 緊急事態宣言特別枠 小売り事業の縮小と新規小売りＥＣコンサルティングへの業態転換 長岡商工会議所

関東 新潟県 新潟市江南区 R2152S00038 株式会社グランディール 4110001030221 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ時代に安心して外食できる地産地消焼肉店への展開 スターライト株式会社

関東 新潟県 妙高市 R2152S00040 株式会社このみ 7110001020434 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍に対応したシステム構築により新制服市場へ進出 新井商工会議所

関東 新潟県 新潟市中央区 R2152S00041 株式会社Ｅｔｅｒｎａｌ　ｂｏｎｄｓ 5110001029196 緊急事態宣言特別枠 新たな取組となるスポーツジムの運営に必要な建物改修と機器導入等 新潟縣信用組合

関東 新潟県 佐渡市 R2152S00042 天領盃酒造株式会社 9110001027808 緊急事態宣言特別枠 業界初！甘酒サブスクリプションサービスの展開とサブスク限定商品の開発及び安定生産の実現 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新発田市 R2152S00043 株式会社精香苑 1110001013550 緊急事態宣言特別枠 内食・中食消費と外食消費に両対応できる経営基盤の強化策 新発田商工会議所

関東 新潟県 南魚沼市 R2152S00044 有限会社いまなり 9110002032848 緊急事態宣言特別枠 居酒屋からテイクアウトを主とするローストチキン店への事業再構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 十日町市 R2152S00045 ありがとうの森株式会社 9110001021414 緊急事態宣言特別枠 世界に誇る観光地、十日町にカフェ・バーテラス事業で再び活気を取り戻そう！ ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 西蒲原郡弥彦村 R2152S00046 有限会社まるい酒店 3110002019594 緊急事態宣言特別枠 食品残渣を出さない！地元食材を使った四季折々の割烹の味をテイクアウトフードで！！ 小出　忠由

関東 新潟県 長岡市 R2152S00047 有限会社ブライトサクセス 4110002030468 緊急事態宣言特別枠 不動産仲介・内装工事業に参入し空き家対策に一石を投じる事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 R2152S00049 株式会社ジェーエヌ商事 8110001016563 緊急事態宣言特別枠 自社製造工場の新設によるオリジナル内食・中食商品の製造販売 松﨑　孝史

関東 新潟県 阿賀野市 R2152S00050 醍醐食堂 緊急事態宣言特別枠 瞬間冷凍技術を使った飲食店人気メニューの通販による販路拡大事業 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 佐渡市 R2152U00001 株式会社広栄興業 2110002034454 通常枠 佐渡島内創業・企業誘致を目的とした「リバース佐渡ワーケーションプレイス」の新設 だいし経営コンサルティング株式会社

関東 新潟県 小千谷市 R2152U00002 株式会社山口製作所 9110001025514 通常枠 ＤＸ活用推進によるソリューション型事業への新規参入 公益財団法人にいがた産業創造機構

関東 新潟県 阿賀野市 R2152U00003 株式会社ＭＯＲＩ 7110001009205 通常枠 スマート農業用機械の最新ＩｏＴ部品製造への挑戦 税理士法人小川会計

関東 新潟県 上越市 R2152U00006 株式会社エッジシステムズ 7110001033725 通常枠 溶接技術導入による除雪用品等新分野展開事業によって日本唯一であるエッジ製造技術の存続 シェアビジョン株式会社

関東 新潟県 上越市 R2152U00014 市川建設株式会社 3110001018812 通常枠 全国的に早急な対応が求められている、下水道メンテナンスの一貫施工体制の確立 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 南魚沼郡湯沢町 R2152U00016 株式会社ゼブラ 6110001027067 通常枠 全自動チューンナップロボットを使用した事業再構築プロジェクト 株式会社商工組合中央金庫

関東 新潟県 新発田市 R2152U00021 有限会社豊谷殿 7110002015499 通常枠 新発田駅前で地元食材を活かした個室レストランの新築・経営 税理士法人小川会計

関東 新潟県 柏崎市 R2152U00022 株式会社ケー・エー・プラスチックス 6110002020483 通常枠 三次元測定器導入による、部品製造から組立までの一貫対応体制の実現 株式会社大光銀行

関東 新潟県 燕市 R2152U00023 株式会社新堀レストランシステムズ 3110001034743 通常枠 新潟県の有名飲食店が集合！お届けプラットフォーム構築事業 つばさ税理士法人

関東 新潟県 三条市 R2152U00026 株式会社島田技建 9110001016694 通常枠 ドローンと地上３Ⅾレーザー測量機を活用した、小規模～大規模工事まで可能な３Ⅾ測量の提供 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西区 R2152U00027 株式会社ｒｉａｌｔｏ 2110001034430 通常枠 光触媒分散液を使用した自動噴霧器の開発と販路開拓・販売計画 ＦＵＮ税理士法人

関東 新潟県 新潟市西区 R2152U00028 素井興食品工業株式会社 5110001000066 通常枠 新たな製法による「新潟米粉うどん」製麺事業計画 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 R2152U00035 株式会社サンエスフィッティング 5110001014181 通常枠 コンベアシステム市場への参入と顧客課題解決のための製造機能の獲得 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 上越市 R2152U00036 中日本信和株式会社 7110001019765 通常枠 リユースショップ「アクトツール」運営に伴う新分野展開 富山商工会議所

関東 新潟県 燕市 R2152U00038 戸塚金属工業株式会社 9110001016125 通常枠 ”街にある安心”災害時・緊急時に使用する「簡易、簡便型応急処置用具（緊急対応型ギプス）の開発 つばさ税理士法人

関東 新潟県 新潟市秋葉区 R2152U00042 株式会社サトウレーヌ 3110001007162 通常枠 ニット製造の強みを活かしたインテリア業界への新規参入 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 加茂市 R2152U00043 株式会社グッジョブ 6110001030995 通常枠 新たな釣り重要を開拓する管理釣り場事業 株式会社にいがた事業承継サポート室

関東 新潟県 新潟市南区 R2152U00044 株式会社テクノジェット 5110001009256 通常枠 インフラ補修から、補修工事機械のメンテと周辺機械製造への展開 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市東区 R2152U00045 株式会社アオスフィールド 6110001000172 通常枠 最先端コンテナ型データーセンター及びＧＰＵクラウドサービス 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 R2152U00046 株式会社モツズ 6110001023578 通常枠 人気ブランドのアパレル製品を手掛ける縫製工場の、カーテン等製造への挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西蒲区 R2152U00047 株式会社田中精密板金 4110001007970 通常枠 中厚板高精度板金ベース・フレームの製造販売 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市南区 R2152U00048 レントリー新潟株式会社 7110001007704 通常枠 Ｗレンタル事業から販売事業へ。欧州製アタッチメントの独占販売！ 税理士法人小川会計

関東 新潟県 三条市 R2152U00051 株式会社Ｗ＆Ｎ 8110001014518 通常枠 特許出願のホースがなく使いやすい画期的クランプ自社製造の取組 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 R2152U00052 株式会社小林工具製作所 7110001014106 通常枠 独創性とカスタマイズに特化したアウトドア／スポーツ製品の開発および直接販売 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 R2152U00053 株式会社しおさいフーズ 4110001002385 通常枠 日本料理店にコーヒー店を併設し、独自ブランド立ち上げに挑戦！ 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 R2152U00058 一般社団法人まちづくりスポーツ支援協会 2110005016235 通常枠 地域企業の“リクルート”に焦点を置いた、動画等の「コンテンツ制作・発信事業」への進出 つばさ税理士法人

関東 新潟県 新潟市北区 R2152U00060 有限会社山田 7110002010888 通常枠 新潟県の地産食材を使用した冷凍そうざい分野への進出 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 阿賀野市 R2152U00064 サントピアワールド株式会社 8110002013304 通常枠 唯一の複合型アウトドア施設を確立しエリア観光を推進 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 新発田市 R2152U00066 株式会社磯部ハイテック 9110001012470 通常枠 大型金属部品・機械製造を得意とする当社が、大型化が進む半導体製造装置・部品の製造に進出する 株式会社大光銀行
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関東 新潟県 糸魚川市 R2152U00068 株式会社大和屋 9110001021703 通常枠 個人間で洋服の貸し借りができるシェアリングサービスの提供 平野　康晴

関東 新潟県 加茂市 R2152U00070 有限会社奈良工房 8110002018385 通常枠 特注家具製造技術を活用し、住環境内装分野への新分野展開 三条信用金庫

関東 新潟県 南魚沼郡湯沢町 R2152U00074 株式会社貝掛温泉 1110001026247 通常枠 秘湯温泉宿が新分野展開として他者接触を大幅に削減したグランピング事業に参入 税理士法人ソリマチ会計

関東 新潟県 上越市 R2152U00075 有限会社フジマキ 6110002024690 通常枠 豪雪地帯に耐える板金鉄骨工事技術を建機プラント部品製造に展開 新井信用金庫

関東 新潟県 佐渡市 R2152U00076 公益財団法人鼓童文化財団 4110005014716 通常枠 オンライン太鼓レッスンとヘルスツーリズムプログラム開発による新分野展開事業 宮腰　貴和子

関東 新潟県 三条市 R2152U00077 有限会社魚半商店 3110002016864 通常枠
グループの強みを最大限に活用し、飲食店のコスト削減＆新潟ブランド向上に寄与する、超冷凍食品

加工業
株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 柏崎市 R2152U00078 株式会社Ｍ＆Ｓ 9110001029572 通常枠 土産物を買える食堂兼惣菜店を開店し、柏崎の活性化・ＰＲに貢献する。 つばさ税理士法人

関東 新潟県 新潟市東区 R2152U00079 有限会社企画二十一 9110002001828 通常枠 焼肉店が提供する意外なくつろぎ空間 新潟商工会議所

関東 新潟県 燕市 R2152U00082 株式会社カドクラ 4110001015791 通常枠 ＥＣサイトを構築し、受注生産から当社の技術を生かし見込み生産へ、１社依存体質からの脱却 協栄信用組合

関東 新潟県 五泉市 R2152U00083 株式会社フロンティア 8110002013857 通常枠 国内初整理加工を強みとしたワンストップニットメーカーへの進化 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市秋葉区 R2152U00084 株式会社馬場工務所 6110001007259 通常枠 ダブル（古民家・古材）バンクで空き家と木材不足をワンストップ解決！ 稲葉　隆治

関東 新潟県 南魚沼市 R2152U00086 有限会社あい工房 5110002032620 通常枠 健康寿命を延ばす為のフィットネス事業計画 青木　美智夫

関東 新潟県 東蒲原郡阿賀町 R2152U00092 越後ファーム株式会社 5110001033363 通常枠 消費者直売用の小ロット生産体制の整備、及び農家特定米のＥＣサイトの構築 東京中央経営株式会社

関東 新潟県 阿賀野市 R2152U00094 有限会社臼井農畜産 2110002013111 通常枠 日本製わら縄の生産体制構築と業者向け自社ＥＣサイトの構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 佐渡市 R2152U00099 坂本海運株式会社 5110001027596 通常枠 素材と鮮度にこだわったうどん・蕎麦の飲食店及び生麺のＢ　ｔｏ　Ｂ販売事業 武石　聡之

関東 新潟県 妙高市 R2152U00102 妙高ハウス 通常枠 「働・住・遊を統合したワーケーション施設への新分野展開」 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 妙高市 R2152U00104 ＳＮＯＷ　ＲＥＳＯＲＴ　ＬＩＮＫ 通常枠 外国人スキーインストラクターを活用したイングリッシュキャンプ事業 だいし経営コンサルティング株式会社

関東 新潟県 南魚沼市 R2152U00108 企業組合しおざわ異業種研究会 8110005013499 通常枠 メガホテル朝食食材をオール新潟産提供！県内各地へ誘客増大事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西蒲区 R2152U00110 有限会社大越食品 4110002011393 通常枠 食肉のプロが惣菜製造に挑戦！中食需要を捉えた新分野展開 株式会社大光銀行

関東 新潟県 燕市 R2152U00111 株式会社ほしゆう 7110001016077 通常枠 オーダーメイドパッケージのｗｅｂ・店舗参入による業態転換 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 妙高市 R2152U00112 株式会社丸尚 8110001020292 通常枠 新潟県産こしいぶきを使用した「中食向け冷凍寿司」の商品化 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 加茂市 R2152U00113 株式会社ヤチダ 6110001015344 通常枠 半導体装置向け部品製造分野進出のための高効率生造体制の構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 魚沼市 R2152U00116 株式会社諸長 3110001026880 通常枠 倉庫新築による米の保管・運搬事業と革新的な精米の供給事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 新潟県 南魚沼郡湯沢町 R2152U00118 株式会社シェラリゾートホテルズ 4110001026335 通常枠 地域随一の大自然を望むワーケーション構築事業 東京中小企業投資育成株式会社

関東 新潟県 五泉市 R2152U00121 株式会社ナック 9110001011695 通常枠 シームレス編×絹素材×おうち時間で美肌を作る「肌活シルク」グッズ開発 株式会社ビジネスリノベーション

関東 新潟県 新潟市東区 R2152U00124 株式会社スパンギャルド 4110001008746 通常枠 裁断ゴミを出さない製造技術によるバッグ生産ラインの再構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 阿賀野市 R2152U00125 京ヶ瀬豆富　まめ工房いとう 通常枠 飲食業・テイクアウトの新規事業及び料理教室実施を行う店舗の建設 公益財団法人にいがた産業創造機構

関東 新潟県 新潟市中央区 R2152U00129 株式会社ＳＫＴ 6110001033759 通常枠 地盤改良工法の更なる競争力強化と販路拡大のための技術開発事業 株式会社大光銀行

関東 新潟県 阿賀野市 R2152U00132 有限会社新光園 4110002013159 通常枠 造園のプロによる地域コミュニティの組成にも資する癒し空間の提供事業 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新発田市 R2152U00135 合同会社ＭＡＳＵＧＡＴＡ 8110003000904 通常枠 全天候型グランピング＆スポーツツーリズムへシフトし地域活性化 株式会社大光銀行

関東 新潟県 南魚沼郡湯沢町 R2152U00137 株式会社いせん 7110001026605 通常枠 宿泊業を中心に地域の活性化を目的としたシステム・ＫＰＩメソッドを用いたサービスの提供 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 新潟県 小千谷市 R2152U00139 有限会社びんしょう 2110002032318 通常枠 定額で利用できるセルフエステサロン事業 株式会社大光銀行

関東 新潟県 長岡市 R2152U00140 株式会社大原鉄工所 1110001022254 通常枠 デジタル技術等活用によるメンテナンス・施設運用事業への本格参入 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 新潟県 新潟市西区 R2152U00143 ココペリ 通常枠 持帰り需要・非接触ニーズに対応するためのパン製造小売への転換 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 三条市 R2152U00146 株式会社斎鐵 1110001014128 通常枠 グリーン調達と溶接品質向上によるキャンプ用品業界への新分野展開進出計画 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市東区 R2152U00148 株式会社ベンチャラー 9380001018235 通常枠 新規顧客開拓と客単価倍増を目的とした外食的イノベーション スターライト株式会社

関東 新潟県 新潟市中央区 R2152U00149 株式会社中央グループ 6110001032538 通常枠 ワンストップサービスで培ったノウハウを活かした、現場品質管理システムの提供 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 十日町市 R2152U00154 有限会社水落住建 8110002026116 通常枠 木製グッズ販売・展示のための工場・ショールーム建設事業 新潟縣信用組合

関東 新潟県 新潟市中央区 R2152U00156 株式会社ウオショク 9110001001382 通常枠 特殊冷凍技術を導入した、冷凍食品・冷凍食材製造業への新規参入による新市場の開拓 平塚　幸雄

関東 新潟県 新発田市 R2152U00157 有限会社共栄産業 8110002014987 通常枠 加工技術を活かした拡大マーケットへのビジネスモデル転換 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 R2152U00158 有限会社桑野工業 5110002017051 通常枠 海外市場向け建築機械用「精密大型金属加工」の事業再構築 三条信用金庫

関東 新潟県 三条市 R2152U00160 小柳建設株式会社 8110001015160 通常枠 新時代の建設プロジェクトマネジメントシステム販売事業への進出 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 R2152U00165 トーア株式会社 9110001022916 通常枠 家族葬専門斎場運営事業による事業再構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 R2152U00168 やなはら針灸整骨院 通常枠 コロナ禍における革新的な運動療法と最新の医療機器を用いた根本的治療の提案 協栄信用組合

関東 新潟県 新潟市南区 R2152U00170 株式会社ホンマ製作所 9110001007586 通常枠 ストーブ生産技術で培った熱源放出技術を活用したテントサウナ市場への新規参入 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西区 R2152U00172 有限会社かいの 3110002000050 通常枠 新潟県産コシヒカリ１００％の米粉と自家製甘酒を使用したシフォンケーキの製造販売 新潟商工会議所

関東 新潟県 十日町市 R2152U00173 株式会社千歳館 4110002025658 通常枠 ワ―ケーション及びラグジュアリー滞在ニーズに対応したプレミアム客室の整備及び地域資源活用型飲食店への新規進出 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 R2152U00174 株式会社コバックス 1110001024639 通常枠 「人口減少による地域が抱えた問題解決」高齢者の相談業務～解体事業へ展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 R2152U00181 株式会社アベキン 6110001015526 通常枠 オフィス家具の製造販売会社による電子機器部品製造の再構築事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 R2152U00182 株式会社吉田鉄工所 8110001016448 通常枠 新製品となる高難度の医療機器用二重構造金型製作へのチャレンジ 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 R2152U00192 株式会社なごみ 4110002019750 通常枠 コロナ禍で増える精神疾患者に対応したニューノーマルな園芸療法型グループホーム 株式会社大光銀行

関東 新潟県 上越市 R2152U00193 新光エンジニアリング株式会社 6110001019139 通常枠 ロボット用減速機向け『精密ギア加工機』事業の立上げ 上越商工会議所

関東 新潟県 南魚沼市 R2152U00199 株式会社種村建設 4110001026384 通常枠 大型土木工事で使用する開発型プレキャストコンクリート製品の新事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 小千谷市 R2152U00203 株式会社ＬＯＯＰ 8110001028518 通常枠 飲食店からコロナ後のニーズも見据えた高い効能を持つ温浴施設を営む事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 加茂市 R2152U00208 株式会社皆川製作所 1110001015332 通常枠 バイタルデータ収集・連携装置の開発・製造・販売事業計画 三条信用金庫

関東 新潟県 糸魚川市 R2152U00215 株式会社タナベ 4110001021633 通常枠 超高純度カーボンナノチューブ製造プロセスの開発及びその販売 株式会社商工組合中央金庫

関東 新潟県 燕市 R2152U00217 株式会社阿部工業 7110001017050 通常枠 次世代の人型ロボット機器に関わる新たな素材の超精密部品加工、製造分野へ進出する事業再構築計画 協栄信用組合

関東 新潟県 三条市 R2152U00222 三条タクシー株式会社 9110001014244 通常枠 新潟県三条市に所在するタクシー会社が児童福祉事業に参入 高橋　宏幸

関東 新潟県 燕市 R2152U00223 株式会社トクニ工業 7110001016416 通常枠 溶接ロボット導入による製品開発セミオーダーのプラットフォーム構築を図る業態転換計画 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 五泉市 R2152U00225 株式会社ウメダニット 5110001011575 通常枠 自社の編立技術・縫製技術を活かしたドッグウェア事業への参入 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 R2152U00228 株式会社ユーティエス 3110002019974 通常枠 最先端クリーンルームの設置による精密洗浄と５軸マシニングセンターによる医療分野への参入 Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

関東 新潟県 妙高市 R2152U00234 西脇建設株式会社 4110001020271 通常枠 省エネ住宅×電気自動車による持続可能なライフスタイルの提案 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 R2152U00239 株式会社アイプリント 3110001015009 通常枠 医療器具の固定用特殊テープの製造技術・体制の構築と販路開拓 三条信用金庫
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中部 富山県 富山市 R2162S00004 株式会社うまや 2230001013901 緊急事態宣言特別枠 新たな呉服屋の在り方の構築　定額制カジュアル呉服レンタルサービスの開始 中田　祐輔

中部 富山県 富山市 R2162S00005 株式会社キュービックネットワークスジャパン 8230001004606 緊急事態宣言特別枠 ＢｔｏＣでの新分野展開を目指した通所型児童発達支援の教室運営事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 R2162S00006 有限会社四季彩 1230002005188 緊急事態宣言特別枠 日本料理の一品料理である天ぷらの店頭販売事業 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 黒部市 R2162S00007 有限会社ティー・アイ・システム 5230002008105 緊急事態宣言特別枠 家庭菜園ニーズを捉えた一般消費者向け製品製造への新規進出 灰谷　直樹

中部 富山県 射水市 R2162S00008 笹谷工業株式会社 9230001012418 緊急事態宣言特別枠 高速高精密ポータブル３Ｄスキャンで風力発電用増速機部品への展開 堀田　幸男

中部 富山県 南砺市 R2162S00009 株式会社インターウェブ 9230001009380 緊急事態宣言特別枠 既存優位性を活用したスマート農業ＤＸ支援サービスへの主力事業転換 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 R2162S00010 株式会社サカナサケ 4230001016448 緊急事態宣言特別枠 新食感！茹で上げ焼きそば店の出店で従業員の育成と雇用維持を確立 富山商工会議所

中部 富山県 高岡市 R2162S00011 株式会社マツノ 8230001010967 緊急事態宣言特別枠 健康サプリ・美容用品ブランド「ミクル」の立ち上げと、ネット広告宣伝・販売と地域衣料小売店への貢献 高岡信用金庫

中部 富山県 氷見市 R2162S00012 ＆～アンパサンド～ 緊急事態宣言特別枠 まつ毛・眉毛エクステの美容関係者向けオンライン教室の開始とのれん分けの実施 氷見商工会議所

中部 富山県 砺波市 R2162S00013 株式会社ライフフィット 5230001015928 緊急事態宣言特別枠 ケトジェニック食を中心とした食事コンサル業への業態転換 公益財団法人富山県新世紀産業機構

中部 富山県 砺波市 R2162S00014 株式会社ジャストドゥイット 1230001009470 緊急事態宣言特別枠 らーめんのデリバリー開始と本格インスタントらーめんの開発事業 太田　直充

中部 富山県 富山市 R2162S00016 株式会社Ｒａｄｉａｎｔ 2230001018875 緊急事態宣言特別枠 オンラインカウンセリングを用いた半非対面エステ事業 富山商工会議所

中部 富山県 滑川市 R2162S00017 株式会社高木久雄商店 1230001007821 緊急事態宣言特別枠 衣服店から憩いの場としての提供事業 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 R2162S00018 株式会社ライズウィル 4230001006812 緊急事態宣言特別枠 既存事業の強みを活かして食品通販・卸売事業を展開 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 R2162S00019 株式会社大 8230001005760 緊急事態宣言特別枠 富山海産物の素材を活かした冷凍わっぱ飯開発による通販事業の開始 富山商工会議所

中部 富山県 富山市 R2162S00020 株式会社大住コーポレーション 8230001013524 緊急事態宣言特別枠 地域にリフレッシュを提供するアクションスポーツ施設運営への挑戦 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 富山市 R2162S00021 株式会社志満屋 2230001001245 緊急事態宣言特別枠 富山の鮮魚と薬膳・発酵食材で”味・心・美”を充たす加工品の開発 株式会社アクティブ・フォー

中部 富山県 南砺市 R2162S00022 南部白雲木彫刻工房 緊急事態宣言特別枠 国伝統工芸（井波彫刻）技術を活かした体験型新サービスの展開と新商品開発 富山県商工会連合会

中部 富山県 南砺市 R2162S00024 ゲンタグラス 緊急事態宣言特別枠 小売り誘導　宿泊観光業　１棟貸し体験型宿泊施設経営 楠本　恵味

中部 富山県 富山市 R2162S00025 富山の彩かさ桜亭 緊急事態宣言特別枠 富山県の地産地消食材を使った通販事業による事業再構築 富山商工会議所

中部 富山県 富山市 R2162U00004 株式会社たから抜型工業 5230001001614 通常枠 高耐久・高精度のメタルサンド抜型製造による新市場進出 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00005 株式会社フクール 9230001002658 通常枠 立山の自然・歴史・文化体感型複合型ワークプレイス事業とアフターコロナ時代に必要とされる人材開発研修事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 富山市 R2162U00006 株式会社シー・エー・ピー 1230001001147 通常枠 アフターコロナに向けた自社独自の新たなマーケティングを構築する事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 射水市 R2162U00007 有限会社高崎日吉堂 7230002013755 通常枠 ３Ｄバーチャルギャラリーによるオンライン美術品販売 ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

中部 富山県 黒部市 R2162U00008 生地蒲鉾有限会社 3230002007950 通常枠 「練り物の新しい食スタイルを」天ぷらのファーストフード事業 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 魚津市 R2162U00009 株式会社金太郎温泉 4230001007050 通常枠 金太郎温泉「リ・ボーンプロジェクト」 株式会社リョケン

中部 富山県 富山市 R2162U00014 株式会社北越 6230001007676 通常枠 ファイバーレーザー加工機導入による「プラント」×「医薬品」事業の立ち上げによる事業再構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 滑川市 R2162U00015 株式会社エムダイヤ 3230001005427 通常枠 樹脂回収での付加価値向上事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 R2162U00016 有限会社タナダ 4230002011506 通常枠 ステンレスの大径・長尺部品の生産体制構築による新分野進出 株式会社市岡経営支援事務所

中部 富山県 高岡市 R2162U00017 株式会社晴香園 3230001010253 通常枠 「花と緑の雑貨屋さんｎｉｃｏｃｏ」が新業態「リアルバーチャル店舗」に挑戦 税理士法人中山会計

中部 富山県 黒部市 R2162U00018 株式会社プレザント 7230001016536 通常枠 老舗温泉旅館から実質無料のバンガローを提供する大胆な新分野展開 黒部商工会議所

中部 富山県 高岡市 R2162U00022 株式会社安田紙業 8230001011081 通常枠 幹線道路沿いでの無人古紙回収ステーション設置による地域リサイクル推進事業 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 R2162U00025 株式会社新栄製作所 1230001001122 通常枠 ＳＲＣ構造十字継手柱における低コスト生産体制の構築による柱加工分野への進出 富山信用金庫

中部 富山県 富山市 R2162U00029 正栄産業株式会社 2230001005519 通常枠 ＶＲ住宅展示場の開設等による住宅の営業販売のオンライン化 若杉　拓弥

中部 富山県 富山市 R2162U00031 株式会社中川製作所 4230001002316 通常枠 設計機能を強化して溶接・溶射専門会社から大型設備部品メーカーへの転換 株式会社商工組合中央金庫

中部 富山県 高岡市 R2162U00032 ＧＲＮ株式会社 8230001016080 通常枠 クラフトウイスキー熟成樽を薪材に活用したバー＆グリル飲食店展開 越澤　勝

中部 富山県 富山市 R2162U00034 株式会社ＰＣＯ 5230001004559 通常枠 デジタル時代に対応したコンベンション運営支援サービスの提供 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 R2162U00036 株式会社リバン・イシカワ 5230001008840 通常枠 ＩｏＴ、ロボットを活用した２４時間稼働の精密加工自動化システムの構築 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 黒部市 R2162U00038 有限会社惣万精機 9230002008076 通常枠 当社の強みを活かし、ワイヤ放電加工機を導入し、医薬品分野部品への進出を果たす 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00039 レストランワイン専門店　カーヴ・ロンド 通常枠 過疎地域の古民家を活用したオーベルジュ事業への進出 太田　直充

中部 富山県 射水市 R2162U00043 株式会社スピードワールド 5230001013634 通常枠 需要が高まる大型トラック専門のタイヤ交換サービス事業の立ち上げ 株式会社富山銀行

中部 富山県 射水市 R2162U00044 立山化成株式会社 6230001012734 通常枠 医薬品原料供給国内回帰促進のための医薬品原料安定生成化、低コスト化、かつ短納期化生成技術の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 下新川郡入善町 R2162U00045 吉原建設株式会社 3230001007563 通常枠 ＩＣＴ技術を活用した住宅型有料老人ホーム及び訪問介護事業への新分野展開 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 富山市 R2162U00046 東条うどん 通常枠 ２４時間プライベート型低酸素ランニングレンタルジム事業 富山商工会議所

中部 富山県 氷見市 R2162U00049 有限会社宮下重建 4230002013155 通常枠 伐採生産性向上・リサイクルによる低コスト化により実現する災害対策伐採事業への進出 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00051 ホーライサンワイナリー株式会社 1230001005098 通常枠 ぶどう園ワイナリーの強みを活用したメンタルヘルスケア分野における企業向け研修事業への参入 富山信用金庫

中部 富山県 氷見市 R2162U00052 株式会社越田商店 1230001015056 通常枠 直売所の設置による富山産の新鮮な魚介類を使用した加工品製造直販事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 高岡市 R2162U00055 株式会社石王丸紙業 8230001009729 通常枠 「送る」から「贈る」に革新する高度なダンボールの新分野展開 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00056 有限会社ゼフィール 3230002004031 通常枠 新たな生活様式を支える健康生活サポート事業進出を通じたエリア再活性化 富山県信用組合

中部 富山県 中新川郡上市町 R2162U00057 株式会社コージン 5230001004757 通常枠 空間距離・沿面距離精度と成形強度・高生産性を両立したインサート射出成形体制の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 小矢部市 R2162U00059 株式会社石動マシナリー 2230001008942 通常枠 主力先依存体制からの脱却に向けた加工サイズに捉われないフレキシブルかつ生産平準化生産体制の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 富山市 R2162U00061 美笑興業株式会社 8230001015660 通常枠 Ｗｉｔｈコロナの対応のため新たな取り組みを導入した薬局運営 株式会社北陸銀行

中部 富山県 下新川郡入善町 R2162U00063 株式会社飯作運輸 5230001007537 通常枠 大型精密機械専用一括物流サービスの開発によるワンストップサービス提供体制の構築 にいかわ信用金庫

中部 富山県 富山市 R2162U00064 有限会社スターダム 3230002001755 通常枠 高付加価値直腸もつ鍋冷凍調理済製品の開発と非対面提供体制の構築 新湊信用金庫

中部 富山県 富山市 R2162U00065 株式会社石黒商事 8230001000225 通常枠 既存事業のノウハウを活用した養液栽培ユニット等の生産体制構築 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 魚津市 R2162U00066 宮本みそ店 通常枠 糀を使用したジェラート製造及び地域連携型体験観光事業 魚津商工会議所

中部 富山県 射水市 R2162U00067 株式会社倉谷アルミ工作所 6230002013681 通常枠 建築分野で培った金属薄板加工技術を活かした大型バス製造分野へ進出 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 砺波市 R2162U00068 株式会社三恵ネツト 5230001008246 通常枠 タイヤの安全管理を核に今までにない積雪地域密着型複合施設事業に進出 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 R2162U00070 株式会社斉藤組 2230001008579 通常枠 三次元データを中心とした建設プロセスＩＴ化による新たな土木建設サプライチェーンの構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 富山市 R2162U00071 株式会社高瀬鉄工所 5230001001572 通常枠 大型・長尺ワークにおける高精度旋盤加工技術を活かした新加工分野への進出 富山信用金庫

中部 富山県 高岡市 R2162U00072 島田工業株式会社 4230001010186 通常枠 高岡市伏木地区周辺に点在する観光資源を線で繋ぐ地域活性化事業 高岡商工会議所

中部 富山県 富山市 R2162U00074 株式会社クリエイト，クラブ 1230001014421 通常枠 新分野展開による新たな収益の柱確立と、既存事業の付加価値向上 アシステム税理士法人

中部 富山県 黒部市 R2162U00075 カナヤママシナリー株式会社 5230001007297 通常枠 難削材ハステロイの成膜真空チャンバ製造で革新的な加工技術確立と新市場開拓 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00076 株式会社土田製作所 6230001005325 通常枠 高強度固定力鋲製品製造における全自動ライン構築による低コスト生産体制の構築 富山県商工会連合会
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中部 富山県 中新川郡上市町 R2162U00081 株式会社東洋電制製作所 3230001004791 通常枠 電線加工工程の自動化プロジェクトによる新分野事業展開 株式会社富山銀行

中部 富山県 高岡市 R2162U00083 有限会社大野組 3230002012521 通常枠 地域課題解決型ホテル事業（滞在型観光サービス）への進出 アシステム税理士法人

中部 富山県 氷見市 R2162U00086 和風温泉元湯叶 通常枠 プライベート・個別ニーズに対応したワーケーション宿としてのステップアップ 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 高岡市 R2162U00087 株式会社松村精型 4230001010970 通常枠 ＥＶ分野進出のための大型アルミ鋳造金型一貫生産体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00088 株式会社広和産業社 7230001013780 通常枠 クリーンルームを新設し、医療分野容器の検査・加工事業を展開 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00089 富山精密株式会社 1230001002005 通常枠 高精度弛み止めボルトの開発とその生産体制の構築事業 富山商工会議所

中部 富山県 富山市 R2162U00090 イッセイ株式会社 3230001018164 通常枠 地元富山の肉の加工品と産直野菜を扱う小売（スーパー）卸売事業 富山商工会議所

中部 富山県 射水市 R2162U00091 株式会社タカオカメガ 6230001012750 通常枠 自動化・省人化による生産性向上に向けた全自動検査ラインの構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 富山市 R2162U00092 北川クリーニング 通常枠 感染症予防需要に対応した高級クリーニング集配サービスの実現 富山信用金庫

中部 富山県 中新川郡立山町 R2162U00093 キンコー樹脂工業株式会社 7230001000655 通常枠 コロナ禍で需要が増す簡易検査キット専用の自動製造ラインの立ち上げ 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00094 株式会社カムイワークスジャパン 7230001000622 通常枠 データ解析機械を活用した消費者直販による事業再構築計画 株式会社名古屋銀行

中部 富山県 黒部市 R2162U00097 くろべの太陽株式会社 9230001016815 通常枠 地場野菜を使った冷凍調理食品の開発・販売による新分野 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00099 有限会社月光堂フォート 2230002001178 通常枠 放課後等デイサービスの新規開設　写真館による児童預り状況の撮影・連絡サービス あおぞら経営税理士法人

中部 富山県 砺波市 R2162U00101 株式会社柿里 7230001008228 通常枠 当社初となる新事業展開の挑戦とＳＤＧｓへの取り組み 株式会社富山銀行

中部 富山県 砺波市 R2162U00103 庄川温泉観光ホテル株式会社 7230001008640 通常枠 ワーケーション施設とダイニングルームの新設による新規顧客開拓と収益性の向上 株式会社リョケン

中部 富山県 富山市 R2162U00104 株式会社ビルド・サポート 2230001006839 通常枠 解体・土木工事一括調達ニーズと工事低コスト化ニーズに対応する解体・土木一括工事の提供 株式会社北陸銀行

中部 富山県 黒部市 R2162U00105 有限会社桃源 7230002008565 通常枠 団体客用大宴会場を個室ダイニングレストランへ改修！団体旅館から脱却 株式会社北陸銀行

中部 富山県 砺波市 R2162U00108 となみ麦酒合同会社 3230003001688 通常枠 砺波発のＣＢＤ×地元食材の香り×クラフトビールの製造・小売 富山県信用組合

中部 富山県 高岡市 R2162U00109 株式会社翔南産業 5230002011298 通常枠 複雑三次元切断加工での継手新形状開発による連携ＶＥ提案の実行 株式会社北陸銀行

中部 富山県 射水市 R2162U00110 ニュー・ブリッジ 通常枠 地域内連携にて実現する有機栽培米真空パック製品開発と販路開拓 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 富山市 R2162U00112 ａｄａｎ 通常枠 「食」「泊」「美」を融合した街中アートの駅にて実現する街中再活性化 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 砺波市 R2162U00117 有限会社ワークスサトウ 6230002010506 通常枠 熟練技術からの脱却によるリバースエンジニアリング精密部品低コスト化大量生産体制の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 高岡市 R2162U00119 株式会社旭東機械製作所 6230001009937 通常枠 コロナ禍からの回復に向け、デジタル技術を活用した製造プロセスの大改革 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 富山市 R2162U00121 株式会社バイキング 1230001006336 通常枠 ＤＸにて資源の社会循環を促進する全国フランチャイザー事業の構築 あかねパートナーズ株式会社

中部 富山県 下新川郡入善町 R2162U00122 丸善醬油株式会社 4230001007554 通常枠 「醸造発酵のプロが作る、米麹熟成鶏からあげ」常設店舗展開事業 富山県商工会連合会

中部 富山県 中新川郡舟橋村 R2162U00124 特定非営利活動法人お米食堂 4230005008945 通常枠 富山県産米を使った新商品開発と自動販売機による提供方式の多様化 公益財団法人富山県新世紀産業機構

中部 富山県 高岡市 R2162U00125 株式会社麻田 9230001015478 通常枠 結婚式の招待状から当日受付業務までのＤＸ化 高岡商工会議所

中部 富山県 富山市 R2162U00126 株式会社日本海ロジテック 5230001004682 通常枠 倉庫と作業場を兼ね備えた物流倉庫建設によるトータル物流サービス事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00129 株式会社興和 8230001000902 通常枠 空き家を長期滞在建設労働者向け宿泊施設へ転換する 富山信用金庫

中部 富山県 射水市 R2162U00130 有限会社孫七・川田水産 3230002013841 通常枠 富山湾の上質な魚介中食商品を楽しみ、深め、生み出す場「Ｍｉｎａｔｏ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｌａｂｏ」 坂口　正

中部 富山県 黒部市 R2162U00131 株式会社延樂 8230001007633 通常枠 「芸術の鑑賞・販売・交流を提供する新・芸術体験型温泉旅館」 あおぞら経営税理士法人

中部 富山県 射水市 R2162U00133 タケウチゴーセイ株式会社 7230001012758 通常枠 ガスメーター分野が求める低コスト化と組立工程外注化ニーズを捉える生産体制の構築 富山信用金庫

中部 富山県 砺波市 R2162U00135 農工房長者株式会社 1230001013571 通常枠 小売店流通進出のための商品開発と安定供給体制の構築 富山県信用組合

中部 富山県 富山市 R2162U00137 株式会社クア・ソリューション 6040001030391 通常枠 タンク製作の国内内製化及び独自のプラントプランニングの更なる強化、環境ソリューションへの取り組み 株式会社富山銀行

中部 富山県 氷見市 R2162U00138 有限会社松本魚問屋 5230002013138 通常枠 魚問屋のオンライン体験・現地ツアー連動型ｔｏ　Ｃ定期購買ブランド 株式会社北陸銀行

中部 富山県 魚津市 R2162U00139 株式会社アイザック・ユー 8230001007674 通常枠 移動販売車製造分野進出のための生産プロセスＩＴ化の推進 にいかわ信用金庫

中部 富山県 富山市 R2162U00140 有限会社オリス 8230002000728 通常枠 県産材を活用したタイニーハウス商品化による新市場展開 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 R2162U00141 株式会社エムテン 2010001094484 通常枠 高精度、かつ低コスト幅１０００ｍｍ超Ｈ型鋼加工体制の構築とその販路開拓 新湊信用金庫

中部 富山県 富山市 R2162U00146 株式会社田島木材 1230001001618 通常枠 住宅建築の超短工期・少人施工を可能とする木製大型パネル建材の開発と製造体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 R2162U00149 マサ　ガレージ 通常枠 過疎と高齢化で悩む地方に多機能ＥＶ充電ステーションで灯を燈す 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 R2162U00152 株式会社石富建設 1230001017424 通常枠 ヒノキチオールを添加した液体ガラスの製造・供給事業 高岡信用金庫

中部 富山県 富山市 R2162U00154 株式会社カワキタ 9230001015486 通常枠 アジア諸国向け特殊車両市場への商流再構築のための生産体制強化 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 滑川市 R2162U00155 北陸熔断株式会社 7230001007898 通常枠 グループ２社間の連携により、建材業界依存のビジネスモデルからの脱却を図る 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 氷見市 R2162U00156 瞳土建工業株式会社 4230002012974 通常枠 働き方多様化を推進するフレキシブルオフィス事業への進出 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 富山市 R2162U00157 株式会社ライフドア 6230001016066 通常枠 治工具開発・製造３Ｄデータベース構築による付加価値製造技術の確立 富山商工会議所

中部 富山県 富山市 R2162U00161 有限会社シーフード北陸 1230002005452 通常枠 新たな鮮魚販売システムを提案するための富山駅前での選択と集中の実行 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 高岡市 R2162U00165 株式会社三幸 6230001011034 通常枠 売上げの安定成長へ向けて成形事業への新分野展開を図り、金型設計～成形までのトータルサービスの実現 高岡信用金庫

中部 富山県 富山市 R2162U00166 株式会社酒井鉄工 7230001001001 通常枠 高生産性５軸多面加工技術の確立のための三次元５軸多面加工データベースの構築 富山信用金庫

中部 富山県 氷見市 R2162U00168 有限会社西条観光 3230002012884 通常枠 移住体験を最大化する非接触型中期滞在システムと体験メニューの構築 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 富山市 R2162U00175 株式会社四六八ちゃ 7230001015439 通常枠 四六八ちゃの富山配食 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00177 有限会社白えび屋 6230002001570 通常枠 富山県特産の白えびを活用した冷凍食品事業への参入による、飲食店事業に依存したビジネスモデルからの脱却 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00179 株式会社石金精機 4230001000220 通常枠 航空機部品事業の売上カバーに向け、多品種少量高精度部品の自動化システムでの製造を実現 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 射水市 R2162U00180 有限会社万華苑 4230002014376 通常枠 ＥＣ連動のサブスクリプション・オンラインフラワースクール・コンテンツ配信事業 株式会社シャイン総研

中部 富山県 射水市 R2162U00182 株式会社ミートハウスやまだ 5230001012867 通常枠 老舗焼肉店『コロッケのサブスクを実現するための惣菜店開業』 株式会社北陸銀行

中部 石川県 野々市市 R2172S00002 有限会社マルコ紙工 2220002000676 緊急事態宣言特別枠 段ボールをより簡単に、より速く、より便利に利用できるサービス 本田　英夫

中部 石川県 金沢市 R2172S00005 株式会社ｇｉｎｐｌｕｓ 1220001020593 緊急事態宣言特別枠 とんこつラーメン店から新業態の持ち帰りからあげ・弁当店の開設 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 金沢市 R2172S00011 株式会社ＧｏｏｄＭｏｕｎｔａｉｎ 2220001014677 緊急事態宣言特別枠 既存店への食品、パン、惣菜等の卸業務を兼ねたセンターキッチンの役割も担うパン屋の開業 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 石川県 金沢市 R2172S00012 株式会社コラソン 6220001018393 緊急事態宣言特別枠 ソニックスライサー及び計量充填機導入による新規市場開拓 今寺　武

中部 石川県 金沢市 R2172S00013 株式会社アールジェイ 9220001021725 緊急事態宣言特別枠 不動産を活用した既存事業の相乗効果と収益の安定化に向けた新事業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 鹿島郡中能登町 R2172S00014 株式会社エヌテックス 8220001016313 緊急事態宣言特別枠 繊維で培った技術とキャンプノウハウを融合させたキャンプ専門店 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 R2172S00015 トネリコ株式会社 5220001022198 緊急事態宣言特別枠 国内人気作家による生活を彩る作品のオンライン販売事業への転換 税理士法人中山会計

中部 石川県 小松市 R2172S00017 有限会社エー・ピー・エイチオフィス 6220002010325 緊急事態宣言特別枠 セルフ灸で免疫力向上、「治療」から「予防」事業への新分野展開 小松商工会議所

中部 石川県 金沢市 R2172S00018 料理教室　中田料理学園 緊急事態宣言特別枠 北陸初。飲食店営業許可付キッチンのレンタル・運営サポート事業（クラウドキッチン） 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 R2172S00019 アルソアトワール 緊急事態宣言特別枠 子育て世代の女性の自己実現支援と非対面体験型化粧品等販売事業 税理士法人畠経営グループ
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中部 石川県 白山市 R2172S00021 浅野太鼓祭司株式会社 4220001008941 緊急事態宣言特別枠 太鼓修理とオリジナルロゴマークバチ、専用練習場レンタル事業 はくさん信用金庫

中部 石川県 白山市 R2172S00022 任孫商店 緊急事態宣言特別枠 「ふぐの子」の瓶詰加工による業務用市場への展開 石川県商工会連合会

中部 石川県 珠洲市 R2172S00023 株式会社揚げ浜 9220001019918 緊急事態宣言特別枠 森林・自然をいかした野外スペースの活用による業種転換 珠洲商工会議所

中部 石川県 白山市 R2172S00024 株式会社池元 8220001019456 緊急事態宣言特別枠 伝統的な建設業にシェアリング資材置き場を通じたデジタル化推進 白山商工会議所

中部 石川県 珠洲市 R2172S00026 有限会社橋元酒店 1220002016145 緊急事態宣言特別枠 町のお酒屋による田舎体験×温泉銭湯×アートを提供する宿泊事業 珠洲商工会議所

中部 石川県 羽咋郡志賀町 R2172S00027 志賀興業建設株式会社 5220001015879 緊急事態宣言特別枠 能登における運送会社の安全・安心・快適を提供するトータルサポート事業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 小松市 R2172S00028 株式会社ｒｅｌｅａｓｅ 3220001021177 緊急事態宣言特別枠 シェアキッチンによる地域活性化事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 能美市 R2172S00029 有限会社つるや菓舗 1220002011501 緊急事態宣言特別枠 海外在住の人向け日本のご当地食品のサブスクリプションによる販売 税理士法人地藤会計事務所

中部 石川県 金沢市 R2172S00030 株式会社ＣＬＯＵＤ 3220001015030 緊急事態宣言特別枠 うつわのリサイクル事業で「おうち時間」の充実を提供 株式会社北國銀行

中部 石川県 河北郡津幡町 R2172S00031 株式会社ＴＳＵＭＵＧＩ 4220001022595 緊急事態宣言特別枠 接骨院による健康促進型エステサロン事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 R2172S00032 いちいち 緊急事態宣言特別枠 居酒屋からたこ焼き店への事業転換 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 R2172S00033 株式会社エスアールデイー 3220001001402 緊急事態宣言特別枠 ＩＴＣとデジタル活用で『リアルよりリアル』なアーカイブをリザーブ！ のと共栄信用金庫

中部 石川県 小松市 R2172S00034 メルシー・ボンヌジュルネ合同会社 8220003002542 緊急事態宣言特別枠 森のテラスでペットとの触れ合いに癒されるベジベーカリー店開業 浅井　克樹

中部 石川県 金沢市 R2172S00037 株式会社ドリームワークス 4220001014493 緊急事態宣言特別枠 北陸初！トランポリンパークの開業 浅田　章大

中部 石川県 金沢市 R2172S00038 株式会社マツバラ 3220001008100 緊急事態宣言特別枠 地域飲食店の個性を引き出す紙器の開発 税理士法人中山会計

中部 石川県 河北郡津幡町 R2172S00039 株式会社中農組 8220001017658 緊急事態宣言特別枠 鉄道土木会社が「防災造園」で地域の安全と住まいの環境整備に取り組む 竹田　健一

中部 石川県 金沢市 R2172S00040 株式会社青山 9220001008953 緊急事態宣言特別枠 特殊鉄筋加工技術を要する国家レベル超大型プロジェクト分野への進出 株式会社北陸銀行

中部 石川県 加賀市 R2172S00043 公益財団法人前端文化振興財団無限庵 3220005004236 緊急事態宣言特別枠 文化財景観を活かした茶懐石事業による事業再構築 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 R2172S00044 有限会社林石材 4220002004758 緊急事態宣言特別枠 日本の伝統をＤＸ化！オンライン墓参りとお墓管理サブスク事業 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 石川県 金沢市 R2172S00046 株式会社フォーシーズ 6220001020580 緊急事態宣言特別枠 飲食コンサルタント×居抜き物件で新たなソリューション開発 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 石川県 金沢市 R2172S00047 株式会社竹庄 6220001018708 緊急事態宣言特別枠 水産卸売業からネット活用した一般顧客向け鮮魚サブスクリプションへ新たに展開 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 石川県 金沢市 R2172S00050 Ｂ＆ＬＨ合同会社 4220003002307 緊急事態宣言特別枠 悩みをチャンスに！北陸初のリモート草刈機を用いた除草サービス 株式会社富山銀行

中部 石川県 小松市 R2172S00051 有限会社片町ツアーホテル 6220002010416 緊急事態宣言特別枠 地元特産品を使ったテイクアウト、ＷＥＢによる販路開拓プロジェクト 金沢商工会議所

中部 石川県 金沢市 R2172S00052 株式会社オハラ 6220001001688 緊急事態宣言特別枠 医療・介護分野を新たな顧客として米粒状こんにゃくで事業を再構築 税理士法人ノチデ会計

中部 石川県 金沢市 R2172S00053 しほがま 緊急事態宣言特別枠 地域密着型の現代ニーズに対応したマツエクサロン 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 石川県 金沢市 R2172U00006 有限会社桜ＧＲＯＵＰ 6220002008534 通常枠 金沢発ラグジュアリーブランドを全世界にバーチャル発信する事業 税理士法人中山会計

中部 石川県 能美市 R2172U00010 株式会社鈴木鉄工 1220001012673 通常枠 エンドユーザー向け点検事業への進出と高付加価値サービスの実現 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 R2172U00012 有限会社蓬莱堂 4220002005203 通常枠 兼六園下ビルを活用した金沢名物グルメ店及びゲストハウス事業 中村孝治

中部 石川県 かほく市 R2172U00013 株式会社三宅鉄工所 8220001017831 通常枠 新規レーザーパンチとセルストッカシステムによる新分野・量産品の自動生産事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00014 株式会社松本商店 4220001018916 通常枠 地物浜焼きの店舗等複合業態への転換及び旨辛味噌ラーメン店の出店 中村孝治

中部 石川県 かほく市 R2172U00015 ジョイハウスオカダ合同会社 3220003001375 通常枠 土地建物のプロによる「まだ使える家」の有効活用プロデュース事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 加賀市 R2172U00020 有限会社こおろぎ楼 6220002013113 通常枠 地域産業体験　参加型　次世代貸別荘旅館 石川県商工会連合会

中部 石川県 河北郡津幡町 R2172U00024 株式会社津幡石油 4220001017637 通常枠 ガソリンスタンドとコインランドリーの融合。「ＷＡＳＨ＆ＷＡＳＨ」を概念にしたサービス。 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00025 株式会社フラワーガーデン 8220002006981 通常枠 石川県最大級のブライダル施設と好立地の強みを活かしたガーデンレストラン事業の展開 株式会社北陸銀行

中部 石川県 小松市 R2172U00026 コマツキカイ株式会社 4220001013801 通常枠 高精度リング加工技術を応用した洋上風力発電機用部品の新規事業化 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00029 株式会社ＤＩＮＯ 5220001022850 通常枠 かつての郵便局をリノベーションして再び皆が憩い集う活動拠点に 税理士法人宮田会計

中部 石川県 金沢市 R2172U00030 株式会社ロング 3220001007556 通常枠 半導体製造装置用ステンレス部品の溶接・組立による事業再構築 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 R2172U00031 株式会社トレスアクア 4220001019988 通常枠 衣料向け織物から産業資材（エアバッグ）向け織物への新分野展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 R2172U00033 株式会社木村精工 4220001008479 通常枠 製造業の省力化ニーズに貢献するプロダクト事業化とブランド構築 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 七尾市 R2172U00034 中野水産加工株式会社 7220001015415 通常枠 老舗かまぼこ屋の挑戦！本格讃岐うどん店事業による新分野展開 株式会社北陸銀行

中部 石川県 白山市 R2172U00035 株式会社ミモト 8220001009465 通常枠 難削材対応設備の導入による次世代ガスエンジン部品製造事業 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 白山市 R2172U00039 株式会社ポーラスター 3220001009404 通常枠 高性能海苔巻き機導入による省人化と介護施設向け冷凍寿司の製造				 税理士法人中山会計

中部 石川県 金沢市 R2172U00040 株式会社旭グラビア製版センター 2220001000751 通常枠 多様なニーズに応えるグラビア印刷事業計画 山本　兼三

中部 石川県 白山市 R2172U00041 有限会社茶谷鉄工所 4220002003850 通常枠 新たな製造方法で生産する「特殊サイレント歯車」による新市場開拓計画 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00042 株式会社ビイ・エス・エイ 6220001005425 通常枠 大自然の中で非日常を体験！貸切リゾート事業の展開 中田　祐輔

中部 石川県 白山市 R2172U00048 株式会社エイトリンク 5220001010104 通常枠 夜需要の居酒屋から昼需要を満たす、個室寿司店の開業で事業再構築 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 石川県 能美市 R2172U00049 株式会社アサヒゴウセン 2220001012615 通常枠 環境に配慮したサステナブル素材開発による海外アパレル市場への展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 白山市 R2172U00050 株式会社吉田酒造店 4220001009502 通常枠 ＳＤＧｓな酒造りで若年層をターゲットとした「家飲み」新市場を創出する 株式会社北國銀行

中部 石川県 能美市 R2172U00052 有限会社久保田鉄工所 7220002011470 通常枠 自社の立ち位置と事業の方向性を定めて新しい加工分野を開拓する 石川県商工会連合会

中部 石川県 小松市 R2172U00054 ライオンパワー株式会社 6220001012578 通常枠 個人使用向け医療機器市場への参入（放射温度計付パルスオキシメータの製造販売） 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 加賀市 R2172U00055 有限会社セクター 8220002013342 通常枠 ＲＰＦ燃料の製造販売 税理士法人畠経営グループ

中部 石川県 金沢市 R2172U00058 能登印刷株式会社 9220001005208 通常枠 芸術体験の直接鑑賞の代替手段となるプラットフォームサービス提供計画 株式会社福井銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00060 株式会社中本鉄工 4220001004809 通常枠 医療分野におけるＰＣＲ検査機製造の開拓事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 小松市 R2172U00061 株式会社善吾楼 4220001021515 通常枠 登録文化財指定予定庭園活用と個室露天風呂を併せた新たな旅館の再構築 税理士法人竹長会計

中部 石川県 白山市 R2172U00066 株式会社マイテック 6220001009707 通常枠 ＩＯＴ及びロボットを活用した溶接新技術による事業再構築 石川県商工会連合会

中部 石川県 河北郡津幡町 R2172U00071 北陸セメント販売株式会社 4220001017694 通常枠 生コンクリート練り混ぜ機への混和材投入のための装置一式増設工事 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 小松市 R2172U00072 株式会社曽田製作所 6220001012074 通常枠 機械加工事業をベースにした精密高周波熱処理サービスへの新分野展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00073 有限会社エニィワン 7220002007329 通常枠 ＡＩを活用した日本語教育システムの開発と国際日本語教育センター設立事業 税理士法人中山会計

中部 石川県 金沢市 R2172U00074 中村製畳株式会社 2220001015114 通常枠 畳・内装業での地域知名度を活かした空き家管理事業への取組 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 R2172U00076 株式会社彦田 7220001005481 通常枠 医療と美容を融合したアピアランスケアの研修施設と仕組みの構築 平川雄二

中部 石川県 白山市 R2172U00080 有限会社大屋醬油 4220002000105 通常枠 醸造スイーツや醸造体験等で観光誘客を図る老舗醤油製造所の挑戦 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 R2172U00081 有限会社バンボウ 7220002004722 通常枠 顧客のコーヒーライフをサポートする新店舗での新サービスを活用した物販部門強化計画 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 野々市市 R2172U00082 株式会社フォルクレーベン 1220001008440 通常枠 介護付き有料老人ホーム内に通所リハビリセンターを開設する 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 R2172U00084 北陸エアコン株式会社 1220001007938 通常枠 循環蒸留方式の導入による新種フロンガス再生と販路拡大 西田　基博
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中部 石川県 白山市 R2172U00086 株式会社マルショー 5220001009443 通常枠 ロストワックス製法の習得による金属加工からブレード金型への新展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 R2172U00087 花の屋 通常枠 山代プラス「人が集まる場所が持つ、地域とのつながりの可能性」 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00088 株式会社金沢有馬 8220001010943 通常枠 「カラオケボックス」から「シェアオフィス」「レンタルスタジオ」等の多目的施設への新展開 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 R2172U00092 笠間理夏子 通常枠 北陸初！金沢の若手女性デザイナーが手掛ける「ノンアルコール専門店」 税理士法人中山会計

中部 石川県 金沢市 R2172U00094 株式会社堀他 2220001006146 通常枠 八百屋のスイーツ生産強化事業計画 山本　兼三

中部 石川県 小松市 R2172U00095 有限会社ジータ 3220002013322 通常枠 スモールスタート＆クイックウィンの省人化設備開発販売事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 R2172U00107 株式会社ロングパーツ 1220001007558 通常枠 ステンレス製長尺ワーク高精度加工技術確立による半導体装置分野への進出 株式会社迅技術経営

中部 石川県 白山市 R2172U00108 有限会社直海屋 8220002000191 通常枠 ドライブスルー薬局や高度医療用薬の訪問提供による新規開拓 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 R2172U00109 パブキタムラヤ 通常枠 昔懐かしい町のパン屋のサブスクサービスによる新分野展開事業 興能信用金庫

中部 石川県 金沢市 R2172U00110 有限会社のさか 4220002004535 通常枠 アフターコロナに向けたオンラインとリアルを融合した新店舗事業 藤井　雅英

中部 石川県 加賀市 R2172U00114 有限会社吉花 2220002013100 通常枠 団体客からの転換、個人客向け日帰り施設＆商品の販売 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 R2172U00115 本田機械工具株式会社 3220001006137 通常枠 ＡＩ活用による試作品等の極小ロット製品加工事業への新分野展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 R2172U00116 中川産業株式会社 1220001014868 通常枠 再生素材による高性能エコポリエステル生地の開発と販路開拓 株式会社福井銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00117 株式会社家元 2220001011625 通常枠 動物病院向けアプリ開発とトータルプロデュース体制の確立 浅田　章大

中部 石川県 金沢市 R2172U00122 中島メッキ工業株式会社 8220001004747 通常枠 特定業界依存脱却の為の次世代型環境対応めっき皮膜の実現 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 かほく市 R2172U00124 有限会社今村興業 2220002016771 通常枠 『日本海側で初となる、介護レベルの高い高齢者向け、高齢者住宅の経営による事業再構築計画』 のと共栄信用金庫

中部 石川県 能美市 R2172U00125 タケダ機械株式会社 2220001012680 通常枠 マテハン業界向け革新的な複合加工機の新開発 ひまわり経営サポート株式会社

中部 石川県 野々市市 R2172U00127 ヨシオエンジニアリング株式会社 5220001000559 通常枠 高精度・高難度の部品加工に特化した製造機能と商社機能による複合的な事業展開 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00131 加賀繍ＩＭＡＩ 通常枠 伝統工芸品「加賀繡」に使用する刺繍糸４０００色の染色・販売事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 野々市市 R2172U00133 株式会社中川鉄筋工業所 5220001000443 通常枠 暮らしを充実させるアイアン家具「ｎｏｎｏＬａｂｏ」の製造販売 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00135 株式会社みづほ室内工業 5220001014996 通常枠 受注先個別デザイン対応内装材の開発と販路開拓によるインターネット通信販売でのＢｔｏＣビズネスの加速化 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00136 株式会社兼六 8220001002619 通常枠 特別名勝兼六園内の噴水前に佇む「和風庭園オーベルジュ」の事業構想 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 R2172U00140 株式会社山越 2220001003168 通常枠 オンラインワークフローシステム導入による製造プロセスＤＸ化と製品価値向上 株式会社北國銀行

中部 石川県 能美郡川北町 R2172U00141 高鍬金庫株式会社 7220001008798 通常枠 「ステンレス板金加工事業」の体制造りによる、半導体市場への展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 R2172U00143 有限会社小松鋳型製作所 7220002010571 通常枠 ３Ｄ造形技術を活かした食品用樹脂型による菓子企画製造への展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 R2172U00145 マクリハニッシュ 通常枠 白山比咩蒸留所設置運営事業計画 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 R2172U00154 株式会社ツカサ 2220001007821 通常枠 ２０２４年問題を見越した新倉庫建設による物流のワンストップサービス事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00155 羽二重豆腐株式会社 6220001005375 通常枠 健康志向の新商品（ノンミート食品）による市場開拓 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 R2172U00157 株式会社クラスコデザインスタジオ 6220001018187 通常枠 リノベーションデータを活用した不動産フロントシステムの販売 株式会社北陸銀行

中部 石川県 小松市 R2172U00161 株式会社坪内 1220001022268 通常枠 重切削・高精度の生産ライン構築による半導体製造装置への新展開 村西　卓

中部 石川県 白山市 R2172U00163 株式会社朝日電機製作所 5220001008940 通常枠 医療向けプリント基板実装環境の構築 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 白山市 R2172U00170 株式会社西鐵工所 3220001009321 通常枠 電気自動車向け部品製造事業及び工具ビビリ対策装置開発事業計画 金沢信用金庫

中部 石川県 野々市市 R2172U00174 株式会社キムラ３９ 4220001014683 通常枠 北陸初ブランド・初路面店『非対面型セルフビューティージム』事業の展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 輪島市 R2172U00175 のと栄能ファーム 通常枠 奥能登初の農家直営の米粉ベーグル製造で農村の振興を図る事業展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 加賀市 R2172U00176 北陸建材工業株式会社 1220001013399 通常枠 廃石膏ボードリサイクルによる地域の循環型社会形成推進への貢献 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00183 株式会社金澤兼六製菓 5220002016166 通常枠 全粒粉１００％の洋菓子メーカーとして健康志向市場へ新規展開 株式会社みずほ銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00185 株式会社中善工務店 4220001004841 通常枠 土採掘場跡地の遊休資産を活用したトレイルライドパーク運営事業 北村　尚也

中部 石川県 金沢市 R2172U00186 シーダーホームズ株式会社 6220001003552 通常枠 実感型モデルハウスを備え、リッチな利用体験から受注につなげる 税理士法人宮田会計

中部 石川県 小松市 R2172U00187 株式会社北日本テクノス 8220001011900 通常枠 コロナに打ち克つ「小型ＥＶ車両」メインフレーム量産化事業 株式会社福井銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00188 株式会社ファスティーエンターテインメント 9220001020355 通常枠 「巣ごもり消費に応える！一流パティシエによるオリジナルブランドスイーツの製造・販売計画」 むかい税理士法人

中部 石川県 金沢市 R2172U00190 株式会社二羽歯切 6220001005061 通常枠 小型遊星歯車の高精度加工を通じたロボット・エネルギー分野への進出 株式会社迅技術経営

中部 石川県 かほく市 R2172U00192 石川可鍛製鉄株式会社 5220001017355 通常枠 次世代自動車防振用部品製造のための自動化ライン確立による業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

中部 石川県 金沢市 R2172U00193 株式会社ストアハウス 7220001009573 通常枠 インバウンド向け民泊施設を「一人暮らしの高齢者向けコミュニケーションアパート」に大幅改装 中泉　友治

中部 石川県 白山市 R2172U00194 株式会社ビー・ケー・テイ 8220001008814 通常枠 日本初の高出力レーザー加工機を導入し、超厚板のクリーンカット技術への新分野展開を図る 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 石川県 金沢市 R2172U00196 株式会社セカンドセンス 2220001019998 通常枠 サードプレイスカフェ併設、デイユース可能な貸切温泉付き高付加価値の宿 光山　弘章

中部 石川県 羽咋郡志賀町 R2172U00198 イグレックキッチン株式会社 8220001022212 通常枠 能登の冷凍グルメをオンラインで！絆を作る体験型コースギフト 石川県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 R2182S00001 株式会社ペーパージャック 3210001003176 緊急事態宣言特別枠 紙箱を主力とした商品パッケージトータルプロデュースへの事業転換 公益財団法人ふくい産業支援センター

近畿 福井県 丹生郡越前町 R2182S00002 株式会社ミタムラ建設 7210001012388 緊急事態宣言特別枠 複数の事業者と連携しポストコロナに対応した「海辺の手作りリゾート」再構築事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 越前市 R2182S00003 有限会社リカーマーケットさかえや 7210002012024 緊急事態宣言特別枠 ロケーション抜群、まちなかバーベキューハウス 武生商工会議所

近畿 福井県 あわら市 R2182S00005 角谷木材建設株式会社 6210001007091 緊急事態宣言特別枠 管内調査ロボット・新工法導入による下水道事業向けワンストップサービス確立 一般社団法人城西コンサルタントグループ

近畿 福井県 坂井市 R2182S00009 魚の恩返し 緊急事態宣言特別枠 卸売用の新鮮魚介を家庭用惣菜として調理・販売する新事業 根來　駿也

近畿 福井県 吉田郡永平寺町 R2182S00010 株式会社北京莊 8210001003576 緊急事態宣言特別枠 事業買取によりネット販売に参入し店舗売りからＥＣへの業態転換 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 R2182S00011 やきとりごとう 緊急事態宣言特別枠 コロナに対応する空き店舗を利用した低コスト型地域特産品専門バーの事業展開 福井商工会議所

近畿 福井県 越前市 R2182S00012 山伝製紙株式会社 2210001012236 緊急事態宣言特別枠 和紙製造業が取り組む医療介護市場向け商品開発とＷＥＢ等の新規販売ルート構築 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 R2182S00014 ラヴィダロサ合同会社 1210003001361 緊急事態宣言特別枠 時代をつなぐ大正レトロカフェおよびアンティーク家具販売事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 R2182S00015 有限会社石丸館 7210002000334 緊急事態宣言特別枠 ピールオフネイルを用いてのリラクゼーションの提供 福井県商工会連合会

近畿 福井県 鯖江市 R2182S00016 ネクスト　フロンティア 緊急事態宣言特別枠 理美容室向け予約システムと連携したＰＯＳレジシステムの開発 鯖江商工会議所

近畿 福井県 福井市 R2182S00017 サブディバイド研究所ラボ 緊急事態宣言特別枠 ジビエ加工場設置による、食肉販売業への進出 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 R2182S00018 ワタリグラススタジオ 緊急事態宣言特別枠 海とガラスのゲストハウス「ワタリグラスハウス」整備計画 福井県商工会連合会

近畿 福井県 吉田郡永平寺町 R2182S00019 いのうえ株式会社 4210001014585 緊急事態宣言特別枠 冷凍プリン製造拠点の整備による通販・卸部門の強化 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 R2182S00020 株式会社長田製紙所 9210001012147 緊急事態宣言特別枠 リングノート製本事業の立ち上げ、製本事業確立のための店舗作業所改装 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 R2182S00021 株式会社東郷商店 2210001002204 緊急事態宣言特別枠 生地屋が考えるコロナ禍での事業継続手段と持続可能社会への貢献 浅井　和成

近畿 福井県 敦賀市 R2182S00022 窪田製作所 緊急事態宣言特別枠 既存下請け体制の遊具製作設置業から自社で開発から販売までの一貫体制に挑戦する計画 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 吉田郡永平寺町 R2182S00024 有限会社永平寺の館雲粋 5210002004527 緊急事態宣言特別枠 飲食店設備の一部縮小によるテイクアウト向け施設の新設及びスイーツ製造事業 株式会社福井銀行
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近畿 福井県 三方郡美浜町 R2182S00025 株式会社シービー 9210001011058 緊急事態宣言特別枠 最新の液体凍結技術を駆使したテイクアウト及びＥＣ販売への新分野展開 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 R2182S00029 ケーズビューティー 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍におけるパートナーとのペア美容 久中　利朗

近畿 福井県 福井市 R2182U00001 株式会社秀峰 7210001001606 通常枠 当社独自の曲面印刷技術を応用し、建築資材分野に新展開を図り、規模拡大を目指す 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00002 田中精機有限会社 1210002009117 通常枠 ５ＧやＡＩなど最新技術に対応した生産体制の構築による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 福井県 福井市 R2182U00007 株式会社吉田機工 8210001004450 通常枠 ファイバレーザ加工機導入による食品及びエネルギー分野への進出 シェアビジョン株式会社

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00009 有限会社ウチダプラスチツク 5210002012785 通常枠 テイクアウト市場開拓のための紙パルプ射出成形容器の開発 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 R2182U00010 有限会社元気と笑顔 2210002008877 通常枠 データヘルス改革に向けて、地域連携機能強化のための訪問看護事業 税理士法人ＭＯＶＥ　ＯＮ

近畿 福井県 吉田郡永平寺町 R2182U00011 株式会社石田屋 7210001016125 通常枠 新オリジナルブランド×新サービスによる業態転換計画 株式会社福井銀行

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00012 株式会社エツミ光学 3210001012706 通常枠 車載向けＨＵＤやＬｉＤＡＲに使用する高耐久かつ高反射率銀ミラー製造体制の構築 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00014 株式会社大津屋 3210001000636 通常枠 レトルト惣菜の製造販売および直営コンビニ併設セルフ式和食レストラン 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00015 ファーストエンジニアリング株式会社 1210001014712 通常枠 高付加価値モータの提供を、一気通貫生産体制を構築することで実現する。 株式会社福井銀行

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00020 ユニバーサルエージェント株式会社 6210001016134 通常枠 ＤＸ活用によるＥＣサイト構築とサイト内仮想店舗サービスの開発 髙田　友紀

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00022 甲斐運送株式会社 4210001012779 通常枠 次世代型倉庫管理システム（ＷＭＳ）導入による効率的・物流ソリューションの提供 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00023 株式会社山内スプリング製作所 8210002004061 通常枠 高精度な溶接とスピーディな試作品の提供による歯科用器具生産による事業再構築の展開 株式会社福井銀行

近畿 福井県 あわら市 R2182U00025 やきやき山 通常枠 お好み鉄板焼き飲食業からテイクアウト販売ベーカリーショップへの転換 福井県商工会連合会

近畿 福井県 坂井市 R2182U00026 株式会社ＳＵＮ・サン 7210001014582 通常枠 障害者就労支援施設によるワンストップ・デザイン印刷サービス体制の構築 株式会社福井銀行

近畿 福井県 吉田郡永平寺町 R2182U00029 太田木材株式会社 5210001007497 通常枠 廃材再利用「木造軸組システムユニット」製造ラインと「建て方」請負体制構築 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 越前市 R2182U00030 福井高圧ホース株式会社 3210001011922 通常枠 設備使用者ニーズ、修理事業者ニーズに応えた商品開発と新分野展開 髙田　友紀

近畿 福井県 福井市 R2182U00032 株式会社増田喜 9210001008434 通常枠 古紙活用「紙袋」紙袋工程の構築による高まる環境リサイクルニーズへの対応 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 R2182U00033 マルイチセーリング株式会社 8210001012214 通常枠 ３Ｄモデリング（ＣＧ）を活用したパートナーショップ連携型ＥＣ市場開拓によるビジネスモデルの構築 福井県商工会連合会

近畿 福井県 三方上中郡若狭町 R2182U00035 昭和館 通常枠 観光旅館からワーケーションホテルへ事業再構築し販路拡大する 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 R2182U00037 株式会社フレア 9210001014886 通常枠 Ｗｉｔｈ／Ａｆｔｅｒコロナに対応したサスティナブルな焼肉店の展開による事業再構築 萩原　佳

近畿 福井県 敦賀市 R2182U00040 株式会社歳月苑 3210001015304 通常枠 福井県　敦賀・若狭の名産を全国へ届けるための新販路構築 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 坂井市 R2182U00041 株式会社ＩＷＡＢＡ 8210001017089 通常枠 Ｚ世代に受けるハイブリッド婚と観光資源を生かした地域振興事業 税理士法人ＭＯＶＥ　ＯＮ

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00042 株式会社Ｃｒｏｃｋｗｏｒｋ 5210001016309 通常枠 離れていても”記憶”に残る体験を提供！音楽イベントのオンライン配信事業 鯖江商工会議所

近畿 福井県 福井市 R2182U00043 株式会社ホーコーズ 9210001004631 通常枠 ワンランク上の空間をコーディネートするインテリア提案事業 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00044 原田商事株式会社 7210001002876 通常枠 光学式オートドローイングシステム導入による業界最細「極細糸」量産体制構築 福井商工会議所

近畿 福井県 坂井市 R2182U00045 株式会社エクシート 1210001007311 通常枠 重要印刷物管理ノウハウを活かしたクリーン・プリントセンター事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00048 株式会社ＳＲ 5210001003554 通常枠 ムービングハウスの製造・販売による川下工程への参入 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 R2182U00049 株式会社ユーカリ工業 5210001012241 通常枠 高性能マニシング導入による新規対応の金属部品製品拡大による事業再構築計画 福井信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00050 株式会社ギビンググッド 5210001016655 通常枠 若者起業家のスタートアップ支援を目的としたコンテナ複合テラス整備事業 福井信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00051 有限会社ニシザワ紙文具 3210002013240 通常枠 商店街の文房具店が手がける　子育て＆創造教育サロン 鯖江商工会議所

近畿 福井県 大野市 R2182U00052 有限会社北陸鈑金塗装 9210002009621 通常枠 中古車リース事業進出により安全・安価な高年式車を地域の人々へ 越前信用金庫

近畿 福井県 坂井市 R2182U00053 株式会社エース企画 3210001014594 通常枠 下町浅草発！サウナ及びデジタル技術を活用した新事業への挑戦 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00054 株式会社オフイス・タクト 6210001000823 通常枠 ウェブでも療術する認知症の予防・リハビリ専門院による新分野展開 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 R2182U00056 フラワーショップ開花園 通常枠 大規模インテリアグリーン生産拠点整備による全国へのサブスクサービス体制構築 福井商工会議所

近畿 福井県 あわら市 R2182U00059 株式会社エムエー電機 7210002007263 通常枠 当社および同業者の保有する休眠電子部品を再評価しネット販売を行う 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 R2182U00064 株式会社マエダ工業製作所 8210001003709 通常枠 高性能加工機導入と既存の薄板板金加工技術を融合し建築板金分野へ参入 株式会社福井銀行

近畿 福井県 坂井市 R2182U00066 ナンシー 通常枠 越前三國の海女と漁師　海のオーベルジュ（飲食・宿泊）及び海産物加工事業 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00069 株式会社昭和堂 3210001001626 通常枠 北陸における新たな『トータルビューティーウェルネス』の実現 小倉　悠治

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00070 株式会社鯖江工業所 5210001012877 通常枠 スマートファクトリー関連製品事業への新規展開 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00071 協同組合福井県ハイウェイサービスセンター 8210005000917 通常枠 越前日本海沿岸に３密回避できる高級グランピング施設の運営事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00072 フクイリネンサプライ株式会社 7210001003115 通常枠 病院向けクラウド型トレーサビリティシステムにユニフォームリースを活用してサービスする事業 土本　直邦

近畿 福井県 福井市 R2182U00073 株式会社ＳＴＹＬＥ－ＯＮＥ 3210001009116 通常枠 福井県初！冷凍食品の２４時間無人販売店の展開 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 R2182U00075 株式会社オプチカルイイジマ 8210001011521 通常枠 眼鏡小売店舗にカフェ事業スペースを併設することによる新規顧客開拓事業 福井信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00076 株式会社大黒屋 9210001013013 通常枠 和スイーツの開発及びライブキッチン併設店舗による新規開拓事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 敦賀市 R2182U00080 株式会社すずや 6210001017826 通常枠 蕎麦・海鮮料理店が新たに行う地元食材を使った加工販売を展開 辻　達博

近畿 福井県 大野市 R2182U00081 株式会社東協 1210001010216 通常枠 低コスト、短納期、高性能の新型コンクリートポンプ車の開発 川上　正人

近畿 福井県 坂井市 R2182U00084 株式会社松川レピヤン 3210001007672 通常枠 細幅織ネーム業界初のＳＰＡ業態「ファクトリーブランド・アンテナショップ」展開 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00093 株式会社住まい工房 6210001001937 通常枠 拡張現実ＡＲ技術を活用した次世代ＤＸ接客型デジタルモデルハウス整備事業 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00095 株式会社レイホク 8210001010440 通常枠 オーダーメイドキッチンの企画、製造、販売事業 福井信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00096 株式会社ニューオサムラ 6210001013825 通常枠 施工業者利用客向けの作業服販売所の設置によるホテルの付加価値向上 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 三方上中郡若狭町 R2182U00097 竹の子 通常枠 地域特性を考慮した本物志向のカフェへ転換を図り新規顧客層を狙う 福井県商工会連合会

近畿 福井県 大野市 R2182U00101 株式会社サカエ広告 2210001015404 通常枠 地方の看板製造業の強みを活かしたカーラッピング事業への転換 大野商工会議所

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00102 株式会社Ｈａｃｏａ 1210002013507 通常枠 ブランド・コンセプトである”木への想い”を生かしたスイーツカフェ事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 R2182U00103 株式会社塚崎誠文堂 1210001011800 通常枠 『作品展示を兼ねたコミュニティ喫茶』の新設 武生商工会議所

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00105 株式会社ユーロビジョン 8210001012981 通常枠 眼鏡サングラスの開発・商品化・出荷プロセスと多チャネル販売モデルの構築 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00109 協立生コンクリート株式会社 9210001001050 通常枠 リサイクル材料を最大限使用した高流動リサイクル充填材の製造・販売事業 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 R2182U00114 安田蒲鉾株式会社 9210001004219 通常枠 天婦羅大型万能成型機を導入し生産効率を高め、自社サイトでＤ２Ｃへの全国展開 福井商工会議所

近畿 福井県 大飯郡おおい町 R2182U00116 有限会社岸崎工作所 1210002014174 通常枠 商業施設モデルハウスを活用した古民家リノベーション事業の展開 福井県商工会連合会

近畿 福井県 坂井市 R2182U00117 株式会社ｈｐｌｕｓ 4210001017555 通常枠 サスティナブルなライフスタイルの提案をおこなう「街のリビング」シェア型ショールームの開設 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 R2182U00118 福井マルダイ食品株式会社 6210001003090 通常枠 １００％グルテンフリーの餃子・焼売で地域の活性化を目指す。 福井信用金庫

近畿 福井県 敦賀市 R2182U00121 有限会社銘菓処笑福堂 6210002010739 通常枠 福井初！無人対応の個室ゴルフ場とｅ－ｓｐｏｒｔｓカフェ設立による新規顧客開拓事業 敦賀商工会議所

近畿 福井県 大野市 R2182U00124 横田建設株式会社 7210001009962 通常枠 地域の空き家・空き地を利活用したプライべートヴィラ展開（観光事業への参入） 大野商工会議所
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近畿 福井県 福井市 R2182U00126 新田塚コミュニティ株式会社 3210001002896 通常枠 水泳場を解体し、セルフ型のボディメンテナンス事業への展開 福井商工会議所

近畿 福井県 小浜市 R2182U00130 岸田産業株式会社 7210001013931 通常枠 防災食サブスクサービスの提供及び災害時リアルタイム供給・次世代倉庫管理の体制 株式会社福井銀行

近畿 福井県 鯖江市 R2182U00135 有限会社健康センター北陸 6210002012082 通常枠 地域の重度身体障がい者の自立支援型グループホーム事業の展開 蒲郡信用金庫

近畿 福井県 福井市 R2182U00136 株式会社Ｏ３ｄｉｎｉｎｇ 4210001016747 通常枠 運営者不在で閉業した温泉施設をアウトドア総合レジャー施設へと復活再生 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 R2182U00137 株式会社宗近 7210001012033 通常枠 老舗製麺所が挑む！新たな麺専門店舗（物販・飲食）開業による新分野展開事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 R2182U00141 株式会社華星 1210001017533 通常枠 東尋坊におけるキャンプ場施設設営による経営の多角化 小倉　裕樹

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 R2192S00001 株式会社ＲＨＩＮＯＣＥＲＯＳ 5090002006478 緊急事態宣言特別枠 高級食パン「嵜本」参入とカフェ事業とのコラボによる競争力強化 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 R2192S00005 株式会社Ｌｕｃｅａｔ 5090001013748 緊急事態宣言特別枠 頭皮からボディまで全身のトータルケアができるサロン 甲府商工会議所

関東 山梨県 北杜市 R2192S00010 ｒｅｓｔａｕｒｏ　ｔｅｒｒａ 緊急事態宣言特別枠 無農薬野菜を活かしたバーベキュー、キャンプ、農場貸与事業 髙橋　理泰

関東 山梨県 富士吉田市 R2192S00011 株式会社アドニス 2090001012538 緊急事態宣言特別枠 韓国料理の通信販売とデリバリーサービスの開始で新分野進出 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 R2192S00012 株式会社グループ・インほりのや 8090001009685 緊急事態宣言特別枠 １日１組限定まるごと貸切キャンプ場の経営 池谷　正志

関東 山梨県 中央市 R2192S00013 株式会社ＲＩＴＺ 3090001004518 緊急事態宣言特別枠 美容院業界への挑戦！小ロットＯＤＭヘアケア商品の企画製造販売 萩原勝

関東 山梨県 笛吹市 R2192S00014 Ｃａｆｅ　＆　ｃｒａｆｔ　Ｊｉｎｇ 緊急事態宣言特別枠 フォトスティッチ（写真刺繍）製品の製造小売業への新分野展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 北杜市 R2192S00015 ステンドハウスデン 緊急事態宣言特別枠 パーソナルトレーニング施設の施工 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 北杜市 R2192S00016 ｙｏｈｎ 緊急事態宣言特別枠 世界に一つだけの帆布カバンに出会える直営店の開業に新規参入 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 大月市 R2192S00017 大月ロハス村 緊急事態宣言特別枠 ”森の体験コテージ”『内観リトリート』センターの開設 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 R2192S00018 合同会社ＶＬＯＯ 7090003001402 緊急事態宣言特別枠 自社スタジオでのオンライン配信・貸スタジオ・県内初映像技術スクール事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 中央市 R2192S00021 株式会社イシザワ 3090001002843 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト構築による卸売業から小売業への参入 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南アルプス市 R2192S00024 有限会社カーセンター小宮山 1090002007216 緊急事態宣言特別枠 キャンピング「シェル」販売による新たなサービスの提供 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 R2192S00025 株式会社プロヴィンチア 7090001013903 緊急事態宣言特別枠 目的買いとなる高品質のスーパー向けカットフルーツの卸参入 山梨中銀経営コンサルティング株式会社

関東 山梨県 西八代郡市川三郷 R2192S00026 株式会社大直 2090001011936 緊急事態宣言特別枠 自社ＥＣサイト新設による百貨店などの実店舗への卸売り事業からメーカー小売り事業への業態転換 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 R2192S00027 有限会社魚保 5090002000381 緊急事態宣言特別枠 ”甲州にぎりの甘だれ”でいただく各種弁当開発によるテイクアウト・デリバリー専門事業 丸山　孝佳

関東 山梨県 甲府市 R2192S00028 山梨まるごと市場　幸修 緊急事態宣言特別枠 甲州地どり焼肉店開業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 R2192S00030 花科学合同会社 4090003001207 緊急事態宣言特別枠 廃棄生花・枯花から作る国産プリザーブドフラワーの販売事業 甲府商工会議所

関東 山梨県 北杜市 R2192S00032 ペンションわっ 緊急事態宣言特別枠 八ヶ岳南麓の立地・屋内・前庭を活かしたワーケーションプランの提供 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 富士吉田市 R2192S00035 有限会社寿海 7090002012111 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍に適した少人数低予算で実施できる披露宴サービス業 都留信用組合

関東 山梨県 南アルプス市 R2192S00036 合同会社ズーパーズース 8090003001640 緊急事態宣言特別枠 光学式モーションキャプチャシステムの導入とモーションキャプチャスタジオの運営 株式会社シェアードバリュー

関東 山梨県 上野原市 R2192S00037 ワイズマーケティング株式会社 4012801007549 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈコロナと地域性を活かした個室型トレーニングジム運営 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 笛吹市 R2192S00038 ゆかいなばーベスティ 緊急事態宣言特別枠 テイクアウトパーキングシステムの導入及び山梨産フルーツ通信販売開始事業 藤原　一正

関東 山梨県 北杜市 R2192S00039 グランデール 緊急事態宣言特別枠 広大な土地で体験するサウナ施設開設事業 石本　和昭

関東 山梨県
南都留郡富士河口

湖町
R2192S00042 ロココ株式会社 6012401023572 緊急事態宣言特別枠 地域資源を活用したキッチンカーにおける非接触型店舗展開事業 ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社

関東 山梨県 甲府市 R2192S00045 株式会社Ｒｏｌｌｉｎｇ－Ｃ 1090001005385 緊急事態宣言特別枠 自動販売機による地域資源活用商品の小売業への業種転換 飯田　伸司

関東 山梨県 富士吉田市 R2192S00046 イタリア料理モンドエレトリコ 緊急事態宣言特別枠 新規設備導入によるオンラインショッピング市場への新分野展開 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 山梨市 R2192S00047 タケイ電機 緊急事態宣言特別枠 街の電気屋による安心と信頼力を活かした電気保安事業の参入 株式会社商工組合中央金庫

関東 山梨県
南都留郡富士河口

湖町
R2192U00002 株式会社河口湖第一ホテル 6090001009621 通常枠 新ワイナリー設立による自社製造ワインを活用した新たな宿泊サービスの提供 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲州市 R2192U00003 株式会社信玄食品 5090001009119 通常枠 山梨伝統食のあわび煮貝製造メーカーが作る全く新しい防災食品 税理士法人中山・久保嶋会計

関東 山梨県 北杜市 R2192U00004 やつは株式会社 3090001010994 通常枠 ドームハウスを拠点としたリトリートな教育・学習体験事業の展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 富士吉田市 R2192U00007 富士燃料株式会社 8090001009990 通常枠 空き家をリノベーションしてバケーションレンタルに業種転換 池谷　正志

関東 山梨県 中央市 R2192U00009 株式会社グローバル 1090001005121 通常枠 超高周波数の水晶振動子の開発と新事業展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 大月市 R2192U00010 有限会社名原 5090002009456 通常枠 ＯＥＭ向け少品種大量製造ラインの構築 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 R2192U00011 株式会社世界貿易 8090002001781 通常枠 最先端デジタル技術を活用した日本初！全世界向けジュエリー専門販売のＥＣプラットホーム構築 甲府商工会議所

関東 山梨県 大月市 R2192U00012 株式会社Ｅｎ　ｍａｎｔｈｅｒ 7090001008639 通常枠 ゴルフをもっと身近に！　人の輪広がるシミュレーションゴルフ場 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 山梨市 R2192U00013 アオイ観光バス株式会社 3090001008849 通常枠 障害児の居場所作りと、自社独自のサービスの提供と支援 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 富士吉田市 R2192U00016 株式会社クリエイティブリゾート 1020001107171 通常枠 地域創生モデルの新食品製造・販売（６次化支援・キャンプ・ギフト食品） 池谷　正志

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 R2192U00017 スポーツイン青山通り 通常枠 季節に応じた多彩なプランを提供する一棟貸しコテージ事業 須永　達也

関東 山梨県 甲斐市 R2192U00021 株式会社イー・コミュニケーションズ 2090001006713 通常枠 めざすのは地域の交流拠点！　「パン×フィットネス　無添加ベーカリーカフェ」 山梨信用金庫

関東 山梨県 南アルプス市 R2192U00023 株式会社Ｒｕｎ 6090001014910 通常枠 ペット同伴可能！１棟貸コテージでリゾート宿泊とワーケーション環境の提供 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 R2192U00024 株式会社ＣＯＮＣ 7090001007392 通常枠 キッズ・ベビー向け　ボックスひとつで手軽にお部屋を飾れるセミオーダー「パーティーキット」等の販売 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県
南都留郡富士河口

湖町
R2192U00025 株式会社足和田ホテル 5090001009515 通常枠 湖を望むホテルによるおもてなしリゾートＢＢＱ施設の提供事業 都留信用組合

関東 山梨県 笛吹市 R2192U00026 株式会社ホーマ 5090001006165 通常枠 供給不足解消へ貢献する、半導体製造装置等の難加工大型部品加工プロジェクト 株式会社エフアンドエム

関東 山梨県 北杜市 R2192U00027 カントリーインザクラシック 通常枠 ワーケーション宿泊客向けの環境構築による新分野展開 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南アルプス市 R2192U00028 株式会社ミヤザワ 2090001005062 通常枠 輸入キャンピングカーレンタル事業への新規参入 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 笛吹市 R2192U00030 株式会社みさき食品 6090001006503 通常枠 耕作放棄地を利用した農産物加工品を商品化、新分野への挑戦 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 大月市 R2192U00032 株式会社平井製作所 9090001008001 通常枠 一貫した製造工程の確立に伴う新分野への新規参入と収益力強化事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲州市 R2192U00033 奥野田葡萄酒釀造株式会社 6090001009068 通常枠 地域特色を生かした田舎カフェの整備による新規顧客の獲得 山梨県中小企業団体中央会

関東 山梨県 甲府市 R2192U00034 株式会社双成化建 3090001001226 通常枠 町の塗装店から新素材塗装材「ポリウレア」を使用した次世代型塗装店への業態転換 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 山梨市 R2192U00037 アサヒプラ株式会社 6090001008846 通常枠 持続可能な社会めざし脱プラの広告媒体を製造販売、売上Ｖ字回復 甲府信用金庫

関東 山梨県 甲州市 R2192U00039 株式会社ミソカワイントン 1090001014543 通常枠 ワイン産地で甲州ワインとともに味わうワイントンのブランド確立 山梨県商工会連合会

関東 山梨県
南都留郡富士河口

湖町
R2192U00041 有限会社ヴィクトリー 3090002013088 通常枠 【箱型スマート貸農園】を併設した　富士山絶景グランピング施設 都留信用組合

関東 山梨県 笛吹市 R2192U00042 株式会社明工 2090001007769 通常枠 コロナでも安心して山梨の避暑地でリトリートできるキャンプ場 山梨県民信用組合
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関東 山梨県 西八代郡市川三郷 R2192U00044 株式会社丹澤紙業 3090001013535 通常枠 オール山梨で挑む神仏文化を豊かに彩る製品の開発・製造 株式会社ＧＩＭＳ

関東 山梨県 韮崎市 R2192U00046 有限会社六曜舎 9090002013990 通常枠 八ヶ岳南麓の自然の恵みを活かした全粒粉パンの全国販売 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 R2192U00047 ダイニングテーブル合同会社 5090003001148 通常枠 ポストコロナに向けた感染症を気にせず楽しめる焼肉店への転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 山梨県
南都留郡富士河口

湖町
R2192U00048 合同会社カラー 8090003001129 通常枠 宿泊業から不動産業への業種転換：地方移住ニーズに応えるサービスで地方創生へ 山梨県民信用組合

関東 山梨県 南都留郡忍野村 R2192U00050 株式会社ＯＳＨＩＮＯ 1010601040351 通常枠 グランピング、シェアファームを融合したアウトドアライフサービス事業 都留信用組合

関東 山梨県 北杜市 R2192U00051 ディルイートライフ 通常枠 おうち時間を充実させる、サスティナブルな乾燥ソースの製造販売 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 R2192U00052 有限会社牛奥商店 6090002000389 通常枠 食肉卸の強みを生かして地産地消を使用した飲食店を展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 都留市 R2192U00053 有限会社エルフィン・インターナショナル 3090002010119 通常枠 食物アレルギー対応米粉商品の学校給食市場向けの生産体制の構築 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南巨摩郡富士川町 R2192U00055 割烹立よし 通常枠 次なる転換　レトルト製造販売への新規参入 山本　薫

関東 山梨県 甲府市 R2192U00057 株式会社小林製作所 4090001000813 通常枠 重量鋼材の切削技術を応用した半導体製造装置市場への進出 山梨信用金庫

関東 山梨県
南都留郡富士河口

湖町
R2192U00058 株式会社大伴リゾート 1090001014279 通常枠 地域及び既存事業とシナジーを見込む　ワイナリー事業計画書 税理士法人大石会計事務所

関東 山梨県 南巨摩郡身延町 R2192U00059 コンビニエンス永谷 通常枠 経営環境の悪化する個人コンビニ店から、立地が強みとなるみやげ店への事業転換 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡西桂町 R2192U00060 株式会社渡兼 9090001010527 通常枠 大型平面研削技術と高精度三次元計測技術導入による高機能建材製造への進出 山地　真吾

関東 山梨県 北杜市 R2192U00064 株式会社クリスタルシステム 8090001011278 通常枠 レーザ加熱法を用いたＮ型シリコンウェーハの製造・販売 株式会社商工組合中央金庫

関東 山梨県 北杜市 R2192U00065 山梨銘醸株式会社 1090001011219 通常枠 若年層や女性層を標的顧客とした、県産果実を使用し飲みやすくて、色鮮やかなスパークリングリキュールの開発 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 大月市 R2192U00066 株式会社解氏工芸貿易 4100001024224 通常枠 国際物流の混乱下でも安定供給を実現する木材成形加工及び印刷の内製化 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 R2192U00067 株式会社クラウン宝飾 2090001000583 通常枠 自社ブランド製品の製造と消費者に直接届けるＤ２Ｃ事業への進出 甲能　知樹

関東 山梨県 大月市 R2192U00068 株式会社ニッセー 6090001007988 通常枠 ライセンス事業への参入 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 R2192U00069 株式会社クロスフォー 1090001001062 通常枠 宝飾パーツの自社ブランド化とＢｔｏＢサイト直販による業態転換 株式会社エム．サポーティング

関東 山梨県 大月市 R2192U00071 株式会社ユーキ 2090001008651 通常枠 電動車向けバッテリーカバー製造への進出 北浜グローバル経営株式会社

関東 山梨県 甲府市 R2192U00073 ニューロン製菓株式会社 2090001001689 通常枠 アンデデニッシュ食パンの生産設備導入 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 R2192U00074 三楽荘 通常枠 富士山麓山中湖でのワーケーション＆プレジャー市場進出事業 都留信用組合

関東 山梨県 富士吉田市 R2192U00076 株式会社フジコン 5090001010051 通常枠 コロナ禍でもニーズが伸びる一般貨物自動車運送業への業種転換 都留信用組合

関東 山梨県 甲州市 R2192U00077 ９８ＷＩＮＥｓ合同会社 9090003001284 通常枠 甲州八珍果クラフトビール製造とアウトドア宿泊施設事業 税理士法人山梨中央パートナーズ

関東 山梨県 甲府市 R2192U00079 株式会社樋口 6090001001768 通常枠 専用アプリ開発とオーダージュエリーの展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 韮崎市 R2192U00080 清水屋旅館 通常枠 老舗旅館が挑むリモートワーク需要を取り込む大規模リニューアル 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 北杜市 R2192U00081 株式会社ミラプロ 5090001011207 通常枠 レンズの自動検査装置と予知保全システム投資計画 みらいコンサルティング株式会社

関東 山梨県 北杜市 R2192U00082 一級建築士事務所ｓｔｕｄｉｏＰＥＡＫ１ 通常枠 ドーム商品３種の開発を完成させ新分野に挑戦するプロジェクト 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 北杜市 R2192U00083 株式会社泉園 1090001011251 通常枠 古民家風リゾートワーケーションを軸としたビジネスホテル業への進出 飯田　伸司

関東 山梨県 甲府市 R2192U00086 甲斐水晶工芸株式会社 7090001007707 通常枠 昇仙峡の水晶工藝伝統技術の伝承レンタル工場とワークショップ事業の構築 小林　豊

関東 山梨県 南アルプス市 R2192U00088 株式会社イーファイト 7090002007796 通常枠 ブライダル企業が創る持続的発展可能はアニバーサリーパークの建設 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 山梨市 R2192U00089 三養＿造株式会社 5090001008905 通常枠 既存施設と既得技術を活かしブドウ果汁を使用した新製品開発に活路を見出す 初鹿　武仁

関東 山梨県 韮崎市 R2192U00093 株式会社茂呂製作所 3090001011860 通常枠 ＩＴ技術を活用した遠隔指導による製造設備修理事業への業態転換 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 R2192U00096 株式会社丸正渡邊工務所 6090001002072 通常枠 コロナ減収を補う個人需要獲得と生産性向上のための規格住宅販売 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 笛吹市 R2192U00097 株式会社中沢薬局 9090001006450 通常枠 「薬局から始まる業界革命！持続可能な健康と医療の実現へ　Ａｓ　ｉｓからＴｏ　ｂｅへ」 株式会社山梨中央銀行

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 R2202G00001 株式会社まちノベイト 8100001026225 卒業枠 まちと一体化した持続可能な分散型ホテル事業 長野信用金庫

関東 長野県 木曽郡南木曽町 R2202G00002 株式会社Ｚｅｎ　Ｒｅｓｏｒｔｓ 3100001031072 卒業枠 人に優しい「ユニバーサルデザインの貸切ヴィラ」の整備と、「スイーツ製造・販売事業」の構築 株式会社商工組合中央金庫

関東 長野県 小諸市 R2202S00002 信濃ガス株式会社 8100001008438 緊急事態宣言特別枠 自宅屋外向けＢＢＱ設備一式を新生活スタイルとして提案・販売				 若杉　拓弥

関東 長野県 駒ヶ根市 R2202S00004 株式会社儀礼センター 3100001021189 緊急事態宣言特別枠 後悔のない見送りを提案・安置室での丁寧な直葬対応 柴田　早苗

関東 長野県 諏訪郡富士見町 R2202S00005 株式会社アナザーブレイン 7120001105779 緊急事態宣言特別枠 ３Ｄ都市情報モデルのプラットフォーム型インターネットサービス事業計画 長野県商工会連合会

関東 長野県 長野市 R2202S00006 美ｌｉｎｅ 緊急事態宣言特別枠 髪型の立体感を修正する為の「プロポーションウィッグ」の販売事業 ９９．９株式会社

関東 長野県 南佐久郡南牧村 R2202S00007 有限会社ライラ 9100002012149 緊急事態宣言特別枠 八ヶ岳に広がるナチュラルガーデンと花苗生産販売事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 北佐久郡立科町 R2202S00008 アニーヒルズ 緊急事態宣言特別枠 焙煎コーヒー豆のＥＣサイト販売 長野県商工会連合会

関東 長野県 上田市 R2202S00009 株式会社上田第一ホテル 8100001010583 通常枠 賃貸・管理受託実績を活かす障害者グループホーム運営で地域貢献 株式会社長野銀行

関東 長野県 須坂市 R2202S00011 株式会社唐沢 5100001005495 緊急事態宣言特別枠 高精度加工技術を確立し短納期で金型提供する事業再構築事業 有限会社エス・エム・エスコンサルティング

関東 長野県 長野市 R2202S00012 岡澤建商 緊急事態宣言特別枠 岡澤建商のネイルサロン創設 株式会社長野銀行

関東 長野県 下伊那郡高森町 R2202S00013 有限会社塩澤工芸 2100002037912 緊急事態宣言特別枠 日本の伝統的な組子の技術を取り入れた、手作り家具の製作 飯田商工会議所

関東 長野県 佐久市 R2202S00014 ＪＷＴジャパンウインズツアー株式会社 2100002010927 緊急事態宣言特別枠 既存事業を活かしたドローンスクールの開校・運営 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 須坂市 R2202S00016 株式会社ＬＩＭＩＴＬＥＳＳ 2100001033821 緊急事態宣言特別枠 ペンション事業からプライベートキャンプ場事業への新分野展開 株式会社長野銀行

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 R2202S00017 ペンション星の子 緊急事態宣言特別枠 会員制でのワーケーション＆貸保養所によるペンション再生事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 大町市 R2202S00018 オフィス　みる 緊急事態宣言特別枠 接客トレーナーから地元農産物のネット通販事業への業態転換 株式会社東都経営力向上センター

関東 長野県 長野市 R2202S00019 有限会社Ｔ　ＳＰＡＣＥ 8100002007315 緊急事態宣言特別枠 長野の女性を元気に！居酒屋が持帰り専門のアジアンスイーツへ参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪市 R2202S00020 株式会社ＩＤＥ 1100001026545 緊急事態宣言特別枠 海なし県からの挑戦！信州諏訪から全国へ気仙沼産鯖の加工販売 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 北佐久郡御代田町 R2202S00024 株式会社ペースアラウンド 5100001026418 緊急事態宣言特別枠 日用雑貨・家具販売業者が、ワーケーション用レストランの経営に業態転換する。 佐藤哲也

関東 長野県 北安曇郡松川村 R2202S00025 有限会社ファームいちまる 1100002027220 緊急事態宣言特別枠 ドローンによる農薬散布請負事業の新規展開 長野県商工会連合会

関東 長野県 伊那市 R2202S00026 伽羅 緊急事態宣言特別枠 『スナック』から健康と美を促進する『温活サロン』経営の業種転換 伊那商工会議所

関東 長野県 上田市 R2202S00027 エモーション株式会社 8100001009626 緊急事態宣言特別枠 高齢化社会における「お困りごと」相談所。高齢者が安心して暮らせる地域造りのお手伝い 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 R2202S00028 株式会社ｗｉｉｉｐ 4011001127736 緊急事態宣言特別枠 完全プライベート空間を提供する古民家風コテージの運営 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡立科町 R2202S00029 合同会社たてしなップルワイナリー 8100003004674 緊急事態宣言特別枠 国内初のリサイクル容器による樽生シードル開発販売促進事業 有限会社エス・エム・エスコンサルティング

関東 長野県 長野市 R2202S00030 株式会社プロミート 8100001003075 緊急事態宣言特別枠 食肉製品製造業者が調達力を活かして地域の飲食店にスープを届ける事業 あがたグローバルコンサルティング株式会社

関東 長野県 須坂市 R2202S00031 広扇 緊急事態宣言特別枠 「信州観光客に向けた茶屋（休憩所）への事業転換」　信州茶屋（仮名） ９９．９株式会社

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 R2202S00032 ラ・カーサ・ディ・テツオオオタ 緊急事態宣言特別枠 地産地消、その先の地域共創を見据えた商品開発・販売 よつば税理士法人
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関東 長野県 松本市 R2202S00035 有限会社寺島 7100002020847 緊急事態宣言特別枠 リモート販売・ＥＣ活用によるテナント販売からの脱却 松本信用金庫

関東 長野県 上田市 R2202S00037 有限会社上松屋旅館 8100002013635 緊急事態宣言特別枠 リノベ古民家でのサブスク型カフェ＆ゲストハウス事業 髙司　浩史

関東 長野県 長野市 R2202S00038 加圧トレーニングスタジオ　ボディーメイクファクトリー 緊急事態宣言特別枠 わがままにトレーニングを！２４時間セルフィッシュトレーニングジムへの新分野展開 中田　麻奈美

関東 長野県 長野市 R2202S00040 株式会社ＪＯＧＡ 9100001032560 緊急事態宣言特別枠 食べスク×サブスクリプション事業 長野信用金庫

関東 長野県 飯田市 R2202S00044 喜久水酒造株式会社 5100001022383 緊急事態宣言特別枠 新たな製造工程の構築による海外向け日本酒の開発と米国新市場への販売促進 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 R2202S00045 株式会社ヤドロク 7013201012525 緊急事態宣言特別枠 温泉街共同チェックイン事業・予約センター化事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 千曲市 R2202S00047 株式会社Ｂｔｒｅｅ 6100001030261 緊急事態宣言特別枠 洋菓子とアイスケーキのＥＣ店舗事業 長野県信用組合

関東 長野県 北安曇郡白馬村 R2202S00048 ペンション＆コテージ植物誌 緊急事態宣言特別枠 バーベキュー広場新設計画 長野県商工会連合会

関東 長野県 小諸市 R2202S00049 合資会社京屋クリーニング店 2100003000910 緊急事態宣言特別枠 ネット宅配クリーニング事業への進出による新分野展開 美斉津　晃

関東 長野県 松本市 R2202S00051 降幡自動車株式会社 9100001016869 緊急事態宣言特別枠 ホームページを活用したオンライン販売による非対面販売戦略 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 R2202S00052 合同会社Ｍｕｍｅｉ．ｌａｂ 6100003004734 緊急事態宣言特別枠 事業の総合的なショースペースとなる複合的カフェ店の運営 長野県商工会連合会

関東 長野県 長野市 R2202S00053 株式会社ＳＴＡＲ　ＣＯＭＰＡＳＳ 1010001154999 緊急事態宣言特別枠 「食べるフラワーエッセンスの使い方教室」の新規展開 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 R2202S00055 焼肉　牛匠 緊急事態宣言特別枠
信州プレミアム牛肉のブランドを活かしたコロナ対策としての弁当事業・ステーキ肉ネット販売事業

と畜産
税理士法人成迫会計事務所

関東 長野県 松本市 R2202S00057 株式会社まんてん 4100001025305 緊急事態宣言特別枠 パティシエによるパン製造販売店の新規事業計画書 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 長野県 北安曇郡白馬村 R2202S00058 ホテル　サンマルテ 緊急事態宣言特別枠 菜食主義の新しいトレンドを取り入れた商品提供とテイクアウト 長野商工会議所

関東 長野県 駒ヶ根市 R2202S00059 喫茶　ウッディナナ 緊急事態宣言特別枠 希少地元食材を生かした新商品開発。店内飲食から菓子小売業への脱皮 駒ヶ根商工会議所

関東 長野県 北安曇郡白馬村 R2202S00060 ぴざかやカントリーロード 緊急事態宣言特別枠 森の中にある陶芸小屋の敷地を貸切キャンプ場にする事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 諏訪郡原村 R2202S00062 アルル 緊急事態宣言特別枠 八ヶ岳農産物を使ったグルテンフリーのオンラインスクール開校事業 諏訪信用金庫

関東 長野県 伊那市 R2202S00063 農業法人ファームはせ株式会社 7100001021862 緊急事態宣言特別枠 中山間地の雑穀・野菜等を用いたジェラートの開発・事業化 公益財団法人上伊那産業振興会

関東 長野県 飯田市 R2202S00064 南信州広域タクシー有限会社 8100002037898 緊急事態宣言特別枠 デリバリー＆デマンド乗合システム導入で地域の利便性を向上する事業 飯田信用金庫

関東 長野県 塩尻市 R2202S00065 有限会社山賊 2100002024844 緊急事態宣言特別枠 チキンオーバーライスと信州の冷凍食品直売 塩尻商工会議所

関東 長野県 長野市 R2202S00066 株式会社ｎａｋａｒａ 6100003000568 緊急事態宣言特別枠 ご当地フルーツアイスキャンディーとファストフード事業展開 長野商工会議所

関東 長野県 上田市 R2202S00067 株式会社カネオ 8100001011664 緊急事態宣言特別枠 「焼肉専門店」プロデュース。ジューシー・ボリューミーなハンバーガー事業への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 R2202S00068 ＰｉｐｅＲｉｍｅ 緊急事態宣言特別枠 ユーザ調査パネル構築事業 松本商工会議所

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 R2202S00069 株式会社北志賀竜王 2100001012288 緊急事態宣言特別枠 ～雲海に出会える絶景グランピング～　完結型リゾートを目指した新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下伊那郡喬木村 R2202S00072 株式会社松澤 5100001027060 緊急事態宣言特別枠 キッチントレーラーによる新たな販売方法・レンタル事業参入と南信州の価値向上 飯田信用金庫

関東 長野県 塩尻市 R2202S00073 株式会社大河内家具工房 5100001026327 緊急事態宣言特別枠 下請け製造工場から暮らしを豊かにする伝統工芸メーカーとデザイン経営が実践できる会社への脱却 塩尻商工会議所

関東 長野県 長野市 R2202S00074 カフェ　パンダ 緊急事態宣言特別枠 歯のセルフホワイトニングに特化した専門店展開事業 長野信用金庫

関東 長野県 茅野市 R2202S00075 ｃｕｃｉｎａ　ＫＩＭＵＲＡ 緊急事態宣言特別枠 菜園で収穫した採れたてイタリア野菜のアウトドア料理体験事業 茅野商工会議所

関東 長野県 諏訪郡富士見町 R2202U00002 みやま工業有限会社 7100002029608 通常枠 最新マシニングセンタ等の導入と生産体制の刷新による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 長野県 茅野市 R2202U00004 プチホテル花南 通常枠 １日１組限定「人に優しい」バリアフリー対応宿泊サービスの提供 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 飯田市 R2202U00009 アルプス煙火工業株式会社 2100001022213 通常枠 ウィズコロナ時代を見据えた花火師たちの挑戦！地域＆個人むけ花火大会プランの提案による事業再構築 内山　拓己

関東 長野県 上田市 R2202U00010 千古温泉 通常枠 一日一組限定プライベートコテージキャンプで自然を楽しむ 長野県商工会連合会

関東 長野県 佐久市 R2202U00015 株式会社こうべ高麗 5100001009026 通常枠 激減した宴会需要に変わる、一人焼肉用カウンターと個室懐石の提供 内藤　敏

関東 長野県 長野市 R2202U00016 光電気工事株式会社 2100001002900 通常枠 コロナ禍で拡大する空調・衛生設備マーケットへの新規事業展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡辰野町 R2202U00017 上島塗装 通常枠 大型部材への塗装体制確立による機械装置塗装の新分野展開 公益財団法人上伊那産業振興会

関東 長野県 木曽郡大桑村 R2202U00020 株式会社木下工業 6100001017762 通常枠 日本製造業生き残りをかけたステンレス鋳造品の中国から国内へ移管生産事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 R2202U00023 シナノカメラ工業株式会社 3100001013194 通常枠 新たな製造方法での超微細チップ部品実装技術確立による業態転換 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 R2202U00024 アペゼ 通常枠 長野県初！モール型サロンで新しいビジネスモデルを確立 日野　眞明

関東 長野県 茅野市 R2202U00028 松木寒天産業株式会社 5100001019207 通常枠 アレルゲンフリー機能性食品開発による美容・介護市場への参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪市 R2202U00031 麗人酒造株式会社 5100001018729 通常枠 地域ブランド「霧ヶ峰クラフトハイボール缶」の製造販売事業 エイワ税理士法人

関東 長野県 伊那市 R2202U00034 株式会社仙醸 4100001020768 通常枠 南アルプスの麓の酒蔵が挑むウィスキー分野への新規参入 伊那商工会議所

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 R2202U00036 北志賀藤田観光株式会社 5100001012434 通常枠 持てる経営資源を最大限に活用し高付加価値なオートキャンプ場の運営に取り組む 長野県信用組合

関東 長野県 南佐久郡小海町 R2202U00037 黒沢燃料有限会社 2100002011958 通常枠 既存事業と相乗効果が見込める洗車場併設コインランドリー事業の新規事業展開 株式会社マネジメント・リライアンス

関東 長野県 岡谷市 R2202U00038 岡谷精密工業株式会社 1100001019391 通常枠 ミクロの金属加工から３Ｄプリンタによる医療分野への展開 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 小諸市 R2202U00039 株式会社高嶺商会 7100001008471 通常枠 新製法による生産性向上及び引合いへの対応力強化を通じた売上拡大 久保田　昌宏

関東 長野県 飯田市 R2202U00041 有限会社今村精工 9100002035769 通常枠 新生活様式に向けて成長が期待されるサービスロボット市場への新分野展開 ひまわり経営サポート株式会社

関東 長野県 安曇野市 R2202U00042 藤屋わさび農園有限会社 4100002023935 通常枠 安曇野の野菜を使ったレトルト商品の新開発で事業再構築を図る 景山　洋介

関東 長野県 長野市 R2202U00043 株式会社若林 5100001003747 通常枠 自動車整備技術の強みを生かした輸入中古車販売店事業 長野信用金庫

関東 長野県 岡谷市 R2202U00046 有限会社堀川工業 8100002031769 通常枠 リニアモータ・マウンター部品を足がかりとしたＦＰＤ・半導体事業への展開 諏訪信用金庫

関東 長野県 須坂市 R2202U00047 株式会社ヒーテック 2100001005894 通常枠
熱処理の全自動監視システム導入によるコロナ禍等の景気変動に対するレジリエンス強化ならびに成

長産業
株式会社八十二銀行

関東 長野県 大町市 R2202U00048 株式会社シモカワ 4100001017269 通常枠 地元への熱い思い。シナジー効果を狙った温泉付き貸切宿泊施設 株式会社長野銀行

関東 長野県 中野市 R2202U00050 有限会社山崎精肉店 6100002018339 通常枠 令和の御用聞き！肉問屋の心意気！おいしい信州を全国へ！ 長野信用金庫

関東 長野県 塩尻市 R2202U00055 有限会社廣瀬 7100002025210 通常枠 移築古民家を活用したうなぎ、安曇野牛の炭火焼専門店事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 飯田市 R2202U00056 在来屋 通常枠 五平もち製造販売事業で新工場を建設し新たな販路を開拓する 飯田商工会議所

関東 長野県 中野市 R2202U00058 北信州バレーホテル 通常枠 観光ホテルの強みと相乗効果が発揮できるキャンプ場経営への進出 藤巻　雄司

関東 長野県 諏訪郡下諏訪町 R2202U00061 有限会社小林生花店 5100002028165 通常枠 老舗花屋が挑む、新感覚の花おはぎの製造販売 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 上伊那郡南箕輪村 R2202U00062 有限会社協和精機製作所 4100002034750 通常枠 新分野である半導体製造装置向けユニット製品の受注獲得による新分野展開 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 上田市 R2202U00065 株式会社フラワーファクトリーフルール 9100001024995 通常枠 葬儀用生花事業から商機あるキムチ等青果加工業へ業種転換 株式会社長野銀行

関東 長野県 飯山市 R2202U00070 有限会社ブルーベリー 8100002017297 通常枠 飲食店からワーケーション長期滞在に特化した施設事業への展開 飯山商工会議所

関東 長野県 須坂市 R2202U00071 株式会社新井製作所 9100001005450 通常枠 カーボンゼロを目指して　信州の小水力発電機量産化事業 長野県信用組合

関東 長野県 岡谷市 R2202U00073 有限会社トモダ 1100002031544 通常枠 諏訪湖におけるワカサギ釣り場の整備による「文化の保全」と「新たな事業の創出」 株式会社八十二銀行
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関東 長野県 長野市 R2202U00074 ホクシンハウス株式会社 5100001004084 通常枠 日本初！本格的「高気密高断熱」省エネ住宅のフランチャイズ展開 株式会社長野銀行

関東 長野県 長野市 R2202U00075 株式会社アリーナ 9100001004873 通常枠 敷きフトン洗いから、長野を元気に観光地を元気にする事業 あがたグローバル税理士法人

関東 長野県 上田市 R2202U00076 株式会社みすず綜合コンサルタント 8100001010286 通常枠 音響測深機とモバイル３Ｄスキャナーを活用した新計測サービスの提供 上田商工会議所

関東 長野県 小県郡長和町 R2202U00077 株式会社竹内農産 6100001011055 通常枠 野沢菜漬けを使った真空フライチップスの製造販売 株式会社マネジメント・リライアンス

関東 長野県 中野市 R2202U00079 まさのり園 通常枠 自農園の高品質フルーツの素材を生かしたジェラートの製造と直売 藤巻　雄司

関東 長野県 松本市 R2202U00082 株式会社コンフォール 7100001013109 通常枠 ホテル客室清掃効率化ソフト「Ｄａｙナビ」拡販計画 小林　正樹

関東 長野県 伊那市 R2202U00083 株式会社はしばコーポレーション 8100001032017 通常枠 ウィズコロナの時代が求める新たなホテル事業で、業績のＶ字回復と地域の賑わいを！ アルプス中央信用金庫

関東 長野県 伊那市 R2202U00085 有限会社フラワーピース南信州サンスイ 1100002032823 通常枠 植物のお医者さん「はなみ～る」を通じた収益基盤の強化と経営安定 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 千曲市 R2202U00086 光葉スチール株式会社 5100001000975 通常枠 最新レーザ加工機の導入によるステンレス製品製造の生産体制の構築 株式会社ゼロプラス

関東 長野県 長野市 R2202U00087 株式会社アピアランス 7100002008074 通常枠 クリーニング専門業者による有人サービス複合型コインランドリー 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡富士見町 R2202U00088 有限会社窪田モータース 7100002029491 通常枠 コインランドリーを軸としたＳＳ事業との融合による新分野展開 諏訪信用金庫

関東 長野県 飯田市 R2202U00090 有限会社てくてく 1100002037780 通常枠 地元のオーガニック食材を使った環境配慮型郊外レストラン事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 R2202U00097 おっとりや 通常枠 換気十分な個室で思いきり食べる！　地産の素材を味わう焼肉店事業 岡本　洋平

関東 長野県 塩尻市 R2202U00098 株式会社龍門堂 3100001015918 通常枠 個人客を対象にした家具の次世代への継承サービス 株式会社長野銀行

関東 長野県 伊那市 R2202U00099 株式会社コウリョウ 7100001020708 通常枠 既存製品分野とは異なる新分野製品の生産体制の確立による新分野展開 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 岡谷市 R2202U00103 有限会社セルバ 6100002031416 通常枠 ポストコロナを見据えた医療機器洗浄分野への新分野展開 諏訪信用金庫

関東 長野県 塩尻市 R2202U00104 株式会社丸眞テック 7100002025268 通常枠 事業再編！新市場「ボールねじ」の加工事業に挑戦 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡下諏訪町 R2202U00105 株式会社アドライズ 5100001016311 通常枠 サステナブル素材を用いたＷＥＢ会議用ブースの製作販売 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 上水内郡信濃町 R2202U00111 有限会社外谷建設 7100002006012 通常枠 地元農家の作る野菜ジェラート店及びもろこし等直売所開設事業 長野信用金庫

関東 長野県 須坂市 R2202U00118 株式会社シミズテクノ 1100001006596 通常枠 新製造方法の確立による自動車分野への進出 美斉津　晃

関東 長野県 上田市 R2202U00121 有限会社スポーツハイム初音館 4100002015123 通常枠 非日常空間で地元食材とロケーションを楽しむＢＢＱカフェ＆グランピング事業 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 上高井郡高山村 R2202U00123 食彩酒房　鼓 通常枠 地域に貢献できるコインランドリーとコイン洗車機の併設場経営 長野信用金庫

関東 長野県 諏訪市 R2202U00125 太陽工業株式会社 9100001018460 通常枠 グローカリゼーションとＤＸを両立させた高効率プレス生産ラインの構築 特定非営利活動法人諏訪圏ものづくり推進機

関東 長野県 北安曇郡白馬村 R2202U00126 有限会社呑者屋 1100002026684 通常枠 既存飲食業の経験を活かしたテイクアウト商品製造販売事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 小諸市 R2202U00127 株式会社あんでーくっく 6100001008349 通常枠 高齢者施設における食事準備の負担を大幅に軽減する新サービスの開発及び提供 美斉津　晃

関東 長野県 小諸市 R2202U00128 有限会社常盤館 4100002012599 通常枠 旅館における「個別泊」の新たな宿泊手法導入による新規宿泊分野への展開 エイワ税理士法人

関東 長野県 上田市 R2202U00130 有限会社シープランド・ルピナス 9100002015127 通常枠 菅平高原の美味しいを届ける！テイクアウトを併用した直売所の構築 桑原　仁

関東 長野県 上伊那郡宮田村 R2202U00132 株式会社ティービーエム 2100001021306 通常枠 半導体製造装置部品（冷却ユニット）の製造によるアルミ材の切削加工への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡宮田村 R2202U00136 有限会社ウェーブ 9100002033855 通常枠 輸送業・倉庫業を通じ地域の物流に貢献し適切な利潤の確保と会社の安定した成長を図る 株式会社八十二銀行

関東 長野県 東御市 R2202U00137 株式会社ＳＥＫＩ 9100001025151 通常枠 使用済み瓦のリサイクルと地域内循環による地域課題の解決事業 渡邉　学

関東 長野県 長野市 R2202U00142 岡田海苔株式会社 4100001000547 通常枠 デジタル印刷パッケージ商品で市場を開拓する新分野展開事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 岡谷市 R2202U00143 春日井アルマイト工業有限会社 3100002031105 通常枠 ヨウ素を利用した抗菌性アルマイト処理への取組 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 R2202U00144 株式会社アートプランニング 2100001012619 通常枠 大型看板商品定番化への取組の既存市場再構築によるＶ字回復 株式会社八十二銀行

関東 長野県 岡谷市 R2202U00145 有限会社小池精工 3100002031212 通常枠 微細な異物等を排除する新たな工程を確立し業態転換を目指す 諏訪信用金庫

関東 長野県 下伊那郡高森町 R2202U00146 有限会社ヤマキ 1100002038465 通常枠 地元クリエイターが活躍する集客プロモーション・販促提案事業 税理士法人河野菅沼

関東 長野県 長野市 R2202U00149 イメージバンクナカジマ株式会社（中嶋写真館） 9100001000294 通常枠 先進的なデジタル技術の活用による動画制作・配信事業への参入 長野信用金庫

関東 長野県 須坂市 R2202U00151 株式会社Ａｉｚａｋｉ 9100001005459 通常枠 難削材加工技術を活かした航空エンジン分野への挑戦 長野県信用組合

関東 長野県 飯田市 R2202U00152 株式会社アド機械設計 6100001023199 通常枠 ＦＡ専用機器メーカーからスーパー買い物カゴ向け特殊消毒設備の開発生産への再構築 ひまわり経営サポート株式会社

関東 長野県 須坂市 R2202U00153 有限会社ナツバタ製作所 5100002008654 通常枠 半導体製造装置部品加工への進出と加工データの取得可能な環境の構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上水内郡飯綱町 R2202U00156 株式会社北部建設 6100001004083 通常枠 脱モデルハウス！デジタル技術を駆使した非接触型住宅ショールームの実現 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 R2202U00157 株式会社科の木 9100001030738 通常枠 ドライで培ったノウハウを活用した信州産冷凍フルーツ小分け事業 渡邉　学

関東 長野県 上水内郡信濃町 R2202U00158 有限会社ミア吉沢 2100002006058 通常枠 地域の魅力を最大限に生かしたキャンプ事業への転換 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 R2202U00159 株式会社ＮｉｎｅＡｒｃｓ 7100001031894 通常枠 ショールームと家具工場を通じたエクステリアパッケージ商品事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 R2202U00160 ガレージいじりや 通常枠 先進技術搭載車両からクラシックカーまで修理可能な整備工場への転換 飯田信用金庫

関東 長野県 小諸市 R2202U00161 農業生産法人こもろ布引いちご園株式会社 5100001024462 通常枠 地域連携プロジェクト　幻の苺原料と生食イチゴの加工原料化事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 松本市 R2202U00162 株式会社トキワ 4100001013664 通常枠 業界初の製作方法による弦楽器製作・販売事業への新分野展開 松本信用金庫

関東 長野県 北安曇郡小谷村 R2202U00167 ロッヂＦＲＥＥＲＵＮ 通常枠 地域と連携した体験型一棟貸し施設＜泊まれるアートルーム＞ 長野県商工会連合会

関東 長野県 岡谷市 R2202U00169 有限会社丸山精工 5100002031813 通常枠 加工技術を活かした成長市場【完全自動運転】への新規参入 株式会社長野銀行

関東 長野県 上田市 R2202U00170 草笛山荘 通常枠 菅平地域初！多目的クラブハウスの構築 桑原　仁

関東 長野県 須坂市 R2202U00171 株式会社ＭＴＣ 5100001026005 通常枠 地域食材を生かした冷凍食品の製造および宅配事業への転換 岡本　洋平

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 R2202U00173 株式会社浅野屋 7100001024452 通常枠 ウェルネスパン市場参入に向けた生産ラインの入替投資
株式会社アタックス・ビジネス・コンサル

ティング

関東 長野県 上伊那郡南箕輪村 R2202U00178 有限会社ノーサン 9100002033145 通常枠 最先端技術をきくらげ栽培に活用し、生きくらげ・乾燥きくらげの販売事業 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 須坂市 R2202U00181 有限会社ジャイロ 3100002009118 通常枠 スキー＆スノーボード・シミュレーターの導入による集客力の強化 藤巻　雄司

関東 長野県 上田市 R2202U00182 株式会社ティーアイジー 7100001009973 通常枠 製造業界が求める汎用性の高い「全自動画像検査装置」の開発 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 長野市 R2202U00183 株式会社イツワ 5100001000281 通常枠 障害者を支援するグループホーム・就労支援事業への新分野展開 井下　佳郎

関東 長野県 長野市 R2202U00184 株式会社ケイコーポレーション 7100001024931 通常枠 コロナ禍を乗り超えるためのコインランドリー事業への転換 ９９．９株式会社

関東 長野県 中野市 R2202U00185 株式会社丸世酒造店 2100001012164 通常枠 地域特産の新・醸造酒の年間生産体制の構築による新顧客の獲得 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 R2202U00186 株式会社タイヨー 8100001013470 通常枠 食品プリンター導入によるプリント食品製造所設立 株式会社八十二銀行

関東 長野県 伊那市 R2202U00188 有限会社矢野クリーニング 1100002033425 通常枠 利便性、安心安全、快適性を高めた新たなランドリー業態店の開発 高橋　能文

関東 長野県 北安曇郡小谷村 R2202U00192 有限会社ベルグハウス 4100002026797 通常枠 愛犬と一緒に温泉とグランピングを楽しめるプライベート施設計画 株式会社ウィズダムコンサルタンツ

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 R2202U00193 株式会社あぶらや燈千 5100001012327 通常枠 日帰り客や宿泊客でも楽しめる滞在型日帰り施設事業 長野県信用組合

関東 長野県 岡谷市 R2202U00195 有限会社イチコー 8100002030894 通常枠 パルスモーションサーボプレス機を用いた新工法による新分野進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 R2202U00197 株式会社東翔 4100001002130 通常枠 セントラルキッチンカフェによる新開発サンドイッチ展開事業 長野信用金庫
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関東 長野県 北佐久郡立科町 R2202U00199 株式会社信濃公害研究所 3100001007403 通常枠 ワンストップ検査・コンサルティングサービス＝「信濃公害モデル」の構築と遺伝子検査事業への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 R2202U00201 株式会社マスタ 3100001014151 通常枠 ［アレルゲンフリーフリー×プリント］のオンリーワンケーキでダイバーシティカフェ 長野県信用組合

関東 長野県 長野市 R2202U00203 株式会社宮崎製本工業 8100001003455 通常枠 ｗｉｔｈコロナ時代　抗菌ラミネートを用いた商品提案 長野信用金庫

関東 長野県 伊那市 R2202U00207 イシガマキッチンマサ 通常枠 石窯調理を核とした拉麺、定食屋への事業転換 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 上田市 R2202U00209 株式会社エスケー精工 2100001011199 通常枠 ＦＰＤ製造装置関連部品の製造販売実績を活かし半導体製造装置関連に参入 市木　圭介

関東 長野県 駒ヶ根市 R2202U00211 株式会社イノベートデザイン 6100001029163 通常枠 リアルとオンラインの融合！ハイブリッド結婚式の実施！ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 岡谷市 R2202U00213 株式会社東信鋼鉄 4100001019661 通常枠 梱包工程のデジタル化／自動化とＤｔｏＣ事業構築による新規顧客層開拓 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 R2202U00214 株式会社環興 8100001004858 通常枠 カーボンニュートラルを実現する金属回収リサイクル事業 アイソニック税理士法人

関東 長野県 東御市 R2202U00216 有限会社田中製材工業 8100002015796 通常枠 木の体験複合施設の建設により、木の体験の場から地域のものづくり活動の支援を行う 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 飯田市 R2202U00217 いろりの宿　島畑 通常枠 秘境の宿泊業からジビエ肉処理加工業への進出・消費拡大事業 飯田商工会議所

関東 長野県 松本市 R2202U00218 株式会社バンシード 2100001016850 通常枠 屋内から屋外そしてオンラインへ。文武両道型サッカークラブの運営 松本信用金庫

関東 長野県 上田市 R2202U00219 有限会社大伸堂 7100002014221 通常枠 地域活性化の核となる人と人をつなぐコミュニティスペースの提供 髙司　浩史

関東 長野県 長野市 R2202U00224 株式会社山翠舎 4100001001124 通常枠 古木空間の強みを生かしたシェアオフィス事業 長野信用金庫

関東 長野県 北安曇郡白馬村 R2202U00225 高橋家 通常枠 白馬村内発　コンテナづくりの飲食と宿泊の融合施設 長野県商工会連合会

関東 長野県 長野市 R2202U00228 株式会社Ｔｏｗｎ 2100001031833 通常枠 県内でも有数の観光地である小布施町で、古民家改修によるカフェの新設 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 R2202U00232 株式会社プレシャール 7100001031449 通常枠 ペット葬祭業及びペット霊園運営 長野信用金庫

関東 長野県 佐久市 R2202U00237 マイクロコントロールシステムズ株式会社 1100001009087 通常枠 燃料電池を用いたカーボンニュートラルを実現する高純度窒素ガス生成システムの事業化 佐久商工会議所

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 R2202U00241 合同会社Ｓｈｉｎｋｏｋｙｕ 6100003004899 通常枠 ピラティス×ゴルフ、アスリート×ゴルフ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 R2202U00245 やまだい農園 通常枠 新製品の製造を行い「信州りんご名産地」を１００年２００年後世まで伝え続けたい 税理士法人のぞみ

関東 長野県 長野市 R2202U00246 株式会社小林製作所 7100001000916 通常枠 工作機械市場偏重から成長産業（半導体・ロボット市場）への業態転換 長野信用金庫

関東 長野県 飯田市 R2202U00247 株式会社丸中中根園 9100001022776 通常枠 新設するＥＣサイトを通じた自社オリジナルの糖度保証フルーツと冷凍食品の販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡原村 R2202U00250 グリーンプラザホテル 通常枠 地域初！自然の中で、時代のニーズに即した貸切風呂の新規開業。 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 R2202U00253 泉カーサービス株式会社 6100001012730 通常枠 既存リソース最大化によるアウトドア・ＢＣＰニーズへのキャンピングカー事業の展開 若杉　拓弥

関東 長野県 南佐久郡川上村 R2202U00255 株式会社シャトレーゼリゾート八ヶ岳 4100001018110 通常枠 菓子「バウムクーヘン」の製造、通信販売、カフェの運営並びに工場見学を活かした観光客の誘致。 株式会社山梨中央銀行

関東 長野県 小諸市 R2202U00256 株式会社やまへい 4100001008631 通常枠 無塩乳酸菌発酵を活用した「乳酸菌発酵漬物」の商品化と生産プロセスの確立 株式会社八十二銀行

関東 長野県 中野市 R2202U00257 ＥＭＳベンダー合同会社 9100003003460 通常枠 新ＩｏＴサービスにおけるシステムインテグレーターへの取り組み 公益財団法人長野県中小企業振興センター

関東 長野県 長野市 R2202U00261 株式会社ヨシテンキャンバス 2100001006777 通常枠 軽鉄骨業者の減少と後継者不足解消のための軽鉄骨加工業内製化 長野信用金庫

関東 長野県 須坂市 R2202U00264 信拓工業株式会社 8100001005567 通常枠 ディスポーサブルメジャリングプリズムの生産・販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 中野市 R2202U00267 有限会社美登里開発 5100002018315 通常枠 地域の活性化に貢献！大型ベーカリーショップに業態転換 長野税理士法人

