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事業再構築補助金　第４回公募　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 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社ＦＩＮＤ 4430001049452 飲食店が提供するオールシーズン利用可能なスポーツ施設移転計画 税理士法人シマ会計

北海道 北海道 室蘭市 株式会社室蘭ソーイング 2430001057127 長年のアパレル縫製技術を活用！専用機器を用いたアウトドア用品・医療用ガウン製造業への参入 室蘭信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 ＰＡＴＴＥＲＮ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ株式会社 1430001075567 “北海道産ワイン用ぶどうの葉茶”と“カフェが作るケーキ”のＥＣ販売事業展開 スズカ税理士法人

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社デザインバンク 5430001059681 コロナ禍における巣籠需要増加に向けた老舗人気ケーキ店復活出店 札幌商工会議所

北海道 北海道 函館市 株式会社ルーツナビ 9440003000770 幕末～明治をテーマにした書斎付き宿泊施設の運営 山内　和宏

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社けいろん 5430001034073 スマホ案内所の設置による地域格差の解消と就業機会の創出事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 英会話スクールＳＴＥＰ　ＵＰ ＤＸへの取組によるオンライン英会話スクール化への新分野展開 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市東区 レイス治療院札幌東 リハビリの知見を活用した、健康増進のための水素事業への参入 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 伊達市 株式会社大矢 7430001056198 北海道産自社ブランド豚肉と地元野菜を活用した惣菜のテイクアウト販売 藤本　康男

北海道 北海道 札幌市中央区 北海道メンフーズ株式会社 3430001062605 ラーメンの三大要素、麺・たれ・叉焼の一貫生産販売で売上３倍！ 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 カナエビキッチン オンライン料理教室とテイクアウトキッチンスタジオ 税理士法人すずらん総合マネジメント

北海道 北海道 斜里郡斜里町 有限会社北洋共同漁業部 4460302005226 知床の漁師が培った技術と知識を武器に水産加工販売市場に挑む 北海道商工会連合会

北海道 北海道 恵庭市 株式会社バードランド 6430001078251 専門店の味を届けるキッチンカーによる市場拡大 恵庭商工会議所

北海道 北海道 恵庭市 株式会社いちえ北海道 4430001079581 「７つのガーデン玉手箱」の開発・発売による新市場開拓 恵庭商工会議所

北海道 北海道 恵庭市 有限会社エストイゾラ 8430002048846 全国で唯一の認証牧場生乳を自社工場で低温殺菌し、風味を生かした飲むジュラート等の開発・販売 恵庭商工会議所

北海道 北海道 札幌市南区 有限会社オガコーポレーション 5430002029659 焼肉店の新規展開による事業再構築計画 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社セルトリ 8430001049317 サロンオーナーを目指す女性のための開業サポート 札幌商工会議所

北海道 北海道 河東郡音更町 株式会社藤然社 5460101004519 店内飲食からテイクアウト業態への完全転換によるウィズコロナ対応 北海道商工会連合会

北海道 北海道 帯広市 株式会社ＯＦＦＩＣＥ　ＧＲＥＥＮ　ＴＡＬＥ 4460101005195 十勝地区初となるデジタルサイネージによる新たな映像文化の創出 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市東区 有限会社グランドール 8430002006820 コロナを気にせずおしゃべりできる完全個室カフェ事業への新規参入 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 苫小牧市 株式会社トモヒロ 6430001054384 業務用氷製造販売卸事業と業務用冷凍食品、冷凍自動販売機等による販売事業 室蘭信用金庫

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社グラシャス 8430001039904 小売業での強みとノウハウを活用した登録型ＥＣサイト運営業への業種転換！ 株式会社百五銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 合同会社夢のかけはし 3430003004084 コロナ禍と戦う酒屋たちと連携した酒・おつまみコラボ通販事業 北村　耕司

北海道 北海道 北広島市 株式会社生活救急サービス 6430001074110 除雪ドットコム 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市東区 有限会社札幌ライラック 2430002028424 喫茶店から立地・眺望・機能を兼ね備えたコワーキングスペースへの展開事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 紋別郡遠軽町 株式会社遠軽酒販 9460301004744 Withコロナを見据えて待つ商売から行く商売へ！キッチンカー事業への挑戦 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ネオプランニング 4430001039635 買取店併設缶詰ダイニングによる地域コミュニティ活性化への挑戦 札幌商工会議所

北海道 北海道 北広島市 ＢＯＮＺＯ コロナ禍で新たな市場を開拓するダイニングバーからベーカリーへの転換 恵庭商工会議所

北海道 北海道 札幌市東区 昭和交通株式会社 3430001007972 プロドライバーの経験値を最大限に発揮！生徒や患者向け自家用バスの車両運行業務への挑戦 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ウツワニウム 3430001074328 オフィス改修を伴う、Ｙｏｕｔｕｂｅ動画スタジオの新設 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市手稲区 チョリ株式会社 6430001066289 「出張金属修繕」で金属構築物の修繕を行って顧客獲得、下請脱却 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市豊平区 エフォーリー 飲食店休業により大打撃！健康と美容を届けるスクールビジネスへの大転換 税理士法人児玉税経

北海道 北海道 札幌市北区 有限会社ＴＹＲＥＬＬ 5430002040979 スープカレー専門店がコーヒー豆の焙煎販売および焙煎体験を行う事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社旅と人 3430001080235 北海道を食べる！「道産ジビエ×今金男しゃく」冷凍食品の製造・販売事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 函館市 株式会社ＭＩＹＡＢＩ 5440001007169 すきやき　しゃぶしゃぶ店が手掛けるお好み焼きテイクアウト事業 株式会社みちのく銀行

北海道 北海道 上川郡鷹栖町 ＨＦＤ株式会社 2450001012807 道内初、どんな人でも楽しめる、無添加中華まん移動販売事業への事業転換 丸山　達也

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社エバーメッセ 5430001063403 コロナ禍に対応した完全個室による非接触型脱毛エステ事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 ＡＩＤ　ＭＥＤＩＣＡＬ株式会社 5430003006822 頸椎前方固定インプラント・システムの自主開発事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市西区 有限会社花たく 4430002027267 自社サイトＤＸ化　と　新規ブランドによる　新分野展開 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 グラシアス有限会社 1430002036683 ＥＣサイトとリアル試飲販売所の二刀流で道産ワイン・自家製ビール販売に挑戦 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 苫小牧市 株式会社上原エンタープライズ 1430001076474 テイクアウトを主体とする店舗「ｐｕｒａｔｔｏ－ｃｏｆｆｅｅ」の開業 ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社ｍｏｎｏｃｙｔｅ 2430001076779 コロナ禍における機材レンタル事業、動画配信可能な白スタジオレンタル事業 出井　有

北海道 北海道 釧路市 株式会社Ｃｏｍ’ｓ 9460001003708 オートネイルマシンによる新しいネイルサロンの事業化 釧路商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社デービスアクト 5430001061588 札幌・北海道のイベントを活性化する大型ＬＥＤ・映像コンテンツ事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 苫小牧市 有限会社永見 1430002059461 食べるＵＭＡＭＩの世界販売計画 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ビーコミュニケーションズ 1430001027576 北海道限定　プレスリリースサービス　ソーシャルプレス 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社音響スタツフ 4430001003244 高音質・立体音響ライブ配信サービス事業の開始 札幌商工会議所

北海道 北海道 旭川市 ウェリナブライダル バスを活用したアウトドアウェディングへの新分野展開 旭川商工会議所

北海道 北海道 旭川市 木こりビルダーズ 森の中で「自然」と「少しの不便」に癒されるリトリート事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 足寄郡陸別町 ケーズキッチン 地元産生乳使用のソフトクリームを全国へ 帯広信用金庫

北海道 北海道 函館市 株式会社違カ畑野商店 5440001001238 テレワークができる地域初レンタルブース等３種類のレンタルスペース事業展開 前田　直

北海道 北海道 函館市 新鮮喰味株式会社 9440001004369 函館初、ペット同伴可能な海鮮レストランへの新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社Ａｕｒｏｒａ 9430001079362 バー飲食店からテイクアウトへの転換 岩淵　嗣夫

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社ＳＡＢＵＲＡＵ 9430001041207 この味を全国へ。札幌ラーメンの名店が最新技術で冷食製造・卸に挑戦 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社仙 6430001073095 コロナで売上減。感染対策を徹底した有名カレー北海道初出店事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 小樽市 ノサカデンタルアート ＣＡＤ／ＣＡＭ冠の製造設備の導入によるデジタル歯科技工への進出 シリウス税理士法人

北海道 北海道 札幌市厚別区 Ａｎｓｌｕｔ 工場建築によりプリザーブドフラワー加工販売事業に参入 札幌商工会議所

北海道 北海道 函館市 株式会社ＦｉｒｓｔＦＬＡＳＨ 4440002008340 函館元町公園で展開するＪｏｌｌｙ　Ｊｅｌｌｙｆｉｓｈスイーツテイクアウト販売の開始 ＣＡコンサルティング株式会社

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社アンドヴォーグ 3430001041162 北海道オリジナルのアパレルブランドが行う菓子製造販売事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 旭川市 有限会社みつばちタクシー 1450002008937 「新型コロナ禍を受けタクシー事業から組織再編による多角化展開」 北星信用金庫

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社ＷＯＲＬＤ　ＥＳＴＡＴＥ 3430001075565 障がい福祉分野での不動産オーナーとの繋がりを活用した、グループホーム運営戦略 株式会社北海道銀行
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北海道 北海道 函館市 森山料理店 選べる華やかな多品種テイクアウトコンボの販売 北村　耕司

北海道 北海道 札幌市北区 プリザーブドフラワー スナックからアットホームな雰囲気の小料理店への事業転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社源コーポレーション 6430001003606 すし店からケータリングサービスの新分野展開における事業計画書 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 カノエウアケア・西尾順子フラスタジオ 西尾順子メソッドによるオンラインレッスン、オンラインショップ新規開設 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター

北海道 北海道 苫小牧市 株式会社まるい弁当 7430001053848 飲食店のコスト削減と店舗拡大・メニュー追加による売上支援事業 苫小牧信用金庫

北海道 北海道 札幌市厚別区 株式会社つつみや 6430001076081 都心から郊外へ　温泉街の古民家を利用した甘味処新店舗展開 札幌商工会議所

北海道 北海道 帯広市 株式会社ＰＯＯＮＧ 7460101004509 十勝・帯広産の食材を使った本場韓国の家庭料理の調理方法を教えるオンライン料理教室 税理士法人きずな会計事務所

北海道 北海道 札幌市清田区 ひだまり助産院 非接触型ニードルレス器材を使用した最新美容エステ事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 藪商事株式会社 8430001017216 テナントビルの空室を活用～配信システム完備のヨガスタジオ導入へ～ 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 白老郡白老町 株式会社フェニックス北海道再生システム 8430001060835 不動産業から街の再生にむけて公衆浴業を新規事業として参入 サポート行政書士法人

北海道 北海道 札幌市中央区 セイノ美容所 コロナ禍での美容と健康をサポートする新たな事業展開 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社ウイングル 7430001067360 ノウハウを活用した「太陽光発電メンテナンス事業」へのビジネス領域拡大 浪越一幸

北海道 北海道 函館市 三栄水産工業有限会社 9440002001704 より多くのお客さまに函館の海産珍味を届けたい。直売所設置による販売機会拡大事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市西区 マザーメソッドスタジオ 子供と一緒に野外体験しよう！手ぶらでバスに乗って行けるデイキャンプ場への新規参入 株式会社ＭＢコンサル

北海道 北海道 札幌市北区 シャルムプロモーション合同会社 2430003010356 イベント依存の広告・イベント事業から、アウトドア施設を開業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 夕張郡長沼町 間島ファーム株式会社 4430001072446 お米の販売低迷脱却　農業物残渣を活用した新事業展開 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社ａ．Ｐａｒ 4430002039931 健康産業に特化したメンズデットクスエステサロンの開設 小西　麻衣

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社北海道総合経営研究所 5430001007434 非対面・非接触型業務提供ツール「顧客ページ」の構築 税理士法人池脇会計事務所

北海道 北海道 岩見沢市 株式会社モントワール 8430001052304 居酒屋事業から、岩見沢市内最大級の焼肉事業へ事業転換 空知信用金庫

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社ビミイ 8430001081699 プラントベース大豆ミートを使ったグルテンフリー洋食の開発とＥＣサイト販売 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社石川物産館 2430001001357 食の魅力を全国発信！ネット販売や物産展出店での「ラムしゃぶ」の新しい販路開拓へチャレンジ！ 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＫＴＫ 7430001042090 非対面型ＤＸ推進トータルビューティーサロン事業 税理士法人常見会計

北海道 北海道 札幌市中央区 トライアンフジャパン株式会社 2430001072613 パンの製造とベーカーリーレストランの開業による事業再構築 渡辺健二

北海道 北海道 帯広市 有限会社前田英一商店 9460102003292 老舗酒店が取引先飲食店の料理を届ける「とかち職場めし」事業 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社五水房 2430002007709 北海道の安心安全食材にこだわった　テイクアウト専門「おにぎり＆ソフトクリーム店」と　高級具材の自動販売 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社都屋 8430001016614 きものの販売業から女性のための「健康・美・食・癒し」を提供する総合サービス業への業態転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 深川市 株式会社Ｋ－プランナー 1450001010638 スープカレーのお持帰り（ドライブスルー有）専門店の開業 空知信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 ＡＩコンサルタント株式会社 6430001030798 バリアフリー店舗への改修によるシニアサポート事業の新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 釧路市 株式会社フードハーツ 2460001004002 道産素材や食文化、観光を活かした「オンラインレストラン」の取組みと販路拡大 大地みらい信用金庫

北海道 北海道 札幌市西区 合同会社ピース 1430003001439 セントラルキッチン新設による給食事業への参入 株式会社吉岡経営センター

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社１７５ 9430001070569 楽天市場における１７９ＤＥＮＯ北海道物産展の展開 ＦＵＪＩＴＡ税理士法人

北海道 北海道 亀田郡七飯町 株式会社のこたべ 7430003001895 飲食業から有機食品製造＆シェアキッチンへの地方創生 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社Ｂｏｔｈ 5430002037356 自動販売機による冷凍パン販売の業態転換 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社裕多加ショッピング 2430001017733 ショールーム機能を持つ移動販売車両の導入による酒の魅力を伝える新サービスの展開 内田和明

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＲＥＧＩＳＴＡ 7430001060489 飲食経営ノウハウと廃材を活用した、「飲食店向けリメイク家具・内装リフォーム事業」の展開 スズカ税理士法人

北海道 北海道 札幌市西区 ＳＫ株式会社 8430001078019 地域密着学童保育型学習塾事業 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 帯広市 株式会社北彩フーズ 6460101006357 マルチストック式冷凍自動販売機による小売業への参入 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社Ｇｏカンパニー 4430001070458 地元食材を生かしたファミリー向けのレストラン「お魚食堂」の出店計画 税理士法人しらかば綜合会計事務所

北海道 北海道 札幌市清田区 合同会社吟海 6430003009254 居酒屋から、漁港直送、未利用魚活用の「旬を売る魚屋」へ業種転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＡｃｃｏｕｎＴｅｃｈ 9430001078018 税理士向けＢｔｏＣ用の確定申告インフラサービスの立ち上げ計画 市川　聡

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社桜花企画 1430001059990 ＩＴ活用和装貸衣装運営・来店型から出張サービス増設の事業開拓 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社エヌ・フードサービス 9430001078397 店舗依存型蒸したて中華饅頭店から、冷凍食品販売への業態転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社ボンシンク 2430001045189 オンライン配信事業への進出によるハイブリット型イベントのトータル支援　新分野進出計画 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 富良野市 わくわくアドベンチャークラブ 富良野らしい雄大な景色と体験が楽しめる　ファミリー向け貸切宿泊施設の開設 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市白石区 有限会社レインボー 4430002031186 「写真撮影・販売」から幼稚園・学校向け「ライブ配信・動画販売」へ新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社アトリエマム 9430002034614 「エクソソーム」を原材料とした幹細胞美容液の開発 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

北海道 北海道 砂川市 有限会社ほんだ菓子司 7430002052964 ウィズコロナ時代を見据えた地域の高齢者の「地域コミュニティー型」ローカル宅配事業展開プロジェクト 株式会社商工組合中央金庫

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社ｓｈｉｇｉ３１ 4430001079318 うどん調理機器を導入し道産食材を用いたこだわりうどんを開発、昼食市場開拓に挑戦 株式会社シャイン総研

北海道 北海道 雨竜郡北竜町 株式会社ファーム善蔵 6450001011607 北竜町に乾田直播を普及させ、コメ農家の生産性向上を図る。 税理士法人小島会計

北海道 北海道 余市 喜久雅史 南から北へ農業移住→コロナの大打撃→逆境ばねにワイン製造者へ業種転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社札幌山本養蜂園 8430001020450 道内初！コロナ三重苦の蜂蜜卸が自社製造挑戦でコト消費と新価値も創造 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 河東郡音更町 サービスサポート　ニシ 十勝の基幹産業である農業に資する農業機械の販売 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社松原米穀 2430001016223 新分野展開（北海道産「さんさんまる」輸出事業） 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 標津郡標津町 有限会社マルサフーズ 1462502000785 パン菓子類の生産工場及び直売店の新設による標津町の新たな観光拠点の設置 網野　征樹

北海道 北海道 函館市 株式会社グローバル・コミュニケーションズ 3440001004630 新技術の食品製造機械を使い生産受託し、販売まで支援する新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 石狩市 有限会社鈴木技研工業 8430002043426 ジャパニーズウイスキーを国産原料で蒸留するための製麦機製造へ新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 函館市 株式会社トラスト 9440001004831 外注先減でモデル転換。自社生産で成長性確保のワンストップ型事業へ！ 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社ｃｌｉｍｂ 9430001031769 新ジャンルスイーツによるブランディング化と非対面販売導入によるＢｔｏＣ市場参入 堀江コンサルティングオフィス株式会社

北海道 北海道 札幌市中央区 合同会社ＨＯＭＥＢＡＳＥ 2430003010612 ワンランク上のプライベートゲストハウス。暮らせる宿泊観光事業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 岩内郡岩内町 カブト石材工業株式会社 1430001051989 地域初！ウィズコロナ時代対応、個室型スポーツジムへ新分野展開 北海道信用金庫

北海道 北海道 中川郡幕別町 佐山建設工業株式会社 2460101000677 ＲＰＦ固形燃料製造販売事業の新分野展開による事業再構築と資源循環型社会構築への貢献 株式会社商工組合中央金庫
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北海道 北海道 旭川市 株式会社花咲自動車学校 1450001012691 基幹産業にも貢献する、ドローンの啓発および利用者育成・教習事業 中村　領

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社ナカゾエ塗装 3430001065475 大型キッチンカーと大型テント（１００人収容）による移動式居酒屋の運営 株式会社フォーバル

北海道 北海道 茅部郡森町 きのした菓子舗・七福堂 コロナ禍で生まれた洋菓子需要への対応による大胆なＶ字回復策 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＭＭＣフードサービス 7430001066651 熟練の経験と最新技術を活かして温度管理された農産物による新たな顧客向けの新事業の展開 Ａｂｌｉｓｓ税理士法人

北海道 北海道 標津郡中標津町 株式会社和秀 7462501000351 大規模商業施設内におけるコインランドリー等の設置事業 税理士法人明正会計

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社アイミール 3430001066390 札幌初！太陽光発電を使った脱炭素キャンプの展開 金﨑　卓也

北海道 北海道 紋別郡遠軽町 株式会社新海養蜂場 6460301004193 自社伝統のハチミツを活かした新商品製造およびカフェ参入事業 中村　領

北海道 北海道 亀田郡七飯町 株式会社天狗堂宝船 2440001004912 餅菓子製造ノウハウを活用したアスリート市場への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 斜里郡斜里町 株式会社丹羽工務店 9460302004891 小さな森とデザイン性の高い建物で「過ごす」飲食・宿泊施設を開業 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社ドッグ・ストック 6430002036613 ウッドショックを乗り越える！北海道産スギを活用した木材販売事業での新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市北区 合同会社ｌｅ’ａ 6430003009502 ペットと楽しめるステイホーム生活をサポート！ペットトリミング事業への転換 空知信用金庫

北海道 北海道 札幌市東区 有限会社前川機械工作所 6430002018669 半導体製造装置への新分野展開と相乗効果による付加価値創出事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市西区 有限会社祭屋 6430002019106 平面加工の装飾製品から複数資材を利用した凹凸感のある装飾製品の製作への業態転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 北見市 株式会社Ｌａ　Ｎａｔｕｒｅｖｅ 8460301002963 カフェ事業から、地域初となる大人気フランチャイズベーカリーへの転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 旭川市 株式会社メルシィ 1450001010753 中間処理事業への新規参入 旭川商工会議所

北海道 北海道 空知郡南幌町 有限会社潤屋 1430002051534 ジンギスカンを自宅でもっと楽しんで貰うための新商品開発・新市場展開 空知信用金庫

北海道 北海道 旭川市 男山株式会社 2450001000712 地元の米からできた純米酒を蒸留し、ジンや梅酒、低アルコール商品への挑戦！ 旭川信用金庫

北海道 北海道 虻田郡倶知安町 株式会社デリシャスフロム北海道 4430001067256 ニセコの有機作物・水で個性溢れる発酵食品を製造販売 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市西区 ＧＡＧＮＯＮ株式会社 6430001034353 カナダの本格的なメープルシロップを北海道で製造し販売する事業 空知信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社丸市岡田ビル 9430002024846 ＤＸを活用した、地域を巻き込む菓子製造販売事業への業種転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 千歳市 株式会社肉の山本 4430002048032 肉総菜加工品の新たな商品開発・新たな卸販売先へ挑戦 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 中川郡池田町 株式会社加藤 9460101006783 液体ガラス加工した木材の製造および販売に関する業種転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社北央コンクリート解体 7430001014610 北海道道央圏初の新工法による杭抜工事新規参入 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 紋別郡遠軽町 株式会社遠軽新聞社 3460301002258 ピンチをチャンスに！出版・印刷業から屋外広告業事業へチャレンジ！ 遠軽信用金庫

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社ソウト 8430001066758 ビジネスモデルを転換！ウィズコロナ仕様の飲食店を新たに開店！ 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 札幌市中央区 ｋｏｙａｂａｒ クラウド顧客管理＆ＡＩを導入！エステサロン＆ＥＣで業績回復！ 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 札幌市東区 有限会社宮越鉄工所 7430002019559 インフラ設備用制御盤製造に係る電気設計・組立配線工程への新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 虻田郡ニセコ町 合同会社ニセコベースキャンプ 5430003011203 カフェ事業から食品加工事業への業種転換 北海道商工会連合会

北海道 北海道 網走郡津別町 高田農場 津別町産の小麦粉で地域活性化を！オーダーメイド製粉で新事業展開 辻村　英樹

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社コーサイ 4430001015917 脱炭素化社会へ大きく貢献する超高断熱屋根システム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 登別市 株式会社上田商会 7430001057238 環境配慮型コンクリート製品「エシカルコンクリート」の製造と技術提供 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社プリプレス・センター 3430001015439 思い切った製造方法の転換による環境保全とウィズコロナ対応戦略 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 網走市 千里堂株式会社 1460301003175 医療介護相談と在宅に特化した「地域密着かかりつけ薬局」の開業 網走信用金庫

北海道 北海道 札幌市白石区 札幌オーナーズ株式会社 6430001019635 町と共に！当社ファン化・広告戦略×湯治・ワーケーションプロジェクト！ 伊東　祐生

北海道 北海道 札幌市中央区 一鱗共同水産株式会社 7430001001831 ＥＣを使った卸のＤ２Ｃ販売、卸のＤ２Ｃ化支援 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 釧路市 アクトオン株式会社 5460001003926 中食多様化を踏まえた高級総菜事業の展開による消費者向け販売の道筋確保 釧路信用金庫

北海道 北海道 江別市 株式会社ヤブシタ製作所 4430001073725 データセンター向け空調設備に係る防音対策部材製造による新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 札幌市中央区 アイテラナガネメイクアップスタジオ 国内初の新業態：オーダーメイドのコスメを提供するコスメバー 札幌商工会議所

北海道 北海道 釧路郡釧路町 有限会社マツダ運輸 5460002005137 運送業から中古ユニットハウス＆中古トレーラーのリノベ住宅製造 大地みらい信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社アミクス 4430001029611 オフィス機器販売事業からオンライン秘書代行事業への事業転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 河東郡音更町 株式会社大平原観光ホテル 3460101000874 旅行の思い出を作ることができる長期のワーケーションサービスの提供 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社リズ・インターナショナル 1430001034614 【クルージング×食】事業による小樽観光業界の活性化への貢献 久保　徹雄

北海道 北海道 名寄市 有限会社ふじいタイヤ 9450002010209 地域初！タイヤ保管及び中古買取販売サービス開始によるＳＤＧｓへの貢献事業 北見信用金庫

北海道 北海道 名寄市 有限会社名寄土管製作所 9450002009878 ブレンド土の開発による野球場の大規模改修市場への参画 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 函館市 株式会社前組 1440002004210 地域初のドライアイス高圧洗浄事業＝隣接分野で発展性確保と地域課題解決 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 バルＦＵＪＩＹＡＭＡ コロナ禍対応！換気設備万全のジンギスカン店、ＥＣサイトの運営 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 釧路市 株式会社笛園 2460001001412 ＡＲ技術を活用し生涯スポーツの促進に寄与する次世代型ゴルフ練習サービスの提供 釧路信用金庫

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社イーグルジャパン 6430001026978 体験型アトラクション提供による新しい観光サービス構築への挑戦 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 旭川市 株式会社オクノ 5450001000692 無添加手作り「健康パン」の自社製造販売による飲食店参入事業 中村　領

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社緑屋 7430001062849 世界で唯一無二のオリジナル木工商品・衣服への製造小売業へ進出 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 旭川市 株式会社土木開発センター 7450001001994 ～マルチビーム測深による海洋測量等への展開～ 経営標準化機構株式会社

北海道 北海道 岩内郡共和町 株式会社岩淵農場 6430001083350 ６次産業化に取り組み新たな販路を開拓する 税理士法人小島会計

北海道 北海道 札幌市東区 有限会社アスター 5430002000719 家事ラク・時短を実現するＩｏＴ木造住宅の建設事業に新規参入 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市清田区 札幌観光バス株式会社 8430001037866 ＡＩが最適な旅行プランを提案するＷＥＢポータルの構築と事業化 北海道信用金庫

北海道 北海道 小樽市 東洋化工株式会社 2430001050230 漁業用ポリエチレン製浮き球製造により新規ユーザー獲得と売上の拡大 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 登別市 株式会社滝本イン 5430001057330 登別温泉初のオールデイカフェ事業と「のぼりべつレンタサイクルツーリズム」事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

北海道 北海道 紋別市 紋別プリンスホテル株式会社 1450001009572 「暮らすように」旅する～地域初の観光特化型ホテルの開業～ 北見信用金庫

北海道 北海道 恵庭市 株式会社栄恵商会 2430001063744 カプセルホテル建設への新規参入で宿泊施設不足という地域の課題解決に繋がる新たな取り組み 恵庭商工会議所

北海道 北海道 北見市 合同会社まる笑エンタープライズ 5460303000588 『焼肉文化の街オホーツク北見』北見ヤキニクをご家庭にお届け！ 北見信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ホクシンシステム 8430001069983 ＩＴ業界の救世主！ＩＴエンジニア育成サービス ＴＯＭＡ税理士法人

北海道 北海道 札幌市清田区 株式会社オフィス・オノデラ 1430001024755 中古車販売事業と連携したＺ世代向け体験型韓国カフェ事業 株式会社北洋銀行
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北海道 北海道 河東郡音更町 株式会社丸晃物産 6460101001688 小麦アレルギー者対象のグルテンフリー生ハンバーグ販売事業 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市北区 ひまわり建設株式会社 6430001014033 光が下水道管をリフレッシュ～光硬化工法下水道管更生事業で事業再構築 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社Ｍシステム 2430001069031 増毛町唯一の缶詰工場を新設して優れた食材を高付加価値化する事業 上田　健一

北海道 北海道 札幌市厚別区 株式会社ライフスタイル 4430001040287 新築に代わる、中古住宅リノベーションで理想の住まいを実現！ 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 亀田郡七飯町 株式会社Ｎａｂｅｙａ 2430001012305 観光業向け駐車場事業から、自社用地を最大限に活用する　グランピング事業への業種転換事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 網走市 有限会社松木商店 3460302004526 オホ―ツク産鮮魚介類の一次加工業から北海道ブランドを前面に出した冷凍食品製造販売メーカーへの転換 税理士法人知野・寺田会計事務所

北海道 北海道 小樽市 有限会社鎌田工作所 2430002054164 新設備導入と加工技術開発を伴う、医療品市場への参入 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 虻田郡倶知安町 Ｐｏｗｄｅｒ　Ｐａｎｄａ合同会社 3430003008597 ニセコエリアにおけるスキーインストラクター業からフィットネスクラブへの業種転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社サント・ノーレ 8430001019344 アパレル＋カフェ＋ＥＣ販売による非接触型物販事業への転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社翔進 9430001031892 内装資材の流通改革により、工事業者と地域の発展に貢献する 株式会社北陸銀行

北海道 北海道 苫小牧市 株式会社志鵬 4430001055038 クラフトビール醸造所から発信する新たな地域活性化事業 苫小牧信用金庫

北海道 北海道 苫小牧市 長山苫小牧不動産株式会社 6430001053519 複合型インキュベーション事業　Ｃｏ－ｗｏｒｋｉｎｇ　Ｓｐａｃｅ　Ｃｏ－（コー） 苫小牧信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社アートピア 2430001000202 地域と企業を繋げるコミュニティカフェ！オンラインイベント配信 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社東和システム 7430001026614 地域に根差した鮮魚スーパーの新規事業計画 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社アイバック 9430001070156 「モービルマッピングシステム」導入による測量分野進出 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 河西郡中札内村 株式会社パーペル 9460101003483 環境配慮型高清浄度紙製容器製造体制の構築による新分野展開 株式会社北陸銀行

北海道 北海道 千歳市 ブレインスポーツマネジメント株式会社 2430001072646 道内初！従来型ジムから非対面・運動系総合ｅスポーツジムへの新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 旭川市 株式会社前田住設 3450001004571 再生可能エネルギー分野の地中熱エネルギー活用事業化 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 恵庭市 株式会社福座 1430001084733 自由気ままな心地よい時間を過ごせるラグジュアリー・グランピングで新事業展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社ｇｒｏｌｙ 8430001076749 パティシエが考案したレシピ・製法によるパン製造販売事業へ新規展開 菊地　正人

北海道 北海道 札幌市手稲区 ＲＤＳ株式会社 2430002038828 空き家をリフォームしたグループホーム用物件の販売業への転換 ＢＤＯ税理士法人

北海道 北海道 砂川市 株式会社ＮＡＫＡＭＩＣＨＩＦＡＲＭ 3430001078295 農家がフィットネスジム経営　ＲＩＳＥ新人王と米粉プロテイン菓子でＰＲ 税理士法人小島会計

北海道 北海道 札幌市南区 清水商会株式会社 2430001080558 介護タクシー事業所の新規開設計画 深谷　陽次郎

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社羊ヶ丘展望園 2430001011133 札幌市スポーツエリア近郊における交流カフェの創設と新分野展開 ＣＡコンサルティング株式会社

北海道 北海道 標津郡中標津町 株式会社ＩＮ－Ｕ 7462501000582 ペット用エゾシカ肉加工施設から食肉加工施設・研修施設への新分野展開 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 上川郡美瑛町 株式会社北瑛プロジェクト 2430001063892 美瑛町農産物を主原料とした大口事業者向けの高品質冷凍調理食品の製造 有限責任監査法人トーマツ

北海道 北海道 札幌市清田区 株式会社インテック 9430001035183 インテック管工事業および機械設備・工場整備事業 佐藤　尚樹

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社小六 5430001006411 土産物市場からギフト市場への新規参入～創業１３１年目の挑戦 坂本文彦

北海道 北海道 札幌市中央区 Ｇａｔｅホールディングス株式会社 8430001058680 無人化・非接触型疲労回復サロンの運営展開事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社エンパイアー 8430001002606 ＤＸ化による新たな顧客価値の提供！非接触型取引へのビジネスモデルの転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 上川郡清水町 株式会社いとう 9460101003070 ２０４０年問題を見据えた地域密着型葬祭ホールの建設 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 Ｋａｒａｋａｍｉ　Ｈｏｔｅｌｓ＆Ｒｅｓｏｒｔｓ株式会社 5430001056415 別荘の新築・改築、集客および予約管理までの一体型サービス事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 旭川市 茂田石油ガス株式会社 7450001003140 灯油配送網・販売ルートの蓄積情報を活用した「訪問型福祉・介護事業の新規展開 スズカ税理士法人

北海道 北海道 河東郡上士幌町 有限会社片原商店 3460102005609 焼成後冷凍パンで北海道上士幌の食と魅力を全国へお届け 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社ハイ・フォート 4430001013268 最新デジタル印刷機＋事業者向けの技で個人用高級フォトブック市場参入 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社モリウォール 5430001026104 ハイブリッドドライブベンダー導入によるトンネル用漏水防止部材への新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 旭川市 渡辺農機株式会社 2450001003442 農機具製造単独事業からシナジー効果を生む仮設足場事業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社第一葬祭 7430001020749 葬儀業のノウハウや強みを活かして障がい者グループ運営の福祉事業に参入 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 夕張郡栗山町 有限会社ゆうせい運輸 3430002051078 環境配慮型企業の躍進！強化段ボール製品の開発・販売事業 空知信用金庫

北海道 北海道 札幌市西区 株式会社コリンズ 4430001073659 札幌市近郊においての食育ファームグランピング構築事業 ＣＡコンサルティング株式会社

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ｂｌｏｏｍ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 7430001082401 保育園・養護学校に特化した専用オンライン英会話システムの開発 表　順一

北海道 北海道 川上郡弟子屈町 株式会社Ｃａｓｕａｌ　ｃｈｉｎｅｓｅ　ｋｉｔｃｈｅｎ昇龍軒 1460001005414 地産地消をテーマとした自家製餃子の冷凍食品市場進出による事業基盤の確立 釧路信用金庫

北海道 北海道 斜里郡斜里町 有限会社すぎやま 5460302004870 町内初の地域密着型斎場のオープンによる地域住民へのサービス向上 網走信用金庫

北海道 北海道 岩内郡共和町 株式会社ローソンファーム北海道岩内 3430001065806 農業者の強みを活かし、農作物生産者から農作物加工者への業種転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 帯広市 株式会社十勝マイクロ 5460101001152 布団丸洗いでアレルギー対策！＆忙しい人の味方のＩｏＴコインランドリー事業 北見信用金庫

北海道 北海道 網走市 タカハシフードサービス株式会社 8460301004472 北海道のボタニカルが香るクラフトビールのブルワリー＆カフェ事業 小笠原　一郎

北海道 北海道 砂川市 スポーツバー　くぼっち ｅスポーツを軸とした新たなローカル型ＤＸスクール＆コミュニティ事業の展開 北門信用金庫

北海道 北海道 苫小牧市 横内金物株式会社 7430001054037 グループシナジーを最大限に発揮する、建築資材卸売から土木工事資材等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 株式会社一宝 3430001058768 デジタル技術を駆使した手作り指輪映像制作の展開とスタジオウエディングへの転換 石井　伸暁

北海道 北海道 旭川市 株式会社アスクゲートダイナー 5450001006806 コロナ禍で高まるアウトドア＋ペット需要　トレーラーハウスで新規参入 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 樺戸郡月形町 春木花き農園 ロースイーツ（植物性非加熱菓子）による新規顧客開拓事業 北海道商工会連合会

北海道 北海道 旭川市 株式会社プラトン 3450001002641 オスパーリニューアルプロジェクト 遠軽信用金庫

北海道 北海道 旭川市 株式会社ノーザン 9450001002314 障がい者の自立支援・住まい確保に向けた弊社の事業再構築 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市南区 株式会社健美創 7430001052429 コロナ禍で急増する『健康二次被害』予防対策の施設導入による集客強化 ＢＤＯ税理士法人

北海道 北海道 岩見沢市 株式会社ルーメン 6430001068087 独自プラットフォームを活用したオンライン映像配信プロダクション 税理士法人ひまわり

北海道 北海道 札幌市中央区 高橋物産株式会社 7430001039574 食卓ですぐに食べられる最終商品への挑戦 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ヤブシタ 5440001002467 電気自動車の普及を見据えたＢＣＰ対応型グリーン設備事業への新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 天塩郡豊富町 株式会社川島旅館 7450001009930 温泉旅館連携型ワーケーション施設による、アトピー療養特化型移住拠点の構築 一般財団法人旭川産業創造プラザ

北海道 北海道 常呂郡訓子府町 株式会社アース興建 3460301004881 牧場直送の新鮮ミルクを使用したカップアイス製造への業種転換事業 北見信用金庫

北海道 北海道 名寄市 株式会社人情ファーム 8450001010945 コントラクター事業及び副産物加工事業による地域課題解決 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ｅ－ＲＥＶＯ 7430001078993 ｅスポーツイベントで得たノウハウを活用した配信・レンタル事業 小笠原　一郎
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北海道 北海道 室蘭市 株式会社室蘭カントリー倶楽部 8430001057121 ゴルフ＆グランピングを楽しむ！次世代のゴルフトリップの提供で収益向上を図る 荒巻税理士法人

北海道 北海道 室蘭市 株式会社中田商会 6430001056901 清掃会社のドーナツテイクアウト事業への新規参入 室蘭信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社３７２１ 7430001074027 ライブ配信サービスを用いた道産商品及びブランドバッグの販売による新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市西区 東名食品株式会社 9430001011639 売上回復！新設備で新商品開発、ＥＣサイトと自動販売機で新販路 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 富良野市 ｆｕｒａｎｏ　ｂｉｊｏｕ（フラノビジュー） 富良野エリアの食材を活かした洋菓子の製造卸売 旭川信用金庫

北海道 北海道 江別市 株式会社椿工業 5430001030171 解体工事業からモータープール事業への新分野展開 市田　勝

北海道 北海道 空知郡中富良野町 ＫＭＢ合同会社 6450003001390 北海道カントリーライフスタイル【体験型一棟貸切のヴィラ】 旭川信用金庫

北海道 北海道 旭川市 大雪リゾート開発株式会社 1450001001802 丘のまち美瑛の観光・農業振興に貢献！リゾートホテルと地元農家が連携する「美瑛マルシェ」 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 標津郡中標津町 株式会社わたなべ 7462501000483 熟練の技と最高級のすし食材を新たな魚料理に活かした、２店の複合店舗展開とＥＣサイトによるテイクアウト・ギフト商品の販売 青木　孝志

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社参集社 6430001026920 セントラルキッチン導入により、競合飲食店との共存とフードロスに取組む。 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 江別市 株式会社ミッシング 5430001025873 自販機で電子マネー決済！ＱＲ読込型端末の開発販売 樋爪　昌之

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ボヌールコーポレーション 5430001066570 ＨＯＫＫＡＩＤＯアップルパイを全国に！飲食店からＷＥＢ通販事業への業態展開 上坂　拓司

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社ラコル 8430001074579 超長期保存が可能な冷凍パン生地を活かしたパン屋のフランチャイズ事業 岡　栄次

北海道 北海道 札幌市中央区 右腕カンパニー株式会社 8430001072946 余市ワインと地域食材のテロワール体験とデジタル活用のサウナ付民泊施設を組み合わせた滞在型観光事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 天塩郡天塩町 株式会社天塩の國 8450001012438 地域産品のオーダーメイド加工工場建設をみざして 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市北区 大真エンジニアリング株式会社 2430001038102 道内初の建築リノベーションＥＣサイトの構築及び建設業ＤＸ推進サービス事業の新規展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 中川郡幕別町 株式会社ＯｎｅＷｏｒｌｄＰｒｏｊｅｃｔ 6460101005409 十勝産食材を使用した商品を全国へ！自社ブランド商品の製造拠点新設 北見信用金庫

北海道 北海道 札幌市豊平区 合同会社ネコグラード 8430003011349 来店型洋食店から、ＶＲを駆使した非接触オンライン料理教室等への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 帯広市 合同会社Ｇｏｏｄ　Ｆｅｌｌｏｗ 6460103001109 ｗｉｔｈコロナ対応型飲食ビジネス 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市西区 合同会社ＨＡＹＡＴＯ 9021003008045 コンテナハウスとリモート運営によるグランピングサービスの提供 朝日ビジネスサービス株式会社

北海道 北海道 小樽市 株式会社虹希 4430001051193 若者を引き留めろ！夜こそ楽しい街小樽へプロジェクト 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 河東郡上士幌町 有限会社十勝しんむら牧場 8460102005645 広大な牧場内でサウナや宿泊が体験できるアグリ・ツーリズム事業！ 帯広信用金庫

北海道 北海道 網走郡大空町 網走観光交通株式会社 4460301003494 総合観光サービス事業への新分野展開 中村　健一郎

北海道 北海道 北広島市 ウィズユー観光株式会社 7430001037248 カーサービス北広島 北海道商工会連合会

北海道 北海道 登別市 株式会社第一滝本館 8430001057336 温泉で心身を休めながら、仕事の成果につなげる　第一滝本館の「登別ワーケーション」 株式会社ＳｏＬａｂｏ

北海道 北海道 三笠市 北海道ソラサンフーズ株式会社 6430001073319 国内初真空フライヤーと北海道産食材を活用した新たな販売チャネル展開 株式会社広島銀行

北海道 北海道 中川郡美深町 株式会社美深ハイヤー 4450001007433 コインランドリー、洗濯代行サービス事業 税理士法人中央総合会計

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社セイザンフーズ 1430001039290 冷凍加工工場を併設した、２４時間営業「無人冷蔵冷凍肉専門店」直販売事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 川上郡弟子屈町 株式会社加藤水産 2460001003160 食品加工から始める北海道マルシェ越境×通販ＤＸ　販売事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社アナグラム・サッポロ 3430001038324 受動から能動へ！ロスの削減とＳＤＧｓを実現する縫製工場への挑戦 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 釧路市 ７８７ 釧路の新たな基幹産業”スケートボード“　創出のためのスケートボードパーク創設 釧路信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ケーコミュニケーションズ 2430001044703 胆振エリア初の北海道の素材が香るクラフトジン蒸溜所と登別温泉旅館のコラボ 小笠原　一郎

北海道 北海道 室蘭市 株式会社カネサン佐藤水産 3430001056615 室蘭エリア初の体験型海産物販売等によるＢｔｏＣ戦略 小笠原　一郎

東北 青森県 上北郡おいらせ町 有限会社オッシュ 9420002018130 衣料品のＯＥＭ製造から自社ブランドの企画開発小売へ事業転換 クレアスト株式会社

東北 青森県 十和田市 株式会社十和田ポニー温泉 3420001012131 コロナ禍終息後に向けたＲＶパーク事業とコインランドリー事業 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 弘前市 ティーアンドコーヒーカンパニー クラフトコーヒーの製造とＢｔｏＣ販売への業態転換 株式会社秋田銀行

東北 青森県 青森市 アヲモリカフェ 高級クレープのテイクアウト専門店およびオンライン販売によるＶ字事業 本澤　智

東北 青森県 弘前市 合同会社ホワイトベア 8420003002209 青函ブランド昆布ダシの自動販売機による販路拡大事業 青森県中小企業団体中央会

東北 青森県 青森市 くどうファーム 稲作農業に工業を組み合わせることによる　付加価値・競争力向上新事業 福士　一

東北 青森県 東津軽郡外ヶ浜町 有限会社マルヨシ木村商店 8420002003265 津軽・ひろさきの特産を活かした“美味しさ”を届ける弁当事業 弘前商工会議所

東北 青森県 青森市 株式会社エース塾 5420001000539 「探究学習」と「習い事」のできるアフタースクールの新規開業 青森商工会議所

東北 青森県 三沢市 有限会社第一商事 9420002017743 室内ゴルフ練習場で快適練習、ナイスショット連発でコロナに打ち勝つ、人も会社も健康第一 青い森信用金庫

東北 青森県 八戸市 株式会社石生企業グループ 5420001006016 民間車検場新設による中古車販売に依存した収益構造からの脱却 株式会社青森銀行

東北 青森県 青森市 株式会社山本工業 8420001002128 循環型社会実現に向けた解体工事における杭抜工事事業への進出 株式会社マネジメントパートナー・アオモリ

東北 青森県 八戸市 株式会社佐々木商会 6420001005891 時代が求める健康志向・安全性志向の食パン専門店を構築する 株式会社エモーサル

東北 青森県 むつ市 自然食ねっと株式会社 4420001014135 有機ＪＡＳ野菜によるカット野菜市場への新規参入事業 青森県中小企業団体中央会

東北 青森県 弘前市 株式会社千葉商会 2420001009228 高度なファイバーレーザ切断加工機を活用して、架装車両市場へ参入する。 柏　秀人

東北 青森県 十和田市 株式会社ヨコサワ 9420001011895 高精度加工技術獲得による農機具部品製造業から半導体関連事業への進出 株式会社ゼロプラス

東北 青森県 弘前市 株式会社栄研 7420001010833 完全栄養食品の製造と冷凍食品通販事業への挑戦 行政書士法人アップル経営コンサル

東北 青森県 八戸市 かねご製＿株式会社 4420001005737 ＦＳＳＣ２２０００マネジメントの手法に則った１．５次産業の再構築　及び　食のＤＸトレーサビリティの取組み 株式会社商工組合中央金庫

東北 青森県 五所川原市 株式会社プラス・ワン 3420001013212 次世代に向けたデジタル技術を活用した認証整備工場の新設で新規顧客の開拓 株式会社マネジメントパートナー・アオモリ

東北 青森県 五所川原市 エクトム株式会社 8420001007960 農業残渣のもみ殻を用いたバイオマスボイラーシステムによる新分野展開 公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター

東北 青森県 北津軽郡中泊町 株式会社元気 8420001013934 奥津軽初！「青森フルーツ王国ジュース」の製造と販売で全国展開！ 小山内　明正

東北 青森県 弘前市 株式会社ポテンシャル 5420001015867 「オーダーメイド介護」を実現する有料老人ホーム設立計画 翠星企画株式会社

東北 青森県 弘前市 有限会社京屋クリーニング 4420002013103 衣・住のクリーニングを２４時間提供！地域に安心と利便性を 株式会社匠コンサルティング

東北 青森県 南津軽郡藤崎町 株式会社ｍｉｚｕｉｒｏ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｓ 4420001010150 ４００年の歴史ある温泉街の活性化を目指したグランピング事業 行政書士法人アップル経営コンサル

東北 青森県 五所川原市 有限会社エーアール 9420002010970 津軽エリア初！コワーキングスペース併設の長期ワーカー向けホテルの新設 小山内　明正

東北 青森県 青森市 株式会社ＫＩＤＳコミュニケーション 1420001004997 非対面型オンライングローバル英会話スクール×キャリア教育事業への業態転換 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 むつ市 大市株式会社 1420001012728 卸売業からの水産食品加工業および畜産食品製造業に新分野展開 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 むつ市 有限会社大畑マツダ 3420002019340 災害対応型コインランドリーの経営と併設するクリーニング店の経営 株式会社青森銀行



6 / 145 ページ
事業再構築補助金　第４回公募　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 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

東北 青森県 むつ市 有限会社サンマモルワイナリー 5420002019982 ジャパニーズブランデーのブランド確立を目指した青森県産ワインを原料とする地ブランデーの製造販売 株式会社青森銀行

東北 青森県 弘前市 六花酒造株式会社 3420001009607 ウィズコロナ時代を生き抜く、新たな販売チャネル構築と地域観光の復興 株式会社青森銀行

東北 青森県 弘前市 株式会社ラビプレ 9420005005506 化粧品事業から植物由来乳酸菌を活用した健康食品用原料管理業者への事業転換 青森県信用組合

東北 青森県 青森市 有限会社ツルヤ 1420002002026 洗濯代行サービス市場への新規参入 株式会社青森銀行

東北 青森県 青森市 株式会社リンクモア 6420001000059 コロナ禍と高齢多死社会に対応した新たな遺体預りサービス「エンバーミング対応型遺体ホテル事業」 株式会社青森銀行

東北 青森県 八戸市 株式会社サカモトアクエア 6420001005900 加工管製造に進出しライフラインと管工事業のトータルサポーターを目指す事業 青い森信用金庫

東北 青森県 三戸郡階上町 有限会社マルタマ横道商店 6420002009520 実入りの悪いウニを活用した循環濾過流水水槽による畜養活ウニ加工品の製造販売 青森県商工会連合会

東北 青森県 八戸市 株式会社アップワード 8420001007713 ＶＲ技術を活用した「体験型」厨房機器提案サービスの構築 畑中　千恵子

東北 青森県 青森市 青弘商事株式会社 3420001001167 大規模畜産業グループによる米卸業のＭ＆Ａと飼料用米販売分野への新展開 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 十和田市 有限会社力石測研 5420002017144 最先端機器フル活用！点群活用普及サービスで地方のデジタル化促進！ 青い森信用金庫

東北 岩手県 北上市 原口典之ＷＯＲＫアーカイブ合同会社 7400003002649 美術作品修繕事業から美術館運営管理事業への業種転換 森　憲一郎

東北 岩手県 八幡平市 株式会社地熱染色研究所 5400001004145 地熱で作るドライフラワーで地域と環境に貢献し続ける事業体へ！ 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 花巻市 新高電気株式会社 4400001005400 ノンキャリアが創り出す電気工事の新たなイノベーションモデル 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 胆沢郡金ケ崎町 ＨＲＤ合同会社 1400603000306 建設業・飲食業からシミュレーションゴルフ事業への転換による事業再構築 奥州商工会議所

東北 岩手県 遠野市 民宿とおの オーベルジュ「とおのや　要」の味を伝えるため飲食事業へ進出！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 岩手県 盛岡市 株式会社シリウスＥＨＣ 2400001005088 安心保証付中古住宅リノベーション事業でコロナ禍を乗り越える 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 紫波郡矢巾町 コスモ・セブン株式会社 2400001003769 警備業を通じ地域雇用、地域経済の活性化を目指すとともに自社の事業再構築を図る Ｒｉｔａ税理士法人

東北 岩手県 盛岡市 株式会社エイチエスカンパニー 1400001015419 フレンチで地域イノベーション非対面型のビジネスモデルの構築 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 奥州市 株式会社水沢米菓 6400601000550 米菓にこだわらない洋菓子タイプの新製品の開発による事業再構築 奥州商工会議所

東北 岩手県 北上市 美容室ｍｉｔｅ 脱毛サービス店の新分野展開 北上商工会議所

東北 岩手県 奥州市 岩手協和食品株式会社 1400601000555 新製造方法であるカールスライスカットを活用した新商品開発 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 花巻市 わかば酒店 「造り手とお客様を繋ぐ」酒屋の飲食・イベント事業への参入 一般社団法人ビジネスサポート花巻

東北 岩手県 盛岡市 ＢＯＵＮＤＣＯＦＦＥＥ テイクアウト主体の飲食業態への転換で新たな客層を獲得 工藤　健人

東北 岩手県 盛岡市 有限会社山留 3400002003511 新たな業態店の開設による新分野進出で新規顧客層を獲得 工藤　健人

東北 岩手県 盛岡市 Ｈａｋｕ 夜のスナック事業から、昼夜営業の蕎麦屋事業へ事業転換計画 川村　幸子

東北 岩手県 釜石市 有限会社小島製菓 7400002011584 菓子製造メーカーの強みを活かした三陸バル事業での新分野展開 釜石商工会議所

東北 岩手県 奥州市 合同会社フローラ・サクラサワ 4400003002404 ブリザーブドフラワー等加工花の製造及び販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 岩手県 気仙郡住田町 カワグチ内装 革新的な新製品の開発及び生産環境の整備による販路開拓 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 紫波郡矢巾町 互光商事株式会社 4400001003767 商社からの脱却を目指して川上事業を内製化、総合防災事業会社として進化を目指す事業 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 一関市 有限会社サン・システム 2400502001123 脱炭素社会実現に向けた、電気自動車用蓄電池部品製造への新規参入 税理士法人タカキ会計

東北 岩手県 和賀郡西和賀町 湯本温泉旅館　一城 非接触を基本とした個人空間と地域資源を活かしたサービスの提供 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 北上市 北上運輸株式会社 2400001005914 危険物倉庫新設・在庫管理システム導入による半導体産業への参入～産業貢献 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 岩手熊さん株式会社 5400001000136 冷凍自動販売機事業進出によるウィズコロナ時代への対応 北川　和宏

東北 岩手県 盛岡市 株式会社ＴＯＮＡＮ 7400001013557 訪問理美容サービスのマッチングサイト作成と運営による市場創出事業 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 奥州市 株式会社長壽屋 4400601000437 ピザ・スパゲッティ専門店からゴルフシミュレーター事業への転換 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 奥州市 株式会社根岸工業所 9400601000804 多品種少量品・特殊鋳物などの高付加価値製品への業務転換事業 株式会社東北銀行

東北 岩手県 岩手郡葛巻町 株式会社ホリバ電工 1400001005048 岩手県盛岡市川目十五地割の自然を活かしたペットホテル開業計画 株式会社エフアンドエム

東北 岩手県 遠野市 有限会社安部商店 3400002010185 セントラルキッチン方式導入による少量多品種ラム肉加工品の製造 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 花巻市 株式会社文化タクシー 4400001005433 「岩手県初の地域ど密着型コールセンター」を提供する新分野展開 花巻商工会議所

東北 岩手県 奥州市 株式会社サンアイ精機 6400601000798 モールディング装置用金型製造に用いるマグネットチャック製造への新規参入 牛腸　真司

東北 岩手県 花巻市 株式会社協和製作所 9400001005271 調剤薬局用機器向け精密金属部品製作のためのプレス技術革新事業 花巻信用金庫

東北 岩手県 盛岡市 有限会社熊ヶ井 5400002001059 コワーキングスペース付古民家喫茶店での癒し空間創出 株式会社青森銀行

東北 岩手県 盛岡市 一般社団法人スポーティブ岩手 2400005007915 強みを活かした取組による新たなバイクショップ経営で事業再構築を図る 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 九戸郡洋野町 筑波重工株式会社 4400001008642 林業特化型「車高調整式下草刈り機」による林業機械市場への進出 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 盛岡市 賢治の土株式会社 8400001003490 生野菜感覚で手軽に食べられる”高品質冷凍野菜”の製造販売 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 紫波郡矢巾町 株式会社山谷産業 4400001008601 リフォームからリサイクルへの挑戦　循環型社会事業 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 盛岡市 宮城開発株式会社 7400001001529 おもてなしの大転換！　非対面・非接触の安全・安心な宿泊の実現 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 一関市 株式会社ジェイ・パック化工 2400501000687 持続可能で安全性が高い環境商品「竹炭箸」を製造・販売する事業 株式会社東北銀行

東北 岩手県 紫波郡紫波町 廣田酒造店 搾りたてのフレッシュ感を長期持続させる日本酒缶の開発による国内外の家飲み需要開拓 盛岡信用金庫

東北 岩手県 盛岡市 株式会社環境整備 6400001000960 産業廃棄物のリサイクル向上による脱炭素・ＳＤＧｓへの取り組み 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 奥州市 株式会社サンセイ・イサワ 3400601001114 プレス金型用精密パンチ製品の開発による機械式腕時計市場への進出 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 紫波郡矢巾町 ＵＤトラックス岩手株式会社 3400001003801 トラックの全てを任せられる企業への変革！板金・塗装の内製化 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 宮古市 株式会社ダイニング 5400001012981 飲食業のノウハウを活かした水産物加工・卸、小売部門への展開 宮古商工会議所

東北 岩手県 北上市 株式会社ベストラン 8400001006527 運送会社の事業経験を活かした自動車整備事業への新分野展開 株式会社東北銀行

東北 岩手県 大船渡市 森下水産株式会社 2402701000228 常温品対応設備及びレトルト殺菌装置導入によるエビパスタソース製造への新分野展開 株式会社東北銀行

東北 岩手県 二戸市 株式会社南部美人 8400001007847 老舗日本酒蔵による世界が求めるジャパニーズウイスキーへの挑戦 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 二戸市 株式会社アイ 2400001008256 雑貨サブスクリプション付自動車リース事業による女性活躍社会への貢献 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 大船渡市 吉浜食堂 テイクアウト専門の弁当惣菜店の開業で外食から中食市場へ進出 工藤　健人

東北 岩手県 宮古市 有限会社伊藤総業 1400002010501 リサイクル砕石の製造、販売へ進出 株式会社東北銀行

東北 岩手県 上閉伊郡大槌町 株式会社東北正栄 4400003000936 １パレット引き受けを可能とする倉庫サービスの新規展開 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 盛岡市 株式会社五六堂印刷 8400001000587 日本中の飼主に愛犬の似顔絵×プリントで笑顔と癒しを提供する 佐藤税理士法人
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東北 岩手県 久慈市 有限会社いずみ 1400002012729 縫製の高度技術を生かし、着物リメイクによる日本伝統文化・久慈ブランドの世界発信 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 北上市 株式会社いわて金型技研 9400001006435 宝飾用粉体成形品の素材製造事業 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 九戸郡洋野町 株式会社ミナミ食品 6400001008186 地域、企業、消費者をつなぐ岩手発のライフスタイルブランドの創出 工藤　健人

東北 岩手県 盛岡市 株式会社アクト・ディヴァイス 7400001000051 ４Ｋ・８Ｋ及び５Ｇ通信対応オンライン配信向け照明・音響サービス事業展開 株式会社岩手銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ＫＲＳ 7370001018519 東北初カプセルホテル複合型セルフサロン事業 株式会社レイルコンサルティング

東北 宮城県 本吉郡南三陸町 有限会社橋本水産食品 5370502001033 特殊冷凍技法を用いた冷凍の海鮮丼の製造販売事業 有限会社クレメンティア

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社スタイルスグループ 5370001011483 生産者と連携、市街地エリアにおける飲食店での菓子製造施設創設 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ＳＧＣ 3370001041375 スピード対応可能な消毒業者への新分野展開 ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

東北 宮城県 仙台市泉区 ヒロキカク チェロの個人オンラインレッスン・レンタルスペース貸出・楽器販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ＰＲＡＹ 5410001007782 医療・介護保険だけに頼らない脳卒中後遺症の方を中心とした保険外リハビリの構築 株式会社北都銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社Ａｘｅｓ　ｅａｒｔｈ 1370001039751 手羽先のＥＣ販売を日本全国に展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社アイワ 4370001023513 産業用ドローンを活用した農薬散布、測量等の新規参入事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 有限会社クレセントグース 3370002017416 大自然の中でおしゃれなサウナ施設と本格的なサウナグッズの提供 株式会社エフアンドエム

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社八巻工業 7370001024376 持ち帰り唐揚げ専門店出店により、アフターコロナの中食需要を獲得 後藤　公平

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社Ｆｉｎａｌｌｙ 2370001021246 メンズ美容をもっと身近に！メンズ脱毛を主とした『総合理美容サロン』の展開 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 居酒屋ノボル 女性バリスタが営む高付加価値の子育て支援カフェ 税理士法人漆山パートナーズ

東北 宮城県 仙台市青葉区 スワロウネスト　ビストロサンドイッチ 地域密着型とオンライン授業を兼ね備えた幼児用設備施設改修と住宅宿泊業からモンテッソーリ英会話教室へのハイブリット事業転換 影山　正雄

東北 宮城県 仙台市宮城野区 らいふパートナーズ株式会社 2370001043471 『脅威を機会へ～コロナ時代に負けない新しい取り組み～』 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社矢三朗 5370001019907 絶品！藁焼き居酒屋による焼き鳥のテイクアウト販売事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社かとう精肉店 6370001007563 ３代目ｗｉｔｈコロナへの挑戦！老舗ブランド力を活かした「かとう精肉店」の新分野展開 千葉勇喜

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ブレイン 9370001008105 東北の産業振興に貢献する　ビジネスマッチとＥＣプラットフォームサービス 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 伊具郡丸森町 武藤造園株式会社 9370101001083 リモコン式草刈機による除草業務の企業連携構築と共同設備利用事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社とんがらし 9370001041774 焼肉等の肉料理専門店の経営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 登米市 有限会社きけがわ仕出店 3370402000070 ポストコロナに対応した少人数会食とテイクアウト事業への転換 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 伊具郡丸森町 株式会社ＧＭ７ 3370001042992 「プロテインジェラート」の製造開始とＥＣサイトを活用した販売 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社エフケイプラン 3370001038883 仙台のモツ煮込み専門店がセントラルキッチンを立ち上げ全国宅配事業へと転換。 ＷＡＫ株式会社

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社Ｌｅａｄ　ｉｎ　Ｆａｓｈｉｏｎ 3370001039989 商業施設における体験型のイベント業・店舗ディスプレイ業への転換事業 土門　希望

東北 宮城県 仙台市青葉区 元気と情熱株式会社 3370001017350 冷凍からあげで新たな販路を開拓 インテグリ税理士法人

東北 宮城県 東松島市 加藤製作所 大量生産機械導入による、エコカー関連品製造事業への事業転換 石巻信用金庫

東北 宮城県 柴田郡柴田町 有限会社冨樫運輸 3370102000453 宮城県角田市での日帰り温泉施設運営による地域貢献計画 株式会社エフアンドエム

東北 宮城県 仙台市青葉区 東日本チェスコム株式会社 1370001009952 ＩＴ通信機器販売会社がグリーン成長戦略での企業向け対策を支援 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社ホンテック 8370002017056 半導体関連製造装置の大型精密機械部品製造による新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 柴田郡川崎町 株式会社大宮工務店 3370101001007 安心安全な食を通し地域活性化と利用者の利便性を考える飲食業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 本吉郡南三陸町 株式会社佐藤鉄工所 3370501000566 町に元気を！海と人とを繋ぐマリン交流スペース創出事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市若林区 東仙ハウジング株式会社 9370001021561 リノベーションと新築の相乗効果による生活空間価値向上事業の再構築 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 大崎市 株式会社ＭａｎｄＴ 3370001043578 大型プロジェクト依存から脱却し基礎・足場・塗装一貫受注による一戸建て住宅建築効率化への貢献 宮城第一信用金庫

東北 宮城県 大崎市 有限会社長岡精密 2370202000833 精密平面研削盤のデジタル化と自動化による精密半導体部品製造への参入 宮城第一信用金庫

東北 宮城県 東松島市 矢本重機興業株式会社 7370301001372 上部障害クリア工法の導入による維持補修・耐震補強工事への参入 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社アネスティ 2370001012939 新技術による杭抜工事に挑戦し、進む老朽化建築物への対策に貢献 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 名取市 株式会社イエムラ 2370801000028 国土強靭化の一助となる浸水防止設備の開発による販売変革と事業再構築 株式会社フォーバル

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社ＧＥＮ 4370001017424 パチンコ店からととのう温浴施設へ　愛子天空の湯そよぎの杜開業 株式会社岩手銀行

東北 宮城県 亘理郡山元町 株式会社燦燦園 5370801001543 高級完熟苺の生産者がフードロスゼロを目指す食品製造業へ本格参入 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 大崎市 合名会社寒梅酒造 9370203000058 「宮寒梅」の副産物と宮城県産物を取入れたオリジナル菓子の製造と販売 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 有限会社みやぎ葬祭 1370002017491 直営会館を新設！小規模葬儀（家族葬）に特化した葬儀社へ転換！ つばさ税理士法人

東北 宮城県 石巻市 株式会社セーフティー 4370301002183 海産物卸売業から海産物製造業への転換で三陸の漁業者と共に生きる 田中　宏司

東北 宮城県 仙台市泉区 有限会社ホームクリエイティブ 5370002004734 移動式破砕機の導入による土木・解体工事業者のリサイクル展開事業 協同組合さいたま総合研究所

東北 宮城県 名取市 有限会社まるしげ 6370802000618 地元食材の調理技術や取扱ノウハウを活用した「加工食品製造業」への業態転換計画 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 亘理郡亘理町 伊達舞合同会社 1370003005058 介護業界の常識を変える、ＩＴを活用した介護事業への参入 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社ティー＆ティーフーズ 3370001022813 個別包装による出荷体制整備を通した一般消費者向けＥＣ販売への新分野展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 大崎市 有限会社よしかわ 1370202004538 ドンディ社製イタリア産生地を使用したオリジナル婦人服のＥＣ販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 富谷市 株式会社クリーンライフ 2370401000667 圧縮固化設備の導入によるリサイクル固形燃料ＲＰＦ製造への転換 協同組合さいたま総合研究所

東北 宮城県 気仙沼市 三陸フィッシュペースト株式会社 2370001042176 地域の低利用資源を活用した人もペットも食べられる商品開発事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 ヘアアトリエニコ 家族の一生の記念を大切にする。美容室が行う個性を活かしたフォト事業
株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐ

ａｎ

東北 宮城県 富谷市 株式会社ＰＩＣＳＩＳ 1370001017922 金属基板加工技術によるＥＶ向け電子回路板搬送治具事業への参入 税理士法人大藤会計事務所

東北 宮城県 気仙沼市 三陸飼料株式会社 1370501000238 サメの肝臓より健康食品向けの肝油精製を行い、健康食品市場に挑戦する 株式会社日創パートナーズ

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社バウ 7370001022314 リフォーム修繕の経験を生かしたアパート建設でニッチ市場を開拓。 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社石川建創 9370001031437 地域密着型飲食業への新規参入 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 刈田郡蔵王町 有限会社和食味処宮寿司 9370102002221 蔵王の大自然の中、グランピングで豪華で安心、安全な時間を提供する 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 合同会社仙台洋酒販売 1370003003474 ソムリエが手掛けるカフェ併設ワインショップ 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 ハイパーグラフィック株式会社 6370001014428 【北蔵王麦酒】クラフトビール製造販売・ブランド化事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ
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東北 宮城県 柴田郡川崎町 株式会社坊源 5370101001707 ペットも主役になれるグランピング宿泊プランの開設 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 亘理郡亘理町 東北セラミック株式会社 3370801000571 セラミックス機構部品製造からセラミックス機能性材料「シンチレータ」製造への新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社大内金英堂 3370001007376 「漢方薬×鍼灸による健康サポートサービスの提供事業」 有限会社まる進

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社共友工業 5370001018751 事業再構築補助金によるＸＹ移動式コンクリート撤去工事参入計画 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 ＡＳＩＡ　ＰＬＡＴＦＯＲＭ株式会社 5370001044673 卸売業から製造加工業へ！マイナンバー・ＳＤＧｓを商機にした業種転換の実現 株式会社ＧＩＭＳ

東北 宮城県 名取市 株式会社和泉建設工業 5370601003351 環境に考慮した、革新的医療産廃処理事業への新分野転換 株式会社きらやか銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社安部自動車 7370001000402 コロナ禍に対応、外食店による中食への参画、コッペパンを製造販売 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 有限会社ワンアベニュー 8370002014251 医療依存度の高い要介護者が安心して暮らせるサ高住の運営事業 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社日本消火器管理センター 5370001011194 防災、環境でニーズがあるさく井事業に家庭用消火器販売から参入 田中　宏司

東北 宮城県 多賀城市 株式会社多賀城フラワー 8370601002342 最新型粉骨機と船舶による海洋散骨サービス構築を通した業態転換 株式会社北日本銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 ＣＡーＳＨＩーＬＡ整骨院 セルフエステの開業による、“治療”から“維持・向上”へのサービス拡大 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社パリーネ 9370001019432 街のスナックから大変身／「ゆとりカフェ」による新空間サービス 仙南信用金庫

東北 宮城県 牡鹿郡女川町 株式会社オカショウ 2370301000296 鮮魚卸売業の冷凍設備導入による新商品「冷凍フィレー」で業態転換 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 マルチプライ株式会社 1370001002239 建物総合管理業（マルチプライ）を通した「食」・「住」一貫型食品製造販売事業 成瀬　廣

東北 宮城県 亘理郡山元町 株式会社ＴＭＣ 2370801001546 切削・研磨加工を合わせた複合加工によるプラスチック金型部品の加工 北浜グローバル経営株式会社

東北 宮城県 石巻市 株式会社丸ほ保原商店 9370301001180 国産めかぶに高い付加価値を付け、新たな市場へ展開する為の取組 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 多賀城市 有限会社阿部善建業 2370602000111 温泉地にある資材置き場をキャンプ場として再活用 古川信用組合

東北 宮城県 黒川郡大和町 ウィンスト合同会社 4370003003661 仙台から始まるさつまいもを使った専門スイーツ事業「おさつ物語」 木村　兼作

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社福祉工房 6370001011474 福祉サービス事業者への課題解決ワンストップオンラインサービス事業 公益財団法人仙台市産業振興事業団

東北 宮城県 刈田郡蔵王町 株式会社佐藤建業 8370101001233 地域資源の有効活用により有機肥料のペレット化とＩＴを活用した農業生産サービスへの展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 気仙沼市 株式会社サンフーズ気仙沼 8370501000644 魚卵製品加工製造への事業転換に際する設備投資 株式会社商工組合中央金庫

東北 宮城県 大崎市 東北秀光建機 ドライブスルー型、健康診断！非接触、作動油分析と作動油洗浄事業。 古川商工会議所

東北 宮城県 大崎市 有限会社楓林 2370202003118 ２４時間無人非対面販売と、スキー板メンテナンス事業への新規参入 渡邉　明代

東北 宮城県 遠田郡涌谷町 株式会社菅野食品 5370201002134 「創業１００年目の大改革」地元製麺業が１０１年目の主力商品を造る 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市泉区 有限会社フラワード 2370002001627 「冷蔵ショールーム」「ドライブスルー」「花スタジオ」等の新たな生花販売事業による新規顧客の獲得 株式会社山形銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社一閃閣 6370001021267 低糖質で健康に良い「オリジナル豚骨ラーメン」通販事業への挑戦 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社ＢＩＧ　ＦＲＯＮＴ 7370001043161 「憩いの場」となる介護予防デイサービス事業所を開業 ベンチャーパートナーズ株式会社

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社オークジャパン 4370001007383 ＳＤＧｓノウハウを活かし、ビジネスゲーム型のＤＸ研修事業に転換 田中　宏司

東北 宮城県 仙台市青葉区 ｐｅｓｃａ株式会社 9370001021017 感染症拡大対策を徹底した総合美容シェアサロン 日向　雅之

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ＧＣ－Ｌａｂ 3370001044361 焼肉店の経営資源を活用した通販事業及びシェアスペース事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 Ｆ＆Ｄ行政書士法人 2370005010162 ＩＴを活用した『完全非対面型』相続業務による顧客満足度の向上とＦＣ展開 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 石巻市 宏和機工株式会社 7370301001471 キルンタイヤの平滑化業務の技術支援サービス 石巻信用金庫

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社いぶき 1370001016602 ナノファイバー研究推進によりナノファイバー技術のリーディング企業へ 株式会社三井住友銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社かね久 6370601003318 冷凍食品自動販売機「仙台パン粉食堂」導入による新ビジネスの展開 旭日税理士法人

東北 宮城県 仙台市泉区 泉七北田こどもの杜クリニック 小児科クリニックが屋内スポーツ施設の建設・運営を始め、地域のこどもたちの健全育成に寄与する 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社鯛きち 4370001039617 こだわりの自家製あんを使用したあんベーカリーカフェによる新規市場開拓 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 有限会社門馬商店 7370002013849 肉の目利き！食肉のプロが手がける肉製品製造・販売を行う事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 石巻市 株式会社ＳＴＩミヤギ 3010401121309 家飲み需要拡大に対応するための高級志向おつまみ商品開発事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 東松島市 有限会社安海商店 5370302000128 宮城県産フカヒレを使用した冷凍食品の製造販売 庄司　慈明

東北 秋田県 秋田市 株式会社グッドラックエンタープライズ 7410001003648 タクシー事業で培ったホスピタリティを活かす居宅介護事業への進出 座間　裕史

東北 秋田県 大仙市 有限会社ＢＲＡＩＮ 5410002012071 秋田オリジナルのブランド麹「あめこうじ」を活用した『健康スイーツ』で食品製造販売業へ業種転換 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 鹿角市 小伸製作所 人材不足を解消する新しい働き方の実現による事業の拡大 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 秋田市 秋田県産株式会社 5410001000242 第３の事業部として、新たに”総菜事業部”の構築 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 能代市 株式会社ヨツヤ 2410001007018 お客様が続々リピート！最先端技術を導入した有人コインランドリー 株式会社北都銀行

東北 秋田県 仙北郡美郷町 株式会社高橋酒造店 5410001008005 シンガポールアンテナショップを通じた海外消費者への直販体制構築 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 秋田市 株式会社タカコーポレーション 1410002002398 東京で秋田名物：稲庭うどんを味わえる新規事業展開計画書 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 株式会社関根屋 4410001001480 最新技術で冷凍した駅弁で秋田の魅力を全国に発信 株式会社ダストボックス

東北 秋田県 秋田市 ＢＵＩＬＤＡ合同会社 9410003003198 クラフトビールに特化した酒販併設のデリカテッセンで新分野へ挑戦 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 大館市 Ｄｅｆｉ ステーキレストランから食肉卸事業への業種転換と余剰食肉の課題解決 株式会社北都銀行

東北 秋田県 大仙市 ｎｏｎ代行 運転代行業からロードサービス＋ドローン活用による業種転換 株式会社アークス

東北 秋田県 秋田市 加藤工業株式会社 4410001011018 建設業から地域密着のキッチンカー・テイクアウト事業への挑戦 株式会社アークス

東北 秋田県 秋田市 センターフィールド株式会社 7410001009554 美容サロン向け研修事業と人材紹介サービスおよび訪問美容の展開 一般社団法人経営革新協会

東北 秋田県 秋田市 北日本コンピューターサービス株式会社 3410001000946 対面ビジネスからオンラインビジネスへの転換 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 男鹿市 男鹿ジャン 男鹿の飲食店から心機一転、仙台市内での惣菜店への事業転換 有限会社まる進

東北 秋田県 大館市 東光鉄工株式会社 5410001006074 市場が大きく拡大する洋上風力事業へ参入 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 大館市 戸田鉄工株式会社 6410001006073 脱炭素社会に貢献する洋上風力発電における機械部品加工技術の構築 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 ＦＬＡＬＵ株式会社 6410001004449 高濃度ビタミンＣ誘導体美容液の製造およびＥＣ販売への業種転換 秋田商工会議所

東北 秋田県 仙北市 有限会社永山工務店 7410002012697 障がい者グループホーム整備を通じた、三方（入居者、地域、当社）良しの地域経済循環事業 株式会社あきぎんリサーチ＆コンサルティング

東北 秋田県 北秋田市 株式会社松尾 3410001006480 セントラルキッチン導入計画 税理士法人みらい

東北 秋田県 大館市 株式会社乳井石油商会 8410001006088 遊休資産を活用した冷凍餃子＆ラーメン自動販売機事業 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

東北 秋田県 能代市 北嶋鉄工株式会社 9410001010799 自動溶接ライン構築による溶接方法刷新で鉄骨柱コア溶接の新規請け負いへ 秋田県商工会連合会
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東北 秋田県 湯沢市 株式会社ＣＲＡＳ 8410001012136 全国の食卓を湯沢の食で彩ろう！湯沢の地元、高ブランド生産者と結託・開発したＥＣの販売展開 金﨑　卓也

東北 秋田県 横手市 株式会社ＨＯＫＵＴＯ 9410001009602 長距離無線が可能なＩｏＴモジュール基板開発と量産化 Ａ－ＭＥＣ株式会社

東北 秋田県 秋田市 株式会社ＯＨＡＮＡ 4410001011942 最重度知的障害者に特化した生活自立支援サービス・居住ハウス事業 秋田信用金庫

東北 秋田県 横手市 株式会社アール・エステート 6410001009588 不動産業×スポーツ施設提供による地域連携型ＰＲによる業態転換！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 秋田県 大仙市 響屋大曲煙火株式会社 9410001008323 国際物流の拠点をつくり海外市場へ参入する新分野展開 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 にかほ市 大辰工業株式会社 6410001005208 石材研磨加工への挑戦！ 株式会社北都銀行

東北 秋田県 横手市 株式会社ホーネン 9410001009073 ドローン普及および技術向上に向けた講習施設の建設 株式会社北都銀行

東北 秋田県 大仙市 株式会社和火屋 5410001008137 日本の伝統花火「和火」の国内卸売展開構築事業　そして世界へ 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 有限会社ノースエンジニアリング 3410002004252 土壌改良による循環型社会の実現 株式会社北都銀行

東北 秋田県 秋田市 有限会社アダムス 9410002000205 「どこでも立ち合い車検サービス」の構築でコロナ禍に立ち向かう 税理士法人ＭＩＲＡＩ

東北 秋田県 湯沢市 株式会社佐藤商事 6410001009638 グローバルと観光需要対応の漆商品製造販売会社への新分野展開 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 由利本荘市 株式会社あおい装飾 9410001004719 ドローン事業における新規空中測量サービスの開始 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 仙北市 プライムモーターサイクル バイク修理の技術から農機具修理・農業ロボット部品製作への挑戦 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 横手市 株式会社杢 4410001012858 地元素材の付加価値を高める新ジャンルのお酒“ハードサイダー”醸造事業 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 株式会社ブラウブリッツ秋田 5410001004508 オンライン需要獲得とＤＸ推進により地域を牽引するプロスポーツチームを目指す！ 秋田県信用組合

東北 秋田県 秋田市 株式会社ＴＳＡ 9410001002730 「ＴＳＡにおけるモビリティ・ＵＸ新規事業計画」 オーナーシップ株式会社

東北 山形県 山形市 有限会社ハーバーコーポレーション 6390002002198 ウィズコロナを見据えた挑戦　セントラルキッチンと冷凍自動販売機による業態転換 税理士法人ＡＭＡＧＵＣＨＩパートナーズ

東北 山形県 南陽市 喜久一製菓株式会社 3390001010592 老舗菓子工場による「冷たい肉そば」製造事業ならびに直営店への進出 税理士法人松田パートナーズ会計

東北 山形県 山形市 合同会社もりべん 1390003000049 老舗弁当店が作る山形の肉そば、鶏中華で新分野展開 税理士法人松田パートナーズ会計

東北 山形県 東置賜郡川西町 有限会社酢屋吉正 4390002014740 店舗改装による、テイクアウト商品の開発と販売による市場の拡大 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 合同会社Ｄ．Ｃ．Ｔ　ｐｌａｎｎｉｎｇ 1390003001765 購買意欲を向上させる体験宿泊可能な住宅ショールームにおける事業計画書 大原　健佑

東北 山形県 東置賜郡高畠町 まほろば観光果樹園 全国初となる観光農園型ドッグランの運営 大原　健佑

東北 山形県 山形市 焼肉すてーじ火輝 霊峰蔵王への入り口、朱い大鳥居のドライブインパーク事業 山形信用金庫

東北 山形県 酒田市 荘内電気設備株式会社 8390001006314 ＳＣＭを構築しコロナ環境の豪雪地域に特化した再エネ製品販売を行う卸売メーカー事業の展開 鶴岡信用金庫

東北 山形県 鶴岡市 いこいの宿農 宿泊業の強みを活かした「朝食専門店」への新分野展開 山形県商工会連合会

東北 山形県 山形市 株式会社佐のちゃん 3390001014230 自社食品製造工場の新設とＰＢ商品の食品卸販売事業への参入 山形商工会議所

東北 山形県 酒田市 酒田酒造株式会社 5390001006226 急速冷凍手法による日本酒の新市場獲得 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 サンクスパック株式会社 5390001013858 山形県から発信する日本料理で地域おこしを狙う 株式会社山形銀行

東北 山形県 酒田市 農業仁助屋 規格外茶豆と希少品種もち米を活用した加工食品の開発及び販売 株式会社山形銀行

東北 山形県 南陽市 有限会社やまがたスリートップ 4390002014559 新型コロナウイルス対応除菌液製造方法の変更による事業再構築 税理士法人松田パートナーズ会計

東北 山形県 天童市 株式会社瀬野芳雄商店 6390001004419 果物の産直販売所を併設した新しい体験型カフェ事業の展開 天童商工会議所

東北 山形県 西置賜郡白鷹町 有限会社セイノヤ 5390002015168 通夜専用施設の建設により自宅外通夜ニーズに対応する通夜事業の構築 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 米沢市 株式会社吉祥 8390001009829 有形文化財の蔵を利用した伝統産業発信による消費喚起・需要拡大事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 西村山郡朝日町 有限会社白田工務店 5390002016158 非対面型モデルハウスを活用した高性能規格住宅販売への業態転換 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 山形市 株式会社丸庄 9390001005728 山形県初！太陽光パネルの１００％リサイクル事業により、再資源化製品製造・販売 株式会社荘内銀行

東北 山形県 尾花沢市 伊豆の華 目と舌で堪能できる銀山温泉の漬物土産「伊豆の華　香－ＫＯＵ－」の製造販売による事業再構築 Ｗ＆Ｔ経営デザイン合同会社

東北 山形県 東置賜郡川西町 株式会社奧田製作所 9390001010736 製本機械製造技術の強みを活かした環境産業分野への進出 米沢信用金庫

東北 山形県 東根市 植松農園 果樹農家による果実の卸売販売から自社オンライン販売への転換事業 田中　宏司

東北 山形県 天童市 有限会社渡辺製作所 2390002005898 冷却装置向け精密金属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

東北 山形県 西村山郡西川町 株式会社つたや 7390001012107 体験型高原リゾート施設の整備による新規顧客開拓事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 酒田市 株式会社月見 9390001006420 新しい生活様式と地域に求められる小規模特化型葬儀場 株式会社荘内銀行

東北 山形県 西村山郡河北町 有限会社マーシィーズ 8390002015999 事業再編を通したテイクアウト事業と地域初の飲食業態への挑戦 滝田　薫

東北 山形県 村山市 株式会社渡辺製作所 4390001009584 設備導入と自社技術開発による半導体製造装置部品への新分野展開 一瀬　章

東北 山形県 南陽市 有限会社冨樫製作所 9390002014414 金型製造業界から産業用装置製造業への新たな進出 米沢信用金庫

東北 山形県 米沢市 株式会社Ａ・Ｓ・Ｅ 7390002015463 コインランドリー新設による待ち時間の有効活用・既存浴場事業の相乗効果の実現 株式会社山形銀行

東北 山形県 上山市 ｎ－ｓｕｐｐｏｒｔ 加工場設立によるニーズに合わせた食品製造事業 山形信用金庫

東北 山形県 山形市 秋田大町コンドミニアム株式会社 2390001012508 業種転換による防疫型テレワーク対応ビジネスホテル運営事業計画書 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 酒田市 株式会社四ツ葉ドレス 8390001006867 国内必須の制服縫製と高利益率の海外製品修理事業を開始し、雇用を通じて地域経済に貢献する 株式会社荘内銀行

東北 山形県 米沢市 株式会社松川弁当店 4390001011482 米沢牛使用の冷凍弁当を開発して販路拡大と事業拡大を目指す
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 西村山郡大江町 後藤電子株式会社 7390001012148 電気自動車の走行距離伸長や小型化のためのコイル製作用太物真四角電線の量産化 株式会社山形銀行

東北 山形県 天童市 株式会社天童ホテル 1390001004489 創業１１０年のおもてなしが活きる日帰りグランピングＢＢＱとカフェ事業
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 上山市 株式会社杵屋本店 5390001004758 山形随一の老舗菓子店が挑む、和スイーツカフェによる癒し空間の提供 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 旭陽電機株式会社 1390001000471 国土強靭化策「無電柱化」で用いる箱型カバー分野への新規参入 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 株式会社ＧＯＵＲＭＥＴ　ＧＲＯＯＶＹ 1390001014612 外食専門店から内・中・外食『食』の総合ビジネスへ～家でも・外でも・店でも楽しめるミートパーク～ 都筑　正之

東北 山形県 山形市 有限会社佐五郎 5390002001052 地産地消で生産者と共存共栄　個室で安心。非対面でおもてなしできる焼肉店へ事業転換 井上　哲寿

東北 山形県 山形市 株式会社蔵王カンパニー 1390001000760 ワーケーション客室とコワーキングスペース新設による新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 株式会社いさごや 4390001007448 「高付加価値な滞在とワーケーション」＋「庄内食文化の体験」！
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 山形市 株式会社ＥＸＣＥＥＤ 2390001002459 ＢｔｏＣの注文住宅事業からコンテナハウス用いた飲食・宿泊ＢｔｏＢ事業への新分野展開 株式会社きらやか銀行
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東北 山形県 山形市 有限会社ＦＵＪＩＳＨＯ 3390002006425 石綿含有建材の除去工事進出による事業再構築 株式会社旭ブレインズ

東北 山形県 米沢市 合資会社福島屋 8390003000785 開湯２５８年の温泉旅館が手がける鉄道駅から徒歩５分の貸別荘事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 酒田市 株式会社ＡＬＦＯＲ 5360001024453 観光需要の季節変動性に対応するワーケーションレストランへの挑戦 株式会社荘内銀行

東北 山形県 南陽市 株式会社いきかえりの宿滝波 7390001010556 『旅館に加えて、使用していない旧棟を改装した「オーベルジュ型レストラン」の出店』 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 エイムカイワ株式会社 8390001000283 地域飲食店や地域商店ニーズに対する冷凍総菜の製造および販売 株式会社旭ブレインズ

東北 山形県 酒田市 株式会社チェンジ・ザ・ワールド 9390001013524 チェンジ事業とシナジー効果を生むもみ殻から生成する植物性シリカの商品化 株式会社京葉銀行

東北 山形県 村山市 アスリート精密工業株式会社 2390001014090 高精度な半導体製造装置部品製造に進出することで事業再構築を実現 株式会社荘内銀行

東北 山形県 西置賜郡飯豊町 エイチ・アンド・カンパニー株式会社 3390001014750 地域の魅力を１００倍にする、気球体験を中心としたアウトドア事業 株式会社荘内銀行

東北 山形県 南陽市 株式会社三陽製作所 4390001010609 ステンレス加工技術を活かした蓄電池ＢＯＸ及びステンレス製輸送用コンテナ製造への新たな取り組み 株式会社山形銀行

東北 山形県 米沢市 株式会社ヤリミズ自動車 6390001010177 障がいのある方にも自由な移動手段を！福祉車両の改造事業進出！ 株式会社山形銀行

東北 山形県 天童市 栄進リース工業有限会社 8390002005281 地域資源を掛け合わせたポストコロナ時代の新６次産業化計画 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 米沢市 株式会社オーテイク 3390001009800 世界で認められた製麺機プラント製造技術を、需要高まる新たなプラント製造事業へ活用！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 山形県 酒田市 株式会社Ｔ－ＢＥＳＴ 5390001016415 鳥海山の伏流水を活用した日本蕎麦製造、販売のための製麺所新設と卸販売への新分野展開 株式会社荘内銀行

東北 山形県 米沢市 株式会社Ｒｅｓｔ 5390001013817 廃校利活用による障がい者と地域連携による再生可能エネルギー普及の拠点の構築 米沢信用金庫

東北 山形県 鶴岡市 株式会社カーセレクト庄内 2390001014727 商用車に特化した特定整備部門の立上げによる売り上げの拡大 株式会社荘内銀行

東北 山形県 鶴岡市 有限会社田和楽 5390002010193 「美味しい米を海外に」輸出米の乾燥調製受託サービスの新規事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 株式会社ドリームゲート 8390001012840 廃校を活用したＩｏＴメディカルフィットネス事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 西村山郡河北町 海老鶴水産株式会社 7390001011983 無加温無調整・源泉掛流し温泉を活用したオートキャンプ場事業 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 山形市 株式会社フードクリエイションジャパン 7390001012924 地域の持続可能なフードシステムを構築する製造小売業への展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 米沢市 有限会社原菊造商店 2390002013249 ＩｏＴを活用した地域初となる有人型布団丸洗いサービスの提供 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 株式会社たちばなや 5390001007934 「温泉街と旅館の魅力の融合！　～散策しながら気軽に立ち寄れるカフェラウンジへの挑戦～」
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 鶴岡市 株式会社岡ざき 7390001013063 水産加工ブランドの自社工場設立と新規販売店舗の新規事業 株式会社山形銀行

東北 福島県 郡山市 有限会社薄井印刷 8380002008038 既存文具店施設を活用した新サービス展開の構築 株式会社ガイア・プロジェクト

東北 福島県 福島市 株式会社船山工業 5380001001351 大規模特殊建築物に係る大型、異形鉄骨製品溶接工程の革新 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 会津若松市 Ｖｉｌｌｅ 地域初の専門店のオープンとテイクアウト・デリバリー需要の獲得 滝田　薫

東北 福島県 須賀川市 有限会社旭バス 4380002019575 バスとペットを組み合わせたこれまでにないビジネスモデルの構築 滝田　薫

東北 福島県 福島市 株式会社Ｉ‐Ｓｔｙｌｅ 2380001022978 ゴルフシミュレーターを導入した新しいスタイルの居酒屋展開 菅野　敦史

東北 福島県 福島市 株式会社フジワラプレス 2380001025642 古民家カフェ事業 添田　大輔

東北 福島県 郡山市 株式会社キュール 7380001024136 乳がん手術後のアフターケアとなるピンクカヌー教室への業種転換 東京商工会議所

東北 福島県 福島市 Ｂｌｕｅ　Ｏｃｅａｎ＆Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 1380001026674 独自リザベーションシステム開発による革新的Ｅコマース事業展開 森　健輔

東北 福島県 会津若松市 有限会社マルイ 7380002033152 和風居酒屋が取り組む本格洋菓子のテイクアウト 株式会社東邦銀行

東北 福島県 二本松市 株式会社鉄扇屋 2380001009422 ドローンスクール設立事業 二本松信用金庫

東北 福島県 河沼郡会津坂下町 有限会社イソメ写真館 9380002034058 「貸切スタジオ撮影」で障がい者等への貸切撮影サービス展開 鈴木　憲司

東北 福島県 会津若松市 有限会社としの坊 1380002033744 呉服店オンライン化による仮想店舗事業 鈴木　憲司

東北 福島県 福島市 有限会社井上武道具店 2380002000421 業界初、スマートフォンとＬＩＮＥで「自宅から注文できる、剣道防具の修理・調整」 福島商工会議所　中小企業相談所

東北 福島県 西白河郡西郷村 べべヘアサロン “美”と“エコ”を追究したサステナブル企業への新分野展開 福島県商工会連合会

東北 福島県 福島市 株式会社福島西交通 7380001003528 旅行業向け基盤システム導入と福島の良さを伝える旅行業への新事業展開 髙司　浩史

東北 福島県 会津若松市 株式会社会津二丸屋 7380001017156 門外不出の秘伝の“かえし”を生かしためんつゆ等の商品開発事業 会津商工信用組合

東北 福島県 いわき市 有限会社ＬＲアドバンス 1380002027358 子育て世代の女性が働きやすい・Ｗｉｔｈ　コロナ特化・脱毛エステサロンの開設 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

東北 福島県 福島市 石川屋 老舗ラーメン店が作るテイクアウト専門からあげ店舗事業 簗田　久幸

東北 福島県 福島市 株式会社あかま 3380001024775 老舗割烹仕出し屋の味を活かして和菓子・食品製造業の分野へ本格進出！ 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 東白川郡矢祭町 株式会社神田製作所 8380001010952 電池事業者向けの収納ラックの商品化による事業再構築 有限会社クレメンティア

東北 福島県 河沼郡会津坂下町 株式会社タマテック 5380001022645 仮設電気工事向けレンタル事業 株式会社大東銀行

東北 福島県 福島市 株式会社菊田工務店 4380001000362 ガーデニング・エクステリア専用展示場の新設で事業を抜本再構築！ 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 中華料理　華正樓　 食事、菓子需要に対応した中華まん専門店の開業 福島県商工会連合会

東北 福島県 郡山市 株式会社アルストロメリア 4380001024428 過疎地方空き家利活用による『ＤＸ爆速普及プロジェクト２０２１』 郡山商工会議所

東北 福島県 いわき市 田人おふくろの宿企業組合 2380005006853 ＤＸ活用によるワーケーション×アウトドア需要対応型の宿泊事業 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 いわき市 株式会社エステート高島 9380001012502 飲食業から事業再編を通したデイサービス事業への進出 滝田　薫

東北 福島県 東白川郡塙町 有限会社ケーフーズ生田目 3380002019493 国産原料を使用したオリジナル商品の開発と直営店舗での販売 滝田　薫

東北 福島県 双葉郡浪江町 松永陶器店 大堀相馬焼の持続的発展に向けた体験型ゲストハウス事業の立ち上げ 株式会社東邦銀行

東北 福島県 いわき市 有限会社ジョイテック 3380002024527 高齢化社会に向けた製造業から介護事業への挑戦 いわき信用組合

東北 福島県 伊達市 株式会社セントラルニット 6380001003264 撥水性を備えたアウトドアウェアニットの製造販売 松村　義信

東北 福島県 いわき市 Ｈａｉｒ　Ｒｅｌａｘａｔｉｏｎ　ａｎｖｉ 美容師の技術を生かしたスカルプケア＆脱毛予防サービス提供 社会保険労務士法人ＨＲＭ総合事務所

東北 福島県 福島市 株式会社高野塗装店 8380001000821 高級シェアオフィス事業への新事業展開 髙司　浩史

東北 福島県 南相馬市小高区 相馬アグリ株式会社 2380001026756 希少品種「露茜梅」を原料とした加工食品・飲料等の製造販売による地域経済復興計画 株式会社七十七銀行

東北 福島県 福島市 モノグル 大きな業種転換にて挑む、ベーグルと焼菓子の製造・販売事業 公益財団法人福島県産業振興センター

東北 福島県 南相馬市原町区 ダイコー株式会社 8380001015679 親のキャリア、子の成長をともにサポートする保育分野への展開。 経営創研株式会社

東北 福島県 郡山市 株式会社山吉吉田商店 8380003003260 米の乾燥・調製設備の賃貸サービス・生産者サポート事業の展開 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 須賀川市 トキワ印刷株式会社 8380001011307 紙パッケージ加工・製造事業への新規参入 株式会社東邦銀行

東北 福島県 東白川郡塙町 株式会社原パレット工作所 9380001010654 不良資材活用及び障がい者雇用創出のためのＬＶＬ製造事業。 株式会社福島銀行
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東北 福島県 福島市 餃子の照井株式会社 6380001019707 冷凍円盤餃子の製造販売による「場の商売（飲食業）」からの脱却 株式会社東邦銀行

東北 福島県 南会津郡下郷町 有限会社マルヨ建匠 7380002035652 地域資源である木を用いた小物製品の製造と新ブランドの立上げ 滝田　薫

東北 福島県 喜多方市 株式会社山形屋旅館 1380001031740 もっと自由に誰もが旅行を楽しみ地域文化に触れる機会の提供 会津商工信用組合

東北 福島県 東白川郡矢祭町 株式会社矢澤酒造店 4380003000732 小仕込によるオリジナル酒開発と観光蔵（ショップ・ｃａｆｅ）の開設 福島県商工会連合会

東北 福島県 いわき市 キュービックデザイン ＥＶ（電気自動車）キッチンカーの製造販売事業 いわき信用組合

東北 福島県 南会津郡南会津町 株式会社高山重商店 8380001019168 最新設備でコロナや災害に対応。住民拠点としてライフライン全般（燃料油・ガス・水道）の総合エネルギー関連企業として地域貢献 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 石川郡玉川村 株式会社エバタ製作所 3380001021368 金属切断能力の飛躍的向上による空気清浄機市場への新規参入 株式会社福島銀行

東北 福島県 いわき市 株式会社ｔｈｉｓ　ｏｎｅ 5380001025722 地域初！展示ブースを備えた内装・インテリア卸売業への転換！ 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 株式会社チーム 9380001030446 愛犬家の悩みを解決！ワンストップドッグカフェで快適空間を演出！ 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 株式会社白河空調システム 9380001010241 「白河の味を家庭で」急速冷凍機の販売で地元飲食店を活性化！ 株式会社常陽銀行

東北 福島県 福島市 株式会社モリヨシ技研 1380001001727 医療金型製造のための生産体制の刷新及び検査体制構築計画 シェアビジョン株式会社

東北 福島県 いわき市 株式会社ミライ・トラスト 9380001025628 ＡＩ需要予測データ提供サービス事業への挑戦 滝田　薫

東北 福島県 双葉郡浪江町 田中建設工業株式会社 2380001016583 遊休施設活用の家具雑貨ショップ事業と、店舗併用住宅の展開 あぶくま信用金庫

東北 福島県 岩瀬郡鏡石町 株式会社タマテック 5380001011615 無人運転可能な高精度加工設備を付帯する工場設立によるロボット部品製造 西川　和明

東北 福島県 福島市 アシスト株式会社 9370001018120 新工法採用による鉄塔基礎工事への進出で５Ｇ及びＳＤＧｓに貢献する 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 株式会社日高リネンサプライ 3380002011707 福島ブランドいちご「ふくはる香」を使用した六次産業化参入事業 株式会社エフアンドエム

東北 福島県 郡山市 エーユーエム構造設計株式会社 8380001004640 建築業界特化型コワーキングスペース・サテライトオフィス事業 郡山商工会議所

東北 福島県 喜多方市 株式会社蔵のまち農園 1380001021799 農業生産法人からドローンスクール運営への思い切った業種転換 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 いわき市 有限会社ホテル美里 1380002025980 団体宴会旅館からプチ湯治×ワーケーション滞在を提案する旅館への変革 株式会社リョケン

東北 福島県 耶麻郡猪苗代町 株式会社Ｒｏｏｔｓ 4380001017398 国指定文化財の歴史的建造物を再利用したアウトドアに特化した観光事業 鈴木　正人

東北 福島県 本宮市 株式会社フィオレピア 6380001021828 クラウド型物流センター構築による花き加工卸売業への業種転換 ＢＭＳアソシエイツ株式会社

東北 福島県 西白河郡矢吹町 太陽興産有限会社 1380002018927 ハブ倉庫取得と独自近郊輸送網構築で、大手と地元中小企業をつなぐロジ企業に飛躍 田村　俊和

東北 福島県 会津若松市 会津若松食肉事業協同組合 4380005008014 活性汚泥を利用した馬の堆肥の製造事業 有限会社クレメンティア

東北 福島県 会津若松市 株式会社シンク 9380001017501 システム受託開発から　ＩｏＴ　ドリンクディスペンサーの開発へ 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 アルトルイズム株式会社 2011001056193 店舗展開ノウハウを活かした福島餃子の２４時間無人餃子販売出店計画 西河　豊

東北 福島県 いわき市 株式会社マルベリィ 4380001013926 独自仕入の本格自家焙煎コーヒー製造参入と、飲食プロ技術の融合で実現する事業再構築 田村　俊和

東北 福島県 須賀川市 株式会社星総合印刷 8380001011389 化粧箱×デザイン×ＤＸでアフターコロナに向けた事業再構築 須賀川商工会議所

東北 福島県 喜多方市 株式会社丸北工業 1380001020339 カメラレンズ用アルミフレーム加工から鉄鋼製建設用機械部品加工への進出 福島県商工会連合会

東北 福島県 喜多方市 株式会社Ａｄｖａｎｃｅ　Ｆｏｏｄｓ 6380001031265 「プロの味を自宅で食べられる喜多方ラーメンととりもつ」の自社製造および販売 会津信用金庫

東北 福島県 福島市 株式会社花小紋 3380001025633 飲食業リスクを減らすべく業種・業態・エリアを変えた新天地へ本格進出 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 南会津郡南会津町 株式会社ユミタ運輸 3380002035697 次世代対応の物流倉庫を新規展開し、会津の新しい物流ロジスティックスを創る。 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 田村市 有限会社田村精技 6380002015861 電気自動車モーター部品製造分野へ新分野展開を図る事業 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 白河市 株式会社一期一会 7380001029705 日本料理・エステ・サプリ販売で食と美と健康を提供 税理士法人イカワ会計

東北 福島県 双葉郡富岡町 株式会社東北エンタープライズ 4380001021152 点検・検査、危機対応、巡回警備向けロボットの販売、保守、運用支援事業 福島県商工会連合会

東北 福島県 伊達市 株式会社新栄製作所 1380001003178 製造プロセス革新による自動化ロボットと半導体装置の部品受注 株式会社大東銀行

東北 福島県 喜多方市 有限会社山庄商店 3380002035152 ガソリンスタンドとの相乗効果が見込まれる有人コインランドリー事業 会津信用金庫

東北 福島県 伊達市 常興工業株式会社 5380001003174 精密板金からクレーン部品製造への新分野展開 株式会社常陽銀行

東北 福島県 いわき市 有限会社志賀石油店 2380002024024 地域密着カレー店の事業継承。ＳＤＧｓ経営×ドライブスルーで新形態飲食事業開業 いわき信用組合

東北 福島県 須賀川市 株式会社山田製作所 4380001011418 高精度加工技術を活かした蒸気タービン向け部品生産への挑戦 株式会社東邦銀行

東北 福島県 郡山市 株式会社たまき産業 5380002010590 コーヒーの自家焙煎と直営店舗によるＦＣチェーンからの脱却 滝田　薫

東北 福島県 福島市 太陽工業有限会社 9380002005918 電気自動車の普及やＤＸの進展に対応したアルミ合金（異材）溶接技術への挑戦 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 相馬郡飯舘村 長谷川農園 地域密着型の惣菜店を開く 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 いわき市 有限会社伊藤幌店 6380002022370 いわき市内初！新工場を設立してオーダーメイドに特化した緩衝材製造＆ＥＣ事業の構築 ひまわり信用金庫

東北 福島県 須賀川市 有限会社久保木畳店 3380002019774 世界中から人が集まる畳の体験型複合施設の構築 須賀川商工会議所

東北 福島県 双葉郡楢葉町 株式会社フタバフードサービス 9380001024712 日本初！健康滞在宣言『ゴルフ×宿泊×健康食』生活習慣病予防サービス事業 株式会社七十七銀行

東北 福島県 相馬郡新地町 合同会社みさき未来 7380003002478 自動潅水システムを利用したブルーベリーの観光農園化及び加工品製造事業参入 福島県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 有限会社茨城リース 6050002020812 茨城県初の全天候型ドッグラン　愛犬と過ごすプライベートグランピング 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 土浦市 トーヨーレンタカー株式会社 8050001019977 レンタカー事業から美容商材販売事業への大胆な業種転換に挑戦 水戸信用金庫

関東 茨城県 筑西市 株式会社レップ 9050001034018 発電事業者向けの太陽光発電システムのメンテナンス事業 依田　忠

関東 茨城県 日立市 株式会社ひたちピーエム商事 7050001023740 常陸牛と無農薬野菜で、郷土愛と社会要請を実現する肉の専門料理店に転換 滑川義裕

関東 茨城県 鉾田市 大槻ハウジング 食品製造工場の設置によるレトルト食品製造への新分野展開事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 ミューチュアルサポート 感染リスクを排除した非対面による技能実習生向け法定講習事業の展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 水戸市 有限会社味乃家 4050002004230 食肉販売業の許可を取得し、老舗焼肉店の味を全国に届ける事業再構築 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 有限会社盛昭軒 5050002042196 下館ラーメントータルプロデュースによるサプライチェーンの構築 下館商工会議所

関東 茨城県 水戸市 株式会社極 1050001035238 居酒屋と農業事業者が取り組むお弁当～イバラキ漁師メシ・農家メシ～ 大竹　貴司

関東 茨城県 坂東市 食彩ダイニング　シマムラ コロナ禍に於ける新たなブランドを使った移動販売事業への進出 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 龍ケ崎市 広域関東圏建設関連協同組合 9050005008125 建設業者のコスト管理を支援するための独自システムの構築 水戸信用金庫

関東 茨城県 石岡市 株式会社ｔｏｃｏｗａｋａ 8050001041329 自社の強みを活かす！「動画製作及びプロデュース、管理によるコンサルティング」事業。 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 神栖市 有限会社鹿島自動車ガラス 4050002027066 体感型移動ショールームによる窓ガラスフィルム貼付事業の取組 座間　佳明

関東 茨城県 古河市 有限会社野澤鉄工 3050002024188 長距離トラックの重要保安部品分野への進出による低炭素化への貢献 古河商工会議所

関東 茨城県 小美玉市 有限会社金光工務店 7050002015092 リアルとデジタルの融合、親子で楽しめるゴルフアカデミーの開校 茨城県商工会連合会
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関東 茨城県 北茨城市 汐騒の宿暁園 「あんこう」が購入できる自動販売機を設置する新事業展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 行方市 湖畔の家ふくろう 「〈蔵に泊まれる〉をコンセプトとした低接触型・体験型民泊事業」 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 下妻市 ＰＩＺＺＡ　ＡＮＤ　ＢＡＲ　ＯＴＴＯ アフターコロナ対応！ピザ店に加え、和惣菜販売事業を新分野展開 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 茨城県 桜川市 有限会社ヤマモト石材 2050002042843 外構工事のリノベーションによる新たな価値創出と収益事業の構築 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 植松タクシー有限会社 7050002020869 分離中継型配送システムによる高付加価値な本格ピッザの提供事業 市ノ澤　翔

関東 茨城県 牛久市 翔プランニング株式会社 4050001028296 コンクリート躯体補修の研磨技術を活かしたカーディテール事業への進出 松井　洋治

関東 茨城県 水戸市 株式会社インフ・ティーフォー 6050001001466 「インターネットテレビ局」（オンライン配信）事業に進出する 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 守谷市 株式会社秋山建築工房 7050001040645 建築職人の技を活かした自社ブランド「レジン家具」製造業への参入 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 潮来市 有限会社友商事 5050002028674 太陽光パネル洗浄事業の開始 水戸信用金庫

関東 茨城県 筑西市 そば処　まるじゅう 店内飲食からアウトドアへ！遊休資産を活かした販路拡大大作戦 下館商工会議所

関東 茨城県 取手市 有限会社中家建材店 6050002036552 高耐震構造・基礎構造物の施工と分離受注システム導入による不動産分野への本格進出事業 税理士法人石橋会計パートナーズ

関東 茨城県 稲敷市 おお田や 新しい供養を提供する葬儀仕出し料理店が行う事業転換 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 日立市 株式会社茨城テック 1050001024728 フードロス解消！地球にやさしいオーガニック６次産業化へ進出 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 メイクファン株式会社 9140001101246 移動販売事業　大阪名物”いか焼き”キッチンカーでみんなを元気に！ 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 リーフマッサージ治療院 女性ホルモン・自律神経に強い整体事業を活かした、セルフエステ事業の展開 増田　考邦

関東 茨城県 古河市 合資会社高橋スポーツ店 7050003001199 自社店舗の一部を改装し新たにフレキシブルオフィスを展開する事業。 古河商工会議所

関東 茨城県 水戸市 株式会社東永希工 8050001041601 男性客メインのエステサロンの新規開設とＥＣショップ構築による美容業への参入 水戸信用金庫

関東 茨城県 日立市 株式会社森正工業設計 9050001023788 独自開発したペット用品の量産体制構築のための環境整備 日立商工会議所

関東 茨城県 古河市 株式会社小松園 8050001019300 ＩＴを活用した遠隔仕込み代行で厨房業務の人材不足を解消する取り組み 古河商工会議所

関東 茨城県 桜川市 株式会社西岡本店 4050001031770 蔵元直販売店のオンライン連携によるシンガポール・香港市場開拓 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 下妻市 ドラゴン 創業２０年を超える本格的なラーメン店の味を屋外で楽しめるキッチンカー事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 日立市 有限会社鹿角工業所 7050002030389 生産性向上に向けた治具製造を担う「治具マイスター」事業の開発 茨城県信用組合

関東 茨城県 筑西市 ＨＡＩＲ’ＺＡＣＫ 地域農業に貢献する洋菓子と高齢者向けスイーツの開発・販売 下館商工会議所

関東 茨城県 日立市 株式会社ｉトピア 3050001045301 日立市河原子海岸、復興へ活力！コミュニティ創出するカフェ開業へ 税理士法人ＴＭ総合事務所

関東 茨城県 結城郡八千代町 有限会社エム・ディー・エス 3050002017290 配合技術を活かした医薬部外品の製造及び海外シェアの獲得 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 株式会社ＭＩＣＥ 4050001017539 ホテルの遊休地を活用、ハイエンドなグランピングコテージ運営事業 マーキュリー株式会社

関東 茨城県 下妻市 有限会社吉田商事 3050002017233 本格イタリアンレストランが手掛けるテイクアウト専門店への進出計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 北茨城市 株式会社としまや 6050001024260 高級旅館としまやブランドと地域連携によるグランピング新展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 高萩市 有限会社五浦ハム 7050002032022 ハムのスペシャリストが提供するアイスクリーム・冷凍食品・惣菜等への進出計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 坂東市 株式会社岩井流通サービス 1050001014365 地方卸売市場と生産者の協業による新たなビジネスモデルの確立 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 古河市 株式会社つくば食品 3050001018851 ＯＥＭ調味料製造業から自社ブランド・レトルト食品製造業へ進化！ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 東茨城郡城里町 株式会社いわぺんグループ 8050001038498 塗装業の強みを活かした「低感染リスク型焼肉店」の開業 株式会社シャイン総研

関東 茨城県 守谷市 株式会社藤崎工業 6050002038193 茨城県初の放射線遮へい容器の一貫製作・販売 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 猿島郡境町 有限会社アサヒ製作所 3050002018280 コロナ禍でも市場が拡大する産業用ロボット部品市場への進出 株式会社エフアンドエム

関東 茨城県 つくば市 株式会社トキワセーフティーステップ 5050001049655 次世代のシステム吊り足場を利用した足場設置工事事業への新規参入 山井　雅嗣

関東 茨城県 水戸市 共同測量株式会社 9050001000829 日本の港湾を、マルチビームソナーを活用した「測量」の力で守る 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 那珂市 株式会社三現 8050001034530 空家のリフォーム、人への再教育で水戸・ひたちなかを輝く街に！ 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 筑西市 有限会社深谷商事 9050002043018 後世と地中にクイを残さない　とび業者の杭抜き工事への新分野展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 神栖市 株式会社クレスト 5050002027973 ゴム残渣の収集運搬及びゴムチップへの加工と輸出販売 座間　佳明

関東 茨城県 久慈郡大子町 袋田食品株式会社 5050001026935 観光需要から介護需要対応へ。日帰り温泉施設を、地域で待望の介護施設に改装する。 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 常陸大宮市 株式会社セレモニー桒名 6050001027081 除菌や殺菌・三密に配慮した遺体お預かりビジネス業態の確立 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 鉾田市 株式会社日向創建 1050001041962 鉄骨専用ＣＡＤ導入による鉄骨とび業から設計サービス業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 茨城県 神栖市 株式会社ａｇｒｉ　ｎｅｗ　ｗｉｎｄｓ 8050001034456 ６次化産業営農家が先端技術で挑む農泊ワーケーション事業 村田　良一

関東 茨城県 つくば市 株式会社オーガファーム 6050001037213 障がい者の強みを引き出す、「つくばネギ」ブランド加工食品の製造・販売 水戸信用金庫

関東 茨城県 行方市 株式会社大志 4050001027166 行方ブランド干し芋生産による雇用安定化と農業担い手問題の解決 水戸信用金庫

関東 茨城県 日立市 有限会社三吉電器工業所 5050002031463 制御盤製造メーカーによる電力用幹線設備生産事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 茨城県 古河市 株式会社三和食鶏 4050001019130 旨い・栄養価が高い親鳥の命で紡ぐ、人と飲食店を健康にする事業 結城信用金庫

関東 茨城県 笠間市 株式会社三陸観光 9050001008137 巣ごもり需要により市場が拡大する物流アウトソーシング事業への新規進出 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 日立市 スターエンジニアリング株式会社 8050001023285 キャッシュレス決済対応ＲＦＩＤタグの製品化
公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機

構

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社クリスタルプラザ 4050001006723 勝田駅徒歩０分、ホテルでワーケーションビジネスへの新分野展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 神栖市 株式会社鹿島トラステック 2050001036994 上海などの海外で大人気の盆栽に使用する赤玉土の輸出 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 北相馬郡利根町 ＲｅｄＲｕｂｙ株式会社 1050001039866 エンジン内燃機再生技術による事故車再生工場への転換事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 株式会社ティーワークス 7050001040967 アフターコロナのニーズに応えて、空き家問題の社会課題を解決 白川　淳一

関東 茨城県 桜川市 株式会社小森 7050002043110 生花店向けコンサルティングサービス「フラサポ事業」の新分野展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 牛久市 株式会社リモデル・プロ 3050001046068 空き家を活用したＩｏＴ創畜発電リノベーションハウス開発と販売促進 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 取手市 株式会社イイジマ測設企画 9050001027376 地動監視システムを核にしたドローン複合測量サービスの開発事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 那珂郡東海村 有限会社オートランド東海 7050002007065 自動車販売・整備業からレンタルキャンピングカーへの新分野展開 幡野　康夫

関東 茨城県 土浦市 カルチャー食株式会社 3050001024981 フルーツサンドの文化を関東へ！居酒屋から中食への業態転換 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 那珂市 木内酒造合資会社 9050003000471 ノンアルコールクラフトビール事業への参入による世界戦略 増山　英和

関東 茨城県 鹿嶋市 ビスミラ株式会社 1050001045716 鹿嶋市への移住定住を促進するワーケーションと宿泊事業 茨城県商工会連合会
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関東 茨城県 常総市 しあわせドットコム合同会社 5050003002694 不動産管理業から所有する農地を活かした６次産業への転身 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常陸大宮市 株式会社古室製作所 9050001027087 複合加工機導入による精密・高精度加工部品分野への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 関東道路株式会社 2050001031384 『ソーラーパネルリサイクルプラットフォーム』の展開による環境ＤＸの実現 下館商工会議所

関東 茨城県 牛久市 和伊ん亭 自社の強みを活かす！業種転換「弁当製造・販売及び冷凍食品」事業への進出。 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 ひたちなか市 合同会社Ｒａｔｅｌｌ 5050003005037 アフターコロナ！入浴特化デイのノウハウを活かす新分野「個室サウナ」の展開と経営革新 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 桜川市 株式会社たばやし 7050002043416 アフターコロナを見据えたカフェ併設型フィットネスジムの展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 笠間市 有限会社鍋屋本店 1050002010314 地域産品を使った全く新しい名物づくりで観光客をＶ字回復 松田　裕

関東 茨城県 桜川市 株式会社大和ホースパーク 7050001032865 アウトドア需要増を捉えたＳＮＳ映えする自然豊かなキャンプ場事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 桜川市 有限会社光琳堂 8050002044082 コロナ禍の遠隔参列ニーズに対応するハイブリッド葬サービス展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 筑西市 藤間鍍金工業有限会社 8050002042425 高精度な無電解ニッケル鍍金製造体制構築によるロボット・家庭用プリンタ需要獲得事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 アオハル不動産株式会社 6050001043112 仕事も観光もお任せ！自宅の様な居心地のよさを追求した簡易宿所 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 下妻市 本橋産業株式会社 7050001013436 液体充填スペシャリストとしての新分野への挑戦 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 稲敷郡阿見町 株式会社吉田石油 5050001010039 認証工場の認可取得による車検・整備への新規参入、及び販売事業の展開による事業再構築計画 牛腸　真司

関東 茨城県 つくば市 株式会社トーネジ 9011801003157 新設備導入によるラグスクリューボルトの生産と、新市場への参入計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 かすみがうら市 株式会社つくば精工 1050001010158 市場成長が見込まれるトラクター・トラック部品製造への進出 株式会社足利銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社サザコーヒー 5050001006771 地元農産物を使用したオリジナル石窯パンの「テイクアウト専門店付自社製造工場」の新設事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 龍ケ崎市 ジーシステム株式会社 7050002014094 ３Ｄバーチャルショッピングモールを開設して、茨城県内企業の魅力を発信する事業再構築計画 牛腸　真司

関東 茨城県 土浦市 株式会社第二映像企画 4050001045201 最新映像技術とストーリーを融合した新しいフォトブックスタジオ 大竹　貴司

関東 茨城県 水戸市 株式会社ヴィオーラ 3050001000462 介護市場を対象とした高齢者向け私物クリーニングサービス事業の新展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 古河市 株式会社ＳＰＣ 6060001027089 コロナ禍でも世界のゴルフ場を体験できる「２４時間無人インドアゴルフ」 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 茨城県 守谷市 有限会社泉屋食品 2050002036829 魅せましょう、親鳥のチカラ！社会を変える弁当・惣菜製造販売事業計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常総市 株式会社ジェイウィング 2050001009323 フィラー入りのマスタバッチ製品「ハイフィラーＭＢ」製造に新規参入する、自社の技術力を生かした事業再構築計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 古河市 株式会社渡辺製作所 8050001018582 自動車用部品製造から新分野である医療・ロボット・ＥＶ分野向けモーター部品電磁コイルへの進出 安喰茂

関東 茨城県 水戸市 茨城県大同青果株式会社 7050001000194 食品卸売市場業向け販売管理クラウド開発によるＤＸ促進プロジェクト エー・アンド・パートナーズ税理士法人

関東 茨城県 下妻市 株式会社柴木材店 3050001013332 木のぬくもりを感じるオフィスの木質化リノベーションと家具製造販売 御堂筋税理士法人

関東 茨城県 行方市 有限会社フジ工業 6050002029127 最新設備の導入による「新分野・新商品開発」と特定品目依存からの脱却事業 水戸信用金庫

関東 茨城県 那珂郡東海村 株式会社ＦＩＥＬＤ－ＬＩＦＥ． 8050001039141 さつまいも王国！茨城県！さつまいも特化型セントラルキッチン事業 水戸信用金庫

関東 茨城県 土浦市 株式会社Ｃ－ｃａｓｔ 7050001043994 地域初！【コイン】ではなく【キャッシュレス】ランドリーの展開 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 筑西市 有限会社枝興業 3050002042891 食料品加工の新体制構築！無洗米とグルテンフリー需要の新規獲得事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 石岡市 有限会社なみき 6050002015688 地産地消型の高品質ＷＡＧＹＵ焼き肉店への転換 水戸信用金庫

関東 茨城県 鹿嶋市 株式会社呼子鉄筋工業所 4050001020402 地方に拡がるチャンスを掴む！遠征体制による特殊鉄筋工事の新展開 銚子信用金庫

関東 茨城県 つくば市 株式会社忍成 5050001037429 つくば発！民間一般住宅向け造園・外構工事への事業展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 笠間市 磯蔵酒造有限会社 3050002009957 コロナ禍でも強い体験型日本酒文化複合小売施設＂ｌｏｃａｂｏｉｒｅ　ＩＳＯＫＵＲＡ”整備事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 常総市 有限会社鈴木合成 9050002039783 スーパーエンプラ生産技術開発による、建築資材市場への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 結城市 株式会社ヤマナカ 6050001032701 中小企業の自動化・少人化に貢献する無人搬送車の開発および製造 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社フィールドワークス 3050001005676 高品質なサツマイモ加工品を製造し、低価格で販売する計画 水戸信用金庫

関東 茨城県 日立市 株式会社マイステック 6050001023642 特殊材加工・難加工の独自技術を活かした２つの新分野展開 株式会社東日本銀行

関東 茨城県 古河市 株式会社カズ 6050001018667 先端的ＷＥＢマーケティングで取り組むアウトレット家具販売事業 株式会社足利銀行

関東 茨城県 東茨城郡大洗町 大洗お魚天国株式会社 9050001007824 大洗町のお土産物販売と鮮魚卸売りへの新規参入を通じた地域創生計画 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 株式会社ＪＩＭリノア 6050001037221 平時も使える「核・防災兼用マルチシェルター」の企画製造・販売 株式会社商工組合中央金庫

関東 茨城県 古河市 株式会社ブルマイン 8050001033788 当社既存事業の強みを活かした、マーケティングに基づく新規美容室への参入事業 株式会社足利銀行

関東 茨城県 坂東市 株式会社ＭＩＸ　ＹＡＲＤ 1050001038133 輸出入が制限され物流業が落ち込む中、自動車修理、販売で国内市場を活性化 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 稲敷郡阿見町 株式会社ＢＵＳＹＢＥＥ 3050001038346 新たなスタイルのドッグランカフェ設置による地域コミュニテイの創造計画 水戸信用金庫

関東 茨城県 水戸市 有限会社プライムクリエイト 1050002002848 残土処分場への進出による事業基盤強化と災害復旧貢献の両立 畠山　佳樹

関東 茨城県 鹿嶋市 かしま整骨院 茨城県整骨院の新分野展開によるコロナ対応型デイサービス事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 かすみがうら市 とよ長 飲食店からの冷凍調理食品製造業への業種転換 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 有限会社アークコーポレーション 1050002006469 ライフスタイルホテルへ業態転換。「小上がり」のあるテレワーク個室の提供。 水戸信用金庫

関東 茨城県 笠間市 有限会社きらら館 4050002010105 アフターコロナを見据えた伝統工芸品店が手掛けるマルシェ事業の展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 石岡市 冷水酒造株式会社 8050001011827 旧酒蔵を改装したカフェ・バーとコミュニティスペースの運営 伊藤　圭佑

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社水屋 4050001033940 地域の観光資源を活かし雇用を創出する宿泊事業への新分野展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 常総市 鈴木自動車 ＳＮＳを活用して整備状況を見せるパーソナル志向の自動車整備工場の設置 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 下妻市 株式会社メッカ 7050001013543 レーシングカーの整備を滞在型でスマートに！筑波からの挑戦 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 株式会社ニジイロ 8050001045263 生活介護日中支援事業施設「心の葉　―　コトノハ」の開設 市ノ澤　翔

関東 茨城県 筑西市 株式会社ティエムハウジング 4050001032380 地域の空き家問題解決！建設機械導入による解体業への参入！！ 結城信用金庫

関東 茨城県 つくば市 やまびこ弁天 つくば発デジタルうどん革命！高品質冷凍うどん製造業への業態転換 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 土浦市 株式会社かね㐂 9050001009267 最新冷凍設備の導入による、冷凍寿司のＥコマース事業への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 結城市 ＰＣジャパン有限会社 3050002045143 特許取得のＰＣスラブ工法による大臣認定オリジナルＰＣトラス筋の提供 株式会社足利銀行

関東 茨城県 笠間市 株式会社マルフジ 1050001034215 県内初！一日葬・火葬式専用式場での現地参列とオンライン参列の混合葬儀サービスの実現 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 Ｏｐｔｅｃｈ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ合同会社 3050003004247 １０ｍ先を１００ｕｍの精度で計測可能な「次世代Ｔｉｍｅ－ｏｆ－Ｆｌｉｇｈｔ」による新産業創出 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 フィル株式会社 7050001033698 コンビニ人材不足の救世主になる！「バイトラベル」で新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 小美玉市 株式会社川又商会 6050001012876 農業機械販売・修理業における経営資源を活用した「草刈機専門ショップ」開業計画 株式会社常陽銀行
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関東 茨城県 水戸市 有限会社光テック 1050002004869 自動車輸入・小売業から軽自動車車検用の検査調整業務への新分野展開 畠山　佳樹

関東 茨城県 那珂市 株式会社ウィット 8050001004582 ＣＮＴ樹脂フィルムと炭素繊維による高機能複合材の製品化 株式会社ひたちなかテクノセンター

関東 茨城県 つくばみらい市 株式会社庄七農園 5050001048896 原料生産から加工、販売まで。うちげの芋で作った自慢の干し芋事業！ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 取手市 星光工業株式会社 4010401015410 ファイバーレーザーを用いた業態転換、高付加価値鋼材製品の創出 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 茨城県 日立市 株式会社大貫工業所 4050001023041 金属プレス工法転換によるＥＶ，ＦＣＶ，ロボット用金属部品への新分野展開 公益財団法人日立地区産業支援センター

関東 茨城県 水戸市 有限会社永井製作所 6050002002380 顧客ニーズ把握力を活かした障害者の方向けの訪問介護・事業への新規参入 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 茨城県 水戸市 株式会社ミトリカ 5050001002589 光学接着の技術を活かした半導体製造用石英ガラス部品の製造 株式会社商工組合中央金庫

関東 茨城県 稲敷郡阿見町 技研プロセス有限会社 8050002012626 特殊フッ素コーティング・シンク製品製造による住宅設備市場への新規参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 猿島郡境町 株式会社飯田製作所 5050001014691 生活インフラに安心・安全を届ける製品開発メーカーへの再構築 北浜グローバル経営株式会社

関東 茨城県 土浦市 花市場 生花・加工花小売業への業態転換。 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 水戸市 ビッグオート株式会社 4050001002128 組織再編による経営スリム化と水性専用鈑金塗装工場新設・新展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 鉾田市 株式会社荒佐 5050001022455 農業用パイプハウスポリエチレンフィルム開反加工の製造業新規事業展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 株式会社ダイイチ・ファブ・テック 3050001003151 ５軸マシニングセンターを活用した半導体装置部品への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 ＡＫＡＴＳＵＫＩ株式会社 6050001016456 茨城県大子町で行う認知症対応型グループホーム等の介護福祉施設開設事業 澁谷　宗紀

関東 茨城県 水戸市 茨城店舗設備株式会社 1050001000274 「干し芋製造設備販売から、自社で干し芋を製造するメーカー事業への参入」 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 稲敷市 株式会社きうち農産 2050001043099 生産工程を一括管理した自社ブランド米のＤｔｏＣによる直販事業への業種転換 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社辰野組 3050001047693 プロの鳶職人プロデュースによるボルダリングウォールの設置工事とレンタル事業、ならびにクライミングジムの運営 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 行方市 北浦肥料株式会社 5050001021424 国産大豆を原料とするきな粉の製造販売事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社茨城県民球団 5050001043121 プロスポーツチームのノウハウを活かした地域健康促進事業への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 ＢＬＯＳＳＯＮ株式会社 8012401025641 スポーツ特化型学童保育への新規参入による事業再構築 なつみ総研株式会社

関東 茨城県 筑西市 有限会社田中商事 1050002042241 駅前立地を活用したお好み焼き店から洋菓子等販売店へ新分野展開 下館商工会議所

関東 茨城県 石岡市 株式会社長谷清 8050001011802 貸火薬倉庫業シフトのための火薬倉庫管理体制の高度化とその販路開拓の実行 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

関東 茨城県 稲敷郡河内町 高橋自動車商会 自動車整備事業者が顧客の待ち時間を活用して付加価値向上を狙うカフェ事業 佐原信用金庫

関東 茨城県 日立市 株式会社創和工業 4050001023306 製造開発体制のデジタル化によるモジュール化された半導体めっき装置の製造開発 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常陸大宮市 有限会社茅根製作所 2050002035715 新分野への進出に既存チャネルを活用する事業計画 株式会社東日本銀行

関東 茨城県 鉾田市 株式会社小太郎物産 9050001043497 店舗の新規出店及び自社商品の内製化 水戸信用金庫

関東 茨城県 笠間市 ｐａｎｏｒａｍａ． エステリラクゼーションサロン併設美容室及びレンタルサロン事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 筑西市 株式会社アロウズ 3050002043469 建設廃材を中心とするリサイクル業への進出 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社セカンドアースエンターテイメント 6050001037254 オリジナルクラフトビール『日立麦酒』の自主製造体制の確立とネット販売による事業拡大 株式会社ライトアップ

関東 茨城県 笠間市 松栄鮨 世界基準、高級・本格志向、個室提案型ＳＵＳＨＩレストラン 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社Ｋ＆Ｋ 6050001024772 イノシシ肉の処理施設及びジビエ学校の運営 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 Ｃｏｓａｊｉ 「外食」「中食」の在り方を変える、地産地消の新「食」サービス展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 水戸市 株式会社登里信 6050001003223 時代の変化に対応する販売及び生産プラットフォームの再構築 水戸信用金庫

関東 栃木県 下都賀郡壬生町 株式会社まるつね 6060001017313 乾物卸売業からアスリート向け「有機ほしいも」カフェ・直売事業への転換 谷田部　智子

関東 栃木県 佐野市 有限会社スプートニク 5060002040637 ヘッドスパとセルフエステによる非接触型エステの併設店舗　新規開設 株式会社足利銀行

関東 栃木県 佐野市 株式会社金上 1060001020288 駅前で米、農道で米、通販でも米 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須塩原市 ドリームロード道夢 コロナ下でのラーメン店再生～地域に根差す癒しの伝道者として 合同会社うしお事務所

関東 栃木県 栃木市 有限会社マキノ 9060002032630 『遊休資産のコワーキング・レンタルスペース化による新収益事業の開始』 栃木商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ヤスノプランニング 6060001026322 オンデマンド・スマート印刷製本機の導入による新商品サービス分野への展開 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 栃木市 株式会社トイボックス 5060001017495 蔵の街嘉右衛門町での着物レンタル及び体験型観光プランの販売事業 レンタルＥＣ株式会社

関東 栃木県 栃木市 有限会社Ｎ．Ｍ．Ｓ 5060002032808 カウンセリングであなたの心の痛みをサポートします 栃木商工会議所

関東 栃木県 那須烏山市 有限会社池田屋商店 2060002013711 ＥＣ販路開拓に特化した「ギフト用ビン詰あんこ・冷凍あんぱん」の新規製造・ＥＣ販売事業の展開 スズカ税理士法人

関東 栃木県 河内郡上三川町 株式会社ＡＳＫ　ｈｏｕ’ｏｌｉ’ｓ 4060001031316 陸から水へ！水中での溶接加工事業への挑戦 大阪シティ信用金庫

関東 栃木県 那須塩原市 合同会社フォーアイコンサルタント 5060003003601 ノウハウ活用で新規サービス開拓。ＩＴコンサルタントからＩＴ教育へ 大田原信用金庫

関東 栃木県 日光市 株式会社旅館若竹の庄 9060001008722 食事処バリアフリー・個室化による高齢者・障害者・外国人受入れ販路拡大 日光商工会議所

関東 栃木県 小山市 有限会社オバタ 8060002031286 新調理法と最新冷凍技術を融合した地域特産商品の惣菜製造の事業化 トキワコンサルティング株式会社

関東 栃木県 佐野市 ブーランジェリーモノガタリ 冷凍パン開発販売と飲食業進出による事業再構築 佐野商工会議所

関東 栃木県 足利市 大塚実業株式会社 3060001018405 空気から水を生成し水不足を解決する社会貢献事業 水上　邦男

関東 栃木県 宇都宮市 原宿屋 猫カフェでテレワーク、宿泊もできるシェアオフィスへ 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社トライ 9060002006691 ビジネスホテル業と融合するサウナ事業及び立ち食いそば・うどん事業への進出計画 税理士法人袖野会計

関東 栃木県 宇都宮市 Ｃａｒａｖａｎ　Ｌｉｆｅ株式会社 8060001034249 コロナを乗り越える鶏白湯ラーメンと揚げパン事業の挑戦！ 高橋邑伍

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ＪｃＴクリエーションズ 6060001025588 地域の外国人にも利用していただける薬局事業への新分野展開 東　健司

関東 栃木県 宇都宮市 わざあり整骨院 出張型車内整体マッサージ 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 小山市 株式会社ビーイノベーション 8060001027013 非対面型美容エステサロンの新規出店 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 芳賀郡芳賀町 プロポーション 女性をもっと輝かせたい！キャバクラ店が強みを生かして美容エステ店へ華麗に業種転換！ 惠美須丈史

関東 栃木県 栃木市 ケイテック 需要の減少するテレビ等のアンテナ設置・修理工事業から供給が不足する左官工事業への転換 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ファミリーｊｐｖｎ 3060001030269 ベトナム料理のランチ・移動販売による事業転換 東　健司

関東 栃木県 佐野市 株式会社丸商 7060001007222 ＳＤＧｓと地域活性を意識した女性支配人のオートキャンプ場 佐野商工会議所

関東 栃木県 下都賀郡野木町 尾花　優 日本チャンピオンであるパーソナルトレーナーが健康に有用な食事を提供する 森藤　啓治郎

関東 栃木県 下都賀郡壬生町 さくら整骨院 育児ママたちの心と体を整え職場復帰を応援する産後ケアサロン開設計画 斎藤　秀樹

関東 栃木県 下都賀郡野木町 株式会社ライスターコーポレーション 7060001030273 プログラミングを使い英語で考え発言する力を日本の子供たちに 向原　俊之
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関東 栃木県 塩谷郡塩谷町 サロンドニッコー 女性の一生の思い出を世界遺産日光の歴史自然と衣装で彩るフォーマルレンタル事業立ち上げ計画 斎藤　秀樹

関東 栃木県 宇都宮市 グローバルウーシュウ有限会社 5060002011679 太極拳の元世界チャンピオンが挑む新たなパーソナルトレーニング事業 税理士法人児玉税経

関東 栃木県 河内郡上三川町 株式会社Ｎ 3060001032546 コロナ禍に対する、先端療育ツールを活用した放課後デイサービス事業 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 さくら市 有限会社荒山製作所 5060002012446 最新複合旋盤の導入による医療機器部品への新分野展開 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社キヨーワ 3060001001410 日本初のショットブラストを導入、超大型Ｈ形鋼の一貫加工体制の構築 マーキュリー株式会社

関東 栃木県 小山市 有限会社スワ鋼業 6060002028631 ＡＩ技術を活用した配送計画立案・業務報告支援システムの開発 高崎文秀

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ジウ 5060001025770 希少価値の高い植物を扱う卸売業者が直営の小売店に挑戦 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須郡那須町 株式会社山水閣 9060001011775 老舗旅館が地場産品にこだわった日本食レストラン新設でＶ字回復に挑む！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 タテノ産業株式会社 9060001027169 自動充填包装ロボットラインの導入による流通加工事業への新分野展開 佐野信用金庫

関東 栃木県 鹿沼市 徳原工業株式会社 8060001010539 半導体製造装置用の高精密軸受部品への挑戦、自動車産業で培った高度技術と量産体制の活用 株式会社田中経営パートナー

関東 栃木県 大田原市 有限会社ホテルタマノ 4060002025630 住みたい街　大田原へ！コインランドリー＆冷凍食品販売で地域貢献 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 株式会社サンゴルフ 3060001017489 「自然」と「先端的デジタル技術」を活用し、地域活性化に貢献する次世代キャンプ場の整備（新分野展開） 株式会社とちぎんキャピタル＆コンサルティング

関東 栃木県 矢板市 株式会社レーベル 4060001013628 学習塾の在籍者数が減少したことにより生じた余剰スペースを活用した学童保育事業 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 足利市 オグラ金属株式会社 8060001018425 顧客のニーズに合わせたオーダーメイドの省力化機器及び試作品の開発販売 株式会社東和銀行

関東 栃木県 佐野市 山越化成工業株式会社 6060001029878 時代が求める廃プラスチックをリサイクル材料にする新分野へ挑戦 株式会社足利銀行

関東 栃木県 小山市 ケーズ株式会社 6060001031660 強みを活かし、コロナ禍でも安定した福祉車両販売への新分野展開 小峰　俊雄

関東 栃木県 大田原市 有限会社アチーバ 6060002026701 製造業に参入！　サスティナブル材プラスチック製品の生産にチャレンジ！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 矢板市 ホテルウェリィスミヨシ 矢板市の観光資源を活用したサイクリングカフェによる新分野展開 東　健司

関東 栃木県 宇都宮市 合同会社フリーフライト 6060003002453 「宴会スペースを寮に改装」飲食事業者の不動産賃貸業への展開 フィネスコ株式会社

関東 栃木県 宇都宮市 東都工業株式会社 4060001022728 航空機部品製造から半導体製造装置部品製造への新分野展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 足利市 株式会社さいか 6060001027709 調剤薬局と介護福祉施設のコラボレーションによる、地域福祉への貢献 株式会社ガイア・プロジェクト

関東 栃木県 日光市 有限会社加藤精密 1060002014776 パンチレーザー複合加工システム導入による半導体製造装置・医療機器業界への参入 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 佐野市 株式会社ＭＩＳＳＩＯＮ 7060001026098 乗用車整備業から輸送用コンテナ塗装業への事業転換 税理士法人あおば

関東 栃木県 足利市 株式会社田部井工業 1060001027176 省エネ軽量鉄骨事業に新分野展開し、売上のⅤ字回復を目指す。 小峰　俊雄

関東 栃木県 芳賀郡益子町 株式会社入沢建装 9060001026666 現場の経験から得たニーズを活かし、部材の販売事業へ業種転換 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 那須塩原市 有限会社相馬食品 2060002023099 飲食店向け販売から一般消費者向け販売への大転換に社運を賭ける 合同会社うしお事務所