関東 長野県 南佐久郡佐久穂町 R2202U00270 オリジンバイオテクノロジー株式会社 4100001024133 通常枠 健康及び美容向けの次世代機能性素材の原料低コスト化事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 R2202U00271 きもの３６５株式会社 6100001031417 通常枠 生産者とクリエイターをつないで付加価値を付けたコモディティ製品を企画・開発・販売する事業 あがたグローバルコンサルティング株式会社

関東 長野県 松本市 R2202U00272 有限会社大正池ホテル 7100002022513 通常枠 ホテル宿泊客から上高地の観光客を対象とした事業再構築とホテルブランド商品の開発・販売 株式会社長野銀行

関東 長野県 埴科郡坂城町 R2202U00281 有限会社森工房 7100002016894 通常枠 美術品販売からの自家農園、自家栽培、自家醸造ワインの販売とワインカフェの営業 桑原　仁

関東 長野県 岡谷市 R2202U00282 有限会社千客万来 8100002031422 通常枠 高齢者世帯向け宅食業務と企業向け宅配弁当による業態転換 長野県信用組合

関東 長野県 小諸市 R2202U00283 テッパンキッチンポーキー 通常枠 既存店舗（飲食店）を管理棟としたオートキャンプ場の整備 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 R2202U00287 有限会社Ｎｅｔｐｌａｃｅ 6100002007894 通常枠 位置情報を利用したエリア限定の情報配信サービス事業 長野信用金庫

関東 長野県 飯田市 R2202U00288 株式会社エイトニック 1100001022263 通常枠 ハイブリッド郊外型セルフ給仕式蕎麦店 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下伊那郡阿智村 R2202U00289 株式会社ＧＵＤ工業 2100001026569 通常枠 最先端情報技術（ＩＣＴ機器）導入による土木事業におけるビジネスモデル改革 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下伊那郡豊丘村 R2202U00293 くましろ接骨院 通常枠 患者を減らし顧客を増やす健康長寿社会に向けた接骨院の新戦略 長野県商工会連合会

関東 長野県 長野市 R2202U00294 株式会社西澤工業 7100001002689 通常枠 医療・食品分野向けステンレス部品溶接加工・検査ライン構築事業 長野信用金庫

関東 長野県 飯田市 R2202U00302 児島弘和 通常枠 南信州　天空のグランピング　～南信州天空のアウトドアを満喫していただきます～ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 R2202U00303 白ほたる豆腐店 通常枠 こだわり大豆の納豆製造と健康メニューの提供 長野県信用組合

関東 長野県 伊那市 R2202U00304 有限会社スワニー 1100002032930 通常枠 ３Ｄ積層製造工法を活用した最終部品量産事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡立科町 R2202U00306 有限会社フラワーショップ花季 5100002011625 通常枠 製造小売業への業態転換～『未来はロボットと花束』花屋の常識を変え花産業の変革を起こす～ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 R2202U00308 株式会社軽井沢ＩＴ経営センター 1100001026000 通常枠 Ｗｅｂ会議やセミナー開催及び学会等のネット配信支援事業 長野信用金庫

関東 長野県 茅野市 R2202U00309 有限会社丸井伊藤商店 1100002030488 通常枠 地域資源と発酵食品を用い新調理法で作った安全な弁当の製造販売 諏訪信用金庫

関東 長野県 長野市 R2202U00312 株式会社森の灯 9100002026818 通常枠 「豊野に元気を！まちなか“おもてなし”オートキャンプ事業」 岡本　洋平

関東 長野県 長野市 R2202U00314 真・熟成肉魚とや 通常枠 食と健康を届ける、楽しいヨガ＆美味しいカフェ事業 岡本　洋平

関東 長野県 上田市 R2202U00317 アカネ工業株式会社 4100001009563 通常枠 半導体製造装置の基幹部品自動生産体制構築のための新分野展開 上田信用金庫

中部 岐阜県 揖斐郡大野町 R2212G00001 株式会社稲富石油 6200002015268 卒業枠 Ｍ＆Ａによる「ガソリンスタンド」の「一般貨物自動車運送業」への進出 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00001 株式会社ライフ 1200001028465 緊急事態宣言特別枠 塗装事業者の本格的インドカレー店オープンによる新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00004 合同会社Ｌｉ－Ｆｒａ 8200003004334 緊急事態宣言特別枠 求職者のための支援訓練実施に向けた訓練校開校事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 多治見市 R2212S00005 株式会社池田産業 8200001020465 緊急事態宣言特別枠 設計・施工管理力を活かした質の高いリフォームビジネスへの展開 足立　剛

中部 岐阜県 羽島市 R2212S00006 有限会社大野サービス 1200002011494 緊急事態宣言特別枠 運送業から自動車整備事業への業種転換 中野　一宏

中部 岐阜県 関市 R2212S00007 有限会社プライムタカ 7200002019094 緊急事態宣言特別枠 旅行店がレモネード販売店を県内初出店させ事業再構築を行う計画 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 R2212S00008 株式会社ヤマベイ 9200001019622 緊急事態宣言特別枠 オンラインカウンセリングのマッチングサイト構築 永山　寛正

中部 岐阜県 高山市 R2212S00009 ホワイトルンゼ 緊急事態宣言特別枠 アレルゲン２８品目不使用で安心を届ける災害備蓄用クッキー開発 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 羽島郡笠松町 R2212S00010 有限会社サポート 3200002012053 緊急事態宣言特別枠 笠松初！！コロナに負けるな障がいを持つ方への就労継続支援計画 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 中津川市 R2212S00011 株式会社辰喜建築工芸 8200001023872 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍のニーズに対応したモデルハウス建設による新営業戦略 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 大垣市 R2212S00012 有限会社クッチーナ 2200002015148 緊急事態宣言特別枠 「ミシュランの味をご家庭へ」事業計画 足立　博男

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00013 ナチュラルビューティーセレブ館 緊急事態宣言特別枠 エステグランプリ受賞のサービスと美容師の子どもとともに進出！髪と頭皮のための美容室 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 R2212S00014 酒菜みなみ 緊急事態宣言特別枠 バーの創作料理がお昼に！和牛肉寿司と８０超メニューが楽しめる本格和食店展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00016 株式会社ツアーコンサルタンツ 7200001003421 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトでの受注体制の構築と固定費削減 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 海津市 R2212S00017 いなりや 緊急事態宣言特別枠 店前飲食サービスの展開により安心して気軽に立ち寄れるお店へ 岐阜県商工会連合会
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中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00019 コジ　コジ 緊急事態宣言特別枠 本格パスタソースのテイクアウト商品開発と移動販売車によるアウトバウンド営業 篠田　陽子

中部 岐阜県 加茂郡七宗町 R2212S00020 株式会社丸信住宅産業 1200001017609 緊急事態宣言特別枠 体験型モデルハウスを営業ツールに建売住宅事業へ業態展開を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 岐阜県 大垣市 R2212S00021 菅原内装 緊急事態宣言特別枠 店舗内装工事業から少数飼育のブリーダー業への新分野展開 渡邊　万洋

中部 岐阜県 高山市 R2212S00023 ファニチャースタジオｎｏｃｏ 緊急事態宣言特別枠 クラフトギャラリー＆ワークショップ施設の新設による事業の多角化と新規顧客の創出策 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00024 グランツ株式会社 9200001033631 緊急事態宣言特別枠 ＳＮＳ拡散により地域貢献・エコ商品をＥＣサイトで直接販売 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 高山市 R2212S00026 有限会社雉子舎 8200002025141 緊急事態宣言特別枠 飛騨木工技術とクラフト製品創作力を活かした装飾工芸品分野進出 飛？信用組合

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00027 株式会社ＭＬＣ 9200001030380 緊急事態宣言特別枠 岐阜県初！ドライブスルー形式車型テイクアウトカフェ 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00028 炭焼まるいち 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーで新市場へ進出！自慢の唐揚げとチャーハン販売 岐阜商工信用組合

中部 岐阜県 中津川市 R2212S00029 有限会社岩寿荘 3200002024288 緊急事態宣言特別枠 ワーケーション需要獲得に向けた客室改築と宿泊プランの導入 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 郡上市 R2212S00030 ＵＮＩＣＯｎａｉｌ 緊急事態宣言特別枠 ネイルサロンから男性専用セルフ脱毛サロンへの事業転換 税理士法人創経

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00031 株式会社オオノ 4200001030451 緊急事態宣言特別枠 作業場改装による新商材ＮＡＮＯＣＴ（ナノクト）の新分野への展開 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 R2212S00032 エクステリア＆ガーデン　美翔 緊急事態宣言特別枠 庭から提案し自然と共生する家づくりへの事業転換で雇用の継続と実現 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 瑞穂市 R2212S00035 株式会社ＭＧ国際貿易 9200001029935 緊急事態宣言特別枠 安心安心を届ける日本製ブランドを、衛生に悩む消費者への届ける企画製造業への転換 篠田　陽子

中部 岐阜県 中津川市 R2212S00036 有限会社内木モータース 2200002024108 緊急事態宣言特別枠 自動車整備業×ドッグサロンによる新たな市場開拓 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00037 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ｓｏｒｇｅｎｔｅ 緊急事態宣言特別枠 ビザ職人が作る食肉加工食品サルシッチャのテイクアウト販売事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 大垣市 R2212S00038 和モダンフレンチ　たかはし 緊急事態宣言特別枠 ケーキ等の新たな製造販売により、外出自粛やプチ贅沢志向に対応 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 各務原市 R2212S00039 株式会社林本店 9200001007412 緊急事態宣言特別枠 日本酒醸造技術を応用した、機能性表示食品の製造・販売を開始 各務原商工会議所

中部 岐阜県 高山市 R2212S00040 山一商事株式会社 4200001025245 緊急事態宣言特別枠 直営飲食店を閉鎖し、飲食店へのデジタル機器等の販売への進出 インターグロー税理士法人

中部 岐阜県 山県市 R2212S00042 ビストロサングリエ久助 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーで展開する山県ハヤシライスで地域の活性化 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00043 株式会社アンフィニ 6200001035572 緊急事態宣言特別枠 メンズ専門の脱毛とホワイトニングのセルフサロンへの業種転換 深川　祐司

中部 岐阜県 大垣市 R2212S00045 ガチブタ（我一豚） 緊急事態宣言特別枠 店内飲食中心のラーメン店からテイクアウトが主体の店舗への業態転換 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 美濃加茂市 R2212S00046 株式会社アドバンス 4200001018884 緊急事態宣言特別枠 シミュレーションゴルフ事業で地元企業に健康経営の推進を図る！ 馬渕　智幸

中部 岐阜県 可児市 R2212S00048 株式会社金三 2200001035056 緊急事態宣言特別枠 アフターコロナを見据えた繁華街へのコロナ対応型店舗の新規出店 東濃信用金庫

中部 岐阜県 可児市 R2212S00049 株式会社康生 5200001017852 緊急事態宣言特別枠 顧客層の拡大！創業１００年に向けての新商品開発 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00051 株式会社富士清空工業所 7200001004444 緊急事態宣言特別枠 マスクのフィットテスト新サービスの提供 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 中津川市 R2212S00052 株式会社星ケ見 6200001023544 緊急事態宣言特別枠 旅館設備活用によるしゃぶしゃぶ・すき焼き店への事業転換で売上回復を実現 株式会社アクセルパートナーズ

中部 岐阜県 郡上市 R2212S00054 ナチュラルファームＣｏｃｏｒｏ 緊急事態宣言特別枠 農業から業種転換「充電（癒やし）と放電（仕事）を繰り返せるワーケーション施設」 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00055 株式会社カミリアジャパン 5200001032430 緊急事態宣言特別枠 非対面で家族みんなが安心に美容健康維持できるセルフエステ事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00056 いまじん 緊急事態宣言特別枠 ジビエ肉（鹿肉）を利用したキャットフード企画、製造、販売 飛田　幸作

中部 岐阜県 大垣市 R2212S00057 株式会社ノガレス 1200001036113 緊急事態宣言特別枠 スムージーのテイクアウト専門店開業による新分野展開への挑戦と新たな売上の確保 税理士法人清会計事務所

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00058 株式会社Ｔｈｉｎｋ　Ｂｌｕｅ 6200001029608 緊急事態宣言特別枠 ＡＲ技術を用いて、現実空間上に情報を重ねるアプリケーションの開発 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00060 ＳＨＩＡＷＡＳＥ株式会社 4200001036440 緊急事態宣言特別枠 非接触型注文システムを利用した韓国料理テイクアウト事業の展開 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00062 株式会社ぎふ初寿司 6200001008009 緊急事態宣言特別枠 老舗寿司屋が寿司と天ぷらと炉端焼の美味しい「海鮮炉端居酒屋」へ業態転換 藤垣　寿通

中部 岐阜県 大垣市 R2212S00063 合資会社花村産業 6200003001696 緊急事態宣言特別枠 海鮮居酒屋から「出張エンジンクリーニング事業」への業種転換 河合　伸治

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00066 合同会社あした 6200003004518 緊急事態宣言特別枠 介護事業ノウハウを生かした産後ケアサポートサービスの新分野展開 糸川　純平

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 R2212S00067 有限会社上田製パン 8200002015324 緊急事態宣言特別枠 イベント実施型店舗への改装と屋外イベント定期開催事業の構築化 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 海津市 R2212S00068 九洲屋 緊急事態宣言特別枠 新商品「草もちミールキット」のＥＣサイト販売による全国展開事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 多治見市 R2212S00071 株式会社ユラコーポレーション 4200001027571 緊急事態宣言特別枠 パートナーインクルーシブ事業。体質改善をフルサポートする。 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 加茂郡川辺町 R2212S00073 ヘアデザインナチュール 緊急事態宣言特別枠 セルフビューティー事業 税理士法人ＺＥＲＯ

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00076 株式会社スパーダ 8200001030852 緊急事態宣言特別枠 非接触型店舗における冷凍ピザの卸売プロジェクト 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 高山市 R2212S00077 株式会社ＭＯＮＯＳＴＯＮＥ 4010401100138 緊急事態宣言特別枠 飛騨の地域資源を活かした、経済循環型結婚式事業 高山商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00079 伊藤テキスタイル株式会社 6200001000361 緊急事態宣言特別枠 ベーカリー事業の新規立ち上げによる商品開発および売上拡大 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00080 株式会社酒井設計事務所 3200001002146 緊急事態宣言特別枠 プライベートサウナ設計事業展開による売上拡大と健康生活提供 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 美濃市 R2212S00081 株式会社シルエフ 7200001034210 緊急事態宣言特別枠 地域密着型・住民と中小企業を繋ぐ生活のお困りごと解決サービス事業 一般社団法人共創デザイン総合研究所

中部 岐阜県 高山市 R2212S00082 株式会社本陣平野屋 7200001025127 緊急事態宣言特別枠 新しい旅館型ワーケーション「ワーク×家族×休暇」の再構築 ＭＭＰＣコンサルタンツ株式会社

中部 岐阜県 下呂市 R2212S00083 丸中製麺所株式会社 9200001026214 緊急事態宣言特別枠 自家製麺を使った飲食店参入事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 大垣市 R2212S00084 株式会社キャリックス 3200001031491 緊急事態宣言特別枠 運送業者に特化したタイヤ交換サービス事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 恵那市 R2212S00086 暮らしの宿ときのうた 緊急事態宣言特別枠 森林を活用した新たな顧客層向けのキャンプ場運営とワデュケーション事業 恵那商工会議所

中部 岐阜県 多治見市 R2212S00087 旬彩真心 緊急事態宣言特別枠 創作和食居酒屋からラーメン店への事業転換 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00088 居酒屋　御瑠草 緊急事態宣言特別枠 脱　居酒屋！　昼営業による肉そばの新規展開とテイクアウトの開始 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 高山市 R2212S00089 有限会社松喜すし 3200002026697 緊急事態宣言特別枠 客足減少による増加するフードロスを新市場の需要に対して収益化するテイクアウト＆デリバリー新サービス提供の挑戦 遠藤　隆浩

中部 岐阜県 多治見市 R2212S00092 Ｃａｆｅ　ＫａＲＡ　ＫａＲＡ 緊急事態宣言特別枠 韓国料理カフェ＆ダイニングから韓国食品の小売業への業種転換 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 各務原市 R2212U00002 岩戸工業株式会社 5200001006830 通常枠 既存製造技術を活かしたニッチ市場への展開による経営革新の実現 各務原商工会議所

中部 岐阜県 郡上市 R2212U00005 中部スノーアライアンス株式会社 2200001026699 通常枠 スキー場オンリーからの脱却！ゲレンデを活かしたキャンプ＆農業体験事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00006 有限会社酒井工業 1200002001883 通常枠 耐摩耗鋼板を素材に用いた破砕機用ロングライフ部品の新規製造および販売。 羽根田　隆弘

中部 岐阜県 山県市 R2212U00010 有限会社タカキ製作所 4200002006475 通常枠 ＣＮＣ自動旋盤、自動ライン化設備導入による新たな業界への進出 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 郡上市 R2212U00012 グリーン・デイズ合同会社 9200003004275 通常枠 最新ドローンを活用した測量技術の高度化および新サービス展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00015 有限会社和幸 3200002007549 通常枠 総菜用冷凍水産食品の極小ロット生産体制確立による事業再構築 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 美濃市 R2212U00016 和宗株式会社 9200001029266 通常枠 新たな事業への挑戦！障害福祉サービスマッチング事業による事業再構築 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00018 六原建設株式会社 9200001005911 通常枠 複合施設建設によるまち全体の価値向上を目指す地域リノベーション事業 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 R2212U00019 株式会社メタルワークス 9200001012692 通常枠 下請依存から脱却し、遮熱コンテナハウスの製造・販売事業に参入 岩本　秀巳

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00021 株式会社クインズゲイト 8200001027345 通常枠 紹興酒ＪＯＪＩＢＥＮＩから開発したお酢ベースのオリジナルドレッシング等の製造による調味料市場の参入計画 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 可児市 R2212U00025 株式会社シルヴァンブリーズ 6200001018825 通常枠 学習塾経営に革新をもたらす七色システムの開発 株式会社未来財務サポート

中部 岐阜県 中津川市 R2212U00026 株式会社林製作所 5200002023511 通常枠 ５面加工技術習得によるゆらぎの無い高精度・大型金型への業態転換 株式会社愛知銀行
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中部 岐阜県 大垣市 R2212U00027 中部カラー工業株式会社 5200001013967 通常枠 塗装業から印刷業への挑戦オーダーメイドデザイン基材提供事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00029 株式会社坂口捺染 6200001002176 通常枠 圧倒的な短納期と高いプリント技術で親子に提供するリンクコーデ 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00031 株式会社ＥＦＨ 8200001032634 通常枠 パン製造・小売事業およびコーヒースタンド事業 堀　佳一

中部 岐阜県 下呂市 R2212U00032 株式会社舞台峠 8200001026033 通常枠 団体旅行客から個人客、農家への地域振興新業態展開 宮澤　博之

中部 岐阜県 郡上市 R2212U00033 株式会社相互 9200001026429 通常枠 老舗建設会社の知名度、巨大な倉庫、好立地、地元の繋がりを活かし、カフェレストランの開業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00035 株式会社ウィザード 7200001000484 通常枠 ゲームセンター事業から韓国コスメ販売業への業種転換 株式会社名古屋銀行

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00037 大生堂薬品工業株式会社 4200001002987 通常枠 昭和の疲労回復企業からコロナ時代のテレワーク応援企業への大転換 株式会社ＡＣＣ

中部 岐阜県 関市 R2212U00040 株式会社広瀬屋呉服店 8200001019499 通常枠 洗う以上のよろこびを提供できるコインランドリー業への参入 関信用金庫

中部 岐阜県 安八郡神戸町 R2212U00041 日電精工株式会社 3200001014629 通常枠 ＩＧＢＴ部品の製造による電気自動車分野への新規参入 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 下呂市 R2212U00042 さつき苑温泉供給株式会社 3200001025799 通常枠 事業再編後の自社の強みを活かしてホテル宿泊市場への新分野展開 新山　寛晃

中部 岐阜県 各務原市 R2212U00043 株式会社ビー・アイ・テック 6200001008280 通常枠 新製品販売力構築による、研究開発から医療品製造販売業への発展 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 関市 R2212U00046 奥長良川名水株式会社 2200001019819 通常枠 エコボトル＆野草水開発で切り拓く史上初の水専門Ｗｅｂサイト構築 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 R2212U00047 株式会社ソウゾウ 5200001036885 通常枠 レビュー動画に特化した購入型クラウドファンディングサイト運営事業 関信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00053 カワボウ繊維株式会社 7200001008627 通常枠 ホールガーメント機による衣料製品の社内一貫生産ラインの構築 株式会社商工組合中央金庫

中部 岐阜県 大垣市 R2212U00054 東海サーモ株式会社 5200001014008 通常枠 生地メーカーから、自動車部品メーカーへの進出 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 羽島市 R2212U00058 株式会社プロスパー 5200001011459 通常枠 脱炭素社会に向けた次世代ＥＶ式小型モビリティ外装部品への新分野展開 後藤　篤志

中部 岐阜県 各務原市 R2212U00061 株式会社川嶋建設 7200001036628 通常枠 自動車整備・中古車販売を通じて近隣住民・協力会社との関係を強化 岩本　秀巳

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00069 株式会社クローバー 7200001001805 通常枠 未来を拓く！送迎付きＳＴＥＡＭ教育の学童保育への進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 R2212U00070 株式会社ナカダクラフト 9200001020051 通常枠 ５軸加工機とＩｏＴ技術の活用による、高稼働・高生産体制の構築 小倉　裕樹

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 R2212U00071 株式会社トーテック 7200001027866 通常枠 金属加工技術の向上で水質保全船製造事業に進出し地球環境改善に貢献 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00075 高橋製瓦株式会社 4200001003168 通常枠 ポストコロナ時代を見据えた新・伝統工法による達磨窯瓦製造及び市場開拓 遠藤　久志

中部 岐阜県 加茂郡八百津町 R2212U00076 ＣＹＣ株式会社 8200001017247 通常枠 リチウムイオン電池リサイクル・レアメタル回収装置事業の展開による事業再構築 税理士法人フィールド

中部 岐阜県 中津川市 R2212U00078 エムアイ計装システム株式会社 9200001024465 通常枠 計装に係わるすべての部材・部品製造を行い一貫受注体制を構築する 株式会社愛知銀行

中部 岐阜県 関市 R2212U00082 有限会社大澤刀剣 2200002018539 通常枠 オリジナル高級包丁の製造販売と海外への直接販売事業 株式会社フライングサポート

中部 岐阜県 中津川市 R2212U00083 恵那醸造株式会社 3200001023646 通常枠 酒造製造技術を活かした代替のきかない新価値を創出し新事業展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00084 株式会社横山工務店 5200001030558 通常枠 顧客の住宅購入の理想を実現するワンストップサービスに向けた新分野展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 加茂郡富加町 R2212U00085 株式会社ＦＥＳＴＡ 6200001031497 通常枠 血糖値の上昇を抑える食品を製造しアスリートやシニアに提供する 東濃信用金庫

中部 岐阜県 関市 R2212U00086 株式会社キョウワ 9200001019085 通常枠 新分野の開拓による機械装置製造事業の再構築と事業ポートフォリオの最適化 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 各務原市 R2212U00089 株式会社扇屋 6200001006904 通常枠 強みを活かして「災害被害軽減のための地盤改良工事」へ新規参入。 羽根田　隆弘

中部 岐阜県 中津川市 R2212U00097 株式会社熊﨑精工 3200001023910 通常枠 ダイカスト部品市場から成長著しいモーターコア市場への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 R2212U00098 株式会社ホワイトハウス 1200001020983 通常枠 Ｂｏｏｋ型防災キットの販売事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00099 有限会社ファーイースト 8200002006711 通常枠 葬儀業界向け霊柩車運行管理クラウドサービスの展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 飛騨市 R2212U00101 株式会社八ツ三館 9200001036948 通常枠 飛騨地域の食材を活用するチーズケーキ専門カフェへの参入 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 恵那市 R2212U00105 株式会社恵那川上屋 9200001024416 通常枠 栗餡および栗パウダーを焼菓子に転用、焼菓子製造プロセスの自動化による通販卸、ＯＥＭ供給体制の構築 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 中津川市 R2212U00107 株式会社広和木材 1200001023350 通常枠 岐阜県産「東濃桧」の無垢材を使用した特製大型家具製造体制の構築 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00108 有限会社正忠商店 8200002004302 通常枠 風雨の夜間でも快適に荷物を搬出入できる屋内型トランクルームの新規開業 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 高山市 R2212U00109 カップオブティー 通常枠 合併により設立される新法人で運営する公衆浴場の大幅な設備改修 高山商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00114 勝栄工業株式会社 9200001009202 通常枠
解体後の処分ゴミを１００％リサイクル！！産業廃棄物がセラミックになる夢の技術ＥＲＣＭで、ゴ

ミを宝
岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00115 株式会社丸泰 1200001005051 通常枠 建築会社から多角化企業へ　～宿泊事業への展開～ 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00117 アンディネット 通常枠 有人接客型ハイブリッドコインランドリーの開業 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 関市 R2212U00118 イワノ工業株式会社 1200001018961 通常枠 新プラント建設による「高強度コンクリ―ト」の製造開始と公共工事への新規参入 株式会社エベレストコンサルティング

中部 岐阜県 下呂市 R2212U00119 小坂町淡水魚養殖漁業協同組合 8200005010545 通常枠 イケメンいわな食べて学んで笑顔になれる魚処鈴和！ 野畑　忠好

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00121 株式会社岐阜スイミングスクール 8200001001309 通常枠 アスリート向け本格高地トレーニングへの新分野転換 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00123 株式会社サニーエンジニアリング 7200001002258 通常枠 医療支援用ロボット部品金型製作への新たなる挑戦 株式会社商工組合中央金庫

中部 岐阜県 飛騨市 R2212U00126 株式会社ＨＩＤＡＩＩＹＯ 7200003003460 通常枠 コンセントレーション・プロジェクト型ニーズ向け空間提供サービス 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 本巣市 R2212U00127 白木建設株式会社 9200001009986 通常枠 ウッドショックに対応するための国産建材を活用した新たな取り組み 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00128 株式会社岡本 7200001008552 通常枠 土木分野および半導体分野の鋳物部材の新規取り込みによる新分野展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 本巣市 R2212U00132 株式会社マン・ネン 2200001010174 通常枠 高真空多機能乾燥機、窒素充填機を使用した食品乾燥事業、野菜殺菌事業、長期保存食の製造 税理士法人ＮＥＸＴ

中部 岐阜県 大垣市 R2212U00133 株式会社ゼロックス 9200001028012 通常枠 地域福祉の主体を担う共同生活援助サービスによる新分野展開 税理士法人おおがき会計

中部 岐阜県 多治見市 R2212U00135 株式会社山建重機 4200001021112 通常枠 リテラ工法による建設発生土のリサイクル推進事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00138 有限会社中日本タオル 9200002003385 通常枠 地元に寄り添うスマートランドリーと宅配洗濯代行サービス事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 R2212U00139 サシヒロ株式会社 5200001016219 通常枠 「パーソナルスペースＢＯＸ」の量産化に対応するための再構築事業 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 R2212U00140 中日トレーディング株式会社 3200001012599 通常枠 卸売業から”売れる”商品を見極める目利き力を生かし、健康と美容の製造小売業へ。 篠田　陽子

中部 岐阜県 中津川市 R2212U00141 有限会社福嶋陸送 7200002023550 通常枠 大型車両の修理技術と実績を活かしたレッカー車製造販売および大型レッカー事業参入 株式会社愛知銀行

中部 岐阜県 大垣市 R2212U00145 株式会社川瀬樹脂工業 9200001013476 通常枠 ＩｏＴ化で挑むエコ貢献と感染対策を両立する吸引機付立体パネル開発 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 美濃加茂市 R2212U00146 有限会社川登屋 9200002015991 通常枠 コロナ禍の生産者の野菜・果実の廃棄ロスゼロを目指す食品加工事業 美濃加茂商工会議所

中部 岐阜県 多治見市 R2212U00148 株式会社栄ステンレス 8200001022957 通常枠 超精密な平面度が求められる燃料電池用コイル製造装置の海外展開 東濃信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 R2212U00150 合名会社安田商店 5200003001169 通常枠 ＢｔｏＢから新商品開発によるＢｔｏＣでの新規事業化 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 可児市 R2212U00152 株式会社シモセキ 7200001031075 通常枠 ネットと融合した美術品のライブオークションの開設 税理士法人ＺＥＲＯ

中部 岐阜県 中津川市 R2212U00156 株式会社馬籠館 1200001027483 通常枠 観光地馬籠の新たなブランド創出による地域活性化事業 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 土岐市 R2212U00158 光洋陶器株式会社 2200001021295 通常枠 密を避けて窯業の最新技術を体験できる産業観光事業へ新分野展開 東濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00162 中部産機システムズ株式会社 8200001034250 通常枠 特殊車両の整備技術を活かしたＢｔｏＣ向け電気自動車・超小型モビリティの販売メンテナンス 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 中津川市 R2212U00165 株式会社中部商事 3200001024306 通常枠 ＯＥＭ事業に取り組み飲食店をサポートする拠点構築事業 中津川商工会議所
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中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00168 美容室　チェルシー 通常枠 地域の方にトータル美容を提供する個室サロンを設立 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00170 髪屋 通常枠 店舗管理力を活かし、コロナ疲れを癒す個室美容院を設立 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 R2212U00171 セイノウ設備株式会社 5200001030649 通常枠 グランピング施設運営による思い切った再構築でコロナから脱却！ 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 羽島市 R2212U00173 株式会社ハナムラ 8200001011803 通常枠 バーチャルリアリティーショールーム、Ｅコマースプラットフォーム構築補助金 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 R2212U00178 恵東精機株式会社 3200001023340 通常枠 高精度放電加工機による電動自動車向け部品金型製造事業による新たな顧客開拓 小倉　裕樹

中部 岐阜県 恵那市 R2212U00181 株式会社柘植建設 8200001024243 通常枠 新技術による東濃ひのき新製品の生産と販売事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 美濃加茂市 R2212U00182 Ｃｕｅ　ｃｒｅａｔｉｖｅ　ｗｏｒｋｓ 通常枠 デザイン思考を活かしたペーパークラフトの通販事業構築 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 岐阜県 恵那市 R2212U00183 Ｇｏｏｄホーム株式会社 3200001024405 通常枠 新分野・不動産業へ進出の為の新規営業所作り 恵那商工会議所

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 R2212U00185 株式会社矢野電子 7200001028047 通常枠 めざせ！第３の柱　ＥＶ（電気自動車）市場の新規参入 税理士法人おおがき会計

中部 岐阜県 関市 R2212U00191 トマト工業株式会社 4200001020122 通常枠 サーモセッティングレジン切削工場の立ち上げ 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 R2212U00193 杉浦製陶株式会社 3200001022020 通常枠 静電塗装技術の実用化によるグローバル戦略製品の製造 東濃信用金庫

中部 岐阜県 高山市 R2212U00197 株式会社つづく 4200001030658 通常枠 革新的面談方法の新規展開による生産性向上と地域活性化への貢献 飛驒信用組合

中部 岐阜県 美濃加茂市 R2212U00198 株式会社アイランドリディム 9180301011868 通常枠 アレルギー対応アイスクリーム製造販売事業 犬山商工会議所

中部 岐阜県 各務原市 R2212U00199 株式会社前田ビーケイ 4200001012615 通常枠 包装機械組立事業に進出し、金属加工から組立までの一貫生産体制の構築 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 関市 R2212U00207 株式会社カレット 5200002019484 通常枠 既存事業とのシナジー効果が発揮できる溶岩石ホットヨガへの着手 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00210 株式会社エスイーアイ 7200002002620 通常枠 通信機能を搭載した非常用蓄電池システムの開発および販売による新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 多治見市 R2212U00211 ＺＡ　ｈｏｍｅ株式会社 6200001034946 通常枠 コロナ禍におけるソーシャルディスタンスの為のキャンピングカー製作販売事業計画 東濃信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 R2212U00213 有限会社山音商店 8200002020852 通常枠 地域密着の八百屋から飼育環境に配慮したブリーダー事業への展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 大垣市 R2212U00215 株式会社烏骨鶏本舗 1200001016544 通常枠 烏骨鶏原料による新規事業拡大 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00218 株式会社ライフ敷島 4200001002450 通常枠 認知症老人グループホーム運営経験を活かした障害者グループホーム新分野展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 大垣市 R2212U00221 有限会社早野研工 5200002013058 通常枠 今やるしかない！オリジナル商品でＢｔｏＣ市場への販路開拓 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00225 伸光製菓株式会社 6200001002440 通常枠 高級洋菓子小売店への新分野展開による新規顧客の獲得と販路開拓 各務原商工会議所

中部 岐阜県 郡上市 R2212U00226 株式会社キャリーオン 1200001030025 通常枠 放課後等デイサービスの新分野展開 浅野高嗣

中部 岐阜県 各務原市 R2212U00227 株式会社ハヤシモールド 9200001038192 通常枠 ＳＴＬ金型製造技術を活かしたオリジナルプラモデル事業の構築 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 美濃市 R2212U00230 大豊化学工業株式会社 9200001019300 通常枠 廃プラ由来の材料から電設資材を製造販売する新しいエコ事業計画 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00233 株式会社信立 9200001026924 通常枠 航空機依存からの脱却を狙った医療機器部品への新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 郡上市 R2212U00235 株式会社郡上螺子 9200001026619 通常枠 新分野“半導体製造装置部品製造”への新規参入事業計画 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 高山市 R2212U00238 ユンヌフルール 通常枠 鹿ダシによるフレンチレストランを宿泊施設型オーベルジュへ 高山信用金庫

中部 岐阜県 高山市 R2212U00240 有限会社内木新聞店 3200002026458 通常枠 地域初の高級食パン専門店が町や人を元気にします！ 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 各務原市 R2212U00245 サンミール株式会社 5200001007291 通常枠 冷凍生パスタで需要が高まった家庭料理をターゲットとした販売戦略 各務原商工会議所

中部 岐阜県 多治見市 R2212U00247 株式会社センチュリー 3200001020726 通常枠 動画配信サービスによるステ－クホルダ－復興と地域企業の連携を行う事業 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 各務原市 R2212U00251 株式会社ヤシマ 5200001007597 通常枠 ５０トンストレッチフォーマー導入による鉄道車両部品加工事業への参入 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00252 株式会社ＷｏｒｌｄＷｉｄｅ 5200001036282 通常枠 岐阜の海プロジェクト 各務原商工会議所

中部 岐阜県 関市 R2212U00253 有限会社伸幸精密 6200002018766 通常枠 ポストコロナを生き抜くためのＥＶ部品用金型への参入事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 瑞浪市 R2212U00256 株式会社イトウ化研 6200001022851 通常枠 強みを活かした産業用クリーニング事業　及びコインランドリー事業進出による再構築戦略 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 海津市 R2212U00257 佐藤仏檀店 通常枠 仏壇店によるアロマ製品開発＆オンラインアロマスクール開校事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00259 有限会社ヴィヴィッド 8200002008518 通常枠 美容事業の経験と実績から行うサロン経営サポート事業計画 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 R2212U00261 株式会社ＴＥＡＭ 7200001009435 通常枠 和食の技術と店舗の世界観を活かした和スイーツ工場の建設及びテイクアウト・ＥＣ販売 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 中津川市 R2212U00263 有限会社アミーズ 1180002070634 通常枠 リニア駅開発地域初の災害対応型コインランドリーの導入 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 郡上市 R2212U00269 株式会社ＤＵＲＩＮＧ　ＦＩＥＬＤ 8200001037377 通常枠 自動車・アウトドア融合店舗への挑戦 酒井　智義

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00270 株式会社エヌルーフィング 1200001035668 通常枠 技術力、顧客対応力を活かし板金工事からガレージ販売へ事業転換 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 可児市 R2212U00272 有限会社一心 6200002017669 通常枠 地域の味を失わせない。うなぎ専門店への転換。 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00274 有限会社鈴貴工業 5200002008933 通常枠 軽作業事業を組み合わせた自立支援！障害者支援施設の運営 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 R2212U00279 株式会社丸三 9200001019597 通常枠 「使い捨てプラスティック」から「恒久プラスティック」への転換 株式会社十六銀行

関東 静岡県 熱海市 R2222G00001 株式会社ホテルニューアカオ 3080101012859 卒業枠 「住めるホテル」への新規参入と高付加価値サービスの提供 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 袋井市 R2222S00001 株式会社ウェッジ 8080401019970 緊急事態宣言特別枠 地域と一体となった新分野への取組み、壺焼き芋ビジネスへの進出 村越　誠也

関東 静岡県 富士市 R2222S00003 ネイビーヘアー 緊急事態宣言特別枠 地方で名物となるフランス焼き菓子店出店 阿部　勇行

関東 静岡県 沼津市 R2222S00004 有限会社ＷＡＴＡＫＯ 7080102008885 緊急事態宣言特別枠 沼津市中心部におけるテイクアウト・デリバリー店舗の新規出店 竹村　智之

関東 静岡県 浜松市西区 R2222S00005 館山寺興業株式会社 4080401001189 緊急事態宣言特別枠 コロナで使用しなくなったナイトクラブと大宴会場の改修事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市中区 R2222S00006 株式会社スティルアン 8080401009749 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ時代に対応した開放感溢れる新スタイルフォト事業 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 R2222S00008 松田食品株式会社 9080401004996 緊急事態宣言特別枠 肥満症防止食品の開発と販売 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 袋井市 R2222S00010 株式会社呑楽堂 4080401018299 緊急事態宣言特別枠 鰻専門店と持ち帰り惣菜店への新規事業転換による地域振興の実現 村越　誠也

関東 静岡県 浜松市西区 R2222S00011
ＣＲＯＮＹ　ｍｉｎｏｇｕｃｈｉｅｎ　ｔｏｗｉｎｇ　ｓｅｒｖ

ｉｃｅ
緊急事態宣言特別枠

浜名湖を拠点に活躍するマリンスポーツ指導者によるオリジナルボード販売方法の転換、それによる

浜名湖
静岡県商工会連合会

関東 静岡県 伊東市 R2222S00012 有限会社大塚 8080102019114 緊急事態宣言特別枠 目の前が海の立地を活かし、リモートワーク及び地元集客を考える。 伊東商工会議所

関東 静岡県 静岡市清水区 R2222S00015 株式会社羽衣ホテル 7080001008929 緊急事態宣言特別枠 世界遺産三保松原を借景とする日本庭園ベーカリーショップ 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 牧之原市 R2222S00017 ペンションリリカル 緊急事態宣言特別枠 海鮮料理メインのキッチンカーによるテイクアウト料理提供の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 掛川市 R2222S00018 株式会社クリエーション＆グロース 5010501033088 緊急事態宣言特別枠 居酒屋主体の事業からファーストフード事業への事業の再構築計画 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222S00019 株式会社サンコートラベル 4080001001639 緊急事態宣言特別枠 旅行業からの新分野展開　全国～世界の名産品販売 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 R2222S00020 有限会社平成商会 5080002005191 緊急事態宣言特別枠 ノウハウを持つ近隣事業者と連携した「先駆的カヌレ」の製造・販売事業 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市天竜区 R2222S00021 魚屋とし 緊急事態宣言特別枠 魚介類の店舗販売から卸売業への転換と山間地域の高齢者に対する買物支援業務の開始 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 沼津市 R2222S00022 株式会社ビー 5080101001579 緊急事態宣言特別枠 幼児教育・カルチャースクール事業の新設およびその運営 三島信用金庫

関東 静岡県 富士市 R2222S00024 近藤修司 緊急事態宣言特別枠 焼き立て豚丼屋店内飲食・テイクアウト・通販事業 阿部　勇行

関東 静岡県 静岡市清水区 R2222S00026 有限会社大鐘 2080002009468 緊急事態宣言特別枠 非接触型テイクアウト専門店の複合施設への新規出店 株式会社清水銀行
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関東 静岡県 袋井市 R2222S00028 株式会社レッツ 4080401017425 緊急事態宣言特別枠 独自の茶葉粉砕等技術を活かし、有機粉茶等の健康食品分野への進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 R2222S00029 渡邉知幸 緊急事態宣言特別枠 ランチ・デリバリー・テイクアウト営業を行うスパイスカレー専門店運営に参入 杉田　浩二

関東 静岡県 浜松市北区 R2222S00030 有限会社キリカ 2080402015826 緊急事態宣言特別枠 郊外におけるカフェレストラン事業の展開 税理士法人東海浜松会計事務所

関東 静岡県 伊豆の国市 R2222S00031 株式会社アシウエル 5080101020736 緊急事態宣言特別枠 革新的フットケア技術を学べるリアル＆オンラインスクールの新規展開 三島信用金庫

関東 静岡県 三島市 R2222S00032 株式会社ローズラヴィ 5080101018648 緊急事態宣言特別枠 ＡＩ技術を活用した愛犬の”今”と”未来”の健康促進とトータルドッグサポート 三島商工会議所

関東 静岡県 三島市 R2222S00033 ＳＫプランニング合同会社 8080103002085 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ時代の「新三島和婚スタイル」の構築と広告宣伝 三島商工会議所

関東 静岡県 沼津市 R2222S00034 株式会社桃中軒 9080101001261 緊急事態宣言特別枠 プロトン凍結技術とＥＣ等を活用した新時代の冷凍駅弁事業展開 竹村　智之

関東 静岡県 静岡市駿河区 R2222S00036 高橋そば製粉株式会社 9080001003242 緊急事態宣言特別枠 高品質なそば粉でつくるお家で楽しく味比べそばの提供 静清信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 R2222S00037 池谷浩二 緊急事態宣言特別枠 静岡特産品うな重のテイクアウトと『ＵＮＡＧＩバーガー』の開発 原野　郁巳

関東 静岡県 静岡市駿河区 R2222S00038 有限会社アルソア明樹 2080002000369 緊急事態宣言特別枠 心身の健康増進を目的とした、完全個室型ホルミシス温浴施設 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 R2222S00039 有限会社ノサキ電器 8080402006019 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト（アプリ）導入による非対面ビジネスモデル構築 税理士法人ヤマダ会計

関東 静岡県 浜松市中区 R2222S00041 有限会社シーズ 9080402003510 緊急事態宣言特別枠 団体利用客が中心のレストランによる店舗移転を伴う事業再構築						 伊藤一規

関東 静岡県 静岡市駿河区 R2222S00042 百年住宅株式会社 5080001009862 緊急事態宣言特別枠 ３Ｄプリンターを活用した既存の概念に捉われない新たな建築施工方法の確立 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 R2222S00043 ピッツァなお 緊急事態宣言特別枠 本格的ピザ店の地元食材を使った冷凍食品製造業への進出 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市東区 R2222S00046 山岡医新整体 緊急事態宣言特別枠 感染対策のためセルフでもできる脱毛・美容サロン事業 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 伊東市 R2222S00047 ペンション　アースルーフ 緊急事態宣言特別枠 ワーケーションに特化した貸別荘　伊豆ワーケーション 伊東商工会議所

関東 静岡県 三島市 R2222S00048 ＨＡＴＥＲＵＭＡ 緊急事態宣言特別枠 ワインに合う地産地消の惣菜開発とワインの量り売りで小売分野に進出 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 R2222S00049 株式会社協栄 5080001006059 緊急事態宣言特別枠 自社の高い検査技術を応用した製品検査部門の立上げ 静清信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 R2222S00050 ゆのさや農園 緊急事態宣言特別枠 静岡県産の農産物のみを使った無添加味噌製造業への進出 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 牧之原市 R2222S00051 株式会社イージービー 2080001017769 緊急事態宣言特別枠 自社で栽培した自然薯の卸売の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 焼津市 R2222S00052 株式会社ＢＬＡＳＯＮ 4080001015903 緊急事態宣言特別枠 高級プレタポルテ自社ブランドの試作とオンライン販売体制の構築 柏崎　裕介

関東 静岡県 浜松市西区 R2222S00054 合同会社ＷＡＬＫ 9080403003039 緊急事態宣言特別枠 接触機会をなくす、無人パーソナルトレーニングジム 袴田　淳

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222S00055 トラヤテレビサービス株式会社 6080001003815 緊急事態宣言特別枠 展示会やセミナーの為のインターネット放送局開設で新分野へ進出 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 賀茂郡河津町 R2222S00057 天城ホースビレッジ 緊急事態宣言特別枠 乗用馬の糞を利用した堆肥製造とそれを活用した循環型社会の形成 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 島田市 R2222S00059 有限会社村田石材工業 1080002013966 緊急事態宣言特別枠 新事業「ご自宅でのペット家族葬」開始による移動火葬車の導入 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 御殿場市 R2222S00060 伊の蔵・レザー株式会社 2080101018857 緊急事態宣言特別枠 御殿場初のジーンズブランド「伊の蔵・ジーンズ」による新規販路の開拓と地域活性 沼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市浜北区 R2222S00061 有限会社大原ラジオ電化 2080402014794 緊急事態宣言特別枠 カラオケ施設の再構築「配信スタジオ事業」「ゴルフシュミレーター事業」の開始 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222S00062 有限会社金泉軒 9080002001600 緊急事態宣言特別枠 特殊製法のフルーツソース製造による地域全体の活性化への貢献 静清信用金庫

関東 静岡県 沼津市 R2222S00063 株式会社アドバン 3080101003701 緊急事態宣言特別枠 コミュニケーション機会の提供を目的とした個室焼き肉店の経営 戸越　裕介

関東 静岡県 静岡市駿河区 R2222S00065 合同会社Ｓ－ＡＢＣ 9080003002069 緊急事態宣言特別枠 日本酒を中心としたメイドインジャパン地方産品の中国販売事業 静岡商工会議所

関東 静岡県 裾野市 R2222S00066 有限会社サジタリウス 9080102004255 緊急事態宣言特別枠 ドッグラン併設カフェの運営、大型犬優先施設で過ごす愛犬との特別な時間 富士宮信用金庫

関東 静岡県 湖西市 R2222S00068 ペロはまなこ 緊急事態宣言特別枠 絶景ロケーションの足湯と絶景カフェをオープンする 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市駿河区 R2222S00069 ＳｏＪｕｉｃｅ 緊急事態宣言特別枠 コンセプト「食と運動で健康に」を深く体現する宿泊施設の創出 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 R2222S00071 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　Ｎａｋａｙａｍａ 4080401013077 緊急事態宣言特別枠 居酒屋部門への依存から就労継続支援Ａ型事業所運営に進出 青嶋　伸治

関東 静岡県 御殿場市 R2222S00072 檜工業株式会社 9080101004231 緊急事態宣言特別枠 競合製品のないユニット型制気口を新規開発し新分野市場へ進出する事業計画 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市浜北区 R2222S00073 株式会社野の香 9080401021042 緊急事態宣言特別枠 うどん店から自然も食事も楽しめる最高の障がい者施設への業種転換 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 掛川市 R2222S00074 有限会社ウテナ美容院 1080402017187 緊急事態宣言特別枠 高齢のお客様（交通弱者）対策として、訪問美容及び店内設備の高齢者向け対応 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 駿東郡清水町 R2222S00075 株式会社勢和警備保障 6080101006684 緊急事態宣言特別枠 新分野展開を実現するためのドローン警備サービス事業の展開 沼津商工会議所

関東 静岡県 伊東市 R2222S00077 株式会社石舟庵 2080101013602 緊急事態宣言特別枠 地元観光客向け和菓子の店舗販売から全国向け健康食品市場への新規展開 三島信用金庫

関東 静岡県 三島市 R2222S00078 エコパソ株式会社 6010001131705 緊急事態宣言特別枠 ポップな軽キャンピングカーをレンタルする手ぶらで伊豆キャン 三島商工会議所

関東 静岡県 浜松市中区 R2222S00079 安久コンサルティング株式会社 2080401024217 緊急事態宣言特別枠 金融機関が協力。一気に普及するオンライン診療システムの開発 株式会社ワイビーエム経営研究所

関東 静岡県 田方郡函南町 R2222S00081 ＯＴＥＤＡＭＡ 緊急事態宣言特別枠 無垢材モデルルームと間伐材製品の販売で国産木材の利活用を推進 石山　賢

関東 静岡県 伊東市 R2222S00082 かずさや観光物産株式会社 8080101013159 緊急事態宣言特別枠 たこ焼き屋事業開始による事業再構築事業 伊東商工会議所

関東 静岡県 浜松市東区 R2222S00083 パーティープラスウェディングサービス 緊急事態宣言特別枠 新規ブランディングによる新しい飲食店とアウトドアグッズ販売 浜松商工会議所

関東 静岡県 袋井市 R2222S00084 有限会社岡本商店 3080402021451 緊急事態宣言特別枠 リペア業への新たな挑戦による総合的な靴の専門店への転換 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222S00085 株式会社トータルヘルスラボ 3080001020235 緊急事態宣言特別枠 自然妊娠サポートビジネスの新規立ち上げによる業種転換 静清信用金庫

関東 静岡県 焼津市 R2222S00087 株式会社ケーディーエム 8080001014802 緊急事態宣言特別枠 既存店舗モデルに新たに中食業態を複合させた新業態店の多店舗展開 本　章宏

関東 静岡県 沼津市 R2222S00088 フォワード 緊急事態宣言特別枠 サプライチェーンを活用した廃電線からの銅回収事業への業種転換 藤巻　かな江

関東 静岡県 湖西市 R2222S00090 ココロオドル株式会社 4080401019917 緊急事態宣言特別枠 ～仕出し割烹と提携～「高級仕出し弁当」製造＆デリバリーサービスによる新分野展開 豊橋信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 R2222S00091 株式会社浜松観光食堂 2080401004037 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト・デリバリー販売の新規事業展開のための新店舗展開について 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 三島市 R2222S00092 株式会社ＳＲＣ 9080101016144 緊急事態宣言特別枠 宿泊業の非接触型フロント業務アウトソーシング事業 三島信用金庫

関東 静岡県 富士市 R2222S00095 株式会社カフェ・ド・マウント 7080101010594 緊急事態宣言特別枠 地域の情報漏洩の不安を解消、卑劣な盗聴行為ゼロへの挑戦！ 富士信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 R2222S00096 株式会社マキタ装備 2080401022088 緊急事態宣言特別枠 「少数精鋭集団の育成と建設ＤＸ化で目指す！！」電気工事施工管理業への挑戦 鈴木　啓佑

関東 静岡県 御殿場市 R2222S00097 株式会社ブラッシュ・アップ 9080101012192 緊急事態宣言特別枠 清掃業から手作りおにぎり弁当販売への新分野展開計画
株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊ

ａｐａｎ

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222S00098 静岡梅ヶ島くらぶ 緊急事態宣言特別枠 梅ヶ島の資源を大いに活用した体験型施設の運営 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 三島市 R2222S00102 株式会社小河屋商事 1080101005427 緊急事態宣言特別枠 需要のなくなった宴会スペースを活用したセルフマッサージ事業への参入 三島商工会議所

関東 静岡県 藤枝市 R2222S00105 株式会社ＬＴＰ 3080001023320 緊急事態宣言特別枠 有利な商圏への移転と仕出業対応厨房への改装による多機能飲食店の実現 井上　香織

関東 静岡県 裾野市 R2222S00106 麺工房海練 緊急事態宣言特別枠 冷凍自動販売機とＷＥＢマーケティングによるＥＣモールでの販売 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市中区 R2222S00108 株式会社リガーレ 9080401024929 緊急事態宣言特別枠 フレンチレストランが経営するドライブスルーのあるパン屋の開業による業種転換 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 R2222S00109 株式会社ＮＳシートメタル 6080101012393 緊急事態宣言特別枠 心から安心し、快適に過ごすことのできる小屋の製造販売 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 伊豆市 R2222S00111 株式会社水谷石材 2080101004907 緊急事態宣言特別枠 遊休地とアプリを活用した時間を大切にできるキャンプ場開設 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222S00112 三上工業株式会社 2080001005063 緊急事態宣言特別枠 コンクリート床鏡面研磨事業参入による当社付加価値の増加 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 R2222S00113 株式会社出版のススメ研究会 6080401018009 緊急事態宣言特別枠 コンテンツ編集による記憶共有型ハイブリッドセレモニー事業への進出 浜松商工会議所
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関東 静岡県 静岡市葵区 R2222S00114 株式会社ケーアンドオージャパン 1080001012399 緊急事態宣言特別枠 実店舗販売の経験を活かした中国向けライブコマース支援事業への進出 久保田　光彦

関東 静岡県 牧之原市 R2222S00115 株式会社アイスタイル 7080001021683 緊急事態宣言特別枠 焼津ぶしうどんの開発、販売 税理士法人奏共同会計事務所

関東 静岡県 沼津市 R2222S00116 有限会社エス． 9080102006169 緊急事態宣言特別枠 耳つぼ・食事制限ダイエットアプリの開発及び導入 沼津商工会議所

関東 静岡県 袋井市 R2222S00117 有限会社串の木 7080402021514 緊急事態宣言特別枠 飲食店の教育事業参入 袋井商工会議所

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222S00118 株式会社ａｚ 5080001022989 緊急事態宣言特別枠 踊れる放課後児童クラブを立ち上げ、地域の親子に寄り添う 杉中　貴

関東 静岡県 浜松市東区 R2222S00121 株式会社フジセン 5080401013142 緊急事態宣言特別枠 国産間伐材を使用した製品の開発と、元請け依存からの脱却をするための事業再構築。 鈴木　正義

関東 静岡県 静岡市駿河区 R2222S00122 株式会社ハル・インダストリ 8080001004282 緊急事態宣言特別枠 消臭に特化した洗濯洗剤の製造販売で香害への対策を実現する 中部税理士法人

関東 静岡県 浜松市東区 R2222U00003 株式会社高林熔接工業所 6080401024221 通常枠 耐震補強工事への鋼材供給による新分野展開の実施 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 磐田市 R2222U00008 株式会社精研 9080401016141 通常枠 大型金型仕上げ能力の向上によるＥＶ車分野への進出 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 賀茂郡西伊豆町 R2222U00009 藤井わさび園 通常枠 露天五右衛門風呂・わさび収穫などコト体験が満喫出来る伊豆随一のグランピング 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 掛川市 R2222U00011 中根製茶株式会社 2080401014432 通常枠 葬儀／デパートギフト事業より撤退、ライブコマース事業へ再構築する。 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士市 R2222U00013 株式会社双立工業 9080101010799 通常枠 事業再編による事業基盤強化と非常用発電機分野への新分野展開による事業再構築 富士宮信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 R2222U00015 株式会社木の香建築工房 4080401013011 通常枠 地域のための安らぎある「サービス付高齢者向け住宅（サ高住）」の提供 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 R2222U00024 イルボルゴ 通常枠 イタリア伝統食文化で地域に根ざす小売、カフェによる再構築 富士宮信用金庫

関東 静岡県 藤枝市 R2222U00025 Ｆｄｅｓｉｇｎ一級建築士事務所 通常枠 女性一級建築士と造る移動型ルーム車両の設計・製造・販売の新事業への挑戦 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222U00031 ヴァリアス株式会社 4080001000533 通常枠 半導体洗浄技術を活用した医療用洗浄装置オーダーメイド製造への展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 R2222U00035 有限会社丸永 4080402007821 通常枠 創作料理店が挑む『親子参加式「体験型食楽料理イベント事業」』の展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 磐田市 R2222U00036 丸太製茶合資会社 7080403002546 通常枠 「天使のさつまいも」の干し芋づくりに挑戦！ 一般社団法人日本経営パートナーズ

関東 静岡県 静岡市清水区 R2222U00041 株式会社松鉄エンジニアリング 2080002011275 通常枠 科学に基づく新たな調理技術「ソフトスチーム加工機」の開発・製造・販売による事業再構築 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市北区 R2222U00045 株式会社クリエイティブ・システム 3080401012807 通常枠 新製品「新型アンカー」によるエンジニアリング企業の新分野展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 牧之原市 R2222U00047 株式会社ナカジマテック 5080001014029 通常枠 工場設備関連の技術力を活かした産業ロボット導入支援事業への進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 島田市 R2222U00050 志水接骨院 通常枠 健康寿命を延ばす健康カフェ、運動室事業の新展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 R2222U00052 テイオー産業株式会社 2080401003253 通常枠 海外高級キッチンブランド事業の構築 遠州信用金庫

関東 静岡県 島田市 R2222U00053 株式会社丸七鈴木商店 4080001013295 通常枠 島田本通商店街本店スタジオ化と商店街にぎわい創出への取り組み 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 R2222U00054 有限会社フルハシ 3080402009868 通常枠 海外へ浜松のウナギを販売するための、木炭水質浄化システムによる完全無投薬ウナギの実現と加工施設建設 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 R2222U00055 株式会社ＡＺＵＲＩＴＥ 1080401022394 通常枠 独立支援人材育成型トータル美容サロン 峯尾　喜一

関東 静岡県 牧之原市 R2222U00056 有限会社山下オート商会 7080002015296 通常枠 福祉車両事業をベースとしたフランチャイズ事業の展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 R2222U00058 有限会社相馬パン 7080402000039 通常枠 ＢｔｏＣのビジネスモデル確立による「こだわりの冷凍パン」の供給 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 湖西市 R2222U00061 羽立化工株式会社 7080401006053 通常枠 新たな生産体制構築による新製品ＩｏＴ猫トイレでの新分野展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 R2222U00063 トランポプロ株式会社 9080001018595 通常枠 飲食店が低コストで開業・持続可能となる設備の開発事業 株式会社エム・コンサルティングセンター

関東 静岡県 沼津市 R2222U00068 株式会社スグロ鉄工 4080101003287 通常枠 高度な金型冷却部品製造工程に必要な新技術のサービス化による新分野展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 周智郡森町 R2222U00069 かねとよ株式会社 7080401017447 通常枠 ディープワークを演出するグランピング×ワーケーション事業の展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 伊豆の国市 R2222U00073 株式会社島田精機 9080101007390 通常枠 ハイテンション鋼材加工に適したファイバレーザー導入による建設機械部品製造への参入 三島信用金庫

関東 静岡県 藤枝市 R2222U00074 市川フーズ 通常枠 柑橘系の加工残渣を再利用した新製品開発による新分野への展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 沼津市 R2222U00075 株式会社Ｎｅｘａｓ鈴和 2080102001894 通常枠 ５軸加工機を使用した半導体製造機械の製造に使用する３次元加工部品の製造開発 松原　克巳

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222U00078 株式会社松岡カッター製作所 8080001004836 通常枠 医療用機器試作加工技術提供ビジネス進出のためのＩＯＴ機器の導入 有限会社アイ・リンク・コンサルタント

関東 静岡県 静岡市清水区 R2222U00083 株式会社山崎運送 6080001009317 通常枠 住宅建材をＤＸでつなぐ 静清信用金庫

関東 静岡県 富士市 R2222U00084 富士共和製紙株式会社 8080101009421 通常枠 地球環境にやさしくエコな紙製食品容器用等の原紙生産体制の新構築計画 富士信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 R2222U00086 株式会社アルケムジャパン 7080401001847 通常枠 国内発生リサイクル原料からの高純度コバルトメタルの製造開発 静銀経営コンサルティング株式会社

関東 静岡県 静岡市清水区 R2222U00087 株式会社追分羊羹 7080001007798 通常枠 徳川時代からの歴史的建造物である当社店舗を解放した新たな歴史的空間の利活用事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市北区 R2222U00088 浜松葬儀株式会社 4080401004076 通常枠 新規事業、ペット葬儀・屋内式ペット墓所運営への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 R2222U00089 株式会社シミズトライム 3080002012306 通常枠 精密金型加工技術の高度化による医療機器部品分野へ新規参入 尾関　俊寿

関東 静岡県 駿東郡小山町 R2222U00090 山久荘 通常枠 対フリーランスに特化したワーケーション事業への進出 木村　美都子

関東 静岡県 浜松市西区 R2222U00096 株式会社アース・テクノ・サポ－ト 6080401011855 通常枠 新時代に要求される同期モーターの設計・試作の開発業務サービスの提供 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 沼津市 R2222U00097 株式会社マスターズ 3080101018261 通常枠 他社ブルワリーとの連携による地域活性化に資するクラフトビール市場の参入計画 沼津信用金庫

関東 静岡県 沼津市 R2222U00102 株式会社畠山製作所 1080101001558 通常枠 工作機械の組立委託生産事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 静岡県 湖西市 R2222U00103 有限会社神田鉄工所 3080402009199 通常枠 輸送機械器具部品製造から通信・医療関連等新分野事業の構築 豊橋信用金庫

関東 静岡県 沼津市 R2222U00111 株式会社エスマインド 6080101020990 通常枠 「障害者」の方を対象にした、グループホームの開設 ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

関東 静岡県 賀茂郡東伊豆町 R2222U00115 株式会社望水 5080101015050 通常枠 伊豆ブランドのＥＣ展開による伊豆地域の活性化 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 R2222U00117 株式会社ティーサービス 5080001018731 通常枠 障がい者就労（仕事場）×ＧＨ（住まい）のワンストップサービス 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 R2222U00123 日東機工株式会社 5080101018284 通常枠 次世代ものづくり現場の構築のための保守ニーズをとらえた新サービス展開 富士信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 R2222U00126 マメルキッチン 通常枠 多国籍バルから地域密着型の鉄板焼き店への転換事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 焼津市 R2222U00127 丸石株式会社 7080001015198 通常枠 農業の大規模経営化に伴い拡大する農作業の効率化ニーズに適合した粒状ペレット肥料の新製品開発 株式会社名古屋銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222U00129 株式会社アート日向 5080001023491 通常枠 オーダーメイド型の高精度アクリル加工技術を応用した新たな個人向け潜水艦プロジェクトへの製品供給 株式会社清水銀行

関東 静岡県 湖西市 R2222U00132 森精工株式会社 4080401006089 通常枠 『不良率・精度・納期』の飛躍的向上を目的としたＤＸの推進事業計画 松永　敏明

関東 静岡県 浜松市北区 R2222U00137 まるたか農園 通常枠 トマト摘み、ピザ窯でのピザ作り体験による事業再構築の実現 浜松商工会議所

関東 静岡県 沼津市 R2222U00142 株式会社和田機械製作所 1080101002011 通常枠 新たな金型で健康市場に進出 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222U00147 株式会社大村バー 7080001000860 通常枠 テイクアウトに対応したスパゲッティ専門店の新規開業 静清信用金庫

関東 静岡県 沼津市 R2222U00152 株式会社石川工具研磨製作所 4080101003254 通常枠 異なる金属を接合する新工具による次世代燃料電池等分野への進出 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 R2222U00155 有限会社中山精器 5080402005790 通常枠 最新大型複合加工機導入により超大型品における高精度化と不況に強い体制を構築する 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 R2222U00161 有限会社遠藤製作所 8080002000958 通常枠 家具製造技術を活かした樹脂・アルミ製品製造への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 沼津市 R2222U00164 Ｇｒａｎｄｅｕｒ株式会社 5080101019910 通常枠 障害福祉事業への新規参入によるＶ字回復計画 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222U00165 株式会社ダイショープレイン 8080001003111 通常枠 新たな超精密プラスチック微細加工技術を応用した新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 田方郡函南町 R2222U00168 株式会社協和アルテック 3080101005508 通常枠 バリ取り作業の自動化による省人化と品質保証レベルの向上 株式会社コムラッドファームジャパン
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関東 静岡県 熱海市 R2222U00169 やまさ 通常枠 土産物店から人々が集う観光スポットへ　～　初島ブランドの創出と店舗リノベーション　～ 熱海商工会議所

関東 静岡県 浜松市東区 R2222U00171 株式会社鈴木雄製作所 1080402004276 通常枠 医療・ロボット・半導体業界向け受注形態変更への業態転換 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 R2222U00172 株式会社ジェック 6080401002821 通常枠 フラワー装飾技術を活かした空間総合プロデュース事業への進出 Ｇ．Ｓ．ブレインズ税理士法人

関東 静岡県 御殿場市 R2222U00176 有限会社三和工場 7080102006963 通常枠 一般建築資材から環境配慮プラスチック成形製造への大胆な業態変換 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 浜松市天竜区 R2222U00179 株式会社イケダヤ 4080401010743 通常枠 生活必需衣料販売から、新しいモノ（雑貨）とコト（体験）でＣＸ価値を高める事業へ 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士市 R2222U00181 こるどん株式会社 8080101008019 通常枠 組紐の生産工程にデジタル管理を導入し、小ロット生産体制とユーザー受け直販体制を構築する 富士信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 R2222U00182 崇和株式会社 9080401006217 通常枠 モーターシャフトを主とした高精度シャフト製造及び販売 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 下田市 R2222U00185 株式会社黒船ホテル 1080101021696 通常枠 黒船ホテル　ビジネス旅行市場向けワーケーション対応施設の新設事業 株式会社咲楽

関東 静岡県 静岡市清水区 R2222U00186 株式会社和田製材 2080001011912 通常枠 空き家活用による首都圏の移住・デュアルライフ客向け事業の展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 掛川市 R2222U00187 株式会社ハートランドマニュファクチュア 7080401024311 通常枠 事業譲渡による航空機業界から産業用機械ハーネス製造への挑戦 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市浜北区 R2222U00189 アイティーオー株式会社 8080401000071 通常枠 ロボット・工作機械部品向けの新規部品製造事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222U00191 有限会社静北建販 8080002013159 通常枠 デザイン性が高く、独自性を有し、生活者の声から生まれる家具・インテリアの開発・販売 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222U00193 株式会社中島屋ホテルズ 1080001002895 通常枠 ワーケーションに対応する長期滞在型ホテル＆リゾートへの転換事業計画 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 静岡県 沼津市 R2222U00201 東和精機 通常枠 金型製造技術を活かし、レーザ加工機基幹モジュールアルミ加工へ 沼津信用金庫

関東 静岡県 焼津市 R2222U00205 株式会社オーケイコーポレーション 2080001018825 通常枠 冷凍鮮魚保管・加工サービス事業と現場実績を兼ねた人材育成事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 R2222U00208 駿河技建株式会社 3080001012240 通常枠 環境への負荷が低減される「橋梁点検用高所作業車両」のレンタル事業への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 R2222U00210 有限会社丸善冷機工業 6080102003391 通常枠 加工難度の高い真空遮断器向け銅製部品の製造へ新分野展開 ひまわり経営サポート株式会社

関東 静岡県 富士市 R2222U00211 合資会社近藤薬局 4080103000596 通常枠 持続可能な循環型介護用品リユース・レンタルによる事業再構築 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士市 R2222U00215 株式会社フューチャークルー 5080101008120 通常枠 古紙類の再利用による建物外壁材の副原料の製造事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市南区 R2222U00216 株式会社サンエイト 7080401001814 通常枠 新規技術導入による金属製品の研磨方法の確立を軸とした受注拡大 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士市 R2222U00220 株式会社フジケンプラス 3080101010631 通常枠 サイクロン式エアー掃除機の開発・販売 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 富士市 R2222U00222 有限会社フジセイキ 7080102014900 通常枠 医薬品製造装置向けスクリューシャフト製造体制構築による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 浜松市浜北区 R2222U00224 株式会社南部製作所 8080401012323 通常枠 ポストコロナにおける新規事業（医療用鋼製器具の製造）の確立 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 掛川市 R2222U00226 有限会社真砂館 6080402017711 通常枠 非接触サービスの業態転換とＷＥＢマーケティングによる収益改善 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 伊東市 R2222U00228 株式会社伊豆中 4080101013294 通常枠 旅行体験を端緒とするウィズコロナ時代の新たな顧客創出の取り組み 三島信用金庫

関東 静岡県 周智郡森町 R2222U00235 株式会社松井梱包 2080401017492 通常枠 きれいを応援！ウィズコロナを見据えた液体化粧品の充填事業への新規参入 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 三島市 R2222U00237 箱根物産株式会社 3080101006076 通常枠 独自の滅菌処理等により保存期間を延ばしたカット野菜の製造販売 三島商工会議所

関東 静岡県 静岡市駿河区 R2222U00239 株式会社秋山機械 1080001000148 通常枠 冷凍魚専用のウォータージェット加工機製造・販売事業への新たな進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 R2222U00241 株式会社エイディーディー 2080101002423 通常枠 ロコモティブシンドローム予防事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 沼津市 R2222U00245 株式会社山崎工業 9080101001947 通常枠 機能性塗料使用による塗装技術の確立 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 静岡県 磐田市 R2222U00252 株式会社小出製作所 7080401016119 通常枠 高性能・高寿命のスリーブ製造による自動車電子部品製造分野への新展開 和喜田　勤

関東 静岡県 沼津市 R2222U00253 ヌマセン株式会社 4080101001522 通常枠 新設備導入による環境にやさしい高付加価値段ボール箱で顧客のＥＣ展開を支援 八木　航一

関東 静岡県 浜松市中区 R2222U00255 株式会社ＳＴＹＬＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ 9080401022833 通常枠 ウッドファーバー（木製断熱材）を使用したＥＵ基準の省エネルギー 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 島田市 R2222U00258 有限会社山本製作所 3080002014178 通常枠 高度な溶接技術を活かしてプラント用大型タンク製作に進出！ 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 賀茂郡東伊豆町 R2222U00260 株式会社ホテル銀水荘 2080101014690 通常枠 複合型アウトドア施設開業によるホテル事業とのシナジー効果創出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 R2222U00261 株式会社ツイン 2080101009047 通常枠 コロナ禍における「密」にならないアクティビティ施設等の営業計画 富士信用金庫

関東 静岡県 湖西市 R2222U00262 株式会社ＷＥＳＴ－ＳＴＹＬＥ 5080401011906 通常枠 消費者のこだわりに応えるオーダーキッチン・家具分野への進出 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 焼津市 R2222U00263 株式会社斎藤工務店 6080001015488 通常枠 リユース品を活用した「ｓａｉｔｏｕ．ｅｃｏ．ＧＡＲＡＧＥ」の新事業展開及び低炭素社会への貢献 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 榛原郡吉田町 R2222U00264 ＮＫ設備株式会社 6080001021494 通常枠 介護医療現場向けの水洗式ポータブルトイレの販売と付属品の開発 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 焼津市 R2222U00265 株式会社橋本組 2080001015112 通常枠 初の自社ブランド「はしもとの邸宅」を核とした高齢者支援サービス事業 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 R2222U00267 株式会社コバテクノロジー 8080401001771 通常枠 弊社開発技術（特許申請中）による銀イオン＋プラチナナノコロイド溶液原液の生産と販売 税理士法人ＴＡＲＧＡ

関東 静岡県 浜松市中区 R2222U00269 株式会社丸八エンターテインメント 5080401021665 通常枠 ポストコロナにおけるベンチャー企業に寄り添うコワーキングスペース整備事業 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 御殿場市 R2222U00270 林工業株式会社 7080101004472 通常枠 業態転換による切削レス及び自動化生産ラインの構築 特定非営利活動法人　経営改善支援研究会

関東 静岡県 富士宮市 R2222U00272 株式会社望月工業所 5080101011867 通常枠 ＩｏＴ配電盤による工場メンテナンスの省人化ソリューション 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市東区 R2222U00278 有限会社サクラ砥石 1080402003237 通常枠 アルミ合金部品の加工に適したハイブリッド砥石の開発と生産 遠州信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 R2222U00281 岩瀬社寺建築 通常枠 ３Ｄスキャナを活用した社寺仏閣の修理保全事業への新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 焼津市 R2222U00284 たていし歯科クリニック 通常枠 高齢者の入れ歯ニーズに対応するデジタル技術を活用した最新設備の導入による歯科技工所の開設 中村　光太

関東 静岡県 富士宮市 R2222U00286 永紘商事株式会社 4080101011298 通常枠 廃材を再利用した紙製緩衝材の新商品開発と脱プラ市場への進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 R2222U00288 雄大株式会社 9080101001971 通常枠 ＤＸによる飲食サービスモデル変革 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 R2222U00296 ムラカミ株式会社 4080402008183 通常枠 軽量型アルミホイール製造のための自動化ライン確立による業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 沼津市 R2222U00297 三光運輸株式会社 1080101000634 通常枠 自動車用部品製作のためのオートマチックパイプベンダー製造事業の立上 特定非営利活動法人　経営改善支援研究会

関東 静岡県 榛原郡吉田町 R2222U00300 株式会社池田製作所 6080001013913 通常枠 デジタル・トランスフォーメーションによる新市場開拓と製品の一貫製造による新分野への事業展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 牧之原市 R2222U00313 株式会社矢部製作所 8080001013746 通常枠 食品加工機械分野への進出！部品製造から組立まで挑戦 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 袋井市 R2222U00314 株式会社第一技研 4080401017813 通常枠 現場の作業効率と耐久性を高める特殊ワッシャ製造分野への進出 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 R2222U00316 株式会社モス 2080001012860 通常枠 小規模事業者に革命をもたらす『生産管理システム』の販売 静清信用金庫

関東 静岡県 掛川市 R2222U00318 カフェ　リアド 通常枠 Ｂｏｈｏインテリアショップへの新分野展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 島田市 R2222U00323 サカイ産業株式会社 8080001013036 通常枠 新たな製法による「航空機・宇宙衛星向けハニカムサンドイッチパネルの製造」への事業転換 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士市 R2222U00324 有限会社渡辺工作 4080102015414 通常枠 脊髄インプラント製作における新事業展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市駿河区 R2222U00326 静岡石油株式会社 9080001002764 通常枠 ショールーム建設による住宅リフォーム事業への本格参入 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 R2222U00327 株式会社浜松ハイテック工業 2080401004177 通常枠 樹脂成形金型技術を応用した精密ダイカスト金型によるロボットフレーム製品の開発 ペンデル税理士法人

関東 静岡県 静岡市清水区 R2222U00329 有限会社スターワールド 5080002003278 通常枠 障がい者福祉事業者による国登録有形文化財での古民家カフェの運営 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 R2222U00331 ＢＯＷＷＯＷ株式会社 8080101015147 通常枠 クラシックカー等の保管・整備事業を軸としたワンストップ型高付加価値サービスの提供 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市天竜区 R2222U00334 榊原商店 通常枠 林業で大型ドローンを活用した革新的低コスト・低リスク運搬サービスの事業化 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 磐田市 R2222U00336 合資会社藤森石油店 2080403002625 通常枠 高齢者雇用を考えたコインランドリー事業への進出 浜松磐田信用金庫
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関東 静岡県 富士宮市 R2222U00340 株式会社さの萬 3080101011431 通常枠 キャンプ場開設による観光事業への新規参入 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 湖西市 R2222U00341 三協アドバンス株式会社 8050001037021 通常枠 特殊検査装置導入による次世代自動車の受託検査業への業態転換 遠州信用金庫

関東 静岡県 藤枝市 R2222U00342 杉井酒造 通常枠 造り酒屋の発酵技術を生かした、和食文化を支える新たな調味料 増田　貴行

関東 静岡県 伊豆市 R2222U00343 株式会社まる久旅館 8080101004901 通常枠 日帰り客に向けた修善寺温泉に滞在したくなる新しい観光拠点事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 藤枝市 R2222U00345 株式会社大伸シプレ 6080001017261 通常枠 巣ごもり消費を標的にした自社ブランド事業の立ち上げ・新製品開発 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222U00346 山内木材産業株式会社 5080001012734 通常枠 新分野展開としての土木工事業への参入に伴う、ＩＣＴ対応油圧ショベル導入事業 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 R2222U00350 永田木材株式会社 1080401010639 通常枠 天竜材を活かした新商品開発及びＥＣサイト構築による新たな販路開拓事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 R2222U00354 株式会社ダイワ・エム・ティ 8080101008968 通常枠 自動車内装部品製造現場の感染防止を実現する「量産用ロボット」製造にかかる新工場建設計画 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 浜松市中区 R2222U00357 株式会社德 7080401013388 通常枠 ウィズコロナ・ポストコロナ時代の飲食店経営モデルへの展開 税理士法人ＴＡＲＧＡ

関東 静岡県 浜松市中区 R2222U00358 株式会社Ａｃｅ’ｓ 8080401021225 通常枠 内装工事等のノウハウを活かした、当社独自のグランピング事業の実施 山城　一哲

関東 静岡県 浜松市西区 R2222U00359 株式会社ジー・ディー・エス 6080401002169 通常枠 地場農林水産物の魅力を発信する食のテーマパーク「あとち」開設 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 静岡県 掛川市 R2222U00360 そま工房 通常枠 アバカ布専門店の開店による小売業分野への挑戦 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 伊豆の国市 R2222U00364 島田寿朗 通常枠 ドローンによる狩猟用罠の自動見回りシステム 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 三島市 R2222U00365 株式会社和楽 2080101007265 通常枠 小麦ふすまを原材料とした健康パンの製造と販売 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 R2222U00369 株式会社アセント 7011101042246 通常枠 ｅスポーツ事業への参入 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 静岡県 富士宮市 R2222U00373 株式会社ＭＩＭＯＲＩ 8080101019560 通常枠 リフォーム業からレジン家具・小物類制作販売への新分野展開計画
株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊ

ａｐａｎ

関東 静岡県 磐田市 R2222U00374 ダイテック竜洋株式会社 1080401016347 通常枠 高精度平坦加工を用いたレゾルバカバーの開発 ペンデル税理士法人

関東 静岡県 菊川市 R2222U00376 株式会社シバテック 9080401021703 通常枠 半導体洗浄装置部品の製造による新分野事業の展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市清水区 R2222U00377 株式会社石橋鉄工所 4080001007603 通常枠 高精度化と生産性向上による金属機械加工分野での新事業展開 静清信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 R2222U00379 株式会社けんちく工房紬 8080101016938 通常枠 ものづくりの楽しさを伝えるコース別ＤＩＹ教室事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士宮市 R2222U00380 朝霧ハム株式会社 1080101011235 通常枠 ＨＡＣＣＰ対応新工場で高品質ＯＥＭ強化と冷凍生餃子開発と展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 賀茂郡河津町 R2222U00387 株式会社ＭＩＧＡＫＵ 3080101015977 通常枠 ”子供も大人も楽しめる”伊豆の自然豊かなアウトドア施設の新設 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222U00388 アンフィニホームズファイナンシャルトラスト株式会社 6080001007576 通常枠 人と人をつなぐ、地域観光資源を活用した自然体験型施設等の開業 静清信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222U00390 株式会社フードクリエイト 3080001010921 通常枠 馬刺しの製造販売と量販店向けへの直接販売の新分野展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 磐田市 R2222U00391 株式会社真規 6080401021714 通常枠 塗装技術指導・地域連携型教育及び指導用施設を活用したコンテナハウス事業計画 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 湖西市 R2222U00393 株式会社丸忠工業所 5080401022779 通常枠 金属板金加工技術を活かした持続可能な農業の実現に向けたスマート農業導入への貢献 遠州信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 R2222U00394 日豊資材株式会社 6080401003927 通常枠 特殊発泡パネル壁の採用で、地震等自然災害によるコンクリートブロック壁倒壊被害の軽減対策工事に関する新規事業 御堂筋税理士法人

関東 静岡県 富士宮市 R2222U00398 株式会社モアツール 2080101011878 通常枠 「超硬水鉱泉水を利用したミネラルウォーター類の商品化」による事業再構築 富士宮信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 R2222U00401 杉山農園 通常枠 規格外農産物等を活用した加工品製造および農家カフェ事業への参入 玉置　久倫

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222U00403 株式会社ＶＥＬＴＥＸスポーツエンタープライズ 8080001022417 通常枠 プロバスケ球団によるオンライン健康指導・ＩＴスポーツパーク事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 三島市 R2222U00408 株式会社ＫＵＲＵＨＡ 8080101015444 通常枠 居酒屋からの転換　食の非日常空間が魅力のテラス席設置郊外型レストラン新規開業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 御殿場市 R2222U00409 ダイヤプラス株式会社 1080101004164 通常枠 富士山麓の食材を活かした冷凍餃子販売業への新分野展開 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 R2222U00410 つぼい工業株式会社 4080401003235 通常枠 安全性・効率性・快適性が最適化された準無菌治療室の施工・販売事業 アアル株式会社

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222U00414 アオノフレッシュミート株式会社 2080001000089 通常枠 飲食店と共同開発してきた商品のコンシューマーパック商品の量産化事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 富士市 R2222U00415 ＢＥＥＲ　ＪＡＭ 通常枠 新たなクラフトビールの文化・価値を創造する醸造所の新設 島岡　裕也

関東 静岡県 焼津市 R2222U00416 はれ日和株式会社 4080001015969 通常枠 手軽に食べやすいソウルフード開発とブランディング実践事業 焼津商工会議所

関東 静岡県 島田市 R2222U00418 株式会社大鉄アドバンス 5080001013419 通常枠 外国人による外国人のための外国人ガイド育成と新たな旅行システムの構築 あさひコンサルティング株式会社

関東 静岡県 磐田市 R2222U00420 やきとり壱番どり 通常枠 から揚げと玉子焼き専門店『から揚げの天才』への業態転換計画 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士市 R2222U00423 ケーアイ工業株式会社 9080101008455 通常枠 先端機能搭載キッチンカー等の量産化 三島信用金庫

関東 静岡県 裾野市 R2222U00428 株式会社資産対策研究所 9080101000775 通常枠 世界遺産富士山の溶岩流の苔を鑑賞するグランピング しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 R2222U00432 有限会社慶州 2080002001862 通常枠 ドライエイジングビーフを看板商品とした先進的な精肉小売業への新規進出 中村　光太

関東 静岡県 富士宮市 R2222U00433 株式会社ＳＡＩＴＯ　ＨＯＴＥＬＳ＆ＲＥＳＯＲＴＳ 4080101017642 通常枠 富士宮持ち帰り惣菜事業進出計画 蒲池孝一

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222U00438 株式会社シズオカミート 2080001018040 通常枠 キッチンカーを使った自社製総菜の小売販売への新規参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 磐田市 R2222U00440 有限会社丸産 6080402019939 通常枠 完全予約制室内ゴルフ練習施設 磐田商工会議所

関東 静岡県 御殿場市 R2222U00441 株式会社ＫＳＩ 5080101007733 通常枠 クロムコーティング分野への新規参入 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222U00443 株式会社イースタイル 3080001012331 通常枠 遊休不動産を「コト消費型業態シェアスペース」にＲｅ活用させる支援事業 畑　義治

関東 静岡県 磐田市 R2222U00446 キンパラ株式会社 3080401015784 通常枠 小ロット多品種生産での学生服・セーラー服のＥＣサイト構築 袴田　淳

関東 静岡県 駿東郡清水町 R2222U00447 株式会社メディカルファンデーション 1080101017109 通常枠 今までにない　ミル型切削器と専用素材の開発・製造販売 沼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市浜北区 R2222U00448 株式会社キヨヒコ 3080401011263 通常枠 加工済部品の組立業務．高精度検査業務の取組 遠州信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 R2222U00449 合同会社イーラ 8080403003799 通常枠 海外向けの化粧品等卸売から香港食品の輸入ＤｔｏＣ事業への新分野展開 浜松商工会議所

関東 静岡県 浜松市東区 R2222U00451 昭栄建設株式会社 5080401002310 通常枠 １日一組限定のプライベートドッグラン付きコテージの運営 遠州信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 R2222U00459 株式会社山崎製作所 4080001012355 通常枠 障がい者施設と地域生産者の地産地消ギフト商品ＢｔｏＢ販売サービス 静清信用金庫

関東 静岡県 藤枝市 R2222U00460 ノリ 通常枠 アフターコロナを見据えた「ジェラート＆スムージー専門店」への業種転換 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 焼津市 R2222U00468 有限会社甲新クレーン 2080002015771 通常枠 運送事業への参入による物流の効率化とワンストップ体制の構築 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 沼津市 R2222U00472 ベイカーズダズン 通常枠 イタリアンレストラン及び洋菓子店から地域密着型ベーカリーへの転換 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 R2222U00473 株式会社セイユウ機工 4080001002496 通常枠 積層段ボール切断用丸鋸チップソーの開発製造とＥＣサービス構築 一般社団法人日本経営パートナーズ

関東 静岡県 榛原郡吉田町 R2222U00478 株式会社ヤナギハラメカックス 4080001014095 通常枠 ＤＸによる切削加工の業態転換と「デジもの」（デジタルものづくり）現場の実現 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 R2222U00481 からだ鍼灸整骨院 通常枠 鍼灸整体師が指導する日本初の腰痛予防専門トレーニングジムの事業化 杉山　毅

関東 静岡県 熱海市 R2222U00482 株式会社ｍａｃｈｉｍｏｒｉ 1080101016003 通常枠 地域×企業の共創のための拠点整備事業 三島信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00001 美容室クープドゥ 緊急事態宣言特別枠 非接触型オートメーション化美容室を構築する。 伊藤　彰浩

中部 愛知県 豊川市 R2232S00003 有限会社鈴木青果 9180302014936 緊急事態宣言特別枠 八百屋だからできる！トレーラ型店舗のフルーツパーラーを新分野展開 豊川信用金庫

中部 愛知県 豊田市 R2232S00006 レクラ・ド・リール 緊急事態宣言特別枠 気軽にフレンチを楽しんでいただくキッチンカー 税理士法人春岡会計

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00007 株式会社セブン 6180002031458 緊急事態宣言特別枠 ラーメン・本格中華料理のテイクアウト、デリバリー事業 安部　正明
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中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00009 株式会社クレセント 2180001054422 緊急事態宣言特別枠 地場の食材・料理・陶芸などの魅力を届けるネット通販事業の展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 常滑市 R2232S00011 株式会社Ｇａｔｔｅｖｉｌｌｅ 6180001120195 緊急事態宣言特別枠 テイクアウトとＳＤＧｓを意識した非接触型ファストフード事業の展開 伊藤　央

中部 愛知県 北名古屋市 R2232S00012 合同会社ＥＬＥＣＴＲＯＮ 2180003020356 緊急事態宣言特別枠 感染リスクを徹底排除した自走ロボット導入焼肉店への事業転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 R2232S00015 なかむら洋品店 緊急事態宣言特別枠 鮮度一番！自家焙煎珈琲で販路拡大！ 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 半田市 R2232S00017 ＧｉｎｏＢｉｌｉ 緊急事態宣言特別枠 いつでも食べることが可能な冷凍ピッツァの新分野展開 半田商工会議所

中部 愛知県 弥富市 R2232S00018 株式会社水谷クリーンサービス 6180001099133 緊急事態宣言特別枠 イベント実施に左右されない常設型店舗出店による業種転換計画 桑名商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00019 株式会社スマイルツーリスト 8180001107587 緊急事態宣言特別枠 放課後等デイサービスの開設により売上回復と経営の安定を目指す 後藤　公平

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00020 株式会社Ｚｅａｌｅｘ 6180001103051 緊急事態宣言特別枠 インターネットとライフラインの総合窓口への業態転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00022 すし沢 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍の需要をターゲットに既存店と連携した喫茶店事業を展開 豊川信用金庫

中部 愛知県 豊川市 R2232S00024 Ｇａｒａｇｅ　ＣＬｏｖｅｒ 緊急事態宣言特別枠 輸入車専門の自動車整備工場が新たに挑戦するタイヤ交換業務の内製化 豊橋信用金庫

中部 愛知県 春日井市 R2232S00025 有限会社名岐屋 6180002067510 緊急事態宣言特別枠 非生産時間及び空間の活用によるリスク分散的事業への転換 春日井商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00027 株式会社萬里 2180001139909 緊急事態宣言特別枠 金属スクラップ卸売事業での事業再構築に関する事業計画 佐野　良太

中部 愛知県 岡崎市 R2232S00029 繁建設株式会社 2180301003698 緊急事態宣言特別枠 カンボジア人技能実習生の集いの場の創出による売上回復の取組み 西尾信用金庫

中部 愛知県 小牧市 R2232S00030 株式会社藤一番 6180001077015 緊急事態宣言特別枠 新業態の中華料理店でコロナ禍の飲食需要を獲得する 税理士法人コスモス

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232S00031 株式会社Ｂｅａｕｔｙ．Ａｉ 2180001125339 緊急事態宣言特別枠 マスク生活下のニーズに応えるリフトアップミストＥＣ販売事業 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 一宮市 R2232S00033 中名国際貿易株式会社 6180001104520 緊急事態宣言特別枠 輸入商材販売と、想いを継いだエステ事業の融合で女性の美に貢献する ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 北名古屋市 R2232S00035 株式会社ジェイジェイ 4180001062299 緊急事態宣言特別枠 航空機組立で培ったノウハウを生かした、多機能ガラスコーティングの提案・施工事業 株式会社北國銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232S00036 株式会社エステージ 2180001114779 緊急事態宣言特別枠 貸切・会員制シミュレーションゴルフ施設運営による新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232S00037 萬寿食品株式会社 5180001001198 緊急事態宣言特別枠 生食から冷凍食材製造への転換による新市場開拓 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00038 有限会社ケイシンサービス 4180302007300 緊急事態宣言特別枠 成熟市場の業界常識を破壊！「生活者」中心でデザインする「スマート・クリーニング」事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00039 株式会社きときと 7180002053740 緊急事態宣言特別枠 和食料理店による富山発、旬の食材とジビエ物販への新分野展開 足立　剛

中部 愛知県 安城市 R2232S00041 株式会社ＢＲＡＶＯ 3180301016526 緊急事態宣言特別枠 イベント開催支援ＩＴサービスの開発による新分野参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232S00042 天ぷら　やじま。 緊急事態宣言特別枠 美味しいもの、身体に良いものを来店されたお客様、全国のお客様へ 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232S00043 株式会社ライリスト社 5180001034371 緊急事態宣言特別枠 竪琴教室開講及びオンライン発表会開催による売上回復の取組み 株式会社投資育成総合研究所

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232S00045 株式会社エレックイザキ 8180001066684 緊急事態宣言特別枠 ＢｔｏＢで培った省エネと光空間の提案力をリフォーム住宅へ展開する事業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00047 有限会社オートデューク 8180002039441 緊急事態宣言特別枠 オ－ストラリア向け国産中古車の卸販路開拓と越境ＥＣ構築 税理士法人　岡部会計事務所

中部 愛知県 安城市 R2232S00048 ニューセブン 緊急事態宣言特別枠 韓国料理キンパ専門店テイクアウトファストフード事業 安城商工会議所

中部 愛知県 瀬戸市 R2232S00049 稲山陶苑 緊急事態宣言特別枠 新窯元ブランド立上げとＥＣ環境の構築により販売促進を図る 瀬戸商工会議所

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232S00050 株式会社堀商店 9180001050935 緊急事態宣言特別枠 自社企画商品の継続的開発・市場投入体制構築によるＢｔｏＣ分野への展開 糸川　純平

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232S00051 ゆめみらい株式会社 1180001066526 緊急事態宣言特別枠 美尻づくりに特化したオンライントレーニングアプリの開発 澤井　美香

中部 愛知県 豊田市 R2232S00052 株式会社ミューゼ 3180301021402 緊急事態宣言特別枠 デザイン力を活かしたギフト用アーティフィシャルフラワーの製作とＥＣ販売 グラーティア税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00053 株式会社Ｕｎｉｃｕｓ 9180001119747 緊急事態宣言特別枠 ドローン及びサーマルドローンによる調査事業 公益財団法人名古屋産業振興公社

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00054 株式会社萬珍軒 6180001032770 緊急事態宣言特別枠 強みのメディア戦略を活かしたネット販売事業への業態転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 高浜市 R2232S00055 とんかつ懐石こざくら 緊急事態宣言特別枠 『旨い！』『早い！』『お値打ち！』を叶える「焼きトンカツ」専門店出店計画 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 春日井市 R2232S00056 株式会社カネヒロ 4180001073949 緊急事態宣言特別枠 抗菌防カビ特許を活かして塗装市場に参入する外壁パネルの新展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232S00057 エスプラス株式会社 8180001121308 緊急事態宣言特別枠 建柱基礎工法を応用した屋外広告塔施工事業への新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00058 有限会社アシストコム 2180002057069 緊急事態宣言特別枠 在宅勤務者をターゲットとしたストレスチェック事業の構築 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232S00059 株式会社ＭＯＸ　ＰＬＡＮ 6180001128263 緊急事態宣言特別枠 築１５０年の古民家ギャラリーに喫茶スペースを設置し飲食事業とレーザー加工機の貸し事業展開・業種転換事業計画 井上大輔

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232S00060 株式会社ハッピーチャイルド 4180001095431 緊急事態宣言特別枠 「子育てを学ぶ」大人の学校をハイブリッド教室で全国展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市南区 R2232S00062 株式会社カノウモールド 4180001014275 緊急事態宣言特別枠 プレス金型製造における３次元製作技術を応用したペット関連商品製造への進出。 知多信用金庫

中部 愛知県 江南市 R2232S00063 株式会社三ッ輪 8180001125515 緊急事態宣言特別枠 モーニングで培った製パン技術による製パン小売業への業種転換 一宮商工会議所

中部 愛知県 春日井市 R2232S00065 ＡＭＹドアテック株式会社 1180001113435 緊急事態宣言特別枠 後付け開閉装置のインターネット販売事業化 春日井商工会議所

中部 愛知県 北名古屋市 R2232S00066 株式会社ＣＯＢＯＯ 6180001063634 緊急事態宣言特別枠 世界初のトライク（３輪バイク）用カスタムパーツおよび完成車販売事業への進出 大橋　誠

中部 愛知県 刈谷市 R2232S00068 チーズ家クヴェレ 緊急事態宣言特別枠 専門店のこだわりを自宅でも再現するチーズ専門レストランのＤ２Ｃ業態転換 若杉　拓弥

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00069 アンツエナジー株式会社 6180001112779 緊急事態宣言特別枠 既存事業の強みを活かしたわらび餅製造小売業への新分野展開 中野　一宏

中部 愛知県 半田市 R2232S00070 ヴォーノ・イタリア半田店 緊急事態宣言特別枠 ビュッフェ形式の食べ放題店からテイクアウトを強化した小規模店舗への移転 知多信用金庫

中部 愛知県 春日井市 R2232S00071 株式会社げじょう接骨院 1180001089659 緊急事態宣言特別枠 接骨院が新たな試みとして高齢者が利用し易いトレーニング施設を新設 春日井商工会議所

中部 愛知県 名古屋市南区 R2232S00072 有限会社川勝鉄工所 7180002043114 緊急事態宣言特別枠 環境産業設備のワンストプサービスを行い、国内回帰を図る事業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00073 株式会社京都屋 1180001035514 緊急事態宣言特別枠 リサイクル着物を活かした、リメイク着物レンタル事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00074 株式会社ＱＵＩＣＫ 9180001061635 緊急事態宣言特別枠 ファミリー向け大衆焼き肉店への新分野展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00075 株式会社ビーヴィオ・オット 5180001102005 緊急事態宣言特別枠 アフターコロナを見据えた刺繍加工業への新分野展開 四俵　正勝

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00076 万太郎寿司 緊急事態宣言特別枠 寿司店が届ける「家事代行サービス付き食生活サポート事業」 豊橋信用金庫

中部 愛知県 春日井市 R2232S00077 株式会社やくだちや 5180001109124 緊急事態宣言特別枠 ライフスタイルの変化及び高齢化社会に対応したコーヒー製造業進出 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 西尾市 R2232S00078 ガレージＫ＆Ｒ 緊急事態宣言特別枠 無人ヘリコプター操縦技術を活用した第一次産業への支援 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 知多郡武豊町 R2232S00079 力士料理すもうＢＡＲ 緊急事態宣言特別枠 新分野展開　健康サロンの開店 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 R2232S00080 ギフト 緊急事態宣言特別枠 日本の縫製技術とナポリのデザインが融合した新ブランドのＥＣ販売 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00082 リバティーンズバー 緊急事態宣言特別枠 メキシカンタコスの店としてフードデリバリー業態へ参入 丸山　和秀

中部 愛知県 江南市 R2232S00085 トーカイｓｙｎａｐｓｅ株式会社 3180001129421 緊急事態宣言特別枠 実店舗のＥＣ化を支援ネットショップ構築のためのオンラインスクール事業 坪井　亮

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232S00086 株式会社ＮＵＫコーポレーション 8180001106449 緊急事態宣言特別枠 こだわりのレストランから、中食＆外食ハイブリッドの再構築モデルへ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00087 株式会社ミライブ 2180001134802 緊急事態宣言特別枠 地域の素材・伝統工芸にこだわる宿泊施設によるメディア運営 株式会社みらい経営

中部 愛知県 一宮市 R2232S00089 金生織物工場 緊急事態宣言特別枠 サプライチェーンを守り多品種少量生産需要に対応する新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00090 株式会社パッシオーネ 6180001121912 緊急事態宣言特別枠 「守る」から「攻める」へ！キッチンカーと通信販売事業で新分野展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 知多郡南知多町 R2232S00091 株式会社山海館 8180001093010 緊急事態宣言特別枠 地元食材を活かしたライダー向けカフェ開設による事業再構築 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00092 株式会社ユニティジャパン 3180001013815 緊急事態宣言特別枠 飲食店販売チャンネルの拡大・デリバリービジネスの事業化 名古屋商工会議所
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中部 愛知県 春日井市 R2232S00093 株式会社オギハラ 3180001073850 緊急事態宣言特別枠 スポーツ用品の小売販売から非対面型製造小売り販売への展開 安藤　朝将

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00095 株式会社みかわ大国堂 3180301008696 緊急事態宣言特別枠 地元食材を活用した新たな豊橋銘菓の開発・販売による新分野展開 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 大府市 R2232S00096 三代目ちゃ銀 緊急事態宣言特別枠 一人来店客特化型焼肉店の営業を通じた事業再構築 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 R2232S00097 オーケン株式会社 1180001016282 緊急事態宣言特別枠 新しい働き方改革に対応したワーケーション施設の開設および運用 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 R2232S00098 蔵の舞 緊急事態宣言特別枠 コロナ感染対策“最高レベル”の海鮮焼き専門店へ事業転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 豊田市 R2232S00099 焼肉りゃんけ 緊急事態宣言特別枠 こだわりの自家製韓国惣菜と、旨辛！本場キムチの量り売り店 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232S00100 イタリア食堂Ｇｉｒａｓｏｌｅ 緊急事態宣言特別枠 既存事業のイタリアンを活かした創作和惣菜デリ店開業による事業基盤の強化 山本甲矢

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00101 株式会社アンダンテ 8180001143665 緊急事態宣言特別枠 名古屋大須商店街と連携したコニュニティースペース事業への挑戦 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00104 ＯＲＩＢＥ 緊急事態宣言特別枠 ラーメン店のフレンチシェフが贈るフレンチまぜそばテイクアウトの挑戦 豊橋信用金庫

中部 愛知県 愛知郡東郷町 R2232S00105 株式会社エス．エム．ティ工業 7180001054780 緊急事態宣言特別枠 アイデアと顧客ニーズを実現する技術力で外部環境変化に打ち勝つ企業へ 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00106 Ｌｏｔｕｓ　Ｆｌｏｗｅｒ株式会社 6180001067610 緊急事態宣言特別枠 キッチンスタジオを使った料理教室と未稼働時間のフル活用 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00108 株式会社アルコム 2180001062887 緊急事態宣言特別枠 瀕死のインバウンドインフラ外貨両替事業の復活作戦 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232S00111 古民家サロン彩生 緊急事態宣言特別枠 酸素ボックス導入による非接触サービス構築への新分野展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 豊川市 R2232S00114 フジテックス株式会社 3180301029478 緊急事態宣言特別枠 新たに荷役預かり倉庫事業を開始し事業再構築に取り組む 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 新城市 R2232S00115 株式会社みかわ元気ものがたり 3180301022012 緊急事態宣言特別枠 ドローンを活用した非接触型農業支援サービスへの新規参入 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232S00116 株式会社桜山フーズ 6180001123248 緊急事態宣言特別枠 「快適なごく普通の生活」提供による介護施設運営への新分野展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232S00117 株式会社エヌジェイジー 3180001128662 緊急事態宣言特別枠 衛生管理技術を生かした福祉施設向け冷凍真空パック給食事業展開 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00118 株式会社アデリー 1180001012083 緊急事態宣言特別枠 ネイル、アイラッシュサロンに併設する脱毛サロン事業 株式会社中京銀行

中部 愛知県 西尾市 R2232S00120 三矢水産株式会社 9180301023260 緊急事態宣言特別枠 業界初！自動販売機を使った“おいしい・新鮮な一口干物”販売事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232S00122 有限会社ＷＩＴＨ　Ａ 5180002059962 緊急事態宣言特別枠 換気施設を備えた「ウェビナー配信施設」の構築 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 R2232S00124 株式会社アイチ金属 7180001009743 緊急事態宣言特別枠 業界初・バーチャル＆リアル店舗での高級家具オムニチャネル戦略 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232S00125 インスパイアード 緊急事態宣言特別枠 コロナ時代に対応した新しい事業スタイル構築計画 名古屋商工会議所

中部 愛知県 小牧市 R2232S00126 Ｌｉｆｅ　Ｂａｎｋ　Ｐｌｕｓ株式会社 1180001132022 緊急事態宣言特別枠 大手宅配便会社の業務委託を契機にして挑む倉庫業での事業再構築 グラーティア税理士法人

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232S00127 ＱＵＥＳＴＩＮ合同会社 3180003016361 緊急事態宣言特別枠 クラフトツーリズム創造で宿泊単体から体験宿へ展開事業 山崎　榮一

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00129 有限会社スズ徳紙器 2180002028037 緊急事態宣言特別枠 紙器製造業から商品充填事業へ新展開し、主要取引先のニーズに対応 名古屋商工会議所

中部 愛知県 蒲郡市 R2232S00130 和食の美波 緊急事態宣言特別枠 日本料理店で培った技術と発想力を活かし、和スイーツ店に挑戦する 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00131 有限会社彩光社 9180002011424 緊急事態宣言特別枠 潜在的な男性の美へのニーズを掘り起こす、非接触型セルフエステの開業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232S00132 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｌｏｔｕｓ 緊急事態宣言特別枠 フレンチシェフこだわりの本格洋食をフードトラックレストランで提供 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232S00133 株式会社アオイ 6180001021369 緊急事態宣言特別枠 ″映える″と話題のフルーツサンドをキッチンカー・カフェ＆デリバリーで 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 小牧市 R2232S00134 株式会社オー・エス・シー 4180001121757 緊急事態宣言特別枠 独自技術を活用したオーダーメイドＬＥＤキーホルダーの製造・販売 小牧商工会議所

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00135 有限会社一里 1180002038664 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト販売所の新設及び整備によるマーケットの拡大 後藤　佳良

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00137 株式会社日本ビジネスサービス 8180001123840 緊急事態宣言特別枠 カリスマトリマーがペット販売併設型カフェで癒しを提供する事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232S00138 株式会社ワンズオウン 9180001049259 緊急事態宣言特別枠 店頭販売依存からの脱却！非対面型の商品販売による事業再構築 山田　盛史

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232S00139 有限会社スポーツトラスト名古屋 9180002052261 緊急事態宣言特別枠 学びを実践につなげる総合教育支援事業 根本　景子

中部 愛知県 一宮市 R2232S00140 フロンティア株式会社 4180001085275 緊急事態宣言特別枠 多頻度小口化の輸送ニーズに応える新ソフトを使った運送業コンサルサービス 馬渕　智幸

中部 愛知県 知多郡南知多町 R2232S00142 有限会社すず屋 5180002085645 緊急事態宣言特別枠 老舗旅館による地元住民の生活環境向上に繋がる新たな挑戦 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00143 株式会社福中建装 8180001106523 緊急事態宣言特別枠 デジタル・アナログのハイブリットエステ店よるＢｔｏＣ市場進出 野本　浩次

中部 愛知県 知立市 R2232S00144 有限会社アイズ 7180302020903 緊急事態宣言特別枠 飲食店向けの外食特定技能取得者マッチングサイトの構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00146 株式会社スライブステージコーポレーション 4180001059709 緊急事態宣言特別枠 フードホールと低糖質イタリアンバル新規開店による事業再構築 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00147 偶偶ケイカク株式会社 8180001124731 緊急事態宣言特別枠 企画・広告制作等のノウハウを活かしたゴーストレストラン事業 近藤　智也

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00148 井上電設株式会社 4180001034323 緊急事態宣言特別枠 独自の集塵機製造技術を活かし木材業界以外への新分野展開、先ず窯業系から 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00150 有限会社小ざくらや一清 7180002057691 緊急事態宣言特別枠 お子様が喜ぶ洋菓子製造で若年層開拓を図る、老舗和菓子屋の挑戦 岐阜信用金庫

中部 愛知県 春日井市 R2232S00151 お惣菜お弁当たかはし 緊急事態宣言特別枠 居酒屋経営からの思いきった転換！お惣菜・お弁当事業でⅤ字回復 春日井商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00154 トラベルネットサービス有限会社 4180002049527 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ・アフターコロナに適応した飲食店モデルの構築 コタケ経営合同会社

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00155 ヘアーサロンイカイ 緊急事態宣言特別枠 床屋でエステ。理容師が個室で施術する脱毛事業 名古屋商工会議所

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00156 山治製網株式会社 7180301007505 緊急事態宣言特別枠 繊維業である自社の空間的強みを生かしたカルチャースペースと物販事業による新分野展開 豊橋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00157 株式会社ミライク 2180001103575 緊急事態宣言特別枠 新生活様式に対応したＯ２Ｏ（オンライン・ツー・オフライン）事業 豊田信用金庫

中部 愛知県 大府市 R2232S00158 ヒマラヤ／えびすや 緊急事態宣言特別枠 インド料理を活かした新商品をテイクアウト・ネット販売 押田篤

中部 愛知県 海部郡蟹江町 R2232S00159 有限会社米栄 7180002089727 緊急事態宣言特別枠 米穀業界向けのＢｔｏＢマッチングＷＥＢシステムの構築・運営事業 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232S00161 昭和酒類販売株式会社 5180001004275 緊急事態宣言特別枠 移動販売＆ＥＣで繋げる地元愛知の希少酒の助け合いの「和」事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00162 株式会社童庵 2180301006338 緊急事態宣言特別枠 和菓子屋が新たに健康美容食品・ペットフード製造に挑戦 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232S00163 グランデインターナショナル株式会社 6180001063361 緊急事態宣言特別枠 屋上菜園にて自ら薬草を育て、自らの健康を促進する薬草サウナ事業 伊藤　文彦

中部 愛知県 豊川市 R2232S00164 アジアクリエイト株式会社 1180301009705 緊急事態宣言特別枠 製造業が手掛ける、労働災害の撲滅に資する安全体感研修サービスの提供 豊橋信用金庫

中部 愛知県 知多市 R2232S00165 岡田産業株式会社 9180001094668 緊急事態宣言特別枠 金属系からガス特殊チューブ・樹脂系配管設計・工事へのチャレンジ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232S00166 株式会社アス・ライズ 4180001107624 緊急事態宣言特別枠 空きスペースを利用したセルフ脱毛事業の展開 税理士法人アクロス

中部 愛知県 海部郡蟹江町 R2232S00168 株式会社伊藤建設 3180001135056 緊急事態宣言特別枠 自社の売上回復と地域活性化を目指すコロナ完全対応型創作料理専門店への挑戦 株式会社エモーサル

中部 愛知県 江南市 R2232S00170 株式会社Ｙプランニング 9180001135240 緊急事態宣言特別枠 軽バン・ライトバンを内装工事し多様なライフスタイルの支援計画 松本　祐輔

中部 愛知県 尾張旭市 R2232S00172 株式会社坂田酒販 7180001079539 緊急事態宣言特別枠 商品管理能力及び配送能力を活かしたデジタル食品卸売業への進出 若原　芳治

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00173 有限会社愛音 7180002060225 緊急事態宣言特別枠 おもてなしの経験則から創出する、新しい形の心身カウンセリング事業 エイタックス税理士法人

中部 愛知県 豊田市 R2232S00176 大衆酒場正やんの台所 緊急事態宣言特別枠 カスタムメニューによるデリバリー＆テイクアウト事業への業態転換 豊田商工会議所

中部 愛知県 半田市 R2232S00179 ゴールドマニア 緊急事態宣言特別枠 非接触型で安心安全に購入していただく店舗 半田商工会議所

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00180 株式会社Ｃｈｅｅｒｓ 6180302011853 緊急事態宣言特別枠 託児所があり美容師が働きやすく、地域の顧客も嬉しい美容室事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 R2232S00181 魚健水産 緊急事態宣言特別枠 プロトン凍結によるおいしい魚介を全国に届けたいプロジェクト 寺倉　慶

中部 愛知県 高浜市 R2232S00183 八剣伝高浜店 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト専門店の設営。 碧海信用金庫
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中部 愛知県 岡崎市 R2232S00186 ＭＪ 緊急事態宣言特別枠 美とスパイスのプロが開発する焼き菓子のテイクアウト専門店とオンライン通販 岡崎商工会議所

中部 愛知県 一宮市 R2232S00187 セントロ・ククルカン株式会社 4180001089367 緊急事態宣言特別枠 高品質低価格弁当専門の販売プラットフォーム ＳＢＮ税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00189 株式会社ファーレン 3180001131311 緊急事態宣言特別枠 結婚を真剣に考える人専用の「結婚アプリ」で幸せな夫婦を増やす！ ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 豊田市 R2232S00190 ワールドスタイル株式会社 9180301021124 緊急事態宣言特別枠 日焼けサロンが運営する脱毛サロン（日焼け肌施術対応）の新規店舗の出店事業 鎌倉　友一

中部 愛知県 一宮市 R2232S00191 株式会社のむら本店 3180001083486 緊急事態宣言特別枠 特別なワインでよろこびを！限定ワイン特化型ＷＥＢサイトでのＢｔｏＣ販売 税理士法人大樹

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00193 株式会社食べリバティ 9180001130142 緊急事態宣言特別枠 業態転換による新規飲食店「食べりん亭」のオープン 安藤　昭弘

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00194 からだ工房 緊急事態宣言特別枠 現役Ｙｏｕｔｕｂｅｒ整体師が直伝！自ら発信し稼げるオンライン整体スクール 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 蒲郡市 R2232S00195 有限会社元清 2180302016006 緊急事態宣言特別枠 旅館でワーケーション＆巣ごもりグランピングルームの展開 中部税理士法人

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232S00197 アロマセラピー＆エステティック　プチ・ソメイユ 緊急事態宣言特別枠 最新脱毛機導入による脱毛サービス開始での事業再構築計画 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232S00199 株式会社ＬＥＧＡＲＥ 8180001135209 緊急事態宣言特別枠 感染症にかかったペットを安心して預けられる猫専用ペットホテルの開業 株式会社プロシード

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232S00200 はるた 緊急事態宣言特別枠 飲食店から思い切ってテイクアウト事業へ業態転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232S00203 有限会社ハイコーポレーション 5180002039626 緊急事態宣言特別枠 新しいマグロの届け方！ＳＮＳで市場の魅力を発信！ 水谷　守利

中部 愛知県 刈谷市 R2232S00204 株式会社Ｎａｃｈｉ　Ｇｒｏｕｐ 5180301017596 緊急事態宣言特別枠 繁華街から戦略的撤退！手羽先好きの名古屋人にテイクアウト専門店 座間　裕史

中部 愛知県 小牧市 R2232S00205 株式会社アイテックリサーチ 9180001075503 緊急事態宣言特別枠 出張非破壊検査事業への新分野展開による新市場開拓 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00206 株式会社ビーンズ 4180001134858 緊急事態宣言特別枠 身障者に優しい自操式の福祉車両の販売・機能パーツ開発 朝日税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00207 株式会社ｍａｒｉｓｉｅ 6180001137132 緊急事態宣言特別枠 中食を総合提案！フランス料理、菓子、飲料のテイクアウト専門店 税理士法人アクロス

中部 愛知県 あま市 R2232S00208 株式会社クリア 7180001099693 緊急事態宣言特別枠 自動車修理技術を応用した解体業者向けトラック製造業への再構築 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00209 大栄既製服株式会社 4180001037425 緊急事態宣言特別枠 スーツ老舗製造卸のクローズＥＣサイトと展示会を活用したＢｔｏＣ分野への挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

中部 愛知県 春日井市 R2232S00210 Ｍａｒｉｒｉｎ 緊急事態宣言特別枠 スナックバー経営から新規事業はエステサロンを開業予定 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232S00211 アプランドル 緊急事態宣言特別枠 フランス料理店が作る伝統的なラーメン店 税理士法人ポラリス

中部 愛知県 豊川市 R2232S00212 株式会社戸田理平商店 6180301010360 緊急事態宣言特別枠 老舗海苔屋による無人販売・商品開発の為の施設リニューアル 豊川信用金庫

中部 愛知県 一宮市 R2232S00213 トラットリアルーナ 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによる移動販売事業計画 税理士法人　Ｂｒｉｃｋｓ＆ＵＫ

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00214 豆たぬき 緊急事態宣言特別枠 【事業転換】キッチンカーによる移動型販売で”待ち”から”攻め”の商売へ 名古屋商工会議所

中部 愛知県 一宮市 R2232S00215 ラ　イゾレッタ 緊急事態宣言特別枠 オーダー技術を活かし、ペット服製作販売に挑戦する 稲沢商工会議所

中部 愛知県 常滑市 R2232S00216 合資会社柿田呉服店 7180003013058 緊急事態宣言特別枠 当社の祭事用品のノウハウを結集し刺繍加工に着手、日本の伝統文化を守る 東野　礼

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232S00218 八剣伝 緊急事態宣言特別枠 キッチンカー行脚！焼きたてキューバサンドをお届けします。 奥田　まり

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00219 株式会社Ｆ．Ｄ－Ｃｒｅａｔｅ 3180001070831 緊急事態宣言特別枠 繁華街を救え！コロナ禍に対応したエビ料理専門のテイクアウト店 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00220 新名産業株式会社 6180001036870 緊急事態宣言特別枠 飲食店ビル最上階に都心立地だからできる職住近接型スペースを提供 税理士法人あい会計

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00221 有限会社牧原製菓 6180302009757 緊急事態宣言特別枠 シューティングマシンを完備したパーソナルバスケットボール練習施設 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00222 株式会社丸三製作所 4180001020934 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍における安心安全なパーソナルトレーニング事業 セントリバー税理士法人

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232S00224 株式会社柳橋総合開発 4180001100182 緊急事態宣言特別枠 ゴーストレストラン「地図のないレストラン」の新規展開による事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00225 くうかい 緊急事態宣言特別枠 中華ダイニングくうかいの冷凍食品製造販売兼業への業態転換 鷲野　亨

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232S00226 有限会社一よし 2180002046914 緊急事態宣言特別枠 デリバリーサービスに対応する為の、システム環境整備及び店舗設備改修 名古屋商工会議所

中部 愛知県 愛西市 R2232S00228 株式会社グリーンテックフーズ 8180001098505 緊急事態宣言特別枠 食品廃棄と環境に貢献をする設備導入とそのノウハウの展示販売 株式会社エクステンド

中部 愛知県 犬山市 R2232S00229 ｖｏ－ｒａ　ｃａｒｅ株式会社 2180001119349 緊急事態宣言特別枠 医療・福祉関連に特化したＭ＆Ａ支援事業への展開 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

中部 愛知県 豊田市 R2232S00234 ｃａｆｅ　ｃａｃｈｅｔｔｅ 緊急事態宣言特別枠 強みを活かしたこれまでにないカフェスタイルのうなぎ料理店 岡崎商工会議所

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00235 株式会社Ｌ．Ｂ．Ｍａｒｋｅｔ 1180001108889 緊急事態宣言特別枠 事業譲渡により継承した和食店のテイクアウト型惣菜専門店への業態転換 株式会社ぐんぐん

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00238 株式会社Ｎｅｘｔ．Ｔｕｂｅ 2180001134208 緊急事態宣言特別枠 感染リスクの軽減や脱炭素社会へ貢献するＯＣＲ事業への挑戦 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00239 Ｄｅｖｏｔｉｏｎ 緊急事態宣言特別枠 ＢＹＯＤ型クラウドＰＯＳシステム「ＶＩＳＩＴ」の開発と展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00240 ヘアセットココ 緊急事態宣言特別枠 みんな笑顔！ハンディがあってもおしゃれができる！ 名古屋商工会議所

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00241 株式会社ａｌａ 3180301012517 緊急事態宣言特別枠 「麹」を主役にする新しい店舗展開 税理士法人中央会計社

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00242 株式会社エイトナイン 6180001119576 緊急事態宣言特別枠 最新デジタル技術を活用したシュミレーションゴルフ事業への参入 岐阜信用金庫

中部 愛知県 安城市 R2232S00243 トラットリア彩會 緊急事態宣言特別枠 オリジナル冷凍食品・ジェラートのネット販売によるＥＣ事業への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 知多郡美浜町 R2232S00244 アミューズメントパーク　オクトパス 緊急事態宣言特別枠 ビリヤードのオンライン対戦を通じて世界と繋がろう 知多信用金庫

中部 愛知県 田原市 R2232S00247 鈴木屋 緊急事態宣言特別枠 老舗和食料理店から気軽に買えるハンバーガーのテイクアウト事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232S00248 こころ整骨院 緊急事態宣言特別枠 アスレチック型プレイルームで親子で遊べるトレーニングジムの事業化 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00249 株式会社一希 6180001100230 緊急事態宣言特別枠 飲食店から料理の食材の加工・配送を行う無店舗小売業への新展開 糸川　純平

中部 愛知県 東海市 R2232S00250 Ｑｕｅｅｎｓ　Ｃａｆｅ 緊急事態宣言特別枠 トルコ料理キッチンカー営業から多様な紅茶葉の製造業に大転換 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232S00251 ＸＩＧ 緊急事態宣言特別枠 新生活様式にマッチしたエクササイズ商品の開発 名古屋商工会議所

中部 愛知県 豊川市 R2232S00252 株式会社東京おしぼり 2180301010331 緊急事態宣言特別枠 自社と地域の課題を解決するコロナ禍に対応したドライタオルのレンタル事業 豊川商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00255 株式会社富田屋 6180001020296 緊急事態宣言特別枠 オリジナル餃子の製造と餃子専門店展開による名古屋の新たなソウルフード開発事業 冨田　久二子

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00258 株式会社心乃信 1180001072235 緊急事態宣言特別枠 名古屋で評判のシェフとコラボし、ヘルシーでお洒落でお手軽な惣菜（無国籍料理）テイクアウト専門店をオープン。 前田要

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00259 株式会社ｆｒｅｅ　ｂｉｒｄ 9180001131917 緊急事態宣言特別枠 地域初！セルフカフェの時間貸しスペース事業への業種転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 半田市 R2232S00260 知多セントラルシステムズ株式会社 5180001091850 緊急事態宣言特別枠 スーパー・テーマパーク向けヴィーガン志向商品とスマートジェラートの開発・生産・販売 西尾信用金庫

中部 愛知県 一宮市 R2232S00261 株式会社エターナルアート 5180001086388 緊急事態宣言特別枠 カーラッピングとプロテクションフィルム事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 R2232S00262 和暖 緊急事態宣言特別枠 廃鶏テイクアウト店への事業転換で、ＳＤＧｓで選ばれる企業へ！ 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232S00263 株式会社創和アーキテクツ 9180001105879 緊急事態宣言特別枠 ドロ－ンで安心と美観を整備　点検・報告書作成業務事業計画 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 西春日井郡豊山町 R2232S00265 河良 緊急事態宣言特別枠 全国グランプリ金賞受賞！名古屋コーチン料理専門店の味を全国へ！コロナ禍で高まる「お取り寄せ」市場参入事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 蒲郡市 R2232S00266 株式会社シーエンジ販売 9180301025389 緊急事態宣言特別枠 新仕様オリジナル商品によるヘルスケア市場への参入 豊川信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00267 有限会社濱作 5180302009213 緊急事態宣言特別枠 ３０年間蓄積した韓国料理ノウハウの還元により、ＢｔｏＣへの業態転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232S00268 株式会社チヨダ 4180001023862 緊急事態宣言特別枠 高精度完全飛行ドローンによる農薬散布、飛行講習及び機体の販売事業 川﨑　利男

中部 愛知県 愛西市 R2232S00269 株式会社塩貞 7180001097490 緊急事態宣言特別枠 隣接工場跡地を活用した冷凍和惣菜の製造による新分野への展開 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00270 株式会社ＳｅｅｓＳｉｇｎ 2180001124646 緊急事態宣言特別枠 屋外広告受注時の新分野への進出による新需要開拓と販路拡大 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 岡崎市 R2232S00273 東和給食株式会社 4180301001808 緊急事態宣言特別枠 企業向け弁当製造業・社員食堂運営事業から惣菜製造業への新分野展開 岡崎商工会議所
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中部 愛知県 春日井市 R2232S00274 ウェディングプロデュース　こいきや 緊急事態宣言特別枠 青空の下の結婚式をお手伝い！『移動する結婚式場カー』での販路拡大 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00275 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ｐｈａｌａｅ 緊急事態宣言特別枠 顧客別に選定したトリートメントと炭酸泉ヘッドスパによる髪質改善事業 近藤　智也

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00277 ティージー株式会社 4180301006303 緊急事態宣言特別枠 エコな中古エクステリア買取・販売事業の展開による新市場開拓 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00278 株式会社アサヒプロカラー 3180001011488 緊急事態宣言特別枠 ブライダルフォトを主軸にした撮影スタジオの設立とそれによる販路拡大事業 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00279 株式会社名古屋リビング新聞社 5180001046805 緊急事態宣言特別枠 出版社がフォトウエディングとレンタルスタジオをプロデュース 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 稲沢市 R2232S00280 株式会社アイシーコーポレーション 2180001086721 緊急事態宣言特別枠 生活の悩み相談を併設した、セルフカフェスペースの新事業を展開 尾西信用金庫

中部 愛知県 豊田市 R2232S00284 一般社団法人ユメ・フルサト 5180305008146 緊急事態宣言特別枠 小学生のオンラインキャリア教育アプリ：放課後Ｚｏｏｍクラブ 豊田信用金庫

中部 愛知県 西尾市 R2232S00286 有限会社ノエル 1180302026385 緊急事態宣言特別枠 フランス料理と美容エステサロンのコラボレーション 碧海信用金庫

中部 愛知県 あま市 R2232S00287 株式会社トレードワン 4180001098442 緊急事態宣言特別枠 おうち時間を充実させるガーデンファニチャー事業の展開 株式会社みらい経営

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00289 株式会社プラウド 7180001129830 緊急事態宣言特別枠 リアルな音と映像、ｅ－ｓｐｏｒｔｓで大須を活性化 菅原　由一

中部 愛知県 知立市 R2232S00290 株式会社ＡＮＩＫＩ 2180301028365 緊急事態宣言特別枠 自社の最大の強み×自動車販売事業獲得による下請け構造からの脱却 平家　勉

中部 愛知県 あま市 R2232S00292 有限会社片桐産業 7180002092276 緊急事態宣言特別枠 職人の高齢化と技術の伝承を解決し、文化財保護に繋がる神具（擬宝珠）の製作事業 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00294 株式会社ＩＤＥＯＬ 6010901031616 緊急事態宣言特別枠 空の移動革命を視野に入れた物流系ドローン操縦講座開設 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00295 株式会社中央組 7180001031268 緊急事態宣言特別枠 クリーンルーム内部機器の運搬、据付け、設備工事の事業展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00296 ＴＹ株式会社 3180001129033 緊急事態宣言特別枠 時間貸の高級感あふれるレンタルスペース ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00297 シーズトラスト合同会社 5180003016343 緊急事態宣言特別枠 市場ニーズに柔軟に対応し、競合優位性の高い料理デリバリーサービス 東京中央経営株式会社

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00299 株式会社テマトジカン 4180001136078 緊急事態宣言特別枠 アレルギー患者のニーズに応えるデリバリー・ＥＣ販売グルテンフリーカフェへ新分野展開 岩田　隆喜

中部 愛知県 刈谷市 R2232S00300 株式会社ＤＡＤＡ 8180301016315 緊急事態宣言特別枠 社長の料亭での修行経験を活かしたとんかつ専門店によるＶ字回復 税理士法人アクセス

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232S00301 株式会社吉祥総合調査 7180001106111 緊急事態宣言特別枠 探偵スクール事業 ビューロ・ネットワーク税理士法人

中部 愛知県 一宮市 R2232S00302 藤下設備 緊急事態宣言特別枠 誰でも簡単に建設業の事務経理書類を作成できるアプリ 岐阜信用金庫

中部 愛知県 江南市 R2232S00305 株式会社はなきもの 8180001114724 緊急事態宣言特別枠 きものポータル事業 税理士法人　西濃会計事務所

中部 愛知県 岡崎市 R2232S00306 楽食家ほろほろ 緊急事態宣言特別枠 プロを育成するオンライン特化型ボーカル・ギター専門スクールの新事業計画 株式会社森田経営

中部 愛知県 愛西市 R2232S00307 カフェダイニング　ホーム 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト・デリバリーサービス導入による事業再構築 津島商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00309 株式会社Ｄ．Ｅ．Ｎ 8180001142295 緊急事態宣言特別枠 本場手打ちうどんのテイクアウト事業と夜間ゴーストレストラン事業による展開 税理士法人コスモス

中部 愛知県 名古屋市港区 R2232S00311 株式会社ＡＳカンパニー 2180001101208 緊急事態宣言特別枠 中小企業による３ＰＬ（サード・パーティーロジスティクス）の運営 税理士法人　浅野会計事務所

中部 愛知県 愛西市 R2232S00312 合同会社ＲＡＩＺＵ 3180003014836 緊急事態宣言特別枠 老犬を飼えなくなったときのお預かり施設「老犬ホーム」 坪井　敦

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00314 株式会社Ｙ’ｓコーポレーション 4180001108498 緊急事態宣言特別枠 名古屋初　大阪王将フランチャイズ事業への新規参入 株式会社みらい経営

中部 愛知県 刈谷市 R2232S00315 株式会社Ｒｉｓｉｃａｒｅ 1180301031907 緊急事態宣言特別枠 刈谷市初のコーヒースタンド出店によるテイクアウト事業の構築 豊田信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 R2232S00316 やまひろ在宅ハリ・マッサージ治療院 緊急事態宣言特別枠 介護現場の負担を「大幅に」軽減可能な介護リフトの製造販売による業種転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00317 株式会社ＭＡＧＵ 3180001120082 緊急事態宣言特別枠 寿司（テイクアウト・デリバリー）事業による事業再構築計画 廣瀬　好伸

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00319 株式会社アジア・インタラクション・サポート 3180001104333 緊急事態宣言特別枠 「外国人向け多言語日本情報ショート動画配信ポータル」の運営事業 林　千尋

中部 愛知県 江南市 R2232S00320 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ＆Ｓｃｈｏｏｌ　Ｄｒｅｓｓ 緊急事態宣言特別枠 美容業界に特化したＷｅｂサービス事業及びシェアサロン業の展開 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00323 株式会社Ｒ－ＶＩＳＩＯＮ 6180001064632 緊急事態宣言特別枠 駐車場事業新規参入計画 山田　俊英

中部 愛知県 春日井市 R2232S00324 株式会社サンフレンズ 9180001089949 緊急事態宣言特別枠 規格外農産物を使った国産・無添加ドライフルーツの製造販売 恒川　貴光

中部 愛知県 岡崎市 R2232S00326 シェ　トモ 緊急事態宣言特別枠 ジビエ料理に精通したフレンチシェフが提供する顧客の好みに応じた出張サービスの提供 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232S00327 愛和株式会社 6180001122209 緊急事態宣言特別枠 日本の経済の源となる人を応援するためワンコインで地域を応援 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 あま市 R2232S00328 株式会社サン・クリエイト 6180001097896 緊急事態宣言特別枠 塗装工事と防水工事で雨漏りのワンストップ対応体制構築 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00330 株式会社ｍｏｄｅｃａ 7180001111466 緊急事態宣言特別枠 特定業界に依存しないＥＣサイト運営・集客支援事業分野への展開 糸川　純平

中部 愛知県 江南市 R2232S00331 スリーエイト 緊急事態宣言特別枠 急速冷凍技術で人気ラーメン店の味を自動販売機で２４時間いつでも手軽に！ 木野　宏紀

中部 愛知県 岡崎市 R2232S00333 株式会社Ｆａｒｍｅｒｓ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｊａｐａｎ 2180301026708 緊急事態宣言特別枠 老舗焼肉屋が作る本格弁当のデリバリー・移動販売事業への進出 西尾信用金庫

中部 愛知県 春日井市 R2232S00334 株式会社セイシンＡｔｏＺ 2180001090293 緊急事態宣言特別枠 紙版オリジナル絵本をアニメーション動画にする取り組み 春日井商工会議所

中部 愛知県 西尾市 R2232S00336 有限会社ＢＢスタイル 2180302027119 緊急事態宣言特別枠 オリジナル化粧品開発オンライン販売 西尾商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00339 ｎｏｃａｋｅ． 緊急事態宣言特別枠 現店舗の改装、新店舗の開店及び両店舗のブランディング 岐阜信用金庫

中部 愛知県 一宮市 R2232S00341 ｂｏｃｃｈｅｎｏ 緊急事態宣言特別枠 インターネットを活用した冷凍ピザの通販事業 一宮商工会議所

中部 愛知県 江南市 R2232S00342 株式会社チームエイシア 1180001131767 緊急事態宣言特別枠 「善く生きるための生活支援」障がい者グループホームの運営事業 江南商工会議所

中部 愛知県 常滑市 R2232S00344 Ｇｒｅｅｎ　Ｓｐａｃｅ 緊急事態宣言特別枠 ホーリーバジルでリフレッシュ！ホーリーバジルティーの製造販売事業 常滑商工会議所

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232S00345 ヘアーサロンナカオ 緊急事態宣言特別枠 老舗美容院によるハウス型フォトスタジオ事業の展開 株式会社みらい経営

中部 愛知県 一宮市 R2232S00346 株式会社Ｍａｒｕ 8180001119599 緊急事態宣言特別枠 和スイーツを用いた、キッチンカーによる出張専用店舗計画 Ｒｉｋｙｕコンサルティング合同会社

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00347 株式会社マチ家 9180001107545 緊急事態宣言特別枠 東海初「牛骨×宮崎辛麺」の提供を通じた宮崎食文化の発信事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 西尾市 R2232S00348 有限会社イワセ技研 1180302026245 緊急事態宣言特別枠 ＩｏＴ技術搭載ロボドリル導入による航空機業界等への進出と付加価値額の向上 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232S00349 清生株式会社 3180001131641 緊急事態宣言特別枠 マッチングプラットフォームを活用した客室清掃サービス事業 山田　直人

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00351 鮨酒人　しょう 緊急事態宣言特別枠
居酒屋経営のノウハウを生かした店舗改装・独自ＥＣサイトを立ち上げることによるテイクアウト・

デリバ
岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00352 株式会社フォーライフ 8180301026289 緊急事態宣言特別枠 新規ハチ駆除事業へのチャレンジング計画 坪井　亮

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00353 株式会社ＴＨＥＯ 4180001133554 緊急事態宣言特別枠 フリーランスと企業のマッチングを支援するコワーキングオフィス運営事業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 犬山市 R2232S00354 中部魚錠株式会社 4180001081381 緊急事態宣言特別枠 経験を積んだプロが厳選いた美味しい魚を最新凍結技術で美味しさそのままに食卓へ 犬山商工会議所

中部 愛知県 一宮市 R2232S00355 堀江織物株式会社 3180001084609 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢ連携による１着からのオンデマンドアパレル生産サービス 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232S00357 合同会社ロピタル・リセ 6180003018181 緊急事態宣言特別枠 学習塾事業から障害者福祉「放課後等デイサービス」事業への業種転換 株式会社シェアードバリュー

中部 愛知県 一宮市 R2232S00358 株式会社洋華堂 6180001085356 緊急事態宣言特別枠 生花販売業者が挑む地元食材を使ったスムージーカフェとお弁当販売 川松　久芳

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00359 マルニシ　リノベーション＆クリエーション 緊急事態宣言特別枠 「ＢＡＳＥ　ＰＲＯ」への加盟による基礎巾木工事業への参入 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00361 株式会社長屋心 2180001052970 緊急事態宣言特別枠 長屋の心でおもてなし　コロナだからこそ女性の応援ができるテイクアウト＆デリバリー 株式会社プロシード

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232S00362 株式会社松柏苑 9180001090808 緊急事態宣言特別枠 ＩＣＴデータベースシステムを活用した脳梗塞リハビリステーションのＦＣ展開事業 伊藤　誠悟

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00363 株式会社神谷ガーメント 4180001035263 緊急事態宣言特別枠 Ｗｅｂサイトを活用した採寸工数の低減とＥＣサイトによる販路拡大 永山　寛正

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00365 株式会社Ｉｍａｅｄａ　Ｄｅｓｉｇｎ 2180001108293 緊急事態宣言特別枠 ＤｅｚＵＰ：集客ブランディング販促支援サブスクリプション 株式会社名古屋銀行
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中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232S00366 株式会社ディパーチャーズ 2180001062838 緊急事態宣言特別枠 世界各地の旅行会社と連携したオンラインコンテンツ配信サービス事業 田村　隼人

中部 愛知県 日進市 R2232S00367 株式会社ワークスプラス 1180001122279 緊急事態宣言特別枠 「自家発電装置の点検事業進出により、安心・安全をプラスする事業再構築」 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00368 有限会社アッシュ 9180002055438 緊急事態宣言特別枠 サブスクリプション方式を活用した花き小売業への業種転換 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232S00369 株式会社ジークラフト 1180002055701 緊急事態宣言特別枠 社会環境変化に対応したオンラインイベントの普及によるイベント市場への貢献 グロースリンク税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00371 株式会社ブリッジエンジニア 6180001090744 緊急事態宣言特別枠 技術教育デジタルコンテンツ制作及びオンライン販売へ新市場進出 名古屋商工会議所

中部 愛知県 刈谷市 R2232S00372 ＮＳ株式会社 2180301031006 緊急事態宣言特別枠 ポルトガル語・英語にも対応したオンラインネイルスクール 税理士法人中央総研

中部 愛知県 あま市 R2232S00375 株式会社名京ケミカル 4180001108853 緊急事態宣言特別枠 立地を活かした業種転換。地域の皆様の需要に応える揚げ物屋さん。 株式会社十六銀行

中部 愛知県 蒲郡市 R2232S00376 株式会社ホテル三河 1180301011306 緊急事態宣言特別枠 三河地方の新和牛「みかわ牛」を活用した新名所の立ち上げによる顧客開拓策 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232S00378 株式会社ＦＬＡＧＳコンサルティング 9180002034549 緊急事態宣言特別枠 業界初！税理士・会計士に特化したＭ＆Ａへ新分野展開を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 江南市 R2232S00379 有限会社江南観光社 8180002082623 緊急事態宣言特別枠 旅行と野菜（健康）をテーマとし、健康促進を戦略とする飲食店舗事業 江南商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00380 合同会社サンライズ２１ 8180003009880 緊急事態宣言特別枠 サンライズ２１　新規ブライダル事業の立ち上げ 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00385 株式会社みちのく屋 4180001110586 緊急事態宣言特別枠 ＺＯＯＭを活用した留学代理店併設、カフェ・バー計画 若尾　僚彦

中部 愛知県 豊田市 R2232S00386 合同会社Ｈｙｂｒｉｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ 9180303004267 緊急事態宣言特別枠 コロナ時代を乗り越えるグローバル人材の育成・コンサル事業 豊田商工会議所

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232S00389 株式会社ライオットエンターテイメント 5180001126680 緊急事態宣言特別枠 飲食＆エンタメのノウハウを活かしたテイクアウトスイーツ専門事業 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00391 ダイニング　バル 緊急事態宣言特別枠 カラオケＢＡＲの経営ノウハウを生かした店内飲食、テイクアウト、デリバリー事業展開・新分野展開事業計画 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00393 株式会社アルマダス 3180301026095 緊急事態宣言特別枠 免許制度を見据えた産業用ドローン専門教育プログラムの開発 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232S00395 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｃｒａｙｏｎ　Ｓｔｙｌｅ 1180001121264 緊急事態宣言特別枠 社会人向けオンラインビジネススクール事業計画 高橋　英明

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00397 有限会社プールスクエア 5180302009411 緊急事態宣言特別枠 お手軽・お気軽に美味しいワッフルバーをテイクアウト！ 豊橋信用金庫

中部 愛知県 一宮市 R2232S00398 有限会社サカエ商事 4180002076406 緊急事態宣言特別枠 夜のお客中心の居酒屋業態からランチ客が見込めるカレー屋業態への新分野展開 有限会社えんがわ

中部 愛知県 一宮市 R2232S00399 株式会社イエタス 9180001116331 緊急事態宣言特別枠 不動産代理業・仲介業からハウスクリーニング事業へ事業拡大する業態転換 税理士法人創経

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232S00400 Ｉｔｏ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｏｆｆｉｃｅ合同会社 9180003017825 緊急事態宣言特別枠 空き家物件を活用したシェアハウス事業 木野　宏紀

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00402 桜咲串　陣屋 緊急事態宣言特別枠 居酒屋のノウハウを生かした独自のＥＣサイトを立ち上げテイクアウト・デリバリー事業展開・業態転換事業計画 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 北名古屋市 R2232S00403 株式会社友建 5180001088054 緊急事態宣言特別枠 本店新規事業開業計画（不動産取引業・飲食業） 大野治彦

中部 愛知県 一宮市 R2232S00405 小塚毛織株式会社 9180001084223 緊急事態宣言特別枠 オリジナル製品開発とＥＣサイトによるＤｔｏＣへの転換・海外展開による販路拡大事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232S00406 株式会社ＢＲＥＩＴＨＯ 7180001058856 緊急事態宣言特別枠 学習塾向けＡＩオンライン教材開発事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 R2232S00407 株式会社ＡＣＣ 3180001073306 緊急事態宣言特別枠 企業の簡易健康診断アプリ開発によるコンサル業態の転換とＶ字回復 あらた税理士法人

中部 愛知県 名古屋市港区 R2232S00410 丸三食肉株式会社 2180001007421 緊急事態宣言特別枠 県内の生産者、ホテル・飲食店と提携　愛知肉ギフトの開発 株式会社シャイン総研

中部 愛知県 蒲郡市 R2232S00411 株式会社東海園 6180301011193 緊急事態宣言特別枠 老舗ホテル旅館における「日帰りリフレッシュセンター」の立上げによる事業再構築 天野　公道

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232S00412 株式会社ＥＭＵ　ＤＥＳＩＧＮ 7180001114782 緊急事態宣言特別枠 インクジェットプリントによるデジタルアート着物のオンライン販売 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232S00413 株式会社ＪＦＦ 8180001056462 緊急事態宣言特別枠 複合現実ＭＲと人の融合から創出する新しい伝統芸能イベント事業 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232S00414 株式会社ラテック 2180001089435 緊急事態宣言特別枠 新規インフルエンサーマーケティング事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00415 株式会社オクトパスワン 4180001131574 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍に負けない、脱アルコールでヘルシーな鶏肉料理店の展開 福井　規之

中部 愛知県 小牧市 R2232S00416 名備運輸株式会社 7180001076560 緊急事態宣言特別枠 人手不足でも生産性を高めるドローンを活用した地域貢献事業 伊藤　圭太

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232S00418 株式会社ｇｒａｐｈ　ｗｏｒｋｓ 5180001068865 緊急事態宣言特別枠 ヘアサロンから個室アンチエイジング育毛エステサロン 税理士法人創経

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00419 ウサツノ合同会社 9180003020003 緊急事態宣言特別枠 非対面／遠隔越境型オンライン営業実施のための空間用途変更及び販路開拓事業 鷲尾　裕二

中部 愛知県 刈谷市 R2232S00420 株式会社永田工作所 4180301017168 緊急事態宣言特別枠 リバースエンジニアリング事業 朝日税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00421 株式会社ＪＡＭ 1180001100433 緊急事態宣言特別枠 愛知県から発信！全く新しいスイーツ販売での、新しい形のマルシェ活性化！ 税理士法人伊勢山会計

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00007 株式会社シティツアーズ 4180001030628 通常枠 官公庁等に対する業務アウトソーシングサービスを提供するＢＰＯ事業 濱田　和希

中部 愛知県 田原市 R2232U00010 有限会社サンモータリゼイション 8180302010738 通常枠 自動車修理販売業からオリジナルコインラインドリー業態への業種転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 豊川市 R2232U00011 株式会社東海分析化学研究所 3180301010355 通常枠 環境食品分析事業からＰＣＲ検査等の臨床検査への新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 一宮市 R2232U00012 菱輝金型工業株式会社 2180001084015 通常枠 医療用途ロボット関連部品の生産及び医療機器部品製造への新規参入 税理士法人コスモス

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00015 株式会社カレント 4180301005420 通常枠 食材卸売業による自家焙煎セルフサービスカフェ新規出店による新分野展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 知多郡武豊町 R2232U00016 岩川鉄工株式会社 9180001092911 通常枠 大型精密加工能力の伸長による、モーターコア金型大型部品分野への事業転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 小牧市 R2232U00017 有限会社澤田機運 8180002069067 通常枠 重量物の専門運送サービスから新台据付及び中古機械売買までのサービス一貫化による新分野展開 東春信用金庫

中部 愛知県 尾張旭市 R2232U00018 株式会社Ｓ．Ｉコントロールズ 5180001090571 通常枠 検査用治具製造業への進出による事業再構築 豊田信用金庫

中部 愛知県 津島市 R2232U00026 伊藤鉄工株式会社 9180001096342 通常枠 航空機部品製造技術を活かした新規事業の受注拡大を図る製造方法の抜本的改革 株式会社三井住友銀行

中部 愛知県 田原市 R2232U00030 合資会社雅風 6180303001614 通常枠 農業王国「渥美半島」を野菜を捨てない町に！野菜の新しい摂り方を提案する野菜デザイン事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 清須市 R2232U00031 渡辺製作所株式会社 3180002040429 通常枠 ５軸多面加工機導入と精密切削加工技術を活用したＥＶ部品製造への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00032 ＴＨＧ株式会社 5180301031003 通常枠 自動車生産ライン製造業によるロボット事業への新分野展開 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U00037 株式会社海鵬 6200001023098 通常枠 地域ネットワークの強みを活かした、障がい者福祉ビジネスへの業種転換 足立　剛

中部 愛知県 瀬戸市 R2232U00038 ハローサービス株式会社 2180001079171 通常枠 既存住宅リフォームから、第一次住宅取得者をターゲットとしたリノベーション＋不動産仲介業へ転換する 稲葉　隆治

中部 愛知県 碧南市 R2232U00045 碧南窯業株式会社 1180301015488 通常枠 物流サービス・インキュベーション事業の提供による、地場産業イノベーションの創出 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 R2232U00047 株式会社エフェクトメイジ 6180001043297 通常枠 「アウトドアでの過ごし方」をテーマにアクアイグニス隣地に複合ＲＶレジャー施設を展開 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00048 丸繁紙工株式会社 3180001013492 通常枠 既存資産（遊休資産・人材・ノウハウ）と新規設備との融合による、新分野への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 北名古屋市 R2232U00049 安田工機株式会社 1180001052195 通常枠 超精度半導体製造装置市場への進出による新たな収益事業の確立 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00052 株式会社あいち食研 7180001115590 通常枠 フードロス削減に向けた、地元食材を用いたオリジナル缶詰の製造 小倉　裕樹

中部 愛知県 田原市 R2232U00053 株式会社大羽石油店 7180301007661 通常枠 地元の利便性と健康を重視したテイクアウト惣菜販売 豊橋信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 R2232U00054 株式会社坂元機械製作所 4180002071786 通常枠 大型装置の製造・提案を可能とする新製造工程構築によるラインビルダー事業の新確立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00056 株式会社植村土建 1180301005150 通常枠 特殊住宅基礎技術の活用によりコンテナを使ったカスタムハウス事業の新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 小牧市 R2232U00059 村﨑設備株式会社 9180001130126 通常枠 最新設備と自社施工技術による土木工事市場への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 西尾市 R2232U00060 安藤木型株式会社 5180301023090 通常枠 成長分野であるロボット・半導体業界に新規参入し、新型コロナを乗り越える 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 一宮市 R2232U00064 オザワ繊工株式会社 9180001082342 通常枠 ピンチをチャンスに変えて流通業界に進出、地域経済の物流に貢献する。 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00065 有限会社オガワ製作所 2180002017675 通常枠 新たな挑戦！強みを活かした自動車天井組立装置開発による事業再構築 岡崎信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 R2232U00066 株式会社アイエヌオー 3180001085573 通常枠 脱酸素社会に向けたＥＶ向け駆動モーターコア用金型部品製造への参入 岐阜信用金庫
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中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00067 有限会社大和 7120102015893 通常枠 整骨院事業を美容と健康をサポートするトータルサービスへと革新する取り組み 株式会社池田泉州銀行

中部 愛知県 江南市 R2232U00070 株式会社波多野工務店 7180001087599 通常枠 家と庭のＷ提案で家庭での暮らしを楽しくさせるガーデニング事業 馬渕　智幸

中部 愛知県 瀬戸市 R2232U00073 株式会社エーゼット 7180001059334 通常枠 内装工事業から主婦ニーズに応えたコインランドリーへの新分野展開 名古屋総合税理士法人

中部 愛知県 西尾市 R2232U00074 株式会社ホーミーホーム 6180301023841 通常枠 リノベーションした日本家屋と地域特性を生かしたサービスで幸せを創造する 岡崎信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00076 東洋ライト工業株式会社 4180301006377 通常枠 リモート操作可能なＩｏＴ鉄筋工事自動組立ロボットの開発・製造販売 豊橋信用金庫

中部 愛知県 一宮市 R2232U00080 中部エクストロン株式会社 8180001083085 通常枠 耐熱性、通電性が高い高機能樹脂をインサート成形しＥＶ部品を生産 株式会社十六銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00081 株式会社ＳＡＭＵ 3180301012525 通常枠 完全個室の美容室と気兼ねなく入れるウイッグサロン経営へ業種転換 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00086 株式会社グッドケア 6180001036615 通常枠 日本初、伝送システム付きワイヤレス「心電計＋血圧計＋酸素飽和度計」の販売 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 一宮市 R2232U00090 株式会社平和電機 7180001083664 通常枠 新たな製缶板金加工技術の確立による新分野への展開 尾西信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00091 株式会社イー・メンテ豊橋 9180301029836 通常枠 プラント建設業から電子回路シーケンサ設計製造業への新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 高浜市 R2232U00094 株式会社東豊商会 1430001054835 通常枠 樹脂製品の多品種少量生産分野から量産加工と自社製品開発、販売の新事業展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 津島市 R2232U00096 株式会社マイシン 7180001098753 通常枠 産業廃棄物の中間処理場建設に伴う地球環境保全貢献プロジェクト 税理士法人杉浦経営会計事務所

中部 愛知県 一宮市 R2232U00097 丸井鉄工株式会社 1180001083711 通常枠 大型門形マシニングセンタ導入による半導体製造ライン向け大物加工の実現 岐阜信用金庫

中部 愛知県 半田市 R2232U00098 株式会社旭モータース 3180001091514 通常枠 運転年齢向上と健康維持のためのフィットネスジム運営 知多信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 R2232U00103 株式会社光和製作所 3180001080442 通常枠 完全オーダーメイドの一貫生産体制を活用し、加工食品製造ライン部品市場への参入計画 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00105 株式会社エヌ・エー・ジム 2180001016257 通常枠 単独小売店（モノ）からフィットネス＆ヨガ（コト）を加えた複合店舗への業態転換 みらいコンサルティング株式会社

中部 愛知県 安城市 R2232U00107 イセ工業株式会社 7180301013503 通常枠 高精度大径曲げ加工の実現による、ロケットエンジン分野への参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U00108 株式会社中部日本互助会 2180001004699 通常枠 「葬儀の小規模化」を捉えた経営資源の再分配と「ペット葬」の新規展開 株式会社エベレストコンサルティング

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232U00109 株式会社ショーエイ 5180003000322 通常枠 薄板の低ひずみ溶接技術を活用した新製品・新分野へのチャレンジと、溶接工程の現場集約による生産の効率化 株式会社十六銀行

中部 愛知県 東海市 R2232U00112 株式会社マルエム 2180001089344 通常枠 テレワーク可能なワークスペース・配信用スタジオのレンタル事業 半田信用金庫

中部 愛知県 あま市 R2232U00121 有限会社大島工作所 3180002091505 通常枠 自動車部品製造業から高級ティッシュ等生産設備部品の精密研磨加工への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00122 一口 通常枠 既存そば店の閉店とテイクアウト専門店の新規開店 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00132 株式会社服部商店 4180001039859 通常枠 ファブレスから「製品・サービス」総合提供会社への業態転換を実現 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00133 トキワランバテック株式会社 3180001038820 通常枠 間伐材を一括購入、チップ材を加工販売する事業でＳＤＧｓ実現 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 江南市 R2232U00134 株式会社アイチケン 4180001087321 通常枠 伝統木造建築の経験の蓄積を生かした日本初の伝統建築用大型材木プレカットサービス 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00135 アデキ産業株式会社 2180001129950 通常枠 太陽光エネルギー発電ロス低減を実現する！独自開発洗浄ブラシでパネル洗浄事業へ新規参入 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00136 栄新薬株式会社 9180001004032 通常枠 気流粉砕技術による地産野菜パウダー化で挑むフレイルケア食進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 豊田市 R2232U00137 株式会社ＧＳＰ 6180301021845 通常枠 地域の調剤薬局が挑む高齢者男性に焦点を当てた通所介護事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00139 株式会社中京電気 7180301025440 通常枠 ドローン・電気設備保守技術を活用し高圧線点検事業へ新分野展開 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 一宮市 R2232U00140 有限会社石渡建設 6180002078086 通常枠 土木工事に新たに測量サービスを導入し、施工のＩＣＴ化を実現 浮島　達雄

中部 愛知県 小牧市 R2232U00142 三晃金属株式会社 4180001075929 通常枠 超省人化製造転換で最先端ビルの意匠を支える特殊深曲げ製品進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 R2232U00147 アトリエボーテサカエ 通常枠 美容技術を活用したトータルビューティーサロンの新分野進出計画 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 日進市 R2232U00150 株式会社ジェーイーエスインターナショナル 7180001067460 通常枠 貸ダンススタジオ、及びギター関連の小売店舗・修理事業展開への挑戦！ 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232U00155 サンタキアラ 通常枠 パンデミックの影響を受けづらい新しいレストラン像の追求 税理士法人コスモス

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232U00156 ヒロセ合金株式会社 7180001022671 通常枠 鋳造会社による新規５軸加工機導入で省人化、新規品への挑戦 Ｎｏ．１税理士法人

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00157 エステサロン　シャルル 通常枠 コロナ禍の需要をターゲットにしたオンライン配信事業 豊橋商工会議所

中部 愛知県 一宮市 R2232U00159 株式会社ＤＲＥＡＭ　ＯＮ 2180001133300 通常枠 居酒屋での仲間との夢の時間を家族の夢の時間へ！ハンバーグ専門店への進出 岐阜信用金庫

中部 愛知県 知多郡阿久比町 R2232U00160 株式会社日成電機製作所 8180001020526 通常枠 工作機械製造装置から食品製造装置用制御盤の生産体制の構築による新分野展開への挑戦 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00161 有限会社水谷ケミカル 8180002034715 通常枠 太陽光パネル大廃棄時代に向けた『太陽光パネル処分業』への参入 株式会社十六銀行

中部 愛知県 東海市 R2232U00162 株式会社二俣製作所 7180001095107 通常枠 金型製造から自動車バックドアへのセンサー取り付け治具等製造へ展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232U00163 Ｂａｄｍｉｎｔｏｎ　ｃｌｕｂ　ｈｏｕｓｅ　Ｃｈｉｃｋ 通常枠 東海地区初！専用アリーナを持つバドミントンスクール開校と運営 名古屋商工会議所

中部 愛知県 津島市 R2232U00168 末廣寿司 通常枠 冷凍した郷土料理「モロコ寿司」と医療機関向け弁当の製造販売 津島商工会議所

中部 愛知県 西尾市 R2232U00169 株式会社Ｍａｃｈｉｕｍａ 2180301030024 通常枠 競走馬の早期回復サポートする競走馬専用リハビリセンターの開所 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 一宮市 R2232U00171 株式会社亀屋 4180001086959 通常枠 和菓子作りキット販売及びＷＥＢ活用の和菓子作り体験サービス事業 株式会社フライングサポート

中部 愛知県 春日井市 R2232U00174 株式会社カノウモールド 8180001077500 通常枠 遊技機金型偏重からの脱却を図るフッ素樹脂等の高硬度金型製造による新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 小牧市 R2232U00175 ジオトラスト株式会社 3180001106593 通常枠 環境に優しい新型工法の提供および内製化による業務体制の刷新 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232U00176 株式会社名古屋化学工業所 9180001022471 通常枠 専用建屋で５Ｇ高周波対応用の高機能樹脂を開発し、電子機器市場へ進出 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 あま市 R2232U00177 有限会社村上組 3180002091075 通常枠 鉄骨材料を自社内加工で行う事で、工事の短縮化と省力化につなげる。 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 半田市 R2232U00180 上中建築株式会社 6180001091585 通常枠 地域高齢者の「老後の住」を支援するホーム運営と空家管理 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00181 株式会社ＮＯＶＩＣ 7180001071339 通常枠 ライフイベントカンパニーへのシフトチェンジ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 津島市 R2232U00184 株式会社八村呉服店 1180001096589 通常枠 老舗呉服店の強みを活かした「革新的フォトウエディング事業」 株式会社エベレストコンサルティング

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00185 有限会社大和 2180302008291 通常枠 業界でも数少ない超大型プラスチック部品生産体制構築による新事業への進出 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 R2232U00186 株式会社丸由製作所 5180001011098 通常枠 補修・消耗部品の統括的供給に向けての設備投資 岡崎信用金庫

中部 愛知県 知多郡東浦町 R2232U00188 株式会社フジエ 2180001092868 通常枠 金属加工技術とソフトウェア開発ノウハウでＩＯＴ生産システムを構築 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00189 新出工業 通常枠 新市場であるマスク製造機器用部品への新分野展開 佐原　啓泰

中部 愛知県 尾張旭市 R2232U00191 ケーイング株式会社 6180001080290 通常枠 地域経済と飲食・宿泊業界の活性化に向けた古民家再生事業の推進 東濃信用金庫

中部 愛知県 豊明市 R2232U00201 有限会社木だち 3180002063990 通常枠 Ｂ型就労支援事業とギャラリー併設型のカフェショップ事業へ進出し、業種転換を図る 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00203 株式会社松寿 2200001020941 通常枠 ［和菓子系スイーツの通販・テイクアウト専門店」への新規参入事業 株式会社エベレストコンサルティング

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00206 株式会社Ｋ＆Ｊフロンティア 9180001124961 通常枠 業界初！三河牛の熟成肉を強みにした精肉店への業種転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00214 興亜商事株式会社 7180001003903 通常枠 情報セキュリティ事業参入：記憶媒体ミリ単位破砕と社会貢献モデルの構築 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00216 有限会社大須土地管理 2180002005036 通常枠 セルフエステ経営と再構築事業の経験を活かしたテナント支援による地域活性化 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 一宮市 R2232U00217 有限会社梶田機械工業 3180002076043 通常枠 超長物精密加工による半導体製造ライン向け部品への事業展開 いちい信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 R2232U00218 株式会社鈴重 3180001054669 通常枠 脱炭素社会に向けた電気自動車のインフラ整備を担う事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00219 株式会社グリット 3180001069898 通常枠 『地域密着型動画広告配信』事業計画 株式会社名南経営コンサルティング
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中部 愛知県 豊橋市 R2232U00220 株式会社メキシポン 9180301029051 通常枠 デリ販売を伴う喫茶業への転換による多角店舗展開事業 豊川信用金庫

中部 愛知県 西尾市 R2232U00223 株式会社セイワ 1180301022550 通常枠 パートナーロボット部品製造事業に進出し、医療介護のサービス向上に貢献 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00224 株式会社オフィスＥＭＰ 8120001166580 通常枠 強みである営業力を活かした就労継続支援Ａ型事業所への転換事業 中谷　浩一

中部 愛知県 豊田市 R2232U00225 有限会社エーワン 5180302022521 通常枠 放置民有山林整備事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00229 有限会社熱情グループ 4180002054080 通常枠 南知多の豊かな食材をあらゆる形で提供する熱情プロジェクト 岐阜信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 R2232U00231 株式会社アイワトレイデング 2180301016163 通常枠 ３Ｄデジタル技術を駆使した建設車両リバースエンジニアリング事業 刈谷商工会議所

中部 愛知県 一宮市 R2232U00232 株式会社ありす 9180001105136 通常枠 一宮モーニングの喫茶店が展開する「美・酒」の新たな「憩いの場」提供事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00233 株式会社エイリン 8180302004310 通常枠 保全・修理のしやすさをコンセプトとした搬送用ロボット製造事業 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 丹羽郡大口町 R2232U00237 協栄産業株式会社 4180001087379 通常枠 竪型射出成型機の導入による、プレス加工と樹脂成型が高度に融合した新製品の展開 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00239 九頭龍　柳橋 通常枠 鮮魚卸売業から繊細かつ高品質輸送を提供する運送業への業種転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00240 有限会社永田建築 3180302008935 通常枠 介護リフォームの経験を活かして福祉用具貸与販売事業への進出 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00241 株式会社三洋電業社 8180001062881 通常枠 ＦＣ向け設備工事ノウハウを活かす冷凍餃子の移動式無人販売事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 春日井市 R2232U00242 株式会社藤木コーポレーション 5180001134683 通常枠 人材の強みを活かした超硬工具再研磨により業種転換を果たす 小倉　裕樹

中部 愛知県 津島市 R2232U00243 株式会社葵精工 7180001096311 通常枠 工場環境の安全衛生と協力会社の廃業問題を解決する、小径シャフト製造の内製化 小倉　裕樹

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00251 株式会社ＢＴダンススタジオ 1180301028473 通常枠 非対面型オンラインレッスンの拡大とオンライン発表会への転換 税理士法人創経

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232U00261 株式会社エドワード一級建築設計事務所 9180001090725 通常枠 建築設計力を活かした、一棟貸宿泊ビジネスへの新分野展開 足立　剛

中部 愛知県 津島市 R2232U00262 株式会社装建 9180001098529 通常枠 従来の工法（ブラスト工法）から循環式ブラスト工法への転換 税理士法人アクロス

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U00264 株式会社サンケン 9180001100186 通常枠 新しいＧＤＳ工法で液状化対策市場の獲得を目指す 東濃信用金庫

中部 愛知県 安城市 R2232U00265 有限会社さがみや 3020002023721 通常枠 デジタル技術を活用した非接触型のセルフ脱毛専門メンズエステ事業 株式会社森田経営

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232U00267 株式会社あい美す 6180001024586 通常枠 美容商社の情報力で失客を防ぐ！スタイルの再現性に特化した電子カルテの開発 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 一宮市 R2232U00271 茶久染色株式会社 3180001084303 通常枠 ガーゼ遺残事故解消の為の手術用ガーゼ向けＲＦＩＤタグの製造 尾西信用金庫

中部 愛知県 碧南市 R2232U00275 加藤謙鉃工株式会社 1180301015133 通常枠 電気自動車関連部品製作事業への参入 株式会社十六銀行

中部 愛知県 尾張旭市 R2232U00276 アサヒ工業株式会社 5180001079458 通常枠 マンションストック問題における大規模修繕工事の足場組み事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 弥富市 R2232U00287 株式会社太光ワークス 3180001116469 通常枠 人手不足で長期化するトラック塗装を短納期化し、物流活性化に貢献 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00289 株式会社リクルーティング・デザイン 1180001041867 通常枠 ニッポンの介護人材の未来を担う、アジアを視野に入れた人材総合サービス事業計画 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00290 株式会社石井商店 2180001137210 通常枠 インドアゴルフ練習場・ゴルフスクール経営への新規参入 岐阜信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 R2232U00292 株式会社エスエイチ 3180301016484 通常枠 キャンピングカー用シートの企画・販売及び取付けによる業態転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊田市 R2232U00293 友新精機株式会社 8180301019524 通常枠 製造方法の変更による新たなハイブリッド車用デフケース生産への進出 碧海信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00295 谷脇工業株式会社 5180301013042 通常枠 恒温管理施設における集光用レンズ金型の新開発による太陽光発電市場への参入計画 税理士法人森田経営

中部 愛知県 碧南市 R2232U00297 宮地工業株式会社 6180301015566 通常枠 自動車部品向け製造装置から医薬品向け製造装置への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232U00298 土地家屋調査士法人スペース設計 6180005016398 通常枠 土地家屋調査・測量のポータルサイト開設運営による業種転換 豊田信用金庫

中部 愛知県 西尾市 R2232U00299 りこ助産院 通常枠 母子を見守り、今の時代を共に生きる助産院の改革 西尾商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00300 有限会社中村工業 3180002028556 通常枠 次世代新工法によるアスベスト除去事業への新たな挑戦 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232U00301 株式会社アライブ 9180001050010 通常枠 ＡＩとＩＴをフル活用した、教育＆コミュニケーションアプリ事業 林　千尋

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00302 株式会社ディーエスエス 4180001053521 通常枠 太陽光発電設置事業のノウハウを活かした空き地・空き家問題解決サービスの展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00308 株式会社アスラン 4180301022052 通常枠 自社の低温真空乾燥技術を活用し無農薬コーヒー・バナナを余すことなく使用した６次産業化事業の構築 豊橋信用金庫

中部 愛知県 新城市 R2232U00309 有限会社穂岳 8180302028210 通常枠 先代と築いた営業力を活かす工期短縮に資するプレカット材輸送事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00310 中日裝業株式会社 7190001013281 通常枠 新仮設工法を開発し、超高層マンション大規模修繕へ挑戦 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00317 株式会社アスタスタ 3180001059362 通常枠 ＷＥＢ受託事業からプラットフォーム事業への転換 株式会社大三経営事務所

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232U00318 東山株式会社 9180001028758 通常枠 物流業務の生産性向上を実現するトラック荷量分析ＡＩアプリ販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 R2232U00319 有限会社三割屋 2180002080046 通常枠 お客様の声を受け、独自の「街で働く車の車屋さん」への新分野展開 尾西信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00320 有限会社デンタルワールド 3180302010643 通常枠 歯科技工所からデンタルプロデュースコンサル業への事業転換 佐原　啓泰

中部 愛知県 愛知郡東郷町 R2232U00325 株式会社津代エクステリア 1180001066831 通常枠 地域の特性を生かしたシミュレーションゴルフ事業への展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 安城市 R2232U00331 株式会社こみでん 5180301029328 通常枠 スマート農業に向けた梱包・搬送作業の省力化設備の開発 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 弥富市 R2232U00334 中森技研株式会社 2180001097603 通常枠 コロナ禍において市場拡大が進むロボット産業への進出事業 石川　裕史

中部 愛知県 西尾市 R2232U00335 有限会社まるいち 9180302026510 通常枠 多彩な塗装を行うレストア自転車専門店へ業態転換 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 みよし市 R2232U00341 株式会社サンコー精機 9180301020308 通常枠 次世代電気自動車用バッテリー関連部品分野向のプレス金型製作技術の構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00343 有限会社おり紙 5180002022986 通常枠 ポストコロナに向けた地域に密着した飲食事業への新分野展開 依田　裕

中部 愛知県 碧南市 R2232U00344 ヨシダ工業株式会社 2180301015611 通常枠 ステンレス加工技術修得による低温物流市場への参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00348 株式会社ＫＰ 8180001072996 通常枠 クロワッサン専門店「麦香奏」ブランド構築に向けた事業基盤整備 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00349 近藤金属工業株式会社 9180001030227 通常枠 熱加工技術の新規導入により、産業機器向けから協働ロボット向け部品製造へ進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 知立市 R2232U00350 有限会社広見商事 7180302019631 通常枠 「当社独自の専用複合加工機」による最適化ラインの構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00355 株式会社ＡＪドリームクリエイト 7180001086452 通常枠 競合他社をターゲットに変える逆転の発想「焼肉店から食肉加工業への新展開」 坪井　亮

中部 愛知県 名古屋市南区 R2232U00358 株式会社生方製作所 8180001014131 通常枠 災害に負けるな！ＢｔｏＢを活かしてＢｔｏＣへ挑戦 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232U00359 長苗印刷株式会社 2180001022437 通常枠 植物主成分のバイオマスプラスチック使用によるハイブリッドパッケージ製品（紙＋フィルム）の製造 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 東海市 R2232U00362 株式会社たつとり 8180001137725 通常枠 訪問看護・介護ステーションとナーシングホーム設立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知多郡美浜町 R2232U00363 有限会社齊藤工業 6180002083433 通常枠 高精度・高耐久の半導体製造装置部品の生産体制構築による新分野展開への挑戦 西岡　昭彦

中部 愛知県 西春日井郡豊山町 R2232U00365 株式会社大永水産 1180001052311 通常枠 プロが選ぶ鮮魚を３Ｄ冷凍技術活用で家庭用商品開発・通販事業分野への展開 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 刈谷市 R2232U00366 有限会社石川研磨 8180302017923 通常枠 超大型精密円筒研削盤の導入による、次世代向け高機能性フィルム製造用大型金属部品加工への進出 朝日税理士法人

中部 愛知県 碧南市 R2232U00369 三和株式会社 9180301015274 通常枠 アルミエンジン部品からＥＶ・脱炭素化部品製造への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 R2232U00370 豊桑産業株式会社 1180001088603 通常枠 デジタル技術を活かした高品位家具市場への展開による経営革新の実現 各務原商工会議所

中部 愛知県 日進市 R2232U00371 株式会社エアロクラフトジャパン 3180001067571 通常枠 ３Ｄ金属積層造形機（３Ｄプリンター）導入による航空機産業への参入 株式会社りそな銀行

中部 愛知県 半田市 R2232U00376 株式会社ＯＨＡＮＡ　ＳＥＬＦ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 4180001122631 通常枠 知多半島の魅力発見！アフターコロナに向けた屋外カフェ併設のグランピング事業 坪井　亮

中部 愛知県 安城市 R2232U00377 株式会社杉浦機械 1180301012997 通常枠 超難削材の独自加工技術開発と夜間連続操業によるロケット部品等量産化事業 碧海信用金庫
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中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U00386 株式会社青電社 3180001017064 通常枠 電気設備業界末端をデジタル化し、人、紙、時間の無駄を削減。業界の課題を解決！ 公益財団法人名古屋産業振興公社

中部 愛知県 蒲郡市 R2232U00387 株式会社平野屋 9180301011265 通常枠 平野屋サウナープロジェクト！日帰りサウナを新設し、新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 瀬戸市 R2232U00391 品野セラミックタイル工業株式会社 5180001078872 通常枠 意匠性向上の為のインクジェットプリンター導入による新販路構築。 かがやきコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00393 株式会社ＭＦＣ 6180001103084 通常枠 建設業に必要不可欠な足場の組立・解体サービス 丸山　和秀

中部 愛知県 一宮市 R2232U00394 金銀花酒造株式会社 4180001082529 通常枠 小規模酒蔵の『モノ売り』から『コト売り』へのビジネスモデル転換 いちい信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00396 九州料理もつ鍋い子い 通常枠 食肉販売業への参入と「もつ鍋＆焼肉」ハイブリット業態への転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 R2232U00399 株式会社勝真 3180001071895 通常枠 大型の車両整備及び工具の導入による大型車両整備事業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 安城市 R2232U00408 味処　うおみ高棚店 通常枠 ドライブスルーで商圏拡大！レシピ提案型コミュニティスーパー開設による新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 西尾市 R2232U00410 小林工務店株式会社 2180301026113 通常枠 自然素材の（化学物質素材を使わない家）自社注文住宅ブランドの立ち上げと展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00413 株式会社ｖｉｎｏｆｏｎｉｃａ 4180001131483 通常枠 ワイン革命。「ナチュラルワイン、オンライン全国普及計画」 加藤一男

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00414 有限会社鈴木鈑金 2180002028029 通常枠 カーボンニュートラルへの挑戦！遮熱事業で日本の節電に貢献する 税理士法人ファミリィ

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00418 光フードサービス株式会社 6180001072619 通常枠 飲食業界では先進的な完全非接触・ＤＸを導入するファミリー向け焼肉店の開業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 蒲郡市 R2232U00419 株式会社大須賀商店 4180301010833 通常枠 日本の中心（愛知県）から自社製・自社ブランド（布団類）でＥＣ事業に挑む 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00422 株式会社備長 5180001081133 通常枠 鰻に捉われない新概念の「ひつまぶし」の海外展開事業 税理士法人アイ・タックス

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00423 株式会社まるてん 7180001069853 通常枠 ＩＯＴ管理による医療再生美容液及び膣ハフ施術のエステティックサロン 泰山　秀政

中部 愛知県 北名古屋市 R2232U00431 橋梁技建株式会社 4180001045824 通常枠 橋梁付属物建設技術パッケージ化によるカスタムメイド型製品販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00433 有限会社千成工業 8180002046124 通常枠 食品包装分野でのスリット加工と製袋加工の一環加工体制の確立 株式会社エフアンドエム

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232U00435 名東化工機株式会社 4180001003047 通常枠 特許技術！金属加工用特殊クーラント水製造販売による事業再構築 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U00438 株式会社ケベット 2180001123169 通常枠 ダクト施工業から製造へ進出してワンストップ体制を構築し、顧客の利便性を向上 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232U00439 中部食肉販売株式会社 2180001062318 通常枠 事業譲渡で承継した経営資源を活用した、新規販売ルートへの進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00440 ジャパンファースト株式会社 5180301004388 通常枠 地域の産業活性化に貢献する冷凍冷蔵事業への新分野展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00441 堀場産業株式会社 2180001040637 通常枠 オンライン大規模バンケット会場改装による売上回復の取組み 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00443 日中企画株式会社 7180002058789 通常枠 テイクアウトとＷＥＢ予約を組合せた本格上海料理ファストフード店への転換 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00447 株式会社大福 8180001104659 通常枠 愛知県東海市に弊社初の物流センターを建設し新事業に取り組む 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00449 グラストップ株式会社 1180001102529 通常枠 新型コロナを不活化するガラスコーティング剤の量産、施工体制の確立 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00450 スマイルプラス合同会社 4180003014967 通常枠 家事代行ＷＥＢマッチング事業 金﨑　卓也

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00455 株式会社ＳＫＹｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 7180001071033 通常枠 伝統的和菓子「どら焼き」のリノベーションによる再構築でＶ字回復を図る取組 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 大府市 R2232U00456 近藤鉄筋株式会社 7180001088928 通常枠 切断・圧着・検査を一貫で行える、全国初の機械式継手の加工工場兼倉庫の実現と販路拡大 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 海部郡飛島村 R2232U00457 大地株式会社 3180001097536 通常枠 精密加工による除菌ゲートと非鉄金属加工への新分野展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 豊川市 R2232U00460 株式会社戸苅工業 9180301010358 通常枠 半導体搭載部品生産設備の製造分野へ新規展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232U00462 有限会社まる商会 4180002022252 通常枠 事業譲受した食堂の焼肉店への転換による食肉卸売業の事業再構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 東海市 R2232U00463 株式会社ＭＲ 9180001115069 通常枠 自家消費型太陽光システムを活用したゼロエネルギー観光拠点整備計画 東濃信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 R2232U00466 東海挾範株式会社 4180001006917 通常枠 ゲージと三次元測定機を連携させたインライン自動検査システムの事業化 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00470 株式会社スギノ 5180301005915 通常枠 自動車の金属加工技術による歯科技工物製作アウトソーシング事業 株式会社フロウシンク

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00471 名古屋フアーニチア株式会社 1180001039085 通常枠 プラスチック等の破砕による再生リサイクル事業の展開 宮﨑　陽平

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00473 有限会社エム・プロダクツ 2180302011097 通常枠 循環型ライフスタイルを体感できるコミュニティー施設の開発および飲食サービス業の展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U00475 株式会社ジェーケー・コーポレーション 9180001048434 通常枠 ＱＯＬ向上に資する革新的なムース食品の開発を通じた新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00478 株式会社アイティーコスモス 1180001049076 通常枠 災害時の情報収集及び警戒監視のための「災害対応支援システム」 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00479 株式会社シンキレーザ 5180301005865 通常枠 レーザー加工のスペシャリストが挑む新分野展開のための新たな生産体制構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232U00485 株式会社リンクス 9180001109517 通常枠 介護ロボットを活用したリハビリトレーニング型高齢者施設の運営 税理士法人川島・伊縫合同会計事務所

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00488 有限会社アイワ技研 5180302000320 通常枠 新型レーザー加工機が可能にする精密加工で新分野進出 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00491 株式会社イートジョイ・フードサービス 7180001059037 通常枠 ポストコロナに対応した屋外で飲食が楽しめるキャンプＢＢＱ場の開業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 碧南市 R2232U00492 石川軽金属工業株式会社 5180301015071 通常枠 成長分野である半導体製造装置部品市場への新規参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00496 有限会社大新製作所 8180002011805 通常枠 難切削加工技術を活かした医療品包装機械分野への新分野展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 丹羽郡大口町 R2232U00498 カサイエレック株式会社 7180001115310 通常枠 沖縄県初となる「実証ラボ」を通じたデジタル化システムの製造販売事業 沖縄県商工会連合会

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00499 有限会社カズオフーズ 4180302000858 通常枠 新しい調理方法を活用した給食提供サービス事業の業態転換 岡崎信用金庫

中部 愛知県 みよし市 R2232U00500 株式会社ＹＭＤテック 5180301020666 通常枠 自動車電動系領域の高精度装置部品の新分野展開を図る放電加工プロセスの新構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00502 株式会社ＰＲＥＣＩＯＵＳ・ＢＥＡＵＴＹ 3180001100324 通常枠 低所得者向けの介護・看護付き住宅型有料老人ホーム 浅野　要

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232U00503 合同会社大須Ｎスタイル 7012403003200 通常枠 地域福祉貢献と顧客利便性を追求したＩｏＴコインランドリー事業 前田　直

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00506 株式会社アルファスポーツ 2180001101447 通常枠 完全非対面で運動指導を行うセルフフィットネス事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 R2232U00511 カムエンジニアリング株式会社 9180301003948 通常枠 産業機械事業の縮小と精密部品加工事業の拡大に向け設備投資を行い事業の「選択と集中」を図る 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 愛知県 刈谷市 R2232U00514 有限会社アンジュ 5180302017876 通常枠 バーテンダーが作る本格クリームソーダ－を提供するギャラリー喫茶 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232U00515 サン食品株式会社 3180001021909 通常枠 ロカボ（低糖質）商品の開発と生産体制の確立による新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 安城市 R2232U00518 曙工業株式会社 4180301012623 通常枠 航空機部品の切削加工技術を応用した半導体製造装置部品加工への新規参入 西尾信用金庫

中部 愛知県 豊田市 R2232U00519 株式会社丸加釀造場 3180301019330 通常枠 発酵で健康を提案！カフェで新たなお客様とつながる仕組みづくり 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 R2232U00520 有限会社パール金属 1180002032378 通常枠 ３ＤＣＡＤ／ＣＡＭ及び三次元測定機導入による械部品設計事業の開始 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00521 株式会社八洲 8180001033180 通常枠 密な地下街飲食店から、中食＆外食ハイブリッドの再構築モデルへ 株式会社中京銀行

中部 愛知県 愛西市 R2232U00523 株式会社乃久知フーズ 7180001097739 通常枠 カット野菜・カットフルーツ工場の「濃厚な果実感ソルベ」製造販売への挑戦 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 西尾市 R2232U00525 有限会社光和サービス 5180302001178 通常枠 当社のノウハウと技術力を活用して射出成形教育市場のトップスなる！ 喜田　佳映里

中部 愛知県 名古屋市港区 R2232U00528 株式会社ユアネットワーク 2180001058043 通常枠 特殊車両を扱う専門業者がコロナ禍対策を施した飲食店への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232U00532 株式会社スマイル 2180001088701 通常枠 イチゴおよび地元農産物の加工食品製造および販売による新分野展開 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232U00533 夢木香株式会社 3180001024465 通常枠 日本初全棟個別フィンランドサウナ付き“八ヶ岳サステナビレッジ”事業計画 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 愛西市 R2232U00535 株式会社東栄超硬 3180001097189 通常枠 精密加工部品の測定・修正加工ワンストップ超特急サービス 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U00537 有限会社太陽舎 2180002000929 通常枠 ＩＴを活用した２４時間対応の複合サービス提供型店舗への業態転換 瀬戸信用金庫
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中部 愛知県 安城市 R2232U00538 株式会社タキオン 5180301013595 通常枠 プレス試作加工の技術を活かし、金型保管期間が終了した旧モデル自動車の補給部品の小ロット生産事業への参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 春日井市 R2232U00539 株式会社オリエント総業 6180001075679 通常枠 ＡＭＲ　（協働型自律走行ロボット）　応用による軟包装グラビア印刷工程の自動化推進事業 東春信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00541 株式会社ネイチャーズウェイ 5180001016221 通常枠 オンライン接客・販売事業 税理士法人ブレインワン

中部 愛知県 大府市 R2232U00552 株式会社システムオーエヌイー 6180001092534 通常枠 コインランドリー店舗のＩｏＴ化による高精度な顧客サービス提供 泰山　秀政

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00555 大角建材株式会社 2180001011753 通常枠 リサイクル土砂の開発による建築材料業として土木分野への展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 大府市 R2232U00557 有限会社池本シート商会 1180002084592 通常枠 鉄骨加工を加えた新ブランド立ち上げによる、付加価値空間創造事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232U00559 横井クレーン株式会社 3180001029084 通常枠 安全で狭隘地へも対応した新たな工事法による障害物撤去事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00560 株式会社アサノ食品 4180001018771 通常枠 冷凍用早炊き加工米の製造販売 松下　昌弘

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00564 株式会社大和 5180301001534 通常枠 食品スーパーの強みを活かした鮮度の高いフルーツサンドのＥＣ及び卸売事業の構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 日進市 R2232U00566 株式会社フォークス 1180001067689 通常枠 子ども向け野外プログラムを備えた新しいグランピング施設「スターツリーズ中津川」 株式会社みらい経営

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232U00567 株式会社ピーエスアロー 7180001061802 通常枠 地方営業所の新設と抗ウイルス効果がある水溶液を用いた衛生サービス事業への事業転換 水野　輝彦

中部 愛知県 安城市 R2232U00568 株式会社サンライズ 7180301016530 通常枠 大型ＮＣ加工機の導入による商社から建築装飾加工メーカーへの転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00569 株式会社藏 2180001137870 通常枠 食通に「他にない味」と言わしめた隠れ家的創作和食料理店の味を家庭に届ける 愛知商工連盟協同組合

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00570 株式会社シンユー 6180302001490 通常枠 食品・薬品業界向け生産ライン、ロボット設計・製作事業への進出 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232U00573 株式会社ＴＥＮ 2180002063133 通常枠 落ち着いた空間で作業できるオンラインワーカー向けレンタルオフィス 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232U00575 株式会社ＷＣＳ 5180001057496 通常枠 ワールドコスプレチャンピオンシップ審査員検定試験の実施事業 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 名古屋市南区 R2232U00577 福崎鋼業有限会社 8180002014642 通常枠 家具部品プレス加工に特化した金型の開発製造による　部品サプライヤーから開発型メーカーへの転換 伊藤　誠悟

中部 愛知県 あま市 R2232U00578 中日本炉工業株式会社 3180001098443 通常枠 半導体分野へ進出！国内唯一のＣＶＤコーティング装置と新しいビジネスモデルを創出し事業再構築する。 岐阜信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00579 有限会社野村土木 6180302002506 通常枠 人工芝を活用した環境と経済が共存する環境循環型社会の実現 豊田信用金庫

中部 愛知県 東海市 R2232U00581 株式会社ＳｏＬ 9180002087729 通常枠 介護・福祉をもっとスマートに！高齢者と障がい者の幸せな暮らしを量産するハッピーホーム 知多信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 R2232U00587 有限会社水上食品 4180002052101 通常枠 伝統製法と最新自動充填機を融合した煮豆から和スイーツへの業態転換 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00588 株式会社新生工業 5180001120246 通常枠 Ｘ線画像診断によるマンション給排水管リフォーム工事の受注拡大 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00594 株式会社ヤマサンイトウ 3180001033219 通常枠 ＰＢ製品によるユーザー顧客開拓事業 辻中　修

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00596 有限会社スリーポイント 7180002049747 通常枠 ２４時間いつでもお袋の味を楽しめる煮物専門店の立ち上げ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232U00602 伊藤金型工業株式会社 2180001023253 通常枠 リバースエンジニアリングによる自動車金型の測定業務 小倉　裕樹

中部 愛知県 長久手市 R2232U00604 ＭＡＫＯＴＯ 通常枠 密を避けた新店舗移転による日本料理店から創作料理店への転換 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 半田市 R2232U00605 キッコウトミ株式会社 8180001091641 通常枠 昔ながらの製造方法の特長を最大限に活かす醤油・味噌製品での新市場開拓 半田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00606 株式会社バルデコ 1180001113014 通常枠 パーティ便事業の開始計画 税理士法人ＴＡＧ経営

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232U00607 ワールドビジネス株式会社 1180001055470 通常枠 脱卸業！ウィズコロナ対応高品質ゲートの開発と販売 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 瀬戸市 R2232U00609 有限会社米祐商店 5180002071736 通常枠 コロナ過における、中食・内食分野での炊飯・加工技術を活かした食の価値創造 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00612 ケーピーワークス株式会社 8180001003885 通常枠 パーソナライズＤＭ事業立ち上げによる事業再構築 春日井商工会議所

中部 愛知県 海部郡大治町 R2232U00613 株式会社ホリウチ 8180001098463 通常枠 オリジナル鉄骨ユニットの開発・自社製作・施工販売による新分野展開 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00614 合資会社気晴亭 7180003005030 通常枠 冷凍食品による名古屋めしを全国発信事業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00618 Ａｈａ　ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ株式会社 8180001115879 通常枠 個室型サウナの新規開店による業種転換の実施 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 稲沢市 R2232U00622 サロンドフェイスモアナ 通常枠 美と健康に特化したカフェ事業参入で体内から美のサポート 稲沢商工会議所

中部 愛知県 一宮市 R2232U00623 川口合成株式会社 5180001082651 通常枠 真空成形の技術を活用したブリスターパックの製造販売事業 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 R2232U00625 有限会社アシスタ 7180002052800 通常枠 障害者専門の日中サービス支援型グループホームの運営 伊藤　誠悟

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232U00626 株式会社アイオン 9180001072087 通常枠 自動車部品の輸入金型の生産トライサポート及び小ロット成型品生産の請負事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岩倉市 R2232U00627 愛国機械株式会社 4180001087750 通常枠 新業種取引先獲得・家屋効率向上計画 小倉　裕樹

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00631 中野製作所株式会社 2180301004201 通常枠 鉄道車両製造業界向けの台車関連部品加工を開始する新分野展開 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232U00633 合同会社ひまわり企画 5180003018645 通常枠 名古屋市内の住宅地で安心して暮らせる障がい者グループホーム事業 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00638 マツシロツール株式会社 9180001053582 通常枠 デジタルオートメーションによる無人化工場事業 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232U00640 滝本技研工業株式会社 6180001023844 通常枠 半導体事業に参入する為の精密加工への受注取組 小倉　裕樹

中部 愛知県 刈谷市 R2232U00643 有限会社アペオ技研 1180302017863 通常枠 測量業から水災害対策コンサルティングサービス業への展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00644 合同会社ちくさ企画 6180003019106 通常枠 障がい者向けグループホーム 株式会社静岡銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00646 合同会社ケイアンドエス東京 2180003014960 通常枠 名古屋の中心部で快適・安全な生活することを支援する障がい者福祉事業 株式会社静岡銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00650 株式会社名西薬品 2200001027904 通常枠 保険調剤薬局事業への新規進出 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232U00652 ねお豊田うりずん 通常枠 日本初！２４時間営業の「カットステーキ専門店」の立ち上げ 豊田信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00655 株式会社一進 4180301027489 通常枠 デザイン力を活かした自社ブランドの確立で下請依存体質脱却 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00657 有限会社大政 2180302006808 通常枠 炭焼き調理を特徴とした地産地消日本料理店への事業転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232U00658 加賀産業株式会社 1180001035101 通常枠 ショッピングカート除菌装置の開発 中谷　安良

中部 愛知県 知多郡東浦町 R2232U00663 明興産業株式会社 3180001092891 通常枠 木型パレット製造事業を活かしたトレーラーハウス製造販売への新分野展開 税理士法人　Ｂｒｉｃｋｓ＆ＵＫ

中部 愛知県 碧南市 R2232U00668 有限会社ファイブ 9180302020216 通常枠 小規模地域の連携フードデリバリーとゴーストキッチン事業の構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 R2232U00672 松山毛織株式会社 7180001084613 通常枠 服飾系から農業分野への進出－天然繊維製の栽培用ネットの販売－ 株式会社エー・シー・エム

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00673 株式会社アーテック 6180301001772 通常枠 コロナに負けない、安全で安心な給食を届ける、こども給食事業 林　和夫

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00676 株式会社アレックス・ジャパン 3180001071284 通常枠 航空宇宙で培った技術でフライトシミュレータ製造販売事業を創設 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00677 株式会社マ・メゾン 1180001003909 通常枠 外食と内食の共存を目指した既存飲食店併設による小売業への参入 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 R2232U00687 株式会社中庄商店 2180001101125 通常枠 老舗鰻卸問屋が再起を懸ける！鰻のかば焼きレストランＦＣ展開事業！ 株式会社十六銀行

中部 愛知県 安城市 R2232U00688 ニチモウ印刷株式会社 7180301013197 通常枠 脱プラ顧客需要の受け皿　国内初の立体紙シートプレス事業 りんく税理士法人

中部 愛知県 春日井市 R2232U00690 株式会社わしの製作所 2180001077506 通常枠 金型製造ノウハウを土台とした、プラスチック射出成形事業への参入 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232U00695 株式会社ミガキの木村 8180001053864 通常枠 革新的３Ⅾプリンター等の導入による先進的・独創的な次世代デジタル生産方法の確立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 春日井市 R2232U00697 株式会社ざわ 2180001078512 通常枠 個室で味わう至福の焼き肉 片野　千哉

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232U00702 ＴＡＫＩＳＳＡ 通常枠 ＥＣサイト構築及びセントラルキッチン建築による事業再構築計画 小栗　崇嗣

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00703 株式会社ＲＥＢＩＵＳ 7180001119484 通常枠 価値観の多様化と生き抜く力を育てる新たな学童保育事業への業種転換計画。 株式会社大垣共立銀行
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中部 愛知県 豊田市 R2232U00704 藤野工業株式会社 7180301019194 通常枠 次世代自動車向け超ハイテン用プレス金型の生産プロセスの開発 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00705 ヒカリ・レンタル株式会社 7180301006861 通常枠 ＡＲ（拡張現実）技術で「まちの活性化」、地方共創型イベント創出事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 春日井市 R2232U00708 中村鉄工株式会社 8180001074646 通常枠 入手困難な大型コア部品のデジタル再生！３Ｄ技術の強化によるデジタルツイン事業の構築 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00717 トライボス株式会社 4180001106584 通常枠 脱毛、痩身マッサージを軸としたメンズエステ事業へ進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00718 株式会社ボニト 1180001032651 通常枠 鰹だし等パウダーを使用した新商品の海外展開事業 アアル株式会社

中部 愛知県 安城市 R2232U00721 株式会社サンワ金型 9180301012890 通常枠 ファウンドリ型生産事業開拓のための生産設備保全事業の構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00723 株式会社三雅 2180001049389 通常枠 国際大会受賞の美容鍼灸師監修、ライブコマースによる販路拡大 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232U00728 株式会社シッククリエーション 8180001058665 通常枠 「言語能力開発講座（作文・小論文・その他各種カリキュラム）を動画で提供する」事業による新分野展開 株式会社プロシード

中部 愛知県 清須市 R2232U00736 中京プラケア株式会社 4180001026155 通常枠 製造設備事業の新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00737 ニッコアイエム株式会社 9180001133913 通常枠 印刷業からフレキシブルオフィスサービス業への事業転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00739 フジタセイカ株式会社 1180001032486 通常枠 駄菓子工場からグルテンフリー食品工場への事業転換 中日信用金庫

中部 愛知県 弥富市 R2232U00743 大津鉄工株式会社 3180001098963 通常枠 建設用部品の金属加工業からマンション等の建築地盤鉄筋施工サービス業への進出 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232U00744 株式会社ＤＡＴＺ 7180001053758 通常枠 テイクアウト・デリバリーに適した健康志向型ハンバーガー業態の開発 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00746 株式会社シエラ 3180001127458 通常枠 介護士育成の経験を活かした自社介護付老人ホームの建設 岡田　悦子

中部 愛知県 豊田市 R2232U00748 株式会社トラストスタッフ 8180301020358 通常枠 派遣業から各種先進機器設計事業社への再構築 株式会社エモーサル

中部 愛知県 豊田市 R2232U00751 大沢金型製作所有限会社 2180302021609 通常枠 次世代自動車向け部品の製造に向け先端的なデジタル技術を活用 小倉　裕樹

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00754 株式会社あづま 8180301006522 通常枠 自社の強みを生かした建設現場の全工程ＩＣＴ施工の実現 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232U00761 株式会社ネットプラザ 3180001024655 通常枠 アフターコロナを見越した、オフィスのリノベーション事業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 R2232U00763 福田造園土木株式会社 6180301019121 通常枠 「ベランダガーデン」オーダーメイド本格ウッドデッキのネット販売 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00764 株式会社アトム 3180001058182 通常枠 ＡＩを活用したマーケティング精度向上プロジェクト 株式会社北陸銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00765 伊藤塗装工業株式会社 9180301005110 通常枠 抗ウィルス塗装の量産化を実現する新技術を活用した感染予防製品の製造 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00769 株式会社リンクコンサルティンググループ 9011101062300 通常枠 アフターコロナ・オールオンライン採用システム 藤田　吉高

中部 愛知県 東海市 R2232U00772 有限会社鏡 3180002088864 通常枠 管工事業を行う企業が、業務用洗浄機の製造を通じて産業機械メーカーに転換する事業 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00775 株式会社ミライメイク 1180001025077 通常枠 子どもの夢を応援する職業体験型ｗｅｂサイト 税理士法人中央総研

中部 愛知県 清須市 R2232U00779 株式会社ウイングオート 2180001045181 通常枠 輸入車正規ディーラー店の強みを生かし車の保管サービス事業参入 廣瀬　陽介

中部 愛知県 小牧市 R2232U00780 株式会社アシストコーポレーション 3180001077901 通常枠 建設ＩＣＴ化を図り少人数で舗装施工を可能に！ウィズコロナ時代に対応 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00781 株式会社Ｈ＆Ｆカンパニー 8180001073160 通常枠 新たな商品開発『愛知産地消アイスクリーム』 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 弥富市 R2232U00783 ダイヨシ・コーポレーション株式会社 8190001003612 通常枠 クラウド型ＩＯＴシステムを足場資材リース業運営に活用する 泰山　秀政

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00792 和牛旬菜　一颯 通常枠 コロナ禍におけるゴルフ需要を取り込む最新型シミュレーター導入事業 坪井　亮

中部 愛知県 西春日井郡豊山町 R2232U00796 株式会社小塚屋 1180001052278 通常枠 航空業界からの撤退に伴う、介護食市場への参入計画 株式会社名南経営コンサルティング

中部 愛知県 知多郡南知多町 R2232U00797 株式会社まるは 1180001092992 通常枠 アグリツーリズムとバーチャル体験を融合した「いちご観光農園」の運営と「加工品開発販売」 知多信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00799 合同会社Ｕ建築設計室 4180303004222 通常枠 ＶＲ住宅展示場「Ｕタウン」みんなの街プロジェクト 林　和夫

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00800 株式会社ｉｆオートサービス 6190001018752 通常枠 福祉車両の販売、賃貸業から整備業へ事業拡大する新分野展開 税理士法人創経

中部 愛知県 豊川市 R2232U00806 株式会社ＢＵＩＬＤ　ＬＩＦＥ 5180301021937 通常枠 ニューノーマル時代の新しい宿泊様式「非３密の体験型複合リゾート施設事業」 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00809 株式会社オールキャスティング 4180001065673 通常枠 障碍者雇用促進拡大に向けた人材供給事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00817 株式会社アルファポイント 8180001034055 通常枠 マルチタスクネットワーク物販端末を用いた地域・設置特性を活かした販売ソリューション 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 弥富市 R2232U00818 アサイウッドマテリア株式会社 4180001097361 通常枠 今後、建設需要が増加する木造の大規模建築物で使用可能な、国産スギ材を原料とした準不燃・難燃合板の開発 株式会社百五銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00819 株式会社アビリブ 1180001056163 通常枠 Ｗｅｂマーケティングに特化したコワーキングスペースとモデルとしてのＥＣ立上 株式会社十六銀行

中部 愛知県 瀬戸市 R2232U00825 株式会社上々 2180001106009 通常枠 トレーナーのスキルアップ・資格取得を後押し！ヨガスタジオ大改装 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00828 株式会社ナカモサンルート 8180001031969 通常枠 コロナ禍・ポストコロナにおける宿泊市場の変化に対応したステイケーション、ワーケ―ション型商品の販売事業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00831 株式会社エイティーンエンタープライズ 9180301012511 通常枠 トータルコーディネートでキレイを写す、スタイルフォト事業の展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 犬山市 R2232U00832 リタペットクリニック 通常枠 獣医師によるコロナ対応型ペットセルフウォッシュ・トリミング施設の建設 近藤　紀幸

中部 愛知県 みよし市 R2232U00836 有限会社近藤商会 7180302024805 通常枠 地域密着型ガス会社の日本最先端　ＧＴＬ一般取扱所への挑戦によって未来を創造！ 株式会社エモーサル

中部 愛知県 春日井市 R2232U00837 株式会社ウェザーテック 2180001073744 通常枠 災害時対応型オートキャンプ場の建設と運営による自立型経営の確立 東濃信用金庫

中部 愛知県 あま市 R2232U00838 株式会社ファインクオリティ 5180001129048 通常枠 開発工場の稼働と自社のプロから技術指導を展開 小倉　裕樹

中部 愛知県 一宮市 R2232U00840 株式会社Ｃｌｏｕｄ９Ｍａｒｋｅｔ 7180001119369 通常枠 東海初！モーニング＆カフェが楽しめるグランピング新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 安城市 R2232U00843 馬場産業株式会社 3180301013218 通常枠 最新の高剛性マシニングセンタ導入による脱炭素社会への取組み 岡崎信用金庫

中部 愛知県 東海市 R2232U00844 Ｋ．Ｍ．Ｋ．株式会社 2180001113500 通常枠 レーザー加工をチャンスに！思い切った再構築でコロナ影響克服 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 西尾市 R2232U00845 株式会社新美鉄工所 7180301022586 通常枠 大型金属部品の一体加工技術で挑む食品加工機械市場への進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232U00848 有限会社近藤食品 3180002056838 通常枠 高級食パンのテイクアウト・３６５日宅配サービス事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 R2232U00850 株式会社鬼頭 4180001116022 通常枠 最新型５軸マシニングセンタを活用した人命と未来の自動車産業の守る新分野への新事業展開 水野　正勝

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232U00851 株式会社ダウニーイースト 2180002058430 通常枠 季節のシュークリームを目玉にテイクアウト・デリバリー事業を展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 あま市 R2232U00854 株式会社あるてあ 9180001099188 通常枠 感染症対策をした重度障がい者グループホームへの新分野展開！ 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00856 株式会社Ｍａｍｍａ　Ｍｉａ 1120001203373 通常枠 中食ハイブリッド型焼肉店の事業展開を目的としたセントラルキッチン建設 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U00859 株式会社シマウイング 7180001042546 通常枠 カフェが展開する観葉植物販売と体感型ボタニカル事業 税理士法人創経

中部 愛知県 大府市 R2232U00861 有限会社林田電気システム 8180002087119 通常枠 ふるさと農園大府ＨＡＲＡＮＥＣＯ事業～Ａｆｔｅｒコロナの新しい観光農園 半田信用金庫

中部 愛知県 あま市 R2232U00862 株式会社ナテック 5180001099365 通常枠 超軟質樹脂によるヘルスケア事業への新規参入及び、制振・静音部品への更なる展開を目指す 尾西信用金庫

中部 愛知県 西尾市 R2232U00864 朝日精密工業株式会社 4180301022960 通常枠 立体複雑形状樹脂製品の品質課題を解決する新事業の創設 西尾信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00865 葵巧研有限会社 4180302001798 通常枠 メッキ工程のデジタル化・自動化と新洗浄方式による新たな表面処理技術の開発 岡崎商工会議所

中部 愛知県 津島市 R2232U00868 井ノ口産業株式会社 3180001102709 通常枠 新分野「プラスチックのリサイクル事業」の展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232U00870 株式会社福明会 5180001101659 通常枠 コロナ対策有料老人ホーム事業の新規立ち上げ ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00878 株式会社中京 5180001020082 通常枠 ＥＶ工具の開発を行い、カーボンニュートラルの実現を加速させる事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 東海市 R2232U00880 有限会社秀建 3180002088773 通常枠 擁壁工事ワンストップサービスの提供と地盤改良＋基礎工事への参入 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00881 藤田工業有限会社 9180002012463 通常枠 【誘導コイル製造の加圧注型金型による熱板式短時間加圧注型法の開発】 株式会社名古屋銀行
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中部 愛知県 犬山市 R2232U00884 株式会社エムケイユニティー 1180001081707 通常枠 リサイクル事業への挑戦！廃棄物を資源化して循環型社会を目指す 税理士法人中央総研

中部 愛知県 清須市 R2232U00886 有限会社シーエスモーターサービス 4180002057166 通常枠 トラック専用整備・架装工場の開業及び整備フローのデジタル化 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00890 株式会社アイアールハーツ 8180001061834 通常枠 家食需要に新風を！高級食材名古屋コーチンのファストフード化で東京進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 清須市 R2232U00893 株式会社ハンディ 4180001124454 通常枠 障がい者が生き甲斐をもって活躍できる食パン専門店の立ち上げ 野本　伸一郎

中部 愛知県 安城市 R2232U00894 株式会社ユナイテッドフードサービス 2180301026765 通常枠 ハワイアンカフェの新規開店による新分野展開の実施 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U00895 一般社団法人高耐久ＳＳＴライニング協会 5180005014114 通常枠 不足している障がい児の放課後等デイサービス施設を開設し、明るい豊かな社会を実現する事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 清須市 R2232U00896 アクト株式会社 1180001045174 通常枠 高精度フィルム加工技術を活用した医療用フェイスシールド製造・販売への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 R2232U00898 三星ケミカル株式会社 5180001083848 通常枠 カーボンニュートラル社会の実現に貢献するリサイクルペレット事業への挑戦 三嶋啓一

中部 愛知県 半田市 R2232U00899 株式会社エーエムデザイン 8180001135316 通常枠 付加価値をサービスとした部品加工事業とＷｅｂマーケティングへの進出 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 R2232U00906 株式会社志恩 2180001090599 通常枠 祖業の居酒屋を大幅縮小し、新分野として焼肉事業に進出する 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊明市 R2232U00907 有限会社栄工業所 3180002064023 通常枠 ＥＶ自動車部品製造に不可欠な真空熱処理炉を導入することによりＥＶ車部品製造参入 西尾信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00908 株式会社Ａ．Ｉ 6180301004602 通常枠 遊休地を活用したグランピング事業で取り組む事業再構築への挑戦 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00911 ＭＳドリーム株式会社 2180001068975 通常枠 特殊陶片を用いた農業用水濾過装置の組み立て販売と工業型農業プログラム販売への業種変更 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 R2232U00913 株式会社ｅｎｊ‐ｉ 3180001113202 通常枠 モデル店舗構築と出店ノウハウ提供による業態転換促進事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00919 ベーグジャパン株式会社 3180001025835 通常枠 機械化による量産化とＥＣ通販・量販店での販売事業 辻中　修

中部 愛知県 名古屋市南区 R2232U00921 株式会社明伸タイヤサービス 8180001134763 通常枠 軽自動車による低価格な中長期貸しレンタカー事業 税理士法人　寺尾会計事務所

中部 愛知県 名古屋市港区 R2232U00923 株式会社サンエネック 2180001100746 通常枠 雇用のシェアが実現する「アンテナショップと安納芋スイーツ製造」による企業レジリエンスの強靭化 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 春日井市 R2232U00927 有限会社田口商店 4180002066539 通常枠 和室に特化したショウルームの設置と、ショウルームを活かした新規事業 春日井商工会議所

中部 愛知県 名古屋市港区 R2232U00931 株式会社ソルテ 8180001135919 通常枠 センシング技術×グラフィックアート活用によるヘルスケアイベント事業展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00937 株式会社ビジネス・ソリューション 9180001055694 通常枠 メーリング施設の刷新による業務の機械化と印刷分野への進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00944 株式会社ミライヲ 3180001120140 通常枠 新たな和洋菓子の販売の開始 愛知信用金庫

中部 愛知県 一宮市 R2232U00945 株式会社トキ・テック 4180001091109 通常枠 テレビ制作で培ったスキル・経験を活かしたＶＲ・ＡＲスタジオ事業への事業転換 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232U00947 有限会社チェントロ 6180002056868 通常枠 人気イタリアンが高齢者施設向け高級デリバリーと独自パスタの通信販売 監査法人コスモス

中部 愛知県 春日井市 R2232U00948 株式会社アーティストリー 6180002064895 通常枠 木材デジタル加工と職人技術で理想形状を実現、建築業界へ進出 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 稲沢市 R2232U00953 株式会社池戸製作所 1180001085526 通常枠 プラスチック製品分野への挑戦によるサプライチェーンの統合 ミッドランド税理士法人

中部 愛知県 名古屋市港区 R2232U00955 二和運輸株式会社 6180001007319 通常枠 宅配事業「ＴＹＫデリバリー」 太陽グラントソントン税理士法人

中部 愛知県 名古屋市南区 R2232U00958 株式会社モトシオプラスチック 4180001048372 通常枠 ドローン市場参入によるアフターコロナ社会の中における収益分散化を目指した再構築事業 株式会社ダイワマネジメント

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232U00962 株式会社ＴＴＫ 7180001017531 通常枠 ウェルネス事業（動的ストレッチマシンの製造と販売） 根本　景子

中部 愛知県 日進市 R2232U00964 株式会社Ｄｅｃｏ－Ｊ 7180001119402 通常枠 内装業からの業種転換、コロナ禍でも強い飲食店開業による事業 株式会社三重銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232U00966 株式会社プロシード 7180001055408 通常枠 新たなサウナの楽しみ方「サ道」の開発によるプライベートサウナ事業 税理士法人Ｈ＆Ｐ

中部 愛知県 一宮市 R2232U00970 株式会社大一油脂 2180001084279 通常枠 食品廃棄物を再利用。昆虫を利用した資源循環系の確立。 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232U00975 株式会社ジェイ・クリエイト 1180001052583 通常枠 歪矯正機専用制御システムの開発及び自社製軸自動歪取機の開発新事業展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00977 ＫＯＭＡＨＯＴＥＬ合同会社 5180003017523 通常枠 「空き家再生」総合施設建設によるオフィス市場への参入計画 株式会社中京銀行

中部 愛知県 大府市 R2232U00980 丸岩産業株式会社 7180001092715 通常枠 地域連携デリバリーサービスの確立と弁当宅配サービスによる事業再構築計画 碧海信用金庫

中部 愛知県 半田市 R2232U00983 ｆａｃｔｏｒｙ８４ 通常枠 古民家活用でのシェアオフィス事業 税理士法人ヴェンティ

中部 愛知県 小牧市 R2232U00984 栄和産業株式会社 6180001075596 通常枠 超高齢化社会での介護需要を捉えた、ＱＯＬ向上を目指した新介護用品製造 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00986 株式会社全進堂 5180001053883 通常枠 当社の印刷技術を活かしたオリジナルアイテム・グッズの製造・販売 株式会社プロシード

中部 愛知県 稲沢市 R2232U00987 株式会社アイピー・ファインテック 8180001085651 通常枠 ハイポサイクロイドギアを応用した医療機器部品製造による事業再構築 税理士法人大樹

中部 愛知県 西尾市 R2232U00989 株式会社サイバーサル 2180301028159 通常枠 事業譲渡によるスケートリンク事業の存続と新サービスの展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 半田市 R2232U00990 有限会社Ｂダッシュ 7180002088836 通常枠 「３Ｄデジタルデータ技術」で、中小企業の「イノベーション」に貢献 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U00993 株式会社石垣商店 6180001007855 通常枠 脱炭素社会の実現に向けた「洋上風力発電」分野への新規参入事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00994 株式会社クリッククローバー 2180001071112 通常枠 ＳＥＳ業界向けマッチングアプリ「ツナグ．ＳＥＳ」を提供し、ＳＥＳ業界の生産性向上に貢献する 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 蒲郡市 R2232U00995 加藤煙火株式会社 3180301010883 通常枠 点滅花火技術を用いた価値創造の第一歩として国内外の新市場へ進出する 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 R2232U00998 株式会社大成 1180001014773 通常枠 マッチングサービスによる対面型営業からの脱却と他業種、全国への営業展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 半田市 R2232U00999 知多印刷株式会社 4180001091827 通常枠 オリジナル地域物産小売りとＥＣサイト・アンテナショップの運営 加藤一男

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U01003 株式会社ライフタップ 1180001077399 通常枠 ウィズコロナ時代の完全個室型シミュレーションゴルフスタジオ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U01005 株式会社イークリエイト 6180001053759 通常枠 子供の「心技体」に関わる教育事業としての体操教室の新規参入 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U01015 アン・クリエーション株式会社 5180001041665 通常枠 ＶＲを活用したデジタル・コンテンツで新たな集客サービスを創出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 春日井市 R2232U01019 株式会社イー・スマイル 9180001102348 通常枠 先進システム活用による住宅分譲事業 ミッドランド税理士法人

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U01021 有限会社ダスキン守山 7180002000981 通常枠 屋内活動が増える環境において日常の衛生面と快適性を光で演出 株式会社エモーサル

中部 愛知県 豊橋市 R2232U01023 福井酒造株式会社 1180301006925 通常枠 タイ米ウイスキー製造販売を切り口とした海外における日本酒文化の展開・価値向上 株式会社静岡銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 R2232U01025 サハシ特殊鋼株式会社 4180001006512 通常枠 火葬場における棺の無人搬送システムの開発、事業化で新分野展開 公益財団法人中部科学技術センター

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U01026 株式会社クリスタル 4180001077314 通常枠 農業を地域の強みとして再生・事業化させることで地方創生を図る いちい信用金庫

中部 愛知県 日進市 R2232U01027 株式会社ＣＤＪホールディングス 1180001106389 通常枠 「中古スポーツ自転車市場におけるＣｔｏＣサポート事業への新分野展開」 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 R2232U01028 有限会社大正庵釜春 2180302002154 通常枠 非日常的空間を味わえる古民家カフェによる地域振興 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U01033 合資会社ヤスイペイント工芸所 2180003005984 通常枠 機能性パウダーコーティング新製品による新分野展開 税理士法人エイト

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U01034 株式会社ボカディレクション 7180001125482 通常枠 低迷する飲食事業とのシナジー効果を狙った同じビル内での個室サウナ事業を展開 株式会社りそな銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U01036 上田篤史 通常枠 夢を形に！融合型レンタルカフェキッチン 岩本　大輔

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U01040 株式会社西川創建 1180001123475 通常枠 中小建設関連業向けの安価で便利なスモール建機レンタル事業 權田　成悟

中部 愛知県 あま市 R2232U01042 株式会社ＡＵＴＯ　Ｄｒ．ＹＡＭＡＤＡ 9180001099337 通常枠 非対面、非接触型社会に向けた次世代のオーダーメイド移動式車両の製造販売による新分野展開 佐川　忠昭

中部 愛知県 春日井市 R2232U01045 株式会社来光工業 7180001013860 通常枠 誰も作った事のない超精密加工を施した高品質キャンプギア事業 税理士法人Ｈ＆Ｐ

中部 愛知県 豊橋市 R2232U01049 株式会社ホテルクリエイト 9180301008055 通常枠 太平洋ロングビーチ一望、グランピングコテージ展開による地域活性化 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 大府市 R2232U01052 株式会社クラティオ 2180001138638 通常枠 鍼灸師が非対面事業へ！セルフケアエステ事業への新規参入！ 大府商工会議所

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232U01056 株式会社プラスエステート 6180001071760 通常枠 科学的介護支援システムサービスの販売提供 株式会社　Ｉｍｐｌｏｔ　Ａｇｅｎｔ
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中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U01064 株式会社ウインズ 8180001046579 通常枠 保全業務のＤＸ化推進に繋がる点検ツール活用サポートサービス事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U01072 清風株式会社 5180001072470 通常枠 名古屋新名物「太閤コロッケ」のテイクアウト販売事業 株式会社中京銀行

中部 三重県 伊勢市 R2242S00001 有限会社二見木工建設 9190002009624 緊急事態宣言特別枠 伊勢市初の【ショールーム家具店×コワーキングスペース×レンタルスペース】の運営 株式会社第三銀行

中部 三重県 松阪市 R2242S00002 株式会社長栄軒 1190001010350 緊急事態宣言特別枠 独自創作パン製造ノウハウで、思い切った斬新なアイスクリームジェラート製造 竹内　一馬

中部 三重県 桑名市 R2242S00003 三協フイルム紙業株式会社 9190001012249 緊急事態宣言特別枠 環境配慮型商品に特化したデリバリ、テイクアウト容器のインターネット卸販売への新規参入 大西　美喜男

中部 三重県 鈴鹿市 R2242S00006 エムフーズサービス株式会社 2190001005382 緊急事態宣言特別枠 お弁当配達から新たなうどん・そばのイートインビジネスを展開する事業。 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 四日市市 R2242S00007 六条ストア 緊急事態宣言特別枠 ネット時代にローカルで挑む！新しい形の宿泊サービスの提供 前田　久美子

中部 三重県 四日市市 R2242S00008 株式会社ＨＭ 5190001019280 緊急事態宣言特別枠 愛猫を安心して預けて、旅行に行ける「ねこ専用ホテル」誕生～ここから始まる、こころに残る旅の思い出～ 三重県商工会連合会

中部 三重県 四日市市 R2242S00010 水九印刷株式会社 9190001016456 緊急事態宣言特別枠 世界中のファンの力を活用した、同人誌（自費出版マンガ）の、二次創作プラットフォーム運営 株式会社みらい経営

中部 三重県 四日市市 R2242S00011 イシズム株式会社 3190001017542 緊急事態宣言特別枠 ワーケーション・ヘルスツーリズム・観光農園で地域の活性化 株式会社オークジャパン

中部 三重県 四日市市 R2242S00012 Ａ　Ｗｏｒｋｓ合同会社 9180003016645 緊急事態宣言特別枠 男性専門美容室が手掛ける、男性専門脱毛サロン 株式会社みらい経営

中部 三重県 四日市市 R2242S00014 株式会社ユニバーサルシンク 7190001020443 緊急事態宣言特別枠 様々なニーズに対応した万能型マルチフォトスタジオで新分野展開 四日市商工会議所

中部 三重県 津市 R2242S00015 有限会社がぼてん 8190002004106 緊急事態宣言特別枠 テイクアウトと喫茶店営業によるアフターコロナに向けた業態転換 津商工会議所

中部 三重県 熊野市 R2242S00016 有限会社新兵衛屋 1190002005168 緊急事態宣言特別枠 食品製造業がポストコロナを見据え、大型観光施設に自社直営小売店を開設 熊野商工会議所

中部 三重県 桑名郡木曽岬町 R2242S00018 欣生株式会社 5180001115221 緊急事態宣言特別枠 プラスチック（ＰＡ、ナイロン）のリペレットの製造及び輸出事業 近藤　智也

中部 三重県 津市 R2242S00019 株式会社天然樹ホーム 3190001000523 緊急事態宣言特別枠 展示場で住宅性能の見える化を再現！リノベーション事業への新展開 株式会社アスライト

中部 三重県 桑名市 R2242S00020 株式会社鳥文 3190001024299 緊急事態宣言特別枠 ＡＩ・教育ＩＣＴで学ぶ自立型個別学習塾への業種転換 桑名商工会議所

中部 三重県 津市 R2242S00021 Ｔｈｅ１４ｔｈＭｏｏｎ 緊急事態宣言特別枠 バーテンダー監修；新しい真珠価値の創造 津商工会議所

中部 三重県 伊勢市 R2242S00022 株式会社三重軸装 1190001007462 緊急事態宣言特別枠 魅力ある工場づくり「表具の技」を発信するワークショップ 桑名三重信用金庫

中部 三重県 鈴鹿市 R2242S00023 有限会社輪音ｃｒｅａｔｉｏｎ厨 8190002007760 緊急事態宣言特別枠 新型コロナウイルス感染回避行動と外食動機に対応したウイズコロナ型焼き肉店の開設 四日市商工会議所

中部 三重県 鈴鹿市 R2242S00025 株式会社Ｈ．Ｌ．Ｓ 9190001023717 緊急事態宣言特別枠 コンテナハウス事業への新分野展開によりオンリーワン企業へ 税理士法人決断サポート

中部 三重県 志摩市 R2242S00026 株式会社山﨑 7190001008216 緊急事態宣言特別枠 既存事業の強みを活かした地産地消テラス型ＢＢＱ施設経営 中井　豊

中部 三重県 桑名市 R2242S00027 玉寿司 緊急事態宣言特別枠 老舗寿司屋のコワーキングスペース並びに料理教室の構築事業 桑名商工会議所

中部 三重県 四日市市 R2242S00029 伊藤酒造株式会社 7190001014321 緊急事態宣言特別枠 老舗酒蔵の技術を使った発酵系食品の開発による新生活の提案 四日市商工会議所

中部 三重県 津市 R2242S00032 有限会社安藤建設 5190002000074 緊急事態宣言特別枠 「住」＋「食」へ新分野展開！自家製天然酵母のパンと焼き菓子提供で四季を届けタイ 津商工会議所

中部 三重県 津市 R2242S00033 渡辺硝子株式会社 3190001001232 緊急事態宣言特別枠 耕作放棄地を活用。地域の知識人を先生に野外学習施設を開設。 津商工会議所

中部 三重県 松阪市 R2242S00035 株式会社和晃電設 1190001024706 緊急事態宣言特別枠 自家発電機の負荷試験事業で災害時対策、ＬＥＤビジョンで地域へ情報発信 税理士法人決断サポート

中部 三重県 四日市市 R2242S00036 株式会社エフディーシーエス 7190001022398 緊急事態宣言特別枠 あなただけのオリジナル木製キャンプギア（キャンプ道具）の製作・販売による新分野展開 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 四日市市 R2242S00037 株式会社ＪＣＣ 8190001023874 緊急事態宣言特別枠 和食職人が教える料理教室の開校を行い、コミュニケーションの場を提供する。 株式会社商工組合中央金庫

中部 三重県 鳥羽市 R2242S00039 浜英水産 緊急事態宣言特別枠 牡蠣養殖業者の挑戦！地域事業者と連携した水産加工業への進出と中食市場への参入 鳥羽商工会議所

中部 三重県 伊賀市 R2242S00041 伊賀ベジタブルファーム株式会社 3190001020001 緊急事態宣言特別枠 有機農産物等の生産・流通に関わる新たな情報サービス事業の立上 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 R2242S00042 株式会社ＴＮＧＭ 3190001017848 緊急事態宣言特別枠 介護利用者様の食から健康寿命延伸・機能性調味料で日本伝統旨みを世界へ イシズム株式会社

中部 三重県 四日市市 R2242S00043 株式会社ＡＩＲＳＩＤＥ　ＷＯＲＫＳ 8190001022059 緊急事態宣言特別枠 大型カフェからＡＩ搭載のトレーニングマシーンを導入したパーソナルトレーニング付きフィットネスジムへの進出 税理士法人決断サポート

中部 三重県 四日市市 R2242S00044 松阪牛たんど 緊急事態宣言特別枠
松阪牛や三重県の食材を使用した飲食店の味を食卓へ。ポストコロナ・ウィズコロナにおける中食需

要を狙
税理士法人決断サポート

中部 三重県 亀山市 R2242S00046 スマイルキッチン 緊急事態宣言特別枠 「弁当・惣菜等のテイクアウト・デリバリーサービス」 山北　正明

中部 三重県 津市 R2242S00047 さんとのーれ 緊急事態宣言特別枠 テイクアウトを主軸とした店舗移転開設事業計画 税理士法人　中田会計事務所

中部 三重県 伊賀市 R2242U00004 株式会社ＬＡＷＡＩ’Ａ 2190001024705 通常枠 当地域初のサブスクリプション型ヘアカラーサービス事業への挑戦 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 松阪市 R2242U00012 三重化学工業株式会社 9190001010608 通常枠 オープンイノベーション拠点『ミエラボ』を新設し外部の知見を活用してオリジナリティの高い製品を開発・販売する 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 R2242U00013 株式会社ウインクス 8190001014378 通常枠 オールスクラッチ方式の焼きたてパンを製造販売する本格ベーカリーショップの運営 経営創研株式会社

中部 三重県 志摩市 R2242U00015 有限会社浜佐建設 3190002011841 通常枠 建築家のデザイン力とデジタル切削機械を活用した家具の製造販売事業 マジェステ株式会社

中部 三重県 津市 R2242U00016 有限会社安藤鉄工所 2190002000077 通常枠 新たな生産体制確立により漁業関連自動化設備を提供する事業転換計画 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 R2242U00018 株式会社東光測量設計事務所 3190001000721 通常枠 「３Ｄ測量アプリ（ｍａｐｒｙ）の販売事業」と「Ｑ－ＧＩＳによる土砂崩壊対策のための表面流水の２Ｄ解析事業」 株式会社百五銀行

中部 三重県 桑名市 R2242U00019 株式会社大藤商会 3190001012353 通常枠 築１３０年古民家宿でノスタルジックな茶房（レンタルも可） 株式会社百五銀行

中部 三重県 志摩市 R2242U00022 有限会社佐藤養殖場 2190002011388 通常枠 牡蠣の高付加価値販売と廃棄ロスを無くす飲食店と商品開発事業 伊勢総合税理士法人

中部 三重県 四日市市 R2242U00024 株式会社スタッフブリッジ 9190001017594 通常枠 新たな主力事業の創出“人材マネジメントアプリの開発と外販”による事業再構築と経営基盤強化 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 いなべ市 R2242U00026 マル信緑香園 通常枠 体験型カフェの新事業展開による新規顧客獲得とお茶文化・地域振興 株式会社三重銀行

中部 三重県 鈴鹿市 R2242U00027 株式会社クレスコファーマス 9190001006267 通常枠 小児医療の調剤薬局から発達障害児のための療育施設事業への進出 堀江コンサルティングオフィス株式会社

中部 三重県 四日市市 R2242U00030 株式会社久真設工 4190001017764 通常枠 新たなる挑戦！高機能自動化ユニット製造事業による新分野展開 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊勢市 R2242U00031 株式会社グリル片山 3190001024803 通常枠 老舗フランス料理店がＥＣサイトとカフェで挑戦する起死回生計画 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 R2242U00035 三宅印刷株式会社 3190001001158 通常枠 ＥＣサイトの新規構築を通じたオンラインによる印刷通販事業への業態転換 北浜グローバル経営株式会社

中部 三重県 鈴鹿市 R2242U00037 株式会社ハンエイ 6190001005809 通常枠 掘った量より多く再生！土木事業者が改良土製造へ新事業展開 鷲尾　裕二

中部 三重県 津市 R2242U00043 株式会社立松 2190001019192 通常枠 地域を支える運送業をメンテナンスから支える自動車整備事業進出 株式会社三十三銀行

中部 三重県 亀山市 R2242U00045 パックスアライブ株式会社 2190001003477 通常枠 自社オリジナルブランドボックスの製造と販売に伴う、オンライン完結型のＥＣサイトの構築 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 R2242U00049 有限会社豊和精機 7190002007043 通常枠 インフラ市場から巣ごもり需要に沸く住宅リフォーム市場への進出 株式会社ゼロプラス

中部 三重県 四日市市 R2242U00050 株式会社Ｏ－ＧＯＥ 2190001017989 通常枠 地域雇用問題を改善！レンタルスペース事業で企業ＰＲとママの働き方を支援 四日市商工会議所

中部 三重県 名張市 R2242U00051 株式会社赤目山水園 6190001009867 通常枠 キャンプサイト＆グランピングコテージでコロナに強いアウトドア需要獲得 名張商工会議所

中部 三重県 四日市市 R2242U00058 株式会社ＭＯＡＮＡ 2190001025983 通常枠 建設業が行う地域に根差したリハビリ特化型自立支援型介護事業 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

中部 三重県 伊勢市 R2242U00059 有限会社婆娑羅 1190002009508 通常枠 伊勢市初！高付加価値脱毛サロンによるブランド構築でＶ字回復！ 三重県商工会連合会

中部 三重県 四日市市 R2242U00062 森欽窯業株式会社 5190001016583 通常枠 「障害」を「個性」に。発達障害児の可能性を伸ばす成長サポート事業 税理士法人サンアイ片山会計

中部 三重県 伊賀市 R2242U00065 エヌアイエ株式会社 9190001008404 通常枠 板金部品の下請け製造から配膳車筐体のＯＥＭ生産事業への転換 株式会社ゼロプラス

中部 三重県 いなべ市 R2242U00067 株式会社ＧＡＲＤＥＮＡＲＴ 8190001013413 通常枠 造園業の強みであるモデルガーデンと人材を活かしたガーデンカフェ事業 三重県商工会連合会

中部 三重県 名張市 R2242U00069 株式会社伊勢𠀋 8190001009287 通常枠 プロ向け卸オンリー業者イセジョウケンザイからの転換 株式会社シザコンサルティング

中部 三重県 津市 R2242U00070 株式会社美杉リゾート 9190001002200 通常枠 リゾートグランピング×地域課題解決型ワーケーションによる新分野開拓 税理士法人せいわ
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中部 三重県 鈴鹿市 R2242U00074 株式会社プレサイス 2190001005622 通常枠 蓄積したカップリング技術を活かし他メーカーと連携での新分野進出 鈴鹿商工会議所

中部 三重県 桑名市 R2242U00075 株式会社續橋製作所 1190001012405 通常枠 ダイカスト・アルミニウム製モーター部品の製造開始による産業用ロボット市場への参入 株式会社百五銀行

中部 三重県 桑名市 R2242U00077 株式会社花のホクセイ 2190001019168 通常枠 癒しとやすらぎのペットエンディングビジネス（供養・火葬・埋葬等一体型ワンストップサービス） 桑名三重信用金庫

中部 三重県 伊勢市 R2242U00078 有限会社ワイエス精機 2190002010051 通常枠 今後需要が高まるジェネリック医薬品の製薬機械製造の新規参入 株式会社中京銀行

中部 三重県 四日市市 R2242U00080 株式会社ＤＥＣＯＲＡ’Ｓ 6190001021351 通常枠 デザイン家具製作販売と３Ｄを活用した独自販売サイト開発による事業再構築計画 太陽グラントソントン税理士法人

中部 三重県 鳥羽市 R2242U00081 有限会社晋開産業 5190002010503 通常枠 コロナ禍の観光ニーズを捉えた新型ＢＢＱサイトで業種転換を図る 鳥羽商工会議所

中部 三重県 四日市市 R2242U00082 有限会社富士クラッチ工業所 5190002021764 通常枠 電動・電子制御化の流れを先取りした自動車部品リビルド事業の再構築 株式会社名古屋銀行

中部 三重県 四日市市 R2242U00083 ゆか鍼灸院 通常枠 地域名産の萬古焼でつくる鉢の製造販売事業への業種転換 小山　泰弘

中部 三重県 四日市市 R2242U00087 株式会社服部 2190001017626 通常枠 肥料製造・販売専門店が新たに提案力を活かした農薬販売に挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 R2242U00089 株式会社フィンド 8180001134227 通常枠 女性の美と健康に特化した動画・コンテンツ配信事業に進出する。 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

中部 三重県 四日市市 R2242U00090 藤井撚糸株式会社 7190001016061 通常枠 ホームユースカーペット向け高機能長繊維の一貫加工進出のためのヒートセット加工体制構築事業計画 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊勢市 R2242U00093 株式会社伊勢萬トレーディング 3190001025735 通常枠 食べ歩き型飲食店から非接触型小売店への転換による地域イノベーション 株式会社百五銀行

中部 三重県 度会郡大紀町 R2242U00094 滝原西村ハイヤー有限会社 4190002015800 通常枠 大型車、キャンピングカー、キッチンカー、に特化した整備工場の新設 三重県商工会連合会

中部 三重県 亀山市 R2242U00097 三重ローソク株式会社 8190001003505 通常枠 コロナ禍によるローソク需要の減少に対応するために漁網のコーティング分野に参入 亀山商工会議所

中部 三重県 四日市市 R2242U00101 有限会社タカトモ 7190002023016 通常枠 コロナ禍のストレス軽減や生活の豊かさを取り戻す釣船業の新展開 小山　泰弘

中部 三重県 多気郡多気町 R2242U00102 有限会社竹内牧場 6190002015253 通常枠 こだわり育成の松阪牛を直営店・ＥＣ展開により自社販売する新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 鳥羽市 R2242U00104 有限会社幸洋荘 8190002010491 通常枠 「季さらアネックス」建設による新事業「グランピング事業」の取組み 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 R2242U00106 株式会社ＬＥＧＡＣＹ 5190001023737 通常枠 住宅工務店向けの学びのオンラインプラットフォームの構築 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 R2242U00116 ミナミ産業株式会社 6190001016509 通常枠 独自技術を活かし、大豆を中心としたプラントベースフードによる新事業展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 亀山市 R2242U00117 山川運輸株式会社 9190001003561 通常枠 資材洗浄などの倉庫内メンテナンス業務の進出による付加価値向上 株式会社三十三銀行

中部 三重県 津市 R2242U00120 中勢製氷冷蔵株式会社 2190001000631 通常枠 個包装かちわり氷の商品化・量産化による新分野展開 浮島　達雄

中部 三重県 亀山市 R2242U00121 株式会社坂井電機 5190001003409 通常枠 製造・介護業界人手不足解消プロジェクト 株式会社百五銀行

中部 三重県 三重郡朝日町 R2242U00123 望月建築 通常枠 トレーラーハウスによるワ―ケーション推進計画 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 R2242U00125 株式会社トヤソニック 9190001015722 通常枠 取引先の供給要請への対応を通じた、自動化・ロボット市場進出計画 アアル株式会社

中部 三重県 松阪市 R2242U00127 株式会社とりいちフードサービス 6190001026061 通常枠 事業のＤＸ化により省力化と生産性の向上を達成しＦＣ店のモデルになる 松阪商工会議所

中部 三重県 桑名市 R2242U00129 株式会社衣裳乃井重 9190001012018 通常枠 老舗貸衣装店の提案する衣装と空間デザインを融合させたフォト事業 株式会社大垣共立銀行

中部 三重県 桑名市 R2242U00130 株式会社エルマーナ 1190001013130 通常枠 地元産野菜・ミールキット等宅配事業参入と都市との繋がりの創出 桑名商工会議所

中部 三重県 松阪市 R2242U00132 株式会社高瀬鉄工所 1190001010318 通常枠 人間と先端機械技術の融合。鉄骨改修工事のイノベーターへの挑戦 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 志摩市 R2242U00133 株式会社山芳工務店 4190001027912 通常枠 ソロ旅やワーケーションニーズを持つ若者をメインターゲットとしたカプセルホテル事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

中部 三重県 三重郡川越町 R2242U00134 合資会社早川酒造部 4190003001709 通常枠 酒造りのノウハウを活かした「甘酒」の製造・販売による新分野展開 三重県商工会連合会

中部 三重県 名張市 R2242U00135 光輝建設株式会社 3190001009762 通常枠 堆肥化事業を新分野展開し、再生利用業指定業者登録をして収益力向上 名張商工会議所

中部 三重県 伊賀市 R2242U00136 有限会社比土工業 9190002012826 通常枠 溶湯金属飛散に耐えうる火防着（耐熱耐火服）および加工用難燃樹脂の開発 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 R2242U00143 株式会社丸正呉服店 4190001005372 通常枠 日本の伝統と文化を世界中に発信！オンライン着付け教室事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 松阪市 R2242U00144 株式会社センプリーチェ 7190001022984 通常枠 食の時間を贅沢に。三重県の隠れた名産食材をふんだんに使ったジェラート販売事業 池田　正樹

中部 三重県 伊勢市 R2242U00152 三和真珠株式会社 7190001006681 通常枠 間崎島活性化プロジェクト　Ｍａｓａｋｉ　Ｉｓｌａｎｄ 銀座Ｋ．Ｔ．Ｃ税理士法人

中部 三重県 四日市市 R2242U00156 ヤマダイ食品株式会社 4190001016650 通常枠 家庭用カップ包装惣菜の製造販売展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 鳥羽市 R2242U00162 浜辺の温泉宿かめや 通常枠 海が見える旅館のテレワーカー誘致による起死回生 鳥羽商工会議所

中部 三重県 四日市市 R2242U00165 株式会社華月 9190001014550 通常枠 「業界初ハイブリット炊飯土鍋」の販売によるビジネスモデルの転換 四日市商工会議所

中部 三重県 四日市市 R2242U00166 株式会社三井理化工業 7190001016482 通常枠 ２４時間営業の個室型シミュレーションゴルフスタジオの運営とゴルフヘッドの修理・加工																			 桑名三重信用金庫

近畿 滋賀県 甲賀市 R2252S00001 株式会社山本園 6160001005621 緊急事態宣言特別枠 農薬不使用栽培茶園で健幸満喫。『朝宮茶』まるごと体験プロジェクト。 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 R2252S00003 株式会社八日市中央水産 6160001010308 緊急事態宣言特別枠 介護施設・病院への鮮魚提供という新分野への挑戦でＶ字回復を目指す事業 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 R2252S00004 ルーチェ鍼灸整骨院 緊急事態宣言特別枠 女性のためのウィズコロナ・ポストコロナ時代を生き抜く【免疫力を向上させながら行う瘦身サービス】 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 大津市 R2252S00005 株式会社ナチュラルグリット 1160001019080 緊急事態宣言特別枠 特許取得の酵母菌を活用したペット向けサプリメントの開発 株式会社シャイン総研

近畿 滋賀県 東近江市 R2252S00006 有限会社イヤシス 8160002010305 緊急事態宣言特別枠 次世代型セルフ脱毛サロン（完全セルフ含む）の多店舗展開事業 藤居　一彦

近畿 滋賀県 東近江市 R2252S00007 株式会社東近江セレモニー 7160001011775 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍で低迷する葬儀業に新たな付加価値の自宅葬で売上拡大を目指す 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 近江八幡市 R2252S00008 株式会社カワサキ 2160001010708 緊急事態宣言特別枠 木珠を活用した新商品開発と販路開拓 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 R2252S00009 伊串工務店株式会社 8160001009703 緊急事態宣言特別枠 コミュニティを生み出す会員制珈琲専門店 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 東近江市 R2252S00012 ゆるり処　和み 緊急事態宣言特別枠 高級居酒屋がもてなす゜海鮮焼肉で新ビジネスモデルの再構築 八日市商工会議所

近畿 滋賀県 草津市 R2252S00013 株式会社凛プラス 7160001016840 緊急事態宣言特別枠 ラウンジと小料理屋をコラボさせた新しい飲食店へのチャレンジ ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 東近江市 R2252S00014 いぬと肴 緊急事態宣言特別枠 イタリアンレストランへの新分野展開、他店舗との差別化を図る 税理士法人荻田会計事務所

近畿 滋賀県 大津市 R2252S00015 有限会社グローバル開発 1160002004858 緊急事態宣言特別枠 地域住民に心と体の健康と憩いの場を提供する新分野展開事業 税理士法人増田会計事務所

近畿 滋賀県 野洲市 R2252S00017 株式会社京滋建設 9160001015741 緊急事態宣言特別枠 最新ＩＣＴ機器の導入による、新たな事業領域への挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 守山市 R2252S00019 一般社団法人共生 8160005009781 緊急事態宣言特別枠 就労継続支援Ｂ型でのから揚げ専門店の新展開 片岡　令

近畿 滋賀県 大津市 R2252S00021 株式会社かね吉 7160001000456 緊急事態宣言特別枠 特殊冷凍を活用し「近江牛かね吉・老舗の味を」新規通販事業 大津商工会議所

近畿 滋賀県 草津市 R2252S00022 株式会社ジーテック 6160001022245 緊急事態宣言特別枠 少人数客を対象とした創作焼肉店事業への進出 野﨑　智仁

近畿 滋賀県 蒲生郡竜王町 R2252S00023 竜王蒲生野株式会社 2160001011045 緊急事態宣言特別枠 遊休地を活用したボルタリング＆キャンピングによる地域密着型リラクゼーション施設への進出 岩崎　弘之

近畿 滋賀県 大津市 R2252S00024 株式会社Ｓｅｖｅｎｔｈ　Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ　Ｐｒｏｊｅｃ 3160001021357 緊急事態宣言特別枠 テレワークと運動が両方できる施設で健康経営推進の先駆けとなる ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 彦根市 R2252S00025 有限会社清瀧 9160002008075 緊急事態宣言特別枠 老舗旅館によるベジタリアン志向の弁当デリバリー、レストランへの挑戦 彦根商工会議所

近畿 滋賀県 近江八幡市 R2252S00026 ます文 緊急事態宣言特別枠 お惣菜テイクアウト事業 奥居長生

近畿 滋賀県 草津市 R2252S00027 株式会社バイオセラー 1160001020550 緊急事態宣言特別枠 糞尿発酵促進剤による畜産業の糞尿処理の効率化を行い、人と動物の生活環境の改善を行う 小西　修

近畿 滋賀県 草津市 R2252S00028 株式会社ＯＫＵコーポレーション 6160001021635 緊急事態宣言特別枠 安心・安全・食べ放題！串かつ店からホルモン店へ事業転換 有限会社あんしん会計

近畿 滋賀県 大津市 R2252S00029 アルファウェイブ株式会社 5160001010572 緊急事態宣言特別枠 声質のデータ化と矯正、ＳＮＳ投稿戦略の非対面オンラインレッスン 山本　高久

近畿 滋賀県 長浜市 R2252S00031 株式会社おりひめ 5160001006488 緊急事態宣言特別枠 環境に配慮したＥＶ（電気自動車）で届ける企業向け配食料理サービス事業 藤　崇之

近畿 滋賀県 草津市 R2252S00032 株式会社かがやくいろ 3160001019938 緊急事態宣言特別枠 「居酒屋」から新しいジャンル「炭火石窯料理」確立のための転換 伊村　睦男
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近畿 滋賀県 長浜市 R2252S00034 トライム 緊急事態宣言特別枠 県内初！レーザー加工によるオリジナルグッズの企画・製作・販売を行う新分野展開 藤　崇之

近畿 滋賀県 守山市 R2252S00038 アズールブルー 緊急事態宣言特別枠 シェアリングで創出する縁が交わる新しい中山道守山 京都信用金庫

近畿 滋賀県 長浜市 R2252S00041 魚伊楼 緊急事態宣言特別枠 レザークラフトで、世界に一つだけの商品提供による新分野展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 草津市 R2252S00047 株式会社エムズ・システムサービス 8160001012533 緊急事態宣言特別枠 非対面で自動受付！新たなパーソナルジムの設立 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 高島市 R2252S00048 日本銘生合同会社 2160003001606 緊急事態宣言特別枠 肉屋から虫嫌いでも楽しめるＶＲ技術を活用した貸切ログハウスへ 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 R2252S00050 堀川達 緊急事態宣言特別枠 ミュージシャンから夫婦地元の大津市でカフェ・美容室へ業態転換 京都信用金庫

近畿 滋賀県 東近江市 R2252S00051 有限会社タカノ電気 1160002010253 緊急事態宣言特別枠 ドローン技術によるスマート農業の提案でポストコロナ時代へ挑戦 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 R2252S00053 魚重産業株式会社 9160001000198 緊急事態宣言特別枠 琵琶湖産の原材料を活かした燻製加工品の開発と販路開拓 有限会社あんしん会計

近畿 滋賀県 野洲市 R2252S00055 株式会社カルゲン関西 3160001015565 緊急事態宣言特別枠 カルゲン肥料を使った、農作物と栽培ノウハウ等の販売によるＰＲ 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 R2252S00056 大洋厨房株式会社 7160001001264 緊急事態宣言特別枠 老舗厨房機器業者の強みを生かした効率的で衛生的なキッチンカーの製造 Ｔ・Ｍ・Ｓ税理士法人

近畿 滋賀県 長浜市 R2252S00061 株式会社京岩神前殿 1160001006566 緊急事態宣言特別枠 非対面無人化脱毛エステサロン 株式会社マックコンサルタンツ

近畿 滋賀県 湖南市 R2252S00062 株式会社メルプ 3160001020879 緊急事態宣言特別枠 男性ビジネスマン専門セルフエステ・セルフスーツ店事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 湖南市 R2252S00063 割烹　吉泉 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト寿司・デリバリー寿司による新事業展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 守山市 R2252U00004 吉田電機空調株式会社 3160001016431 通常枠 移動式エステサロン導入による介護エステへの新たなチャレンジ 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 野洲市 R2252U00005 扶二工業株式会社 9160001015683 通常枠 設備・現場に合った安全カバーの開発・製造による受注生産から提案営業への展開 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00008 株式会社洗心寮 7160001001132 通常枠 遊休スペースを活用した高級食パン・和スイーツでコロナ禍を乗り越える事業 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00009 真郷精機株式会社 1160001004462 通常枠 保有する切削加工技術を活用した、カスタマイズ開発の包装用シール製品への新事業展開 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00016 アルピナＢＩ株式会社 5160001019077 通常枠 魚沼ガーデン（マウンテンアウトドア体験施設）の建設 株式会社商工組合中央金庫

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00022 日本ブリックス株式会社 9160001010049 通常枠 高いウレタン樹脂加工技術活用による建機用防振防音材製造への挑戦 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00024 サンレイ・フーズ 通常枠 コロナ禍で苦しむ飲食店に向けたキッチンカー参入への支援事業 京都信用金庫

近畿 滋賀県 草津市 R2252U00026 株式会社ＰＩＳＴ 1160001015014 通常枠 サブスクリプション制のセルフエステ＆女性専用ジム事業への進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00027 有限会社山本製作所 2160002002522 通常枠 再生医療分野向けマシン製作に取組み事業を再構築し日本の競争力向上に寄与する 京都信用金庫

近畿 滋賀県 守山市 R2252U00028 株式会社トレーディア 7160001016320 通常枠 滋賀県初の分子料理レストラン及びスポーツ施設運営への挑戦 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00029 株式会社トシプラ 9160001010073 通常枠 高機能樹脂を使ったハンドホール用継手による新分野展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 湖南市 R2252U00030 ファステストダイニング株式会社 9160001006138 通常枠 ファストフード店事業を経営の新たな柱とする事業再構築の取り組み 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00031 澤染工有限会社 4160002009581 通常枠 麻糸特殊コーティング技術の確立による業態転換の達成 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 長浜市 R2252U00032 ココー 通常枠 成長産業である環境・再エネ分野への展開に向けた金属加工製品製造体制強化計画 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 蒲生郡日野町 R2252U00036 株式会社ナガハシ 6160001010101 通常枠 移動式クレーンによる場所を選ばないレッカー車架装事業 依田　忠

近畿 滋賀県 守山市 R2252U00038 Ｃｈａｒｍ　Ｊａｐａｎ株式会社 6160001017071 通常枠 自社開発の美容サロン専売化粧品をＢｔｏＢへ販売する取り組み ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00042 有限会社ハリカ永源寺店 2160002009781 通常枠 大型葬儀事業から需要が増加する小型葬儀事業にチャレンジする取り組み ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 草津市 R2252U00044 株式会社エヌイーエフ 8160001012673 通常枠 日本初！「ｅスポーツ実業団リーグ発足」による新分野展開 京都信用金庫

近畿 滋賀県 甲賀市 R2252U00048 楽入陶房・壺中庵 通常枠 １日１組限定　信楽で本格的茶道ができる体験プラン付宿泊事業 滋賀県信用組合

近畿 滋賀県 高島市 R2252U00050 株式会社井保水産 5160001021652 通常枠 急激に拡大するおせち市場向けのおせち重新分野への展開 田畑　一佳

近畿 滋賀県 彦根市 R2252U00052 株式会社石鋳テクノ 7160001008061 通常枠 ポストコロナに向けた非対面・非接触に不可欠な協働ロボット事業への新分野展開 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 滋賀県 草津市 R2252U00053 株式会社ＭＳハウス 5160001014581 通常枠 女性専用「安息の地」を提供するコインランドリー事業 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 長浜市 R2252U00055 株式会社徳山 4160001018781 通常枠 地元食材を使用する和食発酵料理店での物販向け高保存性加工食品の生産販売展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 R2252U00057 近畿環境保全株式会社 6160001012758 通常枠 従来の顧客とのつながり、既存のトラックや物流ルートを利用した新たなリユース事業の展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 高島市 R2252U00058 株式会社箱館山 5160001022452 通常枠 展示・見学型施設から、体験型アウトドアパークへの新分野展開 税理士法人Ｔ－ＧＡＩＡ

近畿 滋賀県 長浜市 R2252U00060 中尾木材工業株式会社 1160001007597 通常枠 びわ湖沿い自社所有の土地を活用し新分野展開でグランピング事業に挑戦！ 坂東　不可止

近畿 滋賀県 草津市 R2252U00062 株式会社田村製作所 8160001012962 通常枠 高精度、ＩｏＴ化等による半導体製造装置用部品製造の本格参入 シェアビジョン株式会社

近畿 滋賀県 高島市 R2252U00065 ひだまり整骨院 通常枠 コロナ禍に安心安全なプライベートサロン展開による売上回復事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 湖南市 R2252U00067 株式会社クエスト 8160002005858 通常枠 新聞・乳製品戸別宅配網を活かし高級パン製造小売りへ進出 滋賀県信用組合

近畿 滋賀県 栗東市 R2252U00069 株式会社タニモト 7160001013482 通常枠 金属加工の高度化による多角化戦略として、医療機器産業へ進出 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 R2252U00070 藤居本家 通常枠 酒蔵の魅力と滋賀県産食材にこだわった料理提供による事業再構築 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 甲賀市 R2252U00075 株式会社サーノシマモト 9160001005296 通常枠 調剤薬局と美容エステ事業の融合によるＶ字回復計画 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 犬上郡豊郷町 R2252U00076 株式会社アローテック 9160001022358 通常枠 新工場設立による半導体装置部品メーカーへの転換 島吉　正人

近畿 滋賀県 長浜市 R2252U00077 轡製缶株式会社 6160001007733 通常枠 リサイクルセンター向けコンベア製造に新規参入し、地球環境問題の改善に寄与する 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00080 株式会社ニシイ 7160001001545 通常枠 高級食材近江牛をリーズナブルな価格のハンバーグで提供する事業 大津商工会議所

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00081 有限会社本郷工業 4160002001687 通常枠 ソーラーエネルギー自家消費型オフィスによる熱帯植物加工システム開発事業 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 R2252U00090 和楽ＤＩＮＩＮＧ忍 通常枠 オリジナルサンドパン・地元特産品等を使用したテイクアウト販売 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 近江八幡市 R2252U00093 株式会社とらわか 4160001010862 通常枠 米屋の選べるごはんと地元具材を組み合わせたオーダーおにぎり 近江八幡商工会議所

近畿 滋賀県 長浜市 R2252U00095 株式会社ｎａｄｅｓｈｉｃｏ 1160001009635 通常枠 リモートワーク需要に応えた新サービス提供による事業再構築計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00097 株式会社コバヤシ化成 5160001011505 通常枠 現業製造業の他に観光農園事業に進出し、企業全体の売上を安定化する事業 田畑　一佳

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00098 株式会社テクノチュウコウ 2160001018503 通常枠 新分野進出に向けた薄板加工に対応する生産体制による構造転換計画 株式会社エフアンドエム

近畿 滋賀県 野洲市 R2252U00101 株式会社沙羅 9160001016426 通常枠 「生から焼きあげる本格炭火焼うなぎ専門店」のフランチャイズビジネス展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 高島市 R2252U00104 有限会社イワキプランニング 4160002011728 通常枠 レジャー向け自動車販売修理事業 しんわ税理士法人

近畿 滋賀県 彦根市 R2252U00105 株式会社宮川工業 4160001018138 通常枠 全自動溶接機の導入による食品・医療業界への進出 鯉淵　拓真

近畿 滋賀県 長浜市 R2252U00107 株式会社伊吹機械 2160001007200 通常枠 自動車業界のプレス金型製造から修理事業への新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 栗東市 R2252U00116 株式会社和田工作所 9160001013638 通常枠 ポストコロナに求められるアート左官製造による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 滋賀県 米原市 R2252U00121 有限会社富茂登 7160002006915 通常枠 滋賀県の地域資源を使用した新幹線駅から徒歩３分の焼肉店 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 栗東市 R2252U00122 株式会社ジャパンオプティカル 6160001012881 通常枠 新アイウェアブランド設立事業計画 草津商工会議所

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00123 株式会社日本技商 7160001016527 通常枠 工作機械分野の切削加工と金属溶射で、リユースとＩＯＴ化に資する事業 株式会社あけぼの経営

近畿 滋賀県 甲賀市 R2252U00124 株式会社一雅 9160001016954 通常枠 耕作放棄地を利用したニッチ作物（古代小麦）の生産・加工・販売　事業 永野　隆幸

近畿 滋賀県 栗東市 R2252U00126 株式会社みつや 4160001016942 通常枠 働く世代を支える！布団コンシェルジュ付きコインランドリー事業 滋賀中央信用金庫
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近畿 滋賀県 長浜市 R2252U00131 有限会社森野ビル 3160002007074 通常枠 ＮＡＧＡＨＡＭＡ　ライフスタイルグランピング 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 甲賀市 R2252U00135 株式会社ニューリー・土山 5160001005317 通常枠 地場中小製造業への困り事解決システム提供による人手不足解消事業 中谷　健太

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 R2252U00139 有限会社エム運輸サービス 1160002008974 通常枠 観光バス事業から、地球温暖化によるニーズが高まる定温倉庫事業への進出 川島　康史

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00140 株式会社寅吉商店 4160001010268 通常枠 水平リサイクルの確立により金属資源の循環型社会を目指す 八日市商工会議所

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00141 有限会社八日市機工 5160002009944 通常枠 アフターコロナにおけるＶ字回復を狙った、５軸加工機新規導入による新市場開拓 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 R2252U00143 角田鉄工株式会社 7160001008391 通常枠 水道業界の耐震化技術を継承した工業用バルブによる新分野展開 大辻税理士法人

近畿 滋賀県 守山市 R2252U00144 咲蔵商事株式会社 5160001018855 通常枠 日本料理店からテイクアウト併営焼肉店の新規出店による新分野展開 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00146 株式会社大鳥居製作所 5160001000326 通常枠 銅、真鍮の高精度加工による医療画像分析装置部品への新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 滋賀県 高島市 R2252U00148 川島酒造株式会社 5160001011851 通常枠 高島ブランドの純日本産高級ウイスキー製造及び販売事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 高島市 R2252U00149 興亜繊維工業株式会社 8160001011898 通常枠 自動車用ゴム資材・産業用繊維加工業者から、趣味やスポーツ分野の機能繊維製造業者への大転身 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00152 株式会社ｃａｒｍｅｌ　ｃｏｍｐａｎｙ 9160001019148 通常枠 ボートエンジン等修理メンテナンス事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 米原市 R2252U00158 ｊｉ－ｍｏ　ｄｅｓｉｇｎ 通常枠 旧宿場町ゲストハウス＋農家体験のグリーンツーリズム事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00162 日本料理　魚繁大王殿 通常枠 嚥下障害者に対応した「ハレの日」会食のための店舗改装及び商品開発事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 近江八幡市 R2252U00163 株式会社グリーンホテル 7160001017302 通常枠 三方よし近江商人～　ごちゃまぜワーケーションによる地域経済コミュニティの活性化 東京中小企業経友会事業協同組合

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00164 ＳＨＩＮ 通常枠 ゲストハウスからコンセプト型シェアハウスへの転換 京都信用金庫

近畿 滋賀県 長浜市 R2252U00172 株式会社紅鮎 3160001007307 通常枠 「滋賀を旅する」を食べる。～地域産品と旅館のノウハウで食のサブスクによる地域のファン創造事業～ 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00176 エクスピーエナジー合同会社 9160003001459 通常枠 先端的ロールモデル建築による「青空Ｐ－ＤＥＲ事業」の地域拡散事業 一般社団法人エナジーセーブデザイン協会

近畿 滋賀県 近江八幡市 R2252U00178 株式会社Ｗａｌｌａｂｙ 9160001018653 通常枠 酒蔵空間を「スイーツストリート」として再開発し回遊型地域創生の実現を目指す 岩崎　弘之

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00185 株式会社大長 2160001010385 通常枠 サスティナブルに特化したオリジナルブランド商品の販売事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00187 株式会社ＴＯＯＬ 5160001004434 通常枠 地域の夢をのせて。プロバスケットボール選手を輩出するレンタルコート 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 彦根市 R2252U00191 株式会社ＦＴＩ 6160001011339 通常枠 Ｉｎｓｐｉｒｅ　ｔｈｅ　ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ　想像できることは、実現できる 税理士法人ＦＩＡ

近畿 滋賀県 近江八幡市 R2252U00192 湖香六根 通常枠 「近江の文化を紡ぐ」体験型宿泊事業計画 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 草津市 R2252U00193 株式会社ウイルステージ 8160001013837 通常枠 廃校活用事業におけるグランピングを活用した多角的地域活性化事業とプロモーション展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 R2252U00196 株式会社オルトテック 6130001056444 通常枠 砂利原材料卸売業による砂利製造業への進出 株式会社デジタルスタイル

近畿 滋賀県 彦根市 R2252U00197 有限会社寺田 3160002009104 通常枠 コロナ禍で新規参入が進むバルブ業界から医療機器業界への新展開を図る 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 R2252U00199 株式会社Ａ－ＢＥＳＴ 9160001018067 通常枠 イメージだけでＯＫ！建築士がサポートするＤＩＹものづくり工房 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ

近畿 京都府 京都市西京区 R2262G00001 アイ・ピース株式会社 3011601020440 卒業枠 人々が自分の細胞を作製・保有し、当然のように細胞医療で病気・けがを克服する未来を実現 株式会社三井住友銀行

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00002 富宏染工株式会社 2130001021831 緊急事態宣言特別枠 Ｄ２Ｃ（ＥＣシステム構築と物作りの現場体験）で日常着物販売 税理士法人久保田会計事務所

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00004 アート・ユニ 緊急事態宣言特別枠 新たな染色技法（墨流し）獲得のための設備導入戦略 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 R2262S00007 増田酒店 緊急事態宣言特別枠 街の酒屋の強みを活かした飲食店新開業による酒類需要の拡大事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00008 未生流笹岡家元 緊急事態宣言特別枠 空き教室等を活用したアート思考を培う「会員制ワークスペース」の運営 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 R2262S00010 有限会社櫻井モータース商会 3130002016383 緊急事態宣言特別枠 カレーパンのキッチンカーでの販売並びに、自社成功事例をモデル化した、キッチンカーのパッケージ販売。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00013 エール 緊急事態宣言特別枠 フレンチレストランが届ける「記念日の喜び」ＥＣ販売事業 大城　真樹

近畿 京都府 京都市南区 R2262S00014 株式会社ゆば庄 1130001011981 緊急事態宣言特別枠 豆乳の新しいライフスタイル提案のための商品開発及び新規マーケット参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00015 針小路接骨院 緊急事態宣言特別枠 テレワークによる不調解消のため柔道整復師によるジムの開業 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00017 有限会社エムジーフーズ 1130002015833 緊急事態宣言特別枠 多業種専門料理を集結した、ここでしか買えないテイクアウト専門店 かなえ経営株式会社

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00018 Ｏｄａｓｈｉ　＆　ｗｈｅａｔ　ｉｓａｏ 緊急事態宣言特別枠 出汁と国産小麦に光を！－生ダシと生パスタがある日常をご家庭に－ 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00020 株式会社響映 8130001006224 緊急事態宣言特別枠 設備設計・施工・保守管理等に関するシステム工事事業 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 R2262S00021 株式会社智光 7130001032832 緊急事態宣言特別枠 自社工場設立で高品質オリジナル雑貨の小ロットＯＥＭ製造事業への新分野展開 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00023 アボワールインターナショナル株式会社 6130001059208 緊急事態宣言特別枠 日本初の国産乳癌用シリコンパッド新規取扱と付随する事業再構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 R2262S00024 株式会社ＴＯＵ－ＥＮ 9150002004513 緊急事態宣言特別枠 「エイジングケアサロン」（健康と美容と癒しのサロン）店舗の運営 西山　英志

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00025 千丸屋京湯葉株式会社 4130001021318 緊急事態宣言特別枠 乾燥おからパウダーにおける新事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00027 株式会社金市商店 1130001020306 緊急事態宣言特別枠 個包装純粋ハチミツの製造による、デリバリー等業務利用への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00029 株式会社みの綜合技術事務所 6130002015052 緊急事態宣言特別枠 既設インフラの維持管理事業 井元　喜一

近畿 京都府 京丹後市 R2262S00030 だいまるしょうゆ 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ社会を見据えた身体の内と外両側面からの美容の総合プロデュース事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00031 カフェハルディン 緊急事態宣言特別枠 体験型石窯レストラン事業による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00032 有限会社トラビュー観光 7130002010069 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢ連携観光カードで地元の企業と観光地を結ぶ新分野展開事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 R2262S00033 京都セレクト株式会社 1130001049196 緊急事態宣言特別枠 貨物運送業から足場組立業への多角化計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00034 株式会社クレバー 7130001025233 緊急事態宣言特別枠 「カフェｄｅ住まい相談」の新事業展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00035 株式会社そうへえ 1130001066043 緊急事態宣言特別枠 呉服屋が築１００年超の京町家を改装した写真スタジオをオープン 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市山科区 R2262S00036 株式会社サンエイ 3130001012739 緊急事態宣言特別枠 紙器製造ノウハウを活用した高級チョコレート用パッケージへの挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00037 株式会社ミノウチ写真印刷所 3130001022770 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢサイトを活用した個人向けオリジナル卒業アルバムの提供 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00040 三宅工芸株式会社 4130001057023 緊急事態宣言特別枠 伝統工芸士が行う和装花嫁衣裳に特化したメンテナンス事業の展開 京都商工会議所

近畿 京都府 向日市 R2262S00042 株式会社香月庵 1130002025601 緊急事態宣言特別枠 高級筍スイーツと鮮度の高いコーヒー豆の非接触型販売の新展開 西村　剛史

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00043 株式会社Ｎｅｃｕｓｔｏ 4130001052362 緊急事態宣言特別枠 オンライン旅行会社への転換による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00046 株式会社Ｙ．Ｓ　ｒｏｕｔｅ 5130001056395 緊急事態宣言特別枠 クレープのテイクアウト事業 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00048 白井啓督 緊急事態宣言特別枠 高音質・高画質音楽をメインとしたライブ配信スタジオ 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00049 株式会社西富家 1130001021997 緊急事態宣言特別枠 創業１５０年の老舗旅館の挑戦！ワーケーション対応への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00052 ＥＡＴ　ＫＹＯＴＯ 緊急事態宣言特別枠 料理教室からハイセンスな樽ワインのカフェバー事業への業種転換 池田　寛太

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00053 株式会社ＣＡＥＬＵＭ 7130001066483 緊急事態宣言特別枠 嵐山発！家庭内需要に対する七福神プリンのＥＣ販売による新分野展開 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00054 株式会社おもれい 6130001047369 緊急事態宣言特別枠 進学事業から「アパレル×進学」の小売業の実店舗運営に向けた新規プロジェクト 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00057 清水ろくしょう庵 緊急事態宣言特別枠 ワーケーション等長期滞在型の宿泊施設とするための宿泊施設改修工事 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 長岡京市 R2262S00060 燈織屋 緊急事態宣言特別枠 顧客のパーソナルに合わせた新たな和裁教室事業立ち上げへの挑戦 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市北区 R2262S00062 健康和惣菜ながいきおまめ 緊急事態宣言特別枠 クックチル調理品を利用した安心安全で効率的な料理代行サービス 京都商工会議所
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近畿 京都府 京都市北区 R2262S00065 ｋｌｅｒｓ合同会社 9130003005140 緊急事態宣言特別枠 ｋｌｅｒｓ太陽光発電設備の精密点検サービス事業計画 德元　利貴

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00067 株式会社スターチス 4130001050812 緊急事態宣言特別枠 「少子高齢化２０４０年問題」における福祉業界課題解決に向けて「在宅サービス」特化型の新規事業開拓 高野　敬太朗

近畿 京都府 京都市山科区 R2262S00068 ハーブキャンディ 緊急事態宣言特別枠 地域交流及びチャレンジスペース貸出事業への新分野展開 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市南区 R2262S00069 株式会社森祥化粧合板 1130001011874 緊急事態宣言特別枠 地域産木材を使った新製品開発及び自社ＨＰ・ＥＣサイト構築事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 R2262S00070 株式会社京味食品 7130001048762 緊急事態宣言特別枠 「祇園のおはぎ」店の事業継承による食品卸売から小売への転換。 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市山科区 R2262S00071 ミルキーダック株式会社 3130001060465 緊急事態宣言特別枠 １個からオーダーメイド商品が作れる「オーダーメイドプリント」 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00073 社寺建築苦瓜 緊急事態宣言特別枠 建築から地域の職人と住職で挑む木と技術の体験循環ビジネス 株式会社ＡＮＥＭＯＳ

近畿 京都府 京都市南区 R2262S00074 株式会社三英金属 9130002024760 緊急事態宣言特別枠 女性職人の感性を活かした　ＷＥＢオーダーメイド金属製家具の販売 税理士法人イデア

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00076 株式会社烏丸ラボ 1130001056977 緊急事態宣言特別枠 カレー店への業種転換で働き方改革と外国人観光客の取り込みを実現 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 京都府 舞鶴市 R2262S00077 有限会社石橋塗装工業 5130002034128 緊急事態宣言特別枠 多機能型物流拠点の運営 舞鶴商工会議所

近畿 京都府 与謝郡与謝野町 R2262S00078 江笠建材株式会社 7130001040620 緊急事態宣言特別枠 建設会社の新分野展開！安心求め、健康志向が集まる惣菜店事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00080 株式会社関崎 7130001017750 緊急事態宣言特別枠 京都の伝統技法を用いて、日本に灯りをともす。 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00081 トラットリア　ラ・ヴォーチェ 緊急事態宣言特別枠 「催事・通販・テイクアウト」の３本の矢による本場イタリアンの提供 税理士法人キーストーン

近畿 京都府 京丹後市 R2262S00083 株式会社コンセプトデザインラボ 3130001062668 緊急事態宣言特別枠 障害者向けユニバーサルデザイン対応店舗情報ポータルサイト事業 仲井　早苗

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00084 株式会社業務渡航センター 4130001020501 緊急事態宣言特別枠 オンラインシステムを導入して国際線航空券メインからコンベンション事業メインへの転換を図る 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00085 真田ダンスワールド 緊急事態宣言特別枠 ダンスパワーで、コロナ後の地域の健康・元気・交流の拠点づくり 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 福知山市 R2262S00086 有限会社山城屋茶舗 5130002032916 緊急事態宣言特別枠 お茶と旅する福知山！城を見ながら地元の日本茶を楽しめるカフェ 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00087 有限会社アッズ・クー 5130002013156 緊急事態宣言特別枠 うどん・丼専門店とＫＡＯ－ＰＡＳＳシステムによる事業再構築 城陽商工会議所

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00088 株式会社輪奈織 4130001031151 緊急事態宣言特別枠 アフターコロナに対応する観光地でのオリジナルソフトクリーム販売計画 亀岡商工会議所

近畿 京都府 京都市山科区 R2262S00089 京都甲胄株式会社 2130001013614 緊急事態宣言特別枠 美術甲冑や甲冑関連商品を新規市場に展開する計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00090 和旬゛ 緊急事態宣言特別枠 百貨店からご提供！コロナ禍でも味わえる本場の京割烹料理 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00091 株式会社京色 3130001028553 緊急事態宣言特別枠 美山酒蔵併設グランピング計画 京都信用金庫

近畿 京都府 乙訓郡大山崎町 R2262S00092 有限会社マリンベビー 3130002024964 緊急事態宣言特別枠 地域活性化！福祉美容サービスと強みを活かした着物販売事業の開始 京都府商工会連合会

近畿 京都府 亀岡市 R2262S00093 株式会社宮本屋 4130001035838 緊急事態宣言特別枠 高級志向のツアー観光客向け「亀岡牛焼肉・直送海鮮バーベキュー」 ＫＡＮＳＡＩ税理士法人

近畿 京都府 京都市上京区 R2262S00094 有限会社加藤商店 6130002002199 緊急事態宣言特別枠 味噌サロン・・手作りみそ製造所が直営する蔵付き酵母たっぷり体験型講座と味噌、発酵の交流会 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00095 アムズ株式会社 5130001036265 緊急事態宣言特別枠 ＥＣ事業を兼ね備えた、美容室の白髪ケアに特化した新分野事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00096 素直な力株式会社 4011001073055 緊急事態宣言特別枠 国内外で使用できる糀入シャンプー・ボディーソープ開発と卸販売 京都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 R2262S00098 株式会社大滝工務店 4130001043287 緊急事態宣言特別枠 オフィスリノベーション事業の社員が元気になるスペースの提供 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00099 浅見株式会社 6130001019673 緊急事態宣言特別枠 呉服屋が提案する、和のくらしを楽しめるキャンプ場作り 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京田辺市 R2262S00100 株式会社オオイコーポレーション 3130001038684 緊急事態宣言特別枠 店舗統合で経営改善し非接触型持帰りオーダースイーツ店へ進出 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00101 ＢＡＲ 緊急事態宣言特別枠 観光✕音楽で世界交流　祇園にナイトタイムカルチャーの拠点誕生 岩崎　弘之