関東 栃木県 那須郡那須町 ペンションペーパームーン ペンションから低感染リスク型コテージへの事業転換 佐藤　秀紀

関東 栃木県 矢板市 株式会社ハナツカコンストラクション 8060001013418 林地残材を利用した持続可能な木質バイオマス発電用チップの製造事業 大田原信用金庫

関東 栃木県 芳賀郡益子町 株式会社塚田土建 6060001009590 廃棄木材を活用した畜産敷料用『おが粉』の生産体制構築と、グリーン社会への貢献！ 真岡信用組合

関東 栃木県 栃木市 株式会社ユーテック 2060001023447 ボウラーのフィットネス強化と太田市民の健康増進のためのトレーニングセンター設営 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 油伝味噌株式会社 4060001016176 老舗味噌蔵が挑む、クラフトビール醸造所による事業再構築 株式会社足利銀行

関東 栃木県 芳賀郡益子町 株式会社パインテック 2060001032910 切削から研磨までの社内一貫工程の実現による油圧機器向けの新分野展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 足利市 株式会社ＳＯＧＡ 6060001019458 脱炭素社会実現に貢献する廃熱回収型空調機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

関東 栃木県 那須郡那須町 有限会社アン・ボーテ 6060002021859 コロナ下の連携事業～那須高原初の本格派台湾料理店開業に挑む～ 合同会社うしお事務所

関東 栃木県 那須郡那須町 佐藤悦夫 プロアスリートがプロデュースし直接指導する、自転車を主としたフィットネスジム、レンタルサイクル、カフェ事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社しばた工芸 6060001002190 デジタルものづくりによる大型看板の生産性向上と新製品投入 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 栃木小松フオークリフト株式会社 3060001002945 物流キーデバイス活用によるサブスクリプションサービスの構築 桜内　文城

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社奥田製作所 7060001010259 国家の命運を握る半導体製造装置産業向け大型アルミ部品加工への挑戦 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 有限会社大平工業所 6060002033185 新製品「機長３メートルのコンベヤー」の投入による売上の拡大 北浜グローバル経営株式会社

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社アーリス 3060001010774 歴史的建造物を使った街おこしの一環としての「まちの駅」進出事業 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社瀬谷新聞店 6060001010994 鹿沼市の地域活性を実現するカフェ、レンタルオフィス、食品宅配事業の展開 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 小山市 セントロ　エヅカシオナル　コリーナ 多様性を重視した、「地方裁量型認定こども園」運営による事業再構築計画 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 大田原市 有限会社フタバ運輸 3060002026431 杣人の若返りとグリーン社会実現への貢献！山林環境改善事業の創設 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 鹿沼市 佐藤精工株式会社 6060001010425 製造設備部品の中仕上げ加工開始および小型部品等加工の内製化 株式会社足利銀行

関東 栃木県 小山市 株式会社打つ手は無限 8010401101652 アドラー心理学をベースとした親子共育型インターナショナル幼児園の事業展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 足利市 酒菜膳忍 弁当の製造・販売・配達事業をメイン事業とするハイブリット型店舗への事業転換 足利商工会議所

関東 栃木県 足利市 常盤自動車株式会社 9060001018936 普通自動車整備工場が新たに大型車の整備事業に参入する 株式会社足利銀行

関東 栃木県 芳賀郡益子町 有限会社秋櫻コバヤシ 4060002018312 過疎地域の老舗葬儀店が挑む新事業。大切な家族としてのペットの葬祭事業 税理士法人児玉税経

関東 栃木県 大田原市 有限会社泉田自動車販売 3060002027512 高齢者と障がい者福祉事業による再構築計画 株式会社足利銀行

関東 栃木県 日光市 有限会社やまびこ 2060002015922 自社製粉製麺工房の設置とテイクアウトを含めた和風カフェの新設による個人旅行客の取り込み 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社愛和企業 8060001000267 ビジネスホテルの資源を活用したレンタルスペースの運営事業 株式会社筑波銀行

関東 栃木県 佐野市 株式会社わくわくお米本舗 1060001029255 佐野サービスエリアにおける地元米農家の直営店出店事業 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 真岡市 カネキ株式会社 5060001009286 最新式ロートラス付レーザー加工機による３次元形状加工への挑戦 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須郡那須町 株式会社グリーンウィーク 3060001028585 バイオマス燃料プラント構築でバイオマス燃料（木質チップ）の製造・販売事業 小林伸行

関東 栃木県 鹿沼市 シスコンハウス株式会社 9060001006817 アウトドア派移住者への『自然と密接な暮らしの環境』提案事業の新規展開 斎藤　秀樹

関東 栃木県 小山市 株式会社ドリームキーパー 3060001022670 目的別個別指導型パソコンスクールの開校への事業参入 足利小山信用金庫

関東 栃木県 塩谷郡高根沢町 アインズ・ＥＲＣ株式会社 9060001009159 半導体製造に貢献するエアフィルター製造事業の開始！ 高橋邑伍

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ソフトクリエイト 4060001028279 トラックから子供を守る管理システムを開発し安全な社会を目指す 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 佐野市 ＦＡＢＩＯ株式会社 4290802018257 非接触型テイクアウト専門店 税理士法人古賀会計合同事務所

関東 栃木県 さくら市 有限会社五十嵐造花店 9060002012467 思い切った新分野展開　葬儀屋が行う企業向けクリ－ニング事業 岸　広
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関東 栃木県 塩谷郡高根沢町 株式会社アムシス 4060001022620 「高精度加工のコンサルティング・測定サービス」の新分野展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社アダチ産業 9060001028472 ３次元レーザー加工機導入による鋼材加工工事業の事業化の実現 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 足利市 株式会社渡辺製作所 3060001019378 新たな熱交換二重管製造によりカーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略に貢献する みらい社会保険労務士法人

関東 栃木県 宇都宮市 バーンストーン株式会社 1060001003656 観光資源を活用したカフェの開業 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 那須烏山市 有限会社食べある記 9060002005941 餃子とチタケの自動販売機による販売で郷土料理を手軽に家庭に届ける 石田　信行

関東 栃木県 佐野市 佐野自動車工業株式会社 2060001020378 最先端ファイバレーザー加工機導入による新規アルミ事業の立上げ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ファーマーズ・フォレスト 4060001007225 プラットフォームビジネスに参入し、業界初ОМО型デジタル地域商社へ事業革新する 株式会社足利銀行

関東 栃木県 日光市 有限会社並木工務店 4060002016398 地場農産物を活かした「蔵カフェ」と「ＥＣ販売」への新規参入 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社明宏製作所 2060002008926 高精度且つ大型金型の製作による次世代自動車分野への参入 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 足利市 株式会社イシハラ 5060001018304 スマートビルディング用鉄骨製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 栃木県 佐野市 株式会社エフアンドエフ 4060001020252 調剤薬局が提供するヘルスケア事業：健康チェックビジネスの新事業展開 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社パン・アキモト 4060001011722 コロナ下の工場再編～地域のハブとなる防災拠点の構築を目指す～ 合同会社うしお事務所

関東 栃木県 宇都宮市 オフィスイノクチ コロナ禍でも安心して来院可能な歯科医療機関の設立 岸　広

関東 栃木県 足利市 有限会社若林自動車商会 5060002037740 ＢｔｏＢを対象にしたガラスコーティング事業への新分野展開 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社三光製作所 2060001001799 不織布加工業界の刃物研磨内製へ高精度刃物研磨機開発 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 真岡市 株式会社オレンジ 2060001031053 特殊鉱石を利用した新感覚焼き芋「スイーツ焼」の製造販売による収益源の多角化 小川　修

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 有限会社大友 1070002028445 個人向けおしゃれえオーダーエプロンの製造とＥＣサイト販売事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 有限会社橋本商事 2070002030532 前例のないＲ２００曲げ加工技術開発による半導体分野への進出 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 株式会社群馬中央ドライ 2070001000973 働く女性を支援する洗濯代行事業への参入 しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社遊彩食 5070001025638 韓国薬膳レストラン、食品催事事業への進出による事業再構築 高崎商工会議所

関東 群馬県 吾妻郡草津町 美容室ＺＥＲＯ コロナ禍と人口減少に対応する新たなエステサロン事業の展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 株式会社適塾 8070001007749 プレミアム学習サービス付放課後児童クラブの創設 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 株式会社清水商事 3070001007217 地域のお客さまのデジタル化推進のための動画作成サポート事業 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 桐生市 エステサロンデコ 最新機器導入によるエステサロンの業態転換計画 桐生商工会議所

関東 群馬県 前橋市 ＳＣＡＡＡＩ株式会社 8070001034322 漬物（キムチ）製造、販売事業展開によるウイズコロナ経営へのシフト 株式会社東和銀行

関東 群馬県 太田市 ＰＲＯ－ＳＴＥＰ株式会社 9070001028785 足場工事業から舗装工事業へ進出計画 ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

関東 群馬県 太田市 株式会社ＺＡＰ 9070001028983 ポストコロナ型脱毛専門店の展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 有限会社なか川食品 5070002036056 日本料理がプロデュース、離れ貸し切りの焼肉店の出店 高崎商工会議所

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 Ｖｅｇｅｔａ株式会社 6070001036444 農家が運営する焼肉事業の展開と野菜加工品の開発・販売による６次産業化の推進 山田　圭佑

関東 群馬県 桐生市 清水勇 高品質の道路雑草工事支援サービスの提供 桐生信用金庫

関東 群馬県 前橋市 大黒家 寿司職人が目利きする高品質の鮮魚店で健康社会と食品ロス削減に貢献 高崎信用金庫

関東 群馬県 太田市 アロマイル 訪問型健康管理サービスの提供による健康増進・疾病予防事業 太田商工会議所

関東 群馬県 館林市 かなで商店 持ち帰り専門の唐揚業態への進出による経営安定化を目指す 館林商工会議所

関東 群馬県 前橋市 大澤住建 地域の潜在的ニーズに応える不動産事業の展開及びそれに伴う業務改善計画 しののめ信用金庫

関東 群馬県 沼田市 株式会社ココロ・カラ 4070001036990 熟成技術による食肉商品の開発と新販路への思い切った新分野展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 北群馬郡榛東村 有限会社羽鳥製材所 1070002027372 群馬初！フルオーダーメイドのテレワーク用木造コンテナハウス販売事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 株式会社コミュニケーション 8070001005091 ２０～４０代女性（単身＆子育て世代）への冷凍イタリアン通販事業 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 アイリーオン アウトドア会社だから提供できる、湖畔で四季を楽しむキャンプ場 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 バンフーズ株式会社 1070001035351 お店の味を食卓へ、自動販売機による販売を展開 群馬県信用組合

関東 群馬県 高崎市 合同会社デイグライブ 5070003001835 キッチントレーラー導入によるオリジナル食品の移動販売及びＢＢＱのケータリング事業 株式会社ウィレコンサルティング

関東 群馬県 前橋市 株式会社やる人 4070001036322 やります！新たに洋菓子店進出による㈱やる人、売上Ｖ字回復事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 株式会社ドリーブ 3070001029896 サポート重視で継続できる「心の健康」オンライン講座 高崎商工会議所

関東 群馬県 高崎市 株式会社プレジャーカンパニー 9070001029338 居酒屋から障がい者就労支援のうどん店と高齢者配食事業へ しののめ信用金庫

関東 群馬県 前橋市 パン工房ＳＹＡＴＯＡ ～パンで地域と障害者を笑顔に～（ノーマリゼーションの実現をパン屋として目指す。）　就労継続支援Ｂ型事業所　運営事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社フードビート 8070001029768 新型コロナウイルスなど未曾有の事態に負けない地域内消費の実現 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 レストラン　エキリーブレ 飲食店とユーザーを繋ぎ料理に関する悩みを解決するオンラインプラットフォームを構築する 高崎信用金庫

関東 群馬県 館林市 ＨＮサービス株式会社 4070001021191 太陽光発電施工事業からテイクアウト中心の「海鮮唐揚げ店」への新規参入 株式会社足利銀行

関東 群馬県 前橋市 有限会社群馬共同映画社 5070002001745 独立系ミニシアターの新規顧客獲得にかかる独自イベントの創出 前橋商工会議所

関東 群馬県 みどり市 居酒屋呑々 国道１２２号線の新名物「飲めるティラミス」の移動販売開始事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 みどり市 東陽館 旅館の釣り堀跡地等を活用した枕木デッキのガーデンダイニング 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 有限会社アティック安武内 4070002000302 最難関大学入試受験指導の『映像＋対面』ハイブリッド型の新しい塾創設事業 しののめ信用金庫

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 合同会社ＳＵＮ・ＰＬＵＳ 8070003001626 スポーツ関連の小規模事業者に向けたセールスプロモーション事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 群馬県 前橋市 基本ゼミ 国策であるⅮ✕推進に対応するためのオンラインスマホ教室 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 吾妻郡東吾妻町 筆塵社 絵画図録、マンガ書籍および海外作家とのコラボレーション書籍の出版事業 天野　智章

関東 群馬県 前橋市 青果ダンボール株式会社 7070001001793 広告入りダンボールとソーシャル型共同購入サイトの構築 株式会社足利銀行

関東 群馬県 邑楽郡千代田町 共栄精機株式会社 8070001019083 成長業界である半導体製造装置・医療機器業界参入による事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社プリオウエディングスＴ＆Ｓ 8070001035023 体験型エンターテイメントレストラン、ケータリング事業への事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 吾妻郡草津町 ウーシ 別荘の清掃管理事業から非対面型の直営コテージ経営への業種転換 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 小幡接骨院 柔道整復業から放課後等デイサービスへの事業転換 高崎商工会議所

関東 群馬県 吾妻郡東吾妻町 株式会社Ｌ＆Ａデバイス 7070001018490 竪型射出成型機による、面ファスナーと樹脂の一体成形事業 マーキュリー株式会社

関東 群馬県 吾妻郡草津町 松乃井旅館 好立地の遊休施設をラーメン店に改装し新分野展開で売上拡大 群馬県商工会連合会
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関東 群馬県 前橋市 有限会社プレック 7070002004705 空き家を活用したＢｔｏＢ向けサブスク型簡易宿所事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 渋川市 株式会社ｆａｒｍ　ｌａｂ 3070001027314 農業法人の収入を安定させるバイオマス発電システムの導入提案 ぐんまみらい信用組合

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ババテック 4070001014617 レーザ加工機の導入によるハイテク関連事業への進出とＶ字回復の実現 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 前橋市 株式会社群馬ロイヤルホテル 4070001001029 ＩＴ活用でリモート参加可能なハイブリッドウエディングへの再構築 関　誠

関東 群馬県 前橋市 株式会社アールフレイム 4070001002118 吹付断熱工事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社金城商会 9070001012384 コスト増に悩む運送事業者が荷主に対して提案した増収策 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 邑楽郡大泉町 株式会社モテギ 2070001020237 大型自動車用パイプ切断事業に参入し事業継続化を図る 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 株式会社トネガワ 6070001019829 リフォーム向け金属屋根とパネル連結フレーム製造等の新分野参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社宝 7070001011157 非接触サービスでお客様も安心！クリーニングとスマートランドリー 高崎信用金庫

関東 群馬県 藤岡市 藤岡温泉ホテルリゾート株式会社 1070001029106 温泉旅館から、家族で楽しめる非接触型温泉テーマパークへの転換 ぐんまみらい信用組合

関東 群馬県 藤岡市 サンヨー株式会社 2070001012416 ゼネラル・アビエーション市場のレシプロ機用ピストンエンジン部品の製造と供給事業 株式会社東和銀行

関東 群馬県 富岡市 株式会社細谷フードファクトリー 2070001035912 緊急時も対応。地元にフードファクトリーを新設して始める高齢者向け給食・お弁当事業。 株式会社足利銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社砂永樹脂製作所 3070001019518 ホットランナー金型を用いた複合成形によるＦＣＣ－ＡＳＳＹの提供 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社タクモ 1070001034840 持ち前の研磨加工技術を活かし未経験の素材の蛍光体研磨加工に挑戦 株式会社東和銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ＭＭＪ 4070001014443 低価格で高品質な乳製品製造業への進出で実現する生乳商流の革新 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 有限会社茂木製作所 6070002031254 切削加工による製品製造における事業再構築 ぐんまみらい信用組合

関東 群馬県 渋川市 株式会社クワバラ 8070001023374 建設業界全体が抱える課題解決へ！配管プレハブ加工への進出計画 株式会社東和銀行

関東 群馬県 桐生市 フジハツ工業株式会社 3070001016515 高速レーザ加工技術獲得による防災インフラ市場への進出 株式会社足利銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社キクチ 1070001024809 金属加工技術及び商品開発力を活かした、フードデリバリー関連市場の開拓 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 前橋市 前橋倉庫株式会社 9070001002963 冷蔵倉庫とＤＸ化で挑戦する物流総合効率化のプラットフォーム計画 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 利根郡片品村 株式会社シェモワ 2070001023446 新規事業としてのレトルト食品製造販売事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 株式会社群馬断熱 6070001019135 新分野展開により「医療分野におけるコールドチェーンの確立」に挑戦 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 安中市 イタリア食堂ガットビアンコ イタリア料理店によるイタリアンジェラート専門店の新事業展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 邑楽郡千代田町 株式会社渡來製作所 7070001021321 ナノ加工システム事業への進出による新たな収益源の獲得とコロナ禍が与える影響からのＶ字回復 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 桐生市 株式会社矢野園 8070001036723 残渣ゼロ・低環境負荷型生ごみ消化機の製造・販売業への業種転換 早瀬　達

関東 群馬県 館林市 新井工業株式会社 6010701000655 金属旋盤加工自動化による土木工事機械部品の高精度短納期対応実現 北浜グローバル経営株式会社

関東 群馬県 みどり市 金子建設 クラフト家具の製造販売事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 株式会社Ｇ．スマイルフードサービス 2070001029352 鶏唐揚げ専門店が、２４時間揚げたての味を味わえるサービスを提供 早瀬　達

関東 群馬県 みどり市 石原精密有限会社 1070002022654 複合加工技術の確立による新分野ＥＶ市場での受注拡大 株式会社東和銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社アリギス 3070001000213 ロボットベンダー導入による金属製アウトドア用品製造への進出 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 吾妻郡中之条町 有限会社泉屋 6070002036179 コロナ対応型おっきりこみ専門店出店による地域活性化事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社和興製作所 5070002021272 環境対応自動車に業態転換を行うため、最新型設備導入による加工精度と量産対応力を工場させる再構築事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 甘楽郡下仁田町 株式会社ウエハラ 1070001012012 安心安全なコンニャク精粉を世界へ届けるための生産体制構築 しののめ信用金庫

関東 群馬県 太田市 江川工業株式会社 1070001018785 打設コンクリートの水和熱を効率よく排熱するヒートパイプの開発 桐生信用金庫

関東 群馬県 吾妻郡嬬恋村 有限会社ホテル花月 5070002037095 遊休施設の改装と一棟貸しの宿でワーケーションの新市場獲得 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 館林市 ジャパン開発株式会社 4070001022124 移動式大型エアコンの製造・レンタル 株式会社足利銀行

関東 群馬県 太田市 ライフデザイン 孤独死を減らすコミュニティ型高齢者健康フィットネスクラブ事業 桐生信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社ＥＧＧ 6070001035628 配給大手～ユーチューバーまで！群馬の動画撮影誘致、円滑化事業 高崎信用金庫

関東 群馬県 前橋市 株式会社エーアンドブイ企画 2070001000379 赤城山麓の恵みとＩＴシステムが連携したキャンプ活動体験型飲食施設 早瀬　達

関東 群馬県 みどり市 有限会社斉藤鈑金 2070002023503 最新技術による自動車鈑金トータルサービスへ大胆な業態転換 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 株式会社あったらいいね 2070001035565 ２４ｈ３６５日サポート！ＩＴ人材育成型障がい者シェアハウス 桐生信用金庫

関東 群馬県 桐生市 株式会社大西ライト工業所 8070001015702 新たなニーズである産業機械や医療機器の部品の製造をおこなうことで事業再構築を図る 株式会社商工組合中央金庫

関東 群馬県 安中市 有限会社豊徳 3070002015094 ウィズコロナに対応した新しい葬儀サービス施設の運営事業 武田　歩己

関東 群馬県 高崎市 株式会社フリートプランニング 4070001010822 テレワークと障がい者雇用を可能にする進化版ＢＰＯサービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ジースリー 8070001015396 自社で養殖したうなぎを提供！全室個室レストラン＆うなぎかば焼きのＦＣ事業 株式会社東和銀行

関東 群馬県 太田市 ウォールテック株式会社 2070001029484 塗装技術を活かしたワークショップ・地域密着バーガーカフェへの新事業展開 株式会社足利銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 宮下運輸株式会社 5070001013782 シニアフィットネスの要素を取り入れた新しいスタイルのリハビリ特化型デイサービス 桐生信用金庫

関東 群馬県 吾妻郡高山村 有限会社カネタエンジニアリング 3070002036297 ２０３５年に大量廃棄時代を迎える太陽光パネルのリサイクル事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 株式会社狩野運送 8070001022368 自働包装機を用いて省力化を図り食品包装事業に新たに参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 有限会社スピリッツ 8070002002996 最新マシンを導入した非接触セルフ型美容・健康サロンに挑戦 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社松井製作所 8070002015296 自動車部品の加工業者が家電製品の部品製造で再構築に挑戦！ 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 富岡市 株式会社マルイ物産 4070001012125 「台湾産豚肉の加工卸売事業」への新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 ｅｃｏライフ株式会社 1070001018546 冷凍粉砕技術を活用したオンリーワンのプラスチックリサイクル事業の開始 桐生信用金庫

関東 群馬県 前橋市 神林興業株式会社 1070001027712 薬膳素材に特化した観光農園の構築と運営による新分野展開 株式会社ウィレコンサルティング

関東 群馬県 太田市 株式会社オータニ 3070001018899 高精度加工技術を活かした産業ロボット向け部品生産への挑戦 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 居酒屋　とんとん 独自の仕入れルートと加工内製化による地域コスパナンバーワンの焼肉店の開発 桐生信用金庫

関東 群馬県 みどり市 株式会社新宇商店 9070001015569 完全非接触で宿内完結型地域体験ができる！蔵の一棟貸し事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 みどり市 ＩＮＶＥＮＴＩＶＥ株式会社 1070001027308 クリーンルーム付工場新設によるファブレス脱却 桐生信用金庫

関東 群馬県 太田市 株式会社辺重 9070001025270 ３Ｄプリンターを用いた建築の国内初事業化への挑戦 株式会社東和銀行

関東 群馬県 みどり市 株式会社蓮 7070001024423 和牛の廃棄部位を活用したカジュアルテイクアウトでの事業再構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 渋川市 株式会社ひびき野 7070002027136 自社遊休地を最大限に活用した、グランピング事業への挑戦 マーキュリー株式会社
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関東 群馬県 安中市 株式会社金沢化成 3070001009865 当社初の低圧成形等を活用したロボット・産業用設備部品の樹脂化への参入 竹野谷　周久

関東 群馬県 前橋市 株式会社山崎商店 9070001003739 元材木屋だからできる高級感を出したＤＩＹ家具キットの販売提供 しののめ信用金庫

関東 群馬県 前橋市 三晃メンテクス株式会社 6070001025389 設備メンテナンス業から金属製品製造業への新規参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 佐波郡玉村 らーめん食堂　ＨＩＴＯＴＳＵＫＩ ラーメン専門店が製造する総菜事業への新分野展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 吾妻郡草津町 株式会社コスモス 5070001023781 ターゲットを１８０度変えるテイクアウト併設のカフェへの業種転換 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社三ラージ 7070001014886 不動産というカードを使って社会の問題解決を図る新分野展開事業 株式会社東和銀行

関東 群馬県 館林市 有限会社ユナ厨房 2070002034252 飲食店開業者向け研修および体験用レンタルスペースの提供事業 館林商工会議所

関東 群馬県 太田市 株式会社長尾 5070001019838 人気中古車市場向けの高品質で低廉なレストアパーツの製造販売 桐生信用金庫

関東 群馬県 沼田市 株式会社イノゼフ 7070001037053 北毛地域アクテビティの拠点基地 利根郡信用金庫

関東 群馬県 みどり市 大澤農園 介護×農業　野菜栽培を取り入れた新しいデイサービスのカタチ コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 前橋市 株式会社ネディア 8070001002527 ＩＴ技術で新たな価値を生み出す完全個室型レンタルジム事業への業態転換 久保田　昌宏

関東 群馬県 吾妻郡嬬恋村 株式会社万座亭 6070001024044 観光スタイルの変化に伴い、新たな観光コンテンツ「大自然のサウナで整う」を提供 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 安中市 株式会社Ｌｉｖ　ａｒｔ 4070001029103 ワンストップで行える新たなクラウド型不動産管理システムの構築 しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 ＡＲＩＧＡＴＯ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 7070001025883 軽井沢で親子に非日常のワクワクを体験してもらう貸別荘事業 株式会社ＵＩ志援コンサルティング

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社群馬サイクルスポーツセンター 9070001023472 自然と文化とスポーツを融合させた新世代マルチパーパスオートキャンプ場の実現 新井　一成

関東 群馬県 みどり市 有限会社丸光工機 9070002024833 半導体製造装置分野への新規参入と難削材加工への挑戦 酒井　豊

関東 群馬県 利根郡昭和村 有限会社農園星ノ環 7070002036021 畑からテーブルへ一直線！農家と消費者が共につくる共創型飲食店 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 桐生市 有限会社新明電機工業 2070002023684 伝統技術「刺繍」と「リユース」を融合した事業再構築 酒井　豊

関東 群馬県 桐生市 株式会社エムズ 9070001016914 プリント屋からお弁当屋さんへ！～地域に愛されるお弁当屋さんを目指して～ 酒井　豊

関東 群馬県 前橋市 前𣘺園芸株式会社 4070001002951 自然再生技術を使うグランピング事業への展開 税理士法人鴻田会計事務所

関東 群馬県 高崎市 有限会社駒井技研 6070002014119 ポストコロナで必要とされる新型医療機器部品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

関東 群馬県 前橋市 株式会社ニッポンアカデミーサービス 8070001000398 オリジナルｅｃｏ容器でホテル品質のお弁当販売事業へ挑戦 水谷　弘隆

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ＨＵＧ　ｄｅｓｉｇｎ 7070001035362 カーボンニュートラル・レジリエンスの実現に向けたゼロエネルギー住宅を提供する事業へ新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 吾妻郡中之条町 有限会社田村旅館 4070002036610 「一日中満喫できる宿への転換」温泉ワーケーション、客室高付加価値化、プレイラウンジ新設による事業再構築計画 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 館林市 株式会社アーデントコミュニケーション 6070001022064 折込チラシで繋ぐ新たな流通プラットフォーム事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 みどり市 株式会社相羽通建 6070001015506 ＩＣＴ施工技術での物流施設建設需要への対応による新分野展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 前橋橋本合金株式会社 3070001003001 半導体製造装置及び産業用ロボットの部品製造事業の新規構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 館林市 赤城車体工業株式会社 4070001021555 大型商用車・建設機械に対応した環境配慮型鈑金塗装工場の構築 館林商工会議所

関東 群馬県 太田市 株式会社ニノミヤ 7070001019935 ＥＶのＰＣＵインバーターパワーモジュール用部品製造による新分野展開 北浜グローバル経営株式会社

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社ぐんぱつ管理 2070002018833 ドローンソーラーマネジメント 桐生信用金庫

関東 群馬県 太田市 株式会社ダイコー 9070001022425 自動化・省人化・非接触化を実現したテイクアウト事業への展開計画 桐生信用金庫

関東 群馬県 太田市 山恵鉄工株式会社 6070001019300 塗装工程の自動化による生産性／品質／従業員満足度の向上事業 株式会社足利銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 ベスト薬局株式会社 7070001031196 従来の野菜卸売から調剤薬局への事業転換 アイオー信用金庫

関東 群馬県 前橋市 株式会社茶野電機工業 1070001025237 技術シナジーを活用したスマート農業と食品事業への新分野展開 高崎信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社佐藤精機製作所 2070001007044 ＥＶ向け急速充電器のアクチュエータ部品製造事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 有限会社小倉鋼材 5070002028524 金属製品製造業における事業再構築 桐生信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社ダイテック 4070001007579 成長分野である医療機器部品製造事業への新規参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 梅古庵 国選定保存技術「烏梅」を使った古来伝統製法・黄金紅花コスメ開発と体験型観光の提供 奈良県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 特定非営利活動法人ハートフル 2070005002454 地元で採れた野菜を使用した無添加パンの製造販売に挑戦！ かなた税理士法人

関東 群馬県 高崎市 高崎弁当株式会社 5070001007512 自動販売機食堂における食料品の販売 税理士法人つなぐ

関東 群馬県 高崎市 株式会社エーティークリエイト 9070002014669 化粧品向け高品質合成樹脂製品の効率的多品種一括生産による販売 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 みどり市 有限会社ミヤマ全織 3070002024896 「浴用生地製造」からファッション、アパレル向け商品を初めて製造し新分野展開を図る 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社赤松園 4070001015094 造園会社が作る、群馬初「見て釣って食べて学ぶ」水族館 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社仲沢酒店 1070002011310 地元で食とお酒のマリアージュが楽しめるビストロ＆ベーカリー事業の新規展開 森田　昇

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 有限会社茂木製作所 9070002031276 金属部品加工業における事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 利根郡片品村 尾瀬酒販株式会社 4070001031505 古民家再生と一棟貸切非接触の宿泊施設開業事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 吾妻郡長野原町 株式会社軽井沢高原ファーム 1070001032010 かくれの湯・自然体験型宿泊事業計画 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 有限会社大進工業社 3070002003231 製造業が行うスキルアップ特化型の就労継続支援Ｂ型事業 しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 マリアンベル株式会社 6070001037822 近年需要が高まっている、男性専門の美容サロン店に挑戦する事業 かなた税理士法人

関東 群馬県 桐生市 灯屋煙火店 花火打上イベント業が新たに花火製品を製造しＷｅｂ販売を行う 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 沼田市 有限会社昌立 3070002034846 郊外型大型ベーカリーショップ出店による新事業構築 株式会社渡辺経営コンサルティング

関東 群馬県 桐生市 株式会社フクル 1070001030682 脱炭素社会に向けたアパレルＤ２Ｃ向けＤＸ物流事業 桐生信用金庫

関東 群馬県 前橋市 松島工業株式会社 3070001003050 革新的ＩＣＴ建機による業務体制を再構築し、コロナに対応したＩＣＴ施工体制の実現を図る 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 桐生市 株式会社福田造園 1070001016500 剪定枝処理と加工品生産で造園業から処分業、製造業へシフトチェンジ 桐生信用金庫

関東 群馬県 沼田市 岡村工業株式会社 8070001023168 新型コロナウイルスによる売上低下からＶ字回復するため、ＩＴＣ施工体制を再構築する 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社ボスケット 5070001030828 冷凍自動販売機を活用した非対面式ビジネスの構築 桐生信用金庫

関東 群馬県 前橋市 株式会社吉田鉄工所 8070001003401 超高層ビル等の大型鉄骨の加工及び管理体制を構築する 株式会社東和銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社金子通商 9070001031178 運送業者がコンビニエンスストア向け青果卸業と青果販売業に挑む 早瀬　達

関東 群馬県 佐波郡玉村 株式会社プラスＷ．ＵＮＩＴ 9070001030353 医療機関から回収される病衣のリネンサプライ事業を開始し売上拡大を目指す 福田　秀幸

関東 群馬県 前橋市 塩原建設株式会社 4070001001573 廃木材のリサイクルでバイオマス燃料供給事業に進出 しののめ信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ツイップス 1070001031722 地域活性化に寄与するキッチンカーレンタル事業の立ち上げ 水谷　弘隆
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関東 埼玉県 熊谷市 有限会社ミニヨン 6030002114285 アクセサリー×インテリア雑貨＝大人の女性に家と外での輝きをプラス 熊谷商工会議所

関東 埼玉県 朝霞市 有限会社ノア 7030002059141 熟練の衣類クリーニング技術を生かした、皮革メンテナンス事業の展開 東京信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社Ｏｆｆｉｓｉｓ 6011501021494 ウィズコロナ時代のオフィス向け新システム　ゼロトラスト型セキュリティシステムで情報を守る 西武信用金庫

関東 埼玉県 川口市 有限会社熊上製作所 4030002102390 高精度測定による微細加工技術力の高度化で挑む工作機械市場への新分野展開 佐山　壽一

関東 埼玉県 川越市 ふじ乃 創業５０年の和菓子屋による魅力ある和カフェ事業の展開 川越商工会議所

関東 埼玉県 吉川市 株式会社十八屋 5030001065448 デザイン印刷事業への新分野展開による飲食店サポートと新規販路開拓 小櫃　義徳

関東 埼玉県 戸田市 株式会社エクサネット 8030001023238 クラファン２５００％達成のボードゲーム製販事業で経営基盤の安定拡大へ 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社ハイブリッチ 3030001006800 ポストコロナで必要性の増す情報セキュリティ対策を運用面で支援する新事業を展開 西川貴人

関東 埼玉県 児玉郡神川町 株式会社オーエム製作所 3030001060475 自動車産業ＥＶシフトに向けた高度切削加工技術を用いたアルミ部品加工への業態転換 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 川越市 株式会社ちゃぶだい 6030001127866 街につながるコミュニティハブ型共同居住賃貸住宅（シェアハウス）事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 坂戸市 株式会社パラメディックス 7030001118856 子ども食堂も担う栄養士が監修した「美味しい」と「栄養」が融合した飲食店 株式会社シーダブリューエム総合経営研究所

関東 埼玉県 久喜市 栗橋ひめプラザ協同組合 3030005004726 共同施設改修によってコロナに負けず活気再生 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川口市 富林株式会社 2010901032007 国際色豊かなスーパーマーケット及びＥＣサイトの新規開業 栗山　貴志

関東 埼玉県 さいたま市中央区 プラザ歯科 コロナ禍ニーズに対応したデジタルを主とした低感染リスク型歯科への転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 所沢市 株式会社ライズフロムザランクス 3030001030610 オーダーメイド立体造形物の自社製造販売で売上Ｖ字回復！ 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 東松山市 ＤｏｇＳａｌｏｎ本町１丁目 「おひさまＤｏｇＲｕｎ」で、ワンちゃんと飼い主の憩いの場所の創出 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市緑区 有限会社池田左官工業 2030002098598 リハビリテーション施設の開設・運営 野竿　健悟

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社ＫＯＲＯ 7030001109979 買い物又はネットショッピングが困難な高齢者等の為の配達飲食サービス事業 税理士法人前嶋事務所

関東 埼玉県 朝霞市 株式会社司総業 2030001048364 シュミレーションシステム付ゴルフ練習場新設事業計画 みどり合同税理士法人

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 Ｆａｍｉｌｌｅ～ふぁみーゆ～ 中高年およびシニア世代を対象とした、体に負担の少ない介護脱毛事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 秩父郡長瀞町 株式会社カルロッタ 6030001109823 「キャンプ　ｄｅ　お蕎麦」「そば屋のそば鍋」の開発とＥＣ販売 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 熊谷市 有限会社レジェンドプランニング 1030002118869 「自宅までお届け・キャンピングカー楽々グランピング」及びキャンプ用品プロデュース 乾　弘明

関東 埼玉県 和光市 有限会社アタック七十度 1030002064849 マンションコンシェルジュからのドライクリーニング受注事業計画 みどり合同税理士法人

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 金辰左官工業株式会社 9030001125900 自然素材「漆喰」を目と肌で感じられる体験型展示スペースの建設 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 新座市 有限会社野火止製作所 7030002061824 銀イオン水殺菌装置の開発、製造、拡販による事業再構築 川口信用金庫

関東 埼玉県 行田市 エルバ パスタ専門店からカフェ・ランドリー・レンタルキッチンの複合店舗への新分野展開 行田商工会議所

関東 埼玉県 川口市 株式会社パークホーム 8013301030327 近場で貸別荘気分を味わえるトレーラーハウス事業 サポート行政書士法人

関東 埼玉県 本庄市 株式会社ＳＳＥ 2030001118200 通販・自販機用オリジナル牛すじ煮込みの商品化による事業再構築 本庄商工会議所

関東 埼玉県 春日部市 有限会社平間 3030002071752 既存事業の内装力を活かした「エコ」エステ事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 埼玉県 深谷市 株式会社アンブロシア 6030001106390 焼肉店から「黒毛和牛Ａ５ランク」カフェレストランへの事業転換 深谷商工会議所

関東 埼玉県 桶川市 有限会社寿管工 2030002056993 貸別荘をショールーム化して拡販に挑戦する元請け型リノベーション事業 榎本　幸雄

関東 埼玉県 川越市 イーグルトラベル株式会社 5030001054293 地球環境貢献型ＥＶバス販売事業による新たな成長機会の追求 川越商工会議所

関東 埼玉県 蕨市 株式会社花光 2030001135022 既存事業の不振による美容サロン経営への業種転換 行政書士法人ＩＮＱ

関東 埼玉県 新座市 株式会社凜大産業 7030001119292 地域の方とより親密に。元請けになるための新規事業立ち上げ 平光　史明

関東 埼玉県 さいたま市南区 錫光 ウィズコロナに対応する、錫工芸職人を育成するカレッジ事業 川口商工会議所

関東 埼玉県 所沢市 日本酒ＢＡＲ　袂 飲食店経営を活かした日本酒専門の酒販店への業種転換 東京商工会議所

関東 埼玉県 朝霞市 合同会社榮 7030003007917 葬儀施設を新設し、新たな収益柱とするとともに社会インフラの整備に貢献する事業 小澤　竜一郎

関東 埼玉県 さいたま市桜区 株式会社ＭＤＳ 6030001011921 デジタル技術を活用したダイエットフィットネス事業の構築 古賀　雄子

関東 埼玉県 狭山市 有限会社宮野園 3030002034437 地域の買い物難民を救え！お茶屋が元気にする移動販売宮野丸 白川　淳一

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社ジーアンドイー 6030001017522 ギターレッスンのオンライン化によるデジタルコンテンツ提供事業 青木信用金庫

関東 埼玉県 和光市 ＬＯＲＥ テイクアウト・デリバリーをメインとした新店舗による業態転換 川井　良訓

関東 埼玉県 川越市 一般社団法人ふるさと人材交流支援機構 7030005019893 まちづくり法人が取り組むＩＴプラットフォーム構築事業 堀江　克

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社一膳粋食 1030001029043 人気居酒屋の経験と技術を活かした総菜ベーカリー構築・運営事業 税理士法人ライズ

関東 埼玉県 川口市 ＨＯＨＯ株式会社 6030001081312 コロナ渦でもお客様が元気になる化粧品＆健康食品の販売事業 川口商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社リビコー 4030001009059 デジタルサイネージ活用による総合広告プロデュース業で事業再構築 伊藤　洋介

関東 埼玉県 和光市 Ａｎｃｅｌ 女性の美容と健康をワンストップでサポートする「地元エステ」 株式会社クロスタウン

関東 埼玉県 秩父市 Ｓｕｎ　ＤＯＬＣＥ 贈答・通販・ＯＥＭジェラート開発による新ビジネスモデルの構築 秩父商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市中央区 キハラ・プリザベーション株式会社 9030001013221 歴史的著作物のデジタルアーカイブ保存事業への挑戦 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 鉄生会鋼業株式会社 5030001109741 一人親方の業務支援アプリ「親方台帳」の販売と施工業者との連携 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 大宮なりた歯科医院 歯科医院のデジタル技術刷新による技工所開設と包括的診療の強化 株式会社東京経営サポーター

関東 埼玉県 川口市 株式会社工房 3030001082610 全国へ展開！キャンプ場サブスクリプションサービスの開設 川口商工会議所

関東 埼玉県 上尾市 グリーンエージェント株式会社 8060001013822 経営資源を最大限に活かすミールキット製造への進出 伊藤　洋介

関東 埼玉県 さいたま市緑区 ルートフォー 素材・製造技術と人をつなぐ、プロダクトプラットフォーム事業 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 吉川市 株式会社ホウユウ 8030001066526 ３Ｄ－ＣＡＤ等のＩＴスキルに特化した障害者就労移行支援事業 中内　善文

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 有限会社一の家 5030002001484 創業明治１８年の料亭のテイクアウト・デリバリー事業への進出 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 埼玉県 加須市 株式会社ネットワーク 2030001031238 飲み放題卓上サーバー付焼肉店へのＦＣ加盟による飲食事業展開 ＦＵＮＳ税理士法人

関東 埼玉県 川口市 株式会社ひかり塗装 3030001076868 店舗とＷＥＢを活用しＢｔｏＣ事業への進出 川口商工会議所

関東 埼玉県 川越市 有限会社堀越商店 6030002075024 酒のプロが行う埼玉県産「地酒×食材」によるコンシェルジュ事業 川越商工会議所

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 金誠株式会社 3030001120056 既存の輸出入業から、地域外国人コミュニティを活かしてトータルビューティーサロンを運営する。 増田　考邦

関東 埼玉県 加須市 食堂カフェＬａｕｇｈ 真空包装機による真空技術を用いた料理及び惣菜の加工販売事業 ＦＵＮＳ税理士法人

関東 埼玉県 川口市 株式会社ｓｏｕｉ　ｗｏｏｄｗｏｒｋｓ 6030001106028 ショールームにカフェを併設し、顧客層の拡大を狙う 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ
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関東 埼玉県 春日部市 クイーン スナックバーから自然に囲まれたエステサロンへ業種転換 山部　浩平

関東 埼玉県 戸田市 株式会社本気塾 7030001023197 小学生に向けた毎日通える放課後教室を運営 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社Ｌｉｔｔｌｅ　ｎｙｍｐｈ 3030001016378 新分野展開による美容室からトータルケア企業への事業再構築
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 埼玉県 上尾市 有限会社清栄電気工事 5030002054169 セルホワイトニング事業【オーラルケアで健康寿命を延ばす】 上尾商工会議所

関東 埼玉県 新座市 株式会社プルアップ 6030001127503 オン／オフラインでのハイブリット型による総合育成プロデュースへの業態転換事業 鬼塚　明日海

関東 埼玉県 川口市 滙智徳康株式会社 4030001116458 日本発Ｎｏ．１パネルシアターブランドの中国進出事業 川口商工会議所

関東 埼玉県 鶴ヶ島市 株式会社市来 9030001101595 居酒屋が展開する特製弁当、人気総菜のテイクアウト事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 志木市 タッチアップ行政書士事務所 交通事故被害者・接骨院・行政書士・弁護士のマッチングサイトの展開 下野　錦

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 北村　聡美 ニューノーマルにおける子どもの居場所創出事業 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社ルセット 7030001126124 ホテルの空きテナントを利用した「児童発達支援教室」事業への新事業展開 ＭＭＧ税理士法人

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社カネダイ協立水産 8030001100061 水産卸が魚目利き技術を用いてイタリア料理店のテイクアウト販売に挑戦 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 有限会社ミュージカル座 4030002013101 舞台のデジタル化を促進する国産オリジナルミュージカル映像制作事業 原正一

関東 埼玉県 日高市 株式会社Ｆａｓｃｉｎａｔｉｏｎ 2030001097246 女性客にやさしく・よろこばれる「本格カフェ」の展開 川越商工会議所

関東 埼玉県 久喜市 有限会社クリエイティブ中央 9030002037987 総合的な美をプロデュースするセルフエステ・飲料事業への展開 株式会社令和コンサルティング

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 ＩＷＯ株式会社 1040001089193 オンラインチェックイン×コンテナハウスによる宿泊業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 埼玉県 和光市 株式会社光英科学研究所 5030001047322 乳酸菌発酵調味液の開発・販売と「おなか元気のまち・和光」事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川口市 エスアシスト 人にも社会にも温かい全く新しい「もつ串居酒屋」新規出店計画 北田　健太

関東 埼玉県 入間市 株式会社パートナーズリンク 4030002037091 強みを活かしたハウスクリーニング事業への進出による地域貢献 横田　武久

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社エクスプラウド 7013201017301 日本初の『車ごと移動写真館』の事業立ち上げとＦＣ展開 尾亦　周平

関東 埼玉県 上尾市 株式会社ビックサドー 2030001041914 コロナ禍で疲れた身体を癒すドライヘッドスパ事業の新規展開による再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 埼玉県 飯能市 株式会社勇者部 6030001109162 映像制作会社による、ライブ配信に特化した貸しスタジオの新事業展開 多摩信用金庫

関東 埼玉県 川越市 株式会社リアル 7030001030020 サッカーコーチ養成スクールの推進事業 川越商工会議所

関東 埼玉県 入間郡毛呂山町大字市 オーエルピー株式会社 4030001098052 安曇野米おむすび『結』をコンテナ店舗で展開する事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 加須市 タイヨウ 今までとは全く違った商品を取り入れ業態転換しコロナを乗り切る。 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 深谷市 Ｄ・ＢＡＳＥ株式会社 2030001088212 エディブルフラワー＆ハーブを用いた地産地消小売店の展開 齊藤　光介

関東 埼玉県 さいたま市北区 佐藤　孝 キッチンカー新規導入による馬肉カレーの弁当およびレトルト販売 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 埼玉県 比企郡小川町 精華 飲食店「精華」から、餃子卸・販売の「精華」への生まれ変わり サポート行政書士法人

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社ホーリ 6030001007746 発達障害児の未来を拓くオーダーメイド療育の児童発達支援事業所展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 草加市 株式会社Ｔｗｉｎｋｌｅ　Ｂｅａｕｔｙ 9030001123763 対人接触機会を減らしたネイルサロン 井上大輔

関東 埼玉県 深谷市 ＲＯＳＥ　ＬＡＢＯ株式会社 3011603001686 無農薬バラを活用したバスケア用品への展開と内製化によるⅤ字回復 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 春日部市 株式会社ＷＯＭＥＮコロシアム 2030001120412 地域住民向け「オンラインフィットネスサービス事業」への新分野展開 若杉　拓弥

関東 埼玉県 和光市 株式会社Ｍ．Ｅ．Ｕ 7030001049779 細かい粘土彫刻を陶磁器に活かす開発と製造販売展開 松村　秀樹

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社アンダー 7030001122313 からあげフランチャイズ（からあげの匠　越谷店） インテグリ税理士法人

関東 埼玉県 吉川市 合同会社ＳＴＵＤＩＯ１５ 7030003018229 フィットネススタジオを使った介護予防運動特化型通所デイサービス事業への参入 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川越市 株式会社Ｕｎｅ　ａｔｔａｃｈｅ 2030001122094 非対面・非接触かつテイクアウトに特化した鶏肉餃子事業計画 廣瀬　好伸

関東 埼玉県 久喜市 株式会社べっこうや 5030001031334 医療モール設立により医療から葬祭までの一貫事業化 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川口市 株式会社五和 7030001073795 水産加工技術を活かした新たな総菜開発と通信販売による新分野展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 越谷市 株式会社ｗａｙ　ｏｆ　ＬＩＶＩＮＧ 9030001138679 美容室と高齢者施設をつなぐ、サブスクリプションサービス事業 神前知郁

関東 埼玉県 秩父市 株式会社キタムラ 5030001090702 リモートワークに最適な個室『ハナレ』の製造ＥＣ販売 山本　孝之

関東 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 株式会社イーステップ 3030001098937 需要が増加しているドローンを活用した建物等の調査点検事業 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社水花 5030001087772 ＩｏＴによる食品工場向けユニフォーム専用生産工程の再構築 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 清光運輸有限会社 5030002021268 運送業で培った人脈を活かしてのトラック塗装及び定期点検事業への進出 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 入間市 株式会社ＳＡＹＡＭＡ　ＴＥＡ　ＳＴＹＬＥ 9030001127236 茶室を活用した『お茶の駅レストラン』の新規開設・運営事業 中村　伸介

関東 埼玉県 八潮市 株式会社エフティーワークス 4030001038198 新切断方法の導入による加工対応素材の拡大・試作品製造事業によるＶ字回復計画 シェアビジョン株式会社

関東 埼玉県 秩父市 株式会社清水金物 1030001090763 地域初～人とペットが安心できるペットサロン・ホテル事業の展開 秩父商工会議所

関東 埼玉県 深谷市 有限会社ホームメンテナンス 7030002119060 鉄骨建設事業の地域協業関係を活かした「牛ふん堆肥小売」新事業の開拓 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 川越市 株式会社オー・テック 1030001058265 屋根工事業から屋根部材製造業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社デネット 6030001017670 中小企業のＤＸを支援するＩＴ人材マッチングプラットフォーム マジェステ株式会社

関東 埼玉県 さいたま市北区 有限会社清香園 2030002007757 盆栽の魅力を世界に伝えるオンライン教室への転換と海外市場への新分野展開 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社Ｔｏｉｖｏ 1030001134355 ＩＴツールを活用し、木のマンションリノベーション技術を全国に提供する事業 川口信用金庫

関東 埼玉県 坂戸市 株式会社アットナチュレ 8030001092431 ショールームとＷｅｂ内覧会を併用、工務店の家具販売の事業化 株式会社シーダブリューエム総合経営研究所

関東 埼玉県 川越市 株式会社豊翔 6030001056834 翻訳対応、学術書「出版ＡＩシステム」構築に依るＤＸ出版社へ転換 株式会社東都経営力向上センター

関東 埼玉県 所沢市 野老社中株式会社 7030001115085 ポストコロナの地域密着型「地ビール３事業」でビールメーカーへ転換 渡邉勝次

関東 埼玉県 秩父市 株式会社慈眼 1030002122805 大切な人との別れの時を過ごせるポストコロナの新しい葬儀サービスの展開 若杉　拓弥

関東 埼玉県 坂戸市 有限会社近藤鉄工所 3030002092377 ＦＭＳファイバーレーザシステムを活用した高品質製品の短納期生産プロセス構築による新分野開拓 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 上尾市 ブルームーン 美容院経営により培ってきた独自ノウハウを活かした新分野展開 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 ふじみ野市 株式会社関東合紙 8030001028229 自動平盤打抜機を利用した梱包資材の生産による新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 埼玉県 春日部市 有限会社みそう商店 9030002071672 建設用重機導入による解体事業の新分野展開と社会インフラ再構築への貢献 川口信用金庫

関東 埼玉県 飯能市 株式会社鈴栄製作所 7030001090139 シート＆ソリッドカット工法による医療機器市場への参入 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 深谷市 トライム株式会社 7030001087606 碍子１００％再生活用した高品質、低コストの自社製品開発とグリーン建材市場への参入 株式会社足利銀行
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関東 埼玉県 さいたま市中央区 埼玉精機株式会社 3030001003319 超高精度・超平坦度加工技術による新分野展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 越谷市 株式会社赤土製作所 3030001063486 生化学業界向け製品ライン構築に向けた精密加工を実現する合理化生産プロセスの構築 株式会社栃木銀行

関東 埼玉県 行田市 株式会社ＳＬＯＮ 2030001139948 愛犬家をターゲットとした時間が有効活用できる複合施設の展開 行田商工会議所

関東 埼玉県 深谷市 株式会社ピーエックス 5030001086519 輸入家具及び建材を利用した移動式コンテナ店舗ハウス販売事業 深谷商工会議所

関東 埼玉県 川越市 株式会社アシバックス埼玉 3030001013053 中古農機具の買取り販売を通した農業の活性化事業 滝田　薫

関東 埼玉県 入間郡三芳町 株式会社ＵＣＨＩＤＡ 8030001057822 ハイブリット材加工技術確立による次世代モビリティ産業への参入 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社かんなん丸 6030001001831 アフターコロナの経済復興に向けた昼営業主体でテイクアウトもできるカジュアルイタリアン業態の事業再構築計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社トミゼンフーヅ 6030001005840 ギフト需要の変化に対応した新規商品を開発し新たな顧客獲得 税理士法人総合会計事務所

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 モリソン工業株式会社 8030001008453 最新技術によるデジタル印刷機向け微細ばね製造の新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

関東 埼玉県 和光市 株式会社古丹 7030001046677 餃子無人販売店を核に地産地消による地域連携 東京信用金庫

関東 埼玉県 久喜市 プレッツァ イタリア料理店の隣店舗活用による新分野展開（①ワイン小売②テナント業） 小林　工

関東 埼玉県 ふじみ野市 有限会社興陽電器製作所 7030002075907 非鉄金属のレーザー試作から量産工程までの生産体制確立による新規分野の開拓 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 朝霞市 株式会社Ｍ－ＴＥＣ 6030001047742 競技用ＥＶパワートレインの量産開発及び販路拡大 ＰｗＣ税理士法人

関東 埼玉県 朝霞市 エムザジャパン株式会社 6030001044649 インテリア提案・販売を対面からオンライン・ライブコマースへ転換 マジェステ株式会社

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社ベネック 7030001007596 リネンヒン投入後の自動化、及び仕上げ工程の自動化を図る事業再構築 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 三郷市 株式会社夢廣房 9030001037022 地域住民の健康作りに貢献する中高年層向けフィットネス新規展開 株式会社エム．サポーティング

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社春日井 3030001085398 ポストコロナで必要とされる自動運転用部品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

関東 埼玉県 さいたま市桜区 株式会社才木工業 8030001123871 サクッと近場で、キャンプを、より手軽に、より快適に、そして日常に！！ 青木信用金庫

関東 埼玉県 川越市 有限会社横山木工 3030002032985 デザインの高度化に対応したハウスメーカー向け家具・建具分野への新事業展開 川口信用金庫

関東 埼玉県 朝霞市 株式会社西工業 3030001050303 屋内設置型透析排水ＰＨ中和処理装置製造および販売 アイリス税理士法人

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 有限会社Ｓ・ＭＴＡ 2030002007518 急速冷凍で魚もお寿司も無駄なく、おいしく、２４時間販売！ 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 有限会社鮒又 3030002021658 カルチャースクール、貸会議室、テレワークオフィス事業への参入 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 越谷市 株式会社ハイスタッフ 3030001098631 現役プロからレッスンを受けられるシミュレーションゴルフ場の経営 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 東松山市 すがぬま歯科医院 訪問診療と外来診療を組み合わせた診療サービスによる医療弱者に対するかかりつけ医機能の確立 シェアビジョン株式会社

関東 埼玉県 川越市 小川組 飲食店における本格的海鮮料理提供の生産性向上を叶える海鮮食品冷凍品の製造販売 株式会社東都経営力向上センター

関東 埼玉県 八潮市 有限会社古川断熱 5030002047767 熱絶縁工事の知見を活かし外装用金属製ラッキング材製造へ進出 船越　良人

関東 埼玉県 蓮田市 株式会社シェーンブルー 9030001019210 エステサロンノウハウを活かしたセルフエステ事業への進出 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社八木橋 2030001085291 新たな協業による次世代顧客の取り込みと地域創生を目指す地元密着型百貨店の復活計画 シェアビジョン株式会社

関東 埼玉県 ふじみ野市 有限会社福沢屋 2030002076182 食事を楽しみながらゴルフを本格的に始められるゴルフバー 白川　淳一

関東 埼玉県 和光市 株式会社ジュア・プロ 5030001048907 シェアリングサービスで脱炭素を推進するプラットフォーム開発 土井　康二郎

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社インプリミス 6030001017274 車両制御信号解析事業（ＣＡＮ解析） 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 さいたま市中央区 仁科工業株式会社 9030001006464 新たに需要の高い医療機器・ＥＶ分野の部品の電解ニッケルめっき処理に挑戦！ 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 所沢市 株式会社ＮＡＫＡＭＯＴＯ 8030001120514 テニス人口拡大とトップ育成を実現するテニススクール開校 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 北本市 有限会社新井製作所 2030002083055 難削材の高精度旋盤加工に特化！非接触型決済需要の新規獲得事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 ＲｅＰｌｕｓ有限会社 3030002059368 家具修理業を中心とした廃棄家具の削減ビジネス 税理士法人ほはば

関東 埼玉県 戸田市 佐竹マルチミクス株式会社 2120001155762 高度金属加工技術による大型攪拌機の非対面型生産プロセスへの業態転換 株式会社りそな銀行

関東 埼玉県 行田市 株式会社大堰観光バス 1030001086753 いちご一会のおもてなしツアーにて行田を観光で輝く街に！出発進行 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 戸田市 株式会社小田島商店 6011602002261 タイにおける新たな牛肉文化をＪＡＰＡＮブランド牛と電子決済システムで作る 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 和光市 株式会社アネラ 9011001065849 まつエク店の知識と技術を生かしたレディース増毛サービスの開始 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 幸手市 株式会社ナビ 5030001032423 地元応援！ビジネスホテルからテレワークデイユースへの新展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 新座市 有限会社栗山製作所 6030002060975 医療機器用精密金型駒部品のμ加工と品質保証体制の実現 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 三郷市 株式会社マルヨシ 4030001037010 ＤＸとシェアリングで高品質な専門流通加工をお手軽に！ 木村　祐司

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社カプセルイン大宮 2030001012122 「働く」と「癒し」の融合。大宮初！個室サウナ事業。 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 加須市 株式会社ヘリフライト 3030001016428 何でも相談と農業の課題解決に寄り添うドローンセンターの開設 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 秩父郡横瀬町 株式会社武甲養蜂場 8030001104434 抗菌作用や保湿効果に優れる国産ミツロウ化粧品の製造販売事業 秩父商工会議所

関東 埼玉県 児玉郡上里町 イシイ印刷株式会社 5030001060878 エンタメと地域ビジネスの融合により相乗効果をもたらす事業への転換 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 上尾工業株式会社 1030001042285 自転車のデジタルＤ２Ｃブランド事業への新分野展開 井上大輔

関東 埼玉県 狭山市 有限会社エース商会 2030002033282 生産から移動販売まで「美味しい」を物流でつなぐ一気通貫フードビジネス 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 春日部市 株式会社協栄ビジネスプリント 2030001052300 顧客ニーズに叶ったオリジナルバリアブルプリント製品の開発 岩城　哲夫

関東 埼玉県 加須市 いろんなＣ株式会社 8030001143399 既存事業（精肉店）の廃材を活用したペット用フードのＥＣ販売事業 ＦＵＮＳ税理士法人

関東 埼玉県 児玉郡上里町 有限会社ポラリス 5030002081915 高い医療依存度を対応できる安全・安心のホスピス事業の展開 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 戸田市 株式会社大崎 7030001020104 ピザレストランがピザテイクアウト専門店を開店して利益向上 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 三郷市 株式会社益基樹脂 8030001038384 当社の強みを活用した海と空の現代アートミュージアム開設事業 株式会社静岡銀行

関東 埼玉県 蕨市 株式会社シバタホームズ 1030001021041 建設関連中小企業の新発注システムによるＤＸ化 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 狭山市 有限会社トータルクリーンサービス 6030002034112 ＥＣサイトにより外構工事の実績を活かした施工できる卸へ新規参入 飯能信用金庫

関東 埼玉県 草加市 ナガヤス工業株式会社 4030001035385 デジタル技術で挑戦、ニューノーマル対応型建設業への大胆な再構築 草加商工会議所

関東 埼玉県 蕨市 株式会社テクニカルアーツ 5030002026127 医療向け刃物事業への注力に向け工場移転・設備導入による生産体制の強化 飯能信用金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社Ｏｎｅ　Ｏｃｅａｎ 2030001125675 川口駅至近・地域唯一の個室サウナの新設と既存事業の実店舗化 株式会社エイチ・エーエル

関東 埼玉県 新座市 株式会社モトキ 2030001045510 機密管理体制を活かした、印刷～発送のワンストップ物流サービス 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社武井工務店 6030001082657 大工が作る「ハンドメイド家具販売」「オフィス家具販売」～自分だけのオリジナル家具 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 春日部市 株式会社ＦＩＲＳＴ 7030001132469 建設業現場事務代行の強みを活かした現場管理ＤＸ事業への再構築 若杉　拓弥



22 / 145 ページ
事業再構築補助金　第４回公募　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 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

関東 埼玉県 坂戸市 株式会社フォーサイス 4030001070184 インターネット配信や収録に対応したスタジオ事業による事業再構築 飯能信用金庫

関東 埼玉県 行田市 株式会社あさひケアサービス 7030001088587 デイサービスの事業化による、地域の互助機能、福利厚生機能面での貢献 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 川口市 アール・スリー株式会社 5030001119245 加工食品・雑貨・液体商品の梱包包装・検査事業への進出 川口信用金庫

関東 埼玉県 三郷市 株式会社広瀬製作所 6030001132346 一貫加工による工程短縮と精度改善による半導体製造分野への進出 亀有信用金庫

関東 埼玉県 本庄市 株式会社プロスパー 6030001130102 地産地消メニューを提供するコインランドリー併設カフェの新展開 埼玉信用組合

関東 埼玉県 ふじみ野市 有限会社ウィット 7030002078785 コロナ禍における非対面サービスを中心としたクリーニング店への転換 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 桶川市 有限会社ハートサービス 1030002056020 歩行リハビリ特化型デイサービス事業への参入計画 丸山　達也

関東 埼玉県 日高市 株式会社大内製作所 3030001128933 最先端ＮＣ機械設備の導入による産業用電気機械器具市場への進出 飯能信用金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社エム・ジェイ・ウッド 6030001038766 マッチングサービスによる建設業の職人不足問題解決 伊藤　洋介

関東 埼玉県 川口市 有限会社遠山木型製作所 2030002105305 大型木型技術を活用した気候温暖化問題対策治水事業への貢献 青木信用金庫

関東 埼玉県 熊谷市 ＫＯＮＮＯ工業株式会社 8030001121735 鉄鋼部品製造企業による厚さ９ｍｍ以上の金属切断事業への業態転換 北村　亮太

関東 埼玉県 川口市 有限会社菅原熱処理工業所 4030002099058 金属熱処理業における事業再構築 青木信用金庫

関東 埼玉県 吉川市 有限会社伊藤機械 4030002089892 コロナ禍における収益基盤強化のための高付加価値金型への新分野展開 亀有信用金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社修和 4030001075472 錯体ナノコロイド水溶液でのコロナ予防策推進事業の展開 城北信用金庫

関東 埼玉県 北本市 ミトテクノ株式会社 8030001062467 チタン精密加工技術の高度化による半導体検査装置部品事業への展開 大谷　周平

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社フリクト 5030001059895 大自然の中でトレーラーハウスを活用した非対面型グランピング＆ワーケーション事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 戸田市 株式会社エアリアル 9030001109003 人気動画チャンネルの集客力を活用した自動車保守・改造市場進出事業 城北信用金庫

関東 埼玉県 東松山市 モクハウス株式会社 6030001123568 ショールーム兼多目的レンタルスペースを運営して、リフォーム工事の潜在顧客を発掘し、売上向上につなげる 青野　雅恵

関東 埼玉県 桶川市 有限会社ホワイト急便川越 4030002056100 洋服クリーニングから布団クリーニングへの転換プラン 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 秩父郡小鹿野町 株式会社タナカ技研 9010401099168 ワイドバンド可視カメラの商品化と関連ＩｏＴサービスの事業創出 北田　健太

関東 埼玉県 鶴ヶ島市 株式会社長峰園 6030001069563 狭山茶文化の振興と地域活性化を実現する狭山茶ＭＵＳＥＵＭ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 有限会社Ｒカンパニー 8030002090905 大型設備導入を機に、地域に愛される「解体物総合リサイクルカンパニー」を目指す 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社コウラ 2030001084764 エンジン部品の切削で培った技術を活かした半導体製造装置分野への進出 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 さいたま市緑区 有限会社グリーンファームアンドウ 3030002004258 花と緑で癒やす！オージープランツによる「園芸療法」サービスとＷＥＢ販売 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社若葉 2030001014721 地域初のオンラインゴルフレッスンを、無料で提供！ 税理士法人レッドサポート

関東 埼玉県 秩父市 株式会社矢尾本店 9030001090987 クラフトビール醸造所建設計画 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 埼玉県 川越市 株式会社Ｓｔａｒｔ　Ｆｒｏｍ　Ｐａｓｓｉｏｎ 7030001134416 リアル＆オンラインフィットネス配信スタジオつきフィットネスジム事業 株式会社八十二銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社宮川製作所 6030001086591 高精度、長尺加工を必要とするトンネル型枠加工へチャレンジ！ 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 行田市 株式会社光栄社グループ 4030001108042 行田市産小麦を使用したパン事業 熊谷商工信用組合

関東 埼玉県 蕨市 有限会社萩原商店 5030002026226 日本茶をテーマとしたカフェ事業への転換と宅配サービスの開始 蕨商工会議所

関東 埼玉県 秩父郡小鹿野町 垣堺精機株式会社 8030001091020 難削材の炭素繊維スリッター装置と加工ビジネスへの再構築事業 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社ベルニクス 3030001007567 企業向け組込用ワイヤレス給電機器の民生向け製品開発への展開による市場拡大 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社ＴＫファクトリー 3030001039008 独自開発の粉砕機（単体）・粉末化システムプラントの販売事業 瀧野川信用金庫

関東 埼玉県 川口市 明和ベンディクス株式会社 2030001080210 既存事業の印刷ノウハウを活かした自動車ラッピング事業の開始 ＳＱコンサルティング株式会社

関東 埼玉県 戸田市 株式会社ユーワン精機 6030001022357 非対面型・微細加工技術修得による医療分野への事業再構築 早速　倫章

関東 埼玉県 上尾市 リエゾンインターナショナル株式会社 6030001042818 製品国産化による業態転換事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 三郷市 株式会社ケーテーテック 9030001040091 エコな洗浄とクリーンルームの導入によるクリーン梱包及び組立への新分野展開 足立成和信用金庫

関東 埼玉県 大里郡寄居町 株式会社小田屋 8030001125026 有機農業の里×全国の離島　のコラボレーションによるレストラン付き宿泊事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 上尾市 らいふ株式会社 7030001135901 訪問マッサージ会社が営むデイサービス運営事業計画 みどり合同税理士法人

関東 埼玉県 狭山市 ｓｈｕ　ｓｐｏｒｔｓ整骨院 少人数制トレーニング事業 飯能信用金庫

関東 埼玉県 ふじみ野市 有限会社シルバーポート 9030002079740 厚板加工能力獲得による、熱処理炉事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 埼玉県 蕨市 株式会社ランバーテック 3030001021270 脱炭素に貢献！非住宅オンライン展示場 株式会社三井住友銀行

関東 埼玉県 飯能市 有限会社名栗温泉 1030002120560 名栗の自然をぎゅっと凝縮！～ファミリー層向けＮＡＧＵＲＩ森のグランピング～ 飯能信用金庫

関東 埼玉県 川越市 ＡＳＯＫＡ　Ｉｎｔｌ株式会社 7030001093892 アソカインテル㈱　桶川インド料理製造工場新設事業計画 上岡武史

関東 埼玉県 さいたま市西区 株式会社スプレッドカム 9030001016843 ＡＩを活用した漢方相談・漢方処方システムの販売事業 網野　誉

関東 埼玉県 深谷市 盛宏株式会社 1030001121378 中華料理店のＤＸ化！本場の味を再現した冷凍中華の無人販売専門店 深谷商工会議所

関東 埼玉県 川越市 有限会社渋谷建材 6030002073696 他社が製造困難な特殊コンクリートの現地製造と近隣・広域への供給 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社フカガワ 8030001076970 ダクト部材発注システム「ＤｕｃｔＣｌｏｕｄ」サービスの提供 アルタス・パートナーズ合同会社

関東 埼玉県 桶川市 株式会社広岡鉄工 1030001042203 独自技術を活かした新塗装方法による高品質・高耐久性の実現とコストダウンの両立 株式会社商工組合中央金庫

関東 埼玉県 川口市 日本シーム株式会社 7030001076534 サステナブル社会実現に向けたリサイクル機械のレンタル事業 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 埼玉県 川口市 株式会社サンリュウ 7030001075255 高耐光性アルミプレートなどの印刷加工業への進出 税理士法人大橋会計

関東 埼玉県 さいたま市南区 有限会社昭和プレス 4030002006633 アウトドアーが体験できる都市型屋上グランピングサイト事業 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 株式会社冨澤 5030001036226 肉厚蝶番の製造に取り組み、売上回復を目指す業態転換 北浜グローバル経営株式会社

関東 埼玉県 入間郡三芳町 モジョ 所沢の音楽喫茶が手掛ける本格ライブ配信事業 鈴木誠

関東 埼玉県 川口市 株式会社ＴＬＴ 4030001113983 既存事業との相乗効果が期待できるアクリル単一グッズ生産の取組み 合同会社バリューアップ

関東 埼玉県 秩父郡長瀞町 株式会社Ａｗａｋｅ　Ｓｏｕｌ 9030001107139 ドーム型テントを使用したグランピング宿泊施設の運営 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 朝霞市 株式会社ディースタイル 3030001092527 ＩＴ技術を活用した法人向けデジタル型景品ギフトサービスの開発 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 埼玉県 所沢市 松本装飾株式会社 1030001030323 社内施設を活用した地元密着のパーソナルトレーニングジム事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 戸田市 株式会社東邦サービス 7030001022959 富士宮市でのグランピング事業 佐藤淳

関東 埼玉県 川口市 株式会社Ｓ・Ｄプロセス 3030001120444 障害者就労支援の為の、ラミネート加工機の導入 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市北区 アイジャパン株式会社 8030001000360 ニューノーマル時代を見据え　ＡＩ　と　ＡＲ　を活用した新しい眼鏡選びサービスの提供 瀬山　剛
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関東 埼玉県 さいたま市見沼区 トライフメッド株式会社 5030001016401 生活介護事業・運営コンサルで培ったノウハウを活かしたグループホーム運営 株式会社商工組合中央金庫

関東 埼玉県 入間市 株式会社トコウ 3030001090373 事業再編で塗装事業に板金加工事業を取り込み付加価値向上 飯能信用金庫

関東 埼玉県 草加市 株式会社ＪＯＪ 3030001054130 草加をコリアンタウンで観光地化！キムチづくりで街づくりと人づくり 白川　淳一

関東 埼玉県 和光市 株式会社キルク 3030001050393 ときがわ町の名産となるオリジナルクラフトビールの醸造 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 和光市 株式会社マザーランド 1010701017381 飲食店特化テナント誘致業からチーズケーキ持ち帰り店への転換 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 川越市 有限会社埼玉フーズ 9030002073363 ＳＤＧｓ＆健康長寿ニーズに対応するカット野菜の新市場開拓、家庭向け「冷凍スープキット＋スープ調理器」のサブスク新展開 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 川越市 新栄ダクト製作所株式会社 8030001123723 設備工事分野向けの製缶板金事業への参入による事業再構築 大串　智之

関東 埼玉県 川口市 株式会社小宮商店 7030001074884 お酒の新たな価値提案・付加価値をオリジナル熟成酒から！ 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 秩父郡小鹿野町 有限会社戸田乳業 5030002121984 地場産ホエイを原料とした機能性小容量飲料分野への進出とＥＣ展開 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市緑区 共栄建築有限会社 5030002003968 ブランド理念を共有した家具提案併設ショールームで「新分野展開」に挑戦する！ 青木信用金庫

関東 埼玉県 坂戸市 末広未来研究所 飲食コンサルからＤＸ活用、輸出用冷凍手毬寿司製造業へ業種転換 株式会社東都経営力向上センター

関東 埼玉県 八潮市 株式会社フジキン 8030001036306 新規プレス加工ライン導入によるカーエアコン部品への新分野展開 株式会社みずほ銀行

関東 埼玉県 志木市 日誠工事株式会社 9030001045438 ドローンと３Ｄスキャナを用いた点検調査及び計測事業 税理士法人イデアコンサルティング

関東 千葉県 柏市 株式会社トウセイ 6040001067491 既存レストランから撤退し、惣菜製造販売業に転換する。（惣菜直売所及びキッチンカー販売への進出） 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 千葉市稲毛区 Ｓａｋｅ　Ｂａｓｅ株式会社 9040001110942 全国の蔵元との連携販売を通じて伝統文化や地域の魅力を伝える情報発信基地 経営創研株式会社

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社ＶＯＯＲＤＥＵＲ 9040001076639 若者向けオリジナルゴルフ用品のＥＣ販売事業 近山　寿博

関東 千葉県 船橋市 株式会社コパコーポレーション 8040001023600 メンズ向け美容室×体験型脱毛エステサロン×脱毛商品販売事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 千葉県 佐倉市 株式会社テスク 8040001046972 菓子工房によるデリバリー／オンライン販売専用商品の製造・販売を行い再構築する 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 千葉県 船橋市 株式会社Ａ・Ｉトラスト 5040001024510 環境にやさしく、安心安全な天然木材チップ肥料の製造販売事業への進出 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 千葉県 安房郡鋸南町 株式会社アヴェール 7040001107354 宿泊業から当館メインディッシュ「ビーフシチュー」の冷凍食品他小売事業への新分野展開 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 旭市 有限会社なみ川 2040002084812 手打ち式そば製麺機等導入による、「非対面」での高品質「生そば」製造販売事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 大網白里市 株式会社東雲堂 5040002078506 葬儀屋さんが運営する日本茶カフェの展開で、終活に繋げる 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 松戸市 有限会社スロー 3040002049970 郡上発！！地域密着型サブスクリプションサービスの開始 日沢　新

関東 千葉県 東金市 ８１０ｂａｓｅ 壺焼き芋等の移動販売と委託販売による業種転換 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 長生郡白子町 小高善和靴工房 地域資源（獣皮）を活用した革雑貨の販売、制作体験用店舗とオンラインショップの新設 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 富津市 合同会社シマノマリンリゾート 2040003011889 都心最寄りのワーケーション　フッツ・カリフォルニア 須賀　芳幸

関東 千葉県 市川市 株式会社國枝マーク製作所 2040001026071 樹脂向けレーザーマーキング事業による事業複線化と新規市場攻略 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 館山市 ＶＭＶ合同会社 1040003010165 ワーケーション需要に応えるレンタルスペース事業 館山商工会議所

関東 千葉県 船橋市 株式会社Ｒｉｓｅ 8040001107279 モンテッソーリ教育をベースにした中学受験向け個別学習塾の運営 澁谷　宗紀

関東 千葉県 習志野市 株式会社エヌエイチ 8040001103245 地元への貢献と業績回復を両立するコインランドリー事業の開始 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 鎌ケ谷市 ブレーブドリームス株式会社 6040001024526 次世代モビリティーによるマイクロツーリズム事業 境港商工会議所

関東 千葉県 富津市 株式会社Ｐｏｎｎｕｆ 7030001101102 法人向けワーケーション型コワーキングスペースへの転換 君津信用組合

関東 千葉県 佐倉市 株式会社ケープラス 7040001103147 既存リソースを活用したペット関連新規事業への思い切った業種転換 櫻井義之

関東 千葉県 夷隅郡御宿町 有限会社大野荘 3040002102473 露天風呂付きワーケーション対応型施設への業態転換 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 千葉市若葉区 有限会社ミッション 4040002010709 住宅の家外から家内まできれいに！！トータルハウスクリーニング 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 株式会社花車 2040001071844 車種選択できるレンタカー会社のレンタカーを一括検索できるポータルサイトの構築 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 株式会社Ｓｅｎｅｃａ 4040001107547 若者向け！ＬＩＮＥ予約可能なＤＸ型メンズ脱毛サロン事業のＦＣ化ビジネス 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

関東 千葉県 船橋市 株式会社デザイン２２ 6040001107941 大手電機会社ＯＢ・ＯＧ・現役がコアメンバーのビジネスマッチング・プラットフォーム構築 船橋商工会議所

関東 千葉県 千葉市花見川区 有限会社ランカスター 7040002012413 独自技術で高付加価値の紅茶製造を行い経済成長を牽引する取組 東　俊道

関東 千葉県 柏市 株式会社Ｍ＆Ｊ 1030001089062 客席を有する飲食店から持ち帰り飲食サービス業への事業転換 習志野商工会議所

関東 千葉県 成田市 株式会社ジュン・コーポレーション 1040001048554 成田市初の『会員制経営者サロン』新規出店による新分野展開への取り組み 池田　勝治

関東 千葉県 山武市 有限会社松尾商会 9040002079855 業界初、ウィズコロナ時代のＯＢＤ対応超速車検！ 山崎　広輝

関東 千葉県 船橋市 株式会社絆 8040001106165 焼肉店自慢の黒毛和牛を贅沢に使用した食品のネット販売事業 株式会社ＳｈａｒｅＶａｌｕｅ

関東 千葉県 千葉市中央区 スピル株式会社 9040001013765 デジタル化による生産性向上を実現するセルフサービス店舗の展開 東　俊道

関東 千葉県 松戸市 葵工業株式会社 6040001087812 内装解体業の手技を活かした狭小住宅の躯体解体業への進出 合同会社バリューアップ

関東 千葉県 市川市 株式会社ティアラグレイス 8040001032295 「お姫様」気分でお悩み解消！快適生活を支えるフットケア事業 小澤　竜一郎

関東 千葉県 習志野市 株式会社エムズ 7040001015359 マイクロプラスチック問題への対応策となる人工芝片回収システムの開発 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市緑区 有限会社タカ穂 9040002007023 チーズケーキ専門店の新規業態開発による持ち帰り需要の喚起 林　恭輔

関東 千葉県 佐倉市 株式会社Ｋ－Ｂｒａｎｃｈ 8040001049760 特殊部位調理技術を用いた内臓肉及びジビエペットフードの製造・販売 株式会社コンサラート

関東 千葉県 千葉市稲毛区 中国整体院 整体院経営から飲食店経営への業種転換 千葉商工会議所

関東 千葉県 千葉市中央区 ハートロック（処　ちくりん） 致命的な打撃を受けた居酒屋店舗を改装しスイーツ小売店へ業種転換 房総信用組合

関東 千葉県 成田市 有限会社アップル 3040002054731 静止画撮影技術を生かした審美的なＰＲ動画事業への新分野展開 福田　雄二

関東 千葉県 八街市 株式会社コペルニクス 4040003002416 コロナ禍でも陽の光を浴びて家族で楽しめるキャンプ場運営事業による新分野展開 八木　雄一

関東 千葉県 佐倉市 株式会社地球のしごと農園 2040001094218 持続可能な自給的生活を支援する近郊型ダーチャの実現 平野　匡城

関東 千葉県 松戸市 有限会社精巧舍 2040002096510 地域初！Ｗｅｂ、スマホ予約決済による寝具無洗剤丸洗い当日集配サービス 石村　光

関東 千葉県 浦安市 有限会社ＳＵＮＧＬＯＲＹ 1040002034974 ウィズコロナ！遊び／体験ができる新時代の飲食店への業態転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社Ｎｏｂｌｅ　Ａｃｔｉｏｎ 3040003014024 私立高校野球選手の野球分析とトレーニング動画の教育事業 市川商工会議所

関東 千葉県 四街道市 株式会社ドリーム商会 4040001016351 代表者の経験とネットワークを活かしたメンズ特化型美容室への進出 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 流山市 オルタナダイナー ポストコロナの新たなＢＡＲ業態と会員制コワーキング・レンタルスペース 流山商工会議所

関東 千葉県 船橋市 株式会社エル・カレア 9040001113672 藍エキスを用いた敏感肌向け化粧品等製造・販売事業計画書 大久保任尉

関東 千葉県 佐倉市 アリスミュージック 音楽教育におけるリズム教育の課題を解決するための独自教材開発 佐倉商工会議所
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関東 千葉県 市川市 株式会社リスキット 2040001105874 川下型映像ビジネスから“コンテンツ制作による非接触・川上型映像ビジネス”への事業転換 市川商工会議所

関東 千葉県 松戸市 株式会社ネクストライン 8040001094006 オートコールを使用して新規売上を創出する！内装施工および新電力の代理店販売 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 千葉県 船橋市 株式会社Ｍ．Ａ．Ｃ．Ｅ 7040001109185 ウィズ・ユープログラムによる放課後デイサービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 船橋市 ＳＴＡＩＬＥ 現役プロバスケ選手による「バスケカフェの開店」で新分野展開 船橋商工会議所

関東 千葉県 茂原市 優侑ガーデン スタンプコンクリート「タフテックス」による外構工事事業への参入 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 千葉県 佐倉市 あとりえ　ありす 人生１００年時代を心身共に健康で生き抜くためのサロンを作る 佐倉商工会議所

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社Ａｌｅｃｉａ 9021001058843 オーナー目線に特化した収益物件マッチングサイト構築により不動産流通市場と価値向上に貢献！ 金﨑　卓也

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社京葉テクノロジー 3040001089134 日本市場へ進出する中国企業の業務委託・課題解決を行う越境クラウドソーシングプラットフォームの構築 小畑　満芳

関東 千葉県 印西市 五十嵐商事株式会社 4040001043593 次世代タイヤ対応のタイヤ自動交換設備及びバランス測定機導入による油外事業拡大 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 流山市 アズオフィス株式会社 8040001109548 飲食業等における創業リスクをシェアする「カフェ＆シェアキッチン事業」 首藤　愼一

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社ＷＥＥＤＳ 2040002014471 昼営業主体の旬の食材を用いたサンドイッチ・テイクアウト販売店の新規事業展開計画 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 星野農園 観光農園への業種転換。地元企業とともに高滝湖エリアを活性化 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 ミュージックスクールピュアボイス 最先端デジタル音楽機材を導入した音楽制作支援事業 東京商工会議所

関東 千葉県 柏市 クラスター 地域密着セルフ型大衆居酒屋事業 鴨下　智法

関東 千葉県 野田市 株式会社オカケン 8040001100829 業績の回復と社員の継続雇用を守るための中古車販売事業の開始 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 いすみ市 太東自動車販売株式会社 2040001074979 自動車「ドライブスルー買取」事業の開始による感染症下における仕入ルート拡張事業 房総信用組合

関東 千葉県 流山市 株式会社Ｈｅｄｇｅｈｏｇ 2011401018867 ウィズコロナ時代にも需要拡大が期待できる美容整形の術後ケア市場への新分野展開 バリューフォース合同会社

関東 千葉県 船橋市 株式会社そら 7040001023551 「世界一のコトづくりカンパニー」へ　フィットネス事業への挑戦 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 松戸市 有限会社佐久間商品企画 9040002053406 様々な業界に展開するための基本商品「モーメント・フレーム」のシリーズ展開と販売促進 ＴＡＸＡ税理士法人

関東 千葉県 船橋市 有限会社ＭＩＴＡＳＵ 8040002040446 コロナウィルス蔓延により、持帰り需要が急拡大。単なる店内メニューの持帰りから、持帰り専用商品を開発し、売上獲得を狙う 延島　隆裕

関東 千葉県 船橋市 株式会社やつや 4040001018942 飲食店ネットワークを活用した居酒屋の惣菜アンテナショップ事業 株式会社コンサラート

関東 千葉県 いすみ市 有限会社野瀬銘木店 6040002101885 ＤＩＹ工房＆コミュニティスペースの展開 銚子信用金庫

関東 千葉県 大網白里市 株式会社マルコン 3040001110592 高性能サーモグラフィ、サーモグラフィ及びカメラ付きドローンを活用した新サービス展開 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 千葉市中央区 華連河株式会社 4040001013522 デリバリー事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 流山市 株式会社ＧＥＮＯＷＯＲＴＨ 9040001107286 飲食店の食品製造業化と多様な提供方法による再構築！ 稲葉　順一

関東 千葉県 千葉市若葉区 カラオケ喫茶わ ベビーダカレー工場千葉若葉店開店 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 有限会社オーケー倶楽部 3040002033033 理美容室における大人から子供をターゲットにした脱毛サービス 延島　隆裕

関東 千葉県 浦安市 株式会社浦安架設 8040001029267 建設業者の産業廃棄物処理及び運搬事業への参入によるサステナブルな地域発展への貢献 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 千葉県 市川市 株式会社明光企画 2040001027722 ＤＸを活用したポスティングチラシ配布管理システム開発・販売 税理士法人　古田土会計

関東 千葉県 銚子市 長峰無線株式会社 5040001062361 ネイティブスピーカーのオールイングリッシュ環境による学童保育事業 税理士法人高山会計

関東 千葉県 柏市 株式会社大雄商会 3013301041015 新たなニーズであるグランピング施設向けラム肉調理食材による事業再構築 柏商工会議所

関東 千葉県 浦安市 株式会社スター工房 4040001029634 紙製印刷品以外の印刷グッズ制作販売事業への進出 和田　榮一

関東 千葉県 八街市 マルヤス機工株式会社 3040001047785 チタン合金加工用、ＰＣＤ切削工具の製造販売 株式会社三井住友銀行

関東 千葉県 東金市 株式会社関東ホーム 7040001057161 シニア夫婦層に、モデルルーム展開による提案型リノベーション展開計画（囲炉裏：ＩＲＯＲＩ標準提案） 広岡　徹也

関東 千葉県 船橋市 株式会社日本都市 2040001020082 コンクリート等の剥落防止工事進出による道路の安全・老朽化対策への貢献計画 株式会社エフアンドエム

関東 千葉県 富津市 民宿錦海亭 民宿がサウナ付ワーケーション＋グランピング＋キャンピングに挑戦 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 君津市 株式会社アガツマ 1040001052754 短納期提供を活かす自動車部品等の焼付塗装事業への新分野展開 千葉信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社山二総合開発 9040001011364 日本市場向け下水道管渠更生機械の開発による受注拡大戦略 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 房総グリーンセールス株式会社 2040001054535 ＳＤＧｓに取り組もう！一般廃棄物の処理・リサイクル業への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市花見川区 有限会社コウケン 5040002004032 残生コンを活用した再生砕石製造販売による環境負荷削減と収益強化 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 八街市 株式会社美寿園 9040001047788 ＳＤＧｓの視点から、伐採業で大量に出る木材をアップサイクルし、販売する 千葉信用金庫

関東 千葉県 印旛郡栄町 有限会社服部製作所 8040002056797 試作板金事業から食品製造プラント部品事業への事業転換 株式会社ゼロプラス

関東 千葉県 柏市 株式会社ＮＩＳＨＩＨＡＲＡ 6040002095995 機械加工分野でのレーザ加工ノウハウを活用したコンサルタントサービス事業の展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 匝瑳市 有限会社向島製作所 7040002083248 需要が急拡大するデータセンターの建築資材製造業への新分野展開 銚子信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社アドベンチャー 2040001055426 自社ホテルを改装してシミュレーションゴルフラウンジを開設 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 有限会社赤堀 9040002031758 超大型円形金属のデジタル旋盤加工、構造転換に向けた新たな挑戦 東京東信用金庫

関東 千葉県 館山市 有限会社ベル 6040002099773 館山老舗居酒屋の挑戦！釣船事業の相乗効果による房総活性化事業 館山信用金庫

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社商和 5040001047841 冷凍餃子の自販機販売網の構築による製造直販体制の確立 千葉信用金庫

関東 千葉県 君津市 有限会社小櫃清掃社 3040002069770 地域初の「遺品整理業」を開始し、新分野展開を図る。 千葉信用金庫

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社人と古民家 7040001095203 最新のデジタル技術と古民家再生事業のコラボレーションによるシェアオフィス等事業への進出 安藤　幹根

関東 千葉県 香取市 有限会社粟飯原瓦工業 2040002086635 老舗瓦工事業者による、瓦屋根建物と瓦食器の魅力を伝えるダイニング経営への新分野展開 佐原信用金庫

関東 千葉県 習志野市 株式会社ファーミッツコンサルティング 7040001112783 日本初！病院に特化したエネルギーマネジメントシステムの開発 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 山武郡九十九里町 茂丸株式会社 3040001121094 空き家×ペット共存×障がい者就業支援の一貫サービスへ再構築！ 稲葉　順一

関東 千葉県 松戸市 株式会社大地 4030001072610 病院から在宅介護を実現する中重度要介護者特化型の機能訓練施設 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 市川市 有限会社アドプト 1020002073883 居酒屋店の焼肉店への転換事業化 西畑　隆久

関東 千葉県 船橋市 白水プラスチック工業株式会社 6040001018420 新分野展開（生分解性プラスチックの製造） 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 千葉県 鎌ケ谷市 エムリース株式会社 2040001110635 機械管理システムを搭載した高機能小型切削機械の導入 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 印旛郡酒々井町 株式会社大京 1040001082173 和食レストランと焼肉店を融合させた新規業態の確立 銚子信用金庫

関東 千葉県 旭市 有限会社谷中建設 7040002085120 防災機能型サステナブル・スマートランドリー事業 Ｗ＆Ｔ経営デザイン合同会社

関東 千葉県 八千代市 有限会社コトブキ 3040002029031 自社の鉄製品を活かした特徴のあるキャンプ場を作り運営する取組 八千代商工会議所

関東 千葉県 山武市 有限会社えちごや 7040002079980 千産千消！ジャージー牛の「スープラザーニャ」とヨーグルトアイスの通販展開 株式会社京葉銀行
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関東 千葉県 鎌ケ谷市 株式会社ＮＴＣ・デリバ 7040001030531 一般ユーザー向け、スライス馬刺し自動販売機事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 成田市 有限会社宝田産業 5040002055331 ７４年間続けてきたジュエリー製造『卸売業』から『小売業』への事業転換 池田　勝治

関東 千葉県 浦安市 株式会社ＴＭＴ 6040001033147 マテリアル商社から総合エンジニアリング商社への新分野展開 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 印旛郡酒々井町 合資会社小坂石材 6040003002406 日本の石材店の技術を活かした新たな石材製品の開発及び販売と、ＥＣサイト創設による販路拡大 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 松戸市 株式会社インパクト 4040001040260 寿司カフェによるテイクアウト・デリバリー主体の業態転換（新分野展開） 東京ベイ信用金庫

関東 千葉県 香取市 北総資材有限会社 1040002087139 改良土生産販売事業の新分野展開による事業再構築と循環型社会構築への貢献 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 木更津市 合同会社Ｌａ　ａｎｔｉｇｕａ 5040003005426 南房総の飲食業を中心に地域活性化を目指したグランピング施設運営事業 税理士法人オフィス９２１

関東 千葉県 南房総市 千倉水産加工業協同組合 7040005015446 水産資源を守る！残滓や未利用魚の新たな提供方法によるＳＤＧｓ　の取組み 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 香取市 有限会社和楽 9040002088393 『小江戸さわら』の魅力を伝える、地産品物販店舗・簡易宿泊事業への新分野展開 佐原信用金庫

関東 千葉県 松戸市 株式会社ケーピーコーポレーション 4040001037604 飲食店トータルプランナー企業による飲食店×セントラルキッチン事業への新規参入 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 八千代市 有限会社丸千金属工業所 5040002030235 革新的金属加工と検査体制の構築、環境配慮型市場への大胆な挑戦 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 旭市 嘉儀屋 園芸療法と鴨料理で千葉県長寿日本一を目指す新しいデイケア 銚子信用金庫

関東 千葉県 成田市 株式会社ふたば・不動産 9040001099193 不動産仲介業からワーケーション兼グランピング施設事業への業種転換 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 千葉県 香取市 成田オート株式会社 9040001087355 環境負荷の軽減・低炭素社会の実現に貢献する自動車解体業への参入 佐原商工会議所

関東 千葉県 千葉市花見川区 松本ＥＳテック株式会社 7040001007100 プレスタンデムラインによる電動車駆動用モーターの製造事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 千葉県 船橋市 有限会社こみや 2040002027572 地域密着型の葬儀業者が提供するシニア向けコミュニティカフェ事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 成田市 小古間 地元農産物・水産物を活かす小ロット生産による食品製造業の展開 経営創研株式会社

関東 千葉県 銚子市 株式会社加瀬製作所 2040001099209 建設機械キーパーツ製造への設備導入と技術開発による大胆な業態転換 銚子信用金庫

関東 千葉県 東金市 Ｎａｔｕｒｅ’ｓ　ｗａｌｋ株式会社 2040001083591 ドイツ式アウトドアタイニーハウス宿泊事業 税理士法人ＹＦＰクレア

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社イノビオット 1040001107062 子ども向け新たな学びのオンライン教室 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 八千代市 東京機工株式会社 4040001020980 建設物の意匠性・コスト削減・環境対応を実現する鋼製化粧型枠の開発 合同会社バリューアップ

関東 千葉県 千葉市稲毛区 合同会社フォーカス 5040003014690 学習塾から低学力層に特化した「学習支援」事業への新分野進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 大網白里市 株式会社京和建設 9040001082083 橋梁や高速道路の補修工事業から、スーパーゼネコン等が施工する一般建設業分野への展開 末永　浩之

関東 千葉県 市川市 有限会社ＲＵＮ　ＤＯ 5040002042536 タクシーで配送、首都に必要な災害用品の備蓄用倉庫業へ新規参入 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 株式会社ハルヤマ研磨工業 4040001036614 ナノレベルの研磨加工技術を活かした次世代主力製品の生産体制づくり 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 野田市 渡辺農事株式会社 4040001071586 自社生産種子の提供から生産物引取販売までの一元化プロセス構築計画 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 八千代市 ティ・アンド・シー・ジャパン株式会社 8011801028964 「脱炭素」を背景に、思い切った鉄スクラップ卸売業への進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 印西市 むさしのうどん鈴や カフェ業態への進出による、既存事業の収益補完を目指す 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 船橋市 株式会社レイ 6040001080379 ｅスポーツとホテルの融合による新空間の提供 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 白井市 株式会社フジックス 8040001045553 ３Ｒ（リデュース・リユース・リサイクル）可能な型枠資材を用いた　持続可能な循環型社会を実現する製造／施工業への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市花見川区 達成工業株式会社 5040001087532 環境改善事業への新分野展開　ウォータークリーン工法を利用したアスベスト除去工事へ挑戦 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社Ｋ　ＧＲＩＴ 6040001017059 「設計のデザイン性」Ｘ「工事の再現性」を生かしたコロナ禍のオフィス変革事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 大網白里市 岩瀬ファーム 消費者が美味しいと感じるお米を提供するために生産者が新分野農業ＢＣＰを取り入れて新規展開する精米事業 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 鎌ケ谷市 株式会社ＭＤＹ 5040001084505 オンライン英語とプログラミング教育の実践によるグローバル人材育成 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 山武市 有限会社鈴木運送 1040002079607 潜在市場の大きい災害用高品質エアーマット製造業への新規参入 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 富里市 新和商事株式会社 4040001082591 ＡＩシステムによる需要予測、荷物管理で効率性を引き上げた物流倉庫 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 ＴＨＥ　ＬＩＦＥ 設計業務との相乗効果が期待できるペット同宿一棟貸しヴィラ経営の展開 合同会社バリューアップ

関東 千葉県 市川市 株式会社Ｂ－ｅｆｆｅｃｔ 5010401151163 睡眠医療で日本を元気にする睡眠特化型ホテル 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 千葉県 香取市 株式会社石橋園 8040001063464 伐採した木材をチップ化し発電業者等に販売し循環型社会に貢献 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市若葉区 有限会社オートマジック 9040002002222 中古バイク販売店の強みを活かしたバイク専門のポータルサイト・撮影スタジオの運営 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 長生郡白子町 株式会社鹿間製作所 6040001058945 門型マシニングセンタ導入により大型部品省人化生産体制へ業態転換 北浜グローバル経営株式会社

関東 千葉県 八千代市 株式会社富士ドライ 8040001021117 ２４時間自動受け渡しサービスの導入と新サービスの提供 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 館山市 有限会社吉田興業 8040002101314 当社別荘建築経験を活かした貸別荘業への進出 館山信用金庫

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社ラッキー 9040001007890 ゲームセンター運営企業による「マニア」向け電子部品販売事業への新規参入 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社夢現 3011701015332 飲食業から不景気・コロナ禍でも安定したリユース業への転換 小澤　覚

関東 千葉県 野田市 有限会社食楽フーズ 4040002098653 身近なスーパーでも「本格中華料理」。正楽園をあなたのもとへ。 鳩貝　暢夫

関東 千葉県 八千代市 株式会社マックス食品工業 6010701023219 品質アップが可能なＣＡＳエンジンの導入による食肉加工分野への参入 細谷　和丈

関東 千葉県 我孫子市 みどり歯科 コロナ禍による大打撃、当院のネットワークで地域医療連携グループを構築し、売上Ｖ字回復 税理士法人アーチ

関東 千葉県 八千代市 株式会社歯科サポート 8040001116379 歯科医療機器の買取・販売事業による開院サポート事業 内田経営株式会社

関東 千葉県 千葉市若葉区 有限会社ミルフィーユ 3040002016021 コワーキングオフィスを通して女性が労働しやすい環境を創出し女性の社会進出の推進に貢献！ 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市美浜区 株式会社アクティブブレインズ 8040001009723 ＩＣＴサポート事業からクラウドアプリ販売事業への事業転換 石井　照之

関東 千葉県 南房総市 株式会社Ｒｅ．ＴＳＵＫＵＬ 7040002100317 南房総市再興！日帰り客を引き寄せる宿泊・コワーキングスペース 館山信用金庫

関東 千葉県 香取市 有限会社エイコウ電子 9040002064106 電子回路製造業におけるＳＭＴマシン導入による部品実装の自動化計画 打越　大輔

関東 千葉県 船橋市 株式会社スポリー 8040001077340 プロスポーツ選手と一緒に取り組む双方向性オンライントレーニング事業への挑戦 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社三協リール 7040001002679 世界初のＥＶ充電設備用リール式ケーブル収納装置開発と生産体制構築 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社ユアサデンキ 5040001021276 低温倉庫向け、遠隔監視／制御・自動化・メンテナンスサービス 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

関東 千葉県 いすみ市 有限会社慶興コムズ 7040002102809 ＰＥＴボトル資源循環事業 補助金活用支援会合同会社

関東 千葉県 八千代市 株式会社ＳＯＬＡＳＩＴＡ 4040001100592 都井岬の自然景観にマッチしたオンリーワンなグランピング施設へ業種転換 岩水　真司

関東 千葉県 大網白里市 株式会社シュロの木 9040001106180 新しい働き方を実現するワーケーション対応型ゲストハウスの運営 株式会社エフアンドエム

関東 千葉県 千葉市中央区 有限会社日本そば 4040002008991 蕎麦屋から懐石料理屋に！急速冷凍機の導入による販路拡大と新規顧客獲得 株式会社シャイン総研

関東 千葉県 成田市 株式会社旅館大野屋 2040001043281 老舗日本料理店からコロナ禍に対応した持ち帰り専門スイーツ店への転換 千葉信用金庫
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関東 千葉県 船橋市 芳蔵園 直売所併設の規格外農作物を使ったカフェ事業 税理士法人ＧＮｓ

関東 千葉県 野田市 光立ゴム化学株式会社 7040001071633 アクリルゴム製エコカー部品製造の新分野展開によるＶ字回復計画 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 有限会社柴崎製作所 2040002046300 「抜型」製造業から、ＣＡＤ製図・金属刃の曲げ技術のノウハウを生かし、ＬＥＤ導光板（照明＋看板）製造事業への挑戦！ 亀有信用金庫

関東 千葉県 市川市 有限会社京葉不動産管理 9040002031881 不動産業の知見を活かす精神・知的障がい者施設への新分野展開 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 市川市 ブランニューアセット株式会社 2040001108695 地域の事業者と連携したファミリー向けグランピング施設の運営 東京中央経営株式会社

関東 千葉県 山武郡九十九里町 有限会社カネシメ商店 5040002077912 九十九里名物を食卓に！みりん干しレトルト化による新分野への挑戦 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 市川市 信栄開発株式会社 6040001055653 安心・安全素材で愛犬に特別なドックスイーツブランドを新分野展開 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社カワヨシ 8040001024185 商品（モノ）から体験（コト）へ、バッグメーカーがアウトドア業態へ挑戦。 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 柏市 株式会社ケイ・チーム 7040001068778 既存事業の人脈でプロを確保！レッスン付きシミュレーションゴルフ 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 鴨川市 株式会社蓬莱屋旅舘 9040001074287 老舗温泉旅館によるワーケーション市場への新規展開 野竿　健悟

関東 千葉県 成田市 株式会社町山製作所 1040001044925 アルミ缶の完全リサイクルと本質安全化に向けた技術革新と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 千葉県 八千代市 有限会社笠間製作所 5040002028857 複合加工機とデジタル化により、高難度・大型機械部品を地域中小企業連携で生産する体制を構築 東京東信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 有限会社小林断熱 4040002004388 ラッキング工程の内製化による断熱工事の完全内製化・新市場開拓 北村　亮太

関東 千葉県 野田市 株式会社小林通信 2040001071638 ディスプレイガラス加工で培った技術を生かし光学製品向けガラス印刷加工への挑戦！～小林通信流事業再構築～ 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 八街市 東亜商事株式会社 1013301037056 ＩｏＴ／ＡＩを活用したフォークリフトバッテリーレンタル事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 館山市 株式会社山崎工務店 3040001073947 温泉付き・地域連携サービス付きオールシーズン貸別荘事業への進出 経営創研株式会社

関東 千葉県 長生郡長生村 サンライズテック合同会社 6040003008205 顔写真１枚からのメタバース用３Ｄアバター自動生成サービスの展開 税理士法人オフィス９２１

関東 千葉県 船橋市 古谷式典株式会社 8040001018609 小規模葬儀専用の斎場運営による小規模葬儀やオンライン葬儀等の新たな葬儀様式の提供 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 有限会社具志堅カンパニー 5040002043162 沖縄居酒屋から「沖縄ブランド牛を売りにした焼肉店への事業転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 香取市 有限会社メディアライツ 5040002088265 好アクセスの立地で体験学習型のキャンプ場を新規オープン 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 我孫子市 大橋機工株式会社 1040001066787 自動化設備導入と独自生産管理技術による製造方法の転換で大量生産部品製造へ進出 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 松戸市 株式会社ＷＩＮＮＥＲＳ 1040001041757 中小・零細建設事業者のＤＸ化推進プロジェクト 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 成田市 株式会社高橋工業 1040001084913 水道インフラ整備事業への参入 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 白井市 巧鉄構株式会社 2040002057405 ヤードを利用した「ハブ工場」としてのワンストップサービス 矢野馬　通永

関東 千葉県 八街市 有限会社建秀 1040002063486 ３Ｄショールームを使ったオーダー家具製造小売への事業展開 萩口　義治

関東 千葉県 香取市 株式会社ＴＯＭＵＲＡ 4040001106425 うなぎ掴み取りと稲作を中心とした体験型観光農園への新分野展開 伊藤　誠一

関東 千葉県 八街市 株式会社カネタタカヤス 4040001047578 持続可能な農業の実現に向けたフードロス製品製造と販路拡大への取組 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 鎌ケ谷市 株式会社アイベックスガーデン 9040001103095 リフォーム相談ができるガーデニングショップおよびカフェ事業 水谷　弘隆

関東 千葉県 白井市 有限会社星鉄工所 1040002057851 グリーンエネルギー分野向け長物・超合金の効率的加工による新分野展開 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 香取市 有限会社丸恭 3040002087830 業界初のＨＡＳＳＰ認証の生産と経営革新 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 習志野市 株式会社ハートプランニング 2040001015446 暮らしの楽しみと快適を支援する、便利屋オンラインサービスの提供 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市美浜区 株式会社ＪＭ不動産 7040001092729 ＩＯＴで実現する、非接触型九十九里プライベートドッグリゾート 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 白井市 株式会社セフティランド 8040001046171 「太陽光パネルリサイクルプラント」の新規開発と、それを用いた「リサイクル推進事業」「ＳＤＧｓ」への取り組み 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 銚子市 飯田水産株式会社 7040001062863 戦略的提携による新商品の開発、「卸売」から強みを活かした「製造加工」分野への本格参入 株式会社シャイン総研

関東 千葉県 柏市 グリーンテック株式会社 8040001069115 法人向け観葉植物レンタル業からグリーンを通じた個人・家庭向けヘルス＆スペースデザイン業へ 柏商工会議所

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社ウッディホーム 1040001000770 ハイブリッド型モデルルームを活用した健康と環境によいリフォームの販売 合同会社バリューアップ

関東 千葉県 船橋市 株式会社にっぽん商 2040001102368 分離可能エコキャップ製造機械代理販売並びに同エコキャップ加工製造販売事業 柏崎　裕介

関東 千葉県 富津市 富洋観光開発株式会社 2040001051961 鋸山を背景にした、ちょっと贅沢なアウトドア事業への展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 グリーンカプセルコーポレーション株式会社 6040001016218 提案力強化と人材育成で既存事業と相乗効果を発揮する自社倉庫の運営 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 館山市 館山コンクリート株式会社 1040001073825 自社保有不動産を有効利用し、地域社会に貢献する社会福祉事業への進出 経営創研株式会社

関東 千葉県 山武市 有限会社小川荘 5040002079413 合宿特化の旅館から、ペット同伴型ワーケーション・ペット同宿ホテル事業へ新分野展開 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 山武郡横芝光町 有限会社グループホーム光 4040002084059 公助から共助・自助へ　介護予防の運動特化型デイサービス 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 松戸市 スケマサコーヒー セントラルキッチン＆健康的菓子製造卸売業へ業態転換 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 千葉県 茂原市 株式会社サンアイク 4040001060052 入庫から引渡しまで１時間！クイック鈑金 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 いすみ市 株式会社小松設計 9020001113113 ジャージー牛を放牧飼育する小規模な有機酪農の六次産業化計画 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 松戸市 特定非営利活動法人全国生活支援機構 5010005016457 高齢介護で培った介護力を生かし障害者グループホーム新規参入 高橋　勤也

関東 千葉県 東金市 総武機械株式会社 8040001057235 食品包装印刷機・貼合機の製造技術を活かしＥＶ用電池市場へ参入 佐々木　洋平

関東 千葉県 船橋市 株式会社ニチオン 1040001018326 鋼製小物職人技術を活かした内視鏡下耳科手術器械の開発と市場開拓 船橋商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ギークプラス 2040001101403 物流プラットフォームシステムによる、物流クラウド化の実現事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＮｉｎＮｉｎ 2011001106865 旅行販売及び宿泊施設の予約システムＤＸ 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 千代田区 ワイケーホールディングス株式会社 7040001072391 タクシーが高齢者の買い物を手助け（タクシー移動販売業の挑戦） 株式会社千葉銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ケイトオブ東京 8011001064620 プランドベースドフードをもっとスマートに！ 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 北区 焼肉家セパラン ＥＣサイト構築による「お肉のブーケ」のネット販売事業 古賀　雄子

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｂｌｏｏｍ 3011001091033 総合エステ事業（２店舗）への参入 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＡＮＢＹ 4011001132950 ウィズコロナ型・会員制ビジネスマッチングＢＡＲの新規開業による業種転換 株式会社キクチカラ

関東 東京都 渋谷区 アシスト・ジャパン株式会社 7120001112676 イベントトータルサポート事業への展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 豊島区 一般社団法人みらいと 9011005006683 車椅子のご家族と過ごす「バリアフリー」アウトドアキャンプ場 瑛智税理士法人

関東 東京都 江東区 有限会社アド 8011602021474 ＢｔｏＣ向けオリジナルデザイングッズのＷＥＢ受注生産事業の立ち上げ 株式会社ＰＱＭ総合研究所

関東 東京都 渋谷区 一般社団法人日本クッキング・パン・ケーキインストラクター協会 7130005015536 料理教室の個別化及びオンライン化、アレルギー対応食品ＷＥＢ販売 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社石川 8030001067251 フランス郷土料理メニューの冷凍自動販売事業 城北信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社村上商会 2010601015864 卸売業の仕入れルートを活かしたメガネレンズ専門小売店を立ち上げ 東京東信用金庫
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関東 東京都 渋谷区 サンディテラス ウイズコロナ時代にマッチした「オタクカフェ」アイドルプレート販売 瑛智税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社ブロードウォッチ 8010401071747 スマホ連動メモリーカード記録型超小型カメラの製造工程の国内移転 堺商工会議所

関東 東京都 町田市 株式会社ＰＡＲＡＩＳＯ． 1012301009453 リアル＋オンラインを組み合わせた健康トータルプロデュースサロンへの新分野展開 株式会社横浜銀行

関東 東京都 江東区 申和国際株式会社 5011501023748 完全個室サテライトオフィス事業とダイニングＢＡＲによる新分野展開 株式会社キクチカラ

関東 東京都 千代田区 株式会社ＲＳ 7010001203692 ３Ｄファッションブランドの創造と　ＮＦＴ技術を活かした　バーチャルファッションマーケットへの進出 税理士法人エー・ティー・オー財産相談室

関東 東京都 狛江市 株式会社トモエ 4012401009210 ネット受注の宅配型クリーニングの導入 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 株式会社ＬａＶｉｅｎａ 1010401128149 血糖値上昇を可視化！栄養指導事業から健康デリカテッセンへの新展開 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ユーストン 6010901036276 ブライダルリングを中心としたジュエリーの受注販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 町田市 有限会社ユーキ 4012302004987 初の焼き菓子自社製造とギフトパック商品開発・販売の新事業展開 多摩信用金庫

関東 東京都 町田市 有限会社三汪電機 5012302002123 電気自動車溶接ロボット用ワイヤーハーネス製造施設の拡張計画 上田　和彦

関東 東京都 新宿区 株式会社クローバーインダストリーズ 3030001023250 週末遊び拠点（複合レジャー施設）の開設による新分野展開
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 東京都 中央区 株式会社アルヌワブラン 7010001196210 スマート手土産によるギフトＥＣへの新規参入 よつば税理士法人

関東 東京都 昭島市 株式会社春クリーン 5012801009783 「ライブコマース」と「モデルルーム」を用いたカーテン販売事業 株式会社ビズグランツ

関東 東京都 台東区 ファーストステップ合同会社 2010503005807 最新ＥＣ技術を構築し抹茶の良さを日本に広める為の業種転換事業 梶山貴規

関東 東京都 渋谷区 株式会社リブロ 7011001117288 広告代理店が挑む！「地域の健康」に貢献するパーソナルトレーニング事業による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 西東京市 一八亭 「イタリアン×ラーメン店」オリジナルメニューの通販事業展開 西武信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社マーベリック 6011701009694 警備業界の生産性向上のため、研修動画教材の製作と販売体制の構築を行う 株式会社千葉興業銀行

関東 東京都 豊島区 株式会社寿し常 1013301045686 店舗依存型脱却に向けてのデリバリー事業 税理士法人ＡＫＪパートナーズ

関東 東京都 北区 有限会社Ｋ＆Ｍ 6011502013623 おうち時間、メダカでほっこり癒し計画 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 中央区 株式会社ｋｉ．ｈａ．ｄａ 8010001215019 アーユルヴェーダ食品等を製造し、エステ部門との相乗効果を目指す事業計画 株式会社ネクシオ

関東 東京都 豊島区 Ｋａｔａｃｈｉクリエイト株式会社 5013301042829 地元密着の弁当店が作る、食と運動で子供の健康を守る体操教室への新分野展開 野坂　和夫

関東 東京都 中野区 東興株式会社 2011201003697 キッチン用品専門店「オリジナルオーブンウェア」開発でＢｔｏＣ直販事業本格参入へ 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 世田谷区 株式会社エスキュー 7010901027472 東京駅店、品川駅店統合と新商品販売及びＥＣプラットフォーム活用による全国販売に向けた新規販売設備等導入計画 林原　均

関東 東京都 世田谷区 株式会社プロミクスサポーターズ 3010901035479 地域の健康ニーズに応えるクオリティーと利便性を備えたインドアゴルフスクール 延平昌弥

関東 東京都 豊島区 公益財団法人すぎのこ芸術文化振興会 9013305001760 児童演劇を従来のリアル観劇に加えライブ＆アーカイブ配信で提供する業態転換 税理士法人昴星

関東 東京都 町田市 株式会社クラウドサービス 2012301008578 地域の事業者を応援するオンラインショッピングモールの展開 町田商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社サイオ 3011001008516 国が推進する在宅勤務・在宅学習を後押しする貸しスペース事業 齋藤　泰行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＡＣＥ　ＢＬＵＥ　ＪＡＰＡＮ 8011101071541 パティシエのいるカフェ＆デリバリー・テイクアウト専門店 齋藤　泰行

関東 東京都 渋谷区 いっしょに税理士法人 9011005006816 円満廃業のオンラインプラットフォーム さわやか信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ユーセイ・プロモーション 9011001114812 催事販売店事業による事業再構築 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 北区 藍熊企画合同会社 9011503003810 地域初！高齢者・地域の食卓を彩る中華まんミールキット製販事業 草加商工会議所

関東 東京都 大田区 東京蔵屋敷 高級住宅街に住む主婦に、日本各地のこだわりの食材を届ける移動販売 城南信用金庫

関東 東京都 目黒区 スタークス株式会社 9010001148226 【コール市場の課題解決】電話対応　ＤＸ化サービス＜コールプラス（仮）＞ 丸山　悠由

関東 東京都 港区 株式会社ワダネットワーク 6010401066575 マチュア（成熟した大人）向けオンラインサロンサービスの開設 須永　達也

関東 東京都 千代田区 株式会社ニューロベイス 4010403007174 製造業の営業活動効率化を実現する画期的スマホアプリ事業 廣野　希

関東 東京都 町田市 有限会社Ｓ・Ｕ・Ｃ 2012302008214 貴金属やブランド品の買取専門店を開店しリユースビジネスを展開 須永　達也

関東 東京都 あきる野市 イタリア食堂　共正製作所 食をツールとして新分野に参入しその先の持続可能な社会めざす 東京都商工会連合会

関東 東京都 港区 遺贈寄附推進機構株式会社 6010401140850 スマートフォン活用による相続する家族がいる高齢者を対象とする家族受取信託事業 瀬戸　正人

関東 東京都 新宿区 株式会社乙栄商会 3011801028119 『共感の数が共創を生むクラウドソーシング』による新分野展開 山田　盛史

関東 東京都 町田市 株式会社ムーンギターズ 7012301008111 プロも愛用する老舗エレキギターメーカーが挑む顧客目線のコロナ禍改革 多摩信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ウッドフィールド 9013201018594 リフレッシュ＆眼精疲労を回復！ヘッドスパ事業の開始 塩津　友輝

関東 東京都 武蔵村山市 ｍｅｇｎａｉｌ リラクゼーションから１０名以下の地域密着型通所介護事業でＶ字回復 三島　裕美

関東 東京都 台東区 株式会社全国農村教育協会 3010501006616 日本の農業に貢献する病害虫のデジタルプラットフォーム事業 水野　文男

関東 東京都 あきる野市 有限会社鈴木電機 6013102002056 増加する水害による農作物保護及び人身事故防止のための水門遠隔操作システムの開発 株式会社ライトアップ

関東 東京都 目黒区 株式会社ジャングルジャムプロモーション 6011001052783 最新のデジタル映像機材でクライアントの顧客を感動させ事業を再構築 森藤　啓治郎

関東 東京都 新宿区 株式会社ＭＡＮＧＯＳ 4011101045045 自社倉庫を有機食品加工に特化した加工流通センターへ 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｇｒｏｗｔｈ 5011101087771 健康志向の需要を捉えたヴィーガンフードの提供による事業転換 須永　達也

関東 東京都 中央区 有限会社勝企画 4010002018523 炭火焼きバーから高級おばんざい料理専門店へ、ＥＣ販売にも対応する事業再構築 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 中野区 ＢＣＭ株式会社 8030001111125 地域密着型、体験スペースサロンとサウナキットのレンタル＆設営サービス 伊藤　文彦

関東 東京都 港区 株式会社プチトマト 8010401148454 感染症対策を意識したステーキハウスの開業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 世田谷区 合同会社ＴＥＯ 3010903005174 映像制作による集客を活用したＥＣ（電子商取引）での収益拡大 さわやか信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社園部 7010801006353 山荘のワーケーション対応による苗場地域再振興計画（苗場と共に、スキーと共に） 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 株式会社ディレクターズ 1010601035392 個人料理家向け、料理動画の撮影配信支援サービス 塩津　友輝

関東 東京都 小金井市 ハレク 美顔器・美容液販売及びメイク・スキンケアサービスへの挑戦 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 東大和市 株式会社双蹊 4012801010164 運送業の経営資源を活かした小売事業で武蔵村山北部の買物難民にお役立ち 西武信用金庫

関東 東京都 豊島区 エスジェイプラス株式会社 1013301043913 本物の演劇と飲食を楽しめる体験型飲食店へのリニューアル計画 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 多摩市 刺繍工房エテ ＩＴ導入で新時代に貢献する非接触型ミシン刺繍教室の開設 多摩信用金庫

関東 東京都 小金井市 株式会社ＲＹＯ 4012401031354 日本初の感性に訴えるセンサリーラベル輸入販売へ業種転換 東京都商工会連合会

関東 東京都 品川区 ブルームインターナショナル株式会社 8010701031203 新技術による画期的な出張ホイールコーティング事業の開始 伊藤　洋介

関東 東京都 世田谷区 株式会社プレーン 3010901010696 ものづくりをワンストップで支援！ポストコロナに向けた設計・試作・量産への参入 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ
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関東 東京都 町田市 西原静奈 宮古島宿泊付きマリンレジャー事業への業種転換 町田商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社三笠会館 4010001058017 ＥＣ商品拡充と販売チャネル多様化による生産性向上 唐澤　昌敬

関東 東京都 品川区 株式会社ディスカバリーコア 7010701022525 イージーオーダー型展示ディスプレイの開発販売による新分野展開 小久保　和人

関東 東京都 町田市 アフロディ株式会社 7012301009456 新しい画質を求める新市場向け高画質ディスプレイ用測定機器の販売 町田商工会議所

関東 東京都 世田谷区 米津裕二郎 Ｄｏｌｂｙ　Ａｔｍｏｓ音源制作用設備の導入 牛島　幹夫

関東 東京都 大田区 株式会社クリエイティブリサーチ 1011601014510 ウィズコロナに対応したテイクアウト専門唐揚げ店への参入 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 新宿区 株式会社アカデミー・オブ・ランゲージ・アーツ 4011101000636 日本語能力測定試験ＤＸ化と海外配信を含むオンライン授業体制構築 税理士法人ＹＯＵ

関東 東京都 目黒区 ロイヤルボタロマ コロナ需要を取込むリラクゼーションエステから痩身エステへの新分野展開事業 米森　達也

関東 東京都 江東区 株式会社牡丹屋 2010601006649 老舗クリーニング店による満足感ある宅配クリーニングサービス 植木康彦

関東 東京都 渋谷区 株式会社ワシントンビル 3011001024678 強みである高級中華料理を無添加で差別化し通信販売事業へ進出 さわやか信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社とみをかや 7010001072898 コロナに勝ち残る結婚式施工受託とフォトウェディングの導入 株式会社ＰＱＭ総合研究所

関東 東京都 練馬区 ヨシクリエイティブカンパニー 非接触型チケット発券・代金回収アプリの開発及びシステムの運営管理 植木康彦

関東 東京都 葛飾区 株式会社トーノブレーンズ 2011801031949 内装事業者によるキッチンカー事業への進出 水野　文男

関東 東京都 品川区 インターロック株式会社 4010701000946 お墓保守管理のサブスク及びメモリアルサービス事業の展開 谷　進二

関東 東京都 世田谷区 株式会社コモード 9010901029021 システム化と衛生に配慮されたＦＣ焼肉店の加入により早期に売上を回復させる新店舗展開 昭和信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ミラレソ株式会社 9011001141055 アーティストコラボレーションプラットフォーム開発 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 株式会社伊藤康一 6010501033005 下町情緒溢れる人気商店街で取り組む芋スイーツ販売事業 株式会社大三経営事務所

関東 東京都 江東区 有限会社筑波南開工芸 7050002020051 最新鋭のＮＣルーター導入により先端デジタル技術を活用した新製造方法の確立 速水　健二郎

関東 東京都 品川区 株式会社アリエッタエフアンドビー 1010701023388 テラス拡大で「朝市」と「テレワークスペース」によるコロナ禍に強い店への再構築 平光　史明

関東 東京都 豊島区 株式会社ウェルトレーディングサービス 2013301025803 自社所有物件の改修によるレンタル撮影スタジオの提供 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社おおきに 2011001098186 居酒屋から昼業。百名店ラーメンの店舗・デリバリー提供によるＶ字回復 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｌｏｔｓ　ｏｆ　ｐｏｃｋｅｔｓ 5011001054707 ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「器のある暮らし」運営・食器直販事業 税理士法人ＴＲＡＣＫ

関東 東京都 新宿区 株式会社ｂｅｔｗｉｎ 2011101084986 ネットではできない空間で魅せる、ライフスタイル提案型実店舗 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 ＮＯＷＩＳＴ株式会社 5011601021791 介護業界での「採用のＤＸ化を促進するツール」の提供 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 一般社団法人日本のＳＡＫＥとＷＩＮＥを愛する女性の会 5010005025516 一般社団法人日本のＳＡＫＥとＷＩＮＥを愛する女性の会 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 ＴＯＰ内装工業株式会社 1010801028097 コロナ禍で市場が伸びているペット用品事業への新分野展開 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 世田谷区 有限会社ミルキーウェイ 6010902014974 「“おもてなし”から“癒し”」へ婚礼業界からペット産業への試み 税理士法人おしうみ総合会計事務所

関東 東京都 渋谷区 株式会社慎 7011001092977 妥協なき作業と最新設備で作るテイクアウト＆取り寄せ「うどん」の提供 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ＦＩＶＥ 8010001170718 感染症対策を徹底した完全個ブースオーガニックヘアカラー専門店の展開 東京中央経営株式会社

関東 東京都 墨田区 フレイム 居心地の良い個室でのセルフエステサービス提供事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 株式会社セル 8011003006182 都心に立地する高級焼肉店 西河　豊

関東 東京都 江東区 株式会社シーインフィニート 2010601052651 完全個室のお悩み解決ヘッドスパ＆トータルビューティーサロンの出店 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 港区 ＲＰＭ．株式会社 7010401099087 秘伝の水炊きスープを活用したラーメン専門店の新規出店計画 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 有限会社エトフ 5011002001435 オウンドメディアの新設によるコンテンツマーケティング販売への転換 並木　知紀

関東 東京都 中央区 ＳＰＩ株式会社 3010001127747 テレワークに適し働き方改革を実現するＩＴ企業特化支援システムの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｖｏｇｕｓｔｙ’ｓ 8010901044186 撮影スタジオを併設したヘアメイク着付サロンの展開 世田谷信用金庫

関東 東京都 中央区 上月館株式会社 1340001005137 自社録音スタジオを設置しての一貫製造による音声データ提供事業 鈴木　正子

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｓｏｌｂｉｎｏ 2013201018171 新成分を配合した「美と健康のＷ機能性表示食品」の開発と販売 株式会社横浜銀行

関東 東京都 国立市 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｆｏｒｃｅ 3010401067353 デリバリー専門飲食店への業種転換に係る事業計画 行政書士法人ＩＮＱ

関東 東京都 台東区 株式会社共履 5010501004403 コストリーダーシップ戦略による靴とカバンのＥＣ販売事業への転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 江東区 ＭＲ．ＯＬＤＭＡＮ　ＤＩＮＥＲ テイクアウト・宅配向けタコス専門事業によるコロナ禍の業績回復 北村　亮太

関東 東京都 品川区 株式会社アッタデザイン 5010701031032 受託制作から小売り業へオーダーメイド絵本とグッズの開発・販売に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 新宿区 有限会社カロッツァ 8011102014557 音楽のプロが監修する動画クリエイター向けの最適な音源販売 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 港区 株式会社ＲＯＵＴＥ１０ 4010401149464 麻布十番初の無料託児付き「セルフ脱毛＆ハイフ」サロンの運営 越智文夫

関東 東京都 新宿区 株式会社うまいもん 9011101062449 飲食店事業から冷凍餃子の生産および食品通販への新分野展開 経営創研株式会社

関東 東京都 江東区 株式会社サピエント 2010401101542 オンライン接客システム＆説明型人材パッケージ商品の販売 経営サポート株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｔｅｎ　Ｂｕｒｇｅｒ 6010401116685 お客様のウェルビーイングを実現するファスティング事業への新分野展開 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 目黒区 ソルース 非接触でセルフメンズ髭脱毛を提供 加藤　丈博

関東 東京都 中央区 合同会社ＮＥＷ　ＬＯＤ 4010003027589 社交ダンスに特化したＷＥＢメディア事業 髙司　浩史

関東 東京都 港区 株式会社ＵＮＯ 5010401073135 獣医と共同開発したペット向け健康食の製造・販売事業 盛澤陽一郎

関東 東京都 港区 株式会社ｋｉｓｅｋｉ 3010401134847 日本の口腔衛生を革命的に向上させる学びの場「オーラルケアカレッジ」事業 近藤　洋史

関東 東京都 新宿区 ゴッズ ライブ・トークイベント等のための設備・スペースの提供、企画運営、映像配信事業 東京信用金庫

関東 東京都 練馬区 エムズボックス 対面接触型サービス事業から、ニッチ市場向けアパレル事業への転換 櫻井義之

関東 東京都 新宿区 株式会社クレピア 1011101054239 昆虫タンパク質ドッグフードのドロップシッピング戦略 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 三鷹市 株式会社ティーワークス 4012401024382 防水工事から遺品整理・不用品回収サービスへの新分野展開 税理士法人横浜総合事務所

関東 東京都 台東区 合同会社寛ダイニング 9010503005189 宮崎アンテナショップ兼宮崎郷土料理店の新規出店 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 株式会社シリウス 4030001054113 ウイルス対策を広く普及させたい空気清浄機レンタル事業化計画 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 株式会社日本ブレイス 1010001146815 処方された薬がどこの薬局にあるかすぐにわかる「お薬マッチングアプリ」の開発 森田　昇

関東 東京都 港区 Ａｇｅｎｔ　Ｃ ＮＹ発・最新アパレルをトラックでお届け！移動販売車で小売進出 株式会社クロスタウン

関東 東京都 千代田区 プラスワークス株式会社 7010001124410 銀イオンにおける清掃事業 朝日信用金庫

関東 東京都 中央区 ＪＹＪサンブリッジ株式会社 3010601042478 インバウンド旅行事業と付帯する民泊事業 株式会社りそな銀行
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関東 東京都 渋谷区 株式会社ＥＤＧＥ 9011001101406 ダイエット特化型低酸素パーソナルジムへの業態転換 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社日本労務研究所 6011101024550 マルチタスク管理システムによる業務の質向上と労働時間適正化支援事業 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 足立区 株式会社エボリューション 5011801020718 環境配慮型工法「ホットジェブロ型工法」導入による「床」美観復元洗浄事業立ち上げ計画 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 新宿区 株式会社クロエル 4011101073698 雇用を創出し続けるコールセンター事業の展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 昭島市 昭島段ボール工業株式会社 9012801001836 小ロット特注品に対応した段ボール製造装置の導入と新規顧客開拓 青梅信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社藤屋 9011201019258 きちんと美味しいものが、きちんとあたりまえに並ぶ惣菜・食料品店の開業 早川　聡

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＧＲＥＥＮ 5010401097968 異文化理解及び多様性教育の会場集合型研修のオンライン化 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社ＣＡＮＶＡＳ 4010401093051 海鮮料理のおいしさを店とＥＣのオムニチャネル提供計画 新谷　和宏

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＲＥＣＯＭＯ 5010901044024 オンライン面接に特化した採用面接官トレーニング 城南信用金庫

関東 東京都 港区 オフィスながも株式会社 3011001107540 テレビ番組制作ノウハウを活用した撮影スタジオレンタル事業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 品川区 株式会社ＪＯＩＮＴ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 5010701032253 対人接触０！コロナ禍での新ニーズを見据えた脱毛サロン事業への転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 世田谷区 有限会社グロウアップ 4011102028949 マーケティングコンサルティング事業計画 株式会社りそな銀行

関東 東京都 台東区 株式会社ザガット 3011301016598 名物「のどぐろの原始焼き」をご家庭に。セントラルキッチン導入でＥＣ販売に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 練馬区 有限会社スイングハート 5013302021154 オンラインライブ・動画配信可能なスタジオレンタル事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社クロンティップ 6013301017400 「水フィルター式空気清浄」の製造販売 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 足立区 アルキミア合同会社 7011803001540 人材紹介会社向けシステムの構築による新事業展開の実施 瀬尾　公一

関東 東京都 練馬区 ジュピターストーン 占星術の王者「算命学」の鑑定ノウハウを生かした開運インテリア事業 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 株式会社ｔｗｉｎｋｌｅ 5010901044387 アスリートの所属チームと連携した生産性＆収益性の高い出張脱毛事業 松山　亮樹

関東 東京都 台東区 有限会社オーセンティックシュー 1021002026674 自社ＥＣサイトを構築し、新サンダルブランドを直接顧客へ販売 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 中野区 有限会社さがた 5011802022457 既存事業の強みを生かした食事指導中心のパーソナルジム事業 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 東京都 港区 株式会社たかとら 4011001052430 脚本業から企業ＣＭ（映像）政策への業種転換 フォワードシップ経営株式会社

関東 東京都 新宿区 ＤＸコーポレーション株式会社 6011101069249 コロナ下で需要高まる個室提供型宿泊業へ新分野展開！ 稲葉　順一

関東 東京都 港区 株式会社ＲＹコーポレーション 4010701019607 新規性の高い北イタリア料理の冷凍食品を軸としたＥＣ事業の展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 渋谷区 ＳＮＳリアルエステート株式会社 4010001163279 ＬＩＮＥ活用による非対面・非接触・無店舗での不動産仲介事業の進出 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 新宿区 チャイナリニア株式会社 5010401065735 オンライン授業参入及び授業のマッチングサイト構築と学習塾展開」 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 東京都 港区 株式会社ＮｅｗＥｙｅｄｉａ 3010401154894 アウトドア領域を中心にアウトドアウェアとギアを展開していく自社でのＤ２Ｃ事業 酒巻　竜一

関東 東京都 新宿区 株式会社ＩＲＩＳ 1011301022160 ＬＧＢＴｓ当事者と課題解決企業をつなぐプラットフォーム開発 北野　真聖

関東 東京都 港区 株式会社ビック・バン 9010601037084 昼営業主体の選び抜いたラムを主商品とした「生ラムバーグ」の新規事業展開計画書 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ディグズ・グループ 6011001045936 音楽制作スタジオレンタル事業（２４時間無人化による定額会員制レンタルスタジオ） ＭＣ税理士法人

関東 東京都 江東区 株式会社アメリカンホリデーズ 7010601042466 ポストコロナに対応した国内向けフォトウェディングサービスへの新展開 西川貴人

関東 東京都 港区 株式会社ＭＨグループ 8010401113210 旅楽ＦＬＡＳＨ 相馬　隆行

関東 東京都 新宿区 株式会社ゴールドエイジ 2013301038276 出版事業者が挑む漫画ＮＦＴプラットフォーム事業の新規開拓 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 渋谷区 色彩活用研究所株式会社 8010401127680 ユニバーサルカラーの啓蒙と実務直結型講座検定のオンライン提供 株式会社エイチ・エーエル

関東 東京都 中央区 株式会社力々堂 7010001116861 蕎麦粉の自家製粉所の開設と手打ち蕎麦の体験教室の運営 野竿　健悟

関東 東京都 渋谷区 ＥＧＡＷＯホリスティックヒーリング オンラインスクールとＥＣサイト構築による非対面型ビジネスへの参入 杉田　浩二

関東 東京都 渋谷区 一般社団法人ありがとうショップ 9011005007558 障がい者のスキル活用を目的とした専門クラウドソーシングサービスの展開 ローズマインド株式会社

関東 東京都 港区 株式会社エフスタイル 7010401145147 旅マエにフォーカスした情報配信サービス（ＳＮＳ運用代行、予約機能、ＥＣ機能） Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 渋谷区 ａｄｅ　ｏｍｏｔｅｓａｎｄｏ サブスクモデルのメンズ専門セルフ脱毛サロンの新規展開 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 千代田区 株式会社スカイロボット 3020001107574 ドローンが生活の一部となる近未来社会にコミットするドローンスクールの開設 野竿　健悟

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｇｒｅｅｎ　Ｐｅａｓ 2013301032279 人気『クラフトカレー』生産拡大による食料品製造販売事業の開始 工藤　桂

関東 東京都 世田谷区 株式会社テイクオフ 8010401085251 大衆居酒屋が高級志向和食料理店に新分野展開する事業計画書 大原　健佑

関東 東京都 江戸川区 アイ・アール・エイチ株式会社 6011701012839 人や環境に無害な害虫駆除製品の効果持続性を４倍とする新製品の製造・量産によるＶ字回復 本澤　智

関東 東京都 江戸川区 チームバズ合同会社 3011703001297 「炙焼男爵」が作る「炙り焼き弁当専門店」全国民健康計画！ 東京商工会議所

関東 東京都 足立区 株式会社ｚｏＮｅ 2011801034225 通信営業代行業からエステ事業への新規事業へ挑戦 合同会社岩元事務所

関東 東京都 新宿区 ＬＡ・ＢＨＥＮ＆ＣＯ株式会社 1011101096454 ＳＤＧｓに取り組むコスメブランド（ＣＮＦ化粧品中心）の創設 櫻井義之

関東 東京都 町田市 株式会社藍工業 8012301000174 高耐久木材を使った建材の総合事業への転換 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 調布市 ウンターフエマー チアスポーツ盛んな調布から湧き起こす国内チアユニフォームの質的革新 昭和信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社イーライツ 5010701036799 伝説の味が自宅で楽しめる、冷凍食品販売事業 宮田　大

関東 東京都 大田区 Ｅ－ｃｕｓｔｏｍ 完全非接触＆個室型トレーニングジム　Ｈａｎｇ　ｏｕｔ 松本　圭介

関東 東京都 日野市 有限会社大政鮨 7013402000345 大政ＩＴ事業化計画 株式会社レヴィング・パートナー

関東 東京都 中央区 株式会社鳥藤 2010001052145 一般顧客向け惣菜ショップ立ち上げによる新分野展開事業 江東信用組合

関東 東京都 目黒区 株式会社Ａｗａｒｄ　ｏｆ　Ｌｉｆｅ 3020001107921 社内で動画制作が行えるＢｔｏＢの動画制作スクール 井上大輔

関東 東京都 豊島区 鍛え処　うらまつ トレーナーとマシーンを独り占め！パーソナルスポーツクラブ 林田玲子

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｌ’Ａｇｉ 1011001127061 ＹｏｕＴｕｂｅを活用した動画マーケティング支援事業への参入による業種転換 井上大輔

関東 東京都 荒川区 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｆａｃｔｏｒｙ 7011501019744 【小売】【広告】から女性雇用創出を通じた　【リラクゼーション事業】への業種転換 星野　智昭

関東 東京都 世田谷区 有限会社エクィップ 2010902002371 ４０代～６０代の中高年女性向けエステサービス 塩津　友輝

関東 東京都 世田谷区 合同会社らしさ 2010903002222 新規物販事業を立ち上げ、施設通所障がい者に卒業後の進路を確保する 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社スポーツオーパカイト 4010001020488 リーズナブルで高品質なペットフード事業による事業の再構築 中居　広行

関東 東京都 港区 株式会社エレメンタルトリニティ 1010401148048 清潔で快適、お世話が楽になる新習慣「エステの介護脱毛」 株式会社クロスタウン

関東 東京都 渋谷区 株式会社デターミンド 1010401111410 ３Ｄプリンターとヘアメイク店の強みを活かした創作ジュエリー事業への進出 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 新宿区 株式会社ＪＯＭＯ 8011001119647 ライトリフォーム事業へ参入の為に研修施設構築及び工具の購入 城南信用金庫
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関東 東京都 中野区 株式会社ＫＭ企画 1011201018630 中華料理店による、チャイナカフェ運営＆レトルト点心販売計画 西部　一晃

関東 東京都 台東区 まる宏商店 青果店からセントラルキッチン設置の小型惣菜店へ食品加工を　通じた「中食」向け新商品形態販売事業計画 東京商工会議所

関東 東京都 中野区 株式会社ＴＭＣ 4011201017919 デザインカードと麻雀を組み合わせた新しいゲームの開発と新展開 角陸　伸彦

関東 東京都 世田谷区 有限会社太田屋氷室 4010902003285 氷卸業のノウハウと技術を活かした、オリジナルかき氷店出店計画 芝信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社デジタルジュエリー 9013301010385 ＳＤＧＳを考慮した一気通貫Ｄ２Ｃ製造小売業ジュエリーオーダービジネス 巣鴨信用金庫

関東 東京都 文京区 瀧仙堂 整体業へのＩＴ導入による潜在客への訴求力と拡大強化 巣鴨信用金庫

関東 東京都 江東区 ヘアサロン気流 効率的なメンズエステ事業参入による美容業とのイノベーション 東京東信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社ＩＢＵＱＬＯ 5013301038042 ジビエ肉の取扱いノウハウで、高級ジンギスカン焼肉店の開店 東京信用金庫

関東 東京都 八王子市 有限会社堀之内 1010102006331 鮨店の新規出店による新分野展開事業 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ルネール 5010001104538 東京浅草の洋食店によるオリジナル開発冷凍食品の全国展開 森安　高広

関東 東京都 港区 トップコート すっきりくびれを作るボディシェイプ矯正ブラ　コロナで弛んだ体改善プロジェクト！ 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 株式会社アールアンドデー 1010501023919 靴のお手入れ用品・修理専門店がＶＲ店舗へ業態転換 税理士法人新宿総合会計事務所

関東 東京都 中央区 株式会社パスラン 1011001059305 非対面による人材マッチングシステム構築事業 安藤　幹根

関東 東京都 東村山市 合同会社悠心塾 4012703001468 人生１００年時代！！心を豊かにする大人の学び舎の創設 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 千代田区 株式会社ブランニング 3010001219338 日本初！オマール海老を使ったラーメンのインターネット通販事業の推進 野竿　健悟

関東 東京都 目黒区 株式会社ウエストサバンナストリート 6013201012583 セントマーチングアバベリーを主材料とした、高付加価値洋菓子の商品開発と販売事業への業務転換 ブライトウイル・アドバイザリー株式会社

関東 東京都 青梅市 株式会社マーキュリーズ 8013101005669 既存店舗のブランド・ノウハウを活かしたオリジナル製品の開発・販売 株式会社シンカ

関東 東京都 中央区 株式会社興栄 9010001124813 着付けグランプリ優勝の実績を活かした新感覚着物製造販売 松尾　基司

関東 東京都 渋谷区 株式会社ローランドコーポレーション 5011001035657 ＴＯＥＩＣ　ＩＰテスト及びＴＯＥＩＣ対策講座のオンライン化事業 東京商工会議所

関東 東京都 調布市 株式会社マイスター 5012401021635 大判プリンターによるオリジナルクロス製造で価値創造 吉田　博之

関東 東京都 豊島区 株式会社サンクリエーション 7013301034915 「新・えがおビューティ体験」のサービス展開、えがお洋品店の「予約制完全貸切店舗」 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ワークハピネス 7010401095631 オンラインでの効果を最大限に引き出すゲーム型社員研修プログラム 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 世田谷区 ＢＬＡＵ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｃｏｍｐｌｅｘ株式会社 6010401096424 先進的なデジタル３Ｄプリンタで製作したディティールアップパーツをプラモデル市場で販売します。 東京商工会議所

関東 東京都 中野区 株式会社デキマスワークス 7011201021067 新分野展開によるスケートボード事業の新設に係る事業計画 有限会社ＴＦＰマネジメント

関東 東京都 足立区 有限会社ティーケイハート 3011802026377 美と健康をテーマに心とからだを癒すリトリート施設Ｎａｍｕｙａの開業 株式会社エモーサル

関東 東京都 江戸川区 ＨＩＤＥＧＬＯＲＹ 地方創生に貢献「空き家再生コンサルティング」事業 林田玲子

関東 東京都 千代田区 ＪＩＣＯＯ株式会社 5010001152157 テレワークにおける生産性を向上させる３Ｄコミュニケーションシステム ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社ナチュラルアイズ 2011101065846 まつ毛サロン店から整体サービスを新分野展開して事業回復を達成する 塚本　康幸

関東 東京都 渋谷区 有限会社スタジオバンバン 3011002018175 撮影スタジオの改修を行い、多様なイベントスペース企画運営への転換 城南信用金庫

関東 東京都 江東区 寿産業株式会社 5010601002216 当社初の個人向けビジネスとなる、レンタル倉庫事業への挑戦 木口　哲男

関東 東京都 新宿区 ＩＢＣパブリッシング株式会社 8011101048457 「使える英語」のオンライン教育総合事業の構築 東京シティ信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社トライキッツ 9010801008562 マテリアルリサイクルを活用したサーキュラ―エコノミー事業 仙波　洋平

関東 東京都 中央区 株式会社トロワフレーシュ 5010001138957 プロが作る究極の家庭料理を提供、コロナ禍対応のおひとり様向け日本料理店への新分野展開 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 港区 ｍａｋｏｆｏｏｄｓ株式会社 7010401139438 アイデア料理家が発信、コロナ禍の自炊ニーズを満たす「簡単料理のウェブメディア」 石川　麻子

関東 東京都 品川区 株式会社ｆｒａｕ 5010701038580 ＥＣサイト、ｗｅｂ広告用　動画制作スタジオ！ 八重洲税理士法人

関東 東京都 江東区 有限会社スターフェローズ 4010602031909 羽田空港の内のハンバーガー・ステーキ店から、東京自由が丘の大衆居酒屋事業への進出 安藤　幹根

関東 東京都 足立区 有限会社フジタ工務店 3011802017814 建材の余剰材を活用した建材専門フリマサイトによる新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社グリーンバレー 2011501012613 素材と手作りにこだわったシナモンロール専門店の開業 久保　徹雄

関東 東京都 渋谷区 株式会社ダブリューズカンパニー 9120001113532 ワーケーション施設の運営によるポストコロナのライフスタイル提案 株式会社浜銀総合研究所

関東 東京都 杉並区 鶏処笑まる 手土産・贈答用も視野に入れた国産一口せせり餃子のテイクアウト専門店事業 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 Ｃｈｉｅ　ｄｒａｍａ　ｓｔｕｄｉｏ合同会社 4013303004183 スピーチ・プレゼンなどのオンライン動画による研修配信システムの構築 幡野　康夫

関東 東京都 中央区 株式会社ネオビクス 4013301020208 敏感肌、アトピー肌向けオーガニック化粧品ＰＢブランド製造販売の新分野展開 若杉　拓弥

関東 東京都 杉並区 株式会社ｕｌｕｋａ 5011301023155 高齢のペットの健康年齢を伸ばす、ペットのリハビリ事業 仲田俊一

関東 東京都 港区 有限会社寺内デザインオフィス 8011002035736 クリエイティブディレクター発、職人の魅力を引き出す美術品のような工芸品ブランド立上げ 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ラボランド 1011101026799 電動マウンテンバイクを利用したローカルガイドサイクルツーリズム事業 サン共同税理士法人

関東 東京都 調布市 株式会社スパンキー 9180001102711 学習塾にｅ－スポーツ教室を併設し、子供たちの学習意欲を高める 児玉　直樹

関東 東京都 目黒区 株式会社マチェーテ 9010401112698 「教えたい人」と「学びたい人」のマッチング＜マナボウ＞システム 東京商工会議所

関東 東京都 西東京市 株式会社ムース 2012701003897 北投石と地産地消を取り入れた世界初製菓製パン製造での新分野展開 佐藤　健一

関東 東京都 板橋区 株式会社喜芳園 3011402007109 現代の消費者ニーズに対応した観葉植物の体験型販売サービス事業の新展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社のりしろ 3013301044876 設計事務所のりしろ、働くショールーム計画 多摩信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社ヒットロックス 5011301011985 移動美容室及び介護者利用車両改造に関わる改造工事全般 東京商工会議所

関東 東京都 江戸川区 シューマ 創作イタリアン・スパニッシュ料理のテイクアウト専門店　さんかくや 西河　豊

関東 東京都 新宿区 株式会社ディプレ 9011101047648 社会人教育ノウハウを活かし児童の自立学習を促す学習塾への進出 株式会社ハッピー・メンター

関東 東京都 台東区 大輝電装株式会社 9011801033831 電気工事力を活かした空調工事事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 東京都 千代田区 Ｈ　ＶＩＥＷ株式会社 5010001196121 最高級溶岩石を使ったヨガスタジオの新規事業計画 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ＡＶＥＮＩＲ 9010001135174 コロナ禍に上昇する男性美容意識を捉えたメンズ眉毛サロン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 大田区 有限会社チルファクトリー 9010802009353 高級輸入家具販売及び家具展示場を兼ねたレンタル撮影スタジオ運営 下地　貴之

関東 東京都 東村山市 合同会社ふくわうち 9012703001967 超高齢化が進むニュータウンの生活圏内で提供する、　地域密着型生活サポートアプリケーションＡＳＰ 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 小金井市 株式会社スタービジョン 5012401010092 東京多摩地区初！ＩＯＴを活用　遠足都市型ブルーベリー園の開園 東京都商工会連合会

関東 東京都 立川市 株式会社エンジョイライフ 4012801010230 地域と連携してオリジナルのハード系パンに強みを持つベーカリーを出店 株式会社アクセルパートナーズ
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関東 東京都 中央区 株式会社クオリアート 8010001020798 美術鑑賞に新たな基軸としてのオリジナルＶＲ美術館の作成 五味田　匡功

関東 東京都 台東区 東高通信工業株式会社 8010501008582 一般民需市場進出のための全自動射出成形機導入による事業再構築 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 新宿区 亜細亜Ｔｏｋｙｏ　Ｗｏｒｌｄ株式会社 5011001112092 コロナ禍の市場ニーズに応える貸別荘業への新規参入と事業拡大 駒田　裕次郎

関東 東京都 八王子市 株式会社きらら亭 4010101001009 急速冷凍可能な冷凍庫の導入と事業再構築計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 品川区 チキンダイニングちりばり テイクアウト＆デリバリーを専門としたエスニック料理店の開店 河村裕司

関東 東京都 中野区 Ｂｉｏｌｏｇｇｉｎｇ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ株式会社 7130001052525 海中騒音を評価するための水中音響記録装置の開発 板倉　麻貴

関東 東京都 江戸川区 サンサール 店舗の味をご家庭で！ネパール料理店が自店製造の冷凍カレー通信販売へ事業展開！ 東京東信用金庫

関東 東京都 新宿区 有限会社エル・アイ・ジー 1011102019034 「国内ホームステイ型レッスン」のオンラインを活用した拡販計画 宮田　芳直

関東 東京都 豊島区 株式会社グリップセカンド 5013301029520 セントラルキッチンの新設 シーロムパートナーズ税理士法人

関東 東京都 江東区 ｔｏｋｙｏ　ｔｏｆｆ オリジナルペット用品ブランド『ＤＯＧ　ＬＩＦＥ』立上げと犬用品市場への参入 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 サムライヌードル株式会社 2011001066705 イートインから転換！グルテンフリー食品のテイクアウト専門店に 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

関東 東京都 渋谷区 株式会社パーソンリンク 6013201018713 システム開発会社による、データ分析を活かした非接触型キャンピングカーレンタル事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 一般財団法人滝井記念財団 5010405009721 日本語学校によるオンライン／対面を併用した人間力育成型学習塾 松尾　基司

関東 東京都 目黒区 株式会社たつみや 1120001135427 ＦＣ本部設立で出店のワンストップ支援と事業継続サポート 税理士法人エンパワージャパン

関東 東京都 新宿区 株式会社ユー・ティ・アイ・ジャパン 4011101021657 旅行事業と持帰り生餃子・焼売店を統合したハイブリット企業へ 内田　哲夫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＶＡＲＩＯＵＳ 5020001082865 布を使って縫うものが作れるＤＩＹ（手芸）ショップ（ＥＣサイト運営） 昭和信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ダブルインフィニティ 9011501019494 実店舗をバーチャル空間へ　ウェブアプリ事業計画 観野　健太郎

関東 東京都 千代田区 株式会社トイビト 4010001183376 学問分野に特化したＳＮＳを活用した大学広報支援サービスによる事業再構築 ゼノンクリエイツ株式会社

関東 東京都 台東区 合同会社オール・ザ・ベスト 3010503005244 コロナ禍で退去が進む商業ビルを活用しレンタル収納事業への参入 第一勧業信用組合

関東 東京都 江東区 ハウスバード株式会社 5030001116300 「家族の絆を取り戻す」冠婚葬祭行事でも活用可能な宿泊施設運営 手塚　誠

関東 東京都 世田谷区 株式会社クレーター 8011101087629 ＶＩ（ビジュアル・アイデンティティ）を活用した販促物の制作事業 昭和信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社栄エンタープライズ 9010501004639 酒類中心の居酒屋からデリバリー対応可能な韓国料理専門店への事業転換事業 藤原　文

関東 東京都 大田区 藤口 オンライン配信事業に対応するサウンドミックスの提供事業計画 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社ＪＡＶＩＣ 6010001199494 ウィズコロナ時代に対応する人材紹介システムを活用した事業再構築 楡井　宏志

関東 東京都 練馬区 株式会社榎本事務所 1011601013264 歴史文化資源発掘サービス 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社２ｉＤ 5011001100089 写真集等のデジタル出版及びタレント向けワークスペース提供 野竿　健悟

関東 東京都 豊島区 株式会社ＮＲＣ 9010601053866 中小企業に優しい「簡単業務効率化システム」開発事業への参入 株式会社アサユナイト

関東 東京都 港区 イチニ株式会社 1010001169130 ＡＩを活用した情報発信事業への新分野展開 明治通り税理士法人

関東 東京都 中野区 有限会社トモス 8011202011306 都会の隠れ家海の家風カフェスタンドの開設事業 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社リバースネット 6010401133458 地域の環境を支える廃棄物処理企業向けクラウド基幹システム構築 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 渋谷区 株式会社コムフーズ 9011001102676 東京厨房の食堂からカレー専門店への業態変換の実施 鈴木　涼介

関東 東京都 渋谷区 ベレックス株式会社 2010401073071 爪の健康を促進するサブスク型ネイルケアＥＣ事業展開 小原　恭子

関東 東京都 台東区 株式会社ＲＹＭＳ 3010701039762 ニッチエリアの観光事業者に向けた観光体験プラットフォーム開発 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社オアシスライフスタイルグループ 5013301040642 地方土産菓子店の魅力をＶＲ化により全国に発信する土産菓子ＤＸ事業 税理士法人ディープインパクト

関東 東京都 千代田区 株式会社サンポウ 2010001169914 看板メニューの猪・すっぽん鍋を通販用に改良しＥＣ事業を立ち上げる。 仙波　洋平

関東 東京都 練馬区 有限会社名東工業 9011602023908 「高圧洗浄事業」への参入による業績Ｖ字回復及び競争力の強化 巣鴨信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社ｓｍｉｌｅ・ｃｏｍｐａｎｙ 5011701016163 冷凍食品・ホットスナックのテイクアウト商品の販売事業 東京東信用金庫

関東 東京都 国立市 株式会社サイバースポーツ 2012801019372 アスリートと企業・個人を繋ぐプラットフォームの開設 多摩信用金庫

関東 東京都 立川市 合同会社ナビゲート 2012803002649 保険事業から障害児支援事業の　放課後等デイサービス（障害児学童）への業種転換 立川商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＮＡＶＹ 1011001110439 短尺動画クリエイター育成事業（ＴｉｋＴｏｋ　ＭＣＮ事業） 一條　仁

関東 東京都 足立区 株式会社セッキン 7011801022142 から揚げ販売経験を活かした「丸鶏唐揚げ」の開発、中食事業への業態転換 株式会社シャイン総研

関東 東京都 港区 株式会社東京どりいむ 9013401001986 冷凍流通新食感スイーツブランド構築とＥＣ販売による事業再構築 税理士法人大阪合同会計事務所

関東 東京都 葛飾区 株式会社友進 3011301022761 早い・安いが売りの中華料理店舗業から、ＥＣサイトを構築し、調味料を飲食店への販売を行う 増田　考邦

関東 東京都 港区 株式会社ＴＳＵＢＡＫＩ 1010401084094 軽井沢の観光客等向けの「和」のアート体験施設でのスクール事業 森　滋昭

関東 東京都 多摩市 株式会社ＳＰＡＣＥ　ＰＲＯＤＵＣＥ 9030001134109 オフィスデザインの建築ＣＧパースを制作しサブスクリプションモデルで販売する事業 多摩信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｊ・ｃｒｅａｔｅ・Ｗ 4011001122019 家具事業のリソースを活用したレンタルオフィス業への新分野展開 サポート行政書士法人

関東 東京都 文京区 日宝商業株式会社 8010001006194 店舗併設のエステルームにおける美容施術 朝日信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社ＡＺＷＡＹ 4013301039388 全国１２万社以上の中小零細企業と共に生産性の向上を目指す、不動産ポータルサイトの構築 巣鴨信用金庫

関東 東京都 墨田区 プロドライ株式会社 1010601048865 個人住宅向け漏水復旧事業実績を活用したＢｔｏＢ向け湿度コントロールサービス事業 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＳＰＩＣＥ　ＳＥＲＶＥ 6010401092200 散骨事業ノウハウを生かしたご遺骨サポート事業への進出 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 千代田区 株式会社クリエイティング・プラネット 7010001170891 組み合わせで選ぶ、オーダーメイドラスクのオンライン販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 株式会社ＭＡＫＥＶ　ＮＥＯ 5011101079298 コロナ禍における感染拡大防止対策を重視した焼き肉レストラン運営 株式会社東日本銀行

関東 東京都 港区 ＫＴ合同会社 8010403010620 同時代的「東京料理」とカカオ商品の提供・販売によるペット・フレンドリーな専門料理店への事業転換と販路拡大 さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 京橋白木株式会社 4010001046120 陶磁器制作のオンラインプラットフォーム「ＯＭＵＳＵＢＩ」 税理士法人　古田土会計

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｏｇ 5030001101731 サブスク事業者向け通信機器レンタル業務支援プラットフォームサービス 森　健輔

関東 東京都 千代田区 株式会社ナビット 7010001089876 全国の在宅ＳＯＨＯとＡＩで業界の常識を覆すコールセンター事業 田島　　寛司

関東 東京都 中央区 株式会社銀座磯むら 4010001063685 シニア、ギフト向けアパレル・雑貨・小物のＥＣ事業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 北区 株式会社セントラルオフィス北川 9011501019783 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 江東区 株式会社サンエイフーズ 1010601033058 焼き肉店のニーズ拡大に応える飲食業から食品加工業への業態転換 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 港区 有限会社スプーン 4010402035829 心の健康サポート　デジタル・セルフメンタルケア　サービス 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 株式会社ｆｏｒｙｏｕｃｏｍｐａｎｙ 4013301038935 玄米を原料としたスウィーツや玄米茶を提供するカフェとＥＣサイトの展開 森薗　　士門
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関東 東京都 中央区 ワン・プレシャス株式会社 5010001182674 女性の隠れた悩みに届け！便臭サプリのＥＣ販売で新規顧客の獲得 坪井　亮

関東 東京都 新宿区 株式会社フルバランス 6011101047403 サブスクＥＣと拡販が一本で可能になるＳｈｏｐｉｆｙアプリの開発 城北信用金庫

関東 東京都 江東区 有限会社ロジックスアーツ 9010602033776 マシンピラティスで心身健康になる感染防止型のフィットネス新事業 大原　健佑

関東 東京都 品川区 株式会社Ａ　ＤＩＳＨ 1010701037090 自家製野菜味噌の開発と、当社鍋セットのテイクアウト事業 増田　考邦

関東 東京都 あきる野市 宇關真白 ＥＣ×古着×リサイクルによる、唯一無二のトータルコーディネート事業 坪井　亮

関東 東京都 調布市 日鋼株式会社 3013401005852 宅飲みを手軽にもつ鍋、ご当地鍋の無人販売 税理士法人大石会計事務所

関東 東京都 北区 大塚　はなおか 全国の国産ワインと契約農家の無農薬野菜を使った総菜テイクアウト事業 増田　考邦

関東 東京都 江東区 株式会社山創 7010601056391 スポーツインストラクターの知識を融合した新規制の高いリラクゼーションスペースの構築 高瀬　加奈子

関東 東京都 国分寺市 ロカットサロン 美容室から事業再構築写真スタジオ開設 立川商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ＥＳＯＬＡ 8011101052657 韓国カルチャーに特化した貸しスペース業 一般社団法人公益活動サポートセンター

関東 東京都 中野区 有限会社四文屋 4011202010914 最新オーダーシステム導入及び多階層店舗を狙った新コンセプト店舗出店計画 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社クオル 8011002036593 店舗型複合スペース施設のレンタル運用による地域交流活動の支援事業 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社全商 9011001049810 出店シミュレーターで小規模物件専門の出退店サポート事業への進出 鈴木　弘朗

関東 東京都 千代田区 株式会社ゼロシステム 5010501033856 ノベル・ゲーム／アニメ／小説クリエーターを輩出する育成教育事業
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 東京都 渋谷区 果実店カンヴァス ＳＮＳ集客を活用したリアル店舗とＥＣ販売による雑貨販売事業の開始 盛澤陽一郎

関東 東京都 葛飾区 有限会社リックス 6011802028437 満天の星空を臨む個室露天風呂付きグランピング事業 小田　順

関東 東京都 豊島区 株式会社ＨＩＮＯＤＥ 7030001121950 特定技能者ジョブマッチングシステムサイトの開発・運営 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社萬亮 7010401141195 プロもアマも学べるＥラーニング、バーチャル蔵見学システムの構築 小田喜　敏英

関東 東京都 中央区 株式会社Ｃａｖｅｍｅｎ．ｊｐ 1010001167605 中古車販売店向け最適価格設定支援サービス ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社アベラボ 5020001127570 シェア型レストラン開発による起業支援・運営サポート事業への業態転換 株式会社企業参謀

関東 東京都 港区 有限会社リビングＣＧ 7140002031808 没入感の高い映像コンテンツ配信プラットフォーム事業の開発 猪口　建太朗

関東 東京都 渋谷区 株式会社コムセント 7011001037478 不動産賃貸物件のＩｏＴによる管理及び内見予約サービス 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 合同会社ＳＵＮＮＹ　ＳＵＭＭＥＲ 8430003008898 環境に優しいエシカルな国産ヴィーガンスキンケアの開発と販売 坪井　亮

関東 東京都 新宿区 株式会社からくり粘土の遊園地社 1011101043167 動画スタジオ付きドローン教室を作る計画 巣鴨信用金庫

関東 東京都 世田谷区 有限会社キュルチュール・フランセーズ 7010902024881 神奈川県鎌倉市の小規模菓子店を事業継承し、地域住民のためのマイクロツーリズムの拠点にする 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社音流 8011001110143 ＡＭＡＹＡ：真鶴町の魚貝販売・飲食サービス及び地域活性化事業 神奈川県商工会連合会

関東 東京都 中央区 株式会社ジャパナダ 8011101058844 コーチング研修事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｗｅｉｖ 7013201016971 事業再構築計画書　飲食事業“ひるま屋”開業計画 アレシア税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社リデルタ 2011301025419 ペットアパレル向け３Ｄサイズフィッティングシステムの提供 齋藤　信一郎

関東 東京都 葛飾区 株式会社扶桑 8011801004263 クリエイター向けセミオーダーカスタマイズシールサービスの提供 株式会社阿波銀行

関東 東京都 新宿区 アドバンスドクラウド株式会社 8010001163226 デジタル技術活用の小規模＆個人事業者向けプチ・コールセンター 新都税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社アーツミッション 7011101078091 ウエディング事業への業種転換による原点回帰 税理士法人及川会計事務所

関東 東京都 渋谷区 アゼル オーガニックレストランが手掛けるコーヒースタンドベーカリー 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 台東区 双葉食品株式会社 6010501011596 事業収益改善を目的とする唐揚げ事業への新分野展開 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 東京プチフール撮影スタジオ コロナに負けるな！新郎新婦を応援！フォトウェディング撮影への新規参入 さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社クロスフェイス 7040001097174 助成金コンサルティングサービスのＤＸ化による助成金申請プラットフォーム構築 株式会社岩手銀行

関東 東京都 渋谷区 ラ・ナチュール パン・菓子製造業への転換による、事業安定及び拡大化プロジェクト 池村　尚弘

関東 東京都 墨田区 株式会社ＹＨマーク 4010601043079 ペット用品をはじめとしたアパレル商品販売 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 八王子市 美容室レイアロハ コワーキングスペースとしても活用できるグランピングｃａｆｅ 西武信用金庫

関東 東京都 福生市 ハヤシピアノ教室 ハンドベル教室とピアノ、ゴスペル、バンド、ダンスをオンラインとのハイブリッドで行う、ダイバーシティとにぎわいの事業化 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ナレッジエックス 2010701021853 デジタル化動画教材開発サービス 安藤　一彦

関東 東京都 新宿区 株式会社ダニエルズアーク 6011101084826 アフターコロナのオンラインＤ２Ｃ事業「ご褒美×健康」のプロテインアイス開発事業計画書 タックスパートナー税理士法人

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｂ２Ｂ 9013301042247 歌舞伎町で培った経営スピード感を男性美容市場でも！セルフ型メンズ脱毛サロンでＶ字回復！ 森　憲一郎

関東 東京都 豊島区 株式会社アイ・コーポレーション 2013301026041 不動産テックの導入で非対面化の不動産仲介から管理まで一貫で取り扱い 川崎　朋子

関東 東京都 羽村市 株式会社Ａｐｐｒｏａｃｈ 1013101006665 キッチンカーを活用した福生市の名物カツサンドの販売事業 西武信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社ＨＦ 2290001060780 高級焼肉弁当「頂極」の事業化による飲食サービスの再構築 髙村　英子

関東 東京都 品川区 株式会社オーセン 4010001192757 ★ユニセックスアクセサリーブランドのＤ２Ｃ事業★ セブンセンス税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｓａｕｃｅｒ 4011301021259 パーソナルトレーニングジム向け顧客管理システムの提供 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 世田谷区 株式会社サムライフードカンパニー 3010901028763 惣菜テイクアウトの新規展開による事業再構築計画 廣瀬　好伸

関東 東京都 中央区 株式会社有便堂 3010001059602 書画用品からメイクアップ用品へ 東京シティ信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社ＤＥＳＥＲＧＯ 4010901039792 蓄積した家具製作技術を活かしオリジナル製品販売事業に進出 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 渋谷区 株式会社レ．アッカ 8021001008634 最新マシーンによる非対面式ビューティリフレッシュサロンの運営 曽田　征

関東 東京都 港区 株式会社ビッグノーズ 5010401112198 アートギャラリーへの転換とｏｎｌｉｎｅによる世界へのカルチャー発信 小池税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社オービット・トレーディング 3011101003929 ＥＣサイトによる新規販路開拓、自社ブランド展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 町田市 株式会社今川商店 7012301009828 自社調理技術を活かした急速冷凍機導入による冷凍鮮魚の販売事業 岩瀬　学

関東 東京都 中野区 有限会社ウィング 8011202000738 赤外線カメラを用いた次世代の建物診断事業への新規展開 西武信用金庫

関東 東京都 足立区 株式会社ＲＳ東京インターナショナル 6011801015015 コスパも満足！未病対策付きリラクゼーション＆エステサロン事業 林田玲子

関東 東京都 中野区 株式会社Ｄａｙｓ 3011201023422 感染症リスク低減を重視した「から揚げテイクアウト専門店」及び「高級寿司店」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 墨田区 株式会社スカーレットプロモーション 9010601050632 アフターコロナにマッチしたハイブリッド型エンターテインメント施設の経営 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 小金井市 株式会社蔵ダイニング 2012401002786 シニア主婦を活用した握りたておにぎりプラットフォーム事業 むさし府中商工会議所
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関東 東京都 杉並区 株式会社バグジーヒーローズクラブ 7011001071254 平日ワーキングスペース及び週末イベントレンタルスペース運営 半田　康二

関東 東京都 渋谷区 有限会社ソラ 3011002025774 ３Ｄスキャナー＆オンラインを活用した結婚指輪手作り体験サービス 盛澤陽一郎

関東 東京都 中野区 株式会社ｇｒｏｗｔｈ 8011101088429 スナックから託児所サービス付きネイルサロンへの業種転換 税理士法人熊代事務所

関東 東京都 港区 株式会社豪龍会 9010401122400 最高級食材生産者との持続可能な関係構築事業～ワインセラーのクラウド化を添えて～ 植田　覚

関東 東京都 豊島区 株式会社ピチカートデザイン 1011001070492 ボードゲームを熟知した専門スタッフによる提案型実店舗販売 清水　敦也

関東 東京都 青梅市 合同会社Ｊ　ｓｐｉｒｉｔ　ｃｏｍｐａｎｙ 9013103000477 和太鼓の打法をベースとした業界初の暗闇フィットネス事業 青梅商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社味作家 1010901044977 うどん居酒屋を弁当製造工場化し、お店の味をそのままお届けする宅配弁当事業へ業態転換 森田　昇

関東 東京都 目黒区 有限会社ＡＣＣＥＮＴ 2011002031303 インテリア雑貨事業で培った商品開発力を生かし食物販事業へ新展開 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 クラウドテレコム株式会社 3010401149671 中小企業向けの業務管理システム開発事業への参入 株式会社アサユナイト

関東 東京都 港区 スカリー株式会社 3010401095288 キャスティングシステム開発による芸能業界のＤＸ化推進 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社健び堂 6010001181551 多機能美容エステブースの導入による美容体験販売サービスの提供 株式会社Ｇｅｔ－Ｇｒｏｕｐ

関東 東京都 豊島区 株式会社ラストワンマイル 3013301031536 新型宿泊施設　泊まれる古本屋（古本屋と併設した地域と東京をつなげるワーケーション特化型　無人サブスク宿泊施設） 巣鴨信用金庫

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ｃｒｅｅ 2012401023254 人気イタリア料理の惣菜と自家製バターを商品化して売上の拡大を図る 池田　寛太

関東 東京都 台東区 株式会社ユニカ 8010001168266 劣悪な環境下で使える屋外向け省エネ液晶サイネージの商品化 東京商工会議所

関東 東京都 墨田区 株式会社岩本製作所 4010601009253 優勝カップのフクリン（月桂樹）をモチーフにしたアクセサリーへの参入 松本　圭介

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｗ・Ｈ　ＣＯＭＰＡＮＹ 2011001097733 薬膳火鍋専門店だからできる薬膳カレーレトルト販売事業 税理士法人大石会計事務所

関東 東京都 江東区 有限会社晴海屋 4010602020746 日本の伝統、「屋形船」を守る！カウンター寿司懐石への業態転換で地域を活性化 東京東信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社シェリロゼ 2011001042986 集合研修→ハイブリッド研修へ転換 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ティーディーコア 3013201003726 サスティナブルなゴールドジュエリーの商品化と既存商品含めたＢｔｏＣ販売強化 株式会社コンサラート

関東 東京都 千代田区 株式会社藤川商事 7013301037208 本場の味を中華料理店へ。ラム肉串の製造卸工場の開設 魚谷　康行

関東 東京都 江東区 ＢＡＲｉｌｌｕｄ バーの強みを生かした、スイーツ等喫茶店メニューの提供 山部　浩平

関東 東京都 国分寺市 株式会社Ｌａｍｉａ 4012801019148 女性の美に対するトータルサポート店舗の開業 梅本　昇

関東 東京都 港区 株式会社ａｎｍｏｒｅ　ｅｓｔａｔｅ 2010401146810 不動産企業の新分野展開による会員制プライベート空間の時計販売 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 新宿区 株式会社せいじつ屋 4011101025526 広告代理店×人材事業の育成力による飲食店経営を通しての雇用創出地域活性化事業 昭和信用金庫

関東 東京都 江戸川区 Ｅｎ株式会社 5010001158682 飲食業総合支援ツールを開発し既存取引先へ販売する 井上大輔

関東 東京都 渋谷区 ＴＥＤ株式会社 1011001124554 Ｏｎ－ｌｉｎｅ設備を備えたレンタルスペース事業 城南信用金庫

関東 東京都 台東区 グリルチキンピノス キッチンカー専門店からデリバリー店舗を加えた販路の拡大事業計画 東京東信用金庫

関東 東京都 中野区 炭火ホルモン焼き　まるかん 炭火ホルモン焼き　まるかん事業再構築補助金事業計画 大東京信用組合

関東 東京都 新宿区 ハンズフリーシステムズ株式会社 6011101040440 自然と都心の融合景観を活かした「小さなバーチャルオフィス」 税理士法人魁

関東 東京都 あきる野市 三田　りょう 本場韓国料理と演歌のコラボレーションによるキッチンカー事業 多摩信用金庫

関東 東京都 足立区 龍盛株式会社 4011801016361 「高齢者世帯や共働き世帯に優しいお惣菜の製造販売＆デリバリー」 東京東信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社リセ・プランニング 2011601013552 タップシューズにもなるシューズ製作（チップス部分の取外し可） 東京商工会議所

関東 東京都 板橋区 マコト工務店株式会社 5011401021083 古材による唯一無二の家具製造販売及びプライベート空間で楽しむサウナルーム販売 巣鴨信用金庫

関東 東京都 武蔵野市 株式会社インターソフト 8012401013720 ポストコロナ・ウィズコロナ時代の経済社会の変化に対応する為の新たなパッケージソフトウェア業の実施 多摩信用金庫

関東 東京都 葛飾区 有限会社タカハマライフアート 4011802022235 プリント業者の情報発信 税理士法人　古田土会計

関東 東京都 中央区 アロマ看護ケア株式会社 1020001109449 病児障害児を含めた一時預りと園までの送迎事業 坪井　亮

関東 東京都 練馬区 株式会社Ｌａｋｋｅ 9011601017704 ＶＲを用いた多世帯住宅の建築設計シュミレーションコンサルティング事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 文京区 株式会社サンクリエイト 3010802016553 イタリアンレストランでのノウハウとデジタル技術を活用した新事業への転換 税理士法人いぶき会計

関東 東京都 品川区 エクサーチ株式会社 2010703001804 輸入機器の設置、保守、点検、修理、その他アフターサービス業 城南信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社ＫＡＫＵＭＥＩ 5010801029892 地域を牽引するコーヒー業態の創出によるブランド強化戦略 兒玉　洋貴

関東 東京都 中央区 株式会社ＫＩＲＩＫＯ 5010001184266 『大阪の予約困難焼肉店「塩焼さつま」の関東初出店を手掛け、苦境からの脱出』 小森　孝一

関東 東京都 足立区 株式会社大日本左官 9011801009435 コロナ対応型の建設現場向け食堂開業と飲食事業部の立ち上げ 税理士法人信州中野合同事務所

関東 東京都 世田谷区 キリコ　ビューティー　ラボ　鍼灸院 デジタル×鍼灸で女性の「未病」を防ぐ美容・健康のトータルケア 株式会社クロスタウン

関東 東京都 墨田区 山口産業株式会社 7010601016404 ＢｔｏＢ取引依存脱却のための、「やさしい革」セレクトショップによる小売事業＆現場目線でＳＤＧｓを伝えるセミナー事業の展 齊藤　光介

関東 東京都 国立市 チャンピオンズゲストハウス合同会社 1012803001866 リアルとリモートを駆使したボクシングジムの運営 ＢＳＰ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 恵比寿大人のためのリメイクビューティサロン 美容関連の情報コンテンツ提供プラットフォーム事業への業種転換 西武信用金庫

関東 東京都 町田市 和音の木 より広く音楽の世界を知ってもらいたい！町田から出発する楽しいメロディー 小林　永二

関東 東京都 江戸川区 株式会社アテンド 5011701017070 住み慣れた自宅で過ごしたい、江戸川区の高齢者サポート拡大 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＰＬＵＳＩＤＥＡ　ＰＡＲＴＮＥＲＳ 4010901037573 日本初のＴｉｋＴｏｋデータを用いた分析ツール開発による新分野展開事業 髙橋　基貴

関東 東京都 目黒区 合同会社ＨＢ 9010703003091 小顔効果が得られる最新ＨＩＦＵ機器を導入し同業差別化が図れるエステ事業への新展開 和喜田　勤

関東 東京都 港区 株式会社ニッテル 4010401074373 韓国の食材・化粧品・衣類など、韓国文化に興味がある方向けに、ＥＣサイトでネット通信販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社Ｆｌｙ　Ｏｎ 7010401101901 既存事業の国内外コネクションを応用し、コロナ禍の新たな日常をアップグレードする製品提案及び販路開拓 城南信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｍａｈａｌｏ 9010901028353 コロナ禍でも集客できる非対面「インナーマッスルトレーニング専門店」への転換 齊藤　祐一

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＲＥＭ 1011001103418 地方創生をテーマにしたクラフトビール　ＥＣ　販売の事業計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 東京都 中央区 有限会社南雲屋 8010002035416 高級海老料理レトルト商品を開発し通信販売を実施する 井上大輔

関東 東京都 世田谷区 株式会社アプローズ 8010901000726 コロナウイルスで疲弊した人々にハイクオリティーな音楽で笑顔を 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 東京都 港区 ウェンディー・ジャパン株式会社 9010401120759 旅行会社の特性を活かしたマレーシア料理のキッチンカー事業 表参道税理士法人

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｖｉｎｔｏｍ 5011001107613 ダンスと食の複合型エンターテインメント事業 椿　祐輔

関東 東京都 町田市 川田屋株式会社 5012301006752 老舗酒屋が営む肉の販売店　―関連業者と挑むコロナに強い無人店舗― 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 台東区 株式会社オンザフーズ 9010501044098 会葬御礼事業向け芳名録サービスとグルメギフト券制作販売 梅津徹朗

関東 東京都 中野区 フォーブ・コミュニケーションズ株式会社 3010901011430 動画を核とした収益向上の仕組みで地域経済の成長を牽引する 米谷　富士子
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関東 東京都 新宿区 株式会社Ｈｅａｒｔ　Ｂｅａｔ 4010601052856 イートインカフェから「トッピング式おむすび・海苔弁」のテイクアウト・デリバリーへの転換 安川森平

関東 東京都 台東区 ＡＳＡＫＵＳＡ 現代アート鑑賞を通じた学習支援とＥラーニング事業 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社泉竹 4010901029587 伝統の日本食文化を中食にて味わえる事業転換計画 世田谷信用金庫

関東 東京都 中央区 マーケティングサポート株式会社 1020001094204 宿泊施設向け、経営者と宿泊者の利便性を向上させるシステムの開発＆リリース ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

関東 東京都 文京区 株式会社ＲＵＨＩＡ 2010001093643 ウィズコロナにおける０．７食ニーズに合わせたテイクアウト業態への業態転換 武藤　壮一

関東 東京都 港区 株式会社ロイバン・エヌ・ジェイ 7010401032015 美容健康新事業（アロマトリートメント・脳幹トリートメント・まつ毛カール） 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 板橋区 Ｒｅｂｏｏｔ　Ｊａｐａｎ株式会社 3011401021358 ワンストップ情報提供で日本語学習機会を増進し日本ファン留学生を増やす！ 一般社団法人板橋中小企業診断士協会

関東 東京都 世田谷区 株式会社エヌドレス 3010901033482 ライフスタイル型メンズブライダル＆ウエディングコンサルティングに進出 さわやか信用金庫

関東 東京都 中野区 ｓｔｕｄｉｏ　ＭＡＳＳ コロナ禍で需要急増中の高音質音楽配信ライブをプロのエンジニアがサポート 坪井　亮

関東 東京都 東村山市 株式会社リーフメディカル 8012701014617 発達障がい児童受入れ施設運営 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 株式会社ジャストワン 7011101053631 コロナ禍の巣ごもり需要を満たす地元密着型の中国食品店の開業 吉元秀樹

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＧＲＩＴ　ＮＡＴＩＯＮ 7011001115151 人類の「可動域」を最大化し、進化を楽しむ文化を作るコミュニティビジネスへの転換 税理士法人グランサーズ

関東 東京都 港区 ウエディングディレクションズ株式会社 4010401049524 ママ向けインポートドレスの商品開発とＥＣサイトを用いたレンタル事業の全国展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｎ－ｓｔｙｌｅ 6010001172781 美容系サロン向け指導実績を活かしたメンズ脱毛サロンの新規出店 大野順弘

関東 東京都 港区 株式会社ＰＲＯＴＥＡＮ 9010501044206 オンライン上で完結する事業計画作成サポートツール開発・提唱 和知　康成

関東 東京都 千代田区 ＫＪＰ株式会社 9020001112899 テイクアウト・デリバリーにも対応したカンボジア料理店事業 西武信用金庫

関東 東京都 立川市 株式会社バイオネット研究所 6010101009181 ソフトウェア受託開発からオンラインでのパッケージソフト販売への事業転換 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 練馬区 株式会社ソフトウェア・ファクトリー 4011601003758 中古高級外車向けオンダッシュ型オリジナルカーナビゲーションの製造・販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 千代田区 株式会社ビートワン 2010001109077 ＡＩ動作解析技術を活用したＡＩゴルフ指導装置の開発販売事業 ネオフライトクリエイションズ株式会社

関東 東京都 新宿区 サン・ビーム株式会社 5011101036175 モノ消費からコト消費へ、ステッキ専門店が挑む事業多角化計画 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社フュージョンアンドリレーションズ 6011101046371 メッセージチャット婚活パーティーのシステム構築 汐留パートナーズ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＴ 5011001103876 在宅が楽しくなる！オーダーメイドインテリア販売によるＨａｐｐｙ　Ｈｏｍｅ計画 西川貴人

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 いっせい 最高のチュロスをタレントが届けるキッチンカー事業 多摩信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｌａｍｉｅ 1011001117987 ジュエリー店が挑戦するドリンクサービスでコロナに打ち勝つ事業！ 明治通り税理士法人

関東 東京都 中野区 株式会社フォレストルーフ 6011201012562 オリジナル麺×テイクアウト・デリバリー×地域活性化 税理士法人小山・ミカタパートナーズ

関東 東京都 墨田区 株式会社ダルバン 9010601048998 オンライン配信に対応したダンス、ヨガ、フィットネス等健康をテーマにしたスタジオ事業 税理士法人東京第一会計

関東 東京都 大田区 株式会社サンリキ 9010801026837 精密加工技術を活かした警察関連製品の新分野展開 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 株式会社ペンデュラムデザイン事務所 8011001066740 ３Ｄ－ＣＡＤによるデジタルトワルの販売 吉田　邦彦

関東 東京都 杉並区 株式会社えんがわ 5011301021844 飲食店の顧客ネットワークを活用した自社農園野菜の宅配事業への進出 株式会社横浜銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社リリス 9013201006418 色再現を考慮した電子書籍・デジタル教材の販売事業 昭和信用金庫

関東 東京都 八王子市 ＨＥＬＬＶＩＴ合同会社 2010103001248 自動焙煎機導入による事業再構築計画 多摩信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社エルカミノ 4013301028424 海外在住の小学生向け難関中学受験専門オンライン学習塾事業の構築 税理士法人レヴ・ナス

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｖａｌｕｅ 4010001139824 地方ハウスビルダー向けオーダーメイドテレマーケディング事業 森　滋昭

関東 東京都 八王子市 ＪＩＮ株式会社 3010101009234 所有資産をＤＸ化したワーケーション施設に改造する事でリモート管理可能な収益化を図る事業 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ジェイバ 9010001046512 海外を感じられるカルチャーサロン及び国内旅行販売事業への挑戦 飯島　一郎

関東 東京都 大田区 ｐａｍｚ．株式会社 1010801027207 ＡＲトラベルアプリプラットフォームで情報通信業に業種転換 東京商工会議所

関東 東京都 港区 合同会社赤坂若狭 3010403017001 福井の特産品を小売販売する店舗内店舗「越前若狭ショップ」の出店 有限会社マネジメントプロセス

関東 東京都 新宿区 株式会社ＤＥＲＯＲＵ 8011001124011 アスリートに特化したファッションブランド展開 トリプルナイン株式会社

関東 東京都 新宿区 ティーム有限会社 6011002018676 フェス飯レビューサイト運用事業 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＧＳＭ 3011001101080 シミュレーションマシンの導入による無人ゴルフ練習場への業態転換、企業提携による新規顧客開拓 株式会社シャイン総研

関東 東京都 新宿区 株式会社ハンドシェイク 7011101049621 子どもの成長を第一に！待機児童削減に向けた保育事業参入計画 萩原　武馬

関東 東京都 渋谷区 合同会社エートリート 6011003008767 高性能昇華型プリンタ導入によるフルカラーＴシャツ製造販売業への参入 合同会社ＫＤＳコンサルティング

関東 東京都 港区 株式会社Ｍ＆Ｍ 4010401130861 マッサージ業から独自技術を活かしたオリジナル商品の製造販売業への転換 株式会社アキュリオ

関東 東京都 大田区 有限会社バンブークリニックゾーン 4010802011669 美容室の個室化による脱毛などのエステサービスの開始 納塚　大

関東 東京都 目黒区 有限会社アクースティカ 8010702000181 月額課金制フラメンコ・コミュニティ「アクースティカ倶楽部」の開設 第一勧業信用組合

関東 東京都 目黒区 有限会社イーストミーツウエスト 9013202013974 京都の地元飲食店を巻き込んだポップアップ型のシェアキッチン事業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 練馬区 合同会社Ｗｈｉｓｋｅｒ　Ｐａｄ 2011603003403 熟練バーテンダーによるハイアルコールジェラートの製造、店頭・通信販売計画 巣鴨信用金庫

関東 東京都 中央区 ＩＴパートナーズリンク株式会社 7010001155232 医療・福祉・介護に特化した外国人人材向けのｅラーニングシステム制作・販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 練馬区 有限会社ブランカ 3011602011430 癒しを提供するリラクゼーションサロンから新たなサービス温熱（免疫向上）サロンへの新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 練馬区 マップモンド・プロジェクト 昭和建築の給産科医院を裁量し、ニューノーマルな生き方を発信する職住隣接型シェアオフィス＆スペース 市川　正一

関東 東京都 大田区 株式会社ビーテック 7010801014257 障害者雇用を促進するイタリアンレストラン・冷凍食品事業の展開 石川　和比古

関東 東京都 武蔵村山市 東洋企画 最高に自信を持ってお勧めできるバインミー専門キッチンカー事業 多摩信用金庫

関東 東京都 豊島区 東京語学学校株式会社 2011801029621 日本語で学ぶ、留学生向けオンライン資格取得スクールの開校 株式会社フォーバル

関東 東京都 中野区 株式会社島田製薬 1011201002477 健康食品・サプリメントの製造から自社資産を生かした倉庫業への新分野展開 株式会社シェアードバリュー

関東 東京都 江東区 株式会社ユーモア 3010001162835 健康志向の洋菓子店出店 東京シティ信用金庫

関東 東京都 小金井市 ＨＡＳＡ株式会社 6011103006514 「次世代型フィットネスジム」事業の新規展開 サン共同税理士法人

関東 東京都 立川市 ＨＯＬＩＤＡＹ コロナ禍における健康意識の高まりに注視した痩身エステ事業 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 Ｔｏｋｙｏｐｏｒｋｓ ウィズコロナでも楽しめる！昼営業主体のハンバーグ専門料理店の新規展開計画書 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ダイアログ・イン・ザ・ダーク・ジャパン 9011001061014 ダイアログ・オンラインダイバーシティスタジオ事業 東京商工会議所

関東 東京都 葛飾区 居酒屋いちなか テイクアウトと移動販売が主軸のドミナント戦略型店舗への転換 足立成和信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社パッション 8010001136371 心療内科医監修のアプリ分析から顧客に最適なフレグランスを自動販売機で提供する事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ
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関東 東京都 新宿区 一立テクノ株式会社 1011101002073 「民間学童」＋「外国語学習」より教育付き学童保育を行う 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｂｒｏｏｋｌｙｎ　Ｂａｌｌ　Ｆａｃｔｏｒｙ　Ｊａｐａｎ 2010001155121 国産とうもろこし粉（マサ粉）の製造工場兼直販飲食店舗の新設と事業化 ＶＣＡＴ税理士法人

関東 東京都 足立区 株式会社喜久屋 2011801007131 街のクリーニング取次店を再生する新たな取次サービス事業の開発 生出　安弘

関東 東京都 港区 株式会社岩井レース 1010401034685 サロン店舗の併設によるＥＣサイトの展開 Ａ＆Ｋパートナーズ税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社テナントリテンション 6011101064943 ウィズコロナに向けた事業改革の為の事業再構築（２４時間月額会員制のゴルフスクール） 多摩信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社ファミリーアーツ 1011401016434 ライブ配信事業への参入 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 港区 株式会社ユーレックス 3010401040368 顧客接点を創出するワンストップ旅行サービス「直島Ｉ（アイ）プラザ」の開業 税理士法人トップマネジメント

関東 東京都 北区 株式会社Ｔｈｅ　Ｂｏｕｎｄａｒｙ 9011501020064 「視る力を得る！子供のためのどこでもデザイン学校」をオンラインで展開 東京商工会議所

関東 東京都 港区 朝日航空サービス株式会社 8010401000020 ＤＭＯや観光協会向けのレンタルオフィス事業への事業再構築 中村　健一郎

関東 東京都 港区 株式会社トレンディ 7010401019986 動画分析機能付きＳａａＳ型コンテンツ管理サービスの開発、上市 合同会社ウイン・アクション

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｇａｍｉｎｇ　Ｓｃｈｏｏｌ 4010001198746 ｅスポーツ普及とチーム育成のためのサブスク型キャンパス事業 越沼　康明

関東 東京都 中央区 タナカ印刷株式会社 3010001049917 撮影・編集の体制構築と動画配信プラットフォーム開発による事業再構築 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 練馬区 株式会社スピカ 1011602022462 高性能な撮影機材のあるセルフスタジオを茨城県内で初オープン 銀座スフィア税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社スギーズ英語発音教育研究所 2010001182256 発音に特化した英語レッスンの、ｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇを交えたコーチングプログラムの提供 坪井　亮

関東 東京都 大田区 株式会社Ｓａｉｔｏ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｓｔｕｄｉｏ 1010801028287 ＥＣサイトによるパーソナルジュエリー販売事業 池田　奈智

関東 東京都 小金井市 一般社団法人Ｌｉｎｋ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎ 1012405003773 高齢者向け訪問マッサージ院が行う介護タクシー事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 株式会社ブレイディア 2011001102823 スマートデバイスデジタルフォレンジック事業 東京シティ信用金庫

関東 東京都 港区 風水晶ｌａｐｐｙ 『オリジナル日本刀制作・販売事業』【伝統文化を伝え・残す】日本刀編 東京商工会議所

関東 東京都 北区 株式会社Ｎ．Ｂ．Ｉ 5013301041087 ブラウザー系受託事業から教育系スマートフォンアプリサービス配信への転進
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 品川区 株式会社尹久文化 1010701036745 Ｗｉｔｈコロナ時代においても輝く女性たちをサポートするＣＢＤ新商品開発 青野　雅恵

関東 東京都 港区 ネクストワン・パートナーズ株式会社 7011001097365 Ｅｔｈｉｃａｌ×Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ×Ｔｅｃｈを軸とした店舗開業への業種転換 末安　克巳

関東 東京都 中央区 株式会社悠々自適 3010701028947 対面式セミナー事業から非対面オンライン学習支援事業への展開 吹田商工会議所

関東 東京都 千代田区 宝紙業株式会社 5010001022046 食品業界向け紙製品の加工事業への新規取組 税理士法人　古田土会計

関東 東京都 目黒区 テトラ 法人及び会員向けのスパイスカレーのデリバリー、ケータリング及びオリジナルスパイスの開発販売事業 水戸　脩平

関東 東京都 港区 プライムフォース株式会社 9010401144056 ＤＸ化が進むカスタマーサポート分野での新資格制度運用事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｙａｍａｓｈｉｒｏ 4010901049404 全国各地域と協業したＰＲ動画・写真撮影およびＰＲ宣材アイデアワークの総合クリエイション 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 イーブライダル株式会社 7010401045033 フラワー仏壇 城南信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社フロムエイジア 2013201015565 本場タイのローストチキン『ガイヤーン』のテイクアアウト、デリバリー販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 江戸川区 知恩国際株式会社 7010601042524 特定１号サポート事業 東京ベイ信用金庫

関東 東京都 渋谷区 合同会社ＡＴＡＳＵＵ 7011003006877 「栄養不足」の解消に向け、高齢者も服用できる納豆サプリメントの開発 廣瀬　陽介

関東 東京都 港区 ＭａｋｅＨｏｕｓｅ株式会社 6010001178556 施主が建てたい家の図面を自ら探し購入することができる、新しい家づくりシステムの構築 さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 Ｉ　Ｌｉｎｋｓ株式会社 7011101079296 子供のスポーツ教育事業に進出する新分野展開 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社糺の森 5010001144311 赤外線カメラ搭載ドローンによる太陽光パネル点検サービスの事業構築 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＬｉＶＥ　ＢＲＡｉＮ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 2011101065136 最先端の機器を導入、接触の少ない施術を行う完全個室エステサロン 湯田　晋介

関東 東京都 杉並区 株式会社家族 7011301024498 焼肉弁当とアジア料理お惣菜配食事業 城南信用金庫

関東 東京都 江戸川区 一般社団法人ハルモニア・アンサンブル 2011705001370 音楽家の知見を生かした、映像・音楽一体型の収録・配信事業の展開 坪井　亮

関東 東京都 中央区 株式会社ＨＡＴＡＧＯ 8010001120061 銀座老舗日本料理店の新業態「高級立ち食い寿司店とテイクアウト＆デリバリー事業」 井上　敬裕

関東 東京都 新宿区 ネットファンディング合同会社 8011103009696 財務・マネー関連ウェブメディアの開発・運営 さくら税理士法人

関東 東京都 杉並区 佐藤兼永写真事務所 ＲＡＷ形式での撮影とカラーグレーディングを駆使したストーリー性のある動画制作事業 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 明川総合サービス株式会社 6012701012779 完全オンラインによる中国人留学生向け進学塾への新分野展開 税理士法人イデアコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社ダイバーシーズ 6010501042088 ネイティブ講師による小学生向けの高コミット型（週３以上）のオンラインゲーム英会話サービス 税理士法人グランサーズ

関東 東京都 足立区 ＬＣＡ株式会社 7030001112462 外国人向け事業継承の受け皿となる自動車整備工場 佐藤淳

関東 東京都 港区 株式会社アッシュスタイル 1010401073972 オンライン化による事業再構築 朝日信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社グッドチョイスエンタテインメント 2010401103497 アイドルに会える「青山豆腐専門店」の開店 長塚　歩

関東 東京都 足立区 ＭＡＲＶＥＬ 撮影市場拡大に伴うスタジオレンタル事業である非対面ビジネスへ新分野展開 足立成和信用金庫

関東 東京都 世田谷区 モナカンパニー 「マインドフルネス瞑想及びマインドフルネス・ヨガの　ハイブリッドスペース」の開設 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 中野勝広事務所 コロナ禍の環境変化に対応したイベント企画運営からの思い切ったゴーストレストランへの業種転換 表　順一

関東 東京都 新宿区 株式会社ソニックムーブ 4011101054590 中小店舗向けのＬＩＮＥデジタル会員証×ＣＲＭサービスの提供 朝日税理士法人

関東 東京都 目黒区 Ｂｅａｕｔｙ＆　Ｈｅａｌｔｈ　Ｓｈｅｍｏａ治療院 ヘアケア事業進出に伴うオンライン・セルフサービス事業へ転換 株式会社マイクリエイト

関東 東京都 大田区 ワインうめや 新生活様式と顧客ニーズを満たす　交流できる場（ｂａｒ）づくりと進化系酒屋への転換 坪井　亮

関東 東京都 渋谷区 合同会社ウサギマル 6011203001753 【業界初】非対人接触型・機材備品貸出・ＥＶ充電ステーションサービス トキワコンサルティング株式会社

関東 東京都 品川区 Ｃｈａｒｌｅｓ　ｄｅ株式会社 3011601022065 ゴルフ業界初　ゴルフクラブ　サブスクリプション型レンタルサービス 鴨下　智法

関東 東京都 板橋区 小松建設工事株式会社 5011401002307 コロナ禍に負けない感染対策を徹底した、非接触型セルフホワイトニング店設置 株式会社塩沢コンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社赤城商店 2011001137943 生涯スポーツ「ダーツ」の普及活動を行う地域密着型飲食店の多店舗展開による業種転換 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 トリップジャパン合同会社 2011103007094 越境ＥＣサイト構築による中国販売事業展開 長田　和弘

関東 東京都 足立区 株式会社フードイノベーション 3010001166943 コロナ対策を徹底した非接触型の洋食とスイーツ主体レストランとテイクアウト新業態の事業化 税理士法人　えびす会計

関東 東京都 西多摩郡檜原村 日晨化学工業株式会社 8013101004415 新事業に取り組みプラスチック塗装１本足経営からの脱却で事業拡大 特定非営利活動法人たま産業支援センター

関東 東京都 渋谷区 合同会社ナカムカンパニー 9011003009052 音楽プロダクション企業がインドアゴルフスクールを開始 金園　英也

関東 東京都 品川区 株式会社しながわ街づくり計画 3010701023790 土産菓子市場とスマイルケア食市場への新聞や展開～製パン・製菓～ 城南信用金庫

関東 東京都 港区 武田塾日本橋人形町校 記憶法伝授による学習サポートと録画コンテンツのＷＥＢ販売 坪井　亮
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関東 東京都 三鷹市 有限会社日本ヒューマンウエアー研究会 8012402020385 英会話教室からオンラインを利用した最難関中学受験塾への転換 東京都商工会連合会

関東 東京都 江東区 株式会社三恵 9010601028934 物流加工業から民間学童事業への参入（働く保護者支援） 巣内　繁行

関東 東京都 品川区 株式会社ブルーミング・ライフ 1010401084235 自社ＥＣサイトと自社インフルエンサー・マーケティングによる高品質・ＳＤＧｓ貢献型カンボジア産品の輸入販売業 佐藤　成雄

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｉｂｅ 6010001191237 「はがせる壁紙施工」を嚆矢としてイベント事業から内装事業へ新分野展開 城南信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社グリーンコーポレーション 2011601007538 居酒屋メニューの在宅需要に応えるテイクアウト、宅配及びネット販売事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 文京区 株式会社ラクレット 5010001165662 酒販免許取得によるスイスワインの輸入販売　及び、チーズと農家野菜の卸し・小売・ＥＣ全国販売 鹿島　圭

関東 東京都 渋谷区 ＨＥＬＬＯ　ＡＭＩＧＯ合同会社 7011003008329 ストレス社会にＣＢＤの癒しを 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 リズラボ東京合同会社 7010603006477 閑散期を利用したリズラボキッチンのカフェレンタル事業の取組 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 ラフ＆ピース合同会社 2010703002323 飲食店を救うエンターテイナーと飲食店のマッチングプラットフォーム 株式会社ビズグランツ

関東 東京都 板橋区 金子株式会社 6011401020480 美容室を中心としたトータル美容の新規事業再構築 太田　眞彦

関東 東京都 世田谷区 招き猫スタジオ 撮影もできるオンラインレコーディングスタジオの運営 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｃｕｒｉｏｓｗｉｔｃｈ 3011001125055 オンライン配信プラットフォームの構築による伝統文化コンテンツ配信 神宮前あおば税理士法人

関東 東京都 港区 アトラス商事株式会社 6010401001813 新たな遺骨サポートサービスと遺骨関連商品販売の事業化 東京商工会議所

関東 東京都 港区 長塚歩税理士事務所 トータルケアが叶うワンストップメンズ向け美容エステサロン 東戸　隆

関東 東京都 中野区 株式会社坂の上 3011201016797 既存居酒屋の「待つ」スタイルからキッチンカーを利用した「攻め」のスタイルへの新分野展開 池村　尚弘

関東 東京都 新宿区 株式会社キシ・トレーディング 2011101005059 「スタンバイ管理システム計画」 日本パートナー税理士法人

関東 東京都 杉並区 株式会社フォーエバーテイル 9011301020446 ＶＲを利用した教育業への転換 坂田　映

関東 東京都 板橋区 株式会社国書刊行会 9011401002162 日本語学校を運営する出版社によるドローン資格取得校の展開 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社素材図書 1010401083088 オンライン化とコンテンツ化を実現するＡＩを活用した診断サービスの展開 山田　盛史

関東 東京都 中野区 ＣＯＭＰＡＮＹ　ＯＦ　Ｃ株式会社 7011201021083 ミスコンに特化したオンライン低価格サブスクスクール構築事業 寒竹　淳

関東 東京都 中央区 日星食品株式会社 6010001179240 非対面式注文システムを活用した老舗中国料理のデリバリー事業展開 稲葉　隆治

関東 東京都 渋谷区 株式会社ユカアンドアルファ 4011001030808 アパレル業界の新ニーズに応える革新的システムサービスのサブスクリプション提供 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社上岡祐介建築設計事務所 6011101070909 省エネ計算業務の受発注が可能なプラットフォームの構築 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 品川区 株式会社マクサス 2010701027099 Ａｍａｚｏｎ販売相場検索出品クラウドシステムの開発・販売 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 株式会社フォーチュン・イヤー 9030001053052 食品のＥＣサイト販売事業の展開 山本　孝之

関東 東京都 大田区 クレバ株式会社 4021001066009 音を聞き分け勝利を掴む『ｅ－ｓｐｏｒｔｓ用ヘッドフォン』開発事業 芝信用金庫

関東 東京都 府中市 株式会社Ｐｒｏｐｅｌｌｅｒ　Ｐｌａｎｅ 9012401021292 進化するＩＴ＆サイネージ技術による江戸・東京の「新名所」創り 眞治　早希

関東 東京都 大田区 アロニクス株式会社 4010801018319 環境対応車用アルミ部品の誘導加熱技術開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 台東区 八千代自動車株式会社 5010501014195 脱炭素社会実現に向け地域に密着して展開する電気自動車普及のための諸事業 片桐太郎

関東 東京都 港区 株式会社白音 9010401075342 音楽療法（カウンセリング・セラピー）を行えるピアノハウスの開業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 文京区 合同会社Ｍｅｒｃｕｒｙ 7010003022439 「成果が見える」フィットネス融合型エステサロンによる新分野展開 大森渚

関東 東京都 千代田区 ＨＲパートナー株式会社 7010001190353 新卒人材のＡＩマッチングプラットフォーム構築 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 港区 株式会社メディデント 2011501017199 感染症対策で安心して入れるパーソナルサウナ事業による業種転換 三橋　心

関東 東京都 港区 イマジン・デンタル・サービス株式会社 4010001141747 マウスピース型電動歯ブラシの製造 坂本　亮

関東 東京都 新宿区 フューロジック株式会社 4012401020646 国内二次電池市場の信頼性を支える「評価検査センター」の設立 さわやか信用金庫

関東 東京都 調布市 アキチ テイクアウトブースを設けた、天ぷらと細巻きをメインとした店舗を新規出店 東京都商工会連合会

関東 東京都 渋谷区 スペースラボ株式会社 2011001062539 買い物のワクワクをオンラインで体現　ＶＲショッピングモール運営事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 豊島区 合資会社鈴木精密機械工業所 4013303000199 光学機器部品加工からパワー半導体製造部品加工への新分野展開事業 一瀬　章

関東 東京都 杉並区 株式会社シーウェイズ 1011302014438 定食提供や総菜販売をメインにした自社開発業態の運営 西京信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｇｌｏｂｒｉｄｇｅ 7011001065413 レストランデリバリーの成長を実現する管理システムの開発 齋藤　義美

関東 東京都 大田区 有限会社Ｗｉｎｇ 9010002047897 Ｅ－コマースや動画配信に対応した次世代型レンタル撮影スタジオ 城南信用金庫

関東 東京都 大田区 サンレックス工業株式会社 2010801004923 粉砕機器の販売から粉砕原料の製造・販売へ 藁　信博

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＵＮＦＯＲＭ 2010901046007 撮影スタジオの運営およびサステナブルファッションブランドの製造小売の展開 株式会社コンサラート

関東 東京都 稲城市 株式会社ユアスタッフ 9013401002464 デジタルサイネージ機器を用いた『アプリ自販機』の導入による広告業への業種転換 中村　健一郎

関東 東京都 江東区 日本鉄塔工業株式会社 1010601031771 創業１００年の鉄塔のトップカンパニーの、新技術を利用した鉄塔の長寿命化へのチャレンジ 株式会社北九州銀行

関東 東京都 大田区 カラーテクノ株式会社 5011801032184 光触媒でコーティングを行った女性専用作業服の販売 税理士法人オーケーパートナー

関東 東京都 練馬区 株式会社ＭＡＣ　ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ 5011301018411 ＤＩＹワークステーションとコワーキングスペースで地域のニーズに応える新施設 神前知郁

関東 東京都 福生市 シード 高齢者やお子様やお体が不自由な方がつかええる完全バリアフリーに特化した美容室 西武信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ＰＥＲＦＥＣＴ 6010701034199 品川区を中心とした鳥づくしお弁当の製造販売デリバリー事業 柏崎　裕介

関東 東京都 世田谷区 ダイヤ冷ケース株式会社 4010001022113 冷蔵ショーケース事業からスイーツショップ事業への新分野展開 城南信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社オンリースタイル 2011001047432 冷凍自動販売機を用いた非接触での冷凍鍋販売事業の開始 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 港区 株式会社箱根リゾートアンドエンタテインメント 3010401080653 旅館にデリバリーを伴う健康志向のカフェを新設する事業再構築 安達　隆久

関東 東京都 杉並区 コーメインターナショナル株式会社 4011301008768 百貨店食品卸の知恵を活かしてコト消費を促進！「全国こだわりの食」ＥＣ小売業への新規参入！！ 株式会社東日本銀行

関東 東京都 新宿区 有限会社エフ・トラベル 5011102027792 旅行業を基盤にした新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 世田谷区 バー　チェロ 自家焙煎珈琲豆の販売とテイクアウトのできるコーヒーカクテルバー 大西　周

関東 東京都 港区 株式会社イート・アップ 5010401101151 第２創業プロジェクト　卸売・小売進出「はちどり」プロジェクト 三浦　泰

関東 東京都 千代田区 株式会社ユナイテッドリバーズ 8010001137320 ①犬用歯磨きジェル（ワンオーラ）のＥＣ事業、②セミオンライン型の個人間売買に特化した不動産売買仲介事業への新規展開 土公　文平

関東 東京都 新宿区 ＮＥＷ　ＳＴＡＲ合同会社 8020003011885 万全の換気とテイクアウト・デリバリー販売機能を備えたハラール対応焼肉店の開業 森　憲一郎

関東 東京都 港区 Ｔｏｋｙｏ　Ｐｒｏｐｅｒｔｙ　ａｎｄ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ株式会社 1010401077172 オンラインコンサルによる女性向け伴走型トータルサポート事業 高崎文秀

関東 東京都 福生市 有限会社瀬古本店 6013102000464 地域密着力と飲食支援能力を活かした、酒業務用卸から飲食業への業種転換 東京都商工会連合会

関東 東京都 東村山市 有限会社にんや杉田商店 7012702003306 ポストコロナ、脱炭素時代のコインランドリー事業への転換 東京都商工会連合会
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関東 東京都 町田市 株式会社新海製作所 5012301009961 半導体製品機器部品の製造における新分野への参入 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 中央区 株式会社輝京． 9010001202643 銀座のダイニングバーが仕掛けるネイルサロンとのシナジー経営 城北信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社オルセン 4010901028515 装飾ベルト印刷への参入 城南信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ブーランジェリーエリックカイザージャポン 4010401073020 飲食店を元気に！特許生地で窯焼き出来立てピザ提供プロデュース 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＢＲＵＴＵＳ 1010401124008 ＹｏｕＴｕｂｅｒ等とクライアントを結ぶマッチングサービスの開始 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 武蔵野市 ＡＭＰ株式会社 7011601013977 展示会のプロ仕様の在庫を活かした、ニッチな高級インテリアの販売業 仲田俊一

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｄ企画 6010401094262 贅沢感が味わえ安心感もある女性が通いたくなるホルモン焼店事業 野村　知栄

関東 東京都 荒川区 株式会社金岡商事 7011501017104 自然あふれる那須塩原を拠点とした、バンガロー・キャンプ場事業 東京東信用金庫

関東 東京都 日野市 株式会社福祉工房アイ・ディ・エス 5013401002278 国会図書館・公文書館等の蔵書・資料の電子化サービス事業 大石　源治

関東 東京都 新宿区 株式会社文明堂東京 6011101018692 スポーツ行動食としてのカステラ商品化と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 台東区 株式会社ウィンウィンスタイル 5010501031884 原型と金型配置図のＤＸ 株式会社北陸銀行

関東 東京都 中央区 株式会社日本橋トラベラーズクラブ 8010001062691 千葉県初！非対面ゼロエネルギー複合ワーケーションホテルの提供 東京シティ信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社大成ツーリスト 6011101011895 クラウドシステムによる建設現場向け福利厚生支援サービスの事業化 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 東村山市 株式会社アイディーケイジャパン 8012701011614 バイク愛好者向け非対面型宿泊サービスで地域活性化と収益確保を実現 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 有限会社ラ・ベットラ・ダ・オチアイ 9010002026397 予約が取れないイタリア料理店のコース焼肉店への新分野展開 昭和信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社アサノ東京 6010001118990 ３Ⅾモデリングを活用した既設建物点群データ計測・ＢＩＭ化事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 杉並区 有限会社メディカル・ケア・サービス山中 8011302010843 コロナ時代の高齢者向けバブル方式見守り住宅サービス 西武信用金庫

関東 東京都 品川区 越田 在宅の薬剤師を活用した、ビデオ通話によるコールセンター事業への転換 城南信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社ヤスダ 8011401006429 文化都市池袋に即したレジャーホテルから、デザイナーズホテルへの転換 株式会社東日本銀行

関東 東京都 港区 株式会社ルマン 1011001025281 自動車産業を支えるＳＦＬレースカーのレンタル事業プロジェクト 一般社団法人日本経営パートナーズ

関東 東京都 中央区 合名会社千葉家 1010003001101 都会のワークから自然のワ―ケーションへ…日本橋発！！軽井沢編 税理士法人第一経理

関東 東京都 新宿区 株式会社４Ｄブレイン 4011201014420 アバターを活用した仮想空間非対面・遠隔営業支援システムの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 江戸川区 ＫＨｉｉｉ　ＳＴＹＬＥ株式会社 8011701021185 一人利用がメインで感染症対策を徹底した高級志向焼肉店の展開 東京中央経営株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ＭｉＢｙｕｔａ 9120003008615 カフェ＆パソコン教室事業進出によるＤＸ支援 表参道税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社グローバルアイ 5020001080753 インドネシアにおける美容事業、廃棄油リサイクル事業の立ち上げ 西京信用金庫

関東 東京都 世田谷区 基幹構造株式会社 3010901021074 ロボット三次元測定機で「メンテナンス管理」という新機軸に挑戦 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 中央区 株式会社アンプリー 9010001036307 スタジオ併設ＥＣセンター運営によるＢｔｏＣビジネスへの展開 株式会社百十四銀行

関東 東京都 豊島区 マーブルデザイン株式会社 6010001149854 ハイブリッド次世代イベントプラットフォームの開発による新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 青梅市 株式会社エヌ・ビー・アール 3013101004758 「亜麻仁」を含む麹菌を発酵させた穀類の機能性食品レトルト製造・販売 青梅信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社ＮＥＸＴ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 4011101050524 自社開発のオンライン販売システムによるサブスクリプション事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 品川区 株式会社プロダクトオブタイム 8010701023860 セントラルキッチン建設により「食材の加工→店舗ごとの商品仕込み準備→店内調理」までの工程を合理化しビジネス基盤として構築 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ジー・フィールド 5040001032257 商業施設内出店に特化したアジアンレストラン業態の開発及び新規出店計画 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 日野市 有限会社マイホームパートナー 8013402004147 日本初！ジオパワーシステムを搭載したエコインランドリーの建設 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ダブルエー・ホールディングス 4011101063063 エネルギー貯蔵型空気亜鉛二次電池の開発及び販売 野田　洋介

関東 東京都 文京区 株式会社ストレート 3010001122491 冷凍冷蔵食品の一時保管専門配送センターと急速冷凍サービス 朝日信用金庫

関東 東京都 江戸川区 ＴＴＣ株式会社 7010601030413 製図用特殊定規（精密勾配定規等）の製造・販売体制の構築 株式会社アイピーアトモス

関東 東京都 八王子市 有限会社まいと自動車 9010102006349 地域の産業競争力強化への貢献を目指す、粉体塗装事業への挑戦 西武信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ダニュウ 1010501007871 自社Ｄ２Ｃブランドの新規構築と自社販売コーポレートサイト構築 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 千代田区 グリット尚武堂株式会社 2010001068967 「聖地」水道橋で格闘系パーソナルトレーニングジムをオープン 中ノ郷信用組合

関東 東京都 東村山市 株式会社矢沢製本 2012701008871 「待つ」から「創る」へ　これまでの製本会社からの脱却を実現する取組み 多摩信用金庫

関東 東京都 豊島区 未来メディカルサービス株式会社 9013301043732 日本と中国を繋ぐオンライン診療プラットフォームの構築 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 国立市 株式会社ＩＮＳＴＯＣＫ 9080001019321 コオロギパウダーを使用した次世代型プロテインの展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 足立区 株式会社東建産業 8011801026902 産業廃棄物処分場事業（中間処理） 足立成和信用金庫

関東 東京都 中央区 菱華工業株式会社 7010001060374 減容化と両輪でＳＤＧｓ推進の幅を拡げる環境樹脂製品への新展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ペアシェイプ 8011801020005 アパレル卸売業から、植物工場で使われる「独自開発の栽培用培養地」の資材メーカーへの業種転換 興産信用金庫

関東 東京都 千代田区 宝興業株式会社 1060001015767 小山発！サウナでリフレッシュできるテレワークへの新分野展開 株式会社横浜銀行

関東 東京都 千代田区 有限会社ヘルスビジョン 6010002052933 英語力とＩＱを楽しく伸ばすＡＩロボット“Ｃａｔ　ａｉ　Ｒｏｂｏｔ”の製造・販売 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 東京都 府中市 清巧工業株式会社 2012401036727 安心安全なライフラインに貢献する、インフラ等土木工事への対応幅拡大 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社アルゴホールディングス 3011101051473 中小企業のニーズを適える！コロナ禍対応の非接触型セルフレジレンタル事業への新分野展開 山田　みゆき

関東 東京都 江戸川区 株式会社グリーンライト 7011701018364 九十九里地域の人口減少を解決する、現地の食や体験を味わえる貸切型サウナ事業 佐藤淳

関東 東京都 江戸川区 株式会社ＫＥＹＪＡＰＡＮ 9010001149777 地域特産品の展示販売店を国内外の顧客向けの販売拠点として設立 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 ノバルス株式会社 9010001167531 ＭＣＩ発見サービス事業による高齢者みまもり支援の高度化 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 板橋区 有限会社ケーエムコーポレーション 2011402018767 防水工事業からの大胆な業種転換！屋上工事用ルーフテント開発賃貸事業 米森　達也

関東 東京都 千代田区 アイ・マーキュリー株式会社 3010001126071 クラウドＰＢＸ対応回線スイッチ装置事業 城南信用金庫

関東 東京都 目黒区 ニューネックス株式会社 6011001124574 世界で活躍するアスリート集団が本気でやり抜く地域活性化事業 西武信用金庫

関東 東京都 青梅市 南デザイン株式会社 1013101004074 設備導入と自社技術開発による半導体装置への新分野展開事業 一瀬　章

関東 東京都 八王子市 株式会社ドキュメントハウス 8010101002746 オンラインで完結するサブスクリプション形式自動コンサルティング事業 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 有限会社ケイスリー 3011002019487 名古屋のソウルフード　長命うどん『う中うそ』の関東初出店 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 青梅市 株式会社自然堂 1013101005196 業界初となるリサイクル可能な展示会用パネル提供サービスの実現 東京中央経営株式会社

関東 東京都 江東区 株式会社天真堂 4010601035530 事業再編と機器導入による、新ビジネスモデル健康食品充填包装事業への展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 港区 株式会社朱学院 6010401014022 伝統ある算命学にオンデマンド型授業を導入した新たな学びの機会を提供 株式会社東京経営サポーター
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関東 東京都 東村山市 株式会社フィールドプロ 5012701000644 ＩｏＴ気象防災向け通信デバイスの開発 株式会社足利銀行

関東 東京都 新宿区 一般財団法人リスクマネジメント協会 1011105005931 リスクマネジメント研修におけるｅ－ラーニング講座開設 有限会社アサートアンドトラスト

関東 東京都 日野市 株式会社三瑛工業 7013401005205 中階層建築物の解体事業へ進出することによる事業再構築 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社あくと総合計画 4010401001154 地域活性化支援施設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 千代田区 株式会社ジェイツ・コンプレックス 4010001046525 自社開発したクラウド型サービスのパッケージ（ＤＸ　ＴＲＩＧＧＥＲ　仮称） 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 株式会社友菱 5010001059625 クラウドシステムを利用した店舗施設向け資産管理サービス事業 経営創研株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社和心 6011001072625 本格的なサウナとジムを核とした温浴施設を創設し、地域活性化に取り組む 株式会社アパレル・コンサルティング

関東 東京都 中央区 エム・アール企画株式会社 9010001038575 中小企業のマーケティングＤＸを推進するプラットフォームの開発 廣野　希

関東 東京都 練馬区 株式会社昭芝製作所 8011601003218 高精度な加工技術を活かして新たにＥＶ用モーターコアの製造を行う 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社アマネク 9010001093190 宿泊運営事業から宿泊特化プラットフォーム事業への進出及び市場での新価値創造 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ケイアイテクノ 4010501039185 Ｗｉｔｈコロナを見据えた「無煙一人焼肉店」開業 山本　三四郎

関東 東京都 港区 Ｋｅｅｐｄａｔａ株式会社 9010001134969 不動産会社と不動産オーナーを繋ぐコミュニケーションプラットフォームによるＤＸ推進 若杉　拓弥

関東 東京都 千代田区 株式会社ｈｏｔａｒｕｂｉ 5010401111118 モーションコミックなどの手法を用いたＹｏｕｔｕｂｅ動画のライブ配信事業 松田　亮

関東 東京都 中央区 株式会社メディプロ 9010401102848 茗荷谷高齢者の健康促進に寄与するコロナ対応型フィットネスジム 浅山　直希

関東 東京都 千代田区 株式会社ＡｂＨｅｒｉ 8011001135776 「ラボグロウンダイヤモンド」を使用したＳＤＧｓジュリーの製造と、ＤＸ接客販売／越境Ｄ２Ｃ販売への新分野展開 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 渋谷区 おかかえ運転手株式会社 9011101048274 シェアドライバードットコムによるドライバーマッチング事業 川崎信用金庫

関東 東京都 稲城市 有限会社ジョイランドリーサービス 8013402001813 輝く笑顔から、美味しい笑顔へ。衛生サービスと食パンをお届け！ 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 小平市 株式会社アトミ 8012701000055 小ロットの高付加価値印刷における色再現の安定化と抗ウィルス加工技術 株式会社りそな銀行

関東 東京都 新宿区 有限会社共栄社 3030002091635 宅配と持ち帰りを基幹としたマルチブランド飲食事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社アルファセンセーション 4010901031667 若者の脱炭素アイコンへ、ココナッツミルクアイス（脱牛乳）事業の大胆な転換 西武信用金庫

関東 東京都 足立区 株式会社柴田鉄工社 4011801008557 高反射材切断加工技術の習得による希少金属回収装置製造事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 港区 鶏ダイニングバードプレイス クライオセラピーを導入した最先端の体メンテナンスサロンの展開 株式会社ｔｚコンサルティング

関東 東京都 杉並区 公益社団法人日本印刷技術協会 3011305001869 印刷企業と発注企業のオンラインビジネスマッチングプラットフォームサービス 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 多摩市 株式会社榑林製作所 2013401002306 ベアリング用特殊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

関東 東京都 港区 株式会社メイズ 4010401048798 バーチャルショールーム構築による高級家具販売事業の再構築 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社シンメトリック 7011001044334 スポーツバイクのレンタル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

関東 東京都 文京区 株式会社小澤印刷 9010001140273 両面ワンパス印刷機の導入による薄紙印刷事業への新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ジェルニック 2010001019623 自社オリジナルフェムケアブランドの立ち上げによる新分野展開 山田　盛史

関東 東京都 八王子市 西都プレス工業株式会社 2010101001935 ＩｏＴ活用加工機による医療・介護ロボット向け高精度ブラケット生産 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 江戸川区 有限会社サクマテクノ 3011702016981 リモートシステムを導入した個人宅向け空調設備の包括サービス 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社山崎製作所 1010901012281 難加工技術の獲得による医療機器部品の開発・製造で事業を再構築 景山　洋介

関東 東京都 町田市 株式会社ユニティーベル 6470001004195 日本の伝統工芸品の海外向け紹介および販売事業の立上げ 西村伸郎

関東 東京都 港区 コグニティブリサーチラボ株式会社 7010401040430 オンライン視聴者が自分の見たいところだけを見られる次世代知的セキュアライブ配信システム開発と提供による、ライブ配信市場へ 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 練馬区 有限会社正陽印刷 6011602005677 「環境・医療・少子化」　日本が抱える諸問題の研究を支える事業への転換 東京三協信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社シヤミオール 1010501005743 自社ブランドの開発と海外市場への参入 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 渋谷区 株式会社すみれ 2010401104487 焼き鳥居酒屋からチキンバーガー専門店への新分野展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 文京区 株式会社軽井沢流 5010001186337 ワーケーションも可能な軽井沢の魅力を提供する宿泊施設の開業 大原　健佑

関東 東京都 中央区 株式会社イケガヤ 2010001036890 日本古来の乾物による菓子の開発及びそのネット販売を通じた世界の子供へ健康を届ける新分野展開 田村　博

関東 東京都 新宿区 株式会社アニマート 1010001163686 シニア犬（老犬）をターゲットとしたドックケアサロンの新設 巣鴨信用金庫

関東 東京都 豊島区 有限会社ウッドボーイ 2050002041853 高級食パンによる台湾食文化変革のための挑戦 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 千代田区 株式会社アドップ 6010001091775 食品自動販売機による無人コンビニ事業の展開で経営基盤を再構築 景山　洋介

関東 東京都 品川区 ココロカ株式会社 6010701024539 業界初のオムニチャネル導入と商品拡充で狙う顧客接点とＬＴＶの最大化 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 千代田区 株式会社スコットエンジニアリング 5010001152479 東京の東エリア初「やっぱりステーキ」のフランチャイズ事業へ新規参入 鈴木　良洋

関東 東京都 港区 株式会社寺田 7010401018922 微細充填剤の微分散、高度な混練合成樹脂製造技術の確立による高放熱・高強度・高耐久樹脂の開発・製造 コンピタント税理士法人

関東 東京都 世田谷区 株式会社アスカラボ 6013201017806 ３Ｄデータ開発・活用プラットフォーム「３Ｄｂｏｘ」のリリースによる業種転換 昭和信用金庫

関東 東京都 日野市 株式会社富士管理 9012401002615 「ビルメンテナンス業務効率化アプリケーション」の同業者向けサブスク事業への新分野展開 株式会社みどり合同経営

関東 東京都 板橋区 東京金商株式会社 5011401006935 ＥＶ市場等への進出に向けた銅製品の加工技術導入に向けたレーザ加工体制の再構築 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 港区 エキスパートレストランシステムズ株式会社 5010401100814 焼き肉店から店頭販売にウェイトをおいた　南九州郷土料理店のフランチャイズ事業 小林　孝至

関東 東京都 品川区 株式会社ダイアログ 7010701028670 コロナ影響に伴う企業間（ＢｔｏＢ）請求代行サービス運用について 株式会社東日本銀行

関東 東京都 豊島区 株式会社シー・スペース 4013301021437 環境に優しい家具リサイクル及びシェアオフィス事業への新分野展開 合同会社セールス・トータルサポーターズ

関東 東京都 港区 株式会社トーキヨーヴイジョン 6010401020417 伝統技術を用いたオリジナル工芸商品のプロデュース・越境ＥＣ販売 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 葛飾区 搬送設備アルファ株式会社 1011701014625 内製化で実現する新型ベルトコンベヤー製品の製造販売による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 渋谷区 ＮＥＷ　ＪＡＣＫ株式会社 5012301008567 デザイン会社からアパレルメーカーへの転換、ＢＲＯＣＫＵＭリボーン事業 西武信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社ＫＡＴＯ 2010101009920 解体工事現場仕入の仕組化による買取リサイクルショップ事業 神奈川県商工会連合会

関東 東京都 世田谷区 コバヤシマル合同会社 3010903001660 ノベル系コンテンツのブランド化とツール開発、世界市場への発信 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 株式会社ベストハーモニー 8013301036803 幅広い客層の来店を可能にするパンケーキカフェ出店 新谷　和宏

関東 東京都 新宿区 株式会社ＺＯＴＴ 8011101062904 茨城鹿行エリアにおける地域に根差したスポーツチーム合宿施設の運営 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 株式会社パティスリー銀座千疋屋 8010001115490 製造・物流センターの建設によるインターネット注文への注力 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 港区 株式会社ｋａｚｅｎｉｗａ 5010401080379 圧倒的にブランディングを支援するファンマーケティングソリューションの提供 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 台東区 株式会社ヴェラジャパン 3010501019056 新鮮な馬肉を使ったプレミアムペットフードのＥＣ販売事業 みどり合同税理士法人
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関東 東京都 墨田区 株式会社ＡＳＴＩＮＡ 6010001182434 ＩｏＴ・ＡＩ開発経験を活用した工業バルブ自動化デバイス開発 行政書士法人ＩＮＱ

関東 東京都 世田谷区 有限会社リーフビジョン 8011202012386 最新機材を搭載した中継車レンタル　撮影業界の成長に寄与する。 城南信用金庫

関東 東京都 港区 梅松株式会社 1010401115502 ＡＩを活用した観光業向け翻訳機能付き自動応答サービス 芝信用金庫

関東 東京都 福生市 梅田歯科医院 デジタル技術を活用した予防歯科を中心とした新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社首都圏中学模試センター 8010001018859 ＡＩとビッグデータ活用により模試結果の合否判定精度３０％改善によるＶ字回復 本澤　智

関東 東京都 台東区 株式会社ユー・エム・イー 9010501022269 オークション事業のオンライン化・多機能化による事業再構築 株式会社りそな銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社らんたな 9020001094155 組織・人材管理に特化したＡＩクラウドサービスの事業計画書 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社Ｔ＆Ｓ 2060001023380 グリーン成長へ寄与する顧客ニーズに対応した蓄電池及び太陽光関連設備等販売計画 株式会社足利銀行

関東 東京都 江戸川区 株式会社精工ドリル 3011701004351 低侵襲医療機器市場への新規参入 東京東信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社アスパクリエイト 2010001079386 研修映像提供からコロナに打ち克つ研修環境提供事業を再構築
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 東京都 渋谷区 有限会社スルー 7011002016266 Ｗｅｂ広告動画等ショートムービー撮影に適した映像スタジオ運営事業 株式会社東京スター銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社健幸堂 4290002031556 コンテンツ特化型幼老複合施設の運営 森野　英昭

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社ホリコー 3012801003103 電動商用車向け量産板金事業への参入 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社美光写苑 2012401005021 コロナ禍における、写真撮影の店舗型から出張型ビジネスへの業態転換 江東信用組合

関東 東京都 港区 株式会社シーブリッジ 1010402034569 古民家再活用によるサイクリストステーション兼体験型民泊事業 萩口　義治

関東 東京都 品川区 合同会社ＭＰｌａｎｎｉｎｇ 3010703002735 フレッシュチーズ工房出店による製造・食物販業への新規参入 杉田　浩二

関東 東京都 羽村市 有限会社沢本工業 3013102001969 配電盤筐体事業から空調用ダクト事業への業態転換 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 渋谷区 株式会社未来ガ驚喜研究所 6011001047271 高級時計専門店リユース事業 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社リプラス 9010801028998 新ビジネスモデルのアンテナショップ展開による販促強化 城南信用金庫

関東 東京都 府中市 株式会社フムルス 2012401029904 国内最小規模からのオリジナルクラフトビール製造業への業種転換 多摩信用金庫

関東 東京都 文京区 ＩＴＥＡ株式会社 3010001108920 室内空間のアレルゲンの測定・評価とコンサルティングサービス 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ルクス 4010401079414 ＤＸ戦略による生活関連サービスのマッチングプラットフォーム運営 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社第一プログレス 5010001021469 企業と自治体連携による共創循環型まちづくり推進プラットフォーム 株式会社りそな銀行

関東 東京都 江戸川区 有限会社フォーチュン 2011702009879 革新的居酒屋テイクアウト・デリバリーメニューで競争力と生産性の向上 朝日信用金庫

関東 東京都 練馬区 ヴィーコロ・デル・ソーレ 多様な器具と食事指導で地域の健康に貢献するパーソナルジム創り 小松原　昭芳

関東 東京都 港区 株式会社リーゴ 3010401129938 観光客集客のためのソフトウエア開発で地域の観光産業を活性化 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社水王舎 8011101055858 タブレット・電子教材を使ったオンライン学習プラットフォームの構築 文化産業信用組合

関東 東京都 中央区 株式会社新聞制作センター 1010001108261 クラウドを通じて展開する新聞紙面の自動割付組版システムの提供 アルタス・パートナーズ合同会社

関東 東京都 大田区 有限会社ケイ・アイ・エム 3010802004789 希少技術に基づく半導体産業等新分野展開と地域の金属加工業者との連携 さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 シェラインターナショナル株式会社 2011001010101 靴をその場では売らないＤＸフィッティングスポットショップ事業 税理士法人第一経理

関東 東京都 あきる野市 株式会社ファスコ 8013101001156 厚物に対応したファイバーレーザ加工機の導入による受注拡大 塚越　祐之

関東 東京都 品川区 トリクル合同会社 3010403011185 メーカーブランドの時代から個人ブランドの時代へ個人ブランド化粧品販売企画支援事業 税理士法人ハンズ榎本事務所

関東 東京都 目黒区 株式会社ザ・キッス 4011001016435 スマホで簡単にカスタムオーダーできるジュエリーの販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 グリーンプロドジャパン株式会社 1010001145874 画期的技術によるグリーンメタル・グリーンオイル製造業への業種転換 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＮＡＲＩＪＩＢＵ 6011001127899 美容サロン業界のＤＸ化を担うＢｔｏＢプラットフォームの制作 さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社セララバアド 3011001114108 安心・安全な３Ｄデザインスイーツのテイクアウト＆通販事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社ＲｅＲｅ 9011001118202 自然公園区域内での「ビーチグランピング複合施設」一棟貸し宿泊事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ＥＳＣＲＩＢＡ 2010501042570 コロナによる店舗撤退とレストラン併設のベーカリー事業への進出 有楽町税理士法人

関東 東京都 千代田区 富美善株式会社 1010001027759 高級とんかつ店の伝統の味を、テイクアウト・デリバリー・ＥＣを活用して全国の食卓に届ける！ 株式会社東都経営力向上センター

関東 東京都 品川区 中野ダンススクール 社交ダンススクールにおけるヨガ・ピラティス講座での顧客獲得戦略 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 千代田区 ＮＣＣコンサルティング株式会社 4010001148503 自治体向け防災アプリとオンライン販売ツールの開発 蝉川　寛嗣

関東 東京都 練馬区 ＧｒｏｗＲｏｏｍ株式会社 9011601016697 東京都新島村における観光ビジネス事業 七島信用組合

関東 東京都 江戸川区 株式会社鮮 9011701012118 おいしい”うに“の供給継続のための一次加工内製化事業 株式会社千葉銀行

関東 東京都 新宿区 西武通信株式会社 6013301017086 唐津市呼子の経済活性化に貢献する、サウナ・宿泊事業の新展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ファーストビット 5010001096404 高度ＩＴスキルを習得可能！就労継続支援Ｂ型事業所で社会に貢献 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

関東 東京都 調布市 武蔵野観光開発株式会社 3012401008683 飲食と動物葬儀の業態が挑戦するペットに特化したポータルサイト 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 渋谷区 ワインの樹 昭和古民家オーベルジュ運営および高付加価値ケータリング事業 中川　健史

関東 東京都 台東区 ディーアイエス株式会社 1011501020526 ＲＦＩＤを活用した介護施設の人手不足解消と中小企業のＤＸ支援 五十嵐　由和

関東 東京都 港区 柳原料理教室株式会社 8010401029852 オンラインを用いた新しい形の料理教室の構築 城南信用金庫

関東 東京都 杉並区 富士洗染有限会社 8011302008185 クリーニングサービスのデジタル化と非接触の取組み 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社海音社 7010401078776 業績回復と地域活性、障がい者福祉を実現するワイナリーの開設 株式会社筑波銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｌｉｍｅ 9011001114721 女性の「理想のジブンへ」実現を高度化する、脱毛サロンへの進出 廣野　希

関東 東京都 昭島市 株式会社野島工務店 2013101006870 ジェラート店でのコミュニティ作りから地域に愛される工務店へ 西武信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社グラモ 4012701010859 「Ｇｌａｍｏ　Ｓｍａｒｔ　Ｓｔａｔｉｏｎ」の開発 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 千代田区 グリーンウィロー株式会社 4010401090528 中小・中堅企業向け経理支援クラウドシステムへの新規展開 土井　康二郎

関東 東京都 目黒区 株式会社アクアセキグチ 7013201000174 ＢｔｏＣ進出、電解水、リフォームで高い価値提案の住宅ハブ拠点化事業 城南信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社三葉 5011301002927 野菜ソムリエによるフルーツ＆ベジタブルキッチンの開設（テイクアウト・調理加工食品の販売） 加藤　資行

関東 東京都 中央区 株式会社ＳａｓＫｉａ 5010001189422 サブスクモデルのメンズ美容オンラインスクール事業 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 目黒区 株式会社アトラスプランニング 8013201011955 強アルカリイオン水を活用した業務用ヘア化粧品分野への進出 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 Ｃ．ｂｅａｕｔｙ株式会社 9011001122278 ウィルスに負けない元気な社会づくりに貢献するメンズ専用幹細胞クリニック事業計画 小林　孝至
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関東 東京都 杉並区 ＢｎＡ株式会社 4011301021548 宮城県の地元食材を利用したあおば餃子の冷凍食品開発 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 中央区 株式会社アルプス 6010001176659 コロナ禍でのリスク分散と、経営資源を利用した惣菜デリバリー・販売 東京商工会議所

関東 東京都 日野市 有限会社オネスト 4013402000372 機能性ジェラートの通信販売と本店のショールーム化 吉川　健雄

関東 東京都 港区 子どもの食卓株式会社 3010401134252 幼児食の企画・販売会社による日本初の幼児食オンライン食育事業 松尾　基司

関東 東京都 中野区 ミンガコ 書籍編集システムのクラウド提供による非対面事業化計画 鈴木　ゆい

関東 東京都 豊島区 株式会社スターハウス 8013301006087 池袋のホテルが挑戦する本格的テレワーク事業への新分野展開 株式会社東日本銀行

関東 東京都 板橋区 ヤハギエステート株式会社 9011401014736 劇場型ライブハウスの運営事業からライブストリーミングスタジオのレンタル事業へ業態転換 森　憲一郎

関東 東京都 千代田区 アットスター株式会社 7010001071124 焼酎製造会社が蒸留技術、ノウハウを活かしウイスキー製造に挑戦 税理士法人白井会計事務所

関東 東京都 中央区 株式会社Ａｒｇｎａｉ 2010501041440 世界遺産近接エリアにおける古民家改築によるインバウンド向け宿泊事業 武原　弘仁

関東 東京都 荒川区 ハンドメイド・カンパニー株式会社 2011501017810 服の型紙製造メーカーによる　服の型紙機能付きの布プリントメーカーへの新展開 東京商工会議所

関東 東京都 墨田区 有限会社六歌仙 4010502015920 福島県銘柄鶏＜伊達鶏＞串焼き居酒屋のＥＣ・テイクアウト事業参入 大桑　克博

関東 東京都 港区 株式会社ウルトラ 7010401107618 Ｊａｐａｎ　Ｔｒａｖｅｌ　Ｄｅｓｋ事業への進出 山崎コンサル株式会社

関東 東京都 江戸川区 ヨシヤコーポレーション株式会社 2011701008254 廃プラリサイクルラインの高度化による石炭代替燃料製造への転換 協同組合さいたま総合研究所

関東 東京都 新宿区 株式会社エイ・テイ・エル 6011101002713 バイク向けカスタム部品のＤ２Ｃ（メーカーから直接消費者に販売を行う）事業 株式会社静岡銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社スペックホルダー 7010401101471 ＪＡＲＶＩＳ 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 千代田区 有限会社大東鉄工 8011702006904 製造業の人手不足解消とＤＸ化を推進するアウトソーシング事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 杉並区 株式会社成宗製作所 8011301005225 試作品で培った精密機械加工技術による量産部品市場への挑戦 事業協同組合ｎｅｃｏｎｏｔｅ

関東 東京都 豊島区 株式会社セイビー 8010601045212 国内初！診察音声メモアプリ（スマホアプリ）の構築・運営 トリプルナイン株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社大治 5010801006603 『企業価値向上コンサルティング』の事業展開 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 ＴＯＰ　ＣＯＮＮＥＣＴ株式会社 3010001161481 オンラインプラットフォームを活用した学生・企業向け新サービス 東京中央経営株式会社

関東 東京都 墨田区 株式会社Ｗａｙ 9010601050780 元力士による相撲ショー飲食店の開業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社カルチャー 2011001096636 声を出すと元気になるショートボイスブログ事業 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社バロッコ 4010401099726 システム開発受託事業から冷凍冷蔵車ＩｏＴサービス事業への進出 Ｃｏｌｏｒｚ国際税理士法人

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＩＣＮＪａｐａｎ 3013201016959 世界のアニメファンへの情報発信＆ボーダーレスＥ－コマース 城南税理士法人

関東 東京都 杉並区 株式会社杉元 9011301012286 デジタルポストプロダクションで高品質の中継映像配信を実現 特定非営利活動法人関西事業支援機構

関東 東京都 渋谷区 有限会社クーリエ 1011002029579 生産者と消費者の交流の場を提供するオンラインマルシェ事業 興産信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｓｃａｌｅ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 8011001132006 対面キャリア教育から非対面型の就活支援・人材紹介で事業再構築 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 品川区 株式会社奈良機械製作所 6010701007304 全固体電池やリチウムイオン電池に使用する粉体表面改質装置の開発 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社住地 5010401091806 スポーツとヘルスケアをテーマにしたお丸山ホテルプロジェクト 株式会社栃木銀行

関東 東京都 港区 株式会社ブラン 7010401104458 紙面の中で動く動画「モーションペイパ」 新都税理士法人

関東 東京都 三鷹市 株式会社ルミナンス 1011101050543 水素吸入メニューをメインとしたリラクゼーション店舗の開業 東京都商工会連合会

関東 東京都 千代田区 株式会社ラグーンインターナショナル 9010001117123 新潟カツ丼「タレカツ」の宅配事業、及び食材販売事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 千代田区 ＤＡＴＡビジネス株式会社 2010001141897 地方の中小企業のＤＸ推進のコンサル、ＩＴ構築、データ解析・提言迄の「月額毎の定額課金制度」のワンストップサービス 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ハイダイブ 7010401147894 素材販売サイト開発によるインターネットサービス業への転換 税理士法人石井会計

関東 東京都 大田区 株式会社インターセプター 1010801018940 下町の工場を活用した介護用ロボット製造業への転換で介護業界をサポートする 河村　晴雄

関東 東京都 港区 株式会社コニタン 1010401112111 障害者の雇用促進を念頭に入れた熱帯魚を中心とした養殖販売事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 中央区 株式会社新鮮組本部 4010001045642 フィットネス事業参入による新たな収益基盤の構築について 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 渋谷区 アジアビル株式会社 7010401097834 スポーツクラブチームのコーチ向けプライベートトレーニングレンタルジム事業 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社グローリー 9011001051428 「商品の付加価値を伝える秘訣」を教えるスクール・ビジネス・プロジェクト 税理士法人ゼニックス・コンサルティング

関東 東京都 中央区 日新化工株式会社 2010001053457 自動包装ライン構築による原材料製造から最終製品製造事業への進出 堀江コンサルティングオフィス株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社シンメトリクス 8010501033325 ソフトウェアとハードウェア一体型の［スキー場ＩＴプラットフォーム］構築 小嶋大志

関東 東京都 中央区 株式会社明正 4010001058727 難易度の高い危険品を用いた貿易一貫物流への進出による、新たなニーズの獲得 原　伸行

関東 東京都 中央区 株式会社サン－ケイ 9010001130687 楽しく学び、おいしく健康！ココロとカラダにハッピーの提供 かがやきコンサルティング株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＨＯＬＵＳ 5120001176434 リアル店舗での飲食店事業およびそのメディア化によるブランド醸成事業 駒田　裕次郎

関東 東京都 葛飾区 株式会社コイワ 4011801001470 アルミ材の高精度切断能力獲得による、電子基板市場への進出 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 羽村市 株式会社Ｓｃｉｎｔｉｌｌｅｒ 9013101008679 飲食店経営の強みと地域のつながりを活かした放課後デイサービス ゼノンクリエイツ株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社ＫＯＩＫＯＩ 2010401106657 マッチング・トークアプリによるオンライン婚活サービスの展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＧＦＬ 6011001094859 不動産追客営業ロボット事業 大平　清貴

関東 東京都 台東区 株式会社ベセル 3010501012201 開発した不活化液を活用したコロナ抽出液容器の充填製造ラインの新規導入 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ユニモト 8011301007378 ライバー向け動画ネットショップ運営アプリの販売事業 公益財団法人東京都中小企業振興公社

関東 東京都 八王子市 株式会社完山金属 5010101007327 ＲＰＦ製造および太陽光パネルリサイクルへの脱炭素化事業新分野展開 協同組合さいたま総合研究所

関東 東京都 江戸川区 株式会社スピーディ 1011701004304 アジア初！外車メーカー認定取得のための一貫サポートサービスへの新分野展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 町田市 株式会社旭倉庫 5012301000160 「クリエイティブ」な活動と「地域コミュニティ」の創出を促す複合機能を備えたコワーキングスペース事業 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社四季の旅 7010001140754 日本初！有名神社境内で無農薬野菜のお粥＆野菜レストランの開店 本多　剛士

関東 東京都 港区 株式会社ＢＥＴＡ　ＪＡＰＡＮ 8010401079138 Ｂ２Ｃビジネス展開に向けたアイビューティサロンへの業種転換 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 品川区 株式会社ライフ・フォース 5011101061140 要介護の高齢者女性向けのプレミアムな出張美容事業 みどり合同税理士法人

関東 東京都 千代田区 ユニゾンエース株式会社 6010401152383 コロナだから助け合い！生産者と披露宴を繋ぐギフトマッチング事業 株式会社ビズグランツ

関東 東京都 渋谷区 株式会社飮食店繁盛会 6011001047395 飲食店コンサルティング会社の強みを活かしたテイクアウト専門店の店舗展開 東京税理士法人

関東 東京都 江戸川区 新盛工業株式会社 9011701003802 鉄骨製作におけるトレーサビリティ実現、ロボット自動化でＨグレード案件進出計画 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 練馬区 株式会社Ｂ＆Ｖホールディングス 8011201004525 総合エンターテインメント企業の実現に向けた、キャンプ・グランピング事業への参入 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社ＡＤＬＩＶＥ 4290001079365 多種多様な食嗜好の方が集うウェディング対応型レストランに進出 株式会社アクセルパートナーズ
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関東 東京都 港区 株式会社ケルプ 9010401063743 リファーラルマーケティング（口コミ紹介）のシステム化によるスモールビジネス実店舗の成長支援 向井　敏明

関東 東京都 新宿区 株式会社ＳＥＲＥＮＤＥＣ 1011101068817 オンラインレッスンのプラットフォーム開発による新分野展開と雇用創出 イー・マネージ・コンサルティング協同組合

関東 東京都 江戸川区 有限会社荒井商事・網さだ 2011702000664 都心で自然を再発見する、体験型施設による事業再構築 東京東信用金庫

関東 東京都 足立区 株式会社Ｊｕｎｃｔｉｏｎ６９ 1011801034226 ロードサイドカフェから“オシャレ志向の生食パン”製造販売店へ 株式会社静岡銀行

関東 東京都 昭島市 株式会社あいまり 9012801018681 高品質の農産物を活用した加工食品の製造・販売 美斉津　晃

関東 東京都 品川区 スマイルアンドサンキュー株式会社 4010901018508 健康寿命延伸と医療費適正化を目指すヘルステック事業への参入 東京中央経営株式会社

関東 東京都 大田区 有限会社八嶋製作所 4010802014779 新切断加工技術（レーザ加工）導入により、複雑・審美性の高い新たな看板製作への対応事業 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 千代田区 ｃｏｔｏｂｏｘ株式会社 7011001109772 オンライン完結型クラウドシステムによる海外商標出願・登録事業への新分野展開 若杉　拓弥

関東 東京都 中野区 株式会社近代セールス社 9011201001315 金融機関と連携した金融取引に対する課題解決型ＤＸ支援業務 城南信用金庫

関東 東京都 八王子市 有限会社あいむケアサービス 5010102011212 訳アリ野菜の加工に特化　就労継続支援Ｂ型事業所への転換 小林　孝至

関東 東京都 新宿区 株式会社アイダックデザイン 1011101035123 アトリエを併設した障害者グループホーム運営による新分野展開 松井　洋治

関東 東京都 千代田区 株式会社エクシア出版 9010001164660 オンライン通信講座「ＥＸ－ＳＴＵＤＹ」（仮称）の販売 税理士法人ＴＯＫＩＺＡＷＡ＆ＰＡＲＴＮＥＲＳ

関東 東京都 大田区 有限会社ＢＳＫ 5010802017161 ロータス車に特化したフルレストア事業 城南信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社鈴吉 4010601025572 加工設備導入によるピアノ線加工等の内製化と新規分野取引の開拓 朝日信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＬＯＵＡＮＧＥ　ＴＯＫＹＯ 1010401092733 健康志向に応えた低糖質オーガニックチョコレート原材料製造事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社金鵄製作所 3010001002025 老舗医薬品容器等メーカーによる医薬品流通の川下ＤＸ化推進事業 青山裕之

関東 東京都 狛江市 有限会社ミヤビ 2012402015259 卸売業からレトルト食品製造のための工場新設及び食料品製造業への業種転換 室橋　健司

関東 東京都 千代田区 株式会社アンジェリケ 7010401070709 一般消費者向け商品の企画とＥＣサイトでの販売による新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 町田市 株式会社柿生電設 7012301000613 新技術を活用した水耕栽培機器の販売および導入支援サービス立上げ計画 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社実務教育出版 8011101009054 発達支援教室を新規展開し、既存の出版事業とのシナジーも構築する 株式会社匠コンサルティング

関東 東京都 港区 大野ベロー工業株式会社 9010401005951 液化水素供給設備用ベローズバルブのメンテナンス事業 いわき信用組合

関東 東京都 中央区 株式会社プラザクリエイト 9010001088298 グランピング事業参入による新市場獲得と写真プリン需要の拡大 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 世田谷区 六根株式会社 2010901042690 整形外科医が監修するマシンピラティススタジオの開業 税理士法人ＯＫＪ

関東 東京都 立川市 日本光研工業株式会社 4012801001238 次世代車の意匠性を高める新パール顔料の開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 千代田区 Ｔ－ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ株式会社 5010401119029 ユーザーとクリエイターを繋ぐＤ２Ｃサービスの開始 藤原　千穂

関東 東京都 渋谷区 多治見無線電機株式会社 9011001013741 成長産業向け新製品製造のための事業再構築（製造革新、製造方法の変更による業態転換） 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ナンバーワンソリューションズ 6013201015826 ブロックチェーン技術を活用した医療データ関連事業への進出 東京中央経営株式会社

関東 東京都 港区 イヨンインターナショナル株式会社 8010401003287 災害現場で求められる遠隔操縦性能を持つ災害対策用ロボットの製造販売 東京中央経営株式会社

関東 東京都 港区 株式会社アジアンドキュメンタリーズ 8020001125068 ドキュメンタリー映画教育促進のための動画プラットフォーム事業 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社タグボートデザイン 6010401125678 広告請負型受注業務から自社開発サービス（音声投稿ＳＮＳ）への新分野展開 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 中央区 株式会社ホテルサイボー 5010001057042 「ポストコロナに向けた、日本橋人形町の魅力体験型ホテル事業への転換」 内藤　義光

関東 東京都 台東区 株式会社トマック 4010501007299 学校向け横断幕等の製造技術を活かし、アウトドア製品市場へ参入 クレアスト株式会社

関東 東京都 江戸川区 日立興業株式会社 3011701006653 中小規模タクシー会社をメインターゲットとする全く新しいドライバー採用広告及び教育支援プラットフォーム提供による新分野展開 朝日信用金庫

関東 東京都 大田区 合同会社ＣＯＶＥＲＳ 5010703004977 デザイン教育に特化したオンラインスクール 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 ＵＴＯ株式会社 6010601034695 撮影だけでなく映像制作及び編集作業までもワンストップで行えるスタジオ 東京中央経営株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ドリーム・イニシアティブ 2010401078871 専門料理店を併設し、既存店舗の時間と空間の有効活用でコロナ禍を乗り切る 中川　健史

関東 東京都 町田市 有限会社藤正自販 9012302007300 ～制作から製作へ～産業車両分野へスキッパーの新たな挑戦 西武信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社大成 1010801006607 材料商社から脱皮し付加価値の高い材料を供給する生産体制を確立 芝信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社プロリンク 9013301020830 「商標出願業務処理ツール」の提供事業 りそな総合研究所株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社ブルーゲート 3011101060986 テレワークをバックアップ　デジタルコワーキングスペースＬａｓｐａの提供 金﨑　卓也

関東 東京都 中央区 グリッド・リサーチ株式会社 3010001098451 人材開発プラットフォーム構築によるＤＸ人材の育成・供給事業 朝日信用金庫

関東 東京都 渋谷区 セキュリティボックス株式会社 3020003010743 クラウド終活バンク（特許申請済み）自分の死後大切な人に伝えたいことがある。 有限会社銀河企画

関東 東京都 墨田区 株式会社リンクジャパン 2290001064955 インダストリアルパーツ開発 大串　和義

関東 東京都 中央区 日東金属工業株式会社 6010001053544 高度な機械加工を内製化しステンレス容器メーカーから装置メーカーへ 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 日野市 株式会社八木製作所 6013401000768 ５軸加工機導入と組立場の確保による新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社エトワール海渡 4010001038316 メーカーと小売業者が直接取引を行えるプラットフォーム 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 港区 カムイ フィンランド式屋外サウナ施設事業（名称：日光サウナリゾート） 株式会社千葉銀行

関東 東京都 中央区 株式会社銀座木村家 5010001040907 銀座木村家の味をご家庭にお届け 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社日工社 2011001017096 工場自動化による特装車部品製造から標準車部品製造への転換 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 豊島区 日本エフ・ディー・シー株式会社 4013301017583 防災事業部門新設を中心とした既存リソースを活かした事業再編 久保　徹雄

関東 東京都 あきる野市 株式会社メイシン精密 4013101005128 ＣＮＣ旋盤導入により生産体制を見直し、自動車・産業装置部品へ新規参入 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 板橋区 株式会社ウイル 6011401016322 特殊包材への安定印字を提供できる高信頼性インクジェットユニット開発による新たな医療市場の獲得 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 中央区 セデック株式会社 6010501029928 ＡＩを活用したアミューズメント施設在庫管理最適化プラットフォームの構築 朝日信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社そ組 1013301029549 長野県高森町の市田柿を活用した新たな地域特産品の開発・販売 株式会社八十二銀行

関東 東京都 新宿区 インキュビオン株式会社 2030001126087 ロボット導入検討企業とベンダーを結ぶ検索・マッチング情報プラットフォーム構築 古賀　雄子

関東 東京都 品川区 チケットストリート株式会社 6010701025520 ポストコロナ時代を見据えたシェアリングスペース事業への進出 中村　健一郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社ヴィジョナリーバンガード 4010401098091 ライフスタイルカルチャーを軸にした複合レジャー施設の運営 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 大田区 東邦インフォテック株式会社 5010801014374 開業支援を行った事業者とコラボすることで店舗を出店し直営事業計画を展開します。 株式会社阿波銀行

関東 東京都 板橋区 株式会社志村製函所 5011401003057 ＰＯＰ用のカラー印刷段ボールの生産を始め、収益基盤を再構築する 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 豊島区 ＣＲＥＥＤ　ＢＡＮＫ株式会社 8013301039392 本格デザインが強み！オリジナル名刺・チラシのネット印刷通販開始 株式会社アクセルパートナーズ
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関東 東京都 千代田区 株式会社浅田飴 3010001009144 植物由来の液体甘味料ナチュレＳ製造工程の内製化の実現 株式会社シンカ

関東 東京都 中央区 株式会社ジェイトラスト 1011101080912 強みを活用したストックビジネスの新規開発による収益安定化計画 赤城　正孝

関東 東京都 千代田区 大同工機株式会社 3010001021537 エネルギー産業における自動化・省人化を促進　ー高付加価値製品の製造ー 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社ブロードリンク 5010001122597 リユースＰＣの販売からオフィス環境のサブスク提供への転換 原田　智法

関東 東京都 足立区 株式会社大和 7011801024279 下水道管渠の大口径管維持管理市場への新規事業体制構築 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 葛飾区 日包興業株式会社 4011801003814 環境負荷低減に寄与する化粧品ブリスターパック事業の開始 城北信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社協立エンジニアリング 8010401008170 福島原発廃炉作業促進に向けた新分野展開による地域社会への貢献 株式会社東邦銀行

関東 東京都 港区 株式会社ＳＴＡＮＤＡＧＥ 8010901039707 海外クラウドファンディングアクセラレーション 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 千代田区 山栄物産株式会社 3010001044637 災害時避難ステーションを兼ねたコインランドリー運営・斡旋と機器販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 株式会社リブラ 6010901033777 感染リスクを抑えた２４時間営業の高品質フィットネスジム 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 中央区 株式会社グローバルゲイツ 9010401094359 感染症対策国際認証制度ＧＢＡＣ　ＳＴＡＲ活用オンライン清掃教育事業 佐藤勝裕

関東 東京都 豊島区 株式会社クライシスインテリジェンス 2010002047482 防衛関連の情報提供サイトの制作とオンライン展示会の展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社高橋製作所 5011401003981 コロナ禍からの回復のため切削工程を内製化し新製品開発の高速化 西京信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社シェルパ 8010001143533 日本古来の低炭素暮しを伝える限界集落の学校（フォークスクール）の開設 司南税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社ハタグループ 2011101072909 中国向け越境ＥＣシステムの構築による化粧品等の提供 東京シティ信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ａｌｐｈａｋｔ 4011001119592 ハイクラス人材による企業のデジタルマーケティング支援サービス「Ｓｋｉｌｌｂａ」の展開 沼田　浩一郎

関東 東京都 新宿区 海鷹ジャパン株式会社 7011101066006 循環型社会、脱炭素社会の実現に向けたリサイクル金属の選別、販売事業への参入 株式会社千葉銀行

関東 東京都 品川区 アースファスト株式会社 8010901019964 おうち安心化サービス（ホームオフィスの総務部） 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ＭｉｒｒｏｒＬｉｆｅ 5010001161505 スマートビル化を促進するクラウド型統合管理サービスへの転換 城北信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社俺カンパニー 3011001053867 山本のハンバーグをおいしく食べて健康に！通信販売事業 白川　淳一

関東 東京都 中央区 合資会社塩瀬総本家 6010003006855 老舗和菓子会社が挑むＤ２Ｃビジネスモデルへの事業再構築 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 町田市 株式会社ＢＯＡＴＲＩＰ 9012301009355 最も働き方改革が必要な大学病院医師の勤務をＩＴ管理システムでサポート ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 中央区 Ｂｅａｕｔｙ　Ｂｅａｕｔｅ　Ｊａｐａｎ株式会社 4010901040528 サロン・ＥＣ・ＢｔｏＢへ展開するアンチエイジング総合事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 葛飾区 有限会社鳥益 7011802005674 創業６０年、地域に愛される老舗焼鳥店の惣菜製造販売事業参入による事業再構築計画 朝日信用金庫

関東 東京都 墨田区 ＨＰ　ＪＡＰＡＮ株式会社 4010601045810 中華火鍋居酒屋を、他店にはない希少部位、サブメニューを６０種類以上そろえた焼肉店への転換 増田　考邦

関東 東京都 文京区 株式会社おがた 9010001132056 千葉県産天草のアンテナショップ立ち上げによるブランド強化計画 朝日信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ファミリアパートナーズ 8010001178752 デジタルツールを使った自主管理サポート（自主管理サポートＤＸ） 株式会社清水銀行

関東 東京都 足立区 株式会社オンズ 9011801021910 魚の干物の通信事業販売 足立成和信用金庫

関東 東京都 台東区 医信株式会社 5010601049678 健康食品の販売による利益拡大事業 興産信用金庫

関東 東京都 目黒区 ＴＲＥＥＳ株式会社 7011001037362 非対面受付でのパーソナルトレーニングジム 城南信用金庫

関東 東京都 武蔵野市 合同会社リバスト 1012403003172 地域の特産品を作り出す！美と美味しさを兼ね備えたラズベリーで町興し！！ 税理士法人フューチャーコンサルティング

関東 東京都 葛飾区 株式会社高島高速度直線機製作所 3011801002734 分析機市場向けのチタン線材の自動直線機開発 東信用組合

関東 東京都 新宿区 ＪＣ　Ｃｏｎｎｅｃｔ株式会社 7011101077390 スマホを活用した飲食店の注文から決済までを支援するアプリとグルメサイトの開発 森　滋昭

関東 東京都 港区 株式会社リストランテ・ヒロ 9010401031477 亀戸の「食の発信地」を目指すフードコート事業 株式会社徳島大正銀行

関東 東京都 小笠原村 株式会社てつ家 6010001158104 世界自然遺産小笠原の森に佇む随一のハイグレードコンドミニアムへの事業転換 税理士法人ゼニックス・コンサルティング

関東 東京都 墨田区 株式会社マルシン 9010501034974 定食・居酒屋を、バーベキュー施設付き焼肉店に転換し、地域ファミリー層を中心に集客する 増田　考邦

関東 東京都 中央区 株式会社ＢＡＮ 5011101083738 餃子製造を開始し無人販売店舗を中心とした新業態を展開する 東京シティ信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ＭＡＫＥ　ＶＡＬＵＥ 1040001040899 アンティーク家具・酒類を体験販売する会員制宿泊型リゾート施設 株式会社千葉興業銀行

関東 東京都 三鷹市 １５１－Ａ－ＲＣ株式会社 3012401022833 個室サウナとサウナ飯（本格蕎麦）を一体で楽しめる「恵比寿サウナー」 西武信用金庫

関東 東京都 港区 東和フードサービス株式会社 6010401083455 「物販専門店」の新規出店と「ＥＣサイト・全店舗共通アプリ」導入による事業再構築 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 中央区 株式会社Ｖｉｓｉｏｎａｒｙ 2010501032506 接客販売の独自ノウハウを活かした、人材育成・管理・店舗運営支援をＤＸで展開。 三田　与志雄

関東 東京都 千代田区 ｃｏｎｎｅｃｔｏｍｅ．ｄｅｓｉｇｎ株式会社 3010001192758 中小製造業向けの学習済ＡＩサブスクリプションサービスの開発 若杉　拓弥

関東 東京都 中央区 株式会社凪スピリッツジャパン 6011101053632 冷凍自動販売機（ＲＡＭＥＮ　ＳＴＯＣＫ２４）　を用いた新たなラーメン市場の開拓 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ＬＯＯＰＬＡＣＥ 8030001080386 新しい時代に即した不動産再生コンサルティング事業（不動産賃貸・管理等） 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 北区 株式会社松下電機製作所 6011501004375 自動車部品メーカーによる個室サウナ＆ヘッドスパ事業への挑戦 青山裕之

関東 東京都 江東区 株式会社ディー・エム広告社 7010601004821 ＤＸ時代に対応したデジタルマーケティングサービス「お小遣いアプリ」の開発・展開 佐藤　雄司

関東 東京都 品川区 株式会社シール堂印刷 9010701004307 内製化及び工程集約による生産性向上及び新商品開発によるＢｔｏＣ取引の拡大 若杉　拓弥

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｍｅｎｕ　ｍａｇａｚｉｎｅ 6011101063846 ユーザーフレンドリーで革新的なネットスーパー構築システムの開発事業 税理士法人ディープインパクト

関東 東京都 世田谷区 株式会社弥栄 3010901043705 スクールフォトサービスの越境ＥＣサイトを開発し台湾市場を開拓する 城南信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社国土ガスハイウェイ 7010001171337 京都舞鶴港ＬＮＧ基地の事業化及び発電量増量デバイス、資源・エネルギー回収装置の仲介事業 税理士法人長坂会計事務所

関東 東京都 豊島区 株式会社丸正タケダ 4013301012741 既存事業の生産性を高め、アウトソーシングサービスで再構築を図る 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 港区 アイエイチエフヒューマンリソース株式会社 2010401112688 男女共同参画時代が生んだ、新たな子育てニーズに応える子育て代行業 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 有限会社ギミックワークス 4011002006014 アーティストと地域を繋ぎ、シナジーを生み出すＨＵＢスタジオ開業 第一勧業信用組合

関東 東京都 目黒区 ビッグクリエイト株式会社 2180001103146 個室サウナ「自問自答」の新規展開による事業再構築計画 廣瀬　好伸

関東 東京都 品川区 株式会社ジェラフル 5010701026998 コロナ禍に適した新業態の店舗開業による事業多角化 芝信用金庫

関東 東京都 荒川区 翼工業株式会社 7011501007600 看護師用品の刺繍・裾上げ及び聴診器等のレーザー刻印事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 大田区 株式会社アスコーテック 5010801020422 導体幅精度向上、多色化によるモジュール基板製造高度化の実現及び軽薄短小基板製品の開発 若杉　拓弥

関東 東京都 杉並区 株式会社ナカエ・アーキテクツ 9011301015140 デザイン力と地域資源を活かした北陸初の『鮨オーベルジュ』事業の展開 のと共栄信用金庫

関東 東京都 大田区 有限会社らっく予防医学研究所 7010802020015 マッサージ業から強みを活かした足湯カフェへの事業再構築 司南税理士法人

関東 東京都 文京区 有限会社サンク・サンク 3020002077544 伊豆大島ならではの魅力を実感できる島内初のグランピング施設運営事業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 東京都 稲城市 株式会社ゼファー 3013401005415 動画等の撮影スタジオ・美術セットレンタル販売業への新分野展開 株式会社きらぼし銀行
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関東 東京都 渋谷区 株式会社アークリンク 5011001046175 奥松島グランピング施設　事業計画 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社スモールアイランド 3030001012889 食品流通合理化システム開発・販売事業 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社ダブルキャリア 1010001127311 オンライン人事課題解決プラットフォーム「人事ギルド」構築 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社月白 4021001061769 フルーツパフェ専門店とテイクアウト商品で地産地消の街づくり 横山　禎一

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＦＯＶＥ 7010001160587 視線追跡型ＶＲ機器を用いた『認知機能セルフチェッカー』の提供 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 港区 株式会社ジェネラルハードウェア 4010401012762 多種多様なトレーラーハウスの開発と防災用への展開へ 税理士法人川越会計

関東 東京都 杉並区 株式会社オアシス 2011301001254 家事の動画配信サービスとＥＣサイトによるオリジナル洗剤の販売事業計画 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 ドーバーシーフーズ株式会社 6040001033394 ベトナムでのスマート化工場運営による製造事業への業種転換 株式会社りそな銀行

関東 東京都 立川市 株式会社平野製作所 1012801001397 熱硬化性樹脂の射出成型技術開発による、自動車産業への新分野展開 魚谷　康行

関東 東京都 練馬区 株式会社ヨネ・プロダクション 7011601016848 ウィルス感染細胞の研究支援に特化した撮影体制の構築 城北信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｈ＆Ｉ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 8190001013495 ＳＮＳ型配信プラットフォームの開発による共存共栄型ビジネスモデルへの事業再構築 税理士法人ＦＰ総合研究所

関東 東京都 渋谷区 ウルフパック・ジャパン株式会社 9011001116395 懐かしさを呼び起こす、デジタルにはない、生きた音色を提供するアナログレコード事業 加藤一男

関東 東京都 町田市 株式会社ＳＰＥＥＤＢＡＬＬ　ＭＯＴＯＲＳ 7012301009687 千葉県白子町の１，５００坪の土地を活用した最先端撮影スタジオの運営事業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 東京都 江東区 株式会社ビノス 3010601039838 個人宅へ美容室のクオリティを届ける訪問美容事業 税理士法人きわみ事務所

関東 東京都 渋谷区 合同会社三是人 9011003008566 飲食店からリラクゼーションへ業種転換で地域の健康に新たな貢献 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ニューコモンゲート 5010901027061 流通戦略の抜本改革！自店舗で実現する通年販売と持続的製造体制 河村裕司

関東 東京都 渋谷区 株式会社京王興産 5011001007185 リアルｘバーチャル・非接触ｘ未来型の　ボウリング場プラットフォーム展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 渋谷区 タブリエ・コミュニケーションズ株式会社 9011001110290 アニメアフレコ事業への進出 みらいコンサルティング株式会社

関東 東京都 新宿区 有限会社ライフライン 9011102027847 エステティック事業から牧場カフェへの事業転換 鈴木　一貴

関東 東京都 目黒区 サカモト・ダイテム株式会社 4013201002280 医療市場における超精密極小部材向けモールドベース製品の新展開事業 牛腸　真司

関東 東京都 港区 株式会社Ｂｏｎ　Ｐｉｎａｒｄ 2010401075200 ハイエンド向け食とワインのデリバリー型ＥＣ 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 大田区 株式会社アシスト 5010801000424 劇場上映用ＤＣＰ制作から個人向けディスク・オン・デマンドサービス（ＤＶＤ／Ｂｌｕ－ｒａｙの受注生産と販売）の展開 野竿　健悟

関東 東京都 世田谷区 株式会社バタフライエフェクト 6010901036945 個別カウンセリングによる子どもの体調に合わせた幼児食の宅配 松本　純

関東 東京都 文京区 株式会社ＴｏｍｏＢｉｚ 4010001201451 越境免税ＥＣプラットフォームの構築 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 葛飾区 有限会社伊藤商店 4011802000703 地方創生ＤＸネットスーパー事業とアンテナショップ通販運営事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社フォーエバーユース 3011101071496 飲食店と企画主催者のマッチングプラットフォーム構築事業 サポート行政書士法人

関東 東京都 港区 株式会社牧野総本店 2010401027886 老舗葬儀社が挑む古民家風倉庫をペット専門葬儀会館へ改装する再生計画 税理士法人Ａｒｚｔ

関東 東京都 千代田区 株式会社アト 1011001059684 ポスティングスタッフのライブストリーミング機能の追跡動画による支社がない地域への展開 増田　考邦

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社Ｏ・Ｅ・Ｃ 4012801006542 人材不足・改修工事需要増大を見据えた加工管製造への業態転換 サポート行政書士法人

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社ティス 1013101004710 部品商社からの脱却と次期を担う半導体装置部品メーカーへの発展 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＵＮＩＴ 3010401096179 先端的なデジタル技術を活用した、店舗集客支援サービス事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 墨田区 丸善機械株式会社 7010601015331 工作機械の卸売業から作業スペースも含めた工作機械賃貸業への新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社エス・ティー・ワールド 6011001011401 エコシステムを取り入れた新たなペットショップ「いきもの学校」 株式会社横浜銀行

関東 東京都 港区 株式会社Ａ－ｃｏｍｍｅｒｃｅ 9010401064312 地方発信で世界に通用する人材育成、地域サポートをワンストップで実施する複合型施設の設営 さわやか信用金庫

関東 東京都 多摩市 株式会社ブックローバー 7013401006558 古書を有効活用する新分野展開、安らぎと癒しの絵本カフェ 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 有限会社上木商店 6010502001472 総合メディア対応型コスプレスタジオ事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 目黒区 合同会社モウケン 1011003005091 美容寿命を延ばすためのセルフエステ導入事業 税理士法人ミット

関東 東京都 墨田区 遠藤機械工業株式会社 5010601009426 工作機械販売業からスペースと技術を提供するサービス業への挑戦 東京シティ信用金庫

関東 東京都 昭島市 株式会社京南 7012801002084 洗車ビジネスが付加価値を生み出す画期的情報システムのＤＸ連携 西武信用金庫

関東 東京都 板橋区 有限会社エフケートレーディング 2011402001599 大型ゴルフ用品店併設・最新機材で利便性を極めたインドアゴルフ事業 清水　健介

関東 東京都 八王子市 株式会社風雅 2010101010168 ポストコロナ時代の森林浴カフェ＆長期滞在ワーケーションキャンプ場の構築 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 目黒区 １ｓｔ　ＰＬＡＣＥ株式会社 7013201017020 ＶＲ　ＨＡＢＩＮＡ　ＰＲＯＪＥＣＴ 税理士法人クオリティ・ワン

関東 東京都 中央区 株式会社丸太屋不動産 3010001057283 日本初のＮＦＴアート常設展示～日本橋と仮想空間でのギャラリー運営 萩口　義治

関東 東京都 豊島区 株式会社グーバル 9013301031084 点滴用留置針部品「カシメピン」と神経ブロック麻酔針部品「カヌラ針」の自社製造体制構築 巣鴨信用金庫

関東 東京都 西東京市 株式会社荒木製作所 2012701002032 北海道初、食品微粉砕（ミクロン単位）受託加工事業の開始。ＨＡＣＣＰ準拠工場を開設し対応 西武信用金庫

関東 東京都 大田区 フィーサ株式会社 5010801010299 コア部品であるイオン発生素子を進化させ新たな市場に進出 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＳＥＫＡＩＥ 3011101079085 近場で海外気分！韓国食品スーパー事業の展開 東京信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ハタデコラティブアート 1010001054555 ＣＭ美術デザインと建築業の融合による内装サービスサイト事業の展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 台東区 株式会社Ｌｕｘｒａｓ 8010601017707 かりんとうで新たなマーケットを開拓し米菓で紡いだ伝統を守る 東京信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社Ｓ．Ｉ．Ｔ．トラベル 7011101034994 旅行業から学校と受験生のマッチングポータルサイト運営への業種転換 株式会社千葉銀行

関東 東京都 調布市 アセンドゾーン合同会社 1012403003544 老若男女が家族で安心して楽しめる抗菌塗装を施したインドアゴルフ事業 松山　亮樹

関東 東京都 世田谷区 株式会社立花 9010401094937 地域資源の活用！霧島の温泉地で行う　＜フランピング＞事業 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 さくら坂クリニック 再生医療分野のエクソソーム型幹細胞培養上清療法での治療開始による来院受診中心から遠隔診療中心の診療サービスへの転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 株式会社ゼストエンターテイメント 6010001140094 音感とリズム感が身につく子供向け教育番組の制作・配信 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 ユニバーサルアドネットワーク株式会社 1013301034929 デジタルアートの展示イベントの開催及びデジタルアート制作・販売事業 税理士法人スリーエス

関東 東京都 目黒区 株式会社ＭＵＧＥＮ 1013201016928 もったいない魚たちを全て使い切るＳＤＧｓに大きく貢献するラーメン屋「海富道」への業態転換 長岡　孝之

関東 東京都 江東区 大島中の橋商店街振興組合 6010605001130 ウィズコロナ時代の電子決済対応自販機による地域特産品販売事業 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 有限会社ＯＲＩＥＮＴＡＬ　ＤＥＬＩ 1010402036417 新タイプの非常食ローリングストック定期便事業による再構築 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 台東区 株式会社トリプルエー 6010501025299 認知症対応型介護サービス事業所（小規模多機能型居宅介護事業所）の運営 福島信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社オーキャン 3010401140507 飲食料品に特化！インフルエンサーマッチングプラットフォーム 株式会社ビズグランツ

関東 東京都 港区 株式会社ベースファイヴ 9010901040151 イベント企画会社によるエンターテイメント性のある精肉店開業 さわやか信用金庫
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関東 東京都 新宿区 株式会社Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ 5011101073961 医療機関におけるＤＸ化、および、その推進人材の採用と教育の支援事業 蛭田　昭史

関東 東京都 品川区 エイエスディ株式会社 7010701025791 指紋認証付きＩＣカードとブロックチェーン技術による認証基盤サービス 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 調布市 株式会社バックヤード 7012401036557 仮想空間と現実空間を融合～ｘＲ映像で作る新しいオンラインイベント～ 多摩信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＣＯＮＶＥＹ 4021001045458 『法人向けケータリング事業』から『個人向けパーティーフード通販』への業態転換 かまた税理士法人

関東 東京都 品川区 Ｈｕｂｂｉｔ株式会社 2011001126938 患者や事業者のＩＴリテラシーに依存しない入院患者向け健康管理補助システム 佐々木　泰輔

関東 東京都 板橋区 ベローズ　ワークス　トウキョウ 蛇腹楽器修理サービス業から純日本製蛇腹楽器の製造へ 佐藤誠一郎

関東 東京都 新宿区 リンクトラスト・ペイ株式会社 2010001124068 後付けスマホ決済装置による各種機器のキャッシュレス化推進事業 齋藤　利文

関東 東京都 中央区 ダンサイエンス株式会社 9010001004718 全天候型パーソナルゴルフ練習用コンテナ（Ｇ＿ＢＡＳＥ）販売事業 河合　　真悟

関東 東京都 渋谷区 株式会社ビジュアライズ 3011001041442 ライブコマースが可能なオンライン配信システムのＯＥＭ販売 佐久間裕幸

関東 東京都 中央区 ＩＣＴラボラトリーズ株式会社 6010001116128 ＡＩ＋予約・業務管理ＡＳＰサービスの新規提供 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 江東区 株式会社フードサプライ 2010601037487 青果卸売業が作る野菜炒め専門店の事業計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 小平市 株式会社シルバーサポート 5012701000487 福祉美容業の経験を活かし、高齢者・障がい者をターゲットとした美容室の開業 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 江東区 サナス株式会社 2010601030707 人情の街・住吉をビールで街おこし！地域を活性化する新事業 東京東信用金庫

関東 東京都 町田市 有限会社ビックトラウト 3012302007685 グランピング場とヤマメ養殖復活による新規事業展開 Ｔ＆Ａ税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社産経映画社 8010401011042 歴史的・文化的価値の高い映像の電子ライブラリシステム構築事業 Ｌｅａｆ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＶＯＩＣＥＴＯＲＹ 7011001118988 将棋の街「千駄ヶ谷」で食事のできる将棋サロンを展開 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社エーモード 8010001109930 「カンポットペッパーの輸入・加工・販売、ネットショップ展開」による事業再構築 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ウィスコム 7010001142288 コロナ禍で需要が拡大するメタバース（仮想空間）アプリの開発 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社パノラマ 6011001069209 地域初！制作力を活かしたウェブ制作会社からハンバーガー店に進出 税理士法人リライアンス

関東 東京都 渋谷区 Ｗａｎｏ株式会社 2011101048925 一流シェフがキャンプ好きな３０－５０代に振る舞う高級キャンプ飯「そらをあおぐ」 木村　兼作

関東 東京都 台東区 株式会社駿河Ｅ－ｓｔ 6010601042368 九十九里を満喫する！トレーラーハウスによるグランピング事業！ 稲葉　順一

関東 東京都 千代田区 株式会社肉屋の台所 4010901031460 和牛専門店の技術を生かした、焼肉用食材及びタレ等の焼肉周辺の食料品加工業 税理士法人ナビオ

関東 東京都 大田区 さとう歯科医院 ジルコニア歯科技工の内製化による補綴治療「ワンデートリートメント」の実現 森田　昇

関東 東京都 府中市 株式会社スペースナビ 8011001119903 オフィス縮小事業／ワークスペース検索アプリサービス事業 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 中央区 有限会社エースデント 2010002045081 歯科技工士の知識を活かした整体サービスで　新分野展開を図る事業再構築 中ノ郷信用組合

関東 東京都 文京区 株式会社ＣａＴｅ 8010401151854 地域の教育格差をなくす教育プラットフォームの開発 齋藤　信一郎

関東 東京都 武蔵野市 株式会社川西 4012401011001 遠隔監視が可能なＩＯＴ機能搭載のバイオマスボイラー開発・販売事業 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ハロー 8010401111073 個々人に最適化された高品質な音声コンテンツの開発による新規顧客獲得 株式会社シャイン総研

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＦＦ　ｐｒｏｊｅｃｔ 8010901044343 若者の孤立を支える「コミュニティ促進型シェアハウス」の運営 税理士法人　鳥山会計

関東 東京都 府中市 株式会社オフィスＡＺ 4012401033953 リターナブル瓶によるドリンク定期宅配とコワーキングカフェ運営 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 八王子市 株式会社健組 3010101009903 地元の木材を活用した在来型木造建築向け製材事業への新分野展開 森田　俊朗