近畿 京都府 宇治市 R2262S00102 株式会社晴音 5130001065280 緊急事態宣言特別枠 ニューツーリズム需要に合わせたテーマ型旅館新設による体験サービス提供 城陽商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00103 株式会社ナム・フーズ 6130001029466 緊急事態宣言特別枠 本場韓国の味を自宅で楽しめる！簡単で美味しい韓国料理を提供 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00105 株式会社アイビス 2130001063989 緊急事態宣言特別枠 みんな大好きクレープのキッチンカー事業・プロジェクト始動！ 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00106 ｐｌａｎｎｉｎｇ　ＤＯＰ 緊急事態宣言特別枠 オンラインサービスとフードデリバリーへの事業転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 R2262S00107 有限会社プロデュースマツモト 5130002021373 緊急事態宣言特別枠 【業界初！ヴァイオリンでリトミック】リズムメロディ音楽院開校 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 R2262S00109 ガーネッシュ 緊急事態宣言特別枠 物販事業進出に伴う管理プログラムの新規構築・機材整備 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市上京区 R2262S00110 千成食堂 緊急事態宣言特別枠 韓国語を学びたい人が気軽に集まる韓国すぎる空間～ふらっと立ち寄る実践型レッスン～ 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00111 株式会社サン・グリーン 7130001014541 緊急事態宣言特別枠 安心な安全な「おでかけスポーツ」事業で子供たちに笑顔と健康を！ 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00113 株式会社日本の窓 3130001029733 緊急事態宣言特別枠 旅行業×小売業：オンライン・クラフトツーリズム＋越境ＥＣ工芸品販売 京都商工会議所

近畿 京都府 向日市 R2262S00114 Ｉｍａｇｉｎａｔｉｏｎ　Ｗｏｒｋｓ 緊急事態宣言特別枠 音楽×撮影×配信　完全対応型の多目的スタジオへの業種転換 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00115 株式会社アドストーリー 2130001061654 緊急事態宣言特別枠 玄米甘酒を使った甘酒スキンケア化粧品販売事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 R2262S00116 株式会社アウルコーポレーション 3130001042851 緊急事態宣言特別枠 「佳松苑」ブランドを生かした食品製造・販売事業の新分野展開 京都北都信用金庫

近畿 京都府 宮津市 R2262S00117 株式会社丹友商事 8130001040545 緊急事態宣言特別枠 宮津天橋立の旬の海の幸・山の幸（ジビエ料理）を提供する網焼き焼肉店の出店 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 亀岡市 R2262S00118 あずきの里株式会社 4130001062626 緊急事態宣言特別枠 冷凍おせち料理販売による新たな商材分野への参入 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00119 株式会社なごみの輪 1130001036491 緊急事態宣言特別枠 京町屋を活用した飲食業創業者、廃業者を支援するシェアキッチン、シェアスペース事業 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00120 東華菜館 緊急事態宣言特別枠 東華菜館　コロナ克服プロジェクト 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00121 ホテル　京の森有隣舎 緊急事態宣言特別枠 新規天然酵母パンのテイクアウト及び移動販売による販売拡大事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 R2262S00122 株式会社ヱビスデザイン 4130001037660 緊急事態宣言特別枠 歴史情緒あふれる通りで週に１度のプレミアムＢＡＲ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00124 リラクゼーション楽種 緊急事態宣言特別枠 非接触に対応したマシンによるウェルネス事業の新規展開 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 R2262S00125 ランチ！アーキテクツ 緊急事態宣言特別枠 京都の空き家と観光資源を活用したワーケーション事業 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 城陽市 R2262S00126 株式会社ｉｃｈｉ－ｄ 6130001063696 緊急事態宣言特別枠 二次元グラフィックから３ＤＣＧの販促動画へ、主力事業の転換 岡﨑　敬史

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00127 株式会社中川紙宗 1130001018267 緊急事態宣言特別枠 新規素材製品製造・販売のための設備投資計画 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00128 株式会社ディオーネ 9130001045741 緊急事態宣言特別枠 一流プログラマー育成を狙うプログラミング教室経営への新分野展開 森井　義英

近畿 京都府 綾部市 R2262S00129 イタリアンレストラン＆ウェディング　オズ 緊急事態宣言特別枠 結婚披露宴中心のレストランから本格ピッツェリアへの業態転換 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00130 有限会社一九二八 7130002015646 緊急事態宣言特別枠 ｗｉｔｈコロナ、アフターコロナを見据えた小規模・出張型コンテンツ事業 税理士法人トップ財務プロジェクト

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00131 株式会社ちもと 3130001018050 緊急事態宣言特別枠 創業来初の川床ランチ　街に『いながらリゾート』実現　商品販売展開 京都紫明税理士法人

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00132 京庭なる井 緊急事態宣言特別枠 空間デザインへの事業展開と海外市場進出にむけた環境整備 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 R2262S00135 有限会社ひろせ 6130002002843 緊急事態宣言特別枠 ワンタッチ式着物の新商品レンタルとサブスクリプション海外展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 八幡市 R2262S00136 株式会社グローバルライン 5130001048987 緊急事態宣言特別枠 世界中の珍しい生き物を展示した昆虫館の運営事業 髙司　浩史

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00137 アートランダム 緊急事態宣言特別枠 グローバル芸術エンターテインメントデジタルコンテンツ制作・発信事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00138 ビートルＭＯＭＯ 緊急事態宣言特別枠 人気レコードバーが手掛ける京野菜弁当と、デザートのテイクアウト事業 増田　考邦

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00139 有限会社あんじ 5130002023972 緊急事態宣言特別枠 流通に乗りにくい湖魚やジビエを活用したＥＣ販売市場への新規参入 リードブレーン株式会社

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00140 株式会社大塚 3130001020130 緊急事態宣言特別枠 マイクロツーリズム（近場を楽しむ）向け小規模ガラス工房の運営 吾郷　泰佑
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近畿 京都府 綴喜郡井手町 R2262S00141 まる羽酒店 緊急事態宣言特別枠 音楽のちからで地域を明るくする高齢者カフェ事業 奈良県商工会連合会

近畿 京都府 京都市西京区 R2262S00142 株式会社うお嘉 3130001007887 緊急事態宣言特別枠 地元からデジタル世界まで京料理提供発信基地作り事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 R2262S00143 タスナナデザイン 緊急事態宣言特別枠 地元京丹後の果物を使った移動販売による業種転換 北條　達人

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00144 アサヒ氷業有限会社 5130002015524 緊急事態宣言特別枠 創業９０年以上の老舗氷商が新たに始めるＢｔｏＣビジネス　かき氷店 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00145 ディティール 緊急事態宣言特別枠 インターネットを活用したオリジナル商品及び美容技術動画の販売 株式会社京都銀行

近畿 京都府 乙訓郡大山崎町 R2262S00146 東洋鍼灸とぉとぅみ 緊急事態宣言特別枠 既存事業の遊休資産を活用したレンタルスペースの運用開始 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00147 株式会社ｍｉｎｉｍｕｍｕ 6130001062285 緊急事態宣言特別枠 安心安全な冷凍調理食品製造業の事業化 辻？　貞旨

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00148 株式会社１ｓｔ７ 5130001053979 緊急事態宣言特別枠 注目技術であるデントリペアを軸とした自動車整備業への業態転換への対応 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00150 運動遊びクラブスイッチ 緊急事態宣言特別枠 高齢女性向けパーソナルフィットネス＆リラクゼーションサロン事業 税理士法人西田会計事務所

近畿 京都府 宇治市 R2262S00152 株式会社京煎堂 3130001032539 緊急事態宣言特別枠 仮想店舗による接客体験の新規サービス 北村　建児

近畿 京都府 亀岡市 R2262S00155 株式会社Ｑｅ　ｔｏ　Ｈａｒｅ 9130001065095 緊急事態宣言特別枠 地元有機野菜の加工食品をオンライン販売する　食のＤｔｏＣブランド構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00156 株式会社快縁 9130001045601 緊急事態宣言特別枠 ドレスの目利きが縮毛専門美容室を開設、見た目から自信を後押し 金井　崇憲

近畿 京都府 綾部市 R2262S00157 有限会社ふしみや 6130002033459 緊急事態宣言特別枠 丹波茶屋ゆらりでの高級焼肉の提供による新たな顧客層の創出 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00158 株式会社田なか 6130001061650 緊急事態宣言特別枠 昆布専門店が展開する「ご馳走フィナンシェ」の販売 猪口　建太朗

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00161 株式会社ＳＤＨ 7130001062334 緊急事態宣言特別枠 国境を越えた「かわいい」で、日本の若者に新しい京都／関西を発信 金井　崇憲

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00162 株式会社７＆Ｍ 7130001056492 緊急事態宣言特別枠 ラーメンスープの代行サービスを提供することによる増収計画 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00163 株式会社藤木友禅型製作所 8130001001761 緊急事態宣言特別枠 保有デザインを活用した低コスト生地の多品種小ロットＥＣ展開による業種転換 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 宇治市 R2262S00164 上田コンサルティング合同会社 9130003004753 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍での増収増益を目的とした宿泊業からサービス業への業態転換 種村智子

近畿 京都府 八幡市 R2262S00165 株式会社ルシール 4130001053484 緊急事態宣言特別枠 お寺のデジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）事業 岡﨑　敬史

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00167 有限会社ビビッドミヤモト 6130002018550 緊急事態宣言特別枠 新規化粧品原料“ナールスゲン”を使用した化粧品製造販売事業への業種転換計画。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00168 有限会社シヤボン 7130002005457 緊急事態宣言特別枠 美容室と連携した地域密着型ギャラリーへの進出 白井　皓大

近畿 京都府 宇治市 R2262S00169 有限会社ゲインネットワークサポート 6130002028120 緊急事態宣言特別枠 おいでよ！集まれ！美しい浜辺へ！ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宮津市 R2262S00171 すえひろ 緊急事態宣言特別枠 地元無農薬米とカロリー０の希少糖を使用したライスミルクジェラートによる新分野展開 宮津商工会議所

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00172 株式会社イワサキ 2130001000232 緊急事態宣言特別枠 Ｄ２Ｃに向けた「中小企業のブランド化」をサポートする情報発信サービス業への転換 税理士法人イデア

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00173 株式会社イー・ヴィ・ピー 4130001060778 緊急事態宣言特別枠 介護士を目指す外国人向けオンラインスクールの創業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00175 ホルモン焼肉たか家 緊急事態宣言特別枠 ホルモン焼肉たか家バーチャルレストラン出店による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00176 有限会社タイムプロデュース 8130002014218 緊急事態宣言特別枠 伝統的な京料理店舗を活かした、非接触型物販店とＥＣによる全国販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00177 株式会社ＭＡＴＡＴＡＢＩ 6130001060792 緊急事態宣言特別枠 宿泊客向けインフォメーションセンターの設置 矢野　修平

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00178 株式会社美クリエーション 2130001053445 緊急事態宣言特別枠 誰でもフレームセラピーをベースにしたテクニックを簡単に習得できるオンライン講座「タッチファミリーケア」開設事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00179 株式会社はうすくりーにんぐＯｈａｎａ 3130001065142 緊急事態宣言特別枠 「小ロット高回転のリネンサプライで業種転換、『四方よし』を実現」 岩崎　弘之

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00181 有限会社スタジオコーゾ 1130002016617 緊急事態宣言特別枠 ＬＧＢＴのようなマイノリティの人の為にも優しい写真スタジオ 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00183 株式会社尾﨑製作所 6130001059348 緊急事態宣言特別枠 新たな加工領域への進出による総合金属加工業者への転換 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00185 秀和株式会社 7130001006588 緊急事態宣言特別枠 オムニチャネル化の実現による実店舗とＥＣサイトの売上最大化 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00187 株式会社Ｈｏｍｅ　Ｇｒｏｕｐ 5130001051306 緊急事態宣言特別枠 地域事業者とコラボした京都食品ＥＣ事業の立ち上げと、少人数向け店舗への業態転換 株式会社シザコンサルティング

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00188 株式会社公長斎小菅 8130001020720 緊急事態宣言特別枠 伝統産業販路拡大モデル事業 株式会社徳島大正銀行

近畿 京都府 宇治市 R2262S00190 ネイルエンウ‘‘ィ 緊急事態宣言特別枠 新分野展開となる高性能業務用エステ機器の導入によるエステ事業への新規参入 城陽商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00191 株式会社シルバーバックｗｅｎｚｉ 7130001047491 緊急事態宣言特別枠 とんかつ店が手掛けるこだわりのテイクアウト商品と冷凍商品の販売事業 薩美　桂太

近畿 京都府 宇治市 R2262S00193 株式会社京都物流運輸 2130001032556 緊急事態宣言特別枠 新規物流センター倉庫事業による新分野展開計画 小林　勝彦

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00194 株式会社なる屋 9130001063636 緊急事態宣言特別枠 プロトン凍結機とスチームコンベクションを活用した自宅で和食フルコース提供事業 有田　耕介

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00196 株式会社リーフ・パブリケーションズ 8130001023120 緊急事態宣言特別枠 京都の街をあげた日本酒プラットフォームの構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 R2262S00197 株式会社エソラホーム 4130001059762 緊急事態宣言特別枠 空きスペースを活用した光脱毛による完全プライベート脱毛サロンへの転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00198 株式会社京あかし 5130001029640 緊急事態宣言特別枠 遠隔会議システムと組み合わせたステーキハウスの新規事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00199 株式会社ＦＵＫＵＭＩ　ＳＨＩＭＵＲＡ 1130001023762 緊急事態宣言特別枠 人間国宝の機織りの技と思想を自宅で学ぶオンライン染織・文化教室 田島　　寛司

近畿 京都府 京都市北区 R2262S00200 一般社団法人Ｒｉｐｐｌｉｎｇ紫竹 6130005015826 緊急事態宣言特別枠 メンタルヘルス改善に向けたコーチング事業の展開 サン共同税理士法人

近畿 京都府 舞鶴市 R2262S00201 カーズ 緊急事態宣言特別枠 若狭湾に臨む京都由良川河口で、セルフレクチャー型キャンプ場の開設 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 京都市南区 R2262S00202 林ホルン教室 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢレッスンから、スマホ撮影の動画を活用した１対１の楽器レッスン事業 税理士法人Ｄｒｅａｍ２４

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00203 株式会社ますや旅館 6130001007315 緊急事態宣言特別枠 未来のアスリートを応援！！「熱盛アスリート弁当」宅配サービス 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00204 株式会社リトルコンシェル 6120001192694 緊急事態宣言特別枠 旅行会社が行うサブスクリプション（レンタル）キャンプによる新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00207 総合袋物製造卸　折井工芸 緊急事態宣言特別枠 コロナ後の需要平準化社会において、顧客にとってのオンリーワン製造業に挑戦。 税理士法人洛

近畿 京都府 京都市上京区 R2262S00209 株式会社プレゼント 6130001046065 緊急事態宣言特別枠 食パン製造販売の新規参入に向けた事業再構築計画書 税理士法人ミライト・パートナーズ

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00211 株式会社もり 5130001002052 緊急事態宣言特別枠 京都の日本酒の販売と観光需要依存からの脱却のためにライブコマースを用いた販売チャネル構築 株式会社京都銀行

近畿 京都府 長岡京市 R2262S00212 京料理　いっぷく亭 緊急事態宣言特別枠 小人数観光客へのドライブスルーによる京都産蕎麦料理の販売 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00213 有限会社ピーアンドビー 6130002018336 緊急事態宣言特別枠 教育旅行特化型位置情報アプリ活用による事業展開 川西　英之

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00214 山川製陶所 緊急事態宣言特別枠 陶芸伝統工芸士が開発した特許技術で日本の文化を変える事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00216 有限会社らくちん 5130002022652 緊急事態宣言特別枠 らくちん再生プロジェクト 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 R2262S00217 株式会社セノオ 8130001014846 緊急事態宣言特別枠 絶縁紙加工事業における新裁断機導入による薄紙タイプ絶縁紙加工への進出 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00218 株式会社ＫＡＷＡＫＡＴＳＵ 8130001057845 緊急事態宣言特別枠 食の京都　復活プロジェクト 税理士法人久保田会計事務所

近畿 京都府 京丹後市 R2262S00219 株式会社小林商店 6130001043194 緊急事態宣言特別枠 自転車をこよなく愛す呉服屋の「タンイチ」発信、民泊事業の開始 京都府商工会連合会

近畿 京都府 舞鶴市 R2262S00221 炭火串焼　灯志 緊急事態宣言特別枠 炭火串焼灯志が灯す京地どりと食材廃棄の明るい未来 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00223 株式会社山京商事 3130001015931 緊急事態宣言特別枠 たこ焼き店開業によるテイクアウト・デリバリー需要の取り込み 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00224 有限会社神戸開花亭 8130002008731 緊急事態宣言特別枠 開花亭新プロジェクト 木田　稔

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00225 株式会社リーチ 9130001028176 緊急事態宣言特別枠 メディカルフィットネスクラブのオンライン化プロジェクト 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00227 ティーエスアイ株式会社 7130001062292 緊急事態宣言特別枠 クロスボーダーＭ＆Ａ・資本提携アドバイザリー事業のＤＸ推進 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00228 株式会社アーキ・ヴォイス 5130001026547 緊急事態宣言特別枠 オンラインシステム導入による通学型外国語スクールの事業転換 杉田　良和
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近畿 京都府 京都市南区 R2262S00230 株式会社はなみち 1140001107531 緊急事態宣言特別枠 京らく製あん所ブランド開発及び阪急うめだ本店出店事業 洛陽税理士法人

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00231 ＫＹＯＴＯ’ｓ　３Ｄ　ＳＴＵＤＩＯ株式会社 7130001061492 緊急事態宣言特別枠 ＸＲ技術によるオンライン観光・学習デジタルコンテンツサービスでの事業再構築 京都商工会議所

近畿 京都府 宇治市 R2262S00232 晴耕雨読 通常枠 石臼挽き全粒粉を使った、有機野菜と京のもち豚の冷凍餃子を自販機で販売 京都信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 R2262S00233 サロンリータ 緊急事態宣言特別枠 まつエクサロンからトータルビューティーサロンへの転換と取組み ひかり戦略会計株式会社

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00234 株式会社スタッコ 8130001044315 緊急事態宣言特別枠 中小企業向けサブスクリプションプラットフォームシステムの開発 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00235 株式会社インター・ビュー 3130001047330 緊急事態宣言特別枠 クラウド型採用ページ構築システム販売ならびに採用広報コンサル 京都信用金庫

近畿 京都府 宮津市 R2262S00236 有限会社谷口商店 1130002032110 緊急事態宣言特別枠 地域の組織力を活かした家庭で楽しむ地域食材の食生活提案ビジネスへの業務転換 宮津商工会議所

近畿 京都府 綴喜郡宇治田原町 R2262S00237 アイデル株式会社 9130001036484 緊急事態宣言特別枠 産業用装置製造技術を応用した鉄製雑貨・家具等製造販売への進出 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00240 里久株式会社 5130001054795 緊急事態宣言特別枠 アパレル事業からジビエ食肉利用による、飲食店への新事業展開 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京田辺市 R2262S00241 株式会社オクダ・コーポレーション 6130001039639 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ時代に向けたダンボール用抗菌剤の事業化戦略 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 R2262S00242 レストこのしろ 緊急事態宣言特別枠 馬との暮らしの中で、生きる力を育む教育牧場作り。 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00243 有限会社瓢樹 4130002010179 緊急事態宣言特別枠 懐石瓢樹三条本店テイクアウト・仕出し専門店再構築計画 小田圭介

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00244 株式会社コムライズ 7130001055156 緊急事態宣言特別枠 医療／福祉業界の新卒求人に特化した、低額成功報酬型採用メディア事業への新展開 西村　剛史

近畿 京都府 京都市北区 R2262S00245 文化・芸術体験ＣＡＲＥＮ株式会社 8130001065113 緊急事態宣言特別枠 地域の文化資源を活用した企業向け支援ビジネス「多言語日本文化研修プログラム」 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00247 株式会社佳久 7130001036536 緊急事態宣言特別枠 京都を楽しむ大人のお稽古事イベント事業とテイクアウト事業計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00248 ごん太 緊急事態宣言特別枠 ごん太の宅食 税理士法人森事務所

近畿 京都府 城陽市 R2262S00249 株式会社陽向 3130001065596 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチン及びキッチンカーによるローストビーフ丼展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 R2262S00250 株式会社京都建設センター 1130001005728 緊急事態宣言特別枠
屋上での「招待制フリースタイルカフェ」＆「アウトドア小規模ウェディング」としてのＳＮＳ映え

レンタ
京都中央信用金庫

近畿 京都府 与謝郡伊根町 R2262S00251 舟屋の宿　蔵 緊急事態宣言特別枠 伊根の舟屋　蔵　特製“伊根の舟屋干し”及び特製“伊根の舟屋の燻製”の通販市場への新分野展開 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00252 株式会社スマイルハンター 5130001059398 緊急事態宣言特別枠 「介護京都旅行撮影（動画）」と「介護タクシー」との連携 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 R2262S00255 株式会社Ｍｏｄｅｌｏｒ 8130001051170 緊急事態宣言特別枠 中小企業向け原材料管理システム（ＨＡＣＣＡＰ対応）の自社開発・販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00259 株式会社吉兆 2130001016971 緊急事態宣言特別枠 和装レンタルサイト及びサブスクリプション運営事業計画 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市北区 R2262S00260 株式会社蔵元中野商店 5130001062732 緊急事態宣言特別枠 酵素ビネガードリンク教室の運営を通じた新事業展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00261 生田グローバル株式会社 2130001062537 緊急事態宣言特別枠 海外経営者に対する理念経営及び京都スタイル経営塾のオンライン指導事業 豊原弘行

近畿 京都府 京都市上京区 R2262S00262 プラスソーシャルインベストメント株式会社 8130001057317 緊急事態宣言特別枠 自社システムを用いた投資型・寄付型・購入型クラウドファンディングを市場へ提供し、多様な金融課題を解決する事業 米　亨和

近畿 京都府 京都市西京区 R2262S00263 カモガワスタイル 緊急事態宣言特別枠 ステーキ屋が手掛ける菓子製造販売事業 西田　元紀

近畿 京都府 亀岡市 R2262S00264 ガーデンモリス 緊急事態宣言特別枠 豊かな自然に囲まれた静かな工房と癒しの宿泊施設の運営 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00266 奥田セロファン株式会社 4130001009098 緊急事態宣言特別枠 「オリフタリング」のＰＲによる新分野開発事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00268 株式会社ＲＵＴＵＢＯ 5130001068283 緊急事態宣言特別枠 燻製おつまみの製造許可取得と通販・卸売の開始 片岡　卓也

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00269 株式会社Ｙｖｅｓ＆Ｋｕｒｏ 5130001069521 緊急事態宣言特別枠 牛テールラーメンの開発とラーメン専門店の展開及びテイクアウト事業 税理士法人Ａ＆Ｔ

近畿 京都府 宇治市 R2262S00270 焼き鶏香炭 緊急事態宣言特別枠 元ホテル中国料理・料理長が作るお手軽テイクアウト販売 大阪信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00271 株式会社ジャストプリント 7130001034630 緊急事態宣言特別枠 これまでにない「ウェディングビューティメゾットエステ」の展開 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00273 Ｍｅｉｋｉ．ｓｏｕ 緊急事態宣言特別枠 宿泊事業から移動販売による飲食事業の新分野展開 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 R2262S00274 株式会社大宮ポンプ製作所 8130001010192 緊急事態宣言特別枠 ポンプに関する販売、設置、修理までのワンストップサービス体制の確立 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00275 ＡｒｔＶｉｄ／ＳＰＡ 緊急事態宣言特別枠 高音質レコーディングと高画質撮影が同時に出来るスタジオ事業 京都商工会議所

近畿 京都府 与謝郡与謝野町 R2262S00278 株式会社西織 3130001040657 緊急事態宣言特別枠 丹後のオーガニック食品とシルク製品の健康応援インターネット販売・製造事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00280 ＳＡＫＡＲＡ　ＫＹＯＴＯ株式会社 8130001052235 緊急事態宣言特別枠 地元産プレミアムフルーツ冷凍スムージー開発製造と販売事業 宮津商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00281 株式会社イルヴィアーレ 9130001040404 緊急事態宣言特別枠 本格パニーノ専門店（イタリアンサンドイッチ） 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00282 株式会社京都クラシコ 3130001045086 緊急事態宣言特別枠 京都　中華そば専門店が手がける冷凍商品の販売と京都活性化に向けた取り組み 京都税理士法人

近畿 京都府 京都市山科区 R2262S00284 お食事亭　清水 緊急事態宣言特別枠 オリジナル和食弁当のテイクアウト体制の構築 北村　茂昭

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00287 和み家　京都 緊急事態宣言特別枠 非三密の「プライベートな移動・居住空間」でコロナ禍を乗り切ろう！ ＮＩＯ税理士法人

近畿 京都府 相楽郡和束町 R2262S00288 お茶の通販・京都おぶぶ茶苑合同会社 5130003002645 緊急事態宣言特別枠 オンライン・ティー・エデュケーション・プログラムの新規開発事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00289 株式会社七條甘春堂 8130001009334 緊急事態宣言特別枠 最新の冷凍技術を活用したネット限定冷凍和菓子（生菓子）の販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 R2262S00290 ネットステーキ 緊急事態宣言特別枠 プライベートガーデンで撮影できる前撮り専門のフォトスタジオ 株式会社ラディカルソリューション

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00295 西又商店 緊急事態宣言特別枠 市場直送の食材で惣菜製造及びＥＣサイト販売による事業再構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 R2262S00298 一般社団法人ｇｅｍ 3130005015622 緊急事態宣言特別枠 和楽器のデジタル音源（ＤＴＭ）ダウンロード販売事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262S00299 株式会社ライスフーズ 6130001016051 緊急事態宣言特別枠 自社商品「京都ぽーくのミルフィーユかつサンド」開発と製造工場設置 ひかり戦略会計株式会社

近畿 京都府 京都市下京区 R2262S00300 ｍｉｎａｔｏ　ｈｏｔｅｌ 緊急事態宣言特別枠 介護予防を目指した介護事業進出による事業再構築計画 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市中京区 R2262S00301 紅椿それいゆ 緊急事態宣言特別枠 地場の京料理・京食品を中心とした「食の情報発信サイト」と「飲食スペース」の新規展開 株式会社ライトアップ

近畿 京都府 京都市北区 R2262S00302 株式会社レーコ美容室北店 9130001005687 緊急事態宣言特別枠 ブライダルメイク技術を生かした、新分野の写真スタジオ事業への進出 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262S00305 株式会社源鳳院 3130001048849 緊急事態宣言特別枠 邸宅の設えを生かした伝統工芸品の展示販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262S00306 株式会社Ｏ 2130001039543 緊急事態宣言特別枠 タブレット型着物レンタルサービス　ｉｎ　美容室 藤岡　保将

近畿 京都府 京都市右京区 R2262S00309 花白 緊急事態宣言特別枠 京都鴨川源流の自然の中で人とペットが家族時間を楽しむ総合施設 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市上京区 R2262S00310 円卓 緊急事態宣言特別枠 京都の季節を感じる惣菜便への業種転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 R2262S00311 有限会社アダチコーポレーション 1130002018019 緊急事態宣言特別枠 名勝円山公園内での新たな飲食形態の提案 税理士法人今西総合会計

近畿 京都府 宇治市 R2262S00312 マウンテンハイ 緊急事態宣言特別枠 小売業（衣服販売）から京都発アウトドアブランド製造業への業種転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00002 株式会社コスト 8130001025224 通常枠 福祉施設の木造ユニットパターン新モデル設計構築と販売拡大 税理士法人京都合同会計

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00008 株式会社昇豊製作所 9130001010869 通常枠 ＡＩや自動運転など先端テクノロジーに対応した事業の再構築 株式会社フラッグシップ経営

近畿 京都府 綴喜郡宇治田原町 R2262U00013 株式会社谷テック 6130001037923 通常枠 繊維強化素材の全方向で良質な切断面が得られる丸鋸刃製作による業態転換 税理士法人京都経営

近畿 京都府 宇治市 R2262U00019 有限会社昇苑くみひも 2130002026482 通常枠 旨味増、カフェイン減の新製品「ロースト抹茶」の開発と店舗展開 税理士法人市原会計

近畿 京都府 京都市山科区 R2262U00020 レストラン七番館 通常枠 老舗洋食店の味を家庭で楽しめる通信販売事業への参入で売上回復 Ｍ＆Ｎ辰巳税理士法人

近畿 京都府 京都市西京区 R2262U00023 株式会社ＤＡＩＷＡ 1130001021460 通常枠 ３Ⅾスキャナーによる設備図面作製の新手法にて他社との差別化を図る 岩佐　修二

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00026 株式会社岩商 1130001031204 通常枠 土地獲得ノウハウを活かした不動産業から建築業への華麗なる転換 税理士法人滋賀総合会計
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近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00027 株式会社八代目儀兵衛 3130001027489 通常枠 美容・健康に配慮した「玄米いなり」によるテイクアウト事業の新展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京田辺市 R2262U00028 ＴＩＳＷＯＲＫ 通常枠 健康・美容を重視したパーソナルジム事業の展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00033 こころとからだ康子整骨院 通常枠 整骨院による介護シェアハウス事業の創出 山本　文則

近畿 京都府 久世郡久御山町 R2262U00035 株式会社亀井製作所 5130002027172 通常枠 切削油を用いない完全ドライ加工への製造革新による事業の再構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00038 株式会社ハウズ 6130001025606 通常枠 コロナ禍に適した角打スタイルの新しいお酒のセレクトショップへの参入計画 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00039 アイクリエイト株式会社 7130001056955 通常枠 地方銀行との連携によるＥＣプラットフォーム構築での地域活性化計画 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00040 株式会社コトナ 7130001009500 通常枠 警備業の労働生産性向上を目指し、「ＡＩ警備」の創出 京都中央信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 R2262U00041 株式会社ジオ 9130001043803 通常枠 繁華街における夜間営業専門のベーカリーの運営 税理士法人さくら会計

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00044 株式会社きっちんカンパニー 8130001031016 通常枠 セントラルキッチンによる社食提供で高齢者施設・中小企業の新規顧客獲得 左近　照麗

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00046 ゲストハウス　京都カトリックハウス 通常枠 高加水製法パンと餡フラワーケーキを非接触販売するベーカリー事業 堀村　不器雄

近畿 京都府 宇治市 R2262U00047 星野科学株式会社 2130001033067 通常枠 長浜工場での茶テアニン製造のための設備の構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00050 株式会社はぴねすケア 6130001054646 通常枠 京野菜で四季を感じる地産地消１００％手作り配達弁当・コミュニティカフェ事業 岩橋　亮

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00053 株式会社ダイナックエンジニアリング 6130001057830 通常枠 ２主軸を持つ複合旋盤を導入し、業態転換を図り事業再構築を実現 崔　聖賢

近畿 京都府 京都市右京区 R2262U00054 株式会社エバタ 2130001007921 通常枠 アイスの製造業からホットプリン等の宅配の飲食業への業種転換 山口育男

近畿 京都府 久世郡久御山町 R2262U00057 ケイナック株式会社 4130001059382 通常枠 工作機械・検査機械の導入による製品精度の向上及び製薬機械分野への新規進出 株式会社京都銀行

近畿 京都府 亀岡市 R2262U00059 株式会社松園莊 4130001035623 通常枠 湯の花温泉　大型規模客室温泉付きグランピング施設の運営 京都中央信用金庫

近畿 京都府 城陽市 R2262U00060 株式会社大志万 6130001059513 通常枠 パン製造小売りから障碍者施設経営に進出する事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00061 有限会社田辺屋商店 5130002016794 通常枠 食品小売店舗を縮小し、新たにチャレンジ店舗（賃貸不動産）の経営を開始 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00062 株式会社みやこコミュニケーションズ 3130001026499 通常枠 不登校生を対象としたフリースクール・通信制高等学校の開設 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00063 株式会社セカンダイズ 8130001006678 通常枠 都会版「道の駅」スタイルの惣菜製造販売店舗開設と地域連携 奥田　謙一

近畿 京都府 京田辺市 R2262U00064 株式会社ＲＥＸ 2130001068294 通常枠 お手頃価格の、有名ホテル出身料理人の本格中華総菜のテイクアウト・デリバリー専門店 田中　裕之

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00066 創作料理　遊食庵 通常枠 人と先端技術を活用した和食料理人のハレの日肉料理店 税理士法人ブレインズ

近畿 京都府 福知山市 R2262U00070 株式会社雀部丸鐵 8130001041064 通常枠 来場対応型モデルオフィス構築によるニューノーマル対応のワークスタイルの提案 中川　正茂

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00073 押小路　岡田 通常枠 京懐石料理店の味が全国の自宅で楽しめるＥＣ小売事業等への進出 藤村　正弘

近畿 京都府 久世郡久御山町 R2262U00074 株式会社マツモト 2130001033637 通常枠 最新鋭の塗装設備導入による一貫体制構築と試験機等新分野への進出 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00075 陰陽流拳法空手術道 通常枠 英語教室サービスの新展開及び文武両道の文化教育センターの構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 R2262U00079 株式会社吉村電機工業所 2130001002187 通常枠 体育館などに設置する熱交換を利用した特殊冷風扇の製造販売 益塚　友和

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00080 株式会社甘春堂本舗 7130001009145 通常枠 自社ノウハウを活かしたオンライン教室及びサブスクリプション事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 南丹市 R2262U00081 株式会社ＫＥＤ 8130001036139 通常枠 シェアリング用途のコンパクトＥＶコンバート車両の製造 株式会社京都銀行

近畿 京都府 久世郡久御山町 R2262U00088 株式会社コソフ 2130001033406 通常枠 既存のノウハウ活用とゴム射出成形技術導入による新製品生産体制の構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00090 株式会社ＲＥＤＮＥＳＴＡ 8130001048365 通常枠 既存店舗各店の特長と立地を活かしたテイクアウト・デリバリー事業参入による売上拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 京都府 京都市右京区 R2262U00091 有限会社スギテック 7130002000870 通常枠 建物・外壁調査・診断を超効率化するＳ－ＣＬＯＵＤ開発・販売事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00092 合同会社ＩＲＯＨＡ設計室 1130003004505 通常枠 アフターコロナの新しいニーズをがっちり掴んだ住宅販売計画 大城　真樹

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00094 株式会社ヤスダ 1130001022913 通常枠 飲食店の再出発に貢献するシェアキッチン運営事業への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 R2262U00097 株式会社クサナギ 1130001034248 通常枠 「Ｍｅｒｒｉｅｓｔ　Ｖｉｌｌａｇｅ　かさとぴあ」開発計画 小林　由香

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00098 朱谷商事合同会社 2130003005196 通常枠 国内外中国人を対象とした日本でのビジネスを始める入口創製事業 花山　和士

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00100 株式会社シャンティ 2130001054674 通常枠 通所介護高齢者ロイヤルティを活かした便利でおいしい「京の家庭の味」等デリバリー食 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市西京区 R2262U00104 周山運輸株式会社 9130001008277 通常枠 輸出向け中古建設機械分野への新サービス展開による事業再構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00105 株式会社丸玄 5130001003868 通常枠 最新糸巻機導入により絹紡糸のチーズ巻を可能にした京都初の染料卸売・糸巻き加工業者への転換 花山　和士

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00109 株式会社ラシーヌ 8130001016074 通常枠 宿泊事業と相乗効果を生む地ビール事業に参入しコロナ禍を克服する 合同会社繁盛マネジメント舎

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00116 株式会社末富 8130001017691 通常枠 伝統を感じる新しい商品を作り、新しい方法で提供し、新たなブランドにより世界観とともに販売する。 堀口　裕弘

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00117 株式会社いづ重 5130001009015 通常枠 朝祇園‐祇園石段下での朝食事業‐ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 R2262U00118 株式会社小谷常 7130001042856 通常枠 安心・安全を実感できるユニバーサル・スポーツツーリズムへの対応 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00120 アルヒテクトン株式会社 6130003002306 通常枠 教育現場に強固なバリア！新素材パーテーションと木材ブロック型間仕切りの融合 京都中央信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 R2262U00121 安積商店 通常枠 「食」を通じた地域の”コミュニティ”デリカ店 丸山　拓哉

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00123 株式会社ニシダや 7130001007000 通常枠 京都大学生の健康を守る！栄養士による食堂事業でコロナ禍を乗り越える 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00126 テクノシステム株式会社 9130001003393 通常枠 ドローン及びレーザースキャナを用いた文化財測量調査事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 R2262U00131 ファッション寝装なかやま 通常枠 行政・福祉と連携し、地域の課題を解決するＡＩを活用したスマート農業への進出 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市西京区 R2262U00132 株式会社イサムモリタ 1130001050864 通常枠 コロナで結婚式を諦めない！新しいウエディングサービスへの業種転換 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 R2262U00137 有限会社田中ステンレス 8130002026634 通常枠 冷間圧造によるステンレス加工による事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 R2262U00139 ルアルティザン株式会社 2130001060581 通常枠 冷凍パンのＥＣサブスクリプション販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00142 株式会社麸嘉 1130001031253 通常枠 花脊別所地区における果樹加工販売事業 有田　耕介

近畿 京都府 亀岡市 R2262U00149 テイカ精密株式会社 2130001035930 通常枠 精密加工技術を活かした電子から医療分野への事業進出 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00152 京都自転車販売株式会社 4130001045944 通常枠 廃車を活用したリユース自転車の製造・販売による事業再構築 株式会社ゼロプラス

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00153 フロムメンテナンス有限会社 3130002014874 通常枠 コロナ禍で廃棄物が減っている！優良事業者が中間処理に挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 R2262U00155 Ｋｉｓｓｕｉｅｎ株式会社 3130001067898 通常枠 需要分析を踏まえた新観光商品と鮮度保持料理販売のクロスセル事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市西京区 R2262U00158 株式会社京富士印刷 9130001008095 通常枠 デザイン業務をアウトソース。ＡＩデザイン使い放題のサブスクサービス 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00161 株式会社ＣＯＲＡＺＯＮ 9130001056937 通常枠 パフォーマンスサイコロジー®	を基盤とした情報提供のためのＷＥＢサービス構築 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市右京区 R2262U00163 山下工業株式会社 9130001025396 通常枠 地場に特化した杭抜き工事による「新築市場」から「解体市場」への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 木津川市 R2262U00165 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　ＲＥＹ 9130001037318 通常枠 人間形成のための自然体験型学童クラブへの業種転換計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 R2262U00166 松和機器サービス株式会社 2130001030130 通常枠 Ｉｏｔ技術を活用したデジタルサイネージ型の設置・メンテナンスへ新分野展開 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00169 松井酒造株式会社 3130001007318 通常枠 サスティナブル・クラフトジンの製造と非接触型バーの構築 アクセルコンサルティング株式会社

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00170 合同会社ＧＥＮＥＴＯ　ＧＲＯＵＰ 7130003005984 通常枠 北山杉の産地で家具製造体験ができる環境配慮型コテージ事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00171 有限会社玉木製作所 9130002016808 通常枠 協働ロボット導入支援事業の構築による新分野展開 京都中央信用金庫
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近畿 京都府 京都市北区 R2262U00172 表望堂 通常枠 従来の閉鎖的事業の見える化、自社製品販売店舗とオープンスペースの構築 花山　和士

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00175 株式会社ミタテ工房 1130001015768 通常枠 新素材を使用した自動車（ＥＶ）用大型パーツの生産体制構築計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00176 株式会社ひろ文 4130001005353 通常枠 コロナ禍に負けるな！新サービスへの新事業展開 税理士法人共生会計

近畿 京都府 京丹後市 R2262U00178 大善株式会社 8130001042780 通常枠 京都府北部の地域資源（オリーブ）を活用しオリーブオイルの製造を開始する 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00179 株式会社宮野商事 7130001007421 通常枠 地域密着＆御用聞きスタイルを特徴としたマイクロリノベ事業の展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00180 株式会社アペイロン 2130002022457 通常枠 プログラミング塾のオンライン化と「子供ペイ」発行によるＩＴ教育サイクルの構築 花山　和士

近畿 京都府 京都市右京区 R2262U00181 株式会社山口西光堂 4130001061256 通常枠 白衣のレンタルおよびクリーニングのサブスクリプション 株式会社京都銀行

近畿 京都府 舞鶴市 R2262U00184 有限会社ＯＵＴＧＲＯＷ 9140002027259 通常枠 舞鶴初のプライベートシュミレーションゴルフバー 丸山　拓哉

近畿 京都府 南丹市 R2262U00185 有限会社コテラ企画 2130002028652 通常枠 コロナ社会におけるパッケージ印刷分野進出による事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 R2262U00186 有限会社桑原鉄工所 8130002028886 通常枠 専用工場の整備による軽量鉄骨加工事業への挑戦 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00187 楽膳柿沼 通常枠 京料理飲食店からお弁当、総菜のテイクアウト事業に事業転換図る 京都信用金庫

近畿 京都府 城陽市 R2262U00188 株式会社ティ．アイ．プロス 7130001038490 通常枠 微細な水滴を含む蒸気でスッキリ洗髪し介護負担も軽くなるスチーマー 税理士法人　中央総研

近畿 京都府 京丹後市 R2262U00190 北畿リゾート株式会社 1130001042911 通常枠 日本の食を美味しさそのままに海外へ「生鮮冷凍商品」の開発 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 R2262U00192 株式会社イマジン 3130001024230 通常枠 次世代型バーチャルイベント・展示会等に向けた３ＤＣＧコンテンツの製作 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00193 高知旭光精工株式会社 6130001010566 通常枠 義歯製造のための金型製作業務への新たな挑戦 みどり合同税理士法人

近畿 京都府 宇治市 R2262U00194 株式会社ライズ・ユー 5130002027370 通常枠 コロナ禍を契機に新たに将来展望のあるロボット部品加工に挑戦 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00196 株式会社フォーステック 5130001051405 通常枠 三次元ＣＡＤシステム導入による機械製造事業の拡大 ひかり税理士法人

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00197 株式会社プルミエール 8130001027170 通常枠 呉服業界の需要を掴む和洋服対応クリーニング機導入と取次店方式展開による新分野進出 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00198 富士ハウジング株式会社 3130001007193 通常枠 「京たこ」の秘伝レシピで完全再現した「京たこ」たこ焼き粉等の製造による製粉メーカーへの業種転換計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00200 玉乃光酒造株式会社 8130001015035 通常枠 オーガニック酒米１００％スパークリング清酒の開発および販売 御堂筋税理士法人

近畿 京都府 京都市右京区 R2262U00201 中川精機株式会社 4130002009097 通常枠 ＣＮＣ精密旋盤導入による取り扱い製品種類の拡大及び大型化からなる事業再構築計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 宇治市 R2262U00205 株式会社ユルり 3130001047710 通常枠 はなれ中村製麺のおいしさを家庭でも～おうちごはんの充実～ 城陽商工会議所

近畿 京都府 宇治市 R2262U00207 株式会社石巻工務店 7130001032329 通常枠 ＩＴＡＹＡ　ＫＯＢＯ　ＳＥＣＯＮＤＢＡＳＥ（原木からＢＵＩＬＤ　ＩＴ　ＹＯＵＲＳＥＬＦ　ＳＵＰＰＯＲＴ） 税理士法人久保田会計事務所

近畿 京都府 宇治市 R2262U00208 プロニクス株式会社 2130001033042 通常枠 幾何形状測定技術を活かした金型部品向け表面研磨技術サービス事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00209 楽仙樓株式会社 7130001028310 通常枠 母の中華まんを軸にした手作り中華まん特化小売店舗進出事業 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 R2262U00210 株式会社弘商会 6130001033831 通常枠 本場韓国を味わえる『汗蒸幕サウナ』体験事業への業態転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00212 株式会社エコノシスデザイン 5130001056783 通常枠 伝統工芸商品の開発・販売とＶＲ　事業の新規展開で地域活性化 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00213 春日製作所株式会社 4130001020261 通常枠 世界初の新素材によるハイエンド半導体製造装置用部品の製造 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00215 エキップ株式会社 8130001026544 通常枠 コロナ禍での換気ニーズを捉えた新商品開発による新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 向日市 R2262U00216 株式会社大日本科研 9130001030256 通常枠 半導体製造装置市場参入のための新規投影式露光機の製造開発 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00217 株式会社公益社 7130001020705 通常枠 感染症等に対応した非接触型貸切葬儀場の建築と運営 株式会社ウィレコンサルティング

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00218 株式会社フロッツカーネル 4130001061074 通常枠 自社の企画構築力を活かして、欧州伝統のハーブスイーツ店を開設 藤村　正弘

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00220 京都テクニカル株式会社 4130001052619 通常枠 「デマンド回避型ハイブリッド給湯システム」の設備工事に特化した新たな事業の構築 吉田　琢

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00221 株式会社伍彩菓 8130001062390 通常枠 洋菓子店から地産地消「国産ピューレ」製造卸売業への事業転換 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京田辺市 R2262U00222 かなで創新開発株式会社 7130001059553 通常枠 京都観光のマイクロツーリズム＆スポーツツーリズム融合の新市場創造戦略 税理士法人トップ財務プロジェクト

近畿 京都府 京丹後市 R2262U00224 木下酒造有限会社 1130002033868 通常枠 委託精米業への川上進出及び地域農業の創生による中長期存続計画 京都府商工会連合会

近畿 京都府 八幡市 R2262U00225 株式会社ＥＣＯ　ＰＲＯ 5160001004673 通常枠 廃棄パレット粉砕による再利用で、循環型社会の実現に寄与する。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00226 割烹さか本 通常枠 都市養蜂はちみつを使ったおもたせの製造 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00230 株式会社ＩＷＡＫＩＳＴＹＬＥ 7130001048184 通常枠 店舗工事特化型の建築管理アプリ開発および販売 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00232 京甘食品株式会社 3130001020460 通常枠 家庭で楽しめるあんこの和菓子の開発による事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00233 株式会社はしもと製作所 7130001061583 通常枠 大規模太陽光発電施設に必要な専用金属筐体製造による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 京都府 相楽郡精華町 R2262U00236 日本ニューロン株式会社 1130001037333 通常枠 大変位耐震試験機導入による水道管路性能評価事業への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 R2262U00237 株式会社Ｓｔｕｄｉｏ－８８４．Ｐｒｏ 6130002020713 通常枠 短編映画の制作・提供等による消費者市場の開拓・自社一貫体制の構築 和泉　剛

近畿 京都府 京都市西京区 R2262U00239 株式会社エピキュア 4130001026795 通常枠 飲食業からの新分野展開　本格派冷凍食品製造直売所事業 芦田　勝博

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00240 株式会社ハトヤ瑞鳳閣 3130001018496 通常枠 ”京都温泉”ブランドの構築を目指す温泉水販売事業への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 綾部市 R2262U00244 合同会社ｃｏｎｎｅｃｔ　ｇｌｏｂａｌ 8130003006197 通常枠 カーボン除去事業による新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00247 株式会社ＯＫＵ 5130001029525 通常枠 ミシュラン二つ星「美山荘」のおせちや京都の奥山のご馳走を自宅で味わえる通販事業への転換 若杉　拓弥

近畿 京都府 福知山市 R2262U00249 グリーンテック合同会社 3130003002795 通常枠 建設業者の事業多角化。電動バイクの販売及びレンタル事業への展開 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00251 北山貿易株式会社 2130001054344 通常枠 女性の感性とコンシェルジュのノウハウを活かした産後ケアセンターの開設 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00254 有限会社八川製作所 3130002018462 通常枠 清潔度と精度が高い医療分析装置部品の製造による新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 京都府 長岡京市 R2262U00256 有限会社小林製作所 3130002024741 通常枠 金属加工技術を活かした多角化戦略による半導体分野への進出 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 R2262U00257 有限会社アシスト 3130002011830 通常枠 エンジン内部の部品開発に取り組み、国内外のコアなＢＭＷユーザーにエンジンチューニングサービスを提供 株式会社フラッグシップ経営

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00259 有限会社栄山堂 7130002009672 通常枠 「京の食」×「感動するフレンチ」の融合を清水寺の参道から発信！ 松下　晶

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00260 洛趣舎 通常枠 清水寺の門前からオリジナルの日本茶ブランドで新市場を開拓 松下　晶

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00261 Ｎｉａｔｔｏ　ｋｙｏｔｏ株式会社 4130001063500 通常枠 バリスタチャンピオンが理想のコーヒーを目指して自家焙煎所を開設 株式会社匠コンサルティング

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00267 家長染工業株式会社 4130001019790 通常枠 新規分野開拓のためのデジタル技術とクラウド生産管理システムを活用した捺染方法の変更 片岡　卓也

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00268 丸昭運送株式会社 5130001011739 通常枠 包装配送一貫事業による事業再構築の取組み 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00275 ホーセック株式会社 7130001015630 通常枠 ダクトのプロによるインダストリアル家具・ディスプレイ設計製造施工 長谷川　浩之

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00277 アライズカンパニー株式会社 4130001061966 通常枠 フォトウェディングからパン製造小売業へ業種転換を行う経営革新 山口育男

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00280 株式会社ウチダ 1130001005975 通常枠 低感染リスクに資する大規模撮影スタジオの新設と写真カタログへの新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00283 株式会社ＤｉＯ 6130003004987 通常枠 ＶＲとＥＣシステムの連携によるバーチャル百貨店の構築事業 小林　洋之

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00287 コンフォート企画株式会社 1130001025296 通常枠 オンラインツールを加えた、発展形のタブラオ（舞台付飲食店）開業計画 北脇　幸江

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00288 株式会社カケザン 4130001060258 通常枠 飲食事業との相乗効果で飛躍を図るクラフトビール製造業への転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00289 株式会社インバウンドプラス 8130001061062 通常枠 宿泊施設管理代行から外国人向け長期滞在施設経営への新分野展開 株式会社ＮＫＫソリューションズ
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近畿 京都府 京都市南区 R2262U00290 株式会社ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ 4130001063426 通常枠 フライドチキンのテイクアウト及びルームサービス事業による宿泊業からの事業転換 森井　義英

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00295 ソフトコム株式会社 4130001017794 通常枠 ＩＴ分野特化型コワーキングスペース事業“ソフトコムｓｐａｃｅ”の開始 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00296 株式会社田中建工 2130001005082 通常枠 「木」にこだわる建築会社が運営する木造高齢者施設と訪問介護事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 R2262U00298 株式会社藤岡興業 5130001066436 通常枠 今後需要が拡大する解体工事業への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 R2262U00303 Ｋｉｙｏ　ｔｏ－ｂｏ株式会社 5130001059571 通常枠 清水焼の風雲児が挑戦する、Ｂ２Ｃセミオーダーへの業態転換 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00304 松本建設株式会社 6130001033105 通常枠 ＳＤＧｓ道路舗装修繕工事対応　最先端のＩＣＴ測量システム“測量美術”を用いた　道路測量事業分野への新分野進出計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00307 ＳｈｉｎＳｅｎ 通常枠 ＡＩカウンセリングでコロナ時代に合った非対面サロンを展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市西京区 R2262U00313 京つけもの　かたやま 通常枠 伝統の漬物技術から麹・酢を使った新たな発酵食品開発による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00316 株式会社アイトーン 3130001058542 通常枠 起業家のための新時代のフードビジネス実験場 税理士法人ｂｅ

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00318 ファースト株式会社 9130001024951 通常枠 スマホアプリと遠隔コールセンターシステムによる緊急トラブルサポート等サービスの提供 株式会社京都銀行

近畿 京都府 宇治市 R2262U00320 株式会社ディライト 7130001036412 通常枠 京都機材センター新設等による経営資源再構築と新工法の展開 猪口　建太朗

近畿 京都府 城陽市 R2262U00325 株式会社ｓｉｍｐｌｅ　ｐｌａｎ 6130001061584 通常枠 若手農家とコラボ　地域の特産物を使用した地産地消のパティスリへの転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00326 株式会社エネコートテクノロジーズ 6130001061337 通常枠 宇宙用太陽電池への事業再構築計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00327 有限会社トラベル応援社 4130002005815 通常枠 宿泊施設を利用したインテリアのショールーム事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 R2262U00328 有限会社フラワーハウスおむろ 2130002001452 通常枠 製販一貫による京都の神社仏閣の木から生産する京都産切り花事業の確立 株式会社京都銀行

近畿 京都府 与謝郡与謝野町 R2262U00329 谷義産業株式会社 1130001040709 通常枠 呉服店からの新提案。気軽にきものを楽しめるフォトスタジオ事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 宇治市 R2262U00332 株式会社中村藤吉本店 4130001032884 通常枠 多目的滞在空間を伴う、デジタル化セルフサービスカフェ事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00335 株式会社はーと＆はあとライフサポート 5130001023734 通常枠 オンライン栄養指導・カウンセリングによる食事療法支援サービスの開発 京都紫明税理士法人

近畿 京都府 京都市北区 R2262U00341 株式会社Ｐｌａｎ　Ｂｅ 5130001048293 通常枠 「Ｐｌａｎ　Ｂｅ制御による鉛電池利用システムの長寿命化ユニット」の製造販売事業 税理士法人京都経営

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00342 株式会社仁々木 5130001046090 通常枠 全国的に知名度の髙い有名特産品を活用した米飯惣菜のＯＥＭ製造事業 田畑　一佳

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00343 株式会社種田 4130001046091 通常枠 天保８年創業の和装小物製造業から純京都産化粧品製造・小売への事業転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00344 株式会社マルナカ 4130001011748 通常枠 一定のウイルス等に対し除菌効果のあるオゾンミストを散布する装置の量産体制構築計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00355 株式会社たち吉 2010401114057 通常枠 和食器サブスクリプション事業計画 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00360 株式会社波波 9130001028077 通常枠 「オンライン」と「来店」のハイブリッド料理教室と付随する鮮魚販売事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00362 株式会社Ｊｉｎ 5130001019947 通常枠 ショッピングモールでの『大衆的麺飯食堂　喜喜（シィーシィー）』のチェーン展開 税理士法人グッド・フェイス・パートナーズ

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00366 ベジサラ舎 通常枠 朝採れ野菜の健康すこやか弁当を即日配達する八百屋の新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00368 有限会社貝葉書院 8130002015950 通常枠 江戸時代の製本法が分かる手摺見学ツアーによる実演販売事業計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 綾部市 R2262U00371 株式会社アイエス 8130001041659 通常枠 ＳＮＳを活用した「日本料理の技動画」教育コンテンツ　サブスク販売事業 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京丹後市 R2262U00376 日本インパクト株式会社 3130001042703 通常枠 リチウムイオン蓄電池産業の一翼を担う加工物流への挑戦 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00378 株式会社いちなん 6130001067862 通常枠 添加物オフと食品ロスゼロのノウハウを最大活用食肉加工グルメ新ジャンルのＥＣ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 R2262U00379 株式会社花屋敷浮舟園 7130001032956 通常枠 グランピングとルーフトップバーによるコロナ禍への対応と新市場開拓 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00380 株式会社ＡＦＩテクノロジー 1120001177428 通常枠 全自動無菌検査システムによる安全・安心な医療への貢献 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00385 ＧＬＯＢＡ株式会社 1140001098036 通常枠 外国語学習動画視聴サービス事業への新たな挑戦による事業再構築 景山　洋介

近畿 京都府 宇治市 R2262U00387 有限会社小林工作所 4130002026415 通常枠 自動車電子制御用半導体部品向けプレス金型製造事業の発足 糸井　悠樹

近畿 京都府 京丹後市 R2262U00391 ながすな繭株式会社 9130001043019 通常枠 サブスクリプションを活用した入浴剤等の販売 但馬信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00392 株式会社きゅうべえ 2130001031509 通常枠 シェアサイクルＯＥＭサービスの開発・展開計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 R2262U00399 有限会社みやび美術工房 4130002019352 通常枠 西陣織の技術応用による新規市場（インテリア）開拓 辻？　貞旨

近畿 京都府 城陽市 R2262U00400 株式会社岡村製作所 5130001038328 通常枠 製缶技術とファイバーレーザー切断を掛け合わせ新たな金属加工領域への参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 R2262U00401 株式会社ヤナギダ機工 8130001005597 通常枠 コロナ禍における客先のニーズに応えるべく、新商材「感染症対策用品」の販売を手掛ける。 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00409 株式会社サンエムカラー 9130001010712 通常枠 高精細デジタルアーカイブデータを使用した高付加価値デジタルデータ配信システムの構築 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 R2262U00411 丹後織物工業組合 6130005010901 通常枠 絹織物等の高付加価値加工による需要開拓等新分野展開事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00413 祇園にし 通常枠 京都祇園の文化を発信する食品ストア「ＧＩＯＮ　ＮＩＳＨＩ　ｓｔｏｒｅ」の展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00414 株式会社増富 7130001007339 通常枠 骨粗鬆症の予防で日本の健康寿命延命に貢献する、カルシウムサプリメントの開発・販売 株式会社ライトアップ

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00418 株式会社Ｌ＆Ｇグローバルビジネス 3120001190057 通常枠 温泉旅館から長期滞在型の東洋医学療養所への事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00425 ＡｒｃｈｉＴｅｃｈ株式会社 9120001217003 通常枠 建築専攻学生特化型の求人マッチングサービスの開発と提供 塩津　友輝

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00430 有限会社マキノジェーエフ 8130002007898 通常枠 居酒屋から鰻をメインにした和食料理店への事業転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00431
Ｇｌｏｂａｌ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ　Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ株

式会社
9130001044223 通常枠 植物成長剤「ＳＯＭＲＥ（ソムレ）」のインド展開　～インド現地での製造、販売～ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00434 有限会社東洋精機製作所 1130002016930 通常枠 高精度インプラント（人工骨・人工関節）及びその周辺部品に特化した医療機器製造業界への進出 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00437 株式会社アイアイ 4130001016326 通常枠 寝具のサービス化＆Direct to Consumer新規事業 京都信用金庫

近畿 京都府 城陽市 R2262U00439 株式会社バイオエックス 8130001023599 通常枠 感染症検査市場向け、超短納期、低コストＶＨＨ抗体製造事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00440 株式会社ゴリップ 1130001046227 通常枠 韓国総菜を提供するデリカテッセン店舗での中食市場への進出 株式会社三井住友銀行

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00445 株式会社美研繊維 4130001011517 通常枠 オートスクリーン捺染機Ｗ幅、新設計画。　制菌・抗ウィルス加工にて市場進出。 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 R2262U00447 マイクロシグナル株式会社 3130001033677 通常枠 マイクロドット受光素子を用いた高速データ伝送デバイスの事業化 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00456 株式会社フェイス 3130001018604 通常枠 ＲＦＩＤの技術革新ともにニューノーマル時代への販路拡大 税理士法人今西総合会計

近畿 京都府 宮津市 R2262U00458 吉野茶屋ひいらぎ工房ひいらぎ庵 通常枠
創業３４０年老舗「智恵の餅」屋が新たに挑戦する誘客多角化事業ｅ－Ｂｉｋｅレンタル＆Ｏｎｌｙ　

ｒｅｓ　ｔａｕｒａｎｔ）
京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00460 株式会社形木原製作所 3130001014116 通常枠 設備系商社との協力関係を構築し食品製造機器業界へ展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00463 株式会社きたやま南山 7130001006209 通常枠 食肉製品・精肉等の業務卸とシェアキッチン・食育事業の展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 R2262U00465 株式会社カスノモーターサイクル 5130001014114 通常枠 国内初のエンジンパーツ製造参入の為の工場建設と５軸加工機導入 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 R2262U00470 ＦＥＳ株式会社 8130001046583 通常枠 砂型用３Ｄプリンター導入による立体造形事業の新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 久世郡久御山町 R2262U00474 株式会社ハタイタ製作所 5130001033568 通常枠 半導体製造装置用大型ステンレス部材の製造を可能とするレーザ溶接機の導入と装置レイアウトの最適化 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市東山区 R2262U00477 株式会社スフェラ 9130001053604 通常枠 ペット向けウェルビーイング分野におけるケア施設運営及びコンサルティングサービス 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00482 福田真株式会社 1130001022319 通常枠 京都京北で自然歴史体験とこだわりの料理が味わえるグランピング事業 ひかり戦略会計株式会社
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近畿 京都府 京都市下京区 R2262U00484 株式会社ｈｅａｒｔｅｓｔ 4130001028866 通常枠 発酵加工食品の製造で健康に配慮した食事業を展開～外食事業から食品製造・小売業に進出～ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00485 和晃技研株式会社 9130001012080 通常枠 災害対策のための蓄電装置（交流電源）製品化事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 R2262U00493 株式会社ミズタニ 6130001011770 通常枠 ＡＩとリビルト品（再利用品）が解決する輸入車市場への新分野展開 アイネックス税理士法人

近畿 京都府 京都市中京区 R2262U00496 有限会社志場商店 5130002016497 通常枠 京生麩シートの製造・販売及び京生麩専門店の出店 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272G00001 株式会社ＢＡＯＢＡＢ 8120002020084 卒業枠 高級食パン製造販売の業態転換をＳＤＧｓとＤＸの推進を通して実現 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272G00006 昌弘貿易株式会社 4120001081610 卒業枠 ＣＶＤによる工業用合成ダイヤモンドの製造販売 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272G00007 グッドソフト株式会社 9120101030306 卒業枠 中国向けコーヒー商材のＯＥＭ開発スキーム構築及び製造販売計画 株式会社打越会計事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00003 株式会社ＨＩＶＥ 9120001197451 緊急事態宣言特別枠 既存販路を活用するＣＢＤグミの製造販売による収益の複線化事業 平　了輔

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00005 かりんの琴教室 緊急事態宣言特別枠 日本初の中古琴専門ＥＣサイト開設と試奏室の設置による業種転換計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 高槻市 R2272S00006 株式会社大之介 9120901018013 緊急事態宣言特別枠 「自社調理による食材の常温流通商品と冷凍流通商品のネット通販」 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 泉佐野市 R2272S00008 居酒屋ロンスター 緊急事態宣言特別枠 安心安全で美味しい料理をテイクアウトで 泉佐野商工会議所

近畿 大阪府 岸和田市 R2272S00009 エヌファクトリー 緊急事態宣言特別枠 パーソナルトレーニングジム＆ボディケアスタジオ 岸和田商工会議所

近畿 大阪府 高槻市 R2272S00010 株式会社ボディケアジャパン 5130001037445 緊急事態宣言特別枠 リラク店舗の空きスペースを活かした食品製造販売業で業績回復！ 平　了輔

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00011 株式会社ＩＣＨＩ 7120001199367 緊急事態宣言特別枠 一流の日本料理職人による本格和食料理の店舗型そうざい屋さん 中西　博茂

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00012 エスルート 緊急事態宣言特別枠 ハウスクリーニング業への業種転換事業 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00014 高野住商株式会社 4120001184405 緊急事態宣言特別枠 ウイズコロナを見据える多様な働き方に対応するワ―ケーション事業 中本　悠介

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00016 株式会社キャップス 2120001159152 緊急事態宣言特別枠 マッチングサイト運営事業計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00017 株式会社伊予結納センター 1120001074773 緊急事態宣言特別枠 慶弔金立替代行発送サービスを中心としたＷＥＢフォーマルギフト販売及びサービス事業計画 井関　新吾

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00018 株式会社与太呂 9120001118564 緊急事態宣言特別枠 フレンチフライ専門店のテイクアウト・デリバリー事業 北川　和男

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00019 有限会社チャルカ 6120002063234 緊急事態宣言特別枠 東欧文化ステーション、チャルカ 新田　博之

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00020 株式会社たこ八 4120001083978 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによる移動販売事業及び自動販売機による非対面販売事業 續谷　泰一

近畿 大阪府 高槻市 R2272S00023 株式会社イーバ 1120901014630 緊急事態宣言特別枠 飲食業の可能性を拡げる仕出し弁当事業 税理士法人イースリーパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00025 株式会社ルミナヴィスタ 4120001227304 緊急事態宣言特別枠 味覚・視覚で楽しむスイーツ「ルミナドルチェ」新店舗出店 倉橋　敏文

近畿 大阪府 松原市 R2272S00026 株式会社ヒライ工業所 9120101025636 緊急事態宣言特別枠 サーボプレス機の導入、金属加工の技術活用による医療分野への進出 松原商工会議所

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272S00027 株式会社ＲＩＳＥ 3122001012034 緊急事態宣言特別枠 法人向け会議用弁当が苦戦の中、全国個人向け冷凍弁当を販売する新分野展開計画 岸本　圭祐

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00028 ＲＡＩＮＢＯＷ 緊急事態宣言特別枠 一次会も二次会もまるっとお任せ！バーから焼肉店への新分野展開 税理士法人Ｔ・ｍｉｎｄ

近畿 大阪府 泉佐野市 R2272S00029 株式会社ウイル日新 7120101045248 緊急事態宣言特別枠 空き家を利用して障がい者グループホーム開設、運営 石原　憲

近畿 大阪府 富田林市 R2272S00031 シルキードライ星ヶ丘 緊急事態宣言特別枠 既存店舗を改装し、テイクアウトを主体したコーヒー焙煎豆販売の新分野展開 嶋田　新一

近畿 大阪府 大阪市住之江区 R2272S00033 フラワーコスモス 緊急事態宣言特別枠 高級ギフト「ジュエリーフラワー　」の店舗とＷＥＢでの販売計画 飛田　篤

近畿 大阪府 堺市北区 R2272S00035 スピリカ 緊急事態宣言特別枠 フリーランスの所得アップに繋がるシェアサロン事業 内藤　敏

近畿 大阪府 池田市 R2272S00036 株式会社正弁丹吾グループ 4120901019651 緊急事態宣言特別枠 食品製造におけるＨＡＣＣＰ対応化及びシステム化による、調理品直販（通販＆地場物販）ビジネス強化事業 株式会社ユアコンパス

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00037 株式会社メイク 2120001019042 緊急事態宣言特別枠 オンライン通販へ新規参入による業態変換事業計画書 永和信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00039 有限会社岡村水道ポンプ工業所 8120902017931 緊急事態宣言特別枠 漏水探知機による新分野展開としての漏水検査事業の事業計画 アンサー税理士法人

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00041 株式会社ＨＩＧＨ　ＦＩＥＬＤ 2120901034041 緊急事態宣言特別枠 ＣＴＩシステムを導入し革新的な電話代行サービスに事業転換 山岡弘明

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00042 株式会社やいや 8122001022854 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍でも選ばれる炭火焼ビストロを開業することによる再構築計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00043 株式会社ホープ・リノベーション 4122001030489 緊急事態宣言特別枠 困っている人を助けたい！寄り添う・安心・安全な保育事業へ 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 守口市 R2272S00044 株式会社クロスキンキ 2120001155630 緊急事態宣言特別枠 大阪なんば発、海鮮・天ぷらの実演型キッチン型立ち呑み居酒屋のＦＣ事業 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 羽曳野市 R2272S00047 株式会社シックスボックス 6120101010013 緊急事態宣言特別枠 まごころお届け！高齢者向け宅配食事業 堀井　利弘

近畿 大阪府 大阪市大正区 R2272S00048 ワンショットダウン 緊急事態宣言特別枠 リラクゼーション分野でプロスポーツ経験を活かしたストレッチ店の事業化 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00049 株式会社ヒッツコーポレーション 9120001036213 緊急事態宣言特別枠 音声品質、感染症対策、コストパフォーマンス及び立地に優れた、日本一安心して利用できる映像配信スタジオ業 税理士法人浅田会計事務所

近畿 大阪府 堺市北区 R2272S00051 株式会社パーソナル・サポート 6120101023097 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍でも生徒の学びの場を止めない動画配信サービスの開始 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00052 株式会社ヨークインターナショナル 4120001141736 緊急事態宣言特別枠 バルーンアートの販売と教室運営。空き店舗活用で低資金でも女性が起業し活躍できる事業。 株式会社あけぼの経営

近畿 大阪府 高槻市 R2272S00053 株式会社味源グループ 8120901010268 緊急事態宣言特別枠 旅館向け高品質レトルト惣菜業務用通販事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00054 株式会社Ｓｈｉｎｅ　ｍｏｒｅ 5120001221603 緊急事態宣言特別枠 省エネ提案力を活かした太陽光パネルの設置工事事業 中谷　浩一

近畿 大阪府 高槻市 R2272S00057 吉川酒米販 緊急事態宣言特別枠 酒屋の一角で新たに「立ち飲み＆揚げ物テイクアウト」の店舗増設計画 高槻商工会議所

近畿 大阪府 堺市中区 R2272S00058 旭寿司 緊急事態宣言特別枠 高級幕ノ内弁当を始めとするテイクアウト事業 堺商工会議所

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272S00059 株式会社Ｂｉｌｌｉｏｎ　ｇｏｔ 8120001210537 緊急事態宣言特別枠 暗い世の中に光を！居酒屋から本格ラーメン屋への事業転換 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00060 株式会社サウンドプラン 6120001115440 緊急事態宣言特別枠 『イージーキッチン高野山』による高野山内宿坊と周辺地域料理店の活性化 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00061 世界チーズ商会株式会社 2120001082593 緊急事態宣言特別枠 チーズのある食卓を日本の文化にするプロジェクト 税理士法人タクセス

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00062 株式会社オールグリーン 1120001207201 緊急事態宣言特別枠 住宅構造の専門知識を生かした特殊清掃・遺品整理サービス事業 弓場　翔太

近畿 大阪府 大阪市城東区 R2272S00063 株式会社ｏｆｆｉｃｅ　ＬＥＰ 9120001201122 緊急事態宣言特別枠 日本初のＬＥＤライブ配信「日本文化武道」×「フィットネス」新事業展開 高野　敬太朗

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00066 株式会社ビューティライフジャパン 5120901027661 緊急事態宣言特別枠 男性のための『脱毛・フェイシャルボディケア』施術事業への新規参入 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00068 株式会社エスケイティ 3140001090651 緊急事態宣言特別枠 着物レンタル事業及びヘアメイク着付スクール事業 高山幸治

近畿 大阪府 羽曳野市 R2272S00070 株式会社ナカオ工芸社 3120101060795 緊急事態宣言特別枠 レーザー刻印事業 細川　雅教

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00071 ユースフルワールド株式会社 5120901033858 緊急事態宣言特別枠 「大阪初小学校廃校跡（運動場）」を活用した「バーベキュー＆健康カフェ」施設と地域活性化に向けた新事業展開 片岡　令

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 R2272S00072 株式会社ジェイソレイド 7120001180046 緊急事態宣言特別枠 大阪日本橋のラーメン店「超豚骨濃度８」通販専用商品の開発 永和信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00073 栄光エステート有限会社 5120902017703 緊急事態宣言特別枠 「音楽スタジオ」事業から「動画配信スタジオ」事業への新分野展開 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00074 合同会社メゾンフローラ 5120003010954 緊急事態宣言特別枠 生花販売から衣類販売への事業転換事計画 藤井敦

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00075 株式会社ＤＥＪＡＶＵ 1120001188838 緊急事態宣言特別枠 ライフスタイル雑貨、木工雑貨、美容商材販売を行うための新店舗出店 榎崎　洋

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00077 フレインズデザインワークス株式会社 9120001194259 緊急事態宣言特別枠 商品ロスがほとんど無い　持ち帰り生ぎょうざ専門店の開業 國分　博史

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272S00078 青木防災株式会社 2120001019348 緊急事態宣言特別枠 防火管理者を支援するＷＥＢサイトと動画の作成による業務ＤＸ化 税理士法人日野上総合事務所

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00080 株式会社リフレ 6120901008826 緊急事態宣言特別枠 予約制生活体験モデルハウスを用いた介護リフォーム事業への参入 岩橋　亮

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00083 株式会社ゆかり 1120001071639 緊急事態宣言特別枠 ほんまもんの粉もんで日本に元気を届けるプロジェクト 坪田　亮介

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 R2272S00084 株式会社フェイクスター 5120001201101 緊急事態宣言特別枠 カフェにおける新分野展開としてのテイクアウト物販事業 井川　雅博
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近畿 大阪府 枚方市 R2272S00085 株式会社つかさ 7120001124011 緊急事態宣言特別枠 個室で旬の味覚を味わえる寿司和食とお持ち帰り、仕出し（宅配）、魚介類販売への業態転換 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 R2272S00086 海鮮居酒屋うお盛 緊急事態宣言特別枠 子供から大人まで魚の魅力を知る、料理教室付き釣り堀 高野　敬太朗

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00088 株式会社ＰｏｕｒＶｏｕｓ 4120001169752 緊急事態宣言特別枠 オーダーメイド型スマートカジュアルを店舗での小売販売 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00089 株式会社ＲｏｃｋＶａｌｌｅｙ 3120001141786 緊急事態宣言特別枠 感染対策を施した改装を行い人気店の味を受け継ぐ中華バルへ事業転換 花岡　貴志

近畿 大阪府 枚方市 R2272S00090 焼肉屋よね 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト限定！黒毛サンドイッチ 高野　敬太朗

近畿 大阪府 茨木市 R2272S00091 有限会社魚善 2120902000240 緊急事態宣言特別枠 ２度目の災禍下、新分野で顧客の満足と当店の存在感を高める計画 田口　雅樹

近畿 大阪府 摂津市 R2272S00092 三心食品株式会社 9120901035941 緊急事態宣言特別枠 高齢者向けの宅配販売とネット販売による消費者向け販売事業への進出 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市港区 R2272S00093 有限会社ウィル・ヴィンチ 2120002015296 緊急事態宣言特別枠 ２次元ＣＡＤ設計事業から、ＢＩＭ（３次元ＣＡＤ）事業への新分野展開 青石　吉司

近畿 大阪府 大阪市城東区 R2272S00094 扇寿流 緊急事態宣言特別枠 バーチャルとリアルの日本舞踊教室＆レンタルスタジオ事業 大阪商工会議所

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272S00095 中日通商株式会社 7120101024680 緊急事態宣言特別枠 「中国物産店」、及び「外国人向けレンタルオフィス事業」の開業 丸山　千寿

近畿 大阪府 大阪市住之江区 R2272S00096 炭火焼鳥　杉の屋 緊急事態宣言特別枠 持ち帰り専用の焼鳥丼店を開業することによる事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市西区 R2272S00097 一般社団法人日本エイジレスバレエ・ストレッチ協会 1120005018974 緊急事態宣言特別枠 エイジレスバレエ・ストレッチ　オンラインダブルキャッチ計画で日本の健康寿命を伸ばす！！ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272S00099 株式会社新宿屋 5120001194997 緊急事態宣言特別枠 アフターサービスが必須な靴を製造販売している為、修理機械を購入して修理業の内製化 大阪信用金庫

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 R2272S00103 清原デザインオフィス 緊急事態宣言特別枠 ３ＤＣＡＤデータを活用し３Ｄプリンターで製造業試作品づくりの支援 濱田　裕章

近畿 大阪府 堺市美原区 R2272S00104 株式会社フクマテクニカ 4120101022010 緊急事態宣言特別枠 完全オーダーメイド型ブース販売への進出による経営基盤の回復 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 高石市 R2272S00105 株式会社Ｃ・Ｈ・Ａ 1120101020743 緊急事態宣言特別枠 カフェ運営事業から「カフェメニューの通信販売」への事業展開計画 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00106 株式会社イッカ 5120001224192 緊急事態宣言特別枠 小規模な飲食店をターゲットとし、牛肉を中心に豊富な部位を取り扱う食肉卸売業 山本　義範

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00107 株式会社スピリッツ 5122001025934 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチン完備と中食事業で売上高と利益を拡大する。 安　柄植

近畿 大阪府 守口市 R2272S00109 東洋木材株式会社 5120001156329 緊急事態宣言特別枠 プロの材木屋とつくる天然木一枚板のセルフメード家具の事業計画 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00111 株式会社ＡＸＩＡ 2120901035766 緊急事態宣言特別枠 高品質な新商品開発とネット販売システムの構築による他業種参入 坂野　圭吾

近畿 大阪府 茨木市 R2272S00112 株式会社リョウエイ 9120901002347 緊急事態宣言特別枠 紙器製造ノウハウを活用した紙加工用「木型・アルミ型」および「治具」の製造 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 守口市 R2272S00113 株式会社ＳＥＶＥＮ＆ＥＩＧＨＴ 4120001216595 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーの施工販売 高野　敬太朗

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 R2272S00114 株式会社海翔 8120001004988 緊急事態宣言特別枠 「テイクアウト」を中心とする健康志向の「オリーブ串フライ」の新業態開発 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 R2272S00116 天狗庵 緊急事態宣言特別枠 ラーメン店からメガ盛りマンモス弁当ＦＣ１号店加盟による持ち帰り弁当事業への転換 行方　康洋

近畿 大阪府 池田市 R2272S00118 アシスト株式会社 9120901033672 緊急事態宣言特別枠 惣菜の持ち帰り販売とその惣菜をメインにしたダイニングカフェの運営 池田商工会議所

近畿 大阪府 泉佐野市 R2272S00119 株式会社ＢＩＧＵＰ　ＪＡＰＡＮ 8120101055980 緊急事態宣言特別枠 大型イベント企画力を活かしたメダカの繁殖、販売事業及び飼育指導 山本　義範

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00121 斎藤産業株式会社 1120901023805 緊急事態宣言特別枠 低投資・低コスト！飲食店の空き時間を活用したうどん店への新分野展開 豊中商工会議所

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272S00124 株式会社ヒラオ 8120001148521 緊急事態宣言特別枠 業態転換と新ブランド設立による既存事業も活用した事業再構築 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00126 株式会社ファイセンスファクトリー 1120001134511 緊急事態宣言特別枠 製造環境の高度化で新商品開発を行い、新しい販路開拓につなげる事業 泉　正道

近畿 大阪府 大阪市此花区 R2272S00128 ＢａｎＭｕｓｉｃ 緊急事態宣言特別枠 Ｗｅｂサイトを活用した真言宗僧侶派遣及び仏具販売による法要ＤＸ事業 株式会社ライトアップ

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00129 株式会社ＡｉＡｓｓｉｓｔ 9120001220436 緊急事態宣言特別枠 マンション管理業務の遠隔化システムサービス提供による事業再構築 三輪　厚二

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00130 株式会社エー・アール 6120001139852 緊急事態宣言特別枠 アパレル（パーティドレス関連）ＥＣ市場の販路開拓 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00131 株式会社ミカランセ 9120001036568 緊急事態宣言特別枠 美容マスクのサブスクによる会員顧客の囲い込み事業 株式会社みらい経営

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 R2272S00132 カラフルボックス株式会社 7120001213433 緊急事態宣言特別枠 中小企業向けシステム事業の新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00134 株式会社アイアンスタンダード 5120001184197 緊急事態宣言特別枠 新ジャンルの味噌加工調味料の製造・販売への進出 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 交野市 R2272S00135 株式会社さくら 8120001153182 緊急事態宣言特別枠 交野市で空家問題ゼロを目指す不動産事業の開始 上保　博

近畿 大阪府 泉佐野市 R2272S00136 竹宮商店 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍による市場変化に対応するための低感染リスク業態店への転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00138 株式会社ａｋｕａ　ｍａｎａ 9122001025690 緊急事態宣言特別枠 コンテナハウス販売事業計画 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 R2272S00139 ピカソラス 緊急事態宣言特別枠 ミュージシャンから昭和歌謡バルへの業種転換 株式会社但馬銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00140 株式会社正寿 3120003007663 緊急事態宣言特別枠 自社ＥＣサイト構築によるゴルフ用品の越境ＥＣ事業計画 補助金活用支援会合同会社

近畿 大阪府 大阪市城東区 R2272S00141 鉄板焼き　お好み焼き　しんか 緊急事態宣言特別枠 自家製無添加ソーセージ、有機食材のテイクアウト及びネット販売 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272S00142 株式会社小白方電気 8120001123747 緊急事態宣言特別枠 木工製作部事業計画 室谷信一

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00144 株式会社フジアシスト 5122001032427 緊急事態宣言特別枠 訪問看護事業から不動産事業への業種転換 株式会社ウィズダムコンサルタンツ

近畿 大阪府 堺市南区 R2272S00145 ライズファクトリー 緊急事態宣言特別枠 ドローンを活用した建築物無人点検を安全・高品質・低コストで実現する業種転換 堺商工会議所

近畿 大阪府 和泉市 R2272S00146 池尻合同会社 4120103001524 緊急事態宣言特別枠 ずっとお家で暮らせるように～寝たきりを看過できない～ 辻　泰崇

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00148 株式会社ビーコネクト 8120001168817 緊急事態宣言特別枠 「ナノゾーンコート」を使用したコロナの感染症対策を講じる事業の展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 泉佐野市 R2272S00149 華瀛国際旅行株式会社 6130001062310 緊急事態宣言特別枠 ＩＴ活用により高乗車率を実現する新たなタクシー事業の構築 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00151 株式会社Ｔワークス 3120001135482 緊急事態宣言特別枠 箔押し印刷に特化した小ロットからのオンデマンド印刷事業 矢本　浩教

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00152 和顔施 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト等ができる一人しゃぶしゃぶ・とんかつ専門店への転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00153 株式会社アリス 5120001137709 緊急事態宣言特別枠 介護事業で培ったノウハウを活かした地域密着型調剤薬局事業 中本　悠介

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00154 有限会社中井レストラン企画 5120002037544 緊急事態宣言特別枠 ビール専門店の知見を活かした自社ビール製造による船場地域の振興 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00159 株式会社フォン・ジャパン 7120001104954 緊急事態宣言特別枠 自宅で楽しめる「世界一沖縄料理が豊富なホテル朝食」の製品化 中澤　悠平

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00160 株式会社魚市 4122001017809 緊急事態宣言特別枠 新たな食材の商品開発と、自社インターネット通信販売の立ち上げ。 関西みらい銀行

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00162 むらつ鍼灸接骨院 緊急事態宣言特別枠 接骨院が経営する身体ケア付きアスリート向け学生寮 吹田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 R2272S00163 エトセトラ 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈコロナでも出会いをサポート！「モテ男」になる婚活プロフィール写真作成支援 大阪商工会議所

近畿 大阪府 和泉市 R2272S00164 メディカル・エイド株式会社 4120101043337 緊急事態宣言特別枠 対面式の美顔レッスン教室をオンラインによるシステムに再構築 和泉商工会議所

近畿 大阪府 池田市 R2272S00165 豊栄産業株式会社 9120901019622 緊急事態宣言特別枠 「肌トラブル改善オンラインサロン」の開設 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272S00166 株式会社ｈｏｂｂｙｓ 9120001217829 緊急事態宣言特別枠 自宅でワン工程調理で専門店の味が完成するミールアラカルトのＥＣ販売 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00167 ゆびノさき 緊急事態宣言特別枠 ネイル体験が気軽にできる、ネイルバー 高野　敬太朗

近畿 大阪府 羽曳野市 R2272S00169 てて鍼灸庵 緊急事態宣言特別枠 バーチャル型脱毛＆エステをメインとした次世代サロンに挑戦 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 羽曳野市 R2272S00170 株式会社ファリシオ 9120101049833 緊急事態宣言特別枠 ペットロスの飼い主と共に歩むアフターケア事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272S00174 有限会社トマト 9120002046070 緊急事態宣言特別枠 冷凍たこ焼き等の店頭及びネット販売開始による販路拡大 株式会社北陸銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00176 グリーンプラス 緊急事態宣言特別枠 余剰食材等を活用したオリジナル缶詰の製造販売 有限会社グリーン経営サービス

近畿 大阪府 堺市中区 R2272S00177 石樽 緊急事態宣言特別枠 健康志向に特化した“鶏カレー”のＥＣ販売 堺商工会議所
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近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00178 株式会社採用戦略研究所 7120001176432 緊急事態宣言特別枠 人材採用業務に関わる業務のデジタル化商材の販売 税理士法人ミライト・パートナーズ

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00179 山本大 緊急事態宣言特別枠 搬出業から新たな解体工事業への新分野展開 小川　栄一

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272S00180 株式会社テトラ 4120001179917 緊急事態宣言特別枠 徹底的に絞り込んだホテル宿泊客に対する串カツのデリバリー事業 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00183 株式会社やるねん 6120001108089 緊急事態宣言特別枠 コロナに負けないテイクアウトに取り組んだ店舗開店による事業再建計画 株式会社豊栄総合研究所

近畿 大阪府 和泉市 R2272S00184 株式会社森口合成 6120102025605 緊急事態宣言特別枠 新型コロナにも有効な抗ウイルス性プラスチック原材料の開発による新事業への進出と事業転換の取組み 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 R2272S00186 マップス 緊急事態宣言特別枠 厳選お菓子のセレクトショップ　「マダムの汰菓子屋」開業計画 鷲塚正美

近畿 大阪府 茨木市 R2272S00187 一浄 緊急事態宣言特別枠 対面講座からＷＥＢ講座に切替えて「場の浄め師」育成を再構築 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 R2272S00188 合同会社道 8120003012394 緊急事態宣言特別枠 動的ストレッチを用いて健康増進をはかる新分野展開 稲瀬　修治

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00189 株式会社エー・クリード 8120001163207 緊急事態宣言特別枠 広告制作業者が都市型グランピングバーベキュー施設運営の新分野展開 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00190 Ｂａｒ　Ａｍｒｉｔａ 緊急事態宣言特別枠 女性ターゲット拡大のための鉄板グルメのお持ち帰り事業 横山　昌司

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00195 株式会社ステア 9120001104119 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトとアンテナショップでＳＤＧｓ商品を展開！卸売から小売りに！ 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00196 株式会社リベロ・ヴィアッジ 6120001096301 緊急事態宣言特別枠 どんな時も生活に必要な事業への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 大阪府 茨木市 R2272S00198 株式会社５－ＲＥＬＡＸ 6120901033873 緊急事態宣言特別枠 既存事業のオンライン化とコンディショニングアプリの開発 あさひ合同税理士法人

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272S00199 株式会社ＡＣＵＴＥ 1120101024067 緊急事態宣言特別枠 販売とレンタルを可能にしたＥＣサイトで着用しないドレスをシェア 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272S00202 株式会社魚漁 9120001188070 緊急事態宣言特別枠 居酒屋による学生若者応援店としての焼肉店開業による事業転換 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00203 エスオーフードビジネス株式会社 8120001164238 緊急事態宣言特別枠 精肉小売店の新規展開による事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00204 ＳｍｉｌｅＷａｙ 緊急事態宣言特別枠 有償独自プロジェクトマネジメント教育研修オンラインサービス 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272S00205 株式会社一門会 7120001110127 緊急事態宣言特別枠 だるまアプリ導入で集客促進・接客改善・物販促進によるＶ字回復 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272S00206 株式会社ＴＲＹＡＮＧＬＥ　ＺＥＲＯ 2120001226266 緊急事態宣言特別枠 小規模キッチン工場運営によるオリジナル冷凍食品の販売 株式会社香川銀行

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00208 ダイニングくった 緊急事態宣言特別枠 もつ鍋居酒屋からパーソナルジムへの業種転換に関する事業計画書 株式会社Ｓ・Ｏ・Ａ

近畿 大阪府 大阪市住之江区 R2272S00209 南陽トレーディング株式会社 2120001163311 緊急事態宣言特別枠 食品加工での海外技術を活用した新食感国産ドライフルーツ戦略 辻本　雅彦

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272S00211 株式会社一心社 5120001022299 緊急事態宣言特別枠 印刷物製造からアプリケーション開発、動画作成で新規需要獲得 髙橋　賢二

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00212 株式会社イーストプラン 8120001122393 緊急事態宣言特別枠 コロナ後の宿泊ニーズを捉えたハイブリッド宿泊事業の展開 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00213 バー　北酒場 緊急事態宣言特別枠 人脈を最大限に活かしたキッチンカー導入による移動販売事業計画 井上　岳彦

近畿 大阪府 泉大津市 R2272S00215 株式会社一晃 9120101053513 緊急事態宣言特別枠 運動不足解消で体と心の健康維持！地域に根ざす会員制トレーニングジム 税理士法人ＦＣブレイン

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 R2272S00216 ヒューマンバリュープロダクションズ 緊急事態宣言特別枠 音楽で人を繋いできたライブハウスの婚活事業による復活計画 村田　健吾

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00217 株式会社エターナル・ルーナ 9120001217465 緊急事態宣言特別枠 男女別室で最新機械を用いた筋膜リリース＆整体サービスへの業種転換 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00218 有限会社インスパイアード 8120002067415 緊急事態宣言特別枠 オブジェクトＶＲ撮影サービス 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00219 ＩＴＦ合同会社 1122003001342 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーを活用したクレープ販売による業種転換 北本　寛之

近畿 大阪府 高石市 R2272S00221 カフェピアチェーレ 緊急事態宣言特別枠 カフェオーナーが展開する現代人の健康を漢方薬で解決する薬店 高石商工会議所

近畿 大阪府 堺市中区 R2272S00222 お食事処えびす 緊急事態宣言特別枠 自社オリジナルポンズと高級しゃぶしゃぶをＥＣ販売で全国展開へ 橋本　昌直

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00223 株式会社Ｊ．Ｋ．Ｃ．ＪＡＰＡＮ 3160001015978 緊急事態宣言特別枠 インターネットを用いた自社ブランド製品の販売計画 保井　順喜

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272S00224 株式会社押海製靴 8120001131386 緊急事態宣言特別枠 婦人靴製造卸からウエブによる製造直販への事業転換 松田　峰成

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00225 株式会社高砂 3122001019211 緊急事態宣言特別枠 いつでも好きな時に当社の味を食べてもらうための業態転換 八尾商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00226 株式会社未来エステ研究所 6120001119904 緊急事態宣言特別枠 自社独自開発の美容商材「セルカンＧＦ　マスク」個人向けＥＣ　物販事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 大阪市旭区 R2272S00228 株式会社メイプルプランニング 4140002064876 緊急事態宣言特別枠 大阪初「シェアキッチン＆親子カフェ」コロナ渦に負けない店舗づくり新事業展開 高野　敬太朗

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272S00229 株式会社アプロサクセス 8120001209934 緊急事態宣言特別枠 経営者と専門家をつなぐプラットフォームコンサルティング ミレ信用組合

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00230 株式会社Ｒｉｘｅｙ 1120901040008 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢ制作会社が提供するＩＴ活用・リテラシー向上教育事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 門真市 R2272S00232 有限会社クロスクリエイト 8120002056426 緊急事態宣言特別枠 自社開発した生餃子を自社製造・テイクアウト販売へと新展開する 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00233 株式会社ビジョンシステムズ 1120001184531 緊急事態宣言特別枠 ヘルスケア市場に向けたハイブリッドクラウドサービスの提供 森田　茂樹

近畿 大阪府 南河内郡河南町 R2272S00234 銀河交通株式会社 7120101034564 緊急事態宣言特別枠 おもてなしの心を込めた福祉用具の洗浄メンテナンス事業へ進出！ 谷口　典子

近畿 大阪府 枚方市 R2272S00236 株式会社ＳＩＮＷＡ 6120001189344 緊急事態宣言特別枠 配食事業で、来店出来ない高齢者にも「おなかいっぱいと健康を」 高槻商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00239 株式会社アール・エー・ジー 7120001060462 緊急事態宣言特別枠 有馬温泉にて容器コレクションを活用したミュージアムの新規運営 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00240 株式会社Ｆｉｒｓｔ 4120001122835 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト・デリバリーに特化したラーメン店事業 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00241 株式会社ＵＮＩＴＹ 8120001223035 緊急事態宣言特別枠 高級車を眺めながら本格スパイスカレーが食べられるカフェ 北本　寛之

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00242 ソティスジャパン株式会社 2120001082981 緊急事態宣言特別枠 五つ星ホテル内の高級スパ・エステに、脱毛サービスを新規導入 山形　輝雄

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272S00244 株式会社Ｐｒｏｇｒｅｓｓ８ 5120001229051 緊急事態宣言特別枠 内外中食が味わえる韓国料理店の開店とＥＣサイトＳＮＳを活用した新規顧客の開拓 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272S00245 株式会社ハヤシゴ 5120001039616 緊急事態宣言特別枠 ビッグデータの活用とオンライン接客を前提とした自社によるＥＣサイト開設事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 河内長野市 R2272S00247 ポーラ 緊急事態宣言特別枠 デジタル広告の有効活用と店舗型営業への業態転換 平野　健治

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00248 ダンスプロジェクト　ケー・ディー・シー 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍で増えた不登校児などへ「第３の居場所」を提供する事業 みのり税理士法人

近畿 大阪府 高槻市 R2272S00253 有限会社インジェクターイーユナイテッド 8120902011538 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチン新設によるデリバリー専門店４ブランドの展開 株式会社アクセルパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00254 株式会社ブランジットインターナショナル 6120001206090 緊急事態宣言特別枠 移動販売と移動キッチンをＭＩＸ！調理機能付き自動車を用いた試食もできる移動販売業 澤井　美香

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00255 ダイセン産業株式会社 7120001083125 緊急事態宣言特別枠 低利益卸し取引からの脱却事業計画 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 箕面市 R2272S00256 プリントファースト 緊急事態宣言特別枠 Ａｆｔｅｒコロナを見据えた新たなライブコマース事業の推進 箕面商工会議所

近畿 大阪府 羽曳野市 R2272S00257 株式会社和島 9120101032616 緊急事態宣言特別枠 精肉卸業ならではの商品を活かした新規小売販売開始計画書 井関　新吾

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00259 株式会社ＭＡＫＥ 4120901032654 緊急事態宣言特別枠 新型コロナウイルス感染症に対応した美と健康の総合ワンフラットプラットフォーム 尾中税理士法人

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272S00263 有限会社ジーテックス 1120002006874 緊急事態宣言特別枠 スポーツ練習用に特化した新操作方式の情報端末事業の確立 大阪商工会議所

近畿 大阪府 高石市 R2272S00264 株式会社２９３３ 5120101052733 緊急事態宣言特別枠 既存店舗の空きスペースを活用した、密を避ける個別指導塾運営 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 枚方市 R2272S00265 株式会社エスレイ 3120001172245 緊急事態宣言特別枠 ミールセットのインターネット販売 立田　博久

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00267 谷口製作所 緊急事態宣言特別枠 店舗運営の多角化により、経営基盤の再構築を図る 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 富田林市 R2272S00268 Ｗｅｓｔ－ｔａｋｅｏｖｅｒ 緊急事態宣言特別枠 揚げピザ用冷凍ピザなどの冷凍食品の製造販売事業への進出 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272S00270 株式会社仙福南陽堂 7120001023948 緊急事態宣言特別枠 非対面・非接触によるオンラインでの、掛軸修理・修復見積もりとリニューアル提案サービス 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00271 松栄電器株式会社 4120901024123 緊急事態宣言特別枠 地域密着型複合ジム＆避難場所兼憩いの場の創出による新事業展開 豊中商工会議所

近畿 大阪府 堺市中区 R2272S00272 Ｓａｌｏｔｔｏ　Ｄｉ　Ｂｅｌｌｅｚｚａ　Ｆ 緊急事態宣言特別枠 メンズ脱毛事業＆スキンケア商品のネット販売スタート！ 可児　良昭
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近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00273 有限会社井内水産 8120002048786 緊急事態宣言特別枠 水産卸売り業からの業態転換を、加工品製造と小売りのＤ２Ｃ化で実現。 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 R2272S00274 セブンツアーズ株式会社 1120901017088 緊急事態宣言特別枠 風通しの良いフィッシングクルーザーでの上質な旅事業 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00275 株式会社Ｈ・Ｉ・Ｋ 9120001104845 緊急事態宣言特別枠 外壁工事受注に向けたドローンの導入とデモンストレーションスペースの創設 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00276 ＣＨＩＯＣＣＯＬＡ 緊急事態宣言特別枠 飲食店向け仕込み代行サービスの開始、及び就労支援施設として開所 渡邉　洋

近畿 大阪府 大阪市住吉区 R2272S00277 株式会社松前屋Ｋｉｔｃｈｅｎ＆Ｃｏ． 7120001033740 緊急事態宣言特別枠 だしのうま味を引き出す技術を活かした「野菜で野菜を食べるドレッシング」の開発及びＯＤＭ事業開始計画 株式会社静岡銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00279 コンヌンタッカンマリ 緊急事態宣言特別枠 鶏鍋専門店によるローストチキンのテイクアウト専門店開業 仲下聖治

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 R2272S00280 株式会社中武造園土木 2120101040468 緊急事態宣言特別枠 造園から枝葉の産業廃棄物中間処理までをワンストップにて行う計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272S00281 有限会社ジェイシー国際教育学院 5120002072517 緊急事態宣言特別枠 新規オンライン音楽教室の立ち上げ 芹田　弦

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272S00282 合同会社ＫＭＰ 9120003015792 緊急事態宣言特別枠 地元に密着、社会福祉貢献に役立つ業種転換 井上　裕光

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00283 株式会社冨士サプライズ 3120901038272 緊急事態宣言特別枠 ＳＤＧｓとともに、豊中市の顔となる「新感覚テイクアウト特化店」開設による新分野展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00284 三庄インダストリー株式会社 3122001002778 緊急事態宣言特別枠 オンライン環境の整備と粉砕機拡充による粉砕加工テスト生配信サービスの提供 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00285 中之島本南鉄火 緊急事態宣言特別枠 海鮮居酒屋店からウィズコロナに対応できる焼肉店への事業転換計画 税理士法人ＭＦＭ

近畿 大阪府 高石市 R2272S00287 ＳａＱ　ｈａｉｒ 緊急事態宣言特別枠 アレンジ着付けホームページ作成とオンライン着付け教室の提供 高石商工会議所

近畿 大阪府 門真市 R2272S00289 ＶＡＬＬＥＹ　ＪＡＰＡＮ合同会社 2120003015997 緊急事態宣言特別枠 貸スタジオでＳＮＳ・ＥＣサイトを世界に発信サポート事業 伊藤　幸子

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272S00291 神味堂製菓株式会社 5120001020484 緊急事態宣言特別枠 個包装需要への対応と新たな飴の製法で「神味堂ブランド」の確立 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00292 株式会社ｋｈｒｏｎｏｓ 1120001133570 緊急事態宣言特別枠 教育用オンラインプラットホームの構築による新分野の開拓と社会的課題の解決 森下　勉

近畿 大阪府 大阪市住吉区 R2272S00293 エッジプランニング合同会社 7120003016074 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢメディア運営事業からＷＥＢ運営サポート事業への転換 税理士法人ＭＦＭ

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00297 ＲＥＭＯＤＥＬＡ株式会社 7120001230107 緊急事態宣言特別枠 建設業向け事務効率化システムおよび代金早期回収サービスの提供 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 茨木市 R2272S00298 株式会社弥生工務店 8120901036288 緊急事態宣言特別枠 置床工事と造作木工事を同時に提供し顧客満足度の向上と収益安定を図る。 京都信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00300 株式会社浅田鉄工 6122001013847 緊急事態宣言特別枠 製造業者が３Ｄレーザースキャナーを導入し測量業を新分野展開 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 箕面市 R2272S00301 株式会社サンライズ 2120901028695 緊急事態宣言特別枠 既存事業とのシナジーをねらった就労移行支援事業への新分野展開 箕面商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00302 イルベッカフィーコ 緊急事態宣言特別枠 イタリアン専門店による「ケータリングサービス」と「酒類販売」事業 赤松　祐光

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272S00303 株式会社ファースト 1120001111741 緊急事態宣言特別枠 ＩｏＴ時代に突入！電気通信工事事業へ進出で売上アップ 有限会社あんしん会計

近畿 大阪府 松原市 R2272S00304 株式会社ＹＵＫＡ　ＭＯＬＤＩＮＧ 4120101053377 緊急事態宣言特別枠 高度な樹脂成型技術を活用し、これまでにない保安用品を自社開発・製造 星　雄仁

近畿 大阪府 泉大津市 R2272S00305 有限会社アガサクリエイティブ 1120102026302 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍で需要が高まっている、貸し切りサウナを専門料理店の屋上で提供する事業 泉大津商工会議所

近畿 大阪府 羽曳野市 R2272S00306 有限会社ワークスエンタープライズ 9122002015609 緊急事態宣言特別枠 安心・安全で心まで元気な放課後デイサービスで地元に貢献 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00308 Ｍｉｒ　Ｓｙｓｔｅｍ株式会社 8122001030840 緊急事態宣言特別枠 制御盤配線作業と電気工事業参入による一貫体制の構築 中原　誠

近畿 大阪府 茨木市 R2272S00309 ファニービー吹田 緊急事態宣言特別枠 非接触の感染症対策をした焼肉新業態の開発 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00310 スタジオエランドール 緊急事態宣言特別枠 会員制パーソナルジムが美の極みに導くセルフエステ事業 青松　孝典

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272S00311 まさもと耳鼻咽喉科アレルギー科 緊急事態宣言特別枠 医師監修による、新型コロナウイルス禍における非接触型エステティックサロンの運営 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00312 チェリージャム 緊急事態宣言特別枠 洋風居酒屋から、地元のニーズに対応したテイクアウト店への業態転換 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市此花区 R2272S00314 ゲストハウスのんき 緊急事態宣言特別枠 木工などのワークショップ事業やレンタルスペース事業の新分野展開 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00316 コネクトイノベーション株式会社 3120901038264 緊急事態宣言特別枠 実質賃金と従業員満足度を　ＵＰ　するクローズド通販サイト　Ｐｒｅｃｉｏｕｓ 税理士法人ミライト・パートナーズ

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00317 株式会社ビービーブリッジ 8120001193352 緊急事態宣言特別枠 宿泊施設を一部改装し、２４時間３６５日通える個別トレーニングジム開設に業種展開をはかる 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00321 株式会社ＯＳＡＫＡ　ＴＲＡＶＥＬ 2120001146316 緊急事態宣言特別枠 旅行業から人材と立地を生かした飲食事業への新たなチャレンジ 木村　文俊

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272S00323 株式会社Ｆａｎｆａｒｅ 7120001220009 緊急事態宣言特別枠 大阪に商売の魂を取り戻す計画 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市港区 R2272S00324 株式会社安治川商店 3120001028422 緊急事態宣言特別枠 鋼材調達力を生かした金属製インテリア家具事業への進出 下井　和也

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00325 味地歩心 緊急事態宣言特別枠 新鮮な魚をご家庭で味わえる鮮魚店の展開 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市大正区 R2272S00326 株式会社ジャヴス 9120001098773 緊急事態宣言特別枠 小規模クリーニング業者向け機材レンタルシステムによる新分野展開 経営サポート株式会社

近畿 大阪府 和泉市 R2272S00330 しえろ 緊急事態宣言特別枠 アイス屋開業で新たな収益モデルを確立。 和泉商工会議所

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00331 宝島造形有限会社 4120902018958 緊急事態宣言特別枠 特殊塗装と真空蒸着メッキを融合させたビジネスモデルへの挑戦 山岸　祥治

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272S00332 株式会社アルティマイス 2120001189538 緊急事態宣言特別枠 全国の旬の魚をおうちで楽しむ！お寿司のきもちでみんな笑顔に！ 白川　淳一

近畿 大阪府 藤井寺市 R2272S00333 ティンク 緊急事態宣言特別枠 婦人服アパレル事業から、消費者ニーズに沿った「インナー・ランジェリー市場」への思い切った「事業転換」を目指す。 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00335 株式会社Ｊ・Ｓ 1120001215708 緊急事態宣言特別枠 海外セレブも御用達！チラコイド国内独占販売で飲食業の挽回！ 税理士法人ＦＩＡ

近畿 大阪府 交野市 R2272S00338 株式会社お宿応援隊 9120001236548 緊急事態宣言特別枠 人材育成と中古品販売で旅館ホテルを応援する。 板山　翔

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272S00339 ナッツファクトリー 緊急事態宣言特別枠 世代を超えた「学び」と「快活」の工作工房とＣＯ２削減グッズ制作新事業展開 高野　敬太朗

近畿 大阪府 高槻市 R2272S00340 ＦＵＲＵＴＡＳ 緊急事態宣言特別枠 学力下位層向け地域密着オンライン教室と映像教材の開発販売事業 高槻商工会議所

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 R2272S00342 共立プラント工業株式会社 3120001001726 緊急事態宣言特別枠 冷熱コントロール技術を応用した新製品開発と新分野展開 北條　慶子

近畿 大阪府 大阪市住吉区 R2272S00343 ソルビバ株式会社 3120001143428 緊急事態宣言特別枠 レストラン事業で培ったブランド力を活かしてヘルシーファーストフード店を展開する 荒巻税理士法人

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00344 株式会社ケイプコッド 2120901006313 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト、デリバリーの販売強化における店舗改造と新規機器の導入による売上向上計画 弓手　宏亮

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00348 Ａｒｍｏｒｉｃａ 緊急事態宣言特別枠 西欧で食文化として定着しているシードル（リンゴ酒）の店頭販売にビストロが挑む 税理士法人ＫＪグループ

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00349 Ｄｉｎｉｎｇ　Ｂａｒ　Ｍｓ 緊急事態宣言特別枠 北新地の味をお手軽にお届けするために、百貨店の催事へ出張いたします。 藤田　航三

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00351 アンエヌヘアーケア 緊急事態宣言特別枠 ヨガ・ピラティスの非接触型シェアサロン事業への新分野展開 直井　郁洋

近畿 大阪府 大阪市港区 R2272S00352 みなとピッツァ工房 緊急事態宣言特別枠 瀬戸内しまなみ海道の食材を使った瞬間冷凍ナポリピッツァの製造とＥＣ販売 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00354 ＴＯＭＩＴＡＫＡ　ＤＡＮＣＥ　ＣＬＵＢ 緊急事態宣言特別枠 心身の健康を促す社交ダンスの強みを活かした、新たなスタジオ運営事業 谷口　昌史

近畿 大阪府 大東市 R2272S00355 株式会社赤井事務所 8122001016749 緊急事態宣言特別枠 興信所からサイバーセキュリティ分野への参入 大東商工会議所

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00358 株式会社迅速 6122001029414 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍でバイク需要急増！バイク輸送のプロがドアｔｏドアへ迅速にお届けします。 リトラス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272S00359 株式会社中嶋春秋堂 1120001008244 緊急事態宣言特別枠 ドローン操作やＣＧ作成を取り入れた体験型学習支援サービス・現代版てらこやの運営 中上　勝悟

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00360 株式会社ＴＭトレーディング 6120001181177 緊急事態宣言特別枠 メンズイタリア服専門店エキスパートが手掛けるペット服事業 廣田　貴雄

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00361 株式会社アユィ・コット 7120001141642 緊急事態宣言特別枠 ローカル地域で圧倒的低価格と先端的デジタルツールを利用した大衆焼肉店 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00362 有限会社チカコオフィス 4120002051934 緊急事態宣言特別枠 フリー美容師の需要の受け皿となるシェアサロン事業 神原　陽平

近畿 大阪府 門真市 R2272S00363 木村酒類販売株式会社 7120001157325 緊急事態宣言特別枠 地域商業者と連携し、街の灯りを取り戻すコンサル事業の構築。 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 和泉市 R2272S00367 ロジカルインタラクション合同会社 8120103001553 緊急事態宣言特別枠 誰でも、何処でも、英語が学べる遠隔同時双方向システムの構築 和泉商工会議所

近畿 大阪府 大阪市城東区 R2272S00369 中華バイキング　第一楼 緊急事態宣言特別枠 既存店舗の空きスペースを使った「焼肉店」新店舗事業 京都信用金庫
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近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00370 カシオペイア株式会社 1120001219072 緊急事態宣言特別枠 ＬＩＮＥチャットで相談できる「家事の効率化情報メディア」 中央会計株式会社

近畿 大阪府 大阪市城東区 R2272S00371 ハナテンスリー 緊急事態宣言特別枠 ラーメン店が紡ぐ「甘い物語」 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 藤井寺市 R2272S00373 唐髪屋 緊急事態宣言特別枠 大阪と島根、二つの【故郷】を繋げる物販情報発信基地の輪 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272S00374 株式会社ネクステラ 8120001195258 緊急事態宣言特別枠 スマートフォン・タブレット等のデータ復旧・パソコンを含むフォレンジック 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00375 ごちそうさま株式会社 7120901018832 緊急事態宣言特別枠 家ごはん需要増加に伴うデリカテッセン店舗の運営 リトラス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00377 ＵＮＩ 緊急事態宣言特別枠 美容と健康両面の効果を持つ酵素風呂サロンの開業 赤松　祐光

近畿 大阪府 大阪市住吉区 R2272S00378 お好み焼き田 緊急事態宣言特別枠 飲食店から一次生産者と連携した食事提供型ダイエットジムへの転換 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00379 株式会社ジルコン 6120001202783 緊急事態宣言特別枠 メンズブラッシュアップサロン事業 梶　勤

近畿 大阪府 岸和田市 R2272S00380 ｇｌｏｒｙ 緊急事態宣言特別枠 エステ事業への進出で美容室と美と健康を追求したコラボサービス展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00381 三恵北巽店 緊急事態宣言特別枠 焼肉店のＥＣ化と浜焼きスタイルによる業態転換 髙司　浩史

近畿 大阪府 茨木市 R2272S00384 極楽レコーディングス 緊急事態宣言特別枠 地下の録音スタジオから、地上で風通しの良い明るくオシャレな多用途スタジオへの事業転換 藤田洋

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00385 リノアンドアイア 緊急事態宣言特別枠 おうちカフェ応援事業～独自焙煎技術によるスペシャリティコーヒー豆の販売 池田　和史

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00388 国本幸延 緊急事態宣言特別枠 自然派ワインと小規模生産者のシャンパーニュを扱うワインショップ ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272S00391 あんばい森之宮店 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から国産フルーツのソフトクリームパフェ専門店への転換 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00392 リッチローカル 緊急事態宣言特別枠 オンライン学習プラットフォーム［ＰＭ　ＯＮＬＩＮＥ　Ｓｃｈｏｏｌ］の構築 田中　徹

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00395 株式会社ＭＯＵＴＯＮ　ＳＰＡ 4120001142726 緊急事態宣言特別枠 健やかな暮らしを実現する施術を全国に！オンラインスクール事業 本倉　淳子

近畿 大阪府 大阪狭山市 R2272S00398 レイアップネイル＆ビューティー 緊急事態宣言特別枠 高機能脱毛機を導入し、新たに脱毛エステ分野に挑戦する事業計画 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 茨木市 R2272S00399 有限会社サンライズ 5120902000774 緊急事態宣言特別枠 コロナ後の変化を見据え、安全安心な食品を飲食・小売できる拠点創出 太田　真行

近畿 大阪府 大阪狭山市 R2272S00401 エシン 緊急事態宣言特別枠 付加価値のある糸と最新の生地シミュレーションを活かしたオリジナル手織り商品の販売 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 R2272S00403 吉田朝香 緊急事態宣言特別枠 バストアップ分野でのスキンケア技術を生かした新おっぱいサロン戦術 糊　智至

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00404 株式会社カルム 7120001207807 緊急事態宣言特別枠 セルフエステとオンライン配信を組み合わせ非対面サービスの提供 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市住之江区 R2272S00405 株式会社ポン太青果 3120001141266 緊急事態宣言特別枠 野菜・果物のサンド＆ホットドッグ＆大学芋のお店の運営 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00406 合同会社Ｐｅｉｎｔｕｒｅ 6120003008502 緊急事態宣言特別枠 非対面式のコンサルティングサービスへの業態転換の事業計画書 金　永哲

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00407 株式会社トータルフロー 6170001006932 緊急事態宣言特別枠 地域の水産物等を使用した食品製造開発・販売事業への業種転換計画。 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272S00408 株式会社大恵 6120001003703 緊急事態宣言特別枠 アパレルから介護用品へ、毛皮縫製技術を次代へ繋ぐ自社工場化の計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272S00411 かわにし酒販株式会社 9120001022923 緊急事態宣言特別枠 創業１００年の安心で安全な商品選別を生かして『真の酒屋（店頭販売店）』を目指す！ 岸　錦

近畿 大阪府 大阪市大正区 R2272S00414 株式会社ジールスピリッツ 9120001186743 緊急事態宣言特別枠 セルフオーダー、クラウドレジ等を活用したウィズコロナの居酒屋運営 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 守口市 R2272S00417 株式会社からだクリエイト 4120001160083 緊急事態宣言特別枠 和の食材を活かしたコッペパンの販売で事業再構築を図り地域貢献 有限会社あんしん会計

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00418 株式会社プラウテック 4120001229192 緊急事態宣言特別枠 インバウンド簡易宿泊所からウイークリーマンションへ業種転換計画 税理士法人エール会計

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00419 株式会社はっぴぃａｎｄプロジェクト 7120001218861 緊急事態宣言特別枠 ＩＴ導入した新しい終活ソフトサービスを開始 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00420 株式会社アクセスＤｉｎｉｎｇ 8120001216534 緊急事態宣言特別枠 食品ОＥМ事業所開設による飲食店舗以外の売上基盤確保。 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272S00421 浅野商事株式会社 9120001011570 緊急事態宣言特別枠 学生服メーカーへ裾上げ技術の機能特許販売事業 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00423 株式会社Ａｌｍａ 2120001222785 緊急事態宣言特別枠 酵素ドリンクの開発とカフェの展開 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00424 マルセット合同会社 2122003001746 緊急事態宣言特別枠 競争相手の少ないシニア向けコロナ対応の高付加価値エステサロン 渡邊　海翁

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00426 株式会社リガール 1120901036328 緊急事態宣言特別枠 自社特製「たまごサンド」で挑む新事業展開による事業再構築計画 田川　智洋

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 R2272S00427 株式会社丹波屋 6120001049993 緊急事態宣言特別枠 精肉卸売業から小売販売、自動販売およびＥＣへの新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00428 株式会社アカルク 4120001226215 緊急事態宣言特別枠 ダイバーシティやＬＧＢＴについて学べるｅラーニングシステムの開発 徳野　文朗

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00433 たろうず 緊急事態宣言特別枠 地域に根付く居酒屋から地域の縁つながりで始まる家族葬 市山　優

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00435 ｍａｋｅ　ｉｔ　ｋｉｄｓ株式会社 4120001173234 緊急事態宣言特別枠 幼児から中学生が通えるデジタルアートプログラミング教室の開校 関西みらい銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00436 株式会社ヒサシ 9122001006047 緊急事態宣言特別枠 乳酸菌による「食の安全性」「食の未来像」への改革 田中　祥宏

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00438 株式会社Ｗａｒｍ　Ｈｅａｒｔ 3120001168045 緊急事態宣言特別枠 ラーメン店の冷凍本格ラーメンの自動販機による販売事業 上田　行洋

近畿 大阪府 堺市北区 R2272S00439 株式会社ヴォーグ 3120101029097 緊急事態宣言特別枠 メダル管理機能付きリモートゲームの開発事業 太田　直充

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00441 美酒佳肴　しょうじょう 緊急事態宣言特別枠 割烹料理店の強みを活かしたこだわりのうどん店への事業転換 松﨑　孝泰

近畿 大阪府 箕面市 R2272S00443 株式会社エマ・コーポレーション 7120901020276 緊急事態宣言特別枠 「テニトルｅアパレルショップ」　リアル店舗とＥＣサイトの融合による新形態 箕面商工会議所

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00445 安藤製作所 緊急事態宣言特別枠 切削加工のＢｔｏＢから手作りのＢｔｏＣへの変化で新規顧客開拓への挑戦 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00446 株式会社グッドフィールド 1120001128471 緊急事態宣言特別枠 通販事業への展開及び河内鴨と五島うどんを用いた新ブランドによる中食販売事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00448 有限会社フィールズ 2120902019553 緊急事態宣言特別枠 宅配・テイクアウトを活用した飲食業態への事業再構築 坪田　亮介

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272S00449 株式会社山福 7120001210744 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーを再利用した冷凍販売での売上向上 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 豊能郡豊能町 R2272S00454 有限会社Ｃｏｏｇｏ 3010602033807 緊急事態宣言特別枠 テレビ制作ディレクターがつくるクオリティの高い映像の配信事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00456 株式会社ＧＲＡｐＰ 1120001181256 緊急事態宣言特別枠 ベトナム人留学生と日本語学校のマッチングサービス事業 井上　裕光

近畿 大阪府 大阪市大正区 R2272S00457 アイエフティ 緊急事態宣言特別枠 ドローン記念撮影代行サービス 谷川　俊博

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00459 株式会社ＷｅｌｌＳｉｄｅＭｅｅｔｉｎｇ 6120001205200 緊急事態宣言特別枠 女性コミュニティを活用したＥＣスクールの開業によるコロナ禍の克服と既存事業の発展 森下　勉

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00461 株式会社ａｒｔｉｃａｌ 1140001084069 緊急事態宣言特別枠 次世代３Ｄ音響スタジオ構築による業態転換 ゼノンクリエイツ株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00462 北極星産業株式会社 6120001089263 緊急事態宣言特別枠 手作り冷凍オムライス等冷凍食品の開発・製造・販売にかかる新事業計画 税理士法人ＦＩＡ

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00465 株式会社キャスト・ワークス 8120001188708 緊急事態宣言特別枠 プログラミング教室の「講師養成」と「開業支援」事業 税理士法人ＭＦＭ

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272S00468 株式会社リック 8120001114853 緊急事態宣言特別枠 店舗型ホームクリーニングから無店舗・配達型事業者向けクリーニングへの進出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 池田市 R2272S00469 ユタカ交通株式会社 9120901020084 緊急事態宣言特別枠 池田市井口堂一丁目焼き肉店出店計画 池田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00470 アクト 緊急事態宣言特別枠 インターネットサイトを使ったオリジナル食品やペット用の食品・物品の販売 椎名　哲士

近畿 大阪府 大東市 R2272S00471 株式会社ＭＩＷＡＩＫＥＨＡＴＡ 7122001032490 緊急事態宣言特別枠 アロマ研究実績を活かす、香りを身にまとうアロマ洗剤の開発販売 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 守口市 R2272S00475 株式会社ヒューマンハート 9120001214594 緊急事態宣言特別枠 五感に訴える垂涎動画で弁当デリバリー事業に参入 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00476 株式会社ｈｏｓｔｅｌｇｏ 6120001209762 緊急事態宣言特別枠 コロナ対策に配慮したキャンピングカーレンタル事業 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00477 株式会社カラークリエイト 8120901018162 緊急事態宣言特別枠 地元デザイナー人脈を活用したカスタムＴシャツ等製作による事業再構築計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 R2272S00480 株式会社スザンヌ 5120901022002 緊急事態宣言特別枠 地方の空き家を利用しギャラリーを併設したバケーションレンタル事業 箕面商工会議所

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272S00481 株式会社デザインブリッジ．ＪＰ 1120001202482 緊急事態宣言特別枠 既存事業を活かした非対面不動産賃貸仲介事業への業種転換 折原　麻衣子
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近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272S00482 やよい軒　池田　豊明 緊急事態宣言特別枠 状況に応じ柔軟に対応できる単一事業から事業の多角化への脱皮 中野　純一

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00485 株式会社マリン 3120001202712 緊急事態宣言特別枠 老舗スキューバダイビング事業者のワーケーション事業参入 須﨑　保弘

近畿 大阪府 大阪市大正区 R2272S00487 株式会社モリアン 8120001028244 緊急事態宣言特別枠 高性能・高耐久性スギ材の製造技術確立による業態転換 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00488 株式会社ワンベルウッズ 7120001112115 緊急事態宣言特別枠 地域コミュニティに特化したコミュニケーションアプリの開発 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00490 株式会社アムキャン 3120001123545 緊急事態宣言特別枠 水害時店舗用可変式止水板事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 枚方市 R2272S00491 いちごいちえ 緊急事態宣言特別枠 新店舗を立ち上げテイクアウト事業へ進出 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00493 町家ダイニング　ハナコ 緊急事態宣言特別枠 新鮮食材のテイクアウト及びデリバリーサービス事業への取り組みを行う。 山本　義範

近畿 大阪府 堺市中区 R2272S00494 株式会社大塚フーズ 8122002012788 緊急事態宣言特別枠 ＜地方創生＞愛知県の魅力発信に繋がる３毛作業態展開と子育て世代支援 税理士法人優和

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00495 株式会社Ｖｅｇａｓ 6120001146196 緊急事態宣言特別枠 セルフインディバによる完全プライベートエステサロン事業 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00497 株式会社Ｒｏｓｅｔｔｅ 1120001175869 緊急事態宣言特別枠 バスクチーズケーキの非接触型販売による事業再構築 西村　剛史

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00500 ナックルポート株式会社 3120001057297 緊急事態宣言特別枠 経験を活かす！高品質なオンライン配信音響・舞台照明業務の提供 若狭　浩子

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00501 株式会社ＳＭＧ 1120001128232 緊急事態宣言特別枠 貸会議室事業のノウハウを活かした、コロナ禍に対応する非対面型サービスとしての貸スタジオ事業 税理士法人浅田会計事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00502 株式会社ティーエスエー 9120001168394 緊急事態宣言特別枠 ＤＸ戦略による特化型キュレーションメディアのＥＣ化 西川　弘晃

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00503 株式会社カラーズエンターテインメント 3120001138865 緊急事態宣言特別枠 中食事業モデル構築とインバウンド需要を見据えたアフターコロナ対策 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272S00506 株式会社あらた 5120001164488 緊急事態宣言特別枠 淡路島洲本市でのペットと泊まれる料理旅館の運営事業 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272S00507 ナチュラルワダイニングワシン 緊急事態宣言特別枠 地元企業と共働き世帯をターゲットとした宅配弁当とテイクアウト事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 門真市 R2272S00508 株式会社シーライズ 1120001174490 緊急事態宣言特別枠 自動車メーカー納品用内装材の製造でワンストップ企業への第一歩 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272S00509 株式会社ケー・エキスプレス 9120001162959 緊急事態宣言特別枠 つるとんたんのＢｔｏＢ事業～クラウドＦＣを用いて～ サポート行政書士法人

近畿 大阪府 枚方市 R2272S00510 有恒産業株式会社 1120001150896 緊急事態宣言特別枠 コロナで傷んだ商店街復興のための「Ｉｖｙｍａｌｌ」の開発 鯉淵　拓真

近畿 大阪府 高石市 R2272S00512 大信貿易株式会社 3120101008381 緊急事態宣言特別枠 デンタルＩＱ向上を目指すマッチングサイト構築事業 高石商工会議所

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00513 株式会社三和山本 5120901006681 緊急事態宣言特別枠 和洋菓子の両ジャンルを揃えたバリエーションに富んだ売場作りの実現 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272S00516 株式会社テイビョウ 3120001013011 緊急事態宣言特別枠 トンネル分野の建設に使用される加工筋製造・販売の新たな事業化 的場　俊雄

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00517 Ｂｏｎ　ｅｔ　Ｂｉｅｎ株式会社 6120001126330 緊急事態宣言特別枠 コロナ時代に対応したグランピング商品のサブスクリプションサービスの提供 本出　一正

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272S00519 株式会社明月堂 9120001128571 緊急事態宣言特別枠 食品製造技術と地域色を活かしたテイクアウトフード事業 齋藤　壽彦

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00521 株式会社Ａｄｄ　ｃｏｌｏｒｓ 7120001222145 緊急事態宣言特別枠 北新地での事業活動や働く人を支える、「ヒト」「シゴト」サポート企業へ！ 税理士法人松岡会計事務所

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00523 ライフシステム株式会社 4120001085909 緊急事態宣言特別枠 全世界へリアルタイムでライブ配信！「新・音楽、動画編集スタジオ」　事業 コンフロント税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00524 株式会社キーワード 9120001172669 緊急事態宣言特別枠 老若男女問わず好き嫌いの少ないカレーパンでこの暗い時代に笑顔を！ 税理士法人ユーマス会計

近畿 大阪府 岸和田市 R2272S00525 株式会社サイズ建設 5120101046520 緊急事態宣言特別枠 マンションフルリノベーション事業への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00526 ステージエム株式会社 7120001224190 緊急事態宣言特別枠 イベントとキッチンカーのコラボレーションによる事業再構築 ＭＡＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪狭山市 R2272S00527 アクア鍼灸整骨院 緊急事態宣言特別枠 既存の強みを生かしたトータルバックエイジング事業への転換 岡本　洋平

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00531 株式会社古川ちいきの総合研究所 5120001170098 緊急事態宣言特別枠 大阪発地方創生プロジェクト　シン・オオサカ＆シン・リンギョウＢｔｏＢｔｏＣ体制構築事業 山崎　宏造

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00533 ヤマネヤ 緊急事態宣言特別枠 飲食店による飲食店の為に飲食業界革命！ 大阪商工会議所

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00534 ＬＯＵＴＲＥ 緊急事態宣言特別枠 あなたの街へ出張カワウソ！密を気にせず人々を癒す事業 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00535 株式会社ｒｉｓｅ　ｖｉｅｗ 8120901030448 緊急事態宣言特別枠 防災士が行うスクリューウエイト貫入試験による地質調査事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00537 一般社団法人Ｆｅｓｔｉｖａｌ 2120905004973 緊急事態宣言特別枠 ネット販売に特化したコロナ禍における障害福祉サービスの提供 山田　雅夫

近畿 大阪府 交野市 R2272S00538 山野酒造株式会社 2120001147248 緊急事態宣言特別枠 独自性の高い新分野製品の開発 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00539 株式会社ソウア 3120001169076 緊急事態宣言特別枠 新型コロナウイルスによる抗菌や除菌の需要増加にあわせた抗菌水の販売 大槻　直志

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00540 シャン・ド・フルール 緊急事態宣言特別枠 「よもぎ蒸し」リラクゼーションで都会の人々のストレスを癒す！ 中井　康道

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272S00541 ふくだ鍼灸院 緊急事態宣言特別枠 ジムと施術との融合で短期間での治療効果を目指す施術所の創設 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272S00542 株式会社なにわ建築事務所 4120101059201 緊急事態宣言特別枠 これからは、動画でＰＲ　　ＰＲ動画制作レンタルスタジオ 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00545 ミックステイスト 緊急事態宣言特別枠 日本初の変わり種コロッケの工場生産化による卸売業への転換 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 R2272S00546 株式会社エスペランツァ 6120001201728 緊急事態宣言特別枠 中食・内食を支える地域のセントラルキッチン事業 税理士法人岡本会計事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00547 株式会社ドーモラボ 2120001134460 緊急事態宣言特別枠 看板販売屋が行う店舗外観装飾デザインの総合プロデュース 大阪信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 R2272S00548 関西地盤テクノ株式会社 2120901036863 緊急事態宣言特別枠 室内ゴルフ練習場の開設：運営などのゴルフ関連事業への進出 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00550 株式会社甲山屋 8120001079122 緊急事態宣言特別枠 小規模～中小企業向け新規受発注システム＆営業／販売支援サイトの事業化 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00551 田中テント商会 緊急事態宣言特別枠 新たな挑戦：テントから看板へ！ 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00553 昭和フード株式会社 2120001043942 緊急事態宣言特別枠 ＢＢＱ用の食材製造事業 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00554 よろず屋太郎 緊急事態宣言特別枠 新事業　動画コンテンツ販売事業 豊中商工会議所

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00555 株式会社サザン・ディ・エス・クリエイト 4122001002769 緊急事態宣言特別枠 ＡＲ（拡張現実）システム導入と協業型ビジネスモデルによる新分野展開 株式会社ライトアップ

近畿 大阪府 摂津市 R2272S00556 株式会社シティライフＮＥＷ 5120901015328 緊急事態宣言特別枠 住宅専門サイト構築及びアプリ制作 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市城東区 R2272S00557 ヘブンズキッチン 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト事業開拓の為の路面店舗への移店事業 税理士法人たいよう総合会計事務所

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272S00558 株式会社タグオス 9120001153495 緊急事態宣言特別枠 「見守りタグ＆カードの販売」及び「民間救急《患者等搬送》事業」 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00560 株式会社Ｒ－ｓｕｐｐｏｒｔ 6120001227112 緊急事態宣言特別枠 「貸バーベキュースペース事業・デリバリー事業再構築」計画 秋山　和久

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00561 株式会社ＡＯＡ 9120001175911 緊急事態宣言特別枠 求人広告代理事業と並行してコールセンター事業を行う事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272S00562 山陰漁港直送うおはる 緊急事態宣言特別枠 鮮魚仕入れのノウハウを活かした、活イカ釣り・活イカ販売業による新事業展開 堺商工会議所

近畿 大阪府 泉大津市 R2272S00563 石鍋料理　健 緊急事態宣言特別枠 台湾料理店ならではの本気のタピオカ×鶏排（ジーパイ）のテイクアウト進出 税理士法人アクセス

近畿 大阪府 泉南郡田尻町 R2272S00564 株式会社ｓｅｅｄ 5120101047171 緊急事態宣言特別枠 人と地球に優しい未来をつくるエシカル内祝いギフト事業 伊藤勢津子

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272S00566 株式会社サンワアイ 3120001183069 緊急事態宣言特別枠 発達障がいを持つ未就学児童が社会に適応できるよう支援するサービス 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住吉区 R2272S00567 株式会社ＧＥＳＴ 9120001107666 緊急事態宣言特別枠 遊興施設の空きスペースにテイクアウトを併設した飲食事業 渡邊　海翁

近畿 大阪府 高槻市 R2272S00569 株式会社甲和ビルド 8120901033756 緊急事態宣言特別枠 『ふくろうのおうち』でＢｔｏＣ事業へ転換 大城　真樹

近畿 大阪府 門真市 R2272S00573 株式会社松下縫工所 4120001155620 緊急事態宣言特別枠 経鼻的持続陽圧呼吸器装着時における首等の苦痛を緩和する装具の開発と販売 京都信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00574 有限会社ツーリストカンサイ 9122002003266 緊急事態宣言特別枠 野菜フルーツレストラン 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00576 ツナガル株式会社 9120001144115 緊急事態宣言特別枠 訪日観光客向けヴァーチャルトラベルプラットフォームの開発 辻村　登志子

近畿 大阪府 大阪市此花区 R2272S00577 三芝工業株式会社 8120001036560 緊急事態宣言特別枠 設計・溶接技術ノウハウを詰め込んだサイクロンで空気汚染へ貢献 廣岡　茂男
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近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00580 株式会社Ｍｏｒｅ　Ｒｅｂｉｒｔｈ 5120001192233 緊急事態宣言特別枠 軽トラック改造型キャンピングカーのレンタル 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00581 株式会社ワイズデザイン建築設計室 6120001103544 緊急事態宣言特別枠 街活性化事業プロジェクト～空き家を有効活用し地域社会に喜んでいただく～ 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00582 川上圭 緊急事態宣言特別枠 ＡＩを使った刺繡加工を、自社サイトを使って全国展開 税理士法人細川総合パートナーズ

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272S00583 有限会社Ｇ’ｇ 1120902012674 緊急事態宣言特別枠 ネット系婚活サービス事業 椎名　哲士

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00584 有限会社朝日エステートリサーチ 1120002053685 緊急事態宣言特別枠 有人コインランドリーで「街の見守りステーション」として地域活性化を目指す。 コンフロント税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00585 株式会社ロジエ 7120001176589 緊急事態宣言特別枠 バーをレストランに改装し、ランチとカフェで昼間の需要を取り込む 青石　吉司

近畿 大阪府 枚方市 R2272S00587 株式会社ナガト 8120001150238 緊急事態宣言特別枠 セルフケアを目的とした整体体操教室を併設した整体院の開設 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00590 株式会社ＰＡＩＯＮ 2120001170737 緊急事態宣言特別枠 ジャイアント白田プロデュース「餃子のシロタヤ」プロジェクト 山野　展弘

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272S00591 川西フーズ株式会社 8120001184855 緊急事態宣言特別枠 食品総合卸による一般消費者への小売事業、調理品・惣菜の小売事業 渡邉　洋

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00592 株式会社五色堂 1122001002813 緊急事態宣言特別枠 老舗和菓子メーカーによる機能性表示食品の開発 経営創研株式会社

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00593 株式会社グレートステイ 7120001196901 緊急事態宣言特別枠 国内旅行者向け（日帰り含む）『大阪の文化×アウトドアサウナ』 税理士法人ソーケム

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00596 株式会社北斗精機 4120001168390 緊急事態宣言特別枠 養殖用魚餌の製造、販売 中野　和子

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00599 株式会社カーニバル 5120901043386 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍におけるネット販売に特化した新しい就労継続支援事業所 山田　雅夫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00604 株式会社ウインベル 3120001075002 緊急事態宣言特別枠 新素材　ＦＬＡＲＥ　ＦＯＲＣＥ®	開発・販売プロジェクト 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 R2272S00605 ふたば 緊急事態宣言特別枠 宿泊施設の空き部屋を活用したエステ事業参入による新分野展開 豊原　伸行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00607 株式会社ノーザンライツ 4120001068822 緊急事態宣言特別枠 外国人留学生の採用支援を促進するアグリゲーションシステムの開発 ヒッドワークス合同会社

近畿 大阪府 大阪市旭区 R2272S00611 株式会社をぐら屋 6120001000205 緊急事態宣言特別枠 眠りのコト消費化に対応する販売システム構築と顧客囲込み計画 米本合同税理士法人

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272S00612 株式会社ブリッジ 3120001173243 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーで「健康で楽しい食事」を地域社会に届ける事業 株式会社Ｇｅｔ－Ｇｒｏｕｐ

近畿 大阪府 茨木市 R2272S00613 ナディ 緊急事態宣言特別枠 革新的なラジオ波機器を使用したセルフボディケアサービス事業 茨木商工会議所

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00615 株式会社北栄水産 5120901001971 緊急事態宣言特別枠 生簀及び活魚の置き活魚事業の構築 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 R2272S00617 株式会社ジャンティ 8120001129182 緊急事態宣言特別枠 プラットフォームによる社交ダンス界のイノベーション事業 亀井　芳郎

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00618 株式会社ディライト 7120001210736 緊急事態宣言特別枠 ＩＴエンジニアスクール事業ならびに制作受託事業 吉尾　正巳

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272S00620 合同会社Ｄ’ｓ　Ｗｏｒｋ　Ｃｏｍｐａｎｙ 4120003015335 緊急事態宣言特別枠 アーティストの活動をオンラインで支援するサービスの開発 若狭　浩子

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00622 株式会社福市 8120001119646 緊急事態宣言特別枠 中小企業のソーシャルビジネス化を促進するオンラインサロンの構築 ＫＶＩ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00627 ランドコマース合同会社 6120003008386 緊急事態宣言特別枠 ＤＩＹ練習場を完備したモデルハウスを活用した住宅販売事業 山本　邦人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00630 グランブルー株式会社 6120001219282 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチン導入による「お店の素材」販売事業 大阪商工会議所

近畿 大阪府 池田市 R2272S00632 オンヴゥミー 緊急事態宣言特別枠 ベビーカーを押したママが気軽に行ける、ママが働くママの店事業 やまと税理士法人

近畿 大阪府 茨木市 R2272S00634 有限会社しま 8120002070204 緊急事態宣言特別枠 新たな収益の柱を構築する、フルーツに特化したテイクアウト専門店の展開 税理士法人成徳

近畿 大阪府 箕面市 R2272S00635 株式会社クレープ 3120901030213 緊急事態宣言特別枠 インターネットによる販路を構築する事業 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272S00636 関西システム株式会社 7120001099427 緊急事態宣言特別枠 『ヴィーガン』の方などに合わせた本格中華料理をご自宅に提供 永和信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272S00638 株式会社ＳＵＮＮＹ　ＨＯＯＤ 9120001147621 緊急事態宣言特別枠 オンラインダンス指導・オンラインストリーミング販売事業の新事業展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00639 アクティブサポートかつき 緊急事態宣言特別枠 出張型の心と体の健康事業から実店舗開業で美容健康のワンストップ提供計画 植村　靖子

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272S00642 魚船 緊急事態宣言特別枠 食と運動で健康を支える－鮮魚店によるインドアゴルフ事業の構築 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272S00643 パーソナルジム千田 緊急事態宣言特別枠 地域ＮＯ．１パーソナルトレーニングジム計画 税理士法人ＭＦＭ

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00644 さぬき志度 緊急事態宣言特別枠 新開発の冷凍うどんの自社ＥＣサイトによる販売で売上拡大 合同会社Ｍ．キャスト

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 R2272S00645 大阪都エステート株式会社 8120001163248 緊急事態宣言特別枠 駐車場空きスペースを利用した新サービスの展開！ 美藤　直人

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272S00646 ごえん 緊急事態宣言特別枠 料理人と学者の産学連携・新規乳酸菌で機能性発酵食品の製品化 池田　寛太

近畿 大阪府 大阪市住吉区 R2272S00647 株式会社太栄 6120001163877 緊急事態宣言特別枠 福祉事業に新規参入～地域活性化に一役を買う～ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 箕面市 R2272S00649 株式会社Ｈｏｌｉｓｔｉｃ．Ｌａｂｏ 1120901038596 緊急事態宣言特別枠 リハビリ効果を取り入れたヨガプログラム 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00650 株式会社ｂｅ　ｓｔｏｋｅｄ 7120001216270 緊急事態宣言特別枠 オキドキレターパック事業（配置郵送備品事業） 平井　晃文

近畿 大阪府 和泉市 R2272S00654 餃子立山 緊急事態宣言特別枠 実店舗の売上減少対策及び今後の事業拡大を目指したＥＣ事業の導入 和泉商工会議所

近畿 大阪府 堺市西区 R2272S00655 株式会社興成 5120101022315 緊急事態宣言特別枠 保険介護事業から自費リハビリ市場へ参入による保険依存の脱却 トーマス株式会社

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00656 フォルクス 緊急事態宣言特別枠 ＵＶプリンタを使ってのオリジナルギフト・ノベルティを製作・販売 表　順一

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00657 イワソ 緊急事態宣言特別枠 Ａランクの社内衛生管理体制で解決するプラスチック問題への取組 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00659 ユーモア株式会社 3120001202266 緊急事態宣言特別枠 腸から健康に！「腸脳力」育成アプリ開発でＢｔｏＣ市場へ新展開 大阪商工会議所

近畿 大阪府 堺市西区 R2272S00661 アート不動産株式会社 8120101022618 緊急事態宣言特別枠 不動産仲介業から介護事業へ、地域に愛される会社を目指し業種転換 堺商工会議所

近畿 大阪府 八尾市 R2272S00662 株式会社コクサイ 2122001018395 緊急事態宣言特別枠 ＩｏＴによる販路拡大計画 杉山　史朗

近畿 大阪府 摂津市 R2272S00665 株式会社リバーフィールド 8120901010219 緊急事態宣言特別枠 最新の窯と急速冷凍システムを用いた新商品と新サービスの確立 植木　心一

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00666 株式会社プレーティングシステム 4122001014582 緊急事態宣言特別枠 当社の既存技術を使い若者に向けたものづくりを伝授 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 R2272S00667 株式会社ちあきコーポレーション 9120001121634 緊急事態宣言特別枠 クラウドサービスによる新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272S00668 合同会社ＰＬＵＭＥＲＩＡ 9120003010884 緊急事態宣言特別枠 マクロビ（発酵食品）を使った食生活改善のための料理教室でココロもカラダも健康に 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00669 ティーエーエヌジー株式会社 7010701029297 緊急事態宣言特別枠 声優朗読劇を活用した地域活性化事業（集客交流・旅行・観光） 豊中商工会議所

近畿 大阪府 高槻市 R2272S00670 カラオケ居酒屋ぶさいく 緊急事態宣言特別枠 コロナに打ち勝つ！安心安全な「鶏焼肉専門店」への事業転換 小幡　兼志

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00671 ルセオグループ株式会社 4120001221406 緊急事態宣言特別枠 立地を最大限に活かした＜優雅な空間＞カフェ事業とオンラインで市場と繋ぐＥＣ事業で新分野の構築 坪井　亮

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00672 株式会社ＰＲＩＤＥＳ 6120001220785 緊急事態宣言特別枠 プロラグビー選手の人生設計を支えるコーチングサービス構築ＰＪ 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 堺市中区 R2272S00673 株式会社ＳＮＩＰＥＲ　Ｘ０３５ 2120101048379 緊急事態宣言特別枠 分解整備の認証取得による、カスタムカーの制作と整備修理事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 R2272S00675 Ｏｒｉｓａｋａ　Ｂｒｏｓ株式会社 4120901016509 緊急事態宣言特別枠 ジビエを主軸にした焼肉直営店とＥＣサイトによる普及プロジェクト 税理士法人アクセス

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 R2272S00676 ｈａｐｐｉｎｅｓｓ 緊急事態宣言特別枠 就労継続支援Ｂが型事業所の開設で、障がい者と一に夢を現実にする。 吉田　憲史

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272S00679 株式会社コロクリエイト 6120001221395 緊急事態宣言特別枠 子供向けのリラベルアーツオンライン学習 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 R2272S00681 株式会社ベルエキップ 6120001162334 緊急事態宣言特別枠 接客力を活かしたライトカスタムカーの中古車販売事業 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 岸和田市 R2272S00682 有限会社水城 6120102022924 緊急事態宣言特別枠 「消費者に新鮮な野菜を届ける！水なす卸売業から青果店への挑戦」 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00685 株式会社エクシアス 7122001028695 緊急事態宣言特別枠 賃貸仲介事業からＶＲも活用し工務店事業も含めたワンストップサービスへの転換 矢本　浩教

近畿 大阪府 泉大津市 R2272S00686 株式会社ＲＩＮＧ 1120101061168 緊急事態宣言特別枠 遺品整理事業参入で、住宅関連の問題をワンストップで解決 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272S00687 けあねっと株式会社 4122001014979 緊急事態宣言特別枠 ゴミ散乱防止「組み立て式のごみ収集ネットボックス」の商品開発 税理士法人カオス
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近畿 大阪府 八尾市 R2272S00688 株式会社わっちょいＩＳＭ 4122001022478 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から「精肉店」および「テイクアウト・宅配事業」への展開 小池　知明

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272S00689 ｓｕｎ－Ｑ株式会社 8120001178626 緊急事態宣言特別枠 リアルからオンライン展示会への展開 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272S00690 青空株式会社 3120001109718 緊急事態宣言特別枠 民泊施設を改装して、バリアフリーに対応した個室レストランに転換を図る コンフロント税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00691 ひととひと商会株式会社 7120001142418 緊急事態宣言特別枠 ＶＲ／ＩＶＲ技術を活用した不動産業×非接触型営業システム構築 有限会社関西中小企業研究所

近畿 大阪府 摂津市 R2272S00692 株式会社Ｅ．Ｅ．Ｅ 5120901030681 緊急事態宣言特別枠 生前・遺品整理業の新分野展開 坂本守孝

近畿 大阪府 枚方市 R2272S00696 義歯工房 緊急事態宣言特別枠 質の高い福祉サービスの提供のため生活介護事業への業種転換 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272S00702 株式会社テクリコ 2120001126986 緊急事態宣言特別枠 医療／福祉向けリハビリテーションシステム「リハまる」の製造販売 株式会社迅技術経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00703 有限会社日中総合サービス 5120002050027 緊急事態宣言特別枠 日本のアート作品を即購入可能！！中国向け越境ＥＣ連動型オンライン美術館の開発 矢本　浩教

近畿 大阪府 大阪市港区 R2272S00706 ジャンゴトランスフュージョン 緊急事態宣言特別枠 地域の活性化をサポートする、「依頼主目線」の広告屋への業種転換事業 京都商工会議所

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 R2272S00708 株式会社Ｓｈｉｆｔｅｒｓ 5120001214086 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から中華業態（点心）へチャレンジでＶ字回復 税理士法人アクセス

近畿 大阪府 豊中市 R2272S00710 ビッグ・リル 緊急事態宣言特別枠 トレーニング機器導入による健康時代へのサービス提供 永田　強士

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272S00711 株式会社ＮＦＬ 8120001122724 緊急事態宣言特別枠 シェアサイクルの普及と利便性向上のためのメンテナンス事業 税理士法人銀河

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00007 サンワ工業株式会社 2122001003348 通常枠 空調設備工事用の厚物ダクトの製造・販売による売上拡大と工事の生産性向上 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 R2272U00016 よさこい 通常枠 仕出し弁当等加工食品への製造販売と地元食材を活用した料理体験教室への進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00018 株式会社日本コンクリートカッティング 8120001026009 通常枠 コンクリート切断機械用金属切断刃物の製造および販売 税理士法人　池田会計事務所

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 R2272U00019 株式会社サントウ 2120001111113 通常枠 産業用ロボット向け生産プロセスの再構築による新分野への展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 R2272U00020 株式会社ｏｎｅＡ 3120001001404 通常枠 ウエルネス製品製造販売事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 R2272U00022 大信製材株式会社 5120001031119 通常枠 産地と樹種が選べ、自ら加工もできる、国産無垢フローリングの製造・販売 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 河内長野市 R2272U00024 有限会社上坊鉃工所 9120102019711 通常枠 難削材加工への挑戦による血液検査機器部品等の製造計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272U00026 株式会社ニチネン 4120001035987 通常枠 多機能コワーキングオフィス・サービス事業の展開 吉田　謙一

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U00027 有限会社動力舎 4120002054912 通常枠 設備点検用ドローンを活用したタンク・煙突等の点検・非破壊検査事業 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 四條畷市 R2272U00032 えびの興産株式会社 7120001001540 通常枠 新分野「宅配軽トラック二次架装サービス」への展開 株式会社ディセンター

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00033 松岡金属株式会社 2122001032850 通常枠 アッセンブリ工程の内製化とデジタル化による直送体制の構築 近山　寿博

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00044 有限会社フェイスウィン 7120002041032 通常枠 デジタルコンテンツ販売及びＶＲ・ＡＲ技術を活用した実店舗とオンラインストアの融合 弓場　翔太

近畿 大阪府 岸和田市 R2272U00045 株式会社１０６デリカ 5120101061668 通常枠 加熱調理済みたミールキット商品の開発と販売 岸和田商工会議所

近畿 大阪府 高槻市 R2272U00056 紀陽食品株式会社 3120901010735 通常枠 コロナ禍の中で新たに受注したプロテイン製品の自動製造ライン構築 岩佐　修二

近畿 大阪府 大東市 R2272U00064 石鳶機設株式会社 4122001016959 通常枠 希少設備の新規導入によるオペレーター付トラッククレーンリース事業の展開 山田　秀明

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272U00068 株式会社ａｄｖａｎｃｅ・ｎｅｘｔ 1120001205163 通常枠 トンネル工事経験を生かした汚染土・汚泥の収集運搬事業への参入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00076 株式会社フランホーム 9120101046756 通常枠 自己が保有する遊休不動産を活用して地元にグランピング施設を新設する新分野展開計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 R2272U00077 山内鉄工株式会社 8120101007453 通常枠 高減衰構造体アルミ部品の高精度加工による半導体分野への進出 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 堺市北区 R2272U00079 株式会社チャレンジ 7120101004311 通常枠 由良町レジャ施設開発並びにキャンピングカ－の展示販売 井上　泰正

近畿 大阪府 岸和田市 R2272U00080 村上鉄工所 通常枠 ＣＮＣ精密旋盤の新規導入による新たな長尺部品の製造・加工 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 R2272U00083 ケイアイファクトリー株式会社 6120901017934 通常枠 農業用機械の金型製造工場が自転車部品の金型製造に新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 泉北郡忠岡町 R2272U00084 株式会社八条 3120101053262 通常枠 Ｔо２０５０ＥＶステーション・家庭用ＥＶ充電器販売で１５０兆円市場へ挑戦 大阪信用金庫

近畿 大阪府 柏原市 R2272U00086 共栄精工株式会社 1122001020864 通常枠 鉄道車両の需要増に対応した大型ベアリング用冷間リングローリング機製造の実現 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大東市 R2272U00090 ヤマダシートメタル株式会社 9122001017093 通常枠 板金加工の生産性を向上させる自動搬送システム導入による業態転換 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 R2272U00093 松谷　明 通常枠 ポストコロナ時代にも安心とぷち贅沢なひとときを提供する「ひとり焼肉屋」 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00094 スパイスキューブ株式会社 5120001211455 通常枠 養液培養装置を用いて６次産業化（食品開発）に取り組む 谷川　俊博

近畿 大阪府 豊中市 R2272U00097 株式会社ＣＲＡＦＴ　ＢＥＥＲ　ＢＡＳＥ 9120901034118 通常枠 飲食店のコロナの影響を凌駕するためにビール製造業に業種転換し酒販を通じて売上を回復する計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市中区 R2272U00101 株式会社レ・ソール 6120101051874 通常枠 ＩＣＴ技術を用いた貸農園の運営 横山　昌司

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272U00102 株式会社ＭＴＳ 3120001193398 通常枠 社内製造部門の立ち上げによるロボット分野への進出 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市大正区 R2272U00104 株式会社大寅 6120001211941 通常枠 独自の中国関連人脈を活かした自社オリジナル家電の企画・開発とインターネットでの販売 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00108 トレンザ株式会社 9120001151821 通常枠 創業９０年老舗メーカーが挑むＡＩ採寸技術による独自のＥＣブランド構築事業 米田　大作

近畿 大阪府 岸和田市 R2272U00109 大利興産株式会社 4120101037074 通常枠 協力者の技術支援下で活性炭製造事業を新規に立上げ、協力者を通じて活性炭を販売 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U00111 太洋マシナリー株式会社 6120001056619 通常枠 鋳物砂から遮水砂へ！「遮水沙製造用混錬機」の新規開発・販売 御堂筋税理士法人

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00113 株式会社三星 4122001007306 通常枠 最新鋭マシニングセンター導入で、現有加工技術を活用し、新分野受注獲得を狙う 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U00114 アイ・エス・エックス株式会社 4120001053411 通常枠 環境試験受託サービスへの新分野展開および受託開発での成長市場への進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00118 大阪シール 通常枠 特許取得の「緩まないボルト・ナット」の自社生産・販売事業の展開 世古　建一

近畿 大阪府 守口市 R2272U00119 バンズエンジニアリング株式会社 9120001189894 通常枠 難削材の高精度加工技術の確立によるサプライチェーン毀損への対応 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 松原市 R2272U00121 ジオテクニカル株式会社 6120101027305 通常枠 三密回避や災害等の備えに必要なリモートセンシング技術と３Ｄデータの活用 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 R2272U00124 株式会社フォレストパレット 2120001202291 通常枠 造成、植樹、樹木維持管理を一気通貫で手掛ける造園業の事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00125 株式会社ｌａｂ 5120001172391 通常枠 自然免疫活性化ブランド設立ＲＥＴＯＸ計画 関西経営コンサルタント事業協同組合

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00128 有限会社坂口商事 6120002074157 通常枠 既存の北海道店と鬼怒川の新店舗で温泉付きグランピングを主に日本人向けに提供するホテルの立上げ 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U00130 株式会社竹延 9120001007998 通常枠 ＩＣＴ技術・ＡＩ技術を活用した建設現場のノンコア業務の効率化支援事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 吹田市 R2272U00131 株式会社アン 6120901005253 通常枠 宝塚ブランドを活かした地域コラボ型地ビール醸造販売事業への参入 角谷　雅子

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00133 大阪金型部品工業株式会社 1122001018033 通常枠 最新のマシニングセンター導入によるスピンドルユニットの中心軸の生産体制確立 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 富田林市 R2272U00140 株式会社吉岡鈑金工作所 6120101031331 通常枠 赤色の消火器格納箱の製造から、赤色と相違する色の消火器格納箱の製造への転換に伴う業態転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00144 株式会社エスケイオー 2122001017868 通常枠 ファスナーの研究開発型工場施設であらゆる分野の課題解決に貢献 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00146 磯笛 通常枠 高級海鮮テイクアウト、デリバリー事業への進出計画 島津　伊吹

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00148 株式会社豊亜精密 7122001007047 通常枠 コロナ対策で需要増加する空調設備に向けた新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 箕面市 R2272U00149 株式会社アリーヌ・インターナショナル・ジャパン 2140001100139 通常枠 紋甲イカの唐揚げ製造工場を構築し、内製化により事業再構築を図る 景山　洋介

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 R2272U00153 大央工業株式会社 8120001084320 通常枠 世界的に需要が拡大するインダクタ用巻線機市場への進出 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U00154 阪神ローレルフーズ株式会社 4120001069259 通常枠 焼き肉店事業への新規参入に伴う店舗改修の導入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 高石市 R2272U00157 株式会社つぼ市製茶本舗 5120101008438 通常枠 職場に安らぎと和をお届けする～「お茶ＦＩＫＡ」事業～ 株式会社三井住友銀行
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近畿 大阪府 摂津市 R2272U00158 オリムピア製菓株式会社 9120901009128 通常枠 センター入りチョコレート自動生産ライン導入による大手チェーン店向け製品の製造等の開始 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272U00164 イーコット株式会社 3120001011667 通常枠 摩擦攪拌接合機導入によるアルミ型材溶接の高精度な機械化の実現 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00165 株式会社足立鉄工所 3122001000377 通常枠 樹脂成形技術を活用し、釣用品市場への新規進出を通じた事業再構築計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00166 マコム・プラニング株式会社 1120001089565 通常枠 １８歳以上の軽度発達障がい者を対象とした、就労目的の多機能型４年制カレッジを設立し彼らを納税者にする。 協同組合さいたま総合研究所

近畿 大阪府 大東市 R2272U00170 東越化工株式会社 4122001015655 通常枠 環境にやさしい無溶剤塗装技術の開発・生産ライン構築による新規開拓 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 和泉市 R2272U00171 泉シール工業株式会社 6120101043491 通常枠 含浸処理と一体化した高耐食クロムフリー化成処理ラインの開発と新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U00177 株式会社ｅｓ．Ｌａ　ｖｉｅ 2120001128017 通常枠 オンラインでの未病対策のためのオーガニック商品販売事業 花岡　貴志

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00178 ＪＫＣ株式会社 4120001169199 通常枠 ３か国以上の在日アジア人向け商品を揃えたスーパーマーケット 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00182 東邦インターナショナル株式会社 2120001085415 通常枠 ワイヤー・ケーブル業界向けＩＯＴプラットフォームサービスによる新分野展開 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 吹田市 R2272U00183 有限会社一条サイクルセンター 8120902005275 通常枠 スポーツ自転車におけるワンブランド特化！コロナ禍を乗り切るための建物改修・システム導入事業 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272U00191 株式会社ナック 7120001024657 通常枠 ベーカリー事業としてサンドウィッチ専門店の開業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272U00200 株式会社セイナン・ワークス 1120001194407 通常枠 ５軸加工技術の活用による水素エネルギー市場でのシェア拡大 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 泉大津市 R2272U00203 株式会社アイエスオート 3120101052479 通常枠 地域企業と連携した総合ヨガスタジオへの新分野展開 ＳＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00210 大垣内和魂 通常枠 日本料理店から日本料理仕出し屋（宅配）への業態転換 京都信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272U00211 株式会社ユウサイ 7120101022180 通常枠 ＢｔｏＢ物流から、ＢｔｏＣ物流を目指した「ＥＣサイト出荷代行サービス」への事業計画の発足 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市中区 R2272U00216 株式会社ＡＲＣ 3120101028603 通常枠 コロナ禍に必要な地域コミュニティ情報発信店舗とテイクアウト事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00217 株式会社Ｋｏ．Ｋｏ．Ｍｏよしもと 8120001167645 通常枠 ―新しい可能性。エンタメカフェ×バーティカルメディアの活用で新世界の観光再生から生み出す地方活性化の拠点の創造― 税理士法人山田アンドパートナーズ

近畿 大阪府 堺市西区 R2272U00218 株式会社龍旗信 1120101024364 通常枠 セントラルキッチン導入によるラーメンの提供方法の多様化 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272U00219 株式会社杏栄 5120002009386 通常枠 人間の医療と動物の医療を融合した新しい動物病院 濱田　明久

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272U00220 ジーラボ株式会社 9120001154056 通常枠 スポーツチームの運営管理・ユニフォーム注文用システムの提供 マジェステ株式会社

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00222 森上玲子料理教室 通常枠 コロナ禍で受講者激減の料理教室からテイクアウト食品事業への転換 経営創研株式会社

近畿 大阪府 交野市 R2272U00223 有限会社コラボ企画 3120002077360 通常枠 ＩＴを活用した完全非接触型店舗への変革による売上げ拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 堺市西区 R2272U00225 株式会社ナカミ 3120101048279 通常枠 ニーズの高まるインフラ用重要部品等の製造体制構築に向けた新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 摂津市 R2272U00230 株式会社モビメント関西 3120902009280 通常枠 ＡＩシステム構築による「制服レンタルＡＩ検品プラン」 松浪　辰也

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00231 株式会社トラストレストランツ 4120001143063 通常枠 宴会主体の串カツ居酒屋からコロナ対応型焼肉店及び精肉・総菜・弁当販売店への業態転換 ＴＳＡ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 R2272U00233 株式会社なにわ花いちば 9120001002818 通常枠 ＷＥＢセリを活性化する商材画像提供サービスの構築と関連した自動撮影機器の導入計画 池内　國雄

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00234 株式会社正英製作所 5120001020518 通常枠 脱炭素社会の実現に貢献する工業用水素燃焼バーナーの開発 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 岸和田市 R2272U00235 東洋計装株式会社 5120101057658 通常枠 事業転換　三品業界向　協働ロボットシステム販売事業計画 宮本　和雄

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00236 株式会社岡添鉄工 8122001001123 通常枠 脱炭素に向けた風力発電部品の重要部品等の生産による国際競争力強化計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00237 大新産業株式会社 8120001020820 通常枠 中小製造業のミニＦＡ化を支える工作機械のリユース事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 守口市 R2272U00239 株式会社プロトワーク 4120002078944 通常枠 人とデジタルが融合したスマート工場づくり 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00240 株式会社西野工作所 2122001019591 通常枠 高性能ＮＣフライス盤と立体マシニングセンタ導入による先進加工技術確立で水門部品の製造 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00241 株式会社ａｒｂｏｌ一級建築士事務所 6120001144712 通常枠 ミニマルデザイン建築を活用したトレーラーハウスの販売事業 大久保　明信

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272U00242 昭和スプリング株式会社 3120001012558 通常枠 自動車部品の高精度ステンレス加工技術を武器に成長性の高い医療機器部品参入計画 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00245 株式会社ＭＲＳ 4120001170099 通常枠 渡航制限下でも付加価値の高いマッチングプラットフォームへの事業再構築 ストラーダ税理士法人

近畿 大阪府 豊中市 R2272U00246 ＯＴＣＳ株式会社 6120001163423 通常枠 人気フードコーディネーターが教える食育料理教室で業種転換	 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00251 株式会社さゝや陶器店 8120001079857 通常枠 キッチン付きフォトスタジオ新設し、写真撮影業及びその時間貸し事業を行う 下村　弘

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00252 株式会社ステイジ 6122001031584 通常枠 高精度貼箱の１個対応・即日配送を実現する新製造方法の確立 上田　寛実

近畿 大阪府 羽曳野市 R2272U00253 株式会社トミックス 6120101035043 通常枠 ｅ－ｓｐｏｒｔｓを通して障がい者の社会性と可能性を生み出す事業を創出する ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00254 株式会社ジンオート 3120001160720 通常枠 ＩｏＴとＡＩを使ったＷＥＢ車検サービス事業 石　光仁

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00256 有限会社カミシゲ 9122002016994 通常枠 コロナ禍における最先端医療機器製品への新分野展開事業 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 堺市美原区 R2272U00257 エバーケミカル工業株式会社 3120101021401 通常枠 日系自動車部品のグローバル供給網を支える油剤の開発と新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00258 第一メリヤス株式会社 4120001149911 通常枠 淀川の葦糸を活用した防臭・抗菌性のある春夏用ニットの製造販売 松村　義信

近畿 大阪府 河内長野市 R2272U00261 株式会社土政建材店 8120101035297 通常枠 河内長野市初の産業廃棄物中間処理施設建設による新事業への進出と事業再構築の取組み 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市旭区 R2272U00262 株式会社合栄企画 8120001190861 通常枠 新たな食文化を創造する！大豆ミートで持続可能な食料供給の実現 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00263 株式会社三吉 4122001007355 通常枠 飲食店向け家具の製造から、物販店向け什器の製造への事業転換 ＴＳＡ税理士法人

近畿 大阪府 堺市西区 R2272U00265 Ｃ－ＷＥＬ株式会社 2120101048750 通常枠 半導体製造装置用シリンダーキャビネット製造技術の確立 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00266 株式会社高速オフセット 9120001063629 通常枠 業界初！新聞印刷会社による無線綴じ製本関連設備の導入で抗菌・抗ウイルス印刷物分野への進出 立野　靖人

近畿 大阪府 茨木市 R2272U00270 有限会社佐藤商会 5120902012621 通常枠 廃プラスチック・リサイクル事業の新規素材展開による売上げ拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 守口市 R2272U00275 株式会社オートスピリット 5120001159901 通常枠 ショールーム開設による自動車タイヤ販売事業計画 奈良県商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272U00276 ヤマト産業株式会社 1120001019142 通常枠 ＦＣＶ（燃料電池自動車）の燃料制御バルブを新たに製造し、クリーンエネルギー業界への参入を実現 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 堺市中区 R2272U00277 株式会社テクノフオルムタニノ 9120101004813 通常枠 スマート農業促進へ寄与する高効率・高精度加工体制の構築による新分野展開 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 R2272U00285 株式会社ダイイチ 1120001020793 通常枠 液晶・半導体搬送装置関連モジュール・機械組立工場の新設と新規販売拡大の新事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 泉南市 R2272U00287 クランデーワールド株式会社 3120101044088 通常枠 需要が高まる冷凍食品市場に新規参入し、消失した機内食需要に代わる新たなビジネスモデルを構築する 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U00288 アンドルーチェ株式会社 9120001117599 通常枠 若年層向けの脱毛等３種類の新サービスの導入と定額料金での提供 若杉　拓弥

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272U00290 株式会社すばる 9120001145055 通常枠 大阪・新今宮初！「オンライン配信型イベントスペース事業」・卵不使用ヘルシー「もちもち天ぷらテイクアウト事業」 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 R2272U00297 株式会社ゼロエンジニアリング 5120101053921 通常枠 革新的・超高速凍結技術を活用した食品業界ニーズに対応した冷凍事業への異業種参入 加藤　永俊

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 R2272U00301 ＧＦ株式会社 1120001115081 通常枠 廃棄野菜から生み出す自然循環型容器Ｖ．Ａ．ＭによるＳＤＧｓ実現事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00303 株式会社店舗プロ 2120001111476 通常枠 移動販売車を利用した高知青果物の産直販売事業への業種転換 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00305 株式会社ユニバーサルグラフィック 7122001022293 通常枠 フィルム成形機の導入による自動車市場への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 富田林市 R2272U00306 株式会社ワコー 5120101034632 通常枠 高品質インスタントスペシャルティコーヒーの生産による新たな市場の創出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00307 株式会社ヤサカ 3122001007629 通常枠 国内外で市場が拡大する小型モータ市場への参入計画 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272U00311 株式会社スペシャルアザーズ 6140001097495 通常枠 マルチレンタルスペースの運営事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00312 大阪精密機械株式会社 3122001008395 通常枠 新規市場に向けた新製品の開発ならびに最新設備によるコア技術戦略 株式会社商工組合中央金庫
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近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00317 株式会社イデイ 8120001074577 通常枠 広告戦略ノウハウを活かした苗・生花のサブスクリプションサービス事業 日本経営ウィル税理士法人

近畿 大阪府 和泉市 R2272U00321 ナカオ金属工業株式会社 3120101041754 通常枠 ＡＩを活用した塗装外観検査システムによる省人化の実現 近山　寿博

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00323 ミヨシ化成工業所 通常枠 生産現場のクリーンルーム化による製品ラインナップの拡充 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00325 株式会社テクノカンサイ 4122001004724 通常枠 最新ワイヤ放電加工機の導入と生産体制の刷新による新分野への展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00326 亜木津工業株式会社 2122001014295 通常枠 ３Ｄプリンタ／３Ｄスキャン技術を活用した３Ｄエンジニアリングサービス事業 みらいコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 松原市 R2272U00327 コーマ株式会社 1120101025172 通常枠 最先端の生産体制構築と独自の特許技術により新たなソックスを開発 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00328 株式会社おいしんぼ 5120001149209 通常枠 旧事業脱却するテイクアウト唐揚店と粉ものバルへの新規出店事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 茨木市 R2272U00331 株式会社ノセ技研 8120901000624 通常枠 コロナ禍のウッドショックに対応した剪定枝を活用した新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 松原市 R2272U00335 有限会社アストロ 9120102013879 通常枠 独自ソーピング技術の活用による既存事業の付加価値向上とランドリービジネスへの展開 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00339 株式会社藤原電子工業 8122001023010 通常枠 プリント基板プレス加工技術を生かして発電タービン部品の製造等に挑戦する新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00342 株式会社旭鍍金工業所 9122001017597 通常枠 ３本のメッキラインを一新し高付加価値なメッキ加工体制を構築 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 豊中市 R2272U00343 清水住建株式会社 4120901030047 通常枠 資源プラスチックのトータルサポート 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U00345 トンテジ 通常枠 民族衣装のレンタル及び撮影スポットの提供 辻　泰崇

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00346 株式会社光伸 8122001022615 通常枠 大型加工装置の導入による半導体製造装置市場への新分野展開を目指す 八尾商工会議所

近畿 大阪府 岸和田市 R2272U00347 株式会社ハート介護 8120102022889 通常枠 強度行動障害にも対応した重度要介護者向け老人ホーム施設の設置事業 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00348 株式会社杉村製作所 7122001003946 通常枠 高品質・多品種・短納期でリチウムイオン電池生産用ロール研磨へ進出 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 豊中市 R2272U00349 有限会社ホウユウ 6120002044705 通常枠 自動車整備機器設置工事業から修理・メンテナンス業への事業再構築 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00350 株式会社千成屋 2120001082783 通常枠 ＩＴ化と商店街各鮮魚店の協力による回転寿司事業で地域活性化 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 豊中市 R2272U00351 株式会社オフィステーマパーク 2120001160110 通常枠 デジタルトランスフォーメーションの活用とカシューナッツに特化した業種転換 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 R2272U00352 株式会社エア 9120001192502 通常枠 ＩＣＴ建機を活用した高効率・高精度な情報化施工計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 泉佐野市 R2272U00353 株式会社レストラン・シヤンソニエ 6120101040324 通常枠 本格フレンチをもっと手軽に楽しめるテイクアウトサービス 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 R2272U00356 ルシール株式会社 7120001137236 通常枠 感染症対策を徹底した２４時間営業のトレーニングジム開設計画 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00357 株式会社ブリス・ダイニング 4120001161429 通常枠 伊勢志摩初のワイナリー設置。ワイン醸造事業への新分野展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 松原市 R2272U00362 有限会社ツムラ本店 7120102014359 通常枠 安心安全めちゃうまい！合鴨肉の遠近両用販売事業 松原商工会議所

近畿 大阪府 吹田市 R2272U00363 株式会社ガードロック 1120901005935 通常枠 不動産物件管理用スマートＢＯＸおよびその管理システムの開発と検証 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大東市 R2272U00364 アイティマシンワーク株式会社 3122001030184 通常枠 成長市場の試作品開発に対応するため、自社工場を建設して競争力アップ 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00366 バーバーモジャ 通常枠 コロナ禍での売上減少に対し健康と美に関する多様なサービスを提供 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市中区 R2272U00369 田中鉄工株式会社 6120101004782 通常枠 工場改修より温度一定化を図り、繊維機械アルミ部品への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272U00370 株式会社新和製作所 6120001003595 通常枠 曲げ加工体制を増強し、新分野へ参入する事業 松下　隆信

近畿 大阪府 豊中市 R2272U00374 プラスコート株式会社 1120901030917 通常枠 個別品質管理実績とクリーンブースによる医療機器向け超クリーン塗装参入 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00375 エムシステム株式会社 7120001184732 通常枠 金属加工専門集団による自社製品「切粉圧縮機」の開発、製造販売 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272U00376 株式会社寿製作所 6120001147797 通常枠 多種多様な顧客のニーズに対応した変種変量生産体制の構築 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00378 深空株式会社 8120001206956 通常枠 ドローンを活用した高精度航空レーザ測量と研修の新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 摂津市 R2272U00379 有限会社ワコーメタル 4120902009370 通常枠 大型板金製品標準化の流れから脱却し、精密板金加工への挑戦 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00384 株式会社キムラテック 8122001001932 通常枠 半導体製造装置におけるサブシステムの高精度部品等製造による事業再構築計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大阪市此花区 R2272U00388 株式会社是永鉄工所 1120001026353 通常枠 脱造船を目指し、水素プラント用配管事業への新分野展開を図る ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00389 株式会社つむら工芸 1120001045502 通常枠 ＴＳＵＭＵＲＡオートメーションシステム（空間のロボット化のための汎用型空間演出制御システムの開発） 瀨戸　繁治

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00392 山栄総合開発株式会社 5120001152278 通常枠 農家が抱える問題の解決に向けたドローンを活用した薬剤散布による農業支援サービスの提供 市山　優

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00393 萬富商事株式会社 6120001090246 通常枠 中国語音声デジタル教材のサブスクリプション事業 原　和正

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00395 株式会社ＪＡＣＡＪＡＣＡ 2120001143503 通常枠 店舗兼工房を移転し新規にインテリア商品を直販し再構築を図る 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U00396 株式会社アドバンス 2120001121855 通常枠 都心において犬と泊まれる特区民泊事業～屋上ドッグラン‼～ 黒田　浩之

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272U00398 有限会社サニーホーム 2120002063056 通常枠 宿泊業をメインとした高級食パンのＯＤＭ事業立ち上げによる新たな販路の開拓 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U00401 ｕｎｃｈｉ株式会社 9120001181141 通常枠 キッチンスタジオレンタルによるコロナ時代の飲食店集客支援事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00402 株式会社ケイビーフーズ 5120001119517 通常枠 仮想空間・マッチングアプリによる出会の仲介・能力共有 株式会社ＯＡＧコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00403 株式会社マッシュデザインオフィス 5140001103857 通常枠 おしゃれ空間をデザインし提供する淡路島西海岸ベーカリーカフェ 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00405 第一樹脂工業株式会社 2122001019253 通常枠 脱炭素社会に取り組む自転車部品業界への参入計画書 税理士法人ＴＡＳ

近畿 大阪府 茨木市 R2272U00408 株式会社宮田トラフィック 7120901016340 通常枠 保育園によるリハビリと園芸福祉に特化した通所介護事業の新展開 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00412 スーパープロジェット株式会社 7120001165410 通常枠 （仮称）旧西尾小学校跡地活用事業 藤山　浩泰

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 R2272U00414 株式会社恵美須屋工具製作所 4120001049269 通常枠 省人化・効率化に向け需要拡大するロボット市場への新分野展開 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00415 株式会社キーマン 5122001001456 通常枠 耐震補強技術を活かした古ビル再生とワ―ケーション施設・滞在型ホテルの開発 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00418 株式会社バルニバービ 1120001087528 通常枠 地方創生と食を融合した独自サービスの開発による新分野展開 林田　高佳

近畿 大阪府 吹田市 R2272U00419 シュレッド・サービス株式会社 6120901006730 通常枠 「味付きチーズ調味料」を生産者が直接消費者に販売する計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00422 川瀬容器株式会社 6120001077152 通常枠 飲料用充填設備などを導入し、容器製造業のみから清涼飲料製造への展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00424 株式会社クンテープ 3120001096592 通常枠 セントラルキッチンを導入し、タイ料理ファストフード店を展開する 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272U00426 株式会社ＭＫ開発 6122001031196 通常枠 コロナ対応型飲食店展開による新たな空き家ビジネスモデルの確立 國村　良二

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00428 株式会社博洋エンジニアリング 8122001012319 通常枠 医療分野の部品加工へ参入するための高精度加工機及び測定機導入 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00431 ダイヤトレンド株式会社 5120001026515 通常枠 新型Ｘ線検出器及び収集基板の製造・販売事業及び応用製品の開発 日本経営ウィル税理士法人

近畿 大阪府 守口市 R2272U00439 株式会社エムズコーポレーション 7120001159965 通常枠 新分野進出による反転攻勢と更なる発展を目指す 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00440 旭精工株式会社 2122001000205 通常枠 新たに「半導体・医療薬分析装置」の高精度部品を製作する業態転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00441 株式会社リード 8120001164592 通常枠 セキュリティ文化の変革のためのＩｏＴシステム販売への転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00442 株式会社昌栄工務店 6120001153960 通常枠 建設業界から環境測定事業『アスベスト検査事業』への新規参入 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00445 株式会社ＬＤＫプロジェクト 4120901033628 通常枠 高まるワーケーションニーズに対応した貸切別荘事業 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00452 富士テック株式会社 4120001021582 通常枠 厚板加工設備導入による、大型空調機器の製造体制構築計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00453 龍鳳食品株式会社 6120001072079 通常枠 非接触型　家庭用中華・薬膳総菜の持ち帰り専門の直営・ＦＣ店の展開とＥＣ販売 大澤　悠
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近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U00454 有限会社レイヤード 2120002068170 通常枠 ウェディング事業への展開 塩田　浩一

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272U00457 株式会社大阪プロジャパン 2120001170002 通常枠 パワー半導体製造装置に対応する高真空容器の革新的製造方法 西脇　義幸

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00458 株式会社米田電機 6120001198015 通常枠 世界初！洋上風力発電所向け超高容量の変圧器の開発・生産事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00460 大和化成商事株式会社 5122001004277 通常枠 ＳＤＧｓを根幹に備えた製品開発と非対面型ビジネス（ＥＣビジネス）の強化 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 泉大津市 R2272U00461 グローフーズ株式会社 3120101047586 通常枠 一般家庭向け肉加工品のミールキット製造・販売新規事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 箕面市 R2272U00463 株式会社ストリーム 3120901020701 通常枠 「ハーマンテディ」をテーマとした専門店とコテージの複合型事業計画 箕面商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00466 株式会社創英 9120001066128 通常枠 非接触型ワンストッププロモーションによる地域デジタルサービスの構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00467 イヌイ工業株式会社 1122001017745 通常枠 ＳＤＧｓ対応のライティングダクト製造技術確立による新分野展開 株式会社三十三銀行

近畿 大阪府 河内長野市 R2272U00469 アークリード株式会社 9120101034819 通常枠 ＣＯ２ゼロ熱源による新型加熱試験器の開発とＷＥＢ接客システムの構築 米田　大作

近畿 大阪府 豊中市 R2272U00470 有限会社ティー・ケー・オーガナイズ 7120902022131 通常枠 食品工場新設による食材のＢ２Ｂ、Ｂ２Ｃ販売およびＦＣ事業の展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00471 株式会社明和商会 7122001020297 通常枠 超厚紙対応印刷機導入によるデジタルに置換わらない通販用薄型段ボール箱市場への参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00472 有限会社五大装飾 3122002000079 通常枠 新鮮魚介を利用した弁当、寿司、惣菜及び瞬間生冷凍食品の製造販売 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272U00478 大昌サービス株式会社 6120001178611 通常枠 高性能金属加工機械導入による移動販売車・キッチンカー製造事業 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00482 八尾自販株式会社 9122001020485 通常枠 最適配置提案型法人レンタカー事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U00483 株式会社ＬＩＮＫ　ＦＵＮ 4120001211869 通常枠 陸上養殖の鮭を活用した一次加工品の加工販売事業への業種転換 藤原　和江

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00484 株式会社菱屋 5122001019820 通常枠 樹脂製品の新規企画・製造・販売による新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 柏原市 R2272U00485 株式会社松井製作所 2122001021234 通常枠 プレス製造ノウハウを活用した医療分野への新分野展開 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 豊中市 R2272U00487 株式会社グリーン・アート 8120901023559 通常枠 特殊素材による低コストイベントブース短納期設営体制の構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00488 株式会社エムトピア 9122001001089 通常枠 遊技機業界専門の内製化されたトータル・サポート体制の工場進出 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00492 株式会社サワーコーポレーション 9120001149667 通常枠 地球益に尽くす洗浄装置のＤＸ革新 Ａ－ＭＥＣ株式会社

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272U00493 観光人材株式会社 3120001188332 通常枠 リゾート型コワーキングスペースでレンタルオフィス業への転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00495 株式会社ＨＩＲＯＫＯＵ 4122001029630 通常枠 近畿圏建設需要に応える鋼製型枠製造事業への業種転換 永和信用金庫

近畿 大阪府 茨木市 R2272U00496 株式会社竹原鉄工所 7120901001227 通常枠 部品製造のみから工場増設による「製造装置組立」事業への新分野展開 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U00499 エヌスタジオビル株式会社 4120001007061 通常枠 伊勢志摩・英虞湾の美しい景観を望むグランピングと日本的雰囲気の宿泊施設との融合 株式会社ＯＡＧコンサルティング

近畿 大阪府 池田市 R2272U00501 チャーチ・オブ・プレイズ・インターナショナル 通常枠 徹底サポートで才能と可能性を引き出すｅインターナショナルスクールへの進出 中央会計株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00502 有限会社ゴフクヤサン・ドットコム 6120002056849 通常枠 フォロワー８万人の呉服屋が始める「リゾート×キモノ」体験型写真館 淡陽信用組合

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272U00509 エヌ・エス・ケーニシダ工業株式会社 4120001075694 通常枠 主力商品であるアルミ意匠建材を更に進化させた新意匠の開発 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00510 株式会社ハナフル 1140001103365 通常枠 高級フルーツ缶詰製造販売事業への新規参入による売上高のＶ字回復 尾崎　裕

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00515 株式会社足立商事 5140001101844 通常枠 コロナ等の外的要因に左右されない安定市場に新規参入！最長３年間保存可能な『災害備蓄用パン』の製造販売事業の展開 兵庫県商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 R2272U00518 有限会社植村印刷所 7120002023609 通常枠 学習参考書印刷市場からパッケージ印刷市場への新分野展開 井下　佳郎

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00519 ベスト交通株式会社 1122001009305 通常枠 先進的な配車アプリによるレンタルサービスでタクシー業界に貢献 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272U00521 吉野ゴム工業株式会社 6120001036835 通常枠 日本の国土強靭化に貢献するハイブリッドゴム堰への新分野転換 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 堺市北区 R2272U00522 株式会社ＬＵＣＵＳ 3120102011178 通常枠 キッチンカーとキャンピングカーを独自製造、販売で新分野へ展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大東市 R2272U00523 有限会社ファインテック 5122002012213 通常枠 ＂Ｓｗｉｍｍｙ戦略”で「真空炉中ろう付け」への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 岸和田市 R2272U00524 味川 通常枠 希少和牛の調達力と強固な感染防止対策で実現する高級焼肉店への転換 石井　伸暁

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272U00526 株式会社太陽マーク 9120001024250 通常枠 更年期女性対象の失禁ケア商品のブランド構築によるＥＣ販売 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00531 西村機工株式会社 5122001019589 通常枠 オイルタンク生産体制の事業化及び発電機製造市場への新規参入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U00533 株式会社蒲公英 7120001155007 通常枠 コインランドリー事業を通して共働き世帯と高齢化社会の暮らしを支える ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00536 日光機械株式会社 4122001005978 通常枠 工作機械オーバーホールによる「ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ」の復活事業 株式会社北陸銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272U00537 大阪促成青果株式会社 4120001036993 通常枠 青果物荷受卸売会社から農産物売場トータルコーディネーターへの転換 有村　知里

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272U00538 株式会社川田製作所 6120101001664 通常枠 熱交換器の重要部品の２４時間加工の実現による量産化計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00544 浪速運送株式会社 5120001046091 通常枠 エコビズボックス（物流用通い箱）のレンタルサービス業 税理士法人ミライト・パートナーズ

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U00545 株式会社東和インフォセービングス 6120001067731 通常枠 ＩＴ技術に強い印刷業者の、大容量データ送信サービス付帯の建築業特化型シェアオフィス展開 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272U00546 マココロ株式会社 4120001147964 通常枠 ウィズコロナ時代の全く新しい事業の飲食店をＤＸモデル店舗として開発する 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00547 株式会社爽美 4120001159984 通常枠 ボード自動加工機で総合工事業から生産用機械器具製造業へ転換！ 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 堺市美原区 R2272U00548 株式会社三木製作所 1120101021782 通常枠 ＷＥＢ受注システム導入による金属製品のＥＣ事業進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00549 明治石油株式会社 5120001097226 通常枠 ガソリンスタンド事業から総合スポーツジム事業への新事業展開 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00551 株式会社宣伝館 8122001009554 通常枠 屋外広告検索プラットフォーム開設とデジタルサイネージ対応による新分野展開 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 摂津市 R2272U00553 プリマール株式会社 8120901009970 通常枠 脱酸素による新規の化粧品製造工程の構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00554 株式会社ノムラクリーニング 9122001019692 通常枠 お客様の利便性を追求したネット宅配クリーニングサービスの立ち上げ 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 泉南市 R2272U00556 株式会社成願 7120101044142 通常枠 アフターコロナ新時代に向けた衛生機能を付加したタオル、寝具製品の商品開発及び海外市場開拓 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 堺市北区 R2272U00557 株式会社エイト 4122001017858 通常枠 通販サイトを活用した少部数冊子提供ビジネスモデルへの転換による新生活支援 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市旭区 R2272U00558 株式会社ナクロ 3120001000876 通常枠 半導体製造装置用アルミニウム素材めっき部品の高効率大量生産に資するデジタル生産システムの導入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00561 株式会社橋本製作所 8122001005941 通常枠 医療機器部品の製造への進出とそれに伴う設備導入及び建物建設 大阪信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00562 和食ダイニングあご屋 通常枠 バリアフリー！一棟貸切！温泉付！家族全員で安らぎの体験！バケーションレンタル事業への展開 酒井　敏行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U00563 株式会社メタルドゥ 7120001040563 通常枠 レアメタルスクラップの高品質化手法の開発 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00564 株式会社ケイプラスモールドジャパン 9122001025914 通常枠 特許技術の活用による半導体生産用治具分野への参入に伴う先端設備の導入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 交野市 R2272U00568 株式会社ＴＨＵＭＢ’Ｓ 2120001152413 通常枠 空き農家を活用した、仕事と農業が両立できるコワーキングスペース・シェアスペース事業 西松　あゆみ

近畿 大阪府 堺市南区 R2272U00576 日本スーパー工業株式会社 8120101005960 通常枠 新エネルギー分野の高精度燃料噴射部品を製造する新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U00577 株式会社フィックスシーフーズ 3120001130418 通常枠 飲食事業者と一緒にコロナと戦う！地場生鮮野菜の加工・販売事業 明和マネジメント税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00578 丸楽紙業株式会社 5120001090197 通常枠 多量の定型紙と非定型紙を綺麗に電子化する紙電子化サービスの構築 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 R2272U00581 株式会社愛フードサービス 7120001136238 通常枠 コインランドリー事業による継続かつ安定的な売上確保を図る 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U00583 ヒキタ工業株式会社 1120001008426 通常枠 ドローンによる地域活性化のための複合サービス施設の運営事業 大澤　悠

近畿 大阪府 門真市 R2272U00592 Ｔ．Ｍ産業株式会社 2140001056975 通常枠 外国人人材とともに成長する新たな縫製下請業への事業再構築 但馬信用金庫
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近畿 大阪府 堺市東区 R2272U00593 株式会社紀陽 9120101001901 通常枠 不動産事業参入により中古＋リノベーションの提供で販路を開拓する新事業 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 泉佐野市 R2272U00595 株式会社カンノ 5120101047948 通常枠 貸倉庫を活用した廃棄物処理業への進出による地域社会の環境・衛生への貢献 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00607 株式会社たくみ工芸 9122001004629 通常枠 画期的塗装システム設備の導入による新しい塗装金物事業へのチャレンジ 貴田　典子

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00609 株式会社桃李 7122001027490 通常枠 桃李看護小規模多機能型居宅介護事業計画 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U00610 株式会社ＫＤＲｌａｂｏ 6120001194939 通常枠
これまで歯科技工業界にない口腔内スキャナーを活用した製作法で、技工物の生産性及びクオリティ

向上、
大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00615 株式会社関西音楽事務所 4120001042439 通常枠 音声入力による個人向け食材管理アプリの開発事業 田中　弘実

近畿 大阪府 箕面市 R2272U00616 株式会社ＧＥＮＥＲＡＬ　ＭＥＲＣＨＡＮＴ　ＥＸＣＬＵＳＩＶ 2120901028729 通常枠 メディカルウェアに特化したセレクトショップの新規立ち上げ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00617 株式会社ＡＫＩ金型 5120001200730 通常枠 プレス金型製作で培ったノウハウを活かした医療・介護分野向け部品加工への新分野展開 永和信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272U00618 皆見電子工業株式会社 1120001148718 通常枠 次世代パワーモジュール用回路基板製造技術の開発とプラント整備 若松　敏幸

近畿 大阪府 富田林市 R2272U00619 有限会社西村工業 2120102016995 通常枠 薄板板金技術の強みを生かした建機部材の厚板分野への新規参入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00621 コウワ 通常枠 自社ブランド製品を確立してコロナに負けない会社作りを目指す 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00622 和弘プラスチック工業株式会社 4122001020688 通常枠 植物パワーの新忌避剤～植物由来の新成分で新たな安心をお届け～ 株式会社ブレインリンク

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00623 株式会社スーパーホテル 4120001044443 通常枠 ビジネス客特化型ホテルの新たな空間創出による新顧客層開拓事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272U00624 大一電機株式会社 8120001012743 通常枠 車椅子のフットサポート（足置き場）への銅メッキ処理による抗菌作用の実現 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00625 志津屋株式会社 6120001038402 通常枠 台湾好きな女性をターゲットとしたライフスタイルにこだわった雑貨カフェ事業 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 寝屋川市 R2272U00631 ｆｌｏｗｅｒｃｏｌｏｒ’ｓ 通常枠 障がいのある方へお花の技術指導を行い、ウェルフェアトレードを実現できる就労支援事業所を作る 酒井　敏行

近畿 大阪府 門真市 R2272U00637 株式会社紀和製作所 6120001157318 通常枠 コロナ後を見据え市場拡大が見込める医療・衛生品分野の部品製造を開始 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00638 株式会社アクシスイノベーション 2120001201095 通常枠 「働き方」のイノベーションに貢献する秘書代行サービス付きコワーキングスペース開設事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00640 株式会社楽園不動産 1120001153404 通常枠 千歳市での不登校経験者の居場所づくりと移住アドバイザリー業 市川　欽一

近畿 大阪府 吹田市 R2272U00641 株式会社シンクパートナーズ 1120001124066 通常枠 海外向けＥＣサイトを活用した日本の菓子・飲料等の海外展開事業 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00647 光成薬品株式会社 9120001079435 通常枠 「医療機関・調剤薬局向け購買ソフトウェア」の新規開発 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00648 株式会社ＳＡＫＵＲＡ　ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 6122001026551 通常枠 アパレルＤ２Ｃブランドプリント・運営サービス 奈良県商工会連合会

近畿 大阪府 門真市 R2272U00652 株式会社広伸 3120001157452 通常枠 金属加工事業者の共同受注プラットフォーム開発による事業領域拡大 マジェステ株式会社

近畿 大阪府 堺市中区 R2272U00661 株式会社ＹＭＭ 2120101050731 通常枠 半導体製造機器の部品製造治具のテフロンコーティング事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00662 エネルギーパワー株式会社 2120001197879 通常枠 ＳＤＧｓとカーボンニュートラルに則した「再生可能エネルギー電源」の開発 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 泉大津市 R2272U00665 株式会社ＨＣＩ 1120101039255 通常枠 飲食店の非接触化に貢献する自動配膳・下膳ロボット卸売業へ進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U00666 株式会社ドリーム・ジーピー 3120001117828 通常枠 コロナ禍における健康促進に貢献する新商品による事業構造転換計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U00670 有限会社淡路鉄工所 5120002026175 通常枠 溶接ロボット用途に加え介護ロボット用の新分野の部品製造を新たに開始 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00676 株式会社グランシーズ 9130001050106 通常枠 オリジナルテントによる非接触型「次世代グランピング事業」 但馬信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 R2272U00680 株式会社バンブーフードサービス 2120001216985 通常枠 食を通じて、地域創生・飲食業のグループの創造 辻　泰崇

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 R2272U00685 株式会社アルフレンテ 5120901018719 通常枠 小規模ワーケーションオフィスの体験・開設・運用サービス 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 高槻市 R2272U00688 日本スリッター工業株式会社 9120901011728 通常枠 ウェアラブル機器などの超小型電子部品包材の新製品加工機器の導入 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00689 株式会社リミックス 5120001116712 通常枠 えんとえんを紡ぐパスタ工房＋αの創業 鈴木　繁伸

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00694 大和電化株式会社 1120001020934 通常枠 ハイニッケル用電気メッキ設備の導入による高付加価値なメッキ業への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 R2272U00701 ヴァンテック株式会社 4120101000783 通常枠 製品の高付加価値化による多品種少量生産と新市場開拓の実現 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00704 関西ツール工業株式会社 8122001008589 通常枠 自動化設備の委託製造を協力者の協力下で自動化設備の自社製造・販売に切り替える計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 河内長野市 R2272U00705 株式会社石駒 5120101033469 通常枠 Ａｎｉｍａｌ　Ｒｅｓｔ　Ｇａｒｄｅｎ　老犬ホーム立上げプロジェクト 坪田　亮介

近畿 大阪府 和泉市 R2272U00706 株式会社中西工務店 2120101058345 通常枠 誰でも簡単にオリジナルの図面を描ける新たなシステムの開発 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U00718 幸真興業株式会社 2120001183945 通常枠 コロナ禍における飲食店の経営多角化を支えるためのレンタルキッチン事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00720 タフプレイス株式会社 9120001231508 通常枠 白浜で健康・癒し・効率をテーマにメンタルヘルスケアオフィスを運営 小松﨑　哲史

近畿 大阪府 富田林市 R2272U00721 株式会社ティー・アンド・ティー 6150001013096 通常枠 フランチャイジー飲食店事業者による自社ブランド惣菜製造販売事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00722 株式会社ＮＥＸＵＳ 1122001032331 通常枠 卸売業でのノウハウを活かした、半導体製造装置部品における製造分野への業態転換 髙砂　吉孝

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00723 インフィニティ株式会社 1120001178649 通常枠 ＤＸを活用したＥＣサイト×高付加価値ショールーム事業 曽我部　聡

近畿 大阪府 高槻市 R2272U00731 株式会社グローバー・ジャパン 4120001132322 通常枠 国内外に発信。キャンプを通して地方を元気にするＧ＇ＣＡＭＰ 中島　進

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272U00732 株式会社高橋楠 3120101004364 通常枠 伝統産業の堺打刃物において、卸から、世界と戦えるものづくり企業への転換 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00733 株式会社グラム 5122001026420 通常枠 テイクアウト用のパン・惣菜店を開業することによる事業再構築計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 門真市 R2272U00734 株式会社大京精研 4120001156131 通常枠 専業塗装メーカーと連携することによる高付加価値加工体制の構築 松下　隆信

近畿 大阪府 堺市東区 R2272U00735 株式会社渡也建設 4120101057865 通常枠 生活介護・短期入所施設の「設計建設と運営」を通じた地域障害福祉への貢献 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00739 株式会社アンディ 5120001143426 通常枠 ナイト業界にクリーンなイメージをもたらすタブレット導入事業 立田　博久

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00740 エネワールド株式会社 2120001217752 通常枠 動画視聴をベースとしたスマホアプリ版オンライン環境エネルギー展の開発 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市住之江区 R2272U00741 株式会社アイレス 6120001112487 通常枠 カスタマイズ型双方向配信プラットフォームによる情報通信業への業種転換 森井　義英

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00746 Ｙ’ｓテクノ株式会社 5120001141421 通常枠 独自技術による、これまでにない交通安全反射板事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00749 株式会社園田製作所 3120001123479 通常枠 独自技術と産学連携による家庭・オフィス向け静電フィルターの開発 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00752 ＢＡＬＵＥ株式会社 9120901039554 通常枠 ビジネス用途のライブ配信向け環境整備のワンストップサービス事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U00754 株式会社東亜電機製作所 7120001057145 通常枠 ＩＴ技術を基盤とした装置開発と電気、機械等のノウハウを組み合わせたスマートロッカーの開発製造 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 R2272U00755 九州瑞穂株式会社 8120001049471 通常枠 医療業界のための錠剤金型事業への進出によるＶ字回復計画 株式会社大分銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00757 有限会社スピードレッド 3120002071132 通常枠 地域包括ケアシステムにおける地域ケア会議運営支援サービスの展開 税理士法人オフィス９２１

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272U00760 株式会社光立鐵工所 1120101002353 通常枠 高性能設備と工場を取得して、手がけたことのない自然エネルギー分野に進出しＶ字回復を図る 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 箕面市 R2272U00762 株式会社リ・レストフル 1120901027673 通常枠 自動車メンテナンス事業への業態転換計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 豊中市 R2272U00766 株式会社福井工業 6120901038402 通常枠 工事現場の人手不足の解消を目的とするプレハブ配管製造 藤原　覚

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00769 有限会社ジエーマエダ 3120002042918 通常枠 食品検査事業に新規参入し、食の安全・安心を消費者に届ける 西木　由行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00771 株式会社Ｍ．Ｉ．Ｔ 7120001114029 通常枠 モミ殻天然シリカのオーダーメイド製造と品質保持の為の分析体制の構築 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00775 近藤鋼管株式会社 4120001043395 通常枠 高耐久パーキング資材の製造販売 コンフロント税理士法人
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近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U00777 株式会社ニューズ 8120001078710 通常枠 居宅介護事業者による共同生活援助及び短期入所施設の運営 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00789 株式会社ベル 4122001006530 通常枠 ビルメンテナンスから介護へ　ひとづくりの会社が実現する愛と感動の介護事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市住之江区 R2272U00791 株式会社大阪歯切工場 1120001031964 通常枠 大型精密歯車分野への進出と社内ＤＸ化 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 泉大津市 R2272U00805 荒木ミシン 通常枠 アフター（ウィズ）コロナの「就労継続支援Ｂ型事業所」を活用した環境整備事業 泉大津商工会議所

近畿 大阪府 高槻市 R2272U00808 株式会社河原工房 5120901015071 通常枠 欧州の田舎暮らしを実現するアンティーク家具・雑貨のレンタル・販売の開始 税理士法人北浜・中西会計

近畿 大阪府 枚方市 R2272U00809 有限会社一の谷 8120002073537 通常枠 専用アプリシステムなどデジタルを駆使した、移動販売を強みとするパンの製造販売事業。 京都信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 R2272U00811 有限会社小栗製作所 7120102025075 通常枠 竹パウダーの製造販売による事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 R2272U00812 株式会社俺たち職人．ｃｏｍ 2120101058576 通常枠 職人、フリーランスの為にシェアオフィス、コワーキングスペース事業 香川　浩祐

近畿 大阪府 大阪市此花区 R2272U00814 聖和精密工機株式会社 6120001026489 通常枠 当社のこだわり品質、切れ味抜群ブレッドカッター事業 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 R2272U00816 株式会社ライフデザイン 5120901014552 通常枠 地元不動産業者とハウスメーカーが直接取引可能にするＤＸサービスの提供 髙見　典尚

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00818 有限会社Ｍ・Ｋ　ＳＱＵＡＲＥ 3120002063815 通常枠 ショールーミング型店舗展開とオーダーメイドサービスによるＤ２Ｃ事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 河内長野市 R2272U00824 株式会社クレイ 1120101033613 通常枠 ＳＯＦＩＸ（ソフィックス）有機標準土壌の製造販売 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 守口市 R2272U00826 株式会社旭研磨工業所 1120001223537 通常枠 カーボン３Ｄプリンターの新規導入による試作品の製造 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272U00837 株式会社トモエ 4120001035822 通常枠 『生活環境に配慮したジョイント用フランジ製造』 久田　輝雄

近畿 大阪府 堺市西区 R2272U00842 株式会社マネージメント 3120101057528 通常枠 淡路島の絶景テラスでワーケーションができるＩｏＴ×貸別荘事業 堺商工会議所

近畿 大阪府 茨木市 R2272U00845 穴織カーボン株式会社 6120901010286 通常枠 需要の高まっている代替燃料ＲＰＦを独自製法により製造する計画 関西みらい銀行

近畿 大阪府 貝塚市 R2272U00846 ニシキ合金株式会社 8120101038341 通常枠 高精度研削技術を活用した新規製品製造用金型による事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00847 株式会社シーキューブ夢ハウス 7120101049884 通常枠 ＢｔｏＣからＢｔｏＢへ。ｗｅｂ活用、非接触の住宅会社紹介ビジネス ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272U00848 Ｍ・Ｙプレジャー株式会社 7120001116322 通常枠 老舗料亭が新しく作る焼き豚をＥＣサイトで物販することでＶ字回復する事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 R2272U00851 上野鉄工株式会社 4120901009033 通常枠 加工技術及び測定評価技術の高度化とＩｏＴを活用した医療機器分野に向けた新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00853 田中商事ロジスティクス株式会社 6120001204177 通常枠 軽貨物運送から一般貨物運送への転換で地域のニッチトップを目指す 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00855 ミヤタ株式会社 7122001012328 通常枠 ３次元表面加飾工法を用いた脱プラスチック化促進による事業再構築 髙砂　吉孝

近畿 大阪府 高槻市 R2272U00856 パティシエコウタロウ 通常枠 パティシエが提供する地域コミュニティとしてのお菓子教室＆カフェ 大城　真樹

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00857 土地家屋調査士法人ＣＯＬＯＲＳ 9120005017291 通常枠 相続関係説明図を作成するソフトウェアの開発及び同ソフトウェアを販売する新分野の事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00860 株式会社Ｒｉｃｃｏ　ｐｌｕｓ 8120001170005 通常枠 レンタルスタジオとブライダル前撮り事業 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00864 株式会社神山鉄工所 3122001001615 通常枠 ＡＩ技術を活用したねじ全数検査サービス 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00871 森興産株式会社 7120001146162 通常枠 外国人材データを活用したスコアリング・エデュケーション事業 税理士法人Ｉ　ｄｏ

近畿 大阪府 大阪市城東区 R2272U00875 有限会社白玉産業 6120002008164 通常枠 仕事はかどる街の逗留スポット、お風呂も入れるコワーキングスペース 青木　孝之

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U00883 株式会社ピーテック 4120001108495 通常枠 ウィズコロナの時代に対応した健康管理機器の開発 井上大輔

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00886 株式会社プロキャリ・ライフケア 4120001177425 通常枠 メタセコイア並木に佇む「ユニバーサル対応型」アウトドア宿泊施設 但馬信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U00897 インテグラル・テクノロジー株式会社 3120001123405 通常枠 ３次元ＣＡＤ形状の１次元変換で高速化を達成したＡＩの事業化 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272U00899 株式会社日版プリント 9120001057606 通常枠 紙から透明ケースへ！ＵＶ印刷で環境負荷の低い付加価値事業へ！！ 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U00905 奥田機械株式会社 6120001037610 通常枠 木材加工装置向け専用ロボットの開発・生産による新分野展開計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 R2272U00906 株式会社ユーズテック 8120001006654 通常枠 医療ＩＴの強みを生かしたＰＨＲ情報基盤での事業再構築の挑戦 西河　豊

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U00907 株式会社袴田興産 7120002069255 通常枠 地域に愛される安心安全な商品を提供する家族向け洋菓子店の出店 橋本　賢宏

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272U00910 株式会社ファロス 6120101022776 通常枠 管理医療機器等の製造・販売・貿易業で培ったノウハウを生かしライブコマース事業へ！ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市東区 R2272U00911 株式会社アイズ 3120101058039 通常枠 地域に寄り添うバリエーション豊かな食パン専門店での新分野展開 堺商工会議所

近畿 大阪府 守口市 R2272U00912 株式会社マーメイド 4120001156676 通常枠 ベッドメーキング自動装置の製造販売 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 R2272U00916 株式会社ポアール 1120001006371 通常枠 農家の地位向上流通プラットフォーム及び時価シャーベットの開発 ＯＡＧ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市住之江区 R2272U00917 株式会社未来 4120001208626 通常枠 とぎれのない障害者支援に向けた共同生活援助施設（グループホーム）開設事業計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 R2272U00920 株式会社渡辺製作所 6120901026241 通常枠 顧客のアイデアを設計・製作するものづくりサポートサービスによる再構築計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00927 株式会社山形鉄工所 2122001024600 通常枠 高品質な義足の普及促進の一翼を担い、人々の移動をサポートする 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00928 株式会社アイキ 4122001021802 通常枠 ５軸マシニングセンターの導入による総合試作事業の再構築を目指す 関西みらい銀行

近畿 大阪府 泉南市 R2272U00930 ＳＣＳ株式会社 6120101048581 通常枠 既存事業継続のための重度・高齢者向けグループホーム市場への進出計画 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U00932 株式会社ＫＳファシリティーズ 8120001212913 通常枠 プロ仕様の厨房を備えたレンタルスペースの貸し出し事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 R2272U00938 有限会社天 5120002063482 通常枠 住宅宿泊業からシェアオフィスへの業態転換 酒井英昭

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U00941 新大阪シール印刷株式会社 3120001056068 通常枠 人体に触れる粘着フィルム製品製造とポストコロナを見据えたＥＣビジネス商材への即応 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00942 厚板プレス工業株式会社 7122001017616 通常枠 船舶の温室効果ガス削減に向けた代替燃料タンク製作事業 東潟　正治

近畿 大阪府 八尾市 R2272U00944 株式会社村田機械製作所 4122001020275 通常枠 リサイクル工場用自動化ロボット標準ユニットの開発で資源循環に貢献 八尾商工会議所

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U00946 常盤ステンレス工業株式会社 4120001021013 通常枠 業態転換による低コスト加工の実現 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00947 株式会社Ｐａｓｓｉｏｎｅ 8140001091158 通常枠 歯科医院向けＩＴソリューション事業 税理士法人ＡＫＪパートナーズ

近畿 大阪府 豊中市 R2272U00948 有限会社米田精密金型製作所 8120902020662 通常枠 高精度研削技術を活用した新規製品製造用金型による事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00950 株式会社マーシャルワールドジャパン 2120001214519 通常枠 縫製・刺繍・プリント事業の内製化と新ブランド立ち上げ 兵庫県商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00951 あさひ高速印刷株式会社 6120001040936 通常枠 業界初、多品種小ロットに最適な可変ＤＭによる販促サービスの事業化 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00958 株式会社アイ・シー・シー 3120001073154 通常枠 通販利用客向けのおもてなしコールセンター（アフターフォローコール） 井手　毅志

近畿 大阪府 柏原市 R2272U00959 古賀印刷株式会社 4122001020911 通常枠 水なしLED-UV印刷製造方式での高付加価値印刷物提供による競争力強化事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 R2272U00960 株式会社大塔テック 3120102021895 通常枠 耐圧性能を高めたホース継手の新製品開発による、特殊用途への新分野展開計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00961 有限会社ＳＥＮＣＡ 7120002066657 通常枠 事業再構築補助金に基づく神戸弘陵学園学生寮新築・運営計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 吹田市 R2272U00965 株式会社毎日舞台 8120901008436 通常枠 消費者（個人）を対象とした、きもの・布製品の型染め商品の開発事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272U00969 株式会社セゾン企画 2120001154789 通常枠 既存貸家業の縮小とワーケーションニーズへ応需する宿泊施設の運営 大八木　勇毅

近畿 大阪府 堺市北区 R2272U00970 アルプス印刷株式会社 8120001032097 通常枠 感染防止対策グッズの企画・開発・製造・販売を行う新規事業を立ち上げる 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00973 株式会社カネヨシ 1120001178509 通常枠 郊外型フードデリバリービジネスを活用した簡易宿泊施設の運営事業 山田　秀明

近畿 大阪府 岸和田市 R2272U00976 薮鉄工株式会社 1120101037738 通常枠 精度を必要とする建機用ギヤボックス等鋳造製品の加工での新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U00982 株式会社ＰＬＡＮ－Ｂ 5120001124021 通常枠 簡単Ｗｅｂマーケティング総合ツール「ＩＲＯＨＡ」 株式会社ＡＧＳコンサルティング
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近畿 大阪府 大東市 R2272U00983 大阪高圧ホース株式会社 8122001015164 通常枠 高圧ホース製造に必要な金具の製造事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 堺市中区 R2272U00984 株式会社物研 7120101020952 通常枠 常温倉庫から冷凍・冷蔵倉庫による食品ＥＣ物流の構築 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市旭区 R2272U00987 株式会社テツ 4120001100543 通常枠 ＮＣ加工機を導入し、高速道路のＬＥＤ照明柱の製造に進出する事業 山口　武志

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U00993 大信ペイント株式会社 6120001056560 通常枠 塗装ロボットＳＩｅｒ事業へ業態転換するためのデモ機体験体制の構築 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U00996 株式会社ＭＡＷ 5120001137329 通常枠 Ｔシャツの受注から制作までオンラインで自動化する新業態への転換 関西みらい銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272U00997 株式会社セルビス 1120101003698 通常枠 少量多品種から大量生産対応型　新冷凍食品工場建設 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 大阪府 松原市 R2272U00999 株式会社ビー・エム・シー 6120101005855 通常枠 大手衣料品メーカーのＯＥＭ生産事業者が始めるＥＣ直販事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U01000 有限会社川端商店 9120002021577 通常枠 内面研削盤の導入で産業用機械から人々が接する機械への製造に進出する。 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 堺市美原区 R2272U01004 大塚金属株式会社 4120101036002 通常枠 新型レーザー加工機を導入し金属材料卸売業から加工製造業に転換を図る。 大元　相

近畿 大阪府 大阪市住吉区 R2272U01005 株式会社東海医療グループ 6120001137402 通常枠 医療と連携した予防医学に基づくフィットネス事業 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U01022 帝国イオン株式会社 8122001004695 通常枠 独自めっき技術をブランド化した製品の販売によるＢｔｏＣ事業への進出 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U01026 株式会社ツカサ 1120001008079 通常枠 業界初、安全・品質・環境に優れた「アルカリ性電解水」をねじ配管洗浄剤に応用し販売する新規事業立上げ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01027 株式会社リンクアンドシェア 5120001184924 通常枠 地方の生産者と食品工場とのネットワークを活かした「高級さつまいも菓子ブランド」販売事業 税理士法人セルボ・クレール

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U01028 葵精機株式会社 5122001014656 通常枠 卸売業からリチウムイオン電池等製造業への新事業展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 R2272U01037 株式会社大阪設備 7120001172852 通常枠 防火ダクト製品等の製造への参入による製造業分野の強化と高収益な事業構造への転換 大串　智之

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01040 株式会社ＨＥＰ　ＪＡＰＡＮ 7120001171318 通常枠 料理レシピ等のサイト有料化に対するサブスクリプション事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 守口市 R2272U01049 株式会社ザ鈴木 7120001155799 通常枠 機能性海苔味付け加工機の製造販売 京都信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 R2272U01053 株式会社グリーンハート・インターナショナル 6120901006251 通常枠 汚水浄化循環再利用の「水土浄化システム（技術特許）」自己完結型（ＳＤＧｓ）のエコトイレ処理ユニットの新商品開発と販売 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U01055 株式会社ケイアートファクトリー 6122001009192 通常枠 安心、安全と美味しさにこだわった冷凍オーガニック餃子を日本中に広める事業 税理士法人ＴＡＣＴ高井法博会計事務所

近畿 大阪府 大阪市東成区 R2272U01060 山下食糧株式会社 2120001013904 通常枠 米とおかずの相性を見極めたおにぎり、お弁当等製造による食品加工業への業態転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市中区 R2272U01066 株式会社壱心 4120101057477 通常枠 ジャストフレア工法による加工管の製作及び製架台・タンクの製造 堺商工会議所

近畿 大阪府 泉佐野市 R2272U01072 有限会社神戸ドンバル 9120102023465 通常枠 配送業の経験を活かし、食品製造業へ転換し、学校給食への参入に向けて挑戦する 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 池田市 R2272U01073 日本ＥＣＯＴＳ株式会社 8120901021562 通常枠 ＡＩ搭載ＩｏＴデバイス翻訳を活用した遠隔支援メンテナンスシステムの開発・製造・販売 新居　誠一郎

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U01077 プラスウイン株式会社 9120001130767 通常枠 ライブ公演を中核としこれに飲食サービスを融合した新たなエンターテイメント空間の提供 ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 吹田市 R2272U01079 株式会社楽園 6120901015203 通常枠 食料品製造業への業種転換とデリバリーフランチャイズ展開による販路開拓 吹田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市都島区 R2272U01080 有限会社なかの満 6120002045538 通常枠 回転寿司新規出店 関西みらい銀行

近畿 大阪府 吹田市 R2272U01081 東洋技研株式会社 3120901007665 通常枠 食と連携したＡＩ導入最先端フィットネス事業～商店街活性化計画～ 税理士法人グローバルマネジメント

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U01083 東新化學株式会社 6122001005365 通常枠 新素材活用によりＣＯ２発生を削減するプラスチック容器製造への進出 株式会社あけぼの経営

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U01084 株式会社クオート 2120001181395 通常枠 島根県隠岐諸島における美・食・住サロン展開と過疎地活性化イノベーションの創生 税理士法人浅田会計事務所

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U01090 株式会社一ノ瀬 1120001041311 通常枠 世界初！自動決済システム、配管機材特化型ホームセンター 株式会社徳島大正銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U01095 株式会社ＭＥＩＫＥＩ 6120001212163 通常枠 外資企業（中国・ベトナム）の日本進出支援事業 税理士法人グローバルマネジメント

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U01099 株式会社ライフＬＡＢＯ 8122001034890 通常枠 マテリアルハンドリング機器の総合提案による物流改革事業 岡本　理博

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272U01105 株式会社ノダ 2120001021287 通常枠 紙器、ダンボール市場への新規参入によるコロナ禍の克服と事業の発展 森下　勉

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U01106 大野道場株式会社 5120001162905 通常枠 親子向けオンライン運動指導サービスの提供を開始し既存事業の業績悪化をＶ字回復させる 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 高槻市 R2272U01109 株式会社ＳＫＹ 2120901033175 通常枠 感染症耐性が高い一棟貸しヴィラタイプのグランピング施設運営事業 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 大阪府 堺市北区 R2272U01118 株式会社古川工務店 5120101056437 通常枠 コロナ禍で毀損した内装工事業から、隣接する２店舗でカフェとエステサロンを営む新規事業に進出する 大阪信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 R2272U01125 ニューレジストン株式会社 9120101038357 通常枠 超高性能・超耐摩耗性研削材の開発による事業再構築 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U01127 株式会社アイキャット 7120001110606 通常枠 簡便・迅速・高精度な現場即時リアルタイムＰＣＲシステム事業立上げ 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01133 ＵＮＩＸ株式会社 4120001142453 通常枠 １８歳以上が対象の介護福祉事業に業種転換しＶ字回復する計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 和泉市 R2272U01134 有限会社佐藤精密鈑金 6120102026966 通常枠 受託加工業から自社ブランド製品を製造するメーカーへの新事業展開 和泉商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U01135 有限会社デコラティブモードナンバースリー 1120002044750 通常枠 製造メーカーからサスティナブルな物づくりをリードする会社へ 山本　哲郎

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U01141 株式会社セレッジ 3120901017334 通常枠 越境型外国籍人材（高度人材・一般人材）採用プラットフォームシステム開発・運用 寺島　義雄

近畿 大阪府 門真市 R2272U01142 株式会社冨士テック 5120001158110 通常枠 板金加工技術と機械加工技術の融合による多品種・小ロット製品の新分野展開 松下　隆信

近畿 大阪府 門真市 R2272U01144 大日自動車株式会社 5120001196234 通常枠 板金塗装事業に新たに取り組むことでトータルサポートを実施 金園　英也

近畿 大阪府 和泉市 R2272U01149 株式会社フィオーレ 7120101046790 通常枠 心を癒すアートフラワーの創作キットで通販事業へ新規参入 和泉商工会議所

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272U01151 村川歯科 通常枠 お口の専門家によるいびき軽減予防治療及びホウレイ線治療 合田　淳華

近畿 大阪府 堺市西区 R2272U01153 石津たか長 通常枠 和菓子への進出による勾玉カシューナッツを堺市の銘菓にする計画 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 堺市美原区 R2272U01159 太陽パーツ株式会社 7120101004708 通常枠 ロストワックスに新規参入による、医療用・ロボット関連部品製造の強化 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U01164 アンダーデザイン株式会社 6122001000201 通常枠 ＢａＢａＢａ事業とワークアンドアートスペース事業の新規事業開発計画 廣岡　茂男

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U01173 株式会社アイパック 5122001000037 通常枠 クライアントニーズに対応するため大型トムソン機導入による加工事業への新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市中区 R2272U01174 株式会社やまつ辻田 2120101009645 通常枠 希少山椒の革新的加工方法によるプレミアム商品開発と産地の活性化 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U01179 株式会社ＳＴＥＰトラベル 9120001109613 通常枠 高齢者向けアプリを活用したサービスの提供による事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272U01180 株式会社我楽多 5120001022927 通常枠 リハビリに美容の魔法をプラスするデイサービス事業 小町　なぎさ

近畿 大阪府 堺市堺区 R2272U01185 向陽エンジニアリング株式会社 9120101002180 通常枠 デジタルエンジニアリングを活用した精密切削加工事業の展開 日下　一郎

近畿 大阪府 摂津市 R2272U01196 エービーシーエンジニアリング株式会社 8120901009070 通常枠 「アルカリ電解水」製造装置開発で画期的な切削液や洗浄液による新分野展開 一般社団法人ヒューリットＭＦ

近畿 大阪府 大阪市淀川区 R2272U01198 株式会社オーエスデザイン 6120001207816 通常枠 沖縄県産島野菜を活用した高付加価値健康食品の開発及び製造 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272U01200 フォーワールド株式会社 6120001025094 通常枠 地方自動車学校の経営再建を通じた事業多角化と地域貢献の実現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 R2272U01203 株式会社光永鋳造所 8120001049595 通常枠 水素ステーション及びインフラ関連部品を製造するための業態転換 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 松原市 R2272U01205 株式会社ワールドコウゲイ 4120101025921 通常枠 デジタルプリント壁紙事業への進出 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U01207 有限会社レスレストン 5120002066502 通常枠 非対面・非接触でオーダーシャツを販売する新サービスを開始し業績をＶ字回復させる 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 大阪市城東区 R2272U01209 おかもと歯科医院 通常枠 「治療・ケア」から、口腔機能「育成」へ──新しい業態の歯科医院「お口の健康塾」 山形　輝雄

近畿 大阪府 大阪市平野区 R2272U01212 株式会社共栄 4120001020048 通常枠 継ぎ目のない深絞り加工部品の供給で医薬品業界へ新分野展開を図る 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 大阪市大正区 R2272U01217 有限会社アールインターナショナル 7120002061682 通常枠 環境問題に貢献！自動車輸出業者による鈑金塗装への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U01223 株式会社ＨＩＴ’Ｓ－Ｖ 2122001014972 通常枠 店舗内装工事の一部内製化による短納期化計画 島本　昌一
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近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U01224 株式会社ｔｅｎｆｏｌｄ 2120001216721 通常枠 投資用収益マンション売買に特化した革新的マッチングサイトの開発計画 島本　昌一

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U01225 株式会社ツダキ 1120001139130 通常枠 自社テナントビルをショールーム化して、コロナ禍で空室埋めに困窮しているテナントビルを高入居率にする新分野事業 田中雅大

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01229 株式会社ＣＲＡＺＹＣＯＲＰＳ 5120001117339 通常枠 ドローンを活用した全国ゴルフ場への薬剤散布・散布用機材開発を基軸として、スマート農業へ新展開していく事業計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272U01237 オツカ工業株式会社 6120001017083 通常枠 「あんこ」に特化した和菓子販売ＥＣサイト「一期一会、和菓子との出逢い」の構築事業 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U01241 株式会社超克 9120001196759 通常枠 コロナ禍で増えるＥＣサイトの費用対効果を高めるデザインリサイクルプラットフォーム 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 R2272U01246 メロディアン株式会社 8122001020296 通常枠 ＭＡ－Ｔを活用した抗ウイルス・口腔ケア製品の新規展開 税理士法人吉城會計事務所

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 R2272U01252 株式会社サロンドロワイヤル 4120001009801 通常枠 日本初。ピーカンナッツ殻割加工から手掛けるナッツ産業への挑戦 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 池田市 R2272U01253 ＵＳボーカル教室川西校 通常枠 阪神電車尼崎センタープール前駅周辺で入浴サービス付き半日デイサービス 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 豊能郡豊能町 R2272U01257 有限会社上手工作所 8122002001072 通常枠 安心ヘルシーなからだ想いの料理と心を癒やす空間でディスカバーＴＯＹＯＮＯ！ 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 岸和田市 R2272U01263 谷野毛織株式会社 5120101037107 通常枠 寝具の受託生産事業者による防災用品の開発・製造・販売事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 R2272U01264 ＩＥトレード株式会社 4120001144391 通常枠 自社製造の高品位尿素水で地球環境を守る！船舶事業者向け尿素水で世界の海に挑戦！ 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 R2272U01265 株式会社ステップ 1120901006941 通常枠 オンライン展示オークション配信設備システム導入による新分野展開 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市大正区 R2272U01268 株式会社南共 9120901011389 通常枠 ひかり大正プロジェクト～遺体安置のアウトソーシングサービスの実施 株式会社ＯＡＧコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01272 株式会社ロングス 8120001164023 通常枠 ＥＣサイト構築とメイドインジャパンブランドで卸売業から小売業への転換事業 田中　宏明

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U01278 株式会社ミッレサポーリ 6120001199418 通常枠 料理教室、撮影スタジオ、及びショップ運営で繋がる事業への挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 豊中市 R2272U01286 野原興産株式会社 1120901025181 通常枠 複合レジャーサービスと融合したコワーキングスペース事業の展開 兵庫県商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01289 株式会社日本電装 2120001110858 通常枠 ＤＸによる次世代総合型ＶＲプラットフォームの構築 石黒　健太

近畿 大阪府 八尾市 R2272U01314 株式会社柳田製作所 1122002014989 通常枠 大型タンクローリーのタンクを再利用するリニューアル事業への進出 尾中税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01315 大興印刷株式会社 9120001017989 通常枠 印刷請負から脱却し、学べるアナログゲーム事業を創出する 若松　敏幸

近畿 大阪府 八尾市 R2272U01319 株式会社ＹＳＫ 7122001020685 通常枠 ＣＮＣ立型複合研削盤を使った高精度（μｍｍ単位）内外径研削加工部品での新分野への参入 伊万里信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01321 株式会社Ｍフードコンサルティング 5120001129994 通常枠 毎日の食事が楽しみになる高齢者向け宅配弁当事業所の開設。 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 貝塚市 R2272U01322 株式会社フルスイングアカデミー 3120101041044 通常枠 障害児童を受験まで導く革新的な放課後デイサービス事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 R2272U01327 株式会社Ｔｅｃｈｎｏ－ｉｄｅａ 8120101056632 通常枠 製造業販路拡大のためのクラファン相談ポータルサイト構築 神林　俊博

近畿 大阪府 堺市中区 R2272U01328 有限会社神吉 8120102006784 通常枠 ショールームの建設による車両販売とオンライン商談事業の実施 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 R2272U01329 因幡鍍金工業株式会社 6120001016845 通常枠 マイクロめっきによる次世代通信基地局に向けた部品製造の新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 豊能郡能勢町 R2272U01334 能勢酒造株式会社 7120901021258 通常枠 地域の農産物を活用した果汁飲料の特産品プロモーション事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 摂津市 R2272U01335 有限会社水野工業所 1120902001586 通常枠 食品機械部品の下請け業者から建設構造物への事業再構築 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01336 株式会社クリオ 7120001181721 通常枠 デザイン・映像制作をメインにした就労支援事業所の運営及び支援ツールの企画・販売 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 吹田市 R2272U01338 株式会社ＩＧＮＩＳＹＳ 9120901041072 通常枠 動物向けオンライン診療システム　飼主と獣医師をもっと身近に 株式会社ＯＡＧコンサルティング

近畿 大阪府 八尾市 R2272U01341 株式会社トクピ製作所 1122001022654 通常枠 極低温工業用液化ガス高圧ポンプの開発による新分野展開事業 株式会社中国銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U01343 大松総合事務所株式会社 2120001138255 通常枠 ゴーストレストランと地域に密着したハイブリッド運営型施設の運営 コンフロント税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U01350 合同会社ＦＯＲＴＨ１ 7120003016347 通常枠 イタリアンバルの新設による既存のバー事業との相乗効果計画 岨中　良太

近畿 大阪府 大阪市福島区 R2272U01358 有限会社ティエフピーワイズ 7120002077860 通常枠 ＢＡＮＺＡＩ　ＦＡＣＴＯＲＹ（おばんざい製造・配達サービス） 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01359 株式会社ダイジェスト 7120001134233 通常枠 松原市ゴルフスクール、２４時間フィットネス新規出店計画 甚田　隆康

近畿 大阪府 東大阪市 R2272U01362 国陽電興株式会社 2122001002639 通常枠 照明ポール製造の技術を生かしてスマートポールの製造販売へ展開するための事業再構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01369 株式会社サンポリマー 3120001097707 通常枠 ハンバーガー店の開業及びＯＥＭ展開 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01373 株式会社ＴＨＥ　ＭＡＲＴＩＮ　ＬＡＢ 7120001190185 通常枠 全国初！地域経済と若者の雇用を実現する SDGs LINK LAB 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01383 株式会社ロブ 6120001195045 通常枠 ステージを併設した飲食物を提供するカフェ「ａｅｒ－ｕ　ｃａｆｅ」の運営 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 R2272U01385 焼肉ホルモン進 通常枠 コロナ禍により高まる内食産業の需要に対応、精肉店への業種転換 竹内　友章

近畿 大阪府 大東市 R2272U01387 有限会社フォー・ウエムラ 1122002012712 通常枠 テーマパークにおける設備の整備および抗ウィルスコーティング業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市北区 R2272U01394 株式会社プレシオ 7120001119457 通常枠 海外対応のオンライン型レッスン管理クラウドサービス 齋藤　壽彦

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01396 株式会社オークン 2120001189653 通常枠 ヘッジファンド向けのバックオフィスシステムの開発事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 R2272U01403 有限会社フレックス 5120002015871 通常枠 ２４時間介護と医療のサポート付き小規模シェアハウス事業 税理士法人ＦＣパートナーズ

近畿 大阪府 池田市 R2272U01413 株式会社プラステコ 6120901022546 通常枠 生分解性樹脂の発泡ビーズ成形による最終製品の開発及び、量産用システム開発製造事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01414 株式会社ＪＡＣＫ　ＬＩＳＴ 2120001194422 通常枠 ビッグデータ＋ＡＩ　を掛け合わせ、笑顔の絶えない老後生活 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 R2272U01428 株式会社トーン・アップ 2120001085951 通常枠 広告制作会社が、企業向け動画担当者を育成するスクール事業で事業再構築 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 豊中市 R2272U01429 株式会社佐々木製作所 5120901023900 通常枠 市場にはない局所熱処理技術の開発による新たな事業領域への進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 R2272U01434 株式会社国際グループ 4120001211118 通常枠 台湾特化型”カステラ””から揚げ”食料品製造小売テイクアウト事業 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 R2272U01438 株式会社エンジェル 2120901015339 通常枠 難病患者専門老人ホームの設立 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市港区 R2272U01440 成光精密株式会社 5120001124871 通常枠 設計ツール、評価設備の増強による設計・評価事業分野での新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 松原市 R2272U01441 株式会社３Ｃ工芸 7120101053936 通常枠 塗装事業への新規参入による別注家具業界におけるハブ機能の確立 岩﨑　大

近畿 大阪府 大阪市中央区 R2272U01445 マジア東京株式会社 2120001192070 通常枠 「地方創生」を目的としたした淡路島西海岸におけるグラスボートによる海洋観光事業計画 小松原　史雄

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 R2272U01467 株式会社オキナ 6120001022744 通常枠 感染予防対策携帯用商品　手指消毒剤 株式会社みずほ銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00003 合同会社Ｃｏｂｅ　Ａｓｓｏｃｉｅ 2140003013280 緊急事態宣言特別枠 オンライン完結型の成長支援・人材紹介エージェント事業への業種転換 マジェステ株式会社

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00004 炭焼き　つくねや　まいど 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーでのプルドポーク弁当販売 馬場　健志

近畿 兵庫県 美方郡香美町 R2282S00006 旅荘　さこ 緊急事態宣言特別枠 香住で捕れたジビエ（鹿・猪）を使った食肉加工製品製造事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 三田市 R2282S00007 株式会社ヤマネフード 8140001101899 緊急事態宣言特別枠 コロナ時代を生き抜く居酒屋からの業種転換としての民泊事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 淡路市 R2282S00008 アティテュード株式会社 3150001020582 緊急事態宣言特別枠 デザイン事務所が運営するクリエイティブな宿泊施設 中島雅博

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00009 株式会社ほうらく堂 5140001015400 緊急事態宣言特別枠 神戸産の原材料を使用した神戸スイーツ（いちご大福）の開発 西口　延良

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282S00010 株式会社ラブノーツ 4140001064514 緊急事態宣言特別枠 技術教育コンテンツの販売と教育指導者養成事業への転換 有限会社ユアブレーン

近畿 兵庫県 伊丹市 R2282S00011 リ・レント有限会社 9140002065928 緊急事態宣言特別枠 自社所有建物を貸会議室にする改修工事計画 税理士法人ＯＧＵ

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00012 アミティエ外国語教室 緊急事態宣言特別枠 小学生対象の英語とプログラミング教育の特化型教室の開設 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 加東市 R2282S00013 ａｎｄｈａｉｒ 緊急事態宣言特別枠 最新のミックス脱毛施術によるバーチャルサロン 小川　裕右

近畿 兵庫県 三田市 R2282S00016 Ｋｔｗｏｆｉｖｅ株式会社 6140001105456 緊急事態宣言特別枠 居酒屋スタイルからの事業転換としての韓国料理専門店出店事業 兵庫県商工会連合会
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近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00017 株式会社阪神ブライダル 6140001113095 緊急事態宣言特別枠 アフターコロナ対応型の昼営業中心のオーガニック食品専門飲食店への業種転換 岸本　圭祐

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00019 日与古堂 緊急事態宣言特別枠 着付師が運営する着物を楽しむフォトスタジオ計画 竹内　学

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00023 シュガーヒルズクリエイション 緊急事態宣言特別枠 サックスレッスンの２部屋オンライン化による販路拡大事業 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 R2282S00024 株式会社バス・コーポレーション 2140001017820 緊急事態宣言特別枠 自社の技術とネットワークを活用したアウトドアブランドの立上げと運営 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 丹波市 R2282S00025 株式会社ゆめの樹野上野 9140001097575 緊急事態宣言特別枠 観光農園で行き場を失ったシャインマスカットの６次産業化事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00026 株式会社ＧＲＯＷＩＮＧ　ＤＩＮＩＮＧ 9140001064154 緊急事態宣言特別枠 需要が低下した居酒屋を縮小し、大人気ベーカリー店へ 古西　豊

近畿 兵庫県 明石市 R2282S00028 株式会社ＰＵＲＥ　ＢＡＬＡＮＣＥ 9140001035980 緊急事態宣言特別枠 パーソナルトレーニング事業から非接触型フィットネススクールへの業態転換 日新信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00029 ヴィーヴォイタリア食堂 緊急事態宣言特別枠 飲食営業にギフト通販とお惣菜を加えた三本柱へ 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 神戸市灘区 R2282S00030 株式会社浪花昆布 2140001003795 緊急事態宣言特別枠 昆布出汁と日本料理が学べるオンライン料理教室と教室連動型レトルト惣菜のＥＣ 松下　好式

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00031 株式会社ファイブスポット 6140001032915 緊急事態宣言特別枠 ランチタイム主体のポストコロナ型飲食業態の開発及び運営 株式会社アサユナイト

近畿 兵庫県 伊丹市 R2282S00032 有限会社河本カメラサービス 5140002063431 緊急事態宣言特別枠 中古カメラ・レンズ修理事業を活かしたバーチャル店舗運営・オンライン接客サービスの開始 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 R2282S00034 株式会社こだわりや本舗 7140001111461 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から、セントラルキッチンの強みを生かした焼肉店への事業再構築 アオイコンサルタンツ株式会社

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00035 有限会社輝服装店 7140002049734 緊急事態宣言特別枠 メディアを味方につけた革製品の製造販売業への事業転換 株式会社りそな銀行

近畿 兵庫県 三田市 R2282S00036 株式会社Ｃ２ＷＯＲＫ 2140001114576 緊急事態宣言特別枠 テイクアウトに特化したサツマイモソフトクリーム専門店 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282S00038 　たまて箱 緊急事態宣言特別枠 インターネット販売に提供するための薬膳を使った新商品の開発 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00039 株式会社カワード・チャレンジ 1140001033439 緊急事態宣言特別枠 従業員の勤務形態に着目した飲食店の新業態開発 日新信用金庫

近畿 兵庫県 丹波市 R2282S00040 有限会社クルール 5140002034762 緊急事態宣言特別枠 海外向けパターン（型紙）データの開発と海外販路の新規開拓事業 深田　享保

近畿 兵庫県 丹波篠山市 R2282S00041 ＧＩＮ株式会社 3120001133164 緊急事態宣言特別枠 レンタル事業から予約型の高級食材通販事業への進出 安藤　幹根

近畿 兵庫県 洲本市 R2282S00042 株式会社心に風 4140001104666 緊急事態宣言特別枠 オーガニック清涼飲料製造業への新分野展開事業 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00043 株式会社兵衛旅館 5140001015334 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト活用によるお取り寄せ商品販売での新分野展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 芦屋市 R2282S00044 株式会社ドラゴンハート 3140001116274 緊急事態宣言特別枠 オンリーワンビュティーを目指す化粧品販売から無痛美容施術への展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00045 合同会社ＳＡＫＵＲＡＳＰＡ 7140003011924 緊急事態宣言特別枠 まつ毛パーマを確実・安全に施術するための機材の開発・販売事業 中央会計株式会社

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 R2282S00047 株式会社トータルリンク 8140001092635 緊急事態宣言特別枠 ＩＴスキルを活かした新しい商品で直販売から代理店販売へ転換事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00048 ボンボヤージュ 緊急事態宣言特別枠 契約生産者から仕入れた地元食材を使用したフード事業の新店舗出店 中川　直美

近畿 兵庫県 加古川市 R2282S00049 株式会社クロスオーバー 8140001097997 緊急事態宣言特別枠 無観客や人数制限イベント向けの映像制作・配信の新規事業開始 みなと神戸税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 R2282S00050 スタジオ・ジョイ 緊急事態宣言特別枠 社交ダンスに必要な身体作りができるパーソナルジムの開業 西山　英志

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00052 株式会社コロラティ 1140001098820 緊急事態宣言特別枠 急速冷凍技術を駆使した付加価値の高いテイクアウト商品の開発 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282S00053 株式会社ＩＮＧ　ＧＲＯＵＰ 1140001117919 緊急事態宣言特別枠 非接触型セルフボディメイク＆ビューティケア店舗の構築 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282S00054 株式会社Ｏｖａｔｉｏｎ　Ｐｌｕｓ 6140001031256 緊急事態宣言特別枠 焼売をいつでも購入可能な無人販売の開発、ＳＤＧｓ事業モデルへの転換 ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282S00055 Ｙ’ｓ　ｔｒａｄｉｎｇ合同会社 2140003011094 緊急事態宣言特別枠 脱毛サロン事業計画 大谷　信介

近畿 兵庫県 宍粟市 R2282S00056 一髪一会さくら 緊急事態宣言特別枠 エステティックサロン（脱毛・美容マッサージ）への新規分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282S00057 株式会社小谷商店 6140001055908 緊急事態宣言特別枠 少子高齢化が進む但馬地域における医療介護食品分野への新市場進出 豊岡商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 R2282S00058 株式会社明石浦正 1140001037778 緊急事態宣言特別枠 明石の海鮮を利用したＥＣ事業への進出で食の多様化を実現する新事業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282S00060 株式会社松井工務店 5140001096481 緊急事態宣言特別枠 農業用ハウスの加温設備施工工事受注のための「木質バイオマス」ボイラー体験ショールーム設置 岡田　崇裕

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00061 株式会社ＢＡＮＣＯ 2140001105930 緊急事態宣言特別枠 飲食業のノウハウを活かした非対面型飲食物の販売事業の展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00063 姫路ゆめさき整骨院 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナでの健康二次被害予防スポーツジムの開設 石見　健三

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00064 萬豊株式会社 3010001136987 緊急事態宣言特別枠 自家製麺ラーメン店がつくる”安心で安全な天然酵母食パン”の店舗及び自動販売機による製造小売事業 池田　和史

近畿 兵庫県 明石市 R2282S00065 株式会社コミュニティレスト 9140001091850 緊急事態宣言特別枠 深夜型スナックから、唐揚げＢＡＬ＆テイクアウト＆出前への業態転換 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282S00066 株式会社ウィルスタジオ 5140001094907 緊急事態宣言特別枠 不動産営業マネジメント型顧客管理システム構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00067 株式会社Ｃａｒｒｙ’ｓ　Ｏｗｎ　Ｌａｎｄ 3140001032694 緊急事態宣言特別枠 音響会社だからできる「音」の効果にこだわった動画制作事業 吉廣　隆央

近畿 兵庫県 明石市 R2282S00068 有限会社佐々木設備 7140002028903 緊急事態宣言特別枠 プロの工事職人たちが教えるリアル＆オンラインＤＩＹスクール開校！！ 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282S00069 株式会社Ｍｏｔｈｅｒ　Ｅａｒｔｈ 1140001098151 緊急事態宣言特別枠 愛犬と宿泊できる専用施設の開設による新分野展開 株式会社ユニバー経営サポート

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00070 株式会社ＢＥＳＴＳ 3122001030300 緊急事態宣言特別枠 省人型タイム計測を含む、地域密着型中小規模のランニング大会の企画・運営 税理士法人河田タックスマネジメント

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00071 株式会社ゼロフォーム 3140001034006 緊急事態宣言特別枠 ①食品ＥＣへの取り組み②挙式スペース（チャペル）から全天候型グランピングレストランへの転換 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 西脇市 R2282S00072 ワンズ株式会社 4140001093950 緊急事態宣言特別枠 自社保持の特許権を活用した、独自性のある製造事業を確立！ 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282S00073 コニー株式会社 1140001055912 緊急事態宣言特別枠 サロンカーとキッチンカーによる移動販売で再構築を図る 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00074 佐々木敦子 緊急事態宣言特別枠 低アレルゲンのプレミアムドッグフードの製造 コンフロント税理士法人

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00075 株式会社ペパレス製作所 6140001092182 緊急事態宣言特別枠 立体箱庭デザインの立体スマートホンケースの製造販売 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 R2282S00076 株式会社ＢＥ　ＧＲＯＵＰ 6140001108302 緊急事態宣言特別枠 保育園うさぎのおうち開園プロジェクト 田中　寿夫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00077 鶏と魚と炭火焼　やまや 緊急事態宣言特別枠 対人接触機会を減少させた、セルフエステサロンへの挑戦 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市灘区 R2282S00082 株式会社にんべんフードサービス 8120001047814 緊急事態宣言特別枠 新たに高級魚鍋セットとアレンジレシピ本を開発・製作し、通販およびデリバリーで販売する事業を立ち上げる 岡本　浩司

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00083 株式会社華泉 7140001116106 緊急事態宣言特別枠 低価格・短時間で「身だしなみ」ケアができる男性専用エステ事業 藤原　美奈

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00084 株式会社オルウェイズ 9140001073535 緊急事態宣言特別枠 デジタル技術を活用し、生産から販売までの情報を一元化、ＪＩＴを目指す。 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282S00086 おさかなの魚々真 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍に対応する加工販売及び飲食店事業計画 中野　健太郎

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282S00087 株式会社ヤノ技研 4140001082615 緊急事態宣言特別枠 医療用検査試料（コロナ検査用）の簡易低温輸送装置の開発 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00089 オクムラボート販売株式会社 5140001058176 緊急事態宣言特別枠 廉価でサービス充実したヨットハーバーを開設し健全な海洋レジャーに貢献 株式会社阿波銀行

近畿 兵庫県 洲本市 R2282S00091 食香房とうじ 緊急事態宣言特別枠 飲食業から地域産品を使用した冷凍食品製造業への業種転換 洲本商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00092 株式会社ＹＵ＆Ｉ 7140001093510 緊急事態宣言特別枠 絶品神戸牛たたき！和食店でマルチデジタル展開 ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00093 株式会社アディッドバリュー 9140001053677 緊急事態宣言特別枠 カーゴバイクのレンタル、販売、及び維持管理 吉田　智代

近畿 兵庫県 明石市 R2282S00094 株式会社明石蛸仙人 4140001037577 緊急事態宣言特別枠 明石マイクロツーリズムを確立！漁師の技を活かした安心安全な海鮮レストラン！ 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市灘区 R2282S00095 渡邉孝治 緊急事態宣言特別枠 予防医学としてのパーソナルアドバイスを伴うヘルスケア商品販売 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 R2282S00096 西神戸マイコン株式会社 8140001013797 緊急事態宣言特別枠 パソコン教室・販売店のシニア向けＩＴサロンへの新事業展開 瓶内　栄作

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282S00098 ｔｅａｒｓ（ティアーズ） 緊急事態宣言特別枠 スナック飲食店オンリーからキッチンカー飲食販売への追加・業態変換 税理士法人ソラティオ

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00099 カーサ株式会社 3140001115020 緊急事態宣言特別枠 いつでも気軽に買える特性を最大限活かした冷凍餃子自動販売機で収益向上を図る。 荒巻税理士法人
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近畿 兵庫県 丹波市 R2282S00100 株式会社ＳＯＷＬ 9140001115840 緊急事態宣言特別枠 新型コロナ完全対策の美容室開業事業計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282S00102 アトリエシマノ 緊急事態宣言特別枠 自然を活かしたこだわりのモノづくりによるブランド展開を行う 京都府商工会連合会

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 R2282S00103 ゴールドバニー 緊急事態宣言特別枠 エステから美容サービス（マツエク、特殊ヘア等美容師業）への事業転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00104 ボーテ　ド　アクリ 緊急事態宣言特別枠 最新施術機器を用いた短期間で結果の出る痩身新サービスの創出 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 兵庫県 丹波市 R2282S00106 明正堂 緊急事態宣言特別枠 老舗和菓子店の地域資源を活かした商品開発による全国展開への挑戦 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 芦屋市 R2282S00107 株式会社アンテリーべ 1140001023596 緊急事態宣言特別枠 新成人向けにアンティークの振袖レンタル及びロケーション撮影事業への参入 トリプルグッド税理士法人

近畿 兵庫県 三木市 R2282S00108 Ｂｅａｎｓｍａｍａ 緊急事態宣言特別枠 アフターコロナを見据えた新商品開発と販売方法の開発に伴う設備投資 長谷川　政二

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00109 有限会社ディーンズ・ママ 5140002058910 緊急事態宣言特別枠 飲食店の強みを活かしたコロナ禍に伸びている製造小売への挑戦 税理士法人ＭＦＭ

近畿 兵庫県 加古郡播磨町 R2282S00112 ウノグリーンサービス 緊急事態宣言特別枠 飲食店による思い切った再構築！ゴルフ事業でウィズコロナ 加藤一男

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00113 ナカオ楽器 緊急事態宣言特別枠 琴、三味線の対面レッスンからオンラインレッスンへの業態転換 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00114 株式会社新保哲也アトリエ 9140001057067 緊急事態宣言特別枠 ＩＴシステムを活用した製造・出荷体制の刷新による通販再構築事業計画 税理士法人神戸会計社

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00115 株式会社ファブフォー 8140001077669 緊急事態宣言特別枠 好きなように、好きなだけ。必要なとき、必要な分だけ。家具との付き合い方を提案するサービス 税理士法人あすなろ

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00116 カフェレイ 緊急事態宣言特別枠 小規模ウエディング事業と地域経済促進のための貸スペース事業 小川　裕右

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282S00118 日の出屋酒店 緊急事態宣言特別枠 地酒・焼酎　利き酒し放題の飲食店事業 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 洲本市 R2282S00119 株式会社シャルティエ 7140001092181 緊急事態宣言特別枠 淡路島食材満載・フランス料理屋さんのおうちご飯 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 R2282S00121 株式会社あゆみ 9140001093599 緊急事態宣言特別枠 スッポン鍋を中心とした地場産品の惣菜の通信販売計画 池田　由喜美

近畿 兵庫県 川西市 R2282S00122 株式会社レーベンサクセス 8140001109397 緊急事態宣言特別枠 「美味しい」に拘る「冷凍焼き芋」事業で新たな挑戦。 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00126 バーノエル 緊急事態宣言特別枠 飲食業（ＢＡＲ）から付随するＤＪ講師業 中村　天彦

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00127 株式会社ＭｅｄｉＦｒａｍｅ 1140001107894 緊急事態宣言特別枠 薬物治療の価値を最大化する医薬品情報プラットフォーム事業 株式会社みずほ銀行

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 R2282S00128 株式会社一神 8140001012510 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチン設置による老舗洋食店の中食市場向け食品製造 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282S00129 Ｇｒｅｅｎ　Ｓｕｎ　Ｊａｐａｎ株式会社 8140001087692 緊急事態宣言特別枠 新サービスである「”翻訳”マッチングシステム」構築
株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊ

ａｐａｎ

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00131 ＲｉｓｅＨａｉｒ 緊急事態宣言特別枠 顧客生涯価値を高めるためヘアサロンにパーソナルジムを併設する再構築 伊村　睦男

近畿 兵庫県 揖保郡太子町 R2282S00133 ＮＰＯ法人姫路ＹＭＣＡ 7140005020196 緊急事態宣言特別枠 家族・大人を対象とした野外料理体験教室 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00134 ｆｏｒｕｍ 緊急事態宣言特別枠 本格イタリアンレストランがつくるチーズケーキ専門店によるテイクアウト事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 洲本市 R2282S00135 株式会社ダイボウ 8140001086117 緊急事態宣言特別枠 創業１５０年で培った実績と経験を活かし「リモート葬儀法要」事業開始 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282S00137 フリークル 緊急事態宣言特別枠 協業関係で実現した有名飲食店の味を届けるキッチンカーによる飲食事業 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 芦屋市 R2282S00138 藤守治療所 緊急事態宣言特別枠 健康サロンに特化した情報発信サイト及び予約アプリケーションの開発 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 多可郡多可町 R2282S00139 麻雀パンダ 緊急事態宣言特別枠 地域の健康意識向上を目指して、オーガニックカフェの開設 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 西脇市 R2282S00140 有限会社サイドワンフードサービス 9140002061448 緊急事態宣言特別枠 店舗をシェアで効率化！中華料理店と居酒屋のテイクアウト専門店 西脇商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00141 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ａｂｅ 緊急事態宣言特別枠 「作って楽しい、食べて美味しい」をコンセプトとした料理教室の開催。 播州信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00142 おかだ整骨院 緊急事態宣言特別枠 新事業の水素吸入による収益確保計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 洲本市 R2282S00143 我流遊食笑に志。 緊急事態宣言特別枠 コロナからＶ字回復を実現するテイクアウト・お土産品販売の取組 芦田　恒志

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282S00144 神戸咲く咲くＨａｒｍｏｎｙ株式会社 6140001107898 緊急事態宣言特別枠 モノ（食品）造りからコト創り地域密着農食創体験サービスの提供 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00149 株式会社エアグラウンド 2140001107332 緊急事態宣言特別枠 産業ロボット人材育成・中小製造業とのマッチング事業の取組み 宮崎　和宣

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00150 株式会社日本興業 8140001093955 緊急事態宣言特別枠 飲食店経験者に物件探しから出口までおせっかいサービスを提供 戸田　裕之

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00151 ビストロエヴァングランダミ 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチンを利用した本格フランス郷土料理のテイクアウト＆デリバリー 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00152 うまかもんや 緊急事態宣言特別枠 自作薪窯で焼くピザと石焼きカレーケーキ付きランチとケーキ焼菓子販売 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282S00153 株式会社ルーク 6120001216296 緊急事態宣言特別枠 シニア向けバレエレッスンをオンライン化。オンラインバレエ事業 やまと税理士法人

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00154 モーション株式会社 5140001071658 緊急事態宣言特別枠 高画質ビデオコミュニケーション用「ソフト＆接続機器」のセット販売事業 宮平　多映子

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00156 ＨＡＳＥＧＡＷＡ株式会社 1140001111401 緊急事態宣言特別枠 新規ＦＣラーメン店出店による売上及び収益向上計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00157 元町サトナカ 緊急事態宣言特別枠 元町サトナカオリジナルカレーの真空パック販売＆デリバリー事業 齋藤　謙

近畿 兵庫県 小野市 R2282S00158 翔育舎 緊急事態宣言特別枠 泊まって遊んで学べるＳＤＧｓ民泊事業 小野商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00159 株式会社高山堂 9140001069392 緊急事態宣言特別枠 自動販売機を用いた和菓子の販売 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282S00160 丸萬中源株式会社 7140001056112 緊急事態宣言特別枠 地域の地産食材を使用した食品製造小売事業への事業転換計画。 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 美方郡香美町 R2282S00161 株式会社太陽舎 7140001056351 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍で増加した洗濯需要に対応した通所型ランドリー事業への進出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 兵庫県 養父市 R2282S00162 株式会社ＭＥリゾート但馬 5140001103642 緊急事態宣言特別枠 アウトドアで森林や湧水に囲まれたフィンランド式サウナ 税理士法人Ｔ－ＧＡＩＡ

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00163 クレープリー・ルポ 緊急事態宣言特別枠 テイクアウトガレットの開発とキッチンカー販売事業への業態変換 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 芦屋市 R2282S00164 日本サロネーゼ株式会社 6140001097223 緊急事態宣言特別枠 韓国料理・韓国かき氷のテイクアウト販売 トリプルグッド税理士法人

近畿 兵庫県 淡路市 R2282S00167 合同会社ＩＦ 2140003014287 緊急事態宣言特別枠 地域農業者のための農産品加工および販売事業への新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00168 株式会社川京フーズ 2140001068384 緊急事態宣言特別枠 自社で企画・設計・製造を行い、高付加価値オリジナルおせち料理事業への業態転換 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00169 株式会社アートテック 5140001057475 緊急事態宣言特別枠 地域再生につながる空き家再生リノベーション事業計画 上野　政則

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00170 株式会社いさ＿ 4140001006103 緊急事態宣言特別枠 都心の料亭旅館の強みを活かした高付加価値コワーキングスペース事業の構築 座間　裕史

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00175 ｋａｇｅｎ 緊急事態宣言特別枠
地元地鶏を使った新商品発売と、ＩＴを活かしたテイクアウト・出前部門の設立による、新しい生活

様式に
株式会社安信

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00176 ガロホステル神戸 緊急事態宣言特別枠 兵庫と世界の厳選素材で作るイタリア式ジェラートの提供で再構築 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00177 ｍｕｓｈｉｌａｂｏ 緊急事態宣言特別枠 希少昆虫で映える昆虫展をレンタルする事業 税理士法人北浜・中西会計

近畿 兵庫県 三田市 R2282S00178 稲右衛門窯 緊急事態宣言特別枠 既存事業と最大限の相乗効果を！！テイクアウトを主体としたカフェ事業への新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00180 株式会社Ｏｒｄｅｒ 5140001116099 緊急事態宣言特別枠 介護事業展開による地域住民への生活サポート力の強化 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 南あわじ市 R2282S00181 安冨白土瓦 緊急事態宣言特別枠 淡路瓦で和空間を演出する類のないキャンプサイトの整備及び設置計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282S00182 特定非営利活動法人ソーシャル・デザイン・ファンド 4140005018920 緊急事態宣言特別枠 世界遺産観光セントラルキッチン及びセントラルファクトリー整備事業 幸田　敏隆

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00183 株式会社エス・ケイ・ワイイノベーション 8140001111262 緊急事態宣言特別枠 国産商品製造によるファブレスメーカー計画（通信販売業への販売） 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00184 株式会社イデアグラフ 9140001089110 緊急事態宣言特別枠 新生活様式にマッチしたウェディング・サービスの提供事業 税理士法人ハヤカワ

近畿 兵庫県 神戸市灘区 R2282S00185 株式会社サンワ商会 3140001008083 緊急事態宣言特別枠 神戸特化ＰｔｏＰ福利厚生プラットフォーム『ウェルフェア神戸』 神戸商工会議所
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近畿 兵庫県 南あわじ市 R2282S00186 アマテラスカフェ 緊急事態宣言特別枠 淡路島南岸でオールーシーズン貸切りキャンプ場の開設 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00187 北野坂　か和うそカフェ 緊急事態宣言特別枠 新開発３連プリン皿と新レシピ各種プリンを目玉とする喫茶店の開店事業 中津＆パートナーズ税理士法人

近畿 兵庫県 洲本市 R2282S00188 有限会社ナガオビルメン 5140002068967 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーを利用した地産地消料理の提供 洲本商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00189 炭火豚モツ焼もつ吉 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍に対応した焼肉屋からペットフード製造販売業への転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 芦屋市 R2282S00191 株式会社ｃａｒｉｎｏ 7140001032798 緊急事態宣言特別枠 ヴィーガン対応スイーツの開発と非対面で通信販売事業 竺川　健治

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282S00192 ＳＵＮＺｄｉｎｉｎｇ株式会社 2140001113982 緊急事態宣言特別枠 まぜそば専門店＆デリバリー＆通販の三毛作店舗の開業 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 南あわじ市 R2282S00193 淡路島しふぉんの店ＦＯＲＴＵＮＥ 緊急事態宣言特別枠 喫茶営業をテイクアウトに転換し、新たにコンフィチュールと焼き菓子を販売する。 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00194 株式会社青木洋裁研究所 9140001067834 緊急事態宣言特別枠 有機栽培の青果商品・オーガニックの加工・日配食品の販売事業計画 北野　慎二

近畿 兵庫県 朝来市 R2282S00195 田治米合名会社 1140003006450 緊急事態宣言特別枠 長期熟成酒のギフト市場への本格的進出としての新分野展開による事業再構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282S00196 株式会社Ｕ． 8140001105264 緊急事態宣言特別枠 距離感を重視したリモートワークのためのバーチャルオフィス「Ｓｐａｃｅ　ｗｉｓｅ」 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00198 株式会社プラスケー 3120001211663 緊急事態宣言特別枠  調剤薬局開業に係る事業 株式会社ライトアップ

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282S00200 株式会社ウィッシュ 1140001021600 緊急事態宣言特別枠 富裕層の新規男性顧客を獲得するメンズ売り場の新設 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00201 特定非営利活動法人フラワーセラピー普及協会 8140005003860 緊急事態宣言特別枠 軽井沢における芸術・文化発信施設の新設と運営 渡邉　洋

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00203 有限会社ノエル 2140002045457 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍でも安心・安全な完全個室によるセルフエステの新規開業 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00205 一般社団法人神戸活性化支援機構 4140005023177 緊急事態宣言特別枠 地元食材をたっぷり味わえる差別化バーガー等のテイクアウト店への転換 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00207 神戸ゲストハウス　ミナトヒュッテ 緊急事態宣言特別枠 新たな設備（移動販売車）による移動販売と広告宣伝事業の開始 今井　健一郎

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00209 株式会社ＥＣＯ 1140001105790 緊急事態宣言特別枠 リモートワークを応援するシーシャカフェ＆バーへの参入 税理士法人ライトニング

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00211 株式会社美宝 3140001027249 緊急事態宣言特別枠 化粧品ブランドの立ち上げとオンラインカウンセリングによる販売 野々口　精

近畿 兵庫県 洲本市 R2282S00213 有限会社たかなべでんき 6140002068933 緊急事態宣言特別枠 自然豊かなキャンプ場に地域の強み活かしたレストラン出店計画 芦田　恒志

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00214 鴻運国際貿易株式会社 7140001100704 緊急事態宣言特別枠 日中貿易会社が香港の伝統スイーツ「パッフル」を本場のレシピで再現 中西　博茂

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00215 株式会社キューラボ 4140001105210 緊急事態宣言特別枠 対面個別指導からオンライン集団指導への業態転換 阿部　弘

近畿 兵庫県 明石市 R2282S00217 ＫＡＨＭジャパン株式会社 2120001184704 緊急事態宣言特別枠 ＤＸ時代に新たに求められるイノベーションリーダー人材の育成・活用事業 余村　隆男

近畿 兵庫県 淡路市 R2282S00218 ハレノサラ 緊急事態宣言特別枠 淡路島産食材を用いた創作スイーツプロダクト開発及びブランド化事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加古川市 R2282S00219 有限会社おたやん商事 6140002035495 緊急事態宣言特別枠 急速冷凍で食材ロスをなくす！保存料なしの食品をＥＣ販売で全国へ 加古川商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00222 株式会社ＴＯＯＴＨ　ＴＯＯＴＨ 8140001077875 緊急事態宣言特別枠 レストラン事業からパスタソースを中心としたＥＣ事業への業態転換 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00223 株式会社１ＪＵＳＴ 5140001107585 緊急事態宣言特別枠 内装業から児童発達支援・放課後等デイサービスへの新市場進出 郷田　祐司

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00224 ら・そもん 緊急事態宣言特別枠 業務受託型美容師業から店舗経営美容師業へ 税理士法人宮本事務所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00225 株式会社ＭＨ　ＤＥＳＩＧＮＳ 1140001112837 緊急事態宣言特別枠 日本人の精巧でクリエイティブな商品を越境ＥＣで中国へ販売 山本典之

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00227 株式会社ピーシーマネジメントエーマックス 7140001065294 緊急事態宣言特別枠 多機能、かつファッショナブルなマスクの高生産体制の確立と新製品開発 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00228 株式会社シナジーカフェ 6140001032436 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチンで直売・デリバリー・ＥＣを展開する 三谷　久美

近畿 兵庫県 伊丹市 R2282S00229 日本ケアリフトサービス株式会社 6011801026202 緊急事態宣言特別枠 福祉用具の利用促進のための非対面化サブスクリプション導入 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 佐用郡佐用町 R2282S00230 株式会社みかづきｅ 5140003006018 緊急事態宣言特別枠 農業からテイクアウトを重きにおいた飲食業への業種転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00234 大和軽合金株式会社 2140001049772 緊急事態宣言特別枠 ロボット向け部品供給のため、自動バリ取り器使用による品質安定化 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00235 株式会社ＣＡＳＡ　ＧＬＯＢＡＬ 9140001101948 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチン兼、顔が見えるゴーストレストランの開設による新分野展開 税理士法人関西ビジネス

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00236 株式会社マセック 8140001061607 緊急事態宣言特別枠 ロジックのある広告を映像に載せて届ける、広告会社のＤＸ挑戦 中西　博茂

近畿 兵庫県 たつの市 R2282S00237 グラッツィエ 緊急事態宣言特別枠 外食が提供する価値を家でも楽しめる新規飲食事業の実現。 八幡　貴芳

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00239 株式会社ＰＬＡＩＳＩＲ 4140002053961 緊急事態宣言特別枠 コワーキングスペース・バーチャルオフィス運営による業態転換 宮崎　和宣

近畿 兵庫県 姫路市 R2282S00241 たまだ行政書士事務所 緊急事態宣言特別枠 新分野展開（土地家屋調査士事務所の開業）による事業拡大 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00242 ヤマサキギター音楽院 緊急事態宣言特別枠 音楽家のためのオンラインサポートＥＣ事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 R2282S00244 ブレイントラスト 緊急事態宣言特別枠 デザインサービス提供の完全オンライン化 株式会社ワークアシスト

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00246 株式会社有馬せんべい本舗 4140001014790 緊急事態宣言特別枠 有馬温泉の新たな名物「生」せんべいの開発・販売 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00247 ＧＯＯＤＧＯＯＤＭＥＡＴ苦楽園合同会社 7140003013879 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトおよび非対面型受注による中食市場への業態転換 走出　広章

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00250 有限会社ダイ・トレーディング・カンパニー 7140002020752 緊急事態宣言特別枠 養蜂業及びジビエを利活用したペットフードの新たな地域ブランド化計画 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00255 有限会社スロト 6140002023079 緊急事態宣言特別枠 デジタルＬＥＤビジョンによる店頭広告 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282S00256 株式会社なでしこの湯 9140001057298 緊急事態宣言特別枠 自然体験・リフレッシュ型の温泉エンタメで「家族のくつろぎの場」を新提供 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00257 株式会社計装サービス 5140001077655 緊急事態宣言特別枠 生産の内製化による収益性向上と新型レベラーの拡販の基盤を構築 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00259 Ｇｙｒｏｓジャイロス 緊急事態宣言特別枠 ウェルネス部門 濱崎　恭明

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282S00260 株式会社ＰＩＰＥＬＩＮＥ　ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ 5140001117171 緊急事態宣言特別枠 超高齢化社会の到来による不動産問題に対応可能な不動産仲介＋買取再販事業 小林　優子

近畿 兵庫県 神戸市灘区 R2282S00261 フロッグワークス 緊急事態宣言特別枠 障害者向けＩＣＴ機器、福祉用具販売事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00264 ｉｚａｋａｙａ逢夢 緊急事態宣言特別枠 魚という強みを活かした新たな顧客アプローチ。魚屋×飲食店の新業態 明和マネジメント税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00265 株式会社ＰＯＴＯＭＡＫ　ＷＥＳＴ－３ 6140001033780 緊急事態宣言特別枠 バル居酒屋業態からローカライズされた昼型カフェ＆ショップへ業態転換　神戸クラフトキッチンの開業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 R2282S00266 株式会社ＳｋｙＷａｌｋｅｒ 6140001083553 緊急事態宣言特別枠 バーチャルレストラン～１つのキッチンで複数店舗のデリバリーメニューを提供～ 大久保　明信

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00268 有限会社ヘアーレノヴェイション 7140002057778 緊急事態宣言特別枠 セルフエステによるコロナ脱却プロジェクト 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282S00269 株式会社トレテス 7140002067182 緊急事態宣言特別枠 協力企業との連携を活かしたオーガニック生活雑貨輸入販売による事業再構築計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282S00270 とこせん 緊急事態宣言特別枠 地元産の但馬地鶏の卵を使った手作り茶わん蒸しを、冷凍して全国へ 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 R2282S00271 株式会社Ｔａｂｌｅ　ｄ’ｏｒ 8140001093880 緊急事態宣言特別枠 人気フランス料理教室による体に優しい焼菓子のオンライン販売計画 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282S00272 株式会社阪神ペイント 7140001055287 緊急事態宣言特別枠 塗装技術を活かした新素材で防災提供と、展示戦略での営業拡大 廣岡　茂男

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00275 株式会社栞プロジェクト 4140001003455 緊急事態宣言特別枠 農村地の近くで地元野菜と米粉に拘った新スタイルピザ専門店への挑戦 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 川西市 R2282S00276 株式会社関西サプライ 9140001083922 緊急事態宣言特別枠 チンしてもおいしい揚げ物弁当、新分野展開で人材活用 税理士法人細川総合パートナーズ

近畿 兵庫県 高砂市 R2282S00277 株式会社セミナークレスト 5140001067598 緊急事態宣言特別枠 シニア・主婦に特化したカフェ風パソコン・スマホ教室 釡江　眞一

近畿 兵庫県 加西市 R2282S00278 お食事処いづみ 緊急事態宣言特別枠 非対面通信販売と非接触決済を導入した持ち帰りネット予約の為の厨房の再構築 加西商工会議所

近畿 兵庫県 三田市 R2282S00280 オフィスかたつむり 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍における中食市場の拡大による店舗とキッチンカーを使ったテイクアウト弁当販売事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 明石市 R2282S00281 株式会社ピーノ 9140002030527 緊急事態宣言特別枠 「大人のお菓子屋さん」試飲できるワインと自家製スイーツの店 松田　千尋

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282S00284 パーペチュア 緊急事態宣言特別枠 ＥＣを活用した多様性とデザイン性のある防災製品の制作販売への業態転換 神戸商工会議所
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近畿 兵庫県 多可郡多可町 R2282S00285 エレヴァール 緊急事態宣言特別枠 刺繍業から強みを活かしたテキスタイルプリント事業への転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加東市 R2282S00287 ｔａｎｏｍｏ株式会社 6140001101001 緊急事態宣言特別枠 古民家を活用した地方移住体験型宿泊施設への転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 R2282S00291 株式会社一 8140001116096 緊急事態宣言特別枠 自社栽培の無農薬野菜などを原料とした「ドッグフード」の製造 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 多可郡多可町 R2282U00001 加美サイジング株式会社 2140005017230 通常枠 新たに金属加工仕上げ部を立ち上げ、金属部品のバリ取り作業への参入。 後藤　喜代司

近畿 兵庫県 たつの市 R2282U00003 姫路西配送センター事業協同組合 4140005006520 通常枠 パレット洗浄機導入による新分野への事業展開 笠原　純一

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00005 株式会社ワンプラン 5140001095566 通常枠 ベトナム人向けＥＣサイトで日本の隠れた名酒の販売事業 平　了輔

近畿 兵庫県 神戸市灘区 R2282U00009 株式会社ネイルズユニークオブジャパン 5140001003850 通常枠 「施術サービス事業から新たに販売事業確立」に関する事業計画 出口　晃弘

近畿 兵庫県 丹波市 R2282U00013 有限会社荻野運送 1140002034741 通常枠 北近畿で唯一の２４時間稼働　中継物流拠点（物流センター）開設による物流網の効率化事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00022 株式会社正真鉄工所 4140001016250 通常枠 新型タービン部品製造による新市場への取組 田中　洋介