関東 東京都 千代田区 株式会社ＩＫＫＩ 6010001152073 アフターコロナを見据えた巨大立体プロジェクションイベントの立ち上げ ＮＸ税理士法人

関東 東京都 千代田区 Ｆａｒｍ２Ｔａｂｌｅ株式会社 6010001174290 シンガポールなど海外での和牛肉オンライン販売事業の開始 高橋　利忠

関東 東京都 渋谷区 Ｉ＆ＣＯ合同会社 9011003009688 ギフトムービーサービス・Ｇｉｆｖｉｅ開発事業 Ｍｏｏｒｅ至誠税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＹＵＮＯＫＩ　ＡＣＣＯＵＮＴＩＮＧ　ＰＡＲＴＮＥＲＳ 6011601021171 日本の伝統芸術作品をブロックチェーン上で販売する仕組み 東京商工会議所

関東 東京都 立川市 有限会社国分ネームプレート 8012802000854 鉄・ステンレスからアルミ素材の新型製品等の小ロット生産ラインへの対応に向けた業態転換事業 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 台東区 株式会社ヴァイス 2010401109701 地域文化交流の促進とゴルファー向け総合サービス業の展開 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社グラヴィタス 3010001095399 世界初の配信プラットフォームで音楽業界をＶ字回復するＡＩシステムの構築 白川　淳一

関東 東京都 港区 株式会社ザッツ・オールライト 7011101058465 ＷＥＢ領域でブランディング（ブランドの構築）サービスの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 株式会社マイコンシェルジュ 9011101044298 地域の観光商品の海外販路開拓を支援するオンライン訪日ツーリズム商談会事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 千代田区 ニダック株式会社 5010001025858 高剛性マシニングセンタ導入によるステンレス鋳鋼品の精密加工への進出 滑川義裕

関東 東京都 港区 株式会社る・ひまわり 9010401066341 自社開発ＳＮＳ型オンラインライブコマースアプリで地方劇団が販売する名産品 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 北区 株式会社十條合成化学研究所 6011501001967 自動調合・充填ライン導入事業 アアル株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社モトポリ 1013301042923 飲食店コンサルティングから飲食店の運営へ、自社のノウハウを最大限に活かした事業再構築 愛媛信用金庫

関東 東京都 国立市 株式会社ジェイボックス 7011301003056 保険情報を募集人が入力し契約者と共有できるＷｅｂ管理システム提供事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 港区 株式会社ＵＰＤＡＴＡ 2010401071678 データ活用オールインワンＳａａＳへの事業転換 城南信用金庫

関東 東京都 豊島区 望クリニック 整形外科による院内施術から、家庭内ケアに向けて患者の体質に合わせたサプリメント外来事業 増田　考邦

関東 東京都 世田谷区 株式会社アコーダイニング 4010901015827 本社を一部改修し自社チーズとジェラートの製造拠点となるラボラトリーの新設 税理士法人イデアコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 インバウンドテクノロジー株式会社 8011101075864 リバーサイドグランピング伊豆大見川 三島信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社弘中塾 1010401135913 歯科医師国家試験対策用の動画通信教育事業 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 株式会社丸順 4011001105436 「旨い・安い・早い」をご家庭に！肉まん・点心等中華料理のテイクアウト・ＥＣサイト販売事業 増田　考邦

関東 東京都 中央区 株式会社まなか 6012401013697 小規模ニーズに応える特別なお葬式を提供する寺院内自社斎場建設 株式会社グラックス・アンド・アソシエイツ

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｋｉｎｄｅｒｇａｒｔｅｎ 9012701010524 若手歯科医師向け臨床実習のオンライン配信事業 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社のうこつぼ 6010401123616 アプリを活用したお墓管理サービスで「のうこつぼ」を身近に！ さわやか信用金庫

関東 東京都 北区 二幸電気工業株式会社 9011501003580 コロナ禍に伴うデータ通信急増に対応した光分野部品製造への転換 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社アントルプランドル 8130001060064 電子楽譜ＥＣサイトプラットフォームの構築による新市場への進出 株式会社エクステンド

関東 東京都 新宿区 株式会社一丁 1010001138705 居酒屋から成長が見込まれる注目の「中食」への業態転換 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 墨田区 株式会社コーチャル 3010501020880 アフターコロナの憩いの場づくりを目的とするカフェレストラン事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 港区 アドテンポネットワークス株式会社 3010701019839 ＤＸを取り入れたデータ一元化のプラットホームを構築　全国ワンストップメンテナンス新事業プロジェクト 税理士法人　みなと財務

関東 東京都 新宿区 ＮＳＳエナジーソリューション株式会社 9011101078404 ｍｏｖｉｅｎｓｓ 株式会社名古屋銀行
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関東 東京都 中央区 一般社団法人アートのある暮らし協会 6010005021828 建築住宅産業とアート産業を繋げる会員制アートマッチングプラットフォームの構築 税理士法人アクシス

関東 東京都 港区 株式会社コンソメデザインブロック 5010401084388 デジタルマップ・フリーマガジンとＦＲＥＥＰＡＰＥＲで町おこし セブンセンス税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社永明 1011101002791 韓国食品に特化したレトルト食品製造により、総合韓国食品製造販売企業へ転換 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 台東区 株式会社クワガタ 4010501003240 フィギュアおよびオートバイを販売するカフェ運営事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｅｎｉｇｏｌ 9010001194071 転職エージェント事業から人事業界特化型の業務効率化ソフトウェア販売事業　への事業転換 ＧｒｏｗｔｈＰａｒｔｎｅｒｓ税理士法人

関東 東京都 立川市 ラウンジエリート ビジネスマンのために「家庭のぬくもり」を提供する家庭料理飲食店への転身。 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社経済界 5010401009147 老舗ビジネス出版社によるベンチャーインキュベーション事業 小松原　史雄

関東 東京都 中央区 株式会社ＫＥＡ工房 6010401046791 誤薬のない安心安全の介護施設向け調剤事業の展開 株式会社東和銀行

関東 東京都 江戸川区 株式会社Ｓ－ｔｒｏ 5011101068268 リサイクルショップ事業から韓国食材スーパーへの事業転換 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 港区 株式会社Ｄａｎｉｅｌ＆Ｂｏｂ　Ｊａｐａｎ 9010401140071 卸売業から高品質レザーグッズのオンライン仮想ショールームへの展開 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 中野区 バタフライエフェクト合同会社 2011203002805 インバウンドから国内観光・マイクロツーリズムへ新分野展開　ファミリー向けアミューズメント型宿泊施設の新設 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 アイディール・リーダーズ株式会社 5010001166917 会社と従業員個々人のパーパス（存在　意義）の一致度を測定するシステム 菊地　正和

関東 東京都 文京区 特定非営利活動法人ＡＲＵＮ　Ｓｅｅｄ 8010005022122 ＡＲＵＮ　Ｓｅｅｄ　ソーシャルビジネス情報事業計画 古賀　雄子

関東 東京都 千代田区 株式会社アソルティ 7010001169364 地域活性化に貢献！最新技術で営む無人型レンタルダンススタジオ 相原　恭子

関東 東京都 中央区 株式会社グレイスレディ 4010001145962 文武両道の子供達を育成するためのアフタースクール事業の開始 青木　宏二郎

関東 東京都 渋谷区 有限会社デノボストラクチャー 9011002029076 日本の伝統文化と現代のモードを融合させた全く新しいサステナブルファッションで世界に挑戦するオリジナルブランド開発事業 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

関東 東京都 荒川区 インター・ノバ株式会社 9010501018003 既存市場（不整脈市場）から新市場であるＡＳ市場に進出する新分野展開 朝日信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＮＹ 6010901044238 ジビエ肉のブランド化とＥＣサイトでのジビエ肉販売計画 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 千代田区 エムアンドシーコンサルティング株式会社 9010001012522 研修及び教室事業への新規参入プロジェクト 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社ラホス 6010901023142 専用の壺でじっくりと低温で焼き上げた　壺焼き芋店への業態転換 長岡　孝之

関東 東京都 港区 株式会社スリムビューティハウス 4011101010800 メンズ「脱毛」サロンへの新規参入！　男性向けトータルビューティーサービス提供開始 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 世田谷区 株式会社こどもみらい 7010901017341 独自開発技術を活用した保険者支援事業への進出 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社クラフト 1013101001311 マイクロＲＮＡ解析による癌検査の「検査チップ」の量産体制構築 多摩信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ジヤパンビジネスカウンセル 5010901005851 「自分に優しいことは地球に優しい」作り手と受け手をつなぎ、五感を楽しむカフェとＥＣサイトの展開 新沼　太一

関東 東京都 港区 イントロダクション株式会社 4010601044127 オンラインブライダル支援事業 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 東大和市 有限会社荒井商店 9012802005316 ガソリンスタンド業から次世代自動車整備可能な認証自動車整備業へ転換 飯能信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ＨＩＤＥ 3013203001901 受賞歴のある日本の伝統工芸品の多言語対応型越境ＥＣサイト「ＣＲＡＦＴ　ＪＡＰＡＮ」 鈴木一郎

関東 東京都 板橋区 株式会社東京アニマルプラス 5011401021620 放課後等デイサービスとして取組む障がい児向け療育乗馬教室による新分野展開 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 町田市 株式会社ジョイフルコーポレーション 3012301001053 とんこつラーメンの福岡で横浜家系ラーメン多店舗展開での新分野展開 市竹　敦

関東 東京都 豊島区 株式会社インテリジェントプランナー 6013301025130 「ヘルシーなガレット料理」の個人向け通信販売と全国レストランへのガレット食材卸売り事業 株式会社東日本銀行

関東 東京都 荒川区 日の出ドライクリーニング株式会社 5011501008402 ロボット店舗による洗濯代行サービス事業の立ち上げ 東京東信用金庫

関東 東京都 世田谷区 有限会社西川商店 8010902011409 商店街からＳＤＧｓに取り組み！環境配慮型の新しいテイクアウト販売事業の立ち上げ 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 港区 株式会社リオネス 8010701025997 映像制作の強みを活かしたオンラインによる美容・健康の知識及び技術提供事業 野村　純一

関東 東京都 千代田区 株式会社つり人社 6010001023159 釣りに関わる地域事業者とつり人を繋ぐ！ライブコマースへの挑戦 朝日信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ＳＴＯＮＥ．Ｂ 2011101081042 ライブコマースによる事業転換事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ポポンデッタ 1010001090971 新商品開発と社内物流体制の構築による製造販売事業再構築 株式会社エルニコ

関東 東京都 港区 株式会社アンド・ディ 2010401053453 調査自動化ＡＩ・プラットフォームの開発によるＳａａＳ型市場調査サービス展開企業への転換 芝信用金庫

関東 東京都 立川市 株式会社アーキラボ 5010101012319 現役大工が運営するＤＩＹ総合パークと廃材家具ＥＣへの新分野展開 若槻　周平

関東 東京都 品川区 大成祭典株式会社 9010701005569 オンライン葬儀事業 佐藤淳

関東 東京都 荒川区 ＳＯＹ株式会社 9010001155890 ベンチャー企業との連携で建築資材販売から製造業へ 池田　寛太

関東 東京都 渋谷区 バイン株式会社 9011001030340 Ｅ－ＢＩＫＥを活用した新たな観光資源となるサイクルスポーツ場運営事業 税理士法人東京フィナンシャル会計事務所

関東 東京都 千代田区 三共グラフィック株式会社 3010001016900 新素材を採用し高付加価値を提供できる自動化無線綴じ製本システム 株式会社りそな銀行

関東 東京都 江東区 消火栓標識株式会社 7010601038241 消火栓標識を活用した５Ｇ基地局設置に係る情報通信インフラ事業 税理士法人東京ＩＲ平田小川

関東 東京都 中央区 株式会社ヒカリッチアソシエイツ 9010401096181 ＥＣ・通信販売による新たな事業の構築 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 中野区 合同会社ＳＯＰＤＥＳＩＧＮ 1011203003226 ペット同伴可能なアウトドア特化型宿泊施設運営事業 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社プロパティ・パートナーズ 5011101058269 鬼怒川温泉を復興！エコ×ヘルス×地域が運ぶアフターコロナの非日常 西武信用金庫

関東 東京都 立川市 株式会社ウオールナット 7012801000170 ＡＩデータ解析プラットフォーム構築事業 多摩信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社高山 8010001004693 最新デジタルラベル印刷機導入による新製品製造と新サービスの展開 林　正巳

関東 東京都 足立区 有限会社太田商店 9011802010796 豊かなニューノーマル「美味しいＭｅａｔ」ＢｔｏＣオムニチャネル 税理士法人第一経理

関東 東京都 中央区 合同会社ＣＯＶＯ 1010003034316 急速冷凍技術の導入による「揚げピザ」の開発、非対面型ビジネスモデルへの業態転換 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ディグナ 9290001052301 中小企業向けＤＸ人材育成事業「ＤＸ学校」立上げによる事業再構築 さわやか信用金庫

関東 東京都 台東区 ベターライフ株式会社 7030001102521 地域事業者と提携した海外物流代行サービス 坪井　亮

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｊ－ＤＥＳＩＧＮ 7010001106929 美容室の顧客管理・運営システム「美好～ｍｉｙｏｎ」の開発と運営事業 小森　孝一

関東 東京都 豊島区 南洋アスピレーション株式会社 6013301023794 館内配送システムおよびプラカードシステムのパッケージソフトウェアの新開発・販売 税理士法人ＦＰ総合研究所

関東 東京都 中央区 有限会社ＹＯＫＯＴＡコーポレーション 7011202010317 コロナ禍における新しい形の総合的な健康トレーニングサービスの新規提供および事業拡大 駒田　裕次郎

関東 東京都 板橋区 株式会社バングオン 6011101061734 非対面でも美味しさ楽しさが伝わる自動販売機小売業　～食で地方と都心を繋ぐ～ 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 葛飾区 株式会社益岡製作所 9011801014583 ゴム製品製造ノウハウを活かしたフィットネス事業への新分野展開 亀有信用金庫

関東 東京都 北区 株式会社Ｓｕｎｎｙ　ｃｏｎｎｅｃｔ 4011501023311 産後女性の悩みを解消するラグジュアリー型骨盤矯正事業
特定非営利活動法人東京都北区中小企業経営診断

協会
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関東 東京都 渋谷区 株式会社サイバーテック 5011101060984 ＳＤＧｓに対応した、文書の電磁的保存サービスによる新分野展開 豊島　賢二郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＫＩＹＯＮＯ 9010601050938 市場価格の１／１００　デジタルマーケティングするなら　ＭＡＧＮＥＴ開発 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

関東 東京都 台東区 株式会社イクリエ 5010501033360 キャラクターコーチングによる孤独感の癒しと声優の活躍の場の提供 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＡＭＥＣＡ 2010401132372 日本の医療に関する多言語オンラインプラットフォームの構築事業 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 千代田区 テンワス株式会社 4010401048055 飲食店の新規出店支援事業への進出 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社イープラス空間設計 5010001139864 地域の業者と連携し、地域食材を使ったバーベキューレストラン 株式会社常陽銀行

関東 東京都 中央区 インプレイス株式会社 2010401118611 中小企業向けにサブスクリプションモデルの次世代型セキュリティサービス事業を展開 中山　陽介

関東 東京都 清瀬市 合同会社佛跳牆 5012703001995 軽飲食から重飲食「薬膳割烹料理専門店」への事業転換 田中　貢

関東 東京都 千代田区 未来建築研究所株式会社 2010401121219 鉄筋業界のＤＸ推進に向けたアプリケーションソフトウェアの開発・販売 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 港区 ＪａｐａｎＳｅａｒｃｈ株式会社 4010901040222 地域と連携し日本の美しさを伝える新しい観光・メディアビジネス 菊池　友義

関東 東京都 世田谷区 株式会社ｎａｔｏｗａ 5010901041153 こだわり八百屋が挑戦する「シェアキッチンとフードデリバリー支援」事業 税理士法人ＡＳＵＷＡ

関東 東京都 千代田区 株式会社クオリティ・オブ・ライフ 5010001105098 日本の未来デザイン“ミドル・シニアの活躍支援プラットフォーム構築事業” 興産信用金庫

関東 東京都 中央区 シオノケミカル株式会社 2010001046345 製剤製造設備の導入による内製化と医薬品製造技術の他分野への応用展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 足立区 株式会社森田産業運輸 1011801012611 タイヤデータ等の車両モビリティデータの代行取得・提供事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社ハイサイド 2013201012686 化粧品会社が実施する内外美容実現に向けた食品飲料販売事業 りそな総合研究所株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｌｉｂｏｒａ 5011501024928 ＤＸ人材育成のためのセミオーダー式研修プログラムの提供 倉下　友也

関東 東京都 港区 一般社団法人助成金支援協会 9010405014239 「補助金無料検索ポータルサイトの運営」及び、「無料自動診断・補助金申請書作成システムの提供」 鈴木一郎

関東 東京都 中野区 株式会社阿波や壱兆 8011201021669 「毎日食べても飽きないそうめん」を全国に届ける大作戦 小松原　史雄

関東 東京都 墨田区 株式会社アライ 6010601041849 リノベーション技術を活用した障害者グループホームの整備・運営事業 東京東信用金庫

関東 東京都 大田区 有限会社共立精機 6010802004357 医療用ガラス製造装置部品の生産体制構築 川崎信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ニューピース 7010001161016 コミュニティ管理・運営ソフトウェア「ｃｏｍｃｏｍ」の開発事業 坂下　尚弥

関東 東京都 荒川区 アサヒ産業株式会社 7011501005125 介護事業とフレイル予防事業のワンストップサービス 篠塚堅司

関東 東京都 台東区 コロンブス・メディア株式会社 1010001160007 不動産、メディア企業による在日中国人向けプライベート旅行の提案 坪井　亮

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳｔｙＬｅ 1011101069583 個人事業者でも使えるセントラルキッチン事業の新分野展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 江東区 フォトビション・ジャパン株式会社 8010601027672 環境にやさしい段ボール什器・ディスプレイとフリース壁紙の開発 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 練馬区 ライト・サービス株式会社 8011601007268 デジタル安全・保安機材の新規ワンストップレンタル事業構築 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 渋谷区 株式会社サウンズグッドカンパニー 5011001100031 会員型企業ＰＲ動画プラットフォームサービス 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社アプリ・スマート 5010001132902 翻訳支援Ｗｅｂサイト 桜内　文城

関東 東京都 渋谷区 株式会社グミ 2011001046954 ３Ｄバーチャルオフィスサービス／３Ｄバーチャル会場サービス Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 品川区 有限会社こだまシステム 4010002053215 業界初となる生産性向上に貢献するクラウドツールをサブスクリプション形式で提供する事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 東京特殊印刷工業株式会社 3010901008022 非接触型スイッチ事業化に向けた外観検査設備の導入 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 東京都 台東区 協栄化成株式会社 5010501003082 提供方法を転換し顧客のジャスト・イン・タイムに応える体制を構築 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 品川区 有限会社ミナト技研 2010702008032 新規機械設備の導入による大型水力発電用ブレーキの生産 さわやか信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社データマックス 4011201003472 フォト婚礼ポータルＥＣサイトを構築します。 東京商工会議所

関東 東京都 文京区 株式会社システム科学 1010001003545 アフターコロナの密回避を旨とする、研修事業オンライン化への業態転換 山田　美典

関東 東京都 大田区 株式会社ＵＫトレーディング 4012401019886 キャンピングカーに特化した、カーシェアリングマッチングサービス さわやか信用金庫

関東 東京都 新宿区 モノリス株式会社 9011101090342 オンラインとリアル会議の融合～営業トークシステムの新開発～ 税理士法人ＦＰ総合研究所

関東 東京都 渋谷区 株式会社コトバデザイン 9011001117963 デスクレスワーカー向け通話アプリケーションおよび関連ソリューション事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 江東区 有限会社相馬水産 3010002021627 豊洲市場で老舗鮪専門仲卸として培った強みを活かした鮪料理中心の食堂の出店と新ブランドＥＣ連携 東京ベイ信用金庫

関東 東京都 立川市 トータルトレーディング株式会社 1012801006652 養沢グランピング事業 株式会社クイック・ワーカー

関東 東京都 港区 株式会社メディア戦略 9010401126590 ＡＩによるプレスリリース添削配信に伴うサービスのオンライン化 株式会社マイクリエイト

関東 東京都 福生市 株式会社日本晴れ 5012801007804 低価格で気軽に通えるフィットネスジムの店舗展開 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

関東 東京都 中央区 株式会社ライフビジネスウェザー 2010001106421 テイクアウト飲食向けＡＩによる健康メニューレシピ作成システムの提供 東京中央経営株式会社

関東 東京都 葛飾区 葛飾ロード株式会社 3011801000911 作業のＤＸ推進！次世代型のインフラ維持点検業への業態転換 株式会社シャイン総研

関東 東京都 三鷹市 株式会社ティーフォース 5012401020785 未利用食品有効活用のための多機能食品乾燥機の開発と事業化 東京都商工会連合会

関東 東京都 渋谷区 株式会社シーエフインターナショナル 1010001134126 ＤＸを活用した日本の和紙工房と中国の建築事務所のマッチング事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 大田区 東洋鍛工株式会社 7010801007995 物流中継拠点で最終出荷工程設備新設による新分野の顧客獲得計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 練馬区 株式会社パプレア 6011601020834 写真館フォトウェディング撮影予約システム＆写真管理アプリ事業 城北信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ピコナ 5010701025653 オリジナルアニメの企画・製作やライセンスビジネスを通じた事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 東京都 葛飾区 鳳自動車株式会社 3011801000779 地域に愛されているタクシー会社による「タクカフェ・屋台」の展開 森　健輔

関東 東京都 世田谷区 エックスアールコンテンツラボ合同会社 1010903004723 ＸＲ可搬型エアーシアター３６０コンテンツ事業への進出 株式会社サークル・ウィン

関東 東京都 中野区 有限会社セカンドダイニング 5011202004873 脱居酒屋！漁港直結の今朝獲れ鮮魚の魚屋＆すし屋へ業態転換 税理士法人ＴＭＳ

関東 東京都 葛飾区 株式会社フジデリバリー 8011801004180 エレクトロニクスのカーボンニュートラルをリードする伝熱技術の実測から仮想へのＤＸ促進事業 公益財団法人名古屋産業振興公社

関東 東京都 台東区 寿商事株式会社 7010501025232 ソフトビジネスを付加した事業転換 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 中央区 株式会社ｅｋコンシェルジュ 7010001183992 ＢＶカクテルジェラートの製造販売事業への新規展開 菊地　正人

関東 東京都 港区 Ｈ　Ｔｒａｄｉｎｇ株式会社 4010401107067 リノベーションのための設計事務所コンペ及び施工会社あいみつ同時開催サイト【リノコン】の運営 鈴木一郎

関東 東京都 武蔵野市 合同会社ライフスタイル 1012403001622 弁護士サポート付き住み込み型コワーキングスペース事業 レンタルＥＣ株式会社

関東 東京都 新宿区 有限会社曾ダイニング 8011102025843 商店会が一丸となって取り組む各店自慢料理の商品化事業 株式会社ビズグランツ

関東 東京都 渋谷区 株式会社スクープ 6010901006015 伝統工芸品と地域産品のＥＣ販売により地方創生に挑戦！ 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 中央区 株式会社フォルテ 9010001172143 拠点カフェ事業の新規立ち上げによる地域貢献と地域創生 東京商工会議所
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関東 東京都 港区 株式会社Ｒｉｎ 9010401134024 フォトスタジオ＆宅配レンタル事業 鈴木　康一郎

関東 東京都 多摩市 株式会社リレイ 6012401033522 本格志向のカフェ＆アパレル事業によるＶ字回復計画 税理士法人イーグル

関東 東京都 葛飾区 三正工業株式会社 4011801001818 一貫した製造工程の確立による産業用ロボット分野への新分野展開 亀有信用金庫

関東 東京都 渋谷区 オールインワンソリューション株式会社 2010401088441 オンラインアシスタントサービス事業による新しい働き方の構築 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社クレドインターナショナル 6010001141407 アプリで顧客とマッチング、出張型リラク市場を切り開き雇用維持 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 町田市 株式会社ＬＡＴＴＥ　ＧＲＡＰＨＩＣ 4012301010689 カフェの輪（地域の豊かさ）を広げる物販事業、バリスタスクール事業の新分野展開 髙岸　浩文

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｉｎｉｔｙ 9010901032173 桑の葉を使ったＳＤＧｓコンサルティング・セミナー事業 齋藤　龍男

関東 東京都 目黒区 Ｒｅｄ　Ｙｅｌｌｏｗ　Ａｎｄ　Ｇｒｅｅｎ株式会社 7011001111662 店舗・配達型サラダ専門店から冷凍惣菜ＥＣ販売事業への転換による新規市場開拓計画 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 江戸川区 船橋金属株式会社 4011701018953 レーザーによる部品加工事業を展開し、半導体メーカーの様々なニーズに対応！ 西川貴人

関東 東京都 新宿区 株式会社メビウスボックス 7010401087629 農家向けの「サブスク型ＡＩ支援サービス」 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ピアトゥー 8010401141839 宿泊施設向けのデジタル技術を活用したサブスクリプション型の新サービスの提供 早川　貴範

関東 東京都 杉並区 株式会社スペース 8011301014878 新発明白金不使用の水素ガス発生装置製造販売事業 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社カンナート 7011001054110 中小企業を活性化させるバックヤード業務支援ソフトウェア、およびＤＸ化された統合プラットフォーム」の開発 株式会社りそな銀行

関東 東京都 板橋区 合同会社トランポランド 6011103005458 日本初！！　屋内における本格的パンプトラック施設の開設 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 品川区 株式会社ダイアン・サービス 3010701016893 ＳＤＧｓとしてのミドリエ販売と緑化ｘ空気環境事業への展開 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 港区 株式会社Ｅｘｒａｉｌ 1011001114729 ＡＩを用いた総務ＤＸＳａａｓ＋未経験からＤＸエンジニア育成事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 足立区 関口精工株式会社 7011801009065 圧倒的な高精度の実現による、大口径緩衝機器部品への進出展開 朝日信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社メカニカル技研 8012301006048 ピッキング計量システム導入事業計画書 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ピエロタ 5010001055054 アフターコロナ、Ｗｉｔｈコロナに対応した新しい観光スポットの創出 水谷　弘隆

関東 東京都 江東区 株式会社エディスグローヴ 4010601030820 リアルのイベントと同時にリアルな視聴体験ができるハイブリッド型ライブ配信事業 東京メトロポリタン税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社パッションアンドクリエイト 5011101054391 口に入れた瞬間「感動」する　一口サイズの薄皮和牛肉まんの製造・販売 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 文京区 ニクドウ 厳選小麦やグルテンフリー素材を使用したパンの移動販売と余剰エリアの活用 巣鴨信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社サムライソード 3011001111633 防犯防災だけでなく新たなコミュニケーションツールとしても活躍するＶＲライブカメラ事業 第一勧業信用組合

関東 東京都 新宿区 株式会社オーセンインターナショナル 5011101058780 再開発エリアでの新規飲食店開業による事業再構築 東京三協信用金庫

関東 東京都 港区 空き家活用株式会社 5010001162395 空き家所有者の潜在課題をデータベース化したＡＩマッチングサイトサービス 南青山税理士法人

関東 東京都 中野区 株式会社ｓｔａｎｄｅ　Ｊ 8011201016594 ＂空気を創る＂機能性環境住宅「呼吸住宅」工法による【呼吸住宅コンテナハウス】のネット通販事業 中川　正文

関東 東京都 大田区 株式会社１２ＤＯ 8010801030055 クラシック専門オンデマンド配信＆「コト・トキ消費」商品のＥＣ販売 松山　亮樹

関東 東京都 新宿区 株式会社日本芸能出版 3011101016261 業界初　ＡＩカメラを活用したペットサロンＤＸプラットフォーム 北野　正彦

関東 東京都 中央区 株式会社ＢＥＡＵＴＹ　ＧＥＮＥＳＩＳ 2010401061976 独自開発の施術方法によるフランチャイズ拡大計画 森　健輔

関東 東京都 新宿区 日本ランドリーエステート株式会社 9010001170345 コインランドリー業界全体のＤＸ推進を牽引し、産業全体の底上げと当社の新たな収益基盤の確立を図るプロジェクト 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 東京都 千代田区 株式会社高電社 3120001005297 音声合成クラウドサービスの構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ケンエレファント 7010001077419 オモシロ文化を発信する、「ケンエレミュージアム」事業 城南信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社環境デザインラボ 1011801027956 温室用環境制御事業の畜産用熱中症・消毒・消臭対策事業への新分野展開 東京シティ信用金庫

関東 東京都 品川区 ＳＫＹ　ＡＲＴ　ＪＡＰＡＮ株式会社 6010701032079 フライトシミュレーター＆ファーストクラスで極上の世界疑似旅行 株式会社フォーバル

関東 東京都 渋谷区 ｔａｎＱ株式会社 2011001103103 ご家庭や学童保育で漫画やアニメ、ゲームで学べるオンラインサービスの構築 第一勧業信用組合

関東 東京都 新宿区 株式会社ＭＯＧＵＲＡ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 4011101083565 ゲムキャン（仮） 西武信用金庫

関東 東京都 武蔵野市 クリスベーカリー 通信販売に特化した商品（パン・焼き菓子）の開発、及び製造・販売環境の最適化に伴う店舗移転 梅村　和弘

関東 東京都 西東京市 有限会社つるや商店 1012702005704 日本酒の魅力を伝える、コロナに対応した非接触型セルフサービス居酒屋の展開 西田　秀男

関東 東京都 豊島区 株式会社貴津 4013301007106 コロナ禍で増えた収納スペースの需要に対応したトランクルーム事業 東京商工会議所

関東 東京都 八王子市 株式会社ＷＯＲＬＤ　ＡＮＩＭＡＬ　ＴＲＡＤＥ 6010101014025 海水魚・小動物の輸入卸売から自社養殖による小売業態への事業転換 株式会社クイック・ワーカー

関東 東京都 港区 有限会社ジュンダイニング 2010402020634 唯一無二のフルーツサンドを！　セントラルキッチンの運営事業 鶴間規文

関東 東京都 千代田区 和新トレーディング株式会社 7010001101962 貿易・レストラン事業のノウハウを用いたフードコート一体のハラルスーパーマーケット事業展開 君津信用組合

関東 東京都 目黒区 フォレストミュージック 音楽教室からより広い客層開拓のための小音楽ホール（ピアノサロン）運　営への事業転換 三浦　泰史

関東 東京都 渋谷区 株式会社アクスオン 7011001115770 美容クリニックからコロナ禍に打ち勝つ健康医療への転換事業 田中　宏司

関東 東京都 港区 株式会社ホイヘンス・ジャパン 8010901038048 店頭での物販及び体験型ワークショップからオンラインでのワークショップ事業への新分野展開 税理士法人白井会計事務所

関東 東京都 港区 ミツバチプロダクツ株式会社 6010401140784 健康チョコレートドリンク飲食店の開業で業態転換し事業再構築 東京商工会議所

関東 東京都 墨田区 ＰＤｒ．ランド株式会社 6010601046071 地域飲食店と連携した健康志向飲食の製造及びフードデリバリー事業 大東京信用組合

関東 東京都 江東区 墨田Ｅ＆Ｍ株式会社 4010601042758 タイ市場のニッチ需要に応える携帯式・水溶性トイレットペーパー事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 渋谷区 ワン・ゼロ・セブン・デザイン株式会社 7011001102315 中小事業者向けに「顧客獲得型ＷＥＢサイト」をスマホだけで最短１０分で作ることのできるクラウドサービス開発 株式会社リンクソートコンサルティング

関東 東京都 江東区 株式会社篠工業 7010601003492 鉄鋼板金メーカーから綜合板金メーカーへ。非鉄金属板金加工を新たに展開。 西川貴人

関東 東京都 豊島区 にゃんこや 元フレンチシェフによる冷凍パック食品の新開発とオンライン販売 巣鴨信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ａ　ｔｏ　Ｏｎｅ 4013303002600 インフルエンサーのオンラインマッチングプラットフォームＭＣａｓｔｉｎｇ ＢＰＳ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 有限会社ル・スポール 1011002030454 ユーザーをファン化させるプラットフォーム会費．ｃｏｍ　ＥＸ事業 井上大輔

関東 東京都 台東区 アルバプレヴェール株式会社 3010501034757 自社製品の製造及び販売サービス運営の構築による新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 目黒区 株式会社セルブスジャパン 6011001051001 モータースポーツ愛好家へのレーシング走行サービスの提供 株式会社静岡銀行

関東 東京都 渋谷区 Ｃａｎｓｅｌｌ株式会社 7011001109079 Ｎｏｓｈｏｗ問題における損失軽減と請求業務の効率化を実現する「キャンセル料請求システム」の開発・展開 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 港区 株式会社イクスポート 6010401114631 コロナ禍でニーズ増大！企業に所属している人材の副業支援マッチングサービスの立ち上げ 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 板橋区 株式会社ケイホク 5011402003097 地元板橋を盛り上げる高級すし店「鮨サロン怜竜」の開業 松井　洋治

関東 東京都 港区 株式会社ＣＬＵＳＴＡＲ． 5010401142071 劇場（コンサート・ライブイベントホール）の管理・制作運営事業 ＪＯＢＵ合同会社

関東 東京都 世田谷区 株式会社東京メガネ 6010901008085 ＴＧプロジェクト 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社イマジネイション・プラス 2010901041552 電子図書館・一般消費者への電子絵本の配信事業 文化産業信用組合
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関東 東京都 江東区 株式会社ＪＰＣ 4010601029730 モンゴル、ミャンマー他への越境ＥＣ並びにケニア向け決済代行事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社ランド・ステーション 9010001177200 那須グランピング事業 中村　健一郎

関東 東京都 江戸川区 株式会社アクシス 2011701001440 廃プラスチック減少を実現するホットランナーシステム金型の開発 ペンデル税理士法人

関東 東京都 中野区 株式会社ｂａｓｅ 4011101059508 「あらゆるモノをオリジナルグッズにできる」ＥＣプラットフォームの開発 西武信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ランテル・メディエール 5013201017567 アパレル事業で蓄積したノウハウを活用した越境物流事業への展開 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ユナイテッドワークス 5011001037406 クラウド活用による地域写真館の支援事業 西武信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ＦＯＯＤ　ＳＴＯＲＹ　ＰＲＯＪＥＣＴ 9011001136468 アクアポニックスを活用した環境循環ができる空間デザイン事業 東京商工会議所

関東 東京都 品川区 株式会社日伸 2010701025788 中小事業所等におけるＢＣＰ対策向けの蓄電池システムの開発販売 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 クラブ・コンシェルジュ株式会社 2010401050153 会員制からクライアントＡＰＩシステムへの業態変更 経営サポート株式会社

関東 東京都 足立区 株式会社ＦＥＳＣＨ 6011801029980 建設業から収益物件の不動産開発企画仲介業への業種転換 溝井伸彰

関東 東京都 北区 株式会社フロンティアフーズ 3011501004171 新鮮国産鶏肉を使用した「焼き鳥・弁当」のテイクアウト専門店事業化 巣鴨信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社東京スポーツ新聞社 7010601005398 競馬情報に特化した専門サイトの運営
デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザ

リー合同会社

関東 東京都 港区 麻布アセットマネジメント合同会社 4010403007752 ワーケーションも可能な軽井沢の魅力を提供する宿泊施設の開業 大原　健佑

関東 東京都 渋谷区 有限会社アピスラボラトリー 1011002026460 化粧品とアパレルのブランドの立ち上げと＆、店舗＆ＥＣサイトのたちあげ。 税理士法人おしうみ総合会計事務所

関東 東京都 墨田区 株式会社マルチョウ 6010601015670 アパレル業界を変革するＯＤＭ事業本格展開のための生産体制拡充 松井　洋治

関東 東京都 千代田区 株式会社ＭＥＧＵＲＵ 8010001204401 ネットで全世界と繋がる旅行予約形態の新提案、トラベルビジネスプラットフォーム事業 経営創研株式会社

関東 東京都 東村山市 株式会社ＦＧ－Ｂｅａｓｔ 1012701014821 既存仕入れルートにＤⅩ技術を加えた総合ペット事業への業種転換 株式会社りそな銀行

関東 東京都 品川区 株式会社ＣＡＭＩ＆Ｃｏ． 2011501017950 商用車用のタブレットとそれに伴うプラットフォームの提供 佐藤　　幹雄

関東 東京都 武蔵野市 ｍａｉｍａｎｉ株式会社 3012401038631 心と体を整える癒しと集いの場「古民家ウェルネスビレッジ」の構築 生田目　宗忠

関東 東京都 台東区 株式会社カテラ 7010501025488 高付加機能付き導尿カテーテルの製品開発による新規医療分野への販売展開 朝日信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社ユアリゾート 9080101015749 リゾートホテル施設管理業よりホテル運営への新分野展開事業計画 株式会社静岡銀行

関東 東京都 葛飾区 株式会社フレスコファクトリー 1011801037930 飲食ＦＣ店から自社店舗出店とゴーストキッチンへの二正面作戦 小松原　史雄

関東 東京都 品川区 合同会社ＴＯＫＺＵＭ 3012703001444 飲食店向け顧客との交流や経営管理まで一貫してサポートするＳａａＳ事業 札幌商工会議所

関東 東京都 台東区 株式会社青忠商事 8010501000119 コロナ禍におけるペット需要に対応するペット総合サービスの展開 アイアンドアイ株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社プレイヤー・コーポレーシヨン 8011101018798 電子書籍システム（Ｐｌａｙｅｒ　Ｏｎｌｉｎｅ　Ｃｌｕｂ）の構築及び運営等 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 株式会社伝 2010401049303 「新潟県産コシヒカリ発芽玄米１００％」パックご飯製造販売計画 税理士法人赤坂共同事務所

関東 東京都 杉並区 第三企画株式会社 2011101047869 学習塾用個別テキスト事業への「新分野展開」 石田　寿行

関東 東京都 中央区 株式会社ｓｔｕｄｉｏ仕組 7011001071122 美術品のデジタルアーカイブ事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 日野市 クレシェンド株式会社 2010101011174 野菜ソムリエと仕入を活かした飲食店から食料品製造業への転換 米山　憲一

関東 東京都 中野区 株式会社ＢＯＵ・ＣＩＬＡ 1011201015165 石垣島の特産品を直接消費者へＥＣを通して提供する通信販売業 西武信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ＭＡＴＣＨＡ 7011301020027 自治体向け多言語観光情報プラットフォーム事業への転換 税理士法人フィデス会計社

関東 東京都 豊島区 株式会社ティ・エス・ケイ 1013301007595 中小企業、個人に対する写真・動画撮影スタジオと撮影支援サービスの構築 税理士法人ハガックス

関東 東京都 港区 株式会社Ｔｈｅ　ｃｏｎｃｅｐｔ　ｏｆ　Ｒｏｕｘｄａ 6010401151030 ＡＩ搭載オンライン受付システムと自社撮影スタジオ新規導入による新分野展開 表　順一

関東 東京都 国立市 メディカルハーモニー株式会社 3012801016765 パラメディカル専門の求人データベース 税理士法人桜会計事務所

関東 東京都 中央区 株式会社Ｂｅｃｋｙ　Ｌａｓｈ 4120003011508 外見８割で印象は決まる！！ 御堂筋税理士法人

関東 東京都 目黒区 東京レストランツファクトリー株式会社 8013201019156 国産ブランド食材に特化した、レストラン事業 明治通り税理士法人

関東 東京都 台東区 株式会社四谷進学会 8011101070031 教育リテラシー向上に向けてのアバターコミュニティサイトの構築 井川　和美

関東 東京都 千代田区 株式会社東広 7010001099644 ＡＤＲＯＥＮ開発と製品化による新市場開拓と売上Ｖ字回復 株式会社りそな銀行

関東 東京都 港区 株式会社公募ガイド社 6011101039664 公募を活性化させるための総合プラットフォーム「公募ＳａａＳ」事業計画 フォーセンス・パートナーズ株式会社

関東 東京都 港区 ＡＡＳＣ株式会社 5010401092663 ＡＡＳＣ－Ｕｐｔａｋｅ　産業向け高度ＡＩによるコスト削減製品販売 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 大田区 ワイエイチ富士株式会社 2010801012752 移動販売社（キッチンカー）で和牛の切れ端を活用した牛丼とカレーを販売 梅澤　太陽

関東 東京都 港区 アースアイズ株式会社 4010401120549 独自ＡＩ映像解析技術で　次世代防災警備システム受託開発へ業態転換 株式会社りそな銀行

関東 東京都 港区 株式会社インサイト 6010401096151 小売事業者向けＯＭＯ推進課題解決ソリューションの提供 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ＦｏｏｄＰｒｏｇｒａｍ 4010401089792 女性パティシエならではの美味しさを最先端設備で長期保存したギフト商品の製造体制の構築 加藤　永俊

関東 東京都 新宿区 株式会社ロイヤルファーマーズ 5013301036806 地場野菜・果物直売所の経営と都市型水耕栽培システムの販売保守への転換 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 日本矯正歯科研究所附属デンタルクリニック オンライン診療と国内未導入の新素材マウスピース矯正の提供による新たな医療体制の確立 藤原　和重

関東 東京都 目黒区 株式会社タバッキ 2011001098806 天然素材を活かした加工工場新設及びオンライン通信販売事業及び卸売り業ベストヒットリカーリカの立ち上げ 福島秀一

関東 東京都 墨田区 株式会社ウエサカティー・イー 1010601023950 パーソナルトレーニング需要に応えるショールーム、レンタルジム、生産体制確立事業 魚谷　康行

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＲＧＢｃｒｅａｔｉｏｎ 4010901026064 日本の伝統工芸技術を世界中のものづくりと繋げ、未来に残す事業 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社カラカラ商事 3011001005851 タオル専門店輸入品及び小物加工品の通販事業への新分野展開 廣幡　英和

関東 東京都 大田区 株式会社アッピア 9010801000511 「アグリペッシェツーリズモ」をコンセプトに食を楽しむ旅を提案 高橋　利忠

関東 東京都 豊島区 株式会社伊東園ホテルズ 9013301036026 コロナ渦でも安全安心の次世代スマート温泉旅館運営の確立 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 品川区 クリケットウェブ株式会社 7010701002824 卸し・小売業からＥＣ中心の製造・小売業への転換 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社コノミティ 8010401048381 小規模バイオディーゼル混合燃料の販売とプラント設置事業 礒川敦

関東 東京都 江東区 株式会社カプラス 6010601039463 美容師の多様性ある働き方を応援！シェア美容室事業進出に挑戦 朝日信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社エービーシースタイル 3010001083998 地方の産物や、もったいない食材を発掘し、調理法を含めてＥＣ販売をする事業 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 渋谷区 ｉｒｉｅ株式会社 8120001221294 地産材、古材とレジンを使用したアウトドア家具、プロダクトの制作事業 上田　和彦

関東 東京都 羽村市 森谷歯科医院 高齢者・障害者支援計画 多摩信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社ＦＭｄｅｓｉｇｎ’Ｓ 4011401016019 広大な敷地に点在する全棟離れの体験型グランピング施設の運営 矢野　佑作

関東 東京都 渋谷区 株式会社マイクロウェーブ 3011001046689 大手葬儀社向けＯＥＭサービス、その上で相続、供花、供物のマーケットプレイス構築 佐藤淳
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関東 東京都 中央区 株式会社ＳＵＰＥＲＩＯＲＩＴＹ　ＢＵＲＧＥＲ　ＪＡＰＡＮ 2010001205198 テイクアウト・デリバリー事業への業態転換により「食を通じて新たな発信と発見」を実現するための事業 株式会社アール・ハープ

関東 東京都 品川区 株式会社長津製作所 7010701007237 多数個取り金型加工への新規取組による医療機器業界への展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 ＥＮＥＬＬ株式会社 3010401142825 除菌剤生成噴霧装置の製造及び販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 千代田区 サイトセンシング株式会社 9050001034455 ドローンの自動飛行／撮影による現地状況リモート管理機能拡大事業計画 伊東　玲

関東 東京都 台東区 株式会社インテリム 2120001111848 対面から非接触へーＩＴ技術を活用したデジタル治験の確立ー 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 台東区 有限会社ライズ 5011802024932 デジタルで実現！！フルオンラインジュエリ－リフォームサービス 塙　健一郎

関東 東京都 港区 ライフメイト株式会社 5010401030887 若年層向け新商品開発とＥＣサイト及びオウンドメディアサイトによる新たな販売ツールの構築 あいゆう税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社マスターマインド 8040001011332 高品質ワーケーション施設の運営を通した企業と求職者のための高品質マッチングサービスを目標とした業種転換 株式会社千葉銀行

関東 東京都 渋谷区 ＢＵＳＩＮＥＳＳ－ＡＬＬＩＡＮＣＥ株式会社 8011001128755 会社が独自に行う「オンライン組織課題解決サービス」の提供と運用 株式会社りそな銀行

関東 東京都 品川区 株式会社丸善美術商事 5010701009326 アート系ポータルサイトやＥＣサイトの構築を通じ、既存商品である美術画材の流通チャネルと利益構造を再構築する 中村　健一郎

関東 東京都 港区 株式会社アクトプロ 4120001142123 非接触両替事業を世界に！自動外貨両替パッケージの海外販売事業 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

関東 東京都 品川区 株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント 7010701038091 差別化戦略としてのゲームソフトウェア業と広告業への新分野展開 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 八王子市 有限会社食彩小島 1010102008823 うなぎダイニングこじま「日本酒と鰻」 株式会社クイック・ワーカー

関東 東京都 渋谷区 田口昌志 食育を基盤とした多世代共創型の体験宿泊施設の企画・設計・運営 三島信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ＳＩＭＰＬＩＣＩＴＹ 7013201010792 ＥＣプラットフォーム構築による和の化、及び自社の持つ「和の伝統文化」を世界へ発信するための事業計画 株式会社アール・ハープ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ライノ 1011001048134 隅田川をランの聖地に。ランニングステーション＋サウナ複合施設。 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社フロントソース 9010901043237 独自の中食配送マッチングシステム『ココデリ』の構築による業態転換 株式会社東和銀行

関東 東京都 足立区 清水化学工業株式会社 6011801008571 Ｍ＆Ａで両社の強みを持ちより、新分野展開で新たな成長を目指す再構築 株式会社常陽銀行

関東 東京都 江東区 株式会社ＴｏｐＫｎｏｃｋ 5010601046469 ピアノ教育ＤＸ化による基礎練習意欲向上アプリ 東京東信用金庫

関東 東京都 調布市 合同会社桃太郎 3012403001554 和彩欅の鰻テイクアウト販売による新分野展開による生き残り戦略 東京都商工会連合会

関東 東京都 千代田区 株式会社システム創造開発 4011101036416 電子ペーパーを活用した情報端末を活用した新事業への進出 株式会社シェアードバリュー

関東 東京都 千代田区 株式会社ＶＩＳＵＡＬＢＥＡＴＳ 5010401119193 イベント業のノウハウを活かしたテナント型店舗運営への業種転換 西武信用金庫

関東 東京都 北区 株式会社ＳＡＷＳ 8011501019784 地域でのライフスタイル構築を通して地域経済に貢献する事業 日本パートナー税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社Ｎｉｎｅ　Ｔｏ　Ｏｎｅ 7030001115746 独自の熟成加工バナナを使用したバナナジュース専門店のテイクアウト販売 大西　雅也

関東 東京都 渋谷区 株式会社フォレストアドベンチャー 9021001055774 「キャンプ事業」新分野展開に関する事業再構築計画 株式会社横浜銀行

関東 東京都 杉並区 株式会社ｏｎｇａｑ 4013201016529 『国内初』国際音響基準ハブスタジオを介すリモート制作支援事業 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 東京都 調布市 株式会社東京建設コンサルタント 3012401008270 ホテル・旅館向けの経営再建支援サービスを中心とした事業再構築 大西　貴

関東 東京都 港区 株式会社６Ｄ 6010401109508 自分の暮らしにぴったり合うオーダーで“つくる”家具「ＤｏｏｏｉＴ」 原島　清孝

関東 東京都 港区 株式会社ラックバッググループ 9011201013954 業界初！飲食店向け多店舗経営管理分析ツール「ＴＥＡＬ　ＢＩ」の開発による新分野展開 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 台東区 グーリィー株式会社 1030001061590 訪日旅行業から外国人技能実習生の「入国後講習研修センター」施設運営事業に業種転換 株式会社国土工営

関東 東京都 台東区 株式会社Ｇｒｏｏｖｅ　Ｄｅｓｉｇｎｓ 7010501042946 まちづくりのＤＸを推進するクラウドサービスの開発 さいたま商工会議所

関東 東京都 足立区 有限会社始澤護謨工業 3011802013788 コロナ禍に対応したゴム成型技術を活用した医療・衛生分野への参入 株式会社アルファコンサルティング

関東 東京都 羽村市 有限会社大成産業 7013102001305 自社保有の不動産を活かした民泊事業 西武信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社久菱成文堂 7011201004575 コロナ影響と起因とした小売業への事業転換 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ビーアンドエス 6010501033500 上野駅前に展開するリフレッシュ型フレキシブルオフィス事業 株式会社サークル・ウィン

関東 東京都 台東区 鴻山株式会社 9010501041450 貴金属・時計・ブランド品を中心としたリユース品の越境ＥＣ事業を展開す Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

関東 東京都 練馬区 ＣＧＡ株式会社 5011601022947 「オンライン対応型」非接触・２４時間営業のＩＴ活用ゴルフ総合施設 賀須井章人

関東 東京都 大田区 株式会社東新製作所 6010801022368 ５Ｇ通信基地局ポールを起点とするＩｏＴソリューション企業への事業転換 安部　弘隆

関東 東京都 新宿区 株式会社ベストワンドットコム 9011001045578 国内旅行ＯＴＡ事業創設 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 千代田区 吾妻化成株式会社 8010001009081 物性測定機器レオメーターの導入による音響関連素材開発スピードアップ 株式会社東和銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社クロスボーダーズ 7010401124431 民泊事業から「モバイルサウナ設備レンタル事業」への業種転換 税理士法人ロールスパートナーズ

関東 東京都 中央区 東海ビジネスサービス株式会社 4010001051681 オンライン家庭教師プラットフォーム運営事業計画 黒巣　益彰

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＲＩＴ 2011301016665 ＢＡＲ　からの大転換、宮古島でＤＸを活用した燻製屋さんになる！ 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 ｍａｔｓｕｒｉ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社 6013301039246 地方の別荘地再活性化も兼ねた、サブスクリプション型非対面宿泊事業 西武信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社パルス東京 7013201012599 ポストコロナ時代の学校音楽ライブ配信とデジタルコンテンツ販売事業への展開 松井　洋治

関東 東京都 西東京市 株式会社ＲＩＣＨＥＮ 5012701016797 ラジコンドリーとドローンを活用した３ＤＶＲ映像の制作・提供事業 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 中央区 株式会社ジーエスアイ 4010001124017 遺体衛生保全処置（エンバーミング）専門施設の建設とオンライン化、及び直接受注できるモデルへの再構築 奈良　洋

関東 東京都 新宿区 株式会社シーオーメディカル 9011001100432 「週４社員ドットコム」 税理士法人ａｕｄｉｅｎｃｅ

関東 東京都 千代田区 株式会社オープンゲート 9010001192810 語学書出版社による英語学習ウェビナー事業 文化産業信用組合

関東 東京都 昭島市 株式会社ＮＡＯ 3012801009661 お客様がより輝けるヘアサロン　～高級感溢れる特別空間～ 株式会社クイック・ワーカー

関東 東京都 港区 テピア環境インターナショナル株式会社 2010401139450 バイオマス発電案件開発による新規事業分野の参入 世田谷信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社暁 1010501031384 中華食品工場の開設による利益拡大事業 細田俊男

関東 東京都 品川区 有限会社ＰＡＸ 2010702013817 カンボジア　シェムリアップ国際空港における　同国Ｎｏ．１ブランドの土産物店フランチャイズ運営 佐藤　成雄

関東 東京都 中央区 職場環境研究株式会社 3010001137333 不動産事業におけるＤＸ効率化ビジネス 税理士法人ナナイロ

関東 東京都 中野区 株式会社スカラベ 2011201002699 双方向ＡＩコミュニケーション型ＥＣによる新ジュエリーブランド展開 石塚　憲一

関東 東京都 世田谷区 長濱香代子庭園設計株式会社 8013201018182 吉野町の築１００年の古民家を上質な空間に再生し地域創生を実現 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ＷＳＰ 8120001101117 日本初、ＡＩ画像認識技術を用いた真珠の鑑定機関を立ち上げる 岩﨑　大

関東 東京都 中央区 株式会社ＡＪＩＯＫＡ 2010001129934 ＤＸの推進　デジタル技術を駆使した新たな製造・小売モデルの構築 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 平塚市 株式会社ボルタ 7010401094377 ＬＥＤパネルを使ったバーチャルスタジオの運営とオリジナル映像販売 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 キュアケアジャパン株式会社 9012301010437 薬剤師・栄養士監修のオンラインカウンセリングによる「オーダーメイドサプリメント」通信販売 税理士法人ＴＯＴＡＬ
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関東 神奈川県 横浜市都筑区 さんぱちや 焼肉レストランからステーキレストランへの事業転換による事業再構築補助金 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 コトラボ合同会社 3020003004828 三津浜の地域資源を活かしたワーケーション＆コワーキング拠点の立ち上げ 横浜商工会議所

関東 神奈川県 藤沢市 相生ホーミーハウス株式会社 2021001051788 人生を豊かにする福祉タクシー事業 松村　文子

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 三世株式会社 4020001045393 介護食２．０の製造販売への新規参入 よつば税理士法人

関東 神奈川県 横須賀市 有限会社イシカワ 2021002062702 『クリーニング＋各種お困りごとの無人対応サービス』の開発 一般社団法人神奈川中小企業診断士会

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社竹之内企画 6020001106697 横浜の会食をワンクラスアップする、「０次会ラウンジ」プロジェクト 株式会社ＰＱＭ総合研究所

関東 神奈川県 横須賀市 プライム・テクノロジー株式会社 7021001042279 土着微生物を活性化し、農作物に付加価値を与える農業資材の製造販売事業 矢野目　幸雄

関東 神奈川県 厚木市 株式会社さかい 6021001045150 希少性の高いブランド地鶏を使った地域唯一の焼き鳥専門店 平塚信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 有限会社天神屋 3021002022531 新たな家庭消費ニーズに対応した冷凍惣菜商品製造・販売の新事業 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 横須賀市 一般社団法人横須賀市観光協会 2021005010294 横須賀市観光関連事業者をつなぐワンストッププラットフォームの構築 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 川崎市幸区 カフェデニム イートインカフェ事業→テイクアウト／レンタルカフェスタジオへの事業転換 川崎商工会議所

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ブォナフェニーチェ 7011001120250 『ビール３．０』　高付加価値かつ高価格ビールの新規市場開拓 よつば税理士法人

関東 神奈川県 大和市 中国料理　品珍酒家 町の中華屋さんが併設開業する起業応援型シェアオフィス 清水　紀行

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 株式会社ｅｙｅｓ　ｏｎｌｙ 5021001043948 弊社ライダースジャケット販売店にて　ライダースカフェ事業の展開 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 アロマルーム橙 セルフエステティック事業の構築による第二の創業 城南信用金庫

関東 神奈川県 平塚市 ベスタ合同会社 6021003007454 ライブ配信が可能なコワーキングスペースの運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 小田原市 株式会社石井商會 8021001063571 コロナ禍に強い「オリジナルうどん」の製造・提供で事業を再構築 上田　和成

関東 神奈川県 平塚市 ヨガスタジオアルモニ 業界初！「リトリート専門情報サイト」構築による新分野展開 城南信用金庫

関東 神奈川県 中郡大磯町 株式会社ランナーズ・ウェルネス 3021001037662 「プラスチックフリーマラソン」 藤田　智代

関東 神奈川県 横浜市中区 ＩＧ 四角いピザの老舗ＩＧの冷凍ピザＥＣ販売事業 株式会社フォワード・グッド

関東 神奈川県 横浜市栄区 株式会社ホームコンサルタント 1020001049777 お客様に寄り添う美容を提案。地域に根差した少人数施術の美容脱毛サロン展開 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 有限会社ＣＡＴ 1021002070895 塗装部門新設による旧車販売からレストア（再生）事業への参入 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 ツナズ 地産地消・地域交流マーケット＆ランチ付きスクール＆子ども食堂 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 株式会社ゴーグル 9021001042525 インターネット広告市場への撮影制作事業展開 清水　順三

関東 神奈川県 横浜市瀬谷区 伊太めし？こるて イートイン型飲食店から移動販売フードトラックへの事業転換 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ダイス 1020001088668 一口サイズで調理簡単な鮮魚の干物が、当社と取引先の事業を救う 須永　達也

関東 神奈川県 厚木市 株式会社ＦＩＬ 7021001052220 クリーニング時に衣服に抗菌作用を付加するサービスの開発 平塚信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社アシスネット 2020001057787 飲食業のパン屋さんから、セントラルキッチンに転換し製造業のパン製造工場へ業種転換。 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 有限会社恩田工業 3020002011429 安心安全、地域ニーズに応える地域密着コインランドリー事業 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 横浜市青葉区 スマイルボディ・スマイルランドリー コインランドリーで新分野展開「布団洗濯をスタッフが補助・代行するサービス」 小松　良弘

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社エコフレンド 5020001120988 産業廃棄物収集運搬業からメタルリサイクル事業への事業再構築 須永　達也

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社Ｓ＆Ｔ 7020001102084 リモート営業をサポートするスマートＬＰ＆ＤＭサービス事業 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 神奈川県 平塚市 クチーナジータ レストランシェフが作るバウムクーヘンの製造販売事業 平塚商工会議所

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 葛飾緑化有限会社 6011802029930 「日本そば」から人気の「台湾まぜそば」への新たな事業転換 児玉　直樹

関東 神奈川県 小田原市 懐石料理　開喜 割烹料理屋がスキルを活かして、ペットサロン事業へ進出 小田原第一信用組合

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社北青 7021001027602 リバースエンジニアリング実現による航空機部品市場への新規参入 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 川崎市多摩区 木本康太郎 陶芸教室と和陶器のグローバル販売により陶芸産業の再生を目指す 川崎商工会議所

関東 神奈川県 相模原市緑区 ＳＴ　ＳＯＵＮＤ　ＷＯＲＫＳ 音響スタジオ『Ｓｔｕｄｉｏ　Ｌａｋｅ　Ｖｉｌｌａｇｅ』導入による新分野展開 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社カラーオブラブ 2021001061746 美容家がプロデュースする薬膳カフェ 平塚信用金庫

関東 神奈川県 川崎市幸区 株式会社オオモリ 5010001024752 国産のさつまいもを使用したお芋スイーツのテイクアウト販売店 株式会社三井住友銀行

関東 神奈川県 伊勢原市 有限会社アート・エス 4021002034534 冷凍ナポリタンの無人販売による新たな売り上げ基盤形成事業 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 ライトラック株式会社 3021001061761 安心安全な自然食品を原材料とした健康食品のＥＣ販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ビルド 2021001035956 地域再生型不動産クラウドファンディングによる新分野展開 株式会社フォーバル

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 有限会社ジェイクインターナショナル 8020002078257 ＲＶパークで送るコロナ禍の日常～キャンピングカーでの密にならない過ごし方～ 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社シェーン 3020001084896 写真撮影技術を使用した、動画撮影スタジオの新規開設によりコロナ後の売上拡大を狙う・新分野展開事業計画 井上大輔

関東 神奈川県 平塚市 株式会社平塚富士キッチン 8021001037220 ご自宅でお手軽に本格豪華海鮮丼を味わえる！冷凍海鮮丼の事業計画書 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 ダブズマーケット アパレルショップからテイクアウトコーヒーとジェラート販売への挑戦 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 神奈川県 川崎市川崎区 海倫合同会社 1020003015257 休業中店舗を「本格中華を受け継ぐ中華バー」に転換する事業 税理士法人ＡＢＣＪ

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 有限会社ディープラス 3020002075795 デジタル・スタンプラリー・システムの開発・運営事業計画 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 鎌倉市 将星国際特許事務所 オンライン専用の商標登録サービスの提供 蛭田　昭史

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 トーフク株式会社 2120001134378 自動加圧機を用いた非接触型セルフケア事業 山口　道

関東 神奈川県 横浜市南区 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｍａｓｓａ 外食から中食へ　冷凍自動販売機の導入による新たな販路への挑戦 杉田　浩二

関東 神奈川県 川崎市高津区 アイティー顧問のカン ペットの出張訪問火葬サービスに業種転換 井下　佳郎

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社エコロ・ダイレクト 5020001059426 多種多様な十割蕎麦と料理の「利き蕎麦ダイニング」 税理士法人及川会計事務所

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ｇｉｏｂａｉ 5010701033276 発注者のデザイン設計及び印刷工場のマッチングによるＤＸ　化の実現事業 髙司　浩史

関東 神奈川県 川崎市川崎区 陽光商事株式会社 3020001125898 大倉山初！中華居酒屋から焼肉店へのアフターコロナ店舗の再構築 税理士法人ＡＢＣＪ

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社横浜総合マネジメント 5020001055771 クラウド経営管理システム［ｂｉｘｉｄ］を活用したオンライン型経営コンサル事業の展開 税理士法人横浜総合事務所

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社フローラル工房・桂 9020001092225 ＦＵＪＩＧＯＫＥ使用の高付加価値アートインテリア製品開発販売 横浜商工会議所

関東 神奈川県 小田原市 株式会社田村商会 9021001032914 越境ＥＣを活用した日本の伝統工芸品等の海外向けネット通販事業 伊藤　智史

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 フィードネットワークス株式会社 7020001107117 女性用のアメニティが充実した、京都で働くビジネスパーソンのためのお助けＢＡＲ 富宮　祥裕

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ウィル 8020001065900 卸売業から飲食店経営・デリバリー・テイクアウトへ業種転換 サポート行政書士法人
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関東 神奈川県 横浜市神奈川区 喜 ゴルフ空間の提供により低感染リスクレジャーを実現 岩下　文

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社エイチ・エス・エフ 9010601041301 アウトドア用品の実店舗とＥＣサイト販売を仕掛け合わせた事業再構築 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 テラフォースジャパン 自然農野菜と源泉温泉で人と自然が共生するリジェネラティブ事業 三島信用金庫

関東 神奈川県 小田原市 株式会社ＪＳフードシステム 2021001034909 セントラルキッチンへ改装、国の登録有形文化財「清閑亭」の運営 サポート行政書士法人

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 創作ダイニングＡｗａｊｉ お寿司のテイクアウト事業参入 川崎信用金庫

関東 神奈川県 大和市 有限会社アーキテック 3021002049483 外壁調査会社のドローン導入事業 平塚信用金庫

関東 神奈川県 愛甲郡清川村 一般社団法人日本ふるさと手しごと協会 7010705002449 日本唯一の文化体験型シェアハウス「宮ヶ瀬手しごとの家」 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＳＯＢＡＫＯＵ 6020001091832 鴨肉に特化した新メニュー開発と非接触オーダーシステムの導入 ベイヒルズ税理士法人

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社オークマ 7021001056436 超速硬化ウレタンスプレーシステムを導入した防水工事業への新分野展開 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社エンゾウ 3020001080227 「動画制作はカンタンに安くできる！」動画受注制作のためのＷｅｂプラットフォーム事業への業態転換 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 横浜市青葉区 有限会社インデペンデンツ 8013202013372 新型「電子ブック」の作成並びに「創業支援印刷パック」の制作 鹿島　圭

関東 神奈川県 鎌倉市 Ｊｕｍｐ　Ｓｔａｒｔ株式会社 5010401076955 子どもの健康をケアする団体を支援する募金型クラファンシステムの開発 株式会社ビジネスリノベーション

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社ＳＯＵＮＤＮＡＵＴＳ 6021001062501 芸能事務所が二子玉川で展開する美容と健康のサロン 森薗　　士門

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社鶴見家 5020001100783 イートイン業態での売上低下を補うコロナ禍におけるテイクアウト業態での集客 湘南信用金庫

関東 神奈川県 小田原市 株式会社東華軒 3021001032952 瞬間冷凍装置「凍眠」による冷凍品・食材で身体に優しい食の提供 竹村　智之

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社ＣＴカンパニー 5020001130954 居酒屋から横浜家系ラーメンのフランチャイズ店の新分野展開 税理士法人横浜総合事務所

関東 神奈川県 相模原市緑区 キャンドル 美容エステを併設してトータルビュティ―サロンとしてオープンする 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 有限会社勝島 7020002037643 自動販売機による冷凍生餃子販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 浅井精肉店 調理施設設置により製造を開始する惣菜と肉の移動販売による業態転換。 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社呉服のなまい 3020001005027 コト消費支援型高付加価値着物レンタルサービスの事業化による着物文化への貢献 株式会社横浜総合マネジメント

関東 神奈川県 横浜市都筑区 合同会社ＢＩＬＡＬ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥＳ 2011103005858 ハラルフードで日本とイスラム諸国の架け橋に 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 コアーズテック株式会社 1020001125446 アルミ砂型鋳物のバリ取り仕上げ加工、研磨受託加工 川崎信用金庫

関東 神奈川県 秦野市 内山さやか 県内初！赤土琉球ハーブ蒸しとの相乗効果を期待できるマッサージとの組み合わせプランの提供 中南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社リースキン神奈川 1020001042204 ＦＣを活用した高級食パン製造販売事業進出による事業の多角化 漆間　聡子

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社トリプルスリーアーキテクツ 8020001134787 建築の知見をバンを快適なホテル空間としてプロデュースするＶＡＮ　ＨＯＴＥＬ事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港南区 横浜おばんざい　月読 京都の「おばんざい」と呼ばれる家庭料理をお惣菜としてスタジアム売店で販売 税理士法人あおば

関東 神奈川県 川崎市麻生区 ＬＥＧ株式会社 8020001113097 金属くず買取販売サービスの立ち上げ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ワンダーエージェント 8020001126594 「食育スペシャリストのおうちごはん」持帰り販売専門店への転換 佐藤浩史

関東 神奈川県 横浜市泉区 株式会社建尚 3020001107855 ＢｔｏＣ向け断熱材・デジタル技術活用リフォーム事業 鴨下　智法

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 クランベイスエステート株式会社 3020001122672 不動産事業者向け業務効率化スマートフォンアプリの開発 阿部　真

関東 神奈川県 秦野市 有限会社焼肉恵美寿 4021002038816 老舗焼肉店“テレワーク時代”のもみほぐしリラクゼーションサロン“横向きツボ仙人”に挑戦！ ＴＦＳ国際税理士法人

関東 神奈川県 川崎市川崎区 後藤塗装 塗装技術等を活かした新たな二輪車専門の塗装事業の構築 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市南区 蒔田飯店 蒔田飯店ウィズコロナ対応への新分野展開プロジェクト計画の活動 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 Ｃａｆｅ＆ｂａｒ　Ｓｈｏｗｅｒ 業態転換「テイクアウト事業開始に伴う改修工事および設備投資」計画 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 ＱＵＥＳＴ　ＲＯＯＭ株式会社 9021001042459 テレワークスペースに対する課題を解決するための新事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ラージフィールド 3021001044510 カモンベイビー！ヨコスカ！格安宿泊サービス事業開始計画 湘南信用金庫

関東 神奈川県 大和市 株式会社フォルテック 2021001051961 未来型リフォーム事業 鴨下　智法

関東 神奈川県 横浜市瀬谷区 有限会社聡明 2020002059832 学習塾による学習サポートを取り入れた放課後等デイサービスの設立 横浜商工会議所

関東 神奈川県 川崎市宮前区 ＹＮＳ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ株式会社 2020001079575 「大間マグロ」の店舗とオンライン販売によるＶ字回復 本澤　智

関東 神奈川県 秦野市 キナリノ縁株式会社 8021001072110 様々なグルメが集まるフードトラックパークの創設 平塚信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社三愛 3021001018357 空地の有効活用を促し、街の景観と地域活性化に貢献する。 税理士法人りんく

関東 神奈川県 横浜市都筑区 有限会社ガレージムーンドックス 8020002005715 新しいオリジナル商品と新しいサービスの開発並びにＥコマースを活用した店舗内スタジオからのネット販売 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 鳥清　中央林間店 人気焼き鳥屋のゴーストキッチン計画 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 有限会社今野金物工事 3021002070035 横須賀市初の滞在可能型・カフェ併設リモートワーク施設の運営 サポート行政書士法人

関東 神奈川県 伊勢原市 有限会社みかん屋商店 4021002035565 町の八百屋さんが開く地産地消の新鮮野菜を使ったケバブ専門店 清水　紀行

関東 神奈川県 川崎市中原区 ＨＡＮＤカイロプラクティック 美容事業進出に伴うセルフ・オンラインサービス事業への転換 株式会社マイクリエイト

関東 神奈川県 横浜市南区 有限会社越前屋田中商店 9020002029234 既存の酒販店を一部縮小し、テイクアウト専門店を新規導入する 杉田　浩二

関東 神奈川県 相模原市南区 パインコーンズ株式会社 6021001067021 既存顧客を活用したワークショップ・イベントの新事業プラン 六槍　勝明

関東 神奈川県 横浜市青葉区 ＢｒｏｚＧｒｏｕｐ株式会社 6020001063410 海外輸入品（主に韓国商品）メディアコマース事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 厚木市 株式会社Ｍｉｎｏ‐Ｒｕ 7021001053680 外食から中食へおうち時間で楽しむこだわりの「食」をテイクアウト 岩下　文

関東 神奈川県 横須賀市 合同会社ＡＩＬＥ 1020003013054 不動産事業への業種転換でコロナを乗り切る事業計画 湘南信用金庫

関東 神奈川県 小田原市 Ｃａｒｔａ 多用途なシェア店舗の貸し出しを通じたチャレンジショップの運営 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 小田原市 ｓｅｎｔ． 小田原かまぼこ通りの新拠点　雑貨店併設　海辺のカフェ・テイクアウト事業 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 アウターガーデン株式会社 3020001097774 から揚げ専門店からオリジナル・ハンバーガー店への事業転換 税理士法人横浜総合事務所

関東 神奈川県 横浜市港南区 株式会社ＫＣベストコンサルティング 6020001128816 サブスクセルフ脱毛サロン事業 満田　一秋

関東 神奈川県 川崎市高津区 オイスターバーマリオバルバ 地産地消型クラフトビール専門店の新規事業計画書 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社トライズ 6021001051157 ＢｔｏＣ向けリフォーム事業 鴨下　智法

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社小倉商店 3020001129750 非接触化をキーワードとする新しい店舗出店 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 神奈川県 藤沢市 プラスミー合同会社 6021003007280 飲食サービス業から食肉製品製造業への業種転換計画 湘南信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 有限会社親興 6021002026562 アフターコロナ需要をつかむ！キャンプ用途に特化させた車のカスタムおよび整備業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 神奈川県 足柄上郡山北町 株式会社湯川鉄工所 3021001034222 電気自動車向けの精密プレス部品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
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関東 神奈川県 藤沢市 株式会社エムオー商会 5021001036241 オゾン水スプレー機の卸売りノウハウにより新機製造メーカーに転換 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社てっぺんのはり 6021001060843 高い鍼技術力と健康・美を融合した健康化促進への取組事業 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 合同会社ボルケーノ 4020003015717 オンラインジムの新設計画 横浜商工会議所

関東 神奈川県 南足柄市 Ａｘｉｓ　Ｍｕｎｄｉ株式会社 3120001172600 日本未上陸の海外ＳａａＳサービスを日本版に変換し、提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 逗子市 トクヤマムネタカ 商業カメラ撮影事業から教育事業への新分野展開 合同会社Ｇｒｏｗ　ｕｐ　Ｃｏｍｐａｎｙ

関東 神奈川県 厚木市 株式会社大和商會 8021001020069 Ｂ２Ｂの木材加工業から、木材のブランディング販売を活かしたＤ２ＣのハンモックＥＣ販売への進出 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 横浜市港北区 海人企画 小規模飲食店の調理工数を削減する食品加工機製造事業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 神奈川県 藤沢市 ピリピリ 日本で一番おいしい本格的ポルトガル料理店　酒場からテイクアウト中心のレストランへの転換 三品　智史

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ダイフブリッジ 5011001068021 アンテナショップでの産地直送食材の販売事業による事業再構築 金﨑　卓也

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 Ｒｅｖｉｖｅ 密を避ける地域密着型の個室インドアゴルフレッスン場開設 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 株式会社花泉水 4021001033504 どら焼きＷＡＫＡふぇ開業における事業計画 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 川崎市多摩区 田澤祥子 コロナ禍でも強いバレエ関連商品のＥＣ事業への新分野展開 税理士法人みなと東京会計

関東 神奈川県 横浜市西区 未来創造弁護士法人 9020005011676 日本初の「会社・従業員が無料で使える弁護士法律相談サービス『ＬＡＷ－ＲＯＯＭ』」の展開 尾亦　周平

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社加藤慎一貿易商會 4021001065828 鎌倉の情報発信ラジオ番組等の収録用貸スタジオの開設 森　滋昭

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社アクポニ 9020001105259 循環型農業で栽培した野菜の加工品製造と直売事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 ラス・スーパーフライ株式会社 1021001020645 業務用の自社輸入食品を使用し新たに開発した小売用食品を全国へ販売するＥＣ事業への新分野転換 友廣　清志

関東 神奈川県 鎌倉市 ＪＢＹ有限会社 3021002016748 癒し系デザインステーショナリーの制作と販売 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 小田原市 有限会社やまや水産 3021002053469 マグロ用超低温冷凍倉庫を活用、地魚の新市場を開拓する加工場建設！ さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 関東紙工株式会社 9020001007232 製造業からサービス業への転換　高齢者・障がい者の人材を活用し雇用を守る 三品　智史

関東 神奈川県 相模原市南区 タカラリホーム株式会社 7021001053391 ポリウレア樹脂に特化した建築物及び工作物の補強、補修、再生事業 相模原商工会議所

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社インテビュー 8020001095451 富士の麓の自然に囲まれたファミリーキャンプ場と本格ラーメンのコラボレーション Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社かたむすび 3021001055169 宮崎独自の焼き方を使った宮崎料理店への新分野展開 尾関　亮

関東 神奈川県 横浜市港北区 合資会社ザイン 9020003003213 幼稚園・保育園・小学校等への出張陶芸教室の実施 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 マリーブリッジ フリーランス・専門店向け写真映像特化型シェアスタジオ事業展開 イメージワーキングサービス株式会社

関東 神奈川県 横浜市中区 衆行株式会社 4010001202251 「ＤＸ＋非対面＋セルフ串焼き」事業への新分野展開 税理士法人イデアコンサルティング

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社Ｓ．Ｔ．Ｕｎｉｔｅ 8020001083621 非対面の酵素風呂とオンラインファスティングサポートサービス 大塚　伸宏

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 サンライズ有限会社 3021002034072 カーボンニュートラルに貢献するリグニン製造事業への参入 相愛信用組合

関東 神奈川県 藤沢市 東和工業株式会社 5021001007201 技術力と企業連携を活用、多能工ＯＰ付建機レンタルで高収益化へ 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 小田原市 有限会社だいご 4021002052321 こだわりの味を家庭で！炭火やきとりのテイクアウト事業 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社ブルーマン 2020001089327 空き家をリノベーションした泊まれるハウススタジオの運営 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 Ｔｏｋｙｏ　Ｓｔｉｃｋｅｒｓ １ｔｏ１匿名通話型スキルシェアプラットフォームの運営 田中　重博

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社総工 5020001075605 大口取引先に依存した製造請負業から部品・消耗品の小売業に新規参入する業態転換で事業継続と雇用維持を図る 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社新鋭産業 8020001029979 高精密金型製造技術を活かした高精細アルミ加工部品の生産 株式会社りそな銀行

関東 神奈川県 厚木市 株式会社ゼロワン 2021001022310 衛生管理を徹底した児童向け社会福祉施設の開設 須永　達也

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 インクス株式会社 1020001043862 ６００種類の制御基板製造で培った回路設計技術を活用し、新たな家庭用蓄電機能付きパワコンの製造計画 株式会社福井銀行

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社大実製作所 3021001028868 風力発電設備の増速機のギア製造による事業再構築プロジェクト 山口　晴啓

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社Ｖｅｋｓｔ 3020001125386 業界初！「サロン向け予約管理と売上管理の連動システム」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 座間市 株式会社タナカフーズ 6021001030094 彩りの豊かな美味しい介護給食（個包装・冷凍）の開発と製造販売 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社エムズ商会 5010401048500 新鮮ホルモンと焼肉を提供するネオ大衆ホルモン酒場への業種転換 Ｕ＆Ｉ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社アナザーウェア 1020001038458 データサイエンス人材育成のための学習支援ツールの開発 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 相模原市中央区 フィーブリケミカル株式会社 1013302021273 放電加工機のフィルター交換の業務負担を大幅に軽減する取り組み 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 相模原市中央区 合同会社Ｏ．Ｔ．Ｄ 4021003007720 既存店舗のセントラルキッチン化によるテイクアウト・ＥＣ事業強化 相模原商工会議所

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社サンテック 8021001040422 プレス加工の技術を活かして、サーボプレスによるＣＦＲＰ加工へ進出 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社未来ボックス 6020001091865 リアル・リモート出勤共に対応する３Ｄバーチャルオフィスサービス 横浜信用金庫

関東 神奈川県 高座郡寒川町 株式会社ビーエルビルド 8021001067003 Ｍグレード溶接技術を活かしたトレーラーハウス用鉄骨シャーシの製造 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 産業資源循環センター株式会社 4020001055062 塩ビ管プラスチック再生原料製造事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 株式会社オーイズミダイニング 8021001021001 一碧湖開発プロジェクト（リゾートアクティビティ複合施設事業） 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 海老名市 株式会社Ｋ＆Ｋ設計室 1021003003664 設計事務所が革新的な木造建築用パネルを生産する革新事業 小林伸行

関東 神奈川県 横浜市金沢区 山陽印刷株式会社 4020001006296 検査カメラによる全数検査体制の構築とパウダーレス印刷に対応する事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 鎌倉市 ブライオンズ株式会社 3020001080482 卸売りで培ったワインとマグロの仕入れ力をフル活用。環境にも優しい小売販売に挑戦。 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 川崎市中原区 Ｃｏｌｏｒ　Ｊａｐａｎ株式会社 3020001104233 卓越した塗装技術を活かした高品質家具製造販売事業の展開 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 横浜バンダイ株式会社 9020001005764 アルミ加工技術と特許を武器にしたオリジナルＢ　ｔｏ　Ｃ製品事業の立上げ 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 有限会社梅や 6020002041415 鶏肉専門店によるチキンブリトーのファストフード店「ウメヤキッチン」運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 ヌードルワークス株式会社 6021001060959 テイクアウト専門サンドウィッチてん「ＳＡＮＤ　ＷＯＲＫＳ」の展開 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社田辺工務店 3021001001387 高い施工技術×ＩＯＴ×脱炭素の３つを軸とした　高級住宅を販売する元請け事業に参入 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ティーエスエフ 5020002065753 世界初の環境に配慮したタイル建材製造で一社依存体質からの脱却 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 横浜ガルバー株式会社 5020001019165 新設備導入によるアルミ合金メッキ加工への参入と新市場開拓 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 秦野市 有限会社ゴールドカーセールス 3021002039162 自動車販売の実績及び旧車の取り扱いを強みとした自動車整備業への進出 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社グライコテクニカ 6430001059160 糖鎖解析バイオチップと診断薬により先端医療・医薬の研究開発に貢献する 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 有限会社Ａ．Ｃ．Ｔ 5020002050441 リモート社会での男性の美意識アップのための自店のメンズ顧客に対する脱毛戦略 川崎信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社西浦精機 5021001013505 自動車部品製造業から半導体製造装置部品製造業へ新分野の展開 公益財団法人相模原市産業振興財団
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関東 神奈川県 横浜市鶴見区 スクールＡＳＫ 日本初、鉄道ファン待望の「マイレンタルレイアウトサービス」事業の展開 新酒　芳斗

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社ｍａｔｅｓ　ｔｏｋｙｏ 4010701036478 ファブレス、ＥＣ直販で、働くママを応援する下着メーカーに再構築 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 神奈川県 小田原市 久津間製粉株式会社 2021001032598 高齢化が進む蕎麦店での業務負担軽減による自主廃業の緩和とコロナ禍における飲食業界と自社の活性化 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社東伸 7020001009049 性能検査工程の内製化による完全なる一貫生産体制の構築 株式会社北陸銀行

関東 神奈川県 秦野市 有限会社山昌 8021002038845 ６次産業に挑戦！生産の次世代モデルによる「乾燥きくらげ」販売事業の展開 伊藤　央

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社アムズテック 4020001102260 警備会社が営む高セキュリティで地域防災に資するトランクルーム 横浜信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 権田金属工業株式会社 5021001012069 高強度伸銅製品の量産能力獲得による新分野展開と脱炭素社会実現への貢献 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社シンクパス 5021001010337 中小住宅関連企業の営業活動を効率化するクラウドシステムの開発 株式会社東京経営サポーター

関東 神奈川県 川崎市幸区 有限会社杉山製作所 3020002081273 高精度切削加工技術の活用による半導体製造装置部品等への新分野展開 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社３ＳＴＡＲＳ 4020001129403 武蔵小杉ギフトスイーツ＆地元プロスポーツチームとタイアップ商品の開発事業計画書 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 一磨株式会社 7011001065025 温泉配給事業への再構築で地域を都心リゾート化する事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市緑区 株式会社アミナコレクシヨン 2020001029860 サウナ＆グランピング事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社協伸製作所 9020001017074 切断工程の刷新による、半導体製造ライン向け真空ポンプ事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 神奈川県 川崎市中原区 德栄工業株式会社 7020001069778 最先端溶接機の導入による高度な溶接技術の獲得で、医療機器分野へ進出 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 有限会社エム・オリドプロジェクト 1020002057548 コンプリートカー、アパレルや愛車撮影で車好きの為のコラボ計画 重嶋　健治

関東 神奈川県 川崎市高津区 ＲＯＹ株式会社 3020001081869 脱炭素社会に貢献可能な、エネルギー事業への新分野展開 藤原　和江

関東 神奈川県 藤沢市 小浪　直之 ブルワリー設備の新設による、酒類製造業への新規参入 杉田　浩二

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社森商事 8020001090329 店舗統合で複数ジャンルに対応したデリバリー専門店のオープン 湘南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社サンフォニックス 5020001066240 海外アーティスト招聘企画制作と大規模会場音響サービス提供による事業再構築 ゼノンクリエイツ株式会社

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社グランドクロス 9020001079866 保育士向け「子供の非認知能力を引き出すＥラーニングシステム」の開発と運営事業 株式会社八十二銀行

関東 神奈川県 綾瀬市 有限会社長谷川加工所 7021002042030 半導体製造装置部品の試作品、量産品の混合生産システムの確立 一瀬　章

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社コーケン 3020001086331 特許保持の磁気アルミ材へのアルマイト処理で２３色カラー展開の健康グッズ開発事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社ＦＫ 2020002064452 アスベスト調査及び撤去事業への業種転換 横浜商工会議所

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社木附製作所 6010801002997 液晶製造用装置部品製造から自動車向け電子機器製造用装置部品の製造への新分野展開 株式会社ゼロプラス

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 有限会社未来図 2020002078139 グランピング用コンテナハウスの製造販売事業展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社共栄畜産 6020002046884 食肉卸売事業の目利きの力を活かした精肉・惣菜小売業への新分野展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 足柄上郡山北町 合同会社Ａｃｔｉｖｅ　Ａｃｔｉｏｎ 9021003005034 小売業から女性専用キャンプサイト＆ゲストルームへの業種転換 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 藤沢市 ｅａｒｔｈ　ｇｒａｃｅ株式会社 1021001060773 日本の発酵文化を世界に伝える、ごろごろ野菜のこだわり味噌汁のフリーズドライ化 松井　淳

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社アトリエイシカワ 2020001040314 繊維事業衣料物品のＡＩ採用型企画販売、ＥＣサイト構築 横浜信用金庫

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社ＵＮＩＶＡＴＩＯＮ 1020001129380 学習塾のオンライン化促進！専用アプリによる新サービス展開事業 川崎商工会議所

関東 神奈川県 大和市 有限会社マスダ設備 6021002042403 自動車工場での機械・電気工事一元化を実現する電気工事の内製化 横浜信用金庫

関東 神奈川県 海老名市 株式会社重吉 8021001051089 一般乗用中古車販売から特殊車両向け板金・塗装、架装、整備事業への新分野展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 有限会社ホワイトデリバリー 7021002037294 洗濯代行とコインランドリーを融合した地域密着型クリーニング事業への進出 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社横山工業所 7020001008199 排水処理装置の組立・設置・保守を通じた水環境ビジネスへの新分野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

関東 神奈川県 川崎市宮前区 Ｌａｎｄ　Ｔｒａｄｉｎｇ合同会社 7020003011003 デジタル技術を用いて非臨床試験を遠隔からもオンライン化でかつ３次元での確認可能なシステムの構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ＷｏｎｄｅｒＰｒｏ 9020001142962 ハンディータイプの『樹脂製ループ自動取付機』の製造販売 三宅　啓之

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ヤマヨ 3020001009424 国際基準に対応する大型の洋上風力発電用「黒染部品」工場の建設 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社相模製作所 7021001012182 大型ポジショナー等の導入による製造品質向上・運搬技術導入によるワンストップ化 山本　剛

関東 神奈川県 横浜市港南区 株式会社ハチミツ 9020001088702 飲食店開業希望者への補助事業及び、既存ビール事業の市場開拓 湘南信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 藤沢工機株式会社 8021001001985 新型新幹線専用部品製造のための自動化工程構築による業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 川崎市幸区 リビングバー　ジンセイ バーテンダーの強みを活かした小規模ビール製造業への挑戦 石井　幸子

関東 神奈川県 相模原市南区 有限会社寺田技研 4021002022555 地域社会と連携したナーシングホームによる地域住民への安心、安全の提供 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ＩＫＥＤＡホールディングス 8020001129011 ニューノーマル時代に対応した、ビジネス施設及び宿泊施設の運営 潮田　和美

関東 神奈川県 大和市 グローバルコンサルティング株式会社 2021001029693 グループのネットワークを活かしてタイ古式マッサージ事業に進出 株式会社アクセルパートナーズ

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社リバース 1021001046649 リハビリマッサージ×障がい者グループホームによる地域社会貢献 久保　徹雄

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社ファインテック 6021001001847 ハイブリット薄膜太陽電池の商品化で事業の再構築とＳＤＧｓへの取り組み。 富士信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社スポーツプロジェクト 3020001034083 ゴールドジム横浜馬車道再構築計画 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 大和市 エニーハウス株式会社 6021001028584 建設業と相乗効果を発揮するカフェ事業に進出してお客様の満足度向上を図る 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 ドラゴンフーズ株式会社 2010901017536 ２４時間気軽に買える冷凍餃子自動販売機で小売業に参入し収益向上を図る 荒巻税理士法人

関東 神奈川県 川崎市高津区 情報印刷株式会社 9020001069413 オンライン印刷コンシェルジュと生産プロセス自動化によるＤＸへの挑戦 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社アツタ建綜 5010901019595 床・内装工事用資材のリサイクルを可能にするシステム開発及び物流事業の展開 川崎信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 ゼロフォー株式会社 7021001029697 画期的な金属製品の見積・受発注プラットフォームサービス構築 横浜信用金庫

関東 神奈川県 川崎市麻生区 有限会社黒川製作所 9020002103039 新設備導入による高難易度加工技術の獲得で、半導体分野へ新展開 景山　洋介

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社上畠工業 7020001126562 屋内バーベキュースポットでアフターコロナの憩いの場を提供 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社ニコカンパニー 4020001104653 デジタル技術を活用した非接触の生パスタ専門店への新事業展開 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 相模原市中央区 星工業株式会社 4021001013935 マグネシウム材の大型加工に対応し振動試験機分野へ新展開を図る 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 鎌倉市 有限会社松村庭園設計 5021002016861 コロナ対応の宿泊施設と飲食のある「環境を考える総合プランツスペース」事業 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社藤井商事 5020001011989 「自然、非化学、安心安全、素材へのこだわりを大切にしたシフォンケーキ」専売の非接触型販売店舗と全国向ネット販売への挑戦。 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社鈴木製作所 6020001046043 特殊曲げ加工機の導入による半導体製造装置部品の製造ライン構築 景山　洋介

関東 神奈川県 座間市 有限会社今井工業 1021002043182 強みの金型設計とプレス加工技術で家庭用燃料電池市場への新分野展開 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社アイシス 6012302002576 フリーランス・ｌａｂシェアシステム構築事業 川崎信用金庫
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関東 神奈川県 小田原市 株式会社春海水産 6021001045118 絶景のロケーションで提供する国産スムージーのテイクアウト販売 金﨑　卓也

関東 神奈川県 平塚市 株式会社金目製作所 4021001038453 医療機器、理化学機器、難切削加工に必要な樹脂加工製品・樹脂成形商品の加工及び販売 石川　明生

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社ナガシマ製作所 7020001073788 小規模医療機関を対象とした精算機の開発と一貫生産体制の構築 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社コムデン 4020001039288 現場管理サービス提供で長時間労働を抑制し建設業の課題を解決する 山口　良明

関東 神奈川県 横須賀市 有限会社潮庭商事 8021002069270 横須賀色を活かし観光客ニーズに応えるＢＢＱ店への業態転換 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 有限会社かねこ 1020002073719 鍼灸院の信頼性を活かし非接触型セルフエステティックサロンを展開する さわやか信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社池上精機 1020001019458 半導体の微細試料研磨と４Ｋ観察を可能とする複合装置開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 神奈川県 横浜市緑区 株式会社リレックス 8020001118567 ポストコロナに対応する不動産物件管理システムによる事業再構築 楡井　宏志

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＴＡＯＳ研究所 6020001097508 働き方のニューノーマルに向けたＩｏＴバイタルヘルメットの開発 所　英樹

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社ラビリンス 6010401108666 元気なシニアを増やす新型機能訓練・フィットネス複合事業 小松原　史雄

関東 神奈川県 小田原市 有限会社スドウ工営 8021002050081 「競争優位なテレワーク用・会員制コワーキングスペースの運営」による事業再構築 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 プロスペクトフィールド株式会社 9190001018502 顧客との関係を強化するＥＣサイトの構築によるブランド価値の再構築 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 川崎市中原区 ウープス有限会社 5020002105600 Ｓｈｏｐｉｆｙで簡易的にＥＣサイトを構築可能な完全日本語版のＵＩＵＸソフトウェアの開発・販売と運営サービスの提供 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社スクーパー 6021001005253 既存事業の強みと最新のエステ機器の融合による新分野展開 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社本多製作所 1020001009310 精密切削加工技術による半導体製造装置向け量産部品市場への挑戦 事業協同組合ｎｅｃｏｎｏｔｅ

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ディリット 7011801027752 光回線販売会社からポスティング営業代行アプリ開発による新展開 北村　亮太

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社エー・エヌ・ワイ 7010901029188 コロナ禍に対応する、家族単位、少人数単位に特化した非接触型グランピングキャンプ場 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社インプルーヴ 6020001079588 上質な時間に満ちた純和風邸宅 税理士法人及川会計事務所

関東 神奈川県 川崎市川崎区 有限会社マトリックス 1020002099169 未利用時間帯を活用した新たな大浴場付きデイユースプランの提供 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 東邦住建株式会社 1020001010318 野毛キアラガーデン（空に延びる横丁） 郡司　雅之

関東 神奈川県 藤沢市 荻野塗料株式会社 3021001000389 塗料専門大型店舗の開設とＥＣサイト構築による湘南エリア塗装プラットフォームの実現 株式会社横浜総合マネジメント

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社マタリワタナベ 7021001002126 コロナ禍を境に湘南地区をイメージしたカフェ事業への展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 設計舎三日月株式会社 7020001084595 老舗旅館に併設したコロナ対応グランピング施設の遠隔運営の確立 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 横須賀市 有限会社モリ・ワールド 2021002067346 パン屋さんの多機能化。「地域の食材を加工・流通させる卸事業」の開発 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社山之内製作所 1020001024697 超切削加工で創り出す「オンリーワン製品」の製造事業 株式会社第四北越銀行

関東 神奈川県 海老名市 株式会社エイト 3021001029172 不動産業の強みを生かした新分野展開！奄美コロナ対応型ゲストハウス ライトハウス税理士法人

関東 神奈川県 綾瀬市 藤和工業株式会社 7021001027511 再生可能エネルギー供給システム専用筐体の製造技術確立による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 横浜市中区 新都市総合管理株式会社 9010001069810 無人完全個室型タイムシェアオフィス事業への展開 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社冒険生活 8020001124771 世界食堂＆デリバリー｜郊外住宅地向けキッチンカー拠点ネットワークの構築 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 厚木市 株式会社イワハラ 5021001046587 地域児童・高齢者を対象とした複合スポーツ・コミュニティスペースの運営事業 厚木商工会議所

関東 神奈川県 藤沢市 近江屋 飲食業からクラフトビール製造販売業へ　シームレスに事業転換 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社トモダチ 5021001067856 日本初の完全プライベート型古民家オーベルジュ 松本　純

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＭＫフーズ 7020001060844 ＤＸ物流拠点対応型の小売店舗兼冷凍等商品配達事業の展開 泉博司

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社プロスタイル旅館 7010001183365 ニュースタイルの日本旅館による完全個室サウナ事業への新分野展開 税理士法人ナナイロ

関東 神奈川県 鎌倉市 合同会社海楓社 4021003007290 日本初の摩擦熱乾燥機を用いたα化有機玄米粉の製造・販売事業 公益財団法人中部科学技術センター

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 横濱ベイサイドギターワークス合同会社 4020003018546 機械翻訳と音声合成を活用した外国語による原稿読み上げシステムの提供 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社阿部興業 4020001005868 防塵流通加工サービスによる新分野展開及び地域社会への貢献 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 小田原市 Ｄｅｓｉｇｎ　Ｏｆｆｉｃｅ　Ｇ・Ｇ株式会社 7021001068092 日本初となる「ドッグファーマシー」のブランド展開 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社櫛間 8021001051510 下請け体制から脱却を図るため高機能部材の内製化と自社製品の製造販売に挑戦！ 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社黒田機型製作所 3020001008500 ３Ｄ金属造形機の導入と素材ベンダーとの連携で、バイオプラスチック雑貨品市場へ新規参入！ 横浜信用金庫

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 株式会社サニーフィルム 1021001065839 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 株式会社徳志満フードインターナショナル 6021001010971 コロナの逆風を追い風に！湘南に近江牛の魅力を浸透させる事業転換 楡井　宏志

関東 神奈川県 横浜市中区 有限会社神崎 8020002049299 顧客ニーズに応える「オーガニックカフェ＆オーガニック製品販売店」への展開 税理士法人ＹＭＧ林会計

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 アイディアル工業株式会社 9020001058003 ステンレス加工技術獲得による、映像機器事業から医薬品製造装置事業への業態転換 株式会社りそな銀行

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社中嶋組 1020001080889 建設工事用設備のレンタル活用による経営の効率化と人材確保の推進にかかる事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社相川製作所 6021001027198 商品陳列什器の受託生産からアートトラック装飾部品の製造販売への転進 横浜信用金庫

関東 神奈川県 大和市 株式会社マエダ 1021001025917 バタフライ弁の加工を取り込むことによる新分野へ参入する事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 川崎市麻生区 京浜光膜工業株式会社 7020001065166 光学薄膜部品事業から三次元成形回路部品事業への新展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市西区 国際興産株式会社 3020001014804 ＨＯＴＥＬ　ＰＬＵＭＭ　レジャー施設計画 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 神奈川県 伊勢原市 株式会社桂花楼 4021001049236 宴会中心の中華料理屋から地域の恵みを活かした「大山ブランド点心」の製造販売へ 中南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 合同会社ｄｏｔｗｏｒｋｓ 5020003008488 伝統文化にエールを！歌舞伎町大衆演劇専用劇場開業計画 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社ＭＫ設備設計 8020001046561 最新の下水道更生技術を活用したディスポーザ槽更生事業 ベイヒルズ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市都筑区 平野スチール工業有限会社 2020002006842 大型加工対応と人材育成により工作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 大和市 株式会社嶺岡工機 2021001030718 高精度な曲げ加工技術の獲得による半導体部品製造への新たな挑戦 景山　洋介

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社夢人 4020001034289 髪質再生師が提供するオンライン髪質カウンセリングサービスと組み合わせた通販事業 税理士法人裏木総合会計

関東 神奈川県 川崎市川崎区 明希工業株式会社 5020001074739 新型低床式路面電車の定期点検参入のための新設備導入計画 税理士法人　しんかわ会計

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社プロメーテ 6020001106937 ＡＩ需要増加に対応したＡＩ人材育成スクール事業への新規参入 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社大成製作所 3020001020810 レーザー加工革新技術導入と新工場建設を伴う環境整備による半導体事業への進出 山地　真吾

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ヨーセン 8021001041271 洗濯溶剤・機材卸会社が挑戦するプロレベルのコインランドリー。 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 小田原市 株式会社稲妻屋 2021001032334 高級食パン「銀座に志かわ」ＦＣ事業化により会社と雇用を守り抜く さがみ信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 日本不動産株式会社 6010603005026 遊休地を活用した国内需要の安定した需要の箱根町でペット動物同伴可能な宿泊事業 株式会社きらぼし銀行
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関東 神奈川県 藤沢市 有限会社Ａ・Ｄ・Ａ 8021002008609 コロナ渦でも安心して歯科治療を！暗所反応型チタン触媒を利用して、歯科医院を施設・設備・器具まで除菌・コーティング事業 ＴＦＳ国際税理士法人

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社翰林 5020001087848 学習と人材マッチングを飛躍させるアプリとプラットフォーム事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市港南区 株式会社興和 1020001056757 サステナブル素材であるＴＰＥグローブの国産化事業への展開 ベイヒルズ税理士法人

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 Ｔｈｅ　ｆｕｎ２ｄｒｉｖｅ　Ｏｗｎｅｒｓ’Ｃｌｕｂ株式会社 8021001039695 憧れのガレージライフを手軽な別荘のように体験できるキャンプ場 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社日本ブライトパートナーズ 1020001115224 不動産投資型クラウドファンディングを用いたグループホーム事業 野竿　健悟

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社イワセ 5021001027240 駐輪場の利用実態や利用者のデータが取得できる駐輪情報サービス 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社丹後製作所 4021001014974 新規に再生可能エネルギー市場に参入し事業環境を再構築する 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 川崎市川崎区 誠建産業株式会社 9020001087407 「障害者グループホーム事業参入」 横浜さいわい税理士法人

関東 神奈川県 相模原市南区 善吉醸し屋 一つのブースから始まる新たな架け橋と食材ロスを無くす商店街リアカー移動販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ジェイエイアームズ 9020001118335 愛犬家の夢を叶える貸し別荘で心と体双方からストレスを解消する 山口　良明

関東 神奈川県 高座郡寒川町 有限会社のぞみコーポレーション 4021002012969 持続化可能な福祉事業を創る！クリーニング事業及び黒にんにく製造販売事業への展開 楡井　宏志

関東 神奈川県 厚木市 株式会社北上製作所 6021001019617 特殊鋼板の加工技術を獲得による家庭用設備部品分野への進出 株式会社ゼロプラス

関東 神奈川県 三浦市 株式会社カネシメ 4021001043404 創業６１年のまぐろの老舗が作るまぐろの加工食品の製造販売 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市泉区 有限会社飯田製作所 5020002002293 超硬質プラスチック（ＰＥＥＫ樹脂材）の射出成形・歯車切削加工による動力伝達用途ギアの事業化 銀座Ｋ．Ｔ．Ｃ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社ときわ 3020001018235 八ヶ岳の住宅メーカー協力のもと一棟貸しリゾートホテルの開発 株式会社りそな銀行

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社サトミ 3021001018885 地元食材を活かした加工食品、冷凍食品の製造販売事業 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社アイビット 4020001075713 廃棄物内におけるリチウムイオン電池を検出する装置の導入事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 神奈川県 綾瀬市 泉工業株式会社 5021001027232 多角化事業とのシナジーを起こす医療機器部品業界への進出 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市磯子区 有限会社ベルドック 1020002078040 見せられる繁殖場での販売で原価高騰のペットショップをＶ字回復 原田　貴史

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 株式会社和心亭豊月 4021002050713 小規模旅館が取り組む緑と水が眺められるワーケーション事業 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 神奈川県 秦野市 下村歯科医院 先端医療機器導入によるデ－タ蓄積や分析によるデジタル歯科計画 武部　道孝

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社フェリックスジャパン 9020001052699 地域に根ざしたコミュニティーカフェへの新分野展開 ベイヒルズ税理士法人

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社鷹島鋳造所 2021001013020 アウトドア用のダクタイル鋳鉄調理器具の開発と製作販売業務 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 平塚市 高久製パン株式会社 7021001036900 高齢者向けのパンを開発、急速冷凍技術等の先端技術を活用した全国販売モデル構築に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社アシスタンス 9021002016701 従業員を活用し、資格取得事業や有料人材紹介業に関連多角化を行う計画 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 南信工業株式会社 3020001105157 ＥＶ用スーパーエンプラ射出成形金型開発によるＥＶ市場への新分野展開 株式会社阿波銀行

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社ＡＴＥＣ 8021001030497 生産プロセスの刷新を通じたバックアップ生産への参入による事業再構築 大串　智之

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 有限会社彌榮館 6021002053904 「市場直送の朝どれ鮮魚」を使った湘南海鮮丼と「くまもとあか牛」を使ったこだわり焼き肉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 鎌倉市 株式会社デポルテ 6011001093365 イベント事業の経験を活かした大規模キャンプ場の経営とアウトドア事業への挑戦 田中　信一

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 雨澤興業株式会社 3020001060393 マルチブランド戦略を採用した中華バーチャルレストラン事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社安田製作所 5020001010677 半導体製造装置向けの高精度加工を実現する技術開発とＤＸ革新 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 東神産業株式会社 8020001023833 人材採用力と教育力を活用したリハビリ特化型デイサービス展開 左近允　陽平

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社新川屋 6020001102465 温故知新とまちづくり　～アフターコロナ、今こそ趣きある土地の活用～ 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ストリートデザイン 4020001035816 有機系廃棄物（バイオマス）からグリーン水素製造設備の開発・商品化 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社横濱寛商店 3020001142596 高級レトルトカレーの開発、自販機販売で新分野展開 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社セイヴァーインダストリー 5020001105238 ５軸ＮＣ工作機械を使ったスポットめっきマスク治具製作 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社テラピクセル・テクノロジーズ 2020001104218 自社ブランドの超高速エンドポイントＡＩカメラモジュール製品の開発 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社泰山園 1020001036668 造園工事業のノウハウを活用した仮設足場工事業への新規展開！ 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社オーマックス 9020001007190 ＩＴ顧客管理システムを活用した「移動工房式体験教室」の開設 泰山　秀政

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社ベルモ 1021001017170 新商品開発によるベルモのブランド化と業務のＤＸ化推進 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 川崎市川崎区 有限会社京浜金属工業 9020002096729 アルミニウム付きプラスチックの分離再生事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社Ｆｏｒｅｓｔ　Ｂｏｏｋ 5020001143353 Ｓｈｏｐｉｆｙ構築エンジニアのオンラインスクール事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 川崎市幸区 有限会社三幸紙器製作所 1020002081044 ダンボール等の設計のノウハウ・開発力を生かし、極小／細字／鮮明ベタ印刷ダンボール製造をおこなう。 川崎信用金庫

関東 神奈川県 大和市 株式会社オデシー 3021001060672 地域創発型プロジェクト　ウメカフェ 城南信用金庫

関東 神奈川県 大和市 株式会社長谷川製作所 7021001025754 工場建屋の新設による６Ｇ通信システム用精密部品加工市場での新事業創出 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 三浦市 株式会社東京ノッズル三崎製作所 1021001043464 バイオマス発電に求められる高精度部品の製造技術確立による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 一般財団法人ラリーニッポン 2010005013481 地域経済とツーリングイベント振興に貢献するクラッシクカー２事業への新規参入 下川　和久

関東 新潟県 上越市 株式会社宇喜世 9110001020119 江戸時代より続く料亭会席の味を活かした冷凍そうざいへの進出 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 菊田溶接 回転ポジショナー連動デジタルＩｏＴ溶接ロボット導入で新規受注 西河　豊

関東 新潟県 佐渡市 有限会社エス・ケー・エス 3110002034296 高電力で大型の負荷抵抗器ユニットの製造 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市西区 有限会社ＫＡＴＳＵＭＩ 1110002005497 和×蕎麦×ｃａｆé～アイドルタイムの有効活用～ 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 株式会社あらきん 3110001020306 業務用食品の地域配送販売からマリアージュ提案ＥＣ業態への転換事業 荒井　幸之助

関東 新潟県 新潟市西区 株式会社ＳＴＹＬＥ４ 4110001009694 イベント・飲食で培ったノウハウを注ぎ込んだ「キッチンカー販売事業」による事業再構築 捧　俊雄

関東 新潟県 新潟市中央区 あすなろメディカル株式会社 2110001030479 地域密着型接骨院による新事業「ヘルスケア事業」の開始による事業再構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社プラニング瑞穂 1110001016479 自転車用バッグのブランド立上げによる新分野展開 つばさ税理士法人

関東 新潟県 十日町市 株式会社メイケン 6110001021417 サプライチェーンの国内回帰を支える半自動機の開発・生産・販売 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 合同会社リュクス 4110003003472 美容室専売美容品のインターネット販売事業 つばさ税理士法人

関東 新潟県 加茂市 株式会社小彩 6110001018702 宅配弁当を通じて地域高齢者の生活と健康を地域ぐるみで見守る事業 株式会社にいがた事業承継サポート室

関東 新潟県 燕市 株式会社Ｊ－ＢＲＡＮＤ 1110001016990 既存事業の利を活かした高収益の焼肉店 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市西蒲区 割烹　渡辺 割烹料理店の強みを生かしたラーメン店出店による新ビジネス構築 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 新潟市北区 株式会社ＭＯＬＥＮ 2110001007907 「動画と音声を組込んだ高機能デジタル図録」の制作と販売　～当社自動人形展作品のデジタル・コンテンツ化～ 髙野　妙子
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関東 新潟県 新潟市南区 有限会社プロモート 3110002012120 変革する自動車技術に対応した最新整備サービス 協栄信用組合

関東 新潟県 新潟市東区 有限会社丸鮮 4110002013233 “人に喜ばれる”をモットーに新たな事業展開を！ はばたき信用組合

関東 新潟県 阿賀野市 おそうじハウス新潟 ハウスクリーニングの研修・講習および開業支援事業 株式会社にいがた事業承継サポート室

関東 新潟県 柏崎市 株式会社Ｎｅｗ　Ｌａｇｏｏｎ 3110001032912 低迷する業績を居酒屋業態からＦＣ加盟によるラーメン業態への業態転換により回復させる 新潟大栄信用組合

関東 新潟県 燕市 株式会社吉井金型製作所 8110002020102 住宅・食品製造部品金型から自動車部品金型へ進出するためのシステム導入 有限会社三井経営研究所

関東 新潟県 三条市 株式会社プログレス 4110001032952 レーザースキャナーカメラによる送電線点検事業 長井　寿郎

関東 新潟県 魚沼市 ソロモンエディケーション オンラインとリアルを併用、英会話教室が提案する新スタイル授業 塩沢信用組合

関東 新潟県 新潟市中央区 特定非営利活動法人アジアクラフトリンク 5110005014979 刻印入り木工雑貨の新規商品化による事業者利用向け市場参入事業 税理士法人美咲会計

関東 新潟県 新潟市西区 ノワックス合同会社 3110003002517 地域貢献に繋がる児童発達支援・放課後等デイサービスによる再構築 川畑　高一

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社殻殻ふぁくとりー 1110001010820 ドローンを使用し、測量・建物保守点検・農薬散布などを展開する 株式会社ＮＥＫＯ－ＫＥＮ

関東 新潟県 長岡市 株式会社コマスヤアルテック 2110001022468 カバー工法を用途とする金属屋根材の内製化開始計画 パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 新潟県 新発田市 ゆたか接骨院 自動空圧マシンを使った進化型血流制限トレーニングシステムの導入による新分野展開 新発田信用金庫

関東 新潟県 中魚沼郡津南町 株式会社ごはん 4110001021006 完全無農薬米の栽培をらくちんにする除草機の製造販売事業 山本　孝之

関東 新潟県 三条市 山重建設株式会社 7110001014774 新潟県三条市の生活インフラ強化に貢献する最新技術を取り入れたコインランドリー事業 三条信用金庫

関東 新潟県 新潟市西区 新潟メスキュード株式会社 3110001004127 使用済み発泡スチロールのリサイクル処理事業 株式会社大光銀行

関東 新潟県 三条市 渡辺刃物製作所 ジュエリーから、キャンプ用刃物分野へ進出のための研削装置導入 水落　一文

関東 新潟県 新潟市中央区 有限会社都屋 2110002006486 新潟清酒の新たな魅力を引き出し、価値を高めるための食事を提供する日本酒ビジネスマッチングサロン事業 税理士法人小川会計

関東 新潟県 佐渡市 佐渡健康アシスト株式会社 8110001030374 野草商品とシェアキッチンで島から全国発信し、誘客する宿泊施設 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 三条市 有限会社角屋 3110002016963 料亭が作る、超芳醇・和風・高級食パンとフレーヴァーバターのハーモニー ピュア・ハート・コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新潟市江南区 株式会社Ａ－ＴＲＡＤ 1110001001101 金型製造業者による『超精密超硬特殊小径工具』の製造・販売 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西区 高野酒造株式会社 6110001003159 オープンファクトリー化で魅せる酒蔵へ、体験型直販事業への進出 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 妙高市 千代の光酒造株式会社 1110001020258 「世界に一つだけのお酒を創る」マイ・アッサンブラ―ジュ事業での新分野展開 新井信用金庫

関東 新潟県 新潟市北区 株式会社双葉製作所 2110001004912 金型技術を活かした、めっき処理・高精度部品事業への新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 新潟県 加茂市 有限会社報恩産業 4110002018645 再生資源卸売業から「唐揚げテイクアウト専門店」への業種転換 株式会社にいがた事業承継サポート室

関東 新潟県 長岡市 有限会社白倉ニット 6110002031175 脱下請け！ニット小物製品やリビング関連事業へ参入する為の最新鋭機の導入 株式会社ビジネスリノベーション

関東 新潟県 新潟市南区 有限会社バラーズファクトリー 1110002010480 自動車板金・塗装・カスタムの熟練企業による「カスタムキャンピングカー事業」の開始および事業再構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社神子島製作所 8110001015607 検査事業の内製化及び他社からの検査受託事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市南区 株式会社北陸重機建設 1110001007585 新スタイルの建設資材賃貸による地域の建設業界の相互発展事業 協栄信用組合

関東 新潟県 三条市 西巻印刷株式会社 6110001014494 「手に触れたくなるパッケージ」オンリーワン製品の開発 岩城　哲夫

関東 新潟県 三条市 株式会社スリーピークス技研 9110001014319 作業工具製造技術を活かしたアウトドア市場への新分野展開 三条信用金庫

関東 新潟県 新潟市秋葉区 樋口鉄工建設株式会社 5110001007268 大規模建築物に向けたニッチな大型クレーン製造の体制構築計画 株式会社大光銀行

関東 新潟県 十日町市 株式会社翠山 3110001033919 手描き友禅の工場見学と手描き友禅体験のセット販売への新分野進出 第四北越リサーチ＆コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社千屋 4110001002848 コロナ禍でも需要がある回転寿司店のフランチャイズ店舗出店計画 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 上越市 株式会社布施鉄工所 4110001019371 コロナ禍において市場拡大の進む半導体製造装置向け超精密部品製造事業への新規進出 株式会社八十二銀行

関東 新潟県 見附市 株式会社中越キカイ 8110002028459 木質バイオマス発電用の破砕機部品製造 パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社アイエスエンジニアリング 8110001026133 パワー半導体向け新しい溶射成膜プロセス装置の開発と事業化 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 村上市 株式会社マツウラセイキ 4110001018381 次世代半導体：３Ｄ　ＮＡＮＤが生産可能な高精度半導体製造装置部品の生産 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 新潟県 上越市 株式会社ＮＴフーズ 8110001035992 越後ブランド『越後まるきよ餃子（冷凍食品）』のハサップ認証工場の設立によるＢｔｏＣからＢｔｏＢへの事業転換 株式会社大光銀行

関東 新潟県 上越市 株式会社嘉南商事 7110001031019 金属製スクラップのリサイクル事業への新規参入 平野　康晴

関東 新潟県 長岡市 株式会社晴耕舎 8110001022693 解体事業から測量・設計・施工・検査の一貫ＩＣＴ施行に進出 つばさ税理士法人

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ハイメックスキタヤマ 1110001004574 船舶用機器メンテナンス業で培った技術力を活かした食品加工機械等製造業務への進出 パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社最上企画 9110001033434 食品添加物”無添加”を付加価値とした、加工食品製造業への進出及び製造拠点建設計画 税理士法人　新潟会計アシスト

関東 新潟県 新潟市西区 株式会社ＯｖｅｒＤｒｉｖｅ 8010001190162 経営コンサルティング業から子供向け「未来スキル」学習教室事業への転換 北浦　諒一

関東 新潟県 上越市 株式会社タカワ建工 6110001020641 公共土木業から空き家対策となる解体・はつり工事業への新分野展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市秋葉区 株式会社清新ハウス 2110001007394 空き家古民家の活用プロジェクト 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市南区 株式会社福宝 2110001007576 葬儀業に参入し高齢者のトータルライフ・コーディネート事業を展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社ルミネス 3110001016568 自社ＥＣサイト構築によるネット直販事業への参入 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西区 株式会社本間商事 8110001010533 新潟県産ブランド「黒埼茶豆」を活かした業態転換 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社シエナホームデザイン 9110001009616 ＶＲ技術を活用した親子で学ぶ子どものコミュニケーション能力を高める新しい学習スタイルの提案「にじいろゼミ」 税理士法人小川会計

関東 新潟県 加茂市 株式会社池田製作所 1110001015150 レーザー加工機導入による超精密加工技術の確立と航空機部品市場への参入 牛腸　真司

関東 新潟県 燕市 佐野プレス工業株式会社 2110001015868 電動サーボプレス機導入によるアウトドア用品製造事業への新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 新潟県 長岡市 有限会社大誠工機 9110002028169 設備導入とＱＣＤ改革でコストリーダ実現し医療機器用精密部品取込の新分野展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 有限会社佐久目モスリン店 6110002027702 コロナと市街地のニーズ変化に対応したコインランドリー事業 株式会社大光銀行

関東 新潟県 長岡市 山信織物株式会社 9110002031362 多年に渡り培った技術との相乗効果を活かしたパーソナルな時代に応じた非衣料織物分野への進出 パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 新潟県 長岡市 飛鳥運輸株式会社 3110001024232 中古機械の展示・販売 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市南区 株式会社エム・エス・ティ花助 2110001031436 新しい葬儀の形に対応した「遺体安置所」設置によるサービスの提供 協栄信用組合

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社全建 6110001002796 ライフスタイルを提案する商業施設の建設による増収計画 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 魚行 ミシュラン星獲得の名店による喫茶店（カフェ）事業 株式会社アクセルパートナーズ

関東 新潟県 上越市 株式会社ＳＩＣ桑原 7110001018981 ３次元計測、解析、設計・ＩＣＴ技術等の拡充によるＢＩＭ／ＣＩＭのワンストップサービスの実現 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社新潟リアルティ 7110001033469 先端ＤＸで日本の部屋探しに革命を！ＳＤＧｓを見据えたマッチングサービス『カリスマ』 株式会社　経営総合サポート

関東 新潟県 南魚沼市 星野屋豆腐店 魚沼初　美味しいヘルシー大豆パワーを活用した食品の新分野展開 川村　巧磨
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関東 新潟県 新潟市北区 株式会社丸喜 9110001010094 地盤改良工程の内製化によるワンストップ・サービス体制強化事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 柏崎市 有限会社六右衛門 5030002040788 コロナに打ち勝つ！！ハイブリッド型洗濯屋さんの開店だ！！ 柏崎信用金庫

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社Ｓｏｌｖｅ　Ｗｏｒｋ 1110001033945 一人ひとりの希望の架け橋になる就労継続支援Ｂ型事業所開設 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 刈羽郡刈羽村 株式会社小野鉄工所 6110001017175 コロナ禍における収益基盤強化に向けた大型部品加工事業への進出 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 上越市大潟区 株式会社南部堂 6110001019642 地酒・地元食品に特化したＥＣサイトを中心とした販路開拓事業 長井　寿郎

関東 新潟県 南魚沼市 有限会社金誠舘 9110002032823 フィットネスジムとワーケーション利用による施設の再構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 新潟県 村上市 株式会社Ｌｉｔａ 9110001032865 美容ケア強化による障がい者向けグループホーム事業 五味田　匡功

関東 新潟県 新潟市北区 株式会社アイビーシステム 3110001000209 情報通信業における事業再構築 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社ワイズコーポレーション 7110001006986 ポストコロナに対応した観光地におけるシェアリングスペース事業の開発 鬼塚　明日海

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社吉兆楽 1110001026271 国産米ヌカを用いた新分野展開 高橋　宏幸

関東 新潟県 新潟市北区 株式会社奥次郎 4110001000918 ミールキット＆レトルト製品製造販売とＥＣを活用した新事業の確立 スターライト株式会社

関東 新潟県 新潟市江南区 有限会社松井鉄工所 7110002006143 ２工程集約型ＣＮＣ旋盤導入により競争力ある玉軸受部品で新規分野進出 はばたき信用組合

関東 新潟県 燕市 株式会社ＪｏｉｅＳｏｕｒｉｒｅ 2110001029851 ネイル・アイラッシュサロン＆スクールの新店舗からのオンラインサービス提供システム構築事業 捧　みちる

関東 新潟県 長岡市 有限会社タガミ工機 5110002028131 ＷＩＴＨコロナにおける高付加価値ロボット部品の加工事業立ち上げ 長岡信用金庫

関東 新潟県 十日町市 有限会社松海寿司 9110002025876 寿司店から串焼き店へ次世代のアップデート！地場産を使用し地域生産の底上げ、新店舗で地域活性化を目指す 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社ケーエス製販 2110001016528 現存農業の需要に応じた省力化及び効率化が可能な新商品の製造と販売 株式会社しのざき総研

関東 新潟県 佐渡市 吉井木材工業株式会社 4110001027705 乾燥機導入による佐渡産木材の高品質化 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 株式会社中屋 6110001015030 日本式鋸の目立て技術を活用した西洋式ハンドソー開発による海外市場の開拓 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 オステリアバッコ ジビエ肉の加工・流通・教育・消費拡大を多面的に取組む“ニイガタジビエブランド”の確立 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西区 スタジョーネ株式会社 3110001010380 地域の食材を使った高級チーズケーキ専門店によるイノベーション ピュア・ハート・コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社丸屋本店 7110001005377 菓子製造業のＳＤＧｓ推進による冷凍スイーツ分野への進出 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 南魚沼市 今成漬物店 ３００年の歴史をもつ老舗漬物店が、スイーツ分野へ新規参入するための新工場設置事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 Ｂａｒ　ＳＰＵ 「美容×健康」による完全個室制ヘッドスパ専門店の新事業展開 新潟県中小企業団体中央会

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社リーフラント 4110001024776 給与前払いサービスを連携させた求人サイトと労務管理アプリの運営事業 武石　聡之

関東 新潟県 十日町市 株式会社田代屋工業 4110001021501 木造家屋の解体工事並びに廃材の有効活用を地域に広めるリサイクル事業 パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 新潟県 柏崎市 株式会社酒井鉄工所 9110001017313 営業受注から製造までの自動化で「スマート総合加工業」へ転換 株式会社事業リノベーション

関東 新潟県 西蒲原郡弥彦村 株式会社稲越製作所 6110002018998 自社製品販売による新分野展開のための店舗型事業への参入 燕商工会議所

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ユースフルハウス 7110001028857 一般住宅で培った技術を活かし省エネ定温保存倉庫事業へ参入 つばさ税理士法人

関東 新潟県 十日町市 小松屋装飾株式会社 2110001021008 新たな時代の展示会商談会のカタチを創る多角的企業へ躍進。 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市北区 株式会社マツモト 7110001005253 新製品　スチールカーテンウォール開発事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 上越市 有限会社栄喜堂菓子店 7110002022355 コロナ収束を見据え観光事業への転換、ネット販売による売上拡大 株式会社八十二銀行

関東 新潟県 中魚沼郡津南町 津南醸造株式会社 3110001021007 酒蔵から生まれるサプリメント開発、酒粕の乾燥粉末化および高付加価値商品化事業 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社ヨシハラギフト 8110001006671 シニア世代のための写真館を新規開業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新発田市 株式会社花安新発田斎場 5110001012854 非接触型オーダーメイド葬儀によるニューノーマル社会に適応した葬祭サービスの提供 新発田信用金庫

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社新潟アルビレックスランニングクラブ 6110001008083 国内初ウレタンシートを用いた「モバイルトラックプロジェクト」 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西蒲区 株式会社ＵｎｉＢｉｏ 8110003000912 医薬品市場に挑戦、日本初の「植物由来」医療用コラーゲン開発事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 有限会社加藤モーター 8110002019128 自動車用フルフラットリクライニングシートの製造販売事業 三条信用金庫

関東 新潟県 十日町市 有限会社豊楽 5110002025855 日本一メディカルハーブを取り揃え、オーダーメイドな美と健康をプロデュースするエステサロン 株式会社第四北越銀行

中部 富山県 高岡市 協同組合高岡総合給食センター 2230005006034 高齢者施設向け冷蔵配食「デリシェフ」 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 食堂マルコ 富山県産食材を使用した焼き菓子専門店での事業再構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 合同会社つぼみ 9230003001666 ミシュラン選出のブランド力を生かしたテイクアウト事業の構築 富山信用金庫

中部 富山県 滑川市 割烹あらき 和食の五法を取り入れた和風ラーメン店への事業転換と働き方の改革 深井克志

中部 富山県 砺波市 福助 冷凍コース料理調理済み製品の開発、生産体制構築および販路開拓の実行 富山県信用組合

中部 富山県 黒部市 松倉呉服店 呉服販売の店舗スペースを活かした飲食事業への業種展開による街の賑わい創造と貢献 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 大澤工業株式会社 5230001004971 昇降機製造技術を活用した足場作業専用荷揚リフト事業への進出 一般社団法人富山県中小企業診断協会

中部 富山県 富山市 株式会社ラグジュアリー 9230002005651 買取商品にリメイク修理を施し、利益率の高いＥＣ、小売部門へ進出 富山商工会議所

中部 富山県 富山市 一般社団法人地域・観光マネジメント 2230005008609 ～富山県のシンボル「立山」の古民家を改装した体験型施設～ 富山商工会議所

中部 富山県 射水市 株式会社ＴＡＰＰ 7230001015389 バーチャルリアルを活用した新たなコンテンツの提供 富山商工会議所

中部 富山県 魚津市 有限会社魚津鈑金 8230002007475 カーライフ問題解決企業としてのステップアップに向けた先進安全システム搭載車一貫修理・整備体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 魚津市 株式会社一期 8230001016246 木製什器・家具一括製造体制の構築による木工分野での事業再構築の実現 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 有限会社西正工業 9230002006765 廃プラスチックリサイクル事業への進出のための高純度・低コストプラスチックリサイクルシステムの構築 富山信用金庫

中部 富山県 小矢部市 株式会社アキ 7230001008921 営業エリアの拡大と古民家リサイクルでの持続可能社会形成に向けた古民家移築用古材販売システムの構築 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 サンフーズ株式会社 5230002011117 ＢｔｏＣビジネスへのシフトに向けたカット野菜急速冷凍技術の確立 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 いおざき印刷株式会社 8230001000191 新分野展開による付加価値提案力の向上とＥＣ活用による全国展開 富山商工会議所

中部 富山県 富山市 株式会社中田工務店 1230001004926 健康寿命延伸をテーマとしたサービス付き高齢者向け住宅の提供による総合的な街づくり事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社ジースリー 9230001005941 次世代自動車・車検対応力の強化による総合カーライフサポート企業への脱却 富山県商工会連合会

中部 富山県 中新川郡上市 マルマス機械株式会社 3230001004833 ５Ｇ基地局整備事業向けに環境負荷低減を目指したシューズクリーナー新規製造事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 酒井容器株式会社 1230001010065 高意匠化ニーズを捉える高精度・低コスト多色プラスチック射出成形技術の確立 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 射水市 ウッドリンク株式会社 3230001012514 全自動合板加工機とＡＩ積込ロボットの導入による完全自動製造ライン化 株式会社北國銀行

中部 富山県 富山市 株式会社Ａ－ＳＴＹＬＥ 7010601037391 富山県の食材で地産地消を実現し、今までなかった「富山ブラック餃子」を冷凍自動販売機で販売し富山県ひいては日本を元気にする 片岡　令

中部 富山県 氷見市 株式会社うみあかり 9230001016352 大型民宿からの脱却に向けたハイクオリティニーズ取込みのためのブランドイメージの強化 氷見伏木信用金庫
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中部 富山県 黒部市 株式会社丸五 8230001007427 カジュアル志向プライベートニーズの取込みのための高付加価値化サービス提供体制の構築 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 シンワ産業株式会社 4230001015400 小水力発電密閉型螺旋水車フレキシブル生産体制の構築による新分野開拓の実行 株式会社北陸銀行

中部 富山県 黒部市 株式会社高山鉄工所 1230002008083 産業分野集中リスク回避・一貫生産体制の強化のためのフレキシブル大型塗装技術の確立 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 中新川郡立山町 株式会社柳田製作所 6230001003337 超硬素材加工と大型丸物加工の実現により、成長市場への新分野展開を図る 株式会社北陸銀行

中部 富山県 中新川郡立山町 中田自動車鈑金塗装 車載式故障診断装置車検分野進出のための先進安全システム整備・車検体制の高度化 富山信用金庫

中部 富山県 富山市 株式会社誠栄工業 3230001016845 本格的な専門アスベスト事業の立ち上げによる建築物再生企業への進化 株式会社北陸銀行

中部 富山県 滑川市 株式会社米沢建設 7230001017724 ネットと実店舗を融合した非接触型こだわりパン・スイーツ販売事業 あかねパートナーズ株式会社

中部 富山県 小矢部市 アットホーム株式会社 6230001008922 日本初！個室サウナ×テレワークスペース事業による“選ばれる地域化”で地方創生に貢献！ 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 射水市 岩坪クリーニング 非対面型クリーニングサービス提供体制の構築による販路開拓 新湊信用金庫

中部 富山県 富山市 有限会社カンノ 8230002006122 バス部品製造技術を活かしキャンピングカー部品製造事業への新規参入 富山信用金庫

中部 富山県 高岡市 株式会社上田合金所 1230001009719 新分野展開としての環境維持・保全分野開拓のためのステンレス鋳造技術の確立 株式会社北陸銀行

中部 富山県 射水市 株式会社木田クレーン 8230001016799 省人化・短工期化ニーズを捉えたクレーン工事技術を活用した新サービス開発と販路開拓の実行 新湊信用金庫

中部 富山県 高岡市 株式会社にくまる 9230001015197 冷凍自動販売機を用いた、冷凍食品の無人店舗販売 増江　大介

中部 富山県 砺波市 株式会社センティア 4230001009468 チューリップ花き作農業からの脱却に向けた四季栽培による川下加工事業への進出 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 株式会社プロジェクトデザイン 9230001013498 オンラインビジネスゲーム決済・管理プラットフォームによる新事業確立 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 有限会社大西石油 9230002010420 中古車販売事業に参入、既存事業とのシナジーにより観光需要に左右されない経営基盤を作る 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 射水市 有限会社放生若狭屋 1230002013819 カジュアル・ファッショナブルニーズに集中するための新たなブランドイメージの構築 新湊信用金庫

中部 富山県 富山市 有限会社駅前ラーメンひげ 4230002000483 白エビラーメンと白エビ餃子の物販事業 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 株式会社ＯＮＷＡＲＤ 1230001016401 本事業で取り組む対象分野となる　事業（日本標準産業分類、中分類ベース） エクセルブレーン株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社精田建鉄 9230001001370 建材関連事業者としての事業領域を拡大し、建材販売先および工事発注元に対する新たな価値を創造する 株式会社北陸銀行

中部 富山県 小矢部市 株式会社小矢部精機 6230001009004 フレコンバッグ保管倉庫向けの自動搬送装置の開発・実用化 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 テレ通株式会社 2230001001798 顔認証システム等を活用した防犯予防システムの開発・展開サプライチェーン内における業態変更（小売りから商社へ） 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 株式会社ＧＧＹ 2230001017324 託児サービス付きの焼肉店開業で安心して食事ができる場の創出 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社Ｐｒｏｃｅｅｄ 3230001006788 鍵付き完全個室ブースの新設によるウィズコロナ・アフターコロナに適応するサービス展開 株式会社北陸銀行

中部 富山県 氷見市 有限会社細川 1230002013117 氷見牛を主とした地産地消食材を提供するエンターテイメント型オーベルジュ（宿泊施設）の開業。 株式会社北國銀行

中部 富山県 富山市 株式会社ＡＴＯＪＩ 5230001017817 コロナ禍により低迷する既存事業とは異なるビジネスモデルの展開によって新たな収益源を確立 株式会社北陸銀行

中部 富山県 中新川郡舟橋村 株式会社Ｍ＆Ｂ 7230001006347 ＲＶパーク（車中泊）の建設とスイーツ専門テイクアウトによる集客増加事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社島井 1230001010180 高精度大型部品精密加工技術を生かして事業転換を図る 株式会社北陸銀行

中部 富山県 中新川郡舟橋村 一般社団法人常願寺川公園スポーツクラブ 3230005008260 総合型地域スポーツクラブを拠点とした地域活性化事業 税理士法人田中会計

中部 富山県 中新川郡上市 新生薬品株式会社 9230001005925 クリーム乳化に関わる独自技術を活かした、新たな製品群へのチャレンジでの新分野展開 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 株式会社ＫＡＫＥＲＵ　ＰＬＵＳ 1230001016145 移住推進型の古民家再生・販売事業への進出 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 中谷工機株式会社 8230001008755 ＩｏＴを活用した２４時間稼働の精密加工自動システムの構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 高岡市 ＣＯＲＥ株式会社 9230001018753 県内初！顧客の非日常空間へのニーズを満たす、オーダーメイドのコンテナハウス施工販売事業 高岡信用金庫

中部 富山県 黒部市 恵比須丸 食品製造業への新分野展開で実現する収益性向上と廃棄ロス低減 アシステム税理士法人

中部 富山県 射水市 株式会社藤岡園 2230001012829 新たなブランディング戦略により実現する「お茶を通じた新たな体験・経験」提供体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社ティーテクニカ 5230002011471 金型メーカーによる半導体製造装置分野への製造供給体制構築事業 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 株式会社河本ウインド 9230002000891 ビヨンドコロナ＆脱炭素時代のＤＸ技術連携した非接触型インドアゴルフ練習場 株式会社富山第一銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社アワフーズ 2220001009677 リモート懇親会で使用できる全国配送可能なオードブル弁当の製造販売 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 白山市 エステティックイリヤ エステサロンの強みを活かしたヘアカラー専門美容業への事業転換 白山商工会議所

中部 石川県 金沢市 アジアごはんとおはぎ善 急速冷凍技術導入によるおはぎ新商品の開発と全国向けＥＣ販売 税理士法人中山会計

中部 石川県 七尾市 株式会社マリモ 2220001015527 丁寧な接客でファン客を獲得する韓国コスメ店に新分野展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 有限会社南自動車商会 7220002011231 自動運転にいち早く対応　車検・点検整備の新しいモデルに挑戦 株式会社シャイン総研

中部 石川県 金沢市 株式会社ステップアップ 6220001010375 ガトーショコラ専門“ケンズカフェ東京”の石川県でのＦＣ展開 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 ラウンジ　ｎａｏ 地域の魅力を満載したワンコインランチ提供による新分野展開事業 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 株式会社やわらぎ生活研究所 3220001008843 伝統文化の継承による、誰一人取り残すことのない介護事業展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 ＣＡＬＤＯ 猟友会と連携して地場ジビエを活用したドックフード製造による事業再構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 野々市 株式会社ふじ工業 6220001011489 雇用維持および地方の生活を守るための除雪事業への参入 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社ＰＡＧＵ 4220001022983 大自然×ヴィンテージドレス×装花装飾で彩るロケーションフォトウエディングの提供 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 金沢市 株式会社ＲＥ 4220001024113 除菌・抗菌ノウハウを活かしたハウスクリーニング新分野展開 小倉　悠治

中部 石川県 金沢市 アーテックス株式会社 1220001009579 金沢の老舗洋食店「自由軒」テイクアウト専用商品等の店舗販売事業 金沢商工会議所

中部 石川県 金沢市 株式会社マルシン 6220001006712 食品卸売業から飲食店兼業へ～川下への事業展開～ 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 プティパ 美容室から鍼灸院への新分野展開。美容と健康を包括した地域密着型の美容室 税理士法人地藤会計事務所

中部 石川県 小松市 株式会社ＲＥＣＲＥＶＡ 6220001023014 飲食店からパン製造卸への新分野展開による「ベーカリー部門」立ち上げ並びに地産地消促進事業 小松商工会議所

中部 石川県 金沢市 チョムスキーコーヒーアンドライブラリー ポストコロナ禍における生活に密着した自家焙煎珈琲店の新分野展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社ユナイテッド 3220001024106 地元飲食店とのタイアップを伴う持ち帰りからあげ・弁当事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 プライベートジムエス 遊んで学べるキッズスポーツスクールの運営による新分野展開事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 アップルボーテ 工場をリノベーションした健康酵素玄米おにぎりのテイクアウト事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 合同会社Ｗａｎａｌｙ 8220003001420 ワーケーション等「新しい生活様式」に適合する一棟貸宿泊・滞在施設の開業 株式会社商工組合中央金庫

中部 石川県 白山市 大工集団欅 自店で採蜜したハチミツを使ったクリ－ミーハチミツの製造販売 石川県商工会連合会

中部 石川県 白山市 ＴＯＭＯ工建 ｗｉｔｈコロナ時代に強いハウスクリーニング事業へ参入 石川県商工会連合会

中部 石川県 河北郡内灘町 アシッド・ブルーム　スタジオミミ こどもスタジオを利用した小規模ビジネス向けレンタルスペース事業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社
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中部 石川県 金沢市 株式会社Ａｌｌ　Ｄａｓｈ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍｓ 8220001018219 能登の希少な食材にこだわった「能登牛のひつまぶし」専門店の開店 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 加賀市 有限会社トラント 9220002012640 急速冷凍機３Ｄフリーザーを活用し高品質料理を広範囲に販売 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 株式会社斉藤輸送 6220001015779 運送業の従業員スキルを活かした除雪サービスの展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社ＣＬＡＮＳ 8220001021412 高架下という立地を活かしたテイクアウト一体の非接触型唐揚げ・焼き鳥店を出店 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 金沢市 株式会社金沢丸越百貨店 6220001002182 北陸の銘品を全国へ地場産業の振興に寄与するオンラインショップ事業 新大和税理士法人

中部 石川県 金沢市 株式会社カーショップチャレン 4220002013602 地元事業者との提携で進めるキャンピングカーレンタルへの挑戦 中村　哲也

中部 石川県 野々市 リヴィラ 国産鳥を使用した体にやさしいテイクアウト型からあげ専門店の開業 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 株式会社リオテラス 8220001021924 石川県金沢市北部地域に特化したポスティング事業の開始 髙岡　眞二

中部 石川県 野々市 株式会社創 5220001019780 眠っている空き家でアクアポニックス（屋内菜園）を提案する事業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 箔座株式会社 9220001003987 オンラインによるオーダーサービス／ファンサイトの構築および国内外への販路開拓 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 ＭＡＰＳ セントラルキッチンの複合的活用による収益源の多角化事業 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 ｓｏｉｘａｎｔｅーｄｅｕｘ 美容スペシャリストが打ち出す！植物療法ハーブ専門店による業種転換 株式会社福井銀行

中部 石川県 金沢市 ゲストハウス西金沢スマイルアンドスマイル ゲストハウス施設の一部を改修してのコッペパンテイクアウト専門店事業への新分野チャレンジ 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 有限会社大名茶家 5220002003536 カニ料理の無店舗販売によるブランド「かに百味百美」の確立 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 宮丸精密金型株式会社 2220001006955 新分野展開に向けた大型・耐腐食性焼入れ高硬度材高精度・低コスト生産体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 七尾市 株式会社山田屋 2220001015551 市場出荷に依存しない経営体質獲得に向けた能登産干物製品開発と生産体制・販売チャネルの構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 羽咋郡志賀町 株式会社ノトアロイ 1220001015874 電子部品・半導体分野向けの超硬合金素材の量産体制の確立 株式会社北陸銀行

中部 石川県 河北郡津幡町 マスケンサービス株式会社 7220001021677 建設車輛オペレーター事業から一般貨物自動車運送事業への業務拡大 海本　慎二

中部 石川県 金沢市 株式会社有川製作所 8220001000878 プレス事業者を対象とした金型製作・販売およびメンテナンスサービスの展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 珠洲市 ランプの宿株式会社 8220001016981 宿泊観光に依存しない地域観光資源としてのグランドデザインの高度化 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社フジ観光開発 1220001002451 旅館の既存施設設備を活用したランニングステーション事業 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 株式会社スリーアール 6220001014161 北陸地域から再生石膏紛を広めよう 税理士法人畠経営グループ

中部 石川県 金沢市 漁師飯居酒屋ＧＯＥＮ 能登メギスの加工販売による地域飲食店の活性化 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 株式会社フォルティス 2011001093088 宿泊業から天然酵母の高級食パンと地元果物を使ったコンフィチュールを売りにしたカフェ事業への展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 株式会社北研精機 1220001012418 ワンタッチ式装着を実現する次世代建機のアタッチメント開発事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社エル・シー 3220001001518 素材一次加工業からの完全脱却に向けた工作機械精密システムアッセンブリ生産体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 有限会社モアー 5220002005904 古民家を利用した、フォトウエディング×宿泊＆レストラン事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 白山市 株式会社金田鉄工所 8220001009069 地球温暖化、および高齢社会に必要な北陸初の小型冷凍トラックの製造および整備拠点の開設 株式会社北國銀行

中部 石川県 七尾市 株式会社蔵 9220001022566 新商品！？新スタイル！？新サービス！？革新的な焼肉店 のと共栄信用金庫

中部 石川県 鳳珠郡能登町 株式会社モアグリーン 4220002015730 奥能登の食材を活用した、純国産高付加価値ペットフードの製造と販路開拓 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 有限会社タナカ精工 1220002012565 需要増加が見込まれる次世代自動車（二輪含む）部品の製造へ進出 株式会社北陸銀行

中部 石川県 白山市 株式会社ヤスジマ 2220001007144 需要増加が見込まれる「炭素繊維複合材料成形装置」の製造へ進出 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社柿谷商店 6220001020399 完全オンライン化フィンランドサウナ併設のレジヤー型宿泊施設で再構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 七尾市 マホー工業株式会社 9220001015520 ＂マイクロＥＶ＂を観光客にレンタルし、新しいカタチの観光を提供する のと共栄信用金庫

中部 石川県 加賀市 株式会社キタデ 2220001013167 山中漆器の技術を応用した独自製品の開発による新市場の開拓と事業再構築の取組み 株式会社北陸銀行

中部 石川県 加賀市 宮西　翼 ペット専用貸別荘とドッグカフェ新規オープンによるペットツーリズムの開拓 小松商工会議所

中部 石川県 金沢市 株式会社ヤマザキ自工 6220001007215 水性塗装技術の取入れによるＳＤＧ＇ｓへの対応、これを活用し事故車完全再生販売事業で地域に良質で安価な高年式サポカーを供給 株式会社福井銀行

中部 石川県 白山市 有限会社山上工業 1220002006030 コロナ禍による受注減から、新たにアルミ製部品受注に踏み切る 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社田井屋 3220001003927 機器ソリューション新保守システム「ミマモル」開始 税理士法人中山会計

中部 石川県 金沢市 サンユー精密株式会社 8220001003121 ＥＶ分野への参入を実現するための超小型・超薄肉・高精度・低コスト全自動成形・組立・梱包ラインの構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社西出工業 5220001008412 医療分野への参入と組立工程までの完品一貫生産に向けた生産体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 白山市 大竹化成株式会社 8220001000085 金属加工機の導入で高性能フィルター部品加工事業へ参入！ 浅田　章大

中部 石川県 金沢市 株式会社一真 4220001001161 新型コロナを機会に嫌がる加工（ショットブラスト）の委託加工事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 七尾市 有限会社ウイルコーポレーション 2220002013661 最先端　抗菌ショールームでのシミュレーションゴルフ練習場 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社四季彩 9220001011503 高級呉服サブスク事業＆移動型記念日写真館事業の新事業展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社あどべん太 3220001000791 最新の映像用スタジオレンタル事業 久保　和夫

中部 石川県 輪島市 有限会社ぬりもの 2220002015674 輪島塗と能登の新しい食様式を開発・発信していく日本料理オーベルジュ「杣径」の開業 大角　武志

中部 石川県 金沢市 株式会社共同電気 5220001010079 電気工事で培った技術を活かしての中古キュービクルリユース事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社ドゥハウス 7220001004541 飲食店開店に向けたチャレンジショップから本格出店までをトータル支援 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 プロジェクトリバイバル株式会社 6220001022180 建物解体業者からトラックプリンター施工業者への再構築計画 税理士法人あおば

中部 石川県 金沢市 指江　勇一郎 金沢の味を、そのまま自宅へ！冷凍食品の製造及びＥＣモール『Ｃｈｉｌｌ　Ｄｅｌｉ（チルデリ）』における販売事業 金沢中央信用組合

中部 石川県 金沢市 株式会社種工匠土田 2220001014594 もなか製造技術を応用した食べれるスプーン等の製造・販売 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 赤玉株式会社 4220001000691 金沢おでん名店の味の常温長期保存商品化による販路と売上の拡大 半田　武志

中部 石川県 金沢市 株式会社ＫＡＩ－ｃｒａｆｔ 7220001022279 本格パスタの専門店（パスティフィーチョ）の運営事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 有限会社エー・アイ 9220002008300 森本地区活性化「心と体の健康・交流促進コミュニティ」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 榮松酒店 飲食店専門酒販店主の知識と経験が決めた飲食店ＦＣによる事業再構築 半田　武志

中部 石川県 金沢市 株式会社麩金 7220001005622 焼き麩技術を応用した海外植物代替肉市場への挑戦 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社環境公害研究センター 3220001001757 環境ＤＮＡ解析技術を用いた北陸地方における新分野・新市場への参入 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 株式会社吉田プレス 2220001007417 ＡＩ・Ｉｏｔを駆使した無人化医療機器部品製造 税理士法人マネジメント

中部 石川県 かほく市 株式会社梶鋳工所 3220001017373 二アネットシェイプ「スマート水道メーター部品」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 ｓｏｉｌ株式会社 6220001020341 メーカー直営店が提供する「ほんもの」の珪藻土製品の体験 税理士法人中山会計
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中部 石川県 小松市 株式会社のとや 6220001012297 北陸地域内高付加価値・プライベートニーズを捉えるサービス提供体制の高度化 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 ルーティヴ株式会社 3220001021004 製材所から出る端材を有効活用したサステナブルな木材造作家具 むかい税理士法人

中部 石川県 金沢市 エダ産業株式会社 7220001001423 下請構造脱却による経営安定化のための新事業展開での機械塗装・建築設計両部門間シナジー効果の創出 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 石川県 白山市 高木鉄工株式会社 7220001009235 ロボット導入でスチール部品からステンレス・アルミ部品へ新分野展開 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社ジーセレクト 5220001009732 ＢｔｏＢビジネス加速化に向けての新たな当社オリジナルフレンチトースト製造体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 土井　誠 持続可能な地域づくりのための、オリジナル調味料の製造販売と鉄板焼事業への進出 竹田　健一

中部 石川県 金沢市 株式会社んまい屋 1220001017078 経験知に基づくコインランドリーシステムの開発販売。「攻め」のランドリー事業へ。 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 有限会社招龍亭 4220002009856 北陸初、中国レストランによる中国現代絵画美術館事業計画 山瀬　昌紀

中部 石川県 金沢市 株式会社Ｍａｖｅｒｉｃｋ 8220001020298 石川県初の室内ゴルフアスレチックの建設とパーソナルゴルフスクール運営 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 金沢市 有限会社高崎屋 1220002003597 老舗寿司割烹の歴史・文化とモダンを融合させたバー開設 浅田　章大

中部 石川県 羽咋郡志賀町 寺岡畜産株式会社 8220001015728 能登牛と当地の豊富な食材を活かした食肉加工品を首都圏に展開する事業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 加賀市 株式会社シモアラ 8220001013715 木造建築の強みを活用した、シナジー効果を生み出す木製家具事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 かほく市 株式会社日新 4220002016654 美しい”のと里山里海”を身近なところから守ろう！違法投棄ゼロの地域を目指して 株式会社北國銀行

中部 石川県 七尾市 岡田翔太郎建築デザイン事務所商事合同会社 5220003001951 能登の空き家問題に挑むモデルルーム型古民家宿泊事業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 レアテック株式会社 2220001009660 業態転換によるマンションの計画的な修繕・保全の「見える化」事業 金沢信用金庫

中部 石川県 かほく市 咲ｍｏｌｌｅｔ株式会社 6220001018360 フィットネスジムがあるショートステイ のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社イッセイ 2220001001163 農業・環境・エネルギー分野に貢献する事業への進出を通じた新分野展開 株式会社迅技術経営

中部 石川県 小松市 株式会社吉光組 8220001012568 専用リテラ導入による汚染土不溶化処理事業への新分野展開 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 合同会社ＷＡ・Ｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙ 4220003002455 北陸地域・金沢から始まる飲食事業者・消費者マッチングシステム 株式会社企業参謀

中部 石川県 加賀市 株式会社吉田屋 8220001020496 泊まる温泉旅館から過ごす温泉旅館へ　健康促進新湯治旅の提案 株式会社北國銀行

中部 石川県 加賀市 株式会社ティーズコーポレーション 9220002012608 快適・安心・健康の家づくりのためのスマートホーム体験型専用ショールームの構築 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社オールウェイズ 8220001017212 『セントラルでクラウドなキッチンが地域をつなぐ！』 のと共栄信用金庫

中部 石川県 加賀市 株式会社加佐ノ岬倶楽部 7220001013749 重伝建地区「北前船主の里」古民家再生ゲストハウス事業 株式会社北國銀行

近畿 福井県 小浜市 福井物産株式会社 8210001014012 ＦＣ事業を通じて県内地域商材総合流通企業へ進化 株式会社福井銀行

近畿 福井県 敦賀市 酒菜家ｈｉｒｏ 福井県を代表する食材を使用したテイクアウト販売事業 ヒッドワークス合同会社

近畿 福井県 鯖江市 株式会社大越プラレンズ 8210001017139 環境に優しいリサイクル・プラスチックレンズ製造業に業態転換する 左近　政裕

近畿 福井県 鯖江市 株式会社カブト 5210001012761 多角化の強みを活用した墓石需給のミスマッチを解消する終活事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 株式会社Ｅうの 9210001013450 家電で培った地域密着のネットワークを活用した循環型不動産事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 コウキ株式会社 9210001015422 安全重視で効果的な雪下ろし装置の開発及び製造販売 税理士法人上坂会計

近畿 福井県 丹生郡越前町 株式会社グロース 9210002013152 眼鏡枠部品の一貫生産体制に業態転換し、高品質・短納期に対応する 左近　政裕

近畿 福井県 福井市 タビーズ オンラインレッスン・ライブＷｅｂ配信を含む総合的音楽事業の展開 税理士法人シンクバンク

近畿 福井県 丹生郡越前町 カイロオフィス　ｓｏｇｏｏｄ 福井県内初の完全プライベート型個室陶板浴事業 税理士法人シンクバンク

近畿 福井県 福井市 チャイニーズ　レストラン　ファン 野菜いっぱいの中華ランチボックスによるコロナ禍の新しい中食需要の開拓 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社京呉服平田 6210001001020 「ＡＩ×自慢のスタッフ」当社の強みを活かした業態転換 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社五目亭 3210001015881 伸びにくい健康らーめんによるデリバリー販売事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

近畿 福井県 福井市 ネイル　ファクトリー　ラッシュ 福井の働く女性に安心と潤いを与える非接触型トータルサロン事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 大野市 大橋撚糸有限会社 3210002009379 民族衣装の撚糸製造業者が手掛ける産業資材の細幅織物 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 福井市 国見水族館 くにみクラゲ公民館の開館による癒し空間の創出事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 あわら市 牧田石材 ＮＣ制御加工機を導入し、新たなお墓ニーズを取り込んだ製品を提供する 福井県商工会連合会

近畿 福井県 大飯郡高浜町 フクムラ仮設株式会社 7210001014351 新技術！ブラスト洗浄による仮設資材のクリーニング＆メンテナンス事業への参入 株式会社エフアンドエム

近畿 福井県 勝山市 株式会社コトブキ薬局 2210001016617 地域の人が安心して集える医療・健康づくりスポットの建設 越前信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 西部染色株式会社 6210005007963 総菜の自動販売機を併設したコインランドリー開設計画 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 エムリアン合同会社 7210003000829 精神障害者の受け皿となるグループホーム事業への進出 鈴木　康一郎

近畿 福井県 越前市 有限会社市川鉄工 3210002011483 鉄工所がアイアン家具・雑貨の製作に進出し、新設した店舗でウェブと体験を融合させたマーケティングを展開する 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 八重巻酒店 老舗酒屋が地元駅前に三密を避けた立ち飲み日本酒バー併設店舗を新設 福井県商工会連合会

近畿 福井県 勝山市 株式会社鷲田商会 5210002009914 小規模農家へのドローンを使った農薬・除草剤散布請負事業の推進 勝山商工会議所

近畿 福井県 南条郡南越前町 エバーゴールド株式会社 1210001012253 コロナ禍下、ウイズコロナで需要が増加する医療・介護用ユニフォーム等の裁断事業への進出 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 敦賀市 有限会社ア・ノーティー・ボウイ 8210002011231 地域発！女性の自由な働き方を応援するフレキシブルスペース運営事業の展開 敦賀信用金庫

近畿 福井県 福井市 株式会社ウララコミュニケーションズ 2210001000364 求人総合サイトの設立と人材派遣・人材紹介事業への進出 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 増田紙器工業株式会社 7210001011976 業界最大クラスの設備導入による高品質・高耐久の葬儀商品の開発 福井信用金庫

近畿 福井県 敦賀市 合同会社岩崎企画 7210003001240 ホテル立地を活かしたコインランドリー事業の開業 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 大宝工芸株式会社 5210001015780 高付加価値木製家具の低価格化へ向けての自動化・標準化の推進 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 勝山市 山一食品株式会社 9210001010043 年間観光客１２０万人を超える道の駅恐竜渓谷かつやまに豆乳を主役とする飲食店事業の開業 株式会社ジエック経営コンサルタント

近畿 福井県 大飯郡おおい町 株式会社ジェット 1210001014209 廃業予定旅館業のＭ＆Ａによる地域観光資源連携・ワーケーション特化宿泊事業の展開 小浜信用金庫

近畿 福井県 南条郡南越前町 株式会社みつぐはうす工房 8210001013550 重伝建・今庄宿にたたずむ一棟貸しスタイル高級宿泊サービス 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 越前蕎麦ｄｉｎｉｎｇ櫻庭　～ＳＡＫＵＲＡＢＡ～ 福井県在来種を軸に、福井の豊かな食文化を発信する事業への転換 吉村　征浩

近畿 福井県 福井市 株式会社ＯＸＸＳ 3210001016830 地下店舗から地上店舗へ。福井県直仕入の食材を活かした韓国料理への新分野展開 昭和信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 有限会社北陸ベンディング 8210002013384 スマートグラスの進化に寄与する、試作品の一貫生産体制構築事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社松本自動車工業 5210002008833 自動車修理の高度化により、地域初のエーミング・適正車検センターを開業、路上安全を確保しコロナからのＶ字回復をはかる 株式会社福井銀行

近畿 福井県 坂井市 広撚繊維工業株式会社 6210001003009 「高強度・高耐久性」生地量産体制のための光学式自動ドローイングシステム導入 株式会社福井銀行

近畿 福井県 南条郡南越前町 株式会社北善商店 8210003000613 地元観光客向けに酒粕を活用した「酒粕麴味噌」「甘酒」の開発 福井県商工会連合会
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近畿 福井県 福井市 株式会社ハヤカワ 7210001002736 地域のクリーニング業者を救うレンタル事業による業界再構築 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社昆布屋孫兵衛 7210001001291 和菓子専門店から地元食材を活用した和洋菓子店への転換 株式会社福井銀行

近畿 福井県 大飯郡おおい町 株式会社カネイチ商店 3210001014314 「古民家オーベルジュ」新規開店による飲食・宿泊事業への展開 福井県商工会連合会

近畿 福井県 三方上中郡若狭町 和新 マルチシステム端末を導入した非接触型コインランドリー店の開設 福井県商工会連合会

近畿 福井県 鯖江市 山壁産業株式会社 5210001013347 トレーディングカード用アクリルディスプレイ商品の即納体制構築によるトップシェア獲得 株式会社福井銀行

近畿 福井県 三方郡美浜町 ＧＡＲＡＧＥ　ＢＩＴＦＵＺＺ株式会社 7120901036917 北陸初！障害児福祉（放課後等デイサービス）×ｅスポーツを融合した新分野展開事業 倉内　貞敏

近畿 福井県 福井市 株式会社松浦機械製作所 4210001003869 中小・小規模企業の為のエントリーモデルＩｏＴ活用５軸複合加工機の開発 株式会社商工組合中央金庫

近畿 福井県 勝山市 株式会社ニットク 3210001009990 高い寸法精度を持つ高密度フィルターの一貫提供体制の構築 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 福井中央魚市株式会社 2210001003672 全国初のＤＸ対応・完全陸上生産システム設備導入による「ふくいサーモン」通年提供体制の構築 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 スキット株式会社 9210001001901 ネット印刷、製本等の技術を活かした小ロットパッケージのネット印刷事業への進出 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 坂井市 株式会社三丹本店 3210001009438 観光客をターゲットとした北陸新幹線「芦原温泉駅」への地域アンテナショップ新業態の出店 株式会社北國銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社つるや 1210001014679 時代の先を見据えた自動車販売及び整備事業強化による事業再構築 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 勝山市 松文産業株式会社 5210001010113 新規に開発した炭素繊維織物の製造および販売を行う事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 鯖江市 有限会社御園飯店 7210002013435 飲食店の人手不足と顧客満足向上に貢献、業務用カスタム餃子事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社丸仁 8210001003948 オンリーワン技術×店舗併設体験型工場活用による、オリジナル商品製造販売 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社出雲記念館 1210001008961 非接触型セルフエステによる結婚式場の新分野展開 税理士法人上坂会計

近畿 福井県 坂井市 島田整骨院グループ株式会社 7210001009632 ＩＯＴを活用した緊急宿泊用シェアハウスの設立事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 株式会社Ｒ．ｓｔｙｌｅ 9210001016081 ２４時間対応型スマートインドアゴルフ練習システムの構築事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 北陸東工シャッター株式会社 2210001002212 シャッター製造から建築金物塗装への新規参入による新分野展開 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 福井市 平成電工株式会社 4210001003175 デジタル技術を活かした非接触型焼肉店への新分野展開 萩原　佳

関東 山梨県 中央市 有限会社良味 2090002006761 花と菓子を融合させた新業態の店舗展開 甲府信用金庫

関東 山梨県 韮崎市 有限会社武井工務店 4090002013731 新規のオンライン障害児児童相談事業と児童発達支援事業所の複合施設の開設 藤原　一正

関東 山梨県 富士吉田市 株式会社そらのした 3090001012479 アウトドア専門リペア＆カスタマイズによるＳＤＧｓの推進事業計画 都留信用組合

関東 山梨県 北杜市 むすびのえん　八ヶ岳本店 旅館業におけるワーケーション型滞在サービスへの新分野展開 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 株式会社うえだグループ 6090001013615 観葉植物（塊根植物・アガベ）の生産・販売事業による事業再構築 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 株式会社ニューオレ 8090001001717 「おうちでレストラン」をコンセプトとした地産地消商品販売と出張調理サービス 甲府商工会議所

関東 山梨県 甲斐市 株式会社ＹＡＮＡＰＵＲＡ 4090001016677 「山梨の子どもたちよ、ファッションリーダーであれ！」～アメリカ古着子ども服販売～ 税理士法人深澤会計事務所

関東 山梨県 北杜市 百番珈琲 地域資源を活用し集落の元商店を復活！里山の地域密着型カフェ 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 いわし亭 好立地を活かしテイクアウト・ドライブスルー事業に取り組む 株式会社ハッピー・メンター

関東 山梨県 富士吉田市 合同会社まちづくり 7090003001187 管理栄養士監修オーガニック加工食品による通信販売 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 甲州市 有限会社ぶどうばたけ 9090002011516 コロナ禍でも安心なオープンカフェ事業とジェラートの製造・販売 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 株式会社治作鮨 3090001001036 アイシングクッキーの製造、キットの販売、お菓子教室のサロン事業展開 藤原　一正

関東 山梨県 甲府市 株式会社近藤宝飾 7090001000793 アパレル市場を起点としたジュエリー小売への参入 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 有限会社ヒロセコンストラクション 3090002002578 空き家を活用しコロナ禍でも安心して暮らせるシェアハウス新事業 飯田　伸司

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 自在ガラス工房 富士山の自然に包まれたアウトドアカフェ＆感染低リスク型工芸体験スペース拡充及び設置事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 大月市 水越商店 個人販売市場へのシフト！　ジュエリー業界の下請け構造からの脱却 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南巨摩郡早川町 本流堂 利用者単価アップのためのジビエバーベキュープランの提供 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 富士吉田市 アイディールホテル 使われなくなった空き家を再生し一棟貸しの宿泊施設が付属された「アートベーカリー」を開業 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 心とカラダ研究所リン カラダの中から外まで！デトックスと脱毛・シミ取りサロン 本川　修一

関東 山梨県 甲府市 株式会社ディーユー・スタッフ 5090001005225 バーチャルシステムを活用した社会課題解決型事業－遺品・空き家・墓参事業 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 山梨県 甲府市 ジャパン運転代行 地域密着型の福祉タクシーおよび便利業で事業再構築 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲府市 ＫＡＺＯＯ株式会社 1090001006887 ライブハウス敷地内に設置するオープンカフェのテイクアウト事業 初鹿　武仁

関東 山梨県 甲府市 株式会社Ｍａｋｉｎｇ・ｆｕｎ 7090001015734 甲府市中心市街地で最上級の天ぷら専門店を新分野展開する 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 笛吹市 株式会社羽中田物産 6090001016510 道路貨物運送業が取り組む樹木葬を基本とした葬儀業への挑戦 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲府市 株式会社スタンプマート 1090001005204 新開発のインキ浸透式スタンプホルダーの製造と販売 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 登り坂ホテル株式会社 8090001009933 ファミリー層や小規模団体等の新規需要の拡大と宿泊事業の安定化 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 テニスフレンド ファミリーもペットも歓迎。地域と連携した、おもてなし溢れる古民家貸別荘への展開 都留信用組合

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 有限会社コロコロ 8090002012011 シニア世代が集えるサービス付き旅館事業 池谷　正志

関東 山梨県 北杜市 株式会社丸政 7090001011353 新冷凍技術を活用した新分野（冷凍食品）への挑戦 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 富士興業株式会社 9090001001906 日本遺産“昇仙峡”で地域資源を活用した観光型養蜂体験施設への新分野展開 甲府信用金庫

関東 山梨県 都留市 株式会社関山建設 2090001008412 地域密着型建設業が営む誰でも気軽に楽しめるグランピング事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 北杜市 北の杜ＦＡＲＭ 白州の恵みを丸ごと届ける　“想イモ伝わるさつまいも加工品” 長田　忠幸

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 ｐｌｕｍｂｅｒ　ｗｏｒｋｓ 「くらしの快適を支える！」～配管のプロが行うパイプクリーニング事業～ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 西八代郡市 伊藤建材株式会社 1090001011904 一般ゴミの収集運搬体制を整え遺品整理・生前整理事業に参入 株式会社ビジョン・サプライ

関東 山梨県 南都留郡鳴沢村 ｈａｉｒ　ｗｏｒｋｓ　ＮＡＰ ＂ＨＯＴＥＬ　ＮＡＰ”と”地域事業者”が連携提供する新しいスタイルの宿泊事業 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 山下総業株式会社 4090001010234 河口湖発！老舗旅館から最新ワーケーション対応デジタル旅館への業態転換 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 政功苑 地域発信の旅行代理店および体験・宿泊施設 都留信用組合

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 有限会社ジュピター 9090002012134 地域資源の活用とバリアフリーレジャーへの取組みによる再構築 小原　恭子

関東 山梨県 富士吉田市 有限会社丸正電器 9090002012613 自社の強みを活かした新分野展開！一生涯のお付き合いができる介護美容対応美容室 鈴木　尚剛

関東 山梨県 甲府市 有限会社丸政河西印刷 3090002002958 高齢化社会に向けたシニア健康ダンス教室とＷＥＢレッスン事業への業種転換 池田　哲郎

関東 山梨県 甲府市 株式会社八光 4090001002330 既存事業とのシナジー効果抜群！ベーカリー＆カフェ業態で飲食業への挑戦！！ 株式会社山梨中央銀行
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関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 有限会社モデリスタ 8090002006327 美容師が手掛ける『本格エステティックサロン』への新事業展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 リオ．不動産コンサル株式会社 3090001014509 トレーニングジムとキッチンのシェアリングサービス事業 本川　修一

関東 山梨県 北杜市 株式会社勝栄 3090002014169 自社鶏糞を堆肥に再利用する循環型観光農園事業への新分野展開 山梨県中小企業団体中央会

関東 山梨県 富士吉田市 有限会社赤坂精密 4090002011578 化粧品容器向けナノバブル発生部材製造への挑戦 都留信用組合

関東 山梨県 南都留郡忍野村 株式会社ラヴェルドゥーラ 1090001016820 富士山の景観を屋上テラスで楽しむカフェ＆テナント複合施設の開発 飯田　伸司

関東 山梨県 笛吹市 株式会社Ｎホーム 7090001015750 モデルハウスを活用した低炭素・健康住宅リフォーム事業への挑戦 菅野　浩司

関東 山梨県 富士吉田市 一般財団法人人材開発センター 1090005004508 ワーク×遊びの複合型キャンプ場運営への展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 山梨県 甲府市 穴水株式会社 5090001000093 次世代自動車対応の車検・整備センターを新設し、総合的な自動車サービスをワンストップで提供していく再構築事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 笛吹市 株式会社ホテルふじ 8090001006162 ＳＡＵＮＡ　ＦＯＲＥＳＴ　ＦＵＪＩを活用した賑い創出事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 韮崎市 株式会社ミヤザワテッコウ 1090001011796 高齢化者向け介護事業（機能訓練型デイサービス）への業種転換 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 山梨市 株式会社フルーツオーサー 4090001014334 コロナで大打撃の果物狩り観光体験サービス事業からお取り寄せ販売事業への業態転換 税理士法人深澤会計事務所

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 河口湖整体院Ａ　ＤＡＹ 整体と美容施術を融合した総合ボディデザインスタジオの開設 都留信用組合

関東 山梨県 甲府市 株式会社きものあさ川 3090001007669 本格的フォトウエディングとオンライン結婚式場への展開事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南アルプス市 株式会社ｉＢＯＸ 4090001014697 山紫水明甲州台ヶ原宿街道に於ける　「戸別分離型宿泊事業及び飲食、観光事業」 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社ＫＯ‐ＮＯ 9090001012655 コロナ禍で増加した在宅時間を快適にする高品質のフルオーダー建築 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南アルプス市 芦安精機株式会社 3090001004732 検査専業からプラスチック製日用雑貨・食卓用品製造業への事業転換 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 山梨市 サントネージュワイン株式会社 6090001008904 「老舗ワイナリーが挑む！国産ウイスキー、ブランデーなど蒸留酒市場への参入！」 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 堀田畳製作所 既存事業とシナジー効果が期待できる襖張り替え事業への新事業展開 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 株式会社サイトー製作所 5090002012071 洗浄工程の機械化と検査工程の環境リソース整備による医療用内視鏡分野への進出 山地　真吾

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 マーレ健保組合保養所・インザムード アウトドア体験宿泊施設「Ｉｎ　ｔｈｅ　ｍｏｏｄ（インザムード）」への新分野展開 池谷　正志

関東 山梨県 甲府市 株式会社五幸商会 5090001000770 現代アート作家を起点とした新ブランドによる小売業への参入と現代アートの販売 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南アルプス市 株式会社青柳興業 4090001004731 南アルプス初のグランピング場経営による地域イノベーション 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社古名屋 3090001000797 ウイズコロナ時代のニーズに対応するグランピング施設業の展開 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 山梨県 都留市 株式会社サイトウ 1090001008371 ＡＩ／ＩｏＴを伴うロボットシステム導入による先進運転支援デバイス部品の生産革新化 山地　真吾

関東 山梨県 甲府市 株式会社Ｊバウンド 6090001007583 カフェ・物産品販売・観光案内を複合した観光サービス拠点の運営 甲府商工会議所

関東 山梨県 富士吉田市 富士山Ａカンパニー株式会社 3090001013469 業界初、手技の職人技と最新鋭機器を併用し山梨県名産品である冷凍・吉田のうどんを開発 坪井　亮

関東 山梨県 南アルプス市 株式会社いのうえ 6090001004762 「ＬｉｖｅＷｉｒｅ」を主力にしたバイクツーリズムによる地域活性化事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 オオシバ機械株式会社 3090001000327 シートメタルおよび立体形鋼カッティング事業への業種転換 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社Ｉｎｔｅｒｅｓｔｉｎｇ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 7090001016286 当店こだわり食材を活用した「サ飯」と「プライベートサウナ」の展開で地域活性化に貢献する。 リードブレーン株式会社

関東 山梨県 韮崎市 株式会社スポーツランドやまなし 2090001011119 サーキット場内におけるグランピング事業への新分野展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 有限会社藤本運送 4090002002619 青果物運送事業者による「トラックオートボディプリント事業」への参入 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 一般社団法人ウェアハウス山梨 9090005007065 空き倉庫活用！繋げる複合シェア施設、起業家応援プラットフォーム事業 甲府商工会議所

関東 山梨県 甲府市 株式会社クリーニング志村 8090001000578 ＜サブスク型＞家庭洗濯代行による「洗濯からの自由」は、地域のゆとりをつくる 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南アルプス市 株式会社Ｂｏｎｃｈｉ 4090001016495 フルーツと自然の魅力を発信するグランピング事業への業種転換。 藤原　和江

関東 山梨県 北杜市 一般社団法人星つむぎの村 6090005007084 星つむぐ家－自然環境（特に星空）豊かな地域の特性を生かした宿泊施設の開業 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 山梨県 甲斐市 有限会社内外研磨製作所 7090002005131 シンチレーターブロックの生産体制の構築 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社陸作 5090001016271 「釣って食べて飲んで楽しむ」ＲＩＫＵＳＡＫＵエビ釣りレストラン 甲府商工会議所

関東 長野県 伊那市 駒ヶ根プロパティ・マネジメント合同会社 8011103007824 飲食業からレンタルオフィス業及びワーケーションオフィス業への新分野展開 伊那商工会議所

関東 長野県 須坂市 二葉屋製菓株式会社 8100001005939 「お菓子で想い・気持ちを届ける」新ビジネスモデル構築 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 上田タクシー株式会社 4100001009588 車に乗らない・乗れない方達のバリアフリーを促進する「患者輸送タクシー」 株式会社八十二銀行

関東 長野県 南佐久郡南牧村 株式会社アグレス 8100001008990 作物残さ・地域資源を活かした加工食品事業および外食事業への新展開 長野県商工会連合会

関東 長野県 上田市 株式会社ジェイ・ファクトリー 9100001011300 各種ＳＮＳ便利屋サービス　～ＳＮＳを活用した広告・収益活動のサポート事業～ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 ダンクセキ株式会社 5100001001651 布への印刷事業による、体験型のＴシャツ等プリントサービスを軸とした新規事業構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 ザダイニング株式会社 7100001006797 鶏ガラ出汁うどんと豊富な惣菜を提供する「飽きない」新店舗開発 米倉　徹

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 詩季彩・ぱぷりか 食と美術を楽しむ信州伊奈高遠の古民家民泊「桜水亭」 赤田　彩乃

関東 長野県 駒ヶ根市 株式会社ホテルやまぶき 9100001024475 高齢者・障がい者が安心して利用できる宿への転換事業 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 松本市 株式会社横山薬局 5100001014356 日本料理を活用した贈答用商品（チルド食品・スイーツ）の開発・製造事業 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 上田市 美容室ＭｃＬ 「美の専門店」を目指す美容室による脱毛・痩身エステ事業進出計画 株式会社長野銀行

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 ロッジ　やまのまにまに 既存ロッジに企業研修コンテンツを付帯させ、新分野展開する事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 岡谷市 アミーチ フェイシャルトータルビューティーを実現する、美容×エステサービスの提供 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 安曇野市 株式会社ＯＮＥ 4100001026609 農家が処理に困っているもみ殻を使ったエコ燃料の製造・販売事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 塩尻市 ちえてらすコンサルティング 中小建設業者向けＩＣＴ活用工事支援事業への新分野展開 株式会社長野銀行

関東 長野県 安曇野市 リミユディオレーヌ株式会社 6100001026004 外面美容だけでなく内面美容も取り入れたトータルケア事業への再構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡宮田村 有限会社トノムラヤ薬局 8100002034243 薬局がもつカウンセリングスキルを応用した新たな発毛事業の展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 株式会社井上 5100001012756 「デパ地下」の宅配サービス事業展開による新たな市場開拓 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 株式会社Ｅｘｃｈａｎｇｅ 6100001029551 飲食業から清掃業への業種転換による事業再構築 長野県中小企業団体中央会

関東 長野県 中野市 株式会社塩崎 1100001012066 江戸時代からある伝統の小布施栗のペースト加工と販売 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 ラパーチェ コインランドリーとの相乗効果を狙うテイクアウトカフェ事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 飯田市 有限会社シャデイギフトはら 8100002036479 ギフト商品販売のフランチャイズ店舗として培った営業戦略と広告宣伝ノウハウを生かしたセルフエステ事業への新展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 株式会社Ｌｉｎｋｌｅ 5100001031178 一人焼肉特化型の酒場「さすらいのカンテキ　松本酒場」の運営 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 大徳紙商事株式会社 1100001013460 アフターコロナを見据え、化学工業分野へ進出し既存分野依存からの脱却を図る。 株式会社八十二銀行
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関東 長野県 諏訪郡原村 出戸 音楽家としての経験を活かしたレコーディングスタジオの構築 長野県商工会連合会

関東 長野県 松本市 有限会社コラル 5100002020015 焼鳥・揚げ物・弁当販売に特化！販売方法拡大により「夢屋」の味をより多くの皆様へ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 須坂市 ゲストハウス蔵 登録有形文化財を利用したオーダーメイド結婚式場 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社ハトヤ商会 4100001002840 イートインスペース増設による新たな販路拡大 株式会社アイズモーション

関東 長野県 松本市 パッシングポイント 操縦講習、機体の整備・修理及びレンタルによるドローン導入のトータル支援 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 株式会社白馬森のわさび農園 9100001030168 サウナ、キャビン新設事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 長野市 フォートライアングル 「筋トレ・痩身・健康促進」電子機器による屋内トレーニング事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯山市 株式会社鄙美 3100001030181 首都圏向け野菜生産販売事業から雪室貯蔵そばの自社製麺業に業種転換 飯山商工会議所

関東 長野県 小諸市 株式会社山崎長兵衛商店 1100001008634 新しい時代の仕事と地域交流拠点、多目的レンタルスペースの開設事業 小諸商工会議所

関東 長野県 松本市 株式会社ライジング・サン 9100001029029 地域の人気飲食店の商品、全国のお取り寄せ商品の自動販売機展開で、充分なおうち時間を提供 松本信用金庫

関東 長野県 長野市 合同会社ｂｏｒｄｅｒｆａｃｔｏｒｙ 6100003005311 長野県初のスマホ基板修理と地域高齢者のデジタル化問題を解決 長野信用金庫

関東 長野県 小諸市 有限会社ミキ・コーポレーション 8100002012777 新たな地域農産物の生産者直売所への事業転換 有限会社銀河企画

関東 長野県 長野市 山宿　戸隠小舎 貸し切りトレーラーハウスで田舎満喫・長期宿泊事業 岡本　洋平

関東 長野県 伊那市 株式会社サンプラント 8100001020723 農家が営む飲食店（自社栽培の旬な素材を使った料理の提供） 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 株式会社ダイフレックス 1100001010012 ウェットブラスト処理をしたフレキチューブの新製造方法と販売 上田商工会議所

関東 長野県 飯田市 株式会社アンジュ 8100001027306 胡蝶蘭を軸とした直販及びＥＣサイトによる生花販売事業 Ｂ´ｕ社会保険労務士法人

関東 長野県 諏訪郡下諏訪町 ＣＡＦＥ食堂１０９３ 自宅に１０９３（Ｔｏｋｕｓａｎ）！“体を思いやるお母さんのやさしい手作り弁当”の持ち帰り・配達飲食サービス事業進出 下諏訪商工会議所

関東 長野県 佐久市 株式会社アド・リブ 1100001009252 糊付きオリジナル壁紙ＥＣサイトによる販売事業 一般社団法人佐久産業支援センター

関東 長野県 上田市 株式会社真珠星 6100001011625 縮小するブライダル美容からトータルビューティーサロンへの転換 中田　麻奈美

関東 長野県 佐久市 合同会社ＴＡＫ 2100003005661 障害者総合支援法に規定する指定障害福祉サービス事業所の運営 山梨県商工会連合会

関東 長野県 松本市 ＥｌｅｎａＣｏｆｆｅｅＲｏａｓｔｅｒｓ ＥＣ販売の自家焙煎コーヒーショップがコロナ禍に挑戦する、米国産スクールバスを改装したキッチンカー新規事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 茅野市 アングラーズハット 信州の魅力は野外にあり！コロナに負けない野外レジャープロジュース計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社Ｈ２Ｘ 7100001026614 インテリアファブリック事業 関谷　孝文

関東 長野県 小諸市 株式会社アステック長野 6100001008357 ３Ｄデザイン・オブジェクト入りゼリー（仮称）の製造販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 ろっぢ安曇野遊人 トレーラーハウスによる新規の貸別荘事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 佐久市 武重本家酒造株式会社 3100001007329 ＢｔｏＣ市場進出により「Ｒｅ：ＴＡＫＥＳＨＩＧＥ」（リピーター）』を確保する 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡富士見町 ＹＵＫＡＲＴ プライベートドッグヨガ×酵素玄米で健康な旅の寄り道創り計画 長野県商工会連合会

関東 長野県 長野市 一般社団法人Ｔａｋｅ　Ｓｕｎ 3010405016802 アスリート主導トレーニングと参加型イベントによる地域活性化事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 ますや酒店 飲食店への卸売りから家飲み需要を捉える試飲販売所への転換 中田　麻奈美

関東 長野県 下高井郡野沢温泉村 ロッヂまるしげ スポーツワーケーション滞在者向けの新規事業展開 長野県商工会連合会

関東 長野県 諏訪市 麺屋しるし 諏訪大社を絡めた店舗ブランディングで町を元気に！焼肉店への事業転換 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 伊那市 株式会社まつり工房 3100001022146 伊那谷の自然と芸能を体感する「体験型宿泊サービス」への新分野展開 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 上田市 株式会社東信ジャーナル社 7100001010048 投稿型ローカルニュースポータルサイトサービスの展開 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 上高井郡小布施町 株式会社システムアプリケーション 1100001005821 全工程自社一貫体制と医療分野の検査ノウハウを活用した医療用樹脂製品等の製造 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 信州オールレンタル有限会社 9100002014062 キラキラ信州デザインパネルの製造販売ＷＥＢレンタル事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 木曽郡木曽町 株式会社マルミ 9100001017958 成人の日の需要をつかみ、顧客を創出する「多目的スタジオカフェ」運営事業 長野県信用組合

関東 長野県 長野市 株式会社ベイトラスト 4100001005364 和風居酒屋から「とんかつ専門店」「肉料理専門店」への事業転換 長野信用金庫

関東 長野県 北安曇郡白馬村 有限会社ぴー坊 6100002026754 革新的なグランピング＆ウィズコロナ型サウナ運営事業による思い切った新分野展開 松本信用金庫

関東 長野県 長野市 有限会社長野ファクス商会 4100002003672 事務機器販売業から電気通信工事・ＩＴ事業への業種転換 藤巻　雄司

関東 長野県 上田市 田口印刷株式会社 8100001009989 フィルム及び厚紙への印刷とパッケージの製品加工への挑戦 上田信用金庫

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 株式会社エイム 9100001022082 デジタル時代に伸長する非球面レンズの生産技術開発 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 長野県 上伊那郡辰野町 相互自動車株式会社 5100001021674 家族企業の挑戦！地元密着の自動車整備工場が、ボディ保護カスタムサービスの新分野へ トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 茅野市 株式会社Ｌｉｌｙ 7100001020501 美容から健康をプロデュース！低カロリー高タンパク質食品製造業への進出 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 茅野市 株式会社プロフィット 5100001027457 環境配慮型社会に対応！部品輸入商社から安心製造企業への新展開 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 長野市 会場設備株式会社 1100001000590 最新３Ｄデジタルアートを駆使しコロナ打開を提案する増販支援広告業 長野県信用組合

関東 長野県 小県郡長和町 ペンション白樺倶楽部 自然回帰型ドームテント施設の新設によるグランピング事業への展開 上田商工会議所

関東 長野県 須坂市 ＨＩＲＯＳＴＲＡＤＡ　ｃａｆｅ　ＩＮＵＴＯ ＳＤＧｓを積極的に取り入れた『ワーケーション対応！ペットと安心して過ごせる一棟貸切型リゾートコテージ』 須坂商工会議所

関東 長野県 長野市 大口水産株式会社 6100001006063 水産卸が手掛ける目利き力を活かしコストを抑えた寿司店展開 税理士法人成迫会計事務所

関東 長野県 上田市 株式会社ＡＮＺＥＮ 8100001011219 法面（のりめん）補修工事に係る、「構台設置事業」への参入 税理士法人　新潟会計アシスト

関東 長野県 北佐久郡御代田町 株式会社キョウショク 6100001007202 長野県産素材を使った漬物製造からジェラート製造への新展開 株式会社エフアンドエム

関東 長野県 伊那市 株式会社竜東スチール 5100002033470 テレワーク対応個室ブース用大型モノコック筐体の量産化による新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下水内郡栄村 有限会社油科モータース 8100002017636 過疎地域における解体事業と旅客運送業への新分野展開 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 安曇野市 株式会社百瀬 2100001028870 店舗の一部を改装、コインランドリーを併設し、既存の事業との相乗効果と地域発展を目指す 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 株式会社酒楽 7100001024592 国産馬肉・ジビエを使った食肉・加工製品、冷凍信州そばの製造・販売 株式会社長野銀行

関東 長野県 上田市 窪田建設株式会社 6100001009743 個室需要に向けた小屋のキット開発と非対面販売に資するシステム構築 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 株式会社北栄産業 9100001006705 埋立地不足を解消する残土スクリーニング再販売事業 岡本　洋平

関東 長野県 佐久市 有限会社ハートステージ 8100002010343 建築プロ目線で資産価値を維持する長野県の空き家・別荘管理事業の新展開 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 株式会社ビデオ企画 2100001002917 ローカル企業主体の新たなウェブメディコンテンツを制作するプラットフォーム構築計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 紡ぎ ご縁を大切に。記憶に残る時間を提供する飲食店への事業転換計画 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 株式会社ワイズ・クルー 3100001010415 環境に優しい中古タイルカーペットの卸売事業化による新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下伊那郡高森町 株式会社熊谷技工 6100001032266 建築板金業から事業用車両のカスタム設備製造業への新分野展開 内山　拓己
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関東 長野県 上田市 有限会社山光館 2100002015075 トップアスリート向け！完全隔離型高地トレーニング施設の運営事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 株式会社リグプラス 8100001031019 多様なワーケーション対応した宿泊施設（貸別荘）の運営 株式会社ＣＦサポート

関東 長野県 伊那市 ＭＩＮＯ株式会社 7100001024097 リモートワーク用に新たな業務スペースを提供するデッキ製品による新分野展開 長野県信用組合

関東 長野県 諏訪市 株式会社ユーシン 5100001018720 大型部品の高精度加工内製化による、大型ＥＶモーター等製造装置分野への挑戦 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 合同会社ＭＡＳＡＫＩ 4100003004843 ユニバーサルデザインによる「リトリート型ワーケーション」事業展開で地域貢献 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 株式会社志賀高原一望閣 9100001012216 国立公園に「暮らすように泊まる」リトリート型ワーケーション施設の運営。 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 長野市 池田建設株式会社 1100001000211 循環型社会構築を起点とする廃瓦の再利用事業 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 岡谷市 日本化材株式会社 7100001019691 人・環境に極めて優しい自社開発塗装前処理剤のカスタイマイズ提供 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 佐久市 有限会社大原工業 9100002010474 アルミダイキャストの肉薄化、外観改善による産業分野からエクステリア（外装）分野への展開 一般社団法人佐久産業支援センター

関東 長野県 上田市 エスティフーズ株式会社 4100001028613 飲食店向けにオーダーメイドで食材を仕込み調理する飲食店お助け事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 有限会社佐藤商会 4100002001866 環境保全に貢献できるジビエ・ペットフード事業への進出 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 レストロリン フレンチレストランによるカフェ・テイクアウト事業展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 有限会社バレナ 5100002023926 安曇野の森と田園風景に溶け込む（宿泊・ワーケーション型）ゲストハウス運営 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 上伊那郡宮田村 株式会社長野ユーシン 4100001021329 ジルコニウム処理を施した金属製品塗装による新市場開拓とソリューション提供 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社ＧＯＡＴ 6100001030195 信州の自然がつなぐ、地域と人の動画撮影コラボレーション事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 諏訪郡原村 有限会社ツルハラスプリング 4100002030774 モーターコイル市場への新分野展開による同業他社との差別化 諏訪信用金庫

関東 長野県 上田市 有限会社保屋野製作所 4100002014760 半導体製造装置向けの板金部品等の加工製造販売による事業再構築 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 ８７ｃａｆｅ 少人数で楽しめる全天候型の屋内バーベキュー店舗事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上高井郡小布施町 田中機械株式会社 5100001005834 自社ショールームによる農業の電動化・デジタル化促進事業 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 ばんぶーびれっぢ 菅平初！農業体験を取り入れた宿泊ビジネス 桑原　仁

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 大明精機株式会社 7100001021549 医療品分野の自動化機械事業への進出による新分野展開 美斉津　晃

関東 長野県 飯田市 横田商事株式会社 9100001022834 リアルタイム情報を反映したセルフマッチングシステム開発事業 岡本　洋平

関東 長野県 北安曇郡小谷村 株式会社峰月 3100001027095 ウィンタースポーツ依存からの脱却と地方創生によるＶ字回復 兒玉　洋貴

関東 長野県 茅野市 株式会社コーヨーテクノス 1100001019012 半導体パッケージング技術の革新を可能とするサブストレート電気検査治具製造への挑戦 立野　靖人

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 合同会社ＥＣＨＯ 6100003004338 グリーンツーリズムへの転換により、箕輪町ならではの産業を育成し、地域経済を活性化する。 株式会社長野銀行

関東 長野県 北安曇郡松川村 小口精工株式会社 2100001017163 門型平面研削盤での半導体市場向け大型精密金属加工への業態転換 松本信用金庫

関東 長野県 佐久市 株式会社ベストプランニング 3100002012195 ワーケーション×本場フィンランド風サウナ施設の運営事業への新分野展開 上田信用金庫

関東 長野県 松本市 薬膳火鍋ヤンヤン セルフエステ×薬膳茶で働く女性のために美容と健康を届ける事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 岡谷市 株式会社シンセイツール 9100001020053 光学関連主体から次世代分野への挑戦 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 株式会社エイトニック 1100001022263 ＤＸに対応した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 上水内郡飯綱町 レーシングドレスアッププロデュースエデン キッチンカーでコロナに打ち勝ち、飲食・イベント業者と共に町を元気に！ 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社ＧＯＥＮ 1100001032188 不要から必要へ　想いをつなぐ空き家解体と古材再販売事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 岡谷市 有限会社吉池工機製作所 3100002032037 半導体製造装置向け部品の受注による『半導体分野への新規進出』 株式会社八十二銀行

関東 長野県 伊那市 株式会社オートグラス中島 1100001030638 「遊べる車のカスタムと車検」を基軸とした自動車整備業への業種転換 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 塩尻市 株式会社バックステージ 2100001016958 信州の古民家でワーケーション＋サウナ、“古民家の魅力発信基地” 松本信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社ライフシード 1100001006943 「ＯｐｅｎＲｏａｍｉｎｇ」及び小中高校の「ｅｄｕｒｏａｍ」の利活用を推進するＷｉ－Ｆｉ認証クラウドサービスの開発 長野信用金庫

関東 長野県 茅野市 有限会社八剣技研 2100002030628 「試作＋小ロット量産」による、サプライチェーン強靭化支援 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 料理屋そらのかなた 日本料理店が感染症流行下において生き残るための事業再構築 諏訪信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社五千尺 7100001014478 美味しいをお届け！上高地の観光客の胃袋をつかむ事業 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 東御市 株式会社丸勝渡辺運輸 5100001011659 運送業者が倉庫業として３ＰＬ（サードパーティー・ロジスティクス）の新分野に進出する。 佐藤哲也

関東 長野県 茅野市 北村機電株式会社 3100001018986 変圧器製造技術を活かした半導体製造装置生産体制への事業転換 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 北安曇郡白馬村 エイ・ジイ・エス 白馬村への「移住体験」をテーマとした宿泊事業への業種転換計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 有限会社永飯食肉 1100002003799 老舗精肉店が挑戦！善光寺門前でイタリアンデリカテッセン事業をスタート！ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 岡谷市 有限会社中部自動車 3100002031501 地域の「移動・食・住」を支えるコンパクトステーション構築 諏訪信用金庫

関東 長野県 北安曇郡白馬村 有限会社ティーエム 2100002027013 プロから家庭まで、白馬のブランド野菜をトラットリアから発信！ 長野県信用農業協同組合連合会

関東 長野県 安曇野市 株式会社Ｉｒｉｅ 4100001025965 安曇野そばとデジタル技術を活用した次世代型エステ事業の展開 税理士法人未来経営

関東 長野県 千曲市 ＭＳＧ株式会社 5100001031203 「プレキャスト遮水シート」の開発・製造と施工工事による新分野展開 長野信用金庫

関東 長野県 北安曇郡白馬村 天狗アセットマネジメント株式会社 4010401075867 地場産の木材を利用したスキー・スノーボード製造・販売業への多角化展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 有限会社大栄工業 5100002015089 粉体塗装自動アームロボット導入とトータル管理システム構築 桑原　仁

関東 長野県 長野市 有限会社三愛商会 6100002001880 町の電気屋さんが提供する家電レンタルとハウスクリーニング事業 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 有限会社ミヤジマ 9100002016026 バイオプラスチック加工製造進出による事業領域拡大 髙司　浩史

関東 長野県 安曇野市 ホースランド安曇野 夏のスキー場を馬で歩く！白馬岩岳のホーストレッキング事業の実施 松本信用金庫

関東 長野県 下伊那郡松川町 有限会社エムワイエス 1100002038060 最先端ビルの意匠を支える、より深く特殊な曲げ加工製品の開発 マーキュリー株式会社

関東 長野県 諏訪郡富士見町 株式会社スター精機 6100001018851 空調機器分野等の大径・難削材加工に取り組む差別化戦略 長野県商工会連合会

関東 長野県 諏訪市 株式会社舞姫 2100001027063 八王子市地域活性化プロジェクト連携による【八王子クラフトＳＡＫＥ醸造所】開設事業 多摩信用金庫

関東 長野県 飯田市 ｄＨｂ－ｉｉｄａ 伝統職人が提供する、強く美しい「元結」制作の技の体験サービス 飯田商工会議所

関東 長野県 長野市 トーヨークリエイト株式会社 3100001002156 社内一貫対応で地域住民の生活を守る！ライフライン関連大型特殊機械修理事業への進出 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社信州芽吹堂 4100001014902 観光土産品卸売業から、地元客をターゲットにした飲食・小売業への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 有限会社追分屋旅館 5100002019503 ワイナリー建設により自社ワインを製造販売する新事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 大電工株式会社 8100001006598 電気工事屋さんによる環境プラント設備設置工事の一括受注への挑戦！ 長野税理士法人

関東 長野県 長野市 長野テクトロン株式会社 1100001002430 遠隔の医者と医者を繋ぐ遠隔読影サービスで医療の地域差解消を目指す 一般社団法人日本中小企業サポート協会
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関東 長野県 佐久市 株式会社越中屋商店 9100001007785 『いい汗！』で健康と町の賑わいを。ＢＡＮＫサウナ事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 株式会社千歳商事 5100001013572 観光需要特化の取引先依存からの脱却を図る地元客向けカフェ事業展開 中田　麻奈美

関東 長野県 大町市 株式会社マルナカ商店 8100001017422 山荘運営の知見と好立地の遊休地を活用した「登山者ファースト」のキャンプ場開設 株式会社長野銀行

関東 長野県 埴科郡坂城町 株式会社櫻井製作所 7100001011483 新工法確立による「半導体業界」という新分野への進出事業 長野県信用組合

関東 長野県 松本市 株式会社オリエンタル 3100001012907 ３Ｄｈフリーザーを用いた高品質冷凍食品の製造及びコロナ時代に即した非対面チャネルの確立 株式会社八十二銀行

関東 長野県 駒ヶ根市 カントリーカフェ ウィズ・コロナの時代に対応したテレワーク、ワーケーション利用可能な宿泊施設事業 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 長野市 中華そば依々恋々 店舗移転による事業再生！自家製麺コラボの新商品おやきの販売 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 有限会社上田急便 1100002016611 ３ＰＬ事業参入による地場製造業の課題解決及び効率的な運送事業の展開 つばさ税理士法人

関東 長野県 岡谷市 有限会社カネカプレーティング 3100002031088 ＥＶ車や環境対応車で需要拡大する新アルマイト処理の開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 長野県 長野市 株式会社イツワフードサービス 7100001031234 そば店の強みを活かした食品製造販売事業に業種転換 井下　佳郎

関東 長野県 佐久市 Ｆｏｒｅｓｔ・ＬＩＮＫ（フォレスト・リンク） ドローンによる地域社会の貢献と発展のための推進事業 佐久商工会議所

関東 長野県 長野市 株式会社アーボファクトリー 2100001004640 林業と地域活性化に貢献する林業体験研修キャンプ事業 岡本　洋平

関東 長野県 下伊那郡松川町 有限会社井上建具 7100002038039 伝統技術を継承するために、自社ブランドとして製造・販売する「福与組子」の体験サービス事業を展開 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 長野県 飯田市 株式会社正木 7100001022753 中小事業者向けＩＴ支援サービスの提供並びに中古オフィス機器・家具販売の開始 飯田信用金庫

関東 長野県 北佐久郡御代田町 株式会社桜花 1100001030274 美容室・美容サロン・フォトスタジオ統合店舗による都会と地域のコミュニティ融合サービスの提供 桑原　仁

関東 長野県 上田市 合同会社おぐら 2100003004886 竹粉製造によるＳＤＧｓへの取り組み 郡司拓也

関東 長野県 北安曇郡池田町 有限会社テクノ安曇野 6100002027199 キャンピングカーおよびキャンピングトレーラーの修理・販売事業 松本信用金庫

関東 長野県 伊那市 アオラキ 林業から無垢材のオリジナルトレーラーハウス製造業への業種転換 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 塩尻市 株式会社マイクロジェット 7100001016160 デジタルファブリケーション実践アカデミーの運営 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 有限会社しろうま荘 5100002026474 既存旅館から、温泉街を形成する滞在型施設への展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 小諸市 浅間エンジニアリング株式会社 3100001008335 三次元測定機とクリーンルームを整備し半導体検査装置を製造する。 株式会社八十二銀行

関東 長野県 東御市 プロットスタンダード 旧海野宿の古民家を活用したクリエイター特化型ワークスペース運営事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡原村 有限会社森山建設 8100002030812 自然の宝庫・八ヶ岳の森を手軽に親しめる施設の運営（グランピング）～街の喧騒を離れ北欧スタイルの休日を体験しよう～ 篠原　仁志

関東 長野県 松本市 株式会社信州グリーン 8100001013223 剪定くず、伐採くずで燃料チップ及びバイオマスチップを生産する環境にやさしいリサイクル事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 有限会社共立金型製作所 2100002013830 樹脂成形金型から金属成形金型への新分野展開 長野県信用組合

関東 長野県 長野市 株式会社ミヤザワＣＡ 8100001003471 昔ながらの郷土食でホッとするおやつを広い世代に提供する 長野信用金庫

関東 長野県 小諸市 農カフェわのん 滞在型リトリートのための宿泊施設建設および夫婦事業の連携 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪市 株式会社トライアンフ 9100001020326 居酒屋から「女性向けイタリアン専門店」と「地産地消しゃぶしゃぶ専門店」へ事業転換 税理士法人成迫会計事務所

関東 長野県 佐久市 株式会社エスポワール 6100001023926 自社保有施設の遊休地を活用した絶景グランピング施設の運営事業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 長野県 長野市 合同会社嘉幸 1100003005316 そば屋からテイクアウト専門の生食パン製造・小売業への参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 株式会社ミヤサカ工業 9100001019244 軽トラックに搭載する防災コンテナ「コッくんレスキュー」の開発販売計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 大町市 株式会社Ｓｐａｃｅ　Ｄｅｓｉｇｎ 1100001017998 木材の地産地消を実現する製材業への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 岡谷市 株式会社エーシング 5100001020156 完全閉鎖型陸上養殖システムの製造及び販売事業 諏訪信用金庫

関東 長野県 上田市 株式会社上野石材商会 4100001028092 アフターコロナの墓石市場縮小からの脱却に向けた浅間山溶岩石タイル事業の事業再構築 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 有限会社いづみや旅館 2100002000481 宿泊業で培ったホスピタリティを活かした門前町ならではの新たな飲食サービスの構築 風間　孝三

関東 長野県 北安曇郡白馬村 有限会社丸石 7100002026852 農事公園「ハートナッツの郷」整備計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 千曲市 森川産業株式会社 9100001006259 強みの鋳造技術を活かした最終消費者向け鋳物製品製造・販売事業 岡本　洋平

関東 長野県 上田市 有限会社ハイツーシステム 9100002014608 ＡＩを利用した振動解析システムの開発と事業展開 小池　功二

関東 長野県 小県郡長和町 民宿みや 現民宿と新民宿古民家素泊り＆一棟貸切の融合による宿泊業の継続 長野県商工会連合会

関東 長野県 小諸市 信州味噌株式会社 9100001008577 味噌󠄀製造業者が味噌蔵の中で信州味噌ラーメンを提供する事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 株式会社みすゞ工務店 8100001017991 環境に配慮したアスベスト含有検査及び除去事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 長野県 松本市 大信州酒造株式会社 1100001013452 自家製粕取り焼酎の製造販売と新規展開の有料会員制サイトでの高級ビンテージ酒販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 中野市 株式会社ＴＨＩＣＫ　ＡＮＤ　ＴＨＩＮ 3100001031898 コロナ禍における地方の強みを活かすスイーツ店 長野信用金庫

関東 長野県 上水内郡飯綱町 有限会社ブラベリーファーム 2100002001876 自社直売所によるオリジナルりんご加工品販売事業 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 五一精工株式会社 6100001003886 ライフルスコープ部品加工事業（光学製品用鏡筒）への新規進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 田辺商事株式会社 9100001009930 地域に交流の場を提供する、２４時間シュミレーションゴルフ場の開設 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 株式会社シャレー竜王 7100001012226 滞在型メンタルヘルス事業で国内外に向けて地域ブランディング 長野県信用組合

関東 長野県 上田市 永井茂樹写真事務所 移動出張型撮影から拠点店舗型撮影への転換による、子育て世代に向けた固定スタジオ開業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 佐久市 株式会社玉屋 8100001007316 長野県の地域食材を主とした健康志向のアイスクリーム製造販売事業への挑戦とＥＣ事業への参入 トリプルナイン株式会社

関東 長野県 諏訪郡原村 株式会社ベジパング 1100001028293 ＩＣＴ化による観光事業および加工品事業導入による収益改善 長野県商工会連合会

関東 長野県 北佐久郡立科町 株式会社ナガオカ製作所 8100001007456 新分野参入～食品工業ラインＦＡ機器の開発・製造・販売～ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 岡谷市 株式会社今井商工 2100001024110 強みを活かした半導体業界への進出による新分野展開 諏訪信用金庫

関東 長野県 須坂市 ペンション　ボワ・ヴェル 「天空ジェラート」　壮観な峰の原で楽しむ極上スイーツ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 山京インテック株式会社 9100001022636 オンライン加工部品調達サービスに対応する最短翌日出荷ラインの構築 柴田　忠昭

関東 長野県 東御市 株式会社共和電気商会 3100001030529 ドライブスルー＆ＩｏＴを活用した防災型コインランドリー事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 株式会社ホテルオオハシ 3100001022897 働き方改革社会に対応するための新たな挑戦－信州リゾートテレワーク特化型ホテルへ－ 税理士法人未来経営

関東 長野県 飯田市 別所製菓有限会社 2100002037251 長年の最中製造技術を活かし羊羹製造。和菓子の可能性に挑戦 飯田信用金庫

関東 長野県 安曇野市 有限会社Ｐ＆Ｋ　ＫＥＹ’ＳＰＬＡＣＥ 6100002023157 スーパーモービル導入による高速道路の補修工事での産業廃棄物収集運搬 小林　正樹

関東 長野県 北佐久郡立科町 株式会社いっとう 3100002011643 地元ブランド牛「蓼科牛」を活かした加工食品の製造・販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 ｎｗ－ｃｒｅａｒｅ株式会社 2100001032609 中食・内食需要の高まりに伴うイタリア食材に特化した複合型店舗の開店 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 株式会社綿谷製作所 1100001011142 技術革新で循環型社会建設に貢献する廃プラ油化装置の開発製造 株式会社商工組合中央金庫
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関東 長野県 北安曇郡白馬村 あんじゃね 信州産作物と糀による化学調味料無添加のレトルト食品製造業への業種転換 株式会社長野銀行

関東 長野県 岡谷市 ＣＨＡＡＮＹ ポストコロナに適合した防音・快適空間を提供する小屋・トレーラーハウス新事業展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 Ｓａｎｇ　Ｍｏｂｉｌｅ合同会社 4010403019368 地域企業の軽作業を請け負う外注作業場「内職ワークス」開設 中田　麻奈美

関東 長野県 北安曇郡白馬村 ハクバホリディ 長野県白馬村で元空家を通年生活ができる住居に改築し、村の経済発展に寄与 株式会社八十二銀行

関東 長野県 木曽郡木曽町 株式会社つたや本店 1100001017800 サウナ・露天風呂付の完全プライベート空間提供による新分野展開 山田　盛史

関東 長野県 須坂市 株式会社小川オート販売商会 2100001005952 フランチャイズビジネスの事業化（ＢｔｏＢマーケティング）への挑戦（業態転換） 長野県信用組合

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 有限会社リゾートライフクリエーション 7100002018783 北信濃の自然と文化を満喫できる新たなデイキャンプ場 株式会社八十二銀行

関東 長野県 千曲市 アルファワークス株式会社 6100001006963 日本初「ヴィーガン・グルテンフリー」スイーツ専用工場による菓子製造業進出 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 秀鍵ゼミナール ＡＩ活用型持続可能な空き家でのＶＲ教室塾事業とＡＩ販売・開発 松本商工会議所

関東 長野県 佐久市 株式会社協和 1100001007198 機械装置製造技術の新規導入と環境整備による主力事業転換の実現。 一般社団法人佐久産業支援センター

関東 長野県 下高井郡野沢温泉村 ＭＤＭＣ株式会社 6010401096374 世界規模の蒸留酒ブームをリードし、四季に囚われない強いビジネスを推進する蒸留所事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 株式会社イマジン 9100002015515 コロナ禍でのゴルフ人口増加に伴う地域初！室内ゴルフ練習場開業 株式会社群馬銀行

関東 長野県 伊那市 竹松旅館 高遠城下町の玄関口で地域ネットワークを活用した「地域旅行会社」と「ゲストハウス」の開設 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 かしの樹 廃棄物を有効活用した新商品の製造販売による新分野への取組 長野県商工会連合会

関東 長野県 上田市 株式会社上田温泉 2100001009557 睡眠をテーマにした宿泊・飲食・体験等の複合施設への業種転換 上田信用金庫

関東 長野県 飯田市 株式会社ミヤウチ 6100001022804 保有経営資源を最大活用した個人向け衛生ビジネスへの展開 飯田信用金庫

関東 長野県 飯田市 株式会社キャスティネット 8100001023627 自社開発システム体感ショールームを新設し、地域のＤＸ普及を目指す。 飯田信用金庫

関東 長野県 諏訪郡原村 株式会社ぞうさん 4100001027821 喫茶店およびテイクアウト店新事業出店計画 隅田　耕司

関東 長野県 大町市 有限会社黒部ビューホテル 1100002026338 バリアフリー化・ペットと泊まれる宿として新展開 アイソニック税理士法人

関東 長野県 千曲市 株式会社加藤鯉店 2100001006109 新規製造ライン導入により栄養補給食品市場へ新分野展開 長野信用金庫

関東 長野県 小諸市 ベストプラ株式会社 5100001023720 再生樹脂を活用した試作開発による商品製造事業への新分野進出 上田信用金庫

関東 長野県 岡谷市 株式会社ジェノベーション 8100001026530 地域を繋ぐ複合サービスの構築による新分野展開・新規顧客獲得 諏訪信用金庫

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 有限会社古久屋ホテル 1100002018491 超老舗旅館の再出発～ユニバーサル湯治ツーリズムへの事業展開～ 株式会社八十二銀行

中部 岐阜県 加茂郡坂祝町 株式会社オガワファブスペース 3200001018175 新素材シート製品に対応した生産体制構築による新分野展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 瑞浪市 株式会社堀養蜂園 8200001037006 「養蜂場の蜂蜜小売りから蜂蜜スイーツ店への開発・販売への転換」 東濃信用金庫

中部 岐阜県 恵那市 株式会社ますき 4200001024206 おうちでお店の味を！冷凍パスタの製造と多チャンネルによる販売展開 恵那商工会議所

中部 岐阜県 大野郡白川村 一般社団法人ホワイエ 8200005012153 白川村ＩＣＴ教育スクール事業 飛驒信用組合

中部 岐阜県 中津川市 東進産業株式会社 3200001023431 新開発の導電性接着剤の製造販売参入 中津川商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社ストロベリーフィールズ 2200002002476 生花店に新たなカフェ店（テイクアウト含む）を展開する新分野開発 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 土岐市 土岐市陶磁器卸商業協同組合 3200005008370 美濃焼産地の強みを活かしたＥＣとショールームによる新販路構築 土岐商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社プロクシー 9200002005357 工作機械の制御盤事業からロボットアームのワイヤーハーネス事業へ新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 Ｃａｆｅ　Ｓｈｉｒａｎｕｉ 経営基盤の強化と地域活性化パのためのパン製造販売事業の展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 中津川市 保母興産株式会社 7200001024194 要介護者のＱＯＬ向上に貢献！福祉用品レンタル市場への新規参入による経営基盤強化事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社Ｂｏｎｄ 2200001027466 男性の肌や毛髪の悩みに応える完全個室メンズエステサロンへの挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 ブラジル 飲食店によるアフターコロナの簡易宿泊施設への新分野展開事業 中津川商工会議所

中部 岐阜県 郡上市 株式会社アプト 3200001027580 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社山一建材 9200001005572 簡単キャンピングカーキットによるコミュニティ型住宅提案事業 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 大垣市 株式会社ＳＵＮペイント 1200001038464 バーチャル提案型　塗装コンサルティング拠点の設置 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 海津市 瀬口綜合設備株式会社 3200001015404 栄養満点！発芽にんにくを使った地域ブランド餃子で新事業展開 株式会社名古屋銀行

中部 岐阜県 岐阜市 司法書士法人あおぞら合同事務所 1200005001906 業界初、オンライン完結商業登記サービス『登記託（とうきたくす）』の開発 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 合同会社大西縫製 2200003004612 寸法直し・修理縫製業メーカーへの業態転換 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 株式会社コラント 6200001012167 地元岐阜県の地域特性を活かしたペットフード製造販売事業の実施 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 岐阜県 高山市 ちゃごみん 子供からシニアまで新メニューで地域の方たちを笑顔に 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 美濃加茂市 株式会社セブンクローバー 8180001113387 ビーガン＆グルテンフリーのスイーツ専門店 垣内　芳文

中部 岐阜県 岐阜市 ひっぱりだこ　岐阜駅前店 地域特産品を活かした餃子を開発し冷凍自販機での販売による地域貢献 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社アトリエ岐阜 5200001024642 掛け軸等で培った日本画の強みを活かしシルクスクリーン印刷事業への新分野展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 恵那市 ぜんや おばんざい居酒屋から強みを活かしたイタリアレストランへの挑戦 髙木　利彦

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社共立タクシー 8200001001688 岐阜県インバウンド観光促進事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 本巣市 チャイニーズダイニング　胡食 地元有名中華料理店のテイクアウト専門店への業態転換 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 大野郡白川村 株式会社おけさ 7200001026190 観光客のニーズを掴み地元の原材料に拘った発酵食品の自社製造販売事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ＯＧＵＲＡｙａ 1200001035750 コロナ禍でも対応できる岐阜初「福岡長浜ラーメン」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 不破郡関ケ原町 有限会社レストラン伊吹 6200002013651 ローカルセントラルキッチン事業の立ち上げによる複合的フードビジネスの展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 下呂市 株式会社冠婚葬祭こころの会 2200001025759 高濃度水素酸素吸引による健康で長生きするための新サービス事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 高山市 ＯＶ森の自然学校株式会社 6200003002793 宿泊・セミナー業から製造業（スモールハウスキット販売）への転換 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 大垣市 ＳＯＭＩＹＡＴＥＣ株式会社 2200001016774 電気工事の専業からカスタム制御盤製造を開始する事業再構築計画 アアル株式会社

中部 岐阜県 高山市 井上工業 農産物加工を生かした地域活性化 高山商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 ｇｌｏｗｔｈ　ｃｏｆｆｅｅ 健康需要に特化した自家焙煎珈琲とジビエでのキッチンカー事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 トーエー社 コロナ新生活様式に対応した新商品開発で新分野展開 明和マネジメント税理士法人

中部 岐阜県 土岐市 株式会社東濃バイオ化学 4200001021450 キャンプ用品向けメンテナンス洗浄剤の開発と自社ブランド販売 土岐商工会議所

中部 岐阜県 中津川市 伽藍堂 スパイスカレーに特化したランチ営業 中津川商工会議所

中部 岐阜県 本巣市 かとう商事株式会社 3200001009884 鉄道模型が走るカフェ＆ジオラマ体験教室の運営 各務原商工会議所
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中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ＣＡＮＶＡＳ 5200001033800 塗装業で培ったデザイン力を活かし、オリジナル家具の製造・販売へ進出 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 岐阜県 安八郡安八町 旬菜だいにんぐ愼 セルフエステ店への転換と洋菓子の製造販売を企業化する取り組み 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 加茂郡八百津町 ヴァンソレイユ 高品質な商品を提供したい！栗ペーストの卸売事業への新規展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 羽島市 小島接骨院 地域密着型の接骨院から健康促進リラクゼーションサロンへの新分野展開 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 岐阜県 多治見市 森電気工事株式会社 7200001021092 ＢｔｏＢからＢｔｏＫ（Ｋ＝こだわりの強い人）へ！こだわる人のスイッチ専門店 東濃信用金庫

中部 岐阜県 高山市 株式会社飛騨高山きのこの里 8200001026280 新規に家庭用椎茸栽培キットを全国に向けて販売 飛驒信用組合

中部 岐阜県 中津川市 旬味　三喜屋　ビジネスホテル　みき屋 ビジネスホテル運営のノウハウを活かした古い空き家活用のドミトリー民泊業 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 可児市 有限会社大和自動車 7200002017123 電気自動車の整備と充電ステーションの設置等への新分野展開 東濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社オートリペアカワシマ 7200001000765 自動車修理工場における新たな軽トラ脱着ハウスへの新分野展開 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 高山市 古滝牧場 ＢｔｏＣルートによる自然体験型施設の開設と生乳食品の販売 別所　大介

中部 岐阜県 羽島市 エースアクト株式会社 9200001013055 業界初！オンラインを活用した人材育成事業への新分野展開を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 岐阜県 岐阜市 ＥＮＩＳＨＩ 飲食店から製麺製造・販売による新分野開発 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 高山市 株式会社大のや醸造 3200001024751 味噌／醤油製造業から総合的な醸造業へ。醸造技術を活かした酒造り（どぶろく）への進出 山下　英一

中部 岐阜県 高山市 株式会社岩佐鐵工所 3200001024710 生産能力強化による形鋼二次加工品市場から一次加工品市場への進出 株式会社ゼロプラス

中部 岐阜県 大垣市 株式会社渡辺組 4200001014462 ”水の都”大垣市の地下水を守る下水道管渠更生工事業への本格参入 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 マリン商事株式会社 6200001004882 ポストコロナ時代に消費者が求める「商品＋情報」を、自社作成動画を活用した通販で、直接消費者に届けるＢｔｏＣ事業の立ち上げ 羽根田　隆弘

中部 岐阜県 関市 佐藤精密株式会社 4200001019156 磨いてきた金型製作技術・生産体制を活かしたＥＶ向け新製品の展開 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 瑞浪市 山和陶業株式会社 3200001021963 国際的な小売チェーン店と連携した海外市場への本格進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社大丸グラフィックス 3200001005677 コロナの影響を受ける受注型印刷業から印刷用紙販売業への進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 中華料理公喜 地産地消の食材を使った本格中華料理店への業態転換 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 可児市 株式会社カケフ住建 7200001034061 物流需要の拡大を見据えた、住宅市場から物流倉庫市場への進出 株式会社ゼロプラス

中部 岐阜県 土岐市 株式会社ｍｔ 4200001022630 「鯖にとことん拘ったとろさば専門店」で中高年の健康増進と地域の活性化を図る 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 恵那市 株式会社恵那清掃工業 4200001024338 地域の空き家対策に貢献！廃棄物収集運搬ノウハウを活かした解体事業への参入 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 安八郡神戸町 株式会社宗宮機械 9200001035396 急拡大が進む復興需要に貢献！重機アタッチメント溶接事業への新規参入 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社サクラダ工業 8200001002208 町工場の産業ロボット向け黒染加工への挑戦と地域への貢献 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島郡笠松町 木曽川染絨株式会社 6200001010922 木曽川の地が育む肌に優しい草木染め製品販売によるＳＤＧｓ推進 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 下呂市 株式会社小川屋 8200001025745 アフターコロナ期を見据えた新事業計画「ワーケーション対応可能な下呂温泉エリア唯一無二の温泉スパ施設」 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

中部 岐阜県 関市 株式会社クリモト 4200001019107 新技術の導入でガソリン車依存からＥＶスリーブ部品製造への新事業展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ルミエール竜美 2200001005868 ＢｔｏＢの家具製造業からＢｔｏＣの家具直販体制への業態転換 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 株式会社ヤングリーフ 2200001011635 製造のみの業態からＳＤＧｓなユニバーサルファッションＤ２Ｃへの業態転換 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 株式会社森メタル 5200001034055 コロナストレスによる健康二次被害防止に貢献！地域密着型ファミリーパーク事業への参入 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 羽島市 株式会社シンエイ 2200002011592 ファイバーレーザー加工技術を応用して、食品用包装機部品の試作開発事業に参入。 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 加茂郡富加町 有限会社前川鉄工 6200002016745 鉄骨溶接ロボットによる高精度溶接でＥＣ市場拡大に沿った大型物流倉庫向け建材製造 関信用金庫

中部 岐阜県 美濃加茂市 株式会社名濃エンジニアリング 9200001018277 ３Ｄ電子部品実装や３Ｄ画像検査を可能にする曲面制御テーブルの開発 Ａ－ＭＥＣ株式会社

中部 岐阜県 岐阜市 西川株式会社 9200001004005 学習塾のノウハウを生かし、子供たちに明るい未来をもたらす事業へ 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 関市 株式会社しんかい 4200001019222 次世代型「中高年向け小規模運動スタジオ」の開発 株式会社市岡経営支援事務所

中部 岐阜県 羽島市 有限会社サカオ精工所 8200002010746 製造工程の自動化内製ノウハウを活用した中小企業への自動化ラインの外販 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社渡辺製作所 7200001028451 国内最大の竪型真空炉導入と低歪み熱処理工程確立による事業再構築 各務原商工会議所

中部 岐阜県 可児市 有限会社サンアイ都市企画 7200002016083 地域に根差した非対面・非接触型のコワーキングスペースの運営 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 恵那市 株式会社小栗材木店 2200001024174 脱紹介営業！ＩｏＴ、動画を活用した無人モデルハウスで攻めの営業へ業態転換 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社市川金属 4200001006864 大型プラスチック金型のメンテナンス事業への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 レリアンス株式会社 1200001007741 アパレルに関するノウハウを活用したＥＣ倉庫事業への進出 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 多治見市 株式会社セラメッセ 6200001022026 タイルの個別製造から、パネル　サイディングの製造・サービスへ 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 大垣市 株式会社宮川技研 2200001014340 次世代向け半導体製造装置に使用されるＳｉｃセラミックの加工への対応 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社アンリツ 2200002006725 コロナ禍のアパレル不況克服！洋服新ブランドの開発とＤＸによる地域イノベーション 竹上　将人

中部 岐阜県 中津川市 有限会社岩木石油 7200002024094 地域の未来に希望の光を灯すための再生可能エネルギー推進事業 安藤　朝将

中部 岐阜県 本巣市 株式会社三栄舎ローラ製造所 2200001036491 リチウムイオン電池用超精密セパレータフィルム生産装置に進出、日本のモノづくりに貢献 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社ＨＡＮＡ竹屋 6200001031002 新規考案商品の開発製造技術を活かし、花き業界の新たな市場を創出 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 各務原市 有限会社テックアダチ 3200002007862 大型金型の設計、製造から試作評価に至る自社一貫生産体制の構築 小倉　裕樹

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 ＴＪＴ株式会社 9200001034605 中古車販売事業から架装自動車製造・販売事業への参入 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 加茂郡坂祝町 柴田自動車株式会社 1200001017542 金型製造による自社ブランドタイヤの製造販売事業への業態転換 一般社団法人共創デザイン総合研究所

中部 岐阜県 羽島郡笠松町 Ｋ’ｓＰｒｏｊｅｃｔ株式会社 6200001030466 ポストコロナに向けたテイクアウト需要獲得のためのベーカリーショップ展開事業 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 関市 株式会社木村刃物製作所 2200001019075 刃物産地の活性化に向けた製造・卸売り業への新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 山県市 株式会社朝日会館 9200001035727 地域経済の活性化に貢献する地域唯一のビジネスホテルへの業態転換事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 郡上市 停車場　島津徳造 「選べるメイン弁当」のテイクアウト専門店の開業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 飛騨市 有限会社渡辺酒造店 6200002027065 日本酒市場の縮小に立ち向かう「飛騨産みりん」製造事業への参入 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社坂井製作所 8200001007116 住宅水栓部品で培った真鍮部品製造技術で医療機器部品製造の生産性向上に貢献する事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 大垣市 ＴＥＧ株式会社 9200001015290 大型汎用フライス盤導入による新市場への商品供給体制の構築事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社那加クレーンセンター 2200001007088 デジタル化により全国展開へ！ｅラーニングとオリジナル教材の構築 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社プラーナ 1200001009317 設計から製作まで一貫対応！新体制構築による金属製品加工分野への進出事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 美濃市 有限会社兼和精機 5200002019402 多品種「大量」生産の実現による高精度・高品質な部品供給への事業展開 関信用金庫
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中部 岐阜県 山県市 株式会社太陽 3200001006601 伝票のデジタル化とピッキング作業支援システムを備えた倉庫業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 株式会社オクトス 7200001019013 関の刃物を全国へ！ネット販売進出で地元に恩返しを行う業態転換 東濃信用金庫

中部 岐阜県 養老郡養老町 ヤスフク建築株式会社 1200001036328 建築業の常識を覆す！本当に必要となる住宅を提供する 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 多治見市 有限会社ヤナ原タイル 8200002022403 インテリア建材市場向け「貼るモザイクタイルシート」新分野展開 東濃信用金庫

中部 岐阜県 関市 株式会社フィット・ワークス 6200001020021 特定技能の活用促進に向けた登録支援機関事業への参入 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 下呂市 合同会社大安食堂 5200003004163 名物料理「とんちゃん（味付け豚肉）」冷凍パウチ商品化による市場開拓 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ラボレムス 7200001005797 冷凍煮込みうどんの製造と、自販機・ネットショップによる販売事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 郡上市 蕎麦処俄ＮＩＷＡＫＡ 駐車場の無い城下町のそば店から駐車場完備の国道沿いのラーメン店へ 八幡信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社Ｑｕｈａｎ 8200001029093 地域の人々の豊かさや文化が　つながる、ＳＤＧｓビレッジづくり 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 各務原市 有限会社メイコー 3200002008167 新工場設立による自動車向け塗装ブースメンテナンス事業への進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社高納商店 6200002002811 ファインバブル発生シャワーヘッド製造による新市場参入 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 関市 有限会社長井紙工 8200002018970 巣ごもりを愛猫と共に楽しめる高機能段ボール製ハウスの製販事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 岐阜県 羽島市 株式会社愛幸電機 6200001012150 半導体生産性向上に向けた機器製作ライン制御装置の製造体制構築計画 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 ＫＧイメージング株式会社 6200001002028 アルバム制作・出張撮影のノウハウを活かした撮影スタジオ事業への新分野展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 養老郡養老町 有限会社川地装飾 8200002013906 職業体験型発達支援教室創出によるものづくり人材育成事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 羽島市 株式会社Ｎａｇａｏ塗装 5200001032827 多様性ある地域貢献のため社内人材を活かして就労支援事業へ転換 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 有限会社アートホームデザイン 1200002022970 美濃焼をテーマにした体験・配信型複合施設の新規開設 東濃信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 株式会社イザワピグメンツ 5200001020468 世界初の乾式粉砕技術による量産化体制の確立 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社寛太 8200001006992 環境に優しい最新鋭の塗装工場を新設し、金属部品塗装業界へ参入する 岐阜商工信用組合

中部 岐阜県 大垣市 株式会社Ｎｏｔｏファクトリ 9200001032567 障がい者の生活の不安を減らし、いつかは真の自立を目指すＮｏｔｏＴｏｗｎ【グループホーム】事業 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 ユーエスウラサキ株式会社 9200001005671 未開拓市場への展開に向けたファイバーレーザー複合機の導入による新製品開発 各務原商工会議所

中部 岐阜県 不破郡垂井町 株式会社工和製作所 3200001014777 小物から長尺ものまでのフルラインナップの総合工場の確立 税理士法人おおがき会計

中部 岐阜県 加茂郡白川町 東濃ひのき製品流通協同組合 4200005006431 脱炭素社会と災害復旧に貢献するチップ製造販売モデルへの転換 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 多治見市 ＫＯＴＯＢＵＫＩ外装株式会社 2200001028191 ドローンで撤去を効率化！廃棄太陽光パネルの資源化前処理事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 安八郡神戸町 株式会社クレーンタル野田 5200001013554 バイオマス発電所向け間伐材のチップ化事業の展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 可児郡御嵩町 桜之コーポレーション株式会社 4200001030781 「接客力の高さ」を活用！フランチャイズでも差別化する取り組み 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 可児市 株式会社中央ミクロン工業 2200002017144 強みを活かした新分野展開による新たな需要獲得と同業他社との差別化 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社堀正 7200001004766 コロナ禍で高まる衛生意識の高まりに応える機能性繊維の製造計画 株式会社エフアンドエム

中部 岐阜県 美濃市 有限会社中島化学 2200002018984 射出成型技術を活かし自動車分野への新事業展開！ 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社長良園 7200001024624 観光手土産菓子メーカーからの脱却！国内製造初の有機ＪＡＳ認証菓子製造で事業再構築 税理士法人タックスアンドマネジメント

中部 岐阜県 高山市 エム．スタイル株式会社 3200001030535 コロナ禍の需要拡大を取り込む「平屋」特化型新築事業への参入 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 関市 株式会社ミュウ 2200001020041 理美容ハサミ製造の強みを活かした美容サービスへの進出 関信用金庫

中部 岐阜県 羽島郡笠松町 竹内公亮 元プロアスリートが施術する江戸時代から続く日本古来の関節整復法による接骨院併設コンディショニングジム 税理士法人安須田会計

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社スパークル 1200001008426 カラーリング事業新設による付加価値向上と競争力強化 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社小麦家 2200001006239 ビジネスワーカーを支える次世代都市型スマート飲食店への挑戦 各務原商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社森住建 4200001016310 岐阜県建築業のＳＥ構法・完全無人モデルハウス構築による業態転換 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 株式会社ＬＡ．ＭＩＡ．ＭＡＲＣＨＥ 1200001037012 美容ノウハウを活用した脱毛サロンへの新分野展開 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 岐阜市 古風人 コロナ禍の地元生産者を救う！缶詰・レトルト・瓶詰食品の製造販売 税理士法人大樹

中部 岐阜県 山県市 ムトウエフエー株式会社 9200001006686 「工場のお医者さん」からキュービクルメーカーへの新分野展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 高山市 有限会社ベル 8200002025918 地域果樹園と連携して取り組む飛騨初ワイナリー事業参入 高山信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社日天 7200001030077 限りある資源を未来につなぐために資源回収事業に参入！ 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社イーグルロジ 2200001032160 梱包技術の強みを活かし　、　ニーズ拡大中の　多品種小ロット対応　の　物流倉庫の運営 株式会社愛知銀行

中部 岐阜県 岐阜市 ＲＳＣ 「ラーメン部門と焼肉部門」の２業態による、コロナに負けないマルチ店舗を自社運営！ 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 飛騨市 古川製材株式会社 2200001026261 「価格は定額、間取りは自由。」な革新的住宅、リノベ事業の新展開 飛驒信用組合

中部 岐阜県 岐阜市 玉田建設株式会社 2200001003269 オフグリッドコンテナハウス事業による新分野展開 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 土岐市 中京舎フーズ株式会社 7180001131571 モバイルシステム導入による定食型焼肉食堂開店及び展開計画 小栗　崇嗣

中部 岐阜県 岐阜市 ぎふ介護株式会社 2200001026947 コロナ禍に対応した「感染対策強化通所介護施設」の運営 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 吉村プレス工業株式会社 7200001005748 次世代自動車部品生産に対応したスマートプレス製造ラインの構築 Ａ－ＭＥＣ株式会社

中部 岐阜県 養老郡養老町 株式会社高木ミンク 6200001015748 Ｘ線とＡＩによる異物検査装置を活用した商品循環物流事業の構築 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社津田工業 3200001007310 反転投入機能付き重量箱の普及によるＳＤＧｓへの貢献 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 株式会社カネモク 7200001026133 持続可能な社会の実現に向けた国産広葉樹の付加価値最大化事業 ＭＭＰＣコンサルタンツ株式会社

中部 岐阜県 恵那市 恵那機器株式会社 6200001023949 航空機部品で培った独自技術を、次世代の産業機械づくりに展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社セイコーの五島 5200001002788 女子が癒される多目的プライベートカフェルームの時間貸し事業 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 土岐市 ツチノネ工房 製造業から旅館業への転換によるビジネス・ファミリー層に向けた宿泊施設の新設 土岐商工会議所

中部 岐阜県 多治見市 株式会社エスエス 6200001037577 建築塗装で培った技術力を活かし、新たに工業塗装へ進出する事業再構築 ＳＭＣ税理士法人

中部 岐阜県 郡上市 株式会社旗将 4200001034948 消防団の省力・軽作業化を実現！「ホース自動巻取機」の開発 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 宗宮美容室 祖母・母・姉妹の三世代で地元女性の美と癒しを提供するエステ事業 馬渕　智幸

中部 岐阜県 安八郡安八町 株式会社高橋精機製作所 4200001034122 鋳物の高精度加工環境を取得し、産業用ロボット分野へ新分野展開する 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 美濃加茂市 エクステリア山本 安心安全で癒しと健康を提供する人の輪広がるハーブ専門カフェ事業 関信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 株式会社天野企画 8200001028046 岐阜県最大級の多目的スタジオを建設しデジタル映像配信事業に進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 アグリーダー 小麦アレルギー・グルテンフリーに対応した岐阜県産希少米ハツシモ使用の米粉製造販売 杉原　誠
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中部 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 株式会社キサラエフアールカンパニーズ 5200001017010 ジビエ事業家が行う森とジビエのキャンプヴィレッジ 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 岐阜県 下呂市 有限会社金森鐵工所 5200002027603 熟練の技が光る零細鐵工所の高精度鉄骨階段受注による生き残り 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 大垣市 ハイジェントテクノロジー株式会社 6200001013512 未来の暮らしを守る食用コオロギ事業 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 可児市 有限会社樋口商事 8200002017246 食品ロスを削減する！知名度を活用した卸売業への参入 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 高山市 株式会社Ｖｉｔｔｏｒｉｏ 7200001031034 職人が作る本場のピザを家庭に提供するための冷凍技術の導入 飛驒信用組合

中部 岐阜県 岐阜市 サンエース株式会社 7200001002084 ハイブランド企画から「知的財産活用」の運動機能性アパレル製品の製造・ＥＣ直販へ転身！ 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社アペル・シーニ 7180001105583 ブライダルヘアメイク技術とデジタル技術を活用した新時代の美容室開設 税理士法人アズール

中部 岐阜県 恵那市 有限会社ワークス 5200002024039 労働生産性の向上に向けた新事業による事業再構築 菅野　守

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社ヒキエソイル 8200002003782 地域初！冷凍パン生地販売を目玉にしたパン屋とモデルガーデンの融合 税理士法人ＮＥＸＴ

中部 岐阜県 郡上市 グッドカフェアンドファクトリー 郡上イチゴをふんだんに使ったテイクアウト・ＥＣ專門タルト店 戸塚　成樹

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社田幸 1200001003105 メンズスーツ資材メーカーから、付加価値不織布事業への参入 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 株式会社久保川鉄工 3200001016682 スチールからステンレスへ！階段製造専門企業の新たな挑戦 名古屋総合税理士法人

中部 岐阜県 多治見市 株式会社Ｇ－Ｌｏｏｐ 3200001034503 ＲＥＴＥＣを使った訪問ごみ処理サービス事業及び販売代理店事業への業種転換 山田　直人

中部 岐阜県 岐阜市 西濃印刷株式会社 9200001002792 新分野進出！１２０年の歴史の強みを活かした地域コミュニティをつくる動画制作事業 株式会社　Ａｌｌｉｅｄ

中部 岐阜県 山県市 株式会社アルアート 5200001031779 樹脂と木材を組み合わせた革新的材料の専用製造装置開発による事業再構築 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 高山市 株式会社斐太パックス 4200001025187 パッケージ製造販売会社が挑む新たな地域名産品への挑戦 遠藤　隆浩

中部 岐阜県 美濃市 ＧＡＲＡＧＥ　ＳＥＶＥＮ‘Ｓ 板金塗装事業進出によるオリジナル車輌販売 美濃商工会議所

中部 岐阜県 可児市 株式会社エス・ケイ・ワイ 2200001017640 クリーン製造環境、異物混入防止体制の構築による自動車業界依存過多からの脱却と成長分野製品の生産体制整備 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社坂井田製作所 7200001002159 複雑高精度部品の生産体制構築による新分野進出 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 美濃市 有限会社アーバンプラネット 7200002019441 滞在型観光立市をめざす美濃市での地産ビール醸造 美濃商工会議所

中部 岐阜県 関市 ｈｏｎｅｓｔ 異業種がタッグを組み遊休地を有効利用！地域共生型のキャンプ場 笠井　正法

中部 岐阜県 美濃加茂市 名北工業株式会社 3200001018308 自動車産業に依存した収益構造転換計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 静岡県 沼津市 居酒屋峯屋 初心者も上級者も楽しめる駅近「まちなかゴルフ場」 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社エスファーム 4080001012413 『生産者こだわりの干し芋』へ加工部門展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 島田市 カナエ総業株式会社 4080001016348 Ｗｉｔｈコロナを意識したプラモデル部品製造分野へのリスクヘッジ型経営 小原　恭子

関東 静岡県 沼津市 有限会社松＿ 2080102018229 コロナの影響を受けないラーメン製造販売体制の構築と、地域の活性化を目指す事業計画 株式会社ネクシオ

関東 静岡県 静岡市清水区 富士護謨産業株式会社 7080001009002 補装具用ウレタン・ポリエチレン製品の開発により人々の生活を豊かにする 静清信用金庫

関東 静岡県 焼津市 焼津市魚仲水産加工業協同組合 6080005005493 焼津産水産加工品の高速道路ＰＡ販売からＥＣサイトによる販売への転換 静岡県中小企業団体中央会

関東 静岡県 沼津市 日本ビール醸造株式会社 1080101003208 ノンアルコールビールの製造およびビール製造業の創業支援 三島信用金庫

関東 静岡県 伊東市 グランベール くつろいで　ひとつ上の料理上手になるＰｌａｎ 矢崎　良夫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社うおたけ 1080001010436 ”食べる””漬ける（作る）””学ぶ”江戸前鮨 久保田　光彦

関東 静岡県 島田市 有限会社こいずみ 3080002014079 リンパマッサージ事業の開始と新規女性客の獲得 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 アドバンス オンラインとリアルを融合させた骨盤整体師養成サービスの展開 山田　盛史

関東 静岡県 浜松市西区 淺沼　和真 ベテラン漁師が希少性の高い遠州灘生シラスの『高品質・高鮮度・安定供給』を実現する。 小西　兼幸

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社デザインピース 7080401023338 顔まわりに特化したリラグゼーションサロンすやツヤブランド開店 浜松商工会議所

関東 静岡県 島田市 中屋酒店 コワーキングスペースとカラオケや音楽演奏ができる多目的コミュニティスペースの開設 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 袋井市 美容室かんらんしゃ 美容室がおむすび弁当屋に挑戦、地域を元気にするサービスの実現 袋井商工会議所

関東 静岡県 賀茂郡南伊豆町 下田ダイバーズ株式会社 5080101015075 ダイビングショップによるドッグラン付きＢＢＱカフェへの取り組み 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 テキーラダイナー テイクアウト用の発酵食品の開発と専用の店舗設備の導入事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士市 食事処巴 お昼限定！キッチンボックスで地域に根差す和食屋のお弁当・惣菜販売 富士信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社桜井製作所 9080401001936 産業用ロボットの直接制御による加工システム（ロボマジック）の構築 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 島田市 マルハナウッドワーキング 木工技術を活かしたアイラッシュサロンへの挑戦 原野　郁巳

関東 静岡県 湖西市 チャコールダイニング　くら テイクアウトスタンドを開設し、「映える」スイーツの小売販売事業を開始。 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 牧之原市 株式会社エツナ 3080001024384 郊外型イタリアンレストランから郊外型デイサービスへの転換 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 三島市 株式会社ＳＵＮ’Ｓ　ＧＡＲＤＥＮ 8080101021888 若年層ゴルファーに向けた、カジュアルな初めて着るゴルフウェアのデザイン、販売 三島商工会議所

関東 静岡県 藤枝市 有限会社喜久屋 5080002017476 新たに冷凍惣菜を製造して２４時間無人販売による新分野展開の実現 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 有限会社トップ・スタープロダクション 4080402005503 安価で高品質なネタを使った海鮮丼テイクアウト専門店の展開 株式会社ワイビーエム経営研究所

関東 静岡県 富士宮市 アカイケ鍼灸接骨院 治療院いらずのフィットネスクラブ創設事業 富士宮商工会議所

関東 静岡県 沼津市 株式会社古安 5080101001686 地元食材を活用した複合型そうざい事業への事業展開とネットショップの構築 一般社団法人日本経営パートナーズ

関東 静岡県 浜松市中区 磯野興業株式会社 3080401000448 フルーツサンド店と唐揚げ専門店の持ち帰り飲食サービス業のハイブリッド展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 島田市 喫茶ん 県内観光客をターゲットとしたテイクアウト事業の展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 袋井市 株式会社大徳建設 2080401017229 ドローンを利用したＣ・Ｉ・Ａ＋Ｔ事業計画 袋井商工会議所

関東 静岡県 藤枝市 株式会社朝比奈 2080001016903 自然豊かな環境で食するＶＥＧＡＮ料理の提供及び販売への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 有限会社めいげつえん 7080102017358 富士山の恵みを受けた地元食材を使った冷凍食品製造・販売への新事業展開 セブンセンス税理士法人

関東 静岡県 沼津市 有限会社川口常吉商店 4080102000969 提灯店等から絵本美術館のある絵本・原画書店とアロマ販売への転換 沼津信用金庫

関東 静岡県 賀茂郡南伊豆町 ＣーＬｉｆｅ 超小型モビリティのシェアリングによるジオパーク南伊豆の活性化 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 株式会社ジャスコム 4080101003452 インターネット型販売及びリピート率向上を目指すオリジナルＥＣサイトの構築 有限会社アペックス

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社グッドライン 1080002001731 飲食店経営ノウハウを活かしたサンドウィッチのテイクアウト専門店への挑戦 原野　郁巳

関東 静岡県 駿東郡長泉町 株式会社旭洋 9080101012416 観光用レジ袋等製品卸業から大麦若葉等青汁の中国輸出・国内販売へ進出 沼津信用金庫

関東 静岡県 島田市 株式会社アクト・フォ 6080001006264 特許技術を活かした「香り茶」の開発による事業再構築の実現 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 湖西市 佐原工業株式会社 8080401005979 難加工材の中量品に汎用的に対応する革新的な自働化体制構築による事業展開 浜松磐田信用金庫
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関東 静岡県 浜松市浜北区 有限会社竹泉浜北店 7080402015160 浜松ブランド「うなぎいも」を活用した食品加工事業への新分野展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 伴佛商事株式会社 2080001024286 サービスの提供方法の変更とＩＴ導入による顧客インセンティブ向上 有限会社アイ・リンク・コンサルタント

関東 静岡県 浜松市中区 ＢＡＲ鐘 Ｂａｒ店主が当地の名産品をＥＣサイトで販売する新分野展開事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 山一園製茶株式会社 2080001015582 自社の強みを活かした棒茶の新規事業立ち上げによる経営基盤強化 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社亀庵 7080401001285 亀庵ブランド活用のためのＷＥＢ注文システム構築とセントラルキッチン新設 遠州信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 グラッチェ グラッチェお野菜宅配サービス「ベジトゥク」事業を開始し、地域のご家庭に健康とおいしさをお届けする 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 鮨みよし 老舗すし店のテイクアウト・デリバリー事業により１ランク上の料理を手軽に利用できるサービスの提供 遠州信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 有限会社マックカット 4080402007490 衣類へのプリント事業から縫製事業一貫体制へ 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 掛川市 有限会社テイク 5080402017530 写真スタジオが行う美容サロン事業への事業再構築 掛川商工会議所

関東 静岡県 三島市 株式会社にしはらグループ 4080101006026 匠の技術とＡＩの奇跡の融合！冷凍餃子の無人販売 セブンセンス税理士法人

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社ブティック・ビギ 1080401004715 地場の有機的な繋がりを持つ、街なかコンパクトコミュニティの創造 税理士法人ＴＡＲＧＡ

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社すずき事務機 8080001010025 ペーパーレス化に対応したデータスキャン代行事業への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ＧＲ 2080001021192 個別指導とオンライン配信によるバスケット指導への業態転換 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社ブルーワン 6080001012444 家族皆で世代に応じて楽しめる会員制ストレッチ専門店事業計画 石井　宏明

関東 静岡県 伊東市 スタジオイイロ ガラス作家が制作する、オリジナルガラス製インテリアの提供 宮田　大

関東 静岡県 藤枝市 有限会社藤枝シティーホテル 8080002017985 ビジネスホテルを障害者・高齢者向けにバリアフリー化する事業 橋本　昌幸

関東 静岡県 浜松市中区 Ｂｅ－Ｕｐ　Ｌｉｆｅ ５０代以上の健康促進向け、感染症対策の非接触型セルフエステ 浜松商工会議所

関東 静岡県 熱海市 一般社団法人よろずや 4080105005949 熱海温泉ハウスのインタネット映像ライブ配信事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 島田市 いっちゃ 無農薬の食用バラをするスイーツを開発と製造販売 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社海老仙 6080401009899 高付加価値鰻を用いたブランディング及び新販路開拓 税理士法人タックスサポート

関東 静岡県 藤枝市 株式会社小杉苑 6080001016395 食と健康・体験を通じた賑わい創出事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 伊東市 有限会社風来坊 7080102019123 冷凍自動販売機導入による新テイクアウト商品販売事業 伊東商工会議所

関東 静岡県 沼津市 セラヴィ株式会社 1010901027643 運動療法に特化した児童発達支援および放課後等デイサービス 税理士法人れいめい

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社アオイ東海 9080001021855 大規模地震対策に有効な「橋梁耐震ブラケット」製造・設置業務の事業化 鷹匠税理士法人

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社つかさ製菓 1080401014103 地域農産物を使ったキャラコラボスイーツのデリバリーサービス 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 掛川市 きんかん 外販向け冷凍　「無添加シュウマイ」製造のための業態転換 掛川商工会議所

関東 静岡県 駿東郡長泉町 有限会社メガネセンター三島 2080102011828 ビジョントレーニングセンターの開設 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 グローバル・リンクス・テクノロジー株式会社 4080401010215 医薬品開発のＤＸ推進に貢献する実験動物自動飼育装置の製造販売 静岡県中小企業団体中央会

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社アポロサービス 2080402016774 燃料小売り事業者によるコンサルタント型生命保険販売の運営 浜松商工会議所

関東 静岡県 藤枝市 ラウンジ水樹 接客業の経験を生かした飼い主の気持ちに寄り添ったペット火葬業への業種転換 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 熱海市 有限会社岩崎青果店 7080102018026 東京圏からの移住者へのブランド野菜拡販による地産地消の推進と顧客創出 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社プレッパーズ 8010701037076 超長寿シロアリ関連健康食品キングゼリーの製造販売 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社ＵＮＩＶＥＲＳＡＬ・ＴＲＡＤＥ 9080002017118 動画コンテンツを活用したセルフエステサロン開業及び機器販売事業への新規参入 静岡商工会議所

関東 静岡県 磐田市 レユニオン プレミアムなゴルフウェアを主要商材とした事業再構築による市場開拓 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 カヌキフーズ株式会社 6080101000423 加水技術を活用した釣り餌事業への参入 株式会社イワサキ経営

関東 静岡県 沼津市 ｉｋｏｒ　ｅ－ＢＡＫＥ ＲＡＳによるカウンセリング業への業種転換と既存飲食業とのシナジー 沼津商工会議所

関東 静岡県 富士宮市 株式会社フォースエバー 9080101018223 幹細胞培養美容液と最新鋭エステ機器を用いたエステサロン事業の展開 富士宮商工会議所

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ジーンズショップオサダ 5080001008294 静岡県に特化したコンテンツ配信による新たな販売方式への転換 セブンセンス税理士法人

関東 静岡県 沼津市 高木マシナリー株式会社 2080101003388 ３Ｄスキャナーを導入し、リバースエンジニアリング事業を展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 沼津市 スタディ株式会社 1080101020665 既存の経営資源を最大限活用する販路拡大事業 三島信用金庫

関東 静岡県 熱海市 株式会社岸商店 2080101012653 発酵食品「漬物寿司」の製造加工場の建設 静岡県中小企業団体中央会

関東 静岡県 伊豆市 有限会社大東製作所 9080102008421 サプライチェーンのボトルネック解消による受注の安定化 近山　寿博

関東 静岡県 沼津市 有限会社沼津油機製作所 7080102002822 集積度を決める半導体製造装置主要部品製造に新規参入する。 沼津信用金庫

関東 静岡県 御殿場市 亥太郎建設株式会社 7080102007730 ワサビや御殿場コシヒカリ等の地元素材を使用した地産地消・健康促進パン屋への挑戦 沼津信用金庫

関東 静岡県 伊豆市 ネクストスタイル株式会社 2080101020937 職住観光複合型コミュニティスペースー交流人口の創出で地域活性化 三島信用金庫

関東 静岡県 熱海市 株式会社あをきのひもの 7080101012491 老舗ひものブランドの無人店舗化とＥＣ販売強化によるＤＸ推進 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市浜北区 株式会社エム・エス・ケー 2080401010175 ダイカスト試作品を強化し製品開発に不可欠なパートナーを目指す 株式会社匠コンサルティング

関東 静岡県 沼津市 有限会社昭和木工 5080102006437 木工加工ノウハウを活かした巣ごもり需要対応の木工ＤＩＹ家具の製作 沼津信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社富士フーズ 6080101020438 「おせち料理」用などの業務用惣菜加工に進出し安定供給体制を構築 株式会社滋賀銀行

関東 静岡県 御殿場市 株式会社セント・リングス 2080101004139 最先端技術の集結　「超速鮮魚寿司×デジタル化」 ＯＡＧ税理士法人

関東 静岡県 磐田市 ＨＳエンジニアリング株式会社 5080401017028 製造業による葬祭業への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社林本建設 4080401004448 再エネによる工場野菜栽培及び移動販売 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社カンセツ 4080101008328 特殊工法と溶接技術の取得による管製造への挑戦 原野　郁巳

関東 静岡県 下田市 東海ヤジマ株式会社 5080101014531 グランピング施設運営による多角化戦略で地域の活性化 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 掛川市 株式会社花菱 4080401015387 ゴルフ練習場とレストランを兼ねた新しいキャンプ場、宿泊施設運営への参入計画 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 湖西市 株式会社鈴木プレス工業所 2080401012980 新市場であるＥＶ試験装置分野への進出計画（新分野展開） 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士市 アキヤマエヌシーテープセンター株式会社 7080101008044 医療の発展、患者負担の軽減へ！医療機器等の金型、治工具製造への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市東区 国本工業株式会社 9080401001498 パイプ加工で世界を魅了！次世代自動車の未来を担う自動車部品の開発 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 株式会社ＴＨＳ 3080101017172 産業廃棄物処理炉運営技術を活用した「炭素繊維等再生処理炉」運営 富士信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社田丸屋本店 7080001003302 Ｃａｎｎｉｎｇ　Ｌａｂ． 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社才茂組 8080001001610 建設資材「次世代足場」の導入による公共土木工事への進出事業計画 石井洋之



71 / 145 ページ
事業再構築補助金　第４回公募　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 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

関東 静岡県 富士宮市 大宮精機株式会社 2080101011300 ＥＶ車・自動運転技術向け高精度ワイヤーハーネス用電線製造装置の生産により、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 静岡県 磐田市 株式会社増田採種場 6080401016202 新品種栽培技術ライセンス化によるフランチャイズ型ビジネスの展開 磐田商工会議所

関東 静岡県 菊川市 有限会社一井測量設計事務所 7080402018543 ３次元測量設計ノウハウを活かしたドローン事業への新規参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 株式会社リースサンキュー 5080101002024 管理システムを活用したクイック納品体制により新しい客層の開拓 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 東海熱処理株式会社 3080401003442 高硬度素材に対応する新分野・新産業向けのチップソー台金の開発 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 協業組合浜松輸送センター 9080405000100 運送業から３ＰＬ対応総合物流企業への転換 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 鈴重工業株式会社 7080001014935 複合レーザー加工機導入により、精密板金加工技術を活かした医療機器部品加工への新たな進出 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 菊川市 テクノダイナミックス株式会社 2080401015620 海外委託生産品に係る超精密減速機の重要部品内製化（国産化）事業 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 伊東市 マストランプ株式会社 1080101014072 エコ・ワーケーション事業の展開による、新しい付加価値の提供 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 株式会社アクオ 4080101003642 総合建設業転換で店舗・住宅リノベーションによる地域活性化事業 三島信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社ヤマセイ 8080401016225 自社の野菜及び食肉加工技術を活かした餃子製造工場兼小売事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 有限会社エイチ・エスシー 3080102000524 日本初！二輪車性能を高める修理などの完全非対面化サービス体制の確立 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 袋井市 株式会社佐野 3080401017178 協働ロボットショールームの開設・販売促進で製造業の人手不足解消に貢献 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社コミュニティー 9080101017415 英会話教室事業から学童保育型教育事業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 牧之原市 有限会社スズキ工業 5080002015166 自動車産業から一歩踏み出す新たな事業分野への挑戦 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社協和鉄工所 9080101008422 わが国の製紙技術を支える製造用設備の製造技術を応用した他社製品の保守事業を通じた製紙技術の安定化 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社精信機工 2080401010596 自動車部品専用工作機械製造技術・ノウハウを活かしたバルブ産業への新規参入事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 袋井市 カフェ・ワインアンドダイニング　カスティノ フルコース飲食店が提供する新たな生活様式に対応した独自の高付加価値型の菓子・スイーツを提供する新業態への参入 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 御前崎市 株式会社ネットフラワーズ 5080401017639 ＩＯＴ機器（風センサー）の開発と自社管理サーバーの運用 髙林　　幸裕

関東 静岡県 静岡市清水区 丸彰工業所 医療・半導体分野など樹脂切削加工部品受託製作事業への進出 静清信用金庫

関東 静岡県 袋井市 有限会社ウエルライフ 3080402022318 「子ども向け配食サービス」「障がい児・病児保育」の事業化による地域貢献 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 裾野市 有限会社葛山製作所 5080102004176 油圧機器向け大型サイズの部品製造と部品組み立て工程への挑戦 特定非営利活動法人　経営改善支援研究会

関東 静岡県 浜松市南区 ＡＶＥＣ株式会社 4080401023043 「多様性を受け入れる」ニュータイプ男性専用脱毛サロン事業の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 三島市 有限会社東栄工業 5080102011016 板金ものづくり技術：深化に向け精密板金事業参入により事業再構築 三島信用金庫

関東 静岡県 下田市 有限会社ブルーコーナー 5080102021122 観賞魚の輸出入・卸売業から日本初の幼魚専門水族館事業へ進出 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 安藤紙業株式会社 3080001010178 ふとんリサイクル事業部門新設による事業再構築 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 牧之原市 有限会社万寿田 6080002014992 昔ながらの塩造りを体験できる施設の開設と「天然塩」を用いる商品の開発 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 株式会社スルガ検査 3080101017429 わが国のインフラ強靱化のための非破壊検査の技術向上に向けた事業再構築事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 菊川市 西欧料理サヴァカ ジビエを通じた料理の発信や厳選食材調達を可能とするプラットフォーム 株式会社イソシエ

関東 静岡県 周智郡森町 神誠商事有限会社 2080402022104 ペット霊園の建設による「家族の心に寄り添ったサービス」の提供 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 沼津市 有限会社佐藤オート 5080102003938 「まちの自動車屋さん」によるアメリカへの中古車輸出事業への挑戦 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市清水区 シンテック株式会社 2080001020558 独自技術による道路の伸縮装置製造技術を応用させた新分野展開と技術コンサルティング事業の展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社原浦商店 6080001011933 地域特産のサクラエビの粉砕技術を応用した新たな高付加価値型の養殖用飼料製造を通じた新分野展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 御殿場市 一楽 静岡県初のジャイアントプロ・サイクルショップによるサイクリング文化の構築 一般社団法人日本経営パートナーズ

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社モースト技研 5080401012375 産業用双腕型ロボット取付部品、産業用ロボットセンサーカメラ取付部品の加工体制の構築 小倉　裕樹

関東 静岡県 富士市 株式会社三誠 7080101010710 「高付加価値の超精密加工」実現による医療機器部品サプライヤーとしての新分野展開 富士信用金庫

関東 静岡県 沼津市 ねこと白鳥 ねこと白鳥のシミュレーションゴルフ場事業 蒲池孝一

関東 静岡県 富士市 株式会社富士コーポレーション 5080101009399 大きな雇用と徹底された感染症対策によって実現する複合型飲食施設「富士山横丁」 富士宮信用金庫

関東 静岡県 焼津市 小林ハグルマ機械株式会社 4080001014814 コロナ禍で注目される環境に配慮した衛生・医療器械設備製造への事業展開 セブンセンス税理士法人

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社篠原建設 9080402003659 建設会社が果敢に挑戦！古民家再生を柱とした地域社会貢献事業 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 島田市 株式会社Ｂｉｇｎｉｎｅ 1080001022943 木材の町を活かした檜（ひのき）の酵素風呂事業への挑戦 一般社団法人日本経営パートナーズ

関東 静岡県 沼津市 有限会社トーシン 5080102002469 全固体電池製造装置向けの大型部品加工事業参入による事業再構築 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ナスノ板金工業 7080001003905 高品質加熱処理が可能な生産可能設備の設計・製造事業への新分野展開 株式会社ピースマネジメント

関東 静岡県 藤枝市 山喜本舗有限会社 9080002016961 馬鈴薯でんぷんを用いた素焼き製法によるせんべいの提供 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 株式会社ブリッジオーバー 2080401018747 韓国チキンと海鮮丼店を始めとするテイクアウト市場の展開 株式会社ワイビーエム経営研究所

関東 静岡県 沼津市 有限会社オオヌマ 5080102000729 食肉加工卸業から和牛焼肉店、国産ＢＢＱ食材専門店への進出 沼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社静岡県セイブ自動車学校 8080401006440 自動車教習所がドローン教習、そしてドローン事業展開へ挑戦 村越　誠也

関東 静岡県 伊東市 有限会社三浦水産 7080102020535 伊豆の食材を活かした冷凍調理加工品の製造への業種転換 三島信用金庫

関東 静岡県 藤枝市 玉本屋 山間の町で行う非接触型のグランピング事業への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社サンテ静岡 3080001011498 スポーツ選手向け初動負荷トレーニング事業への挑戦 原野　郁巳

関東 静岡県 焼津市 清弘水産株式会社 9080001014966 新製法で抽出したマグロのＤＨＡ／ＥＰＡサプリメント商品の開発と販売 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 賀茂郡河津町 株式会社桜井 3080101014772 伊豆の「海」と「山」を満喫する新たなワーケーション施設の展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 株式会社マルヨシ加工 1080001015947 倉庫業への進出で付加価値と生産性を高め地域の物流拠点を確立 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社サトー交易 3080101007165 プラスチック製品卸業から当社ブランド衛生製品・健康食品製造委託卸業への進出 沼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社東海工機 2080401003385 新たな生産体制で新分野である「航空機産業」へ進出 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社松下工業 6080401016375 中子製造業からロボットシステムインテグレータへの事業転換 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社山静 5080401006352 生活スタイルの変化に対応できる注文住宅建築分野への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 合同会社Ｏｉｄｉａ 2080403003160 海岸前倉庫を活用したビール醸造所と多機能タップルームの新設 伊東商工会議所

関東 静岡県 富士市 株式会社鈴昭工業 4080101008823 自動車産業の部品高度化を支える大型金型加工への大胆な業態転換 富士信用金庫

関東 静岡県 伊東市 株式会社エムエーフーズ 2080101013949 冷凍技術を活かした、惣菜等製造販売での内食・中食市場への挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社デルマ・ラボ 6080001010506 コロナ禍で高まる口腔ケア・ニーズに対応した高機能洗口液の開発と衛生用品市場への新分野展開 尾関　俊寿



72 / 145 ページ
事業再構築補助金　第４回公募　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 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

関東 静岡県 掛川市 エヌコンセプト建築計画 デジタル化を取り入れた地域密着型レンタルオフィス事業への新規参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社丸啓鉄工所 3080101009748 工作機械部品加工で培った技術の応用による、産業用ロボット部品加工体制の構築 マーキュリー株式会社

関東 静岡県 下田市 賀茂米穀卸株式会社 3080101014450 高齢化地域からの米飯文化の再発信 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 牧之原市 株式会社クリーニングのカドタ 4080001013799 「コインランドリーと宅配、洗濯代行開始による複合サービスの開始」 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士市 株式会社新井商事 5080101015769 障害者の就労支援と農業の担い手不足解消 木村　美都子

関東 静岡県 静岡市清水区 ごはん屋さくら 桜えび等の食材を活用したコッペパン専門のテイクアウト事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 牧之原市 ライフサービス株式会社 5080001013757 ポストコロナに対応した安置葬・家族葬など新たな葬儀サービス提供 若杉　拓弥

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社コトブキ自動車 6080402009948 鈑金塗装業者による先進安全自動車を中心とした整備事業への進出 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社カワイ 9080401016579 木材卸売から加工販売へ新規参入　～環境循環型社会の実現へ～ 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市南区 荒澤ターポリン株式会社 5080401000347 国土強靭化に寄与する高強度土木シートの生産体制の確立 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 藤枝市 太田工作株式会社 6080001016338 自社精密金属加工技術の活用による半導体製造装置市場への新分野展開事業 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 磐田市 マルワ食品株式会社 2080401016890 卸販売業が挑むコロナに打ち勝つためのＤＸ化ラーメン店舗の実現 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士市 ＮＰＯ法人はっぴぃ 1080105003765 障害児通所支援事業（自宅から通う）から障害者入所支援事業（生活の場所）の自立シェアハウス 戸越　裕介

関東 静岡県 田方郡函南町 株式会社プラスト 2080101006936 環境配慮、ニッチトップ、アフターコロナを目指す新試作機開発事業、新生産システム開発事業 石渡　清和

関東 静岡県 富士市 有限会社佐藤製機 6080102013985 難素材加工の強みを生かした業態転換によるデジタルデバイス関連分野への展開 富士信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 株式会社ＡＲＭＡＴＥＣＨ 3080101022189 接合・実装技術の高度化による医薬品業界向け配管事業への新規参入 尾関　俊寿

関東 静岡県 富士市 株式会社司技研 9080101009049 二輪車から水力発電・ＥＶ部品分野への大胆な新生産ライン構築事業 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 浜松市浜北区 有限会社ぬしや仏具店 8080402015390 伝統技術を活用した新製品開発と集客手段の多様化による事業再構築 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 掛川市 株式会社掛川外装 5080401015312 ガルバリウム鋼板による“カバー工法”を用いた施工事業への展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 島田市 株式会社エーピーアイ 4080001012933 従来の印刷業から新たに動画作成事業に進出による事業再構築実現 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 有限会社マイクロテック 9080102002663 コロナに打ち勝つための業態転換・ＥＶ用半導体部品製造への挑戦 三島信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社中村鉄工所 5080401016707 高精度部品製造環境を整備し、光産業へ新規展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 田形青果株式会社 4080001003222 詰め合わせカット野菜の加工・製造による食品スーパーへの新規販路開拓 堀江コンサルティングオフィス株式会社

関東 静岡県 浜松市南区 有限会社ＴＯＭＭＹ・ＣＯＭＰＡＮＹ 3080402013696 居酒屋から専門性の高いうどん・定食屋へ新しい生活様式への対応 村越　誠也

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社建築システム 9080001001386 新発想の収納術と空間２ＷＡＹ活用でコンパクトでも開放感広がる新たなリフォーム事業の展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 下田市 有限会社豆州下田郷土資料館 6080102021014 ＡＲ／ＶＲ・トリック３Ｄアート等を活用した体験型地域連動展示博物館への転換 玉置　久倫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社スポーツショップアラジン 9080001008448 ストリートサッカーを通じたレンタルおよび独自製品の開発・販売と地域スポーツ振興への貢献 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 Ｔｏｔａｌ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ株式会社 6080001021123 古民家リノベーションによる八丈島観光活性化事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 沼津市 空とぶ合同会社 5080103001445 沼津産養殖マダイのレトルト・冷凍食品の製造およびインターネット通販事業の展開 沼津信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社天峰建設 4080401015908 宮大工による漆塗り仏具製造業への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 島田市 株式会社テクニカル・ワークス 8080001013192 精密金型技術を生かした半導体集積回路部品分野への新規参入 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社八幡機械 5080401004315 溶接ロボット用集塵機のメインシャフト製造事業（業態転換） 小倉　裕樹

関東 静岡県 浜松市南区 有限会社原田塗装工業所 9080402006653 船外機に特化した自動ロボットライン導入によるマリン分野への参入 浜松商工会議所

関東 静岡県 浜松市南区 浜松魚類株式会社 1080401004070 水産物卸業の水産食品加工業への新規参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 山下工業株式会社 8080001005413 熱可塑性プラスチック製品製造事業への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 湖西市 株式会社片山造船所 8080401006119 展示ショースペース開設、ＷＥＢ強化・リモート商談を開始し、事業再構築を図る。 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 伊豆市 有限会社松屋商店 9080102008644 老舗酒店が行うウィズコロナ時代のお総菜イートイン＆テイクアウト事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市浜北区 橋本エンジニアリング株式会社 7080401011326 高齢者にやさしい安心安全なパーソナルモビリティの開発と製造 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社ディーエス・マルマン 6080101009068 紙資材を活用した新商材ディフューザーの加工生産体制の構築 富士信用金庫

関東 静岡県 藤枝市 株式会社島村謄文堂 6080001016445 静岡市の車利用者のためのコワーキング・レンタルオフィス事業 藤枝商工会議所

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社高田工務店 4080402009818 ＩＯＴ体感型モデル棟を利用した、ＩＯＴ機器設置事業への参入 税理士法人ヤマダ会計

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社ヤガワ 9080401012248 ＩＯＴ活用による「ヴィラ」＝一棟貸しの新しい宿泊事業の推進 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 株式会社ニッシン 4080001015102 主力のワイヤーハーネス端子圧着機製造から精密部品の検査機器製造事業への新分野展開 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 静岡市葵区 ジャストワン 運動療育で子供の自立を支援する放課後等デイサービス事業への挑戦 原野　郁巳

関東 静岡県 浜松市南区 ボデーショップウキギ ＡＳＶ・電気自動車に対応した整備サービスの実現 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士市 三義ワークス株式会社 6080101009811 デジタル活用による高精度な半導体フィルム刃物研磨事業への転換 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 株式会社ヤマナ茶業 3080001015887 ドライチェーンを確立したデリケート商材保管による定温倉庫事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 デュメンオレンジジャパン株式会社 1010001076005 フラワーオープンハウスとＥＣサイトによる新規顧客・需要の開拓 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 熱海市 有限会社かね八水産 1080102018163 水産卸売業の仕入れルートを活用した高級料理店のオープン 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 沼津市 株式会社サンプラダイニング 1080101017703 地元高校生のＵターンと関係人口拡大を目指すカフェ併設のＤＸコワーキングスペース事業 株式会社イワサキ経営

関東 静岡県 牧之原市 水野建設工業株式会社 6080001013731 ＡＷ大規模建築物鉄骨生産体制構築による首都圏エリア進出計画 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 レルナ合同会社 8080403004129 菓子（みやげ品）とパック惣菜、加工食材の製造・販売事業 浜松商工会議所

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社ＫＩＮＧＳ 2080401023706 地場農産品を素材にしたオリジナルベーカリー事業への新規参入 静銀経営コンサルティング株式会社

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社ビッソーバ 9080401005929 電解鍍金から無電解鍍金への完全移行とアルマイト加工への参入によるＥＶシフトへの対応 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 有限会社東静クボタ工機 9080102002481 治具・金型設計、製造の強みを生かし量産品製造事業へ新分野展開 沼津信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社トリイ 8080401003628 中小企業の生産性を高める省力化設備製造販売事業の構築 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社木藝舎 5080002005877 遊休資産の古民家を活用したサウナ専用施設を開設する。 株式会社清水銀行

関東 静岡県 駿東郡清水町 有限会社木澤工業 3080102009986 自社ＦＡ技術を活用した野菜栽培・野菜ジュースペースト製造に取り組み、自社オリジナル製品を販売する「脱下請け」企業を 三島信用金庫

関東 静岡県 御殿場市 株式会社サクシード 7080101004571 訪問介護による新分野展開 杉山　仁

関東 静岡県 静岡市駿河区 Ｄ＆Ｄデザインワークス株式会社 8080001020305 デジタルサイネージを活用した広告配信・地域災害に貢献する事業に挑戦する 原野　郁巳

関東 静岡県 富士宮市 株式会社静岡仮設 7080101018068 建設事業から地域需要が拡大している心身障がい児支援事業への新分野展開による事業再構築 富士宮信用金庫
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関東 静岡県 菊川市 有限会社スタジオワン福田 6080402018668 振袖・衣装の販売・レンタルおよび貸スペース事業への新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 袋井市 丸玉株式会社 8080401019079 衣装・写真技術を活かした小規模低予算の「ニュースタイルウェディング」事業の開始 村越　誠也

関東 静岡県 磐田市 芝原工業株式会社 2080401015835 薄板溶接中心の精密板金事業から建築などの厚板加工まで包含する総合板金メーカーへの挑戦 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 焼津市 株式会社焼津精機 6080001015389 横型マシニングセンタとＡＰＣ等導入によるロボットアーム製作を通じた工作機械関連分野への新規参入事業 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 下田市 株式会社シモダバイザシー 2080101015251 ウェルネスワーケーションを提供する法人向け宿泊施設へ事業転換 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 賀茂郡東伊豆町 有限会社アイワ電気 1080102021951 電気自動車充電設備設置事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士宮市 有限会社共同製作所 9080102017793 深穴・多面加工とコロナ対応による強靭な製造体制の再構築事業 富士信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社アンビション 8080101021252 沼津復活再始動プロジェクト　－地域再生シンボルとしての　“ととのうＳＡＵＮＡ”－ 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社松本工業 3080002011274 自社の経営資源を活用した市街地型グループホームを新分野展開する。 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市西区 美匠未来建設株式会社 6080401011203 非対面チャネルによる知識習得の場の提供と実証データに基づく建築物塗装の提供に伴う「安心・品質重視市場」への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市南区 有限会社山口鉄工 2080402008466 建設機械分野へ新規参入し、プレス工程の無人化による生産性の革新的向上 株式会社オオサワ・ビジネス・コンサルティング

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社山田ステンレス 1080401005580 アルミの切断・溶接加工の完全内製化による食品加工（粉末香料）関連市場への業態転換事業 シェアビジョン株式会社

関東 静岡県 湖西市 カーライフサポート株式会社 8080401011721 福祉車両の整備実績を活かしたバリアフリー化貸ペンション事業への取組み 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社ＬＩＦＥＷＯＲＫＳ 8080003001914 福祉サービスのノウハウを活かした障がい者グループホーム事業への進出 静清信用金庫

関東 静岡県 伊豆市 瀬尾製作所株式会社 3080102008385 デジタル社会を支える半導体製造装置向け高強度継手の製造技術確立による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社斐然商事 8080401014170 海外進出マーケテイングオートメーションツール事業計画 税理士法人ガルベラ・パートナーズ

関東 静岡県 沼津市 株式会社日幸製作所 8080101006030 設備導入による蛍光Ｘ線、熱分析装置への展開・電気組立参入 株式会社商工組合中央金庫

関東 静岡県 島田市 カワサキ機工株式会社 8080001013374 中国／ケニア茶業の維持発展の為、作業効率の向上可能な乗用型摘採機の開発 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 富士市 建築業天野マコト 脱酸素に向けて県産木材料利用拡大と生産性向上をめざす 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 島田市 有限会社ティーツー 9080002013785 高精度加工を活用し驚きの誤差範囲を実現！飲料充填機市場に進出 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 ＷＡＴＡＳＥ　ｃａｓｔｉｎｇｓ株式会社 9080402008906 軽量化アルミホイール製造に対応するための完全自動化ライン構築 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 富士市 有限会社ｌｉｆｅｉｓｌｉｖｅ 7080102016054 クラフトビール事業展開でのブランド力強化による収益Ｖ字回復 兒玉　洋貴

関東 静岡県 焼津市 丸寿瓦工業株式会社 8080001015206 屋根工事業者×瓦リサイクル製品 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 島田市 株式会社島田鋼板 9080001013076 一貫生産体制と横の繋がりを活かした板金塗装業界への進出 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 富士市 旬料理　加とお 昭和レトロな登録有形文化財を活用したカフェ＆バーによる新事業展開 富士信用金庫

関東 静岡県 島田市 有限会社岩倉溶接工業所 1080002013438 新たな加工工程の導入によるＥＶ市場向け部品の製造分野への進出 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社伊藤木工 8080101020873 木の廃材を再利用した家具・小物の製造および販売への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 杉本家具株式会社 6080001002230 集客・体験型とオンラインのハイブリッドによる「インテリアファクトリー」事業 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市浜北区 有限会社金井鉄工所 6080402014857 金属加工用治具製造から次世代自動車用部品への新分野展開 遠州信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 ゼレンシック 冷凍食品製造・販売による飲食サービス業から食料品製造業への業種転換 サポート行政書士法人

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社インデックス 1080001012036 人物や物を３Ｄスキャンしデータ化するＤＸ推進サービスの提供 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社平垣製作所 7080001008986 精密部品加工業から、医療装置アッセンブリ事業への挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 牧之原市 株式会社ＳＡＷＡＤＡ 8080001017895 食品衛生管理基準の強化に対応したパレット洗浄業務の新規取組と事業展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 御前崎市 株式会社日清特殊鋳造所 3080401015074 薄肉鋳造技術によるロボット・環境市場への進出 株式会社商工組合中央金庫

関東 静岡県 田方郡函南町 株式会社大手町スカイパーキング 3080101017899 ＪＲ沼津駅前のにぎわい創出に向けた、高品質なレンタルオフィス事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 静岡県 掛川市 １ＰＬＵＳ株式会社 5130001050068 金型製造企業から成形事業の新規参入による一貫受注体制の構築 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 掛川市 遠州山中酒造株式会社 5080403002440 酒造の機械・ＡＩ化に伴う酒類ＥＣ販売（スパークリング市場含む）への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社斎藤興業 6080401001831 労働、健康寿命の延伸に寄与する薬局の開設による業種転換 浜松商工会議所

関東 静岡県 駿東郡清水町 フォース・トライアングル株式会社 9080101021350 ストレッチ専門店への新分野展開で「癒し」と「健康」の両立支援 水谷　弘隆

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社ＫＡＷＡＲＹＯ　ＰＧＭ 5080401013118 貴金属等小物スクラップ処理ノウハウを活用した金仏壇リサイクル事業への進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 島田市 株式会社増商 6080001013418 地域資源（大自然・木材・職人）を活用したアウトドアサウナ施設の経営とバレルサウナ販売事業への挑戦 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社小柳津清一商店 2080001000956 独自ブレンドのオリゴ糖による健康食品製造販売への進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社Ｓ．Ｇ．Ｍ 3080401011809 ＨＡＣＣＰ対応の厨房設備製造向けチップソーの市場開拓 遠州信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社かねはち茶園 9080003000056 オーダーメイドで受注焙煎する茶葉の受注、焙煎、販売体制の構築 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 周智郡森町 株式会社トミーパッケージ 8080401017479 地球温暖化防止になるトライウォール製パレット製造業への進出（新分野展開） 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 湖西市 株式会社袴田精機 6080401006608 自動車ＥＶシフト強化に向けた技術開発！技術ブレイクスルー領域への新分野展開 豊橋信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社タニコー 6080401015889 リバースエンジニアリングによる金型製作とデータ提供サービス 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 小澤塗料工業株式会社 2080001000923 大型製品のロボット塗装加工による新たな事業領域の創出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 下田市 株式会社ＶＩＬＬＡＧＥ　ＩＮＣ 7080101016261 おうちでキャンプご飯体験サービス 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 菊川市 株式会社ケイリックス 3080401014902 コロナ禍で急伸！ｅスポーツ関連グッズへの新規挑戦 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社アイム 8080101003341 沼津市初となる高級志向焼肉店開業 沼津信用金庫

関東 静岡県 牧之原市 山本電機株式会社 9080001013902 スマート農業向け給液自動制御装置製造に向けた事業体制の構築 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 掛川市 合同会社ＵＵＵｔｈ 6080403003685 静岡を元気に！観光関連事業（広告代理業）への事業再構築 中村　健一郎

関東 静岡県 掛川市 東海工業株式会社 6080401014668 ＭＢＤ方式の円滑な工程進行を支援する新たな事業体制の構築 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 御殿場市 一般財団法人神山復生会 3080105005099 在宅療養支援診療所の開設 原口香絵

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社プラドウィン 3080001006192 グリーンエネルギーに特化した住宅・店舗建設への新展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 袋井市 アントルポ 理容店が新たに取り組むメンズトータルビューティーサービスの提供 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 御前崎市 フード株式会社 2080401018672 カツオの魅力再発見！持ち帰り用食品、弁当の製造販売への挑戦 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 有限会社オーケープレス 2080402001594 次世代自動車の導電性能を高める提案型部品製造による新分野進出 遠州信用金庫

関東 静岡県 駿東郡清水町 株式会社バイタルフーズ 8080101001543 事業再編と地元食材を活かした惣菜販売で卸売業から小売業へ業種転換 藤巻　かな江
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関東 静岡県 浜松市中区 株式会社大穂工業 6080401001030 マルチユース大型撹拌翼の製造による医薬業界への新販路獲得 疋田　通丈

関東 静岡県 駿東郡清水町 マイクロ・データ株式会社 1080101006210 システム開発会社によるＣ言語プログラミングスクール事業への進出 三島信用金庫

関東 静岡県 伊豆の国市 株式会社小松屋 5080101004763 愛犬と連泊するワーケーション客向け宿泊サービスの展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 株式会社サン・プランナー 7080101003292 【企業×障害者×支援者】３者が出会うサテライトオフィスを静岡に！障害者雇用代行事業への新分野展開 株式会社イワサキ経営

関東 静岡県 沼津市 ＲｅＰｕＢｒｅｗ合同会社 9080103001607 独自の醸造技術を転用した低価格消毒用アルコールと地物フルーツ消毒液の製造販売 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市浜北区 有限会社オオタカフォトスタジオ 1080402014845 プロカメラマンの撮影技術を活かした３６０度撮影スタジオによる事業再構築 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市北区 有限会社サンボク 5080402016193 ５０年前のドイツ式ベーコン復刻によるお土産産業参入と物販＋ランチによる新規観光スポット化 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市東区 創ハカマタ建設株式会社 1080401002768 アプリを起点としたＤＩＹユーザー向けお役立ちサービス提供事業 税理士法人ウィン合同会計事務所

関東 静岡県 富士市 みとみ株式会社 4080101010366 最先端デジタルＢＩＭデータ作成サービス業への進出 富士信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社五合 9180001075420 親水性無機塗料の塗装治具の製造・塗装・剥離洗浄のサービス事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 ＷＩＴプラス株式会社 4180301020774 自動車部品メーカーをターゲットとした専門技能人材の派遣業 グラーティア税理士法人

中部 愛知県 半田市 有限会社可香工業 9180002087365 ポストコロナ時代に移動販売事業による売上向上のチャンスを提供 岡田　悦子

中部 愛知県 豊橋市 株式会社僊 7180301009526 飲食事業者が食卓の雰囲気を変える居酒屋料理を惣菜販売事業で家庭に届ける挑戦 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社Ｌｉａｎ 2180001066475 自社ブランド美容商品の開発・提供とアイブロウサービスの新展開 協同組合さいたま総合研究所

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ギグル・ディッシュ 5180001104397 自社の強みを生かしたドルチェパンケーキによる二毛作運営の確立 廣瀬　陽介

中部 愛知県 犬山市 犬山ツーリスト株式会社 9180001080726 観光バス事業の売上激減で企業存続のため学校・企業の送迎バス事業進出 犬山商工会議所

中部 愛知県 豊橋市 有限会社協和企画 8180302011983 ボディメンテナンス施設の構築による健康増進ニーズへの対応 猪口　建太朗

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社カプセル 4180001056532 住宅業界の販促集客ＤＸを促進するＡＩを活用したＳａａＳ事業計画 名古屋商工会議所