近畿 兵庫県 丹波篠山市 R2282U00023 株式会社ヒロセツ 5140001119011 通常枠 配管工事部材の受注加工による新市場開拓と施工一貫体制の構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00025 株式会社向井鉄工所 4140001051553 通常枠 デジタル技術を活用した大径中ぐり・長尺旋削ＮＣ化による新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 伊丹市 R2282U00032 株式会社インコントラ 8140001093138 通常枠 就労継続支援Ｂ型で作るビーントゥーバーチョコレートの製造・卸・店舗及びＥＣ販売事業 伊原　百合枝

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00037 新光検査株式会社 1140001034949 通常枠 規格適合デジタル非破壊検査の新分野へ事業展開 税理士法人いちはら会計

近畿 兵庫県 丹波市 R2282U00039 株式会社大進精機 7140001041130 通常枠 水素ステーション向け精密部品の生産体制構築による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00041 明石化成工業株式会社 3140001034393 通常枠 振動溶着機によりプラスチック部品を新たに溶着製造する業態転換 株式会社百十四銀行

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00042 株式会社関西物流 7140001058273 通常枠 輸出貨物の保税蔵置が可能な倉庫を新設し、通関業務に進出する。 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00043 株式会社寺内鉄工所 2140001027687 通常枠 ガソリン車用部品金型から防衛設備部品等製造への新分野展開 シェアビジョン株式会社

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00044 株式会社扇土建 5140001058077 通常枠 高難易度工事場所での法面処理施工体制確立及び長寿命化推進事業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00045 三ツ星製作株式会社 5140001061816 通常枠 半導体等で培った強みを生かしロボット分野のキー部品加工に新事業展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 三木市 R2282U00047 株式会社カネシカ 9140001036244 通常枠 乳酸菌の力で土の再利用を促す、植物由来バイオ土壌改良剤の製造 株式会社エフアンドエム

近畿 兵庫県 三木市 R2282U00054 株式会社シンテック 3140001036349 通常枠 新設備導入による既存事業との相乗効果が発揮できる新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00055 株式会社ウタツヤドライクリーニング工場 6140001047806 通常枠 ネット完結型宅配クリーニングサービス提供体制構築と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 神戸市灘区 R2282U00056 喜久屋興産有限会社 8140002013549 通常枠 小学生児童対象のロボットプログラミング教室開校 中村　智樹

近畿 兵庫県 西脇市 R2282U00058 有限会社テキスタイルツノダ 7140002061805 通常枠 新たなビジネスもモデル展開による事業転換 西脇商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00060 有限会社新宅善廣商店 7140002004631 通常枠 既存事業（材木及び木製玩具販売）の強みを生かした家具販売事業への新分野展開 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 R2282U00061 株式会社ＦＲＡＮ 7140001030884 通常枠 顧客ニーズが増加するサスティナブル関連の靴製品を新規展開し売上利益拡大 中村　清悟

近畿 兵庫県 加西市 R2282U00069 ハリマ工業株式会社 4140001076410 通常枠 難加工材のプレス加工技術の確立による新分野展開計画 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00070 株式会社ハウスインフォ 8140001064576 通常枠 新幹線停車駅駅前の戸建て旅館事業 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00072 株式会社東天閣 6140001009582 通常枠 「中国王宮料理」「中華ミールキット」ＥＣ　販売による事業柱構築 日新信用金庫

近畿 兵庫県 揖保郡太子町 R2282U00075 株式会社南工業 1140001101311 通常枠 建物の改修と各種加工機械の導入による製缶加工拠点の立ち上げ 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00077 ティーネット株式会社 1140001037051 通常枠 人と人とを繋ぐ、お手伝いさんマッチングアプリ運営事業 濱崎　恭明

近畿 兵庫県 赤穂市 R2282U00079 小川機工株式会社 3140001040037 通常枠 次世代高効率発電向け特殊加工技術（事業）への新分野展開 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 淡路市 R2282U00080 株式会社井脇鉄工所 7140001100258 通常枠 自社独自商品の開発・販売によって、受注待ち姿勢からの転換を図る。 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00081 株式会社ティーワン 1140001112928 通常枠 タイヤの卸売販売の経験を活かした自動車整備事業の立ち上げ 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西脇市 R2282U00082 有限会社オオヤマ 9140002061480 通常枠 残土処分場の開発運営と埋め立て後の工業団地建設 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 R2282U00083 株式会社カコテクノス 8140001017377 通常枠 制御盤フルオーダー製造の実現による再生エネルギー関連分野に新展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00085 株式会社Ｃｌｕｓｔｅｒ 2140001109196 通常枠 産業用自動車（トラック）の車内・車外の洗浄サービス事業の展開 泉　正道

近畿 兵庫県 三木市 R2282U00086 株式会社新陽製作所 9140001036351 通常枠 コロナ禍における半導体需要増に対応する新分野参入事業 松下　隆信

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 R2282U00087 株式会社くれよん 1140001063428 通常枠 新しいスタイルの障害者グループホーム開設による新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 川西市 R2282U00089 株式会社日本ＢＢＭ研究所 2140001110914 通常枠 ＢＢＭ植物由来乳酸菌を用いた美容健康飲料の開発計画 三浦　優

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00090 有限会社ウェブビレッジ 4140002052880 通常枠 重工業地帯における営業用車両の高効率な洗車サービスの新規展開 岡内　勇気

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00091 株式会社ハイテクノ 6140001031941 通常枠 非対面デジタルサイネージによる遠隔・双方向顧客対応の変革事業 日新信用金庫

近畿 兵庫県 赤穂市 R2282U00093 梅本電機設備株式会社 9140001040015 通常枠 電機トラブルは梅本さん・水道トラブルも梅本さん！電器屋の挑戦 大平　洋平

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00094 エスアールエンジニアリング株式会社 2140001004505 通常枠 ＦＣＶ用超高圧水素ステーション用バルブの製品化 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00097 株式会社たくみ 4140001105887 通常枠 誰でも本格焼き鳥店主になれる、業務用焼き鳥の製造販売事業 松下　好式

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282U00098 株式会社善友 7140001086522 通常枠 解体業から産業廃棄物処業への思い切った業種転換 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282U00101 株式会社白バラドライ 4140001055934 通常枠 中学校跡地を活用した保管付き宅配クリーニング事業の展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 丹波篠山市 R2282U00103 株式会社おゝみや 8140001041666 通常枠 熟成しし肉の開発と食卓への販路拡大計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00104 旭光電機株式会社 2140001007193 通常枠 製造業のＤＸ導入を支援するＩｏＴ商品及び可視化サービスの提供 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 丹波市 R2282U00105 株式会社堅田紙器 5140001041000 通常枠 段ボール専業メーカーが挑むパッケージ市場への新規参入による新分野展開の実現 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00106 アイエス機械株式会社 9140001057430 通常枠 割出５軸横中ぐり盤を用いた大型複雑形状部品加工への参入 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 宍粟市 R2282U00108 株式会社高嶋鉄工所 9140001039065 通常枠 新分野（圧延機部品製造）への事業展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00109 株式会社中西商店 6140001100226 通常枠 ファイバーレーザ加工とロウ付けを組み合わせることによる新分野への参入 松下　隆信

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282U00110 Ｙｚ商事株式会社 9140001116401 通常枠 海一望！ペット連れでワーケーションできる貸切ペンション事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00112 株式会社プロフェッショナルトレーナーズチーム 9140001070268 通常枠 安心安全の医療連携トレーニングジムの運営 税理士法人ゆびすい

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00116 株式会社吉祥 1140001029214 通常枠 神戸牛飲食業のコアコンピタンスを生かし神戸牛卸販売業で収益の獲得とＤＸ導入で運営効率化を図る。 荒巻税理士法人

近畿 兵庫県 西脇市 R2282U00117 株式会社タケベ 3140001075660 通常枠 選別機導入による分別を行う産業廃棄物振替保管施設事業に業種転換 藤原　京子

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00118 株式会社Ｐｅｌｏｔａ 6140001091060 通常枠 野球塾のノウハウと地域性を活かしたバッティングセンター経営への参入！ 福場　朋子

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00122 和田精工株式会社 9140001051920 通常枠 工場生産ラインを止めずに高品質の修理を迅速に行う産業ポンプ中古販売・レンタル事業 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00124 株式会社クラッセ 6140001029366 通常枠 越境ＥＣサイト、スタジオ、プリントサービス事業の立ち上げによるコスプレ海外市場開拓計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 川西市 R2282U00126 有限会社石原重機 3140002064274 通常枠 汚泥処理プラントを用いて建設汚泥をリサイクルする事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 宍粟市 R2282U00127 株式会社プラントリイ 1140001039155 通常枠 「半導体工場向け換気設備」市場に進出 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00128 嶺岡設備株式会社 6140001113871 通常枠 ガス給湯機器等販売店への業種転換 沖田　康代

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00133 株式会社木村商店 9140001068477 通常枠 倉庫をスイーツ専門店に転換、実店舗とネットとの融合で新規顧客を開拓 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
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近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00136 株式会社畑友洋建築設計事務所 3140001107281 通常枠 チャレンジショップを備えた京町家専門再生コンサル事業の展開 Ｆ＆Ｌｉｎｋ税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282U00138 有限会社樹苑 4140002023254 通常枠 少数密着型と動画配信に特化したワインスクールの運営 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00140 株式会社サキノ精機 4140001034896 通常枠 鉄工所の受発注プラットフォームの開発及びアウトドアブランド立ち上げ 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00142 株式会社嵯峨山工務店 2140001062387 通常枠 建築事業から介護事業への新たな挑戦 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加古川市 R2282U00144 株式会社松竹酒舗 2140001043016 通常枠 フランチャイズビジネスの事業化による経営基盤再構築計画 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282U00145 ＩＮＴＥＲＩＯＲ　ＤＩＳＫ株式会社 6140001111009 通常枠 別荘モデルルームを併設したテイクアウト専門のフルーツサンド店 税理士法人さくら会計

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 R2282U00156 株式会社カーショップ神戸 5140001017371 通常枠 個人向けカーリースの魅力を最大化するカーラッピング事業 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市灘区 R2282U00157 株式会社ブロックヘッドワークス 6140001095788 通常枠 デジタル技術を活用した完全無人ジム事業の立ち上げ 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00163 山城機工株式会社 7140001017015 通常枠 水素ガスタービン部品の製造による新分野展開 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 淡路市 R2282U00164 ＰＣ淡路株式会社 3140001112760 通常枠 近未来型リゾートワーケーション体験の提供と非対面システム構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00167 有限会社竹鶴 2140002029162 通常枠 老舗日本料理店だからできる「食」の職業に特化した就労支援 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00168 株式会社トモヤ 5140001016530 通常枠 非接触型自動採寸を搭載したユニフォーム販売支援システムの構築と販売 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 たつの市 R2282U00173 株式会社ゲンイチ 7140001040677 通常枠 建築用コンテナ販売とコンテナ展示場の展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00175 有限会社鹿島製作所 4140002048037 通常枠 水素ガスタービン用インコネル製重要部品をターニングセンタ等で事業再構築 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 加西市 R2282U00176 高井電機株式会社 7140001076341 通常枠 半導体製造工程用製品市場におけるタカイブランドの確立 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 南あわじ市 R2282U00179 若男水産株式会社 7140001086282 通常枠 日本初！とらふぐ卵巣の漬物の製造体制の構築と販路開拓 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00180 いのうえ株式会社 1140001019875 通常枠 ブライダル貸衣裳事業から、記念日コンシュルジュ事業への転換による売上げ拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282U00181 株式会社エスアイシーコーポレーション 5140001082325 通常枠 美容メディア立ち上げによる卸売業からの転換 大阪信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00183 株式会社ニシナカ物流 9140001050501 通常枠 ユーザー目線を活かした運送業からトラックデザイン事業への新規展開 税理士法人あおば

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282U00184 ＰＯＰＤＯＧ 通常枠 人と犬の高齢化を乗り越える老犬ホーム事業への新分野展開 植田　竜夫

近畿 兵庫県 朝来市 R2282U00188 株式会社ＩＮＡ，ＷＯＲＬＤ 2140001091403 通常枠 ＩＮＡ，ＷＯＲＬＤミネラルウォーター熊本工場 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00189 東田金属工業有限会社 9140002049773 通常枠 医療用機器産業等進出による売上一社依存からの脱却 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282U00194 有限会社幸有 6140002026899 通常枠 有馬温泉におけるワーケーション施設兼カフェ＆バー計画 播州信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00196 近畿丸製ナット株式会社 7140001063117 通常枠 高精密ＣＮＣ工具研削盤で新規分野の工作機械主軸用ナットへの展開 堀田　幸男

近畿 兵庫県 加古川市 R2282U00201 有限会社りんどう 3140002036810 通常枠 地産地消を促進するオープンエア事業への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00202 福島精機株式会社 7140001051055 通常枠 立形ＣＮＣ旋盤導入による発電機用軸部品・軸継手の製造への新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282U00204 株式会社有馬舘 4140001014782 通常枠 旅館の大広間を改装しテーマ性のある個室料亭へ～飲食客の開拓 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 高砂市 R2282U00207 株式会社浜田工務店 4140001044177 通常枠 ＤＩＹ技術指導を付加価値としたＤＩＹ資材販売及びリフォーム請負事業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 R2282U00210 金井重要工業株式会社 4140001078209 通常枠 微細精密フォーミング加工技術を活用した医療機器事業の拡大 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 R2282U00214 潮電工株式会社 2140001012573 通常枠 焼付塗装内製化による新分野参入事業 松下　隆信

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00217 クロスライン株式会社 8140001029661 通常枠 フードロス解消につながるＳＤＧｓペットフード補助商品の製造販売事業の確立 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00218 株式会社大岡鉄工所 1140001086726 通常枠 水素火力発電所向けガスタービンブレードの５軸加工分野 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 南あわじ市 R2282U00219 株式会社エクシード 8140001121377 通常枠 金属研磨下請けから脱却！自社ブランドのキッチントレーラーを製造・販売 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 R2282U00220 コロコートジャパン株式会社 8140001042879 通常枠 輸入材料を用いた防触事業に加えて、国内での材料製造と販売に参入 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00221 株式会社コーキテック 4140001074042 通常枠 新分野展開のための多品種・小ロット製品の特急対応を実現する生産体制の強化事業 松下　隆信

近畿 兵庫県 三木市 R2282U00222 株式会社ＭＴＲ 2140001090306 通常枠 ロボット駆動部の製造技術を生かした需要拡大の半導体製造装置分野への進出 みっきぃ税理士法人

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00224 オールケイ株式会社 2140001037942 通常枠 明石の寿司屋が立ち上げる、地元の魚を全国にお届けするためのＥＣ通販事業 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 R2282U00226 株式会社ベストフードシステム 3140001034030 通常枠 中食ニーズに対応する直売店や配達を活用した肉や調理加工商品の直接販売 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00232 株式会社福原精機製作所 1140001002393 通常枠 生地の粗さ・組織に多様性を持たせる丸編機のシリンダ・カム製造による事業再構築 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282U00235 有限会社井信 3140002060604 通常枠 建築技術を活かしたコンテナハウス製造への進出 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00236 株式会社シミズテック 2140001004884 通常枠 低コスト、高レベルの高分子材料の品質試験分野への新規提供 兵庫太和税理士法人

近畿 兵庫県 三木市 R2282U00242 株式会社小林木工 3140001036258 通常枠 広い敷地・空き倉庫を生かした需要増大が見込まれる抗ウイルス塗布事業への進出 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282U00245 大阪電具株式会社 2140001081288 通常枠 電線接続用アルミ分岐コネクタ製造の自動化及び自社化による業態転換 岡山県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00246 株式会社御座候 1140001058816 通常枠 日本の手仕事をコンセプトとする独自性のある高付加価値の喫茶店 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00249 有限会社隆靖鉄工所 5140002027980 通常枠 無人搬送ロボット部品に取り組むための新たな製造方法による実現 株式会社阿波銀行

近畿 兵庫県 美方郡香美町 R2282U00252 味と游ぶ　夕庵 通常枠 コロナ後の宿泊行動変化、顧客高齢化に対応した和風オーベルジュ業態転換 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 丹波市 R2282U00255 柏原加工紙株式会社 8140001040981 通常枠 適度な緩衝性能で環境負荷が軽減できる紙製緩衝包装資材の開発 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 丹波市 R2282U00257 株式会社関西旅行社 7140001041015 通常枠 コインランドリーの女性集客力を活かした旅行業復活への挑戦！ 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00258 株式会社幸仁不動産 6140001108839 通常枠 単身高齢者が安心・安全に転居や生活ができる社会の実現 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282U00261 株式会社アットグロウ 9140001093871 通常枠 焼き菓子ＯＥＭ工場として事業拡大することによる事業再構築計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 たつの市 R2282U00263 株式会社ウッディ・ヒロ 3140001038295 通常枠 離島【男鹿島】でのグランピング・複合アウトドア施設の運営 スカイハイ税理士法人

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00266 東伸工業株式会社 9140001050154 通常枠 自社染色仕上機械の製造・販売から新規海外製品の卸売事業への事業再構築 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 芦屋市 R2282U00267 株式会社サップス 8140001067406 通常枠 個別プライベートフィットネス（ジム・エステ・ゴルフ・岩盤浴）【Ｆｉｔ－Ｂｏｘ】の展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282U00269 株式会社スカイサイエンス 4140001024476 通常枠 スタートアップＲ＆Ｄのインフラサポート事業 岡本　理博

近畿 兵庫県 三田市 R2282U00271 山田さとみ 通常枠 来店客の増加と客単価アップを目指す新サービスの展開 一般社団法人中小企業人材育成協会

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 R2282U00273 丸山工務店株式会社 2140001031029 通常枠 淡路産の真空パック玉ねぎ：農業生産から加工販売までの自社一貫生産販売 一般社団法人認定支援機関

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00274 株式会社小畑工務店 8140001048141 通常枠 住宅リフォーム事業（コロナ対策）をリアル・ネット型にて新規事業拡大計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 R2282U00275 川瀬彦株式会社 4140001080404 通常枠 軽量・高強度ダンボールによる什器・ＰＯＰ・パネル等の開発製造事業 経営ビューイング株式会社

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00277 株式会社キシモト 8140001034760 通常枠 生後２週間の赤ちゃんの写真を家庭で撮影できるようにスタッフを派遣する事業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00279 株式会社ハトヤ 8140001060749 通常枠 水産練り製品とのシナジーを活かしたクラフトビール事業への新規進出 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00280 株式会社日英カーボン製作所 3140001054508 通常枠 最先端設備導入で、需要の高い半導体向けカーボン部品業界への新規参入 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 三木市 R2282U00284 有限会社三木北京閣 3140002030648 通常枠 三木市内郊外ロードサイド型焼肉店新規出店計画 藤原　覚

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00285 株式会社大塚工務店 5140001034648 通常枠 街角に里山が出現！体験型教育事業と大工が作る小屋及び家具販売事業 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 加西市 R2282U00289 株式会社二又鉄工所 7140001076440 通常枠 フロート製造高度技術によるロボット市場最先端部品への業態転換 若杉　拓弥
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近畿 兵庫県 川西市 R2282U00292 株式会社クラウド 2140001109155 通常枠 海外向けＥＣサイトの活用による品質の高い中古自動車の海外販売 株式会社わかば経営会計

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00294 Ｌ＆Ｇ株式会社 9140001103399 通常枠 日本の化粧品を世界一に！中国サロン向け化粧品卸から国内向け容器供給商社へ！ 日新信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 R2282U00297 串カツ　澪音 通常枠 新ブーム到来！？居酒屋が挑戦する麻婆麺による事業再構築計画 サン共同税理士法人

近畿 兵庫県 芦屋市 R2282U00301 株式会社ｋｔ一級建築士事務所 9140001034074 通常枠 大阪市の「ＨＯＰＥゾーン事業」指定地域を活用した「薬膳カフェ事業」への業種転換 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

近畿 兵庫県 朝来市 R2282U00307 八鹿電機株式会社 1140001046845 通常枠 ハイブリッド式射出装置を導入することによる、医療機器製造事業への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 丹波篠山市 R2282U00312 株式会社丹波篠山大内農場 3140001042025 通常枠 ウィズコロナ時代の「いちご」観光施設構築と地域活性 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00318 株式会社池内商店 7140001057713 通常枠 クリーンルーム用化粧パネルの国内生産化による新市場への参入計画 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 美方郡香美町 R2282U00320 有限会社Ｓａｉｋａ 4140002046395 通常枠 非対面でウイズコロナ・ポストコロナ時代の先陣を切り拓く 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 R2282U00321 神港農園芸株式会社 4140001013207 通常枠 配送体制を活用した花屋向けサービス展開による増収計画 冨松　誠

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00322 ＰＡＩＮＡ株式会社 2140001114411 通常枠 建設業者がプロデュースするグランピング施設の経営とテント販売事業 水原　慶治

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00329 有限会社グローリー 3140002045530 通常枠 住宅エクステリア工事受注マッチングシステム構築による業態転換 宮崎　和宣

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00331 ＰＯＲＴ　ＳＴＹＬＥ株式会社 2140001028933 通常枠 帽子専門店から接客要らずの接触減少型頭まわりトータル提案ショップへ転換！ 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 小野市 R2282U00333 株式会社藤原 9140001077313 通常枠 酒米の刈り取り・乾燥・調整請負サービスと酒米卸事業による事業再構築 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00337 姫路インザイ株式会社 5140001060883 通常枠 先進的なＩｏＴを用いた太陽光発電所専門除草事業 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00340 有限会社浜部製作所 3140002005071 通常枠 電池業界から食品業界への自社板金製品の新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00342 株式会社ＪＡＴ 8140001112260 通常枠 航空機エンジンの部品生産で培った技術力を産業用ガスタービン部品生産に転用する新事業展開計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00343 ハマックス株式会社 7140001062424 通常枠 遠隔型ロボット生産システムを立ち上げ、風車部品のグローバル市場でニッチトップを目指す 手塚　智三郎

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 R2282U00345 株式会社ＫＯＳＭＯＳ 3140001117586 通常枠 お年寄りにも食べやすい！ホームヘルパーが作るクレープサンド！ 米澤　弘剛

近畿 兵庫県 加古川市 R2282U00353 株式会社加古川製作所 2140001042579 通常枠 特殊金属箔生産ライン部品である大型真空チャンバー製造の新規参入 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 丹波市 R2282U00357 青垣観光バス株式会社 5140001040877 通常枠 『いつまでも旅行に行ける』を提供し、笑顔につなげる会社への転換（青垣観光バス・福祉事業部の創設） 税理士法人グローバルマネジメント

近畿 兵庫県 小野市 R2282U00359 板井建設株式会社 4140001076550 通常枠 子ども遊戯施設開設と植物インテリアアートのＥＣ販売による新分野展開 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00360 太陽商店 通常枠 新しい生活様式に対応したテイクアウト専門店による事業再構築 ミカタ経営株式会社

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282U00362 ドリームフレグランス株式会社 5140001094452 通常枠 遠隔ゴルフレッスンシステムを導入したパーソナルブースのインドアゴルフ練習場 裏野　榮士

近畿 兵庫県 川西市 R2282U00363 株式会社大晃製作所 1120901024423 通常枠 医療分野に対応する薄板ステンレスプレス部品の完全内製一貫生産 税理士法人カインズ

近畿 兵庫県 尼崎市 R2282U00364 扇木 通常枠 コロナ禍でも選ばれる茶懐石料理店を開業することによる再構築計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 西脇市 R2282U00368 株式会社けんじフードサービス 6140001075492 通常枠 夜営業から昼営業に大きく転換。居酒屋からカフェ運営への改革！ 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282U00373 有限会社ウィズ 6140002019969 通常枠 医療的ケア複合型放課後等デイサービスへの進出 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00376 株式会社ジースト 9140001095133 通常枠 Ｗｅｂラジオ配信およびラジオビジネス構築コンサルティングへの新分野展開 森井　義英

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00384 株式会社ＴＥＣＨ　ＭＯＮＳＴＥＲ 6140001105068 通常枠 オンライン配信システムの開発・提供による非対面型ビジネスの支援 正木　博夫

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00385 太田紙器工業株式会社 1140001058106 通常枠 コーター付２色ＵＶ印刷機によるパケ買いパッケージへの進出 株式会社百十四銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00392 協和製工株式会社 3140001021557 通常枠 ステンレス製品の加工技術開発による、半導体製造設備・医療機器製造設備分野への進出 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00393 株式会社前後前 6140001059628 通常枠 高齢化先進地域だからこそ成り立つビジネスモデルに挑戦 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00394 有限会社細目鉄工所 5140002029696 通常枠 新設備導入による半導体ウェハー洗浄ノズル製造で新規市場参入 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00395 有限会社ＰＰＫちょうしんき 8140002060062 通常枠 逼迫する介護人材の求人難を解消するために人材紹介事業を立上げ社会に貢献する 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282U00397 株式会社アトリエ空一級建築士事務所 1140001028884 通常枠 空き家活用のモデルとしてのシェアハウス型ゲストハウス事業 奈良県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00398 産業サービス販売株式会社 5140001071030 通常枠 ＩＯＴを活用した非常用発電機の２４時間遠方監視制御システムの開発 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00399 株式会社エイトジャパン 3140001065703 通常枠 地元で栽培された野菜とパンのコラボレーション、野菜が丸ごと入った食パン専門店 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 R2282U00401 尾上組有限会社 1140002052982 通常枠 木造建築工事の経験を生かして、木造の空き家の解体工事の分野に進出 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 R2282U00415 株式会社番長グループ 7140001093733 通常枠 活魚卸のノーハウを活用した中食事業向けの鮮魚食品製造 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00417 尾道工業株式会社 7140001004558 通常枠 新たに医療機器向けの製品製造・販売を目的とする事業再構築 松下　隆信

近畿 兵庫県 芦屋市 R2282U00421 有限会社川下石材店 7140002000275 通常枠 和型墓事業からの転換！富裕層に向けたガラス墓事業へのチャレンジ 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 R2282U00423 株式会社ＦＲＡＮホールディングス 7140001093444 通常枠 動画配信への新分野展開による収益の多角化とシナジー創出 芦田　恒志

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282U00427 株式会社なんすい食品 8140001002156 通常枠 製造方法の業態転換と個別対応食で健康寿命増進に貢献します 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 R2282U00429 株式会社近又 1140001041697 通常枠 ポストコロナの新スタイルウェディング事業 アイネックス税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00433 株式会社ＷＩＺ 7140001031453 通常枠 熱中症対策冷却アイテム事業による社会課題の解決 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 加東市 R2282U00434 ワイルドダック 通常枠 小さな森のベーカリーレストラン 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00436 株式会社ミーナ 6140001120843 通常枠 ウェディング装花コーディネートを通した離婚ゼロ企画 岡本　理博

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 R2282U00440 福崎電装車輌産業株式会社 8140001063586 通常枠 需要が急増している大型特殊車修理に対応できる作業場・設備導入 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 R2282U00441 ＲＯＣＫＥＴ株式会社 4140001109500 通常枠 体重を支える強度を有したトランスジェンダー用パンプスの製造・販売 吉川　祐介

近畿 兵庫県 美方郡香美町 R2282U00443 株式会社上田畜産 8140001056920 通常枠 但馬牛を使用した良質な食品を多くの消費者に届ける販売事業への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 R2282U00444 株式会社フードテックジャパン 9140001028860 通常枠 食堂屋から病院専業の総合的サービス請負業に転換する事業再構築計画 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 高砂市 R2282U00445 パティスリークランベリー 通常枠 洋菓子と冷菓を組み合せた新商品を新店舗で拡販する新事業の実施 株式会社大三経営事務所

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282U00446 株式会社誠工社 5140001055958 通常枠 精密切削技術・精密板金技術を活用し発展させた高度管理医療機器開発事業への新分野展開 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00449 日輝通商株式会社 7140001028573 通常枠 ＣＯ２削減を可能にする「バイオマスプラスチック製医療系廃棄物処分容器」製造計画 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 兵庫県 養父市 R2282U00450 株式会社パレット 9140002039254 通常枠 接客力と品揃え豊富さを活かした韓国化粧品販売事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 豊岡市 R2282U00452 ジーティー電子有限会社 5140002046551 通常枠 射出成型プラスチック製品の自動車部品向けから家庭用品への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00457 神寿縁株式会社 7140001106610 通常枠 児童発達支援事業（コペルプラス）×　弊社事業とのコラボイベント 小林　孝至

近畿 兵庫県 三木市 R2282U00462 株式会社小山金属工業所 2140001036267 通常枠 総合刃物メーカーによる創業６６年で培った技術を活用した静音チップソーの開発 株式会社ライトアップ

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00463 マサニ株式会社 4140001028345 通常枠 惣菜・弁当をメイン商材としたテイクアウト・デリバリー専門店事業 みどり合同税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市西区 R2282U00464 株式会社ＳＥＰ神戸 4140001037239 通常枠 樹脂加工能力の高度化による国産初手術支援ロボットへの部品供給の実現 福井寛之

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282U00466 株式会社ＫＡＩ 8140001110025 通常枠 関西初！ロードサイド型　質・リユース併設店舗　リペア×質屋×リユース販売 税理士法人ｂｅ

近畿 兵庫県 加東市 R2282U00468 ＲＯＫＫＯ　ＢＡＳＥ　Ｋ９（ロッコーベースケイナイン） 通常枠 犬連れ旅行者向けグランピング施設の運営 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00475 株式会社アルバータダイニング 4140001057682 通常枠 飲食業からパン製造小売業の新分野に大胆にチャレンジ。小売業で得たノウハウで既存事業の再構築をはかる。 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 R2282U00478 翔飛工業株式会社 5140001045793 通常枠 バーチャル展示場を活用し新規内装建材メーカーとして全国ＦＣ展開 但陽信用金庫
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近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 R2282U00484 株式会社田幸一 4140001095096 通常枠 地元水産加工会社が行う画期的な淡路島未開発地域活性化への取組 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 R2282U00489 尾藤建設株式会社 6140001019796 通常枠 鉄道専門の解体工事業から土木建築工事分野への新たな展開 宮崎　和宣

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00494 株式会社ビオラボ 8140001109018 通常枠 食用向けユーグレナを新分野である化粧品向け原材料に転用化するための設備増強計画 湯浅　達志

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00496 居酒屋いっぽん志や 通常枠 コロナウイルスに負けない鍋食材セットの通信販売システムの構築 株式会社クリエコーポレーション

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00497 油研化学株式会社 2140001062172 通常枠 医薬部外品消毒用アルコール製造工場建設 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 三木市 R2282U00503 東和化学株式会社 3140001016516 通常枠 オリジナルベントフィルター新規開発によるＬＥＤ照明事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00504 ニューブレクス株式会社 7140001022428 通常枠 自社設備導入・内製化による光ファイバセンサケーブル新製品の製造 税理士法人細川総合パートナーズ

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00505 旭陽化学工業株式会社 6140001058563 通常枠 高付加価値製品の製造・販売事業による新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 小野市 R2282U00507 株式会社とみさん 9140001076793 通常枠 お弁当事業モデルの導入によるフードロス最小化事業 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 洲本市 R2282U00513 株式会社島花 2140001086205 通常枠 海の上のグランピング　－　クルージング＆ステイの提供による海事観光への進出 洲本商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 R2282U00514 株式会社村上工務店 5140001014352 通常枠 既存建物を活用した小規模水族館運営事業 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 R2282U00516 株式会社東誠 3140001080628 通常枠 デジタル化食品工場で作る１００％オーガニックサラダパックへの挑戦！ 福井寛之

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00517 アサンテ 通常枠 自然に親しみ、活力回復へ！　ニュ－アウトドアライフの提案 浜口　祐介

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00520 有限会社花梨 3140002052997 通常枠 高級食パン事業へ進出することで既存店舗とのシナジー効果を発揮し、新たなビジネスモデルを構築する 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 R2282U00521 有限会社八喜為 5140002011943 通常枠 急速冷凍技術の導入による冷凍カツサンドの開発、非対面型ビジネスモデルへの業態転換 株式会社シャイン総研

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 R2282U00522 株式会社リバーフェイス 6140001114201 通常枠 日本国内外でのフィルムカメラ、レンズの修理補修販売サービス事業 榎谷　宅朗

近畿 兵庫県 伊丹市 R2282U00524 有限会社三陽工作所 1140002063567 通常枠 板金部品の下請け製造から自動車用試験機のＯＥＭ生産事業への転換 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市北区 R2282U00534 しあわせファー夢 通常枠 農園と学習塾が融合して不登校生を支援するプロジェクト 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00540 株式会社魚六商店 2140001034568 通常枠 生食用生ガニの自社一貫製造販売 日新信用金庫

近畿 兵庫県 南あわじ市 R2282U00543 有限会社うめ丸 7140002069690 通常枠 地域食材を使用したバウムクーヘンの製造と販売 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00544 姫路伯耆酪農商事株式会社 4140001061008 通常枠 牛乳の配送ノウハウを活かした冷蔵飲食料品等のローカル物流事業への進出 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 R2282U00554 株式会社ＳＧサービス 3140001065736 通常枠 ＳＧサービス式管理方法の導入による倉庫業への展開 株式会社伊予銀行

近畿 兵庫県 多可郡多可町 R2282U00560 株式会社新興商運 1140001077270 通常枠 運送業から倉庫業へ物流の垂直展開によるローカル３ＰＬ需要開拓の取組 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 佐用郡佐用町 R2282U00563 株式会社岸本鉄工所 4140001039292 通常枠 タワークレーン製品の溶接・組立を可能とする一貫生産体制の高度化 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00564 ビーイー株式会社 9140001024769 通常枠 Ｆｏｃｕｓ　ｏｎ　ｙｏｕｒ　ｂｅａｕｔｙ～ヘアメイク事業からウェディングフォト事業への事業再構築～ 税理士法人ＦＩＡ

近畿 兵庫県 赤穂市 R2282U00565 ごほうび酒場 通常枠 精肉小売り業　リバーサイドテラス「ＳＥＮ」 家根　次代

近畿 兵庫県 伊丹市 R2282U00569 株式会社タケシ 4140001078571 通常枠 着付けができる美容院を紹介する振袖、袴レンタルのオンラインショップ 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 加東市 R2282U00574 株式会社玄米家 4140001076526 通常枠 低濃度オゾン対応型保管倉庫導入による農産物の集配管理事業への展開 株式会社伊予銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282U00576 株式会社ニュースダスト 7140001002215 通常枠 レーシングトラック（仮称）によるｅモータースポーツイベントの全国展開 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00583 ラッキーベル株式会社 7140001017080 通常枠 上履き製法の劇的な機械化と新たな高付加価値シューズ市場の開拓 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 洲本市 R2282U00594 株式会社洲本整備機製作所 7140001084740 通常枠 ウイルス除去を目的としたバッテリー式消毒装置の製品化による事業再構築事業 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00597 佐藤精機株式会社 5140001059109 通常枠 超高速鉄道用部品製造への新規参入とそれに伴う新加工体制の確立 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 高砂市 R2282U00600 株式会社大日製作所 1140001044048 通常枠 高効率ガスタービン用ブレードの高精度仕上げ工程の確立 エアーズ税理士法人

近畿 兵庫県 加西市 R2282U00603 別府金型有限会社 2140002062535 通常枠 金型製作と高度なプレス加工の密着統合により難加工材分野へ展開 加西商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00606 株式会社蛮海 7140001023896 通常枠 単身高齢者に寄り添う温食配膳付き住宅による生活支援推進事業 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00607 社会保険労務士法人わもん合同事務所 1140005021539 通常枠 セルフ入力＆オンライン完結型の起業時労務手続き支援パッケージの提供 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 川西市 R2282U00609 株式会社チェサピーク 5140001079478 通常枠 レストラン経営で培った創作フレンチ技術を活用した、レトルト冷凍食品市場への参入 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 西脇市 R2282U00610 株式会社アクール 1140001100899 通常枠 Ｌｅｔ＇ｓ　ＳＤＧｓ！環境やコスト、高齢者にも優しいコンテナハウスのレンタル販売事業 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 R2282U00612 新日本製麺株式会社 7140001067514 通常枠 地元飲食店の要望に応えてきた食品製造業から、世界に日本の食文化自然を体験発信できるグランピング事業に進出。 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 伊丹市 R2282U00614 株式会社パルス 9140001078815 通常枠 「施術×運動」をコンセプトとしたトレーニングジム併設の整骨院 株式会社ライトアップ

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00619 リアルグラフィック株式会社 4140001115878 通常枠 自分で貼れる壁紙製作・ＥＣでの販売を通じた新規市場獲得事業 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00622 有限会社ニシイ 9140002008993 通常枠 ＳＤＧｓ社会へ向けたストーリー性のある素材開発事業 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00626 株式会社ティーケーシン 8140001069468 通常枠 個人向け冷凍宅配弁当製造・販売事業（わたしゴハンあなたゴハン） 税理士法人ウィズアス

近畿 兵庫県 明石市 R2282U00630 カワキ計測工業株式会社 5140001004618 通常枠 新たにデジタル流量計を製造して新分野市場へ参入する 株式会社三井住友銀行

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00635 セレンディクス・パートナーズ株式会社 7140001110934 通常枠 ３Ｄプリンターで世界最先端の家「Ｓｐｈｅｒｅ」を創る 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 姫路市 R2282U00636 兵庫ベンダ工業株式会社 1140001061175 通常枠 水産養殖システム構築・魚食提供サービス事業による海洋水産分野への展開 株式会社広島銀行

近畿 兵庫県 西宮市 R2282U00643 有限会社イグレック 4120002070488 通常枠 画面に触れずに操作できる非接触タッチパネル装置の開発・販売 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 兵庫県 神戸市長田区 R2282U00647 共和化成株式会社 8140001015983 通常枠 デザイン塗布技術の取得による新たな市場への進出 佐藤　周二

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00648 新日本溶業株式会社 2140001029741 通常枠 Ｋ社製品のＰＣ２０００の部品であるセンターフレームの生産ならびにＣＤ１１０の部品の生産 関西みらい銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 R2282U00651 株式会社ＳＴＡＲ　ＣＲＡＦＴ 5140001077903 通常枠 ネットワークシステムによるＤＸとクラシックカー復刻パーツの製造・ＥＣ販売 上原　佑介

近畿 兵庫県 神戸市中央区 R2282U00652 株式会社ＳＲＣマネジメント 6140001024771 通常枠 ライフステージに寄り添ったデータ駆動型地域メディア開発・運営事業 株式会社みなと銀行

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00002 株式会社ＴＡＢＩＨＡＵＳ 5150001021744 緊急事態宣言特別枠 「Ｙｏｕｔｕｂｅｒ×クリエーター」のコンセプトシェアハウス事業の新規展開 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 北葛城郡王寺町 R2292S00004 おうち保育室ｈｉｓｓｉ－ｐａｔｃｈ 緊急事態宣言特別枠 「お世話遊び人形」の製造販売及びＥＣ販路強化拡大事業 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00005 吉田薬店 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト構築によるリモート健康相談販売へ新分野展開！ 奈良商工会議所

近畿 奈良県 桜井市 R2292S00006 大正楼 緊急事態宣言特別枠 リモートで結ぶオンライン結婚式！前泊・後泊を推進して地域活性化 水上　和之

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00007 株式会社銀杏や 7150001000647 緊急事態宣言特別枠 奈良の素材を使ったオリジナルジェラートの製造販売 安村　摩耶

近畿 奈良県 天理市 R2292S00008 有限会社天理観光農園 6150002005803 緊急事態宣言特別枠 遊休資産の森林開発による里山環境を味わえるキャンプ場の開設 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 五條市 R2292S00010 株式会社ローリーラック 2150001022852 緊急事態宣言特別枠 台湾スイーツから買取商へ、無在庫経営によるサスティナブルビジネスへの参入 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 桜井市 R2292S00012 株式会社喜屋 3150001021795 緊急事態宣言特別枠 モノを売るからサービスを売るパーソナルサロン開業計画 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 生駒市 R2292S00013 優美美容鍼灸院 緊急事態宣言特別枠 雇用維持！美容鍼灸を活かした、美とかき氷との融合による業種転換 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 宇陀市 R2292S00014 プルエ 緊急事態宣言特別枠 新型郊外レストランの形　奥大和から伝える「食」と「農」 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 北葛城郡王寺町 R2292S00015 リアルインディアンカレー 緊急事態宣言特別枠 家庭で本格料理を！インド料理テイクアウトとスパイス販売事業 木部　直樹

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00016 株式会社しあわせ家 6150001007346 緊急事態宣言特別枠 古家戸建て空き家を活用した福祉事業 大平　浩司

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00017 株式会社すみれサポート 6150001009053 緊急事態宣言特別枠 障がいをもつ成人向けグループホーム事業の実施 松谷　晴行
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近畿 奈良県 高市郡明日香村 R2292S00018 有限会社プロジェ 1270002008889 緊急事態宣言特別枠 ブライダルの高級感を活かした飛鳥の歴史香るコーヒー商品販売への業種転換 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 生駒市 R2292S00019 有限会社タクミ 4150002006613 緊急事態宣言特別枠 中古品小売業から宝塚ファンに向けた映像配信事業への進出 奈良信用金庫

近畿 奈良県 大和郡山市 R2292S00020 Ｇｌａｓｓ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｈａｎｄ 緊急事態宣言特別枠 奈良県初の耐熱ガラスを使った吹きガラス教室への挑戦 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00021 山本竜平 緊急事態宣言特別枠 建設業者専門の映像制作事業と建設業者をつなぐマッチングアプリの提供事業 松谷　晴行

近畿 奈良県 香芝市 R2292S00022 有限会社ＣＯＳＭＥ２０００ 7150002010232 緊急事態宣言特別枠 化粧品販売業からフィットネス事業＆レンタルスペース事業への事業再構築 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 大和高田市 R2292S00023 今西靴下株式会社 3150001012340 緊急事態宣言特別枠 当社独自技術で創る「イノべイティブパイルソックス」の開発と新販売網の構築 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 生駒郡斑鳩町 R2292S00024 株式会社ニューブリッジ 5122001030471 緊急事態宣言特別枠 世界遺産法隆寺地域の地元斑鳩町の文化を世界に発信する事業 菅野　淳

近畿 奈良県 吉野郡吉野町 R2292S00027 北村酒造株式会社 8150001016056 緊急事態宣言特別枠 海外新規市場の開拓を目的とした新規製品の開発および設備改善 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 香芝市 R2292S00028 株式会社山本工務店 7150001013590 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ社会において感染症対策型店舗へ企業を誘致するオフィス賃貸業事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 R2292S00029 株式会社ワイズパック 3150001024113 緊急事態宣言特別枠 新しい生活様式の需要に向けて『新分野・菓子製造業』進出計画 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00030 菩薩カリー 緊急事態宣言特別枠 「菩薩咖喱」店舗移転に伴う物販用商品開発とＥＣの本格販売事業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 香芝市 R2292S00031 こころやエンターテイメント株式会社 4150001014889 緊急事態宣言特別枠 家族で安心！！店内と持ち帰りの両方で楽しむ焼肉店への事業転換 ＭＧＳ税理士法人

近畿 奈良県 五條市 R2292S00032 株式会社あすも 4150001016349 緊急事態宣言特別枠 「旅するピクルス」によるニューブランド立ち上げ事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 御所市 R2292S00033 株式会社サンキュー観光 4150001013882 緊急事態宣言特別枠 通信事業への新規参入による地域密着営業ＤＸ旅行プランの提案 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 生駒市 R2292S00034 大成グラビヤ株式会社 2122001009592 緊急事態宣言特別枠 下請けから脱却し脱炭素脱プラスチック商品で地球環境を改善する 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 大和高田市 R2292S00035 洋菓子工房ユービー 緊急事態宣言特別枠 奈良県初！ケーキ屋ならではの高級ソフトフランスパンの製造・販売への進出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 宇陀市 R2292S00036 初かすみ酒房難波店株式会社 6150001010192 緊急事態宣言特別枠 老舗居酒屋が運営する日本酒文化振興のための小売店舗の新設事業 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00037 株式会社出島不動産相続相談所 2150001020939 緊急事態宣言特別枠 顧客訪問や営業に役立つ最短道標アプリ開発の新分野展開 三橋　心

近畿 奈良県 香芝市 R2292S00038 ＭｉｎａｍｉＭａｎａｇｅｍｅｎｔＯｆｆｉｃｅ 緊急事態宣言特別枠 会計業から業種転換！新時代における飲食事業への再生へ！ 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 桜井市 R2292S00039 リネンハウス株式会社 2150001010097 緊急事態宣言特別枠 奈良発祥の地域ブランド「大和蚊帳」を守り育てる事業再構築事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00041 株式会社飛鳥荘 9150001000125 緊急事態宣言特別枠 世界遺産望む会員制屋上テラスラウンジ建設で高単価顧客獲得と専用サービス提供 水上　和之

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00043 ポンテロッソ 緊急事態宣言特別枠 抗ウイルス加工の【介護パジャマ】で、おしゃれを忘れず楽しい長寿 石谷　浩一

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00044 おかもと鍼灸整骨院 緊急事態宣言特別枠 整骨院とパーソナルジムのシナジーで、健康寿命ＮＯ．１の街づくり 尼崎信用金庫

近畿 奈良県 大和郡山市 R2292S00045 ｕｎｉ 緊急事態宣言特別枠 委託販売業から小売業への転換　ファミリー向け路面店の新規出店事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 香芝市 R2292S00046 日本ニット株式会社 4150001013214 緊急事態宣言特別枠 低炭素社会を見据えたリサイクル素材、太陽光発電、無縫製技術による奈良県発エコファクトリーの構築 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 生駒市 R2292S00049 上田酒造株式会社 8150001004713 緊急事態宣言特別枠 体験できる・実際に触れられる新しい観光蔵の創造 水上　和之

近畿 奈良県 香芝市 R2292S00051 オランジェ株式会社 6150001021990 緊急事態宣言特別枠 待ちの喫茶店経営から脱皮し、商品・サービスで攻める経営仕組みを構築 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 吉野郡吉野町 R2292S00054 太鼓判花夢花夢 緊急事態宣言特別枠 桜に頼る大仏商法からの脱却、ウナギ専門店への店舗転換事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00055 株式会社ＧＰＭＯ　Ｌａｂ 8150001022079 緊急事態宣言特別枠 奈良の食材を使ったスイーツのキッチンカー＆テイクアウト専門店 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 奈良県 大和郡山市 R2292S00056 株式会社介護のおくむらさん 8150001016824 緊急事態宣言特別枠 福祉用具の非接触型中古販売事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 北葛城郡王寺町 R2292S00057 エフジェイエス株式会社 2150001021755 緊急事態宣言特別枠 塗装、印刷加工一貫生産体制による自社製品の開発、及び観光業界への販売 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00058 合同会社ＢＡＲＮＥＹ，Ｓ 9150003001484 緊急事態宣言特別枠 奈良県初！宿題カフェを併設したパン屋による社会貢献 山田　雅夫

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00059 株式会社クレコス 9150001017482 緊急事態宣言特別枠 非対面型オンライン接客サービスの開発・提供と、越境ＥＣモールサイトへの出店による売上拡大 橋本　勝也

近畿 奈良県 御所市 R2292S00061 天狗印株式会社 1150001015221 緊急事態宣言特別枠 地場産品履物業者の挑戦！健康志向者向けテイクアウトドリンクカフェ開設 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 生駒郡斑鳩町 R2292S00064 株式会社ｓｏｃｉａｌ　ｆｒｅｅ 3150001023486 緊急事態宣言特別枠 企業と地域を“つなぐ”　古民家を企業特化型レンタルスペースに！ 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00065 サトーヌードル合同会社 9020003009557 緊急事態宣言特別枠 イートインのみのラーメン専門店からテイクアウト＆イベント出店も可能な総合型店舗へ 大和信用金庫

近畿 奈良県 香芝市 R2292S00066 株式会社インディゴ 4150001020086 緊急事態宣言特別枠 建築ＶＲ技術等を用いた建築管理・改修等の発注者支援システムの構築 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 桜井市 R2292S00067 吉本建築設計事務所 緊急事態宣言特別枠 奈良県のビジネスを支援、レンタルオフィス及びインキュベーションオフィス業への業態転換 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00069 ショートライン 緊急事態宣言特別枠 無人入退館を取り入れたレンタルワークスペースへの挑戦 髙瀬　哲也

近畿 奈良県 五條市 R2292S00070 株式会社ＤＡＮＤＯＲＩ 3120001195618 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍の影響を受けない１日１組貸切の高級ワーケーション事業分野の参入 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00072 株式会社花知鳥待花 8150001017632 緊急事態宣言特別枠 料理人がプロデュースする「キッチンカー」で新たな販路開拓 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 橿原市 R2292S00074 株式会社吟 1150001021970 緊急事態宣言特別枠 自家農園野菜を使ったオリジナル弁当の開発と宅配事業等への転換 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00075 一般社団法人奈良県ローラースポーツ連盟 4150005008887 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍に対応したスポーツパーク運営及びオンデマンド教材の開発 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 宇陀郡曽爾村 R2292S00076 曽爾村やさい屋本舗企業組合 1150005008766 緊急事態宣言特別枠 奈良初「曽爾スパイス」のネット販売で売上拡大を図る新分野展開事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 R2292S00078 関西施設株式会社 3150001017645 緊急事態宣言特別枠 和の建設職人の匠の技から生み出す新しいコンセプトの家具づくりと全国展開 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 橿原市 R2292S00079 株式会社ファーストコート 7150001015364 緊急事態宣言特別枠 「飲食店向けの人材派遣会社が有望な余剰人員を活用した焼肉店運営でＶ字回復！」 税理士法人アクセス

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00080 焼肉工房もく　新大宮店 緊急事態宣言特別枠 四季折々のフルーツ・野菜を使ったジェラート製造及び販売業へ新分野展開 奈良商工会議所

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00081 濔風西大寺店 緊急事態宣言特別枠 奈良ブランドいちご「古都華」を活用した６次産業化 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 R2292S00082 株式会社ｔｉｌａ．ｄｏｌｃｅ 2150001007820 緊急事態宣言特別枠 旧来の居酒屋から感染症対策を講じた焼肉業態への事業転換計画 税理士法人あおば

近畿 奈良県 香芝市 R2292S00083 株式会社日野樹脂 9150001013300 緊急事態宣言特別枠 化粧品関連ホットスタンプ及び、シルクスクリーン印刷で使用する治工具類の製作体制の構築 トーマス株式会社

近畿 奈良県 生駒郡安堵町 R2292S00086 揚げ芋アイスとかき揚げ丼のお店瑞穂 緊急事態宣言特別枠 惣菜、揚げ物、その他加工食品製造販売への業種転換 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 葛城市 R2292S00087 スカルプケアジャパン株式会社 9150001022895 緊急事態宣言特別枠 美容室やヘッドスパサロン向けオンライン教育システムの販売事業 井上大輔

近畿 奈良県 吉野郡東吉野村 R2292S00088 染織工房空蝉 緊急事態宣言特別枠 太陽と草木と手で作って暮らす、再エネ利用の衣・食・住体験民宿 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 香芝市 R2292S00089 シャクティ・インターナショナル株式会社 4150001020631 緊急事態宣言特別枠 本場カレーと雑貨輸入・販売の新コラボ 株式会社ブレインリンク

近畿 奈良県 桜井市 R2292S00090 株式会社三輪匠 8150001010125 緊急事態宣言特別枠 日本独自の和を手軽に楽しめるバラエティ麺パックの販売事業 服部　真和

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00002 有限会社林金属製作所 5150002001464 通常枠 日本梨を用いた６次産業への新分野展開 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 生駒市 R2292U00005 株式会社芦田製作所 3120001157031 通常枠 新規ゴルフ練習施設事業計画 税理士法人高橋会計事務所

近畿 奈良県 北葛城郡上牧町 R2292U00010 マコトインターナショナル株式会社 2150001013471 通常枠 特許技術による不燃性パーツクリーナーの製造販売とＢｔｏＣ市場への進出 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 R2292U00017 株式会社タミヤ製作所 6150001019440 通常枠 世界初！高透過ガラスラミネート技術の確立によるインテリア業界への進出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 大和郡山市 R2292U00019 中谷酒造株式会社 3150001006004 通常枠 日本初の醸造体験可マイクロブルワリ―＆清酒バーで城下町を活性化 奈良信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00024 株式会社奈良自動車学校 1150001001700 通常枠 自動車教習所運営ノウハウを活用した、ドローン教習所事業の立上げ 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 大和郡山市 R2292U00025 株式会社エイコウ 4150001005599 通常枠 電子機器部品製造事業者による自動排泄処理装置の製造販売事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 奈良県 香芝市 R2292U00027 株式会社西田製作所 1150001019040 通常枠 アルミ加工・溶接技術の高度化による自動車関連分野への進出 大和信用金庫

近畿 奈良県 大和郡山市 R2292U00028 ｍＩＴＡＫＡ金属工業株式会社 6150001007619 通常枠 ３Ｄ設計・加工技術強化によるロボットハンド製造での新分野展開 奈良中央信用金庫
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近畿 奈良県 大和高田市 R2292U00032 甲村木材株式会社 8150001012699 通常枠 大型木造建築物の受注に対応できる木材供給一貫体制及び物流拠点の構築 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00033 株式会社中川政七商店 7150001001554 通常枠 奈良みやげ現代菓子の製造販売事業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 香芝市 R2292U00034 株式会社セミーテック奈良 2150001014230 通常枠 新発想に基づく活性汚泥分離装置による排水処理事業への新規参入 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00035 ｎａｋａｍｕｒａｙａ株式会社 5150001021463 通常枠 ぬるべの郷（曽爾村）の自然豊かなフォカッチャを全国へ 奈良信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00039 株式会社明新社 7150001002395 通常枠 レーザー加工機等の導入と最新のデジタル技術の活用により、印刷業から製造業・映像事業へ進出する 安藤　幹根

近畿 奈良県 大和高田市 R2292U00040 笹岡印刷株式会社 8150001012773 通常枠 誰でも簡単にデザインできるオリジナルグッズ制作事業への転換 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00041 株式会社足のお悩み研究所 9150001022169 通常枠 足のお悩み解決！インソールＯＥＭ生産から足の複合サービスへの事業転換 奈良信用金庫

近畿 奈良県 吉野郡川上村 R2292U00042 一般社団法人吉野かわかみ社中 3150005008756 通常枠 屈指の高級品である吉野材を床材として加工販売し普及させる 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 大和高田市 R2292U00045 芝実工業株式会社 5150001012859 通常枠 警察庁向け（拳銃吊り紐）新規開発の為、樹脂成形機による複合加工（樹脂材料）を完成させる 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00047 エアラボ 通常枠 航空法に適したドローンパイロットの育成。奈良ドローン教習所の開校 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00048 株式会社新高和 9150001017730 通常枠 コロナ禍で溢れる廃プラ問題を解決。機器設備メンテナンス事業への挑戦。 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 高市郡明日香村 R2292U00050 株式会社魂源堂 5150001011737 通常枠 明日香の地における文化芸術創造の力を育む新分野展開事業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 五條市 R2292U00053 熊代農園 通常枠 梅果樹農作業から梅加工品へ事業転換を目指し梅菓子製造販売 特定非営利活動法人アタック・メイト奈良

近畿 奈良県 生駒郡三郷町 R2292U00057 柿本家 通常枠 平日はシゴト・週末はリラックス、ターゲットを変え全曜日稼働を目指す施設づくり 大和信用金庫

近畿 奈良県 生駒市 R2292U00059 株式会社ＯＶＥＲ　ＡＬＬ 2150001022002 通常枠 アフターコロナの地域健康フィットネス 齋藤　壽彦

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 R2292U00061 株式会社関西鳶 4150001012125 通常枠 建設現場の事故ゼロを目指す～職人の命を守る次世代足場事業～ 隅田高司

近畿 奈良県 橿原市 R2292U00062 株式会社誠福園 4150001015301 通常枠 「ＦＳＳＣ　２２０００　Ｖｅｒ．５」を取得した高付加価値製品の製造販売 清水　和也

近畿 奈良県 橿原市 R2292U00063 株式会社建築塗装ノグチ 9150001023274 通常枠 ドローンをフル活用し地域と日本の衣食住の更なる発展に貢献する 隅田高司

近畿 奈良県 生駒市 R2292U00065 株式会社北田金属工業所 1150001004810 通常枠 カーアイランド九州のエコカー対応に貢献する高機能部品生産体制の構築 公益財団法人大分県産業創造機構

近畿 奈良県 五條市 R2292U00066 正木産業株式会社 9150001015742 通常枠 高精度飲料キャップの成形から各種検査、梱包までの完全自動化 株式会社紀陽銀行

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00068 株式会社柿の葉ずし 5150001000525 通常枠 新技術導入による冷凍ずしを製造販売することによる新市場開拓事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 奈良県 天理市 R2292U00070 株式会社アイエスエー 5150001000005 通常枠 世界初のＳＫＤ製オートバイ用ブレーキディスクローターの製造販売 森田　大

近畿 奈良県 桜井市 R2292U00074 株式会社中西商会 5150001009459 通常枠 環境にやさしく土地の価値を守る「エコジオ工法」を使った地盤改良事業計画 株式会社百五銀行

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00078 株式会社ＬＣＰＭ 2150001023000 通常枠 飲食店イベント活性化事業 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 R2292U00079 株式会社ＡＸＩＳ 2150001011921 通常枠 デザイン性・機能性に特化したペット用品の開発による事業再構築 金﨑　卓也

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 R2292U00080 有限会社大岡製作所 4150002008527 通常枠 築き上げた金属精密加工技術で、自然災害が多い国に必要な新たな電気通信網製品に挑む。 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 大和郡山市 R2292U00085 株式会社ＮＥＸＴ西日本 4150001019789 通常枠 名称＝テレせる（Ｔｅｌｅｗｏｒｋ＋Ｃａｐｓｕｌｅ）を使用した働き方改革の提供 川嶋　善明

近畿 奈良県 生駒市 R2292U00086 株式会社ノベルティ 2150001008546 通常枠 エコバッグ市場を狙った環境配慮型印刷業への新分野展開計画 税理士法人ビジョン・ナビ

近畿 奈良県 五條市 R2292U00088 有限会社ながたに生花 2150002010988 通常枠 アフターコロナ時代における安心安全な世界にひとつだけのお葬式 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 橿原市 R2292U00089 有限会社インターネット 3150002007372 通常枠 携帯電話販売会社が、全く経験のない高級食パン製造小売業に挑戦！ 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 桜井市 R2292U00090 やまとびと株式会社 4150001009294 通常枠 地元中小企業の人材不足解消を目的とした販促ＢＰＯサービスの提供 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 R2292U00091 株式会社山田プラスチック工業 1150001011360 通常枠 最初から最後まで！ＰＶＣリサイクル事業への全面参入。 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 北葛城郡河合町 R2292U00098 株式会社豊国 2150001013414 通常枠 溶接ロボット導入で思い切った業態転換を図り、Ｖ字回復を目指す 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 生駒郡三郷町 R2292U00101 株式会社カキモト 8150001006957 通常枠 非鉄金属加工技術確立による荘厳具の商品化と仏具業界への販売展開 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 宇陀市 R2292U00102 中井鉄工建設株式会社 7150001018482 通常枠 重量鉄骨製造業から鉄骨二次部材（軽量鉄骨・形鋼）の卸売業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 奈良県 天理市 R2292U00103 株式会社ＭＯＲＥ 7150001023301 通常枠 ウィズコロナに対応した個室タイプの総合美容サロン 税理士法人あおば

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00107 株式会社リアクト 9150001019958 通常枠 地域密着型ライブ動画配信プラットフォームの構築 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 吉野郡黒滝村 R2292U00113 谷本商店 通常枠 地域の空き家を利活用・柿の葉寿司専門「１００年古民家」飲食店の開業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 香芝市 R2292U00115 株式会社オクダオプティカル 5150001012504 通常枠 近視進行抑制機器開発事業 弓削一幸

近畿 奈良県 大和郡山市 R2292U00117 釜屋化学工業株式会社 7150001009060 通常枠 ＣＯ２削減を志向する設備で脱炭素化が可能な新素材容器の製造計画 株式会社あけぼの経営

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00118 株式会社栗実住宅 3150001000725 通常枠 奈良の人々に経年美化していく注文住宅を設計施工する工務店事業 奈良信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00123 新明金属工業株式会社 7150001001001 通常枠 脱炭素社会の実現に向けた電動農業機械部品の新分野展開 水上　和之

近畿 奈良県 生駒市 R2292U00125 株式会社フジフレックス 9150001016600 通常枠 射出成形技術を用いた人工関節用ＡＲ簡易ナビゲーションシステムの開発 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00126 株式会社ベビーフェイス 1150001006253 通常枠 観光産業と相乗効果の高い未来型飲食事業の展開ー海外人材育成事業による国際戦略の拠点づくりー 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 R2292U00131 株式会社風神 9150001007830 通常枠 自家製うどんとセットメニューでみんなが満足、満腹計画 升谷道教

近畿 奈良県 大和高田市 R2292U00143 アイピー株式会社 4150001022818 通常枠 天然バイオマスを使用した医療用プラスチック容器の製造事業 株式会社打越会計事務所

近畿 奈良県 吉野郡天川村 R2292U00144 有限会社銭谷小角堂 4150002011290 通常枠 クラフトビール自社醸造とタップルーム新設による収益拡大 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 R2292U00154 株式会社創喜 2150001019601 通常枠 ファクトリーショップ「ＳＯＵＫＩ　ＬＡＢＯ」及びワークショップオンラインの新設事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 五條市 R2292U00162 株式会社ヒカリワールド 8150001013961 通常枠 脱炭素に貢献するタイヤチップ燃料の製造 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 宇陀市 R2292U00164 株式会社ナガサワぷらす 2150001010205 通常枠 この時代だからこそ「人と人の温もり」をリアルに新生活応援隊！ 奈良県商工会連合会

近畿 和歌山県 日高郡みなべ町 R2302G00001 株式会社紀州ほそ川 4170001009235 卒業枠 八升豆由来の抗パーキンソン病補助食品の製造販売 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 田辺市 R2302S00001 株式会社カネヒロ水産 1170001008603 緊急事態宣言特別枠 「発酵熟成魚」でＢｔｏＣ市場を開拓する事業再構築計画 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 御坊市 R2302S00004 ただし接骨院 緊急事態宣言特別枠 コロナからＶ字回復！各スポーツに特化したトレーニングプログラム提供事業 御坊商工会議所

近畿 和歌山県 海草郡紀美野町 R2302S00005 トラットリア　ステラート 緊急事態宣言特別枠 レストラン経験を生かした地域創生型のパン販売事業 上野　隆也

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 R2302S00006 ＪａｐａｎｅｓｅＤｉｎｉｎｇ煌 緊急事態宣言特別枠 本格和食店への参入と白浜初のミシュランガイド掲載店を目指す きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 海南市 R2302S00008 株式会社アレフト 3170001006497 緊急事態宣言特別枠 卓上レモンサーバーを設置する焼肉店の開業 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00009 山県株式会社 4170001003576 緊急事態宣言特別枠 「人が集まらない結婚式」としてフォトウエディング事業を開始 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00010 ＋３９ＣＡＦＥ＆ＢＡＲ 緊急事態宣言特別枠 飲食店経営からキッチンカーへの再構築 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00012 豊染工株式会社 5170001003476 緊急事態宣言特別枠 旧式起毛機による本物ヴィンテージ起毛生地の復活 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 日高郡みなべ町 R2302S00013 梅吉食品株式会社 5170001009168 緊急事態宣言特別枠 梅干の副産物「梅酢」でアップサイクル！急速冷凍で仕上げる「梅からあげ」の製造 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00014 カフェモコ 緊急事態宣言特別枠 紀州の串カツ屋「串カツのＧｉｎ」開業計画 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00015 株式会社真田堀家守舎 4170001014689 緊急事態宣言特別枠 シェアキッチンを用いた地域コミュニティ構築のための新事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00017 泰久株式会社 6170001012732 緊急事態宣言特別枠 紀州和華牛を満喫！二段階食べ放題しゃぶしゃぶ業態の展開 テントゥーワン税理士法人

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00021 株式会社天翔 1170001014510 緊急事態宣言特別枠 清掃事業で培ったノウハウを活かすニッチ分野の警備業への展開 ミレ信用組合
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近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00022 オーロン物産株式会社 3170001000566 緊急事態宣言特別枠 実現困難だった超速硬化ウレタン吹付工法により新分野展開を図る 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00024 有限会社アリエル 1170002005896 緊急事態宣言特別枠 和歌山特産食品の品質を落とさない瞬間冷凍のお料理を全国各地に販売する小さなカフェの新事業展開 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 岩出市 R2302S00025 中華菜香房　延 緊急事態宣言特別枠 中国料理専門店の販路開拓計画　～笑顔あふれる時間の共有～ 奥田　崇喜

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00026 花グループ花酒花美装 緊急事態宣言特別枠 令和の新しい着物、気軽に日常で簡単に着れる「つくり帯」を販売 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00027 ミラノドゥエ 緊急事態宣言特別枠 城下町の小さなパスタ屋で三大伝統イタリア菓子のテイクアウト事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 橋本市 R2302S00028 有限会社畑自動車 6170002010842 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍での消費者動向変化に対応した洗車・ＥＶ市場での事業再構築 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302S00029 ワールドクラフツ 緊急事態宣言特別枠 小さな手芸教室が全国へ！オンラインで展開する多角化認定講師講座ビジネス 藤永　滋

近畿 和歌山県 日高郡印南町 R2302S00031 アップス 緊急事態宣言特別枠 小規模オフグリッド電源導入支援事業 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 田辺市 R2302U00001 温泉民宿　大村屋 通常枠 地域食堂「みやずし」の運営による熊野本宮エリアの地域活性化への貢献 鈴木　熙

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00004 和歌山県土砂協同組合 7170005000229 通常枠 『　「三方よし」を実現する岩塊の受入れ事業　』 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00008 橘電装工業株式会社 9170001002053 通常枠 金型の内製化による板金加工能力の高度化と新市場への進出 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00009 有限会社丸幸 6170002003540 通常枠 自社の仕入・ブランド力を活かしたＦＣ事業進出による卸売業への転換 西武信用金庫

近畿 和歌山県 伊都郡九度山町 R2302U00014 株式会社東亜紀の川 6170001010686 通常枠 ＩＯＴ・ＡＩスマートライン構築による高機能継手の自動化展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 海草郡紀美野町 R2302U00016 株式会社みちうえ 6170001006890 通常枠 ～対面からオンラインへ～創業１００年の老舗企業が提供する新たな葬送サービス 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 紀の川市 R2302U00018 有限会社家具のあづま 8170002008273 通常枠 紀州桐箪笥の産地を復活させる伝統工芸士としての飽くなき挑戦 奥田　崇喜

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00021 株式会社吉田 7170001003508 通常枠 和歌山産の素材を全て使用したクラフトビールの輸出事業の確立 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 日高郡印南町 R2302U00022 株式会社泉南オートグリル 8170001010214 通常枠 泉南オートグリル岸和田サービス上り線のレストランのエリアを約半減して他業務に転換する事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 和歌山県 日高郡印南町 R2302U00023 有限会社エコファームわかやま 5170002010513 通常枠 桑の葉等を活用した健康食品の開発と一貫生産体制の確立 ミレ信用組合

近畿 和歌山県 西牟婁郡上富田町 R2302U00026 株式会社ヤマヨテクスタイル 1170001009353 通常枠 仮撚り（糸加工）技術の開発による新たなニット市場の開拓 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00027 株式会社富栄建設 1170001004940 通常枠 和歌山県産青果を使用した乾燥・粉末食品製造販売への挑戦 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00028 白光印刷株式会社 6170001006809 通常枠 培ったノウハウを活かした紙器製造で今までになかった新市場を開拓 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00029 株式会社Ｇｒｅｅｎ　Ｉｓｌａｎｄ 2170001012406 通常枠 高齢者のＷｅｌｌ－ｂｅｉｎｇ実現計画 金岡　孝明

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00030 有限会社アトリエ・イングス 1170002005590 通常枠 オリジナルデザインの物販／リーズナブルな動画制作事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 R2302U00034 高垣酒造株式会社 7170001007500 通常枠 「産学連携や地域連携による、和歌山産フルーツを使った日本酒ベースのリキュール」の開発 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00035 株式会社ＪＫクリエイティブ 6170001012699 通常枠 「ＳＤＧｓ」の取組により、地域とともに生きるリサイクルプラントへの事業再構築 海南商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00038 オカダヤ 通常枠 「和歌山ギョーザ」をテイクアウトとＷｅｂ販売で全国展開する事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00040 株式会社第一製版印刷 3170001001886 通常枠 顧客の営業力強化のため、デジタルを駆使した商材を提供する新事業 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 田辺市 R2302U00042 株式会社エフラインミヤマ 1170001008561 通常枠 梅製品のＥＣ市場拡大をサポートする３ＰＬ事業への事業転換 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00043 株式会社アラモードレーヴ 7170001012319 通常枠 女性専用の美容ワンストップサービス（ヘアサロン・セルフエステティックサロン・育毛サービスの融合） 安村　摩耶

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00046 角谷産業株式会社 1170001005286 通常枠 耐震・強靭・長寿命化を備えたポリウレア樹脂のスプレー加工事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 海南市 R2302U00047 株式会社島安汎工芸製作所 5170001005489 通常枠 コロナの影響で拡大したアウトドア市場を捉えるカスタムバイク販売・デザイン事業 海南商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00057 太陽食品株式会社 8170001002013 通常枠 アレルゲン対応工場の新設と給食市場への参入 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00064 株式会社ヒロマサ 8170001013860 通常枠 鉄鋼物（橋梁等）の製造工程（製造加工・塗装・輸送）の一本化 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00067 有限会社エストレン 1170002005351 通常枠 次世代のダイビング用ボンベ「ナイトロックス」の製造及びレンタル 株式会社エフアンドエム

近畿 和歌山県 紀の川市 R2302U00078 株式会社美和工業 3170001013444 通常枠 解体業から産業廃棄物処理業への業種転換 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 R2302U00080 山本製作所ＢＡＳＥ株式会社 9170001015897 通常枠 唯一無二の特殊研磨ステンレス材を活かしたオリジナル家具製造販売 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00081 有限会社ティースペック 9170002004718 通常枠 コロナ禍で変化するイベント開催形式に対応した立体音響の提供 株式会社エフアンドエム

近畿 和歌山県 田辺市 R2302U00082 稗田化学工業株式会社 4170001008872 通常枠 大手コンビニチェーン向け冷凍粉砕梅干しの量産体制の構築 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00086 アドバン工業株式会社 3170001000129 通常枠 インフラ保守部品であるカムラー（掴線器）の製造への挑戦と、安全工具市場への新たな開拓 立野　靖人

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00087 株式会社ホテル大阪屋 6170001002972 通常枠 低稼働宴会室等を加太型ワーケーションの新型宿泊室へ整備し高付加価値化 税理士法人にしかわ

近畿 和歌山県 日高郡日高川町 R2302U00089 株式会社レオクリーンサービス 7170001015503 通常枠 養豚用エコフィードへのリサイクルを行う食品残渣中間処理事業 鶴田　寛之

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00090 出井建築 通常枠 ウッドショックなんかに負けない！宮大工が手掛ける塔婆事業 三輪由喜夫

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00100 株式会社和歌山放送 4170001003832 通常枠 ラジオ事業者からメディア・ミックス事業者への転換 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 海草郡紀美野町 R2302U00101 キミノーカ 通常枠 野菜ジェラート専門店の「農家の幸せ食卓」お届け事業 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 紀の川市 R2302U00103 株式会社保田鉄工所 7170001007938 通常枠 金型製造技術を生かした次世代自動車部品製造への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 東牟婁郡串本町 R2302U00105 一栄水産 通常枠 うなぎ養殖・販売事業から加工品製造・販売への転換　～ｔｏＢからｔｏＣへ～ 株式会社三十三銀行

近畿 和歌山県 西牟婁郡上富田町 R2302U00107 ペットハウスジャスパー 通常枠 地方の保護犬とオンライン面談できるドッグカフェの経営 植田　竜夫

近畿 和歌山県 橋本市 R2302U00118 妙中パイル織物株式会社 7170001011007 通常枠 新設備導入によるプリント事業再構築と新事業進出 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 海南市 R2302U00124 株式会社いとうともひさ 9120001190241 通常枠 移住需要に応え、空き家問題を解決。大工が施工技術をレクチャーする地域工房事業 海南商工会議所

近畿 和歌山県 紀の川市 R2302U00127 株式会社はまだ 3170001007891 通常枠 顧客物流の合理化を伴う新規分野（貸倉庫業）への転換による事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 和歌山県 有田郡湯浅町 R2302U00129 太田養鶏場 通常枠 燻製製品製造設備を導入し、鴨肉ベーコン・ハム・ソーセージの販売 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00132 株式会社サンキョー 5170001001356 通常枠 ＰＣ（プロセスセンター）開設事業計画 水城　実

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00133 株式会社幸輝開発 7170001001197 通常枠 再生アスファルト混合物の製造販売による事業再構築 北浜グローバル経営株式会社

近畿 和歌山県 新宮市 R2302U00134 株式会社協和水道設備商会 6170001011437 通常枠 地域の交流拠点ともなる体験型モデルハウスを活用したリフォーム事業への展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 R2302U00138 サンドヤ 通常枠 おなかのみかたはみんなのみかた　発酵食品をメインとする事業展開 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 和歌山県 有田市 R2302U00139 株式会社中尾酸素 1170001007381 通常枠 田舎のガス屋さんの新しい挑戦！コールドエバポレーターのメンテナンス業への進出 福留　由紀子

中国 鳥取県 鳥取市 R2312S00001 株式会社こころび 1270001006786 緊急事態宣言特別枠 鳥取の白イカを生きたまま全国の食卓へ　鳥取の海の幸を宅配する通販事業の展開 鳥取商工会議所

中国 鳥取県 境港市 R2312S00002 株式会社元気亭ぐるーぷ 1270001007875 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍の消費者ニーズに対応した新商品開発・販路拡大による経営力強化 鳥取県中小企業団体中央会

中国 鳥取県 八頭郡八頭町 R2312S00004 雄太郎邸 緊急事態宣言特別枠 地域の経済効果を高める分散型宿泊サービスの展開 越智　聖

中国 鳥取県 境港市 R2312S00005 株式会社寺子屋ウェーブ 1270001004311 緊急事態宣言特別枠 菓子製造会社が行う高齢者地域の為の福祉貢献 米子信用金庫

中国 鳥取県 鳥取市 R2312S00006 株式会社濱富 6270001000628 緊急事態宣言特別枠
日本料理の老舗の味のテイクアウト・通信販売用商品の製造販売、そして鳥取初のバーチャルレスト

ランに
鳥取商工会議所

中国 鳥取県 鳥取市 R2312S00007 ダイニングバコネクト 緊急事態宣言特別枠 最先端ドローンを活用したスマート農業支援サービス 越智　聖

中国 鳥取県 鳥取市 R2312U00003 株式会社グリーン企画浜本 4270001003038 通常枠 多肉植物の販売と寄せ植え教室の展開～既存事業とのシナジー最大化～ 株式会社鳥取銀行
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中国 鳥取県 東伯郡三朝町 R2312U00006 株式会社旅館大橋 6270001005156 通常枠 館内遊休スペースを活用した洋風レストラン開設による新規客開拓 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 倉吉市 R2312U00007 流通株式会社 1270001005029 通常枠 Ｗｅｂ面談での人材紹介、採用業務代行による雇用促進事業 セブンセンス税理士法人

中国 鳥取県 鳥取市 R2312U00008 株式会社ちむら 5270001001065 通常枠 モノ売りからコト売り企業へ転換し、　コロナに打ち克つ老舗企業の挑戦 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 鳥取市 R2312U00009 株式会社長谷板金 1270001002793 通常枠 デジタル技術を組み入れた森林作業道開設事業参入による事業再構築 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 境港市 R2312U00013 有限会社三光水産 8270002007736 通常枠 境港の２大産業に大きな成長を促すフードアミューズメントパーク『復刻☆食堂』 株式会社島根銀行

中国 鳥取県 境港市 R2312U00014 株式会社ハーバーコーポレーション 9270001003834 通常枠 戻り生コンクリートを再利用して製造する再生砕石（ＲＣ４０）の製造および販売 税理士法人石井会計

中国 鳥取県 鳥取市 R2312U00018 オロル株式会社 3270001007452 通常枠 医療器具をターゲットとし独自性あるチタン電解研磨、発色技術の実現化開発による新分野開拓 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 西伯郡大山町 R2312U00019 株式会社プリムローズガーデン 6270001004496 通常枠 結婚式のノウハウを生かした長期滞在型の旅行宿泊サービスの展開 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 境港市 R2312U00024 有限会社友森工業 6270002008785 通常枠 機械加工による大型トポロジー・オプティマイズ製品の開拓 米子商工会議所

中国 鳥取県 境港市 R2312U00026 有限会社米子情報処理センター 5270002007508 通常枠 ＣＢＴ方式（オンライン）による当地域初のマルチテストセンター運営事業 山陰みらい税理士法人

中国 鳥取県 倉吉市 R2312U00033 株式会社ひまわり企画 9270001005450 通常枠 医療機関誘致による医療・ヘルスツーリズム商材化と地域活性化 平田　千晴

中国 鳥取県 鳥取市 R2312U00034 株式会社レクサー・リサーチ 1270001000847 通常枠 サービス産業の生産性革新へ向けたシミュレーションによるＣＰＳクラウド 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 鳥取市 R2312U00036 有限会社Ｉ．Ｔ．Ｔ 7270002005047 通常枠 高速道路の橋梁補修市場増大に伴う、県外市場参入事業 鳥取信用金庫

中国 鳥取県 鳥取市 R2312U00041 株式会社Ｔｒｅｅｓ 8270001007910 通常枠 既存の飲食業から冷凍食料品製造業への新分野展開を行う 鳥取商工会議所

中国 鳥取県 東伯郡北栄町 R2312U00042 株式会社エナテクスサービス 4270002010058 通常枠 ＺＥＢ（ゼロ・エネルギー・ビル）化推進事業の展開による新市場構築 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 鳥取市 R2312U00043 大鳥機工株式会社 9270001000121 通常枠 超精密加工技術を取り込み半導体製造装置関連部品の生産に参入 株式会社鳥取銀行

中国 島根県 出雲市 R2322S00001 ＬＩＢＥＲＡＴＥ 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーとの相乗効果で新たな顧客を獲得する 出雲商工会議所

中国 島根県 浜田市 R2322S00002 株式会社吉寅商店 4280001004448 緊急事態宣言特別枠 地元小売卸事業からネット販売を主とした地域商社事業モデルへの転換 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 R2322S00003 株式会社ＥＭＵ 6280001007366 緊急事態宣言特別枠 大人の隠れ家的鉄板焼き店．．．しまねの食で『美と健康』を．．． 藤井　亮二

中国 島根県 出雲市 R2322S00004 株式会社アンジェ・２１ 9280001003858 緊急事態宣言特別枠 ｅスポーツを活用したオンライン学習塾「ＥＧ　Ｓｃｈｏｏｌ」の運営 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 R2322S00005 昭和酒場一番星 緊急事態宣言特別枠 地域密着型のフードデリバリーサービス事業の構築 出雲商工会議所

中国 島根県 松江市 R2322S00007 株式会社ＲＣ・クリエイティブグループ 9280001006027 緊急事態宣言特別枠 居酒屋からセントラルキッチンを活用した水産加工事業への新分野展開計画 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 松江市 R2322S00008 株式会社清松庵 8280001006556 緊急事態宣言特別枠 出雲ハーブと土産小売業の強みを活かした食品製造・カフェへの進出 島根県商工会連合会

中国 島根県 浜田市 R2322S00009 やきとり紘 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーで「やきとり紘」の味を届けたい 日本海信用金庫

中国 島根県 出雲市 R2322S00010 ガレージユース 緊急事態宣言特別枠 人気飲食店とのコラボによる焼き肉店へ進出とタレの商品化 出雲商工会議所

中国 島根県 邑智郡川本町 R2322S00011 有限会社エコカレッジ 4280002009735 緊急事態宣言特別枠 人工知能技術を導入した古書自動仮査定システムの開発運用 税理士法人矢尾井会計

中国 島根県 出雲市 R2322S00012 有限会社インタースペース 9280002006851 緊急事態宣言特別枠 居酒屋からテイクアウト・宅配中心のお好み焼き店への業態転換 島根県商工会連合会

中国 島根県 安来市 R2322S00013 株式会社セノオ 2280001002420 緊急事態宣言特別枠 非接触型洗車サービスの拡充による集客力向上計画 米子信用金庫

中国 島根県 出雲市 R2322S00014 株式会社四季荘 5280001007417 緊急事態宣言特別枠 遊休スペースを活用！ワーケーション・コワーキングスペースに特化した温泉施設へ 株式会社島根銀行

中国 島根県 松江市 R2322S00015 株式会社Ｉ・Ｄ・Ａ 8280001006309 緊急事態宣言特別枠 山陰の新名物を開発、オンライン販売にて構築事業再構築を図る 松江商工会議所

中国 島根県 出雲市 R2322S00016 株式会社健菜厨房 2280001003781 緊急事態宣言特別枠 不採算スペースを活用し、食品（生餃子）製造・販売への新たな取り組み 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 R2322S00017 メディアクッキングサービス株式会社 6280001003571 緊急事態宣言特別枠 スイーツで安らぎと幸せのひとときを。～「強みを活かしたマルチチャネル販促」で地域の笑顔を生み出す事業～ 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 R2322S00019 まるい 緊急事態宣言特別枠 緑豊かな郊外店舗での惣菜、薪窯パンの製造販売と新サービス提供 出雲商工会議所

中国 島根県 松江市 R2322S00020 株式会社タワー 9280001000467 緊急事態宣言特別枠 居酒屋からうなぎ専門店へ事業転換 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 R2322U00006 大〆 通常枠 後継者のノウハウとネットワークを活かしたテイクアウト中心カフェ事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 邑智郡邑南町 R2322U00009 こめじるし 通常枠 自家製たかきびを用いた手打ちうどん食堂の事業展開 島根県商工会連合会

中国 島根県 出雲市 R2322U00010 株式会社玉木園芸 3280001006263 通常枠 大型店展開に伴うデジタル導入による業態転換 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 仁多郡奥出雲町 R2322U00012 株式会社ベッセル島根 7280001005633 通常枠 軽量・堅固な次世代ハンドツール工具の開発および量産化のための設備導入で事業再構築を実現 株式会社りそな銀行

中国 島根県 松江市 R2322U00013 うまえもん 通常枠 おひとりさまメインの焼肉専門店オープン事業計画 島根県商工会連合会

中国 島根県 出雲市 R2322U00014 山のうえの吉や 通常枠 木製ノウハウを活かしたワークショップ付き貸切カフェ事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 出雲市 R2322U00018 株式会社ＹＡＭＡＮＥ 1280001007123 通常枠 地域密着型で心身の健康維持・管理を中心としたフィットネス事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 江津市 R2322U00019 浅利観光株式会社 5280001004645 通常枠 テレワークスペースを活用した地域のコミュニティと都市圏とのつながりの場づくり 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 出雲市 R2322U00021 有限会社コクヨー 4280002006286 通常枠 捨てる皮を有効利用「焼き芋コーヒー」の開発と販路開拓事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 安来市 R2322U00025 株式会社安来モーテル 1280001002470 通常枠 アミューズメント事業からドローン事業への新分野展開 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 出雲市 R2322U00029 とり焼きだいにんぐ鶏匠 通常枠 大型倉庫でお持ち帰り可能なご当地ラーメン店の新規出店計画 出雲商工会議所

中国 島根県 出雲市 R2322U00031 有限会社よもたフローリスト 4280002006889 通常枠 アイスフラワー製造のための機械導入と工房改装事業 出雲商工会議所

中国 島根県 出雲市 R2322U00032 有限会社長岡鐵工所 8280002007198 通常枠 産業用ロボット部品加工事業への新規参入による高付加価値化戦略 渡部　剛史

中国 島根県 出雲市 R2322U00033 スナック結 通常枠 女性の活躍を応援する「定額セルフエステ　ＭＹＴＨＥＬ」出店 出雲商工会議所

中国 島根県 出雲市 R2322U00034 山建プラント株式会社 8280001003495 通常枠 売上回復と環境問題を一挙に解決　鋳物ダスト焼成による廃砂再利用 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 益田市 R2322U00035 合資会社赤玉商会 9280003000449 通常枠 キャバレーのシェアリングエコノミー市場展開 安野　広明

中国 島根県 出雲市 R2322U00041 福泉堂 通常枠 和菓子職人による「誰かに自慢したくなるソフトクリームパフェ」事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 邑智郡邑南町 R2322U00043 一般社団法人地域商社ビレッジプライド邑南 5280005007173 通常枠 配食サービスと移動販売による地域資源の域内消費拡大事業 税理士法人矢尾井会計

中国 島根県 出雲市 R2322U00048 有限会社ほり江 5280002007259 通常枠 結婚前のカップルを対象としたエンゲージウェディングサービス 平田商工会議所

中国 島根県 出雲市 R2322U00049 株式会社西屋 3280001003302 通常枠 リソースを活用したカプセルホテルの新規事業の取組 出雲商工会議所

中国 島根県 大田市 R2322U00050 有限会社春光社 5280002007647 通常枠 小売・卸売業及び飲食業からのアイスクリーム類製造業への新分野進出 大田商工会議所

中国 島根県 出雲市 R2322U00052 ツーリストいずも株式会社 1280001003279 通常枠 ひのみさき　グランピングプロジェクト 出雲商工会議所

中国 島根県 益田市 R2322U00053 有限会社ひろせ 5280002010238 通常枠 日本語学校と学生寮の設立による事業再構築で地域まるごと活性化計画 日本海信用金庫

中国 島根県 出雲市 R2322U00057 株式会社ふるかわ 7280002005979 通常枠 島根県産品を活かした（冷凍）惣菜の製造小売と都会との心を繋ぐ通販事業 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 益田市 R2322U00064 株式会社アートワーク 9280001006704 通常枠 ひと・まち・しごと　地域を活性化させるコミュニティオフィス 日本海信用金庫

中国 島根県 出雲市 R2322U00066 ｃｏｃｏｋａｒａ 通常枠 飲食業の縮小と経営の多角化により収益の安定を図り、「出雲」の味を全国の食卓へお届け 平田商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 R2332G00001 株式会社ハシモトテクニカルサービス 4260001016065 卒業枠 脱炭素社会の実現に向けたインドネシアにおけるバイオマス燃料の製造 株式会社広島銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00001 株式会社すげファーム 6260001034008 緊急事態宣言特別枠 新しくドローン事業に取り組み経営基盤を強化し地域農業に貢献する 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00002 株式会社ＪＩＮＳＥＩ　ＧｒｏｗｉｎｇＵｐ 3260001016520 緊急事態宣言特別枠 居酒屋事業の経営を安定させる男性脱毛サロン経営への新分野展開計画 吉田　正人

中国 岡山県 岡山市東区 R2332S00003 株式会社ウッディヨネダ 1260001000666 緊急事態宣言特別枠 防音・断熱プレカット材への新分野展開と建設現場の生産性向上への貢献 岡山商工会議所
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中国 岡山県 岡山市南区 R2332S00004 株式会社Ｆロード 4260003001552 緊急事態宣言特別枠 フルラインナップ・メーカーブランド品揃え靴小売店 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00005 株式会社クリエイティブスタッフ大和 7260001011006 緊急事態宣言特別枠 ホテルマンが手掛ける、地域密着型　暮らしのお役立ち事業 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 岡山市中区 R2332S00006 小倉産業株式会社 8260001001617 緊急事態宣言特別枠 観光おみやげ品卸売業から手みやげ品製造加工業への業種転換 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00007 株式会社Ｔｈｉｒｄ 2260001027436 緊急事態宣言特別枠 地元の伝統工芸品を県外及び海外に広めるための発信拠点事業 柿迫　宏則

中国 岡山県 岡山市南区 R2332S00008 株式会社小倉商店 7260001001618 緊急事態宣言特別枠 瀬戸内海ブランドの魚介類を、急速冷凍技術を活用して全国に展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市中区 R2332S00009 有限会社いんべ薬局 6260002000917 緊急事態宣言特別枠 健康・アウトドアを活用した「地域を活性化する薬局」への転換 濵野　薫

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00010 地鶏居酒屋川西 緊急事態宣言特別枠 非対面式の注文システムを活用した冷めても美味しい極秘製法の焼鳥丼のテイクアウト事業 上吉　隆一

中国 岡山県 津山市 R2332S00011 エールハウス 緊急事態宣言特別枠 飲食店『エールハウス』の挑戦！新規顧客獲得を目指し『ゴルフ練習場』事業の開設 津山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00013 和泉鮮魚 緊急事態宣言特別枠 付加価値を高める加工品製造事業の開始とＥＣ活用による業態転換 児島商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00014 株式会社ｎｔｓ 2260001017148 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト事業及びフードコンサルティング事業による新事業構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00020 株式会社心囃子 1260001027230 緊急事態宣言特別枠 居酒屋市場からリテールベーカリー市場への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00021 平成レンタカー株式会社 3260001016792 緊急事態宣言特別枠 都市型オートキャンプ場事業による事業再構築及び地域活性化 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00022 有限会社ソバラ屋 7260002005758 緊急事態宣言特別枠 自店２階を活用したレンタルスペース他３事業の展開 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市東区 R2332S00025 隠れ家ＤｉｎｉｎｇＲｕｓｓｅｔ 緊急事態宣言特別枠 現状の居酒屋とは別に弁当とスイーツのテイクアウト専門店を開店 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00026 株式会社あすなろコーポレーション 6260001000273 緊急事態宣言特別枠 築３０年以上経過マンションのリノベーション販売事業 株式会社伊予銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00028 里山再生活動合同会社 4260003001602 緊急事態宣言特別枠 売上増加と費用削減の相乗効果をもたらすラーメン店の開業 柿迫　宏則

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00029 有限会社岡部住建 7260002024188 緊急事態宣言特別枠 高齢者をターゲットとしたリフォーム市場への参入 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00030 有限会社たにだ 8260002013470 緊急事態宣言特別枠 ウィッグのメンテナンスを主業務とした、美容院の開始 おかやま信用金庫

中国 岡山県 笠岡市 R2332S00032 カーショップマスモト 緊急事態宣言特別枠 地域初！新規コーティング事業による新規顧客の獲得！ 笠岡商工会議所

中国 岡山県 美作市 R2332S00033 Ａ＆Ｃ株式会社 1260001020870 緊急事態宣言特別枠 岡山の老舗旅館の高い料理技術力を活かした食品販売事業への挑戦 Ｃｏｌｏｒｚ国際税理士法人

中国 岡山県 瀬戸内市 R2332S00036 株式会社あさひ 1260001023510 緊急事態宣言特別枠 店舗改修とブラストチラー導入で飲食店と製造加工業の兼業へ 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00039 株式会社Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ａｇｅｎｃｙ 3240001022330 緊急事態宣言特別枠 広告業のデザイン・宣伝力を活かしてセミセルフ型エステ店運営に進出 岡山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00040 株式会社大島屋 7260001012722 緊急事態宣言特別枠 畳を使用した捻転力強化トレーニング専用マット 尾崎　裕

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00042 有限会社曲江春 8260002017678 緊急事態宣言特別枠 巣ごもり・中食需要に対して、本格中華料理人によるレトルト事業への進出 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00044 スパイスパブ　レグラージュ 緊急事態宣言特別枠 「食」で巣ごもり生活を楽しむ「お家時間充実」の提供事業 上吉　隆一

中国 岡山県 瀬戸内市 R2332S00047 キッチンかいぞく 緊急事態宣言特別枠 自社工場から牛窓の老舗の味を全国に 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 玉野市 R2332S00048 ＲＡＫ＿ｋｉｔｃｈｅｎ＋ 緊急事態宣言特別枠 移動販売車を活用し、地場の特産物を活かした地域の土産物となり得る料理をその場で調理提供するサービス おかやま信用金庫

中国 岡山県 津山市 R2332S00049 山菊株式会社 9260001029112 緊急事態宣言特別枠 中食のニーズ増加に向け精肉・食肉総菜の販売事業 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00050 株式会社Ｄ－ｃｒｅａｔｅ 1260001010665 緊急事態宣言特別枠 プロのエステ技術を体系的に学べるオンライン活用型スクール事業への進出 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 瀬戸内市 R2332S00051 有限会社備前精機 7260002031473 緊急事態宣言特別枠 デフケース加工機械用部品の製造による新規顧客の獲得 株式会社ゼロプラス

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00052 株式会社ｉ－ｌｉｔｅｒａｃｙ 5260001029891 緊急事態宣言特別枠 ビジョントレーニングと水素吸引を使用した疲労回復のビジネス おかやま信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00054 有限会社ニイヨンイチ 4260002020231 緊急事態宣言特別枠 ペットと人が一緒に楽しめる体験施設ｅ　ＪＥＡＮＳ　ＴＯＷＮの立ち上げによる事業再構築 滝　亮史

中国 岡山県 美作市 R2332S00055 びいどろ亭 緊急事態宣言特別枠 元ヘリコプターパイロットによるドローン事業への参入 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00056 株式会社イープロデュース 3260001009862 緊急事態宣言特別枠 建設業界におけるＩＣＴ導入型の書類作成代行事業計画 株式会社中国銀行

中国 岡山県 浅口市 R2332S00057 洋菓子工房ベルジェ 緊急事態宣言特別枠 ＢｔｏＣからＢｔｏＢへ。洋菓子店から「飲食店向けパン生地のＯＥＭ製造」への新分野展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00058 Ｔ．Ｇ．Ｗ 緊急事態宣言特別枠 遊休地活用によるネットとリアルを融合したオリジナルブランド販売促進計画 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00059 株式会社ジャパン 8260001003456 緊急事態宣言特別枠 障がい児支援の新事業分野展開 岡山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00060 株式会社ホテルリゾート下電 4260001015315 緊急事態宣言特別枠 ゆのごう美春閣オールインワーケーション事業 税理士法人二宮事務所

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00061 株式会社バンケットサプライ 3260001002702 緊急事態宣言特別枠 業種・地域を限定した会員制の顔の見えるクラウドソーシングへの進出 税理士法人久遠

中国 岡山県 赤磐市 R2332S00062 利守酒造株式会社 6260001007293 緊急事態宣言特別枠 ３次元の仮想空間で現実と変わらない店舗システム構築 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 美作市 R2332S00064 ＫＯＤＡ　Ｓｅｌｅｃｔｅｄ　Ｄｅｓｉｇｎ 緊急事態宣言特別枠 店内の空間でドイツ食文化や雑貨の良さの表現 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 勝田郡奈義町 R2332S00066 有宗自動車工業 緊急事態宣言特別枠 密を避けた快適空間の演出！！脱着可能キャンピングシェルの製造・販売 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市南区 R2332S00067 株式会社ナチュールファミーユ 3260001027105 緊急事態宣言特別枠 食用クローバーを使った焼菓子と発酵ジャム　～地域資源をフル活用したギフト向け菓子～ 大西　修

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00068 株式会社エコルヴェ 4260001034034 緊急事態宣言特別枠 規格外農産物を使用したエシカルで身体にも良い加工品の製造と販売 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00069 有限会社横綱ダイニング 5260002022458 緊急事態宣言特別枠 岡山の老舗お好み焼き店が挑む！新業態への挑戦！！二毛作型バイブリッド店舗運営 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市南区 R2332S00070 有限会社Ｒｉｖｅｒ　Ｕｐ 2260002032609 緊急事態宣言特別枠 居酒屋からハンバーガー＆スイーツのテイクアウト事業への事業転換 岡山商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 R2332S00071 株式会社カタヤマデザインオフィス 2260001009665 緊急事態宣言特別枠 従来の飲食事業に強みのデザイン力を掛け合わせたアートギャラリー＆カフェとデザイン事業の開始 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 浅口市 R2332S00072 株式会社わたる 5260001017921 緊急事態宣言特別枠 花卉買参権の資格を活かした新分野展開事業 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00073 菱善地所有限会社 2260002010894 緊急事態宣言特別枠 地域との繋がりを深める「泊食分離・分散型ホテル」への業態転換 芳原　大樹

中国 岡山県 岡山市中区 R2332S00074 株式会社靖幸 6260001028521 緊急事態宣言特別枠 「３業態フードサークル」という新たなコンセプトでテイクアウト専門店チャレンジ 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00076 有限会社三鼓商事 6260002013992 緊急事態宣言特別枠 簡単「前結び」着付を岡山から全国に、対面教室からオンライン教室への転換 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 津山市 R2332S00078 有限会社昴不動産 4260002028613 緊急事態宣言特別枠 地域密着型の生活支援サービスを提供する不動産管理業 井上大輔

中国 岡山県 加賀郡吉備中央町 R2332S00079 吉備高原リゾート株式会社 4260001008541 緊急事態宣言特別枠 「貸切風呂」と地域との協働による吉備高原おもてなし強化事業 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 総社市 R2332S00081 株式会社はしもとＦ・Ｓ 6260001033595 緊急事態宣言特別枠 大規模宴会中心の日本料理店からテイクアウト店へ新展開 総社商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 R2332S00083 晴レノヒ株式会社 2260001031990 緊急事態宣言特別枠 地元農産物を使用した日本料理の新規テイクアウト専門店 上吉　隆一

中国 岡山県 津山市 R2332S00084 株式会社氏平 2260001021199 緊急事態宣言特別枠 月額定額（サブスク）制セルフエステ店 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 R2332S00085 野田配管工業株式会社 3260002027582 緊急事態宣言特別枠 配管業のためのマッチングサービス及び技術向上動画配信サービス 税理士法人久遠

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00006 横田紙器株式会社 1260001006878 通常枠 耐久性・生分解性に優れた紙製カトラリーで脱プラスチック市場へ進出 税理士法人藤原事務所

中国 岡山県 真庭市 R2332U00007 株式会社安田工業所 2260001022750 通常枠 超大型重量加工物対応可能な高強度など新性能を有した新工場を導入し新分野への展開に挑戦する 株式会社中国銀行

中国 岡山県 和気郡和気町 R2332U00009 有限会社山内組 5260002032358 通常枠 地域の広葉樹林を活用したバイオチップ製造事業 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00013 有限会社万歩書店 8260002009436 通常枠 飲食業・古本小売等から「ＩＴ活用・非対面型トレーニングジム」への新分野展開 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 勝田郡勝央町 R2332U00014 佐藤建設株式会社 6260001020767 通常枠 デザインファームの建設による設計施工一貫方式へのビジネスモデルの転換 税理士法人石井会計

中国 岡山県 真庭市 R2332U00019 マルチ株式会社 7260001022829 通常枠 「医療介護事業者向け清拭用蒸しタオルレンタル事業」への新規参入による新分野展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00021 岡山港湾運送株式会社 7260001000982 通常枠 コロナ禍でも拡大する物流市場の中で事業構造改革による事業収益の拡大 株式会社百十四銀行
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中国 岡山県 井原市 R2332U00023 中島硝子工業株式会社 1260001018295 通常枠 透明度を高めた建材一体型ソーラーガラスの開発と新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00029 株式会社メグハウスファミリアグループ 2260002024300 通常枠 既存事業で培った幅広い顧客層をターゲットにしたセミパーソナルジムの展開 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00032 株式会社アドバンスＡ 6260001029684 通常枠 解体工事業への進出（垂直展開）で収益モデルの改善戦略 風早　昭徳

中国 岡山県 真庭市 R2332U00033 ＬＵＦＴ株式会社 1260001033063 通常枠 「建築・鮮魚小売」×「老舗寿司店」の事業承継で強みを活かす惣菜製造業への進出 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 真庭市 R2332U00034 山陽精機株式会社 5260001022723 通常枠 ＣＡＳＥ拡大による新需要獲得に向けた大型金型生産体制強化事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00038 大紀産業株式会社 3260001003915 通常枠 業務用衣料乾燥機の量産体制構築による事業再構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00040 西谷鉄工所 通常枠 高精度多面加工の実現による取引先多角化、安定経営の確立 株式会社フロウシンク

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00041 株式会社山陽金属工業所 2260001013378 通常枠 素材流通から加工流通への事業再構築を目指した立形マシニングセンタの導入 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 備前市 R2332U00044 株式会社アートコミュニケーション 1260001021464 通常枠 備前焼体験に新たな価値を創出する備前焼カフェ事業への新分野展開 備前日生信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00047 株式会社服部管楽器 6260001029222 通常枠 楽器販売から、演奏者と長期的に寄り添う管楽器ビジネスモデルへの新分野展開 栩本　泰輝

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00050 ファクトタムワーク 通常枠 カーコーティング事業への新規参入による高付加価値事業への転換 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00052 株式会社ＡＬ１３ 3011001099670 通常枠 真備町にもサイクリストの拠点を！ 吉備信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00057 株式会社ｆｏｒ　ｔｏｏ 1260001029334 通常枠 テレワーク用レンタルスペース事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 真庭市 R2332U00058 株式会社クラフトＫ 3260001031478 通常枠 工場の２４時間稼働の実現とステンレス製品加工受注体制確立による事業再構築への取組 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 赤磐市 R2332U00060 株式会社カワダ建設 2260001001903 通常枠 「建設発生土の受入事業」への進出 おかやま信用金庫

中国 岡山県 井原市 R2332U00063 株式会社岡本テキスタイル 1260001018188 通常枠 ＤＸの取り組みを基軸とした自社ブランドの創設への挑戦 株式会社アパレル・コンサルティング

中国 岡山県 岡山市中区 R2332U00069 山陽電研株式会社 2260001002678 通常枠 下水処理インフラの安定稼働を支える超大型制御盤製造事業 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 加賀郡吉備中央町 R2332U00072 満榮工業株式会社 7260001007524 通常枠 高性能分析器の導入並びに研究環境を整備し、高機能活性炭市場に新規参入する 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00073 有限会社いさはや建装 8260002022950 通常枠 建築・設計ノウハウ活用した、飲食×観光×６次産業化の複合的飲食事業への進出 谷口　康平

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00075 山陽鉄工株式会社 4260001026089 通常枠 エネルギー構成の多様化に貢献する大型精密部品加工 株式会社広島銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00076 株式会社あおい 9260001030409 通常枠 最新式ウォータジェット工法による高付加価値補修工事業への転換 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 小田郡矢掛町 R2332U00077 株式会社平野鉄工所 9260001018115 通常枠 超大型建築物・超高層ビル市場への進出のための低層鉄骨柱生産体制の確立 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市中区 R2332U00078 有限会社頼鉄工所 4260002010612 通常枠 日本車を保有する海外在住者に向けた修理・交換部品の輸出販売事業 株式会社ゼロプラス

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00080 旭金属工業株式会社 5260001012410 通常枠 最新電着塗装設備導入による新規市場への拡販 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00083 株式会社矢田銘板 8260001011211 通常枠 金属サインで培った設計力を活かしたアクリルサイン分野への展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 苫田郡鏡野町 R2332U00084 株式会社山田みつばち農園 5260001021080 通常枠 自然を「学んで」「遊んで」「食べる」ことのできる山田養蜂場自然塾による事業再構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市中区 R2332U00087 有限会社ヒトミキャリーライン 5260002014422 通常枠 瀬戸内漁港の新鮮魚介を用いた惣菜の製造・販売事業 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00090 株式会社Ｒａｙ 7260001017259 通常枠 ＳＰＡ型ブランドの無人型店舗の開発や新商品開発などの業態転換 株式会社中国銀行

中国 岡山県 赤磐市 R2332U00091 株式会社三晃 7140001001555 通常枠 「次世代車のカーエアコン用コンプレッサーのリビルド品」製造およびネットによる直販事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00092 有限会社山陽メツキ工業所 4260002004110 通常枠 農業機械の表面処理事業から自動車向け表面処理事業に転身し、なおかつ次世代自動車向け表面処理製品の受注拡大を目論む 税理士法人石井会計

中国 岡山県 苫田郡鏡野町 R2332U00094 有限会社石原工務店 3260002027715 通常枠 木材価格が高騰し市場が活性化しているが、担い手不足により参入機会のある山林伐採分野への進出 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 津山市 R2332U00095 株式会社杣 9260001021052 通常枠 木質バイオマスチップの生産計画 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00097 株式会社モリヤテクノ 2260001015036 通常枠 体育館等の鉄骨耐震技術を活かした橋梁耐震補強分野への進出 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市中区 R2332U00098 太田工業株式会社 1260001001441 通常枠 デジタル環境整備によるスマートファクトリー化の推進 株式会社中国銀行

中国 岡山県 赤磐市 R2332U00100 株式会社山陽アルミ 4260001008715 通常枠 港湾構造物に設置する半球型アルミニウム合金陽極の生産体制構築事業 株式会社ゼロプラス

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00103 岡山ルートサービス株式会社 5260001004382 通常枠 吉備サービスエリアにおける新事業開発による新分野展開事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 津山市 R2332U00108 株式会社森淵林業 1260001025820 通常枠 急勾配放置林を資源活用し過疎地に新流通拠点を構築し雇用を創出 津山信用金庫

中国 岡山県 津山市 R2332U00109 三和精密株式会社 7260001019825 通常枠 ＣＮＣ自動旋盤の導入による製品精度と生産性の向上及び医療機器分野への新規進出 株式会社山陰合同銀行

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00110 有限会社佐藤技研 5260002018448 通常枠 半導体製造設備部品の量産体制構築による事業再構築 水島信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00114 有限会社ＭＡＳＡＫＩ 2260002015489 通常枠 免疫ＵＰでコロナ対策！庭師技術による「桃の葉黒にんにく」生産 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00123 株式会社マグリット 9260001007621 通常枠 中四国初のハリウッド舞台美術セットとレタッチ技術による婚礼・アニバーサリー写真事業 笠岡信用組合

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00125 株式会社すぎ屋 3260001031049 通常枠 割烹の味を食卓まで届ける、デリバリー・通販事業 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00128 株式会社リノ 5260001023069 通常枠 銘菓をリノベーション！健康・安全なオリジナル羊羹を世界へ展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00139 ブライダル株式会社岡山いしかわ 9260001005930 通常枠 健康志向でテイクアウト可能なセルフカフェ事業 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 備前市 R2332U00141 株式会社竹田鉄工所 3260001021603 通常枠 水力発電用スピ－ドリング（ケーシング）事業への新規事業転換 株式会社商工組合中央金庫

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00144 株式会社下電ホテル 8260001013645 通常枠 せとうちグランピング事業 税理士法人二宮事務所

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00145 内外インキ中国販売株式会社 7260001004835 通常枠 「ＥＣサイトから生産管理システムへの連携による小ロット特殊印刷」とＥＣサイトを活用した販売チャネル構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00146 株式会社テクノ 1260001011812 通常枠 産業用機械の経験を活かした非対面＆非接触型フィットネスクラブへの挑戦 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00147 有限会社國定農産 9260002003198 通常枠 籾殻を活用したシリカ素材の製造販売事業への展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00150 ワールドトレーディングサービスアンドシーオー 通常枠 デジタル技術を活用した最新型レンタルオフィス事業への参入 株式会社中国銀行

中国 岡山県 浅口市 R2332U00156 株式会社襟立製帽所 1260001025135 通常枠 帽子市場からテレワーク需要拡大に伴うホームファッション市場への進出 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00157 光矢工業株式会社 4260001026056 通常枠 プラント配管で培った技術を基に、製造環境構築によるサニタリー配管事業への参入 ひまわり経営サポート株式会社

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00161 タナカマシーナリー株式会社 3260002006264 通常枠 五軸加工機における歯切加工およびキー溝加工を行う新分野展開事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00162 株式会社リプロ 7260001007061 通常枠 ＳＤＧｓ（カーボンニュートラル）に対応する複合プラスチック再生処理技術の高度化（グリーン再生ペレット化事業） 株式会社中国銀行

中国 岡山県 笠岡市 R2332U00163 株式会社西山モータース 4260001018623 通常枠 外注依存からの脱却を図り、地域一番の自動車のトータル整備拠点化への挑戦 岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 真庭市 R2332U00166 株式会社辻本店 2260001022684 通常枠 菩提もと造りを活かした新製法で健康酒及びワイン市場へ進出 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00170 株式会社エコプラン 2260002013328 通常枠 岡山県産バナナを使ったジュース・スイーツの持ち帰り店を開店 株式会社中国銀行

中国 岡山県 都窪郡早島町 R2332U00171 早島・地所株式会社 2260001016678 通常枠 早島駅前倉庫リノベーションプロジェクトによる新事業展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00172 ＵＳＰ株式会社 1260001025837 通常枠 地域の未利用遡源を活用し環境に配慮した製炭事業の確立 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00177 株式会社総社カイタックファクトリー 8260001032918 通常枠 最先端のデニム加工技術の導入と抗菌アウトドアグッズの開発 株式会社エイチ・エーエル

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00178 焼酎道楽金星 通常枠 居酒屋事業からうどん事業への事業転換 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00180 株式会社ウェーブハウス 2260001007677 通常枠 高級キャンピングカーレンタル＆展示場兼ショールーム新設事業 笠岡信用組合

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00182 坂本織物有限会社 8260002018370 通常枠 伝統技術を活かした高級ギフトボックス製品への新分野展開事業 岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00183 アサゴエ工業株式会社 5260001000233 通常枠 リスクヘッジに対応する建設機械油圧部品用高難易度シェル中子生産への挑戦 公益財団法人岡山県産業振興財団



124 / 147
事業再構築補助金　第2回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠　採択案件一覧【全国統合版】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。

エリア 都道府県 市区町村 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型 事業計画名 認定支援機関名

中国 岡山県 和気郡和気町 R2332U00187 恒次工業株式会社 7260001021293 通常枠 長期優良住宅基礎向け大径金網製造への新分野展開による事業再構築の実現 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 玉野市 R2332U00190 玉野食品販売株式会社 5260001008771 通常枠 家族団らんを楽しむ郊外型ファミリー向け焼肉レストラン 株式会社山陰合同銀行

中国 岡山県 岡山市南区 R2332U00193 林電化工業株式会社 9260001011350 通常枠 レーザークラッディングによる部品補修ビジネス 有限会社エヌティ・クリエイト

中国 岡山県 英田郡西粟倉村 R2332U00195 株式会社西粟倉・森の学校 1260001021167 通常枠 中山間地の木材・食材の流通を束ねる生活提案企業への事業再構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00197 有限会社ナンバ洗い工場 5260002020172 通常枠 デザイン洗い加工の抗菌、防汚、撥水の高機能表面加工の提供 有限会社エヌティ・クリエイト

中国 岡山県 岡山市東区 R2332U00200 株式会社西大寺グランドホテル 8260001010221 通常枠 ホテルでテレワークができる！ビジネスパーソン専用「オフィスルーム」の新設 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 笠岡市 R2332U00201 有限会社エーアンドエス 9260002034251 通常枠 タマネギの皮むきカット加工による業務用向け契約取引の開拓 笠岡商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00207 日進ゴム株式会社 5260001005216 通常枠 バツグンに滑らない高機能パレット用ストッパーゴムの開発・製造 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00210 三基サービス有限会社 5260002004299 通常枠 生活改善・基礎体力づくりに貢献する複合型健康増進施設化計画 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市東区 R2332U00212 株式会社ターゲット． 1260001011242 通常枠 多業種対応型アプリプラットフォームの開発・運用と全国展開 岡山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 R2332U00213 有限会社猪木酸素玉島店 8260002016580 通常枠 福祉サービス事業における新たな提供方法の確立による業態転換 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00216 有限会社バランス 3260002008021 通常枠 古着による一点モノ・ワンオフものアップサイクルブランドの確立 有限会社エヌティ・クリエイト

中国 岡山県 笠岡市 R2332U00217 笠岡渡船 通常枠 旅行会社もビックリ！渡船という強みを活かした新分野展開事業 笠岡商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 R2332U00219 株式会社ＢＭＵ 8260001028726 通常枠 未来の担い手を育てる新たな教育環境ビジネス ＴＯＭＡ税理士法人

中国 岡山県 英田郡西粟倉村 R2332U00221 有限会社小松組 3260002030446 通常枠 コンテナハウス活用事業と自社遊休資産（山林）を活用したグランピング事業 岡山県商工会連合会

中国 広島県 広島市安佐北区 R2342S00002 ゆかり屋本舗株式会社 2240001015855 緊急事態宣言特別枠 冷凍スイーツの開発・商品化と、直販による販路拡大 金田　賢二

中国 広島県 広島市中区 R2342S00004 株式会社ＳＡＹ 4240001054694 緊急事態宣言特別枠 個人＆法人顧客を獲得するロボットと自社物流を活用した焼肉業態への転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 R2342S00005 株式会社ＮＳＧ 7240001041888 緊急事態宣言特別枠 自社デニム製品への顧客接点を拡大する美容事業への新分野展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 廿日市市 R2342S00006 株式会社Ａ＆Ｃ 2240001028618 緊急事態宣言特別枠 『ホテル内飲食店舗革新』による新たな市場・需要開拓　　セントラルキッチン・非接触など新たなホテルの活用 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 R2342S00007 ロックストック　ワンストック 緊急事態宣言特別枠 プライベートキャンプ場運営とキャンプグッズの製造販売の開始 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 広島市南区 R2342S00008 株式会社高松商店 4240001006324 緊急事態宣言特別枠 冷凍肉およびギフト商品の新商品開発による小売業（ＢｔｏＣ）進出 金田　賢二

中国 広島県 広島市中区 R2342S00009 有限会社笑福 9240002008026 緊急事態宣言特別枠 惣菜の全国インターネット販売を行う為、セントラルキッチン化による生産性及び品質の改善 広島信用金庫

中国 広島県 広島市西区 R2342S00010 合同会社グっとくるカンパニー 2240003003429 緊急事態宣言特別枠 炭火焼肉を用いたペットフードをキッチンカーやＥＣサイト販売する計画 公益財団法人ひろしま産業振興機構

中国 広島県 呉市 R2342S00012 ドヒハウス株式会社 1240001026259 緊急事態宣言特別枠 温泉付きグランピング施設の整備及び運搬可能な小型コテージの販売 呉信用金庫

中国 広島県 呉市 R2342S00013 株式会社リフテック 9240001027456 緊急事態宣言特別枠 ウイズコロナ時代に新しいライフスタイルを提案するキャンピングカーの中古改造事業 堀江コンサルティングオフィス株式会社

中国 広島県 府中市 R2342S00015 株式会社鎌倉 8240001040468 緊急事態宣言特別枠 アパレル専用物流倉庫事業への進出による事業再構築計画 税理士法人田邉会計事務所

中国 広島県 廿日市市 R2342S00016 有限会社博多商店 1240002036785 緊急事態宣言特別枠 観光客激減に対応する新分野展開としてのご当地餃子製造販売事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 三次市 R2342S00019 株式会社日本工芸 1240001025186 緊急事態宣言特別枠 額縁製作の技術力を活かした多角形ケース市場への新規参入事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 尾道市 R2342S00020 ゆうじん窯 緊急事態宣言特別枠 「茶道教室＆民間学童」の実施と「移動茶室」の運営 尾道商工会議所

中国 広島県 福山市 R2342S00021 株式会社ディーフィールド 9240001033149 緊急事態宣言特別枠 鞆の浦の地域活性化に一役買う空き家再生プロジェクト 税理士法人ＳＩＮ

中国 広島県 広島市西区 R2342S00022 メディカルシステム株式会社 5240001011728 緊急事態宣言特別枠 ＱＲコード読込による検査結果閲覧スマートフォンアプリケーションの開発 株式会社広島銀行

中国 広島県 尾道市 R2342S00025 尾道ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ株式会社 7240001047935 緊急事態宣言特別枠 屋上と温泉水を活用した農園と収穫体験付きグランピングによる新分野展開 尾道商工会議所

中国 広島県 福山市 R2342S00026 株式会社アペックスインターナショナル 8240001029783 緊急事態宣言特別枠 瀬戸内活魚の恵みを体感する寿司のデリバリー・ＥＣ物販サービスの提供 株式会社ワタオカＳ＆Ｃ

中国 広島県 広島市中区 R2342S00027 バックステージ整骨院 緊急事態宣言特別枠 整体・トレーニング・脱毛を兼ね備えるトータルボディケア整骨院 広島信用金庫

中国 広島県 呉市 R2342S00028 アロフト株式会社 6240001000663 緊急事態宣言特別枠 新たな商品開発と新技術の導入によるインターネット販売の展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 R2342S00029 株式会社ＮＯ　ＬＩＭＩＴ　ＦＡＣＴＯＲＹ 6240001048240 緊急事態宣言特別枠 自治体と協業しドローンを活用した地域防災事業の事業再構築計画 税理士法人田邉会計事務所

中国 広島県 江田島市 R2342S00030 長田製菓舗 緊急事態宣言特別枠 老舗和菓子屋が観光客及び地元住民に一息つけるカフェ（憩いの場）の提供事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 呉市 R2342S00031 株式会社ファイン 6240001043646 緊急事態宣言特別枠 観光飲食店からＥＣを中心とした総合観光ビジネスへの業種転換 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 R2342S00032 株式会社ＢＯＯＮ　Ｆａｃｔｏｒｙ 9240001035871 緊急事態宣言特別枠 「果物×大福」による備後果物の魅力を発信！「備後フルーツ大福」販売計画 税理士法人あじさい会計

中国 広島県 尾道市 R2342S00034 尾道お好み焼きぽっぽ家 緊急事態宣言特別枠 焼きたての味をご家庭で！客席縮小による急速冷凍設備導入で業態転換事業 尾道商工会議所

中国 広島県 広島市西区 R2342S00035 株式会社平安堂梅坪 8240001010660 緊急事態宣言特別枠 焼き菓子生産設備を活用した他社ブランド商品のＯＥＭ生産事業 税理士法人　きずな

中国 広島県 尾道市 R2342S00037 尾道観光土産品協同組合 5240005012697 緊急事態宣言特別枠 “尾道らしさ”を全面に出したテイクアウト商品の開発・販売計画 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 呉市 R2342S00038 株式会社武田組 9240001027638 緊急事態宣言特別枠 低温有機物分解装置の試作機及び生産設備の導入による再構築事業 呉信用金庫

中国 広島県 広島市中区 R2342S00039 コレクタス株式会社 3240001042072 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍における新たな販売戦略構築による珈琲豆焙煎事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 R2342S00042 うるぐす 緊急事態宣言特別枠 １５時開店のファーストフード感覚立ち飲み串カツ店の事業化 税理士法人長谷川会計

中国 広島県 尾道市 R2342S00043 みなと海運株式会社 9240001038593 緊急事態宣言特別枠 新たな港湾荷役品目の取り扱いによる新分野展開 尾道商工会議所

中国 広島県 三原市 R2342S00044 株式会社エスワン・グループ 5240001040033 緊急事態宣言特別枠 ３５年の洋食経験と新たなデジタル技術を活かした揚げ物専門店へ挑戦 しまなみ信用金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 R2342S00045 株式会社優和 9240001048733 緊急事態宣言特別枠 古代魚・淡水魚専門販売のデジタルプラットフォーム事業 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 呉市 R2342S00046 ＳＫ　ｆａｖ． 緊急事態宣言特別枠 ドローンのメンテナンス、修理場の開設とオリジナルドローンの製作販売 呉商工会議所

中国 広島県 三原市 R2342S00047 株式会社ユーアンドミィー 4240001040257 緊急事態宣言特別枠 高級食パン製造販売事業開始による事業再構築 株式会社中国銀行

中国 広島県 三次市 R2342S00049 マスダランドビル株式会社 8240001024512 緊急事態宣言特別枠 「暮らしをパンで豊かにする」家づくり事業 三次商工会議所

中国 広島県 広島市中区 R2342S00051 有限会社村長の店 2240002022108 緊急事態宣言特別枠 インターネットを通じた「広島風お好み焼き」の冷凍販売 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 R2342S00052 株式会社ＩＬ　ＰＯＬＩＰＯ 2240001047064 緊急事態宣言特別枠 飲食提供サービスからイタリアンドルチェ＆パニーニ専門店への新分野展開 黒田　健治

中国 広島県 広島市中区 R2342S00053 株式会社三葉商会 4240001011423 緊急事態宣言特別枠 急速冷凍を利用したオンライン販売による新規顧客の獲得　ベジタリアンお好み焼きを全国へ イーエムイーコンサルタンツ株式会社

中国 広島県 尾道市 R2342S00054 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｆｅｌｉｘ 緊急事態宣言特別枠 地元生産者協同「おうちで本格イタリアン」惣菜等の開発・販売 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市佐伯区 R2342S00055 株式会社ＳＯＵＬＯＶＥＲ 7240001055748 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍からの脱却！おそうじビジネスでＶ字回復！ 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 R2342S00056 大衆酒場やぶき 緊急事態宣言特別枠 選択と集中による設備刷新によって利益率と生産性の向上を実現し新たな販路を獲得する 株式会社メビウスマネジメントサービス

中国 広島県 世羅郡世羅町 R2342S00057 株式会社ｇｒｅｅｎ　ｈａｎｄ 1240001045168 緊急事態宣言特別枠 地域コラボ商品開発によるオール世羅町キッチンカーで！低投資高収益事業へのチャレンジ 田村育生

中国 広島県 廿日市市 R2342S00058 伊都岐株式会社 7240001029149 緊急事態宣言特別枠 菓子製造事業でコーヒー以外の柱のみやじまスコーンを開発する 広島信用金庫

中国 広島県 広島市西区 R2342S00059 株式会社ライフ・ビート 7240001016808 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトとクラウド型レジでどこでもデータ管理、売上アップ！ 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

中国 広島県 広島市西区 R2342S00060 Ｐ－ｓｔｙｌｅ株式会社 5240001047697 緊急事態宣言特別枠 沖縄発！屋外結婚式場運営に参入しニーズの高い結婚式の実施 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 広島市安佐南区 R2342S00061 株式会社エイチテラス 2240001010220 緊急事態宣言特別枠 居酒屋事業から本格炭火焼肉事業への新分野展開。 株式会社伊予銀行

中国 広島県 広島市西区 R2342S00062 株式会社Ｓｏａｒ 3240001048557 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトとアプリを活用した資源の再利用事業への参入 寺崎　兼司

中国 広島県 尾道市 R2342S00063 おきなわんふーどがちまやぁ 緊急事態宣言特別枠 精肉小売店・ステーキ飲食店の融合による食のトータル提供 株式会社中国銀行
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中国 広島県 広島市中区 R2342S00064 株式会社きっかわ 3240001050133 緊急事態宣言特別枠 新規料飲部門を立ち上げ新たな顧客を獲得する 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 R2342S00065 株式会社Ｋ－ＳＴＹＬＥ 4240001054488 緊急事態宣言特別枠 事業ポートフォリオの見直しによるリスク分散と自社の強みを活かすための事業再構築 株式会社メビウスマネジメントサービス

中国 広島県 広島市東区 R2342S00067 株式会社シンテックコーポレーション 1240001014222 緊急事態宣言特別枠 「健康・味」に特化した新技術の冷凍食品でＥＣ販売を行う 広島商工会議所

中国 広島県 福山市 R2342S00069 有限会社瀬戸活魚センター 2240002041371 緊急事態宣言特別枠 青魚用輸送設備導入を通した業態転換と新ブランド養殖魚の安定供給 株式会社中国銀行

中国 広島県 廿日市市 R2342S00070 有限会社はやし 7240002036796 緊急事態宣言特別枠 キッチンカー及びギフト通販事業の立上げによる新需要開拓 広島信用金庫

中国 広島県 尾道市 R2342S00071 有限会社東山 2240002051247 緊急事態宣言特別枠 誰一人諦めない、身近な近親者で行う安心安全の小さな結婚式事業 尾道商工会議所

中国 広島県 福山市 R2342S00072 有限会社アゲイン 9240002039070 緊急事態宣言特別枠 様々なリペア加盟店を集めた修理に特化した専門ＷＥＢサイト開設 しまなみ信用金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 R2342S00074 三政物産株式会社 4240001012792 緊急事態宣言特別枠 共同開発した新建材をリモート営業により新市場で事業化する計画 株式会社山陰合同銀行

中国 広島県 廿日市市 R2342S00075 上野　克也 緊急事態宣言特別枠 国家資格有資格者による中国地方初のＥＭＳトレーニングジム開業 廿日市商工会議所

中国 広島県 広島市中区 R2342S00076 株式会社ＳＰパートナーズ 4240001042889 緊急事態宣言特別枠 住宅リノベーション事業参入の為のモデルルーム新設 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 R2342S00077 株式会社兼田水産 2240001027479 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈコロナを見据えた、アウトドア分野での新規顧客開拓への挑戦 広島県商工会連合会

中国 広島県 三原市 R2342S00078 高掛　智朗 緊急事態宣言特別枠 日帰りでも百島満喫！マリンアクティビティ事業への業種転換 公益財団法人ひろしま産業振興機構

中国 広島県 廿日市市 R2342S00080 ＣＡＦＥれあれあの実 緊急事態宣言特別枠 既存のカフェ事業を最大に活かした新たな広告宣伝事業への展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市南区 R2342S00082 ミシマ株式会社 3240001011366 緊急事態宣言特別枠 小分けにしたクラフトビール・酒類を個人へデリバリーする事業 特定非営利活動法人ＩＴコーディネータ広島

中国 広島県 広島市西区 R2342S00083 株式会社スリーシェル 6240001052201 緊急事態宣言特別枠 一年中シーズン真っ盛り海の家によるキッチントレーラー企画 広島市信用組合

中国 広島県 広島市西区 R2342S00084 株式会社プレミール 5240001044653 緊急事態宣言特別枠 神社とコラボしたハンバーグと特産品セットのサブスクリプション 広島商工会議所

中国 広島県 呉市 R2342S00087 銘酒処　酒狸 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍を見据えた居酒屋の呉海自カレー屋への抜本的なリニューアルオープン 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 R2342S00089 株式会社いけだ屋 6240001014465 緊急事態宣言特別枠 持ち帰り飲食サービス「とりから揚げ店」と「餃子の無人販売店」の併設店舗の新規出店計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 R2342S00091 有限会社ノーブル 1240002032917 緊急事態宣言特別枠 空きスペースを利用し、地域の子供を対象としたＳＴＥＭ教育・学習支援事業 公益財団法人くれ産業振興センター

中国 広島県 東広島市 R2342S00093 有限会社東立工業 6240002028852 緊急事態宣言特別枠 人間・ペット共により美味しく健康にする新たな事業展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 R2342S00094 株式会社ｉｓａｉ 6240001051046 緊急事態宣言特別枠 福祉事業の飲食産業への参入事業 山本　直輝

中国 広島県 広島市中区 R2342S00096 ビースタイル 緊急事態宣言特別枠 パーソナルトレーニングとオンライントレーニングでコロナから脱却 ＨＳＫＣ税理士法人

中国 広島県 広島市中区 R2342S00097 株式会社ＰＡＬＭ　ＳＴＯＲＥ 3240001051049 緊急事態宣言特別枠 出張バーベキュー事業による新分野展開 田久保　普三

中国 広島県 廿日市市 R2342S00099 厳島株式会社 5240001029051 緊急事態宣言特別枠 テイクアウトしやすい店舗作りと新商品によるターゲット拡大計画 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 R2342S00100 株式会社Ｇ－ｎｅｔ 4240001019276 緊急事態宣言特別枠 児童発達支援事業所ゆめラボで子供たちの未来を創る 山根　陽介

中国 広島県 広島市中区 R2342S00102 株式会社大和屋酒舗 4240001046361 緊急事態宣言特別枠 食品会社、生産者一体となったそうざいの開発と店舗の新設 川上　正人

中国 広島県 福山市 R2342S00106 株式会社グラットン 1240001033255 緊急事態宣言特別枠 「美と健康に良い発酵食品」の卸・小売り業界に進出 税理士法人アクセス

中国 広島県 尾道市 R2342S00107 有限会社檀上カバン店 8240002050895 緊急事態宣言特別枠 スニーカーの履き心地を体感できるフラットシューズ開発によるＥコマース事業 野田　尚紀

中国 広島県 広島市南区 R2342S00110 ｏｒｉｇｉｎｇ株式会社 3240001049266 緊急事態宣言特別枠 ハイブリッド型果物店　地元広島の果物小売とフルーツサンドのテイクアウト販売 山田　紳太郎

中国 広島県 安芸郡海田町 R2342S00112 株式会社コネクト 7240001051879 緊急事態宣言特別枠 国産ブランド鶏を使用したテイクアウト専門からあげ店の多店舗展開 山田　紳太郎

中国 広島県 広島市中区 R2342U00004 有限会社ア・ボン 1240002020005 通常枠 焼き肉店の新規展開による事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

中国 広島県 東広島市 R2342U00005 有限会社上瀬組 5240002029067 通常枠 とび工に特化した事業からの脱却で鉄骨製造への進出計画 北浜グローバル経営株式会社

中国 広島県 府中市 R2342U00006 橘高工業株式会社 3240001052914 通常枠 ドローンを利用し、建設・災害現場などで測量・点検等を行う。 河村　万紀子

中国 広島県 府中市 R2342U00008 真辺工業株式会社 9240001034345 通常枠 半導体装置部品分野への新規参入のための５軸制御マシニングセンターを用いた製造プロセスの確立 株式会社商工組合中央金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 R2342U00011 南工株式会社 9240001007788 通常枠 新分野である住宅設備、食品分野等への展開によるＶ字回復計画 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 呉市 R2342U00012 株式会社マルフジ電機 4240001026578 通常枠 自社オリジナルのリモートエンジニアロボットを製造する環境の建築 呉信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 R2342U00015 合同会社ジャオ 1240003001235 通常枠 こだわりのコーヒーとスイーツのテイクアウト事業計画 税理士法人あおぞら会計事務所

中国 広島県 広島市中区 R2342U00017 株式会社ＣＲＥＡＴＩＶＥ　ＬＡＢ 8240001042068 通常枠 インキュベーション施設創設によるコロナに負けない強い地域創出事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 R2342U00021 有限会社松本商店 2240002034128 通常枠 建屋改装及び設備導入による新分野展開を図り、販路拡大と売上拡大を目指す 公益財団法人くれ産業振興センター

中国 広島県 福山市 R2342U00022 株式会社さとう工芸 2240001029351 通常枠 家具屋が空間コーディネートをサポートします。 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 R2342U00024 有限会社岩船水産 7240002038355 通常枠 海と人、地域と人をつなぐ卸売業から新しい小売業へ！ＥＣ販売による事業再構築計画 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 R2342U00026 有限会社徳永化成 3240002047467 通常枠 ４５０ｔ大型プラスチック成型機導入による新市場参入計画 しまなみ信用金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 R2342U00031 株式会社セイワ技研 1240001005436 通常枠 輸出対応機能の新工場棟と最新デジタル技術活用の営業システムを導入しグローバル市場へ挑戦 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 R2342U00032 株式会社青木鐵工 8240001033554 通常枠 環境負荷低減ガスタービン向け部品等の製造によるエネルギー市場の進出 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 R2342U00034 入江株式会社 8240001033562 通常枠 特殊表面処理工程受注事業の事業化による新たな金属製品市場への参入 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 東広島市 R2342U00035 株式会社高田工業 4240001050446 通常枠 半導体市場進出による多角化を実現し不確実性の脅威に対応する 呉信用金庫

中国 広島県 福山市 R2342U00038 有限会社北川工作所 5240002038638 通常枠 高精度加工と厳格な品質管理体制の構築による新規市場参入と技術力向上の実現 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 尾道市 R2342U00044 株式会社京泉工業 5240001038003 通常枠 薄板材に対する自社一貫生産体制の確立による新市場への展開 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 福山市 R2342U00045 株式会社宮崎商会 7240002043306 通常枠 そのまま食べられる柔らかいフリーズドライ食品の製造販売に進出 株式会社中国銀行

中国 広島県 東広島市 R2342U00046 おいしい約束株式会社 2240001022380 通常枠 コロナ感染リスクを低減したオーダー制の焼肉店兼セントラルキッチンへの業態転換計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 尾道市 R2342U00048 ポアスペシャルティコーヒー 通常枠 焙煎機導入および店舗増築による新商品製造販売体制の構築 広島県商工会連合会

中国 広島県 江田島市 R2342U00049 株式会社ＧＮ　ＬＡＢＯＲＡＴＯＲＹ 1120001166414 通常枠 江田島オンライン市場　地域活性化に繋ぐ活魚類のライブオークション 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市安佐北区 R2342U00052 株式会社ダイヤス食品 6240001016008 通常枠 宅配弁当のノウハウを活かし冷凍調理事業で高齢者向け食事支援 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市佐伯区 R2342U00055 株式会社山陽タオル 4240001003750 通常枠 高級美容サロン向けインナーガウンの全国宅配サービス 税理士法人長谷川会計

中国 広島県 廿日市市 R2342U00057 株式会社広島精機 8240001028100 通常枠 ＯＥＭビジネス（受注生産型企業）から脱却し開発型メーカーへ 広島信用金庫

中国 広島県 東広島市 R2342U00058 応原工業株式会社 5240001022428 通常枠 自動車内装品の金型製作経験を活かすＥＶ用内装品の量産計画 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 R2342U00062 合同会社日本不動産情報センター 3240003003650 通常枠 営農型発電事業への新事業展開 磐田商工会議所

中国 広島県 広島市南区 R2342U00066 特定非営利活動法人まちづくりコミュニティデザイン研究所 3240005012591 通常枠 買い物難民を救う地域スーパーと提携した移動スーパー事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 R2342U00067 株式会社中野鉄工所 3240001007892 通常枠 高精度加工設備導入と製造環境づくりにより水素サプライチェーンへの新進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 R2342U00068 株式会社Ａｃｅ－１ 9240002002086 通常枠 最新測量ヘリコプター導入による、測量業務の新サービス開発と売上拡大 株式会社ＪＡＰＡＮ　Ｂｒａｎｄ　ＨＡＬ

中国 広島県 府中市 R2342U00069 株式会社内海機械 7240001034140 通常枠 製造ノウハウの活用とＩＯＴ投資により、食品機械部品への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 R2342U00071 株式会社アイ・エム・シーユナイテッド 1240001017332 通常枠 開発モデル事業を再構築し、成長市場への新規進出で経営多角化実現 中村　清悟

中国 広島県 尾道市 R2342U00073 マツショウ株式会社 1240001050283 通常枠 新規設備導入により半導体製造機器分野への新分野展開 両備信用組合

中国 広島県 東広島市 R2342U00074 株式会社ハピセ 6240001046194 通常枠 新分野展開による同業の整備工場向け整備ソフトの開発・販売 広島信用金庫
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中国 広島県 広島市安佐南区 R2342U00076 株式会社Ｋｏｕｅｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ 6240001003170 通常枠 アジア圏初！審美性の高いフラット型円筒パッケージの自動化による高付加価値製品の製造計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 尾道市 R2342U00077 有限会社光藤鉄工所 7240002051523 通常枠 新規設備導入による大口径・長尺部品製造事業への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市南区 R2342U00079 株式会社平山工業 3120002065555 通常枠 パルスレーザークリーニング技術を応用した金型メンテナンス事業の展開 尼崎信用金庫

中国 広島県 福山市 R2342U00080 合同会社うきうきわくわく 8240003003464 通常枠 重度障がい児向け預かり（保育所）サービス市場への進出計画 株式会社ダイワマネジメント

中国 広島県 福山市 R2342U00081 森本工業有限会社 4240002043465 通常枠 ファイバーレーザー切断機導入による製缶業から精密板金加工業への新分野展開 岡田　卓也

中国 広島県 福山市 R2342U00083 ヤマオカ株式会社 7240001032490 通常枠 ボトルネックの検査工程を強化し新製品受注体制を構築 中村　清悟

中国 広島県 福山市 R2342U00084 株式会社成伸工業 4240001034928 通常枠 鉄骨加工時に発生するロスを活用した鉄スクラップ卸売業への進出 株式会社中国銀行

中国 広島県 府中市 R2342U00085 株式会社高橋工業 2240001034211 通常枠 高剛性マシニングセンタの導入による新市場向け加工体制の構築 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 尾道市 R2342U00088 因島精機株式会社 4240001037807 通常枠 塗装機器・大型塗装ブースを新規導入し、塗装事業への新分野展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 東広島市 R2342U00089 日新産業株式会社 3240001022982 通常枠 多様化したニーズを取り込む新たなサービス提供 株式会社広島銀行

中国 広島県 三次市 R2342U00090 有限会社寿産業 4240002030604 通常枠 コロナ禍における巣ごもり消費需要に対応した胴縁の一貫生産体制構築によるコロナに強い事業再構築 森若　壽英

中国 広島県 呉市 R2342U00092 有限会社宮秀建設 3240002034944 通常枠 タグボート新造により曳船業という新たな市場に挑戦する。 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 R2342U00094 株式会社都 3240001032321 通常枠 地元で高く支持されているレストランメニューを弁当で再現する 川上　正人

中国 広島県 廿日市市 R2342U00102 株式会社ワコー 4240001028178 通常枠 鏡面研磨の導入で実現する高付加価値化・低コスト化・新市場への進出 株式会社クフウシヤ

中国 広島県 呉市 R2342U00107 株式会社あすなろ旅倶楽部 4240001026958 通常枠 呉とその周辺のお客様が気軽に通える脱毛サロンを開業する 呉信用金庫

中国 広島県 廿日市市 R2342U00111 株式会社イワタ木工 7240001045757 通常枠 木工用刃物・金属治具の製造ノウハウを活かした金属製品製造業 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 R2342U00112 有限会社オノダ 8240002039897 通常枠 鉄工所の技術を活かした『移動もできるオーダーメイド省エネコンパクト住宅』の製作 両備信用組合

中国 広島県 広島市安芸区 R2342U00117 株式会社ヒラオカ 8240001009918 通常枠 酒類販売業から製造業（クラフトビール製造）に新規参入する事業 呉信用金庫

中国 広島県 広島市中区 R2342U00119 株式会社コンプリート・サークル 9240001015337 通常枠 株式会社コンプリート・サークル「テイクアウト専用窓口併設店舗への業態転換」 アイ・グローバルサービス税理士法人

中国 広島県 呉市 R2342U00122 オカモト産業株式会社 8240001025584 通常枠 鉄鋼業のカーボンニュートラルに貢献できるリサイクル加炭材の製造事業 株式会社伊予銀行

中国 広島県 福山市 R2342U00132 山崎機工株式会社 9240001032448 通常枠 超硬丸棒研磨の高精度化による新分野展開 岡田　卓也

中国 広島県 庄原市 R2342U00134 平和印刷株式会社 4240001025027 通常枠 スモールビジネスや個人需要に対応した製品・サービスの提供 広島県商工会連合会

中国 広島県 尾道市 R2342U00137 新松浦産業株式会社 9240001038172 通常枠 ＧＦＲＰ金型部品加工業への市場参入による事業再構築 株式会社中国銀行

中国 広島県 三次市 R2342U00138 株式会社のば牧場 2240001050092 通常枠 繁殖・肥育一貫経営を基礎とした６次産業化の推進（牧場経営から精肉・惣菜販売への新分野展開） 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 R2342U00140 丸繊株式会社 3240001022801 通常枠 ＯＥＭ縫製工場による働く女性を支える自社ブランドの構築 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 R2342U00141 株式会社木村砕石 3240001006630 通常枠 コロナ禍における経営合理化（砕石廃土のリサイクル＆新製品開発）事業 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市安佐北区 R2342U00146 有限会社トライテック 4240002011496 通常枠 浅層埋設防護板『ＢＯＧＯ－ＭＡＸ』製造体制構築による新規市場参入 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 R2342U00149 株式会社イシイホールディングス 3240001036082 通常枠 地域密着型のトータルカーライフサポート事業者への業種転換 株式会社伊予銀行

中国 広島県 広島市中区 R2342U00156 株式会社ＬＣ 9240001042050 通常枠 看板の企画、デザイン、製作をワンストップ・短納期でお届け 棚田　秀利

中国 広島県 安芸郡海田町 R2342U00160 株式会社イガワテック 6240001036765 通常枠 高難易度・国内製造金型の最後の牙城　「外板部品金型製造への挑戦」 株式会社商工組合中央金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 R2342U00163 株式会社ＬｅＧ 2240001048649 通常枠 美容室が総合美容サロンとして脱毛とネイルサービスに新分野展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 R2342U00164 アリア 通常枠 犬のストレスを軽減するドッグラン付きドッグホテルの経営 山本　直輝

中国 広島県 世羅郡世羅町 R2342U00165 株式会社おへそ 1240001041555 通常枠 サワー種パンの抜本的な製法変更による専門問屋向け新製品の開発 広島県商工会連合会

中国 広島県 呉市 R2342U00169 リアライズ有限会社 8240002035995 通常枠 金属加工事業者向け工具部品の情報動画及び商品のネット販売事業 株式会社伊予銀行

中国 広島県 広島市西区 R2342U00178 株式会社アイ・グラン・ソリューション 9240001045805 通常枠 子供の命を守り、保育士不足解消の為の保育園ＩｏＴ化の全国展開 広島総合税理士法人

中国 広島県 東広島市 R2342U00181 有限会社ハイマックス 2240002028864 通常枠 金属加工高度化による関連多角化戦略・新製品製造による事業展開 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 R2342U00184 株式会社エヌテック 4240001034028 通常枠 多品種少量生産スタイルから超高精度量産アルミダイカストへの挑戦 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 広島市安佐南区 R2342U00185 株式会社ＲＩＳＥ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 6240001016783 通常枠 外部環境に左右されない事業構造へ転換し無公害型人工芝普及を促進 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 福山市 R2342U00189 株式会社キッチンヘルプ 5240001047755 通常枠 美味しさを追求した業界初の液体冷凍によるお粥シリーズの製造～販売 株式会社ビジネスブレイン

中国 広島県 広島市中区 R2342U00191 Ｕ合同会社 9240003004800 通常枠 自宅で繋がる食の情報を商品化する、オンラインサロン事業 黒田　健治

中国 広島県 世羅郡世羅町 R2342U00194 有限会社世羅きのこ園 4240002052879 通常枠 きのこ生産者が挑戦する、レストラン＆冷凍食品専門店の新分野展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 尾道市 R2342U00196 株式会社中国商会 7240001038307 通常枠 卸売業から機械加工事業までの一括体制の構築 しまなみ信用金庫

中国 広島県 尾道市 R2342U00197 株式会社オクモト 8240001037869 通常枠 飼料用米・有機肥料小売事業を通じた循環型社会の実現 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市西区 R2342U00198 株式会社三宅 5240001011513 通常枠 防犯システム企業による　土砂災害予知システムの新規開発 山田コンサルティンググループ株式会社

中国 広島県 広島市南区 R2342U00206 岸工業株式会社 8240001002559 通常枠 東広島工場大規模建替計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市市 R2342U00208 カザリ 通常枠 ＭＴＲ（移動型仮設飲食店）における新たなビジネスモデルの構築 広島県信用組合

中国 広島県 福山市 R2342U00209 株式会社ティエロー 2240001031381 通常枠 プログラム作成事業を軸にした、金型部品加工事業への逆参入 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市西区 R2342U00211 株式会社オンザライズ 2240001045976 通常枠 障害者の雇用維持・拡大させるため「先端技術」を活用した「６次産業化」を行なう 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 R2342U00213 株式会社栄光 4240001029928 通常枠 コロナ禍で加速する印刷業界の紙媒体縮小・多品種小ロット化の課題に対する、ロングテールへの高品質戦略 税理士法人たけむら

中国 広島県 東広島市 R2342U00214 豊テクノ株式会社 4240001023526 通常枠 豊テクノの技術力を生かした半導体分野への新規参入 税理士法人明星

中国 広島県 広島市安佐北区 R2342U00218 有限会社アイアイ・システム 1240002000080 通常枠 空調設備複合金属部品の高度マテリアルリサイクルシステムの構築 青山裕之

中国 広島県 呉市 R2342U00227 株式会社もみじ水産 8240001027795 通常枠 しらすや活魚をオンラインで消費者へ！しらす加工場併設ショップの展開 株式会社シャイン総研

中国 広島県 広島市南区 R2342U00228 ハングアウト 通常枠 ビールの概念を覆す新ビアスタイルに挑戦するブルワリーの設立 広島商工会議所

中国 広島県 三次市 R2342U00231 有限会社田畑折箱食品容器 8240002030179 通常枠 食品容器卸売業から店舗、ＥＣ、宅配販売を駆使した付加価値の高いアパレル業への事業転換 株式会社シェアードバリュー

中国 広島県 広島市西区 R2342U00236 藤栄鉄工株式会社 6240001007411 通常枠 レーザー切断で未来を拓く！超極厚難削材加工への挑戦 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 R2342U00237 有限会社ＴＭ・クロックワーク 4240002047425 通常枠 地方旅館がワ―ケーション等新たな観光マーケット開拓のため駅ナカ複合施設を開発 株式会社商工組合中央金庫

中国 広島県 福山市 R2342U00245 深江特殊鋼株式会社 7240001031864 通常枠 高精度大型５面マシニングセンター導入による高精度非鉄金属加工へチャレンジ 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 福山市 R2342U00247 株式会社ＴＯＲＮＯＳ 8240001053726 通常枠 宿泊事業者向けバックオフィス業務効率化ＳａａＳ「ＰＯＲＴＡ」 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市中区 R2342U00248 株式会社みづま工房 4240001011431 通常枠 瀬戸内とびしま地域活性化事業計画 税理士法人あおぞら会計事務所

中国 広島県 呉市 R2342U00252 シグマ株式会社 1240001026011 通常枠 レーザー溶接に対応したサイドエアバックインフレーター用ハウジング製造に伴う事業計画書 株式会社ＡＧＳコンサルティング

中国 広島県 呉市 R2342U00258 株式会社ダイキ 3240001026174 通常枠 働く意欲を持つ障害者をワンストップで受け入れる多機能型事業所ビルの開設 株式会社広島銀行

中国 広島県 安芸高田市 R2342U00259 新日本サービス株式会社 4240001024697 通常枠 自動販売機メンテナンス業における商流拡大事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 R2342U00262 丸天産業株式会社 6240001032211 通常枠 ホットメルト粘着剤を活用した新商品開発による事業領域拡大 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 R2342U00264 ナオライ株式会社 3240001047385 通常枠 日本酒由来のアミノ酸配合レジスタントプロテインサプリ開発と販売 田中　宏明
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中国 広島県 広島市安佐南区 R2342U00265 三洋企業株式会社 5240001003717 通常枠 業界初！！管路内調査メンテナンスサービスのサブスク事業立ち上げ 税理士法人ＳＩＮ

中国 広島県 廿日市市 R2342U00266 株式会社錦水館 9240001027935 通常枠 広島宮島に若年層の誘客を目的とした 世界文化遺産の「ワーケーション×ＳＮＳ映えフォト×想い出作りコンシェルジェ」 広島信用金庫

中国 広島県 呉市 R2342U00267 呉精器工業株式会社 8240001025741 通常枠 モータ・発電機の「革新的動的非分解総合検査システム」の導入による新規顧客の獲得 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 R2342U00271 株式会社プロウグレス 8240001041417 通常枠 建設会社による新生活様式にマッチした「非対面式デザイナーズホテル」の開業 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 R2342U00277 株式会社サトシゲ 6240001030719 通常枠 木材倉庫設備撤去と木材加工工場併設の塗装ブース導入による、ＢｔｏＣ進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 R2342U00278 東洋プラント株式会社 4240001031462 通常枠 ナレッジマネージメントと高度化による大型水処理施設への展開 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 広島市中区 R2342U00279 株式会社リライズ 5240001052904 通常枠 地元産飲食物と物産の販売、体験型観光を一体とした地方創生施設 広島商工会議所

中国 広島県 広島市安芸区 R2342U00282 有限会社ＢＥＡＴ 7240002025295 通常枠 旅館業展開による事業再構築計画 広島市信用組合

中国 広島県 福山市 R2342U00286 山陽パッケージシステム株式会社 5240001033012 通常枠 インクジェットプリンターと樹脂溶接ロボット導入による業態転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 三原市 R2342U00288 ＡＫＩプランニング有限会社 8240002054269 通常枠 コロナ後の時代に流れに沿った「直葬」「支援葬」に特化した事業への参入 株式会社シェアードバリュー

中国 広島県 竹原市 R2342U00291 株式会社三宅工業 9240001051794 通常枠 プラントのメンテナンス部品の一貫生産体制の構築で売り上げアップ 呉信用金庫

中国 広島県 竹原市 R2342U00294 株式会社オカモトテクノ 7240002049410 通常枠 新工場建築と同時５軸制御加工機導入による半導体分野への進出 沖村　直之

中国 広島県 福山市 R2342U00295 株式会社ユービーライフ 3240001040951 通常枠 「泊まれるショールーム」を活用した水廻りリフォーム業へ新分野展開 ベンチャープラス税理士法人

中国 広島県 広島市中区 R2342U00298 ぶると味 通常枠 広島県生口島においてのテイクアウト・お取り寄せ通販に特化した事業への転換移設計画 桒田　三秀

中国 広島県 安芸高田市 R2342U00299 ＢＯＰＯ　ｅ　ｊａｐａｎ株式会社 5240001046501 通常枠 美容室の多角化展開　パンの製造販売へ進出 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 R2342U00303 株式会社ＴＯＧＡ 5240001049009 通常枠 個室の囲炉裏付き食事処と露天風呂付き客室による完全コロナ対応型宿泊施設の運営 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 大竹市 R2342U00309 中川製袋化工株式会社 5240001028482 通常枠 カーボンニュートラルに向けたバイオマス原料配合ごみ袋開発・製造事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 R2342U00315 有限会社花園 2240002013494 通常枠 邸宅葬儀と仏壇販売の相乗効果による新業態店の確立 呉信用金庫

中国 広島県 広島市安佐北区 R2342U00316 株式会社志和工業 4240001016827 通常枠 治具開発技術と自動化設備を生かした自転車・電動車分野への新規参入 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 山県郡北広島町 R2342U00319 有限会社大朝交通 2240002029631 通常枠 バス会社の地域まるごとブランディング、コロナに真っ向勝負！ 広島県商工会連合会

中国 山口県 防府市 R2352S00001 ニューショパール 緊急事態宣言特別枠 地元地域に密着した温浴サロン事業の展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 R2352S00006 うお華株式会社 5250001017278 緊急事態宣言特別枠 鮮魚卸売業が営む海産物のお造りテイクアウト及び配達・輸出事業 岸本　康司

中国 山口県 美祢市 R2352S00007 株式会社楽喜 3250001004666 緊急事態宣言特別枠 輸出入ネット通販ビジネスと自社ブランド商品開発による新市場開拓 山口県商工会連合会

中国 山口県 下関市 R2352S00009 有限会社竹園 6250002011675 緊急事態宣言特別枠 老舗温泉旅館が宿泊者及び近隣住民を対象に新規に整体院を事業化 西中国信用金庫

中国 山口県 防府市 R2352S00010 有限会社植たお 3250002003948 緊急事態宣言特別枠 ［和加栄」ブランドを活用し、ニーズに沿った中食・内食市場への進出 株式会社山口銀行

中国 山口県 萩市 R2352S00011 ふくや 緊急事態宣言特別枠 スマートな新型立ち乗り電動バイクで新しい観光のサービスを開始 小松原　史雄

中国 山口県 山口市 R2352S00012 フェイバリット 緊急事態宣言特別枠 郊外の花屋が自然豊かな環境で、カフェスペースを、提供する新分野展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 R2352S00014 有限会社玄洋社 1250002012819 緊急事態宣言特別枠 地域資源を活用した缶詰製品の生産 税理士法人未来

中国 山口県 下関市 R2352S00015 株式会社トルビ 4250001015828 緊急事態宣言特別枠 ふぐ料理屋の開業による下関ふぐブランド再興計画 税理士法人ＴＡパートナーズ

中国 山口県 萩市 R2352S00016 鍋屋食品有限会社 1250002013288 緊急事態宣言特別枠 山口県萩産の柑橘からオイルを抽出し、高品質な化粧品原料として新たな分野を構築する。 萩商工会議所

中国 山口県 下関市 R2352S00017 有限会社ふじ珈琲 7250002010726 緊急事態宣言特別枠 既存技術と地域の農産品を活用した防災食品の開発で売上回復 市竹　敦

中国 山口県 長門市 R2352S00018 株式会社Ｈｏｍｅｙ 4250001016198 緊急事態宣言特別枠 長門やきとりを広めるための惣菜製造業の工場設置と体制構築 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 R2352S00021 株式会社海 4250001005226 緊急事態宣言特別枠 雑魚や廃棄部位を活用したキャットフードの製造販売業への進出 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 R2352S00022 株式会社アプスシステム 2250001001598 緊急事態宣言特別枠 映像情報自動制作システムの開発と運用 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 R2352S00023 有限会社ユリ商事 8250002007795 緊急事態宣言特別枠 焼肉店による食肉販売の小売事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 萩市 R2352S00024 株式会社萩鮮 9250001017076 緊急事態宣言特別枠 鮮魚の直送事業から新たなサブスクへの取り組みとレトルト加工品の製造 山口県中小企業団体中央会

中国 山口県 下関市 R2352S00025 レンフードサービス株式会社 7250003001765 緊急事態宣言特別枠 全国初「本格牛タン・ふぐ刺しセット」のオンライン販売事業			 西中国信用金庫

中国 山口県 下関市 R2352S00026 株式会社Ｌａｍｐｓ 4250001015448 緊急事態宣言特別枠 ｗｉｔｈコロナを乗りこなす新しい飲食形態！フードトラックによる地域貢献 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 R2352U00001 有限会社周南Ｆｏｏｄ・Ｃｏｒｅ 7250002015171 通常枠 地元の素材を活かした水産加工食品の製造 村上　龍宏

中国 山口県 岩国市 R2352U00006 株式会社マサ・エンジニアリング 1250001012381 通常枠 新工法による施工で新たな受注分野を開拓する計画 株式会社経営情報センター

中国 山口県 下松市 R2352U00010 高畑鉄工株式会社 2250001009575 通常枠 特殊肉盛溶接技術を活かした熱延ラインのローラーシャフト等の摩耗に対する補修事業 シェアビジョン株式会社

中国 山口県 山口市 R2352U00016 有限会社ＢｏｏＢｏｏステージ 4250002000110 通常枠 自動車専門家が運営するオートキャンプ場の新しい楽しみ方を提供する新分野展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 R2352U00022 株式会社三木鉄工 1250002012397 通常枠 ロボットによる自動切断溶接機を活用し、大口径溶接継手製作に挑む。 礒本　眞

中国 山口県 光市 R2352U00023 株式会社友松商店 4250001009755 通常枠 スマートファクトリーを起点とした水産業イノベーション戦略 株式会社山口銀行

中国 山口県 美祢市 R2352U00037 有限会社飯田石油 3250002007346 通常枠 寝具の衛生環境改善に向けた「フトン丸洗い」特化の有人型ランドリー事業 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 山陽小野田市 R2352U00038 株式会社サンヨー 2250001004601 通常枠 食品加工メーカーや外食チェーンに向けた新たな加熱加工品に対する取組 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 R2352U00040 野村興業株式会社 2250001006151 通常枠 アスベスト除去時における人体被害を抑えた集じん超高圧水洗工法 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 R2352U00041 太華工業株式会社 1250001009015 通常枠 金属加工の高度化による多角化戦略として半導体分野等へ進出する 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 R2352U00043 株式会社コプロス 4250001005432 通常枠 地場ゼネコンの民間工事シフト戦略 株式会社山口銀行

中国 山口県 岩国市 R2352U00044 有限会社堀江酒場 1250002018865 通常枠 コロナ禍におけるサスティナブルな商品開発に向けた設備対応と輸出拡大による売上向上 株式会社山口銀行

中国 山口県 下松市 R2352U00045 株式会社山田事務所 2250001009690 通常枠 日帰り温泉施設の特性を活かした地域密着型のコワーキングスペース事業 松山　亮樹

中国 山口県 熊毛郡田布施町 R2352U00051 神和工業株式会社 9250001012705 通常枠 伸縮装置生産の為の最新レーザー切断機の導入 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 R2352U00052 高橋産業株式会社 3250001005846 通常枠 高評価の切削加工技術が活用できる半導体・医療用機器の成長分野への進出事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 R2352U00053 株式会社イソズプロ 6250001001611 通常枠 ソムリエが新たな「おうち時間」、「ライフスタイル」を提案するワイン小売業への進出 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 R2352U00054 株式会社長州興業 2250001000427 通常枠 建設資材の安定価格・安定供給による地域内建設業者及び自社の生産性向上の為の卸売業 萩山口信用金庫

中国 山口県 柳井市 R2352U00057 株式会社フジマ 8250001012978 通常枠 デジタル技術等を活用したテイクアウト及びデリバリーを中心とした店舗への新分野展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 R2352U00058 Ｙ’ｓ　Ｍｏｔｏｒ 通常枠 レンタルガレージでバイク事業に参入しバイク＆車のワンストップサービスを提供 中田　哲也

中国 山口県 山口市 R2352U00061 ＪＳＰ企画合同会社 3250003002239 通常枠 中国地方初の超体感型ＡＲテクノスポーツ施設の展開 松本　唯明

中国 山口県 宇部市 R2352U00065 有限会社プレシーアデザイン 5250002005182 通常枠 モデルルームの建設によるワークプレイスに特化した内装改築工事業への新規参入 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 R2352U00070 株式会社はとコンサルタント 8250001010718 通常枠 ＩＣＴを活用したリモート立会と可視化による地図情報の高度利用 武居　尚

中国 山口県 宇部市 R2352U00073 株式会社ふかの 7250001015081 通常枠 飲食店ブランドを活用した仕出し弁当事業の開始とセントラルキッチン開設 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 R2352U00080 株式会社ハニードライ 7250001006980 通常枠 洗濯で誰一人困らせない！！地域の超高齢化を支える洗濯サポート事業 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 R2352U00082 株式会社フアミリーフーズ 4250001006232 通常枠 地元のフグやジビエを取り入れた惣菜開発と直販開始 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 R2352U00085 株式会社はやし住宅 5250001006181 通常枠 秋根西町ｂｏｏｋ＆ｃａｆｅホテル事業 ワイエムコンサルティング株式会社
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中国 山口県 下松市 R2352U00086 有限会社フラップオートジャスティス 5250002015917 通常枠 車両展示販売から撤退し小鳥と暮らす日常を提案 株式会社山口銀行

中国 山口県 周南市 R2352U00087 三水園 通常枠 「橋本流創作料理」を主軸とした新事業展開による事業再構築 山口県商工会連合会

中国 山口県 周南市 R2352U00088 有限会社エリー 7250002014446 通常枠 中山間地のにおけるスマート農福連携型障害者支援事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 R2352U00091 株式会社サードプラネット 9080001012838 通常枠 遠隔管理ＰＯＳ機能付きクレーンゲーム機などを使用した無人クレーンゲームコーナーの運営 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 R2352U00092 株式会社湯田かめ福 4250001001381 通常枠 カフェ、バー、コワーキングスペースが融合した非接触型スマートカフェ事業の展開 小林　昭康

中国 山口県 山口市 R2352U00093 つちや産業株式会社 6250001000431 通常枠 みんなが山口県に行きたくなる！地域創生ブログプラットフォームの構築 小林　昭康

中国 山口県 周南市 R2352U00094 高橋鉄工株式会社 5250001008995 通常枠 大型化およびクリーン化による新分野展開 株式会社山口銀行

中国 山口県 大島郡周防大島町 R2352U00095 有限会社ふれ愛どうぶつ村 6250002020288 通常枠 感染症リスクに対応した事業展開による経営の安定化 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 R2352U00098 赤間醸造株式会社 4250001005093 通常枠 山口県名産果汁を使った「特注ふくぽん酢」の大量受注を機に設備導入を図り売上倍増の実現 株式会社山口銀行

中国 山口県 岩国市 R2352U00099 株式会社グランドチーフ 7250002018100 通常枠 地方に根付いたデリバリーサービスの提供・普及事業 西村　史也

中国 山口県 山口市 R2352U00100 株式会社チャッピィー 6250001001371 通常枠 新型コロナウイルス禍においても安心して暮らせる社会の実現 株式会社山口銀行

中国 山口県 周南市 R2352U00101 株式会社中村鉄工所 6250001009134 通常枠 大型正面ＮＣ旋盤導入による遠心分離機修繕の取り組み 株式会社山口銀行

中国 山口県 下松市 R2352U00102 株式会社スマイエ 5250001014481 通常枠 くつろげるご当地飲食店の開業で子育て世代と高齢者の住環境課題を解決 株式会社山口銀行

中国 山口県 美祢市 R2352U00108 株式会社美祢共同企画 2250001013866 通常枠 オゾン脱臭機によるウイルス感染対策をした美祢市唯一のインターネットカフェ ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 宇部市 R2352U00111 雄善 通常枠 不特定多数の人と交わることのない貸切戸建て店舗でコロナ対応 木下　敏彦

中国 山口県 下関市 R2352U00112 株式会社ベック 7250002012672 通常枠 健康に配慮し味にこだわったレストラン料理を高齢者施設へ卸販売を行う事業 沼田　浩一郎

中国 山口県 防府市 R2352U00115 Ｃ＆Ｄ株式会社 7250001002633 通常枠 山口にＥＣ拠点を作り、官民連携のサポートで山口のＥＣ活性化を図る！ 株式会社山口銀行

中国 山口県 柳井市 R2352U00123 株式会社山陽トーイ 7250001012459 通常枠 ５０年続いた店舗販売撤退からコンサル事業中心の業種大転換 株式会社山口銀行

中国 山口県 光市 R2352U00130 株式会社巽設計コンサルタント 4250001010259 通常枠 ２Ｄ設計から３Ｄ設計（ＢＩＭ）への業態転換による高加価値設計の提供 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 R2352U00132 株式会社大伝 9250001006624 通常枠 事業再構築による新しい市場へのチャレンジと未来への創造 株式会社山口銀行

四国 徳島県 吉野川市 R2362S00002 ブービーバードヘアー 緊急事態宣言特別枠 美容室からｗｉｔｈコロナ時代に対応するテイクアウト中心のカフェ経営 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 板野郡板野町 R2362S00003 タニオートサービス 緊急事態宣言特別枠 旧車レストアバイク製造販売業から自動車中古部品販売業へ転換を図る事業 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 小松島市 R2362S00004 有限会社市山煙火商会 7480002007526 緊急事態宣言特別枠 中小企業（緊急事態宣言特別枠） 平井　吉信

四国 徳島県 徳島市 R2362S00005 株式会社頂 8480001009844 緊急事態宣言特別枠 徳島の食材をご家庭で！居酒屋コースメニューのネット販売進出 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 美馬市 R2362S00006 リンクポイントサイライ 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによる飲食業態の事業再構築及び地域貢献 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 R2362S00008 株式会社ＴｒｕｅＰ 5480001009351 緊急事態宣言特別枠 周産期における女性のカラダづくり支援とコロナ禍におけるパーソナルトレーニングのオンライン化の確立 税理士法人後藤会計事務所

四国 徳島県 徳島市 R2362S00010 株式会社ツウゼロゼロ 3480001004016 緊急事態宣言特別枠 徳島にもっとシミュレーションゴルフを。大人の街で、インドアゴルフの普及を推進します。 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 R2362S00011 株式会社ＫＡＷＡＮＯ 8480001007988 緊急事態宣言特別枠 ギフトを通じて生涯に渡りお付き合いする徳島発のＥＣサイト 税理士法人ひまわり会計事務所

四国 徳島県 吉野川市 R2362S00012 阿部鮮魚店・和亭 緊急事態宣言特別枠 日本料理の技術で新感覚のアイスクリーム開発＆新市場開拓 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 R2362S00013 株式会社徳島ランドリー 5480001001762 緊急事態宣言特別枠 おしぼりの洗浄抗菌技術を活用した新たな飲食店専用クリーニングを事業化 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 鳴門市 R2362S00014 有限会社青柳 9480002012532 緊急事態宣言特別枠 収入に余裕がある世帯をターゲットとした通信販売事業 郡司　雅之

四国 徳島県 板野郡藍住町 R2362S00015 株式会社ＮＯＲＭＡＬ 3480001011391 緊急事態宣言特別枠 地元人気飲食店が挑む、セルフうどん店＆うどん弁当テイクアウト事業 税理士法人アクシス

四国 徳島県 板野郡藍住町 R2362S00016 Ａｆｔｅｒ　Ｇａｒｄｅｎ 緊急事態宣言特別枠 車×カフェ×美容で、女性のスキマ時間活用のニーズをつかむ事業 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 R2362S00017 阿波夢見酒場あさねぼう 緊急事態宣言特別枠 居酒屋店主が漁師町へ移住し、テイクアウト弁当事業に挑戦！ 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 R2362S00019 株式会社木の花 2480001008439 緊急事態宣言特別枠 フードコート・テイクアウト事業への参入 徳島信用金庫

四国 徳島県 徳島市 R2362S00020 株式会社ＦＪＭサービス 5480001011101 緊急事態宣言特別枠 水中ドローンによる水産業支援システム構築 徳島商工会議所

四国 徳島県 名東郡佐那河内村 R2362S00021 有限会社すだち観光 1480002005849 緊急事態宣言特別枠 地元の安心安全な農産物を新鮮さそのままにＥＣサイトを活用して消費者へ 徳島信用金庫

四国 徳島県 那賀郡那賀町 R2362U00003 有限会社平井製材所 6480002014333 通常枠 国産スギの大径木を使った木製八角支柱「しっかり支柱」 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 名西郡石井町 R2362U00005 株式会社岡萬商店 2480001002549 通常枠 老舗菓子店によるサービス業への進出と介護食の販売 徳島県中小企業団体中央会

四国 徳島県 徳島市 R2362U00008 株式会社ホテルグランドパレス 8480001003748 通常枠 ホテルの「泊まる」から「住む」「働く」場への転換 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 鳴門市 R2362U00010 大鳴マリーナ有限会社 2480002010567 通常枠 観光都市鳴門の発展に寄与するクルージング事業 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 徳島市 R2362U00012 株式会社徳島機械センター 5480001001390 通常枠 アスベスト調査から除去＋再塗装までワンストップサービスの新展開 株式会社伊予銀行

四国 徳島県 徳島市 R2362U00013 有限会社丸浅苑 8480002004778 通常枠 健康維持増進機能を備えた椎茸加工食品（代替肉）の開発及び販路開拓 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 板野郡松茂町 R2362U00014 Ｔｏｔａｌｃａｒｐｕｒｏｄｕｃｅ３９ｆａｃｔｏｒｙ 通常枠 地域ニーズに応える、レンタカー、キャンピングカー事業進出 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 板野郡藍住町 R2362U00016 かねこみそ株式会社 3480001005402 通常枠 生産工程で発生するフードロスから、環境に配慮した新商品開発 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 吉野川市 R2362U00017 たこやき次郎 通常枠 車椅子でも利用できるキッチンカーの開発・販売事業 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 阿南市 R2362U00020 株式会社ヒロ・コーポレーション 7480001007130 通常枠 徳島県南部で初の冷蔵・冷凍食品のピッキング・サービスの開始 阿南信用金庫

四国 徳島県 阿南市 R2362U00021 阿南測量設計株式会社 6480001006562 通常枠 次世代水位測定サービス提供によるＢＣＰ強靭化・コロナ禍での経営基盤確立 株式会社四国銀行

四国 徳島県 那賀郡那賀町 R2362U00024 株式会社新居組 5480001007082 通常枠 急速に過疎化が進む山間部におけるＩＣＴ施工による安全な施工体制の確立と生産性向上 税理士法人後藤会計事務所

四国 徳島県 鳴門市 R2362U00026 有限会社若山商店 9480002011014 通常枠 地元徳島の食材を活かしたカフェレストランの運営及び　食品製造・販売事業 徳島信用金庫

四国 徳島県 名西郡石井町 R2362U00027 株式会社山のせ 6480001002603 通常枠 ＤＸによる飲食業のビジネスモデルの変革　～小売業・飲食業のハイブリッド店舗による新しい価値の提供～ 山本　知美

四国 徳島県 徳島市 R2362U00028 石原金属株式会社 3480001000205 通常枠 総合エンジニアリング企業を目指した板金加工技術の新規獲得 株式会社ゼロプラス

四国 徳島県 徳島市 R2362U00031 山城地所株式会社 9480001000959 通常枠 仮想（ＶＲ）と現実が体験できるエクステリアショールーム及びミニ版道の駅の設置・運営 税理士法人マスエージェント

四国 徳島県 徳島市 R2362U00032 有限会社笠井商店 5480002001497 通常枠 高クオリティ低価格サービスを提供！家族葬専門の葬祭業へ参入！ 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 R2362U00036 株式会社丸長 8480001004011 通常枠 鮮魚加工技術の強みを活かした「生食用白身魚の冷凍加工品」提供システムの構築 徳島信用金庫

四国 徳島県 鳴門市 R2362U00041 株式会社鳴門のいも屋 5480001005615 通常枠 地域特産品を使った新規レトルト食品事業 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 鳴門市 R2362U00042 馬居化成工業株式会社 3480001004924 通常枠 廃棄予定の副産物の再利用による２つの新製品の製造販売への参入 株式会社百十四銀行

四国 徳島県 板野郡北島町 R2362U00046 中央特車有限会社 9480002011229 通常枠 低炭素社会に向けたニューノーマルな運送事業計画 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 徳島市 R2362U00049 有限会社Ｔ．Ｏ　ＦＵＴＵＲＥ　ＰＬＡＮ 6480002008814 通常枠 世界中の人が泊まれる！ハラール対応ゲストハウス「ＤａＲｕ－Ｍａ」 徳島信用金庫

四国 徳島県 名西郡石井町 R2362U00050 三晃システム株式会社 2480001002565 通常枠 自転車王国とくしまで、徳島市初のサイクリスト応援ホステル開業！ 税理士法人アクシス

四国 徳島県 勝浦郡上勝町 R2362U00051 株式会社上勝開拓団 8480001009241 通常枠 築３００年の古民家Ｂａｒに併設する「どぶろく酒蔵（マイクロ酒ブルワリー）」新設事業 税理士法人後藤会計事務所

四国 徳島県 阿波市 R2362U00052 株式会社ＧＬＯＢＡＬ　ＵＮＩＯＮ 5480001004617 通常枠 高精度フィルター及び制菌加工を施した不織布マスクの製造販売 税理士法人後藤会計事務所

四国 徳島県 徳島市 R2362U00053 ＡＷＡ－ＦＵＫＵ株式会社 3480001007885 通常枠 徳島県初「医療・福祉専門の洗浄・消毒センター構築」の除菌消毒による新市場開拓事業 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 小松島市 R2362U00054 中山建設株式会社 9480001003466 通常枠 建設会社の強みを生かす！グランピング施設運営事業に挑戦！ 株式会社四国銀行
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四国 徳島県 鳴門市 R2362U00063 有限会社魚大将 8480002012062 通常枠 徳島の水産物の骨抜きフィレ加工品を東京・関西市場で業務用に出荷 長尾　辰彦

四国 徳島県 徳島市 R2362U00064 株式会社ヤマジホーム 9480001008201 通常枠 高級食パンフランチャイジー事業 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 那賀郡那賀町 R2362U00070 株式会社黄金の村 7480001008574 通常枠 木頭ゆずを中食（スイーツ・惣菜）に昇華した商品のテイクアウト専門店ビジネス 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 R2362U00071 ＹＮＤＬＡＢ株式会社 1480001010973 通常枠 癒しと温もりを感じられる多機能型重症児デイサービス 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 R2362U00073 有限会社イシズチコーポレーション 3480002006069 通常枠 気候変動による黒アワビ資源の枯渇を防ぐ効率的な養殖システム事業 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 R2362U00080 一般社団法人徳島地域エネルギー 8480005005947 通常枠 北摂地区で剪定枝、広葉樹林から燃料チップを生産する新規事業への進出 尼崎信用金庫

四国 香川県 高松市 R2372S00003 有限会社アール・ツゥ 4470002009039 緊急事態宣言特別枠 四国を結ぶライダーズカフェと讃岐路でのツーリング撮影サービス事業 高松信用金庫

四国 香川県 坂出市 R2372S00004 株式会社古川 1470001014620 緊急事態宣言特別枠 トラックスケール導入による路盤材販売事業への参入 株式会社中国銀行

四国 香川県 さぬき市 R2372S00005 有限会社川北縫製 4470002017768 緊急事態宣言特別枠 「一つ屋根の下のものづくり」を南青山で行い、ＯＤＭの受注を目指す。 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 R2372S00006 讃岐かがり手まり保存会 緊急事態宣言特別枠 全国展開に向けたオンライン講座の開設 片山　智視

四国 香川県 善通寺市 R2372S00007 株式会社ネクストインターナショナル 7470001009441 緊急事態宣言特別枠 瀬戸内アートリゾート中心駅前でワーケーションな駅前屋上グランピングシェアホテル事業 高松信用金庫

四国 香川県 小豆郡土庄町 R2372S00008 ｕｓａｇｉｎｉｎｇｅｎ 緊急事態宣言特別枠 Ａｒｔ　ａｎｄ　Ｎａｔｕｒｅ　ＣＡＭＰ　ｉｎ　Ｔｅｓｈｉｍａ　ｉｓｌａｎｄ 香川県商工会連合会

四国 香川県 丸亀市 R2372S00009 株式会社常磐 3470001009123 緊急事態宣言特別枠 感染リスク０！三世代で利用できるテイクアウトカフェ 高松信用金庫

四国 香川県 小豆郡小豆島町 R2372S00010 トゥデイイズザデイ 緊急事態宣言特別枠 ～「顧客を待つ」から「魅力を届ける」への新分野展開～　製造から発送、販売までの一括管理 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 R2372S00011 いずみリアルティー 緊急事態宣言特別枠 憩いの場づくりを目指したレンタルスペース新事業 高松商工会議所

四国 香川県 高松市 R2372S00012 株式会社テイスティーズ 3470002004734 緊急事態宣言特別枠 香川県特産オリーブ牛を主軸とした通信販売事業への業態転換 税理士法人合同経営

四国 香川県 綾歌郡宇多津町 R2372S00013 ラモナー株式会社 8470001007840 緊急事態宣言特別枠 「化学繊維から天然繊維へ。新分野靴下への参入」 日野　潤一

四国 香川県 高松市 R2372S00014 株式会社ウィアトール 3470001015385 緊急事態宣言特別枠 豊島のローカル体験拠点およびオンラインプラットフォームの創出 生駒　学

四国 香川県 高松市 R2372S00015 有限会社大黒ネッツ 4470002008214 緊急事態宣言特別枠 通信環境を整備する「Ｗｉ－ｆｉ設備管理システム」の構築 コンフロント税理士法人

四国 香川県 高松市 R2372S00017 株式会社安田総合研究所 8470001005398 緊急事態宣言特別枠 老若男女に好まれる国民食餃子で体の中から美と健康をサポート！ 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 R2372S00018 トラディッショナルアパートメント 緊急事態宣言特別枠 空き家や古民家をリノベーションした提案型不動産業への業種転換 株式会社サクラ前線

四国 香川県 高松市 R2372S00021 株式会社ソレイユ 2470001002392 緊急事態宣言特別枠 プライベート映像上映機会を提供するサービスに乗り出し伝統的な映画館事業から新分野展開 みどり合同税理士法人

四国 香川県 香川郡直島町 R2372S00024 アカイトコーヒー 緊急事態宣言特別枠 工房新設による菓子類製造事業への参入 香川県商工会連合会

四国 香川県 三豊市 R2372S00026 株式会社あまる 9470001017070 緊急事態宣言特別枠 地元の名産品を生かしたプリンの製造販売 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 R2372S00027 株式会社ニューアテンプト 3470001016037 緊急事態宣言特別枠 イベント出店型から自動販売機サービスへの業態転換 中村　久雄

四国 香川県 小豆郡土庄町 R2372S00028 有限会社山口建設 9470002019140 緊急事態宣言特別枠 オリジナル家具の開発・製造を通したライフスタイルのトータルコーディネート 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 R2372S00029 生創石丸株式会社 7470001006018 緊急事態宣言特別枠 讃岐うどん店のうどんの麺と小麦粉でつくったパンの製造販売事業 株式会社森の経営コンサルタント

四国 香川県 善通寺市 R2372S00030 松浦産業株式会社 7470001008113 緊急事態宣言特別枠 プラスチック製造業の抗ウイルス機能シート等を媒体とした広告事業 株式会社森の経営コンサルタント

四国 香川県 小豆郡土庄町 R2372S00031 てしまのまど 緊急事態宣言特別枠 ワーケーション向けスタジオ付き民泊「北浜プラトー」創業 香川県商工会連合会

四国 香川県 綾歌郡綾川町 R2372S00032 株式会社ワイエーイー 5011001113322 緊急事態宣言特別枠 観光名所になりつつある「ヤエ食堂」におみやげ店とＥＣサイトを完備する 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372S00033 有限会社糸半 3470002009031 緊急事態宣言特別枠 本土初・沖縄で長年愛されるステーキ店のＦＣ展開を通したランチ営業・テイクアウトへの業態変換 株式会社中国銀行

四国 香川県 善通寺市 R2372S00034 株式会社紫雲 7470001011703 緊急事態宣言特別枠 既存事業との相乗効果を図り、移動式ペット火葬サービスの新規分野展開 株式会社シェアードバリュー

四国 香川県 三豊市 R2372S00035 郷の宿陶山 緊急事態宣言特別枠 地域と共に成長するテイクアウト店と地域文化を育むギャラリー 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 R2372S00036 オステリアエンネ 緊急事態宣言特別枠 イタリア料理のプロが提供する低糖質イタリア菓子の販売事業 高松信用金庫

四国 香川県 仲多度郡琴平町 R2372S00043 株式会社つるや旅館 1470003000313 緊急事態宣言特別枠 宿泊施設を活用したラーメン事業展開による売上回復向上施策 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 R2372S00044 株式会社横藏 6470001013361 緊急事態宣言特別枠 食パン専門店に向けたＦＣ加盟展開によるテイクアウト業態への進出 吉川　和良

四国 香川県 観音寺市 R2372S00045 株式会社花嫁衣裳ことぶき 7470001010044 緊急事態宣言特別枠 撮影特化型ドッグラン及び関連オプションサービスの提供 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

四国 香川県 さぬき市 R2372S00046 有限会社大山牧場 8470002017764 緊急事態宣言特別枠 農業六次産業化の教育的価値を事業化する新分野展開 香川県商工会連合会

四国 香川県 丸亀市 R2372S00048 ふじや精肉店 緊急事態宣言特別枠 卸事業から新しくＥＣサイトを立ち上げ、個人向けのオーダーメイド型販売 丸亀商工会議所

四国 香川県 高松市 R2372S00049 有限会社タケ・エンタープライズ 9470002004316 緊急事態宣言特別枠 高齢者介助付き貸切別荘型宿泊事業（農業・ドローン体験も） 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372S00050 有限会社造田商店 9470002004051 緊急事態宣言特別枠 さぬき讃フルーツで商店街を活性化！！フルーツサンドの販売事業で新分野展開 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 R2372S00052 パーソンフォーチュン合同会社 3470003000286 緊急事態宣言特別枠 既存事業の強みを生かした児童発達支援事業への業種転換 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

四国 香川県 高松市 R2372S00053 ネクストベーシック株式会社 4470001013520 緊急事態宣言特別枠 学習塾と連動した地域密着型ＥＣサイト構築および管理事務所の教室改修 高松信用金庫

四国 香川県 さぬき市 R2372U00005 株式会社山三キカイ 6470001011217 通常枠 地域初の中古大型加工機の再生工場の新設と品質の見える化で新たな国内外顧客開拓へ挑戦 株式会社百十四銀行

四国 香川県 丸亀市 R2372U00006 株式会社ヌマタ 6470001008543 通常枠 持続的な企業価値向上を実現するための風力発電事業への挑戦。 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 R2372U00008 株式会社ｊ．ｃｏｍ 5470001006077 通常枠 皮ごと食べられる国産バナナを中心としたカフェ事業への進出 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00014 株式会社アリスプラン 3470001013538 通常枠 飲食店を救う！かんたんモバイルオーダーシステム「ｔａｎｏｍｏ」開発 税理士法人三和会計事務所

四国 香川県 小豆郡小豆島町 R2372U00017 株式会社エスケィティ 5470001006597 通常枠 リサイクル業が始める廃タイヤを活用した持続可能な油化事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

四国 香川県 さぬき市 R2372U00020 株式会社安岐水産 1470001011155 通常枠 お魚魅力発信企業にチェンジ。最終製品とお魚イベントの事業化計画。 星　雄仁

四国 香川県 高松市 R2372U00024 有限会社日本ガス圧接四国 2470002008430 通常枠 「事業譲渡によるペット葬儀事業開始とそれに伴う設備の一新化」 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00025 株式会社ラブ・ラボ 1470001004274 通常枠 ポリエステル素材へのフルカラー印刷と製造自動化・省力化の実現 株式会社香川銀行

四国 香川県 丸亀市 R2372U00027 株式会社四国テクニカ 9470001013350 通常枠 ウィズコロナ時代の生活様式を支える接触感染リスクの低減を図るサービス 平尾　政嗣

四国 香川県 仲多度郡多度津町 R2372U00029 株式会社トクシンテクノ 1470001013267 通常枠 インフラの維持・補修事業への新進出により、単独事業体制からの脱却 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00037 株式会社ルーヴ 3470001004669 通常枠 パンの製造販売事業構築及びブランディング強化による業容拡大 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00038 建築工房ライズ株式会社 2470001006633 通常枠 オーダーキッチン・洗面台・トイレのショールーム型販売店舗運営 ベンチャープラス税理士法人

四国 香川県 東かがわ市 R2372U00043 株式会社タナベ刺繡 8470001011405 通常枠 下請企業から脱却し、高機能加工を施した自社ブランド製品の製造販売への事業転換 岡本　正雄

四国 香川県 高松市 R2372U00046 三木鋼業株式会社 5470001003909 通常枠 四国初となる光ケーブル処理施設の構築による新分野進出計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 仲多度郡琴平町 R2372U00048 京兼醸造有限会社 4470002013206 通常枠 日本初、多段階熟成抽出製法による新しい発酵調味料のＥＣ事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 小豆郡土庄町 R2372U00054 マルシマ印刷株式会社 5470001012224 通常枠 小豆島初！化粧箱などのパッケージ印刷の製造・販売を行い、新たな売上を創造 みどり合同税理士法人

四国 香川県 善通寺市 R2372U00057 株式会社メック 3470001008653 通常枠 リモートサービスを活用した付加価値の高い舶用機器メンテナンスサービス事業 近藤　知史

四国 香川県 善通寺市 R2372U00066 有限会社カー工房 2470002014511 通常枠 次世代大型自動車にも対応可能な脱炭素自動車整備工場の新設 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00067 株式会社日進機械 2470001003275 通常枠 ２次元フーリエ変換分光イメージングシステムの開発・製造・販売事業の新規立ち上げ 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00069 株式会社Ｇ．ＴＲＥＳ 6470001016892 通常枠 ＡｄＢｌｕｅ製造設備導入による自社での製造、販売事業 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 R2372U00072 株式会社村上製作所 5470001004015 通常枠 ステンレス製品製造事業　ステンレス加工分野への進出 株式会社百十四銀行
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四国 香川県 高松市 R2372U00076 株式会社白洋舎 7470001003353 通常枠 当社の強みを活かした新たなクリーニング分野への参入によるコロナ克服計画 株式会社百十四銀行

四国 香川県 東かがわ市 R2372U00077 サングローブ株式会社 4470001011350 通常枠 工場改修工事を行い新たな設備導入をし、本業以外の商品開発・製造を行う。 株式会社百十四銀行

四国 香川県 善通寺市 R2372U00080 株式会社パワーネット 3470001009395 通常枠 「お芋スイーツ専門店」と就労継続支援事業で働けない人ゼロへ！ 株式会社森の経営コンサルタント

四国 香川県 仲多度郡多度津町 R2372U00083 まるほ食品株式会社 8470001007948 通常枠 新たに「調理済み総菜の製造」を行い、新分野展開を図る 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00088 有限会社松栄 2470002003621 通常枠 石綿除去工事分野への新規展開による事業再構築 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00089 太洋開発株式会社 5470001002605 通常枠 グランピングと体験型コンテンツによる地域観光イノベーション事業 株式会社商工組合中央金庫

四国 香川県 東かがわ市 R2372U00091 株式会社白鳥どうぶつ園 5470001011390 通常枠 全天候型ふれあい動物園と地域観光振興への取組 税理士法人後藤会計事務所

四国 香川県 高松市 R2372U00098 ヴァーナル・せとうち株式会社 5470001000625 通常枠 アフターコロナに対応した新たな会員制リモートワークビジネス支援 株式会社百十四銀行

四国 香川県 三豊市 R2372U00099 株式会社サンスチール 1470001013424 通常枠 耕作放棄地を活用した地域企業及び地域人材と作る特産品の生産及び販売 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00101 株式会社ｓｏｕｓｏｕ 9470001006511 通常枠 有形文化財含む宿泊エリアを構築し、「泊＋食＋歴史文化」を提供する新形態宿泊業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 木田郡三木町 R2372U00102 ウエストン株式会社 5470001012521 通常枠 アフターコロナの物流需要に対応！　非接触型の倉庫・物流一括管理事業 高松信用金庫

四国 香川県 さぬき市 R2372U00103 株式会社日本ドルフィンセンター 5470001011234 通常枠 堺市の『大浜北町私有地活用事業』における賑わい創出およびドルフィンセラピー事業 高松信用金庫

四国 香川県 観音寺市 R2372U00104 株式会社ふろーら 8470001010836 通常枠 ＩＴ販売戦略に対応した３層ソフトクリームと焼き菓子のおみせ 観音寺信用金庫

四国 香川県 善通寺市 R2372U00105 株式会社アクティブ・アイ 4470001013371 通常枠 高齢者デイサービスが運営する「菌床シイタケのハウス栽培」 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 R2372U00107 株式会社イーグルハウス興業 2470001000520 通常枠 当社の設計・建築ノウハウを活かした非接触型宿泊施設運営事業への新規参入 森　裕輝

四国 香川県 小豆郡小豆島町 R2372U00117 株式会社岡田武市商店 7470001017782 通常枠 オイル等液体充填可能な自動充填包装機導入による健康志向食品の開発販売 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 R2372U00123 株式会社えんぴつはうす 9470001011899 通常枠 「ＷＥＢ注文・異素材印刷・小ロット」のノベルティ製造サービス開始 水谷　弘隆

四国 香川県 丸亀市 R2372U00126 有限会社みずほ 5470002013626 通常枠 新商品開発によるＯＥＭ一辺倒からの事業再構築 株式会社愛媛銀行

四国 香川県 丸亀市 R2372U00131 株式会社隆心工業 4470001017083 通常枠 ウィズコロナ市場への大梁供給によるワンストップ型業態転換事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 仲多度郡まんのう R2372U00135 株式会社田中屋 3470001015419 通常枠 コロナ禍でも安心できる焼肉事業への新規参入による経営安定化施策 香川県商工会連合会

四国 香川県 さぬき市 R2372U00137 津田企業株式会社 6470001011175 通常枠 香川発の廃プラスチックをエネルギー資源として再利用する新事業 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00141 高陽建設株式会社 4470001001467 通常枠 事業特性を生かした地域産オーガニック野菜や食品の販売事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 さぬき市 R2372U00147 伸興電線株式会社 3470001011095 通常枠 太物製品製造のための大型撚機の導入 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00150 有限会社ＩＮＡＫＡ　ＴＯＵＲＩＳＭ 9010402036566 通常枠 ウェディング市場における穴吹邸を活用した『瀬戸内リゾートウェディング』事業 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 R2372U00152 株式会社ｔａｏ． 5470001007158 通常枠 古民家を再生した滞在型の暮らし体感・ものづくり発信拠点（移住体験型複合施設）事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 綾歌郡綾川町 R2372U00153 株式会社雲流 6470001016579 通常枠 ドッグランを主体としたキャンプ場併設カフェレストラン事業への転換 株式会社アルマ経営研究所

四国 香川県 丸亀市 R2372U00156 株式会社双生 8470001009432 通常枠 庭と住宅の融合～住み心地の良い町づくりへの挑戦 高松信用金庫

四国 香川県 観音寺市 R2372U00160 株式会社宇賀商店 5470001009807 通常枠 瀬戸内海産魚介類の加工による販路開拓プロジェクト 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 R2372U00161 鎌長製衡株式会社 6470001000095 通常枠 ＡＩ活用による自動選別コンベヤ異物除去システムの開発 株式会社香川銀行

四国 香川県 東かがわ市 R2372U00162 株式会社フクシン 2470001011476 通常枠 地域ブランド開発を学ぶことができる「地域ブランド創出プラットフォーム」構築事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 丸亀市 R2372U00168 有限会社オンリーワン 3470002011474 通常枠 丸亀特産品である骨付鳥と看板メニュースペアリブの冷凍製品化による全国展開 翠税理士法人

四国 香川県 高松市 R2372U00174 アサノ産業株式会社 4470001000345 通常枠 工場のトタン屋根を補強し、耐久性を増し、断熱効果を高める「カバールーフ」の製造卸売 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 R2372U00176 マルイ観光バス株式会社 4470001005385 通常枠 トレーラーハウス製造販売事業による事業再構築 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 R2372U00177 株式会社ＭＡＳＡＴＯＭＩ 2470002011244 通常枠 リモートによるデータ消去動作確認サービス 税理士法人多田羅会計事務所

四国 香川県 観音寺市 R2372U00178 株式会社藤村鐵工所 4470001010633 通常枠 ＡＩ搭載型搬送ロボット事業及びワクチン製造設備事業への参入 観音寺信用金庫

四国 香川県 坂出市 R2372U00180 株式会社坂出葬儀社 3470001009263 通常枠 香川初！超高齢化社会・核家族のニーズに応える遺体安置所 税理士法人ＦＩＡ

四国 香川県 丸亀市 R2372U00181 株式会社隆和工業 5470001008486 通常枠 スーパーリフト（移動昇降式足場）の自社製造販売 株式会社百十四銀行

四国 香川県 小豆郡小豆島町 R2372U00182 ペンションオリーブ 通常枠 ＳＵＰ・ヨガ体験付きワーケーションができる小豆島ビーチリゾート事業 御堂筋税理士法人

四国 香川県 木田郡三木町 R2372U00183 苺ファーム森本 通常枠 地域の複数事業者と連携したいちご農家によるゲストハウス事業 香川県商工会連合会

四国 愛媛県 松山市 R2382S00002 株式会社谷屋 5500001010959 緊急事態宣言特別枠 食事処を増築して個室化し、新たに宿泊を伴わない食事＋貸切風呂客を獲得する 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382S00003 蓮 緊急事態宣言特別枠 新店舗に移転し、日本料理店から肉料理店に転換しての売上拡大 上田　保

四国 愛媛県 四国中央市 R2382S00004 ケイエスコッピ印刷株式会社 2500001014269 緊急事態宣言特別枠 小規模飲食店向けの非接触型モバイルオーダーシステムの開発 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 新居浜市 R2382S00006 株式会社マクロキッチンキグフジ 9500001010303 緊急事態宣言特別枠 自社キャンプブランドのネット連動次世代商品提案型店舗実装事業 株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382S00007 株式会社ＴｏｍｏＹｅｌｌ 1500001018221 緊急事態宣言特別枠 猫と人にやさしいオリジナル製品の製作・販売 田中　貴宏

四国 愛媛県 松山市 R2382S00008 有限会社モトガレージドゥ 1500002006869 緊急事態宣言特別枠 住みやすい街にするための次世代セニアカーのレンタルサービス及び販売 梶原　章夫

四国 愛媛県 松山市 R2382S00009 ウィステリアカンパニー 緊急事態宣言特別枠 安心安全で快適なドッグランの開設及び健康ペットフード開発事業 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 今治市 R2382S00010 株式会社しまなみ 3500001013088 緊急事態宣言特別枠 ネット予約・決済機能の導入によるテイクアウト事業本格進出及び観光拠点の活性化事業 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 松山市 R2382S00011 ビジョンフーズ 緊急事態宣言特別枠 焼肉店余剰食材を活用したカレーのテイクアウト事業 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 四国中央市 R2382S00013 マルヨシ食品株式会社 8500001014791 緊急事態宣言特別枠 貸切オートキャンプ場新設による、地域の魅力発信とローカルＳＤＧｓの推進 川之江信用金庫

四国 愛媛県 四国中央市 R2382S00014 伊予水引株式会社 7500001014553 緊急事態宣言特別枠 最新式印刷機導入による自社のＨＰを活用した木製加工品の製造販売 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 西条市 R2382S00015 株式会社輝 8500001021193 緊急事態宣言特別枠 地元食材を使った居酒屋看板商品の物販事業とセントラルキッチンの設置 株式会社ジャストコンサルティング

四国 愛媛県 松山市 R2382S00018 株式会社デイドリーム 4500001017815 緊急事態宣言特別枠 日次決算システム内蔵ソフトで飲食店向け経営コンサルタント業に進出 森田　正雄

四国 愛媛県 東温市 R2382S00023 合同会社ＹＯＵＲＳ 4500003002071 緊急事態宣言特別枠 宿泊業のノウハウを活かしたグランピング事業の実施 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 宇和島市 R2382S00024 株式会社南予ファーム 2500001018410 緊急事態宣言特別枠 採れたて果実＆野菜のご当地ジェラートと農園クルーズのある直売所 一ノ宮　康嗣

四国 愛媛県 新居浜市 R2382S00025 新居浜造花装飾株式会社 2500001010169 緊急事態宣言特別枠 ドライブスルー葬儀・海洋散骨でコロナ禍への新ビジネスの挑戦！ 税理士法人源代会計事務所

四国 愛媛県 松山市 R2382S00028 有限会社アクティブ・フィーリング 7500002009486 緊急事態宣言特別枠 加工品の請負・販売・人材マッチングによる「街をお助け隊運営」で飲食店を元気にする 松山商工会議所

四国 愛媛県 松山市 R2382S00029 Ａｒｍｅｒｉａ 緊急事態宣言特別枠 エステティックサロン新規出店 丸木　公介

四国 愛媛県 宇和島市 R2382S00030 株式会社コーノ・ディレクション 9500001015384 緊急事態宣言特別枠 人と人とをつなげるマルチ（多種多様）カラー（多彩）な使い方ができるスタジオ 宇和島信用金庫

四国 愛媛県 伊予郡松前町 R2382S00031 有限会社川崎屋 4500002008425 緊急事態宣言特別枠 事業譲渡によるラーメンＦＣへの加盟とＦＣラーメン店運営による新分野展開 佐伯　政和

四国 愛媛県 喜多郡内子町 R2382S00033 株式会社武田林業 4500001020570 緊急事態宣言特別枠 脱炭素社会に向けた空間の木質化を推進する空間デザイン事業の展開 松田　晃輔

四国 愛媛県 松山市 R2382S00035 株式会社リスペクト 5500001021758 緊急事態宣言特別枠 銭湯リノベーションによる酒販小売事業参入 丸木　公介

四国 愛媛県 松山市 R2382S00036 株式会社Ｃｉｒｃｌｅ　Ｌｉｎｅ 9500001006367 緊急事態宣言特別枠 当社の特殊技術を活用した点検・メンテナンス事業の構築 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 伊予市 R2382S00037 有限会社えれがんす 7500002008059 緊急事態宣言特別枠 コロナ渦．．．今でしょ！「あなたの街の訪問美容サービス」 税理士法人清正

四国 愛媛県 越智郡上島町 R2382S00038 株式会社ブルーレモンファーム 4500001013228 緊急事態宣言特別枠 食料品製造業への挑戦による岩城ブランドの認知への貢献 愛媛県商工会連合会
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四国 愛媛県 松山市 R2382S00039 瀬戸内物産株式会社 9500001013487 緊急事態宣言特別枠 高齢化・空き家問題が深刻な興居島における民泊・食堂事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 R2382S00042 春夏秋冬　みなみ 緊急事態宣言特別枠 松山の味を今治に届け、菊間町の魅力と自然を感じることのできるサービス業 一ノ宮　康嗣

四国 愛媛県 西条市 R2382S00043 有限会社江戸藤 4500002014803 緊急事態宣言特別枠 若年層定住による地域活性化を目指す脱毛サロン店　出店計画 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 四国中央市 R2382S00044 マルショウ株式会社 6500001014793 緊急事態宣言特別枠 木材を使用した人気アニメ商品のＯＥＭ加工と自社製品の製造販売 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 今治市 R2382S00045 関西興業株式会社 9500001011375 緊急事態宣言特別枠 ＩＴ技術を活用し非対面式の一棟貸し宿泊事業（ペットも宿泊可能）の開始 川崎　朋子

四国 愛媛県 松山市 R2382S00046 ダブルス 緊急事態宣言特別枠 働き方改革・テレワーク推進による多拠点生活者に特化したシェアハウス事業 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382S00047 ウェーブピクチャー株式会社 6500001006080 緊急事態宣言特別枠 「テイクアウト・デリバリー専門ピザ店への新規参入」 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 R2382U00002 有限会社宮岡製箱所 4500002006668 通常枠
３Ｄプログラミングソフトウェア搭載の５軸制御ＣＮＣマシニングセンタ「ＴｅｃｈＺ５」を活用し

て新ブ
みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 新居浜市 R2382U00010 株式会社アール 6500001010462 通常枠 食品機械メーカーが豆腐の製造販売を開始する事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00011 有限会社窪田陳列 2500002002421 通常枠 四国初！家具屋による若手内装業者・設計事務所が集まるシェアリングＦＡＣＴＯＲＹ運営事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 伊予市 R2382U00014 株式会社共栄木材 8500001004966 通常枠 大規模建築物の木造化の実現　～新たな「木の文化」を次世代に～ 山田コンサルティンググループ株式会社

四国 愛媛県 西条市 R2382U00016 有限会社大久保機械 7500002014049 通常枠 ＣＮＣ横中ぐり盤導入による新市場に向けての事業再構築 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00017 株式会社あいさと 5500001014092 通常枠 四国食材発信プロジェクト！小ロット生産体制構築によるプチ贅沢な中食向け食卓ビジネス 株式会社四国銀行

四国 愛媛県 八幡浜市 R2382U00019 有限会社マルヨシ 1500002013584 通常枠 木造建築物のメンテナンス事業への新分野展開 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 今治市 R2382U00025 株式会社呑吐樋 7500001013407 通常枠 お菓子で地域に活力を。甘いお菓子で笑顔を作る 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 東温市 R2382U00033 イタリア料理オット 通常枠 地元食材を使った世界の郷土料理を提供するテイクアウト専門店展開事業 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 松山市 R2382U00034 株式会社アイリック 7500001017135 通常枠 ＲＰＦユニット導入による産業廃棄物処分業への進出 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00040 株式会社高須賀製作所 9500001002589 通常枠 ロボット及びＩｏＴ技術を活用した溶接工程の自動化による業態転換 倉智　武彦

四国 愛媛県 四国中央市 R2382U00043 近藤印刷工業株式会社 8500001014627 通常枠 乾燥ユニット付グラビア印刷機を用いた不織布への抗菌加工印刷の生産体制確立 川之江信用金庫

四国 愛媛県 四国中央市 R2382U00044 株式会社焼肉風来坊 5500001016568 通常枠 非接触型店舗への取組のによる、お客様に安心してご来店頂くための環境整備 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 宇和島市 R2382U00047 株式会社がいや 3500001020778 通常枠 「料理宅配サービスへの新分野展開計画」 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 西予市 R2382U00048 株式会社味彩 8500001008760 通常枠 堆肥化施設導入による循環生産体制の構築およびオーガニック市場への挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 宇和島市 R2382U00055 ＲＡＤ　ＨＡＮＧＯＢＡＲ 通常枠 コワーキングスペースと自習室のある地産地消のプレミアムハンバーガーショップ 一ノ宮　康嗣

四国 愛媛県 松山市 R2382U00060 有限会社ひめや 1500002005573 通常枠 自社ブランド確立による商店街における新たなイノベーション構築事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 R2382U00063 八木産業有限会社 5500002019280 通常枠 ファイバーレーザー導入による新分野事業への進出 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00068 有限会社セイフティーテクノス 8500002009444 通常枠 仮設資材洗浄整備事業 株式会社徳島大正銀行

四国 愛媛県 今治市 R2382U00069 株式会社ハラプレックス 6500001012178 通常枠 満足を超える感動「ハラプレックスラボ」創設による新たな市場開拓 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 伊予郡松前町 R2382U00071 株式会社フィースト 2500001006282 通常枠 最先端技術と地域連携によるウィズコロナ型飲食業への挑戦 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 松山市 R2382U00072 ＬＡＮＴＡＮＡ　ＦＯＯＤ　ＳＥＲＶＩＣＥ株式会社 6500001022334 通常枠 地産食材を利用した菓子工場建設による飲食業からの転換事業 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00075 合同会社プライム 7500003000725 通常枠 地域雇用を生み出す社会貢献型トランクルーム事業 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 四国中央市 R2382U00094 株式会社サンヨ 1500001014311 通常枠 新工場・倉庫の建設、新設備の導入により実現する、新製品の製造と新しいビジネスモデルの構築 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 東温市 R2382U00095 株式会社フジコソ 6500001007392 通常枠 高機能レーザー加工機導入による食品分野事業展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西条市 R2382U00096 株式会社日進鉄工所 7500001010404 通常枠 高周波電気炉導入のよる、ロボット装置部品製造に向けた新分野事業展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 東温市 R2382U00097 株式会社中予精工 3500001007098 通常枠 半導体事業向け新分野展開のための設備導入 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 四国中央市 R2382U00098 大栄製紙株式会社 6500001014348 通常枠 新分野である食品包装分野への参入 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00104 山の手リゾート株式会社 2500001013469 通常枠 革新的な温泉街における市街地グランピング事業への参入 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00105 株式会社ナカフードサービス 4500001003014 通常枠 事業所向け宅配弁当製造業から、中食需要に応える一般家庭向け冷凍惣菜製造業への転換 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 R2382U00108 タニイワ商事株式会社 6500001014703 通常枠 食品市場への高付加価値製袋製品投入による当社事業再構築事業 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00111 有限会社竹乃井交通 2500002004211 通常枠 軽キャンピングカーを主体としたレンタカー事業参入 新延　誠

四国 愛媛県 今治市 R2382U00113 株式会社瀬戸内園芸センター 3500001011777 通常枠 しまなみ産有機オリーブによる加工・商品販売、飲食施設建設・運営事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00117 有限会社ホリエ 4500002006081 通常枠 ワンストップ生産工場の構築による半導体事業への参入 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 R2382U00119 株式会社ジオジャパン 5500001014679 通常枠 全世界のキャラクターファンに届けたい！キャラクター文具雑貨の製造販売事業 ＴＯＭＡ税理士法人

四国 愛媛県 西条市 R2382U00120 東予工機株式会社 8500001009338 通常枠 サーキュラエコノミー型建設機械の販売モデル構築 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00123 株式会社Ｃａｎｄｙ　Ｂｏｘ　ｃｏ． 1500001019194 通常枠 繁華街需要からの脱却を図る、県産ブランド牛を使った地域密着の体験型焼肉店 松浦　佑也

四国 愛媛県 松山市 R2382U00125 有限会社秋津研磨所 5500002000595 通常枠 産業用刃物における研磨技術を活用した高強度繊維切断用超硬素材の新刃製造への展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00127 株式会社ウテナ銘酒 1500001022149 通常枠 おうち時間に低アルコールＲＴＤを届けるウィズコロナ事業拡大計画 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 R2382U00128 株式会社アート不動産 7500001005544 通常枠 紹介・不動産エージェント管理システムの開発、販売 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 八幡浜市 R2382U00133 宇和島運輸商事株式会社 2500001008262 通常枠 フェリー売店からオーシャンビューのカフェレストランへの業種転換 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 R2382U00136 株式会社さくら 6500002021847 通常枠 「キッチンペーパー製造業への業種転換」 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 今治市 R2382U00139 株式会社ＳＹＳＴＥＭ　ＮＡＭＵ 7500001012061 通常枠 当社印刷技術（ＰＶＣ軟質）を用いた抗ウイルス製品への応用展開 山田コンサルティンググループ株式会社

四国 愛媛県 西条市 R2382U00140 株式会社ＰＥＮＴＡ　ＦＡＲＭ 6500001016848 通常枠 地域資源を活用した新商品を武器に「製造小売業」へ挑戦する エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 松山市 R2382U00141 有限会社カネキヨ食品 4500002002080 通常枠 ウィズコロナ・ポストコロナ時代に対応した冷凍・冷蔵倉庫業への進出 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 伊予市 R2382U00156 有限会社灘水 5500002008589 通常枠 活魚の小ロット販売に対応するための設備投資 みどり合同税理士法人

四国 高知県 高知市 R2392S00001 西村商店 緊急事態宣言特別枠 飲食店の「物販・テイクアウト複合施設建設」への果敢なる挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 香美市 R2392S00002 そら農園 緊急事態宣言特別枠 小規模農家の挑戦！黒ニンニクの製造販売開始による新分野展開 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 R2392S00003 株式会社ＡＱｏｏｌ 9490001008357 緊急事態宣言特別枠 アンテナショップ兼非対面セルフ脱毛サロンで売上増とリスク分散 株式会社アクセルパートナーズ

四国 高知県 南国市 R2392S00004 株式会社ＰｈｏｔｏｂｏｏｋＭｅ 5490001008435 緊急事態宣言特別枠 企業との直取引による、自社のオウンドメディア運営事業 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 R2392S00005 ＢＡＲＴＡＳ 緊急事態宣言特別枠 コロナ時代の子育て支援、新業態カフェ創出に向けた女性達の挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 R2392S00006 株式会社ＯＪＩ 6490001003930 緊急事態宣言特別枠 強みを活かす製麺事業！コロナ禍のニーズに着目した新たな事業再構築 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 R2392S00007 株式会社グッドキタゼヨコーポレーション 8490001008845 緊急事態宣言特別枠 焼き鳥・タコスのテイクアウト居酒屋へ業態転換！ 高知商工会議所

四国 高知県 長岡郡本山町 R2392S00008 有限会社藤川工務店 9490002012408 緊急事態宣言特別枠 環境を重視し永く住み続けられるストック型住宅及び空き家を活用したゲストハウス事業 高知県中小企業団体中央会

四国 高知県 幡多郡大月町 R2392S00009 イタリアンレストランピノッキオ 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト「力豚ホルモン」業態転換事業 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 R2392S00010 Ｄ’ＡＲＴＩＳＡＮ～Ｂａｒｂｅｒ’ｓ　ＰＲＩＤＥ～ 緊急事態宣言特別枠 小さな理容室の挑戦！子育て主婦等に向けた新規事業の展開 一般社団法人香川県中小企業診断士協会
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四国 高知県 高知市 R2392S00013 株式会社ＬＯＯＰ 7490001008524 緊急事態宣言特別枠
近江牛に特化した商品アイテムの差別化と高いコストパフォーマンスを追及したお一人専門焼肉屋と

テイク
高知商工会議所

四国 高知県 高知市 R2392S00014 株式会社いせご 4490001000112 緊急事態宣言特別枠 飲食店の新事業挑戦。プライベートサロン新規開業事業 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 R2392S00015 鏡水旅館 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍を生き残るために、アトリエカフェへの転換 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 R2392S00017 八千萬ず 緊急事態宣言特別枠 飲食店が果敢に挑戦。コロナを機に食品製造業へ転換し存続を図る。 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 R2392S00019 豆匠庵 緊急事態宣言特別枠 老舗豆腐店の弁当・惣菜販売、持ち帰り飲食業への業種転換 高知県商工会連合会

四国 高知県 四万十市 R2392S00020 ブルーローズ 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト部門を立ち上げ事業の再構築に取り組む 中村商工会議所

四国 高知県 高知市 R2392S00023 有限会社スタジオオカムラ 5490002002577 緊急事態宣言特別枠 ＩＴＡＬＩＡＮ　ＳＴＲＥＥＴ　ＦＯＯＤ　ＢＡＫＥＲＹ　イタリアを旅する屋台カフェ 濱本　健太朗

四国 高知県 高知市 R2392U00004 株式会社岡村文具 7490001000290 通常枠 帯屋町商店街における高級食パン銀座に志かわＦＣ事業 みどり合同税理士法人

四国 高知県 高知市 R2392U00010 株式会社グリップ 5490001009029 通常枠 遊休不動産を活用！こだわりの空間設計とコロナ対策で自家焙煎カフェに挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 幡多郡大月町 R2392U00011 有限会社ジェイ・アンド・エムズ 9490002009040 通常枠 特産品を使ったご当地スイーツの企画・製造販売による事業再構築計画 高知県商工会連合会

四国 高知県 南国市 R2392U00012 株式会社坂本技研 4490001006555 通常枠 金属３Ｄ積層造形ＡＭ技術（金属３Ｄプリンタ）を活用した流体装置メーカーへの業態転換 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 R2392U00015 株式会社ＣＫＭ 6490001003583 通常枠 県内初の異業種間連携によるアパートホテル型宿泊サービス事業 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 R2392U00016 株式会社高知駅前観光 9490001000578 通常枠 日本初の上下２段可動式バスシートの開発により夜間高速バス業界で新展開 高知県中小企業団体中央会

四国 高知県 安芸郡東洋町 R2392U00017 株式会社オランク 1490001007630 通常枠 ドッググランピングＳＵＩＹＡ 株式会社四国銀行

四国 高知県 高知市 R2392U00018 株式会社グラディア 4490001004261 通常枠 食品製造業への進出を核としたコロナ時代における食の総合業態店開発 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 R2392U00020 四国スッピル工業有限会社 8490002011749 通常枠 大径真円部品の精密加工分野への進出による事業再構築 株式会社高知銀行

四国 高知県 安芸市 R2392U00022 有限会社有光酒造場 2490002012728 通常枠 コロナに打ち勝つための発泡系日本酒製造設備の導入 安芸商工会議所

四国 高知県 宿毛市 R2392U00024 与力水産株式会社 7490001005249 通常枠 ＩｏＴ技術を駆使したネット体験型定置網販売サービスによる事業再構築 濱本　健太朗

四国 高知県 香南市 R2392U00025 株式会社暁産業 5490001006348 通常枠 鋼板からアルミ加工へ。コロナ禍で成長する半導体等分野への進出 濱本　健太朗

四国 高知県 高知市 R2392U00026 有限会社日鉄工業 3490002004022 通常枠 金属加工の強みを活かしたショットブラスト等表面処理加工への新事業展開 株式会社四国銀行

四国 高知県 高知市 R2392U00032 有限会社上村観光 7490002000959 通常枠 老舗旅館から周りの環境を取り入れた多目的ナチュラルレストランへの業態転換 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 R2392U00034 株式会社南国マシン 4490001009401 通常枠 建設機械、工作機械の部品加工から医療品関連業界への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 R2392U00035 三建設計有限会社 6490002002188 通常枠 四国初のシステムを導入したスポーツジムでコロナからの脱退 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 R2392U00036 有限会社ナカイテレビ 3490002010771 通常枠 地域住民の集いの場の提供とリフォーム展示場開設 みどり合同税理士法人

四国 高知県 香南市 R2392U00040 有限会社山本商店 8490002012334 通常枠 指定管理施設の再活用と地域活性化への取り組み 株式会社四国銀行

四国 高知県 高岡郡四万十町 R2392U00041 有限会社しももとクリーニング 1490002010864 通常枠 クリーニング店では取り扱わないペット用品洗濯市場に進出 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 R2392U00044 株式会社トライ 1490001006962 通常枠 特殊フィルムを駆使したグッズの開発と個人作家市場の開拓 高知商工会議所

四国 高知県 吾川郡いの町 R2392U00047 松田医薬品株式会社 4490001005417 通常枠 顧客のニーズを捉えた「打錠加工」による新分野への挑戦 株式会社四国銀行

九州 福岡県 福岡市西区 R2402S00002 株式会社アールワイシー 5290001064837 緊急事態宣言特別枠 初心者向け遊漁船及び人の運送をする内航不定期航路事業による海洋散骨 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市西区 R2402S00004 株式会社キシヤＵＳ 4290001081032 緊急事態宣言特別枠 新型循環器用ポケットエコー（超音波）一次店代理店計画 福岡商工会議所

九州 福岡県 飯塚市 R2402S00006 株式会社イージーランド 3290001045681 緊急事態宣言特別枠 業界最速で新鮮な顧客ブレンドの焙煎豆を提供する新分野展開 飯塚商工会議所

九州 福岡県 大野城市 R2402S00008 未来テラス株式会社 8290001065007 緊急事態宣言特別枠 ＩＯＴ、キャッシュレスを活用した貸し会議室の無人運営 本田　伸樹

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00010 梵　そよぎ 緊急事態宣言特別枠 身辺警護警備（移送業務）の展開 江﨑　貴一

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00011 株式会社マルヨシ 6290001031316 緊急事態宣言特別枠 消費者向けお取り寄せ海鮮商品のＢｔｏＣ－ＥＣ販売 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市西区 R2402S00012 自分整理ナビゲーター 緊急事態宣言特別枠 家事代行のプロが行う家事スキル伝授と掃除キットによる販路拡大 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00013 株式会社アール・イー・アール 9290001065641 緊急事態宣言特別枠 福岡都心でこだわりの出来立て焙煎「天神珈琲」 越川　智幸

九州 福岡県 太宰府市 R2402S00015 すざき町食心旬ぎく 緊急事態宣言特別枠 通信販売を活用した非対面型ビジネスへの進出による業績回復への取組 松代　和也

九州 福岡県 柳川市 R2402S00016 株式会社Ｏｃｔａｇｏｎ　Ｐｌａｎｎｉｎｇｓ 5290001085718 緊急事態宣言特別枠 プチ贅沢需要に対応する新たな惣菜開発とキッチンカーでの販売 柳川商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00017 ＳＤＭ株式会社 2290001068485 緊急事態宣言特別枠 自社オリジナルブランド商品拡大による卸売業から小売業への事業転換 税理士法人ゆびすい

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00020 ナナ 緊急事態宣言特別枠 地域のファミリー層をターゲットとした焼肉店への事業再構築 松代　和也

九州 福岡県 大牟田市 R2402S00024 株式会社呉服のねごろ 2290001053818 緊急事態宣言特別枠 業種転換として呉服商の強みを生かした写真館を開設するもの 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 R2402S00032 エッグ　カンパニー 緊急事態宣言特別枠 「ふくがくる」買物に行けない人達に為に幸福と服を届ける事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 田川市 R2402S00035 原口整骨院 緊急事態宣言特別枠 オンライン治療専用のスタジオを設置し新たに動画配信分野に進出 重松　祐樹

九州 福岡県 古賀市 R2402S00037 サンリブ古賀社員食堂 緊急事態宣言特別枠 免疫を高める発酵食品をコンセプトとした新店舗への事業転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 糟屋郡篠栗町 R2402S00038 Ｆｕｔｕｒｅ　Ｔｒｅｋ株式会社 5290001077327 緊急事態宣言特別枠 医薬業界向けに、「貨物負荷分析ＡＩシステム」を進化させる。 石田　勝也

九州 福岡県 糟屋郡志免町 R2402S00039 ＨＡＩＲ－Ｓ　ＯＫＵＺＯＮＯ 緊急事態宣言特別枠 地域でＯＮＬＹＯＮＥのヘアーサロンでの脱毛 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00040 森善虎 緊急事態宣言特別枠 芸能プロダクション分野での新たなアーティストマネジメント事業 一般社団法人経営革新協会

九州 福岡県 宗像市 R2402S00042 株式会社海宴 9290002035073 緊急事態宣言特別枠 通信販売事業の開始による余剰人員の活用および収益性の回復 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 大川市 R2402S00044 桐里工房 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍においてのＩｏＴを使ったスマート家具の開発 大川信用金庫

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402S00046 株式会社鷹勝カレント 8290001028013 緊急事態宣言特別枠 『鷹勝』の味を自宅で！割烹の技を活かした高品質バーガー事業 鈴木　秀信

九州 福岡県 北九州市八幡西区 R2402S00048 株式会社ＹＧＧ 5290801027456 緊急事態宣言特別枠 「地域の美と健康を支える飲食店から地域の美と健康を支えるパーソナルジムへの転換」事業 吉村　剛史

九州 福岡県 北九州市門司区 R2402S00049 シマダ酒店 緊急事態宣言特別枠 地域貢献型　門司港眠らない小さな商店街プロジェクト 山下　文義

九州 福岡県 久留米市 R2402S00051 溶岩石焼き食堂波平 緊急事態宣言特別枠 コンテナカフェの設置で朝食に特化したドライブスルー事業展開 税理士法人ライジング

九州 福岡県 糟屋郡志免町 R2402S00052 スナック艶 緊急事態宣言特別枠 おひとり様をターゲットにした安心・安全な飲食店モデル事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00055 株式会社Ｙ’ｓ　Ｓｔｙｌｅ 6290001082986 緊急事態宣言特別枠 福岡市の中心街で１０年、自社の強みを生かし居酒屋のさらなる進化へ！ 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402S00056 株式会社サトル 3290001005207 緊急事態宣言特別枠 大型居酒屋から資源を集約しテイクアウトやデリバリー事業に新規参入する小型焼肉食堂 藤浦　敏明

九州 福岡県 みやま市 R2402S00057 まつしまや 緊急事態宣言特別枠 仕出し弁当製造業から、レストランおよびランチ弁当販売業への業種転換 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00059 株式会社アルバス 7290001058424 緊急事態宣言特別枠 明るい店内でカフェやランチと共に水タバコを楽しめるシーシャカフェの立上げ 遠賀信用金庫

九州 福岡県 久留米市 R2402S00061 合同会社アルバフォレスタ 3290003008331 緊急事態宣言特別枠 社会的弱者と呼ばれる方々のＱＯＬ向上を目的としたエステサロンの運営 株式会社佐賀共栄銀行

九州 福岡県 福岡市南区 R2402S00062 有限会社マキオ 2290002028447 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチンを大改造！飲食店業界を大改革！ 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402S00064 株式会社ビーキューブ 4290001031879 緊急事態宣言特別枠 「コンテンツマーケティング」による低糖質・糖質オフ食品の商品企画・販売 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 北九州市八幡東区 R2402S00065 郡谷利昇堂 緊急事態宣言特別枠 アクティブシニア向けのウッドターニング教室・表具教室の開講 北九州商工会議所

九州 福岡県 飯塚市 R2402S00067 Ｂａｓｉｓ 緊急事態宣言特別枠 お客様自身による美容ケア「セルフエステ」導入による新規顧客開拓と顧客満足度向上 福岡県商工会連合会
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九州 福岡県 春日市 R2402S00069 ＣＯＬＥＺＯ 緊急事態宣言特別枠 農家や生産者と共同で商品開発『生産者の顔が見える』テイクアウト事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 飯塚市 R2402S00072 有限会社千鳥屋本家 6290002046874 緊急事態宣言特別枠 洋菓子と花をセットにした新しいコンセプトの贈答品店の開設事業 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00074 株式会社マエスト 8290001087174 緊急事態宣言特別枠 キュービクル式高圧受電設備による電力供給アウトソーシング事業 株式会社オルカ総合会計

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402S00076 株式会社大建 1290001005349 緊急事態宣言特別枠 補償業務ＤＸ化パッケージ・コンサルティングと非破壊調査事業の展開 木村　壮太郎

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00077 焼鳥笑まる 緊急事態宣言特別枠 持ち帰り専門店『からあげ笑まる』新規事業計画 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402S00079 株式会社フィット 8290001028764 緊急事態宣言特別枠 ベビー・子供服の専門商社が沖縄県で直営店及び物流委託業の進出 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市南区 R2402S00081 株式会社サン・プロカラーサービス 6290001001335 緊急事態宣言特別枠 撮影スタジオなどの下請け（川下）事業から脱却し、新たに川上をめざすスタジオ撮影分野へ進出計画 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00082 株式会社マンジャ 1290001022749 緊急事態宣言特別枠 健康志向の冷凍弁当を製造しフィットネスクラブへ販売する事業再構築 菊池　哲

九州 福岡県 福岡市城南区 R2402S00083 アロハ日和 緊急事態宣言特別枠 まるでハワイの味！テイクアウト専門店への業種転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00084 株式会社龍園 9290801007644 緊急事態宣言特別枠 コロナからの売上再建！門司からあげテイクアウト事業 岡田　磨左英

九州 福岡県 福岡市東区 R2402S00085 有限会社ケーツープロデュース 5290002021498 緊急事態宣言特別枠 地域同業者と連携！魅力あるテイクアウト商品で地域活性化へ！ 税理士法人フューチャーコンサルティング

九州 福岡県 福岡市東区 R2402S00086 安川タクシー株式会社 5290001004223 緊急事態宣言特別枠 女性活躍推進事業「エスコーター」 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00087 有限会社クロスコーポレーシヨン 3290002015097 緊急事態宣言特別枠 熟練フィッターによるオーダースーツの技術コンサルティング事業 西部　一晃

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00089 有限会社ドリームハート 7290002021934 緊急事態宣言特別枠 焼鳥居酒屋から需要の拡大している冷凍総菜製造業への新分野展開 河本　真希

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00090 ユタカ開発株式会社 9290801003841 緊急事態宣言特別枠 体に優しい手作り食品の販売とレンタルスペースの運営事業 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402S00091 ＷＳＣ 緊急事態宣言特別枠 増毛サービスのマッチングシステムで薄毛に悩む女性と売上に悩む増毛セラピストの問題解決 富永　一也

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00092 株式会社悠優 6290001070165 緊急事態宣言特別枠 脳梗塞後遺症の先端治療器を活用したリハビリ等をメインとした鍼灸按摩治療院 福岡商工会議所

九州 福岡県 宗像市 R2402S00093 有限会社リバティーインターナショナル 4290002034682 緊急事態宣言特別枠 着物や古着を再利用した服飾製品の製造と製造工程の内製化 税理士法人武内総合会計

九州 福岡県 大野城市 R2402S00094 月の浦整骨院 緊急事態宣言特別枠 「産後骨盤矯正」で地域を元気に！ 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00095 有限会社イートレスト 5290002031670 緊急事態宣言特別枠 糸島産の高品質で新鮮食材が食べれる居酒屋から焼肉店への転換事業 髙野　晋一

九州 福岡県 宗像市 R2402S00096 株式会社ＨＳＤ 3290001037753 緊急事態宣言特別枠 イベントのオンライン配信事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市東区 R2402S00098 チーム　ししま 緊急事態宣言特別枠 ヘルシー食材「エミュー肉」を活かしたエリア密着型キッチンカー事業の展開 廣木　鑑治

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00101 ｅｃｏｃｏ 緊急事態宣言特別枠 子ども向け実店舗での卒業式スーツや発表会衣装等のレンタル 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 R2402S00102 株式会社侶丹 2290001004333 緊急事態宣言特別枠 ドレスメーカー直接のレンタル事業にてサステナブルに事業拡大 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 那珂川市 R2402S00103 株式会社博多の味本舗 4290001065308 緊急事態宣言特別枠 当社オリジナル明太子を活かしたパン・菓子製造販売業への進出 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00105 株式会社ＴＨＥ　ＢＡＳＥ　Ｑ 5290001001740 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢ上での句会教室運営及びコンテスト開催による川柳文化の啓蒙活動による多角化 一般社団法人熊本県中小企業診断士協会

九州 福岡県 宗像市 R2402S00106 株式会社二光 6290001037362 緊急事態宣言特別枠 庭キャンプ体験サービスを通したキャンプ関連施工の新規獲得による新分野展開 廣木　鑑治

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00107 株式会社フェザーズ 4290801008325 緊急事態宣言特別枠 健康づくりに資する無添加冷凍惣菜のサブスク・ネット販売への挑戦 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402S00108 トミーズ企画 緊急事態宣言特別枠 地元食材を使ったキッチンカーによる移動販売の開始 森　博己

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00109 株式会社ワース 7290001080816 緊急事態宣言特別枠 シングルマザーを活用した家事代行サービス事業と、Ｉｏｔ見守り電球を活用した地域見守り事業を展開する 西口　信三

九州 福岡県 福岡市南区 R2402S00110 株式会社リアリティクリエイトサービス 9290001083940 緊急事態宣言特別枠 商品開発力・素材力を武器に個室や一人食で勝負できる焼肉店事業 藤川　剛士

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00115 なぎの木フードサービス株式会社 9290001034324 緊急事態宣言特別枠 雇用維持と事業存続を目的としたアウトドア事業の開始 西岡　隆

九州 福岡県 福岡市城南区 R2402S00116 Ｌａ　Ｔｅｒｒａ 緊急事態宣言特別枠 既存の調理スペースを活用したクラウドキッチンの経営 福岡信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00117 株式会社デイアンドスパイスカンパニー 4290001055382 緊急事態宣言特別枠 冷凍新商品の開発によるインターネット販売を通じた全国展開の取組 松代　和也

九州 福岡県 福岡市東区 R2402S00118 中国菜隨園 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト・デリバリー・ソーシャルデイスタンスを徹底させた最高級中華料理の実現 福岡商工会議所

九州 福岡県 久留米市 R2402S00119 ヒルトップ・リーディング株式会社 2290001051771 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ時代を見据えた移動販売型飲食サービスの新規展開 久留米商工会議所

九州 福岡県 飯塚市 R2402S00120 株式会社華三楽 8290001045685 緊急事態宣言特別枠 自社工場とテナントを活用した惣菜の製造と生産性アップへの挑戦 野竿　健悟

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00121 株式会社Ｆ－ａｒｅａ 6290003008106 緊急事態宣言特別枠 国内需要に特化したリネンサプライ事業への展開 サポート行政書士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00122 ＴＴＵ株式会社 1290001075813 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナに向けた世の中に向けた越境Ｄ２Ｃ市場への参入 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

九州 福岡県 大牟田市 R2402S00124 株式会社タカイシ 1290001053926 緊急事態宣言特別枠 三重自動包餡設備及び通信販売システムの導入による新製品開発強化と事業再構築 大牟田商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00125 ボストン・シューシャイナー株式会社 6290001067979 緊急事態宣言特別枠 ブランドバック（革製品）の再生サービス 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00127 株式会社センス 3290001080992 緊急事態宣言特別枠 生きる力を育む　新・糸島たきびの家・食育スタジオ運営事業“Ｓｅｎｓｅ　ｏｆ　Ｆｏｏｄ” 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 宗像市 R2402S00129 有限会社和賀心 3290802020866 緊急事態宣言特別枠 地元・宗像の新鮮な魚を使った真空・冷凍パック料理の小売形式での販売への業態転換 遠賀信用金庫

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402S00130 株式会社わっはっは 5290001026060 緊急事態宣言特別枠 飲食店のレトルト製造機器導入によるテイクアウト販売への事業転換 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 田川郡香春町 R2402S00131 阪本農園 緊急事態宣言特別枠 自社栽培の野菜を使った惣菜の加工から販売まで 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 八女市 R2402S00132 舞ひめ 緊急事態宣言特別枠 地元のこだわり野菜を使ったサラダ専門店への転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00134 株式会社ＭＯＮＯ　ＳＴＹＬＥ 9290001082364 緊急事態宣言特別枠 コーワーキングスペースと不動産オフィスの開設 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00135 ロードランナー株式会社 5290001075925 緊急事態宣言特別枠 地域連携型ＥＣサイト物販事業 税理士法人フューチャーコンサルティング

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 R2402S00138 クライミングガーデン・エコール 緊急事態宣言特別枠 リード市場への新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00139 株式会社ワークスエンタテイメント 1290001027541 緊急事態宣言特別枠
コロナ禍で中止となる百貨店催事事業の未来の形‼クラウドキッチンがもたらす新たな可能性！『お

うちで
株式会社北九州銀行

九州 福岡県 那珂川市 R2402S00140 株式会社可川精工 7290001032305 緊急事態宣言特別枠 ＥＶ化・ＦＣＶ転換を見据えてのワイヤカット放電加工機導入計画 鬼塚　活人

九州 福岡県 春日市 R2402S00141 ケイステラ 緊急事態宣言特別枠 福岡初！非接触型セルフエステ＆介護脱毛事業による再構築計画 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00142 リストランテデルマール 緊急事態宣言特別枠 住宅街に隣接したテイクアウトの本格イタリア惣菜屋事業の展開 河津　祐二

九州 福岡県 久留米市 R2402S00143 鮨　よし田 緊急事態宣言特別枠 高級鮨店の料理を急速冷凍・真空包装、ネットで受発注できるテイクアウト販売 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402S00144 ねこまんま 緊急事態宣言特別枠 飲食店からテイクアウト・フードデリバリーへの事業転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 大牟田市 R2402S00145 株式会社ナガノ 4290001053980 緊急事態宣言特別枠 永野酒店　ＰＢ商品開発　及び　ＥＣサイト展開 大牟田商工会議所

九州 福岡県 太宰府市 R2402S00146 株式会社木匠 2290001072454 緊急事態宣言特別枠 事業用家具製造業から個人用家具製造業への事業転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市東区 R2402S00147 米村の漢方薬 緊急事態宣言特別枠 漢方養生関連事業の新たなる構築 大牟田商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00148 合同会社ＳＷＩＴＣＨＨ 8290003007601 緊急事態宣言特別枠 若年層向けのセルフ撮影スタジオの運営 塩津　友輝

九州 福岡県 福岡市東区 R2402S00149 ＷｏＷ株式会社 4290001084695 緊急事態宣言特別枠 社会問題に貢献する新規アパレルブランドのＥＣ販売事業計画 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00152 株式会社Ｎ＆Ｈ 4290001085074 緊急事態宣言特別枠 独自開発システムによる韓国への自社製品販売等のデジタル貿易業 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00153 株式会社パノラマ 1290001075417 緊急事態宣言特別枠 「簡単・安全・美味しい」地元天然魚の冷凍加工品“楽する魚”の加工販売業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市西区 R2402S00154 チルアウト 緊急事態宣言特別枠 コロナ渦でも安心して遊べるアウトドア施設運営への新分野展開 福岡商工会議所
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九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00156 キャンディ 緊急事態宣言特別枠 音楽食堂への転換からデジタル技術活用及びテイクアウト販売実施 Ｂ´ｕ社会保険労務士法人

九州 福岡県 久留米市 R2402S00158 有限会社アイコン総合企画 7290002050850 緊急事態宣言特別枠 お店の味のまま久留米ラーメンホルモンセットのＥＣ販売事業の確立 髙野　晋一

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00159 イーストハウス合同会社 9290003007328 緊急事態宣言特別枠 ベトナムに特化した飲食・雑貨・ＥＣサイト事業で事業再構築 原　淳子

九州 福岡県 北九州市門司区 R2402S00161 Ｓｔｕｄｉｏ　Ｋａｎｏｎ 緊急事態宣言特別枠 高齢化にフィット！親子３世代で通える低価格バレエカルチャースクールの開校 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00162 家族亭 緊急事態宣言特別枠 配膳ロボットとご飯ロボットによるオペレーション自動化事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00163 炉端焼鳥　じなり 緊急事態宣言特別枠 捌いて卸して家でも店でも楽しむ九州産ブランド肉一気通貫事業 重松　祐樹

九州 福岡県 福岡市西区 R2402S00164 株式会社昧一 9290001066763 緊急事態宣言特別枠 発達支援児童の健やかな成長を目指す、音楽療育を取り入れた発達支援・放課後デイサービスの開設（仮） 齊藤　光介

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00165 株式会社ＳＴＡＹ　ＧＯＬＤ 2290001079359 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍に負けるな！テイクアウト事業参入で福岡を盛り上げろ！ 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00168 フレアージュ 緊急事態宣言特別枠 セルフエステでコロナ禍に負けないビジネスモデルの展開 寺崎　兼司

九州 福岡県 朝倉市 R2402S00171 お好み酒蔵 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈ・ａｆｔｅｒコロナ！老舗居酒屋のＴＡＫＥ　ＯＵＴ事業 朝倉商工会議所

九州 福岡県 北九州市門司区 R2402S00172 ヴィ　ヒロンデル 緊急事態宣言特別枠 お洒落なサブスクキッチンであなたの「やりたい！」を応援します 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 R2402S00173 有限会社Ｄ．Ｃ．Ｔ 2290002030031 緊急事態宣言特別枠 福岡初上陸の唐揚げ店を開店！新規顧客の開拓 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00176 Ｔｗｉｎ　Ｓｔａｒｓ株式会社 2290001073650 緊急事態宣言特別枠 新業種タコス屋さん（仮）出店計画 甲能　大輔

九州 福岡県 八女市 R2402S00181 整体マッサージなごみ 緊急事態宣言特別枠 接触業務から脱却するための酵素パウダー製造事業への業種転換 日髙　強

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00185 有限会社藤司 8290002021999 緊急事態宣言特別枠 体と心を健康へと導くモデルサロンの開業 瑛智税理士法人

九州 福岡県 北九州市小倉南区 R2402S00186 株式会社和気ａｉａｉ 1290801020159 緊急事態宣言特別枠 雇用を守るための「オタク」オンラインメディア・ネット販売事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 筑紫野市 R2402S00187 有限会社アールケイフーズ 1290002041665 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈ　コロナ時代の新たなニーズに対応できる飲食事業への転換 廣木　鑑治

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00188 ギシン株式会社 3290001078005 緊急事態宣言特別枠 ネパール文化発信の小売店の開発事業（飲食店から小売りへの挑戦） アイライフ税理士法人

九州 福岡県 古賀市 R2402S00190 鬼王荘 緊急事態宣言特別枠 旅館業からコワーキングスペース貸出事業への業種転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00193 株式会社香月設計企画 3290801025791 緊急事態宣言特別枠 アンティーク空間を提供するレンタルスペース事業計画 北九州商工会議所

九州 福岡県 太宰府市 R2402S00194 株式会社Ｄ－３ 8290001073595 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍においても観光客がどこよりもゆっくり安心できるカフェ事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 R2402S00195 株式会社トゥルーワン 9290001051583 緊急事態宣言特別枠 からあげ（新商品）・生ギョウザ・ラーメンのテイクアウトを主とした複合業態店舗 みらいコンサルティング株式会社

九州 福岡県 筑紫野市 R2402S00196 株式会社ジェーピーシー 2290001040782 緊急事態宣言特別枠 店舗・家庭向け　サイズセミオーダー可能テーブルの販売 市川　智子

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00200 株式会社ケー・スタイルカンパニー 8290801017611 緊急事態宣言特別枠 おひとり様で気軽に入店でき、テイクアウト・デリバリーが可能な高級寿司店の出店計画 税理士法人キャンバス

九州 福岡県 うきは市 R2402S00201 竹のしごと　田篭 緊急事態宣言特別枠 竹細工再興を目指すギャラリー併設のガレットカフェ事業計画 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市南区 R2402S00203 株式会社九州ハートス 3290001001073 緊急事態宣言特別枠 配信型催物に対応した照明設備導入事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00205 佐野恭聡 緊急事態宣言特別枠 古民家を利用した飲食店開業計画 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00206 株式会社ＹＯＮＤＥ 2290001087782 緊急事態宣言特別枠 便利なウェブサービスや　ＩＴ　ツールの活用方法を学べる　Ｅ－ラーニング 越川　智幸

九州 福岡県 福岡市城南区 R2402S00207 ステム 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト型パンケーキ専門店「ｃａｆｅ　Ｓｔｅｍ」による新市場への進出 中村　勇樹

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00208 一級建築士事務所やどり木 緊急事態宣言特別枠 建築士による古民家暮らし体験型ショールーム計画 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00209 株式会社ＲＡＩＤ 3290801012641 緊急事態宣言特別枠 ブランディング→コンテンツ→広告をワンストップで提供する事業 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00210 株式会社立部総合リアルエステートサービス 2290001073254 緊急事態宣言特別枠 幼児教育事業 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市南区 R2402S00211 訪問美容カンパニー 緊急事態宣言特別枠 自ら赴く訪問美容から、地域にアピールし人が集まる美容室を展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 筑後市 R2402S00212 株式会社ＣＲＹＳＴＡＬ 8290001061039 緊急事態宣言特別枠 美容室サロンの開設 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402S00214 水越はきもの店 緊急事態宣言特別枠 靴屋の空きスペースを活用してドリンクサービスを行う「新分野展開」計画書 福岡信用金庫

九州 福岡県 福岡市西区 R2402S00216 有限会社大広フーズ 5290002025202 緊急事態宣言特別枠 専門料理店への新分野展開による事業再構築 税理士法人武内総合会計

九州 福岡県 福岡市南区 R2402S00217 プライマリーナース 緊急事態宣言特別枠 糖尿病看護師によるオンライン・出張「健康料理教室」 瑛智税理士法人

九州 福岡県 久留米市 R2402S00218 株式会社コウレン 8330001008118 緊急事態宣言特別枠 居酒屋業界を救う！既存設備を利用した複業展開支援事業 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 R2402S00219 株式会社ＯＤＯＮ 4290001086700 緊急事態宣言特別枠 和食調理技術を活かした惣菜専門店への新分野展開 山田祥吾

九州 福岡県 北九州市門司区 R2402S00223 四季丸 緊急事態宣言特別枠 存続危機業界への参入－猛禽・爬虫類ペット向け　ウズラの冷凍、真空加工販売 立野　謙介

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00224 和酒処　酒峰 緊急事態宣言特別枠 飲食店兼酒屋の視点から日本酒業界を盛り上げ・貢献する事業 井ノ口　浩二

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00226 株式会社サウスポイント 5290001013265 緊急事態宣言特別枠 結婚式を諦めなくていい時代を作る！”セーフ婚”プロジェクト 松田　晃輔

九州 福岡県 糸島市 R2402S00227 株式会社チャレンジアンドスマイル 7290001082044 緊急事態宣言特別枠 シェアリングエコノミー時代、高付加価値「シェアスタジオ」の構築 井上　明彦

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00229 有限会社中洲佐とう 2290002022441 緊急事態宣言特別枠 果物専門店の取扱商材を生かした加工分野への商品展開・販路拡大 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 R2402S00230 株式会社ＴｒｉｎｉｔｙＳｐｉｃｅ 2290801021040 緊急事態宣言特別枠 ベビー商材に特化したマッチングスペースの提供 有限会社マネジメント・オフイス・マスダ

九州 福岡県 福津市 R2402S00231 となりのグリル 緊急事態宣言特別枠 ワンオペ型カツサンド専門店のフランチャイズ展開 井下　佳郎

九州 福岡県 田川市 R2402S00234 株式会社ＢＯＯＫ 3290801022467 緊急事態宣言特別枠 廃校となった小学校の給食室を利活用した飲食事業計画 田川商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00235 コンビニエンスＭＪＣ株式会社 6290001033601 緊急事態宣言特別枠 持続可能な高級食パン専門店出店計画 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00236 株式会社新和旅行 8290001057672 緊急事態宣言特別枠 中国・台湾の流行と地元飲食店の弁当が集う健康ドリンクスタンド 福岡商工会議所

九州 福岡県 那珂川市 R2402S00239 株式会社九千部 4290001033792 緊急事態宣言特別枠 自社ブランドを活用した飲食店から食品製造業への事業展開 入江　美貴

九州 福岡県 北九州市八幡西区 R2402S00240 ブランニューデイ 緊急事態宣言特別枠 カフェ営業・テイクアウト・店頭販売・ＥＣサイトを開始して業態転換 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市城南区 R2402S00241 株式会社小林蒲鉾店 1290001005175 緊急事態宣言特別枠 練り物製品の製造販売ノウハウを活かしたアウトパック商品の企画販売 株式会社福岡中央銀行

九州 福岡県 福津市 R2402S00242 研友プロ株式会社 6290001037255 緊急事態宣言特別枠 地元常連客中心の肉料理店から観光客向け屋上カフェへの転換 木村　壮太郎

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00246 ワイズデザイン 緊急事態宣言特別枠 カカオときび砂糖だけでつくるＢｅａｎ　ｔｏ　Ｂａｒチョコレートの美味しさを伝える 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 R2402S00247 株式会社榎グループ 7290001034747 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーを利用したシェアリングサービスによる共存共栄事業 藤浦　敏明

九州 福岡県 大野城市 R2402S00248 株式会社家康コーポレーション 9010401098491 緊急事態宣言特別枠 Ａｉ型顔認証装置と勤怠管理システム等を連動するソフトの開発、販売 木村　壮太郎

九州 福岡県 久留米市 R2402S00250 株式会社ウー・ルー 6290001057732 緊急事態宣言特別枠 女性の好みを知り尽くした美容サロンが流行スイーツ専門店を展開 久留米商工会議所

九州 福岡県 久留米市 R2402S00251 ナカマ株式会社 3290001072478 緊急事態宣言特別枠 一般企業向けＤＸ動画研修システムを使った社内研修サポートサービス 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00253 特定非営利活動法人ティエンポ・イベロアメリカーノ 2290005003926 緊急事態宣言特別枠 オンライン文化交流システムの開発・新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00255 ＴＡＫＵＸ 緊急事態宣言特別枠 撮影スタジオを用いた動画制作・写真撮影サービス事業 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福津市 R2402S00257 カフェさくら 緊急事態宣言特別枠 和菓子職人が手掛けるパン屋として福間海岸で事業転換 福岡県信用組合

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00258 株式会社マルショウ 7290001016836 緊急事態宣言特別枠 『アパレル　スタイル提案型　ＷＥＢセレクトショップＥＣサイト新事業構築』事業 若狹　英次

九州 福岡県 久留米市 R2402S00259 美食酒空間ごちそう家 緊急事態宣言特別枠 酒類提供に頼った居酒屋からうどん店への転換と移転 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市西区 R2402S00260 縁結び　イトキチ 緊急事態宣言特別枠 環境変化に対応したテイクアウト事業等による経営リスクの分散 山田　周作
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九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00261 リトルスタンド大名店 緊急事態宣言特別枠 カフェスペースが菓子製造所に。コーヒー＆ワッフルスタンドに生まれ変わり地域を楽しく。 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00264 株式会社オルカ総合会計 6290001081724 緊急事態宣言特別枠 次世代型会計事務所としてのオンラインサービス（子供向けお金の学校）の構築 緒方　芳伸

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402S00265 たまりば 緊急事態宣言特別枠 コロナに負けない、自力で立ち向かえる強い店づくり（キッチンカー） 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00266 株式会社Ｃｒｏｗｎ　Ｊｅｗｅｌ 5290001025426 緊急事態宣言特別枠 寝た状態でもできる高齢者向け筋肉運動・代謝促進機器の開発・販売 木村　壮太郎

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00268 株式会社ＢＩＳＯ 9290001076408 緊急事態宣言特別枠 マンション・住宅等を対象とした清掃・消毒・保守・機器の運転、維持管理 髙藤　公人

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00269 有限会社ウィナー 8290002029811 緊急事態宣言特別枠 たこ焼き・韓国チキンなどのテイクアウト・デリバリー専門店の新規展開による事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

九州 福岡県 太宰府市 R2402S00271 Ｋメディカル 緊急事態宣言特別枠 「医療機関向け高度管理医療機器販売の開始にともなう設備等の事務所環　境整備」 福元　俊介

九州 福岡県 久留米市 R2402S00273 株式会社ＴアンドＭサーラ・カリーナ 8290001058019 緊急事態宣言特別枠 地元食材活用の健康・長寿デリ販売併設による老舗イタリアンの移転再スタート 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 R2402S00274 株式会社ＺＲｏｍａｎ 2290001091636 緊急事態宣言特別枠 おひとり様大歓迎！駅近立地の寿司と小料理のおしゃれなお店　『香椎ハーバー』と『炉端ｓｔａｎｄ　美々』の出店 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

九州 福岡県 糸島市 R2402S00275 三浦昌之 緊急事態宣言特別枠 宿泊業ノウハウを活用したウィズコロナでの清掃サービスを展開 福岡県信用組合

九州 福岡県 福岡市南区 R2402S00276 株式会社アルコ 5290001032265 緊急事態宣言特別枠 ＩＴ技術を使った非対面方式での新形態の賃貸相談サービス 田中裕二

九州 福岡県 久留米市 R2402S00277 遊食工房　茶花 緊急事態宣言特別枠 主婦の料理悩み事に関連した動画配信と連動した持ち帰り用加工品の販売事業 合同会社わだち

九州 福岡県 京都郡苅田町 R2402S00278 株式会社ビルドイノベーション 7290801026621 緊急事態宣言特別枠 住宅リフォーム会社が計画する、北九州肉うどん店の出店事業 後藤　公平

九州 福岡県 久留米市 R2402S00282 株式会社アース 6290001051603 緊急事態宣言特別枠 イベント企画事業を活かした「レクレーション及び災害時避難車両」の製造販売 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 小郡市 R2402S00283 ＬＩＧＨＴ　ＧＩＴＡＲ　ＭＵＳＩＣ　ＳＣＨＯＯＬ 緊急事態宣言特別枠 全国でのオンラインライブの企画等まで行う音楽スタジオの経営 大槻　直志

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00285 弁護士法人アジア総合法律事務所 1290005014544 緊急事態宣言特別枠 弁護士と相談者をつなぐオンライン法律サービスシステムの構築と法律業界向けのテックサービス、データ提供サービス事業等 有馬誠治

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00286 株式会社紫京 5290001031003 緊急事態宣言特別枠 換気性良い焼肉店の新設・ブランド鶏販売で生産者を支援！ 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402S00290 株式会社コメックス 2290001030288 緊急事態宣言特別枠 婦人靴のカスタマイズオーダーメイドをＷＥＢで全国展開する事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 田川市 R2402S00291 株式会社サン・コーポレーション 9290801019961 緊急事態宣言特別枠 家具の使用感が体験できるモデルルーム型飲食店の展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402S00295 株式会社Ｈｉｄｅ＆Ｓｅｅｋ 6290001060728 緊急事態宣言特別枠 サブスクリプション事業者の悩みをワンストップで解決！販売支援特化型シェアオフィス事業 シーロムパートナーズ税理士法人

九州 福岡県 八女市 R2402S00298 有限会社ひょっとこ 7290002047517 緊急事態宣言特別枠 ＩＴを活用した無店舗居酒屋全国展開プロジェクト 税理士法人Ｔ＆Ａ

九州 福岡県 大野城市 R2402S00299 音楽教室ｐｏｌｏｎ 緊急事態宣言特別枠 音楽教室による音楽療法の事業化 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 R2402S00300 匠建設株式会社 7290001070412 緊急事態宣言特別枠 老人ホーム入居コンサルティング 徳永　幸一

九州 福岡県 春日市 R2402S00301 株式会社ｇｌｏｗ 9290001085227 緊急事態宣言特別枠 非対面型オンライン見積システム構築と換気ダクト設計事業新設 森　健史

九州 福岡県 うきは市 R2402S00302 土の上の花 緊急事態宣言特別枠 「コロナによる影響」にうける博多もつ鍋専門店から焼肉店（囲炉裏焼き）への事業転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00001 株式会社エクスバーム 5290801000438 通常枠 バリアフリーキッチンスクール等の開業 瑛智税理士法人

九州 福岡県 古賀市 R2402U00005 株式会社ナダヨシ 9290001036782 通常枠 感染症用クリーン排気ユニット製作体制の構築 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市西区 R2402U00009 株式会社ヴェルトゥ 1290001078997 通常枠 共働き世帯を応援！コインランドリー事業進出による新分野展開 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 福岡県 太宰府市 R2402U00011 協栄塗装 通常枠 非対面型店舗による出来立てに特化した商品戦略で挑むデリバリー型洋菓子販売 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402U00016 株式会社鬼が島本舗 5290001005064 通常枠 飲食店をコンビニ化。飲食店の「このあじ」をより便利に、より身近に。 毛利　裕之

九州 福岡県 太宰府市 R2402U00019 有限会社エフツーアート 2290002043256 通常枠 看板制作技術を活かしたオリジナル商品開発によるＢｔｏＣ市場への進出 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 久留米市 R2402U00020 うめの地所株式会社 6290001048434 通常枠 タブレットと非対面接客を最大限に活用した不動産賃貸・売買の契約成立スキーム 香月　孝文

九州 福岡県 飯塚市 R2402U00023 株式会社九州互助センター 3290001045442 通常枠 これからの時代に合う、新しいお葬式の形を提供する為の業態転換 安武　晋司

九州 福岡県 飯塚市 R2402U00025 株式会社フクデン 6290001046628 通常枠 加水分解設備の導入による有機肥料の製造 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 柳川市 R2402U00026 株式会社ジーエム 6290001053599 通常枠 先端デジタル技術関連商品（ロボット・ＡＩ・ＩｏＴ）のレンタル 大川信用金庫

九州 福岡県 大川市 R2402U00032 有限会社古賀商会 2290002053296 通常枠 障碍者就労施設と共同で廃材リサイクルの新規事業の展開 大川商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00039 株式会社天領バス 1320001010568 通常枠 バス会社が行う、バスとトラックの整備事業 ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

九州 福岡県 福岡市東区 R2402U00040 株式会社ＣＵＢＥ　ＴＲＡＤＥ 4290001069969 通常枠 バイオマス燃料の製造・販売による事業の再構築計画 日髙　強

九州 福岡県 糸島市 R2402U00041 株式会社ＡＬＯＨＡＰＬＡＮ 3290001033323 通常枠 遊休資産の活用（本社倉庫のリノベーション）による特定事業依存脱却 松代　和也

九州 福岡県 久留米市 R2402U00044 社会福祉法人ひびきの杜 8290005010371 通常枠 地域高齢者福祉貢献のためにショートステイ事業への新規進出 齋藤　由宇

九州 福岡県 北九州市若松区 R2402U00052 株式会社金福 5290801017655 通常枠 九州北部の食材の宝の山から作り出す！ご当地中華まん製造販売事業 楠本　拓也

九州 福岡県 古賀市 R2402U00054 株式会社柴垣製作所 8290001037377 通常枠 非常用発電機製造の内製化体制構築によるＢＣＰに対する需要の取り込み 松代　和也

九州 福岡県 久留米市 R2402U00058 ミフチ印刷紙器有限会社 3290002050128 通常枠 商業印刷からストーンシートを使った高機能パッケージ印刷への転換 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00063 株式会社ハイキックスタンダード 3290001082436 通常枠 グッズの国内製造におけるエンターテインメント及び地域発展計画 櫻井　裕子

九州 福岡県 筑紫野市 R2402U00064 Ｏｆｆｉｃｅ久我 通常枠 廃嘘と化した手つかずのモーテル跡地で開業する宿泊施設 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00069 株式会社アン・ココット 8290001080831 通常枠 日本初！『フレンチタコス』専門ファストフード店の展開 嬉野・本村税理士法人

九州 福岡県 大川市 R2402U00073 株式会社プロセス井口 7290002054604 通常枠 木製トレーラーを通じた新たな社会の創造 大川信用金庫

九州 福岡県 久留米市 R2402U00078 株式会社郷原組 2290001050674 通常枠 建設発生土のリサイクル事業開始で循環型建設業への転換 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00080 株式会社Ｃ＆Ｇ　Ｖａｌｕｅ　Ｄｅｓｉｇｎ 5290001056322 通常枠 古湯温泉おんくり鉄板焼レストランおよび個室レストラン新設計画 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 福岡市東区 R2402U00082 三洋紙工株式会社 4290001003192 通常枠 フィルム、不織布、化成品、合成紙等の紙以外の断裁加工 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市 R2402U00083 割烹旅館ふじむら　藤村卓郎 通常枠 陶板浴で癒しと健康を！業種転換による料亭再生プロジェクト 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 久留米市 R2402U00086 有限会社一味 2290002052158 通常枠 製麺工場建設による新たな販路の開拓と垂直的多角化の取組 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 柳川市 R2402U00093 妻夫木設備 通常枠 農業者の課題を解決する、特許技術を活用した温調システム施工への挑戦 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 飯塚市 R2402U00094 Ｇｒｏｗ　ＨＡＩＲ　ＤＥＳＩＧＮ 通常枠 ウィズコロナ時代型『非対面・半個室』プライベートサロン 福田　健

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402U00096 旅の輪九州株式会社 3290001075563 通常枠 島の魅力を伝えるＥＣサイトを構築し観光客を誘致する 福岡商工会議所

九州 福岡県 古賀市 R2402U00100 深野製袋株式会社 8290001036395 通常枠 二次包装品となる高付加価値パッケージ市場への新分野展開事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 R2402U00101 株式会社エムテック 8290001048481 通常枠 金属加工の技術を生かした武器、建設機械向け部品製造に対応する新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 那珂川市 R2402U00104 株式会社重松精工 3290001031888 通常枠 既存製品のサプライチェーン毀損に対応する新製品部品製造の取組 松代　和也

九州 福岡県 久留米市 R2402U00106 株式会社イマクル 1290001059238 通常枠 「建築・土木」の一括施工体制による販路拡大計画 藤岡　廣子

九州 福岡県 遠賀郡岡垣町 R2402U00109 水巻鉄工株式会社 9290801011167 通常枠 ソリューション力と２４時間稼動で医療軽機械部品の製造を実現 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 久留米市 R2402U00111 株式会社光栄建設 9290001051641 通常枠 コロナ禍による巣ごもり需要で伸長するペット市場へ　ペットグッズ専門店で新分野展開 筑後信用金庫

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 R2402U00114 株式会社小堀製作所 9290001069881 通常枠 新製品（自走式運搬機）製造による既存製品サプライチェーン毀損からの脱却 遠賀信用金庫

九州 福岡県 直方市 R2402U00115 株式会社メイホー 3290801014943 通常枠 金型と成形品の一貫生産の強みを活かした高付加価値文具業界への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市城南区 R2402U00116 有限会社ターボマニア 7290002023278 通常枠 バーチャルレストランを活用し飲食業界を活性化させるビジネス 中村　宏
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九州 福岡県 みやま市 R2402U00117 中島自動車株式会社 4290001054830 通常枠 フォトスタジオを活用した中古車の動画ショッピング事業の開始 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 福岡県 糸島市 R2402U00119 株式会社こころ 7290001033360 通常枠 ～「こころ」と体を健康に～コロナ渦で孤立した介護難民支援計画 税理士法人西方会計

九州 福岡県 北九州市若松区 R2402U00120 ニチデンワーク株式会社 4290801013052 通常枠 第２基盤事業『騒音環境下会話装置』の事業化 太田　範雄

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00121 リフェコ株式会社 4290001055647 通常枠 電力マッチングシステムの提供 アスモア税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00124 株式会社ＵＰａｙ 5290001074836 通常枠 脱プラスチックの一手となる米ストローで持続可能な経済社会の実現に寄与する 緒方　俊輔

九州 福岡県 福岡市城南区 R2402U00125 岩井屋 通常枠 参拝者激減に対する門前茶屋店の和菓子技術を生かしたスイーツ等通販の取組 松代　和也

九州 福岡県 福岡市南区 R2402U00127 ライフエディット株式会社 5290001060530 通常枠 全国初！ステーキ屋の技術が光る外国産牛肉専門の提案型精肉店 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00130 株式会社アラト 8290001006167 通常枠 最新鋭デジタルプリンターを活用した車体広告プラットフォーム事業 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00133 株式会社都市資源開発 5290001019337 通常枠 優良産廃処理業者である当社が粉砕処理事業に進出し資源リサイクル率向上と商圏拡大を図る 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市南区 R2402U00140 株式会社くらしコーポレーション 1320001013307 通常枠 新たな生活様式に対応！民泊からワーケーションサービスへの転換 株式会社匠コンサルティング

九州 福岡県 久留米市 R2402U00141 株式会社佐蔵商店 4290001068574 通常枠 家庭料理をもっと美味しく、もっと手軽に。焼肉屋が造る「お肉のご馳走」 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00143 株式会社ＨＯＮＯＫＡ 3290001079572 通常枠 旅行会社が提供する旅行関連資格取得のためのオンラインスクール事業 株式会社ライトアップ

九州 福岡県 遠賀郡岡垣町 R2402U00147 永順産業株式会社 9290801018369 通常枠 最新式１次破砕機導入を契機とした新事業進出と盤石なＳＣＭ体制構築 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 田川市 R2402U00152 居酒屋花野の香 通常枠 働くママに心のゆとりを！ドライブスルー型唐揚げ販売事業 林　幸一郎

九州 福岡県 太宰府市 R2402U00155 株式会社エフスタイルドットコム 5290001042850 通常枠 小規模事業者向けＥＣ運用サービスの提供体制構築による新分野展開 廣木　鑑治

九州 福岡県 福岡市西区 R2402U00156 株式会社ＢＥＥ 9290001064858 通常枠 車販売会社が地域を支える建設業者を支える建機レンタル業を開始 税理士法人トライウィンコンサルティング

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00159 ファイブエージャパン株式会社 9290801016050 通常枠 企業城下町を活かしたＩｏＴフィットネスジムの運営 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 飯塚市 R2402U00163 株式会社ヒイズル 5290001074480 通常枠 筑穂牛を世界へ！　ミシュラン飲食店が行なう次世代につなぐ畜産業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 直方市 R2402U00164 株式会社松田機械工作所 1290801014342 通常枠 ５面加工門形マシニングセンタ導入による事業再構築 飯塚信用金庫

九州 福岡県 遠賀郡芦屋町 R2402U00166 美容薬理株式会社 8290801011696 通常枠 自然派・オーガニックに特化した体験型研修サービスへの新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 R2402U00167 株式会社ヨシマサ 1290001090515 通常枠 最先端冷凍技術による冷凍鮮魚製造・販売への取り組み 久留米商工会議所

九州 福岡県 宮若市 R2402U00173 株式会社苅野 1290801014086 通常枠 脱炭素社会を見据えた発電所用耐アンモニア・水素部品の開発 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00175 リバンク株式会社 1290003008787 通常枠 住宅ストック活用型ワーキングレジデンス商品展開 大津留　孝明

九州 福岡県 うきは市 R2402U00177 Ｕｋｉｈａ　ＢＥＥ 通常枠 うきは市アーティスト・イン・レジデンス拠点の設立 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 大牟田市 R2402U00180 ポピー製紙株式会社 3290001054055 通常枠 紙おむつリサイクルパルプ等の利用推進のための故紙原料白色度改善プロセスの開発 株式会社福岡中央銀行

九州 福岡県 直方市 R2402U00181 株式会社玄海 1290802011090 通常枠 老舗仕出し屋が展開する高齢者向けソフト食の開発と販売力強化 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00188 株式会社ＮＫ　ｗｏｒｋｓ 5290001058269 通常枠 おうちで食べられる博多名物肉肉うどんの冷凍開発とＥＣ販売事業の確立 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 筑紫野市 R2402U00189 ＨＩＫＥＮ株式会社 6290001071312 通常枠 地下埋設物の状況を高度に表現した３Ｄマップの作成 税理士法人リライブ

九州 福岡県 八女市 R2402U00190 株式会社磐井製茶 4290001047108 通常枠 葬祭向け卸事業から「きれいな八女茶の定期便」事業への転換 渡辺　裕之

九州 福岡県 柳川市 R2402U00191 株式会社やまひら 9290001054933 通常枠 地域水産資源を活用した釣り餌事業による新ステージへの挑戦！ 柳川商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡久山町 R2402U00193 福岡パッケージ株式会社 2290001020215 通常枠 運ぶものから、使うものへデジタル印刷機で段ボールの新しい役割を創出する 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00195 株式会社アイズスポーツ 7290001064273 通常枠 屋外コートでの３×３バスケットボール教室の運営事業 みかさ税理士法人

九州 福岡県 北九州市八幡西区 R2402U00197 創生ミネラル株式会社 5290801013761 通常枠 鉱石の知見を活かした農業分野への展開。苦土生石灰の普及による事業再構築 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00198 オードーズ株式会社 3290001059574 通常枠 築古物件を活用した障がい者向けグループホームの開業と築古物件再生事業 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402U00199 株式会社ＤＲＥＡＭ　ＩＮＴＥＲＦＡＣＥ 8290001038045 通常枠 デジタル技術を活用し地方創生と人材創出を目指し持続可能な経済効果を地域と共に目指す 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 北九州市若松区 R2402U00202 株式会社ウエルクリエイト 5290801010940 通常枠 炭化技術導入による炭化物と発酵堆肥の複合型食品循環システムの新規展開 税理士法人占部会計

九州 福岡県 福岡市東区 R2402U00204 株式会社エノモト 3290001002716 通常枠 海外展開も踏まえた大型特殊鋼鋳造品の増量・高品質・低コスト・短納期での製造体制の再構築 株式会社十八親和銀行

九州 福岡県 久留米市 R2402U00206 ファステラ合同会社 6290003006720 通常枠 障害者が作る給食を届ける高齢者施設への配食サービス事業計画 筑後信用金庫

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00209 株式会社樹 3290801008012 通常枠 マスコミ各社から取材殺到！冷凍棒餃子の無人販売所設置事業 足立　知弘

九州 福岡県 福岡市東区 R2402U00210 まるやま歯科 通常枠 超高齢社会に対応したリモート歯科診療サービスの展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00212 株式会社ＭＴＨコーポレーション 3290001062099 通常枠 糸島市の自然共存型宿泊事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 久留米市 R2402U00214 合同会社ギャランドゥ 4290003007167 通常枠 研修事業から、障害者と共にクラフトビール事業への進出 筑後信用金庫

九州 福岡県 鞍手郡小竹町 R2402U00220 有限会社梶原設備工業 9290802021421 通常枠 地域活性化を目的とした飲食店を中心とする複合店舗の開始 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 うきは市 R2402U00221 株式会社アジアンレジャーサービス 5290001055332 通常枠 地元の果物を活かしたデニッシュとテイクアウト用チキンへの取組 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡西区 R2402U00223 株式会社ニシテイ 2290801010415 通常枠 緊急時の事業計画のためのバッテリーによる非常用電源盤の開発 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 福岡市西区 R2402U00224 山口印刷株式会社 1290001002395 通常枠 コロナ時代に新しい視点で構築する　オンライン・ギャラリー２本立てのアーティスト支援事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00229 株式会社Ｊ－ｎａｐｓ 8290001026017 通常枠 うきは市の魅力を発信するアンテナショップとＥＣサイトの展開 立野　謙介