中部 愛知県 豊田市 株式会社コンジュ．ＪＡＰＡＮ 3180301032151 マツエク利用者に特化した仰向け筋膜リリース事業等の開始 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市名東区 トラストジャパン株式会社 7180001052520 ゴルフシミュレーターの導入によるゴルフ入門者層の掘り起こしとパーソナルサービス 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 有限会社ヒロミ食品工業 3180002024415 先端的ＡＩ技術搭載の菓子製造機器導入によるギフト市場等への新規事業展開 税理士法人Ｊ－ｓｐｉｒｉｔｚ　山内会計

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社ピュアコーポレーション 7180001090520 微弱電荷機器を活用したプライベートサロン事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社一八 6180001144310 ポストコロナ時代の「食」における、テイクアウト・デリバリーによるＶ字回復計画 岡田　悦子

中部 愛知県 豊橋市 有限会社創ｉｎｇ 9180302008327 デジタル・自動機の導入と高付加価値化による業態転換の実現 豊橋商工会議所

中部 愛知県 瀬戸市 有限会社エース 7180002071536 釣り具用品の通信販売事業の開始 税理士法人名南経営

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ＢＬＥＳＳインターナショナル 5180001114719 ヘルシーで、美味しい菜食料理を広め、ＳＤＧｓの目標達成に貢献する 株式会社十六銀行

中部 愛知県 東海市 有限会社アライヴ 6180002087517 ホテル運営ノウハウを活かした家事代行サービスの新事業展開 鷲野　亨

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社財務サポートセンター 7180001115260 法務・財務・労務の悩みをアプリで簡単解決！経営支援サービスの事業化 中筋　一郎

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＤＧＧ 5180001072710 「男性やファミリー層の悩み解決！　脱毛サロン」 和田　義弘

中部 愛知県 豊橋市 有限会社論山物産 5180302011128 人気韓国料理を食卓へ！自動販売機導入による完全非対面型の小売事業の新展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社大日堂 9180001031027 コロナ禍で薄れゆくハンコ文化の新たな文化的・資産的価値の創出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 協和建設起業株式会社 4180001011974 アナログ業界に風穴を！建設業界のＤＸ推進のためのＲＰＡサービス開発 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 有限会社エムジーコーヒー 8180002075874 珈琲豆卸売会社が取り組むオリジナルデザインドリップバッグ事業 宮田　大

中部 愛知県 岡崎市 白雪乳業有限会社 5180302001525 自宅で食べたい特別なアイスクリーム～新素材に仕上げた溶けないアイスクリームで機能性とビジュアルを楽しむ～ 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＣＯＡＬ 6180001110691 新たな名古屋名物あんかけカレーパンの開発とテイクアウト事業 細田　紘輔

中部 愛知県 豊橋市 株式会社和の膳 9180301033020 農業王国・東三河をまるごと家庭の食卓へ！創作和食店が「ごちそう料理キット」で新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社タキモ本店 5180001004564 「だしパック」製造開始により、食料品卸売業から食品製造小売へ進出する 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 藤岡拓也 顧客１ｓｔのファイナンシャルプランニング相談を実現するポイントサイト運営 豊田商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＢＯＯ　ＧＲＯＵＰ 5180001088491 餃子とおばんざいの業務店向け製造と販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 安城市 アールマンプロデュース株式会社 9180301028631 お客様の心に寄り添ったペット火葬を提供する事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社エンカウント 2180001107304 組織内コミュニケーション特化型オンライングループウェアサービス事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＡＣＴ 6180001127488 食肉加工・卸売会社から焼肉店への垂直型多角化戦略による業種転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 知多市 株式会社知多ピーアールセンター 4180001094755 障害者を活用したセントラルキッチンの構築と冷凍食品の販売事業 西河　豊

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社デックサポート 5180001112292 ～人材（財）×風土～自社の強みを活かした宅配対応型ハンバーガーショップの経営 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 ＢＡＧＥＬ　ＭＯＮＤＡＹ キッチンカーによる機動的販売の強化と、設備投資による生産効率の向上 神戸商工会議所

中部 愛知県 岩倉市 有限会社ティーアイ・コミュニケーションズ 1180002082480 エステルームや美容設備を技術者向けに貸し出すレンタルサロン業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 一宮市 ユーキ商事株式会社 8180003015788 環境負荷軽減につながるＤＰＦ（ディーゼル微粒子捕集フィルター）分解洗浄サービス事業 税理士法人杉浦経営会計事務所

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社早川冷菓 5180001001082 早朝集荷システムで実現する、「とれたて朝挽き生鮮三品」の宅配事業 宮野　壽明

中部 愛知県 安城市 有限会社ｊｏｉｅ 1180302016799 既存事業の受注停止に対する無添加食品製造分野への参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 半田市 株式会社間瀬工業 8180001102266 配管工事用部品「フランジ付きパイプ」の一貫生産体制の構築 半田商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 大矢伝動精機株式会社 5180001034917 既存設備部品の再設計・再加工を行い、設備の延命を図る事業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 豊橋市 有限会社てんめい 8180302012107 新求人情報サービス「スマＱ」の新規事業構築 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 有限会社ＧｌａｎＰｌｕｓ 3180002093022 「選べる楽しさ」を提供し、付加価値向上・生産性向上を目指す刺繍プリント事業 株式会社中京銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社プラリシア 1180301028457 最新の運動療養プログラムを取り入れた、放課後等デイサービス施設のリニューアルと新施設の開設 澤井　美香

中部 愛知県 名古屋市天白区 眞瀬光学株式会社 7180001072139 業界初！オールインワンホテルメンテナンスによる事業転換 ビューロ・ネットワーク税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中区 オールアップ株式会社 8180001138839 痩身エステからパーソナルトレーニングジムへの新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 額田郡幸田町 有限会社幸和工業 2180302004539 自動車業界で培った金属加工技術を生かした電子・医療分野への進出 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 刈谷市 株式会社近藤環商店 3180301017185 日本酒テイクアウト販売所・設備の新設によるマーケット拡大 あらた税理士法人

中部 愛知県 豊橋市 快適デジタル株式会社 2180301025932 「時計製造業界の衰退を防ぐ腕時計組立キット」企画開発・販売 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 東海市 オリエンタルビストロ　ドモス ダイエットメニューを含んだ内面からの美にこだわったエステの提供 公益財団法人名古屋産業振興公社

中部 愛知県 豊川市 株式会社ＳＥＲＥＳＴＯ　ＳＴＹＬＥ 9180301029010 アットホームな空間　で過ごす、親族だけの「小さな結婚式」サポート事業 豊橋信用金庫
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中部 愛知県 知立市 ｓｔｖｉｎｏ株式会社 4180301035335 地域の賑わいを創出する再開発事業へのハイブリット型カフェ新規開業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＴＡＯ 7180001058906 コロナ禍の影響を受けた映像制作事業から障がい者グループホームへの新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社イオン・フレックス 9180001070719 ビギナー向け「完全個室」「非接触」フィットネスに事業再構築 税理士法人ＴＡＧ経営

中部 愛知県 岡崎市 ジャパニーズダイニング匠ｙａ 家庭で専門料理店の味を楽しめるもち米料理のテイクアウト 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 知多郡東浦町 家庭料理　我母 飲食店業（居酒屋）による惣菜の製造・冷凍加工販売への業態転換（提供方法の変更） 山崎　榮一

中部 愛知県 安城市 株式会社安城トラックセンター 2180301012567 つながりの中から生まれた新事業　従来の常識を覆す切削液の製造・販売 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 安城市 有限会社谷山写真館 7180302016892 老舗写真館のノウハウを生かしたセルフ写真スタジオ 碧海信用金庫

中部 愛知県 清須市 Ｊ・ｆｒｅｅ 飲食と完全個室のゴルフシミュレーション空間を提供 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 小牧市 木木の釜座 急速冷凍技術を活用した通販用デザートの開発・事業化 株式会社シャイン総研

中部 愛知県 知多郡美浜町 エイムトラスト株式会社 4180001122854 ＡＩを活用して汚卵と正卵を判別する卵選別システムの開発 有限会社竹内総合研究所

中部 愛知県 一宮市 ユーエスファクトリー 県下初！ＤＩＹニーズも満たす個性豊かな１２７５色塗料の調色＆販売事業へ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 ｈａｎｋａｃｈｉ／ｂｅａｕｔｙ 非接触サービスを実現！高付加価値セルフケアを叶える女性専用プライベート低温サウナ事業 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 大府市 彦建 １級大工技能士＋２級建築士がトレーラーハウスメーカーに挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社カノンラボ 3180001059098 「箱庭療法」と「発達ナビ」でみるみる成長！障がい児向け療養型通所施設事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社三河湾リゾート・リンクス 9180301003808 リゾートホテルの強みを活かしたデジタルイベント企画事業立ち上げ 岡崎信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 まき助産院 助産院による赤ちゃんからの歯科矯正アクティビティープログラム 岐阜信用金庫

中部 愛知県 丹羽郡大口町 有限会社壽々木工作所 9180002074677 高精度ＮＣ旋盤導入による生産ライン向け部品製造ノウハウを活かした先端刃物部品の新規開発 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市天白区 愛知電子工業株式会社 8180001023157 血管の状態がその場で簡単に一目でわかる血管内皮測定器の開発 前田　勝昭

中部 愛知県 名古屋市中区 竹村株式会社 6180001037836 老舗小物問屋が展開する着物のトータルコーディネートレンタル事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 春日井市 有限会社季節料理日比野 2180002065724 和食店によるコロナ禍を乗り越える新しいスタイルの和カフェ展開 東春信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ル・タン・ペルデュ 9180001110796 既存のフレンチレストラン利用客をターゲットとしたワインショップ開業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社鈴勝 7180002066354 カーボン止水板製造を足がかりに卸業から製造業への華麗なる転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 ワールドスポーツコミュニティ株式会社 4180001132300 子供と企業を繋ぐオンラインプラットフォーム事業への新分野展開 井上大輔

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ジェイフード 2180001096126 純日本産食材を活用した洋菓子開発と自社販路開拓による再構築 東春信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社なつめ 1180301006693 新しい酒屋の形態への挑戦並びに地産地消を活用したネット販売 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 江南市 有限会社吉田工作所 4180002082271 デザイン性・機能性を追求した製品開発によるＢｔｏＣ事業への新規参入 株式会社フロウシンク

中部 愛知県 碧南市 川合商店 自社商品開発力を活かした移動販売事業への新分野展開 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社志誠 1180002046790 衛生管理を徹底した養殖アメリカザリガニを全国の中華料理店に提供 愛知商工連盟協同組合

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社山口熊製作所 8180001021202 プレス加工の技術を活かして、長尺サイズ部品製造とＢｔｏＣ市場へ進出 中井　一

中部 愛知県 豊田市 とりちゃかふぇとりこや コアな客層ニーズに沿った鳥専門のペットホテルの運営 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市東区 テッパンイズミサンカイ １組でも１名でも１食でも。飲食店による飲食店の為の飲食店予約 明日翔ナレッジワーカーズ税理士法人

中部 愛知県 日進市 株式会社市川組 6180001124923 木の優しさを感じる斬新なデザインとアイデアのコンテナハウス販売時用 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 安城市 株式会社アロナエンタープライズ 9180301016727 コロナ禍でも需要拡大する用品販売とペット預り事業への新分野展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ＭＡＶＥＲＩＣＫ 4180001142258 業界初！店舗設計×モンテッソーリ×英語塾の新分野展開を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 小牧市 ワイズジュエル 先祖から受けついでいる宝飾品を、自分の好きな形にリフォームするジュエリーリフォームに挑戦 廣瀬　陽介

中部 愛知県 豊橋市 やまざき歯科クリニック 歯科医師による「精密入れ歯」のリモートカウンセリング事業 税理士法人　ＳＨＩＰ

中部 愛知県 小牧市 株式会社にんじん 2180001076301 有機野菜・無農薬野菜および無添加食材をより多くの人へ届ける移動販売事業 浅野高嗣

中部 愛知県 東海市 株式会社金丸製作所 3180001094244 飛沫防止パネルの製造・販売によるサービス業分野への新展開 半田信用金庫

中部 愛知県 豊田市 佐野工業株式会社 5180301018330 自動車部品製造技術を活かし、座席シートカバー市場への新規参入 クレアスト株式会社

中部 愛知県 一宮市 石窯とアロハリノ ＤＩＹ専門レンタルスペース事業への業種転換による売上回復計画 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社Ｖｅｎ企画 1180001064281 広告事業経験を活かしたインフルエンサー育成事業への新規展開 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市熱田区 大衆酒場クロカル 一度の来店で二度楽しむお店、楽しさはオンラインにも広がる 株式会社中京銀行

中部 愛知県 江南市 有限会社横城商事 8180002082887 タングステン・スクラップの精錬純度とリサイクル処理効率の向上 株式会社サカイｉＴ経営

中部 愛知県 北名古屋市 カラオケ喫茶　ぱらだいす カラオケ喫茶によるテイクアウトの手羽先唐揚げ専門店 大西　森

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＧＯ　ＡＬＬ　ＯＵＴ 2180001146327 下町のイタリアンレストランが、無添加・無農薬にこだわって、食材の小売りに本格的に進出する業種転換型事業再構築計画 川腰　章二

中部 愛知県 春日井市 株式会社コバヤシ 1180001075353 歯科治療におけるＤＸ「デジタルデンタルセンター」の創設 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 ＫＯＴＯ－ＣＡＦＥ ＫＯＴＯ－ＣＡＦＥ内アウトドア専門店（ＡＴＯＭＩＣ　ＭＡＲＫＥＴ）新築工事 豊田信用金庫

中部 愛知県 一宮市 串道楽　尾州苑 牽引キッチントレーラ導入に伴う商品開発と新しい提供方法の構築 一宮商工会議所

中部 愛知県 豊川市 コージーフィットネス 健康を促進する地域コミュニティの基盤となる複合施設の新規開業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 高浜市 株式会社ＳＫ 6180301032933 店舗向け換気調査と換気改善サービスへの事業展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 犬山市 株式会社プロローグ 3180001061095 生産者と消費者を繋ぐ！訳あり食品販売プラットフォーム運営事業																 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社明工舎製作所 6180001041318 半導体市場に向けた多品種小ロット生産の自動化工程への取組 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市港区 ＩＦＴ株式会社 7180001106177 炭火焼を気軽に楽しめる！キッチンカーによる鰻料理の提供事業 中部税理士法人

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ジェガット 9180001106530 ＣＳ抜群の対面営業のノウハウを生かしたテレマーケティング営業導入 豊田信用金庫

中部 愛知県 尾張旭市 ミッション・ツール株式会社 8180001129284 業界初！オンライン展示会による新事業で業種転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 清須市 株式会社Ａ－Ｄｅｓｉｇｎ 7180001132405 極限まで感染リスクを抑えたセルフエステによる売上回復計画 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市西区 Ｃａｆｅｄｉｎｉｎｇ　ＬｉＬｉｉ　Ｐａｒｋ 親子Ｃａｆｅを生かしつつ、ママと子供の笑顔を企業へ繋ぐレンタルスペース 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ワイズ 7180001090578 既存事業を活かした別事業展開、バン・トラック（商用車）事業によるワンストップサービス 税理士法人　Ｂｒｉｃｋｓ＆ＵＫ

中部 愛知県 豊田市 肉ずしと酒肴　じゅげむ 飲食業で培った接客・調理術を活用したブランド菓子製造販売への展開 糸川　純平

中部 愛知県 田原市 カフェエンビーチ 密回避・非接触対策を施した屋外音楽イベントの提供により業態転換をめざす計画 株式会社ＫＡＮＪＯパートナー

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｔｈｅ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｔｒａｖｅｌ 7180001090231 「脱毛×歯のホワイトニング」メンズ美容サロン事業への新分野展開 中筋　一郎
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中部 愛知県 豊川市 福田鐵工所 ものづくりのプロフェッショナルが造る「粉体塗装」を活かしたカラフル製品の提供 豊橋信用金庫

中部 愛知県 一宮市 あんしゅー 更年期ケア専門サロンにくせ毛カット専門美容院を併設し、相乗効果を狙う 一宮商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 みや 「鉄板馳走みや」によるフリーキャンプ・バーベキュー施設　ＣａｍｐＶａｌｌｅｙ美濃 税理士法人ファルベ

中部 愛知県 犬山市 萱場コンクリート工業株式会社 5180001080770 雨水対策用大型桝製造による業態転換 太田　直樹

中部 愛知県 愛西市 カトウテキスタイル有限会社 3180002090382 清流板取で楽しむ。繊維業からグランピング事業への挑戦 鷲尾　裕二

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社オフィスダグ 7180002043865 印刷会社プレゼンツ！高級シュークリームのテイクアウト及び通信販売事業の展開 伊藤　央

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社エヌ・ティー・エス 7190001021383 プロフェッショナル人材によるオンラインスクールの運営事業 株式会社みらい経営

中部 愛知県 豊橋市 ラウンジ和璃 会員制ラウンジ業を廃業して多目的飲食店への事業転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 三成産業株式会社 9180001028163 現場力を活かす！最新レーザークリーニング事業の立ち上げ 中筋　一郎

中部 愛知県 名古屋市中村区 美辺株式会社 9180001122057 タスク管理で業務を見える化しでコミュニケーションを円滑化、わくわく働ける保育業務システム作り 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ダイナリ 3180001125296 観光資源を活かしたプロ人材育成ワーケーション事業で町おこし 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社ブリッジ 9180002041280 インターネット視聴型動画教材の制作及び販売 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ダイワプランニング 3180002023796 『漏水の撲滅』をめざし水の利用と水の環境を守る 名古屋商工会議所

中部 愛知県 一宮市 ｃｏｌｏｒｓ　ａｕｔｏ　ｓｅｒｖｉｃｅ ポストコロナ時代の需要を狙った、移動販売によるＶ字回復計画 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社Ｙ・Ｋダイニング 3180001114258 新冷凍技術により店の人気料理をご家庭で味わえる業態転換事業 足立　剛

中部 愛知県 豊川市 東宝製パン有限会社 5180302013669 焼きたてアメリカンベイクの菓子製造・販売事業でＶ字回復！ 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＦＵＫＵＭＯＴＯ 9180001063466 ゴルフクラブ　フィッティング事業開拓 魚谷　康行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ライフメイト 7180001064846 冷凍食品製造からトレーラーハウス型食品小売店舗への大胆な新分野展開 税理士法人シーエス総研

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ＴＡＩＳＨＩ 1180002049554 日本国内初のブレードガードフルオーダー製造販売事業 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ＡＬＰ 9180001118724 飲食業から解体工事業への業種転換によるＶ字回復の達成 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 稲沢市 株式会社日創 8010801021401 既存事業のノウハウを活かしたデジタルサイネージ販売と動画製作事業への進出				 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社アイ・エヌ・エフ 2180001015861 ニューラルＡＩ機械翻訳事業計画 佐分　宏光

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社キッズ・エンターテインメント 9180001053962 ベビー・育児サポート・キッズ用品、乳幼児向け玩具のサブスクリプションサービス事業計画 井上　秀彦

中部 愛知県 名古屋市緑区 サンライト株式会社 7180001105063 塗装工事業から賃貸住宅再生事業に進出する事業再構築 株式会社中京銀行

中部 愛知県 あま市 株式会社メルシスコム 4180001129057 オンラインやＷＥＢカメラを使ってコロナ禍でも安心して学べる個別学習塾 後藤　公平

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社写真のみくに 4180001036880 フォトウェディング事業への独自展開とオンライン予約の確立！ 名古屋商工会議所

中部 愛知県 豊田市 株式会社田嶋工業 8180301028681 修理向け需要が高まる超大型機械用油圧旋回アクチュエータの製造 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 安城市 安城とらや 老舗和菓子屋による着地型旅行としての体験型カフェときっとＥＣ 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 合同会社ＫＡＧＩＴＯ　Ｃｏｍｐａｎｙ 6180003017497 ＥＣ販売によるイタリアン料理の全国展開による業態転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 高浜市 株式会社エムテック 4180301015667 製造業（試作製作）から製造業を支援するＩＴサービス業への事業転換 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 安城市 炭焼き酒場ＴОＲＩーＹＡ炭の助 地元安城産「いちじく」を名古屋名物へ「フルーツわらび餅ドリンク事業」への進出 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 よろずカフェ陣吉 健康志向の飲食店が美容関連事業を新たに行い、　内面も外見もトータル的に美しくする事業を展開！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 ＬＯＵＮＧＥ　ＢＡＲ　ＺＥＲＯ 焼肉店の新規出店およびテイクアウト事業への参入 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 大府市 有限会社青い鳥 4180002084549 キッチンカーによる管理栄養士監修の地産地消・健康弁当販売事業 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 荒川理恵 フードカラーセラピー資格の新設とその教材販売に関する業種転換 西村伸郎

中部 愛知県 海部郡大治町 株式会社Ｉ　ａｍ 7180001147551 テイクアウト事業を軸とした障がい者の労働環境創造プロジェクト サポート行政書士法人

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社エナジーセラピージャパン 2010001181340 ハンドセラピスのオンライン講義＆実店舗開設による新分野展開 ビューロ・ネットワーク税理士法人

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ＰＣＢ 5180301029930 完全個室、テイクアウト中心の飲むわらび餅販売事業への進出 岡崎商工会議所

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社ライフサポート 9180001105540 コロナ感染対策対応！ショーケース方式で提供する高級志向パン屋 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 ＢＡＧＵ龍 地域高齢者に「活き残るための自衛隊式ストレッチ」を提供し売上拡大！ 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社中部機器工業所 8180001059127 トライク（大型３輪バイク）のレンタル事業の展開 株式会社プロシード

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社栄スタジオ 4180002030866 創業６０年の地域密着営業の強みで児童発達支援事業に挑戦し地域貢献を完結する 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社ヒューマン・エンターテイメンツ 9180001086649 韓国家庭料理店への参入とデリバリー等非接触提供体制の構築 一宮商工会議所

中部 愛知県 愛西市 株式会社ダイナ 3180001102089 災害インフラの基盤を向上させるため空中を制する 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ライヴ 4180001041773 食用国産合鴨の廃棄羽毛を利用したサスティナブルダウンウェアの製造販売 株式会社十六銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社勝川ランドリー 1180003009986 ＳＤＧｓ時代のエシカル消費とハレの日クリーニングの物販シナジー事業 税理士法人税金相談センター

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 一般社団法人日本フードラボ＆トレーニング協会 8180005017221 食品製造業者向けＨＡＣＣＰ対応システムおよび禁食対応支援ツールの提供 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 リトルタイガー 飲食店経営のノウハウを活かした店舗改修、ＥＣサイトを立ち上げることによるテイクアウトデリバリー事業、業態転換事業計画 曾根義光

中部 愛知県 豊田市 炭火やきとり　笑路 真空、冷凍技術によるテイクアウト等強化とフードロス排除による事業再構築 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＤＯＰＥ 3180001131971 家族のスキル・ノウハウを結集！クルマ好きが集まる焼肉店 權田　成悟

中部 愛知県 稲沢市 日置興業株式会社 5180001114512 「リフォームのお金の悩みを解決できる」建設業者を増やすコンサルティング事業 吉野　康太

中部 愛知県 名古屋市中区 いなせ屋 地域密着型！ラグジュアリー＆リーズナブルな焼肉店への事業転換 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市中川区 有限会社松栄 6180002056983 手作り韓国総菜卸業者が挑戦する、ビビンバ専門の飲食事業への業種転換 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 ヴァンモア株式会社 1180001039812 携帯ジュエリーボックスを開発し量産販売の事業化 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 琉球王国 江戸中後記の文化遺産体験が可能な簡易宿泊施設の運営 中部税理士法人

中部 愛知県 名古屋市北区 ザポットベリー 韓国料理店から焼肉店及び中食通販事業への業態転換 若杉　拓弥

中部 愛知県 春日井市 メナードフェイシャルサロン守山小幡 地域の高齢化社会に対応した新たなエステ事業（介護脱毛、痩身）への進出 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 知多郡南知多町 鯛祭り広場株式会社 2180001132632 えびせんメーカーのワインのお供開発を通した新ポジション確立事業
株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティン

グ

中部 愛知県 東海市 株式会社スーパートップ 4180001094334 喫茶コーナーを併設し、化粧品店の顧客対象拡大と賑わいを創出します 安藤　朝将

中部 愛知県 豊川市 カイロプラクティックしもん コロナ禍に安心安全なプライベートサロンによる売上回復事業 蒲郡信用金庫
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中部 愛知県 岡崎市 株式会社Ｌｉｆｅ　Ａｒｃ　Ｓｙｓｔｅｍ 3180301027481 ＡＩマッチング機能を備えた人材派遣会社向けＳａａＳ開発による新分野展開 糸川　純平

中部 愛知県 名古屋市昭和区 オガワヒロコ 料理研究家から習う、買える、体験できる食文化の専門店へ 名古屋商工会議所

中部 愛知県 春日井市 有限会社原科 6180002067048 無線設備等の登録検査等事業者への新分野展開 春日井商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社プレジャー企画 7180002042413 クラウンの請負派遣から屋外で自主公演する劇団へと変革する案件 阿久津　公一

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ビアーテ 4180001104563 正しい栄養の知識を提供する頭髪ケアサロン事業 角谷　郁

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社三洋製作所 1180001028187 次世代自動車モーター周辺部への導入を目指した、新素材を用いたタグピン製造事業 小倉　裕樹

中部 愛知県 一宮市 株式会社せんせん 8180001085222 美容グッズ卸売業による韓国サロンブランドヘアケア用品開発事業
株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティン

グ

中部 愛知県 名古屋市中区 帝１麦 中華食材に特化した生鮮食品小売業への業種転換 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

中部 愛知県 半田市 株式会社アジアンブリッジインターナショナル 3180001110587 選挙カーレンタルを中心とする候補者選挙運動支援のワンストップサービスの提供 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ユー＆エルズ 7180001114304 社会福祉学アプリとストレスの見える化で離職率低減実現サービス いちい信用金庫

中部 愛知県 尾張旭市 カワシマデザイン 店舗デザインコーディネーターが創る完全グルテンフリー『１００％米粉パン』製造、販売店 インターグロー税理士法人

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ｃｏ－ｎ 8180001124797 良いものを長く使う、ビンテージデニム高級椅子の製造販売事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社尾割組 1180301019919 セルフエステでの事業再構築　土木事業の女性活躍促進支援事業 豊田信用金庫

中部 愛知県 田原市 磯田園製茶株式会社 3180301007649 日本茶・健康茶等の小売から同ＯＥＭ受託事業への業態転換 岡崎商工会議所

中部 愛知県 高浜市 株式会社工藤電装 6180301016977 業務委託の架装業務から、各種レンタルスペースと自動車整備を組み合わせたオリジナルの事業創造による、新分野への挑戦 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 サンライズ商事株式会社 2180001002067 ランチタイムに低感染で学生や一人客を取り込むラーメン戦略 吉野　康太

中部 愛知県 丹羽郡大口町 前田鉄構建設有限会社 7180002074737 癒しのペット市場への進出！観賞用淡水エイのブリーディングおよび販売 税理士法人大樹

中部 愛知県 豊橋市 有限会社千賀商店 2180302008143 「安心・美味しい」豆菓子を、新しい技術で健康プロデュース事業に参入 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 魚菜や　ゆずとと 個室で食す天ぷら専門店への新分野展開とテイクアウト事業への参入 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 鮨屋とんぼ株式会社 3180001136046 すし屋のセントラルキッチン化及び冷凍技術を活用した　ＥＣ販売・テイクアウト販売の開始 サポート行政書士法人

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社アイラシク 4180001128471 働く女性をターゲットとする総合的なビューティサロンへの転換 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社モリコ 4180001089573 お手軽短時間で介護脱毛も可能。女性限定ＶＩＯ脱毛専門サロン運営 松山　亮樹

中部 愛知県 名古屋市緑区 大橋　利恵 ＡＩ肌診断を活用した男性向けエステサロン 高橋　英明

中部 愛知県 名古屋市中区 コノスコ 地域に愛される「生パスタ」を中心とした当店主力商品のＥＣ販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社プロジェクトＭＡＸ 6180001086701 動画サイトを活用したオンライン茶道教室事業 高橋　英明

中部 愛知県 岡崎市 株式会社アサイクロップ 3180301000158 飲食店様と共に地域経済を盛り上げていく多機能ショールームを作る！！ 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 あま市 株式会社ＯＺ 8180001068508 大切な人を菌やウイルスから守るダイヤニウム事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 名古屋市熱田区 有限会社音家フーズ 6180002046464 本物の魚の旨みを届ける、地域密着居酒屋のテイクアウト事業 宇佐見　紘且

中部 愛知県 安城市 コーヒールンバ 自家焙煎を始め新しい喫茶店の価値観への再構築 名古屋商工会議所

中部 愛知県 愛知郡東郷町 お結び屋日本の心 「食育」を取り入れた児童の発達支援事業への挑戦！ 伊藤　央

中部 愛知県 半田市 株式会社ホームデザイン和 2180001104540 建築業へのシナジー効果を狙う、地域のカフェ＆レンタルスペース 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社フェイス 2200001009563 セルフエステ、オンラインサロンで提供するアンチエイジング専門サロン 本間　健一

中部 愛知県 岡崎市 日本ダックス株式会社 1180301001653 コロナ禍に対応した非対面による顧客サービス化への社内環境変換の構築 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 有限会社愛興 9180002052716 障害のある人もない人も共にいきる社会をめざしてカーテン縫製作業所の福祉事業所を開設 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社アイシー 5180001107879 高齢者向けの生活支援サービス事業の新規展開 インターグロー税理士法人

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ＳＨＩＰ 8180001126513 ネットシステムを使用したテイクアウト事業の立上げと換気・空調設備の強化 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 合同会社ＲＩＱＴＡＧＥ 7500003002358 地元ブランドうなぎのキッチンカーで新たな販路展開 山口　大輔

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ＣＲＡＦＴＥＣＨ 2180301028761 ３Ｄプリンタを活用！自動車エアロパーツ製造からバイクパーツへの新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市 リブランラトゥ 既存エステ店の店舗集約並びに恋活支援サービスへの参入 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 西尾市 高杉建設株式会社 4180301022928 雑草除去の新たな工法の開発により、新たに公道・公共施設の除去分野に参入する 西尾信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社ＦＧ 9180001122040 遮熱・断熱見直しリフォーム　ＺＥＨの時代へ好循環　ＳＤＧｓへの取り組み いちい信用金庫

中部 愛知県 小牧市 株式会社ニッセイ 9180001076971 日本に在留する外国人への日本語教育への転換 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社アイルスクール 1180001129695 オンラインレッスン用アプリ製作によるオンラインプログラミング教室の開講 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市東区 合同会社セイビ 2180003018937 ≪水中ドローン≫の活用により漁業・水中業務等の課題を解決・改善し、水産業の明るい未来を作る Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ＦＡＬＣＯＮＥＲ 4180301029403 Ｄ２Ｃモデルで挑む！女性向け健康・美容補助食品のインターネット販売事業 伊藤　央

中部 愛知県 田原市 有限会社福忠 5180302010848 飲食業からレトルト食品開発販売事業への新分野展開 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 岡崎市 株式会社中日本サービス 5180301003852 接触機会を少なくする最新の設備を備えたメンズ美容脱毛サロン事業 三浦　勝美

中部 愛知県 春日井市 増田彩 規格外フルーツを使ったフルーツサンド店で農家応援と食品ロス削減プロジェクト 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社Ｎｕｍｂｅｒ５ 8180001064878 コワーキングスペースを用いた小規模企業向け営業／在宅活動支援 糸川　純平

中部 愛知県 清須市 株式会社服部通商 9180001045381 新たに防災使い捨て容器セットを開発し小売販売への進出 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ディライト 1180301031295 タコライスとキッチンカーをコンセプトにした新しい販売事業 岩本　大輔

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社エムズコンサルティング 7180001088507 認知症ケアに注力した有料老人ホーム、通所介護、医療の連携事業 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社サットサンガ 8180001123799 居酒屋でのノウハウを活かして、キッチンカーで名古屋ブラックカレーを提供、コロナ回復に挑む 税理士法人山田アンドパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社Ｃ・Ｌ・Ｐ 5180001117886 建設会社が安定収入を求めて、大手パン屋のＦＣ店を開業 株式会社ＧＣパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社オオタ設備 8180002025425 福祉施設向け訪問美容サービスで利用者にかっこいい自分を提供 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ミッションフォートゥモロー 5180001139162 コロナ禍で国際交流を実現する多言語対応型格闘技教室事業 虫鹿　真司

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＤＵＡＬ　ＤＥＳＩＧＮ　ＤＥＰＴ． 4180001121435 学びのポータルサイト構築 笠井　永寿

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 有限会社舘 3180002010431 ドローンによる地上絵の自動下絵描写システムＮＡＺＣＡの開発 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 ｃｄｄｎａｉｌサロンアピタ江南西店 美容業に関する独立希望者を支援バックアップする総合美容サロン及未開業者への仕事場の提供 江南商工会議所

中部 愛知県 額田郡幸田町 有限会社南雲製作所 2180302003433 レーザー加工装置による電設工事工具用の高耐久部品への新分野展開 株式会社ゼロプラス
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中部 愛知県 豊川市 有限会社平野製作所 5180302014997 最新ロボットを活用した新たな研磨方法の開発と業態転換 豊橋商工信用組合

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社節辰商店 6180002028891 幕末から続く老舗鰹節メーカーによる一般小売向け液体調味料事業への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 みよし市 有限会社新星工業 3180302022267 中小製缶業社へ特化したジャストインタイム切断加工への進出 碧海信用金庫

中部 愛知県 蒲郡市 オッカムソーシング株式会社 8180301027270 Ｗｅｂサイトによるホームウェア等のパターンセレクト製造と直販事業の展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 津島市 株式会社功晴精密 4180001099746 高精度ラックギヤ生産技術の確立によるロボット走行軸用ラックギヤ市場への進出 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 大府市 株式会社ドリーム・メディカル 6180001093607 調剤薬局と相乗効果を生み出す持ち帰り焼き熟成焼き芋による新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 半田市 株式会社ビーズ 3180002083865 自社開発美容商材・高度人材インキュベーション機能を活用した美容ホスピタル業態への参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 小牧市 株式会社木全化学 6180001076891 需要高まる化粧品やおもちゃの工業用包装容器の製造へチャレンジ！ 株式会社十六銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社渕上工業 5180301028965 半導体製造業向けロボット搬送装置部品製造への新分野展開 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 有限会社ハイネスト 4180002024281 オンデマンド印刷拠点の設置による、「デザイナーのメーカー化」「一般消費者のデザイナー化」を通じた新規需要の創出事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 榮バリュー株式会社 2180001052021 溶接業から精密切削技術によるロボット搬送機や非接触対応部品への新分野展開 佐原　啓泰

中部 愛知県 豊橋市 株式会社タイヤセールス 7180301006110 高度手作業×デジタル。自動運転時代を支える自動車整備工場へ。 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 有限会社牧ヶ野業務店 8180002024617 匠の技の技術伝承！左官職人仕様のパネル製造工場化による業態転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 常滑市 エバー株式会社 5180001093129 電気自動車用バッテリーケース部品への新分野展開に向けた新プレス生産ラインの構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 西尾市 有限会社ＧＲＩＰ 6180302027552 焼き芋完全無人販売ノウハウの開発で感染防止と全国展開を実現 西尾信用金庫

中部 愛知県 西尾市 竹内工業株式会社 1180301023045 ＳＤＧＳ時代に必須な省エネ建築資材の製造・販売・施工へ新展開！ 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 春日井市 有限会社シーエス工販 3180002073965 あらゆる産業機械に対応した油圧系部品を加工しＥＣサイトで販売開始 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 東海市 株式会社オフィスカコ設備設計 6180001094217 建築設備診断データ管理サービスの展開 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 清須市 安井精工株式会社 7180001045557 自動金型交換付加工機で曲げ工程を高度化しキッチン業界に進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 あま市 田村七宝工芸 明治１６年創業窯元がやる日本伝統工芸の尾張七宝体験ツアーコロナの影響で百貨店イベントが中止となり尾張七宝の製造・販売が大 児玉　直樹

中部 愛知県 豊田市 ヘアーワークス　オオチ 完全個室でのオキシビューティーヘルスケアの提供事業 朝日税理士法人

中部 愛知県 弥富市 株式会社東洋製作所 2180001097009 新設備導入による半導体製造装置部品の加工事業への参入 株式会社十六銀行

中部 愛知県 西尾市 青木組 連携先事業者を巻き込んだ事業効率化と地域貢献の両立 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社明佑 2180002036799 飲食店が強みを生かして行うテイクアウト・通販用スイーツ事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ＭＦアーキテクト 9180001115416 カフェ併設のデリバリーサービス事業への業種転換 税理士法人ウィン

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社しんめっく 5180001097914 紙加工業からフィルム加工業への事業転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社三光刃物製作所 1180001019517 特殊形状刃物の高効率生産体制確立による原木業界への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ヴイ・アイ・イー 1180001011655 工作機械部品製造からＡＧＶ（自動搬送装置）部品製造への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社都商事 8180301023261 お菓子屋にコインランドリーを併設、地域住民の憩いの場へと進化 岡崎信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社コバリ製作所 6180301004288 脱プラスチックに資するアメリカ向けコーヒードリップバッグ製造のロボットアーム部品開発事業 株式会社森田経営

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社東海螺子 9180003010739 脱炭素社会の象徴である自動車市場への更なる貢献により事業再構築をめざす 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社メイワ 4180301020865 自動車整備業から電動小型３輪自動車の販売事業に新分野進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 高浜市 株式会社アシストパーク 1180301025603 地元の農家と連携して、付加価値の高い地域食材の販売事業に挑戦する 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 エービーシーゴルフサービス株式会社 7180001016194 ホテルテイストの高級感あるコ・ワークスペース提供による事業再構築 愛知信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社葉栗オートシヨップ 5180001084557 １万件超の顧客データベースと当社塗装スタッフの技術力を活かしカ 岐阜信用金庫

中部 愛知県 犬山市 株式会社サイキ 7180001081024 ガソリン車向け部品市場から電動車向け次世代機構部品への新規事業展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊田市 道喜商事株式会社 3180301018745 新規業態（餃子販売店）の併用で、販路開拓による新たな顧客獲得の為の事業化計画 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社スタートレ 8180001117537 業界初！福祉分野へのスタートアップ実務支援事業への転換を図る 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 尾張旭市 有限会社塚本空調設備 4180002072875 空調設備設置業からフロン再生業へ事業拡大、そしてＳＤＧｓ貢献企業へ 東濃信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社リベル 6180001133081 老朽化したヘアサロンの再生とスタッフの雇用を守る！ワンストップ型トータルビューティーサロンの開設 川腰　章二

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｈ＆Ｋ’ｓカンパニー 4180001071663 地元名古屋の味でブランド化！ドライブスルー唐揚げ専門店！ 株式会社みずほ銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 グラッツィエディクオーレ イタリア料理店の食事付きコワーキングスペース開業による地域貢献。 あらた税理士法人

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 きらら接骨院 接骨院業から精肉販売業への業種転換 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊川市 株式会社藤光 5180301012465 太陽光発電事業者による鉄道工事のワンストップ提供事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 みよし市 株式会社グッドホーム 5180301020617 ノーマライゼーション　街づくり事業（障がい者グループホームの運営と福祉事業の充実） サポート行政書士法人

中部 愛知県 清須市 株式会社レジンテック 4180002047308 生活圏立地型の小型風力発電提供事業計画 中日信用金庫

中部 愛知県 豊田市 株式会社エイティーアイ 7180301021068 ＥＶスポーツカーのチューニングパーツを新たに開発し海外市場へ進出する 豊田信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 有限会社アクニーズ 2180302004563 承継と改革及びＳＤＧｓに取り組む焼き芋製造販売による新事業展開 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 西尾市 株式会社コバヤシ商事 1180301023714 ３次元刺繍を用いたオリジナル衣装・グッズ事業への新分野展開 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 春日井市 三立化工機株式会社 4180001078122 新業態のから揚げ専門店で既存店・人員・取引先を死守しテイクアウト需要を獲得する 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 丹羽郡大口町 株式会社アジャストプランニング 3180001104457 最新ドローンと可視化スマートアグリシステムを活用した農薬散布事業 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 名古屋市中川区 名西エンジニアリング株式会社 2180001115629 エッチング装置及び洗浄装置制作技術開発による半導体業界への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ＮＡＲＵＳＥ 1180001127617 建築業者向けポータルサイトの運営及びフリーマーケットアプリの提供 税理士法人税金相談センター

中部 愛知県 春日井市 株式会社ＤＳＡ 6180001126548 政府が掲げるドローンのレベル４活用を支援するフライト管理システムの開発 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 蒲郡市 形原造船株式会社 4180301010882 漁業向け小型建造船から国内／ＯＤＡ向けの洋上風力発電作業支援船など中型建造船への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 田原市 民宿お食事処　田原屋 落込む宿泊・飲食業を回避。日帰り温泉事業で創業４７年一世一代の大勝負！新たな展開へ。 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 江南市 株式会社ミワインテック 7180001087698 半導体需要の拡大を見据えた鉄加工業からアルミニウム加工業への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市熱田区 山下機械株式会社 3180001023062 「ＤＥＬＩＭＡＴＩＣ（デリバリーロボット・自動化システム）開発事業計画」による新分野展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社名正コーポレーション 4180001054932 地域の学ぶステーションと住民のライフスタイルサポート事業 いちい信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社平野工業 3180301023514 自動車エンジニア専用機の受託製造からＥＶ部品製造でカーボンニュートラルに貢献する事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 清須市 株式会社中部サポート東海 3180001069915 倉庫事業への進出による中小企業向け３ＰＬサービス市場の創生 岐阜信用金庫
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中部 愛知県 一宮市 株式会社今井造園 7180001118973 薪ストーブ及び地産地消の薪並びに庭で楽しむアウトドア用品の販売 一宮商工会議所

中部 愛知県 春日井市 株式会社ジー・ウイング 6180001077898 ドローン飛行やフットサル体験もできるバーベキュー場の運営 株式会社エフアンドエム

中部 愛知県 豊橋市 株式会社松 5180301008810 脱、居酒屋。日本料理店の新規展開とテイクアウト・宅配弁当の新展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社大知大河工務店 8180301006084 自宅時間の価値を向上する自宅サウナの加工販売事業による新分野展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 日進市 株式会社ジェイエルシー 9180001067013 個別指導に特化した児童発達支援事業「こども療育園」の開設により経営の安定化を図る 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社ネクサス 7180001136414 車両情報のオンライン管理システム×新時代のタイヤ交換出張サービス事業展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 有限会社ダイテック 4180302005915 太陽光発電を活用した高効率な収納スペースと最適保管環境の構築 岡崎商工会議所

中部 愛知県 一宮市 株式会社ライト 6180001084077 循環型経済の実現と半導体工場のコスト削減に寄与する「廃液再活用による化学品製造計画」 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社プランナーズランド 4180001040404 クラウドを活用したサブスク型看護学校向け支援システム開発事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社三精舎 3180001012206 「心のこもった」小規模葬儀の運営ノウハウを活かした家族葬運営受託とフランチャイズ展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社センテック 3180001066185 通信電気設備工事技術を活かした技術研修サービスの新規事業展開 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 岡崎市 エイム・エンタープライズ株式会社 6180301004362 セントラルキッチンの構築による通販用商品の開発、ＥＣ販売への業態転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 蒲郡市 有限会社イナモールド 9180302015133 医療機器金型の安定製造に向けた革新的技術による新規参入事業 税理士法人森田経営

中部 愛知県 名古屋市南区 浜崎工業株式会社 5180001015339 配管工事業者が建材メーカーに新分野展開し、業界のＳＣＭ最適化に貢献！ 株式会社中京銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社ループ 8180001124319 建設業からＤＸ型音楽スタジオによるプロミュージシャン創出事業へ 株式会社ＡＣＣ

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ハマダ工商 6180301001789 防犯カメラ等のクリアドームカバーの開発・製造 税理士法人名南経営

中部 愛知県 あま市 太陽化成株式会社 4180001098426 医療・介護器具製造に参入する事で製造業へ進出 岐阜信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社エスケー 3180301012707 自動車製造設備用部品から半導体製造装置用部品への新分野展開 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 有限会社ドリーム大高 3180002059130 徹底した新型コロナ対策を実施し、非接触利用が可能なコインランドリーへの進出 東京中央経営株式会社

中部 愛知県 名古屋市東区 有限会社アップルスタジオ 2180002015357 イタリアンドルチェ・スフォリアテッラ専門店へと事業転換を図る 中日信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ワイエムジー 3180301007624 物流や農業分野の省力化をサポート！自動車メーカー向け省力化機械の製造技術を活かした新製品開発事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社田中金型製作所 7180001000743 自動車部品向け樹脂成形金型から半導体向け封止金型への新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 西尾市 株式会社明吉製作所 9180301022254 ナット専門メーカーとして確立し日本のものづくり産業全体を支える事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社南部食鶏 8180005004112 １００％名古屋コーチンだけを使用した新規性の高いソーセージの製造・販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社ヨツ葉 6180001011329 現存事業で磨き上げてきた切削加工技術を活かしＥＶバイク向け新製品の展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社金剛製作所 4180001010019 新技術を加えた新製品に取り組み建設需要の急増に対応した新事業展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 勝プロセス工芸株式会社 2180001029845 オフグリッドシステムを搭載したビンテージトレーラーハウス事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊明市 株式会社石川商店 7180001069639 既存事業のスキルを活用した中古ゴルフボール販売事業への新分野進出 杉山　正和

中部 愛知県 常滑市 有限会社山藤工作所 1180002086358 多面加工による電動車向け金型製造への進出 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 名古屋樹脂工業株式会社 3180001026503 ツインシート中空成形技術の開発による新分野への進出 山田コンサルティンググループ株式会社

中部 愛知県 小牧市 ＧＯＹＯサービス株式会社 8180001107728 特殊清掃業界に進出し、業界で顧客満足度Ｎｏ．１サービスの提供 岐阜信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社東洋技建 6180301012316 ドローンとデータ処理、ＩＣＴ重機を連携させた業態への挑戦！ 豊川信用金庫

中部 愛知県 碧南市 株式会社マルキ 9180301017048 クリーンルームの設置と粉体塗装の導入により医療・航空機分野への進出と業態転換 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｃｏｍｐａｎｙ 1180001070180 映える高級フルーツ大福のテイクアウト専門店の展開 株式会社マックコンサルタンツ

中部 愛知県 愛西市 ティーエム技研工業株式会社 3190001024539 不採算事業からの撤退　熟練工の技術を活かしたメーカーへの転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 半田市 有限会社日進商会 6180002083755 整備部品卸売会社による、先進安全自動車の整備をみすえたサポートステーション事業への新規展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社新栄金型製作所 7180301000914 金型製造から医療・船舶向けプラスチック成形品製造業へ転換を図る 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社酒井製作所 2180301008482 最新ファイバー溶接システムを導入し、ＤＸを活かした抗菌照明器具製造事業への参入 豊橋信用金庫

中部 愛知県 豊川市 有限会社熊建ハウス 1180302013094 障がいがある方の自立と企業（経済）活動を両立させる新事業の構築 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 株式会社ボトム・ライン・ジャパン 7180001005370 老舗ライブハウスによる日本初邦楽＆洋楽ライブ動画の定額制配信 株式会社アクセス・イノベーション

中部 愛知県 名古屋市守山区 粋商事株式会社 8180001100245 農福連携で生きがいの実現を目指す生活介護への新規参入計画 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 犬山市 株式会社デンケン 9180001048335 世界トップシェアの繊維機械部品板金事業へ進出 株式会社百五銀行

中部 愛知県 小牧市 有限会社アイシステムズ 9180002068506 耐熱合金に対応した航空機・ロケット用精密部品製造への新規参入 株式会社プロシード

中部 愛知県 知立市 株式会社藤田屋 1180301014878 愛知県の地域資源「あんまき」製造事業者によるカフェ事業への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社長坂 6180301014337 アジア人の体格に合う純国産人工股関節内のライナー製造技術を構築し医療機器市場へ参入 株式会社森田経営

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社名古屋商事 9180001031811 廃棄物処理支援でパチンコ台廃棄問題と健全な業界再興に貢献する 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 愛知郡東郷町 株式会社暁カンパニー 6180001067370 自動車部品の搬送パレット製造技術を活かし社会インフラ向けの大型鋼板加工へ進出 豊田信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社エイトプラス 5180301028065 地元企業働き方改革推進拠点！体感型リフォームショールーム建設 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 小牧市 シマダ機工有限会社 5180002069227 高精度５軸マシニングセンタ導入による半導体製造装置部品への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 シンコー株式会社 3180001019630 ハイブリッド断熱材販売の新規事業展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 矢島技研株式会社 5180001041491 オーダーメイド大型自動化設備製造への取り組みによる「新分野展開」事業 株式会社トマト銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 有限会社清康金属工業所 4180002000844 初期ロットで試作的量産が求められる水素燃料電池部品の製造事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社松原製作所 6180001028868 航空機事業で培った高度な板金技術を活用し新規受注へ向けた抜本的改革 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＣＩＴＹ　ＭＥＤＩＡ 6180001064707 名古屋駅前立地を活かしたシェアラウンジの新規立ち上げ～ビジネスにも最適な「インスパイア」な場所になることを目指して～ みらいコンサルティング株式会社

中部 愛知県 岡崎市 株式会社シンコー技研 8180301000921 大型溶接構造物の加工技術を活かし、シールドマシン用部品製造に進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社イトウ工業 5180001060517 コロナに負けるな！「抗ウィルス対策」事業で業績回復！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 あま市 旭コンテナ工業株式会社 7180001098233 プラダン加工技術で切り拓く医療＆ロボット用カーボン製品の開発 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 有限会社まんてん． 8180302012123 メヒカリフライ給食卸から、サステナブル「うずら卵フライ」卸事業への参入 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社アスト 8180001061776 食肉加工内製化による食肉端材の２次利用とＢｔｏＣ市場への進出 中日信用金庫

中部 愛知県 碧南市 株式会社東海地所 8180301015408 コスト発生要因を収益化させる、就労支援によるリユースビジネスの創出 碧海信用金庫

中部 愛知県 犬山市 株式会社フクトミ建設 4180002074509 地元回帰と地域貢献のための放課後等デイサービスを立ち上げる計画 岐阜信用金庫
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中部 愛知県 稲沢市 株式会社Ｋｅｎｎｅｒ 9180001085675 シム板の新材質対応及び量産体制構築によるＶ字回復策 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社エスリンク 1180001112940 社会福祉のプロ集団　就労継続支援Ａ型事業所が発足させる　障がい者グループホーム 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 フォレスト ＩｏＴ及び３Ｄ加工技術の導入によるＥＶ部品用金型への新規参入 東春信用金庫

中部 愛知県 一宮市 有限会社ＴＳＢ 7180002079653 遊休スペースを活かし、地域の健康を支える健康サロン事業へ進出 一宮商工会議所

中部 愛知県 名古屋市港区 有限会社ケーエフディー 4180002047794 自動車の試作開発期間の短縮に寄与する冷間鍛造サンプル製造事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ライフ・オン 5180001130773 アスリートを目指す小中学生向けのリアルとデジタルを融合したハイブリットスタディークラブ 永山　寛正

中部 愛知県 西尾市 海味の蔵　寿和 地域の小規模事業者と共に成長出来るコインランドリーの新規開業 西尾信用金庫

中部 愛知県 碧南市 大成工業株式会社 4180301015345 ミクロン加工技術の習得によるブレーキバルブ市場への新規参入事業 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 豊川市 株式会社筒井鉄工 6180301010063 鉄筋加工機による製品の製造販売 豊橋信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社有真テック 7180002078630 新たな医療機器部品で高精度・高品質のアルミ等一貫加工体制確立 尾西信用金庫

中部 愛知県 豊田市 株式会社鈴木室内装飾 5180301018495 ＡＩインテリアコーディネーターによるオーダーカーテンのＥＣ販売への業態転換 株式会社アイリンク

中部 愛知県 西尾市 株式会社吉良屋 4180301023001 地元三河湾の海水を用いた伝統的な塩「饗庭塩」の製造・販売事業 株式会社マックコンサルタンツ

中部 愛知県 知多市 株式会社ＩＲＩＥ 5180001124107 フィットネスに国家資格のエビデンスを導入して健康づくりに貢献 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｅａｓｅ 1180001135710 ドキドキする顧客体験を提供！古着専門アプリ「ＫＡＩＤＯＫＩ」の開発 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社服部エンジニアリング 9180301006802 ５軸マシニングセンタおよび恒温設備導入による半導体製造装置市場への進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社ジョイフル設備 5180001074244 家電販売・設備工事事業の実績を用いたグランピング事業への事業拡大 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社山根組 4180001127093 鳶工事から塗装工事へ参入、塗装から地域活性化に貢献 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社伊徳 8180001103421 冷凍半製品の製造による内食需要の取り込み・海外展開への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 大府市 合資会社西村製作所 3180003012939 デジタル・ＡＩ技術を活用した高精度ＳＵＳ曲げ技術の獲得による医療分野への参入 岡崎信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社ＨＯＮＪＩＮ 7180001085322 ＳＮＳ映えするイノベーティブフレンチで鉄板焼き店を事業承継 いちい信用金庫

中部 愛知県 尾張旭市 有限会社コクブン 5180002074078 ２４時間いつでも家庭で楽しめる！本格中華の無人販売 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社パナショップ 2180001074263 ＥＣによる中古家電リース・販売事業 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 知多郡東浦町 マルテツフーズ株式会社 9180001095971 ダイナミックプライシングを活用した惣菜の「無人販売」計画 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社アバンティ 6180001085257 対面接客が必要なオーダーカーテン販売について、非接触で販売できるシステムを構築する 株式会社十六銀行

中部 愛知県 知多郡美浜町 有限会社灯台 8180002085849 家族・親族限定！南知多の自然を感じるグランピング事業 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社つるや 6180001132554 食から健康をサポートする感染予防型個室フィットネスジムへの事業転換 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社オハヨーサン 9180001035028 湯浴み着用で大切な人と一緒に入浴できる「今までにない日帰り温泉施設」事業への挑戦 株式会社マックコンサルタンツ

中部 愛知県 知多郡南知多町 マル伊リテール株式会社 9180001144241 直売所から、体験できる飲食店への進出で、南知多のしらすを名産に！ 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 安城市 株式会社トラスト 3180301013168 アウトドアバケーションに最適なカフェとマリンレジャー事業の運営 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社Ｂｅ－Ｆｉｎｅ 1180001090625 オーガニック食材を使用したチョコレート菓子の製造と販売の展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 津島市 株式会社キング 2180001126023 トラックのレンタル・サブスクリプション事業を行うことによりハード面からみたジャストインタイムを実現する。 株式会社百五銀行

中部 愛知県 知多郡美浜町 有限会社美浜商会 6180002085900 貝の仕入・加工技術を活かした品ぞろえ値域一の貝やさん事業 知多信用金庫

中部 愛知県 蒲郡市 株式会社蒲郡オレンジパーク 2180301011627 フルーツ狩りを利用したイベントプロデュース事業「移動果樹園」 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ウィルハンズ 1180001066253 老若男女をターゲットとした温浴施設内の脱毛サロン事業 豊田信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社Ｊｕｇａｒ　ｅｓｔａｄｉｏ 1180301030124 運動施設を併設したスポーツ型、生活介護 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＷＥトレーディングジャパン 6180001107440 リサイクル事業への進出によりサステナブルな経営体制を構築する 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 愛西市 愛知リサイクル株式会社 3180001099268 廃プラスチックを原料としたリサイクル燃料であるフラフ燃料の製造・販売事業 近藤　智也

中部 愛知県 豊橋市 株式会社フィスカ 3180303001922 廃棄処分される全国フルーツの素材を最大限に活かしたジェラート等の販売 税理士法人　ＳＨＩＰ

中部 愛知県 名古屋市中区 合資会社メガネの井上 6180003005956 天然酵母・地場食材を多用したベーグル工房事業 トリプルナイン株式会社

中部 愛知県 犬山市 犬山セントラルホテル株式会社 3180003011222 国宝犬山城を有する歴史ある町並みに泊まる一棟貸し宿泊施設の開発 株式会社十六銀行

中部 愛知県 愛知郡東郷町 石川農園 拘り栽培の無花果からジャム等加工品を製造＆ＥＣ販売で６次産業化 坪井　亮

中部 愛知県 名古屋市中村区 大藤パッキング株式会社 1180001031018 脱コロナに向けた電気自動車市場及び寝具市場への新分野展開 株式会社エベレストコンサルティング

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社カーマッチ 3180001134149 在留外国人向け生活情報ポータルサイト運営事業 近藤　智也

中部 愛知県 豊田市 株式会社ルサンバレー 4180301031887 先進安全システム搭載車のエーミング作業に対応した自動車整備業への新分野展開 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 株式会社伊藤精密工具製作所 2180001018897 モノづくり企業による次世代型教育サービス付き学童事業 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社エーアンドブイ 2180001016174 急変するライブ・エンタメ業界での生き残りをかけた事業拡張戦略 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 丸東東海商事株式会社 9180301007230 ミツバチ商社から希少で高品質なハチミツ『単花蜜』の製造へ進出 豊橋商工会議所

中部 愛知県 長久手市 有限会社サンハロー 6180002063641 ペット専門ＳＰＡ＆ＬＡＵＮＤＲＹ業態の開発によるビジネス需要依存からの脱却 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ベルグ 6180001130525 ２４時間３６５日利用可能な完全個室型フィットネスジムの運営 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊田市 Ｋ＆Ｔ株式会社 8180301021686 美腸プランナーが作る「高級食パン専門店」へ新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社アセットトラスト 5180001109909 デジタルを活用した無人化インドアゴルフによる事業再構築 天池　教昌

中部 愛知県 津島市 服部　成昭 ＡＩがコーチングする最先端マシンを導入したフィットネスジム事業 津島商工会議所

中部 愛知県 稲沢市 株式会社フタバセイキ 3180001009276 高付加価値回転工具製品への新規進出による先端産業企業への総合提案力強化事業 いちい信用金庫

中部 愛知県 丹羽郡大口町 株式会社カマタ製作所 8180001081675 協働ロボットのキーデバイス「力覚センサ」部品加工での事業再構築 岐阜信用金庫

中部 愛知県 清須市 有限会社大一紙工 3180002040214 【ＳＤＧｓ】紙とプラスチックを融合させた環境対応製品の開発！ 株式会社十六銀行

中部 愛知県 小牧市 株式会社伸興業 7180001109485 最新設備と自社施工技術による住宅リフォーム市場への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 西尾市 株式会社サリューズ 2180301023754 イベント関連企業による、美容健康を提供する酵素風呂事業の開始 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 一宮市 有限会社メイプ 8180002079090 レントゲン検診車及び高度医療機器レンタル事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 岡崎市 株式会社永田屋 2180301001495 仏壇ショールーム併設型のコロナ需要対応小規模葬儀サービスの構築事業 税理士法人森田経営

中部 愛知県 日進市 株式会社浩輝 3180001128646 搬送機器の知見を活かし、安全・環境事故防止向け部材製造への展開 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社Ｋ＆Ｉ 2180001127186 セルフエステサロン運営による美容業界の労働環境改善事業 名古屋商工会議所
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中部 愛知県 名古屋市港区 キトー興産株式会社 1180001006291 新たな需要を確実に捉える耐火物の卸業から製造業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ＧＲＥＥＮ　ＥＡＲＴＨ 3180001062234 引退した繁殖猫のための「引退猫専門マッチング施設」の開業 株式会社プロシード

中部 愛知県 みよし市 株式会社大翔 6180001108678 野球専門スポーツ店の展開を通じた、活気ある地域交流への貢献事業 株式会社プロシード

中部 愛知県 名古屋市北区 有限会社アド・フューチャー 2180002045478 情報誌のデジタル化による業態転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 テクノネット株式会社 7180001080026 感染対策を徹底した個室型「チョイ楽」フィットネス事業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社国松 6180301009246 食から健康へ自社変革！自己分析スマートゴルフによる『幸せ１００歳　健康からだづくり』推進事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社Ｍ＆Ｃ 3180001111825 地産地消サステナブル素材の子供向け衣料・グッズ新規製造販売 ビューロ・ネットワーク税理士法人

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社白川殿 3180001012429 名古屋初！従来の葬儀とバーチャルを融合したハイブリッド葬儀を展開 中日信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 池田物産株式会社 9180301008476 名産キャベツと生乳を用いた加工食品開発による体に良い食品需要の獲得 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 岩倉市 藤徳紙器株式会社 9180001087787 新たな紙管容器生産技術の開発による新市場への進出と事業再構築の取組み 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社エヌダブル 1180001103816 コロナで国内回帰が要望される国産ビルドＨ鋼製造業へ新分野展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 豊橋市 有限会社スマイルアミ 5180302008090 共働き世帯や学生を応援！地域密着の唐揚げテイクアウト専門店 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 愛中理化工業株式会社 2180001024581 事業再構築のための新規設備導入による新分野展開 菅野　守

中部 愛知県 知立市 渡辺工業株式会社 6180301014964 自動生産技術を活用したパイプの軽量化・高剛性の難加工技術ニーズへの対応 碧海信用金庫

中部 愛知県 高浜市 株式会社雅 4180302020427 葬儀業で培った強みを活かして、上質な空間と料理を提供する日本料理店に挑戦する 岡崎信用金庫

中部 愛知県 春日井市 有限会社花萬 6180002067015 花の販売力を生かしたペット納骨堂事業 東春信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社マザーズリヴ 2180001101810 打撃を受けた高齢者向け旅館業補填のため、売上が安定的な配食事業へ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 津島市 アイズ継手技工株式会社 2180001113467 コンクリート強度を高める機械式定着工法用の金物付鉄筋の製造 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 メディカルコンディション ガン患者さんの不安解消と社会復帰を支援してＱＯＬ向上を目指す 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社安藤紙器 8180001073656 自社の立地を活かした物流事業への進出による事業再構築 岡崎信用金庫

中部 愛知県 大府市 株式会社渡辺製作所 7180001092772 複雑・高精度曲げ加工技術のフレキシブル活用による、省スペース搬送装置部品分野への参入 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社グローバルステージ 8180001101029 世界の中高大学生を対象としたグローバルＳＴＥＡＭ教育デジタル教材『ＩｎｔｅｒＥｄ（インターエド）』 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社ウエイズ 3180001129768 医療、介護のコンサルティングから児童発達支援事業の運営 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 平松事業所 動物ふれあい施設の立上げによる地域連携と民泊の付加価値向上 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 名古屋市東区 有限会社ケィティコーポレーション 8180002036562 地元学生の健康をお助け。出来立ておにぎりのテイクアウト専門店 株式会社百五銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社カオスシスコム 7140001083511 フードロス低減に繋がる食材マッチングシステムの構築 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社エコ・テクノロジー 3180001062580 高効率発電できるトラック用車載風力発電機の開発				 塩津　友輝

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ヨシワ製作所 2180001107353 情報発信型カフェの新設によるＤＩＹ市場での新規顧客開拓 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＡＳＨＬＥＹ＆ＢＲＯＳ 7080401019294 日本初となる「０円アパレルＯＥＭサービス」の提供による新分野展開 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 安城市 　ＡＢ断熱 バーチャル旅行で英国へ。心の休息地、ロンドンバス・カフェの運営 新酒　芳斗

中部 愛知県 津島市 有限会社津島冷凍機 6180002089694 冷凍ＬａｂｏとＥＣを組み合わせた冷凍機工事業の高付加価値化 株式会社フライングサポート

中部 愛知県 名古屋市千種区 ＳＫＹ株式会社 4180001134924 建設業から製材工作機械部品製造業参入による事業再構築 株式会社エモーサル

中部 愛知県 豊橋市 株式会社くればぁ 4180301008621 サステナブル経営実現へ！オンリーワン技術とアイデアの力で人や社会を応援する事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社イワタ 3180001007916 ＣＮＣ旋盤を駆使し、日本のものづくりに貢献する製造商社になる 税理士法人ファミリィ

中部 愛知県 名古屋市中川区 魚彦江松加工センター株式会社 8180001018958 目指せ！鮮魚加工モデル工場化とＥＣを活用したサステナブルチャレンジ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社ＭＫ８ 9180002041636 インドアゴルフ練習場事業に進出し、地域の余暇と健康促進に貢献！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ｅＫビジネスシステム 6180001116128 ＧＰＳ活用によるクラウド型自動運行ルート設定支援 あらた税理士法人

中部 愛知県 半田市 有限会社中京プラント製作所 6180002084290 パン教室で人気のパンを一般消費者に届ける「ベーカリーカフェ」の開業 碧海信用金庫

中部 愛知県 あま市 加藤製菓株式会社 6180001025097 自社ブランドの立ち上げによるＯＥＭ依存からの脱却 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社ヨシダ工業 2180001083990 マリンレジャー愛好家向け　日本初！プライベート桟橋付きグランピング施設 株式会社北陸銀行

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社誠和工業 6180001118058 連結溶接ロボットを導入した大規模鉄骨工事業進出による事業再構築計画 株式会社エモーサル

中部 愛知県 豊田市 有限会社コンディトライベーレン 1180302022021 焼菓子のＥＣ事業と就労継続支援Ｂ型事業所開設に伴う業態転換 浮島　達雄

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社ユニクエスト 4180002061135 豊かな生活を送るコミュニティ空間　障がい者グループホーム［めいちの家］ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 竹内建築 父娘協働！キャンプと暮らしをつなげる「キャンプ事業部」の開始 權田　成悟

中部 愛知県 豊川市 株式会社美河ハム 9180301012255 新たに直売所とテイクアウト販売を実施し、ＢｔｏＣへの販売を強化 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 興和実業株式会社 5180001078815 自動車部品の樹脂化に対応する金属加工業への進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 一宮市 アイジョブ株式会社 9180001104468 初級プログラミングから各種センサーなどを組み込むまでの実践的プログラミング教室の開校 尾西信用金庫

中部 愛知県 常滑市 株式会社ベアリッジ 2180001095805 業務用トランシーバー事業からペット関連事業への新展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 長屋印刷株式会社 9180001039210 紙印刷からの脱却、クラウドを利用したブライダル映像事業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 有限会社奥村鉄工 8180002017686 ２本柱での再構築！物流倉庫業への進出と最新設備導入での一貫加工体制の確立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社大心 9180001090634 コロナ禍のサウナブームに対応した個室サウナ事業での売上回復策 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 高浜市 有限会社宮崎鉄工所 4180302020633 主軸移動型自動旋盤導入による、高精度小径シャフト製造事業の展開 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中村区 リバイバルビジョン名古屋株式会社 9180001066345 動画制作、ライブ配信事業 高橋　英明

中部 愛知県 刈谷市 株式会社ＷＩＮＫＳ 2180301016337 超大型ガントリー型５軸ＭＣ導入によるカーボン加工でのドローン事業展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社松葉 3180001070823 業態転換による水道管等工事の新工法導入と売上拡大の達成 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊川市 株式会社ＳＨＡＮＴＩ・ＳＨＡＮＴＩ・ＣＯＦＦＥＥ　ＦＡＲＭ 7180301027445 地元一次生産者の農産物等を使用した食品ロス削減のための開発と加工と販売 豊川信用金庫

中部 愛知県 豊田市 株式会社ウエストヴィレッジ２４ 9180301027716 ブランドうなぎと幻の米で「まぼろしのうな丼」ＥＣサイトにて販売 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市北区 ボワットブランシュ 完全外食事業からデリバリーサービスを活用しての業態転換。 税理士法人　Ｂｒｉｃｋｓ＆ＵＫ

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社カフェヨシノ 6180001020742 アフターコロナに対応！ドライブスルー併設型新店舗の立ち上げ 株式会社百五銀行

中部 愛知県 豊橋市 有限会社永井組 1180302008895 建設業の地産地消を構築。建設業者が自ら建設資材を製造・販売する新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社斎藤塗工店 4180301005684 バイオ潤滑油（植物性工業加工油）の製造 豊橋信用金庫
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中部 愛知県 高浜市 総本家　備長扇屋　半田上浜店 居酒屋から焼肉店に事業転換し、さらにテイクアウト強化により差別化を図る。 株式会社会社業務研究所

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ネクスト 7180301008049 カーボンＸ木質バイオマス発電事業への参入による自社の”新たな価値”の創出 豊橋信用金庫

中部 愛知県 知多郡美浜町 株式会社ウルトラスト 6180001134600 データとデジタル技術を活用したウルトラＤＸゴルフスタジオ運営 豊橋信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 ミタケ精機 自動車緊急脱出ハンマー及び電気自動車向け装飾パーツ 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊田市 株式会社ＮＩＣＯＲｉ 1180301025776 自社独自技術で開発した「目地シールド」で建設資材販売事業への進出 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 酒肴ヌー ポストコロナに向けた飲食店による地域活性化事業の挑戦 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 一宮市 梶浦博昭環境建築設計事務所 建築設計事務所を改装したフレキシブルオフィス事業の展開 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中村区 丸二久田商店 市場のお魚屋さんが始める総菜屋さんで商店街活性化の第一歩 株式会社みらい経営

中部 愛知県 名古屋市中区 タック販売株式会社 9180001121538 ＰＢブランドの多目的可動部屋の直売事業 辻中　修

中部 愛知県 名古屋市熱田区 ＤＡＩＳＵＩ株式会社 6180001054369 建設業で培った強みを活かしたキャンプ市場への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 合同会社Ｋ＆ＡＣ 3180003019488 コロナ禍で需要増加！青果物運送業から「カット野菜」加工業への業種転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社不動産コンシェルジュ名古屋 5180001117374 コロナに立ち向かう母子家庭のママとベビーを応援！ 税理士法人　浅野会計事務所

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社バトリョ 8180001104304 アーティスティックトータルビューティを提供するフォトスタジオの運営 吉野　康太

中部 愛知県 名古屋市中村区 行政書士法人エベレスト 9180005016593 「汎用型相談チャットボット開発」を軸とした「相続手続きＤＸ」事業 税理士法人エベレスト

中部 愛知県 尾張旭市 山田明子 ２４万人超のフォロワーへ向けた、オリジナルブランド販売事業の展開 株式会社プロシード

中部 愛知県 名古屋市中区 ジャスト株式会社 1180001059604 オーダーメイド衣料の新境地、カジュアル衣料のパターンオーダーに挑戦 苅谷　公平

中部 愛知県 一宮市 株式会社明豊工業 2180001146665 管工事のための溶接技術不要な資材を製造販売する事業への新展開 檜垣　昌幸

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社中部住器 7180002047890 ＥＶ市場の拡大を捉える日本初電気自動車向け充電ガレージへの挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 愛知郡東郷町 株式会社天池設計 1180001067581 製造工程の標準化・自動化需要拡大を見据えた汎用機製造への転換 サポート行政書士法人

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社三和産業 6180001012285 製造業の売上減少を革新的な卓上レモンサワー焼肉店で補う雇用継続策 株式会社十六銀行

中部 愛知県 大府市 株式会社ｅ－ｓｍｉｌｅ 8180002086871 コロナで深刻化する８０５０問題を解消！障がい者向けグループホーム事業 愛知商工連盟協同組合

中部 愛知県 豊橋市 有限会社Ｎ教育 8180302012049 ＩＣＴを活用した「プログラミング×アクティブラーニング」事業の展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社月昇天 3180001080459 葬祭業のノウハウを活かしたペット霊園運営による事業再構築 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 西尾市 株式会社タナカエンジニアリング 8180301023311 高度加工技術を活かした量産工作機械のデバッグ事業への新規参入 税理士法人森田経営

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社石昆 6180001016055 自社製品を料理としても提供するアンテナショップ併設飲食店業態の開発 合同会社繁盛マネジメント舎

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社アコラ 2180001111033 飲食店から「仕込み済み食材」販売事業へ、コロナ禍での飲食店応援への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 協同モータース株式会社 1180001025250 タクシー車両特化型先進安全自動車整備事業への業態転換型集中戦略
株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティン

グ

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社瑞穂サービス 5180001063230 ゼロエミッションを目指す提案型リサイクル施設の開設 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 マルタ食品株式会社 9180001027207 ３代目婿の創造と変革　オーガニック菓子で心に火を灯す 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社マエナミパッケージ 7180001114907 プラスチック加工から資源循環型の取組み提供による事業転換 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社アースパワーセレクション 5180001127092 自宅でもできる！ホームユース用美容家電製品の開発販売事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 東海市 ヨガレインボウ 美と健康をテーマとした複合型健康施設開設による地域の健康増進 常滑商工会議所

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社デイジー 9180001072095 新型コロナによる社会変化対応のため非対面サービスへ新分野展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 豊田市 株式会社テンソー 5180301018727 インキュベーションフードコート業態の開発による、飲食店開業支援事業への参入 豊田信用金庫

中部 愛知県 蒲郡市 高橋織布 下請けからの脱却！人材・技術・設備のリソースを全て最適化する小規模繊維業者の大転換 坪井　亮

中部 愛知県 一宮市 株式会社國光 9180001084479 コロナ後の食需要に応える新業態「デリカフェ型セントラルキッチン」 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社アンドロディック 2180001119200 既存事業と地域福祉への波及効果を狙った美容医療・福祉美容への参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社北斗 2180001083685 エクステリア事業ＢｔｏＣ展開のためのグランピング体験型展示場及びカフェ運営 税理士法人大樹

中部 愛知県 知多郡武豊町 株式会社タニシ 5180002084275 バレル研磨の受託加工事業に進出し、表面処理加工の総合企業を目指す 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 有限会社ＴＥＡ・ＭＯＤＥ 3180002061160 農業用ハウスを活用した都市近郊での農業体験講座と農福連携事業 林　寛晃

中部 愛知県 名古屋市北区 ムアー食品株式会社 5180001013697 業務用スパイス製造業者が、新たに一般消費者向け家庭用瓶詰のスパイスシーズニング製品を開発し、ＢｔｏＣ事業に進出する。 中垣　堅吾

中部 愛知県 名古屋市北区 有限会社生きがい計画 7180002059457 福祉施設運営管理事業から児童発達支援支援事業の運営 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社アステップ 8180301009161 身体の健康から美容へ！アンチエイジング美容鍼の導入 税理士法人ＴＡＣＴ高井法博会計事務所

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社藁屋 1180001131081 農業用ドローンによる魅力ある新しい米作りで地域活性化 株式会社マックコンサルタンツ

中部 愛知県 稲沢市 株式会社オーテクニック 2180001100762 建設現場の困り事を解決！フラットパネル事業と資材マッチングシステムの構築 税理士法人大樹

中部 愛知県 春日井市 株式会社八木 3180001075104 革新的「木製タイル」の新商品開発により、コロナ危機を乗り越える新分野展開計画。 株式会社十六銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社協合産業 1180301020521 国内で唯一の採算ベース農業用ＰＥリサイクル事業の確立 平家　勉

中部 愛知県 岡崎市 株式会社八百七商店 5180301002020 ＢｔｏＢ事業に頼った売上構造を是正、ＢｔｏＣ事業の開始による食材ロスの最小化に挑戦 株式会社シャイン総研

中部 愛知県 豊川市 株式会社ＣＡＬＭＯ 1180301032574 「理美容室×脱毛」で新たな地域の雇用と需要を生み出すトータルビューティーサロンへ 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社Ｆ’ｓビューティー 7180001122876 養老の天然水を使用したオーガニック化粧品の製造とＥＣ販売への参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 マツバ産業株式会社 8180001083787 不動産事業への参入と地元密着で建築までのワンストップサービスの構築 一宮商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 誠信ＧＬＯＣＡＬ株式会社 2020001124389 次世代型の建築用高強度鋼管杭に対応する継手事業への挑戦 株式会社マックコンサルタンツ

中部 愛知県 江南市 かえる鍼灸整骨院 整体とフィットネスの同時提供でコロナ禍の健康管理に貢献 吉元秀樹

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社伊藤商店 3180002003633 「ブッタカフェへの挑戦！仏像に囲まれる斬新な癒し空間の提供」 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社オジェッティ 2180001034993 商品ラインナップと倉庫を活かした３Dゴルフ場への進出 あらた税理士法人

中部 愛知県 春日井市 株式会社オガッシダイニング 1180001104450 飲食店運営事業に加え、物販（パン・弁当の持ち帰り）およびレトルト食品製造業への挑戦 東濃信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社Ｑｕｉｎｃｉ 6180301016812 焼き立てパンの早朝デリバリーを基軸とした飲食ＥＣ物流の構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ＭＲＳ 9180001073003 ５５歳以上専用リハビリみどりプレミアムフィットネス事業計画 元雄　幸人

中部 愛知県 碧南市 味匠ちどり 飲食店から着地型旅行としての農業体験型ＢＢＱ事業への転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 シンデレラビューティー 子育て世代の女性の美を応援するセルフ脱毛事業への新分野展開 碧海信用金庫
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中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社ザットインターナショナル 7180002004272 リアル＋オンラインのハイブリッド型イベントへの新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社建築計画工房 4180002027581 地方に存在する魅力ある古民家を再生・活用したシェア別荘・セカンドハウスの賃貸借・管理事業 加藤一男

中部 愛知県 知多郡美浜町 有限会社紀の国屋 2180002085788 水素酸素吸入療法を主軸とした地域の高齢者向けエステサロン運営 米津　晋次

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社ｅ－ＬＩＦｅ 6180001133115 空き家問題・施設不足を解消する、障害者支援事業への業種転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社スワング 2200001023143 “ＳＡＵＮＡＧＯＹＡ”で新たなサウナ文化を創造し、地方の創生を実現する事業 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 安城市 カフェ・ピクアント 移動セントラルキッチンとミールキッド製造の無店舗販売への転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 大府市 メタルニクス株式会社 5180001095406 低炭素技術による地域自動車産業のイノベーションを目指す！炭素繊維素材製造卸売業への進出 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 一宮市 とんかつや諭吉 肉も魚も！とんかつ＆海鮮丼でテイクアウト・デリバリー強化計画 權田　成悟

中部 愛知県 名古屋市名東区 有限会社宝石のエンジェル 7180002060027 特許取得の機構を製品化したネックレス留め具の製造販売 豊田信用金庫

中部 愛知県 清須市 有限会社竹澤鉄工所 8180002041372 下請け部品加工からブロー成形品専用加工機メーカーへの新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｔ＆Ｔホールディングス 9180301028986 クリーン社会の実現！障害者が活躍するリサイクル・清掃事業への挑戦 西尾信用金庫

中部 愛知県 安城市 フレックスファーム近藤 地元農家の廃棄農作物を活用した農家カフェと冷凍スイーツＥＣ販売 碧海信用金庫

中部 愛知県 常滑市 季処もりわき 障がい者に寄り添うカフェ事業で福祉の街のニッチトップを目指す 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市昭和区 美ツ冨士自動車工業株式会社 2180001009459 脱「脱炭素」危機！　好立地の整備工場を生かしたトータルキャンピングカー事業 太陽グラントソントン税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社エックスホールディングス 2180001125875 ライブハウスによるオンライン動画配信ライブを用いたハイブリッドイベント事業 伊藤　圭太

中部 愛知県 岡崎市 酒食百景松 水のいらない冷凍ラーメン製造での販路拡大による居酒屋からの転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社マックビーヒル就労支援機構 7180001103389 介護・障害・看護のノウハウを用い、日中サービス支援型共同生活援助事業を創設 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 東海市 ナゴヤスチール株式会社 1180001096218 非鉄金属やメッキ処理素材等の加工領域拡大による高付加価値事業への転換 シェアビジョン株式会社

中部 愛知県 稲沢市 株式会社アイミ 5180001055368 高齢者グループホームのノウハウを活かした障害者グループホームへの展開 日本経営ウィル税理士法人

中部 愛知県 名古屋市港区 アルファメタル株式会社 1180001059950 新たなアルミドロスリサイクル品の開発による新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社浚洗工業 2180001002174 ２４時間３６５日医療対応可能な高齢者施設の開設 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 碧南市 有限会社鍋田製作所 3180302020155 旋盤加工機とマシニングセンタ導入による新製品製造ラインの構築 小倉　裕樹

中部 愛知県 愛知郡東郷町 住工房株式会社 7180001067411 住宅リフォーム業による古民家ベーカリー＆カフェの新規開業 ＴＯＭＡ税理士法人

中部 愛知県 海部郡飛島村 海南精密株式会社 5180001097336 プラスチック成形品における自動車から日用品・物流分野への新事業展開 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 北名古屋市 サンフレッシュ株式会社 6180001045855 ペットフードの味付けから梱包までの一貫工程の開発 株式会社十六銀行

中部 愛知県 額田郡幸田町 小嶋工業株式会社 5180301002318 抄造工法により独自開発したリサイクルカーボン新素材を用いた軽量・防爆工具市場への新事業展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社萬乗醸造 7180001028859 自社ＥＣサイトの構築とＥＣサイト専用熟成酒を開発しＤ２Ｃ市場に参入　する 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 合同会社チェンバロ 4100003004273 高級食事系パン・チーズ・ワインの小売事業への業種転換 税理士法人葵パートナーズ

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社石渡 4180001016081 容器・包装事業で培った売れる見せ方の技術を活かしたパン・スイーツ製造販売事業への進出 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 ＣＴＳ株式会社 8180001126397 鋼材加工業による次世代自動車向け自動搬送装置部品の設計製造販売 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 有限会社天津楼 8180002016390 「町中華を買い物難民へ」冷凍餃子製造事業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 東海市 株式会社共和製作所 8180001094256 量産金属加工事業から少量・特注・高付加価値カーボン加工事業への転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 西尾市 兼子合金株式会社 4180301022977 高品質かつ大型アルミ鋳物の製造技術を活かした橋梁分野、半導体分野への新事業展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 一宮市 トータルエステサロン　ルシル 学校に行かなくてもエネルギーチャージ！「英語にふれるカフェ」事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ユーライフ不動産 7180001132272 利用者の交流を促進しイノベーションを創出するコワーキングスペース 田村　隼人

中部 愛知県 岡崎市 株式会社リアル 2180301026377 電気自動車市場の拡大に向けた新規設備を用いた検査事業の展開 糸川　純平

中部 愛知県 名古屋市北区 ＡＺロジ株式会社 5200001031977 運送業から倉庫業へ進出し、一貫物流サービスが提供できる企業へ展開 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 大西接骨院 事業の非接触化推進と地域の健康・交流を支える通所型運動事業の展開 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 豊明市 株式会社テスコ 7180001052891 ＢｔｏＣへの挑戦！荷物・タイヤ預かり事業への進出 株式会社エモーサル

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 有限会社光洋企業 6180002075117 運送会社から物流会社への移行を見据えた倉庫業の進出 税理士法人山田アンドパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市中村区 サンテクノ株式会社 1180001030449 派遣業から製造業への新分野展開　設計から製造・試験まで、自社設計・製造工場の建設 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 海部郡蟹江町 株式会社バース 1180001096861 コロナ禍に適応しつつ、競合先との差別化要素を有するフィットネスジム運営 株式会社北陸銀行

中部 愛知県 犬山市 有限会社パールアクティブコーポレーション 6180002074465 「ラーメン×水炊き×焼肉」の提供による新ご当地食文化の発信事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 蒲郡市 シィアンドジェイ 車両の整備業から環境にやさしい水性塗料の中古車販売への進出 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｓｅｒｇｅ源’ｓ 3180001057630 外食事業者による精肉加工食品販売事業への新分野展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

中部 愛知県 岡崎市 株式会社石原精密 3180301000141 高性能測定器等の導入によるリバースエンジニアリング事業進出 株式会社エー・シー・エム

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ｙｕｚｕ 6180001059467 飲酒中心の居酒屋業態から食事を中心とした店舗への業態転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社イタダキテン 3180001123969 テイクアウト餃子専門店の販売開拓事業 中津川商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社まつりグループ 4180001062720 本格レッスンから運動不足解消、食を通じたトータル健康支援を行うインドアゴルフスクール事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 豊明市 株式会社ひさすえ 2180001133309 技術力と提案力を活かして航空部品市場から半導体部品市場へ転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社スリーフィールズ 6180001141919 ＩＴ業界の内容に特化した出所者、学生、社会人向けのオンライン教育事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 西尾市 一色建築 大工の伝統工法と建築端材を活かした「体験型ＤＩＹ教室＋ＢＢＱ」 岡崎信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 ジャパン・イースタン・トレード株式会社 1180001085088 世界の女性に末永く愛される！日本発化粧品ＥＣブランドの構築 税理士法人大樹

中部 愛知県 名古屋市港区 片野プラスチック工業株式会社 3180001006240 医療関係のプラスチック部品を製作できる体制づくり 岡崎信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社アイラス 1180302026749 地域で初めてとなる完全非接触型シミュレーションゴルフ練習スペースの新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ハラキン 7180001046844 コメ離れ問題を解消し地域活性化に寄与する新製品開発 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ドクター・メンテ 4180001090325 サボン草を活用した人と環境にやさしい洗剤の製造開発 税理士法人税金相談センター

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＡＤＰ 9180001046454 新栄のメディアビルがランドマークに！デジタルサイネージ市場に本格参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 清須市 株式会社柴山鉄工所 1180001057384 エレベータ等の単品部品加工から医療ベット製品一貫生産体制への新分野展開 水野　正勝

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社中部テクノ 1180001049092 ＳＤＧｓに対応する環境商材の実証実験・販路開拓事業への転換 アイアンドアイ株式会社

中部 愛知県 東海市 旬彩料理　懐仙 非店舗内事業の再構築による少人数・家庭内喫食等の多様化への適応 株式会社名古屋銀行
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中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社財務支援センター 3180001089681 発注から決済まで究極の省人化を可能とするＩＯＴ自販機サブウエイマルシェの開発 税理士法人Ｈ＆Ｐ

中部 愛知県 新城市 共伸木材工業株式会社 3180301024124 癒しの環境の中にある宿泊施設を伴うレストランの建設と運営事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 有限会社山内製作所 1180002024961 樹脂加工と金属加工の二輪で競争力アップ‼金属加工導入による精密測定具製造 税理士法人　浅野会計事務所

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社大甚 5180001078897 アンテナショップとＥＣ技術の相乗効果を狙う木製インテリア販売 加藤一男

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社Ｕｌｉｖｅｔｏ 2180001103641 顧客ニーズを捉えた焼肉および精肉店の運営とグランピング事業による新分野への挑戦 株式会社百五銀行

中部 愛知県 犬山市 イトウ鉄筋株式会社 6180001080712 鋼材商社や鋼材メーカーからの高強度剪断補強筋の加工を請負う 税理士法人ティータック

中部 愛知県 西尾市 株式会社ＩＧＡＲＩ 3180001119323 既存事業の技術・ノウハウを活かした外国人労働者向け溶接訓練所 税理士法人森田経営

中部 愛知県 西尾市 牧野法務事務所 商工会と連携した地域零細企業の労働力創出のための技能実習生に対する宿泊施設併設型研修の開発事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 豊橋市 三元紙業株式会社 6180301007308 ＣＡＤ設計・デザイン力・提案力を生かし、オリジナル最終製品（キャンプグッツ・子供用家具）製作への挑戦！ 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊明市 株式会社和田工業 2180002064395 世界最速のパイプ切断技術とレーザーカットの融合による新分野展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 知多郡美浜町 有限会社カネヨシ製菓 4180002085786 「えびせんべい」を地域ブランド化しＢｔｏＣを新たな経営の柱とする 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ネイブレイン 2180301001702 介護サービス包括型障がい者ＧＨ・就労支援施設Ｂ型運営への参入 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ファズム 3180001055353 業界初、発達障がいの幼児達に、未来を広げるＩＴの基礎能力を付けさせる療育、「児童発達支援事業」の展開 加藤一男

中部 愛知県 豊橋市 有限会社アヴァンセ 1180302012237 空調設備設計・管理システムのプロが創る、低感染リスク・徹底管理システム施設による託児事業への進出 豊川信用金庫

中部 愛知県 尾張旭市 旭ホームズ株式会社 3180001079435 ５つの新事業が支え合う動画配信スタジオ付きキャンピング施設 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 中島紙工株式会社 1180001039151 新たな需要を確実に捉える日本初の抗ウイルス診察券事業への進出 株式会社投資育成総合研究所

中部 愛知県 名古屋市東区 有限会社パスト・プレゼント・フューチャー 2180002043911 世界のサムライファンに向けたオンラインコンテンツ配信＆ツアー事業 能登　隆達

中部 愛知県 蒲郡市 カネニ木材株式会社 3180301010891 コロナ禍の販路縮小で空いた自社倉庫での「バウムクーヘン販売」事業 株式会社ＲＡＤ

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社ＺＥＲＯＧＡＴＥ 9180001105499 既存事業と高シナジーなバク転スクールＦＣを活用した新規顧客開拓 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社日研化学研究所 9180001039581 顧客ニーズに応える製品開発を行う印刷資材製造会社による、化粧品ＯＥＭ事業への展開 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 ナゴヤホカンファシリティーズ株式会社 6180001013036 ＩｏＴ／ＡＩを活用した「非接触型見守りシステム」の開発・提供体制の構築 株式会社静岡銀行

中部 愛知県 一宮市 富士工機株式会社 2180001084386 既存事業の強みを活かした固体電解質を製造するプラント構築事業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 あま市 株式会社トゥール・モンド 3180001098690 国内初！微弱電流導引システムを活用した機器によるレンタル事業への再構築 山本典之

中部 愛知県 名古屋市北区 一般社団法人障がい者自立支援サポート 4180005016623 働く機会まで支援できる障がい者グループホームの自社運営に着手する。 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ベスト・モア 9180001090650 健康志向ニーズに応えるミクストラン業態促進事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 ムラスタイル株式会社 1180301028060 ペットと共存できる防災ＤＸ対応リフォームとペットサロンの展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 知多郡東浦町 株式会社Ｓｗｅｌｌ 7180001140688 クラウド葬儀参列サービス／葬儀社向けパッケージシステム 税理士法人ヴェンティ

中部 愛知県 豊橋市 有限会社電成 4180302008595 ＤＸによる銘板製作自動化システムで、２４時間対応「翌日即納サービス」への転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社ニイノミカーゴサービス 4180302027133 地域事業者の生産性向上につながる物流関連業務の一括受託事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 慶華楼本店 中華料理店の本格派「冷凍餃子」と「秘伝のタレ」の製造卸による業種転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社星野商店 4180001040577 テント生地等の卸売業から、カット機・溶着機を導入し製造分野をへ本格参入！ 株式会社イストワール

中部 愛知県 春日井市 株式会社富窪精機 2180001074602 試作金型事業でのノウハウを活用し量産金型・部品事業へ 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ＬＯＫホールディングス 5180001072058 コロナで定着した中食需要を地域の飲食店とともに取り組むキッチンカー事業 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社アンレーベル 2180001130727 地域の美容師に対する酸性縮毛矯正技術の教育採ビス事業の展開 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 豊橋市 高林建工株式会社 3180301006147 移住希望サーファーからの暮らしの相談をオンラインＶＲで実現！土地や住宅の提供で夢を叶える 豊橋信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 愛知高圧株式会社 6180301030169 粉体塗装への業態転換による一般家庭向けＬＰガス販売強化事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＳＯＬＯ． 5180001124651 フィットネスジムを併設したウェルネス・トータルビューティーサロン事業 東濃信用金庫

中部 愛知県 あま市 株式会社大永総業 8180001099164 解体工事から基礎工事まで一貫して行うことで空き家活用でのコスト削減・短納期の実現事業！ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 大同至高株式会社 9180001017224 発泡ＰＬＡシート素材を使用した食品用耐熱トレーの開発によりカーボンニュートラル且つコンポスタブルに貢献する 税理士法人山田アンドパートナーズ

中部 愛知県 津島市 株式会社カンダ住建 9180001098537 木工の技術を活用した人工大理石（コーリアン）加工の新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社前田技研 3180301001940 大型３Ｄプリンターを活用しモータースポーツ向け内外装試作品製作事業への展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 三幸電機株式会社 2180001021876 電子制御事業によるノウハウを活用した新事業～ＩｏＴとバッテリーとゼロカーボンへの取り組み～ 株式会社名南経営コンサルティング

中部 愛知県 清須市 株式会社三和サービス 2010001187825 自社の審査に基づく車両販売及び　ＧＰＳ　を活用した自社リースによる車両販売事業 株式会社プロシード

中部 愛知県 豊川市 株式会社小松屋 5180301009858 呉服販売での強みを生かし他にないエイジングケアサロンの新設 豊川信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ラシェ景観設計 7180301028212 脱炭素化社会における既存建築資材の再生、活用したリノベーション事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 豊川市 トリイ建築 高齢者の老後の不安をなんでも解決できるワンストップサービス 豊川信用金庫

中部 愛知県 津島市 有限会社ヴァリアス 5180002089142 電気自動車・先進安全自動車対応のワンデー修理サービスへの新規展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 碧南市 株式会社碧海スタッフ 3180301031764 運送会社とフリーランスドライバーを繋ぐプラットフォーム「ドラシェア」の開発 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 玉野化成株式会社 3180001014862 ＥＶ系プラスチック部品への新規参入とプラスチックリサイクル 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社Ｒ－ｆｏｏｄ 3180001106651 既存事業で培った強みを活かした１拠点集約型の「乳製品製造小売業」「アイスクリーム製造小売業」への新分野展開。 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 みゃーブリュー株式会社 2180001145766 地元果実のクラフトビールを店内醸造できる新業態への挑戦！ 川島　康史

中部 愛知県 春日井市 株式会社ハルキン 8180001074794 手ぶらで楽しめる全天候対応のＢＢＱ事業創業計画 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 有限会社服部ビル企画 5180002017474 クッキングスクール事業の新規立上げによる新分野展開への挑戦と新たな売上の確保 後藤　太一

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社竜製作所 3180001014854 脱炭素社会に貢献する冷媒を一切使用しないスポットクーラー事業の展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ゲート 2180001108483 全国初！ＶＲ空間×アナウンサー　ＶＲライブコマースを使った新分野展開 小笠原　一郎

中部 愛知県 一宮市 有限会社オオヤギ製作所 8180002075973 オリジナル商品開発に向けた取り組み 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ブルームダイニングサービス 4010001192492 居酒屋から新分野であるファミリー向けレストラン業態への展開計画 株式会社みずほ銀行

中部 愛知県 北名古屋市 有限会社コマツヤ 2180002051773 老舗喫茶店の思い切った挑戦！魅せるオーブンで作る焼き立てスイーツ専門店 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中川区 合同会社クレッシェ 8180003018072 福祉事業者が挑む「希少！国産セミドライフルーツ」の販路多様化とデジタル弱者層への認知度獲得 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＹＲ．ｐｒｏ 1180001131536 医療・福祉との繋がりを活かした障害者福祉施設運営への事業転換 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社ニューフィールド 2180002050189 愛知県知多エリアの地域資源を活用したグランピング事業 株式会社三井住友銀行
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中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社イーエム 2180001007842 レーザー加工機導入で製造業への挑戦　鉄からアルミへ新事業展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社アイライク 4180301032984 飲食事業での調理ノウハウ×有機野菜を生かした真空保存ドレッシングの製造販売による新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 山崎石油株式会社 6180301002060 地域密着型ＳＳによる、高齢化社会への貢献を目指した福祉車両専門サービス事業への挑戦 林　和夫

中部 愛知県 津島市 昭和機械株式会社 7180001096451 ロボットを駆使した生産ラインシステム業務（システムインテグレータ）への進出 公益財団法人中部科学技術センター

中部 愛知県 名古屋市中区 ＲＥＰＲＯＺホールディングス株式会社 4180001064386 非接触型ドライブスルーと店舗を活用したＢｔｏＣ進出に関する事業計画書 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 常滑市 サンレー交通株式会社 5180001095439 大型金型の保管管理に特化した倉庫業参入による事業再構築計画 常滑商工会議所

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社ミズホ 4180001001257 高精度・多段式冷間鍛造機導入による次世代自動車安全技術・ＥＶ対応部品の高速生産体制の構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 尾張旭市 寺西商事株式会社 3180001119769 汚染処理水からを取り除くを取り除く土材の事業化と生木処分事業の実現 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市千種区 旭ゴム化工株式会社 3180001003304 医療向け液状シリコーン部品事業参入のための金型～成型一貫生産体制の構築 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 西尾市 株式会社ＩＭ 9180301024606 モノを作らないモノ作りへの挑戦“トライアルラボ”運用サービス 西尾信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 ＨａＳｋｙｎ＆Ｃｏ．株式会社 9180301024473 送迎付き、看護師常駐のシニア専用のフィットネス事業 岡崎商工会議所

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社コメダ 4010401102571 テイクアウト型大判焼業態の開発出店 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 一宮市 合同会社イレブン 2180003020042 日本古来の発酵技術を使った健康増進効果の高い酵素浴事業の展開 森藤　啓治郎

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社タスクールＰｌｕｓ 5180001115849 デジタルでつながる人・企業・社会。地域密着の会社買取センター×ＤＸデジタルサイネージ構築 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社アセットジャパン 2180001113384 非対面で活用可能な「健康経営／労務管理ツール」の開発及び提供 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 常滑市 株式会社ブルーチップファーム 6180001104966 自社栽培の農作物を活かしたフルーツパイ店での六次産業化の新たな展開 グラーティア税理士法人

中部 愛知県 日進市 株式会社ｅａｓｅ 4180001072083 エッセンシャルオイル製造ラインを構築し障害者自立支援事業 西田　和倫

中部 三重県 四日市 ＣＡＳ株式会社 6190001021599 焼肉店への転換＆冷凍松阪牛ハツによるＥＣ市場への展開でＶ字回復を図る ＡｒｒｏｗＳ株式会社

中部 三重県 松阪市 株式会社アクアプランネット 4190001010083 テイクアウト、ＥＣ販売、屋外飲食化によるコロナに強い運営体制の構築 株式会社三十三銀行

中部 三重県 四日市 有限会社内山製陶所 5190002019370 耐熱陶器食器の高付加価値加工による新たな事業領域の確立 四日市商工会議所

中部 三重県 伊勢市 合同会社パークヒルズ 5190003001872 介護施設サービスのオンライン化による新サービスの展開 伊勢商工会議所

中部 三重県 四日市 エースタイル株式会社 4190001016213 地元食材を使用した食品等の企画・加工のインターネット販売事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社リバー・ダイニング 3190001027120 モータースポーツの聖地“鈴鹿”初のレーシングシミュレーターカフェ出店 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 津市 令和金属工業株式会社 3190001026519 鉛蓄電池リサイクルと鉛地金精錬の新規事業のためのプラント設置 柳瀬　滋

中部 三重県 松阪市 へアーズマザー 理容専門から美容・脱毛・介護脱毛サービスへの思い切った新分野展開 原田　貴大

中部 三重県 四日市 有限会社オフィスゆめ 9190002023146 駅前ホテル内美容室に、美と健康を追求した脱毛・ヘッドスパ事業新設 桑名三重信用金庫

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社ヒロモリ 8190001005311 ４０周年を迎える節句人形店が新たに提供する和風かき氷 ミライズ税理士法人

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社クリフ 8190001004949 ゴルフクラブをコーディネート出来るゴルフクラブカスタマイズ店事業 近藤　智也

中部 三重県 伊勢市 プルミエ 女性従業員の継続的な就業を支えるための脱毛サロン事業の展開 岩佐　修二

中部 三重県 松阪市 有限会社タケガワ塗装 2190002015959 塗装業（本業）×動物園（地域貢献）からペットホテル（動物愛護）進出 松阪商工会議所

中部 三重県 名張市 パラドックス 幼児の食育と母親のリフレッシュを兼ね備えたキッズルームの運営 名張商工会議所

中部 三重県 津市 株式会社２３ 8190001022703 もつ鍋店を「ＳＯＬＯメシ」が食べられるスぺインバルに改装 水上　恵理

中部 三重県 津市 株式会社東万 5190001000736 エクステリア資材を自社生産、生産から施工まで一気通貫で行う新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 名張市 株式会社森脇商店 4190001009530 創業者の思いをもう一度、精肉店が提供する伊賀牛弁当 株式会社シザコンサルティング

中部 三重県 伊勢市 ＶｉＶｉ－ＰＬＡＮＥＴ株式会社 2190001027807 顔と頭皮のセットケアに対象を絞ったヒト幹細胞の専門店への新分野展開 三重県商工会連合会

中部 三重県 四日市 株式会社まる 4190001021766 障害者就労サービス事業を持続事業所への変革 イシズム株式会社

中部 三重県 鈴鹿市 有限会社ウィリーキッズ 5190002008092 ライダーが安心して集えるカフェ開設による新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 鈴鹿市 ホンダオートヒライ株式会社 5190001005355 コロナ禍におけるペット養殖販売事業への挑戦と地域への貢献 税理士法人決断サポート

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社カーフレンドタナカ 9190001005797 次世代自動車対応の自動車整備工場への転換 税理士法人決断サポート

中部 三重県 四日市 鈴木造船株式会社 2190001015233 造船設計とブロック製造のワンストップ受注サービスの新展開 税理士法人ＡＣＴ

中部 三重県 四日市 株式会社ＮＩＫＵＲＵ 5190001025519 肉の職人による！キッチントレーラーで地元食材を使ったヘルシーハンバーガーの販売 税理士法人決断サポート

中部 三重県 伊勢市 株式会社ｔｕｔｕｍｕ 1190001028260 伊勢神宮前の餃子店を地元飲食店と一緒に盛り上げる 伊勢商工会議所

中部 三重県 津市 株式会社三重新成コンサルタント 8190001002184 災害対策など地域社会へのインフラ事業を早期回復できる、ＩＣＴ化体制を再構築する 株式会社百五銀行

中部 三重県 桑名郡木曽岬町 株式会社ウエダ食品 3190001012139 飲食店向け食肉卸売業から自社テイクアウト専門店開設と加工場の整備 三重県商工会連合会

中部 三重県 四日市 株式会社Ｒｅｐａｉｒ　ＯＮＥ 2190001024795 空き家再生販売事業と中古住宅リノベーション事業への進出 税理士法人決断サポート

中部 三重県 鈴鹿市 ヨガスタジオＭＵＫＴＡ 免疫強化と強いカラダづくり！ヨガスタジオ・パーソナルジムと連携した接骨院の開業 川村　竜也

中部 三重県 四日市 株式会社山新 3190001016635 ハマグリ卸売事業１０８年の経験を基に、新たに惣菜開発事業への展開 岡本　泰樹

中部 三重県 鳥羽市 有限会社豊浜 5190002010593 唯一無二の絶景日帰り入浴施設の建設～新規獲得地の有効利用と新たな利益の確保～ 株式会社三十三銀行

中部 三重県 多気郡大台町 Ｅ２リバイブ株式会社 4190001011627 ユネスコ・エコパークで多様なユーザーへ宿泊場所と滞在コンテンツを提供するゲストハウス事業 桑名三重信用金庫

中部 三重県 松阪市 有限会社山下化工 7190002014634 プラスチック製の小型側溝生産から治水向け水路生産に進出し水害対策に貢献 株式会社ゼロプラス

中部 三重県 伊勢市 ニュージャパンマリン株式会社 6190001006880 小型船舶製造業からの新分野展開・風力発電部品の製造着手と市場進出 株式会社三十三銀行

中部 三重県 四日市 コスモフーズ株式会社 6190001017597 紙容器無菌充填システム導入による飲料製造ラインの新設 株式会社三十三銀行

中部 三重県 松阪市 有限会社村幸 1190002014565 茶袋屋が地元密着で始める環境に優しいお茶のティーバッグ加工業務 松阪商工会議所

中部 三重県 四日市 有限会社ユニオン 4190002023456 【四日市初】『中古車』カーリース事業で地域のカーライフをサポート 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 津市 ダイソウ工業株式会社 1190001001432 ファイバーレーザ導入による事業再構築・新事業への新たなる挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 伊勢市 株式会社ホーペック 3190001007626 新たな設備と新工法導入による高度管理医療機器部品の量産化計画 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社佛庄総本店 7190001005329 三重県初！古民家リノベーションによる造り付け仏壇の提案及び伊勢街道の空き家店舗化活用事業 鈴鹿商工会議所

中部 三重県 いなべ市 株式会社トミナガ 3190002017896 強化段ボール等で作る軽量、手軽、リサイクル可能なアイデア商品の製作 税理士法人杉浦経営会計事務所

中部 三重県 志摩市 まるてん有限会社 1190002011694 伝統的鰹節製造業による日本の食文化に触れる体験型観光事業進出 三重県商工会連合会

中部 三重県 桑名市 有限会社ヨシキ産業 8190002017470 子供用布帛帽子の製造技術を活かし、高機能ニット製品市場へ参入 クレアスト株式会社

中部 三重県 伊勢市 株式会社ウェザイン 5190001020461 サテライトオフィス群の創設による地方版シリコンバレー事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ
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中部 三重県 桑名市 ナンショー株式会社 9190001013750 ｗｉｔｈコロナ　観光資源豊富な地域での個で楽しむ宿泊施設 株式会社エモーサル

中部 三重県 亀山市 喫茶はぁと 地域唯一のドッグラン併設喫茶店・コミュニティスペース開設事業 株式会社エクステンド

中部 三重県 鈴鹿市 有限会社ＯＦＦＩＣＥ　ＺＰＩ 2190002007865 魚釣りリール用カスタムパーツの企画開発製造販売 税理士法人アーク＆パートナーズ

中部 三重県 桑名市 有限会社松尾溶接 8190002017454 厚板に対応する新たな加工方法によるコロナの影響からのＶ字回復計画 シェアビジョン株式会社

中部 三重県 桑名市 有限会社ＨＩＲＡＮＯ　ＭＥＴＡＬ　ＷＯＲＫＳ 3190002017558 半導体製造装置向け「長尺物部品加工事業」による新たな顧客開拓（新分野展開） 小倉　裕樹

中部 三重県 四日市 クラタヤ株式会社 1190001018765 エーミング＆ＢＰトレーニングセンター新設による新規事業の構築 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊勢市 虎屋ういろ株式会社 3190001006826 ９８年間守ってきた既存製法とは異なる革新的製造方法で新商品を新市場へ 原田　貴大

中部 三重県 四日市 恵興業株式会社 6190003002060 バーリング加工技術の導入による高付加価値配管製品の提供 株式会社三十三銀行

中部 三重県 四日市 株式会社伊藤鉄工所 5190001014323 ＥＶ、医療機器産業への新規参入による事業の多角化 浮島　達雄

中部 三重県 桑名市 株式会社素材舎 8190001021589 地産地消、“桑名もち小麦”で三重県＆桑名を元気にする！ 桑名三重信用金庫

中部 三重県 伊勢市 有限会社羽田野設備 4190002009471 自走式仮設水洗トイレレンタル事業 松永　英希

中部 三重県 鳥羽市 有限会社城山石油 7190002010518 環境配慮型セルフガソリンスタンド×Ｉｏｔ対応コインランドリー×燃料配送拠点～コロナ後に向けて地域インフラの役目を担う～ 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊賀市 株式会社ＬＩＬＹ 9190001025267 美容室が始める名張市初のセルフメンズ脱毛サロン 株式会社シザコンサルティング

中部 三重県 鳥羽市 有限会社ホテルニューいろは 1190002010688 宿泊業の新しいビジネスモデル・「コンドミニアム型宿泊施設」への業態転換 鳥羽商工会議所

中部 三重県 名張市 山中工業株式会社 9190001009534 多種少量生産ライン構築によりコロナ感染対策に貢献する空調部品開発に参画 株式会社百五銀行

中部 三重県 志摩市 株式会社上田商店 1190001024053 きんこ芋（伊勢志摩特産のほし芋）ファンを醸成するほし芋ジェラート工場兼直売所カフェの新設 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 株式会社マリーナ河芸 6190001001543 ワーケ―ション対応型長期滞在施設「マリーナｖｉｌｌａｇｅ」構想 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市 有限会社四日市酪農 2190002024076 牛乳の概念を覆すＡ２ミルクで日本をもっと健康に！ 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 松阪市 株式会社　田上 5190001011733 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ、地域資源の桧のある暮らしを提案する事業へ 三重県商工会連合会

中部 三重県 伊賀市 糸伍株式会社 5190001008325 組紐技術を応用した靴紐メーカー事業 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 伊勢市 株式会社エーエス設備工業 2190001006513 『土木と排水設備工事の一体化工法』 株式会社名古屋銀行

中部 三重県 鈴鹿市 朝日総業株式会社 4190001004969 フードロスゼロで地産地消。イタリアン料理人による唐揚げ店開業 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 四日市 帝産大鐘ダイカスト工業株式会社 4190001015586 バリ取りロボット導入によるＥＶ車部品製造に向けた新技術の開発 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊勢市 株式会社イヤシロチ 3190001024951 個人の生き甲斐の創造と、地域経済の復興に寄り添った新しい働き方改革の仕組み作り 伊勢商工会議所

中部 三重県 津市 Ｂｅｌｉｖｅ株式会社 4190002001255 独自の技術とデザイン力で取り組む省エネルギーなキャンピングカーの製造販売 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 三重県 多気郡大台町 エス・パール交通株式会社 5190001011163 高機能車、燃料電池車、ＥＶカーに特化した自動車整備事業への参入 三重県商工会連合会

中部 三重県 桑名市 株式会社ヤスダ工業 9190001013445 フィットネス分野への展開による新事業への挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社オーバルネットワーク 5190001004019 ノウハウを活かした、プリンター施工サービスによる事業再構築計画 税理士法人あおば

中部 三重県 鈴鹿市 南出株式会社 2190001005399 壁面・屋上等向け緑化資材の自社製造およびソリューション展開事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市 別府建設株式会社 5190001016154 塗膜剥離に特化した事業参入計画 税理士法人決断サポート

中部 三重県 四日市 株式会社ＨＡＭＹ 5190001024306 気軽にホームエステ　美容石膏パックの製造販売 株式会社みらい経営

中部 三重県 四日市 くらし専科株式会社 3190001021370 医療・福祉事業者へ特化したクラウドコンテンツ販売業への挑戦 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 名張市 株式会社ＣＡＲＥＮＥＸ 9190001023122 動的ストレッチマシン等コンディショニングを目的としたジムの運営 名張商工会議所

中部 三重県 鳥羽市 有限会社酒乃店もりした 3190002010496 日本の伝統文化日本酒造りを支える為に酒屋が考えた新事業展開 株式会社シザコンサルティング

中部 三重県 桑名市 北勢ダイキャスト工業株式会社 4190001012757 自動車部品の豊富な鋳造技術を活かし、新製法・新システム導入によって電動化関連部品へ挑戦！ 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 株式会社ハイブリッジライン 6190001009751 ３本の柱（加工業・倉庫業・ロジスティクス事業）による新分野への挑戦 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 四日市 株式会社フォレスト・オオモリ 2190001016033 北欧家具等の小売り事業進出に伴う複合施設「Ｆｉｋａ」の建設 株式会社三十三銀行

中部 三重県 多気郡大台町 合同会社サイクロス 1190003002858 「量から質、更に共創へ」アウトドア事業の共創型モデルへの転換 三重県商工会連合会

中部 三重県 四日市 株式会社Ａｒｃａｄｉａ 6190001028124 感染対策を徹底した総合美容店舗「トータルビューティーサロン」の開業 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

中部 三重県 四日市 株式会社ＴＨＥ　ＣＥＮＴＲＡＬ 1190001022957 遊休スペースを使った国際シェアハウス、シェアオフィスの運営 税理士法人決断サポート

中部 三重県 伊賀市 Ｒスタイル社 名張市初の屋内シミュレーションゴルフ場の開設 名張商工会議所

中部 三重県 三重郡菰野町 有限会社エル 8190002019500 四日市初、飲食店集合施設「コンテナ店舗村」の開発・運営 株式会社三十三銀行

中部 三重県 鳥羽市 有限会社新屋 7190002010501 最先端冷凍技術による冷凍魚介類の製造・販売業への新規参入 税理士法人　中田会計事務所

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社ベースワン 8160001009372 今まで製造出来なかった金属グッズを製造し新たな需要に対応する事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 滋賀県 草津市 やきとり大吉石山寺店・矢倉店 やきとり屋の挑戦～Ｂ級グルメから割烹へ～ 大辻税理士法人

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社麻絲商会 3160001010236 低迷するアパレル業界を新たな板金特殊加工で乗り越える事業計画 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社まる亀こうし牧場 5160001017238 既存事業で排泄された牛糞を堆肥として製品加工・販売に取り組む６次産業化事業 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 コミューン シャツ製品から、オンライン販売に適したニット小物製品への新分野展開 彦根商工会議所

近畿 滋賀県 大津市 ＬＩＦＥＬＩＮＥＳＰＲＯＤＵＣＴ イベント開催リソースを活かしキッチンカーによるテイクアウトへの挑戦 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＮＥＸＴ　ＳＴＡＧＥ 2160001017447 放課後等デイサービスウィズ・ユー大津別保 株式会社ライトアップ

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社クールエンターテイメント 6160001022204 美容院が提供するトータルビューティーケア戦略の本格エステ事業 米倉　徹

近畿 滋賀県 長浜市 御馳創家 居酒屋から、完全個室ディナーレストランとセントラルキッチン化へ 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 起業融資サポート株式会社 5160003001702 会員制・２４時間制のシミュレーションゴルフ事業 トーマス株式会社

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社坪清 5160001010845 地域資源を活用した自然体験型アウトドア事業への挑戦 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 草津市 株式会社Ｗ 5160001022741 コーヒー焙煎事業で既存の飲食・ネイル事業とのシナジーを生む 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 守山市 串カツジュラク 韓国料理の技術を活かし、居酒屋からテイクアウト唐揚げ店へ転換 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 株式会社デザインＫ 2160001021597 競争相手の少ない高付加価値なテーブル用天然木一枚板の販売事業 丸井　裕司

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社イマジニア 7160001007419 空きスペースを利用したゴルフシュミレーター施設の時間貸し事業 株式会社大垣共立銀行

近畿 滋賀県 蒲生郡日野町 株式会社奥田ファーム 3160001011564 滋賀県産の規格外野菜・果樹を活用したジュース加工・販売への挑戦 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 割烹　昇力 割烹料理店の「ひろうす」のオンライン販売開始による事業再構築 京都信用金庫

近畿 滋賀県 犬上郡多賀町 株式会社莚寿堂 2160001008099 多賀大社名物「糸切餅」の冷凍商品化による全国販売展開への挑戦 滋賀中央信用金庫
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近畿 滋賀県 大津市 有限会社かたおか 4160002000482 洗濯代行サービスの開始による、総合衣類サービス業への転換 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 パーツ・デポ 林野庁が解禁したドローンによる森林資源調査サービスへ業態転換 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 高島市 ジヤクコーセンイ株式会社 9160001011930 ウエディングドレスの製造販売からＩＴを活用した省人化と満足度ＵＰの宿泊業に挑戦 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 蒲生郡日野町 株式会社デンキヤドットコム 8140001101222 独自のデザインとコンセプトで施工するリフォーム事業の新規展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 ツーアウト 人工芝を活用した新商品の開発による福祉施設への業種転換事業 京都信用金庫

近畿 滋賀県 長浜市 よばれやんせ。 弁当販売から食と地域を楽しむ・知る・学ぶレストランへ業種転換 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 ラーメン桃李路 企業の「食」を解決するケータリング型社食サービス事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 Ｗ．Ｓマーケッツ株式会社 4160001017536 多店舗経営とＦＣビジネスモデルを活用した不足率８９．３％である児童発達支援事業への参入 花山　和士

近畿 滋賀県 守山市 モリテック株式会社 7160002014694 土木建築業から一人飲みのニーズに応える居酒屋事業への業種転換事業 守山商工会議所

近畿 滋賀県 草津市 エールコーポレーション株式会社 1160001012969 建設コンサルタント業による新たな販路開拓 草津商工会議所

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ＳＣＢ 8160001015040 結婚後の新居の提案及び不動産仲介・関連商品販売事業 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社坂海工業所 5160001000796 デジタルの活用で建設業界を変えろ！職人目線で開発する「３Ｄ　モデル　Ｖｉｅｗｅｒ」の開発プロジェクト！ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 アトリエ　アール　ヌーボー 旧車のレストアとキャンピングカー・４ＷＤ車の改造修理事業への参入 京都信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社リノア 6160001017006 バイヤーとサプライヤーをオンライン上でつなげるＢｔｏＢのマッチングサービス ライオン橋税理士法人

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ユーストン 1160001003431 映像コンテンツ制作スタジオの設立により、地域情報発信・受信拠点となり、地元の活性化を図る 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ＬＢ　ＣＯＭＭＥＲＣＥ 4160003001216 ドライヘッドスパの店舗経営による収益安定化 柴田　壽徹

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社ｍ－ｐｌａｎｎｉｎｇ 6130001054489 祇園女将が提供する健康総菜～キッチンカーで季節のおばんざい～ 大原　千波

近畿 滋賀県 大津市 Ｋワンテック株式会社 6160001021123 高品質・低接触型ペット販売業の新展開による事業再構築 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社チェキポン 2160001001194 低価格の手数料と広域配達の地域密着型フードデリバリーサービス 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 蒲生郡日野町 株式会社ＷＩＺＡＲＴＳ 2160001009683 ウィズコロナ時代を見据えた、新たなダンスレッスン事業への挑戦 大阪シティ信用金庫

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社ＥＵＲＥＫＡ 1180001134885 屋外ドローンサービスへの業態転換による空撮・防災・点検・測量ニーズ対応 株式会社タスクールＰｌｕｓ

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＷＩＹＮペット 6160001020629 一定期間飼育できるペットのサブスクリプションモデルの構築 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社新月 2160001019906 新時代の石山名物　揚げみたらし・湖魚総菜販売新規事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 守山市 株式会社ＨＯＲＳＥ　ＪＡＰＡＮ 9180001108758 全く濡れない水上サイクリングレンタル 守山商工会議所

近畿 滋賀県 湖南市 武田オートサービス株式会社 7160001004804 先端技術を搭載したプリンターによる、トラックへのデザイン施工事業 税理士法人あおば

近畿 滋賀県 草津市 有限会社橋本鉄工所 9160002012325 高精度検査体制の構築による半導体製造装置等、超精密加工分野への参入 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 谷口興業株式会社 7160001005455 耐用年数を経過しつつある中高層ビル解体新事業への新分野展開 田畑　一佳

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社竹六商店 2160001010039 創業１００年以上の竹の内装材加工業者の、木材内装材新製品開発へのチャレンジ！ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 近江八幡市 有限会社森三商会 1160002010889 滋賀県が誇るブランド牛・近江牛の魅力を再発信するため、食肉小売業へ進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社エッチ・エヌ・オー 1160001010650 琵琶湖畔で愛犬と泊まれるグランピング施設の開設 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

近畿 滋賀県 守山市 湖都建設株式会社 2160001003744 密にならないアクティビティ「インドアゴルフ場」の営業計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 長浜市 シガ電子株式会社 5160001006694 脱炭素社会に貢献する自動車搭載用新型電池生産設備ユニットの製造体制の構築 株式会社エフアンドエム

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社ハイテム 6160001010778 滋賀県蒲生郡竜王町初のボルダリングジム開業計画。 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社セブンワンツリーズ 8160001016105 滋賀県初出店！再構築は「ゴーゴーカレー」でＧＯ！ 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 東近江市 有限会社昭英工業 8160002010189 環境に配慮した脱炭素修理工場の新設による建設重機修理事業への新分野展開 広崎　智彦

近畿 滋賀県 大津市 華韓倭西　安寿 飲食業から総菜の製造販売に業種転換する事業 田畑　一佳

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社湖太郎 9160001020188 彦根市等の課題を解決する強みを活かしたグランピング施設事業 佐野　良太

近畿 滋賀県 湖南市 株式会社アオイ 6160001005745 自動車部品製造で培った技術を武器に農機業界への挑戦 京都信用金庫

近畿 滋賀県 長浜市 びわ製作所 産業機器部品で培った精密鈑金加工技術を活用した微細鈑金分野への参入 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 守山市 株式会社栄工業 7160002013928 社内一貫生産ラインを新設し半導体製造用真空装置の生産に挑戦 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社昭和バルブ製作所 3160001008370 自動制御バルブの製造販売 大辻税理士法人

近畿 滋賀県 長浜市 吉川　正雄 お年寄り／子育て世代特化型整体・エステサロン事業への進出 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社清水石材店 1160001021078 社会環境の変化に対応した最先端室内墓の開発による事業再構築 税理士法人ランドマーク

近畿 滋賀県 犬上郡豊郷町 有限会社宮川石油 1160002008636 セルフスタンドとのシナジー効果を活用した２４時間無休営業のフィットネスクラブ開業 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 長浜市 有限会社滋賀エンジニアリング 5160002007270 工場建設と設備導入による大型乾燥炉製造及び既存事業の社内実施体制の構築 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 倉英工業株式会社 8160001005306 コロナ禍での収益減少をカバーする新規樹脂加工事業への参入 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社エフピー２１ 1160001003778 製剤のような固形物の両面印刷を簡単にする表裏反転機構の発明 川村　啓輔

近畿 滋賀県 米原市 株式会社マツムラ化工 2160001007043 高付加価値の新規再生材料に新分野展開し、ポリ塩化ビニルに特化した総合リサイクル業に挑戦 株式会社大垣共立銀行

近畿 滋賀県 長浜市 ムーンフードジャパン 地産原料を使う食物アレルギー対応ＯＥＭ商品製造ライン立ち上げ 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社栗東オートセンター 2160001013611 女性から見たソロ・家族での車中泊・キャンピングカーの提案型販売～ウイズコロナ、そして電気自動車時代に向けて～ 三原　康郎

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 サイクルショップひろせ 車椅子販売、修理、点検、消毒事業の開始による販路開拓 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 山田運送株式会社 5160001002009 産業廃棄物収集運搬事業（積替え保管あり）で物流のグランドサイクルを構築する 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 大喜鉄工株式会社 7160001008425 廃棄木材を有効利用するための薪材の製造と販売、住空間提案事業 内海　靖

近畿 滋賀県 大津市 株式会社佐倉燃料 9160001000842 ＢｔｏＣからＢｔｏＢへ！パラソルヒーターレンタルサービス事業への展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社信楽陶苑 6160001005539 信楽焼で調理した芋商品販売と、その調理体験ができる飲食サービス 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社菱三陶園 2160001005583 再生陶食器の製造、販売システムの構築による循環型社会の実現！ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 平松金属工業株式会社 5160001013096 複合加工機の導入による食品加工分野への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社満田 6160001010522 残塗料のエコ処分プロジェクト 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 米原市 株式会社メリーデイズ 5160001007833 「オリジナルスイーツのブランディング・直外販事業」 株式会社大垣共立銀行

近畿 滋賀県 長浜市 長和産業株式会社 9160001006823 防火扉開発とその適切な生産管理体制を確立し、売上と生産性向上を図る。 株式会社大垣共立銀行

近畿 滋賀県 米原市 三友エレクトリック株式会社 9160001006666 半導体工場向け制御盤製造への進出による量産製品依存からの脱却 株式会社愛知銀行
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近畿 滋賀県 東近江市 大橋珍味堂株式会社 1160001009809 ご当地スイーツの提案と加盟店支援で全国観光地の活性化に挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社ティーアールシー 1160001009131 不採算スペースの活用　ホテルで２４時間いつでもシュミレーションゴルフを提供する。 南井　哲

近畿 滋賀県 大津市 有限会社乾工作所 8160002000149 小型金属部品製造における対応可能な仕様の拡大による新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社イレブンギターズ 4160001022981 防音設備の整ったコンテナハウスの開発及び販売事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 栗東市 義岡テクニカル株式会社 4160001013709 最新レーザー加工機導入による超精密製缶加工への業態転換 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 湖南市 株式会社ナカザワ 9160001004991 店舗のサロン化とデジタル技術の活用による新事業のための販売体制の再構築 株式会社関西みらい銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 有限会社三瀧商店 7160002006114 Ｅコマースやクロスメディアを融合させたコミュニティＦＭ事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 東近江市 大安工業株式会社 5160001010028 アフターコロナに対応した鉄道車両用長尺、軽量化部品の製造による新分野展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 滋賀県 高島市 フラワー八重 ドライフラワーとスワッグの製造販売・ワークショップの実施による事業再構築 株式会社関西みらい銀行

近畿 滋賀県 草津市 ラグスタ株式会社 5160001014169 京都における運動×観光の新アプリ開発 ＩＭＣ税理士法人

近畿 滋賀県 甲賀市 甲陽興産株式会社 2160001005360 アーバンスポーツと自然の共生プロジェクト 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 滋賀丸石自転車販売株式会社 7160001005133 甲賀の間伐材から忍者アロマを製造。得意のＥＣ販売で国内・海外へ 永野　隆幸

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社ＯＢＭ 3160001018881 成長分野の特殊大型部品の加工技術開発と量産体制確立による事業再構築実現 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 高島市 有限会社鳥中 4160002011414 食品加工への新分野展開と業種転換を図り、持続的成長を目指す！ 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 公文式　愛知川東教室 多方面から地域に貢献できる、みんなが集える新しいコミュニティの創出 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 蒲生郡竜王町 家吉 建築デザインと地域の魅力を活かしたインテリアファームランド構築事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 株式会社吉田商業 8160001013226 自動車整備の内製化でワンストップ成形事業の展開 京都信用金庫

近畿 滋賀県 野洲市 中野興産 コロナ禍で生き残りをかけた、地域活性化の『拠点』として地元特産品直売所を開設 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 協和技研有限会社 8160002007912 半導体製造装置に組み込まれる溶射皮膜部品の加工への挑戦 彦根商工会議所

近畿 滋賀県 高島市 有限会社エコタウン 3160002011679 増加する空き家対策、お家終いのお手伝いとリサイクル事業 税理士法人小畑会計事務所

近畿 滋賀県 湖南市 北斗テクノ株式会社 5160001005036 自動車及び建機の電動化に対応するサプライヤーへの変革 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社メタルフィットルーツ石山 8160001001957 脱・現地主義！プラント配管工事の常識を変える「セントラル方式」への挑戦！ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＨＯＮＫＩ 5160001014887 求職者の持つ取り柄と企業の求める取り柄のマッチングサービス 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社シーボーン・ジャパン 4160001000946 個人消費者向けＢｔｏＣ事業展開、及び新市場参入計画（冷凍食品製造業の認定取得） 株式会社佐賀銀行

近畿 滋賀県 長浜市 舟倉 飲食店から完全個室型漁師旅館への事業転換 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 彦根市 ドリームフーズ株式会社 5160001009094 当社オリジナル商品「炙り肉そば」を活用したイートイン・テイクアウト・デリバリー事業及びＦＣ本部構築に関する事業再構築計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社Ｎｅｘｔ．Ｋ 9160001017606 利用者ニーズに応えるプラスアルファのサービス付き最新ＩｏＴランドリー事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社ＲｕＳｋ 5160001018517 梱包資材販売の経験を活かし、新たに顧客の配送加工業務を請負う業態転換への挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社片岡保温工業所 3160001013313 省エネ、環境に配慮した新素材を活用した熱絶縁工事の展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社開伸 3160001007513 医療業界向けＶパック開発と一貫生産体制構築による流通モデル革新
株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティン

グ

近畿 滋賀県 栗東市 有限会社ヴァンテック 1160002012588 超高速遠心分離汚泥減容装置による、ベトナム水産業汚泥処理事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 湖南市 日本シーエムアイ株式会社 2160001005658 半導体製造装置向け樹脂加工部品における新たな加工手法への挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市右京区 京和ドライ株式会社 8130001000607 高級洋服クリーニングおよび保管サービスへの新分野展開 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社潤建 9130001052936 溶接技術を活用した大型建築現場向け台車事業による新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 お好み鉄板焼　ふじおか 既存事業（飲食）の強みを活かしたテイクアウト専門店への新分野展開 京都府商工会連合会

近畿 京都府 相楽郡精華町 株式会社Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ　Ｌａｂ 5130001053839 複合型施設による地域コミュニティの構築 米田　茂

近畿 京都府 久世郡久御山町 オクノテ 地産地消にこだわった手作り弁当と手作り惣菜の店　ニューオープン 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 有限会社芳賀製作所 4130002033717 既存事業のノウハウを生かしたレジン商品の製造販売 中川　正茂

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社健幸プラス 7130001052574 美味しさと健康管理を満たす「減塩冷凍弁当」の自動販売機販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社西川紙業 7130001011373 ＢｔｏＣ向けオリジナル商品製造販売と体験工房による新規市場展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ワークス京都 5130001040267 高齢社員、女性社員の新たな活躍！～ペット葬儀業への新分野進出計画～ 三浦　優

近畿 京都府 京都市南区 コーヨーテクノス株式会社 2130001059236 医療用機械の部品製造への取り組み 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ルーツゴルフ 8130001025273 密にならないアクティビティ「インドアゴルフ場」の営業計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 小金 冷凍食品化による新たな市場進出と効率的ビジネス展開事業計画 京都府商工会連合会

近畿 京都府 八幡市 ソルマーニ株式会社 7120001199053 設備購入等によるファブレスよりメーカーへの事業転換 久保　憲司

近畿 京都府 京都市北区 合同会社ドーゴ 9130003005941 登記情報シェアサービス 京都中央信用金庫

近畿 京都府 向日市 株式会社デジタルメディック 6130001031307 個人向け筋力トレーニング計測器具及びアプリの開発・販売計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市西京区 石窯キッチン薪火 飛沫感染症流行下においても持続可能な飲食店スタイルの構築 京都信用金庫

近畿 京都府 相楽郡精華町 石本事務所 コロナ対策を念頭に、発想転換可能な機器で取り組む 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京丹後市 ＪＯＹ　ＤＡＮＣＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ スタジオを建設しレンタルスタジオ事業等を開始する事業再構築 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市南区 株式会社タナベ 9130001003344 ハイブリッド触媒による抗菌・抗ウイルスサービスの事業化 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 有限会社西村タイル 3130002011302 シナジー効果を利用したオンラインによる工事プランの提案 井上　建太郎

近畿 京都府 京都市上京区 山代印刷株式会社 4130001004025 企画・校正に強みを持つ印刷会社が取り組む、ニッチな専門書籍の出版・ＥＣ販売事業 株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 京都市伏見区 京都アスリートクラブ パーソナルトレーニングジムがプロデュースする脱毛サロンの開設 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 有限会社なべしま 6130002023237 アフターコロナ下におけるフォトスタジオ運営事業 高橋　宏至

近畿 京都府 京都市中京区 室工房 ライフスタイル全般を提供する新ブランド「小室庵」立上げによる新規顧客開拓策 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社ホーラク 3130001024305 自然の味を活かした日持ちする京のチルドおばんざいの開発・販売 京都信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 有機企業ＧＥＫＡ 地域の農業を守るミニライスセンターの設置 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社アホウプロジェクト 3130001058872 「鶏肉」×「フィットネス」によるコロナに負けない体づくりのトータルサポート事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 有限会社新進堂印刷所 4130002026472 世界遺産地域の観光・飲食業復活に向けデリバリー需要を取り込んだ新規事業プロジェクト 株式会社大三経営事務所
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近畿 京都府 向日市 鉄板とお酒　久蔵 運営するカフェの強みを活かした、無人カフェ併設型のコインランドリー事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 さがの食堂 地域の食卓からイノベーション、ちょこっとおかず配達事業計画 南　喜隆

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ウィンウィンアソシエ 9130001031097 嵯峨嵐山から世界へ！京の伝統を伝えるお土産クッキーの創出展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社コラボ 5130001042627 遊休資産・待ち時間を活用したショート整体及びセルフ式エステサービスの新事業展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社西川貞三郎商店 2130001009538 高級清水焼卸売業が新ブランド自社商品開発により業務用市場進出 藤村　正弘

近畿 京都府 長岡京市 メガネの平安 眼鏡の店舗販売から訪問販売への業態転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社京都医療コンシェルジュ 7130001062978 新たな影響力を創造するデジタルエンターテインメント事業の開発 税理士法人アドヴァンス

近畿 京都府 京都市北区 株式会社あおぞら印刷 3130001004991 西日本初の切り絵御朱印製造販売による新分野展開 株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社川喜商店 8130001020340 旅館ホテルの新たなシフト管理ソフトで働き方改革を推進する 板山　翔

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社増田徳兵衛商店 4130001015674 「日本酒の定期便」の提供による販路拡大・新規顧客獲得 株式会社シャイン総研

近畿 京都府 京都市北区 タコスタジオ アウトドアアクティビティを通して体験型レクレーションの提供と地域の活性化 京都中央信用金庫

近畿 京都府 相楽郡精華町 ダイナミックツール株式会社 6130001037114 スピンドルと５軸加工機用２軸ヘッド専用の修理・メンテナンス体制の確立 京都府商工会連合会

近畿 京都府 宇治市 てくのハウス株式会社 6130001033088 地域密着電器屋の強みを活かしたクリーニング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 京都市西京区 有限会社大八木造園土木 8130002008517 ボディメイク＆脱毛サロン施設の構築による健康美容市場への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 合同会社ひろきのこ 2130003004834 安心安全な京都産キノコのＥＣによる販路拡大事業 坪井　亮

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ｎｕｉ 7120001216997 体験型伝統工芸サービス・オンライン体験型伝統工芸サービス事業 ウィズアップ税理士法人

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社樂次 5130001017249 和装アパレルや和雑貨の小売業へ事業再構築 奥田　謙一

近畿 京都府 京都市南区 株式会社アルコム 1130001027128 防災機能を担うソーラーカーポートによる地域イノベーション アイネックス税理士法人

近畿 京都府 京都市東山区 総本家ゆどうふ奥丹清水 既存事業で培った豆腐製造の技・ノウハウを活かした豆乳、おからを使用した洋食系料理の専門店「ソイ・カフェ」事業による新分野 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社ｅｍｕｅ 2130001046390 学生から社会人が気軽に脱毛施術が受けられる男性向け脱毛サロンの開設。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 株式会社ＲＥＳＴＹ 5130001054845 ＦＰＶドローンに特化した講習運営に業態転換し事業を再構築する計画 京都信用金庫

近畿 京都府 南丹市 ちよかわ接骨院 地域初！接骨院を併設したフィットネスジム開設による地域の健康増進への貢献 原田　貴史

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ＴＡＫＡＹＡＳＵ 4130001048006 京都の伝統工芸技術・素材を活かした新しい注文住宅事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社凛 8130001059197 日本工芸品に特化した、ライブコマースを柱とする越境ＥＣ事業の拡張 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社グラックス 7130001060858 害虫駆除に特化した報告書作成及び顧客管理アプリケーションの開発及び販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社キーアシスト 1130001047687 放置新筍（幼竹）および放置竹を有効活用した“グリーン製品”の開発とその販売 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市北区 株式会社アーボプラス 9130001063974 森林情報化による森林整備推進事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社Ｇｌｉｄｇｅ 1130001063973 手作り・日替わりの高品質弁当を提供するテイクアウト専門店 京都信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 カントリーハウス株式会社 5130001038963 人気ゲームを題材とした児童向けプログラミング教室運営事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 相楽郡精華町 株式会社オンク 5130001067062 ギフト商品を法人向けにＥＣサイトにて展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 長岡京市 有限会社フレンドヒル 4130002024939 犬の健康維持を目的とした犬のフィットネススタジオ開設への挑戦 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社美濃吉食品 1130001022822 冷凍個食事業の立ち上げ、及び高級スーパー業界への新規販路拡大 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社スターナビゲーション・アソシエイツ 6130001037667 コロナ禍のニーズを狙え！３事業展開による高収益セントラルキッチン 税理士法人キーストーン

近畿 京都府 京都市伏見区 フジオカ日本画サロン 失われつつある日本画の伝統技法を継承する、日本画絵具の製造 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市中京区 プランドゥラペ 花街から住まいの街へ　夜のスイーツバーから家族向けの洋菓子店へ 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 板五製材有限会社 9130002006651 一般消費者向け製品の製造、販売と京都府産材を使用した集成材の製造 京都商工会議所

近畿 京都府 京丹後市 株式会社吉岡商店 2130001042836 ＩＣＴ建機を活用し既往事業と連動させた新分野進出による事業再構築 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ビー・エッチ・シー 6130001023601 新たにＥＣサイトを構築し、新規顧客開拓と業務の効率化を図る 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 合同会社ライフコミュニケーション 2130003004330 オフィス機器の卸売事業から無添加スムージーの飲食サービスへの業種転換 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社オートルモンルジャポン 9011101060576 葛川地域の間伐材で作るアロマオイルの販売及び体験施設の新設 伊藤　悟

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＷＡｌｉｖｅ 3130001067502 伝統工芸を再び私たちの暮らしの中に 京都府商工会連合会

近畿 京都府 城陽市 株式会社明生 6130001070107 焼肉店が営業する女性向けヘアカラー専門店の開業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社花かがみ 5130002018205 歴史的建物による宿泊サービスと日本文化を学ぶサービスの提供 京都中央信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社Ｌｕｘｔｚ 4130001067443 美容室＋エステでトータル美容提供により新規顧客層を獲得！ 京都北都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 第一物産株式会社 2130001043479 新しいコンセプトのシェアスペースビジネス（シェアリングエコノミー）事例をモデル化し、空きビル活用プランとして販売する 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 京都市下京区 ＷＯＲＫＳ．株式会社 2340001018113 ”近江八幡初”地元材料にこだわった完全個室サウナ経営による新分野展開 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市山科区 鈴木舞台 本格的オンライン配信施設を作りコロナに苦しむ音楽業界を再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 ひらの整骨治療院 「ウィズコロナ」を前提とした店舗移転と非接触健康増進機器の導入 伊村　睦男

近畿 京都府 長岡京市 株式会社秀朋塾 7130001044266 オンライン家庭教師・オンラインコンテンツ作成指導サービスへの新分野展開 税理士法人今西総合会計

近畿 京都府 長岡京市 株式会社シャーロン 7130001030134 焼き菓子・パンのオンライン販売及びサンドイッチの窓口販売 野﨑　智仁

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社丸藤上田 7130002007965 廃棄野菜削減に向けて、小売り・自動販売機での販売による事業再構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 西田染工株式会社 5130001011383 和装、洋装を融合したオーダーメイドファブリック製造販売による新顧客獲得 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 舞鶴市 焼肉香来園 最新の氷感技術を用いた高品質熟成肉，魚介料理の提供 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社オールライフスタイルズ 4130001051034 テイクアウトも可能な飲食サービス展開による事業転換でアフターコロナ・ウィズコロナを見据えた売り上げ拡大を図る 株式会社Ｂ－シュハリ

近畿 京都府 京都市下京区 大野株式会社 3130001016748 「ホテルクオリティの寝心地をご自宅でも」ＥＣ販売事業へ進出 株式会社京都銀行

近畿 京都府 亀岡市 有限会社ＨＡＢＳ 2130002029493 地域と共に。既存事業のネットワークを活用したアットホームな花屋 京都北都信用金庫

近畿 京都府 相楽郡精華町 ハルニレカフェ コーヒー豆をその場でオーダー焙煎して販売することによる新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 ハッピードッグスクール しつけ教室の強みを活かしたペット関連新事業展開 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＭＡＰＰＹ　ＬＡＢＯ 1130001046747 自動販売機活用型、ポストコロナ社会に適応したシェフ直送自動レストラン事業の開始。 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 和食屋げん月 冷凍つけ麵自動販売機設置計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社錦・大安 2130001046085 老舗牡蠣専門店が行う、テイクアウト・デリバリー事業 税理士法人優和
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近畿 京都府 京都市中京区 近新株式会社 3130001020551 廃棄予定アラを再利用した飲食店展開 京都税理士法人

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社８８ 3130001055762 飲食店の味を家庭で楽しめる中食分野進出のための真空パック包装機導入＆専用工場設立 シェアビジョン株式会社

近畿 京都府 京都市東山区 合同会社クラフト旅 9011003007808 地域資源と古民家を活用したコミュニティカフェ事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 京都府 京都市左京区 井ノ口畳店 茶室兼和室体験スペースの提供 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 ザックアップ株式会社 5130001006466 ＯＮＥ　ＰＥＯＰＬＥ　ＦＥＳＴＩＶＡＬ　野外フェスティバル事業計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社富屋 4130001021838 酒類卸業で培ったノウハウを活かす、観光地での飲食物販事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 京都のチーズ屋さん　プチシャレ 歴史ある古都京都で飛鳥時代から続くチーズの伝統を熟成する。 株式会社くろしお保育園

近畿 京都府 向日市 合同会社ＡＣＴ 8130003006073 廃棄品に息吹を！オシャレなリサイクルカフェ戦略 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社グローバルリンクス 1130001056845 動画を活用したｅラーニングによる自己実現セミナープログラム 市ノ澤　翔

近畿 京都府 宇治市 ｃｏｃｏｎｉ 宴会業務の縮小にともなう、貸切音楽スタジオとデザイン業務の開始 小森　健史

近畿 京都府 京都市右京区 ホップシード バー営業経験を活用したキッチンカーによるテイクアウト事業への新分野展開 小田圭介

近畿 京都府 久世郡久御山町市 株式会社トランスポートセカンド 1130001058791 運送会社プロデュース地元名産品を活用した観光客向けカフェ事業 リードブレーン株式会社

近畿 京都府 京都市右京区 京都フラワーツーリズム合同会社 9130003003004 「舞妓さんトレカ」で舞妓ファンの裾野を拡大し持続的に花街文化に貢献 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 入ル 京都吉田を元気にする！！地域交流の場となるイベントスペース付きカフェ事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 京都市左京区 ＭＯＲＩＴＡ 骨董と伝統工芸の融合、京町家からギャラリーへ～商材商流の新構築 白石　信三

近畿 京都府 与謝郡伊根町 合同会社ＧＵＲＩ 8130003006932 伊根町の伝統的建造物群等の空き家を守り・直し・繋ぐ　家守事業への新分野展開 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社ワールドコーヒー 1130001007641 カフェインレスに特化したパーソナライズコーヒーのサブスク定期配送サービス 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＰＲＩＭＥ　ＶＩＳＩＯＮ 1120101057109 障害を持つ方の就労移行支援をサポートする福祉サービス 久保井　篤史

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社マイルストーン 6130001052798 ナイトクラブからアートと食の融合スペース、カフェ事業への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社Ａｃｅｓ 2130001057090 ビルメンテナンス業が手掛ける学生専門の絵画レンタル事業 税理士法人優和

近畿 京都府 舞鶴市 寒山拾得 ジビエとオーガニックな「どぶろく」や「麹」のコラボによる事業再構築 京都北都信用金庫

近畿 京都府 南丹市 株式会社カードックオクムラ 5130001034871 車販売事業を縮小し営業利益を安定させる短時間車検への業態転換 京都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社モトキ 1130001043752 個人の趣味などを１冊の本にまとめる「趣味の記録本」編集・印刷サービス 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社コダマ製作所 2130001020775 サイネージ・ウェブ・チラシを有機的に繋げた新しい地域企業応援事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社鎌田商会 5130001016886 用途特化型粉末洗剤の開発、及び製造販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ファブリカ 5130001049424 高級輸入カーテン生地の強みを活かすオリジナルバッグの開発 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社燦設計室 3130002000775 建築に寄り添い、人と繋がるギャラリーカフェ事業への新規事業参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 有限会社ヘアーサロンスワロー 5130002012760 大学生の男女がターゲットの脱毛サービスと介護脱毛サービスに挑戦 山口育男

近畿 京都府 宇治市 ミヤコパンダ 地元商店と協調した冷凍自販機で小倉駅から地域活性化を図る 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 土山印刷株式会社 4130001011186 印刷会社の建築用内壁材事業への挑戦でコロナ脱却を狙う 株式会社アクセルパートナーズ

近畿 京都府 京都市伏見区 西村貿易株式会社 4130001015311 クラシックインテリア市場におけるＢｔｏＣ拡大のための事業展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 豊仙窯 自身の強みを活かした新時代のラーメン食堂への業種転換事業 前川　健司

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社カネ七畠山製茶 8130001015398 有機緑茶の体験型カフェの創出 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社らしく 6130001060421 ペットのヘルスケアを真剣に考えた新しいフードの製造販売 石黒　健太

近畿 京都府 京都市左京区 二葉設計一級建築士事務所 設計と一体的なものづくり企業への転換による、住宅品質アップと製造コストの合理化 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市伏見区 Ｍ＆Ｒ宝の箱合同会社 5130003004699 訪問介護事業所による障害者就労支援事業への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社アルファヴィル 7130001000087 京町家一棟貸しに関する新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社やまちや 4130001031515 目指せＣＯ２排出削減！サステナブルアイテムを京都の中心地から発信。エシカルを促進します。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 京都府 京都市中京区 合同会社叶夢 5130003004484 京丹後間人・料理人のいるプライベートヴィラ（貸別荘）創業計画 京都信用金庫

近畿 京都府 南丹市 グローバル・リクルートメント・スペシャリスト株式会社 5030001093085 京都府美山町初となる本格的ドッグラン付きカフェの運営による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社まつもと米穀 6130001043938 こだわり米使用のおにぎり店出店により新たな事業の柱を構築する計画 京都北都信用金庫

近畿 京都府 船井郡京丹波町 久保林業 伐採事業者向け業務効率化ＡＳＰサービス事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ひご久 3130001058550 世界で戦ってきたプロのダンサーによるレッスンとリモートに対応したブレイクダンススタジオ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 中島電気工事株式会社 6130001021910 英語で学べる革新的なＳＴＥＡＭ教室の運営事業 渡邊　俊勝

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社東山八ツ橋本舗 1130001026212 和洋菓子店舗を開店しコロナ禍で厳しい生八ツ橋業界の革新を図る 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社田中製作所 4130001011137 医療器用ドライブシャフトの開発による新規市場開拓 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 モンテステリース有限会社 5130002022628 複数の販路を持つヌン活カフェ ＭＧＳ税理士法人

近畿 京都府 京都市上京区 合同会社鉄八 3130003005344 鶏の唐揚げをメインとして総菜などのテイクアウト事業と完全予約制個室居酒屋の事業化 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社小山製作所 5130001000782 二機同時導入による素材にとらわれない印刷・彫刻事業への新分野開拓事業 税理士法人今西総合会計

近畿 京都府 京都市南区 株式会社京旬屋 3130001044402 豊富なラインナップで毎日でも食べたい揚げたてからあげのＦＣ店 加来　昇

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社愛留 8130002023813 ［美容整体＆鍼灸＆パーソナル・トレーニング］とエステティックサロン事業の複合事業について 藤原　覚

近畿 京都府 京都市山科区 小皿中国料理よかっと よかっと醤（食べるラー油）を用いたテイクアウト専門店とネット販売による飲食店経営の持続化戦略 株式会社ラディカルソリューション

近畿 京都府 向日市 株式会社Ｒｕｍｅｎ 3130001058765 シニア動物向けの訪問診療を主軸にしたウェルビーイング事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 釜めし割烹あげ半 「街中」から「地元」へ「待ち」から「攻め」へ高齢者向け宅配・テイクアウトの新分野進出事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＮＡＲＵＩ 5130001060091 地域型情報共有アプリ“ＮＡＲＵＩ　ＴＯＷＮ”開発 北澤　達夫

近畿 京都府 京都市右京区 天天有長岡京店 ラーメン店から生産性の高い酵素風呂・よもぎ蒸し事業への転換 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ライフスタイル＆ケア 1130001049262 バレエ・ヨガでいつまでも「美しく」「健康」に過ごす暮らし 株式会社ブレインリンク

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社エフイチヨン 2120901002700 スチール商業写真からネット時代に対応したデジタル映像作成事業 伊村　睦男

近畿 京都府 乙訓郡大山崎町 株式会社デイトラ土木 7130001053382 自然の恵みを食卓に！鮮魚さばき事業 税理士法人　えびす会計

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社京のきもの綾錦 2130001000579 ファッションに拘りの強い若者向けにネットを介したオーダーメイドの京呉服販売への挑戦 ひかり戦略会計株式会社

近畿 京都府 宇治市 株式会社ＫＹＯＦＩＥＬＤ 4130001064085 「から揚げ」弁当を中心としたテイクアウト専門店への変更 株式会社ラディカルソリューション
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近畿 京都府 京都市伏見区 フラミンゴフーズ株式会社 1130001060327 シニア層向け加工惣菜販売・配達事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 与謝郡与謝野町 ＷＥＬＤ　ＯＮＥ 焙煎した豆にこだわりのチョコレートファクトリーカフェ運営事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 ウィルアップ シニア向け少人数制ゴルフジムの開設 株式会社京都銀行

近畿 京都府 相楽郡精華町 上久保　佐織 テイクアウト・デリバリーを主体とした中食ビジネスへの業種転換 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社Ａｒｒｏｗｓ 6130001048458 インターネット通販による洋品雑貨販売業者による自動二輪整備工場 京都信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 有限会社岩本製作所 6130002030927 ＯＥＭ組立加工業から軟質樹脂成型の部品メーカーへ新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市東山区 大谷園茶舗 「伝統の宇治抹茶ソフトクリーム」×「京の寺社」 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ａｒｇｈａ　ｃｏ． 9130001048471 新型コロナウイルスの様な有事にも対応できる強い飲食店舗の構築 松尾　貴文

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社益屋 9130001058925 日本酒専門店が創るオリジナルギフト商品の製造販売業への新展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社カズ 7130002013542 有名パンコンサルと大手食品業者との協動による次世代のパン（料理人×パン職人）の提供にてパン屋の課題解決を目指す 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社マツイ 4130002002936 クリーニング師が教える布団特化型コインランドリー併設のクリーニング店 富山　竜二

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社薫風舎 4130001057444 日本初！ヒトと犬が一緒に健康増進「統合型フィットネス」事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 魚屋さん一心太助 テイクアウト特化型店舗へのシフトと設備導入による新事業展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社広瀬製作所 8130001022279 金型自動交換付き曲げ加工機導入による新分野への参入 松下　隆信

近畿 京都府 京都市南区 グローバリーテック株式会社 8130001010481 新デバイス分野の極薄ガラスを高品質切断するレーザー加工装置の開発 Ａ－ＭＥＣ株式会社

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社ワイズ 5130002015359 地域の問題解決に貢献するカフェ・イベントスペースを併設したコインランドリー事業 京都商工会議所

近畿 京都府 宇治市 京都炭山朝倉木工 工芸家具から高級住宅設備への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 木津川市 ナルックスプレシジョンガラス株式会社 1130001047175 通信機器市場進出に向けた角形マイクロレンズの製造体制整備 株式会社ゼロプラス

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社のじり葬儀店 2130001015362 ご遺族と参列者の負担を減らすウォークスルー焼香可能なホールの改装 税理士法人京都経営

近畿 京都府 京都市右京区 京都宝製菓株式会社 4130001002342 コロナ禍で変わった菓子類への要求に応える高付加価値な西洋焼菓子 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市上京区 伊勢建築事務所株式会社 3130001060721 京都唯一のヴィラ施設の建設を行い販路拡大、地方創生にも繋げる 北條　達人

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社木乃婦 3130001016979 ミシュラン星獲得京料亭の、総菜など物販加工品製造・販売へ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社Ｈ．Ｓ．Ｂ 8130001048720 トラックなど「働く車」のワンストップ事業を展開し収益のＶ字回復 株式会社エフアンドエム

近畿 京都府 亀岡市 株式会社京都金桝 4130001016185 ＳＤＧｓを意識した羽毛布団再生事業の開始と業界初のエコテックススタンダート１００認証の家庭向け羽毛布団の開発 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市南区 株式会社フォース 9130001025033 ＳＤＧｓに対応した環境に優しいフラフ燃料生成事業への新展開 田畑　一佳

近畿 京都府 亀岡市 株式会社エム・ケイ・シー 5130001035977 管・水道工事の技術力を活かした精米機併設型コインランンドリー業への進出 京都中央信用金庫

近畿 京都府 木津川市 リストランテナカモト 関西屈指の人気イタリアンレストランの、食品通販、テイクアウト商品開発へのチャレンジ 株式会社南都銀行

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ダイニング 4120001132520 国際競争力の高いクラフトビールの開発・ＤｔｏＣを含む販売事業 マジェステ株式会社

近畿 京都府 京都市南区 株式会社タックフーズ 7130001011126 ”伝統の味”と”消費期限５倍”を両立。『特製半生麺』の開発で描く、日本全国どこでも天下一品計画。 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＦＲＥＥＭＩＮＤ 4010701020192 英語検定試験ＪＥＴのＷＥＢ化による子ども英語教室Ｌｅｐｔｏｎの会員数拡大 京都商工会議所

近畿 京都府 久世郡久御山町野村 株式会社プロト 5130001034054 自動車のカーボンニュートラル化に即応し最新加工設備とＩＴ技術でＥＶ部品開発市場へ参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社優和紙工 3130001026458 個別印刷に対応したアパレル用偽造防止ラベル・タグの事業化 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 京都府 八幡市 株式会社大國製作所 1130001037985 レーザー切断加工事業と保管倉庫事業で売上拡大及び地域連携強化 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社Ｋａｍｏｇａｗａ 7130001010284 セラミックスや超硬金型等、難削材の加工を革新する特殊工具の開発 Ａ－ＭＥＣ株式会社

近畿 京都府 八幡市 八幡金属株式会社 2130001045913 自動車用アルミ製プレス部品の製造・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 京都府 京都市中京区 株式会社孤高去来相身互い月華凛々 9130001066655 大衆店から京会席専門店へ　自社の強みを活かし変革 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社伊と忠 8130001016537 日本の伝統食を再定義し、京都発新ブランドとして国内に広く発信する事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 福知山市 株式会社報国堂 8130001041279 ～地域に新しいワークスタイルと『知』の集いの場を～ 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 サンエムズ株式会社 6130001031678 オフロード派のユーザー目線で開発するアウトドアグッズの新プラン 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社仁通 2130001048783 中国への庭石・灯籠及び、古美術品・骨董品の輸出貿易事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＩＭシステム 2130001029503 医療系サロンから、ＮＭＮスキンケア商品メーカーへ事業を大転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 木津川市 株式会社不動産太郎 7130001049942 デザイン性が高く、より快適な障害者向けグループホームの創設 京都中央信用金庫

近畿 京都府 木津川市 株式会社バントレーディング 9130001037400 高い修理技術と輸出ネットワークを活用し中古小型重機、農機具等の輸出計画 株式会社南都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社宮工建 4130001035383 建設残土リサイクル事業の新規立上げ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 木津川市 ミクロ精工 製造方法の転換による新製品開発を行いコロナ禍による機会を捉える 京都府商工会連合会

近畿 京都府 宇治市 森榮コーポレーション株式会社 4130001047197 アレルギー対策や地域貢献に向けたオゾン水仕様コインランドリーの開設計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市山科区 ミッドランド株式会社 2130001027275 レセプタントノウハウを活用した女性活躍警備業務への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 森忠弁当 嚥下障害を抱える高齢者のための嚥下食弁当の製造・宅配事業の展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 八幡市 株式会社イトミック環境システム 5130001039284 先端的な金属加工設備の導入による金属加工業への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 ヒロセ工業株式会社 9130001042796 自治体や観光分野の動きと連携した新たな販売チャネルの創出事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社ＢーＲＯＡＤ 3130001048989 ホームカラー需要を取り込み、地域雇用を促進する「非接触に配慮した」ヘアカラー専門店 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社山田造園 4130001015955 脱炭素に向けた住宅デザイン緑化事業×生活様式の変化に対する引取・保管事業 税理士法人キーストーン

近畿 京都府 木津川市 株式会社喜創 4130001064812 不動産業への転換、木津川市の空き家解消に向けた地域の貢献リノベーション事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 亀岡市 丸正産業株式会社 2130001059624 樹木リサイクル事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社グローバル 6130001027767 和栗を使用した独自性の高い栗菓子商品開発・製造のためのセントラルキッチン運営事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社なかむら 7130001006976 コロナ禍での家庭食を守る！地域密着型スーパーの宅配サービス事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社とり松 4130001043171 老舗飲食店の強みを活かした食品製造・体験プラン提供による再構築 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市南区 株式会社余野ファーム物産 7130001046188 「地域創生・脱炭素」へ向けた余野の里山から届けるライフスタイル変革事業 税理士法人キーストーン

近畿 京都府 京都市下京区 丸全株式会社 2130001018885 ＢｔｏＣ販路開拓による製造卸からの脱却！日本の伝統文化を生かした新分野展開 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市左京区 有限会社四季 2120902012335 新工場開設による製麺業の開始及び『京だしレトルトカレー』等の製造販売 松浪　辰也

近畿 京都府 舞鶴市 ファイン．住宅株式会社 7130001044118 障がい者・シニア人材を活用した京都舞鶴産『黒にんにく』商品製造 株式会社京都銀行
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近畿 京都府 京都市南区 有限会社東野機械製作所 2130002011369 航空機等輸送用部品製造からソフトクリーム機械部品製造への参入 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社アクセス都市設計 1120001130733 次世代建築の設計をＲｅｖｉｔ（３ＤＣＡＤソフト）やＶＲ，ＢＩＭを導入して業務の効率化をはかる 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社京はやし 4130001034625 有名飲食店とのコラボ弁当小売店の多店舗展開へＤＸフル活用で挑戦 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 古都乃みのり株式会社 1020001135115 京都一健康と安心安全に拘るお惣菜・お弁当を提供する事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 ミヤコテック株式会社 2130001011799 食品の鮮度保持性を有した食品緩衝材の製品化事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社フレンズ 9130001043183 糸商が繊維の専門知識を活かしてコインランドリー事業に進出 岩浅　公三

近畿 京都府 京都市中京区 ｍｕｉ　Ｌａｂ株式会社 4130001060852 先端的なデジタル技術を活用したデザイン性の高いスマートフォンアプリ開発事業 株式会社みずほ銀行

近畿 京都府 宇治市 旬彩バルイベリコ 歓楽街でのダイニングバーから、住宅エリアでのパン工房への転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 オフィス・寛合同会社 8130003003310 芸術家向け貸しアトリエスペース事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社モリス 7130001025258 ジュエリー販売におけるミャンマーでの加工から国内加工へのシフトチェンジによる業態転換 神前知郁

近畿 京都府 京都市中京区 ＭＡＡＮＡ　ＪＡＰＡＮ株式会社 9020001119738 宿泊型ワーケーション施設とＥＣ　の融合　～京都の伝統を世界に～ 白旗　淳

近畿 京都府 京都市右京区 焼肉ダイスケ 「高級和牛（赤身肉）＋秘伝のタレ」のＥＣサイト販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ごぶごぶ 3130001061967 モダン建築を擬人化した音声ガイドＷＥＢアプリケーションの提供 石黒　健太

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社三光エンジニアリング 9130001012741 地産地消を目指した、液肥減容プラントの構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社ダイト産業 2130001001321 電気エネルギーを無駄にしない「次世代変圧器用コア」製造による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 福知山市 有限会社丸信 8130002032863 福知山初！　野球教室の開催と屋内練習場貸出しによる野球人口の増加および売上増加計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 舞鶴市 Ｂｉｒｄ　ｆａｂ　ｓｔｕｄｉｏ株式会社 4130001069282 ＡＩ技術を使用し写真画像から生地検索可能なシステムの提供 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社津島鉄工所 6130001011184 高精度旋盤加工を用いた高速試作製品提供事業の開始 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社阪田製作所 9130001049222 新型マシニングセンタ、及びＣＡＤシステム導入によるＥＶ分野への参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社アルザ 5122001028648 直前予約に絞ったホテル宿泊予約サイトの新設による事業再生 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

近畿 京都府 宇治市 株式会社イエローハウジング 7130001033764 最新のコインランドリーで地域の生活を豊かにし活性化させる事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市北区 有職御人形司　伊東久重 日本の伝統産業、御所人形製作におけるＯＭＯビジネスモデルの構築 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社コウヤ 9130001000713 いつでも、どこでも、誰でも着れる、簡単５分きものレンタル事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ＡＱＵＡ 6130001050769 京都市山科区初のビジネスサポート付きシェアキッチン事業への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社レベルコア 1130001058461 特殊清掃を受注・即日対応、地域密着総合清掃事業への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ミロクリース 2130001029362 温泉宿からファスティング・オンラインヨガを加えた体験型宿泊施設へ 渡邊　肇

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社二条ホーム 8130001058364 京町家の専門大工が選んだこだわりの木材の製造 あおい税理士法人

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社恵和 4130001024337 クリーンルーム×既存サービス等による新分野展開計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社新栄電器製作所 1130001010884 中小企業連携による５Ｇ用銅箔積層フィルム及び独自製造装置の製造販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 Ｔ２エンターテインメント株式会社 9130001055641 京都府内の提携農家と連携した生鮮野菜、おばんざいの製造販売による地域需要に即した買い物弱者支援事業 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市左京区 聖煌株式会社 3130001062247 コロナ禍でも国際交流ができる低価格焼肉店の経営 花山　和士

近畿 京都府 亀岡市 株式会社ひら山 4130001036134 食へのこだわりに地元食材で応える惣菜等の製造小売・卸売事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 船井郡京丹波町 有限会社山一サービス 3130002028511 キャンピングカーレンタル事業による地域活性化計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社今與 8130001000227 オンライン商談を可能にする宝飾品販売プラットフォーム構築による業態転換 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 福知山市 日本海ウェイ株式会社 5130001041067 福知山市初！未来ある学生向け宿泊機能付きサービスアパートメント 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 株式会社住暮楽 8130001024580 工務店が地元の木でつくる家具・建具・遊具　～永久修理承ります～ 株式会社ダイワマネジメント

近畿 京都府 宇治市 株式会社田中創建 5130001034335 ＩＣＴ施工技術導入による最先端のデジタル建設会社への業態転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社Ｅサーモジェンテック 6130001050736 熱電発電による防爆仕様対応超小型（フィンレス）ＩｏＴ用自立電源の開発 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社Ｔｅｔｓｕ 4130001052296 北大路商店街のまちおこしプロジェクト！コロナ禍の音楽事業で地域を活性化 税理士法人キーストーン

近畿 京都府 久世郡久御山町野村 株式会社オーエス興業 5130001052527 トゥクトゥクでお迎え！「京ホルモン都」の運営　事業計画書 益塚　友和

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社はる家 8130001048555 コワーキング機能付宿泊施設「オフィス長屋」 京都中央信用金庫

近畿 京都府 向日市 株式会社コサカ 7130001030068 業界の常識を打破し、新商品の医療食品で人々の健康に寄与する！ 藤井　明登

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社都建設 6130001015796 交通インフラ建設事業から防災対策建設事業への転換 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 京都府 京都市南区 リヒト精光株式会社 9130001019274 ＥＶ市場、医療機器市場への新分野展開により売上回復を図る 株式会社フラッグシップ経営

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社加地織物 1130001047761 専用織機導入による伝統工芸西陣織ファッションアイテム事業での新分野展開 ＮＩＯ税理士法人

近畿 京都府 福知山市 ふくし事業協同組合 6130005009869 ～常温弁当から冷凍弁当へ～　ＢｔｏＣからＢｔｏＢへ 中川　正茂

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社ＢｕｇＭｏ 8130001062127 こおろぎを活用した食品加工業者から、生産～販売まで一貫して行うスタートアップ企業に転換 神谷　浩

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社日本プリンタサプライ 4130001044756 オーダーメイドのオシャレで燃えにくい機能的なカーテン製造計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社サンセイ 5130001034087 当社のヘラ絞り加工技術に設備投資によるプレス絞り加工を融合した京都発アウトドア製品の開発 花山　和士

近畿 京都府 京都市南区 二九精密機械工業株式会社 6130001011366 ピコ秒レーザー等を用い、特殊材でも連続生産可能な高機能生検針事業への参入 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社Ｐｌａｎ・Ｄｏ・Ｓｅｅ京都 3130001046753 任天堂創業の地でオールインクルーシブホテルを実現 株式会社三井住友銀行

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社エーゲル 6130001029029 薬草の森と大地のめぐみ、地域ぐるみでつくる、オール京丹後生まれのクラフトジン 京都中央信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 マルミフーズ株式会社 7130001035819 京野菜を利用したロングライフチルド食品の製造と新たな販路開拓 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ミナト 8130001018979 ３温度帯倉庫建設による「京都の食の流通プラットフォーム」構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 京都府 船井郡京丹波町 株式会社ＷＡＩＲＡ　ＴＡＭＢＡ 3130001055052 ピューレ製造工程の自動化・生産キャパシティ増強による新商品開発・新販路開拓事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ジヤンボデイスプレイ 5130001021093 ガソリンスタンド及び美容理容ＤＭ発送代行事業 西田　昌司

近畿 京都府 京都市上京区 フーデリコ株式会社 3010001135881 飲酒に替わる新市場を開拓する、有機高級ボトリングティー製造販売 税理士法人ＳＩＰ

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＺＥＡＬ 5130001051628 京都に特化した人材紹介求人サイト構築で地域の雇用拡大を図る クロスコア税理士法人

近畿 京都府 京都市左京区 インド料理　ＭＡＡＹＡ インド料理店の空き時間を活用したヒンディー語・インド料理教室 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 Ｈｕｉｃｋ 美容室が手掛ける２４時間無人個室インドアゴルフ練習場 岩浅　公三

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社三木半旅館 5130001022736 １９０年の老舗旅館の可能性を広げる貸会議室事業への挑戦！！ 京都中央信用金庫
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近畿 京都府 京都市中京区 恵花 ナイトクラブからカフェ・ダイニングバーへの事業転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 スイーツ咲 祇園発、スイーツ路面店の新規出店とＥＣ販売、教室併営による地域活性化 北浜グローバル経営株式会社

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社山田松香木店 2130001004035 新型コロナに打ち勝て！薬種による健康食品販売で人々を健康に！ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市北区 エムケイ無線事業協同組合 2130005003108 ＡＩ音声自動認識による無人による自動配車システムの構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社北原 6130001020400 老舗旅館の板場で作る京料理ＥＣ販売と京都初「クロッフル」テイクアウト店を展開 岩崎　弘之

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社山城 6130001022966 ヨガスタジオ等「多目的スペース」の運営で国産アパレル製造販売の復興を図る取組み 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 有限会社藤菜美 6130002021471 和菓子販売業における新製品の開発及び新工程による業態転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社日昌製作所 1130001042696 半導体検査装置向け大型高精度部品の製造と半導体市場への展開 窪津　正充

近畿 京都府 京都市北区 株式会社恵巧建設 4130001004693 コンテナハウス事業の新たな流通システム構築による新分野展開 小林　勝彦

近畿 京都府 京都市左京区 セルフィッシュよしかわ こだわり鮮魚店が提供するテイクアウト魚料理と魚イベント事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社じき 8130001044538 ポストコロナ社会の新たな日本食文化への貢献！惣菜製造業と蕎麦業態への新たなる挑戦事業。 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 柊家株式会社 6130001022215 有形文化遺産登録の老舗旅館によるワーケーション利用客の取込みと法人取引先の新規獲得 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社東山堂 3130001018174 「武道を科学する」「ＢＵＤＯ　ＳＴＵＤＩＯ」「自由視点販売」事業による事業再構築 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市下京区 ＤＸＨＵＢ株式会社 2130001056175 通信代理業の強みを活かしたＤＸ領域の人材紹介事業への事業再構築						 若杉　拓弥

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社ＬＯＦＴＹ 4130001065133 歴史の街京都を、働きやすい街に！夜間勤務者用の保育施設事業 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社アルペック 4130001013785 医療ロボット部品等の高精度な金型製造を実現して医療機器分野へ参入する計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 有限会社ドゥパリ 4130002016928 既存の洋菓子企画販売事業と不動産賃貸事業のノウハウを活かしてシナジー効果が生まれる宿泊業（新規事業）への参入 井上　建太郎

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社建登 6130001031273 鍼灸×接骨×フィットネスの融合で美と健康と癒しを提供する事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市西京区 アートホーム株式会社 7130001037567 モルタル造形技術を応用したリフォーム工事 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社関谷染色 6130001003215 京友禅の有形・無形遺産を「体験」「デジタル」という現代の価値へとアップデートする。 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社土佐電業社 2130001011270 アフターコロナの産業構造転換に伴うインフラ工事需要を見据えた総合建設業への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社パーパス京都 1130001008557 地域の特性を活かした新たなアンティーク家具事業と空間プロデュース事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社マルクス 4130001047965 協力企業と連携したベーカリー事業の迅速なＦＣ展開 株式会社南都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 イエリブ ギャラリー開設によるオンライン展示会事業及びレディース向けアパレル市場への参入 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 京都市中京区 有限会社松川調整所 5130002017405 老舗着物修繕企業が新たに展開するサステイナブルブランド事業 福田　敦

近畿 京都府 京都市中京区 二条駅前なかみち皮膚科クリニック 世界初　フットネス事業の展開による健康寿命の延伸 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社京家建設 7130001014715 既存ホテル事業を活かした、高品質レンタルオフィス・サービスアパートメント事業 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社河道屋倖松庵 4130002006904 ＤＸを活用し、非接触でこだわりの自家製の蕎麦を一人から楽しめる飲食店 株式会社京都銀行

近畿 京都府 宇治市 ＩＸテクノプロダクツ株式会社 7130001063142 ＩｏＴノウハウを活かしたロボット事業参入での製造業支援体制の構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 協和精工株式会社 6130001029994 大型立形複合加工機を利用した破砕機部品加工分野への進出 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社吉田山荘 4130001007556 旧皇族別邸旅館の京懐石料理と伝統的食文化を国内外の富裕層に向けて「指導・交流・試食」する事業 岩崎　弘之

近畿 京都府 舞鶴市 肉の匠やき壱 無添加・無化調のフローズンフード、焼肉店が手掛ける精肉店 川端　隆一

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社安藤 4130001008991 技術の結晶である最高級仏壇を世界初のショールームで製造販売し仏具文化を継承する 花山　和士

近畿 京都府 向日市 株式会社ＤＥＳＩＧＮ　ＷＯＲＫＳ　ＡＮＣＩＥＮＴ 8130001054504 デジタル展示会「雑貨ＣＩＴＹ」コンテンツプラットフォーム運営事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社Ｊ．Ｔ．Ｓ．タケムラ 1130001025643 西陣織ニューノーマル帯のワンストップサービスの確立 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 有限会社マルカ製作所 2130002009347 小物の精密板金加工事業から大物製缶加工事業への新分野展開 京都商工会議所

近畿 京都府 亀岡市 三浦製材株式会社 8130001035958 ＶＯＣ低減木材製品の開発で人に本気で優しい住宅提案 税理士法人イデア

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社林工務 6130002022528 安心安全で除菌効果の高い銀イオンを成分とした抗ウィルス製品の製造販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社セントラル・フルーツ 2130001017771 「京都八百一」ブランドによる京北地域振興と販路拡大を目指した商業施設の開業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＧＧ 2130001048296 美容室から女性向け「育毛×ヘッドスパ」のリラクゼーションサロンに事業転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社ヘルステック研究所 7130001059487 健康増進サポート拠点「Ｋステーションモデル」事業化の取り組み 宮田　大

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＷＡＲＥＨＯＵＳＥ 6130001066690 自社ＰＲ型飲食店舗業 京都信用金庫

近畿 京都府 城陽市 泉工業株式会社 2130001038289 蒸着工程の高度化によるストレッチ織物市場への進出 京都中央信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 株式会社筒井 6130001030267 金属加工技術をレベルアップして、半導体製造装置部品市場への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 有限会社農業法人京都特産ぽーく 5130002011325 食肉加工から総菜製造への進出で、内食・中食需要への事業展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社藤原製作所 4130001043106 新工場の本格稼働による中量対応及び高精度な複雑加工の実現 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 みなと荘 京丹後の豊かな自然、海産物を活用した集客施策と水産加工事業の開始 但馬信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 天ぷら松 京都屈指の名店の味を全国に届ける通販向け食品製造ラインの開発 京都信用金庫

近畿 京都府 相楽郡精華町 ムラカミ・製作所 半導体製造装置の精密部品加工に挑戦し、革新と事業継続を両立。 税理士法人洛

近畿 京都府 京都市山科区 大成被服工業株式会社 8130001012924 作業服のＢｔｏＢ販売から店頭販売、ＥＣサイト構築によるＢｔｏＣ販売への転換 税理士法人イデア

近畿 京都府 京都市山科区 ファーストリネンサプライ株式会社 4130001022290 全リネンのアイロン量産化実現で宿泊施設の課題及び安全を解決！ 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 福知山市 株式会社アルマ 5130001041959 パンチレーザー複合機の導入による新規事業分野への展開 エーネット税理士法人

近畿 京都府 亀岡市 有限会社アツプル 6130002028731 自社立地上の優位性を活かした、新規顧客層ファミリー層獲得を狙うグランピング事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社Ｔ２ 5130001059209 定額制トータルビューティーサロン『Ｈａｖａｎａ』の展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＨｏｗＺｉｔ 9130001048769 若者が気軽に立ち寄れる割烹料理店「Ｃａｓｕａｌ　ｋａｐｐｏ　ｉｔ」の開店 京都信用金庫

近畿 京都府 相楽郡精華町 イーセップ株式会社 3130001051910 再エネ燃料を合成・精製する新規ゼオライト膜の生産体制の構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社アイレックスジャパン 8130001044777 鍼美容×脱毛で最先端の美を提供する美容サロン 岩永　愛

近畿 京都府 京都市中京区 合同会社Ｓｈｉｋｉ　Ｇｒｏｕｐ 4130003004873 ～記憶に残る辛さと旨味～ハバネロソース＆カフェ事業 奈良県商工会連合会

近畿 京都府 城陽市 有限会社エム・ジー・アイ 4130002031423 （特殊冷凍）惣菜製造工場創設と初めてするテイクアウト販売（弁当と惣菜）の開店 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社ドレメ 1130001043538 ニューノーマル時代に家族や仲間だけで滞在できる貸切型の戸建てヴィラ 但馬信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社パル 2130001029040 飲食店専門建築事務所が手掛ける　最新衛生設備とＤＸを導入したレストラン運営 アンビシャス株式会社



94 / 145 ページ
事業再構築補助金　第４回公募　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 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

近畿 京都府 長岡京市 株式会社京和設備 9130001050502 製缶・精密板金分野への参入による事業再構築 大串　智之

近畿 京都府 京都市上京区 エピス テイクアウト商品の販売と、若者ニーズを捉えた少人数向け店舗の展開 乾　裕彦

近畿 京都府 相楽郡精華町 エースジャパン株式会社 5130001045290 クラウドシステムを用いたスペース遠隔管理事業への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 城陽市 有限会社松屋 8130002030859 素人でも作れる！どら焼き専門店のフランチャイズ化による売上拡大 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社京都ちどりや 8130001055089 オーガニック化粧品原料のアップサイクルが製造可能な食品工場の建設 谷口　昌史

近畿 京都府 京都市下京区 京都グレインシステム株式会社 1130001019513 地域に根差した工場運営と受託加工合理化によって収益源の多様化を目指す 株式会社日本修身経営

近畿 京都府 京都市南区 株式会社大宮製作所 9130001010191 「省力化、標準化を実現した鶏舎総合管理システム」の開発 株式会社タナベ経営

近畿 京都府 舞鶴市 有限会社三葉商事 1130002034668 衣料品から室内空間へ。刺繍加工による空間装飾の新ブランド確立事業 税理士法人イデア

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社菱岩 3130002010171 既存店舗の改装による高単価型の飲食店への事業転換 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社マガザン 4011001114635 兵庫県産最高級山田錦を使った日本酒ペアリングコースを提供する、農家直営ガストロノミーオーベルジュ開発 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 ＩＮＤＩＡＧＡＴＥ インドの炊き込みご飯ビリヤニ料理店によるスパイス小売店の新展開 上田　誠

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社中央工機 5130002023700 下請的ものづくりから医療機器製造販売にのりだす事業転換の取組み 税理士法人井村アンドパートナーズ

近畿 京都府 京丹後市 株式会社マルキ建設 4130001042801 ＩＣＴ建機を活用した橋脚工事の受注の実現 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市下京区 アンドウ株式会社 1130001016452 染色の強みを活かした”ものづくり”の消費者ワークショップの展開 デロイト　トーマツ税理士法人

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社アーテファクトリー 4130001024386 個人の絵画や写真を額装してネット販売できるスマホアプリの開発 上田　誠

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社アルプス 7130001056138 地域社会の安全・安心・未来を守るライン工事業への参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社ヤマダ製作所 7130001034052 旋削機能付５軸マシニングセンタ導入による半導体製造装置分野への展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社公仁建設 1130001061250 地域住民との交流拠点「ブックハウスカフェ」の開設 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社萬時 6130001048994 全国の小売店へ和・京都を強みとした意味深い婚約指輪や結婚指輪を卸す 京都ミライズ税理士法人

近畿 京都府 久世郡久御山町市 有限会社コーワレーザー 1130002028018 建築資材加工に用いるプレスブレーキ機の導入かつリモート設備構築 鯉淵　拓真

近畿 京都府 京都市中京区 アクチュアル株式会社 7130001063340 美術館・文化芸術分野における３６０°映像を記録・保管できるプラットフォーム開発事業 京都信用金庫

近畿 京都府 南丹市 有限会社共立機工 5130002028625 切削部品加工業から小型風力発電機組立事業への進出 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社京都スタッフ 3130001053989 宇治観光の中心となるカフェ・日本料理店新規事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社大原 2130001031830 京都花背で体験型キャンプ場と花背地域の魅力発信する山の駅事業 ひかり戦略会計株式会社

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社レラ六本木販売京都 3130001007623 訪問による美容商材卸業から、セミナー開催による美容シザーズ等の販売へ業態転換する。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 クラリーヴデザイン株式会社 1130001054634 ジム型マルチセルフエステ×オンラインカウンセリング事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 綴喜郡宇治田原町 有限会社鹿間工業 5130002031793 柱に特化した建築鉄骨加工への転換及び他社連携強化による事業の拡大 乾　京子

近畿 京都府 宇治市 井上洗浄有限会社 6130002028129 観光都市京都のホテル・旅館等の定期メンテナンス市場への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 与謝郡与謝野町 株式会社ローカルフラッグ 9130001064799 ホップのまちから、ビールのまちへ。京都府与謝野町でのビール醸造事業 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ゆい 7130001059578 おこもり需要で加速する アートコレクションができる中古住宅の開発 京都信用金庫

近畿 京都府 南丹市 株式会社エーワンスプリング 5130001034863 ガソリン車から電気自動車へのシフトに対応した、特殊成形スプリング製造による未来志向の事業再構築プロジェクト 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社京祝開発 7130001025869 カフェやＢＢＱスペース併設のドッグラン施設新設 サポート行政書士法人

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社小林工務店 6130001040002 Ｇ３レベルの規格住宅による新規顧客の開拓 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社コムテジ 5130001058169 スクリーンゴルフ（シミュレーションゴルフ） 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社Ｃ．Ｅ．Ｐ． 8130001058414 セントラルキッチン構築によるＥＣサイトを活用した製造事業展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ジェイエフ 6120001229521 コロナ感染対策を強化した立ち飲み居酒屋事業への新分野展開 須永　達也

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ベックオン 8120001220718 スクレイピングシステムを導入し弁護士専門の転職サイトで新分野展開 岡野　秀章

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ＰＭＳプリンターズ 8120001177033 高品質と高反響力を備えた高付加価値デジタルモノクロ印刷への取組 株式会社打越会計事務所

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社三永 8122001002360 新分野である簡易家具製造への参入によるコロナ禍等の克服 森下　勉

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社カブール 2120001106146 ヴィンテージバイクを蘇らせるオートバイシート補修事業への挑戦 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 東大阪市 ＦＩＤ株式会社 6122001029100 縫製検品業からグローバル倉庫業に転換し収益構造改革 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 有限会社ダイショク 5120002068721 食品卸の飲食店支援で培ったノウハウを活かした飲食店直営事業への進出 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 寝屋川市 久保電商株式会社 1120001190967 ドローンおよびデジタル技術を活用した次世代型の太陽光発電所メンテナンス事業への新展開 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ＳＩＳ 3120001190032 ウィズコロナ時代に対応したモバイル端末のオンライン修理システム 京都信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 たかし整骨院 整骨院の知見を活かした「リラックス」に「ビューティー」を付加した複合サロンの開設 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 池田市 株式会社ＢＯＮＯＳ 9120901030430 デザイン＆カット技術を活かし美容のプロが行うトリミングサロン 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＴＭＯ 6120001170106 ３密回避！インドアゴルフ練習場でウィズコロナ型の地域健康促進 廣岡　茂男

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社ＢＥＡＳＴ 9122002009866 フランチャイズ業態での大型ショッピングモール内フードコート展開 大橋　智

近畿 大阪府 豊中市 有限会社葦エージェンシー 8120902017411 低価格で簡単にマッチングできる求人マッチングサービスへの業種転換 竺川　健治

近畿 大阪府 大阪市西成区 トリムアンドポップ コロナで薄れた地域とのつながりを復活「ＳＤＧｓに貢献する自然派地域コミュニティサロン事業」 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 味酒かむなび 納豆の地域名産物化へ！食品製造事業～おしどり夫婦の谷町納豆～ 廣岡　茂男

近畿 大阪府 吹田市 有限会社後藤商会 2120902012252 バイク専用整備スペース付・高セキュリティ駐車場への新分野展開 野村　早希

近畿 大阪府 大阪市浪速区 有限会社灘浜フードサービス 4140002026728 就労支援農園との連携で地域貢献を意識した専門料理店への展開 髙瀬　哲也

近畿 大阪府 大阪市住之江区 有限会社山本 4120002017051 名整骨院の美容エステ事業進出で、地域の「健康美」実現へ 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 大阪府 吹田市 マルケン ニューノーマル時代に対応した飲食店への転換によるフードデリバリー事業への進出 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社サレア化研 6122001024084 企画開発力を活かした自社製品のオンライン販売事業 髙瀬　哲也

近畿 大阪府 富田林市 株式会社ひらき屋 1120101035626 自社の居酒屋形態店舗を大幅改造して、総菜製造販売を始める新事業。 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ムラヤマ製作所 8122001032696 特許と技術を活かす！産業用から一般顧客向け水槽製品の直接販売 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社ＵＡＶ　ＪＡＰＡＮ 6120001223441 免許制度移行へ伴う産業機ドローンの導入 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社梅田東米穀店 2120001061119 街の米屋が残り続ける為の、人と人が繋がる文化的な空間の提供 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 Ｖｉｓｅｒ　Ｔｏｐ株式会社 3120901039122 異分野だが同顧客！飲食弁当店が始める顧客を活かした中古車販売 廣岡　茂男
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近畿 大阪府 堺市中区 有限会社タカラ工芸 6120102010714 最新設備の導入によって実現する葬儀家具業界への新分野展開 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 豊中市 株式会社サンワード 2120901023969 ウエットスーツ端材を利用したゴムシートでの新事業展開 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＯＩＣＹ 6120001119359 遊休スペースを活用した低リスクスモールスタート型飲食店の展開 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社夢ふぉと 4120001114931 写真を活用した自己発見分析システム開発販売 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 大阪市東成区 堀尾香林堂株式会社 5120002007332 地元商店街を巻き込んだデジタル化店舗の新築で小売りへの業態転換 辻本　典彦

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社八咲 1120001202929 新しい切り口のシェアエコノミーサービスで新市場を創出。目指せ世界展開！ 税理士法人西川オフィス神戸

近畿 大阪府 大阪市北区 ビューティー企画インターナショナル株式会社 1120001167065 主婦層向けエステサロン独立開業のためのスクール事業への進出 塩津　友輝

近畿 大阪府 茨木市 アリュール 『ＡＬＬＵＲＥ　ＭＵＳＩＣ　ＬＡＢＯ』事業計画 丹野　亮

近畿 大阪府 豊中市 バウエル株式会社 5120901039442 Ｂａｌｕｋｏ　Ｌａｕｎｄｒｙ事業 株式会社徳島大正銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 魚とごはん　にこ 顧客の嗜好を捉えた提案型テイクアウト事業の構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 ピーアールソフト株式会社 6120001104162 ＤＸをセキュリティーで支える。既存小規模集合住宅向け後付けオートロックシステムの開発・施工・保守 協同組合さいたま総合研究所

近畿 大阪府 大阪市西区 シダラタ 「おうち時間を応援するスパイス専門店」展開事業 大城　真樹

近畿 大阪府 交野市 ニューフトコロ 地域の居酒屋を法事会館と坊主居酒屋へ業態転換 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 裕盛商事株式会社 4120001191723 民泊から多機能施設へ　改修によるイベント開催やデリバリー等新分野展開 岩本　健一

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社リュウ青 8120001193179 既存事業で築いた飲食店間のネットワークを活かし、ＩｏＴ機器を活用した大阪北区梅田エリアでの観光客向けの広告事業を展開する 中村　健一郎

近畿 大阪府 大阪市中央区 アンリシール 医療機器を活用したボディエステ事業への参入 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 ミューリー有限会社 9120002062786 完全非対面でのジュエリーのオーダーメイド・リフォームシステムの開発 東京中央経営株式会社

近畿 大阪府 三島郡島本町 有限会社トータス療法センター 9120902011768 ＣＨＩＫＡＭＩ流ウォーキングメソッド確立による小規模整体業の新しいビジネスモデル構築 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｙ＆Ｔｏｍｏ蔵フーズ 2120001120774 酒類の提供制限下でも持続可能なレストラン店への転換 税理士法人ＬＩＮＫ

近畿 大阪府 岸和田市 麻雀　堤 「従業員の技能を活かした」レッカー車業による事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社アバウト 1120001118621 オンラインプラットフォームの開発による、ＳＤＧｓ推進事業の展開 鈴木　一貴

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＬＩＳ 4120001154639 日本初のジャンル！「タンドリーチキンステーキ専門店」を開業 浦田幸一

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社モデスト 8120101062440 既存店舗を縮小し、ＷＩＴＨコロナに対応した店舗に改装する計画 Ａｒｋ税理士法人

近畿 大阪府 堺市南区 ほど酔ぃ しらたま・クレープ専門店〈しらクレ〉の開業について 新田　盛和

近畿 大阪府 大阪市西区 Ｂｌｅｓｓ コロナ禍の時流ニーズに沿った新アイゾーン美容サービスの提供！ 田坂　隆司

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ＣＡＲＬＯ 6120001216214 ゲームセンター運営ノウハウを生かした新分野の３Ｄ写真撮影スタジオ事業への展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 枚方市 株式会社フィット・ライフ 6120001153184 貸切の幼児向けのプレイルームの運営 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 吹田市 庵聚 着物の反物卸売り業者による着物や小物の製造販売事業 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ニシカワカンパニー 5120001068400 物販・ギフト販売を軸とした店舗スタイルへの移行 松本　浩幸

近畿 大阪府 藤井寺市 アトリエ　ルル 生産体制の整備によるパッケージ商品販売計画 冨松　誠

近畿 大阪府 大阪市西区 ｃａｂｏｔｔｅ 都心でデイキャンプができる飲食事業への進出計画 冨松　誠

近畿 大阪府 東大阪市 合同会社ＯＭＮＩＢＵＳ 1122003001607 コミュニティーサロン付きパーソナルジムの運営 吹田商工会議所

近畿 大阪府 門真市 有限会社ケーフィット 5120002081930 変わらないおいしさを関西へ　「なるとキッチン　大阪本町店」運営事業計画 益塚　友和

近畿 大阪府 大阪市北区 デュカ スペイン料理専門店による新しいそば屋の展開 山本　文則

近畿 大阪府 和泉市 株式会社つかさき商店 3120101049772 中食ニーズ獲得を目指した川下業界への新規参入計画 芦谷義一

近畿 大阪府 大阪市都島区 名和株式会社 2120001008276 地球にも環境にも優しく　女性のライフスタイル向上プロジェクト 澁谷　研二

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ＭＡＴＳＵ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 8130001039942 アフターコロナ対応型中華業態の開発による居酒屋依存経営からの脱却！ 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社馬酔木 6120001073580 半生菓子テイクアウト専門店を展開し家庭に幸せ時間を届ける事業 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社トリプルエス 1120001168732 ボディメイクを目指す人のセルフ鶏焼肉の新業態店舗の出店 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市浪速区 焼きもんバール新町メリハリ 西日本初、テイクアウトスイーツ事業への業種転換 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 豊中市 株式会社よつば製作所 9120901032988 需要が高まる通信設備向け部品の加工と量産体制の構築 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市大正区 大阪布谷精器株式会社 5120001215398 国内物流のモーダルシフト化を見据えた鉄道車輛業界への新規参入事業 仲下聖治

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社８ｗａｙ 6120001219951 自社強み・ブランドを生かした『一人鍋専門店』の新規開設事業 アオイコンサルタンツ株式会社

近畿 大阪府 大阪市生野区 樹恵理 喫茶店を改修し、新たにテイクアウトサービスを行う事業再構築計画 ミレ信用組合

近畿 大阪府 大阪市中央区 カラダボ エステサロン併設による健康美容ワンストップサービス事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社ラブニール 6120001221370 美容室が経営する完全個室、非接触化仕様のセルフ脱毛サロン 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＮＫＦコンサルティング 9120001216995 士魂～Ｓａｍｕｒａｉ　Ｔａｍａｓｈｉｉ～のアプリ開発に関する計画書 中西武重

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｔｅｐｐａｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ 4140001089362 飲食業のノウハウを活かした小売りによる方法でのカヌレ販売事業への展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 Ｎｅｘｔ　Ｔｒａｖｅｌ株式会社 4120001210986 「アウトドア用品のレンタル・販売」で旅行業廃業からの再生 平　了輔

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社咲楽 4120001121473 肌荒れを改善するペット用保湿剤の製造販売事業計画 益塚　友和

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社パピーユ 2120001126887 心身共に豊かな自然を感じることができる本物志向のグランピング リトラス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社スタンドケイ 7160001017921 バーベキュー等アウトドアサービス事業者による観光農園事業 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社興進 8120001063621 コンクリート鏡面仕上げ施工による内装市場への新規進出計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社Ｍｉｘ 1122001025797 サイン事業のノウハウをＡＲに活かし、地域商店街活性化に貢献！ 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 ＩＢＳ事業協同組合 5120005010382 海外工場立上げによるクルミオイル開発・製造販売への新事業転換 中本　悠介

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アンジェロ・ジャパン 5122001000103 好需要向け市場開拓のためのブランド拡張事業 堀　三芳

近畿 大阪府 大阪市中央区 ステップバイステップゴルフスクール シミュレーションゴルフ＆無人練習場事業参入による事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 豊中市 あすいろ司法書士行政書士事務所 社員のキャリア自律促進・向上をはかる企業向けソフトウェア開発 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社武菱 6120001107727 新たな染料を使用した生産方式で新たな素材加工に取り組む 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 Ｂｉｓｔｒｏ　ｓｏｕｒｉｒｅ 伸長するスイーツ市場へ参入「モンブラン専門店を新設」 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 有限会社山崎道場 4140002059050 オンライン配信設備を整えたスタジオ運営およびシェアオフィス運営事業により地域活性をねらう 大橋　智
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近畿 大阪府 大阪市北区 鉄平 コロナで疲れたママを応援！癒しのエステサロン事業 吹田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 一般社団法人日本ライフパートナーズ協会 6120005017988 １日１０円で孤独死を防止する見守りアプリケーションの販売を行う新分野の事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 鉄板ダイニングぐっち テイクアウトとデリバリーをメインとした”鶏の手羽先専門店”の新規出店でＶ字回復計画 滝　亮史

近畿 大阪府 吹田市 株式会社Ｋ．Ｒ．Ｍ． 6120901044697 コロナ禍による心身の不調を改善するトータルエステサロンの運営 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市浪速区 有限会社モリヨシ 1120002020784 製麺業者が飲食事業にチャレンジ！粉もんの町、大阪の小規模飲食店応援プロジェクト 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社源エンタープライズ 4122001030547 オープンテラスのあるライブハウス 樋口　恭行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アイ・ディ・オー 8122001012005 空き店舗を利用し地産地消の唐揚げテイクアウト専門店を開業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社龍ノ巣 3120002052834 複数同時施術！ワンストップ型全身メンテナンスサロン事業の展開 大澤　悠

近畿 大阪府 大阪市淀川区 日本ネクサス株式会社 2120901033836 外国人就労者のためのオンライン日本語学習、“飽きない”ｅラーニングの開発 澤井　美香

近畿 大阪府 堺市北区 アークフーズ株式会社 3120101022325 都市型買い物困難者向けの移動販売車サービス事業への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市 ｎａｉｌ　ｓａｌｏｎ＆ｓｃｈｏｏｌ　ｓｍｉｌｅｙ　ｎａｉｌ エステ事業への新規事業参入によるトータルビューティーサロンへの事業転換 宇治商工会議所

近畿 大阪府 大東市 株式会社ｈ．ａｒｔ．ｓ 7122001028571 製造卸売業からＥＣによるＢｔｏＣ市場への進出によるコロナ禍の克服と事業の長期的成長 森下　勉

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社カード・アンド・メデイア 3120001062256 モバイル名刺事業（アプリ名：「名刺プラス」の開発） 税理士法人Ｎ総合会計

近畿 大阪府 大阪市淀川区 かとう整骨院 コロナによる地域的風評被害の脱出、主要幹線道路でのサロン出店 明和マネジメント税理士法人

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＬｉｒａＣｕｏｒｅ 7120901031414 ＡＩを活用した非接触型およびオンライン型スポーツジムの創設 株式会社　ミライズコンサルティング

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社やわらぎ 7122001026286 既存事業のオンライン化とＢ　ｔｏ　Ｂ事業の開発 あさひ合同税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＳＯＭＥ　ＧＥＴ　ＴＯＷＮ 3120001198950 参鶏湯専門店が魅せるセントラルキッチン・通信販売へ新分野展開 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 大阪府 泉佐野市 合同会社Ｉｚｕｍｉ　Ｉｎｃ． 2120103003175 宿泊業から美術品販売、輸出を手掛ける、美術品輸出業への事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 オルセンオルセン ＂おふくろの味”お惣菜テイクアウト事業 戸田　尚秀

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社柊フードクリエイターズ 4120101051414 ラーメン店と生産者がつながる飲食プラットフォームの開発 折原　麻衣子

近畿 大阪府 大阪狭山市 エーアイテック株式会社 4120101059845 住宅リフォーム専門業からデリバリー事業への新分野展開 辻野　浩史

近畿 大阪府 守口市 株式会社ローザロッチェ 9120001164674 ケーキ及び洋菓子テイクアウト店舗（ブース）新設による新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社高木 4122001009509 伝統ある高級鞄の製造技術を活用し、高級雑貨市場へ新規参入 クレアスト株式会社

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社カーサクリエイション 3120001144178 請負工事業から内装全般のトータルコーディネートへの業態転換 北村　真吾

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社キリ 3120001131300 築８０年以上の建物をリノベーションした小規模ラグジュアリーホテルの多店舗展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社キープレッシュ 5120001137238 非対面を求めるニーズに対応した自動販売機によるオリジナル食品の販売 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ケイ・コーポレーション 9120901030835 ホワイト診断協会のノウハウを活用したＢ２Ｃ塗装事業への進出 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市都島区 野々村建設工業株式会社 2120001213140 建設資材ロスを無くし、持続可能な社会を目指すオンライン「事業者間売買サービス」の構築 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 Ｇｏｕｒｍｅｔ　Ｌａｂｏ株式会社 7120101055247 グルメブランドに関するグローバル展開を支援する「グルメトレード事業」 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ユーワテック 2120001179828 高精度化する焙煎機部品の生産体制構築による新事業展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 合同会社Ｇｒｏｗｘ 8120003020414 発達障がい児に対する通所支援ならびに小児鍼施術による鍼灸治療 中村　憲三

近畿 大阪府 大阪市此花区 ベアーズ株式会社 6120001026803 通販・テイクアウト主体の韓国料理店による大胆な事業転換 税理士法人ファインブレーン

近畿 大阪府 茨木市 株式会社アークスマイル 8120901034234 エステで培った接客術を活かしたテイクアウト対応餃子専門店事業 岩橋　亮

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＢＲＩＧＨＴ 3120901034833 デジタルと空き家の活用で切り開く、障がい者グループホーム事業 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 豊能郡豊能町 ロビンソン 「オンライン×オフラインのハイブリッド英会話教室」の新分野展開 髙司　浩史

近畿 大阪府 寝屋川市 Ｄａｈｌｉａ 自律神経改善特化型施術メニューの展開による地域ヘルスへの貢献 杉田　浩二

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社三都屋 7120001132864 四季を彩る和菓子とおこわを詰めた黒門三都屋特製弁当の販売計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社雅 2120001118240 社交ダンス業界への寄与を通じた自社事業再構築 美藤　直人

近畿 大阪府 大阪市北区 ＩＬ　Ｔｅｒｒａ シェフが作る本気の冷凍食品！ 野々垣　領二

近畿 大阪府 大阪市都島区 富屋製菓有限会社 3120002004570 大阪土産からペットフードへ‼雇用を守る決意の新分野への挑戦 小松　知史

近畿 大阪府 豊中市 株式会社玄 6120901029260 江戸期の茅葺き古民家を再生し、失われた侘び寂びの世界を復元したレンタルスペース リトラス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 千英子 自宅で本格韓国軽食を。Ｗｉｔｈコロナに適したテイクアウト事業参入と非接触型店舗展開 青山　雄一郎

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＭＥＧＡＰＡＮ 4120001210615 大阪初！島根特産品の稀少な石見ポークを用いたテイクアウト事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 茨木市 住友エンジニアリング株式会社 4120901040392 大阪府茨木市周辺にて歯のセルフホワイトニングと脱毛サロンの運営 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 藤井寺市 有限会社タニヒロ 2122002016794 子供の成長の多様なニーズに応える保育と障害児支援のワンストップサービス 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 トモエ食品販売株式会社 6120001139407 玄米対応型色彩選別機導入による事業者間玄米販売事業の展開 堺商工会議所

近畿 大阪府 堺市美原区 恐竜音楽事ム所 音楽事務所による地域密着の焼肉店への挑戦 堺商工会議所

近畿 大阪府 堺市中区 焼肉炸 廃棄になっていた肉で商品開発を行い、ネット販売で全国にお届け！ 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社アズクリエーション 6120001127972 ウィズコロナ時代のキッチンカーによる配達弁当会社の新分野展開 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ライフエイド 4120002001765 介護施設者に対する宅配弁当サービス 久田浩輝

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ａｒｃｕｓ 2120001201491 オウンドメディアを開発し、遺品買取り業への新規参入計画。 滝　亮史

近畿 大阪府 大阪市北区 スカイライブ株式会社 3260001024696 ＷＥＢ、ＩＴ　の基礎を学べるオンライン教室開設による事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 富田林市 株式会社ＦＯＲＴＲＩＺＥ 5120101049168 居酒屋事業から、地産地消の付加価値の高い寿司割烹への業態転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 豊中市 株式会社テナシティー 8120901030183 背景ＣＧ合成動画生配信事業及び撮影スタジオレンタル事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市大正区 たこやき　や～まん ポストコロナでも成長が見込めるフードデリバリーサービス事業への参入 株式会社八咲

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社アビル 2120101058469 棟梁の金属溶射への進出による総合棟梁加工業への転換 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 炙家笑音 居酒屋から最新脱毛機を導入した脱毛＆フェイシャル専門店 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社クレイドル 5120001169537 レストラン事業のスキルを活用したグルテンフリーチーズケーキ 渡邊　良享

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社Ｐ＆Ｐ友希 7122001012798 自社のデザイン力を活かした広告看板製作業の事業化 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社テイクコーポレーション 8120001124976 住宅用壁紙のデザイン・製作を行い、ＥＣサイト等で販売する事業再構築計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 豊中市 有限会社ア・ビアント 6120902021621 オトナが集う地鶏を使ったヘルシー志向のハンバーガー＆カフェの事業展開 仲下聖治
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近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社タガワ 7120001106091 ＳＤＧｓに取り組んだフードロス・ゼロを目指すカフェレストラン 山田　晴彦

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社リバリュース 4120001177391 熟成魚・明石昼網の美味しい鮮魚寿司が家でも店でも楽しめる！ 税理士法人　士魂・商才

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社ブレイン 7120001106075 一口サイズの冷凍おにぎり製造販売それに伴うセントラルキッチンの新設 永和信用金庫

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社ＪＯＹ　ＭＡＫＥ 9120101061788 自家製石窯によるデリバリー・テイクアウトピザによる事業再構築 秦博雅

近畿 大阪府 大阪市住之江区 マッスルキッチン コロナ対策を意識した「お一人様向けラーメン店」への挑戦 竹内　友章

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社おふくろサービス 5120001153367 地域・医療機関から望まれる介護保険外の宿泊サービス事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 ＮＯＲＩエンタープライズ コロナ禍において市場拡大が続くクラフトビール外販事業への進出 藤村　恭弘

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社ネット技建 1120001124941 非対面型・高度ドローン空撮技術によるネット点検の高度化業態転換 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 アップロード株式会社 5120901014800 コロナ禍で拡大する中食市場向け焼売・餃子の製造販売店舗の運営 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社インベストメントパートナーズ 6120001119193 ポストコロナに対応する非対面型サブスク資産形成サービスへの展開 森　健史

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社バルザッコ・ジャパン 4120101058368 南イタリア料理店が手掛けるイタリアワイン通信販売の新分野展開 特定非営利活動法人関西事業支援機構

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ナバオトレーディング 4140001027132 地域を再生する古民家「新木魂（アラモッコン）」の構築 株式会社ＰｒｏｓＷｏｒｋ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ひよとこ 5120001202454 お茶漬けにおける新ジャンル展開 中西武重

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社グローバルソリューション 7120001170996 おもてなしが魅力の焼肉店を新設、店内飲食以外の非接触販路展開 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社雉子 7120001202956 移動制約者のための「行きたいところに行く」を充足させる新分野展開 八尾商工会議所

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ＡＥＮ 2120001214015 高品質技工物の供給を実現するデジタル歯科技工基盤の構築事業 棈木　光司

近畿 大阪府 茨木市 株式会社パワーシティー 4120901001725 ライブハウス向け省スペース映像・音声収録配信サービス提供による事業再構築 ゼノンクリエイツ株式会社

近畿 大阪府 守口市 ｗｏｌｆｗｏｒｋｓ株式会社 6020001136216 おうちに本物の味を届ける生パスタ専門ゴーストレストラン事業 株式会社イソシエ

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社ＳＡＹＡエステート 6500002017754 クリーニング無人受渡ボックスを活用した新「洗濯代行サービス」 株式会社ＣＦサポート

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ｏｎ　ｒｅｔｕｒｎ 5120101054127 アフターコロナ対応型「少人数で楽しめる大人の鮨店」新規出店 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 東大阪市 ヘイデンホーム株式会社 1122001032950 住宅リフォーム事業から模型製作スペース＆カフェ事業への新展開計画 若松　敏幸

近畿 大阪府 堺市中区 あぁみ婆 地域のつながりを活かしたテイクアウト・デリバリー事業 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 メディカルサロン　リモア テカールを使用した一過性でなく持続性・継続性のあるサービスの提供 リトラス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 有限会社ウェルネスサポート 1120002056300 男性向けクイックマッサージから働く女性向けスカルプケアへの新事業展開 松尾剣吾

近畿 大阪府 河内長野市 ｄｉｎｉｎｇ　ｃａｆｅ　ｓｏｎｒｉｓａ キッチンカーで移動型カフェ事業へ展開　～地域の親子に笑顔を～ 岡　正

近畿 大阪府 大阪市都島区 海鮮居酒屋うっぱん コロナに打ち勝つ古民家を活用した小規模寿司店の新規出店 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市平野区 にぎやかＤｉｎｉｎｇ雄 軽運動とランチを組み合わせた居酒屋のヘルシーサービス事業 中西武重

近畿 大阪府 岸和田市 まいにち株式会社 7120101037609 災害に強い国づくり。防災メーカーと個人顧客が直接購入できる防災用品のＥＣモール 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｔａｙａ　Ｆｏｏｄ　Ｓｅｒｖｉｃｅ 4120001216810 こだわりの上質な牛肉を使用した高級肉弁当の販売による販路拡大 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市浪速区 合同会社花木 4120003009114 会員制旬の料理とワインのペアリングスクール 櫛部　満徳

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 合同会社Ｔｒｉｐｌｅ－Ｋ 8120003011982 居酒屋と新業態併設の相乗効果による経営復興計画 梅原　清宏

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ミンスプランニング 8120002029563 従来型純喫茶とアフターコロナ型カフェのハイブリッド展開 森田　茂樹

近畿 大阪府 大阪市中央区 合同会社絆 6120003015135 沖縄とマヌカハニーのコラボしたカフェで新分野展開を図る！ 浦田幸一

近畿 大阪府 枚方市 トラットリア　リベロ　コータロー ロス食材で新たな販売商品を生み出して、全国に向けてＥＣサイトで販売。 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社五大陸 6120001129770 旅行業者による沖縄における外車を中心としたレンタカー事業への進出 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 摂津市 株式会社保証合同 1120001070293 事業のシナジーを活用。競売不動産買受し、地域初不動産店開業！ アアル株式会社

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 カバサ キッチン付き撮影スタジオを新設し飲食業に特化した撮影事業開始 花岡　貴志

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ａｒ＆ｃ． 7120901044052 痩身サービスの立ち上げによる総合サロン化への展開 茨木商工会議所

近畿 大阪府 寝屋川市 熊猫軒 行列のできる町中華店が本格仕出弁当配送で、待ちから攻めに転換 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市 ＧＡＧＡＦＲＩＥＳ お酒の飲めない人も大歓迎！次世代のカフェバー 高野　敬太朗

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社中芳建設 8122002003424 筋肉増強を痩身につなげるエステサロン運営による新分野展開 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 大阪市生野区 モニカ　ワクシング 大阪の女性はマスクの下も美しい！脱毛技術を活かした完全個室の一体型エステサロン 松本　佳之

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 大和コーポレーション株式会社 7120001029334 有名店出身の職人を起用したお好み焼店への新規参入 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社グローリーカンパニー 1120001241605 広々とした店内でコロナ渦でも安心して出来たてのラーメンを楽しむ リトラス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社パーソナル・ヘルスケア 4120001180619 エステと鍼灸・整体を組み合わせた健康サービス事業への進出 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市中央区 ディー．アスピレーション株式会社 3120001140004 コロナ禍で疲れた心に癒しを提供する観葉植物のネット販売事業 升谷道教

近畿 大阪府 大阪市東成区 唐揚げ専門店とりの玉造店 デリバリー×キッチンカーのトランスフォーメーション 税理士法人細川総合パートナーズ

近畿 大阪府 大阪市西区 イルカトゥッティー 本格イタリアンレストランの人気メニューをテークアウトで提供する体制の整備 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社マイライフマイウェイ 8122001024388 セントラルキッチン、キッチンカー導入によるデリバリー／テイクアウト事業の展開 花岡　貴志

近畿 大阪府 大阪市中央区 一般社団法人大阪府宅地建物取引業協会 6120005003344 中小不動産業者と消費者をつなぐボランタリーチェーン　『ＴＡＫＴＡＳ．（タクタス）』 大阪商工会議所

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ＩＧＬ 2120101053032 ＡＩ活用プラットフォーム開発による民事信託市場への新分野展開事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 エスウェルジャパン株式会社 1120901017303 タイ＆バリ料理をもっと身近なものに！～アジア料理カフェへの転身～ 小元　文隆

近畿 大阪府 豊中市 ファレットフラワースクール 地域活性化を図る！三方よし、レンタルハブサロンプロジェクト 田坂　隆司

近畿 大阪府 吹田市 アラロッサ プロカメラマンがプロデュース！キッチンのあるレンタルスタジオ 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社レアルタ 9120001196552 韓国惣菜テイクアウト併設型ラーメンコンビニ事業への業態転換 石田　和久

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社光林坊 3120001220680 日本料理店が始めるポストコロナ時代の沖縄県読谷村宿泊事業 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 堺市美原区 有限会社美和工芸 2120102012499 コロナ後の屋外出店対応！木製移動式店舗オーダーメイドサービス 泉佐野商工会議所

近畿 大阪府 岸和田市 エステルームココ 脱毛・エステに、フィットネス事業を加えて、キレイな身体づくりの総合サロンを目指す 山形　輝雄

近畿 大阪府 和泉市 そば繁 既存店のブランド力を活用した仕出し・デリバリー・通信販売の事業開発 和泉商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社トップインターナショナル 5120001067947 コロナ禍の市場ニーズに応えるため、痩身機器導入によるボディメイク事業への新分野展開 駒田　裕次郎

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社伸和 7120001020482 対人接触の低減及び人手不足解消を実現するバーチャルインテリアショップの構築 株式会社中央ビジネスグループ
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近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＳＯＵＬ　ＥＡＴ 4120001141810 既存リソースの有効活用で新業態を開始し若年層の健康増進に貢献 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 大阪府 吹田市 さかい　えん弥 空き倉庫を改装してスポーツ＆洋風ダイニング事業展開 吹田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 山中　結衣 初心者からプロ養成まで多ジャンルの指導ができるダンススクール 税理士法人とよのパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 喜多帆布工業株式会社 7120001005087 ＢｔｏＢのアナログ営業からＢｔｏＣのＥＣ事業への挑戦 藤本　靖久

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社エコサコサービス 8120001177504 フランチャイズ加盟による“買取り”事業へ新規参入。　　競合との差別化を図り、新規・既存共に売上　ＵＰ　計画 滝　亮史

近畿 大阪府 東大阪市 太和黄銅株式会社 1122001004264 老舗の非鉄金属卸問屋が材料の一次加工事業に参入し新市場を開拓 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 ＰＲＯＰＥＲ株式会社 3120001177946 アフターコロナを見据えた最高水準の英語教育施設の開校 井上大輔

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社Ｂｒａｎｄ　Ｎｅｗ　Ｓｔｅｐ 3122001032560 オーガニック＆プラスチックフリー。体と環境に優しいお弁当屋 リトラス税理士法人

近畿 大阪府 堺市堺区 ヴァイナルズミックスプラス ヘアだけでなくエステ等を含めた全身プロデュースができる美容院 小辰　克彦

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ブラサニ 8120901015093 既存の地鶏専門店にスパイスカレー店とバーを併設する新業態開発 吹田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西成区 ワーキングエース株式会社 1120901037458 抗菌にこだわった安全・安心なウィズコロナ型ゲストハウスを運営 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 石川自動車株式会社 1122001017695 自動車整備業からシェアサイクル事業への新分野展開 松村　康司

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社篤志行 3120001194850 メイドインジャパンの日用品をＥＣサイトで中国向けに販売 株式会社ジョインビジネスサポート

近畿 大阪府 堺市堺区 コフンカフェ ポストコロナにおけるタルト専門店を併設したカフェ運営事業 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社こまこ舎 6120001106241 スパイスカレー専門店の作るオリジナルクラフトコーラシロップの製造販売 奥村・千村税理士法人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 有限会社ソーヤ 5120002055579 老舗焼肉店が挑む最高級ブランド和牛のオンライン販売事業 税理士法人Ｔ・ｍｉｎｄ

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社エフエムサービス 7120101058448 コロナ禍による既存事業低迷から、脱毛サロン業に進出する。 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 ＭｅｉＺＳＴＯＲＥ カフェを併設し、エコ志向のアパレル商品を販売するコンセプトショップ 岡田　嘉広

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ｓｏｎｏｂｌｅ 9120001210404 ニューノーマルにおける「発酵需要」を新たな収益源に 中澤　悠平

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＬＵＮＡ ペットと共に過ごす都会型ライフスタイルを提案するヨガ教室事業 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＭＯＤＥＬＯ 3120901033232 コロナ禍でも需要が増加！完全非接触のセルフエステ事業への新分野展開 兼本　宗徹

近畿 大阪府 大阪市旭区 合同会社大阪城快進撃 6120003014979 新時代の広告に繋がる、クリエイティブスペースの開設！ 小原　伸一朗

近畿 大阪府 大阪市西区 ｅａｔ　ｍａｋｅ合同会社 2120003014140 飲食店経営から鴨肉のテイクアウト商品を提供するキッチンカー事業への業態転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 ロイヤルセキュリティ株式会社 9120001106585 セルフエステ機器と管理ソフト貸出サービスで販路拡大 西地清武

近畿 大阪府 大阪市生野区 大阪高級葬儀株式会社 9120001019291 生花の取扱い常識を変えるＳＤＧｓシルクフラワーサブスクモデル事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 秋山鍼灸整骨院 女性の体の悩みに応え、妊活を支援する新たな療術サービスの提供 株式会社Ｎ総合会計コンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｓｔｅｅｄ 2120001166586 健康・ダイエット商品や着圧のソックス・ストッキングのＥＣ販売 税理士法人ベストパートナー

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ＳＥＮＳＡＣＩＯＮ 3120002069003 飲食店１３店舗運営ならではの飲食店特化型清掃サービス事業への新規参入による事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 高槻市 特定非営利活動法人日本活育協会 2120905002928 加圧トレーニング技術を活用した次世代ヨガスタジオ開発 茨木商工会議所

近畿 大阪府 箕面市 森田特許意匠事務所 日本初！悪意のブランド被害を防ぐ商標登録情報プラットフォーム構築事業 株式会社共立コンサルタント

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社レンタルブティックひろ 2120101007896 ＮｏＢｏｒｄｅｒ　Ｗｅｄｄｉｎｇ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 淀屋橋うおじ 居酒屋のセントラルキッチンによる調理の効率化とデリバリー事業への進出 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市旭区 ＤＥＥＰＳＨＲＥＥ カレーに使用するスパイスをメインとした食品卸売業への参入 折原　麻衣子

近畿 大阪府 大阪市北区 合同会社ＲＤＣＢ 2120003014660 淡路島名物となる土産物開発及びブランド化事業 兵庫県商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ｐｏｕｓ 4120001120780 フランス人に教わったフレンチカレーを無人店舗で冷凍販売する 税理士法人ＦＩＡ

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＮＵＮＣ 6120901029161 こだわりのくつろぎ空間を演出した癒されるガレージカフェ 板東　幸一

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ジェイワンネット 5120001143847 ＥＣサイトを用いた精油の新商品開発の企画販売を新規に開始 金園　英也

近畿 大阪府 大阪市東成区 シルバー工業株式会社 3120001012541 就労継続支援Ｂ型作業所事業運営計画 松川　吉信

近畿 大阪府 門真市 太平産業株式会社 8120001157737 街の鉄工所の技術を活かしアート作品を生み出す新分野事業を展開 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社名代秘伝の味たこ一 1120101054551 モバイルオーダーシステムを活用するたい焼き屋の事業再構築計画書 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

近畿 大阪府 松原市 まんだら家　平野店 若者のチカラで地元を活性化！もつ鍋屋の深夜アイスクリーム事業 山野　展弘

近畿 大阪府 吹田市 ＧＬＯＢＡＬ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ株式会社 3120001131936 美容向上およびオンライン映えに貢献するセルフ脱毛サービスの店舗 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 デザート＊スプーン カフェ事業から業態転換による　グッズの印刷・販売事業の構築 小川　栄一

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＰＲＯＪＥＣＴ　ＢＹ 8120001194747 魚市場をフードロスで活性化。フードロスをなくしテイクアウトの事業再構築 税理士法人ＭＦＭ

近畿 大阪府 守口市 株式会社谷口商会 4120001156073 クリーニングの長期保管によるストック型事業を新規展開 金園　英也

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社優越館 1120001103714 健康サプリメントのインターネット通販事業の構築 得田　政臣

近畿 大阪府 豊中市 エムズ　ワークス 脱がないメンズ脱毛×ドライヘッドスパでビジネスパーソンに向けて新規展開 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社リレーションズ 5120001197513 葬儀仲介事業への進出による販路拡大 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 池田市 株式会社キッチンカンバセーション 6120901022463 「食卓の上のＳＤＧｓ」を実現する会員制コミュニティサービスの構築 税理士法人ＦｏｒＹｏｕ

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社スターフォーム 5120001161304 スポーツ関係者が無料で出版できるプラットフォーム事業 水原　慶治

近畿 大阪府 大阪市大正区 合同会社ミングルジャパン 3120003011830 オンライン化で世界に拡げる！異文化理解への「門戸」 藤永　滋

近畿 大阪府 高槻市 株式会社アイエムサポート 8120901018749 無人航空機による建物の空撮・点検サービス 税理士法人　えびす会計

近畿 大阪府 豊中市 有限会社ヤマショー 4120902020559 「フルーツ大学」「フルーツ小学校」のオンライン化による販売促進事業 東京中央経営株式会社

近畿 大阪府 箕面市 マイズドッグ 地域の問題を解消するプライベートドッグラン 大阪信用金庫

近畿 大阪府 池田市 株式会社松樹園 6120901019641 卸売業から製造業へ。取引先企業の協力で強みを活かした事業展開 やまと税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｋｉｔｃｈｅｎ　ＨＡＲＵ ビジネス街の中華料理専門店から地域密着の大衆酒場への事業転換と新業態のブランド確立 ＩＮＧ税理士法人

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社トリニティ 3120101054467 県内では類をみない大人のデートに使えるお洒落な焼肉店を出店 松江商工会議所

近畿 大阪府 大阪市住之江区 なかや工芸株式会社 3120001031310 小物製作の内製化とＥＣサイト自社製品の販売開始する新業態の計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 焼肉工房けん 瓢箪山駅前で人気繁盛店ノウハウを踏襲した焼肉店の多店舗展開を目指す！ 藤井　明登

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＴｒｙＨａｒｄ　Ｊａｐａｎ 3120001180033 ポストコロナの屋外レジャー「フードサーカス」事業の開発プロジェクト アイネックス税理士法人

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アルボス 4010001201443 就労継続支援Ｂ型事業を新たに展開し、利用者のスキルアップを目指す 税理士法人岡本会計事務所
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近畿 大阪府 池田市 マールドゥイグチドウ カカオと乳酸菌のパウダーで、健康で美味しい食体験を提供！ 池田　寛太

近畿 大阪府 大阪市西区 ウタゲ・ファクトリー株式会社 2120001217216 飲食店経営ノウハウと広告宣伝力を活かした薬膳中華料理店への進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市美原区 アキツ工業株式会社 8120101021355 ＤＸでアナログ表彰品メーカーが個人市場直販業態へ大転換 イーエムイーコンサルタンツ株式会社

近畿 大阪府 守口市 有限会社ピーウィ 1120002078880 初心者からプロまで楽しめる！地域密着型シミュレーションゴルフゴルフカフェへの転換 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社パソコンレスキューサービス 6120101029441 タブレットとリストバンドによる見守りサービスの提供事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 合同会社フロンティア 3120003014016 とろーりわらび餅のテイクアウト事業 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社Ａｓｉａｓ 8120001224116 沖縄の味を大阪にも届ける「ブルーシールアイス」専門店 大槻　直志

近畿 大阪府 和泉市 グリーンルーム 国定公園内の原生生前の中で快適な時間を提供する宿泊事業 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 吹田市 フローレスブルー株式会社 8120901031743 ＥＣサイトによるアウトドア・自然を感じるヘアケア商品の販売 飯島　一郎

近畿 大阪府 茨木市 株式会社トゥエンティーフォー 7120001175764 【地域密着型】高齢者を支える家電コンシェルジュサービス事業 森　健史

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社三洋特殊鋲螺製作所 5122002002230 空き倉庫リノベーションによる　児童発達支援・放課後等デイサービス事業の展開 ライオン橋税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ノブレス・ウィンド 4120001209979 飲食・エステ業者がＥＣサイトで日本産の美容商品通販事業を開始 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社オオウエ 2120001022715 和紙を活用した高級オリジナルパッケージ販売事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 箕面市 株式会社ＭＹＴＨＯＳ 6120901028808 クラッシックカー専門の出張修理サービス「移動ファクトリー」 税理士法人ＦｏｒＹｏｕ

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ラージェスト 5120901035318 男性専門健康促進事業～“水素の吸引と全身のもみほぐし”で免疫力を高める～ 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 大阪市城東区 喰う道 焼き鳥屋から蕎麦屋への転身！低投資モデル×専門店需要のＶ字回復 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 富田林市 株式会社マルヒサ 6120101035464 贈答品・ギフトに特化した高付加価値の物流アウトソーシング 奈良県商工会連合会

近畿 大阪府 枚方市 天の川なかなか 和食料理人が考案した美味しいご飯が炊ける『くらわんか竈』の製造・販売 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社シン 2120001131771 ゲームセンター事業から中古品買取事業へ進出 末吉税理士法人

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社アトラクション 9120001187477 高知県に自社農園を～産直野菜の卸売・小売による新分野展開 野村　早希

近畿 大阪府 枚方市 オールドルーキー　ハナレ 飲食店経営から飲食業を救う飲食コンサルティング業務への新事業参入 税理士法人五十鈴経営サポート

近畿 大阪府 大阪市中央区 シルクロードムカーム株式会社 6120001196555 ウイグルの食文化をベースとしたハラール対応の冷凍餃子の販売 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 守口市 アサヒ産業株式会社 1120001155219 個別対応を中心とした親子参加型の児童発達支援事業 高橋　康人

近畿 大阪府 大阪市旭区 カッフェ　チャオッペ 自家焙煎機を有効活用したコーヒー専門店としての業種転換事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 ナカミチホーム株式会社 2120101046432 自然素材の建築会社がペット用ＤＩＹグッズをＥＣサイトで販売 大阪信用金庫

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ミナミ 2120901038117 沖縄（石垣島）での長期滞在型ホテル事業の展開 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ウェブコミュニケーションズ 4120001179925 「ペット専門調剤薬局とＥＣサイト運営の展開」 青井　卓郎

近畿 大阪府 吹田市 株式会社不動建装 8120901016471 軽量鉄骨下地材を活用した組み立て式家具への業界初の取組み 渡邊　良享

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社ＯＨＡＮＡｎ 9120001145583 最新セルフエステ機器導入とスタジオ併設で総合美容室へ業態転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社アノンデザイン 3120101049673 ＥＣサイトを活用したＰＲＯ専用のクロス・床材卸売販売事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大東市 ロコヘアー セルフサービス導入による、接触を抑えたサブスクリプション型ヘアーカラー専門店の開業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 大阪府 大阪市淀川区 豚中島南方 居酒屋のみの店舗展開から、新たなピザ業態へのチャレンジ！ 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社ルピナス・Ｆ 6120101056015 新規ブランド開発と出店、ＥＣ、デリバリー、ゴーストレストランの複合 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 高石市 高陽食品 百貨店催事業から大阪土産を全国に発信するための冷凍食品工場新設と食品製造卸業への事業転換 高石商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社求人センター 8120001053606 中小企業の採用力を向上させる人事評価制度構築支援の企画開発 ヒッドワークス合同会社

近畿 大阪府 大阪市住之江区 ＫＩＮＯＴＯＯＴＯ 関西アーティストの再起と地域活性を促すスタジオ運営 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 大阪府 堺市堺区 Ｆｅｅｌ＆Ｔｈｉｎｋ株式会社 5120101051768 コロナ後の新しい生活様式に適合した宅配・通信販売事業への展開 税理士法人ベストパートナー

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＴＥＮＴＯＭＵＳＨＩ株式会社 1120001214404 納豆を用いた新製品の製造・販売事業 長谷　有希央

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社人仁 1120001225657 ＳＮＳをフル活用！映えるアンテナショップ戦略 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ＡＫＩ　ＮＡＧＡＩ 7120001190722 ＦＡＳＨＩＯＮの世界の変革　卸売販売から自社小売販売への新展開 松本　慎太郎

近畿 大阪府 交野市 株式会社サンマイル 5120001213773 弊社の強みを最大限に活かし、消費者個々のニーズを解決し、新たな市場を開拓する。 京都信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 丸秀食品 牛ホルモンの卸売業態から、朝挽き牛ホルモンの小売業への発展的転換 渡邉　洋

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社スカイブリッジ 7120001166342 高級フルーツや中国定番のフルーティーヨーグルトを提供するスイーツ店事業の展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ウェルミール 6120001180708 健康需要に向けた『ココロにもカラダにも心地いい洋菓子』を提供する地域密着店 株式会社但馬銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社エスディーディーネックス 4120001189445 ＩｏＴ混雑測定器による混雑ビッグデータを活用したマーケティング支援及びコンサルティングサービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 箕面市 株式会社Ｕｎ　ｆｉｌ 2120901030123 大阪府では初となる重度障がい児を専門に扱う放課後デイサービス事業 棈木　光司

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ａｆｆｌａｔｉｏ 3120001162312 ローカル人気抜群のタレントが教えるバーチャル教室配信事業 中村　健一郎

近畿 大阪府 摂津市 合同会社近畿オーディオ 6120003009434 輸入ポスター市場における　正規輸入ブランドの構築と公正な販売 渡邉　洋

近畿 大阪府 大阪市生野区 有限会社エム・プロジェクト 4120002039938 滋賀県高島市に核となる新たな拠点を！大型レストラン・併設ショップ事業 安　柄植

近畿 大阪府 泉北郡忠岡町 鶏人 デリバリー・テイクアウトの開始！　新メニューの導入による、鶏専門店生まれ変わり事業 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 カレー屋本舗カサデューク 材料と大人の辛さにこだわった「てっぺん貫きカレー」を冷凍商品で全国へ！ 辻　洋一郎

近畿 大阪府 箕面市 株式会社藤井 2120901020917 駅傍の自社地をＰＲに活用して酒のネット受注を新たに開始 税理士法人高橋資産会計事務所

近畿 大阪府 吹田市 野口製麺所 老舗製麺所による地域密着型の定期配送サービスの開始 石井　誠宏

近畿 大阪府 大阪市旭区 スマイルいーつ サービス業（食関連サービス）から飲食業への業態変更 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ひまわり 3120001235241 児童の未来を創る！ＩＴに特化した療育を提供するサービス 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社あちゃちゅむ 3120001138072 地産の果物・野菜をまるごと凍らせて作るかき氷 植村　光博

近畿 大阪府 大阪市住吉区 オフィスショウゴ株式会社 8120001135305 ニッチに攻める、女性向けキャラクターグッズ事業 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社大阪スタジオ 2120001072545 インターネット用音声コンテンツの制作及び販売 高見　誠志郎

近畿 大阪府 東大阪市 スタジオデューク 先端設備を導入し高精細映像撮影及び映像コンテンツ事業への新分野展開 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社ツーエムオー 3120001221010 デザイン会社によるグッズデザインから製造、販売までトータルサポートを行う事業再構築 税理士法人　悠久　杉本会計事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社エーススクエアード 7120001209035 オリジナルアイスクリームの開発製造・非接触型販売店「ピンナップアイスクリーム」の経営 碧山　雄貴
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近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社モーメント・インダストリー 7120001225544 顧客および働き手にも優しい関西発の非接触型最先端美容エステ事業の展開 岩﨑　良子

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社蔵酒の明治屋 6120001138425 飲食店テイクアウトメニューと希少なお酒のマリアージュによる中食販売事業 エース税理士法人

近畿 大阪府 大阪市 幡屋 地域住民と独立支援のためのオンラインプログラミングスクール 中井　学

近畿 大阪府 大阪市浪速区 ＴＨｒｅｅ－Ｃｒｏｓｓ株式会社 6120001214713 ベトナムカフェキッチンカーＥＭＯＩ 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 豊能郡能勢町 株式会社山下運送店 3120901022160 共感で支えあう障がい者の生活支援への取り組みと福祉社会の共創 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 豊中市 株式会社スタイラーグラフィックス 4120901030204 内食事業に参入！独自の鯛だしスープを考案した人気のもつ鍋セットの通信販売 福井寛之

近畿 大阪府 大阪市北区 ＡＲＩＨＩＲＵＡ 淡路島特産品を活かしたプロダクト開発及びオンライン活用事業 兵庫県商工会連合会

近畿 大阪府 貝塚市 Ｌｉｋｅ合同会社 9120103002204 英会話とプログラミングを兼ねた非対面型教材開発と相互代理店事業の展開 竹内　友章

近畿 大阪府 茨木市 株式会社クレセル 3120901014918 ピタットハウス初の試み～不動産屋さんがカフェを併設して、地域のふれあいの場を提供する～ 中井　学

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社岩佐 5120001074803 伝統・職人文化を守り、こだわりの製品を小さな家族のために 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社レイズ 5120001216669 健康な体作り・在宅でも受講可能なパーソナルジム新事業展開 兵庫県商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社スコーレ 4120001044410 ドイツのファンゴコスメで、自宅でホテルライクな時間を 瑛智税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 グレイス株式会社 5120001168844 台湾菓子万華（台湾焼き菓子のテイクアウト販売及びＥＣ販売） ＫＶＩ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社スマートグループ 8120001198632 大阪府では初となるテレフォンアポイント業務を行う就労支援Ａ型事業 棈木　光司

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社ネジコ 5122001022700 時計の取引相場情報提供システムの構築 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 箕面市 ＳＡＧＡＲＡ デジタル技術を活用した非対面非接触型宿泊事業への進出 箕面商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 井上清株式会社 9120001074683 紳士服メーカーが縫製する唯一無二のペット犬オーダースーツ販売事業 ひかり戦略会計株式会社

近畿 大阪府 大阪市西区 ベースメント 非接触型テイクアウト専門ハンバーガーとバンズの製造販売事業 やまと税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社グラワーズ 7120001146625 ブランディング動画・採用動画撮影に特化したビデオグラファー事業 柴田　壽徹

近畿 大阪府 池田市 有限会社今仲酒店 5120902017208 酒類の小売業から「高級酒・高額酒専門オンライン販売」への新分野展開 エース税理士法人

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社サカエ屋サンミート 9122002002326 神戸ビーフを使用した高級そうざいの類の製造及び販売 税理士法人平岡会計事務所

近畿 大阪府 門真市 株式会社ドムス 1120001157842 インフルエンサー及び異業種によるアパレルブランドスタートアップサポート事業 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社カーディナル 8120001062235 既存のしゃぶしゃぶ事業を縮小し、新分野として焼肉事業に進出する 株式会社シェアードバリュー

近畿 大阪府 大阪市中央区 ゴリノス アクアリウムの癒しＩｏＴ技術で実現！高齢者福祉と障がい者雇用 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 大阪市中央区 アジア貿易株式会社 4120001127818 コロナ禍で増大した高品質アパレル在庫の当社の強みを活かした買取販売 大八木　勇毅

近畿 大阪府 大阪市住吉区 サブロクカンパニー株式会社 4120001231529 鹿児島などの国産フルーツを使ったソフトクリーム・クレープの専門店 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社モンゴロイド 9120001177775 極上の１枚で在宅ワークも快適に！男性用下着の開発とＥＣ販売事業 森井　義英

近畿 大阪府 茨木市 株式会社永光 6120001075271 『ママ』が喜ぶ環境を活かした作業請負事業並びにコロナ禍でも安心継続して学べる学習塾の運営 ＴＳＡ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 あっとほーむばー　ぼくるーむ ラジオブース付きのカフェを新規開設 髙司　浩史

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社コバヤシ 3120001079507 創業三桁の肉屋が作るビーフジャーキーとドライフードの製造販売事業 税理士法人ウィズアス

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社シーズクリエイト 9120001064916 ウィズコロナに対応するお客様の営業改革を実現するクロスメディア事業 税理士法人大髙事務所

近畿 大阪府 茨木市 北部酒販株式会社 3120901001998 「ＢｔｏＢ・物品販売」から「ＢｔｏＣ・製造販売」へ 茨木商工会議所

近畿 大阪府 茨木市 株式会社マツミ 3120901002071 賃貸マンションオーナーとプロ業者をつなぐマッチングサイトの運営 ディア行政書士法人

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ｍｉｄｉｃａ 9120901039851 お家から始まる地域体験ゲームマップで、地域活性化と親子の時間をつくる 吹田商工会議所

近畿 大阪府 和泉市 Ｋｅｅｐ　Ｔｒｙｉｎｇ 高い技術でＢｔｏＣへ挑戦！ショウルーム営業戦略 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 有限会社種村建具木工所 4120002011509 ＂ＴＡＮＥＭＯＫＵ”組子製品の再構築！顧客ニーズ充足で新市場を開拓 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社サンエイプラテック 1120101049733 電気・医療・文具分野から生分解・耐熱食器分野への新分野展開 税理士法人マークス

近畿 大阪府 八尾市 株式会社山西鉄工エンジニアリング 5122001031016 大口径フランジの高精度化への取り組みによる新分野進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ＺＥＮＯＮ 9120001131939 脱毛を中心とした男性向け総合美容サロン				 塩津　友輝

近畿 大阪府 吹田市 アートウエルド株式会社 9120901005143 自分仕様にカスタマイズできるオーダーランドセルの開発と小売業への参入 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社中井レストラン企画 5120002037544 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 門真市 マルイチエクソム株式会社 9120001159518 省電力ブロー成形機による、電気自動車向け部品量産体制構築事業 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社サウンドイート 9120001213365 飲食店×ＳＤＧｓ型シードル製造・販売業で共感マーケティング 平　了輔

近畿 大阪府 貝塚市 有限会社ありす 3120102022712 これまでの実績を活かしたグループホーム事業への新分野展開 帖佐　彰也

近畿 大阪府 大阪市西区 東洋特殊鋼業株式会社 5120001045804 ３次加工の内製化による一気通貫生産体制構築と新分野展開計画 株式会社フロウシンク

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社大野鉄工所 1122001026622 門形ＭＣ導入による破砕・粉砕機械の本体部品加工への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社リバイト 2140001032679 ネット通販事業者が淡路島で大規模リゾート貸別荘群の経営に進出 株式会社みなと銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社中谷食品 9122001005544 高齢者の豊かな食文化形成に貢献！「昭和の御用聞き営業スタイルのＤＸ化」 大橋　弘幸

近畿 大阪府 堺市中区 竹野染工株式会社 9120101004920 就労支援活用エステ手ぬぐいでＣＯ２削減！男性専用脱毛サロン 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｈａｒｕ 5120001217502 足湯カフェ・物販（お土産）・宿泊・レンタル浴衣サービスを行う複合施設の運営による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 エスオール株式会社 8120001154998 日本初！ミシュラン星付きシェフがプロデュースするグランピング施設 田中　裕之

近畿 大阪府 大阪市中央区 一般社団法人味付けアドバイザー協会 4120005019053 安全性の高い「発酵調味料」及び「無添加、無農薬の冷凍食品」の製造・販売 丸山　千寿

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ｍａｌｂａ　ｄｅｓｉｇｎ 8120903001661 建設市場の課題解決に貢献するアスベスト対策による安全性に優れた環境の創出 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大東市 日大グラビヤ株式会社 4122001015754 リサイクルシリンダーによる環境負荷が少ない次世代グラビア製版への転換 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ホクショウ 3120001125789 コロナ禍で需要拡大！おしゃれ＆非日常が味わえるグランピング施設の開業 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社マックスヒルズ 6120001098941 「３９（サンキュー）体験パスポート販売サイトの構築による『三方よし』の実現」 特定非営利活動法人関西事業支援機構

近畿 大阪府 大阪市中央区 鑫福株式会社 4120001176914 新事業として「総合スーパー（小売業）」及び「食品卸売業」の開業 丸山　千寿

近畿 大阪府 堺市堺区 大阪設備管理株式会社 6120101001375 カメラ付き自走ロボット等を活用したＤＸ化による下水道の管路調査事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社山田工作所 7120101037823 金属の美を最大限に活かし、デザイン性に優れた「建材新ブランド」　の確立計画 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ひのき 1122001025665 介護事業の経験を活かした地域の健康寿命増進に貢献する宅配・飲食店の実現 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 大博鋼業株式会社 2120001038901 鋼材卸売業から金属製造検査ロボットＳｉｅｒ事業への進出 株式会社ゼロプラス
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近畿 大阪府 堺市南区 株式会社ストリートイーグル 1120101055599 スリランカへの自動車修理部品を安定供給するため、自動車解体業への新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 富田林市 林鋼材有限会社 9120102017236 ダイカスト業界の縁の下の力持ちになるために、新たなモノづくりへ 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 一般社団法人日本インバウンド促進協会 4120005019846 ホテル宿泊者専用デリバリーサービス 白井　和之

近畿 大阪府 高石市 株式会社セレクション 2120101024719 脱コロナ！落ち込む景気と消費者の健康を会員制ジムでリフレッシュ 税理士法人ユーマス会計

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ファーストミート 1122001024188 大阪府全域を商圏する食肉卸業者の、高コスパ焼肉店への挑戦！ 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社東海ドライ 3122001004832 抗菌用スリッパクリーニング事業への進出 守家　隆

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社新日本テック 2120001001974 研削盤・ワイヤ放電加工機の導入による鉄心（コア）用プレス金型への新分野展開型 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 有限会社サンクラール 2120002006799 「Ｓプリズムプリント」を施した化粧箱の事業化 大阪信用金庫

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社新ニッセン 5120101047758 医療品の海外依存脱却のために短繊維製造技術で医療業界へ進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市住之江区 ホテルトータルサポート合同会社 6120003016694 新たな価値を提供するワーケーション施設の運営による地域活性化の取組 中西　光彦

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社サンフィールド 8120101020159 持続可能な開発目標を付加価値とした、白浜リゾートコテージ運営事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アルカットワン 6122001000341 新型モデルの半導体製造装置部品の受注を目指すためのリードタイム短縮等による量産対応 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社セオリー 2120001136473 希少肉提供とデータを活用したサービス提供を行う焼肉店の運営 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 守口市 株式会社Ｋｈｅｐｒｉｓ　Ｊａｐａｎ 7120001180814 ゲーム・ＡＩ・ＶＲ分野のデータ処理システム機材のレンタル事業への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 ケムリプロダクツ株式会社 7120001178619 オリジナル燻製を強みに、飲食業から中食市場向け加工食品製造販売業へ挑戦 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社明光ステンレス 9122002004974 Ｘ線ＴＶシステムの構成部品製造を通じた医療機器製造業界への新規参入事業 仲下聖治

近畿 大阪府 大阪市住之江区 有限会社ケー・アンド・ビーインターナショナル 3120002051522 天空の城「竹田城」が眺望できるグランピング施設の開業事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 Ｋ＆Ｔインダストリー株式会社 9122001031672 粉砕機メンテンナンスの専門技術と中古粉砕機品を有効活用した事業転換 永和信用金庫

近畿 大阪府 大東市 昭和電機株式会社 3120001015148 作業環境改善需要を見据えた、製造業からサービス業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社日本自動調節器製作所 4120001016673 加工技術を基盤とした隣接市場への参入（新分野展開） 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 柏原市 株式会社井上金属 8122001024644 日本の脱炭素社会実現に向けて！「次世代電池」の精密部分製造 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＥＮＪＯＹ　ＴＲＵＳＴ 9120001169384 既存事業のプロモーション力を活かし、水辺を活用した島グランピング施設の開設・運営計画 関西みらい銀行

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ＦＬＹＩＮＧ　ＢＩＲＤ 8120901032592 リユース機器を活用した次世代ＤＸ宿泊施設ｉｎ奄美大島 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 四方工業株式会社 1120001009928 金型設計、製造に関する技術力、品質力を生かした車部品製造への新規展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 シンコーエステック株式会社 1120001010027 新素材である特殊鋼が加工可能な設備の導入による、ＥＶ車体搭載制御器の製造計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 山本産業株式会社 3120901017400 医薬品製造業界向け「クランプ式バルブ」内製化への取組を通じた多角化事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社坂井印刷所 4120001007508 高級パッケージ開発による新規市場への進出 大阪セントラル税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社エムズジャパンセキュリティ 5120001037512 コロナ禍でも人気沸騰中の淡路島で大型犬と共に宿泊できる一棟貸しヴィラの開業計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社野村鍍金 6120001050398 電池製造装置に用いる金型への高硬度被膜の試作開発 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社富士光芸 3120002016871 地域を楽しむライフスタイルホテル事業への新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社マーク 6120001114970 食育と持続可能目標を付加価値とした、冷凍食品製造と食の総合プロデュース事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社富士鉄工所 3120001050608 新分野展開参入のための専用プレス機導入による事業再構築への挑戦 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社ヤマトエンジニアリング 6122002009646 薬液注入用ミキシングユニット製造技術確立による土木分野への進出 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社奥和田健建築設計事務所 2120001130617 オフグリットシステムを活用した、感性を豊かにする「賄い付きサテライトオフィス」の運営事業 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 柏原市 東研工業株式会社 7122002015858 医療機器分野など多岐にわたる部品加工を行う製造工程を構築する業態転換 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社班家食品 7120001093842 自社技術と急速冷凍機により自社キムチを冷凍食品として製造販売する計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 サンキユー工業株式会社 7120901023873 高性能設備を備えた新工場を建設し、半導体製造装置の制御盤市場に新規参入する。 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＳＡＮＴＡＶＥＬ 4120001185584 ＩＴを駆使した低コストで生産性の高い無人対応型ホテル事業の展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社ＬＵＣＫＥＬ 9120001197237 コロナ禍でも成長しているグランピング事業への新分野展開 株式会社八咲

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社カイトアーキテクツ一級建築士事務所 4120001217577 コロナ禍における生活様式に合わせた新しい家具及び建築商品の提供 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

近畿 大阪府 東大阪市 協和精工株式会社 8122001002006 大型製品加工の高精度化で半導体装置やロボット市場で事業拡大 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 豊中市 有限会社極東化成 2120902018175 半導体製造装置用流体機器部品の生産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 大阪府 阪南市 株式会社尾崎スイミングスクール 6120101044548 河内長野市のフォレスト三日市における新店 中西武重

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社帯谷印刷所 3120101037562 印刷事業で利用していた建物を改装し、食堂事業とレンタルスペース事業を開始する計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社中部成和 3120001166354 ホテル運営管理ノウハウを活かした障碍者グループホームへの新分野展開 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 枚方市 株式会社アオキカヌーワークス 7120001148919 遊休資産を活用し家族（愛犬）と一緒にワーケーションを満喫できる貸別荘事業計画 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 南河内郡千早赤阪村 まつまさ有限会社 9120102017343 金剛山に関する知見を活かしたアウトドア用品の販売による事業転換 廣瀬　育弘

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社オールワンシステム 5120001174999 業務ソフトやＯＡ機器の小売業から業務ソフトサービス業への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 関西住建株式会社 1120001040395 リハビリ用運動施設併設・障害者向けグループホーム事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 オガワ産業株式会社 4120001034502 塗装設備導入の全プロセスにコミットするフルオーダー型支援業 竹内　友章

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社いくお 9120001074270 創業６６年の歴史を有する伝統の味を日本全国の食卓に届ける！ 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 大阪市旭区 大阪ミーリング株式会社 1120001001380 ＣＮＣ複合旋盤の導入による総合金属切削事業の再構築を目指す 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社アイティーオー 4122002000185 飲食店ノウハウを詰め込んだ冷凍食品開発販売による業態転換事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 尾崎正敏 生ドラムオンラインレッスンを防音設備完備の自宅スタジオで実施 山本　文則

近畿 大阪府 泉佐野市 日昌電気制御株式会社 1120101056663 開発したｉｏｔ装置で新たな主要事業構築計画（下請けからメーカーへ） 泉佐野商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 アプト不動産株式会社 2120001189109 従来の不動産業とは異なる、ペット連れ旅行者を主要ターゲットとした宿泊施設の立ち上げ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社河上 4122001013857 中型プロペラシャフト製造による中型船舶市場進出と販売単価向上策 税理士法人広瀬

近畿 大阪府 豊中市 株式会社コタキクリエイティブワークス 9120901029431 働き方改革による在宅ワークスペースユニット製作及び販売 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 Ｂｏｎｅ株式会社 7120001212154 ブランディング支援者が取り組む職人依存から脱却するパン販売店 斎藤　秀樹

近畿 大阪府 守口市 株式会社デルタ 2120001160069 防水から耐震へ　特殊塗料を活用した耐震・防災工事への参入 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 東大阪市 中嶋食品工業株式会社 3122001005525 老舗昆布問屋が創業１４６年の伝統を守りつつ新分野展開に挑戦し売上拡大を図る 堀江コンサルティングオフィス株式会社
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近畿 大阪府 堺市西区 ひつじや衣料株式会社 6120101006011 裁断機導入と自社ブランド発足を行い、ＥＣ販売を展開する事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社大市珍味 6120001010261 勉強を頑張る子供を応援したい！　冷凍弁当スタディッシュシリーズ 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 清水産業株式会社 4120001012524 デジタル印刷機導入により製造工程の改革を行いグッズ販売事業の拡大を行う 椿井　教郎

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社浪速鮮魚 3120001204238 生鮮卸売業から果実の生産、加工、販売への進出事業 神谷　隆生

近畿 大阪府 大阪市東成区 有光工業株式会社 6120001013933 パッキンレスポンプを搭載した新インバータ制御システムの開発・販売 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社ライフケア 3120001163896 ノンブランドＡ５・Ａ４ランクの黒毛和牛を、安価・高品質で提供する焼肉店併設精肉店の開業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社栗田機械製作所 5120001042909 醪（もろみ）の圧搾工程請負業務の事業化ー「零細酒造メーカー（醸造所）の要望に応えてー 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社淀紙器製作所 4120001016541 オンライン・小規模店舗向け、購入後の経験を創造させるパッケージ提案事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 ＡＺＧｒｏｕｐ株式会社 9120001224230 非対面型１棟貸しホテル運営事業で新分野展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 泉大津市 株式会社５５カンパニー 5120101059514 「公園とともにある３Ｒカフェ」のパークサイドカフェ事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ファンダーラックス 2120001186139 ～誕生から終活まで～セルフで撮影可能な専門写真店への新展開 新酒　芳斗

近畿 大阪府 摂津市 株式会社ナガタカーボン 8120901016125 自動生産により新たな需要を取込み、収益性を向上させる 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 トップマン工業株式会社 5122001005267 独自製品販売のＥＣサイトと３ＰＬサービスで売上回復に挑戦！！ 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 柏原市 泰山ビル株式会社 7122001020710 空きテナントを利用した２４時間営業フィットネスジムの経営 裏野　榮士

近畿 大阪府 柏原市 三原精機株式会社 2122001021259 自動車部品製造ノウハウを生かした半導体製造装置部品等への量産対応 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社計数技研 5120901028940 熟練外科医の技をＶＲで追体験する教育コンテンツ「追いトレ」の提供 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 米田精工有限会社 8122002015114 ＭＲＯ案件新規参入のために連携して取り組む事業再構築事業 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＢＬＵＥＨＡＲＰ 5120001232550 セルフモバイルオーダーアプリとデータ分析ツールの開発提供 ストラーダ税理士法人

近畿 大阪府 守口市 仲精機株式会社 4120001156370 車載ＥＶ用モーター試験装置のユニット製造を通じた電気自動車開発業界への新規参入事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 松原市 株式会社テクノファーム 1120101030189 メイドインジャパンの医療用器具の製造で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

近畿 大阪府 守口市 トライト株式会社 8120001164386 収益回復を図る障害者福祉事業・キッチンカー事業による新市場への進出 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社トラスト 4122001027956 「誰一人取り残さない」地域社会の実現に資する障がい福祉サービス事業 中央会計株式会社

近畿 大阪府 大阪市西区 櫻ダイニング株式会社 7120001170947 精肉店のイメージを革新する高級ブティック型新店舗の出店で高級肉の販売開始 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 茨木市 有限会社イヤステ 8120902013369 障碍者向けグループホームを提供 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社リバテック 7120101007974 自動車部品から半導体製造装置部品への新分野展開 八文字　正裕

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 ヴイーナス化成株式会社 7120001051239 コロナ禍で変化する消費者動向に対応した高粘度新商品の新分野展開 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大東市 有限会社ワールドファスナー 3122002011729 国産木材にこだわったデザイン家具製造による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ファーストブランド 8120001107329 オンラインで完結可能な専門家と生活者を繋ぐ新サービスの運営 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 若水技研株式会社 4122001008007 コロナ禍において市場拡大の進む精密医療機器製造用部品進出事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社タブチ 5120001020749 医療用銅管用「火無しワンタッチ継手」の量産体制の構築による新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アメリカンネットサービス 4180001054742 ペットと泊まれるドッグラン付き貸別荘 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 東大阪市 米田精工株式会社 8122001008333 新素材デンタルユニット部品専用ライン構築による海外進出計画 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 富田林市 理光フロートテクノロジー株式会社 2120101031335 グローバルニッチトップ企業による世界初の小型超低比重フロートの開発製造による業態転換。 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ア・フリーク 9120001197815 立地と経験を活かして複数事業を新たに立ち上げ多角化経営に挑戦 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社リバーシップ 9120901017931 昼営業主体のオリーブオイルで揚げるフライドチキンのテイクアウト＆カフェの事業計画書 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社カームデザイン 8010401072530 世界初３６０°音に包み込まれる３Ｄ音響空間カフェの新規展開 大澤　悠

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社イープランニング 8120101029480 特区民泊から一時利用の高機能レンタルオフィス施設へ業態転換 グロースリンク税理士法人

近畿 大阪府 八尾市 ヤマヒロ金属 デジタル板金加工体制構築による簡易治具化の実現 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社パッケージワン 3120001030709 包装資材卸売業者による製袋加工の内製化への業態転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ネクスタ 1120001205304 最新のデジタル技術を活用した生産計画自動化システムの開発及び販売事業に進出 安藤　幹根

近畿 大阪府 八尾市 Ｗａｖｅｅｅ　ｄｉｎｉｎｇ　ｂａｒ 健康と体験を組み合わせたジェラートの製造販売事業への転換 横山　昌司

近畿 大阪府 堺市西区 浜寺餅河月堂 いつでも片手で和スィーツエナジバー！ 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 三精工事サービス株式会社 5120001112851 不透明な市場で勝ち抜くために研究開発力を高める舞台機構研究所「ＳＡＮＳＥＩ　ＬＡＢＯ」の開設 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社カワイ彫刻工芸 9122002001096 中型樹脂部品向けＣＦＲＴＰ用成形金型の製造技術確立による事業再構築 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 双葉建設株式会社 7120001004213 自動ドリルマシン導入による鉄骨製作の生産性向上と新規請負事業への参入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 藤田金属株式会社 3122001024129 成長市場のアウトドア用品市場へ参入するため製造ラインを増設 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社あきない総合研究所 6120001131504 ＳＡＲＡＫＵ事業への事業再構築 株式会社きらぼし銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 有限会社ジェイジェイドリーム 8120002052276 アスベストにも対応する設備・ノウハウを身につけ解体業に進出する事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 近江屋高級クリーニング株式会社 8120001051361 生活様式の変化に対応した、衣類の総合サービス事業への転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 有限会社山田製作所 1120002012220 ＣＮＣ汎用円筒研削盤を導入することにより、半導体・ロボット分野へ進出する事業計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 晶隆工務店 現場工事での工期短縮を可能にする事前組立工法 尾中税理士法人

近畿 大阪府 大東市 有限会社山下塗膜工業所 9122002011673 脱炭素、環境に優しい複合乳酸菌機械の導入による事業再構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社グロープライズ 4122001027700 繁殖引退犬を業者から引き取り譲渡販売するペットショップの運営 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 有限会社中筋建材店 9120102022038 特許取得・世界初の石膏ボードリサイクル装置製造販売に取組む ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 豊中市 永原工芸株式会社 8120901024961 既存の木材造作技術を活かしてコロナ対応特注家具の製造販売に参入 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ユーエヌテクニカ 5122001008245 金属成形技術を活用し、拡張式ホーニングツール市場へ参入する事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 有限会社サードパーティー 6120002059182 ＡＩで筆跡を再現する手書きロボットの開発と手書きサービスの効率化 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭＫコーポレーション 5120001207998 コリアタウンにおける韓流レンタルスペース事業への新分野展開 湯川　直希

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社松本機械製作所 8120001004311 医薬・半導体向け加工市場への参入を実現するステンレス専用加工機の導入 株式会社八咲

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社明誠産業 1120101053900 ポリエチレン受口部材（呼び径２５０ｍｍ以上）の製造 堺商工会議所

近畿 大阪府 堺市堺区 伸栄鉄工株式会社 1120101003046 医薬品梱包装置の主要部品製造を通じた「医薬品製造業界」への新規参入事業 仲下聖治
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近畿 大阪府 摂津市 英和商工株式会社 1120901009102 塗装ブース設置事業をワンストップで実現し、高付加価値を提供 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社クボタ建設 7120101053085 “家を買いたい借りたい人”　と“家を貸したい売りたい人”のためのマッチングサイトを創設！住宅購入の新しい形 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市西区 ステンレスプロダクト株式会社 7120001128375 カーボンニュートラル実現に寄与する低負荷発電装置用部品の製造 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 日本電鍍工業株式会社 3120001104264 表面処理の最適化によってメーカーの悩み解決と自社の収益性向上を図る 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 ジャンボフーズ株式会社 4122001003511 アスリート等個人向け肉パッケージの販売を実現する小売生産体制構築計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社Ｋｅｉ’ｓ 5120001124517 造園業職人の人手不足解消と、伝統を守りぬく人材育成および仕事のマッチングに寄与する造園アプリ開発・運営事業 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社阪奈 7120001021373 フランジの特殊加工を内製化して事業を拡大する再構築 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ウィズワン 5122001013047 「ジャパニーズウイスキーの付加価値ブランディングによる製造、販売事業『養父蒸溜所』」 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 大阪府 門真市 宮田ミーリング有限会社 2120002080332 旋削を基盤に複合加工機等を導入し新分野の半導体装置等部品製造を立上げ 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社大路建材 6120101046420 環境を守る残土リサイクルに事業展開し、地域のリーディングカンパニーとして社会に貢献 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 阪南市 株式会社ミズマタ 4120101044806 鉄筋ユニット加工体制を整備することによる高品質鉄筋事業への業態転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 有限会社三和ドライ 6120002027131 クリーニング会社が始める、地域密着コインランドリー店 株式会社但馬銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社かなりえ 8120001218332 既存事業のネイルサロン顧客の要望でヘアサロンを新規展開する 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ワークサポート 4120001176749 コト消費で地域や日本の魅力を発信する特区民泊事業 日下　一郎

近畿 大阪府 大阪市淀川区 粟生産業株式会社 1120001053744 観光資源が豊富な淡路島での体験型宿泊事業への参入 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｎｇｒｏｗｉｎｇ 2120001010694 地域連動する共聴設備を用いたホテル向け独自チャンネルの実現 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 田倉精機株式会社 2120001020710 工具加工技術による高精度、短納期の工作機械部品製造への新分野展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 泉大津市 有限会社ロハスラボ大阪 2120102026029 不動産業から空き店舗を有効活用した地域密着型の自然食料品店運営への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社大立製作所 9122001001238 アフターコロナに向けた空気清浄器、医療・衛生用製品の金型製造への新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ソーシャルニード 4120001186748 既存事業所、店舗を活用した訪問介護とデイサービス事業 株式会社ライトアップ

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ヨガン 6120001131594 マシンピラティスのグループレッスンと姿勢矯正オンラインレッスンの展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＪＹＯＵＥＩ 5120001224168 ソフトフランスパンの製造販売に新規着手する事業再構築計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 柿本雅一税理士事務所 テレワークでの申告業務を実現するためのクラウド法人税ソフトの開発 馬場　明彦

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社大作 2120001066497 地域住民の憩いの場と景観保護地区を守るための新事業への取り組み 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社中野鉄工所 9120101005605 鉱山における資源の掘削作業用自動車タイヤに圧縮空気を補充する装置の生産。 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 八尾市 有限会社廣栄シヤーリング産業 6122002013664 車両・建築業界向けに、長尺材の新加工部品にて新分野展開と事業拡大計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ＭＡＲＵＩ－ＰｌｕｇＩｎ 7120003011728 日本舞踊のバーチャルリアリティー（　ＶＲ　）練習アプリ・ゲーム 小澤　悠二

近畿 大阪府 八尾市 株式会社プランドール 9120001116320 飲食業ノウハウを活かした地域密着型食パン専門店の新展開 木村千春

近畿 大阪府 阪南市 株式会社山吉 9120101044818 地元希少ブランド牛を使用した焼肉を日本料理店で新規提供する事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社大光 7120001212476 産業用ドローンのスクール運営によって事業を再構築する計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社メイクエイト 1120001196502 次世代３６０°ＣＶＲ動画不動産売買システム 大阪信用金庫

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社あきづ 3120101059549 深夜帯を強みとしていた居酒屋によるテイクアウト専用店舗の新設 山本　文則

近畿 大阪府 守口市 株式会社いきいき堂 5120001159240 姿勢反射Ｔシャツの製造販売で身体のゆがみやねじれを自宅で解消 有限会社あんしん会計

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社プレジール 7120002054918 ヘルスリテラシー向上を目指し２４時間フィットネスジム事業計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社カワラヤ 8120001195860 店舗事業の脱却によるグローバル向けｅ－ドラッグストア事業展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社英 5120002052717 大阪市内のバリバリ働く社会人を心身共に健康増進「プライベート個室サウナ」事業 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ウイングス 2120001122449 個別建設機械の間接材のＥＣサイト構築による建設機械業界の効率化とＤＸ化の推進 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 枚方市 株式会社アルファインターナショナル 6120001178594 プレジャーボートで創出する新たなアウトドアリゾート創出事業 米田　大作

近畿 大阪府 大東市 荒木産業株式会社 2120001110065 再生ガラスを使用したインターロッキングブロック製造ライン導入による新分野展開 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＥＳＴ電設工業 6122001025537 電気設備工事事業から焼き物用の粘土の乾燥装置を製造販売する新しい事業の確立 大阪信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 有限会社加来金型製作所 2120902008457 設備導入によるＥＶ自動車部品分野への進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社新家 5120001141074 熱ひずみの少ないファイバーレーザー加工機を導入することによる新分野への参入事業 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社アドホックス 6120001125340 建設作業員の安全を守る次世代建築仮設資材ミレニュームの施工サービス 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ＦＥＲＩＡ 4120001146479 美容院を中心とした複合施設事業 畠田　孝子

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社フリーライン 5120101055389 使用済ベントナイト液の再生プラント設立と資源の再利用推進事業 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社清水製作所 2120001003525 厚板特殊鋼材製品の高精度生産体制の構築 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市大正区 株式会社光明きゃん 5120001126711 畳の隙間や畳裏に配線可能な「ＴＡＴＡＭＩ　ＣＡＢＬＥ」で「日本の美しさを世界へ」伝える。 長谷　有希央

近畿 大阪府 東大阪市 シンワパックス株式会社 1122001003638 環境配慮新素材の再生ペレット事業への参入による樹脂成型業からの業容拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＤＩＯ・ＯＮＥ 5120001162723 企業就職等のマッチング・サービスを付加価値とする、クリエイター向け特化型コワーキング・スペース利用サービスの提供 長尾　豊嗣

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社セルバ 7120001114623 人材派遣会社向け汎用システム開発販売と人材派遣事業の実施 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社リコウ鉄工建設 3122001020631 鋼材加工の内製化によるセミオーダー式システム軽量鉄骨工事の実現 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社セレモニー真希社 2122001026522 完全個室とオンラインを組み合わせた感染対策葬儀場の展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社キコ・ステンレス 5120001152947 非鉄鋼材問屋から地域企業との連携による省人化機械メーカーへの転換事業 枚方信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 有限会社日精鉄工 4120002027918 カーボンニュートラル実現に貢献する水素エネルギー分野への進出 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 セルノイド株式会社 7120001192652 沖縄県産素材とフコキサンチンを組合せた新規機能性素材の製造 那覇商工会議所

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社吉﨑精工 1122001030112 精密微細加工技術を活用した新市場開拓計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 ＳＣＹグループ株式会社 8120901034861 コロナに負けない！管理栄養士監修の糖質オフお好み焼き！冷凍自動販売機での販売 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 吹田市 佐藤精機株式会社 2120901006610 コロナ禍における収益基盤強化に向けた医療機器産業への新規進出事業 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 泉大津市 株式会社ふじえ 9120101044982 射出成形技術を活かしカーボンニュートラルに、貢献するウィンドウウォッシャー液の製造開始 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 泉南市 エースプリント株式会社 1120101043991 インクジェットプリントで多品種小ロットの要望に応える取組み 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市中区 有限会社プラザヴィバーチェ 9120002040619 食を通じて、地域の輪を広げる事業 ＲｅＨｕｇ株式会社
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近畿 大阪府 堺市西区 株式会社正分建設工業 2120101049773 足場レンタルから次世代足場仮設工事まで足場総合商社体制の構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市北区 ブレイズ有限会社 7120102012040 卸売業から非接触型美容サービス業（セルフエステ）への新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ループ 1120001209040 障がい者向けグループホームを開設し障害福祉事業へ新分野展開 大久保　明信

近畿 大阪府 大阪市住吉区 合同会社アンシャンテ 8120003009226 集客が難しい時間帯の収益化を実現するフットサルコートの運営 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社青山製作所 2120001175414 医療検査機器向け板金製品に新規参入のための複合加工機導入事業 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社神宗 3120003001385 画期的新製品の発売とオンライン販売の強化による業容拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＨＩＢＩＫＩ 1120001214651 化粧品容器対応加工技術獲得とグリーン一貫製造ライン構築で新規顧客開拓 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社アーティフィス 6120001146733 ホログラムタッチレス端末の新型開発及びパッケージ化 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社優都 1120101027879 不動産取引業における住宅設計の内製化への参入に伴う業態転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 大阪南部合同青果株式会社 8120101001126 卸売市場直営、フルーツサラダスイーツの実店舗とＥＣ販売で新事業展開 堺商工会議所

近畿 大阪府 大東市 株式会社ｂ．ｆｒｅｅ 2122001032545 ＩＣＴの積極活用で職員にも利用者にも優しいデイサービス事業 北本　寛之

近畿 大阪府 大阪市中央区 マイ企画株式会社 7120001133549 ゴルフシミュレーターを使ったゴルフ練習場を開業することによる事業再構築 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社ケーオー 2122002001466 ＢｔｏＢの金物製造から個人向けのオーダーメイド家具製造に進出する計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ＥＧＳインターナショナル 6120001207592 「幼児教室×プログラミング教室」による、次世代教育実践教室の展開 新酒　芳斗

近畿 大阪府 東大阪市 作道印刷株式会社 8122001002682 パッケージ中心から企画商品等の多品種・小ロット印刷への新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 東大阪市 藤田珈琲株式会社 6122001006248 コーヒー豆の残渣を利用した有機肥料製造業への新分野展開 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社ベスト 6120001139068 印刷技術を活用したデジタルプリント事業により再構築を行う 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 富田林市 株式会社奥井鋼業 3120101030757 豊富なノウハウを生かした環境美化用品アッセンブリー事業戦略 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 ホープインターナショナルワークス株式会社 3120001144624 アパレルに特化したリメイクマーケットプレイス事業への参入 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 泉北郡忠岡町 関西製紙原料株式会社 4120105007040 脱炭素社会の実現に向けた廃プラスチック環境貢献プロジェクト 立田　博久

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社三晃鍍金工業所 3122001002943 ものづくりの未来を支える「Ｆｕｔｕｅｒ　Ｍｅｋｋｉ　Ｌａｂｏ」の開設による新分野展開 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ココハウス 8120901038945 自然エネルギーを活用した発電体験型キャンプ場 高野　敬太朗

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社シンコー・サイエンス・コーポレーション 6120001103478 市場拡大するソリッドコスメ（固形・半固形様化粧品）の製造・販売事業 税理士法人山田アンドパートナーズ

近畿 大阪府 豊中市 ニチマン工業株式会社 1120901025140 試作品製造を基に新設備を導入し医療・食品の部品製造を新規立上げ 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 ヒサクラ印刷株式会社 3120901033728 蒔絵技印刷技術の継承と最新の印刷技術を活かした新市場への挑戦！ 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ミズワン 7120001090328 アパレルのノウハウを活かし「服好きが集まる場を運営する事業」へ転換 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 ロックスリーエンターテイメント株式会社 4120001219739 デザイン力及び導線設計力を活かしたグランピング事業による地域活性化事業 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 和泉市 山本産業株式会社 7120101042014 非繊維製敷物市場への新規参入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 大阪市鶴見区 株式会社朝日化学工業所 1120001001406 新エネルギー及び燃料電池向け『高純度ギ酸』の開発プロジェクト 株式会社大垣共立銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ソフトウェアマネジメントセンター 8120001066236 地方創生を推進する新しいライフスタイル市場向けＳＮＳ事業参入 ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社松原鉄工所 2120001058478 特殊用途コンプレッサー市場への参入による新市場開拓計画 湖東信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社エボリューションクリエイト 6122001012592 「マッチング管理システム」開発による事業再構築を目指す 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 富田林市 ハイテン工業株式会社 1120101031121 高温熱間鍛造可能な金型で航空機・光学素子部品に新分野展開を図る。 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社エフ・アンジェリ 3120002057800 ウェディングドレスレンタル事業の新需要を自ら創出する業態転換 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 有限会社ホープクリーニング大阪 5120002073060 ２４時間営業スタイルの構築と家庭洗濯のトータルサポートの提供 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 トーエーテクノインターナショナル株式会社 3120001220152 デジタルサイネージコンテンツ開発からメディアプロデュース事業への転換 株式会社滋賀銀行

近畿 大阪府 岸和田市 ホンダ設備工業株式会社 1120101049205 需要が高まっている電解水生成装置販売・設置事業に進出する 大阪信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 林田工業株式会社 9120001150410 全国から金属加工役務を受注できるＥＣサイト 京都信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 株式会社テックエキスパート 2120002063270 障害者が在宅作業できるクラウドシステム会計記帳事業 西河　豊

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社アイ・オー・ワン 8120001146252 リアルイベントと遜色ない賑わい感動空間を作り上げるオンラインイベントプロデュース事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社日通国際企画 9120101047705 既存の貸切バスを車いす対応車両に改装して新たな需要を取り込む事業 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 村上精機株式会社 8120101007346 新たに医療用カメラ部品の製造業に参入し多角的な事業を目指す再構築事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社青光印刷 7120002009723 アナログとデジタルを融合させた高画質印刷媒体の製造販売事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 有限会社エムズネットヤマキタ 3120002019635 特許技術を用いた０．０１㎜薄削りの、極上鰹節ギフトの製造販売 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 オリカ産業株式会社 4120001062107 国内初の低環境負荷折箱生産体制構築によるＳＤＧｓ適応型折箱事業の強化と新市場の開拓 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 吹田市 三光食品株式会社 1120901033721 希少部位を扱う食肉卸業からＥＣサイトを活用した食肉販売業への事業拡大 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社南後製作所 7120001015821 ５軸制御マシニングセンタ導入による自由曲面加工への新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ブランドア 3120001131671 建設業界の人手不足を解消する、移設・脱着が超らくらくなパーティション装置の生産開始 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＳＥＰＴ 5120001114369 オンラインＬＩＶＥ配信＆非接触スマート受付システム「スマートストリーミング／スマートレセプション」 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ＢＢＪＣ 5120001126934 ＡＩ活用型バーチャル観光×越境ライブコマース事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 デコラティブシステム株式会社 2120901009753 平面粘着フィルム印刷のトップ級企業が挑む「三次元立体フィルム印刷」へのチャレンジ計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社和泉加工所 7120101051213 新たに半導体製造装置向け部品の挑戦を行うため生産設備を革新する 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 トランスオーシャン株式会社 9120001102592 洋上風力発電向け重量貨物に特化したバージ船利用海上運搬事業 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社モトックス 2122001007324 ワイン・食品の高抗糖化作用に基づく３種の健康促進サービス事業 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｇ’Ｓｔｙｌｅ 9120001163635 居酒屋からランチメイン台湾料理店への業態転換 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大東市 株式会社サツマ超硬精密 5122001015340 難削材加工におけるワンランク上の加工精度への挑戦による新分野展開 株式会社フロウシンク

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＴＡＩＳＨＯ－ｆｉｃ 9120001200933 広告業の強みを活かしたインドアゴルフへの参入による事業再構築 金﨑　卓也

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社中川製作所 9122001014850 金属部品製作にブローチ加工を導入することで業態転換に挑戦する 田中　道彦

近畿 大阪府 大阪市平野区 有限会社三光金属 7120002011209 コロナの影響で高騰する建築資材のコストダウンに寄与する金型・試作品の開発 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 松原市 株式会社フリーセルイズム 3120101028652 物流企業のノウハウを活かし和菓子製造小売への事業転換を図る 税理士法人ＭＦＭ

近畿 大阪府 枚方市 株式会社坂口 2120001208660 アウトドアユーザーを取り込め！自動車販売店が取り組むオリジナルＤＩＹキットの開発・販売 酒井　敏行
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近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社デリコ 9120101004854 食品専門から全業種へ食で福利厚生と営業ツール提案コンサルタント 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ティー・エム・ティー 8120001132616 ＳＵＢＣＬＯ（サブクロ）「宅配型トランクルーム＆コンシェルジュサービス」の事業展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 和泉市 株式会社ＭＧＧ 3013301041799 経営のコンサル知識を活かして、犬と入れる焼肉店やドッグカフェ等を開業する計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ａ・ＯＣＥＡＮ株式会社 8120001142391 電気工事業の経営効率を向上させる次世代型プラットフォームビジネス 税理士法人ＧＬＡＤＺ

近畿 大阪府 豊中市 有限会社エフエフ 9120902022154 工作機械用部品の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 東大阪市 共和メディカル株式会社 1120901014779 アジア諸国への介護マッチングサービス事業の展開 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社マルエス 7120101007090 イカフライの柔らか加工技術を活かした「しっとりドライフルーツ」の開発販売 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社タケヤテック 5120001029245 医療検査機器向け大型精密部品加工への新規進出事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 摂津市 プリマール株式会社 8120901009970 脱酸素技術を用いた新しい化粧品製造工程の構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社ブンカ 6120001021523 製造卸売業のノウハウを菓子小売業に活かす新分野展開事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 サンワード株式会社 3120001023530 「オンライン縫製スクール」を開設しコロナ禍回復の事業革新を図る 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住吉区 住吉金属株式会社 7120001032932 ポンプとモーターが一体となった外接形歯車ポンプの製造による新分野への進出 井関　新吾

近畿 大阪府 摂津市 寺本紙器工業株式会社 7120901009757 環境性能に極めて優れたマイクロフルート製食品トレーの新規製造事業 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 大阪市東成区 有限会社旭 1120002059253 介護事業所向けランドリー事業への参画 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 和泉市 株式会社エヌビー 9120101046500 コロナ禍における薄板精密板金事業への進出事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社ＦＩＶＥ 3122002010169 豊かな自然に囲まれて銀製品の加工体験を、燻し銀の宿＠大阪岬町 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社幸田 3120001079151 酒類販売事業のＤＸ化の計画 岡本　亮

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ＮＩＴＯエンタープライズ 7120901032544 食をテーマにした屋上テーマパークの立上げプロジェクト 坪田　亮介

近畿 大阪府 和泉市 吉川織物株式会社 9120101042037 経営資源のシナジー効果を高めるアクアリウム事業参入とＤＸ販売戦略の展開 和泉商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社センショー 3120001163558 「小型部品のめっき加工」と「小型部品の複合めっき加工」による新しい事業の確立 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｋａｅｒｕ 9120001167306 Ｗｅｂ販売代理店構築システムの提供及び支援事業 中央会計株式会社

近畿 大阪府 茨木市 星和ロジテム株式会社 3120901009554 既存物流システムとＩＴ技術を活用した、環境負荷減の仕組みに乗せて月桃茶の販売事業を展開し売り上げ拡大を狙う・新分野展開事 井上大輔

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社フィールトラスト 7120001169394 小規模歯科技工所特化型クラウドサービスでコロナ禍のダメージを乗り越える 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 吹田市 株式会社サンパック 3120901006551 当社初となる紙器事業への進出によるウィズコロナに適応する事業構造への転換 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社エス・ビルド 3120001104966 銘木端材とレジンが生み出すリバーテーブル「ＭＵＲＵＩ」事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＳＤＫキッチン 2120901030379 豚肉を余すことなく使用した専門店への業態転換 のぞみ信用組合

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｃｙｕｊｏ 7120001145271 新分野展開のクーポン販売・寄付事業を開始し、経済活性化を図る 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市住之江区 有限会社ソルトムーン 1120002040155 メンテナンス事業に解体事業を加え、小型船舶をトータルサポート 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 光和産業株式会社 8120001020192 脱炭素社会に向けて需要が拡大する、アルミ製品製造業への参入 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社飯常製作所 9120101000507 再生可能エネルギーである風力発電向け動力部の軸受、保持器製造の新分野展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 泉大津市 株式会社ミリオンパワー 7120101042682 独自性高いカウンセリングの提供で働く親が活躍できる社会を実現 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 大阪府 大阪市住吉区 相生株式会社 5120001188710 障害者の就労支援業務の構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 光陽精機株式会社 5120101036661 高性能門形五面加工機で電気自動車向け車体プレス重要部品への展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社林陽商事 3120001187912 テイクアウト・デリバリー用アルミ製密閉容器で中食業界に革命を起こします！ 株式会社あけぼの経営

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 元町伊庭クリニック 滞在型全身メディカルエステ事業～Ｇｒｅｅｎ　Ｈｏｕｓｅ　グリーンハウス～の展開と取り組み～ ひかり戦略会計株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社フーズクリエーション 6120001131727 飲食店の経営・運営受託会社が新たに手掛けるペット別荘事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社久保合成 6122001030917 クリーンルーム環境でのシルク印刷機導入による容器印刷事業への業態転換 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ラサンテインターナショナル 5120001051703 移動式本格サウナ販売・サービス提供による総合サウナ事業への新規参入 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 センダイ工業株式会社 8120001066062 商品包装における脱プラニーズに応えるバイオマス包装資材の開発 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 株式会社アイリス 2120101057685 葬儀中心のサービス（葬儀専門サービス）から納骨堂中心のサービス（納骨堂サービス）に業態転換する。 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社Ｇハウス 3120001000100 人々のより豊かな暮らしをワンストップで提供するバリューチェーンを構築する 大阪信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 有限会社アンビアンス 4120902013208 美容事業にシナジー効果をもたらすセルフ型フォトスタジオの併設 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社三原 3120101043073 最新装置の導入による磨棒鋼加工の高精度化による業態転換計画 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社デリコジャパン 4120101048393 企画・開発・生産・販売までを手掛ける食品製造業への業種転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 ホクユーメディックス株式会社 7120001058358 高まる非接触認証ニーズに対応するＩＣタグ（ＲＦＩＤ）内封型リストバンド開発と製造販売 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｔｈｅ　ＤＥＣＫ株式会社 9120001195728 明瞭な価格体系に基づくオフィス改修プランを提供し、職場環境の向上を促進する。 中央会計株式会社

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社シーエスコミュニケーション 1120001102699 プライバシー保護に配慮したエッジコンピューティングによるＡＩ画像解析ソリューション 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社金剛 6120001012324 コロナ禍で急増するネットショップや動画配信をサポートする販促専門スタジオ 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ディープインパクト 7120001120407 美容医療のエビデンスに基づく美容医療関連コンテンツ＆ＤＢ構築による広告業への進出 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 飯田金属工業株式会社 8122001017664 介護福祉機器製造可能とする最先端設備導入による新分野展開 八尾商工会議所

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社セブンス・アール 7120001184856 既存ビジネスの強みを生かした事業拡張 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 阪南市 株式会社エートス 5120101046652 工事用不織布製造国内Ｎｏ．１企業が新たに挑む「鉄道車両向け吸音断熱材」製造に向けた設備計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 門真市 辻本紙器工業株式会社 5120001158580 ＥＣ需要に対応するレターパック製造とアッセンブリ加工の構築 京都信用金庫

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社辻林鐵工所 4120101004215 リバースエンジニアリング技術を利用した機械部品再生事業への新規参入 荒井　裕貴

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社丸留 1120001070764 富士山を一望できる絶景の本格フィンランド式サウナ事業 鯉淵　拓真

近畿 大阪府 池田市 池田タクシー株式会社 8120901019391 ａｆｔｅｒコロナとＳＤＧｓに対応した「食の楽しみ」の提供 株式会社みなと銀行

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ＮＯＧＩＫＵ 1120901034562 自慢の川魚料理と自家製アイスクリームでＥＣ販売の強化 大城　真樹

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社勇進金型 9122001033470 国内初の天然素材ＣＭＦ　成形技術の確立によるＣＭＦ　成形品製造・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 大阪市城東区 株式会社袋布向春園本店 8120001015382 強みの茶葉を活用してスイーツ分野へ進出 荒巻税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社イーデザイン 5120001162038 金沢初！インバウンド宿泊業から高機能コワーキングスペース施設へ グロースリンク税理士法人

近畿 大阪府 守口市 合同会社インテグレーション 6120003014426 飲食店からエイジングケアサロンへの業種転換 柴田　壽徹
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近畿 大阪府 大阪市西淀川区 尾崎ウェルスチール株式会社 1140001081033 先端デジタル技術を用いた一貫生産で水素燃料関連市場に参入し脱炭素化を図る 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大東市 大川創業株式会社 9122001015147 区画賃貸業から脱却し進化した「創業・操業支援型トライアルマルシェ事業」へ挑戦 酒井　敏行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社フォーツール 3122001025465 ＥＶモータ、ロボット等向け円すいコロ軸受金型分野への参入及び新規顧客開拓計画 荒井　裕貴

近畿 大阪府 大阪市中央区 コスモスタイル株式会社 5120001189790 菓子製造販売業で新たにテイクアウト・ネット販売事業へ参入 弘井　憲一

近畿 大阪府 大阪市東成区 協立工業株式会社 7120001012133 最新鋭加工機を導入することによる新分野への参入 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社サニーブランチカンパニー 2120001167923 ウィズコロナにおける健康食提供体制の再構築 中澤　悠平

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社テラシステムプランサービス 6120001158704 業界ＤＸを推進する集合住宅工事管理システムの開発及び販売 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ナッセ 2120001136580 パーキンソン病等の特定疾病に特化した医療・リハビリサービス創出 税理士法人和

近畿 大阪府 吹田市 Ｊ－ＴＥＣ株式会社 4120901018595 未来の技術者育成につなげる　ロボット・プログラミング教室 柴田将芳

近畿 大阪府 大阪市平野区 エーゼル株式会社 7120001119366 就労継続支援のノウハウを活かしダンボール製車椅子の製造を行う 株式会社ハッピー・メンター

近畿 大阪府 門真市 大和技研株式会社 5120001157748 新分野「尿検査機器」への参入を目指すためのパンチレーザー複合加工機導入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 有限会社マルキ精機 2120002075101 高精度加工機の導入による医薬品分野への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 杜工芸株式会社 3120101060085 最新鋭の印刷機と加工技術によりデジタルイラストを装飾したインテリア用品製造販売事業 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 八尾市 相互電機工業株式会社 4122001018955 短納期ニーズに対応する安心安全リユースクレーンの一貫受注事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＫＥＩＺＯ 6120101046651 富裕層向けマンションリノベーション事業（住まいのコンシェルジュ） ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ＲＥＴＯＷＮ 4120001113280 大阪市生野区御幸森小学校跡地活用事業　「いくのコーライブズパーク」プロジェクト！ トリプルグッド税理士法人

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＣＰＡ　Ａｌｌｉａｎｃｅ 6122001012758 マイニングマシンを活用したＡＩ画像診断サービスの提供	 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ダイワライセット 9120101049651 自社物件による障がい者向けグループホーム事業で社会貢献 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アスエル・ワーク 5122001025281 脱炭素社会を促進、太陽光パネルメンテナンス事業 永和信用金庫

近畿 大阪府 富田林市 株式会社Ｗ，Ｂｏｗ．ｐｌａｃｅ 5120101034855 味の大阪「炉端焼わっしょい」だから今までの冷凍食品とは違うんです 前田　康伸

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社グリーングラス 6120001124904 立体造形物の制作サービスを目玉とする新店舗のオープン 税理士法人りとく

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ひろみつ 9120901039174 ペットフードと企業向け新商品のＥＣ展開と廃棄食材ゼロへの挑戦 茨木商工会議所

近畿 大阪府 八尾市 株式会社八尾カワサキ 7122001020470 製造・小売・サービス事業の総合的展開による絶版二輪車市場への進出 株式会社Ｎ総合会計コンサルティング

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社エムステージ 3120001097302 封入封函事業の取組みで自社機密工場完結型ワンストップサービスの実現 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 貝塚市 有限会社料亭この木 4120102022496 老舗料亭が営む年齢層３０代から５０代の男女を新たにターゲットとした居酒屋店舗の展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 井本紙工株式会社 3120001016848 生産性と衛生レベルが高い製造工程を構築し、新たな分野で事業拡大に挑む 株式会社Ｎ総合会計コンサルティング

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社スタッドラインファスナー 7122002002583 ゴルフサロンでのトレーナー指導により小売市場・補修市場を開拓 特定非営利活動法人ヒューリット経営研究所

近畿 大阪府 豊中市 株式会社メディカルフラワー 5120901028742 地域住民の健康寿命の増進のための整骨院とフィットネスジムの連携事業 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 Ｐｌｅａｓｕｒｅ　Ｓｕｐｐｏｒｔ株式会社 7120001122188 オンラインで完結！美容師のキャリア支援と美容室の経営改善 ＡｉｒＥｘ　Ｖｅｎｔｕｒｅ株式会社

近畿 大阪府 松原市 有限会社日本ダイビングプロジェクト 5120102015458 マリン事業からネイチャー＆アウトドアビジネス展開プロジェクト 伊村　睦男

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ネオフュージョン 2122001017455 非正規社員の雇用を支援する人材紹介プラットフォーム開発と運営 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 ＫＵＭＡピアノ教室 比叡平初！オンライン・音響設備完備のレンタルスペース新設事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 双栄建設株式会社 7120901018312 ２００年企業への挑戦！建築業の人材不足を解消する監理団体設立 大平　洋平

近畿 大阪府 和泉市 ラウンジ黒ねこ 喫茶店事業の新規開業による新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社プラスイノベーション 9120001178303 既存の建築工事業に加えて、希少家具の製造販売事業参入計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＧｙｐｓｙＦｉｒｅＳｔｒｅａｍ 9122001032027 【アフターコロナに向け～大雪上川エリア・ランドマーク造成プロジェクト】 小松秀一朗

近畿 大阪府 和泉市 つじい農園 農園の料理教室と大阪産パプリカ加工品製造のためのワークスペース設置と運用開始 古池　和弘

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社勝虫 7120001220066 専門店のブランド力を活かし、コロナショックを乗り切るマルチチャネルを展開する。 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 池田市 よしもとドッグトレーニングスクール ドッグトレーニングから国際基準を満たすドッグスポーツ（アジリティー）競技施設提供への事業転換 倉田　晃

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社華匯商事 9120001135519 会員アプリで繋がる、スーパー・中華料理店・デリバリーの総合的な商圏の構築 ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 吹田市 ＫＡＮＡＵ合同会社 6120903001639 古宇利島ふれあい広場・地域活性化プロジェクト 田中　裕之

近畿 大阪府 東大阪市 ダイセキズナマシニング株式会社 5122001031420 精密部品加工のノウハウを活かした「脱炭素社会実現」へ向けた新分野展開 髙砂　吉孝

近畿 大阪府 門真市 株式会社塚原商会 3120001158509 抗菌に特化した新たな工事分野への展開と経営リスクの分散 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社イフデザイン 6120001120754 ＩＴ企業の最新ＡＩを用いた教育格差への挑戦 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社権兵衛 1120002053033 テイクアウト事業の始動による事業再構築プロジェクト 坪田　亮介

近畿 大阪府 守口市 株式会社鴻進テック 3120001155720 時代を作る新素材（テフロン等）プリント基板試作工場への変革 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社インテリジェント 8122001017202 総合工事業の強みと人的資源をフルに活用できる住宅型有料老人ホーム事業に進出する。 松本　慎太郎

近畿 大阪府 大阪市福島区 有限会社山金 4120002019345 水産物仲卸売業が挑む大阪寿司店～街のお魚やさん～ 廣岡　茂男

近畿 大阪府 堺市中区 富士金属工業株式会社 7120101006035 コロナ禍におけるＥＶ部品製造事業への進出 堀田　晃平

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社オーゼットカンパニー 3120001173838 外食業界の発展に！２４時間いつでも行ける美容室への事業展開 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 箕面市 株式会社フラン・エレガン 2120901036748 食のＳＤＧｓを実現する精肉加工と弁当製造（ＳＤＧｓＢＥＮＴＯ）の展開 株式会社愛知銀行

近畿 大阪府 吹田市 株式会社スペース 6120901016663 家屋解体時の廃材を木材チップ品に生まれ変わらせる事業計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市旭区 興栄産業株式会社 1120001000408 ＥＶ自動車用電池部品市場への進出をかけた同時５軸加工技術の開発 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 カワセコンピュータサプライ株式会社 2120001077131 顧客体験向上プラットフォームの構築による個人に寄り添った情報提供事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 エルベート株式会社 1120001105099 ネット通販応援、検品・検針～撮影・画像クラウドまで一括受注！ 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 松原市 株式会社ＩＷＴカンパニー 1120101027631 ３×３専用コートと経験豊富なコーチ陣による地域の子供のためのバスケットスクールの設立 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 大徳産業株式会社 8120901007314 ２４時間営業の女性専用ジム兼ピラティススタジオ事業への進出 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社Ａｒｔｓ 7120001139323 舞台装置設計から撮影・編集まで一気通貫で行う動画制作事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 三和合板株式会社 5120001003489 新たな高品質化粧板生産による【合板事業部】の再構築計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社ウケゼキ 4120001191252 「特殊紙＆パッケージ」の小ロット・短納期提供による事業再構築 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 大阪府 大阪市北区 エス・ハート・エス株式会社 6120001107231 ファブレスから製造への転換でスカルプブラシのシェア・売上・利益の拡大 大阪信用金庫
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近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社岩本モデル製作所 4120001147411 微細加工技術チームを新設し、高精度，高品質の要望に応えられる医療用ロボット部品の製作に挑戦 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 吹田市 株式会社キットカンパニー 5120002024889 内装・広告関連から、イベント／ショールーム分野に進出する事業再構築計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社プロルート丸光 5120001089000 「いつもの薬が処方箋無しで買える零売薬局」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 大阪市都島区 株式会社研美社 4120001023232 スマホにＩＣカードをかざし、名刺画像を表示させる新サービスの提供 ＩＤＭ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社インターコスモス 4120001060886 大型デジタルＵＶプリンターを活用しコロナ禍に対応した抗菌等の壁紙を製造、店舗リニューアルニーズに総合的に応える新分野展開 表　順一

近畿 大阪府 大阪市生野区 有限会社青木紙工所 8120002066846 デジタル制御設備投資で挑むサプライチェーン変革による再構築計画 田川　智洋

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 谷川工業株式会社 5120001024072 コロナ禍の新たなアート！「アール・グラージュ」の販売・　ギャラリー開設 大阪信用金庫

近畿 大阪府 池田市 株式会社モードケイズ 9120901021504 既存事業の強みを活かした「トリミングサロン」の開設 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社テニック 4120001067428 革新的新サービスの展開によるテニス市場活性化計画 島本　昌一

近畿 大阪府 大阪市西成区 有限会社エンジョイ 8120002067539 認知症対応型通所介護事業へ新分野転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 さくら家 外食・中食に対応し、新しい楽しみを提供する複合専門飲食店事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 和泉市 株式会社藤原工作所 5120101052262 最新設備を活用した生産体制構築による「再生医療業界」への新規参入事業 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 茨木市 大阪ウエルデイング工業株式会社 2120901000448 大型部品加工に対応可能な生産体制構築による成長市場への新規参入 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＴＮＴ　ＭＡＲＫＥＴ 3120001154706 デザイン×安心素材、麗しきお菓子缶を世界へ 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 吹田市 株式会社Ｖａｒｍａ 9120901037863 美容師の働き方を改革するオンライン美髪専門クリニック立ち上げ 中井　学

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社小野工機 2120001011890 最新鋭加工機を導入し新分野展開に挑戦 大阪信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 株式会社ＨＵＢａｔＬＩＦＥ 1120901042037 ２０～４０代の「社会で活躍する女性」の健康をサポートするＡＩを活用した非接触型のセミパーソナルフィットネスジム ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ニューミュンヘン 6120901025160 無煙ロースターによる料理提供とワインを中心としたレストランへの業態転換 花田　隆志

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社４Ｕ 6120001124193 アパレルＥＣ事業者向け「売れる商品画像撮影サービス」の展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社パブリックヘルス研究所 4120901027687 これが出たらこれを選ぶ！完全的中で看護学生の資格取得サポート 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社スギタ 6120001044400 暗闇で光る反射ドットプリントを使ったビブスや鞄などの、防災備品の開発・販売 ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社アメージング 9120001127763 生活様式の変化に即した「都市型インドアゴルフ事業」の展開 税理士法人ミライト・パートナーズ

近畿 大阪府 枚方市 株式会社橘電気工事 8120001149949 設計事業新展開による電気設備のトータルプロデュース 久保　憲司

近畿 大阪府 貝塚市 サロンドイワキ サロンドイワキ　ネイルサロンによる事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社八尾金網製作所 3122001020466 試作・設計・開発型事業の製造ライン構築と難加工材極細線金網製品の製造 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社錢屋本舗 2120001023911 それでも人と繋がるために心の距離を近くする暮らしの提案を 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 大阪府 四條畷市 ｓｐｉｃｅＰＡＲＩＷＡＲ セントラルキッチンとなるガーデンカフェ併設のワークスペース事業 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社フレンドシップパートナーズ 5120002070974 実店舗オンリーの販売スタイルからＷＥＢオンライン販売のスタイルへ 株式会社但馬銀行

近畿 大阪府 箕面市 株式会社シェモア 1120901028275 「美と健康を追求」するカフェをオープンし、ブランド力の向上を図る 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 グローバル・テック株式会社 9120001108433 既存事業のノウハウ活用と新たな設備で新事業「安全性試験」を事業化 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 豊中市 株式会社アドヴェン 5190001004290 ＥＣサイトと冷凍技術で「めはり屋文在ヱ門」の味を全国へお届けします 中川諭

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社エスプリフォート 7120001108690 新しい購入スタイルを実現。ＥＣを活用した自動車部品販売事業。 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 日本酒餐昧うつつよ 日本酒飲食店が挑む製造小売業への転身 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 枚方市 テクノジャパン株式会社 3120901018472 訪問看護及び介護予防訪問看護ステーションの設立 本出　一正

近畿 大阪府 堺市西区 三海 バーチャルレストランの開業による寿司専門中食事業への進出 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社和なか 5120001162087 Ｗａｎａｋａ　Ｓｋｙ　Ｔｅｒｒａｃｅ　Ａｗａｊｉ 中川諭

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｉ－ＳＥＥＤ 3120001196376 地元飲食店のＥＣを推進するデジタルを活用した次世代型焼肉店舗経営 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 有限会社ユニゲリカー 9150002005263 既存の海外ネットワークを活用した伝統ある酒蔵がつくる日本酒の輸出販売事業 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 茨木市 Ｐｏｓｈｄｅｃｏ株式会社 1120902012666 ダンボール加工からアクリル板加工による新規顧客開拓で事業再構築 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社キノシタ大阪 5120001144201 白馬でのコンパクトプレミアムなアウトドアフィールド（上質な森泊体験）の提供による地域活性化プロジェクト 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 大阪市中央区 ミナトクリエイト株式会社 5120001090486 保有不動産を活用した、エスニックホテル運営計画 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ＡＩＭＹ 5120001214689 ママビジネスプラットフォーム構築によるＢｔｏＣママキャン事業 佐藤勝裕

近畿 大阪府 大阪市福島区 エ．マ．フ．ル合同会社 6120003018377 ウィズコロナ！共有をさける時代だからこそ浄水マイボトルの開発 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪狭山市 サカイチ不動産株式会社 6120101027528 地域活性化するグランピングとカニ温泉宿のハイブリッド型宿泊事業 但馬信用金庫

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社竹中木工 6120101021621 下請けで蓄積した技術力を活用して自社ブランド家具の製造販売を行う計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社セレンディピット 9120101029315 ナノレベルの溶剤製造ノウハウを活かした小売り農薬事業への進出 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 淀川建材工業株式会社 4120001050846 特注品対応能力を活かした高精度なステンレス加工体制の構築 松下　隆信

近畿 大阪府 寝屋川市 スパイラル紙業株式会社 9120001000598 業界でも数少ない美粧紙管容器生産体制の構築による新事業への進出と事業再構築の取組み 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 三嶋彫刻 微細な刻印加工技術を活かした一貫生産体制構築によるフィットネス機器部品等製造 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 枚方市 株式会社坂本設計技術開発研究所 2120001151992 金型設計のノウハウを活かしたワンストップ製造による事業再構築 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社グラスプイートアタック 4120001194131 ミシュランシェフ✖医師・管理栄養士による医と食のコラボ宅食事業 三村　淳司

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 コーセン建設株式会社 3120001009686 工事・処理・販売を一本化！改良土をリサイクル販売し、環境に優しい循環型社会への貢献 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社たかぎ工房 7122002002880 既存事業「日本料理店」の技術を生かした「お惣菜テイクアウト専門店」の新分野開拓 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 門真市 株式会社鈴木金属製作所 6120001157615 既存プレス加工業に関連する金型製造業進出による事業再構築 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社エスパス 8120001145799 スイーツ店出店による地域リノベーション計画 本倉　康裕

近畿 大阪府 八尾市 有限会社匠金型 5122002016817 ワンタッチ着脱技術を開発トロフィー業界向け金型製作 金園　英也

近畿 大阪府 四條畷市 株式会社ＡＫＩＴＡ 1122001027851 新聞販売店が行う地域活性化に向けた広告事業 中村　健一郎

近畿 大阪府 交野市 共栄産業株式会社 3120001146967 市場に広がる検査医療分野の製造設備の新設による事業再構築 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 柏原市 株式会社松徳工業所 2122001021242 表面処理ラインを導入した金属熱処理の高度化による新分野展開 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 箕面市 明和ビル管理株式会社 6120901025904 ウイルス対策機器専門販売事業部構築事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ジェイサット 3120001198323 現地滞在歴２５年の専門家が運営する旬なミャンマー情報の有料配信およびＷＥＢコンサルティング事業 島本　昌一
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近畿 大阪府 大阪市旭区 ココデンタルクリニック コロナウイルス感染症対策した嚙み合わせとエステ・呼吸ストレッチを組み合わせたデンタルエステ事業への進出 株式会社シェアードバリュー

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社イーテック 6120101005038 これまで培ってきたエネルギー関連技術を生かして冷蔵倉庫業に新規参入 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 トミー整骨鍼灸院 からだの内からも外からも健康で美しく！　整骨鍼灸院併設型フェイシャルエステ事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 茨木市 株式会社北摂興産 8120901014616 環境保全・リサイクルのニーズを捉えた残土再生　～　土木工事のノウハウを活かした残土リサイクル事業　～ 税理士法人　えびす会計

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社レブ・クリエイト 2120001137827 テーマパーク演出のノウハウを生かし、熊本復興応援プロジェクト！！熊本の食を大阪で広める小売店舗　製作・経営への挑戦！ 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 観光開発株式会社 6120001162805 三段壁洞窟×デジタルナイトツーリズム 堂本　道信

近畿 大阪府 藤井寺市 株式会社高木 4120101032884 ＥＶ市場に向けた生産体制構築のための機器及びシステム導入によるＤＸの推進 八尾商工会議所

近畿 大阪府 大阪市住吉区 ＲＫ商事株式会社 9120001140816 災害時用、レジャー用のポータブル電源の日本国内生産、販売 大八木　勇毅

近畿 大阪府 箕面市 株式会社日本フラッシュ 6120901020814 溶かさず接合する革新的接合技術の開発 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社アッシュ 6120001014221 日本の名品を世界へ発信！唯一無二のＶＲショールームサービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市生野区 大栗紙工株式会社 5120001017076 パーソナルユースのニーズに対応した新製品の開発から製造・販売に至る一貫事業への取り組み 杉本　庄吉

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社Ｒｉｃｈｉｅ 9120001113631 目指せナチュラル美魔女！心と体が１０歳若返る健康エステサロン 小林　亮介

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社アール・ケイ・ティ 3120001011642 地元密着型の建売事業への挑戦 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社天満屋 9120001024440 商品開発と小ロット生産が可能な食品工場の新設による新しい販路の構築 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 堺市美原区 有限会社北新工業 2120102013646 絞り加工技術等を用いた工程集約提案で半導体・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 大阪市北区 株式会社矢動丸プロジエクト 7120001071402 事業承継課題克服に特化したオン／オフラインメディア構築と運営 萩口　義治

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社プラザオーサカ 1120001129957 ホテルプラザオーサカ最上階屋上ルーフトップバー建設プロジェクト 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社チェリカ 1120001205659 美と健康でお客様に寄り添う。健康カフェ併設の同時施術サロン事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社ノーヴェ 1140001088326 「Ｚａｂｕｔｏｎモンブラン」を販売する高級パティスリーブティックのプロデュース 株式会社令和コンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＴＡＳＣ 8120001171886 愛犬も人も住み心地の良い愛犬住宅リノベーション事業 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 大阪市浪速区 有限会社い志だ屋 8120002019548 食肉加工食品の開発・受託製造事業の新設を行う新分野展開 奥村・千村税理士法人

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社ワンシング 8120001210784 ショールーム設置による個人宅リフォーム事業を展開 金園　英也

近畿 大阪府 大阪市城東区 ワークテック合同会社 6120003016298 清掃技術を活かした安心安全な宿泊施設運営への事業展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社タケノブ 2120002030568 プラスチック素材の企画設計力を活かしたインドアゴルフ事業の取り組み 内藤　義光

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＪＣＴＮ 4120001228491 ブリューパブから世界に羽ばたくクラフトビール製造業への転身 豊中商工会議所

近畿 大阪府 箕面市 かたおか歯科クリニック ホスピタリティ溢れる高齢者に特化した歯科医院 税理士法人ＦＩＡ

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 有限会社安本事務所 3120002041911 元日本チャンピオンが教えるボクササイズと薬剤師監修メニューで女性の悩みを解決する新しいカウンセリング事業 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社鷺森製作所 1120001014878 トレーサビリティを活かした半導体機械装置部品の製造 ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 廣川エスベックス株式会社 9120001016842 化粧品アッセンブリー事業 御堂筋税理士法人

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社キャプテンライン 7120001115142 国内初のクルージング付きグランピング施設 但馬信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社エクストリンク 4120001223443 幅広いサービス業の集客支援ＡＳＰをサブスクコンテンツとして提供 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ソルテック工業 9120001017873 建設事務に特化した就労移行支援及び人材紹介・派遣事業への参入 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社グラスヒルズ 7120101046072 地域のための、先端設備を導入した野球塾・スポーツ施設の提供 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社タナック 3120001066942 ＡＩ搭載型『技術継承・人材育成』システム・アプリ開発で国内および世界展開する事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 箕面市 株式会社きせんコミュニケーションズ 4120901021772 多職種連携地域活性化プロジェクト住宅型有料老人ホーム 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 ハイネスコーポレーション株式会社 1120001092965 高齢者の住まい・施設　管理運営会社向け　入居者管理システムの開発 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社八十島 6120001174206 ミスト方式で非接触、ふき取り不要の除菌・消毒機器の製造販売事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社エヌ・トライブ 8120001188889 新たにＷＥＢでの非接触リテールツール開発分野に展開する事業 柴田将芳

近畿 大阪府 大阪市中央区 あっと株式会社 4120001140845 非侵襲毛細血管スコープの医科向け機器開発事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ＤＲＡＷＥＲＳ 7120001198162 サステナブルを泊まって体感　貸別荘と再生品の新しい販売方法に挑戦 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 菊水株式会社 3120001193209 新たな働き方×バケーションによる「与輪島まるごとワーケーション」の実現 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 八尾市 株式会社オーダム 6122001021890 コンシューマ事業の新たな提案。廃棄から再資源に転換するサーキュラーサービスの展開とＳＤＧｓへの取組み。 税理士法人山田アンドパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ユアーショップ 4012701010660 閉校した中学校を使った生活と就労の支援を行う障害者福祉事業 神園幸太郎

近畿 大阪府 大阪市北区 クジラ株式会社 8120001127681 地域密着型シェアリビングによる家具販売事業 ＴＳＡ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 クルーズカンパニー株式会社 3120001078590 コロナ禍でも安心・安全に使用できる防災商品の企画・販売 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社カインドリフォーム 9120001117814 地域Ｎｏ１．リノベマンション特化型不動産仲介売買事業への業種転換 丸山　達也

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社光陽 6120001020194 創業６５年　バイク・自転車でアットホームイノベーション 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社加島機設 9120001054479 玉掛作業員とラフテレーンクレーンのオペレーターの一体派遣事業 中尾　元信

近畿 大阪府 箕面市 クモノスコーポレーション株式会社 9120901020373 ３Ｄデータに新たな価値を与えるデータ管理プラットフォーム事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社タマテック 3122001028682 ５軸マシニングセンタを活用したドローン用高度部品分野等への進出 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 ハードロック工業株式会社 1122001005881 軸受固定用に新開発した精密緩み止め部品の生産に伴う新規設備の導入 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＡＹ建設 7120001174089 建築業界専門シェアオフィスを開始。スイミー効果で事業力ＵＰ！ 税理士法人ＨＹＫ

近畿 大阪府 豊中市 パルナス商事株式会社 8140001050857 店舗移転による製造力強化及びキッチンカー販売・地域密着フードロス削減ビジネスの展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社熊五郎 2120901023556 大阪のご当地グルメ・野菜を通じて、大阪の魅力を全国、世界に発信するレストラン 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 浪芳庵株式会社 5120001086278 和菓子文化を次世代に継承する為に　和菓子素材を活かした新しいパンの店を作ります 橋本　博

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社クーバルＣ３ 2120001161471 社会の課題を価値に転換する生きる活力循環型飲食業 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社万代建材 6120001185475 ツキ板加工業者から別注家具製造業への業態転換 岩﨑　大

近畿 大阪府 東大阪市 おうちカフェチャトラン 高齢障害者の特性に即した就労継続支援Ｂ型の創設 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社シェンゲン 9122001027299 ｓｏｃｉａｌ　ｇｏｏｄな学童保育 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 門真市 栄光技研株式会社 1120001157140 加工できる線径・材質を拡大し、コロナショックからＶ字回復 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 有限会社ケイ・エス工業 5120002026910 板金加工分野への進出と空調工事製品の内製化を通じた事業再構築 大串　智之
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近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社小林メタルパーツ 4120001020205 アクセサリーの限定生産。ＥＣで世界に一つという価値を届ける！ 株式会社経営ソフトリサーチ

近畿 大阪府 茨木市 有限会社グリーンリーフ 8120902010119 予防介護・給食・障がい者就労支援の複合事業による事業再構築 廣岡　茂男

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社ａｍｂｉｔｉｏｎ　Ｇｒｏｕｐ 6120101057070 飲食店から「子供から大人まで楽しめる」回転寿司事業への進出！ 鈴木　康一郎

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ＷＥＤＧＥ 6120001138549 ＤＸ化と複合事業の相乗効果で社会的弱者が働ける福祉企業へ転換 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 東大阪市 共栄合金鋳造株式会社 7122001001941 青銅バルブの直売ネットショップ開設。鋳造からワンストップをオンラインサービスで！ 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市城東区 東信洋紙株式会社 7120001015689 デジタル孔版印刷機を使ったオリジナル作品を制作するラボの運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 堺市北区 有限会社千総 6120102002612 ＨＡＣＣＰ工場を活用した食品開発のトータルサポート事業 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ＳＵＺＵＭＥ 2120001212919 非接触・非対面のモバイルオーダーシステムで、運営を効率化した焼肉店の開店 澤井　美香

近畿 大阪府 箕面市 日本テクノ株式会社 2120901001660 オーガ用スパイラル羽根材及びスクリュー製品の専門メーカーへの一部業態転換 杉山　孝一

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｔｒｉａｎｇｌｅ株式会社 9120001187502 ドローンで遊べ、さらに操縦ライセンスも取れるキャンプ場の運営 森田　大

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ハイファイブ 3120001184249 ムクナ豆を農業６次（産業）化とＩＴを活用したブランディングで日本に広める 岩﨑　望

近畿 大阪府 大阪市港区 辻産業有限会社 6120002015672 先端的なＩＴを活用し、完全無人・完全非接触の個室サウナを運営する事業 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 大阪市西区 中海鋼業株式会社 6120001045976 ロボティクス・オートメーション倉庫により効率化された物流業への参入 岩﨑　大

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社ＡＦＲＥＸ 5120101000469 高付加価値製品である一体ろう付けのオールアルミ製品の事業化 のぞみ信用組合

近畿 大阪府 大阪市西区 長谷川工業株式会社 2120001036095 電動キックボード活用による、より便利な社会の実現に向けて 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 豊岡市 たじま炭火焼肉　輪が家 アフターコロナ時代に新たな“集いのＢａｒ”新規開店事業 豊岡商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社カスカード 7140001006876 冷凍パンの商品化を通じた店舗販売へ依存しないＢｔｏＢ事業の立ち上げ 北本昌芳

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＢＩＰ 2140001031722 地元兵庫県の神戸牛・但馬牛を使った焼肉店の新規展開による事業再構築計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市灘区 石原登記測量事務所 ３Ｄレーザースキャナー、ＧＮＳＳ導入による新サービス提供体制の構築 佐野　良太

近畿 兵庫県 赤穂市 あきた歯科 ＩＴ最新技術と歯科医の専門技術を活用した「デンタルエステ専門店」の開業 株式会社トマト銀行

近畿 兵庫県 西宮市 インプット株式会社 1140001070993 女性が輝く場として、防犯事業者が行う安心のシェアオフィス事業 廣岡　茂男

近畿 兵庫県 加古川市 有限会社うんつく 6140002037987 遊休不動産を活用した蕎麦屋開業 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 株式会社エムフード・ジャパン 5140001037675 製造から販売まで一貫した新しいＤ２Ｃ事業の開発と事業展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 芦屋市 有限会社六甲味噌製造所 9140002000934 味噌製造で培った発酵技術を活かした発酵あんこの開発と新たな価値創造 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 表瓦株式会社 4140001064217 瓦骨材を使った防滑工事の為の換気・乾燥設備の整備事業 播州信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社プライベートショップモク 2140001109361 「衣・住」のセレクトショップからプライベートブランド「焼き菓子店」にチャレンジ 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 カフェ　ド　カンパーニュ テイクアウト中心の店舗への転換と新たな商圏・ターゲットの獲得 株式会社アルマ経営研究所

近畿 兵庫県 たつの市 森口製粉製麵株式会社 7140001038523 明治創業の乾麺メーカーが「美味しい生麺」を提供する飲食事業 松尾　健治

近畿 兵庫県 西宮市 廣岡屋商事株式会社 3140001070117 赤外線カメラ搭載ドローンを活用した看板安全点検事業 株式会社日本修身経営

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社Ｗ＆ＤＣ 7140001105249 スナックで得た人脈や経験を使って挑む韓国料理店への新分野展開 税理士法人Ｔ・ｍｉｎｄ

近畿 兵庫県 神戸市中央区 日伊商事株式会社 2140001098489 日本のデザインを世界へ！卸売からデザインデータ販売への転換 柴原　重太

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社カステッロ商事 9140001114099 貿易業から建設会社の設計アウトソーシング事業へ 亀井　芳郎

近畿 兵庫県 神戸市北区 合同会社ＲＡＩＴＯ 9140003013118 飲食店に特化した人材紹介ポータルサイトの運営 井上大輔

近畿 兵庫県 洲本市 酒井塗装 空き家を改装し地域の高齢者の交流の場となる飲食店を開店する 花岡　貴志

近畿 兵庫県 宝塚市 有限会社旭興産 9140002066488 スポーツを取り入れた「新感覚ヨガレッスンスタジオ」の開校 伊藤　央

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社Ｄｉｏｎ 3140001034253 高品質＆国産のハードジェルネイルＧｕｍｉＧｅｌの製造販売事業 花岡　貴志

近畿 兵庫県 明石市 株式会社ホテルプレフォート 9140001104182 播州地方の豊かな食材を和定食とフードボックスで提供するレストラン事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 明石市 立ち飲み処　りやん 韓国料理のキンパとピンス専門店の新規出店 日新信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 ＹＡＭＡＱ株式会社 6140001066095 ドローン活用による新事業（農業支援他）で事業拡大 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 丹波篠山市 白椿 地域の特色を活かしたうどんの提供で、お店と地域の賑わい創造 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 豊岡市 ＢａｒＲｅ：ｐｌｕｓ＋ 地元食材（酒米）をつかったメニューで、若者と地域をつなぐコミュニティカフェ 豊岡商工会議所

近畿 兵庫県 丹波篠山市 丹波路ブルワリー 丹波篠山の立地と地域ネットワークを活かしたグランピング事業の展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社アップクロス 8140001075276 播州織商社からポストコロナに対応した付加価値型飲食店への挑戦 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 石井　雅浩 笑顔の絶えない明るいドライブスルー店と自動販売機で地域貢献 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＡＴＮトラベルマネジメント 6140001087125 観光カード発行事業への進出による増収増益計画 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ベスト創美 7140001045214 ＦＣ加盟を伴う内職市場への進出により経営を安定化させる 後藤　公平

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 雄三郎 自社強みを生かしたコロナ禍に対応するセルフ脱毛店の開設事業 アオイコンサルタンツ株式会社

近畿 兵庫県 豊岡市 スワン株式会社 3140001055951 ロスコキャンプで日常を離れ自然の中で新しい価値観提供 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社たけふく 7140001101768 大規模商業施設に出店し、新規顧客開拓を図り、事業再構築を行う 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 丹波市 柏原神姫タクシー株式会社 9140001040980 軽キャンピングカー事業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 神戸市北区 株式会社ディライト 9140001025899 テイクアウト唐揚げ弁当専門店での新業態展開 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 西宮市 ヘアーサロンダブル 高性能脱毛器を導入し、新たに脱毛サービスを開始する事業 七野　恭子

近畿 兵庫県 丹波市 合同会社辻判 7140003016386 割烹（懐石料理）を完全廃止。うなぎ料理専門店『うなぎ辻判』へ事業再構築 株式会社ヒース

近畿 兵庫県 神戸市灘区 合同会社Ｍｅａｌ　ｓｕｇｇｅｓｔｉｏｎｓ 4140003015738 居酒屋業態を昼型の中国料理業態に転換しコロな渦での雇用の継続と売上の確保を目指す。 田口　智弘

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社コンセンサス 2140001006468 老舗料亭が次世代に繋ぐ「食・伝統」文化発信・物産販売事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社オー・プランニング 5140002013270 神戸箸屋の感性で選ぶ器を中心とした生活雑貨の提案で小売業を強化する事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社担英未来 4140001028782 高知食材に特化したテイクアウト中心和食店への進出による事業再構築 東京中央経営株式会社

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 有限会社舩場興建 9140002053387 住宅に付加価値を与える「ガーデンの設計・施工事業」の展開 泉　正道

近畿 兵庫県 尼崎市 海鮮工房うに 地域密着型鮮魚店の開始と仕入れ等相乗効果による海鮮居酒屋復活計画 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社ＭＢ２ 9140001088145 ＥＣサイト運営ノーハウを元に肉のカジュアルギフト市場へ参入 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 加西市 株式会社エムトーン 9140001076091 請負開発型のソフトウエア販売から協業アライアンス型への業態転換 神戸商工会議所
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近畿 兵庫県 西宮市 エステティックサロンＫＡＮＯＮ エステサロンが行う「壺焼き焼き芋」専門店事業 大西　森

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社ＯＤＡＴ 3140001115631 居酒屋の人気メニューを活かした住宅街の古民家カフェ事業 井川　雅博

近畿 兵庫県 西宮市 ナカマコネクションズ株式会社 6120901032677 健康と美容を追求した韓国料理店の住宅立地出店によるテイクアウト販売強化 株式会社シンカ

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社プロシード 8140002019678 高齢者の「住みやすさ」をサポートする住環境サービス 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ココロネフート 6120901037214 餃子卸売企業の小売展開！オムニチャネル戦略による新商品開発と販路開拓 大阪信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社みなみかぜ 8140001098236 ペット写真や似顔絵をプリント＆名入れ刺繡オーダーグッズビジネス 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社大室明治也 3140001018256 高品質仕上げと保管サービスでニッチ市場の開拓と差別化を実現 末信　公平

近畿 兵庫県 西宮市 フォーチューン株式会社 4140001104352 「旬の国産野菜」と「最新の急速冷凍技術」を用いた冷凍惣菜の製造販売事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 東和レジスター兵庫販売株式会社 2140001018637 地域を活気づける大型ＬＥＤデモカーで客先を駆け回り、地域密着型設置工事業に展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＦＬＯＲＥ 6140001033698 結婚式場と提携している美容室の婚礼業務全般総合管理システム販売 馬場　健志

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ノッテビアンカ 9140001073386 完全予約制プライベートオートキャンプ場とドッグランの開設 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 株式会社ユニオンエージェンシー 3140001037974 一期一会　／　クラウドファンディングプラットフォームサービス グラビス税理士法人

近畿 兵庫県 尼崎市 スタジオＤＩＰ　ＺＯＺＯＩ＝２ ファッションブランドリペア・リフォーム事業の新規展開 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 加古川市 ＫＩＳ岩切 様々なニーズに対応したレンタカー事業の新分野展開 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社兵庫グリーン 8140001077231 １業種依存から脱却を行い、新分野展開及び新たな販路開拓を行う。 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 川辺郡猪名川町 ＷＫＨソリューションズ バーチャル美術展及び芸術家インタビュー配信によるアート展示・企画の完全ＩＴ化 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加西市 加西ドックガーデン ペットホテル建設によるドッグラン顧客満足向上計画 協同組合阪神商工共済会

近畿 兵庫県 姫路市 フラワーショップ　ロマン 花と緑に癒されながら究極の鶏白湯ラーメンを味わえる店 播州信用金庫

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社エグゼ 4140001046198 未来のモビリティ社会に貢献！電動乗物の通信販売による事業転換 高砂商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 有限会社松葉寿司 5140002042633 老舗寿司店から新規ブランドを立ち上げ日常食提供への新分野展開 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 バイラ スペイン料理店でスペイン語とスペイン料理のハイブリッド授業 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＱＲＣ 3140001022043 靴の小売販売事業から、テイクアウト主体の韓国チキンと若者に人気のお菓子の販売への新分野展開 篠原　正裕

近畿 兵庫県 姫路市 ｋａｍｉｋｉｒｉｙａ 美容室からドライヘッドスパをメインとしたリラクゼーション１ 尾﨑　公彦

近畿 兵庫県 川辺郡猪名川町 有限会社まんか 4140002065032 感染症対策と客単価増を両立する小グループ対応型しし肉料理店への事業転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 川西市 あけずみ コワーキングスペース運営で川西市に貢献 サポート行政書士法人

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社カワノプラスチック 1140001086156 バイオプラスチック製品の専用製造ラインの構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ズッカ 5140001027726 完全無農薬の国産有機小麦を使ったお取り寄せ・ギフト向け焼き菓子事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 明和株式会社 5140001061915 食塩不使用のカットそうめん（離乳食用）による新分野展開計画 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社ハウジングクルー 9140002021658 飲酒から食事への転換。好立地を活用した高品質一人焼肉屋への新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 八百谷金属工業株式会社 5140001035613 砂型鋳造法変更による業態転換で鋳物の量産化を図り事業再構築を実現 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 加東市 有限会社ウノ 7140002061400 地元特産品を全国へ！山田錦日本酒石鹸と播州織のオンライン販売 小川　裕右

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社空 9140001065235 介護福祉施設への給食製造のためのセントラルキッチン新設とキッチン設置に伴う倉庫改装 ハマダ税理士法人

近畿 兵庫県 加西市 三栄ブル 「スマート農業」をサポート、建設業者による無人ヘリ農薬散布事業 協同組合阪神商工共済会

近畿 兵庫県 姫路市 八葉食堂 農家レストランが旬野菜を農園の見渡せる人の集う加工場で新提案 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 川西市 せいろ屋 飲食店で培ったメニュー開発の経験を生かしレトルト食品事業へ新展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 ＮＣＡインターナショナル有限会社 1140002059334 ｋａｗａｉｉシリーズ自社オリジナル商品の卸小売り事業を展開 金園　英也

近畿 兵庫県 西脇市 インヴィゴ ピザ新商品開発と移動販売による新規顧客の獲得 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社Ｍａｃｒａ． 3140001096616 揚げないカレーパンのテイクアウトのみでの店舗の営業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 Ｃｏｚｙ　Ｃａｆｅ 山の茶屋とスペースレンタル事業で地域交流の活性化計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 豊岡市 細田正平 コロナ禍に対応した一棟貸しの宿泊事業「酒屋の宿　宗兵衛」の開業 北摂マーケティング合同会社

近畿 兵庫県 姫路市 ジーピーエム株式会社 7140001059239 ＳＤＧｓ　推進に寄与する「ファインバブル事業」への参入 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＦｒｏｍＶｉＶｉ 4140001064497 カラオケ店の運営事業から高級食パンの製造・販売への新分野展開 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 ビストロジン 有名ホテルの味を再現したレトルト商品の製造販売を行う！ 浦田幸一

近畿 兵庫県 加東市 有限会社出井人形店 4140002061072 雛人形製造業からロースイーツ専門店への新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 井の万 飲食業から製造販売業への転換による事業再構築計画 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＳＨＡＭＯ 2140001092566 地元ジビエ食材を活用した宅配事業への取組による廃棄処理問題への対応 渡邊　良享

近畿 兵庫県 淡路市 三楽園 テイクアウト、ＥＣ販売進出による新販売チャネル構築と顧客獲得 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社原田光明堂 4140001060810 カルトナージュ技術を活用した高級ジュエリーボックスの企画製造販売 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社フエニツクス商会 8140001010514 海外バイヤーと国内中小醸造所を結ぶ日本酒プラットフォーム事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 松井康寿 コロナ対策バッチリ！安定収入を目指した寿司屋を開店します。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＢＨＬ 5140001026265 密が懸念される大宴会設備の撤去及びテイクアウト等設備導入計画 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 三木市 株式会社岡田コーヒーストア 9140001120304 酒米とデカフェ・コーヒーのハイブリッドで新ジャンル飲料の開発 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社ジュノン 7120001143408 京セラドーム内の売店飲料販売からキッチンカー事業による新分野展開 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 ＥＡＳＴＥＲ 和食を中心にお酒と対話を楽しめる「おばんざい店」に転換する。 有限会社ユアブレーン

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 東住ファシリティーズ株式会社 7140001086646 人材不足が深刻化する左官業への参入による業績の安定化と相乗効果の実現 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 スポーツバーフット コロナ禍および緊急事態宣言の影響が大きいバー経営から昼間営業のカレー店への事業転換 正木　博夫

近畿 兵庫県 姫路市 チャイナダイニング楊貴妃 中国料理とトンカツのデリバリーテイクアウト＆冷凍トンカツ通販事業 小川　裕右

近畿 兵庫県 豊岡市 美容室シャンプー テクノーＧＨ（エステ） 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社ナカシモ塗装 1140002026268 男性が気軽に通えるメンズ脱毛・エステサロンへの新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 西宮市 キャトルノワール 大人の為のお酒と共に楽しむ焼き菓子のインターネット通販 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加東市 煌 老舗焼肉店が始める日本庭園付き古民家で食べる「肉そば」事業 税理士法人ベストパートナー
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近畿 兵庫県 加古川市 金川希帆 完全個室によりストレスフリーでお客様の為のヘアサロン開業 寺崎　兼司

近畿 兵庫県 姫路市 テレネット株式会社 8140001057976 本格四川中華のテイクアウト専門店で事業転換 スカイハイ税理士法人

近畿 兵庫県 三田市 Ｐｉｌａｔｅｓプラス 女性会員制ピラティス・ヨガスタジオで運動継続の健康サポート事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市西区 池田　卓志 非対面式オンラインカウンセリングサービスを用いたフェイシャル専門店の開業 税理士法人清正

近畿 兵庫県 姫路市 ムアデザイン 保護犬と里親をオンラインでマッチング！ドッグカフェ＆トリミングサロン 小川　裕右

近畿 兵庫県 神戸市中央区 emu ＳＡＰ関連技術情報の発信およびＳＡＰ技術者特価型有料職業紹介事業 大阪商工会議所

近畿 兵庫県 加古川市 合同会社Ｎａｔｕｒａｌ　ｗｏｒｋ 1140003013067 エリア初のセルフエステ併設オーガニックサロン事業の展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 株式会社スプレマシーＰＰ 2140001095890 受発注システム・サイト構築による卸売の自動化とゴルフ場土産物店への売上拡大 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社Ｒｅｂｒｏ 8140001109629 生前対策・相続課題を解決するプラットフォーム事業『終活お助け隊』 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社中梅商店 2140002049862 地元ブランド鮮魚の全国通信販売で新たな販路展開 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 合同会社ＳＭＹＨ 8140003015726 ピザ窯を設置してピザを主体とした窯料理店への開店 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 有限会社丸山電工 5140002025563 電気工事の不安を解消するオンラインプラットフォームへの挑戦 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 丹波篠山市 株式会社ＲＩＯ 3140001121010 事業継承に伴うエステサロンから総合サロン経営への挑戦 新月税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市北区 イースポーツアンドゴルフバービバ ゴルフバー運営からプライベートゴルフレッスン事業への参入 野竿　健悟

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社三宅工務店 4140001076484 ＩＯＴを活用した非接触型無人モデルハウスの導入 みそら税理士法人

近畿 兵庫県 三田市 株式会社スネイク 1140001108034 女性向けに特化したヘルシー日替わりによる企業向け弁当宅配事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 明石市 個室ダイニングＮ３ キッチンカー・ネット販売への進出による居酒屋実店舗以外での収益確保 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社カーボ商会 7140002053793 ゴルフシミュレーターを使ったジュニア向けゴルフスクールの運営 尾﨑　公彦

近畿 兵庫県 姫路市 特定非営利活動法人えぇもん 2140005014962 撤退・倒産した事業者のコア顧客承継による美容服飾サスティナブルアクション再構築事業 幸田　敏隆

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社ＴＴＮコーポレーション 9140001078625 畳製造業から畳のある心地よい暮らしを提案する中古住宅専門店への事業展開 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 コーベック株式会社 5140001025663 室内履き用機能性インソールを開発をし、ＥＣサイトで非対面販売へ 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社ジン 2140001027844 地球にやさしく　クリーンな未来へ　ダンボール家具・什器製造事業 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 Ａ＆Ａアスシード株式会社 1140001109957 ゴルフ場ウェディング 税理士法人ゆびすい

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社クリエイティブあき 2140001021491 当社の商品を活用した快適な空間造り 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 さくら株式会社 3140001108271 リフォーム会社による遺品整理事業への進出 飯谷　慎平

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ビーケー通商 7140001096059 人材事業分野の中途採用市場で新たなオンライン面接一体型求人サイトの事業化 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 三田市 株式会社クリーニング・センターおさき 2140001066330 リモート接客によるクリーニング無人受渡しロッカー活用業態転換事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＶＩＮＳＥＭＢＬＥ 6140001111132 ウィズコロナ対応－神戸の洋菓子事業 大内　武洋

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 有限会社リバーワークス 2140002023768 ハーブに特化したグリーンショップ運営事業 田中　寿夫

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社アルタレーナ 4140001082581 環境配慮型コーヒー菓子通信販売事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 養父市 株式会社Ｈｏｔｅｌ　ＩＫＵＥ 7140001046600 オーガニック食材のランチをくつろぎの空間で提供するレストランカフェ 福井寛之

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社ウッドプラン 7140001089500 政府が掲げるＳＤＧＳの取組みに叶うリフォーム事業の構築 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 スタンドノメル 既存事業での強みを活かした喫茶店事業の開始 牛腸　真司

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社トコム 4140001066238 ピアノ講師が取り組む児童発達支援・放課後等デイサービス事業 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 らーめん八角　飾西店 コロナ禍でも安心な次世代デジタル化非接触のチャーシュー重で再構築します 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社プラティーク 8140001057373 子育てに特化したコミニュケーションアドバイスサービスへの事業展開 税理士法人銀河

近畿 兵庫県 西宮市 合同会社イズ・スペック 8140003009926 個人需要の創出と最小単位を極める「ものづくり」の実現へ 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市北区 有限会社ソウルメイト 2100002027211 動作解析人工知能（ＡＩ）を用いた運動データ収集と解析データの利活用事業 佐藤　周二

近畿 兵庫県 加古川市 丸善 自家製「あんこ」と「わらび餅」の製造卸売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社山旅人 7140001071870 「リアル×バーチャル」ＶＲを活用した登山体験サービスへの新分野展開 髙司　浩史

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＶＥＲＯ 6140001105126 デジタル化を採り入れた無人セルフメンズ脱毛サロンの新規開店 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 西脇市 島田製織株式会社 6140001075591 播州織産元商社による、産地発の新製品の製造・販売の取り組み 遠藤　康夫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社三友 3140001088506 グルメハンバーガーショップの経営 多田羅　祥代

近畿 兵庫県 朝来市 株式会社岡本製作所 1140001047050 コロナに負けない事業分野での事業再構築の実現 田中　洋介

近畿 兵庫県 丹波市 太田自動車株式会社 9140001040956 商用車の二次架装サービス展開による市場競争力強化の取組 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 たつの市 岩本土木重機株式会社 8140001038869 地域密着企業としての使命！新分野展開による製造業への挑戦！ 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 サンシンホールディングス株式会社 1140001042976 ＣＯ２削減等環境影響低減に向けた下水道更生施工体制の構築計画 株式会社四国銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 藤吉工業株式会社 7140001016776 新たな海外市場向け高精度製品の製造による事業再構築の実現 田中　洋介

近畿 兵庫県 たつの市 揖保川電気商会 好立地の土地を活かし地域に必要不可欠な店舗を目指すコインランドリー事業 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社サンプランニング 7140001015043 勲章料理人「大田　忠道」の料理技術を活かし割烹スタイルでの食事提供と全室露天風呂付き客室の新旅館計画 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社今村建設 9140001077115 地盤改良工から杭工への思い切った事業転換 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 淡路市 有限会社津名東石油 5140002069305 給油施設での観光客対象の物産土産・飲食店併設による収益力向上 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ロアーク 3140001098372 コロナ禍で急増する配送業への業種転換 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 有限会社姫商 8140002038380 部材切断工程の内製化による短納期化・低コスト化によるエレベータ部品等の製造への進出 シェアビジョン株式会社

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＧＷソーラー西日本 9140001093665 雑草対策造園工事プロジェクト（Ｇｕａｒｄｉａｎ・草なしくん） 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 三木市 ニシガキ工業株式会社 5140001036504 国内外のプロのガーデナー向けハイパワー電動造園工具の試作開発 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社成田 4140001084826 地域から業界全体の『お困り事』を解決する、教育事業への展開！ 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社下中商店 4140002048986 水産物を加工した商品による惣菜製造業の開始 株式会社トマト銀行

近畿 兵庫県 西脇市 有限会社原自動車 2140002061603 自動車整備事業から大型・特殊車両タイヤ交換事業への展開による事業再構築 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 バルコエンヂニヤリング株式会社 1140001013944 高度分野で培った設計技術を生かした、金属部品加工への進出 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社大野 3140002001962 ＩＣＴ機器を活用した重機レンタル事業 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人
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近畿 兵庫県 川辺郡猪名川町 株式会社グリーンファーム 8140001083262 出張いちご摘み取り体験サービス事業 水原　慶治

近畿 兵庫県 川西市 株式会社タケシタ 4140001079462 高濃度の炭酸ガス入りシャンプーを作れる炭酸注入セットの開発 塩津　友輝

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＲＯＭＡＮ　ＣＲＥＡＴＥ 2010701025441 ノンアレルギーパスタとやみつき新感覚の食べるカレーで業績Ｖ字回復 大澤　悠

近畿 兵庫県 尼崎市 ＴＩＳＣＯＩＮＦ株式会社 6120101004460 作業管理を含むバックオフィス系クラウドシステムの導入支援サービス リトラス税理士法人

近畿 兵庫県 丹波市 株式会社ＥＧサイクル 2140001077583 食品用冷凍保管倉庫の運営事業 株式会社ライトアップ

近畿 兵庫県 丹波市 株式会社近藤榮一商店 7140001041056 飼料卸売業から畜産用飼料を長期保存する粉末状乳酸菌資材を製造販売する計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 鳥勝 サムギョプサルを提供する焼肉店を開業して事業再構築する計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 洲本市 谷口商店 淡路島老舗鮮魚店のアフターコロナ時代、地域密着新事業への挑戦 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社翔聖 8140001000440 複合型児童発達支援への業種転換に向けて 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社フクナガ 8140001093708 自社の運送事業の強みを活かし、農業を通じた地域活性化計画 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社マクテック 2140001047669 デジタルを活用した建築用鉄骨の製造管理システムを開発し販売する 税理士法人銀河

近畿 兵庫県 三木市 株式会社ＵＲＢＡＮ　ＣＲＥＡＴＥ 1140001037613 キッチンカー事業へ参入～新発想で独自のキッチンカーを創出！！～ 税理士法人ＦＬＡＰ

近畿 兵庫県 西宮市 ケージー・プラスチック株式会社 2140001068590 脱炭素のバイオプラスチック製膜機を導入し新分野の生鮮食品包装に展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 朝来市 ユウキメタルテック株式会社 5140001047030 アルミの高精度加工技術を駆使した医療機器部品等への進出計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 大一青果株式会社 1140001013424 拭き上げ不要なＲｏ水と屋内洗車環境を完備したセルフ洗車場事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 旭ドラム株式会社 8140001000977 ＩＢＣ更生品の量産体制構築によるリユース市場拡大と成長実現 株式会社阿波銀行

近畿 兵庫県 洲本市 やました電業株式会社 8140001086042 感染対策に寄与する、エスカレータ手摺りベルト等除菌装置卸売業参入 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社ホワイト 3140001034105 利用者ニーズに応えるデイサービス 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 美方郡香美町 山本マシン センサー用工作機械の高精密部品製造技術確立による新分野展開 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 明石市 有限会社長谷川工作所 7140002030561 半導体製造に関連した切削加工分野への進出による事業再構築 日新信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社リンクアップ 6140001072457 建築設計業で培ったデザイン力を活かしたコンテナハウス販売事業へ新分野展開 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社富士高圧 6140001030407 「素材メーカーから異分野完成品メーカーへの転身」 株式会社大三経営事務所

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社スタミナフードシステム 3140001056900 但馬牛の本場「但馬」に作る一戸建てプライベート空間「はなれ」で本物の但馬牛料理を提供する 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社オレンジナイト 3140001064878 賃貸テナント事業との相乗効果に挑戦したコインランドリー事業 阿波銀コンサルティング株式会社

近畿 兵庫県 神戸市中央区 かみがき法律事務所　弁護士北江康親 新しい生活様式に対応した法律事務所向け案件管理サービスの提供 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 洲本市 有限会社山本楽器店 4140002069074 ＷＩＴＨコロナにおける音楽体験の利便性向上による新規顧客獲得・売上拡大 洲本商工会議所

近畿 兵庫県 たつの市 株式会社但陽精工 6140001038409 電動車部品製造向け深絞り金型部品の生産体制確立による売上利益拡大事業 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社太閤通商 2140001069267 ＤＸ化により、高品質かつパーソナライズ化した高付加価値型の発送代行業への挑戦 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 高砂市 地徳小屋　鹿島柏修園 海外展開も視野にカジュアルＢＯＮＳＡＩ販売事業展開による業種転換 高砂商工会議所

近畿 兵庫県 加東市 株式会社リバティテック 3140001105252 新たに金型修理事業を展開し、コロナ禍での売上回復を図る。 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 高砂市 三和鉄工株式会社 3140001043931 高精度の加工技術を用いた超大型部品加工に取組み、洋上風力発電事業の製品加工に進出する 折口　道雄

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社Ｍｕｔｔｅｒ 4140001122544 日本初の冷凍技術で全国のアレルギーっ子へ安心・安全と笑顔をお届けする事業 新酒　芳斗

近畿 兵庫県 神戸市中央区 コタニ株式会社 3140001007688 オリジナル無電極ランプの開発 宮本　和雄

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 神戸商材株式会社 1140001094539 ペット共生型障がい者グループホーム事業計画 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 ひょうご税理士法人 9140005011862 資金繰りシステム開発による中小企業の資金繰り課題解決への取り組み 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社藤井紙工所 9140001054023 封筒製造請負業から紙製オリジナルグッズの企画製造業に新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 オーリス株式会社 1140001041672 「ルームｉｎルーム」で部屋の中に自分で簡単に部屋がつくれる 株式会社みずほ銀行

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社アイワハウジング 4140001067855 愛犬も一緒！家族みんなで楽しめるグランピング 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社東田ドライ 6140001075699 コロナ対策とＳＤＧｓへの取組みを同時に行う衣服のリペア事業 株式会社三井住友銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社赤のれん 7140001005845 ミートマルシェＡＫＡＮＯＲＥＮ～既存ノウハウを活用した新規事業による販路拡大～ 株式会社四国銀行

近畿 兵庫県 明石市 三寿ゞ刃物製作所 包丁柄付け分野への進出と木材加工品の製造・販売に向けた事業拡大 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 株式会社ニッコー 1120001050287 ＣＡＳＥ時代に対応する次世代警音器の開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

近畿 兵庫県 南あわじ市 登鉄工株式会社 9140001085720 製缶加工業から精密板金加工業に転換することによる自動物流倉庫市場への新規参入 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社西神戸リフォーム 3140002019229 「半年で一人前のリフォーム大工になる！オンライン活用訓練校の提供」 株式会社Ｍａｓｕｄａビジネスコンサルタンツ

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社イーグリーン塩浜 6140001085533 遊休土地を活用した野菜残渣処理事業への進出計画 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 たつの市 ディアンドエフ株式会社 2140001042348 ネット通販の物流業務請負による新分野展開と主力事業の多角化 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＲＵＳＨ 1140001095743 人手不足で苦しむ運送業へ、強みの人財動員力で参入する。 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社平成お湯物語 4140001025276 地域住民に究極の癒しと利便性を提供するコインランドリー事業 税理士法人Ｔ・ｍｉｎｄ

近畿 兵庫県 宍粟市 山陽盃酒造株式会社 8140001039025 創業１８０年の老舗酒蔵による「ひょうごシードル」の製造に向けた新分野展開 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 有限会社智咲総業 6140002031619 女性の積極活用とデジタル技術フル活用による革新的な土砂運搬ビジネス！ 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 伊丹市 阪神特殊自動車株式会社 6140001078792 アフターコロナ・少子高齢化を見据えた葬儀社のトータルサポートサービスの展開 株式会社ユニバー経営サポート

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ユキヤマ 1140001110683 ウィンターリゾートを対象としたデータサイエンスサービス及び全国スキー場総合ポータルサイトの提供 株式会社ＯＡＧコンサルティング

近畿 兵庫県 三田市 株式会社山組 6140001067102 低環境負荷木質バイオマス発電材販売事業開始に向けた体制構築 株式会社ピースマネジメント

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社ホワイト急便伊丹 6140001078909 最新型コインランドリーを併設した利便性の高い衣類洗濯サービス提供による事業再構築計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社マルセイ 1140001062792 新技術「菌糸体の液体培養」で世界に通用する新商品を開発する！ 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社メニースマイルＭ＆Ｓ 4140001091277 会員制カフェバー「倶楽部スマイル」とレンタルスペース「スマイルラボ」 濱崎　恭明

近畿 兵庫県 明石市 株式会社相場屋 5140001096580 布団の海外再利用により廃棄物の処分量を削減しＳＤＧｓに貢献する。 ＣＲＥＳＴ税理士法人

近畿 兵庫県 養父市 新但馬車検センター株式会社 5140005010182 兵庫県但馬地域の自動車整備業界を牽引する最先端エーミング作業による新分野展開 株式会社フォーバル

近畿 兵庫県 神戸市灘区 豚の真珠 全席個室・半個室化および店内デジタル化で焼肉食べ放題への参入 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 株式会社やがて 7140001114638 ｗｉｔｈ／ａｆｔｅｒコロナ社会の健康習慣を担う有機農産物加工事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社日光總運 9140001086090 運送業の強みと地域特性を活かしＶ字回復と地元の課題解決を実現 株式会社徳島大正銀行
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近畿 兵庫県 明石市 ウッドベル株式会社 5140001037849 培った人脈を活かしたアンチエイジング化粧品のＥＣ販売への進出 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社坂本鉄工エンジニアリング 6140001045041 既存事業で培った鉄鋼技術を活かした鉄鋼業界に特化した技術指導教室事業 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社木谷工作所 9140002040575 協働ロボット導入による生産力増強と生産性向上 大阪信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社Ｄ　ｐｌｕｓ 4140001104451 エステ事業展開による「美と健康」の複合型サービスの確立 國村　良二

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社豊田放射線研究所 1140001086379 医療用ＳＰＥＣＴ装置の発明を通じて、日本のがん治療に革命を起こす。 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 姫路市 家島観光産業株式会社 7140001062465 海と空とアイランドワーケーション　～コロナを乗り切る地域密着型「泊」と「ワーク」～ 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 菱南電装株式会社 7140001062325 独自のワイヤーハーネス技術を用いた、船舶エンジン用大型ハーネス事業 泉　正道

近畿 兵庫県 明石市 株式会社大棟工藝 8140001034653 老舗工務店が仕掛けるＤＩＹ体験のできる駅近オープンファクトリー 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 有限会社イトーヤク 2140002008166 就労継続支援Ａ型で調剤薬局事務講座を開設し社会課題解決に資する取組 株式会社りそな銀行

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社ＨＡＮＡ 3140001115086 プライベートドッグラン付き！オーシャンビューの貸別荘事業 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社名月 3140001051595 書籍販売を活かした書店併設カフェ「ｂｏｏｋ＆ｃａｆｅ」の新分野展開 株式会社阿波銀行

近畿 兵庫県 加古川市 稲岡鉄工株式会社 8140001042499 炭素繊維製造設備向け金属部品製造の挑戦による脱炭素社会への貢献 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 丹波市 エース石油株式会社 8140001040949 地域社会の課題解決を行い、付加価値が高い穀物加工業への基盤構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 吉野建設株式会社 9140001015537 みのたにグリーンスポーツホテルにおける「神戸天空ＢＢＱサイト」の新規運営 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社泉建設 7140001082595 土木建設業労働力支援事業 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社Ｋｐｌａｎ 4140001055430 さまざまなシーンに適したコワーキングスペースの展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 洲本市 有限会社わくわくリフォームココモ 8140002069203 淡路島初のクライミングジム併設の宿泊施設を開業することによる事業再構築計画 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社中納言 8120001194929 伊勢海老料理店の高級感と特別感に拘った中食・冷凍加工食品事業参入による販路拡大計画 株式会社紀陽銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社河岸製作所 9140002054047 高性能テーブル形横中ぐりフライス盤等で食品機械用重要部品への展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 デグチパーキング株式会社 6140001082638 地域の災害時に炊き出し対応可能なコインランドリー事業 センチュリオンコンサルタンツ株式会社

近畿 兵庫県 神崎郡神河町 宮木電機株式会社 9140001063643 半自動機による生産技術を活かした商用部品製造から中型産業設備部品製造への参入 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社来田材木店 6140001085260 シェアファクトリーを活用した「住まいのワンストップサービス」の実現 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社オオガキテック 5140001042634 アルミ製テールゲートリフターへの参入を可能とする事業 松下　隆信

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 株式会社楯菱電産 6140001044571 加工技術を集結した最新工場建設により部品加工業に加え装置メーカーとしても自立 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社奥谷金網製作所 2140001006699 レベラー導入による革新的大開孔率パンチングメタルの量産体制構築 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 有限会社まるはん 4140002043541 お店ごとに合わせたオーダーメイドの餃子製造卸による事業再構築 ミカタ経営株式会社

近畿 兵庫県 小野市 アントワークス 建設業からドッグラン付き貸別荘事業への新分野展開による事業再構築 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社藤井酒販 2140001077179 卸売事業からコロナ禍とこれからの地域を活性化させるフランチャイズ事業に新展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社光明金型製作所 7140001017469 最新の加工技術を活用した金型加工の新市場開拓による売上の柱の構築 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社山陽 8140001058891 ＬＷＧ認定となる世界基準の皮革生産体制の構築による業態転換 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 神戸牛３１１０株式会社 2140001033933 インバウンド向け高級和牛卸業から小売・イートイン・通販を行う小売業への転換 株式会社ユニバー経営サポート

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社杉工作所 1140001029354 新分野の金属加工に事業展開するため、品質向上や量産化をはかる計画 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ひで松 2140001115021 塩麹を使った溶岩鶏焼肉店「焼け石に肉」の開店 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社タクマ建設 4140001086005 超アーリーチェックイン型非対面リゾートワーケーション体験施設のリゾート開発 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社神戸ワープロサービス 6140002005515 高性能印刷機を導入してパッケージ印刷市場へ新規参入する計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 三木市 有限会社三協製作所 9140002030691 工作機械の周辺機械メーカー＆ものづくり商社への業態転換 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 西宮市 トラストリング株式会社 6140001074701 ＩＴ業界で活躍するための技術と強く生きる力を育む人材育成事業 椎原　秀雄

近畿 兵庫県 神戸市中央区 京阪神道路サービス株式会社 1140001007401 管渠更生工事ノーハウに基づくロボット技術を活用した管内検査用カメラ市場への参入 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 伊丹市 阪神シヤッター工業株式会社 7140001078791 電動シャッターの自社製造によるコストダウンおよび卸販売 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 アクティブジャパン株式会社 4140001024526 質の高い空間のシェアオフィスで、在宅ワーカーの事業活動を応援 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 西宮市 高橋内科・循環器内科 発熱外来とオンライン診療、ＩＴ化を採り入れた高機能地域密着型診療所へ！ 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ボンドデザイン 7140001089839 海の家を活用した、リゾート施設開発による事業再構築 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社カワグチマック工業 7140001048349 業界初の簡易印刷サービスによるＢ２ＢからＢ２Ｃ市場へ本格的な参入事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 如水商事株式会社 1140001091503 廃プラスチックの再生加工業への新分野展開 國米智裕

近畿 兵庫県 多可郡多可町中区 太平金属株式会社 3140001075677 ファイバーレーザー加工機を導入することによる新分野への参入 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社有田電気工業 1140001088086 電気工事業から配電・制御盤製造業への新規参入による事業再構築 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社ウインビー 7140001055824 インナーウェアの製造開発で、お家時間プロデュースの新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 加東市 株式会社ユニウォール 4140001095435 英語を親子で楽しく学べる英語の絵本のサブスクサービス「Ｂｒｉｇｈｔ　Ｓｐａｒｋｓ」 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社キムラタン 8140001007130 アパレルのＳＫＵ管理に特化した自社独自のワンストップ物流サービスを構築し収益向上を図る 荒巻税理士法人

近畿 兵庫県 川西市 株式会社三好キカイ 5140001084255 横型マシニングセンタ導入による分離可能製品の製造業及び精密部品の製造請負業による事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社藤枝鉄工 4140002009154 ブラックオーシャン市場に挑む。大型金属加工への新分野展開。 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市西区 ライフパーソンズ 地元農作物を活かした村おこしビール製造事業 高野　敬太朗

近畿 兵庫県 三田市 上坂商事株式会社 4140001066279 天然芝広場と焙煎コーヒーで、地域に根ざすカフェ事業を新たに展開 株式会社匠コンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＫＵＵＭＡ 8140001105000 アート教育を併走させ飲食店に付加価値を創る、次世代型飲食業態の展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 株式会社新生金属 2140001063468 世界で市場拡大が見込まれる４分野（医療・水素燃料・半導体・カーボンニュートラル）の部品生産への挑戦 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 アップライ株式会社 2120001169226 淡路島洲本市での簡易宿所開設による　コロナ渦における運動不足・空き家老朽化対策 中谷　洸太

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社タニグチ機工 3140001060010 割出５軸対応マシニングセンタを用いた大型複雑形状部品への参入 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 丹波市 株式会社岡田製作所 6140001040967 クリーンルーム導入による受注量安定化と収益力強化の取組 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加西市 株式会社内海鉄工所 8140001076076 脱炭素に資する車載燃料電池電極向け炭素繊維不織布製造事業への参入 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 明石紙工株式会社 9140001034405 ＩｏＴプリントカット複合マシン導入による美版ケース生産体制構築事業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 たつの市 有限会社テックビルド兵庫 3140002033469 足場建設のＢｔｏＢビジネスからエステティックサロン経営によるＢｔｏＣビジネスへの転換 駒田　裕次郎
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近畿 兵庫県 たつの市 有限会社香山商運 2140002033486 廃プラスチックの有効活用すによる固形燃料ＲＰＦの製造販売 龍野商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市西区 嶋本ダイカスト株式会社 3140001013257 鋳造に機械加工を組み合わせた高付加価値品の製造事業の確立 株式会社中国銀行

近畿 兵庫県 明石市 株式会社バーベキューアンドコー 8140001104720 自社オリジナルの「家庭用ＢＢＱ電気グリル」を開発・製造 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社ＲＡＢＩＸ 1140001087030 自社で製造した木工家具の受注製造及びＥＣサイトでの販売事業 税理士法人ベストパートナー

近畿 兵庫県 神崎郡市 有限会社藤本技工 7140002053224 「軟鉄鍛造の軽量アイアンクラブ」の開発・製造・販売事業 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 加西市 マルユー包装株式会社 9140001076471 工業向けから医療分野向けへ真空成型包装材製造の業態転換 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 神戸市西区 ウエルネスアグリコーポレーション株式会社 8140001032582 小豆島の最高の自然に包まれたグランピング施設の運営事業の構築 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社黒葛野組 9140001121070 建造物の修復工事における調査工程をＤＸ化するアプリ開発・販売計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 多可郡多可町加美区 ＮＡＧＯＭＩ 食、泊、体験で多可町をまるごとおもてなし。１日１組限定オーベルジュ 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ビッグバレーインターナショナル 8140001052341 空家を活用したシェアハウス・日本語学校等の運営による業態転換 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社宝建材 2140002021904 産業廃棄物「運搬業」から「処理業」への新規展開による事業再構築 税理士法人あおば

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 菱和運輸株式会社 3140001062329 倉庫業参入により取引先企業の一括物流に貢献し収益拡大を図る。 有限会社ユアブレーン

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社寿建材 1140002004505 解体業から再生砂製造販売業への新分野展開 税理士法人あおば

近畿 兵庫県 姫路市 和み空間みや 自然豊かな山あいにカフェ併設のドッグランを開業し業種転換を図る。 有限会社ユアブレーン

近畿 兵庫県 尼崎市 心幸サービス株式会社 2140001055028 施設内売店の無人店舗運営化計画 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社大庄工業 9140001054262 ＩＣＴ建設機械を活用した解体工事への参入 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社フォーライフ 7140001038110 コロナ禍こそ「利用者の心に寄り添うサービス」を！就労継続支援Ｂ型への新分野展開 北岡　健太郎

近畿 兵庫県 西脇市 トモエ 土木工事業からの技術を活かした電気工事業への事業転換 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 兵庫県 芦屋市 有限会社Ｌｉｅｎ 2140002027422 男女客それぞれのニーズに特化した、ワンストップトータルビューティースポットへの生まれ変わり 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 朝来市 朝来ふじい整形外科クリニック ＭＲＩセンター設立による地域連携事業と「健幸づくり」事業への新展開 税理士法人Ｍ．Ｊ．ＮＥＴ

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 イクサス株式会社 2140001106219 姫路初、運動療育の経験をいかした学習塾に立ち上げによる自立支援事業 株式会社ケーズサポート

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社創建 5140002052434 有休土地を利用した就労継続支援Ｂ型施設の運営 大塩　佑

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社商業リサーチ 3140001032224 「記憶を贈る」ダイアリーブック 甚田　隆康

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社須磨北造園土木 9140001033134 廃校を再生した、未来を拓くよみがえり拠点（研修・宿泊施設）運営事業 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 多可郡多可町加美区 株式会社加美鳥 3140001112975 養鶏業から播州地卵を核にして地域活性に繋げる飲食サービスへの新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 淡路市 西山水産 廃棄していた雑魚を使った新商品開発による新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 ほじ鍼灸接骨院 鍼灸接骨業の経験を活かしたフィットネス事業への業種転換 山下　真司

近畿 兵庫県 洲本市 島育ち青果 一般消費者向けに玉ねぎの二次加工品（カット野菜など）の製造・販売業に転換する。 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 淡路市 有限会社幸宝海運 3140002069455 地域密着型コインランドリー 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 多可郡多可町中区 株式会社カイマナファーム 6140001113681 いのちと自己を見つめる子供キャンプ事業及びワーケーション宿泊事業参入による事業再構築 株式会社ダイワマネジメント

近畿 兵庫県 芦屋市 マーブル株式会社 1140001023068 自社メディアを活かしたイベント企画・ＷＥＢ広告販売事業 株式会社りそな銀行

近畿 兵庫県 明石市 株式会社山尾工作所 4140001035622 「家庭用燃料電池システム」等に使用する熱交換器用部品の製造 日新信用金庫

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社クニヒロ運輸 4140001075486 事業拠点設立とネット受注システム導入による混載便サービスへの業態転換 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 三木市 株式会社片岡オート 7140001037178 中古車販売事業向けのＤＸ実現に寄与する業務効率化アプリの開発および販売事業 ウィズアップ税理士法人

近畿 兵庫県 南あわじ市 有限会社片井オートサービス 2140002069729 レンタカー事業を活かした遊休建物改装による１棟貸別荘事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 明石市 株式会社ａｔｅｌｉｅｒ　ＳＵＢＡＣＯ 3140001111911 ＩＴデジタル技術を取り入れたフランチャイズ事業の展開 堀之内　良太

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社欽山 4140001014915 老舗旅館が仕掛けるワーケーション＆３密回避に特化した客室改装事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 ＤＢＹＭ 空き家再生による宿泊施設運営事業 桑原竜己

近畿 兵庫県 神戸市西区 豊産業株式会社 7140001014474 次世代自動車（ＥＶ等）ダイカスト部品製造への新分野進出 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 加西市 株式会社森川製作所 6140001076499 半導体製造装置向け板金製品に新規参入する設備投資 松下　隆信

近畿 兵庫県 加古川市 ＳｏｕｌｅａｔｅｒＬＥＶＥＬ４ 市内初の２４時間シミュレーションゴルフ練習場＆レッスン事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 兵庫県 豊岡市 恵工業株式会社 5140001091524 中規模の土木工事を一気通貫で手掛ける土木工事事業の再構築 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 有限会社岡防水工業 8140002018928 防水・塗装工事の実績とノウハウを生かした住宅のお医者さん屋根工事業への新分野展開 湯浅　達志

近畿 兵庫県 神戸市中央区 アイキッズ株式会社 5140001025069 顧客関係性強化に向けた「ライフプラン・コンサルティング」事業の構築 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社生穂建設 1140001085042 ニューノーマル時代の豊かな暮らし、価値ある住まい 税理士法人神戸会計事務所

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社小林屋 7140001056186 旅館の一部を釜めし専門店へ改装し、新規客獲得と宿泊客の温泉街での滞在時間増加を目指す 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 三木市 株式会社旭製作所 1120001049123 船舶用油圧バルブから産業機械用油圧ポンプへの新分野展開 株式会社りそな銀行

近畿 兵庫県 淡路市 正寿司 淡路島の寿司職人が実績と信頼を活かしたオーベルジュ施設の提供 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社下平金属工業所 8140001078452 【屋上向け太陽光装置の高生産体制の構築】 北おおさか信用金庫

近畿 兵庫県 南あわじ市 樂久登窯　カフェ 淡路島の大自然と人々の暮らしを体感できる宿泊施設“樂久登窯の宿”の開設 山田　秀明

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＨＩＲＯＯＫＡ　ＦＯＯＤ　ＭＡＲＫＥＴ 8140001100678 シェアリングエコノミーを導入したジャパニーズレストラン併設 熊谷　悟

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社カクテン屋 7140001022799 レンタルユニフォーム管理システムのＳａａｓモデル 礒川敦

近畿 兵庫県 養父市 有限会社平山牛舗 3140002039251 生産者と消費者をつなぐ、老舗精肉店のリブランディングによるＥＣ参入 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 インフォミーム株式会社 5140001057839 地域デジタル化拠点構築事業 森口智志

近畿 兵庫県 丹波市 株式会社ジョイランド 8140001041625 先進安全自動車（ＡＳＶ）に対応する整備体制の構築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 小野高速印刷株式会社 4140001058193 封入封緘のスピードアップによりワンストップを強化し、新市場に挑戦する 株式会社大分銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社オーカワ 1140002050094 見て、試乗して、整備も安心の電動バイク販売事業 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 株式会社松岡建設工業 8140001090291 「高まる需要に対応するため、中間処理業への新分野進出」 播州信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 協伸株式会社 5140001058531 高品質の国内産豚原皮鞣し事業による新分野展開計画 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社山本建設 2140001115987 メダカマスターが取り組む癒し！高齢者の笑顔と雇用で地域に貢献 瀬崎　昌彦

近畿 兵庫県 加古川市 富士コンピュータ株式会社 4140001043501 幅広い顧客層を持つＩＴ企業が実施する支援型リモートワークスペース事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ
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近畿 兵庫県 姫路市広畑区 サワダ精密株式会社 8140001059188 半導体製造装置部品への新分野展開による事業再構築 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 多可郡多可町中区 まるよし商会 既存のネットワークと縫製技術を活かした大判生地商品への進出 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市北区 カフェビギン 空地・空き家を有効活用した韓国料理レストランとアウトドア施設 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 土井ピアノ教室 ２４時間営業・ワンコイン・レンタル音楽練習スタジオの開設 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社高原金型工作所 5140002007520 タイヤ金型国内生産の生き残りをかけた高品質金型量産体制の確立 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社花未来健康研究所 2140001108801 口腔ケアを応用した未就学児の発達障害ケアの新分野展開 税理士法人ライカブリッジ

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社のぞみ 8120001178114 今までにない福祉の形「コーヒー焙煎×福祉」オシャレな空間で誇れる仕事を 山田　健一

近畿 兵庫県 小野市 竹本鎌製作所 分野を増やし、新しい鍛冶屋を構築していく。 小野商工会議所

近畿 兵庫県 豊岡市 有限会社ティーアンドエムズ 7140002046723 既存販路と食品製造技術を活かした新たなフードビジネスへの参入 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西脇市 有限会社西山鉄工所 8140002061911 最新設備導入による事業再構築計画 西脇商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社スタイリッシュ・エイチ・アンド・エイ 8140001061458 教育市場からインテリア　ファブリック業界への進出による事業再構築 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 伊丹市 伊丹産業電設株式会社 2140001077996 『光硬化工法』を利用した下水道の管路更生工事事業への新規参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社奥井印刷 7140001085557 商業印刷からテキスタイル事業へ！デジタル技術を活用した新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 尼崎市 入江金属工業株式会社 7140001047739 大型ファイバーレーザー導入による鋼板加工集約と生産性向上による新分野参入計画 株式会社筑波銀行

近畿 兵庫県 揖保郡太子町 株式会社アイテム 1140001039584 二拠点生活をカジュアルに実現する「デュアルライフ向けユニットハウス」のショールーム兼民泊事業 株式会社八十二銀行

近畿 兵庫県 宝塚市 中国料理滕王閣 中華料理の冷凍調理食品の事業化による事業再構築 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 カッサ　スピロビ キーワードは『温活×漢方×食』カラダいたわる足湯・精進カフェ 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 洲本市 竹屋 たこ焼きの食料品製造業から需要が伸びるインドアゴルフカフェへの業種転換 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 ワサビ株式会社 9140001034248 撮影スタジオを開設し４ｋ対応の新規顧客開拓用ＰＲ動画制作及び５Ｇ配信事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　ｄａ　ＦＩＯＲＥ 店内飲食からテイクアウトおよびＥＣ販売への参入、売上アップを狙う 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 大成観光開発有限会社 7140002017105 周防大島プロジェクト 近畿産業信用組合

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社橋本鐵工 9140001065276 鋼材商社向け二次部材の生産体制構築による業態転換事業 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ケチャップ 1140001020214 海外雑貨の輸入ノウハウを生かしたゲストハウス事業への進出 佐田　竜也

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社ツネテクノス 3140002025185 銀イオンの技術を利用した安全の高い除菌・消臭施行事業の開始 米澤　弘剛

近畿 兵庫県 明石市 八味豚骨 最新冷凍技術による冷凍食品の２４時間自動販売機事業 児玉　文人

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ワイズユナイテッド 8140001107566 お客様の五感を満足させるシュークリーム専門店の開業事業 松田　晃輔

近畿 兵庫県 加西市 下村産業有限会社 3140002063029 製罐技術を生かして、水処理タンクメーカーへの事業転換 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 徳家株式会社 3140001111275 利用者目線も介護・障がい者施設同時検索ＷＥＢシステム構築 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社サカベ工業 7140001110991 ファイバレーザ溶接機導入による新分野参入事業 松下　隆信

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社ＣＹＣＬＥ 3140001112686 古民家を活用した宿泊体験サービス事業 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ダイシン 7140001065633 製缶・溶接から組立までの一貫生産体制の構築を通した大型プラントと公共分野への進出 株式会社阿波銀行

近畿 兵庫県 南あわじ市 ＳＨＩＫＯＮ 過疎地域に残された元銀行の建物を利活用し、地域活性化に寄与する 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社中川工業所 7140001052664 川下の建築資材事業者向け物流サービス事業から川上向けストックヤード事業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社コマエンタープライズ 7140001003378 中国から輸入したＥＶトラックを日本で販売を行う販売サービス 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 朝来市 ティーライフ 料理人とお店を繋ぐマッチングサイト（ｃａｆｅ＇ｓ　ｒｅｃｉｐｅ）事業の発足！！ 鈴木　康一郎

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社城山 3140001114798 音声認識・音声合成技術を備えた多機能コミュニケーション・ツールの展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社Ｃ　ｉｓ 6140001104383 撮影・オンライン配信ができるレンタルキッチンスペース事業の構築プランについて 出村　恭祐

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社アベストコーポレーション 1140001042233 少子高齢化を支える健康産業をホテル業界から初めて発信する２４　時間フィットネスジム事業 株式会社わかば経営会計

近畿 兵庫県 赤穂市 株式会社三美 9140001040072 「ＭＲＩ用磁気シールドコイル」の製造開始による多角化と経営安定化の同時実現計画 株式会社みなと銀行

近畿 奈良県 奈良市 菓子いちばん 奈良の愛犬家とトリマーを幸せにする低感染型トリミングサロン 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 食の歓び株式会社 1150001022606 新たな顧客開拓のための新分野・ジェラート製造販売事業開始 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 桜井市 上田化学工業株式会社 9150001009232 部品生産から完成品生産へ、付加価値を持つ新たな製造方法の導入 大和信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 特定非営利活動法人Ｍｓねっと 7150005007770 レトルト食品製造設備を設置し、障がい者の職業訓練事業所を開設する。 松谷　晴行

近畿 奈良県 天理市 ファットダンススタジオ天理 オンラインレッスンと独自のアパレル販売で新しい販路開拓へ 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 ショップアンドサロン　ノエル 大切な人との時間は宝物「思い出を形に残す」お手伝い 奈良信用金庫

近畿 奈良県 天理市 ソラカケ株式会社 8120001217490 クラウドを活用した太陽光発電所点検ソリューション事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 天理市 立呑処　にわとり ウィズコロナ時代のニーズに沿うレトロモダンな鶏焼肉店 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 御所市 株式会社松村 5150001015275 インターネット市場で自社オリジナル「脱げない高級フットカバー」の販売 辻井　賢博

近畿 奈良県 橿原市 有限会社吉田化成工業所 8150002007814 最先端の射出成形機導入による自動車分野への新分野展開事業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 桜井市 株式会社まもるホンダ販売 2150001009544 『中古車』のインターネット販売による新規販路開拓 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 奈良市 株式会社トミカラー 8150001001462 非対面非接触型ビジネスへの活用に向けた動画広告支援サービス 奈良商工会議所

近畿 奈良県 橿原市 ＨＡＮＡＲＥ屋 旅館業への転換とニーズに合った施設整備による国内旅行者の獲得 田中　敬人

近畿 奈良県 大和高田市 一般社団法人日本健美医会 2150005008807 「美腸活ファスティングプログラム」から生まれたオリジナルサプリメントの製造・販売　中国市場の開拓 坂倉　宏次

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 吉田剛士 飲食業から美容業への新分野展開 鈴木　康一郎

近畿 奈良県 五條市 株式会社イトバナシ 1010001186019 地域資源を活用した高付加価値食品（チョコレート等）の開発と販売 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 橿原市 有限会社シーンアビリティサービス 7150002007542 就労継続支援Ａ型事業所への業種転換により売上を回復する 橿原商工会議所

近畿 奈良県 香芝市 ＬｅＣｅｒｃｌｅＬｉｌｅ お客様の興味をニーズに変えるためのセルフ脱毛サロンの開設 税理士法人ＭＦＭ

近畿 奈良県 大和高田市 ＲＵＢＢＥＲ　ＳＯＵＬ ライブハウスにゴルフシュミレーターを導入しゴルフカフェに進出 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 葛城市 株式会社ツチタニ 9150001014199 ショットブラスト設備導入による収益性改善とサプライチェーン強化への貢献 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 北葛城郡上牧町 株式会社アカリヤ笑店 8150001022418 昼間も笑顔に！居酒屋がテイクアウト専門パフェ店を開業し多角化の実現へ 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 株式会社トルク・レンタ＆リース 5150001018633 ウィズコロナの新需要！ヴィラ客向けデリバリーＢＢＱ事業化計画 宮古島商工会議所
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近畿 奈良県 橿原市 心ヽ和 地元の銘柄鶏と野菜を使った奈良県初の鶏コース料理専門店。 本田　秀継

近畿 奈良県 北葛城郡上牧町 株式会社サカガワ 9150001012806 雪駄を主役としたお客様に寄り添ったライフスタイル提案型ビジネスモデルへの業態変換 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 有限会社青龍 2150002009907 セントラルキッチン兼用の焼肉屋のテイクアウトハンバーガーの製造販売 株式会社イソシエ

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 ホームマート 【おうちドッグカフェ】による癒しの空間事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 松尾商事 自動車事業のノウハウを活かした二輪車の修理整備事業 金園　英也

近畿 奈良県 橿原市 八重山そば製麺所合同会社 3150003001952 自家製麺による八重山そばを活用した石垣島名物の開発 浅山　直希

近畿 奈良県 桜井市 株式会社三輪山本 4150001009550 「乾麺業界を救え！」アウトソーシング事業、機器販売事業の展開 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 吉野郡東吉野村 観光旅館　杉ヶ瀬 老舗料理旅館が挑む！地元食材を活かしたフレンチの新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 奈良県 香芝市 株式会社スプリード 7150001015075 中小製造業における野球グローブ市場開拓のための戦略 水上　和之

近畿 奈良県 大和高田市 アークス株式会社 6150001022312 建設に特化したオンラインスキルマッチングサービス 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 生駒市 アモーレコロコロ 宴会場をリニューアルし、焼肉店の運営事業に新規参入する 大和信用金庫

近畿 奈良県 葛城市 株式会社巽造園土木 9150001013028 造園工事業者と施肥技術マイスターによる環境に優しい植物性堆肥の販売 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 奈良市 株式会社春 9150001023002 春ブランドの知名度を活用したＦＣ事業とＥＣ販売への挑戦 髙瀬　哲也

近畿 奈良県 吉野郡天川村 せせらぎの宿　弥仙館 高付加価値部屋設置で個の多様化対応プラン　～滞在型にも対応～ 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 株式会社太陽建装 9150001019917 飲食店舗内装の「モデルルーム」としての飲食店舗の新規開業 ディア行政書士法人

近畿 奈良県 吉野郡天川村 株式会社花屋徳兵衛 3150001022884 新たな収益源として旅館経営の強みを活かした飲食業へ新規参入 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 吉野郡大淀町 酉越左官 オリジナル左官什器 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 五條市 株式会社ＦＯＣＵＳ 9150001022887 「運動」×「食」高齢者の運動不足と食生活の改善の為の「パーソナルレッスン×テイクアウト」への事業転換 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ＧＲｅｅＤ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 2150001020740 宿泊事業を撤退し、キッチンカーを利用した新しい業態に変更 安村　摩耶

近畿 奈良県 橿原市 株式会社德岡テクノ 6150001020332 産業廃棄物処理での脱炭素府方式の開発と民間業者への普及 イー・マネージ・コンサルティング協同組合

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社Ｍ．Ｔ．Ｃ 6150001014796 レーザー加工機導入と一貫生産体制構築による医療・健康・福祉分野への進出 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 杉本合成株式会社 4150001012901 カーボンニュートラルな新素材「ポリ乳酸樹脂」製食品容器開発に向けた製造環境の整備 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 橿原市 有限会社上田玄米茶屋 7150002009803 自動化技術導入で食の安心・安全の製造体制を構築し高級品市場へ進出 清水　和也

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ならやま住建 3150001006284 先端技術を活用して地域の生活インフラ構築に貢献するコインランドリーサービス 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 香芝市 株式会社昭栄製作所 5150001012850 熟練工の再配置で新分野への挑戦　―「組立ロボット及びＩｏＴ遠隔監視の導入」により実現― 大阪信用金庫

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 有限会社中和部品 7150002008185 純水器を使用した自動車の高品位洗車事業への新規参入 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 奈良県 磯城郡三宅町 株式会社司工業 7150001018945 安全性を追求した「次世代足場構成部品」の一貫生産への挑戦 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 奈良県 五條市 株式会社山口商会 3150001022372 次世代整備基準設備の導入によるＥＶ・ＨＶ及び大型特殊対応「整備認証工場」整備事業 加藤　永俊

近畿 奈良県 香芝市 吉村化成株式会社 9150001013655 ポストプラスチック原料を使用した環境配慮型容器製造への進出 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 葛城市 株式会社安川鉄工建設 6150001013625 職別工事業から鉄骨の一次加工業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 奈良県 天理市 有限会社石川運輸 8150002005603 低迷する建機運送業からトラック架装・歩み板製造業への進出による収益Ｖ字回復 株式会社ゼロプラス

近畿 奈良県 奈良市 株式会社鹿屋 2150001007408 空きスペースを活用し土産物店から地域連携型のカフェへの新展開 大和信用金庫

近畿 奈良県 北葛城郡河合町 ＳＲ 美容室の２階で完全個室トータルビューティサロン、全国のサロンに革新的なＯＥＭシャンプーの開発、ＥＣ構築までを提供 中平　浩史

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ミライトリンク 3150001002688 オフィス向け弁当の開発で新規顧客層を開拓し、事業再構築を図る 景山　洋介

近畿 奈良県 奈良市 株式会社エーティーエム建築 3150001011895 住環境にこだわったリラクゼーション事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 宇陀市 イタリアンカフェ　アリオ 石窯ピザとイタリアン総菜のテイクアウトを主体とした地域初のデリカテッセンの開店 橿原商工会議所

近畿 奈良県 生駒郡斑鳩町 イージーリンク株式会社 6150001010309 ビーガン料理とスイーツを、デリバリー及びＥＣサイトにて販売を行う事業 北浜グローバル経営株式会社

近畿 奈良県 奈良市 湯脇智子 奈良の風情を楽しめる初「くるま旅」スポット　東大寺北側エリア活性化プロジェクト 京都中央信用金庫

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 株式会社吉川ジオテック 1150001011749 高流動コンクリートによる大型プレキャスト製品対応を通じた工場改革による生産量増加と３Ｋ及び承継問題解決 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 桜井市 シンワ精機株式会社 5150001009351 世界シェア５軸加工機部品の０．０１ｍｍ公差と全数検品に挑む ひまわり経営サポート株式会社

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社Ｂａ・ｌａｎｚａ 5150001015028 日本にいながら留学体験。北海道で国内プチ留学とワーケーション 本田　秀継

近畿 奈良県 奈良市 レストランテ　アコルドゥ 東大寺旧境内跡にて奈良の風土を感じるテイクアウトカフェの新規出店計画 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 大和郡山市 秋津鋼材株式会社 7150001005555 脱炭素社会の到来を見据えた、アルミ・銅等の非鉄金属コイル材　のスリット加工への挑戦 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社飯塚製作所 2150001012333 アークイオンプレーティングによる金型コーティング加工の取組み Ｋ＆Ｐ税理士法人

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ＴＭＴ 5150001020267 既設杭撤去作業を効率化する「ＰＡＩＲＵ５ＣＳ」の開発・販売 株式会社ティナ・コンサルティング

近畿 奈良県 橿原市 アスカコアテクノス株式会社 1150001011419 放課後を英語環境で過ごす学童型アフタースクールの開校 田中　敬人

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 株式会社八寅 8150001015339 飲食店の商品ノウハウを活かし、卸小売業への事業転換で活路を見出す 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 桜井市 株式会社ベジフルバリエ 8150001017104 コールドチェーンで届ける「新鮮」で「安心・安全」な野菜加工品 株式会社ブレインリンク

近畿 奈良県 奈良市 Ｕｎｉｔｙ　Ｃｒｅａｔｏｒｓ合同会社 5150003001678 カラーシステム導入による支援サロン運営 吉尾　正巳

近畿 奈良県 香芝市 株式会社香芝製作所 2150002008818 物流倉庫向けの自動化システムに新規参入するための事業 松下　隆信

近畿 奈良県 桜井市 株式会社渋谷 2150001009346 特注コンテナハウスの製造方法の大胆な変更 株式会社三井住友銀行

近畿 奈良県 奈良市 株式会社壮寿 4150001018064 新たな「入浴サービス」と科学的アプローチによる「温浴療法」 柴田　壽徹

近畿 奈良県 奈良市 日本振興促進合同会社 3150003001515 古都奈良から歩いていける台湾、異文化体験型台湾無人飲茶専門店、完全個室と点心体験施設の建設 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 桜井市 株式会社スポーツシティアラキ 4150001018824 スポーツニーズを集約！「スポーツ×食」の新たなアミューズメント空間の創出 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ＣＲＥＡＲＴＨ 2150001022695 時代のニーズに応える新築戸建へのＣＲＥＡＲＴＨブランド展開事業 京都中央信用金庫

近畿 奈良県 葛城市 株式会社キョーシン 1150001014727 ２４時間自動製造ライン導入による新たな金型部品生産への挑戦 橋本　賢宏

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社ハヤシ・ニット 9150001013267 オーダーメイドの肌着、サポーターの生産及び直接販売体制の構築 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 五條市 有限会社農悠舎 9150002011427 脱食品ロス！！廃棄を減らしてがっちり収益、農家が持続できる社会の創造 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 北葛城郡河合町 岡田建設株式会社 4150001012455 奈良でプチ贅沢【Ｇｒｉｌｌ＆Ｃａｆｅｄｅアスカ】プロジェクト奈良の味覚を奈良文化の中で味わうアウトドアスペース ＭＧＳ税理士法人

近畿 奈良県 橿原市 有限会社パネトリー 9150002007664 地域観光資源を掘り起こす高級パンとカフェＦＣ開発の取組 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ミヤタケ 6150001017584 当社の自動車整備技術を活用したキャンピングカー事業等の展開 株式会社南都銀行
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近畿 奈良県 奈良市 有限会社日本クリーンシステムズ 1150002001360 食材のデータ管理機能を有する加工センター・直売所新設による顧客開拓 中嶌　大

近畿 奈良県 吉野郡大淀町 吉野ストア株式会社 3150001015946 奈良吉野の地方スーパーが挑むグランピングと食品小売業の融合事業 但馬信用金庫

近畿 奈良県 宇陀市 株式会社クスダ 8150001009729 最新鋭加工機で高精度・大型鋳物部品に対応し、ＥＶ電池製造分野へ新規に進出 特定非営利活動法人アタック・メイト奈良

近畿 奈良県 吉野郡天川村 角甚 旅館業の強みを活かしたグランピングと日帰り入浴事業へ新規参入 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 株式会社アグレワン 2150001007878 飲食店としての強みを活かし地域活性化につなげるグランピング事業への進出 森田　大

近畿 奈良県 大和郡山市 株式会社Ｋ・Ｔサービス 7150001018144 製造請負会社が飲食業経験の豊富な人員を有効活用し、地域性を生かした焼肉店経営に挑戦！ 税理士法人ＳＢＬ

近畿 奈良県 御所市 株式会社辻本自動車 2150001021598 先進安全自動車特定整備及びＥＶ自動車に特化した「環境整備対応・民間車検指定工場」の整備 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 ラック産業株式会社 2150001011384 自社の特殊伸縮素材に対応した、リネンサプライ業への事業転換 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 生駒市 株式会社ディズム 6120901027454 外出が困難な高齢者をＩＴを活用してできる限り接触を減らしながらお散歩にお連れするサービスの開始 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 奈良県 奈良市 株式会社楓工務店 9150001007681 デジタルで建設業界を大改革！３Ⅾプリンター建設事業への進出と工程管理システムの構築 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 天理市 株式会社大英 9150001022227 全天候型テントトラス材を使用した革新的な作業環境の工事受注とレンタル事業 隅田高司

近畿 奈良県 天理市 株式会社宇埜鐵工所 4150001006382 半凝固によるアルミ成形鍛造品の開発 税理士法人成徳

近畿 和歌山県 和歌山市 楠山　尚子 「『健やかに美しく』インディバによる健康美容のワンストップサロン」 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 御坊市 株式会社Ａ＆Ｓコンサルティング 1170001008677 経営コンサルタント、福利厚生を売る 御坊商工会議所

近畿 和歌山県 新宮市 エノモト自動車 自動車整備事業者が挑戦する新たなスタイルの船舶整備事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 株式会社和奏 1011001118085 海外向け「着物柄ファブリック製品」Ｄ２Ｃ事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社久保商店 7170002001287 ２次加工済み製品の短納期提供により建設業界の問題解決に貢献 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社井上鐵筋工業 3170002006001 和歌山エリアオンリーワンの「全粒粉ドーナツ販売」を展開する事業 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 株式会社ビルテク 7170001012822 ポストコロナへ対応した男性専用の脱毛サロンの新規開業 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 新宮市 是空 紀伊半島大水害を生き残った奇跡の「梅」加工品で飲食店から六次産業化へ 岡　京子

近畿 和歌山県 橋本市 和食　とくさ 店舗の個室をテラス型へ改装し、海鮮バーベキューで二毛作営業 橋本商工会議所

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 清新通産株式会社 6170001009621 生産者と共に観光客へ県内産品の魅力を伝える商品開発事業 芋月　章二

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社月神ＤｒｅａｍＰｒｏｊｅｃｔ 7170002005817 和食料理店を営む事業者によるハンバーガーを看板商品としたカフェ事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 海南市 有限会社野上工芸 5170002002956 当社コア技術を活用した木製の照明器具市場への進出 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 田辺市 フルハウス デジタルサイネージを使用した広告による収益と無料公益広告の放映 田辺商工会議所

近畿 和歌山県 橋本市 中野トーヨー住器株式会社 4170001010688 お客様の多様なリフォーム需要に応え下請けから脱却を図る新事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 有限会社ホテルしらさぎ 6170002009422 南紀白浜の奥座敷「椿温泉」の湯治宿が地域のウェルネス資源の活用やオンライン医療連携を通じて提供する日本初カスタムメイドワ 細田　宏

近畿 和歌山県 日高郡日高川町 ＲＤＦ たぶん日本初！レーシングカーも造る板金屋 税理士法人きしゅう会計

近畿 和歌山県 和歌山市 レストランカフェ　デサフィナード 周辺に訪れる観光客を新たにターゲットに、民泊事業を展開する 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 Ｅ．ｋａｎａ 男性エステ分野への新事業展開 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 手もみサロン　ひなた リラクゼーションサロンの「脱毛サロン・整体院」事業計画 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 株式会社濱辰商店 4170001005309 味を守り冷凍で変革する県内唯一１１４年企業「老舗かまぼこ店」の挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 日高郡日高川町 有限会社あんちん 1170002010384 団体観光客依存型のレストラン経営から脱却　カフェへの事業展開 水城　実

近畿 和歌山県 海南市 有限会社橋爪商店 6170002006568 アフターコロナに備えた宿泊施設を対象としたバスマット宅配型リネンサービス事業に使用する拠点の改修及び拡張 海南商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社メディア＆ＰＣネットワークス 1122002010781 地元の本屋が展開する総合リサイクルと音響・映像レンタル業への進出 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 特定非営利活動法人エフエム和歌山 1170005001901 和歌山県の魅力を最大限に伝えるラジオ動画のサブスクサービスの展開 株式会社三十三銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社城東メディカル・サービス 2170002001944 中高年女性の美と健康を守り、介護とのシナジー生むフィットネス事業 岡　京子

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社三幸商事 4170001008674 ニーズに応じた食品をご家庭・取引先へ直送の販路を全国拡大、冷凍技術を活用し変わらない味をＥＣサイトでご提供 田辺商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ＷＣＳ 2170003001035 飲食分野でのシステム化を活用した地域密着型のテイクアウト・デリバリー戦略 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社ステーキハウス元町 4170002005547 老舗ステーキハウス自慢のお肉をご家庭でも、食材の有効利用と販路拡大のためのオンラインショップの開設 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 北広ケミカル株式会社 1170001002969 デジタル捺染インクジェットプリンタ用の透明高硬度高伸度水系ウレタン樹脂の製造 税理士法人ＴＡＳ

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社エフケイ 9170001004231 日本で唯一のテニスボール用フェルト生地製造事業への進出 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 旭精機株式会社 9120101033481 「脱炭素」社会に貢献！車載用リチウムイオン電池等の製造への参入 株式会社エフアンドエム

近畿 和歌山県 橋本市 東陽染業株式会社 8170001010684 丸編みヒートセット事業展開とエコ経営展開による事業再構築 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 有限会社キシウラ 8170002006211 地域福祉の推進と介護施設の事業継続を多角的に支援するトータルソリューション事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 和歌山県 和歌山市 豊舟 世界遺産熊野古道での民宿豊舟の開業 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 菱紀塗裝工業株式会社 3170001003560 環境負荷の少ない金属製品塗装を実現する事業再構築 近山　寿博

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 有限会社白浜鮮魚 5170002009340 事業者向けの水産加工事業・ＳＤＧｓを実践する食堂営業・オンラインを活用したクエ鍋セットの販売 水城　実

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社オーテック 7120102027492 ポストコロナを見据えた「和歌山ハイボールバー」の開業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社紀州鶯屋 7170001009769 廃校で地域の人々と共につくるさつま芋菓子 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 有田市 有限会社ヒカル・オーキッド 3170002007362 世界で一番地球にやさしい胡蝶蘭ブランド「フォアス」～ユーザーへ胡蝶蘭の全く新しい価値を届ける！～ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 株式会社セトウ 1170001007258 食パン専門店ＦＣ加盟店によるパン事業の確立 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 大岩自動車株式会社 4170001013237 先進安全支援搭載車体のフレーム調整サービス 株式会社南都銀行

近畿 和歌山県 日高郡みなべ町 株式会社紀州梅香 2170001012026 新工場設立及び卸向商品生産ラインを確立し、農家からメーカーへの転換を図る 泉　正道

近畿 和歌山県 伊都郡九度山町 株式会社Ａｈａｈａ 1170001013636 健康寿命を伸ばす！科学的介護を用いたリハビリ型デイサービス事業計画 笠田隆博

近畿 和歌山県 有田市 株式会社宮好 6170001007468 梅大国和歌山が開発した新品種「露茜」で作った“赤い梅酒”の製造販売 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 御坊市 有限会社ヤナギヤ 5170002010240 ジャム、ジェラート及び保存パンの製造販売に新規着手する事業再構築計画 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 株式会社喜多工務店 7170001009034 テレワークオフィス及び需要者の方々にＩＴのオペレーションを提供する事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社紀州高下水産 9170001013991 独自技術で常温保存できる海産物のレトルト惣菜を開発・販売する 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 橋本市 株式会社オカザキ紀芳庵 1170001010823 地域資源を活用した観光拠点の開業と自社ブランド商品の開発及び拡販 株式会社南都銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社イシゼキニット 2170001000204 社員５名との挑戦！！サイズ別展開機械の導入でコロナ禍での売上増を目指し新規販路開拓 公益財団法人わかやま産業振興財団
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近畿 和歌山県 紀の川市 株式会社藤桃庵 4170001014078 進化系桃のスイーツ新商品開発と観光フルーツパーラー施設「桃のしあわせ館」の開設 和歌山県中小企業団体中央会

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 まなべ石油販売 温泉と絶景を楽しめるテイクアウト＆カフェ事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 合同会社輝産業 1170003001184 障害者グループホームの開設による福祉業界への新規進出 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ワメンテクノ 4170001004277 樹脂・リサイクル炭素繊維複合素材開発品の量産・販売事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社赤井工作所 1170001007712 パンチ・ＣＯ２レーザ複合機を導入し、高品質な超小型衛星地上局アンテナ及び架台の製造・販売計画 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 酒本物流有限会社 9170002005947 倉庫建設と配送資材再利用体制の確立によりＳＤＧｓ物流を開始 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 岩本石油株式会社 5170001000291 和歌山発！インフラ点検用エッジＡＩソリューションサービス事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社川口工業所 8170001012292 部品メーカーからアセンブリー・メーカーへの事業拡大 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 有限会社新岡農園 5170002010926 木桶熟成のプレミア柿酢と極みソフトドライフルーツの新商品開発およびそれに係るＨＡＣＣＰ準拠の工場設置と製造機械設備の導入 和歌山県中小企業団体中央会

近畿 和歌山県 和歌山市 Ｈ２Ｓ　ｈａｉｒ スタイリストによるカジュアル感覚で利用できる最高の美容脱毛 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 株式会社中口板金工作所 3170001002356 マシンセルシステムの導入でリチウムイオン電池セパレーター製作機械部品業界へ参入！ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社ハヤシ・シザース 7170002004736 世界初のメンテナンスフリー理美容ハサミの量産体制の構築と拡販 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 田辺市 有限会社ハマコー 3170002008988 「専門的知見の活用」と「保護者の利便性を考慮」した放課後等デイサービス事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社紀州フーズ大谷 3170001009566 しらす梅及び梅パウダーの開発による新たな収益源の確保 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 清水印刷株式会社 1170001001509 ＤＰＳによる新たなビジネスモデル構築で地域イノベーションを実現 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 和歌山県 西牟婁郡上富田町 協業組合太成 3170005003623 既存事業のリソースを活用し、製造業の国内回帰に寄与する新分野展開 和歌山県中小企業団体中央会

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社柚香 8170002005114 水産資源の廃棄ロスをなくす！雑賀崎漁港での鮮魚さばき活用事業 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 株式会社加藤工業 8170001012813 高層マンション・橋梁工事など大型現場の足場工事分野へ新規参入し、全く新しい顧客層（大手建設会社）を開拓する！ 株式会社池田泉州銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社Ｋ．ＮＥＸＴ 5170001016049 軽量化足場に特化した倉庫業 株式会社南都銀行

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社アドヴァンス 4170001008377 地域密着型フィットネスクラブの経営資源を活用した学習塾への新分野展開 株式会社エフアンドエム

近畿 和歌山県 有田市 レピ　マルカ 出来立ての味を閉じ込めた長期保存可能なフローズンスイーツを開発し、これまでのＢｔｏＣからＢｔｏＢへ乗り出します 大塚　美晴

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社アート工房匠人 9170002005781 住居と豊かな緑の融合を図った、庭造りを行うグリーンデザイン事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 ダートコーヒー株式会社 1170001001822 創業６４年の食品卸会社の強みを活かした、環境に優しい珈琲焙煎を見学できるカフェ＆クレープリー 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社玉置建材 9170001013835 在宅利用者と家族を支える自立支援型デイサービス事業への参入 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 西田生花店 自社ブランドを確立し、フラワーアレンジメント教室へ業態転換！ エンジョイント税理士法人

近畿 和歌山県 御坊市 三和セルロシン株式会社 1170001010063 人工木・バイオマス成形材料　製造 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 新宮市 ラターナ 本格イタリアンの保存食品の製造及び自社所有地内での工場・販売拠点の創設 新宮信用金庫

近畿 和歌山県 橋本市 石橋自動車株式会社 5170001012320 鈑金塗装分野進出によるトータルカーライフサポートの実現 奥田　崇喜

近畿 和歌山県 田辺市 中村伸吾建築設計室 宿泊体験施設、デジタルデータベース、地域特化型セミオーダー住宅を用いた事業再構築 田辺商工会議所

近畿 和歌山県 有田郡湯浅町 湯浅醤油有限会社 2170002007446 フランスボルドーで醤油醸造所レストラン・湯浅醤油ブランド化事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社サンエーテック 4170001013096 ベルトクリーナーの開発・製造による卸売からメーカーへの進出 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 トップランド 「古民家」を活用したキャンピングカー販売事業 税理士法人あすなろ

近畿 和歌山県 日高郡印南町 伸光 電気自動車・電動バイクの販売・整備に向けた新たな専門店舗開設 株式会社フォーバル

近畿 和歌山県 和歌山市 風神莫大小株式会社 2170001002828 『密を避けるアウトドア用品リユース事業進出！体験型ショップ＆ＥＣショップの開設』 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 東牟婁郡串本町 有限会社岩谷水産 2170002011654 コロナ禍における食のスタイルの変化に対応したブランド魚の冷凍フィレ加工への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 橋本市 有限会社伊都スズキ販売 7170002010866 地域から世界へ「日本の作業場から直送」自動車中古用品ＥＣ販売 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 株式会社Ｔｒａｆｆｉｃ　Ｃｏｍｆｏｒｔ 9170002009361 温泉力で切り開く！南紀白浜貸切露天風呂 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 株式会社寿精密 9170001010972 新型リチウムイオン電池の構成部品提供による事業再構築 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 民宿マルキ 円月島前唯一の民宿が挑む和歌山イチのイタリアン店への挑戦 吉川　祐介

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社濱本組 7170001008861 地域医療・介護における栄養療法食の提供システムの構築 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 紀の川市 吉田染工株式会社 5170001007948 糸染色加工業から女性用インナー等製造業への挑戦とＥＣによる小売参入 クレアスト株式会社

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 中西歯科医院 紀州有田初、３Ｄ技術を用いた歯科技工所による地域活性化 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 株式会社アイエフシーシステム 4170001011620 外食産業で培った「おもてなしの心」でテイクアウトの中食産業へ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 西牟婁郡すさみ町 株式会社いこいの村わかやま 5170001009507 南紀すさみのリゾートホテルが自社敷地内で「安全・清潔・快適ないちご狩り体験」　を提供するフルーツツーリズムモデル 細田　宏

近畿 和歌山県 田辺市 紀南段ボール株式会社 4170001008625 最新設備・ＥＣの活用を通じて段ボールのｔｏＣ販売を実現、向かい風な経営環境を打開 株式会社シャイン総研

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社プランニング守山 4170002004945 障害者・高齢者を対象とした共同生活援助の機能を持たせた住宅サービスの提供と飲食店の開始 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 田辺市 焼きたてぱんＤ’ｏｈ！ 地域に根差した地元ベーカリーカフェの新規運営 田辺商工会議所

近畿 和歌山県 有田郡湯浅町 まるとも海産 新商品、新設備、新販路における少子高齢化社会の食を支える新事業展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 新宮市 有限会社ＪＰカンパニー 3170002011554 建設会社と世界遺産熊野の観光復活を応援する長期滞在型ホテルの開業 株式会社紀陽銀行

中国 鳥取県 東伯郡琴浦町 有限会社オーエヌプランニング 7270002011029 不用品・遺品の丸ごと出張回収サービスの開始による新市場開拓 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 鳥取市 有限会社ＲＴｉｎｃ 5270002011220 一人暮らし大学生に提供するサブスクリプション事業 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 西伯郡伯耆町 株式会社桝水リゾート 8270001005765 希少価値の高いアンティーク家具販売への進出 ごうぎんキャピタル株式会社

中国 鳥取県 鳥取市 いなばテクノ・エボリューション株式会社 5270001007319 当社の強みを活かした先端ＩｏＴ／ＤＸを駆使したコンビニファクトリの構築 鳥取商工会議所

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社しず商店 5270001001057 コストコ地域ショップの展開～抜群な店舗立地×高い知名度の活用～ 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 倉吉市 湊屋石油株式会社 2270001005127 地域初となるカフェとコインランドリー併設型店舗による地域活性化 セブンセンス税理士法人

中国 鳥取県 境港市 有限会社岡野農場 8270002007645 農業から加工品製造へ。高品質な里芋による「粗削り里芋」の製造 セブンセンス税理士法人

中国 鳥取県 米子市 株式会社ＳＡＴＳＵＭＡ 6270001006963 サステナブルホテル事業の開始による地方創生拠点の創出事業 株式会社中央ビジネスグループ

中国 鳥取県 境港市 株式会社大昇食品 3270001003807 カニ加工・販売事業の経験を活かしたサケフィーレ加工事業への新たな取り組み 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社吉谷機械製作所 7270001000825 キッチンカーと小型エジェクターで時代のニーズに即した新分野展開 公益財団法人鳥取県産業振興機構

中国 鳥取県 東伯郡琴浦町 有限会社佐川製菓 3270002009472 「饅頭」から「クリームパン」へ　老舗観光土産菓子メーカーの挑戦 株式会社島根銀行

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社竹内クレーン工業 9270001000435 既存事業で培った施工技術を活かした新工法への新規参入 セブンセンス税理士法人
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中国 鳥取県 鳥取市 有限会社仁徳砂利 7270002001062 砕石・砂利の運送からリサイクル残土生成で県のＳＤＧｓ推進に貢献 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社ゼンヤクノー 3270001000358 だしパック製造への進出～西日本初！ベビー専用だしパックの製造販売～ 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 鳥取市 有限会社アドセンターパル 8270002000022 地域の観光資源をフル活用し環境に配慮したローカルグランピング事業 鳥取信用金庫

中国 鳥取県 境港市 ワイエムセラミックス 金属加工のプロ「歯科技工士」が挑む！「医療用純チタン」を使った世界に一つだけの超精巧アクセサリー製作 株式会社島根銀行

中国 鳥取県 米子市 有限会社エイブル精機 7270002005435 イマジネーションを具現化する半導体製造装置製作への進出 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 倉吉市 ＯＤＳコミュニケーションサービス株式会社 6270001005081 新システム開発によるバックオフィスＢＰＯからサービス事業者への事業変革 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 倉吉市 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー 1010001119515 「再生ＰＰバンド用ペレットの製造事業」～ＰＰバンドの水平リサイクルの実現～ 株式会社商工組合中央金庫

中国 鳥取県 鳥取市 エコ・リビング有限会社 2270002000457 巣篭り、アウトドア市場拡大に伴うＢｔｏＣ市場参入 鳥取信用金庫

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社想和建築 2270001005498 地元・鳥取を救う！産業廃棄物の受け手への転換による環境問題根絶に向けての第一歩 税理士法人優和

中国 鳥取県 鳥取市 アイコンヤマト株式会社 5270001001107 ３次元測量技術の訓練及びクラウド型ＣＡＤソフトウェアによる教育事業への新分野展開 鳥取県商工会連合会

中国 島根県 出雲市 有限会社タイヤ館出雲 7280002005681 地元企業とＵＩターン希望者の縁結びサイトの運営 出雲商工会議所

中国 島根県 出雲市 農口屋株式会社 8280001007876 ドローン利用による農家向け農薬・肥料散布事業 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 グローバーク株式会社 6280001006681 大型ＬＥＤディスプレイの販売　及び　広告配信事業 松江商工会議所

中国 島根県 江津市 有限会社中央 1280002009234 付加価値サービス向上及び集客に向けた洗車ビジネス 日本海信用金庫

中国 島根県 出雲市 株式会社Ｍｏｄ 1280001008550 １店舗で２店舗分稼ぐ！美髪特化型サロンの脱毛参入による再構築事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 出雲市 株式会社園山商事 4280001003235 既存顧客を生かした『ＢｔｏＢｔｏＣ』から『ＣｔｏＢ』ビジネスへ参入　貴金属等の買取り事業への新分野展開 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 安来市 有限会社差海鉄工所 6280002004668 事業領域の拡大による受注ポートフォリオの再構築計画 米子信用金庫

中国 島根県 松江市 美酒佳肴ゆらく ＥＣ販売用の「さばしゃぶ」製造 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 有限会社ミサキ自動車 9280002006034 洗車し放題ガラスコーティング加工事業 出雲商工会議所

中国 島根県 出雲市 プライム有限会社 5280002005972 地域共生社会を実現する障がい者グループホーム事業への新規参入 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 株式会社いづもファクトリー 7280001007225 飲食ノウハウと大和しじみを活かした新商品開発による全国展開事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 益田市 株式会社桐幸フーズ 2280001008153 焼肉店から巣ごもり・中食需要を取込むため、食肉小売業への進出 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 有限会社平田測量設計 7280002003149 ＩＣＴ機械施工の技術支援体制を確立しＩＣＴ機械施工技術取得の支援 株式会社島根銀行

中国 島根県 安来市 株式会社加藤商事 3280001002394 コロナ禍を受けての国内サイクルツーリズム市場への参入 株式会社島根銀行

中国 島根県 松江市 株式会社ＲＩＲＥ 8280001007991 完全非対面型のトータルビューティーセルフエステへの転換 平田　千晴

中国 島根県 安来市 吉田酒造株式会社 4280001002484 家飲み需要の獲得！日本酒の鮮度を長期持続させる新たな製造方法の導入 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 株式会社Ｌａｇｏｏｎ 4280001007888 ２棟を自在に！心の調和を実現する沖縄古宇利島での別荘宿泊型ワーケーション事業 長谷川　浩之

中国 島根県 松江市 株式会社松江館 7280001000683 老舗旅館２．０！一歩先を行くテレワーク事業でニッチトップを目指せ！ 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 有限会社松平閣 6280002001145 介助サービス付バリアフリールーム宿泊プランの販売による新分野展開 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 隠岐郡隠岐の島町 株式会社渡辺工務店 7280001005435 離島が抱える課題の解決に向けて～建設事業者が取り組むホテル事業～ 株式会社島根銀行

中国 島根県 隠岐郡西ノ島町 鮨　あいら 飲食サービス業から卸売・小売業への転換による鮮魚店の開設 島根県商工会連合会

中国 島根県 出雲市 ケイズハウス株式会社 9280001004229 デジタルサイネージネットワーク活用による官・民情報配信サービス事業 出雲商工会議所

中国 島根県 出雲市 スタジオマックス 写真撮影ノウハウを活用したグランピングカフェ事業の実施 島根中央信用金庫

中国 島根県 雲南市 有限会社オートボデー・ケイ 3280002011262 中山間地域の高齢者を救う飲食店・飲食小売店専用の移動販売車設計、製造、販売事業 株式会社島根銀行

中国 島根県 益田市 アケボノ株式会社 1280001004962 ＥＶ時代をにらみ金型技術を活かした樹脂成形分野への新分野展開 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 株式会社ウッドスタイル 4280001002765 家具製作の加工技術を生かしたカー・リノベーション商品展開とＤＸ導入 島根県中小企業団体中央会

中国 島根県 鹿足郡津和野町 有限会社平和木工 5280002010551 造作材製造への　事業　拡大に　よる　収益　安定化と地域　サプライチェーンの維持 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 松江市 株式会社ＳＡＴＩＳＦＡＣＴＯＲＹ 8280001002860 特別食、季節食に特化して製造販売をし介護食市場へ参入 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 松江市 株式会社山芳 2280001006982 有休古民家を再生した会員制サウナ事業 株式会社島根銀行

中国 島根県 出雲市 株式会社おはつ 8280001006878 医療・介護人材の健康と笑顔を作る女性専用ＡＩフィットネス事業 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 岡山県 勝田郡勝央町 にんにんホーススクール 馬とともに楽しむ観光型ブドウ農園事業（ウマスカット農園） 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 備前市 株式会社クチート北脇 2260001031941 ニット製外衣のアパレル縫製から商用車内装品製造販売事業へ展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 瀬戸内市 日本オリーブ株式会社 2260001021430 オリーブの葉から抽出した新素材による新市場の創造 株式会社商工組合中央金庫

中国 岡山県 岡山市北区 本町酒場そそう 居酒屋事業から、法人向けお届けサラメシ弁当事業への新分野展開 倉敷商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 株式会社オブリガード 7260001017060 急速冷凍機導入、ＥＣサイト開設による販路拡大 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社和創 1260001031307 新型コロナで大打撃を受けたカフェ事業の強みを活かしたベーカリー製造販売業への新分野展開 吉田　正人

中国 岡山県 倉敷市 有限会社フラップ 4260002022450 不動産買取再販事業への新規参入計画 上吉　隆一

中国 岡山県 岡山市南区 カークラブ 自動車に搭載された先進技術に対する次世代点検整備への対応 長安　孝浩

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社さくらコーポレーション 9260001024757 コワーキングスペースとカフェの運営による地域社会貢献事業 澁谷　典彦

中国 岡山県 瀬戸内市 株式会社オータニ 6260001021369 関連多角化によるリスク分散のための新サービス展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 株式会社尾島 7260001024528 水道工事業の新規参入 高見　尚平

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社Ｃａｓａ　Ｐｌｕｓ 9260001025656 飲食店とキッチンカー（個人事業者）のプラットフォーム事業 税理士法人久遠

中国 岡山県 岡山市北区 キャピタルラック 美容師の起業応援サポート付き個室型シェア美容室の立ち上げ おかやま信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 ヘアーワーク　エクセルシア 孫娘に継ぐ、バリアフリーと最新設備の理美容一体型店舗への転換 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社アトリエクオーレ 3260001025240 都市型グランピングテントの販売・施工とトータルサポート事業 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 岡山市北区 ヨンヒャクド ミシュラン受賞ビザ店の強みを生かしたテイクアウトピザ事業の展開 岡山商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社トラスト不動産 7260001031202 ＣＬＴ（集成材）等を利用した移動設置可能なヘアカット店舗事業 税理士法人久遠

中国 岡山県 岡山市北区 合資会社オピニオン 7260003000205 インターネット及びＩｏＴを利用したスマート農業支援サービスの事業化 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 真庭市 株式会社トマトファーム１・２・３ 9260001026365 農産物一次加工及び菓子類製造設備導入による食品製造事業の開始 株式会社ビー・エム・サポートプラス

中国 岡山県 岡山市南区 有限会社ニシトモ・フーズ 4260002007443 既存飲食事業との相乗効果を実現する遊漁船業への新分野展開 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 有限会社う越新 4260002012526 ドローン機体の整備サービス開始による事業転換 株式会社ビー・エム・サポートプラス
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中国 岡山県 津山市 株式会社竹内瓦 9260001021168 ドローンでの屋根点検技術を生かした農業サービスの開始 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ふるいち 5260001014621 冷凍自動販売機を活用し新たな販売方法を行い顧客価値の向上へつなげる 倉敷商工会議所

中国 岡山県 美作市 ＨＩＲＯＫＵＮ’Ｓ　ＣＡＲ　ＳＨＯＰ 観光地でレンタカー事業の開始、新分野展開による売上拡大と地域活性化 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 寺粉屋企画 地元農業廃棄物を活用するバイオマス燃料製造の新分野展開 倉敷商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ティアラ 2260001004476 県運営の岡山県総合グラウンドで季節のイベント開催＆専用ＥＣ販売 尾崎　裕

中国 岡山県 浅口市 有限会社久本電化ドクター 6260002026623 町の電気屋さんによるフィットネスクラブ経営で、地元を元気に 玉島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 堀江染工株式会社 7260001014727 産地内連携でＳＤＧｓを推進する抗菌・抗ウイルス製品事業への挑戦 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 有限会社ハートランド 6260002007747 キッチンカーと料理人を派遣する新仕出しとデザートのテイクアウトに取り組む。 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 高梁市 ＳＴＳ 岡山県高梁市初の脱毛サロンを開業することで個人向けサービス開始 秋山　伸

中国 岡山県 岡山市北区 マニッシュヘアー 商店街の老舗美容室での自家焙煎コーヒー豆販売 岡山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 迫田整骨院 運動能力アップと未病を治すためのマシントレーニングサービス 有限会社エヌティ・クリエイト

中国 岡山県 岡山市中区 有限会社バルプラン 8260002013999 既存レモネード店未利用部分を活用したテイクアウト生搾りモンブラン店出店の新分野展開事業 おかやま信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 株式会社メタルディー 3260001031585 ファイバーレーザー溶接機導入による精密板金事業への新展開 須山　淳

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社福岡屋 1260001005772 自店を活用したレンタルスペース事業及びカフェ（甘味処）事業の展開 岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 岡山市中区 有限会社フラッグ 6260002008935 経営コンサルタントのアドバイスを受けられるワーキングスペース 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 笠岡市 ＤＩＮＩＮＧＢＡＲ　ＭＡＬＦＩＳＨ キッチントレーラーと自動販売機で斬新なファーストフード提供 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＩＰＰＯ 3260001011827 既存ラーメン店の飲食スペースを縮小、から揚げ持ち帰り専門店の新設 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 高梁市 レストハウス　ポパイ 地元観光産業を盛り上げろ！３世代でつなぐ老舗レストランの復活 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 ティ－ツ－インダストリ－ 三次元測定機導入により微細形状製品対応による事業拡大 倉敷商工会議所

中国 岡山県 真庭市 株式会社ＨＡＫＫＥＩＪＡＰＡＮ 7260001023034 湯原温泉の旅館が取組む『地域初』のペットホテル事業 税理士法人アライズ

中国 岡山県 倉敷市 クラカフレッシュ株式会社 8260001013216 完全個室のパーソナルフィットネスジム運営 株式会社広島銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社永進 8260001035961 トレーニング事業を活用した健康メニューでダイエット・高タンパク焼肉店新設への新分野展開 玉野商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 イタリア惣菜屋トミヤ 美食の国イタリア発のスイーツ専門カフェ 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市東区 光永ＰＲＸＣＥＥ－ＴＥＣ株式会社 4260001023227 エディブルカトラリ事業を展開して販路を構築する 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社Ｋ＆Ｉ 2260001011935 靴専門店から衣食住にまつわるライフスタイル提案型ショップへの転換 山本　哲郎

中国 岡山県 岡山市北区 新日本サービス有限会社 2260002004913 女性が活躍する地域コミュニティ食堂（カフェ・サロン） 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 Ｈ・Ｍ　Ｌｉｆｅ株式会社 4260001035032 建設業から不動産業参入、そして既存の不動産業からの脱却 くらしき中央税理士法人

中国 岡山県 笠岡市 青松園 グランピング白石島で新たな顧客層を取り込みコロナを乗り切る 株式会社キー・ロジ

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社かん吉 7260001032539 瀬戸内の鮮魚と天然塩で作る「レンジでチン」で美味しい「冷凍真空干物」 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 倉敷市 有限会社日本ＳＳ 4260002024315 ファミリー層を対象とした脱毛エステ店 大倉　宏治

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社ＢＳＳ 3260001009854 厨房設備事業者だからできるコロナで壊滅的打撃を受けた飲食店への挑戦 吉田　正人

中国 岡山県 真庭市 ｐｉｃｎｉｃ　ｏｒ　ｍａｒｋｅｔ？ 天然温泉と本格パンの魅力を活かすカフェから宿泊業への新分野展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 三晃ヂーゼル株式会社 2260001002843 岡山初！地球環境に優しいＤＰＦ熱処理再生クリーニング事業による売上回復計画 シェアビジョン株式会社

中国 岡山県 玉野市 有限会社造田組 5260002032886 「（仮称）岡山玉野シーサイドグランピング」の新設・運営事業 おかやま信用金庫

中国 岡山県 苫田郡鏡野町 坂田電機株式会社 1260001019789 特許の具現化による半導体分野への参入 津山信用金庫

中国 岡山県 津山市 津山国産材加工協同組合 2260005006477 大径木間伐材を活用した造作用集成材製造設備導入による業態転換 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 小田郡矢掛町 株式会社マサテック 8240001042613 多発する集中豪雨や大型台風から浸水を防止する防水扉等の製造施工 笠岡信用組合

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社花島建設 7260001005420 高度ＵＡＶと最先端木材破砕機を導入、大雨に特化した新防災事業を創出 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社創拓 9260001007927 デザイン家具とセットで断熱・耐震を兼ね備えた中古住宅の省エネ・フルリノベーション事業 稲葉　隆治

中国 岡山県 笠岡市 株式会社角田興業 4260001017699 リサイクル材を活用し環境負荷低減を目指した新たな製品開発への挑戦 株式会社広島銀行

中国 岡山県 真庭市 株式会社蒜山練乳 7260001034106 真空濃縮機により原料乳濃縮工程の生産性を向上させ、無糖練乳（エバミルク）の量産体制を確立する業態転換計画 吉田　正人

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ベイテック 4260001028663 産業用機械販売業で培った強みを活かす機械修理メンテナンス業への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 津山市 株式会社光岡製作所 5260001020264 脱炭素社会に向けた鉄道用モーターの普及を鋳物技術で支える 津山信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社アドバンス 3260001023995 車愛好家のための結婚相談総合事業 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 岸本建設株式会社 9260001001954 産学官連携による地域活性化と地域共生社会の実現に寄与する事業 澁谷　典彦

中国 岡山県 瀬戸内市 横山製網株式会社 7260001021459 製網（漁網原反メーカー）会社が取り組む「インターネット販売事業」への新分野展開 株式会社みどり合同経営

中国 岡山県 小田郡矢掛町 有限会社多賀文林堂 8260002026340 大正ロマンを体験できる矢掛町の新たな観光拠点の整備 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 笠岡市 茂平運送有限会社 1260002025464 高機能物流倉庫を通じた３ＰＬ事業展開におけるサプライチェーン安定化事業 玉島信用金庫

中国 岡山県 笠岡市 有限会社清水モータース 8260002025103 新たに自社加工事業に取り組み、地域での軽キャンピングカー整備工場化への挑戦 岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 岡山市中区 翼工業株式会社 1260001031513 製缶板金製造の一貫施工を実現する機械器具設置工事業進出 ＩＴプラン株式会社

中国 岡山県 美作市 有限会社美作農園 6260002030625 湯郷温泉街に再び活気を！花で彩られた体験型ピクニックガーデン 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社村上電工社 8260002014799 電気工事店が『計装事業』で地方の労働力不足解消、安全性向上、省エネ化を叶える 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社アソシエ 4260001008434 人材サービス事業者向け、クラウド型統合システムの開発、販売事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社拓栄 9260001028205 新工場設立と製缶加工設備導入で製缶製作への新分野展開 水島信用金庫

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社成和設備工業所 1260001003660 人を生かす新形態加工作戦 税理士法人さくら総合会計

中国 岡山県 総社市 英裕組株式会社 1260001028600 建設業から自動車整備事業への新分野展開計画 吉田　正人

中国 岡山県 岡山市北区 ユアサ自動車株式会社 4260001006818 ペット共生型障がい者グループホームの展開による自立支援の貢献 岡山商工会議所

中国 岡山県 井原市 株式会社ファインテクノ・タケダ 5260001018325 薄板材加工へのファイバーレーザ溶接機導入による業態転換事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 津山市 株式会社久米精工 2260001020589 新たな設備投資による自動車部品業界から産業用機械部品業界等への進出 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 玉野市 ワンズオウン 最先端美容エステが取組む「科学的な健康カウンセリング」サービス 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市南区 ナカイチ企画有限会社 9260002015846 サスティナブルな住まいづくり事業 おかやま信用金庫
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中国 岡山県 美作市 有限会社森岩木材 4260002030742 未利用材を活用したバイオマス発電用燃料チップの製造・販売事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社マリンフロート 7260001007532 知育玩具の製造販売へ新たに取り組む産学協同新事業 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 ＴＯＲＩＢＵ 屋内型ゴルフ練習スタジオ＆バー事業による売上の拡大 株式会社中国銀行

中国 岡山県 津山市 オートメカニック清水 トラック荷台平ボディーの新規製造・販売による新分野展開 津山信用金庫

中国 岡山県 玉野市 株式会社水野 2260001035934 小規模企業へのワンストップサービスを実現する認証工場の新設 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 テクノスパイラル株式会社 9260001016127 電動機の整備を新規展開し設備診断サービスで業界トップクラスを目指す 水島信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社Ｒｅｐｒｏｄｕｃｅ 7260001031441 塗装業者自身による次世代足場保有と足場業者へのリース提供による工事期間短縮化の実現計画 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ＮＢＦ 2260001023815 テイクアウト・ゴーストレストラン形態による外食市場から中食市場への展開 岡田　智雄

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社フルーツ・ジャパン 1260001011481 コールセンター、製造、倉庫、出荷機能を備えた通販センターの設置 株式会社中国銀行

中国 岡山県 小田郡矢掛町 株式会社小野開発 9260001023684 花崗岩細粒分を有効活用した決壊を防止する堤体用土砂の製造 株式会社山陰合同銀行

中国 岡山県 倉敷市 明大株式会社 2260001015003 国が推進する「