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00231 オーエーセンター株式会社 5290801000504 通常枠 主力の通信業から新たな冷凍商品事業を立ちあげる新分野展開 公益財団法人北九州産業学術推進機構

九州 福岡県 直方市 R2402U00239 株式会社九州ハセック 4290801014109 通常枠 革新的な高速鉄道駆動装置用ギヤカップリングのグローバル展開による新規事業 直方商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00240 株式会社ボディコープ 2290001031055 通常枠 世界初・最先端の日本製ＩｏＴヨガマットを活用し、日本とインドネシアの懸け橋をつくる 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00243 株式会社ＩＳＳＩ 3290001072494 通常枠 デリバリー・テイクアウト・ＥＣ設備併設の昼のラーメン定食事業 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援セン

九州 福岡県 大川市 R2402U00245 株式会社江頭仏壇店 8290001052665 通常枠 対面販売からインターネット販売への転換とそれに伴う事業の再構築 小川　良平

九州 福岡県 北九州市門司区 R2402U00246 ビルドメンテック株式会社 5290801003176 通常枠 新工法を活用した橋梁のジョイント部における漏水補修事業の全国展開 ワイエムコンサルティング株式会社

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00249 株式会社益正グループ 5290001020492 通常枠 居酒屋業態から非接触次世代カフェ＆中華業態への転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 中間市 R2402U00251 株式会社テクノ光暉 9290801011217 通常枠 脱炭素社会におけるクリーンエネルギー運搬タンクの開発 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 古賀市 R2402U00255 アトラス化成株式会社 5290001036299 通常枠 抗菌効果の高い錫製カトラリー及び食器の製造とＥＣサイトを活用した販売事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市東区 R2402U00256 株式会社東和交易 6290001019617 通常枠 	　地場産野菜・果物を使用した自然派ジェラートの開発・販売 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00260 株式会社ｄ．ｔ．ｆ 6290801018561 通常枠 主婦に人気のカフェ店によるコインランドリー事業との連携新事業 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00264 えそらフォレスト株式会社 8290001052228 通常枠 オーガニック化粧品のＥＣ事業から、頭皮に優しい白髪染め専門美容室展開＆ＤｔｏＣへ。 河上　康洋

九州 福岡県 遠賀郡水巻町 R2402U00276 有限会社おんどる 5290802016350 通常枠 国産のブランド牛を活用した精肉の小売販売事業への進出 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市西区 R2402U00277 株式会社エステクノ 7290002004377 通常枠 デジタル及び拡張現実技術を活用した遠隔・時短サービスの新分野展開 東京商工会議所

九州 福岡県 北九州市戸畑区 R2402U00280 有限会社オーオカ 9290802001200 通常枠 空テナントを活用し若手美容従事者に「働き口」と「成長機会」を与えるシェアサロン運営 税理士法人プロネットＮｅｘｔ

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 R2402U00283 ワタナベ商事株式会社 9290001064866 通常枠 アルミ手摺と相乗効果の高いエコボードを製造する新分野展開事業 坂本　淳

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00285 株式会社西日本高速印刷 8290001009351 通常枠 封入封緘サービスによる全国展開と総合印刷ショップ開設による地域展開事業 北野　孝志
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九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00286 株式会社エス・ピー・エス 7290001062723 通常枠 一業界依存型事業から脱却し、新たに障がい者グループホーム運営に挑戦 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00288 株式会社味蔵 7290001011333 通常枠 博多の有名店と協業し、お店の鍋スープをそのまま冷凍・販売 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00291 住吉酒販有限会社 2290002015890 通常枠 「高付加価値限定酒」と「価値ある体験」を提供するオンライン日本酒専門店「天酒堂」開業計画 税理士法人織田会計経理センター

九州 福岡県 北九州市若松区 R2402U00299 有限会社釣具のエース 8290802019210 通常枠 既存事業の事業承継とテイクアウト飲食店への業種転換による収益性向上の取組。 翠税理士法人

九州 福岡県 筑後市 R2402U00300 株式会社舘工業 4290001065968 通常枠 ３ＤＣＡＤを活用し八女市活性化へ！オリンピックで話題のＢＭＸパーク運営 福岡県信用組合

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00301 株式会社中村人形 2290001056267 通常枠 デジタルギャラリー「中村人形ギャラリー」の整備 松尾　勇二

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00305 有限会社ブルーランク 5290002024451 通常枠 ワーケーション宿「ＹｕｋｕｉＳｔａｙ」の運営事業 税理士法人アースシンシア

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00306 株式会社ジャパン・ニュース・アドバンス 8290001061229 通常枠 空港利用者向けポーターサービスと広告サービスの提供 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00307 株式会社ジョブ・ネット 5290001028668 通常枠 コロナ禍によるデジタルシフトに伴い、コンテンツ強化の映像制作スタジオへの設備投資 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 八女郡広川町 R2402U00308 株式会社鹿田産業 5290001047263 通常枠 業務用大空間すだれを新規開発しＥＵ市場に参入する事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00309 株式会社ＮＥＸＸＵＳ 3290001061943 通常枠 長崎の離島　神々の宿る島「壱岐」の大自然に囲まれたコテージ付きグランピング場（簡易宿泊所）の運営 税理士法人天神会計

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00310 ピットアウト株式会社 2290801024695 通常枠 郵便物のクラウド管理サービスの立ち上げ 北九州商工会議所

九州 福岡県 大牟田市 R2402U00312 株式会社アヤボセンタン研 3180301017251 通常枠 新製品コーティングエンドミルの製造による次世代自動車部品向け金型市場への新分野展開 大牟田商工会議所

九州 福岡県 北九州市若松区 R2402U00313 株式会社植田製作所 8290801011903 通常枠 カーボンニュートラル時代を見据えて需要増加が期待できる新分野への挑戦 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00314 株式会社苅田アカデミー 5290801022457 通常枠 障害者自立支援型の都市型福祉住居サービス事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00315 めんくいや 通常枠 卸・小売事業およびネット通販事業の開始による来店客数減少打開への取り組み 松代　和也

九州 福岡県 福岡市東区 R2402U00316 有限会社ふくおか畜販 7290002017346 通常枠 ＥＣ・ふるさと納税品・ミニスーパー店舗による地域直販への変更 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 嘉穂郡桂川町 R2402U00317 有限会社山水商事 8290002045552 通常枠 強みを活かした満腹回転寿司と魚市場機能としての鮮魚小売りの２事業でＶ字回復 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 糸島市 R2402U00327 株式会社明和製作所 4290001033330 通常枠 遊星ギア付ＤＣＢＬ量産による電動化及び高精度機器分野への参入 毛利　弘

九州 福岡県 直方市 R2402U00333 有限会社ミグ 5290802020641 通常枠 最新５軸加工機等導入によるロボットハンド製造体制構築 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 大牟田市 R2402U00334 荒木建装株式会社 8290001054645 通常枠 建設・農業機械の加工技術を活用した建設部材分野への展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 柳川市 R2402U00335 株式会社アラキテック 7290001052600 通常枠 ５軸加工機導入による食品製造用機械部品等製造と販路開拓の取組み 福岡県信用組合

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 R2402U00338 株式会社イサヤマ 1290001039818 通常枠 産業用ロボット向け部品等加工の生産能力獲得による新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 宮若市 R2402U00339 有限会社酒井製作所 1290802021024 通常枠 海外展開を見据えた冷却用配管市場への新分野展開に伴う生産体制の再構築 飯塚信用金庫

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402U00342 ロハス・ライフ株式会社 5290001055679 通常枠 再生可能エネルギーを軸とした糸島の魅力創生プロジェクト 田中　直敏

九州 福岡県 福岡市東区 R2402U00344 ＮＣＹ株式会社 9290001037855 通常枠 ＡＩアプリで健康情報を管理し、最適なサプリメントを提案 木村　壮太郎

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00345 Ａｄｄ　ｖａｌｕｅ株式会社 2290001069970 通常枠 創作肉料理店のライブコマースを活用した厳選精肉販売事業への新分野展開 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 直方市 R2402U00347 オーエステクノス株式会社 4290801019280 通常枠 横型ＣＮＣフライス盤導入による半導体生産設備部品等の製造能力獲得による新分野展開 税理士法人トライウィンコンサルティング

九州 福岡県 福岡市南区 R2402U00350 株式会社伸匠工業 5290001087631 通常枠 コロナ禍に活路を開くドローン等活用型建物調査・診断業務実施事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00351 株式会社コミュニティメディアパートナーズ福岡 6290001059811 通常枠 ラジオ×『体感型魅力発見スペース（ファンコミュニティ創造）事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 糟屋郡志免町 R2402U00352 株式会社ＮＥＸＴフーズ 1290001061342 通常枠 元ホテル総料理長のレシピによる高級生ドレッシングをＥＣサイトで販売する新分野展開 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 宮若市 R2402U00353 株式会社オカガキ 9290801014533 通常枠 ショットブラスト加工機導入による製造業への新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 R2402U00355 株式会社七洋製作所 4290001038313 通常枠 オーブン機械製造販売から新たなセールス手法で冷凍パイ生地販売 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 宗像市 R2402U00358 株式会社Ｔｏｎｋｏｙａ　Ｃｏｍｐａｎｙ 8290002035314 通常枠 地元の鮮魚を活かした内食・中食・外食のハイブリッド型食品加工工場構築 リードブレーン株式会社

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00360 有限会社ゼムケンサービス 3290802003607 通常枠 オンライン”リノベーション”サポート事業の新分野展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 朝倉市 R2402U00368 株式会社オークマ 9290001043993 通常枠 ポストコロナに向けたリモートワーク商品への展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 筑紫野市 R2402U00369 株式会社トップサポートカンパニー 4290001032621 通常枠 医療従事者、患者家族の介護者負担を軽減する洗濯代行サービスを提供するランドリー経営 税理士法人武内総合会計

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00372 フジモトサインズ株式会社 2290001072520 通常枠 立体をキーワードとした新たなサインディスプレイ製造と内装事業への展開 北野　孝志

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00376 合同会社生活道具 3290003006888 通常枠 「生活シーンの中で商品の価値を伝える広報用動画」撮影サービス 加藤　圭示

九州 福岡県 福岡市南区 R2402U00379 株式会社ハローグッバイ 9290001000912 通常枠 糸島産の水と農産物を使ったクラフトビールの醸造・販売 髙村　英子

九州 福岡県 行橋市 R2402U00381 有限会社ベル 3290802022549 通常枠 サイクリング事業・旅行業立ち上げによる事業再構築計画 髙村　英子

九州 福岡県 八女市 R2402U00384 株式会社アオキ 8290001047566 通常枠 自社の長所を活用した唐揚げテイクアウト専門店と鶏焼肉店運営 市竹　敦

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00389 株式会社あひるコンサルティング 3290001029940 通常枠 保険代理店による健康推進事業～地域の健康へ更なる備えを～ 河口　正剛

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00390 クラウドビット合同会社 9290003007179 通常枠 営業管理システム＋コールシステムとＡＩ音声解析のクラウドサービス開発・提供 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 北九州市若松区 R2402U00392 株式会社岡田鋼材 2290801012089 通常枠 風力発電部品製造を契機としたクリーンエネルギー分野への進出 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00393 株式会社セブンセンス 8290001056716 通常枠 九州最大の撮影スタジオ構築と体感型コンテンツ配信事業でＶ字回復 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00394 ＹＯＨＡＫＵ 通常枠 テイクアウトカフェ主体のコワーキング兼宿泊施設事業への業種転換 井上大輔

九州 福岡県 糸島市 R2402U00395 株式会社ディークオン 5290001071494 通常枠 ドローンを活用した販売・調査業務・講習・カフェによる業態転換 福間　武士

九州 福岡県 福岡市早良区 R2402U00398 味処　げん家 通常枠 人通りの良さを生かした自動販売機による２４時間販売での地域帰宅客への美味しさの提供 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00399 株式会社ＧＲＯＵＰ　ＣＹＣＬＥ 5290001072047 通常枠 日本から世界へ！サイクルフィットネスレッスンのオンライン配信事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 福岡市南区 R2402U00400 株式会社重松印刷 6290001001384 通常枠 ＥＣの悩み解決します！印刷広告会社が行うＥＣ運営代行事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00406 株式会社ホームアセット 2290001073353 通常枠 目標達成度が一目で分かる！グラフィカル賃貸管理ソフトの開発・販売 出海　俊賢

九州 福岡県 北九州市小倉南区 R2402U00414 株式会社Ｏｎｅ＆Ｏｎｌｙ 9290801007990 通常枠 北九州市初の個室サウナ店の開業 キヨプロ税理士法人

九州 福岡県 北九州市小倉南区 R2402U00421 株式会社しんこう 3290801001727 通常枠 焼菓子のロングライフ化による販路多様化、輸出拡大、地域密着型経営の実現 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00423 株式会社Ｓａｔｉｓｆｉｌｌ 6290001080404 通常枠 ホテルから賃貸マンション事業へ業態転換による新規顧客の獲得 東京東信用金庫

九州 福岡県 久留米市 R2402U00424 有限会社銀のすぷーん 5290002048269 通常枠 ＥＣサイトで売上挽回。「食べたいのに食べられない」の解消！ 筑後信用金庫

九州 福岡県 北九州市八幡東区 R2402U00426 株式会社ティリィア 4290801011584 通常枠 非対面のｅラーニングによるアロマセラピー養成講座の提供 株式会社ハッピー・メンター

九州 福岡県 京都郡苅田町 R2402U00427 山崎マシンテック株式会社 7290801016127 通常枠 半導体業界に向けて部品製造機械の改造による大型化、生産性向上を展開する ワイエムコンサルティング株式会社

九州 福岡県 京都郡苅田町 R2402U00432 株式会社日新インターナショナル 2290801021437 通常枠 カーパーツ小売業からハイブリッドバッテリー修理業への業種転換で全国展開を狙う 志村　俊郎

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00436 藤本商店株式会社 1290001086562 通常枠 福岡魚市場と連携し、最先端冷凍技術を使った魅力ある海産加工品の開発製造 遠賀信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00441 株式会社グローイング 9290001066821 通常枠 サブスクリプション方式による家庭向けセルフ除菌システムの販売事業 工藤　芳純

九州 福岡県 遠賀郡遠賀町 R2402U00443 株式会社メグシ 9290801011654 通常枠 油仕様の加工機導入による事業再構築、強みを活かし医療業界への進出 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00449 ＩＭＤ　ＬＡＢＯ株式会社 2290001067685 通常枠 地域中小飲食店活性化ＨＡＣＣＰ対応キッチン創設 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00451 株式会社大信薬局 3290801002312 通常枠 インバウンド需要の減少を克服するための越境ＥＣによる中国・台湾を足がかりとしたアジア市場の開拓 株式会社北九州銀行



138 / 147
事業再構築補助金　第2回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠　採択案件一覧【全国統合版】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。

エリア 都道府県 市区町村 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型 事業計画名 認定支援機関名

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00456 株式会社日本テレメッセージ 3290001020577 通常枠 自社Ｗｉ－Ｆｉサービスの開発・提供によるストック収入型ビジネスへの転換 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 田川郡添田町 R2402U00461 酒か菜処　千 通常枠 家族で楽しむ食のアミューズメント「海鮮バイキング」の展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00462 株式会社リョーワ 9290801015481 通常枠 中小企業向けクラウドＡＩ外観検査システムへの新分野展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 那珂川市 R2402U00467 株式会社アトリエ・ジオ 5290001042215 通常枠 国土交通省が推進するＩＣＴ施工による土木分野への進出 立野　謙介

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00473 大嶋ホールディングス株式会社 8290001079155 通常枠 好きを事業に！新分野開拓女子プロコーチとゴルフレッスン場事業に挑戦！ 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福津市 R2402U00474 株式会社ネオバンジー 3290001058691 通常枠 『ドライブスルー型　焼き鳥ファストフード店舗』の出店計画 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 太宰府市 R2402U00477 株式会社宮原福樹園 5290001069976 通常枠 庭師が行う！庭解体を通じたキッチンガーデンプロデュース事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00478 株式会社エヌピーシー福岡 5290001027117 通常枠 アフターコロナに向けた新しい生活様式に対応したカスタマイズ建築の開発・販売 税理士法人ＴＡパートナーズ

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00480 株式会社ブランニュープランニング 7290001068126 通常枠 自社の持つ内装工事見積技術をオンラインサービスとして提供する事業再構築 税理士法人トライウィンコンサルティング

九州 福岡県 北九州市八幡東区 R2402U00481 株式会社福原材木店 1290801009400 通常枠 コミュニティカフェを起点とした地域活性化・ビジネス事業の場の提供 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 久留米市 R2402U00482 株式会社ＰＯＷＥＲ　ＥＡＳＴ　ＣＯＮＮＥＣＴＩＯＮ 6290001058458 通常枠 独自の演出で新しい顧客体験を提供する生鮮食品店の店舗開発 林　幸一郎

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00486 福岡マステック株式会社 2290001070160 通常枠 自社工場によるカスタム設備（自動化・省人化設備）製造事業 立野　謙介

九州 福岡県 うきは市 R2402U00490 株式会社マルジョウ 3290001055210 通常枠 新型コロナ・ウッドショックを乗り越えるための木材サプライチェーンの構築 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉南区 R2402U00494 有限会社ビッグ・ファミリー 8290802011076 通常枠 放課後等デイサービスとジビエ専門店を同一建物で営業する 植田　隆

九州 福岡県 北九州市小倉南区 R2402U00495 株式会社マッハ 7290801006557 通常枠 複合スポーツジムのサービス提供体制構築による新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00497 株式会社河庄 2290001006841 通常枠 回転寿司店舗出店プロジェクト 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 北九州市八幡西区 R2402U00500 有限会社シロヤ 3290802014348 通常枠 冷凍設備による製造と販売 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 豊前市 R2402U00503 株式会社豊前工業所 4290801015123 通常枠 デジタル解析技術と焼付塗装で、魅力ある鉄製品を生み出す新事業 奥村　勝美

九州 福岡県 久留米市 R2402U00504 有限会社田主丸緑地建設 7290002052319 通常枠 『小さな森のつくり方』販売店舗の構築 田中　憲治

九州 福岡県 京都郡苅田町 R2402U00511 株式会社コウチヤマテック 9290801015770 通常枠 ＥＶ市場におけるロール研磨機のレトロフィット事業の展開 ワイエムコンサルティング株式会社

九州 福岡県 久留米市 R2402U00512 株式会社橋爪土木 3290001049419 通常枠 地域の土木事業者のＩＣＴ施工用データ作成と施工後検査を請負うＩＣＴ専門事業の開発 菊池　哲

九州 福岡県 北九州市八幡西区 R2402U00513 株式会社ＭＳＢＣｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1290801024804 通常枠 新分野進出としての商業施設向け混雑回避用人流管理システムの実現 公益財団法人北九州産業学術推進機構

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00519 株式会社タガイト 6290801021251 通常枠 発達障害者向けＩＴ人材育成への新分野展開による事業再構築 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 春日市 R2402U00520 有限会社ウエスタンフーズ 7290002041379 通常枠 コロナ禍での内食ニーズに対応する「食材セット商品」の製造販売 西岡　隆

九州 福岡県 春日市 R2402U00527 ＨＡＴＡＧＯ吉塚合同会社 6290003007388 通常枠 ホテルの再利用、学習センターへ再構築 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00528 株式会社アイリンクインベストメント 8290001030563 通常枠 ＡＩによる資産運用効率化・投資助言サービス 橋本　千代次

九州 福岡県 みやま市 R2402U00530 筒井時正玩具花火製造所株式会社 8290001066392 通常枠 地域の特産品を活かしてこころも体も元気にする和風の癒しリラクゼーションを提供 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00538 ＳＵＮＷＯＯＤ株式会社 8290001064710 通常枠 町の魚屋事業で地域の活性化 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00541 株式会社ＮＩＮＯ　Ｓｙｓｔｅｍ 3290001034288 通常枠 規格外農産物の特殊粉末加工で新たな加工食材市場へ新分野展開 坪井　亮

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00543 株式会社ＥＦＭ 7290001028377 通常枠 福岡発の地ビール製造で、飲食店の危機を乗り越える。 鈴木　秀信

九州 福岡県 北九州市門司区 R2402U00544 永田工業株式会社 9290801020250 通常枠 ＣＡＤ／ＣＡＭシステム対応のレーザー加工機を導入したプラント機械・機具製造事業への進出 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 北九州市八幡西区 R2402U00548 有限会社麻生ビル 9290802017964 通常枠 テナント賃貸業からシェアキッチン運営事業への新分野展開 河本　真希

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00563 邸宅ギャラリー　井村家別邸　月の離なれ 通常枠 筑前小京都の簡易宿所の高速通信利用ワーケーション施設への転換 経営創研株式会社

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00565 株式会社胡座 3290802010470 通常枠 高級食パン店のアメリカ進出とフランチャイズシステムの構築 髙村　英子

九州 福岡県 福岡市城南区 R2402U00570 株式会社ＴＲＹＳＥＥ 7290001031380 通常枠 ＡＩ技術を活用した業界初の統合型駐車場システム開発 木村　壮太郎

九州 福岡県 糸島市 R2402U00571 有限会社川久保酒店 2290002032671 通常枠 糸島のお土産を担う酒に合う菓子製造販売事業への進出 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉南区 R2402U00577 株式会社酔笑 7290801022629 通常枠 新たな観光地として開発　グランピング宿泊施設の開設 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 飯塚市 R2402U00579 タカハ機工株式会社 9290001046328 通常枠 受注産業からユニット製品メーカーへのビジネスモデルの転換 あさくら税理士法人

九州 福岡県 福岡市西区 R2402U00581 株式会社ＳＩＣ 9290001029588 通常枠 美容業界に変革を起こす「本気！」の経営支援プラットフォーム 税理士法人ＹＣＡ

九州 福岡県 朝倉市 R2402U00582 株式会社篠崎 5290001044070 通常枠 酵母技術を活かした“グレーンウイスキーの製造事業”への挑戦 あさくら税理士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 R2402U00584 有限会社Ａ・Ｇ・Ｓ 1290002031732 通常枠 アナログ広告パネルからＩｏｔ搭載ＤＸサイネージへの業態転換事業 髙野　晋一

九州 福岡県 福岡市中央区 R2402U00591 遠山貿易株式会社 3290001074788 通常枠 世界中の魚介を福岡へ！輸入活魚の卸売・通販・飲食店事業！ 森　博己

九州 福岡県 北九州市小倉北区 R2402U00592 マリコ・グラン・クリュ 通常枠 セントラルキッチンの新設工事計画 北九州商工会議所

九州 福岡県 久留米市 R2402U00596 丸久鋼材株式会社 3290001049617 通常枠 革新的製造方法の導入よる高付加価値製品へのシフト 大串　智之

九州 福岡県 久留米市 R2402U00599 株式会社コスモファーム野口 1290001083725 通常枠 事業再構築により地域花農家と市場を繋ぐ架け橋となり、低価格で高品質の特質したグラス類を独自加工で商品化 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市南区 R2402U00602 株式会社ｖａｌｏ 6290001079917 通常枠 コロナ禍で集客に苦しむ観光地向けの低コストＰＲ動画制作事業 中村　晃

九州 福岡県 福岡市西区 R2402U00604 あじやエンタープライズ株式会社 6290001030994 通常枠 冷凍倉庫を備えた通販物流センター設置によるヘルシー冷凍弁当ＥＣ事業への新分野展開 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 佐賀市 R2412S00002 ＧＯＧＯ　ＯＹＡＪＩ 緊急事態宣言特別枠 カラオケＢＡＲである飲食業から資格を生かした不動産業への事業転換 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 R2412S00003 艸窯 緊急事態宣言特別枠 陶芸ワークショップのオンライン化への業態転換及び全国への販路拡大 有田商工会議所

九州 佐賀県 佐賀市 R2412S00007 お届け料理おお江 緊急事態宣言特別枠 家庭の食事をサポートする中食と内食及び特産品の店舗販売・配達事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 R2412S00010 株式会社九州リース特品販売 8300001006339 緊急事態宣言特別枠 抗菌おしぼり加工サポートシステム構築による新分野への取組み 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 R2412S00014 有限会社ダイユー商事 5300002000847 緊急事態宣言特別枠 衛生のプロのノウハウを生かしたオンラインショップ構築 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 佐賀市 R2412S00015 旬彩響宴おかぎ 緊急事態宣言特別枠 おでん割烹おかぎの弁当等製造業及びケータリングサービスへの転換 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 佐賀市 R2412S00016 株式会社Ｋｉｍ’ｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 2300003001442 緊急事態宣言特別枠 九州初上陸！有名韓国料理人がプロデュースする韓国中華料理専門店 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

九州 佐賀県 唐津市 R2412S00017 赤い窯のピザ屋さんＬａＬｕｎａＶｅｒｄｅ 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍を駆ける　国産小麦と自家製ピザ　赤い窯のキッチンカー 西村　治雄

九州 佐賀県 佐賀市 R2412S00018 株式会社樂寛 7300001004112 緊急事態宣言特別枠 家族連れと単身世帯が安心して利用できる定食屋への業態転換事業 杉野　直志

九州 佐賀県 鳥栖市 R2412S00021 ヘアメイク着付杠（ゆずりは） 緊急事態宣言特別枠 ヘナ染め専門完全プライベートヘアサロン 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 鳥栖市 R2412S00022 スローリーキッチン 緊急事態宣言特別枠 最新急速冷却冷凍機と工房新設による地元九州のお野菜パフェのＥＣ販売と市場開拓 久留米商工会議所

九州 佐賀県 嬉野市 R2412S00023 株式会社梶原工建 3300001011269 緊急事態宣言特別枠 型枠施工の知識・経験・技術とネットワークを活用した建設資材運送事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 嬉野市 R2412U00006 やきとり　一竜 通常枠 居酒屋での人気商品の強みを活かし「やきとり一竜秘伝のたれ」の製造販売でコロナ禍を生き残る 小林　佳子

九州 佐賀県 多久市 R2412U00008 有限会社アリギス 1300002004959 通常枠 加工食品の常温長期保存を可能にする新たな殺菌サービスの提供 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 唐津市 R2412U00011 玄海肴処　旬風 通常枠 キッチンスタジアムでの地元食材を使った加工品の製造とＥＣサイトでの販売事業 唐津信用金庫

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 R2412U00013 共立エレックス株式会社 1300001005826 通常枠 機能性放熱不燃シートの開発 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 佐賀市 R2412U00019 株式会社イン・ザ・コム 8300001009374 通常枠 シミュレーションゴルフ分野でのＩｏＴ技術を活用した店舗開発 株式会社佐賀共栄銀行
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九州 佐賀県 鳥栖市 R2412U00020 ポアソン洋菓子店 通常枠 調剤薬局にカフェスペースを設けた「薬局カフェ」の新設 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 唐津市 R2412U00022 大志 通常枠 唐津Ｑサバ等食品製造（鯖蒲鉾＆〆鯖等）と実店舗・ＥＣ販売事業 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 多久市 R2412U00027 山口産業株式会社 8300001003625 通常枠 産業用テント及び一般イベント用テントのレンタル事業分野への進出 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 三養基郡上峰町 R2412U00029 株式会社ケーツーロジスティクス 6300001011761 通常枠 高付加価値精米加工と定温倉庫保管のワンストップサービス 宮川　譲

九州 佐賀県 佐賀市 R2412U00031 旅館杉乃家株式会社 8300001003807 通常枠 県内初！ペットと泊まれる離れ露天風呂付き客室の新設でペット関連の観光ビジネス参入事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 小城市 R2412U00035 天山酒造株式会社 9300001003293 通常枠 世界基準のプレゼン施設に改装しオンラインとリアルで海外取引を拡大 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 佐賀市 R2412U00036 株式会社ドリームテック 8300001004193 通常枠 「ＫＩＴＡＧＡＴＡ　ＢＡＳＥ　Ｃａｍｐ　Ｆｉｅｌｄ」プロジェクト 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 武雄市 R2412U00037 株式会社メリーランド 4300002006003 通常枠 温泉大浴場施設の建設及び直営 佐藤　健一郎

九州 佐賀県 杵島郡白石町 R2412U00039 株式会社チャイルド佐賀 8300001005142 通常枠 社会環境変化（ＳＤＧｓ）に対応した無縫製事業への進出 福永　健二

九州 佐賀県 唐津市 R2412U00042 唐津バルブ工業株式会社 2300001007301 通常枠 バルブメーカーの生き残りをかけたエネルギー産業分野への挑戦 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 佐賀県 鳥栖市 R2412U00043 株式会社稜甚 7300001007098 通常枠 ＣＡＦＥ建設による飲食分野参入　及び少人数挙式分野参入 磯山　大樹

九州 佐賀県 佐賀市 R2412U00044 中山鉄工所 通常枠 佐賀から世界へ！超高品質ボルトで自動車から農業機械へ再構築！ 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 佐賀市 R2412U00048 株式会社新大和観光 2300001008051 通常枠 非／低接触で新時代も持続可能な地域市民向け会員制事業の構築 江口克哉

九州 佐賀県 佐賀市 R2412U00049 株式会社マツダモビリティ佐賀 1300001004051 通常枠 古民家（地区１５０年超）を改修した古民家再生ホテル兼レストランの運営 ワイエムコンサルティング株式会社

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 R2412U00052 株式会社真島建設 2300001008596 通常枠 循環資源の土木業者を目指して　～産業廃棄物中間処理業への参入～ 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 唐津市 R2412U00053 有限会社唐津マリン・スポーツクラブ 5300002010672 通常枠 佐賀、福岡、長崎の３地域でサービス展開するスポーツフィッシングの事業再構築補計画 湯上　裕盛

九州 佐賀県 唐津市 R2412U00054 株式会社鶴松造園建設 1300001007252 通常枠
造園現場および放置竹林より発生する竹をチップ化し資材化することで新たな価値を生み出す循環型

ビジネ
税理士法人ウィズラン

九州 佐賀県 佐賀市 R2412U00057 株式会社グリーンテクノ２１ 9300001003863 通常枠 廃棄される卵殻膜を再利用した卵殻膜アミノ酸入り液体肥料事業の展開 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 武雄市 R2412U00058 有限会社久保工業 4300002005913 通常枠 高効率ポンプや風力発電機の製造に必要な精密機械加工分野へ進出 九州ひぜん信用金庫

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 R2412U00059 有限会社金善製陶所 5300002008337 通常枠 多品種小ロット生産体制の確立による事業再構築 谷口　茂雅

九州 佐賀県 嬉野市 R2412U00060 株式会社和多屋別荘 7300001004839 通常枠 新しい空間ビジネスを活用したリーシング事業 株式会社北九州銀行

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 R2412U00071 アリタポーセリンラボ株式会社 5300001005954 通常枠 新陶土を使った新ブランドの開発とコンパクトな工場体制の確立 株式会社わかば経営会計

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 R2412U00076 株式会社まるぶん 2300001005800 通常枠 ベーカリーカフェによる新たな食体験の提供と発信スタジオの構築 有田商工会議所

九州 佐賀県 杵島郡江北町 R2412U00077 株式会社佐賀プラント工業 4300001008289 通常枠 リチウムイオン二次電池リサイクル・リユース工場向け自動化ライン製作 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 杵島郡白石町 R2412U00078 ドライブイン館 通常枠 パティシエの味を道の駅で！スイーツ委託販売による勝ち残り戦略 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 唐津市 R2412U00083 ５２８７ｐｉｚｚａ 通常枠 県内初の低糖質商品の専門店作りと巡回販売で挑む事業再構築 唐津商工会議所

九州 佐賀県 佐賀市 R2412U00084 株式会社チェリークリーニング 3300001003992 通常枠 ユニフォームメーカーと繋がる産業用洗濯へ展開　大都市圏需要を地域へ 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 武雄市 R2412U00087 朝日Ｉ＆Ｒプロパティ株式会社 8300001011116 通常枠 廃体育館を全天候型のスポーツ施設へ改装する 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 藤津郡太良町 R2412U00089 旅館　豊洋荘 通常枠 渡り蟹加工品の通信販売事業の立ち上げ及び製造工場の建設 佐賀県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 R2422S00001 株式会社大和総業 9310001000967 緊急事態宣言特別枠 電解水とファインバブルを活用した次世代型環境衛生づくりへの取組 手塚　智三郎

九州 長崎県 雲仙市 R2422S00003 株式会社和楽 1310001009157 緊急事態宣言特別枠 地産地消の飲食店が地元農業にドローンで貢献する 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 壱岐市 R2422S00004 山本真珠有限会社 9310002018975 緊急事態宣言特別枠 「真珠と生牡蠣」養殖体験観光対応型ゲストハウス新分野展開事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 壱岐市 R2422S00005 富永建装株式会社 2310001013694 緊急事態宣言特別枠 木造建築工事業から一般土木建築工事業への新分野展開事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 対馬市 R2422S00006 波多野弘文堂 緊急事態宣言特別枠 地域ニーズを捉えた印章・ゴム印事業への挑戦 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 雲仙市 R2422S00007 有限会社雲仙福田屋 1310002016887 緊急事態宣言特別枠 国内初の国立公園「雲仙」のモダンな旅館による高級天ぷら料理専門店への進出 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 R2422S00008 株式会社花月 9310001000348 緊急事態宣言特別枠 長崎の食と歴史を食卓に届ける「バーチャル料亭」事業 前田　慎一郎

九州 長崎県 佐世保市 R2422S00009 株式会社ＥａｒｔｈＯｎｅＢｅａｕｔｉｆｕｌ 6310001016355 緊急事態宣言特別枠 地域の高齢者を広範に守る総合サービス事業 森　健史

九州 長崎県 佐世保市 R2422S00014 有限会社アールテック 3310002010252 緊急事態宣言特別枠 最新測量機器の導入による新規事業開拓計画 佐世保商工会議所

九州 長崎県 長崎市 R2422S00015 フルーツガーデンアズタイム 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ後の観光客増加を見据えた休憩型カフェスペース・飲食提供事業／地元客の新規取り込み 小林　紀

九州 長崎県 大村市 R2422S00018 株式会社亀八 3310001014527 緊急事態宣言特別枠 畜産農家と提携し九州産黒毛和牛をＷＥＢ配信し全国に販売する。 大村商工会議所

九州 長崎県 諫早市 R2422S00019 株式会社ベイトン 8310001011668 緊急事態宣言特別枠 テイクアウトサラダ専門レストラン“ＦＡＳＴＳＡＬＡＤ” 税理士法人ＡＳＰＩＲＥ

九州 長崎県 佐世保市 R2422S00020 クオリム株式会社 1310002014131 緊急事態宣言特別枠 長崎県産食材を使った食品共創開発センターの開設 田口　寛

九州 長崎県 長崎市 R2422S00021 株式会社ＤＡＸ 3310001012118 緊急事態宣言特別枠 塗装ブースの新築で自動車整備販売の一貫体制構築で増収増益 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 R2422S00022 有限会社とり専 1310002003605 緊急事態宣言特別枠 長崎県産の地鶏を使った冷凍食品開発事業を展開 株式会社ＩＧブレーン

九州 長崎県 長崎市 R2422S00023 ホンダテクニカ株式会社 9310001004150 緊急事態宣言特別枠 長崎発　シルバーｅスポーツ併設のコワーキングスペース提供 長崎三菱信用組合

九州 長崎県 佐世保市 R2422S00025 合同会社Ｋ－ＲＡＳＨ 4310003002818 緊急事態宣言特別枠 鶏唐揚げ・餃子・焼売のセントラルキッチン事業への進出 株式会社ＤＡＮ

九州 長崎県 五島市 R2422S00026 草草社 緊急事態宣言特別枠 地域グロサリーと体験型一棟貸宿泊施設 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 五島市 R2422S00027 かきごや　こんねこんね 緊急事態宣言特別枠 「パーマカルチャー」オンライン／リアルワークショップ事業 伊藤　壮平

九州 長崎県 長崎市 R2422S00028 株式会社Ｃａｎｄｙ 8310001016304 緊急事態宣言特別枠 ローラースポーツ文化発展と地域活性化。ＥＣショップ開設によるインラインホッケー用具の販売。 税理士法人波多野アンドパートナーズ会計事

九州 長崎県 西彼杵郡長与町 R2422S00029 炭火焼肉あおい 緊急事態宣言特別枠 サスティナブルフード商品の開発によるＥＣ販売への新規参入 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 西海市 R2422S00030 森の魔女カフェ 緊急事態宣言特別枠 「西海グランピング　魔女の休日」バリ様式の本格グランピング施設 株式会社ＩＧブレーン

九州 長崎県 長崎市 R2422S00031 アンドメディカルコンサルティング株式会社 2310001013851 緊急事態宣言特別枠 内航船船員向けオンライン診療、健康管理システムの開発 税理士法人波多野アンドパートナーズ会計事

九州 長崎県 島原市 R2422S00032 ＧＹＡＲＩＲＵ 緊急事態宣言特別枠 美容室のエステ技術を応用した、完全個室の頭皮専門サロン事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 諫早市 R2422S00033 西村電気工事株式会社 5310001008386 緊急事態宣言特別枠 屋外広告事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 長崎県 佐世保市 R2422S00034 ジーエフシー 緊急事態宣言特別枠 佐世保初の「日焼けサロン」専門施設事業でコロナに負けない健康づくり 佐世保商工会議所

九州 長崎県 長崎市 R2422S00035 Ｗｉｌｌ 緊急事態宣言特別枠 地域と共に発展する企業へ 税理士法人マネジメントプランニング

九州 長崎県 雲仙市 R2422U00004 株式会社新湯ホテル 3310001011466 通常枠 「パッケージ型団体客向け」宿泊事業から、「カスタマイズ型個人客向け」宿泊事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

九州 長崎県 長崎市 R2422U00010 加藤産業株式会社 7310001000358 通常枠 自然環境に配慮した副産物を用いた循環資源型生コンクリートの販路拡大 株式会社長崎銀行

九州 長崎県 雲仙市 R2422U00013 有限会社マルヤマ 8310002016476 通常枠 海に面した好立地を活用し、小浜温泉を軸とした「安・近・癒」テーマパーク新事業展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 諫早市 R2422U00016 株式会社峯陽 4310001008148 通常枠 リバースエンジニアリングを活用した鋳物製作による新分野進出 手塚　智三郎

九州 長崎県 平戸市 R2422U00018 株式会社シービューランチ 7310001017187 通常枠 乗馬クラブのノウハウを活かした乗馬療育付き障がい児福祉サービスへの新規事業参入 平戸商工会議所

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00027 株式会社早田建設 7310001013327 通常枠 建設塗装から金属製品塗装への業態転換 吉田　大

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00030 株式会社させぼパレスホテル 5310001010400 通常枠 災害に強いホテル施設での児童発達支援・放課後等デイサービス 税理士法人アップパートナーズ
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九州 長崎県 南島原市 R2422U00031 株式会社ウエディング石川 3310001009733 通常枠 大自然と最新加工技術の融合による島原半島ウェディングスタジオ事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00033 株式会社小佐々渡辺 6310001006455 通常枠 女性下着の製造技術で、日本の国土を補強する！ 株式会社名南経営コンサルティング

九州 長崎県 雲仙市 R2422U00034 有限会社國崎 1310002016549 通常枠 温泉旅館による、長崎県初！全棟温泉付きグランピング事業への進出 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00035 有限会社吉田米穀 6310002013260 通常枠 地域の農家と共存・共栄する地元農作物の缶詰、冷凍食品化事業の構築 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00038 多菜房こが 通常枠 コロナ禍における社会貢献事業（見守りサービス付き高齢者向け弁当宅配・調理済長崎和牛オンライン販売） 九州ひぜん信用金庫

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00042 株式会社エイコー商事 8310001006362 通常枠 中古車販売業者から少子高齢化社会を支える安全なカーライフを保証する企業へ 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 長崎市 R2422U00045 株式会社中嶋屋本店 4310001000336 通常枠 業務用卸から新たに長崎駅へ出店し新たなビジネスモデルをつくる。 長崎商工会議所

九州 長崎県 島原市 R2422U00047 株式会社プラス１ 3310001012290 通常枠 老舗焼肉店が挑戦するカフェ事業にて売上再拡大を図る 税理士法人アップパートナーズ

九州 長崎県 諫早市 R2422U00049 株式会社新長崎製作所 5310001007990 通常枠 営業活動自粛期間中に準備する、モノレール台車製作に係る設備投資による新事業への挑戦 税理士法人波多野アンドパートナーズ会計事

九州 長崎県 対馬市 R2422U00051 ＨＯＳＴＥＬ　きらたび 通常枠 新規事業を展開し、島内に今までなかった新施設の確立事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 雲仙市 R2422U00054 有限会社鳴滝 2310002016572 通常枠 より安全で効率よく、短時間で組み立てられる建築工事用足場リース・レンタル業 税理士法人内田会計事務所

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00055 株式会社長崎地研 1310001005791 通常枠 新規ボーリング機械導入による新規民間市場の開拓と地域防災での地域貢献 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00058 株式会社日本理工医学研究所 2310001005873 通常枠 人と動物の健康的な暮らしをサポートする自社ブランドの構築 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 長崎市 R2422U00059 ファーマコセル株式会社 2310001003539 通常枠 細胞培養・ＢＢＢ機能解析に対応したレンタル実験室及び受託試験の事業化 長崎商工会議所

九州 長崎県 南島原市 R2422U00064 有限会社白洋社 8310002018704 通常枠 クリーニングＡＩ無人受付レジを併設した洗濯ハカセのコインランドリー 税理士法人内田会計事務所

九州 長崎県 北松浦郡佐々町 R2422U00066 福由美自動車株式会社 1310001014900 通常枠 先進技術搭載車に特化した新工場で地域の安心・安全なカーライフに貢献！ 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00070 株式会社友建設 2310001006756 通常枠 新たな売上の確保による島の発展及び建設資材再利用に貢献 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00072 梅ヶ枝酒造株式会社 9310001005165 通常枠 ウイスキーの製造環境整備と開発による新分野展開と競争力の強化 佐世保商工会議所

九州 長崎県 長崎市 R2422U00074 アイディールコミュニティーケア株式会社 7310001014366 通常枠 逆オークションによる一般消費者の非接触型調達機会の創出 長崎商工会議所

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00076 株式会社おだ建築 6310001013674 通常枠
「工場のシェアリングサービス」で既存事業との相乗効果を狙う新分野展開　地域の同業他社に向け

た工場
西海みずき信用組合

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00077 有限会社マルモ水産 3310002014757 通常枠 冷凍ハーフシェル牡蠣加工製造業への転換と海外市場参入でＶ字回復 九州ひぜん信用金庫

九州 長崎県 長崎市 R2422U00082 株式会社マルクス・インターナショナル 9310001003805 通常枠 イベント会社が実施するオンラインイベントシステムの構築とライブ配信事業 長崎県中小企業団体中央会

九州 長崎県 長崎市 R2422U00083 有限会社マック 6310002008657 通常枠 住み慣れた地域で最期の時までの大切な時間を過ごせる施設の開業 税理士法人内田会計事務所

九州 長崎県 島原市 R2422U00084 島原ソーイング株式会社 9310001009645 通常枠 オンライン接客を活用した販売員によるオンラインコーディネートサービスの構築 吉田　大

九州 長崎県 西海市 R2422U00086 有限会社谷川建築 9310002014181 通常枠 少子高齢化地域の建築会社が行う福祉用具レンタル事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00087 株式会社ケイアイ工業 6310002012782 通常枠 地場の建設企業による米軍基地艦船の含油廃水処理への思い切った新分野展開 株式会社佐賀共栄銀行

九州 長崎県 長崎市 R2422U00093 有限会社お菓子の店アリタ 9310002000982 通常枠 世界的ジェラートシェフが展開するフードロス削減の本格イタリアン店舗事業 株式会社フロウシンク

九州 長崎県 諫早市 R2422U00096 株式会社オール工業 3310001007902 通常枠 金属加工の高度化による多角化戦略として、ステンレス加工産業へ進出 株式会社十八親和銀行

九州 長崎県 長崎市 R2422U00100 有限会社まるよし 2310002008561 通常枠 省エネラーメン店のプロデュース事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 R2422U00103 関戸麹屋 通常枠 老舗麹屋による革新的な店舗建設と新商品によるオンラインビジネス強化 佐世保商工会議所

九州 長崎県 南島原市 R2422U00106 株式会社須崎屋 7310001015661 通常枠 コロナ禍に対応するため、地場産業の手延素麺加工及び販売による新分野展開事業 株式会社長崎銀行

九州 長崎県 大村市 R2422U00108 西日本生活倶楽部有限会社 5310002017502 通常枠 基幹産業自動車サプライチェーンに貢献する九州供給網の構築。 高橋　良和

九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町 R2422U00113 株式会社丸研特殊印刷 3310001006391 通常枠 シール印刷技術を活用した　「環境配慮型（エコ）包装袋」製作 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 R2422U00120 株式会社興徳商事 3310001003769 通常枠 新たな利用者層を呼び込む都市型の車中泊向けサービス事業 青山　周広

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00002 株式会社ＣＤプロダクツ 8330001019081 緊急事態宣言特別枠 大学連携インキュベーター等と連携した独自の販路開発 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 R2432S00005 株式会社Ｃｒａｎｅ 7330001022516 緊急事態宣言特別枠 中古不動産の仲介＋リフォームの提案による購買意欲促進事業 サポート行政書士法人

九州 熊本県 熊本市北区 R2432S00006 紅合同会社 9330003007661 緊急事態宣言特別枠 おしゃれな背景と顧客参加型アミューズメント写真スタジオへ 臼井　清也

九州 熊本県 天草市 R2432S00007 天栄食品 緊急事態宣言特別枠 「鯖の炙り味付なまり」の開発と新規市場進出等による事業再構築 牛深商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00008 有限会社坂梨実業 4330002004417 緊急事態宣言特別枠 繁華街居酒屋からの撤退、本格手打ちそば・串揚げ専門店への参入 西本　寛

九州 熊本県 熊本市東区 R2432S00009 株式会社アルカ 1330001006061 緊急事態宣言特別枠 コロナ対応のＳＤＧｓに取り組む新しいライフスタイルの体験施設の開業 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00011 合同会社楽咲 8330003007596 緊急事態宣言特別枠 マイクロツーリズム的かき氷の提案 熊本商工会議所

九州 熊本県 山鹿市 R2432S00014 株式会社コリレーション・ワン 2330001024112 緊急事態宣言特別枠 双方向のオンライン授業による安心の授業と新たな利用層の獲得 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 水俣市 R2432S00015 有限会社美装社 9330002027958 緊急事態宣言特別枠 環境に配慮した、水を使わない出張洗車サービスで高齢者雇用の創出 新酒　芳斗

九州 熊本県 阿蘇市 R2432S00016 合名会社志賀食品 1330003002711 緊急事態宣言特別枠 阿蘇で作る人気スイーツ・自家焙煎コーヒーの製造直売、ネット販売新設 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 R2432S00019 Ｊｏｔａｓ株式会社 3330001020250 緊急事態宣言特別枠 気流可視化による室内換気診断・見守りサービス事業 樋口　信夫

九州 熊本県 玉名市 R2432S00020 ヘアールーム　ラグ 緊急事態宣言特別枠 コンテナサロンでの理美容スクール等の開業 瑛智税理士法人

九州 熊本県 球磨郡錦町 R2432S00021 市房食堂 緊急事態宣言特別枠 地域特産品「黒ホルモン」認知度向上と新たな販売チャネルの構築 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市北区 R2432S00022 ＺｉＧＺｉＧデザインスタジオ 緊急事態宣言特別枠 野菜加工品への挑戦。加工から販売までをデザインする！ 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 八代市 R2432S00024 夢・ドリーム株式会社 3330001013972 緊急事態宣言特別枠 少人数制フィットネスクラブ 八代商工会議所

九州 熊本県 菊池郡大津町 R2432S00025 ロマンティック 緊急事態宣言特別枠 アウトドア・キャンプ市場に向けた自社オリジナルブランドの商品の開発・販売 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00027 株式会社フルーツの里 8330001017390 緊急事態宣言特別枠 老舗フルーツ卸売り店が始める新鮮でおいしい地場産フルーツ専門小売店 一般社団法人熊本県中小企業診断士協会

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00029 有限会社野口美容室 2330002008106 緊急事態宣言特別枠 マスク生活の悩みを解消する新たなセルフエステ事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 八代市 R2432S00030 合資会社ユゲキン商店 9330003003396 緊急事態宣言特別枠 遊休倉庫を活用した「まちの拠点」事業 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 R2432S00031 株式会社マ・シェリ 7330001027151 緊急事態宣言特別枠 サロンから未来を担う若手を育成する美容スクールへ 加藤　誠貴

九州 熊本県 熊本市東区 R2432S00033 レイトムＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ株式会社 4330001009086 緊急事態宣言特別枠 発表機会のない一般・アマチュアの作品を用いたアパレルブランド 株式会社イソシエ

九州 熊本県 熊本市南区 R2432S00034 うな専 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍における労働時間減少と売上減少を補うための新事業展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 合志市 R2432S00039 うさぎ農園 緊急事態宣言特別枠 もち米を使った自社商品開発・新規店舗開店による販売 税理士法人近代経営

九州 熊本県 菊池市 R2432S00041 有限会社渡辺商店 9330002018065 緊急事態宣言特別枠 業態転換による関係性をつくる宿「お宿ＧＯＹＡＤＯ」の新設 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00042 株式会社笑庵 6330001008193 緊急事態宣言特別枠 ｗｉｔｈコロナのブラスト＆ショックフリーザーによる製造計画書　ラーメン店の冷凍らーめん 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 R2432S00043 株式会社阿蘇アースライブラリー 5330001015802 緊急事態宣言特別枠 「キャンプ×写真家」プロカメラマン常駐のキャンプ場運営事業 椿　喜久雄

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00044 株式会社たっちあっぷ 6330001024736 緊急事態宣言特別枠 自動販売機を利用したタッカンマリ販売事業への新分野展開 黒木　佐由里

九州 熊本県 上天草市 R2432S00045 株式会社甲ら家 7330001015593 緊急事態宣言特別枠 釣った魚をその場で捌いて飲食できる釣り堀レジャー施設の新規開業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00046 株式会社一鴻フードサービス 4330001026214 緊急事態宣言特別枠 雇用を守りながら再構築し、新業態への進出でコロナを乗り越えよう 株式会社熊本銀行
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九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00047 サンコー・コミュニケーションズ株式会社 9330001006269 緊急事態宣言特別枠 オンラインセミナーを通じた中小企業向け広告戦略の情報発信 藤本　佳旦

九州 熊本県 天草市 R2432S00049 東浜凜太楼 緊急事態宣言特別枠 「人の移動」に極力依存しない新たな事業 益田　和明

九州 熊本県 阿蘇郡南小国町 R2432S00050 有限会社辰巳観光 5330002023523 緊急事態宣言特別枠 高付加価値グランピングビジネス参入事業による、高収益型ビジネスモデル構造の実現 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 R2432S00051 株式会社ライズ 6330001023713 緊急事態宣言特別枠 体に優しい無添加から揚げ・カレーのテイクアウト専門店への事業転換 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00052 有限会社丸和一商店 1330002010095 緊急事態宣言特別枠 素ドリンク教室開講による健康食品市場への参入時事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00053 株式会社スカーフェイス 6330001024018 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍における「おうち需要対応」ハイブリッド焼肉店出店計画 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 天草市 R2432S00054 有限会社永田冷菓 8330002028825 緊急事態宣言特別枠 プロレス殿堂館の設置に伴う新たな体験観光と飲食サービスの提供 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00055 ジューシー 緊急事態宣言特別枠 個人輸入代行業 熊本商工会議所

九州 熊本県 玉名市 R2432S00056 株式会社ＵＬＴＩＭＡＴＥ　ＰＥＡＫ 1330001025053 緊急事態宣言特別枠 コロナ対策を完備した焼肉店事業への新分野展開による売上拡大 荒尾商工会議所

九州 熊本県 下益城郡美里町 R2432S00057 宇土太鼓文化研究所 緊急事態宣言特別枠 オンライン太鼓教室開設（新分野展開事業） 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 山鹿市 R2432S00059 有限会社鞠智 3330002018467 緊急事態宣言特別枠 日本遺産菊池川流域の合鴨米をオンライン販売で全国へ！ 首藤　俊行

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00060 株式会社フレンド 8330001012227 緊急事態宣言特別枠 特殊な無光触媒エコキメラを利用した消毒清掃作業への新分野展開 湯上　裕盛

九州 熊本県 玉名郡和水町 R2432S00062 有限会社ヒラヤマ 5330002021329 緊急事態宣言特別枠 お年寄りも若い人も集えるコミュニティーカフェ新設事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 合志市 R2432S00065 オプターレ株式会社 9330001024857 緊急事態宣言特別枠 コロナ対応の完全個室型脱毛サロンの構築 本田　勝範

九州 熊本県 熊本市西区 R2432S00066 有限会社ピクチャーズカンパニー 7330002013241 緊急事態宣言特別枠 オンラインウェディングのトータルプランニング事業 椿　喜久雄

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00069 有限会社ブンゾー 7330002009041 緊急事態宣言特別枠 イタリアンレストランと共創するシェアオフィス「ｔａｇ　ｂ．」の開設 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 熊本市北区 R2432S00071 デリヘア 緊急事態宣言特別枠 最新エステ機器を活用したサブスク型サロンへの業態転換事業 熊本信用金庫

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00072 スミツグハウス 緊急事態宣言特別枠 宿を貸し切って陶芸体験の巡礼旅～３泊４日オリジナル骨壷づくり旅行パックの開発～ 熊本商工会議所

九州 熊本県 菊池市 R2432S00073 有限会社シリカファームしすい 2330002018138 緊急事態宣言特別枠 自社乳製品を使った、スムージー店出店事業 湯上　裕盛

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00074 サバーイ・サバーイ 緊急事態宣言特別枠 熊本初！電磁界セルフトレーニングの提供及び販売 稲岡　政弘

九州 熊本県 山鹿市 R2432S00077 前田畳店 緊急事態宣言特別枠 デジタルを活用した新しい畳家具開発・販売事業 山鹿商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00079 フィット治療院 緊急事態宣言特別枠 先進の非接触型水素吸入療法で地域の元気を再構築 熊本県信用組合

九州 熊本県 山鹿市 R2432S00080 リバー 緊急事態宣言特別枠 縫製技術＋刺繍機械導入による子どもオーダースーツの新分野展開 山鹿商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00081 株式会社優エステート 9330001025087 緊急事態宣言特別枠 健康フードとセルフエステによる美容・健康分野への進出 尾場瀬　輝雄

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00082 レストランアンドバーテル 緊急事態宣言特別枠 最新ゴルフシミュレーター導入で停滞する飲食店に新風を！ 木上　望

九州 熊本県 熊本市東区 R2432S00084 有限会社広東 9330002002176 緊急事態宣言特別枠 地域と連携したワーケーション向け宿泊プラン開発事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432S00085 株式会社ＢＬＯＯＭＩＮＧあざみ 9330001018280 緊急事態宣言特別枠 地域密着型テイクアウト・デリバリー業態参入事業 本田　勝範

九州 熊本県 熊本市南区 R2432S00086 株式会社ミーティアハーツ 4330001007321 緊急事態宣言特別枠 学び方改革！ＹｏｕＴｕｂｅを活用した集客でスキルアップ在宅学習導入事業 尾場瀬　輝雄

九州 熊本県 天草市 R2432S00087 新田商店 緊急事態宣言特別枠 天草産素材１００％ハンバーグの販売とふるさと納税返礼品の生産 本渡商工会議所

九州 熊本県 山鹿市 R2432S00089 田口建築設計事務所 緊急事態宣言特別枠 デジタル技術を活用したオンライン講座の構築とＷＥＢ集客の最適化 坪井　亮

九州 熊本県 荒尾市 R2432U00001 有限会社栗山電気店 3330002021735 通常枠 地域密着型ＩｏＴ／ＡＩそしてＤＸ環境構築のための通信工事事業への参入 荒尾商工会議所

九州 熊本県 熊本市北区 R2432U00005 清正製菓株式会社 3330001024177 通常枠 温泉を活用した個室型・接触レス日帰り入浴施設事業への参入 蓑田　聡

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00008 合資会社ハヤカワ運動具店 2330003000689 通常枠 「通学用カバン事業」への新分野展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 R2432U00009 井手上精機有限会社 3330002015976 通常枠 加工新技術導入による発電機部品製造分野への事業展開計画 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 宇城市 R2432U00016 株式会社吉澤工業 5330001022716 通常枠 農業生産者と消費者をつなぐ生姜貯蔵倉庫事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00017 九州ベジパウダー株式会社 3330001019846 通常枠 瞬間気流乾燥粉砕方式による農産物の微粉末製造 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 人吉市 R2432U00018 有限会社プラスエンゼル 7330002030740 通常枠 街の「かかりつけ薬局」として、オンライン・訪問型での調剤薬局サービス事業 中山　達

九州 熊本県 熊本市東区 R2432U00020 株式会社ケイ・エヌ・テック 7330001001676 通常枠 立地条件と人材確保の強みを生かした精密半導体部品市場への参入 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00021 株式会社坂本 3330001005573 通常枠 外食中食共にコロナ禍に対応した、全自動開閉扉付直送型特急レーン・ドライブスルー付き回転寿司店 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 熊本県 宇城市 R2432U00024 有限会社宇城木材産業 1330002023790 通常枠 新事業により木材の流れ全掌握。エコフレンドリーにこだわりの製品提供。 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00025 合同会社オフィス高野 4330003001776 通常枠 自社リソースの有効活用で少数精鋭の家族葬特化型葬儀業へ川上展開 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00026 フラッグス株式会社 3330001019482 通常枠 商標権を活用した「食のグランプリ」ＥＣサイト事業 中山　達

九州 熊本県 山鹿市 R2432U00027 株式会社メイソウ 9330001010361 通常枠 ＥＶ車、ＨＶ車向けの車載駆動電池用プラスチック成形品製造への参入 賀口　裕史

九州 熊本県 山鹿市 R2432U00028 有限会社セイデン 3330002018558 通常枠 コロナ禍におけるヘルスケア促進サービスの提供事業 山鹿商工会議所

九州 熊本県 熊本市西区 R2432U00034 株式会社吉平物産 7330001004860 通常枠 ゆうゆうデリバリー 園田　剛士

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00035 株式会社ペイントハウジング 6330001008391 通常枠 外壁リフォームのプロが運営する地域密着型『見積比較サイト』の新分野展開 熊本商工会議所

九州 熊本県 八代市 R2432U00036 株式会社来民屋 6330001017095 通常枠 高機能換気設備を導入、省人化を図り個食化対応のため居酒屋から焼肉業態への転換 後藤　英

九州 熊本県 菊池郡大津町 R2432U00038 株式会社花いちば 7330001009810 通常枠 ドローン農薬散布の代行により農業生産品の付加価値向上と経営安定化事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市南区 R2432U00039 株式会社ヒサノ 5330001003922 通常枠 運送業から一貫物流サービス企業へ転換！倉庫業参入による新分野展開 ＳＱコンサルティング株式会社

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00043 有限会社ＯＣＥＡＮ 9330002015657 通常枠 サブスクリプション制によるエステサロン運営 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 熊本市東区 R2432U00045 株式会社マツシマ 8330001004356 通常枠 半導体製造装置等向け真空関連機器部品の技術開発による新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 熊本市南区 R2432U00046 株式会社創輝建設 7330001002625 通常枠 当社独自工法「走行式圃場内石礫破砕・土壌改良事業」の確立 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 八代市 R2432U00047 シントワールド株式会社 8330001013605 通常枠 商品開発力を活かしたコラボ商品・ＯＥＭ対応の高付加価値化粧品への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 熊本市南区 R2432U00048 株式会社サン・ファーム 8330001013010 通常枠 すべての人に健康と福祉を（ＳＤＧｓ）実現に向けた食品開発と販売 税理士法人碓井会計

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00049 合同会社天草水産研究所 8330003006301 通常枠 天草黒毛和牛の『小売販売』と『焼肉店出店』の２分野展開 西村　信男

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00051 株式会社藤本パイピング 1330001006251 通常枠 次世代半導体装置製造メーカーへ、設計・生産・据付けまでの一貫メーカーへの進化 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 R2432U00055 有限会社テイク・シー 3330002012445 通常枠 オンラインメディアと顧客ニーズを繋ぐ動画プロダクション事業 西本　寛

九州 熊本県 合志市 R2432U00056 セイブ管工土木株式会社 7330001009422 通常枠 排水管路デジタル健康診断システム開発　～ＡＩ活用による下水道管の成人病検診事業～ 中尾　克代

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 R2432U00058 株式会社丸立 2330001012397 通常枠 遊休地を活用したオートキャンプ事業展開 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 R2432U00060 有限会社阿蘇グリーン農園 3330002016677 通常枠 コロナ対応の自販機とＳＤＧｓに取り組む厨房施設による販路拡大 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 阿蘇郡南小国町 R2432U00066 株式会社黒川温泉御処月洸樹 9330001021490 通常枠 コンテナハウスの内装加工事業 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 熊本県 上益城郡益城町 R2432U00068 有限会社トラベルアシスト熊本 9330002020418 通常枠 旅行会社が行う地域一体型グランピング宿泊施設で新分野展開し事業再構築 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 R2432U00071 株式会社ＢＯＮＤ 8330001024742 通常枠 ＶＲ内見システム等を構築し進める「リノベーション再販事業」 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市西区 R2432U00081 株式会社ザッパージャパン 1330001008859 通常枠 人生の節目に花を添えて　～会場装花事業への挑戦～ 税理士法人山田アンドパートナーズ
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九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00083 有限会社フーズ・ジョイ 2330002012090 通常枠 規格外豆腐を活用した代替肉商品開発による内食・中食市場への参入 前之園　博一

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00085 綜合企画株式会社 9330001002615 通常枠 ビジネスパーソンが集うフィットネス×コワーキングスペース×ラウンジ事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市東区 R2432U00086 株式会社シナプス 4330001007461 通常枠 シンガポール現地ＥＣサイトへの直接出店による新販路開拓事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00088 株式会社大輝 5330001022757 通常枠 競合他社との差別化に繋げる女性専用サウナ導入による新規顧客獲得 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00099 株式会社まつしん 2330001025705 通常枠 新しい食の提案！トッピングあわせ無限大「まぜうどん」イチニコ®食堂 中山　達

九州 熊本県 阿蘇市 R2432U00109 阿蘇さとう農園 通常枠 阿蘇白ひつじの羊肉ＰＲ販売と精肉加工所建設による再構築計画 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00113 株式会社ＹＵＷＡ 3330001023815 通常枠 放課後等ディサービス 株式会社ライトアップ

九州 熊本県 阿蘇郡南小国町 R2432U00121 株式会社Ｆｏｒｅｑｕｅ 3330001022874 通常枠 ポストコロナ時代のデジタルを活用した次世代型カフェの開業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 荒尾市 R2432U00122 三栄工業株式会社 1330001011623 通常枠 鉄骨本体工事から胴縁まで～一貫生産体制の構築～ 大牟田柳川信用金庫

九州 熊本県 熊本市東区 R2432U00123 株式会社スプラウツ 3330001022305 通常枠 先端技術を活用した農・商・官・金連携による農業用ドローンＦＣシステム 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00124 有限会社あすなろ印刷 4330002015793 通常枠 パッケージ印刷の提供を通じた地元製造業者に対するＤ２Ｃ展開の支援 若杉　拓弥

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00132 ファミリーハウス 通常枠 天草の海を一望できるオープンテラスカフェで事業再構築 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00133 有限会社清藤歯科技工所 2330002002793 通常枠 歯科技工所が提案するセルフホワイトニングサロンとゲストハウス 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 上益城郡益城町 R2432U00134 テクノデザイン株式会社 4330001009210 通常枠 半導体装置新製品の研究開発による新分野展開 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 熊本県 玉名市 R2432U00139 有限会社ケーエム企画 4330002022682 通常枠 体験型キャンプ場施設及びアウトドアレストランの運営 玉名商工会議所

九州 熊本県 上天草市 R2432U00140 株式会社シークルーズ 2330001015433 通常枠 グランピングを核とした自然体験型宿泊施設開発事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市南区 R2432U00141 株式会社ひまわり 2330001020433 通常枠 コロナ禍で失われた温泉をリゾート化で復活 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 上益城郡御船町 R2432U00143 株式会社ムラサン 7330001018241 通常枠 アウトドアワークショップ及び自社製品を体験できる店舗の設立 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 R2432U00146 株式会社出田産業 6330001006940 通常枠 特殊加工配管のオーダーメイドによる製造及びアプリによる販売 吉野　恵子

九州 熊本県 宇土市 R2432U00148 株式会社坂本 3330001013378 通常枠 地元新鮮野菜買い付け販売と他社工場仕分け作業請負事業への新規参入 吉野　恵子

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00150 有限会社Ｉｎｔｅｇｒａ　Ｓｙｓｔｅｍ 1330002015004 通常枠 アーム型ロボットを利用した自動販売機（無人カフェ）の開発、販売による業種転換 熊本商工会議所

九州 熊本県 球磨郡あさぎり町 R2432U00154 株式会社協和印刷 4330001016108 通常枠 厚物に対応したＵＶ印刷機導入による、パッケージ製造への新分野展開 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 上天草市 R2432U00169 藍の村観光株式会社 6330001015470 通常枠 上天草ワーケーションリゾート 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 菊池市 R2432U00170 株式会社ソリューション 8330001016962 通常枠 半導体部品の製造技術を活用した自動車部品製造への展開 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 玉名市 R2432U00175 八十八夜 通常枠 自然栽培のノウハウを活かした独自ブランドの確立と餅の製造販売 玉名商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00176 熊本ネクストソサエティ株式会社 1330001010179 通常枠 郊外テイクアウト・手土産専門店とキッチンカーで直接販売事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 水俣市 R2432U00177 ＡＭＩ株式会社 1130001056317 通常枠 遠隔聴診ビデオチャットシステムを用いたＤｔｏＤ遠隔医療サービス 株式会社鹿児島銀行

九州 熊本県 熊本市北区 R2432U00179 銀杏薬品株式会社 7330001007665 通常枠 メンタルケアに特化したオーダーメイドアロマ製品の製造業への転換 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 R2432U00180 株式会社菅乃屋ミート 5330001005704 通常枠 即食用馬肉料理の工場生産・全国販売及びデリバリー等による再構築 吉野　恵子

九州 熊本県 熊本市西区 R2432U00181 株式会社リューズ 9330001004933 通常枠 地元熊本県でのグランピング事業新規参入による地域貢献と事業規模拡大 熊本信用金庫

九州 熊本県 八代市 R2432U00186 経済会有限会社 1330002026661 通常枠 小規模型斎場新設とオンライン技術導入でコロナ禍対応の新葬儀スタイル提供による新分野展開 鶴濵　邦昭

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 R2432U00189 南阿蘇オーガニック株式会社 3330001019540 通常枠 ＪＡＳ認証オーガニック食品工場 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 R2432U00193 株式会社同仁堂 2330001003173 通常枠 Ｗｅｂカウンセリングをつかった業態転換 野口　敏史

九州 熊本県 宇城市 R2432U00199 ＧＩＮＧＥＲ　ＬＩＦＥ 通常枠 コロナに打ち勝て！身体ポカポカ「農家秘伝の万能生姜佃煮」ＥＣ活用で農業６次化 山本友晴

九州 熊本県 上天草市 R2432U00201 有限会社福伸 3330002029547 通常枠 有名老舗和食店が大規模商業施設に初出店し特殊冷凍寿司開発事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 山鹿市 R2432U00207 株式会社Ｓｈｉｚ－ｅｎ 4330001027253 通常枠 外部環境に左右されない強みを生かした事業創造 山鹿商工会議所

九州 熊本県 菊池郡大津町 R2432U00209 株式会社よいば 3330001009979 通常枠 食品用自動販売機を強みに業態転換！事業規模拡大へ 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 玉名市 R2432U00216 サクセスリンク株式会社 9330001011384 通常枠 「個別指導塾」からＡＩ・ＩＣＴを活用した「自立学習塾」への業態転換 玉名商工会議所

九州 熊本県 熊本市東区 R2432U00221 美・ケイ株式会社 3330001021959 通常枠 家でもできる！ウィルスに負けない体作りサポート事業 税理士法人近代経営

九州 熊本県 上益城郡益城町 R2432U00223 株式会社丸菱ホールディングス 7330001010925 通常枠 国内初、小規模個人店に向けた製菓製パン食材オンライン卸　「仕入れサービス　ＯＲＤＥＲｉｅ（オーダリー）」開発・運営 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 大分県 大分市 R2442S00001 株式会社Ｔ．Ｏ．Ｐ．Ｓ 8320001005545 緊急事態宣言特別枠 プロユースのレコーディング＆配信スタジオ運営事業 株式会社豊和銀行

九州 大分県 大分市 R2442S00002 株式会社エム・アイ・テソロ 9320002013678 緊急事態宣言特別枠 業務用機械器具の製造業から、情報サービス業への業種転換 岡本　安功

九州 大分県 別府市 R2442S00003 株式会社ＭＩＴテクノロジー 9320001016310 緊急事態宣言特別枠 電気機械器具製造業から、運動用具製造業への新分野展開 岡本　安功

九州 大分県 中津市 R2442S00006 株式会社サンライズ 2320001010781 緊急事態宣言特別枠 インターネットカフェ店からカラオケ専門店への新分野展開 中津商工会議所

九州 大分県 大分市 R2442S00007 株式会社イグジット 1320001014593 緊急事態宣言特別枠 ハード（設備管理）から、ソフト（防火管理）への転換計画 大分県信用組合

九州 大分県 大分市 R2442S00011 株式会社アイメックス 7010601040742 緊急事態宣言特別枠 自社遊休１階スペースの改築による地元地域でのワイン小売店開業 大分商工会議所

九州 大分県 由布市 R2442S00012 由布院ときの色 緊急事態宣言特別枠 “食材の色と香りを楽しむ”Ｍａｄｅｉｎ湯布院のお土産づくり 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 日田市 R2442S00013 着物総合加工京匠 緊急事態宣言特別枠 罠猟で捕獲した鹿・猪を食肉処理・販売する新規事業の取組み 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 R2442S00014 有限会社明豊マイカーセンター 1320002006821 緊急事態宣言特別枠 自動車に対する幅広いニーズに応えるためのレンタカー事業への参入 大分商工会議所

九州 大分県 竹田市 R2442S00015 株式会社くじゅう高原ガンジー牧場 6320001009820 緊急事態宣言特別枠 マイクロツーリズム需要に応えた、手軽に楽しめる高原デイキャンプの展開 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 国東市 R2442S00016 萱島酒造有限会社 8320002015147 緊急事態宣言特別枠 「西の関」を利用した梅酒製造によるベトナム市場への進出 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 R2442S00017 志村製材有限会社 4320002003460 緊急事態宣言特別枠 災害復興時におけるパレットホームの建設 篠原・植田税理士法人

九州 大分県 別府市 R2442S00020 ダンロ 緊急事態宣言特別枠 イタリアン料理のテイクアウト専門店出店計画 大分県信用組合

九州 大分県 由布市 R2442S00021 株式会社ツーリズム 3430001049131 緊急事態宣言特別枠 ペットサロン、遊べるガーデン、ドックラン施設建設計画 株式会社豊和銀行

九州 大分県 別府市 R2442S00023 有限会社寿光 9320002011608 緊急事態宣言特別枠 対人機会減少と外食欲求実現を両立させる新しい焼き肉店の展開 大分みらい信用金庫

九州 大分県 大分市 R2442S00025 Ｓｅａ　Ｒｕｎｓ　Ｊａｐａｎ合同会社 4320003002940 緊急事態宣言特別枠 大分から世界へ！大分県産食材をのみを使用した完全ヴィーガン対応テイクアウト店 税理士法人プロフィット

九州 大分県 別府市 R2442S00027 株式会社温恵 9320001015535 緊急事態宣言特別枠 自社での酵素風呂事業ノウハウを生かした「他社向け【ペット向け酵素風呂セット】の製造販売」で事業再構築 株式会社ＡＳＯ

九州 大分県 中津市 R2442S00028 焼とりと旬彩厨房　かがやけ 緊急事態宣言特別枠 居酒屋メニューを使った新しいサンドイッチ専門店の展開 中津商工会議所

九州 大分県 大分市 R2442S00033 株式会社エデンメディアワークス 3320001003041 緊急事態宣言特別枠 自費出版冊子製造から販売までをワンストップで行う通販書店事業 株式会社大分銀行

九州 大分県 日田市 R2442S00034 株式会社ＯＴＯＧＩＮＯ 9320001010239 緊急事態宣言特別枠 卸売り分野での新たな販促事業計画 観野　健太郎

九州 大分県 大分市 R2442S00035 株式会社ＢＩＣ 5320001016743 緊急事態宣言特別枠 大分セントラルキッチンの創設、大分厳選グルメ通販サイト開設および、炉端焼き店の新規開業 大分信用金庫

九州 大分県 大分市 R2442U00001 株式会社オカモト 8320001000736 通常枠 研磨工程の生産性向上による燃料電池製造装置分野への展開 株式会社伊予銀行

九州 大分県 別府市 R2442U00002 合資会社野上旅館 2320003000590 通常枠 小規模滞在型アパートホテルの建築による長期滞在型宿泊市場への挑戦 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 R2442U00004 フロンティア・プラス株式会社 8320001005181 通常枠 最新の技術を用いて徹底的な感染症対策を施した炭火焼き店の展開 東京中央経営株式会社
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九州 大分県 中津市 R2442U00008 株式会社マルトモ物産 6320001010968 通常枠 ＥＣ販売に対応した本社機能への転換と在庫管理システムの導入 みらい社会保険労務士法人

九州 大分県 日田市 R2442U00009 株式会社九州エアーテック 2320001010253 通常枠 町工場から発信する日本初の縦型多段式サイクロンの開発と事業再構築 甲斐　幸丈

九州 大分県 中津市 R2442U00011 株式会社ＣＲＥＡＴＥ　Ｋ 3290801022797 通常枠 寝具サブスク・レンタル事業展開による対面事業依存からの脱却 松代　和也

九州 大分県 中津市 R2442U00012 ＦＡ．ＴＥＣＨ株式会社 2320001011268 通常枠 ＦＡ．ＴＥＣＨ（株）を中核企業とするスイミー戦略 税理士法人中津中央会計事務所

九州 大分県 日田市 R2442U00021 有限会社天龍荘 8320002019536 通常枠 ユニバーサルツーリズムを実現する旅館への再構築事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 由布市 R2442U00022 株式会社鞠智 3320001013783 通常枠 食の健康志向とニューノーマルに対応！天然しょうがスタンド及びＥＣ事業展開 税理士法人野田税務会計事務所

九州 大分県 別府市 R2442U00026 株式会社別府レンタカー 6320001014003 通常枠 別府温泉極楽スパサウナ蒸し計画 株式会社大分銀行

九州 大分県 由布市 R2442U00028 有限会社リッツ 9320002010270 通常枠 高級温泉旅館のおもてなしを日帰り客に提供する高級温浴施設の展開 パートナー経営株式会社

九州 大分県 由布市 R2442U00029 株式会社元リゾート 7320001014092 通常枠 非接触型対応等感染症対策による日帰り客向け飲食等サービスの提供 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 R2442U00031 有限会社首藤鉄工 7320002003607 通常枠 製鉄部品の製造技術を活用した異業種への新分野展開 株式会社大分銀行

九州 大分県 由布市 R2442U00036 株式会社惣間建設 9320001017531 通常枠 建設業の木材加工技術の強みを生かした木製家具事業への展開 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 R2442U00037 株式会社トライテック 8320001004027 通常枠 硬性内視鏡洗浄具の事業化 株式会社三井住友銀行

九州 大分県 由布市 R2442U00038 株式会社冨永笑回 2320001013776 通常枠 家族三世代で楽しめる、焼肉店と農家がコラボした体験型グランピング施設の運営事業 株式会社豊和銀行

九州 大分県 大分市 R2442U00039 久大化工機株式会社 9320001003036 通常枠 事業再構築で医療プラント向け機器を製造開始し医薬産業へ参入する 甲斐　幸丈

九州 大分県 宇佐市 R2442U00041 有限会社秀平 8320002014082 通常枠 コロナ禍に対応した、地元で獲れる魚介類を使った回転寿司店の開業 阿部　大輔

九州 大分県 国東市 R2442U00047 からあげ花ちゃん 通常枠 ドライブスルー方式等の感染対策提供方法を取り入れた業態転換事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 R2442U00048 株式会社サンウッド 2320001001178 通常枠 感染症新時代における新生活様式に対応した木材製品の新展開 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 R2442U00049 株式会社誠産業 7320001014423 通常枠 チップ（木くず）の高性能中間処理施設の新規導入による新分野展開 みらい社会保険労務士法人

九州 大分県 佐伯市 R2442U00056 株式会社クニナリ 1320001008918 通常枠 新規設備投資により、インフラ設備等の大型部品加工を実現する 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 R2442U00057 トキワ運輸株式会社 7320001001958 通常枠 コロナ禍で衰退する運輸業からのシフトチェンジ！ 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 R2442U00060 株式会社江藤製作所 9320001000628 通常枠 大型構造物用加工部門新設で宇宙・ＥＶ・建設等新分野へ展開 株式会社商工組合中央金庫

九州 大分県 別府市 R2442U00069 株式会社Ｕ＆Ｔ 3320001007356 通常枠 別府市内における学生向け２４時間フィットネスジム事業の展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 大分県 宇佐市 R2442U00070 株式会社岩田材木店 3320001007760 通常枠 国産材を活かした製材、プレカットから造作材加工までのワンストップサービス事業の構築 株式会社大分銀行

九州 大分県 日田市 R2442U00071 大日測量設計株式会社 2320001010047 通常枠 技術力を活かした、測量業から地質調査及び警備業への新分野展開 株式会社大分銀行

九州 大分県 佐伯市 R2442U00079 有限会社ＲＬＰ 9320002017596 通常枠 製材端材を活用した木材チップ製造事業 株式会社伊予銀行

九州 大分県 大分市 R2442U00083 株式会社さかえ写真スタジオ 4320002002891 通常枠 写真館で行う小規模ブライダル事業への新分野展開 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 R2442U00085 セレモニープランニング株式会社 3320001004262 通常枠 貸切風呂建築及び（食事×温泉×車中泊）の新サービスの提供開始 木津　俊彦

九州 大分県 由布市 R2442U00088 合同会社由布のしいたけ 1320003002571 通常枠 ［しいたけ狩り」もできる小さなキャンプ場兼ＢＢＱ場 大分県信用組合

九州 大分県 大分市 R2442U00093 株式会社丸大水産 5320001002603 通常枠 消費者ニーズに基づく品揃え・商品開発を行なう店舗の実現 宮崎　誠

九州 大分県 大分市 R2442U00094 株式会社丸源 3320001013271 通常枠 「人手不足問題」の解決及び事業再構築の実現 宮崎　誠

九州 大分県 国東市 R2442U00097 合同会社パッチワークカンパニー 6320003001841 通常枠 建設業界用テレワーカー向けの動画による技術者育成オンラインシステム 大分県信用組合

九州 大分県 由布市 R2442U00100 有限会社赤司菓子舗 3320002010029 通常枠 由布岳を一望できる「温泉付きオートサイト」への業態転換 ミントコンサルティング株式会社

九州 大分県 臼杵市 R2442U00101 乳屋本舗 通常枠 野津町初のパン屋開業！地域密着型牛乳配達店が地域の声に応える 有限会社えんがわ

九州 大分県 中津市 R2442U00102 第一印刷株式会社 7320001010827 通常枠 事業計画名：印刷工場の旧設備を全廃！　レンタルオフィス・コワーキングで創業支援 中津商工会議所

九州 大分県 国東市 R2442U00103 豊洋精工株式会社 6320001008319 通常枠 ガラス加工部品製造への挑戦！既存事業と融合し、九州№１ＥＭＳ企業を目指す。 税理士法人プロフィット

九州 大分県 大分市 R2442U00109 有限会社共立精巧 4320002002289 通常枠 独自の精密切削加工技術を活かして、半導体関連部品製造に進出する。 一般社団法人大分県中小企業診断士協会

九州 大分県 臼杵市 R2442U00110 有限会社東和開発 7320202000362 通常枠 別府市におけるクラフトビール醸造所立ち上げ 株式会社豊和銀行

九州 大分県 別府市 R2442U00116 有限会社元相 7320002011114 通常枠 瞬間冷凍技術と自社技術を融合した食品加工場新設による業態転換 株式会社豊和銀行

九州 大分県 速見郡日出町 R2442U00118 有限会社川嶋モータース 9320002015641 通常枠 車買取専門店の新設とオンライン商談システム導入による新規事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 宇佐市 R2442U00120 株式会社スミテック 3320001007661 通常枠 最新レーザー加工機導入による自社製品のＢｔｏＢ，ＢｔｏＣを新たな事業の柱に 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 R2442U00122 株式会社大分防犯サービス 9320001004892 通常枠 飲食分野における自動販売での新市場創出、分社化による新市場の開放 株式会社伊予銀行

九州 大分県 大分市 R2442U00124 有限会社まるみや 1320002006524 通常枠 大分県の農産物を使ったヘルシーで健康的なスイーツ製造 大分商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00001 株式会社エーディーピー 1350001010838 緊急事態宣言特別枠 ドライブスルー対応店舗の建設事業計画 川島　秀文

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00005 有限会社文喜 1350002008740 緊急事態宣言特別枠 ①ドライブスルー方式導入②「安いが美味い」魚を活かした惣菜店の展開 デルタ経営コンサルティング合同会社

九州 宮崎県 日向市 R2452S00006 バモス 緊急事態宣言特別枠 鞄小売店が挑む感染リスクを減らすドライブスルー唐揚げテイクアウト店 日向商工会議所

九州 宮崎県 西臼杵郡高千穂町 R2452S00007 野菜料理　田の花 緊急事態宣言特別枠 宿泊事業への新規参入による収益力向上 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 日向市 R2452S00008 株式会社グローバル・クリーン 9350001006465 緊急事態宣言特別枠 立地を生かした地域経済活性化に貢献する屋外ＬＥＤビジョン広告事業 日向商工会議所

九州 宮崎県 都城市 R2452S00009 株式会社丸中 4350001008292 緊急事態宣言特別枠 非日常空間の提供～気軽には入れて着物で撮影～ 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 都城市 R2452S00010 株式会社カコイ 6350001013092 緊急事態宣言特別枠 世界に一つだけのオリジナル名入れ加工品の提供による新たなマーケット拡大と蔵元からの彫刻加工受注 株式会社Ｂ’Ｓコンサルティング

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00011 トミマル 緊急事態宣言特別枠 伊勢海老の直売とネット販売 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00012 株式会社ラブ 6350001014883 緊急事態宣言特別枠 おつまみメニュー宅配と立ち飲み居酒屋のハイブリッド事業の展開 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00013 株式会社よしみカメラ 5350001004423 緊急事態宣言特別枠 液体ラミネート加工による新規顧客確保およびコロナ感染防止 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00014 株式会社Ｓｏｕｌ　Ｆｏｏｄｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ 4350001013788 緊急事態宣言特別枠 コロナを機に生じたマーケットに参入する為の新しいＦＣ事業の展開計画 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 児湯郡川南町 R2452S00017 　いぶさな 緊急事態宣言特別枠 イートイン焼肉屋が行う自宅で体験出来るＥＣとテイクアウト事業 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援セン

九州 宮崎県 西都市 R2452S00019 三和交通株式会社 6350001005585 緊急事態宣言特別枠 関係会社の組織再編（事業譲渡）及びフードデリバリー事業の新展開 西都商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00021 株式会社八九 1350001013799 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチン創設による仕出し・テイクアウト事業への参入 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00022 株式会社岡﨑組 3350001000291 緊急事態宣言特別枠 「ＢＩＭ／ＣＩＭ（建設業界の先端デジタル技術）の導入支援事業」への挑戦 合同会社ブループランニング

九州 宮崎県 日南市 R2452S00023 株式会社熊田原工務店 2350001009433 緊急事態宣言特別枠 みやざき地頭鶏を活用したコロナ禍ニーズに応えるための新商品開発事業 日南商工会議所

九州 宮崎県 日向市 R2452S00024 ＲＹＵＧＥＮ 緊急事態宣言特別枠 野生鳥獣被害を減少させる軽量で簡単な捕獲罠、開発の為の業種転換 延岡信用金庫

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00025 みなとやクリーニング 緊急事態宣言特別枠 アフタコロナに対応した企業・工場向け非対面型デリバリークリーニング事業 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 西諸県郡高原町 R2452S00026 有限会社旭冷機 1350002018145 通常枠 最新型ドローン農薬散布機の導入による稲作空中防除事業 株式会社東京経営サポーター

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00027 有限会社宮下 8350002007901 緊急事態宣言特別枠 脱廃棄！不要から必要へ「宮崎の相談所」プロジェクト 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 日南市 R2452S00028 ｐａａｋ　ｄｅｓｉｇｎ株式会社 5350001014777 緊急事態宣言特別枠 古材建材のＥＣ販売と在庫管理システム構築・オンラインショールーム提供 日南商工会議所

九州 宮崎県 都城市 R2452S00030 株式会社河宗 4350001007906 緊急事態宣言特別枠 藻類バッグリアクター開発による新規市場開拓 株式会社宮崎銀行
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九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00031 サスティア株式会社 6350001012714 緊急事態宣言特別枠 人間力向上及びオンライン婚活で「万年婚活リピーター」卒業事業 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 都城市 R2452S00032 株式会社かかし亭 5350001008853 緊急事態宣言特別枠 冷凍パック総菜の新しい販売システムの構築 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 東臼杵郡門川町 R2452S00033 合同会社魚甚閣 1350003002627 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト及びネット販売による販路拡大と事業再構築事業 長友　太

九州 宮崎県 都城市 R2452S00034 黒兵衞 緊急事態宣言特別枠 既存居酒屋の閉店（撤退）及びお昼中心の辛麺店の新規移転オープン 都城商工会議所

九州 宮崎県 日向市 R2452S00036 有限会社コロンブスかわの 7350002010591 緊急事態宣言特別枠 自社リソースの集約と、国産乾燥野菜の製造と粉末化による健康食品・ベビーフードの開発販売 アイジータックス税理士法人

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00038 有限会社田中屋ドライ 7350002007530 緊急事態宣言特別枠 非対面コンテナ店舗とスポーツバッグクリーニングで事業再構築 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 R2452S00039 ＢＬＵＥ　ＯＷＬ 緊急事態宣言特別枠 管理栄養士・専門医師監修の低糖質弁当の企業専門宅配事業 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 都城市 R2452U00001 有限会社古川製作所 4350002016096 通常枠 最新複合機械導入による高生産性実現と次世代電池製造装置市場新規参入 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 延岡市 R2452U00002 ミツワハガネ株式会社 2350001007049 通常枠 航空機産業の低迷により、新たに医療産業への参入、半導体装置重要部品製造 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 小林市 R2452U00004 有限会社ブリヂストン吉薗タイヤセンター 6350002018009 通常枠 自動車のホイールアライメント測定・調整事業 高鍋信用金庫

九州 宮崎県 延岡市 R2452U00007 株式会社シートメタルヒラカタ 7350001006806 通常枠 近隣大企業・工事案件のみに頼らないコインランドリー出店に伴う加工部品対応による新分野展開進出事業 シェアビジョン株式会社

九州 宮崎県 児湯郡新富町 R2452U00008 株式会社島之内製作所 6350001014784 通常枠 食肉加工機械製造の内製化実現による生産性向上及び新規販路開拓 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00010 株式会社宮崎南印刷 9350001014906 通常枠 即乾ＵＶ印刷機導入でユポ印刷を事業化。全国通販で販路拡大に挑戦。 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 日向市 R2452U00014 ラムサ宮崎 通常枠 密を避ける快適な空間を提供する健康志向ファーストフード店 日向商工会議所

九州 宮崎県 小林市 R2452U00015 株式会社バクティ 7350001009882 通常枠 テイクアウト用木箱の製造及び販売への新展開を目指す。 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 日向市 R2452U00016 日向水産株式会社 9350001016019 通常枠 宮崎の魚を全国へ！鮮魚の自社１次加工品の製造体制を構築することによる販路開拓事業 株式会社Ｂ’Ｓコンサルティング

九州 宮崎県 児湯郡高鍋町 R2452U00021 合資会社木浦精米所 2350003000794 通常枠 焼酎用白米の専用設備導入による事業構造の変革 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 R2452U00022 株式会社川口鉄工 7350001007903 通常枠 鉄骨製造業者が物流用かご型パレット製造に挑戦する事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00023 株式会社エル・エー・ビー 1350001002777 通常枠 リアルタイム背景合成によるバーチャルリアリティ配信事業 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 都城市 R2452U00025 有限会社キリシマ商事 3350002015966 通常枠 食品自動販売機導入による新分野展開 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 日向市 R2452U00030 有限会社オークラ製作 3350002011528 通常枠 元請依存から脱却！キャンピングカー市場に参入 日向商工会議所

九州 宮崎県 都城市 R2452U00032 下川進学塾 通常枠 高レベルの感染対策を行い、コロナ禍でも継続可能な新事業の実施 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00042 株式会社ＡＯＢＡ 3350001004689 通常枠 整骨院の強みを活かしたリハビリ特化型デイサービスを行う再構築事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 延岡市 R2452U00054 森山工業株式会社 7350001007060 通常枠 最新鋭の溶接設備を導入し、システムを構築したリモート溶接による業態転換 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 R2452U00057 株式会社リハケア研究所ウィル 1350001009153 通常枠 顧客のニーズを捉えた老人ホームの新設による新分野への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00058 株式会社ケイ・アイ・シー企画 5350001005033 通常枠 社会に貢献する次世代型大型室内外自然公園＆オンラインでつなぐフォトスタジオ 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 延岡市 R2452U00070 株式会社白谷塾 2350001012354 通常枠 オンラインとオフラインのハイブリッドで　地方の教育に新しい型を 延岡信用金庫

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00072 有限会社丸岩石油 3350002004259 通常枠 地域に根差す丸岩ブランドを世界へ！！社員と共に地域に貢献 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00074 株式会社白雉 7350001010493 通常枠 経営の合理化及び鶏ハム製造業への進出による事業再構築 阿南　友也

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00079 株式会社九州築地 1350001001705 通常枠 高い機能性が認められるチョウザメを主原料とした機能性ペットフード事業 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00084 有限会社ユニバーサルフィールド 5350002008704 通常枠 人生１００年時代を見据えたランニングステーション新設を含む複合的健康増進事業 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00087 ヒラサワプレシジョン株式会社 1350001001449 通常枠 半導体金型への取り組み、半導体封止金型の開発・生産 城　寛

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00089 株式会社かみむらスポーツ教室 5350001011080 通常枠 ポストコロナ時代を見据えた「体育館運営」事業による新分野展開への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 北諸県郡三股町 R2452U00093 合同会社ＩＷＣ 4350003002500 通常枠 鍼灸整骨院が児童発達支援である放課後デイサービスを開始する事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 R2452U00094 株式会社今西創建 6350002010659 通常枠 自社制作所兼倉庫建設によるオーダーメイド工作車作製での新分野展開 鹿児島県商工会連合会

九州 宮崎県 小林市 R2452U00097 株式会社ＡＰＰ 5350001012863 通常枠 小売店舗の新設とマンゴーパンの販売による事業再構築 小林商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00098 有限会社長友ビニールハウス 2350002003328 通常枠 ビニールハウス製造施工技術を応用した新たなハウス製造施工への新分野展開 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 延岡市 R2452U00103 有限会社結城水産 1350002012833 通常枠 養殖魚の付加価値を上げるため加工品製造し産直ＥＣに販売する事業 延岡信用金庫

九州 宮崎県 宮崎市 R2452U00109 株式会社凌駕 5350001002179 通常枠 低感染リスク型会場設営サービスおよび非接触型ストレージ貸出サービス事業 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 延岡市 R2452U00110 若宮水産株式会社 8350001007126 通常枠 水産加工に展開し仲買との両輪経営で価格変動リスク吸収と雇用増加 延岡信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00001 株式会社ＳＯＰＲＡ 8340001020303 緊急事態宣言特別枠 鹿児島県産チーズのスイーツ開発、自社工房新設と食品製造業への業種転換 株式会社さくら優和コンサルタント

九州 鹿児島県 指宿市 R2462S00002 株式会社カネニニシ 8340001009412 緊急事態宣言特別枠 業者向けの製造販売から新たに一般家庭向けの商品の製造販売開始 今林　重夫

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00004 有限会社魚将 2340002001555 緊急事態宣言特別枠 最新の急速冷凍・真空包装技術による新商品のネット販売の事業化 奄美大島信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00007 株式会社ティアンドエムフーズ 1340001006044 緊急事態宣言特別枠 地域に根差したレストラン運営を昇華させた外販事業への多角化展開 田原　大雄

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00008 株式会社ＲＨＹＴＨＭＯＳ＆Ｃｏ． 1340001018659 緊急事態宣言特別枠 革製品のＥＣサイトと会員制オンラインサービスによる新たな市場開拓とコミュニティの確立 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00009 株式会社パルコーポレーション 1340001006622 緊急事態宣言特別枠 「苔玉」を土台とした植物のレンタル事業 向江　隆行

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00010 株式会社バッカナーレ 9340001020789 緊急事態宣言特別枠 食品製造分野への進出と外販による「冷凍焼売」の商圏拡大 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 指宿市 R2462S00011 株式会社ｉｎｔｕｉｔｉｏｎ 7340001021582 緊急事態宣言特別枠 『待ち』から『行く』営業へ新分野展開を行い販路拡大事業 指宿商工会議所

九州 鹿児島県 鹿屋市 R2462S00012 有限会社グリーンショップマエハラ 3340002025347 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ時代を生き抜くためのコーヒー豆製造販売事業 一般社団法人鹿児島県中小企業診断士協会

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00013 株式会社Ｈ．Ｙ．Ｓ． 2340001019417 緊急事態宣言特別枠 個人店のニーズに応じたパンの製造及び卸販売 富永　修

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00014 株式会社トータルギフト横商 5340001005653 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト構築による販路拡大計画 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 R2462S00015 株式会社おいしい珈琲 5340001021428 緊急事態宣言特別枠 屋久島の水で研いた珈琲豆とカカオ豆を使った事業再構築計画 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00017 株式会社グッドフェローズダイニング 5340001013557 緊急事態宣言特別枠 ＨＡＲＥ／ＰＡＮブランドを活用した食パン製造及び販売業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

九州 鹿児島県 枕崎市 R2462S00018 中原水産株式会社 4340001017906 緊急事態宣言特別枠 オンラインを活用した、新たな非対面型販売チャネルの作りこみ。 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 鹿児島県 奄美市 R2462S00019 ゲストハウス涼風 緊急事態宣言特別枠 ゲストハウス涼風プロデュース奄美大島を隅々まで楽しむ観光事業 大谷　洋

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00020 英国風バルビッグベン 緊急事態宣言特別枠 世界のボトルビールを低価格で！角打ちができるビッグベン酒店 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 薩摩川内市 R2462S00024 日栄商事株式会社 8340001020914 緊急事態宣言特別枠 新しい生活様式に対応するためのテイクアウト事業化計画 中筋　一郎

九州 鹿児島県 鹿屋市 R2462S00025 クラッシック 緊急事態宣言特別枠 ドローンを活用した業務請負事業の立ち上げによる事業再構築 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00026 株式会社キャリアサポートスムーズ 5340001021865 緊急事態宣言特別枠 働く女性を元気に！仕事＆子育て応援カフェ事業の開発・事業化 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 大島郡与論町 R2462S00028 カスタネット 緊急事態宣言特別枠 与論島経産牛「新ブランド」事業計画 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00030 株式会社小幡総業 3340001017642 緊急事態宣言特別枠 配信スタジオの整備とインフルエンサー・クリエイターの発掘育成 森田　貞則

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00031 アパスインザミュージック 緊急事態宣言特別枠 空間オーディオ対応レコーディングスタジオ事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00032 ユニオン産業株式会社 5340001004498 緊急事態宣言特別枠 自社の強みと地域の特産品を活かした通販事業参入 市竹　敦

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462S00033 Ｓｔｙｌｅｎｏｔｅｓ 緊急事態宣言特別枠 塗装技術を活かした石材の清掃とコーティングの専門清掃業の立ち上げ 鹿児島商工会議所
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九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00001 有限会社マチダ商事 3340002008921 通常枠 中小規模菓子店向け製造受託事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 指宿市 R2462U00002 株式会社指宿堂 7340001017531 通常枠 鹿児島県指宿発！世界に挑戦する実力派ラーメン店の味を自動販売機で販売する事業 坪井　亮

九州 鹿児島県 出水市 R2462U00007 有限会社トライメック 9340002022628 通常枠 精密機械加工技術を活かし、部品加工から組立まで一貫生産した産業ロボットアーム等のユニット受注計画 シェアビジョン株式会社

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00010 薩摩ハム株式会社 7340001001907 通常枠 学校給食や医療食・介護食向けアレルゲンフリー食肉加工事業への転換 新飼　賢郎

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00011 フタバ株式会社 2340001003775 通常枠 レストランウェディングの先駆けが創るイタリアン融合の手づくりパン 税理士法人甲南総合会計

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00012 株式会社島津興業 8340001002128 通常枠 仙巌園観光体験サービス施設リニューアル事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 奄美市 R2462U00014 株式会社キリングタイム 1340001022603 通常枠 鶏排（ジーパイ）とお粥のテイクアウト専門店事業 税理士法人西税務会計

九州 鹿児島県 いちき串木野市 R2462U00015 ヒロクラシコヘアー 通常枠 対面接触率７２．９％減のカラー専門店が感染を恐れず安心なカラーを提供する 京都信用金庫

九州 鹿児島県 奄美市 R2462U00016 ＮＰＯ法人ママの働き方応援隊 3140005004723 通常枠 奄美大島におけるＳＤＧｓ体験型研修の事業計画書 井川　雅博

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00018 有限会社鹿児島ピアノ配送センター 7340002002978 通常枠 生活・事業空間を運ぶ運送施工業へ成長 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 薩摩川内市 R2462U00019 丸武産業株式会社 7340001008687 通常枠 自社の強みである本格甲冑をテーマにブライダルおよびフォト事業 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00020 株式会社グッドホームかごしま 2340001020184 通常枠 自然素材住宅の建築業の強みを生かし、キャンプ事業に進出 明和マネジメント税理士法人

九州 鹿児島県 霧島市 R2462U00022 株式会社美の匠ガラス工房弟子丸 2340001017032 通常枠 薩摩切子伝承館の整備による「炉火純青」の技を引き継ぐスクール事業部門の新設と事業実施体制の再構築 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 姶良市 R2462U00024 株式会社ユーアイ工業 3340001017948 通常枠 鹿児島県内初！１ＤＲパイプ曲げ加工事業への新分野展開計画 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 薩摩川内市 R2462U00031 有限会社原田米店 4340002017302 通常枠 米の匠による日本伝統の暮らしと食文化を垣間見ることができる“美味しい”体験事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿屋市 R2462U00036 株式会社江戸屋 3340001019630 通常枠 建設業から障碍者福祉事業への転換でＶ字回復を目指す 鹿屋商工会議所

九州 鹿児島県 霧島市 R2462U00037 株式会社Ｌｉｆｅ　ｐｌｕｓ　ｈｏｍｅ 2340001018402 通常枠 地域の建築デザイナーと住宅を創るサードプレイス型の販売方法の開発 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 霧島市 R2462U00038 株式会社光放電精工 6340001015734 通常枠 ＦＡシステムの部品サプライヤーから完成品メーカーへの転換 パートナー経営株式会社

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00042 株式会社西川物流 1340001017099 通常枠 大人世代をターゲットとした電動ゴーカート事業 税理士法人照国総合事務所

九州 鹿児島県 霧島市 R2462U00043 霧島エコバイオ株式会社 6340001008069 通常枠 農業業界向けの有機肥料となるペレット堆肥の生産体制の構築計画 株式会社エフアンドエム

九州 鹿児島県 出水市 R2462U00048 有限会社リョウエイ 4340002023135 通常枠 アルミ加工の専門技術を活かしたハニカム素材等の加工分野への進出計画 シェアビジョン株式会社

九州 鹿児島県 霧島市 R2462U00050 鹿児島精機株式会社 3340001007742 通常枠 ３Ｄデータでデジタルトランスフォーメーションを駆使した設計・組立体制の構築 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00054 有限会社寿楽フードサービス 8340002005088 通常枠 ４３市町村から集まってくる食材たちが脚光を浴びるレストランをつくる 税理士法人れいめい

九州 鹿児島県 霧島市 R2462U00060 ＨＩＭＥＧＩ株式会社 1340002014038 通常枠 複合加工機による製造工程の改善と内製化及び新製品の外販 株式会社フロウシンク

九州 鹿児島県 姶良市 R2462U00062 株式会社ＦＣ技研 7340001012185 通常枠 複合研削技術導入による半導体製造装置関連業界への新規販路開拓 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00064 株式会社ＹＹＨ 6340001020783 通常枠 非日常的空間での炉端焼き事業及び自然環境下でのカフェ兼カフェウエディング事業 木場　広一

九州 鹿児島県 鹿屋市 R2462U00068 株式会社繁昌鉄工建設 1340001014071 通常枠 製造ラインの規模拡大・システム建築導入による事業再構築 竹之内　徳嗣

九州 鹿児島県 姶良市 R2462U00076 株式会社ポムフード 4340001011198 通常枠 レストラン事業からミールキット製造販売への新分野展開計画 株式会社商工組合中央金庫

九州 鹿児島県 鹿屋市 R2462U00078 株式会社松下 9340001014106 通常枠 ペット共に楽しめる複合施設 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00079 株式会社東郷 5340001000084 通常枠 金型製造ノウハウを活かした自動車部品製造への進出 アネーラ税理士法人

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00081 株式会社ナインズ 8350001012183 通常枠 多様な暮らし方を実現するインテリアを中心に衣食住全てを提案し、これからの「生き方をデザインする複合施設」 税理士法人コンウェイ

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00082 合同会社Ｒａｍｏｎａ 9340003001192 通常枠 純国産有機大豆と鹿児島産の旬食材で新たに加工食品を製造・販売する 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00085 愛情マネジメント株式会社 5140001073877 通常枠 牛乳宅配店に特化した事務代行業務への新分野展開  田中　寿夫

九州 鹿児島県 指宿市 R2462U00088 山川造船鉄工株式会社 4340001009424 通常枠 船舶修繕事業から港湾土木市場向け設備の製造販売事業への新分野展開 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 大島郡伊仙町 R2462U00089 株式会社ＴＥＦＵＣ 7340003001938 通常枠 離島農業に最適化した低コスト複合ペレット肥料の現地製造事業 奄美信用組合

九州 鹿児島県 曽於市 R2462U00092 有限会社入木田鐵工 5340002028125 通常枠 超大型加工設備の導入による業態転換を通じた隣接領域への進出 大串　智之

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00101 株式会社ＮｅｖｅｒＬａｎｄ 9340001016085 通常枠 冷凍技術導入による食品製造分野参入～長島町産ブランドぶり「茶ぶり」を包丁いらずで全国の食卓へ～													 税理士法人れいめい

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00102 株式会社ＩＦＯＯ 1340001022198 通常枠 鹿児島文化を発信する富裕層向け民泊事業 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00106 株式会社Ｍａｄｒｅｓ 5340001021072 通常枠 飲食店併設型クラフトビール工場で図る発展途上企業の成長と地域活性化 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 奄美市 R2462U00109 奄美ミート有限会社 7340002020567 通常枠 クロレラによる循環処理システムの導入とハム・ソーセージの生産 奄美大島商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 R2462U00113 株式会社オートパンサー 5340001000712 通常枠 高級車専門販売会社が挑む車検整備の内製化による顧客満足向上計画 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 いちき串木野市 R2462U00121 居酒屋　酔匠の里　花もん 通常枠 鹿児島県産黒豚のとんこつスープにこだわったラーメン専門店の出店 いちき串木野商工会議所

九州 鹿児島県 鹿屋市 R2462U00122 キューテック整骨院 通常枠 「天才はいない！」～鹿児島から世界へ“プロ育成事業”～ 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 霧島市 R2462U00124 霧島観光ホテル株式会社 9340001008314 通常枠 美食とおもてなし重視のオーベルジュを意識したレストランへの改装による新規顧客の獲得 岡田　淳

九州 鹿児島県 大島郡龍郷町 R2462U00128 株式会社まーさん市場 7340001013068 通常枠 奄美大島ならではの食材を主とした配達営業およびＥＣ事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 出水郡長島町 R2462U00135 株式会社天海 3340001021792 通常枠 新規設備の導入によるカタクチイワシの活魚販売事業 前川　崇志

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00001 有限会社アイ・ステーション 2360002005678 緊急事態宣言特別枠 地域密着型カフェにおけるコワーキングスペースとＢａｒの新設 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 R2472S00002 日々喜家 緊急事態宣言特別枠 ワーケーション対応＆食事付き宿泊ができる沖縄古民家の宿 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00003 有限会社育陶園 7360002009765 緊急事態宣言特別枠 観光依存脱却目指し陶器製造販売からライフスタイル提案・仕入小売業への進出 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 南城市 R2472S00005 株式会社オーケーエス 3360001017293 緊急事態宣言特別枠 抗菌剤を配合した新しい無溶剤無機質コート剤の開発、製造及び施工 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00006 シーサーＮｅｔ株式会社 6360001016375 緊急事態宣言特別枠 ｅラーニングによるプログラミング教育提供による事業再構築 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

沖縄 沖縄県 豊見城市 R2472S00007 株式会社リアライズプラス 2120001117093 緊急事態宣言特別枠 沖縄初のオリーブオイルと塩の専門店とオンラインサロンスタジオ 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 豊見城市 R2472S00008 ピュアキャッスル株式会社 7360001017018 緊急事態宣言特別枠 菓子類を自社で製造して小売業を行う 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 宜野湾市 R2472S00009 有限会社アンカー商事 1360002014440 緊急事態宣言特別枠 『イベント』を活用した『新しいビジネスモデル』で店舗の活性化 上仮屋　貞美

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00010 株式会社Ｆｉｖｅ－Ｓｔａｒ 3360003008316 緊急事態宣言特別枠 沖縄での宿泊清掃業を通して知り得たからこそ可能となるキッチンカー事業への新分野展開 池村　尚弘

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00012 ＡＮＳＨＡＲＥＰＲＯＪＥＣＴ 緊急事態宣言特別枠 ４Ｋ高画質配信による「オンラインカスタムオーダー」の導入 株式会社沖縄海邦銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00013 株式会社輪っしょい 6360001020278 緊急事態宣言特別枠 観光客向け居酒屋の好立地、空間、サービスを最大限活用し、コワーキングカフェ＆バーへの新分野展開 株式会社沖縄海邦銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00014 株式会社Ｊ　ＮＡＢＩ 7360001015731 緊急事態宣言特別枠 沖縄観光事業から動画制作事業への業種転換 株式会社沖縄海邦銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00016 合同会社吉 7360003006299 緊急事態宣言特別枠 日本酒を専門とする酒販店の運営 コザ信用金庫

沖縄 沖縄県 宜野湾市 R2472S00018 インテリアさつき 緊急事態宣言特別枠 食に向けての事業展開 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 R2472S00019 フリーキーハンズ 緊急事態宣言特別枠 ジュエリーとヘアサロンのトータルコーディネートショップ 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 うるま市 R2472S00020 合同会社ｓｉｒｏｂａｋｏ 8360003008518 緊急事態宣言特別枠 製麺所新設による新分野展開への挑戦と新たな売上の確保 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00021 株式会社ＴＥＰＰＡＮ 3360001022698 緊急事態宣言特別枠 販路拡大の為のセントラルキッチン（精肉加工場）体制の構築 津嘉山　朝之

沖縄 沖縄県 浦添市 R2472S00022 株式会社ほうき星 2360001022798 緊急事態宣言特別枠 自宅で専門店の沖縄カヌレを作れるオリジナルＭＩＸ粉とカヌレ型のＥＣ販売 株式会社りそな銀行
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沖縄 沖縄県 国頭郡恩納村 R2472S00024 株式会社恩納ガラス工芸育成センター 4360001012319 緊急事態宣言特別枠 移動用電気溶融炉を製作し、新規事業展開を図る 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 宮古島市 R2472S00025 宮古ガス株式会社 5360001013803 緊急事態宣言特別枠 生活支援サービスで地域密着。ガス会社から暮らしのコンビニへ！ 永松　繁隆

沖縄 沖縄県 沖縄市 R2472S00027 Ｎ＇ｓ　ｍａｒｔ　ｐｌｕｓ 緊急事態宣言特別枠 セルフ撮影サポートで自身で撮影できる楽しさスキルアップを提供 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 名護市 R2472S00028 カフェヒプノ 緊急事態宣言特別枠 地域のリモートワーカーを対象にした定額制サービスのカフェによる業態転換計画 兼次　日出男

沖縄 沖縄県 糸満市 R2472S00029 有限会社ちぬまんフーズ 9360002008022 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト事業　元祖厚焼きポーク玉子　福助の玉子焼き 竹内　成人

沖縄 沖縄県 浦添市 R2472S00032 株式会社たびらく沖縄 6360001025855 緊急事態宣言特別枠 海外旅行者向けサービスから沖縄旅行者向けコンシェルジュサービスへ事業転換 杉原　加津麿

沖縄 沖縄県 宜野湾市 R2472S00033 株式会社丸高 1360001028557 緊急事態宣言特別枠 出張サービスの開始による業態転換 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00034 株式会社ぎぼ酒店 8360001025102 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトを活用した酒屋の宅配事業 レスター税理士法人

沖縄 沖縄県 国頭郡恩納村 R2472S00036 有限会社ナビー 9360002020142 緊急事態宣言特別枠 非接触型「手ぶらでビーチキャンプ」事業で新分野展開！ キムタカ税理士法人

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00037 株式会社第一機行 2360002002799 緊急事態宣言特別枠 ＩｏＴ技術を活用した食品工場向け自動化ソリューションの開発 上園　敬二

沖縄 沖縄県 国頭郡本部町 R2472S00038 株式会社ＨＡＷＡＩＩ沖縄 4360001023885 緊急事態宣言特別枠 人気メニューの冷凍商品化と販路開拓 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00039 株式会社アメニティ 5360001000082 緊急事態宣言特別枠 沖縄初！食のプロによる疲労回復に特化したフィットネス事業 キムタカ税理士法人

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00040 山川浩太 緊急事態宣言特別枠 インバウンド事業から県内向け事業へのシフト 池村　尚弘

沖縄 沖縄県 豊見城市 R2472S00041 トライエア株式会社 7360001018874 緊急事態宣言特別枠 飛行訓練装置（ＦＴＤ）を活用した「事業用操縦士免許」を目指す一貫訓練制度の提供 津嘉山　朝之

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00042 株式会社ＤＩＧプライミング沖縄 8360001021051 緊急事態宣言特別枠 ストレッチ専門店『Ｄｒ．ストレッチ』の店舗展開事業 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 中頭郡中城村 R2472S00043 沖縄屋新垣商店合同会社 5360003008941 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーを利用した沖縄県産素材「ナチュラルフード」の販路開拓 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 R2472S00047 株式会社デンショバト 5180001124569 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ型マイクロウェディング事業による革新的な新サービス展開 株式会社キクチカラ

沖縄 沖縄県 宮古島市 R2472S00051 整体アロハ堂 緊急事態宣言特別枠 宮古島の離島池間島での静寂と安らぎを非接触で追求した貸し切り宿のご提供 坪井　亮

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 R2472S00052 株式会社ネクストマーケティング 6012301009011 緊急事態宣言特別枠 米軍基地内におけるフードトラックを活用した即席ラーメンの提供 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 浦添市 R2472S00053 ＩＳＨＩＧＡＫＩ　ＣＯＲＰ 緊急事態宣言特別枠 農作物の６次化商品開発による、新事業構築展開 とよみ税理士法人

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00054 たきもの屋薫る風 緊急事態宣言特別枠 レーザー加工機を用いた薄型のお香商品の開発と製造体制の構築 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 豊見城市 R2472S00056 有限会社ホーセル 7360002008585 緊急事態宣言特別枠 専業・市場依存型ビジネスからの脱却、食をテーマに事業多角化へ再構築 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00057 株式会社結トラベル 1360001022213 緊急事態宣言特別枠 沖縄県内ホテルのスイートルーム専用予約サイトの構築 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

沖縄 沖縄県 うるま市 R2472S00058 アイワ企画株式会社 9360001015738 緊急事態宣言特別枠 不動産業への事業再編とコロナ禍で高まる「建売住宅」の販売 安里　匡平

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 R2472S00061 株式会社ＨＯＮＧ　ＳＴＡＲ 6360001020699 緊急事態宣言特別枠 韓国人観光客向けダイビングサービスから、地元外国人向け韓国料理店への業種転換 尾関　亮

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 R2472S00062 ＣＯＣＯＮＵＴＳＢＥＡＣＨＣＬＵＢ株式会社 3360001026807 緊急事態宣言特別枠 地元住民をターゲットにしたテイクアウト式ハンバーガー店開業による新分野展開 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

沖縄 沖縄県 南城市 R2472S00064 大和食品 緊急事態宣言特別枠 無添加防腐剤なしの製造工場が直売所設立で五方よし販路拡大 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 R2472S00065 有限会社メイビー 6360002018247 緊急事態宣言特別枠 ワーケーション時に活用できるテレワーク施設の運営事業 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00070 株式会社ＮＯＮ－ＢＡＹ 9360001012017 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト業態の商品バリエーション拡大事業 廣瀬　陽介

沖縄 沖縄県 中頭郡西原町 R2472S00071 株式会社比嘉製茶 9360001002752 緊急事態宣言特別枠 沖縄県産魚と野草の知識を活用した、新商品開発 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 宜野湾市 R2472S00072 ＫＯＢＡ 緊急事態宣言特別枠 安心できる場所の提供とＳＤＧｓをテーマにした取組 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 宮古島市 R2472S00073 シーサーストーリー株式会社 3360001021675 緊急事態宣言特別枠 古民家を伝統文化の体験型滞在施設に改装する事業 宮古島商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00076 株式会社ＳＯ　ＴＲＡＤＩＮＧ 9360001006704 緊急事態宣言特別枠 対面施術不要の脱毛・痩身セルフエステサロン事業 西里　恵里紗

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 R2472S00077 徳武蔗屋 緊急事態宣言特別枠 ＥＣの整備と新メニュー開発によるターゲット層の拡大 株式会社企業参謀

沖縄 沖縄県 糸満市 R2472S00079 株式会社センターグループ 3360001021403 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト構築による販路の拡大と自社栽培による収益の安定化 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 沖縄市 R2472S00082 株式会社ＨＩＤＥ 7360001011904 緊急事態宣言特別枠 店舗兼工場の建設とＩＴを活用したタイヤ・ホイール販売の開始 安里　匡平

沖縄 沖縄県 名護市 R2472S00083 一般社団法人琉紫音 3360005005963 緊急事態宣言特別枠 ライブハウスから５Ｇ同時レコーディングスタジオ及び映像配信スタジオ事業への事業再構築 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 宜野湾市 R2472S00084 カラオケ・パーティーハウス　フラミンゴ 緊急事態宣言特別枠 カラオケ店のキッチンを改装ししゃぶしゃぶレストラン併用とする 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

沖縄 沖縄県 南城市 R2472S00085 農業生産法人株式会社仲善 7360002010756 緊急事態宣言特別枠 あなたの街にカフェくるくまがやって来る！～キッチンカーの導入 税理士法人やまたい税務会計事務所

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00087 株式会社山内工業 3360001020421 緊急事態宣言特別枠 建設現場の問題を解決するトラックスケール、業務管理アプリの開発 折原　麻衣子

沖縄 沖縄県 中頭郡中城村 R2472S00088 株式会社ＤＵＯ 1360001012957 緊急事態宣言特別枠 英語教育で培った強みを生かしたグランピング事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00090 ロープス株式会社 2360001015991 緊急事態宣言特別枠 コンシェルジュサービスによる沖縄観光の復活 折原　麻衣子

沖縄 沖縄県 南城市 R2472S00091 株式会社東海道ＳＶ 8360001024806 緊急事態宣言特別枠 新しいドライブインレストランスタイルであしび～プロジェクト 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00092 沖縄リムジンバス株式会社 3360001021568 緊急事態宣言特別枠 ドローンスクール事業計画書 税理士法人ＳＯＵＴＨ　ＰＯＩＮＴ

沖縄 沖縄県 南城市 R2472S00093 ＣＯＣＯＣＯ 緊急事態宣言特別枠 沖縄の絶景を活かす少人数向け　貸ワークスペース＋貸ギャラリー＋カップキープカフェの展開 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 R2472S00094 株式会社アルトゥーベ 3360001023481 緊急事態宣言特別枠 ホテル向け清掃業から外国人対応可能な脱毛サロンへの事業転換 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00095 株式会社ＺＥＲＱ 6360001026168 緊急事態宣言特別枠 新ブランド開発に向けた沖縄チキン丸焼きテイクアウト販売事業 廣岡　茂男

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00098 ポーたま株式会社 4360001024388 緊急事態宣言特別枠 沖縄ソウルフード、ポークたまごおにぎりを安心・安全で全国の皆様へ 税理士法人さくら優和パートナーズ

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00099 株式会社ジャンボツアーズ 6360001002375 緊急事態宣言特別枠 「旅行販売カウンター店舗」から「輸入品および県特産品販売店舗」への転換 平良　真八

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00100 ファーマーズフードパーク株式会社 7360001015483 緊急事態宣言特別枠 乳廃牛を活用した熟成肉及び熟成肉ローストビーフのネット通信販売事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00101 えみこのセカンドステージ 緊急事態宣言特別枠 飲食店から宅配サービスへ設備投資を伴った事業転換事業 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00102 アンパサンド合同会社 3360003009603 緊急事態宣言特別枠 ～ＥＣサイトを活用した、沖縄ならではの商品の販売～ 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 うるま市 R2472S00103 株式会社ＭＩＺＵＴＯＭＩ 6360001022324 緊急事態宣言特別枠 本土の最新スイーツと沖縄特産品を融合させた製菓製パン商品の開発及び販売事業 税理士法人至誠パートナーズ

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00104 株式会社ディアーリュウキュウ 3360001020330 緊急事態宣言特別枠 星砂ガラスアクセサリー手作り体験カフェ 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00105 想いっきり沖縄 緊急事態宣言特別枠 飲食店メインの事業から自社製造への新分野展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

沖縄 沖縄県 石垣市 R2472S00106 合同会社石垣焼窯元 2360003005124 緊急事態宣言特別枠 石垣焼のインテリア製品等の製造・販売への新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 豊見城市 R2472S00108 レーヴマルシェ 緊急事態宣言特別枠 シングル・共働き世帯を応援！ハウスクリーニング業への業種転換 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00109 株式会社シュガートレイン 5360001006022 緊急事態宣言特別枠 映像配信事業への転換によるコンテンツ制作事業の再構築事業 福　直治

沖縄 沖縄県 沖縄市 R2472S00110 株式会社アークワン 6360001014866 緊急事態宣言特別枠 人と地球に優しい全身シャンプー『美らなの』の開発と販売 沖縄商工会議所

沖縄 沖縄県 石垣市 R2472S00113 石垣ｉｓｌａｎｄ不動産有限会社 3020002067677 緊急事態宣言特別枠 落ち込む宿泊業を回避する、新業態飲食サービスへの挑 株式会社企業参謀

沖縄 沖縄県 島尻郡伊平屋村 R2472S00114 種水土花 緊急事態宣言特別枠 オンラインも活用した伊平屋島初のモノ作り体験施設『ＡＲＴＳ＆ＣＲＡＦＴＳ　ＳＨＯＰ』の立ち上げ 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472S00115 株式会社琉縁 9360001021463 緊急事態宣言特別枠 農家の県産品消費向上とフードロス対策プロジェクト 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00004 ＨＶレンタルズ株式会社 6360001025293 通常枠 生活と観光へ新しいプラスを！公道走行可能キックボードレンタル事業 朝比奈　寛幸

沖縄 沖縄県 国頭郡本部町 R2472U00007 株式会社田島リゾート 5360001025567 通常枠 リゾートホテル運営への新規参入と無人接客を可能にするシステム導入 岩﨑　良子
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沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00008 沖縄トレーディング株式会社 7011001060521 通常枠 輸出事業から輸出食材を使った持ち帰り・宅配飲食業への参入 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援セン

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00009 株式会社ＬＣＣトレーディング 5010401133731 通常枠 無人店舗・ＩｏＴ冷蔵庫を活用した日本酒香港ＥＣプラットフォーム事業 アンパサンド税理士法人

沖縄 沖縄県 宜野湾市 R2472U00011 ジャパンインテグレーション株式会社 2360001017534 通常枠 「ＪＩ－ＢＷＡ」沖縄地域ＢＷＡ化事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 国頭郡東村 R2472U00012 有限会社サザンライト・クラブ 7070002037077 通常枠 ポストコロナ後の新しい社会構造と人々の意識変革に特化した新しい形のインフィニティーハウス事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 石垣市 R2472U00013 まりんしょっぷＤｏ 通常枠 『宿泊型体験ツーリズム事業』を通して思い出に残る石垣島へ！ 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 うるま市 R2472U00014 株式会社オキナワブレッシング 8360001008148 通常枠 ドライスーツと水難救助ウエーダーの修理、製造、販売、レンタルで事業再構築。 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

沖縄 沖縄県 沖縄市 R2472U00015 合同会社ＦＯＲＭＡ． 4360003007713 通常枠 観光客向けリゾートコンドミニアム型ホテルからコワーキングスペース併設型ホテルへの転換（新分野展開） 池村　尚弘

沖縄 沖縄県 宮古島市 R2472U00017 バーニーズグループ 通常枠
レストランから、昼はコワーキングカフェ＆夜はオープンハウス型バルへの新分野展開による宮古島

初の
池村　尚弘

沖縄 沖縄県 名護市 R2472U00021 株式会社ＣＡＰＴＡＩＮ・ＫＡＮＧＡＲＯＯ 5120001131422 通常枠 換気が十分な屋外キャンプ場での当社ハンバーガーの提供 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 宜野湾市 R2472U00022 株式会社キーズ 2010002051501 通常枠 商業施設のイベント企画等のノウハウを活かしてスクール開設 椎原　秀雄

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00029 株式会社ソフィア通信 8360001001219 通常枠 コロナ禍に対応する「ビジネスユース」特化型ホテルへの事業再構築 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 沖縄市 R2472U00030 ライトハウス 通常枠 わたあめのプロが開発した家庭用キャラクターわたあめ機と自家製ザラメの製造・販売 株式会社アクセルパートナーズ

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00031 株式会社プロアライアンス 9290001020919 通常枠 新型交通広告ＤＭＰシステム構築およびアプリ開発による業種転換 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00032 株式会社ブレーン沖縄 8360001001879 通常枠 デジタルとクリエイティブの融合による高価値コンテンツの制作 税理士法人エヌズ

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00034 有限会社エースプラン 8360002000649 通常枠 フル稼働！土木技術サービス業から新分野展開。取り戻そう長寿日本一！ 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 宮古島市 R2472U00038 株式会社ミカタ 4360001014744 通常枠 低炭素社会実現に向けた車社会への新サービス構築 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00041 有限会社かいなん 9360002001217 通常枠 自社資源を活用し，地域との共存を目指す障がい者グループホーム事業への転換 株式会社鹿児島銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00042 株式会社沖縄テクノクリエイト 7360001002044 通常枠 しゃぶしゃぶ　一人一鍋　（ヒトナベ） 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 糸満市 R2472U00043 株式会社徳田内装 1360001025785 通常枠 事業者向けに実施する営業車両の出張タイヤ交換サービス 沖縄県中小企業団体中央会

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00050 沖繩ツーリスト株式会社 7360001000428 通常枠 地域主導型観光ビジネスモデル構築に向けた沖縄ツーリストＤＸ戦略 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00051 株式会社ＩＨＡ沖縄 5360001025105 通常枠 コインランドリーを活用した宿泊サービス代行事業への展開 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 糸満市 R2472U00052 上原酒造株式会社 3360001006998 通常枠 端麗化を追求した減圧泡盛の製造とそれを活用したリキュール開発 おきなわ経営サポート株式会社

沖縄 沖縄県 国頭郡今帰仁村 R2472U00054 虹のかけ橋 通常枠 沖縄の資源活用で生まれる新たな高付加価値製品と地の利を活かした販路拡大事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 浦添市 R2472U00058 株式会社ＪＳＬインターナショナル 6360001009866 通常枠 オンラインによる日本語教育システム「ＪＳＬ　ＭｅＴＨＯＤ」の構築 菊地耕平

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00063 株式会社スカイパートナーズ 5360001021509 通常枠 オゾンのウイルス不活化作用を活かした感染症対策機器の開発及び販売 竹内　成人

沖縄 沖縄県 国頭郡国頭村 R2472U00072 Ｃａｆｅ　Ｏｋｉｎａｗａ　Ｒｅｉｌ 通常枠 エネルギーの自給自足が体験できるコテージ 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00077 Ａｇｅｓｈｉｏ　Ｊａｐａｎ株式会社 9360001022692 通常枠 空手オンライン事業への新分野展開 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00078 株式会社Ｔｒｉｍ 9360001021372 通常枠 リラクゼーション、パーソナルトレーニング施設を活用した、体感できる情報発信する事業 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 中頭郡中城村 R2472U00079 株式会社國健鉄筋工業 1360001017907 通常枠 新たな鉄筋工事設備の導入と従業員育成を通じた新規市場への参入 株式会社鹿児島銀行

沖縄 沖縄県 沖縄市 R2472U00080 Ｋａｒａｏｋｅ＆Ｂａｒ　Ｒａｂｂｉｔ 通常枠 ボーンブロスと腸活食品の製造販売 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 島尻郡座間味村 R2472U00081 有限会社ハナムロ・インターナショナル 7360002008668 通常枠 グランピング場開設による新しい宿泊顧客層の開拓 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00084 株式会社琉花 2360001023292 通常枠 ライフスタイルの変化に対応した卸売業から小売業への転換 東　幸司

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 R2472U00087 株式会社ＳＯＭＡ 3360001023952 通常枠 販売所改装と酒販免許取得によるオーダーメイド酒壺入り泡盛販売 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 うるま市 R2472U00091 有限会社兼城自動車整備工場 8360002013262 通常枠 電気自動車（ＥＶ）の販売・アフターサービス全般を新たな事業として構築し、経営環境改善に繋げる 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 うるま市 R2472U00094 ユーマーク株式会社 9360001016208 通常枠 自動化ツールを統合したソフトウェアテスト自動化サービスの構築 金城　一也

沖縄 沖縄県 南城市 R2472U00098 株式会社シロマ 2360001015777 通常枠 ウッドグリーンサイクル事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00100 首里　東道Ｄｉｎｉｎｇ＠なぎいろ 通常枠 飲食店で人気の沖縄食材を使用した菓子の新商品開発で菓子製造業へ 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 浦添市 R2472U00103 オフィスソルナ 通常枠 地域密着型子どもの習い事マッチングポータルの開発／運営 宮里　悠司

沖縄 沖縄県 浦添市 R2472U00104 株式会社琉球コラソン 2360001006842 通常枠 アスリートが運営する「健康」を目指したフィットネスクラブへの事業転換 折原　麻衣子

沖縄 沖縄県 中頭郡西原町 R2472U00106 丸正印刷株式会社 3360001005109 通常枠 集客促進のためのインスタ映えする看板・サインボードの製造・販売事業 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00108 ＣＯＮＴＥ 通常枠 沖縄県産食材を使ったスープの開発および販路開拓 井口千秋

沖縄 沖縄県 南城市 R2472U00109 ユラユラ 通常枠
観光客ターゲットのＴシャツ屋が商店街の地を活かし、沖縄地鶏を使ったファストフード出店で通り

を元気にして新たな顧客を開拓
那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00110 株式会社レフトステージ 1360003007583 通常枠 映像コンテンツ制作用クラウド型スキルマッチングシステムの開発／運用 竹内　成人

沖縄 沖縄県 宮古島市 R2472U00112 ５８９ 通常枠 オンライン配信可能な非接触型イベントショーサ　ービス展開事業 宮古島商工会議所

沖縄 沖縄県 宮古島市 R2472U00113 株式会社ＹＵＩＤ 2360001017699 通常枠 技術力を生かした原材料等の内製化（生産）、加工による新製品開発、販路拡大事業 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 国頭郡恩納村 R2472U00116 エスイーピーマリンクラブ 通常枠 サンゴの村、沖縄恩納村から出航する海洋散骨事業 株式会社ライトアップ

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00118 しゃぶしゃぶと島豚料理みなみ 通常枠 コロナ時代を生き抜く、持続的な地域活性化の為の惣菜製造及び販売事業 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00125 ディ・スペック株式会社 1360001010168 通常枠 シェアオフィス・コワーキングスペース事業 株式会社ライトアップ

沖縄 沖縄県 石垣市 R2472U00126 株式会社プライム・スクーバ石垣 3010901031874 通常枠 石垣島ダイビングをグローバル水準に！エンリッチド・エアを普及させるタンク充填販売事業 北野　正彦

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00128 株式会社プロジェクト琉球 4360001017012 通常枠 日本製産業用ドローンの海外展開事業 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

沖縄 沖縄県 宮古島市 R2472U00130 有限会社ＧＡＦＵ 4360002022060 通常枠 洗濯市場進出と海鮮丼による海ぶどうの販路開拓、売上高増加計画 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00132 株式会社あやともメリー 5360001022457 通常枠 都市部への拠点形成によるワーケーション＆セントラル・ゴーストキッチン 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

沖縄 沖縄県 名護市 R2472U00134 真栄田商店 通常枠 クラフトビール製造卸事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00135 有限会社沖繩基礎開発 3360002000785 通常枠 デジタル技術を活用した新たな磁気探査システムの開発及び業態転換 尾関　亮

沖縄 沖縄県 国頭郡今帰仁村 R2472U00145 有限会社今帰仁酒造 8360002020119 通常枠 ＩＭＵＧＥ．生産体制・販売体制の構築とＡＩ技術を使った新たなマーケティング施策の立案 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00148 株式会社ピーネクスト 5360001019412 通常枠 キャビンホテル客室改装による個室サウナ市場への新規参入 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 R2472U00152 株式会社ミライ 5360001019222 通常枠 地域密着・無人型シミュレーションゴルフ施設の２４時間運営 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 R2472U00153 株式会社フルイカノス 2360001022600 通常枠 沖縄の手仕事のうつわ屋がクラフト系日用品店を東京に出店するまで 前野　啓史

沖縄 沖縄県 島尻郡南風原町 R2472U00156 エナさくら助産院 通常枠 ウィズコロナ・アフターコロナにおける「幸せな妊娠・出産・産後」支援の拡大 沖縄県商工会連合会


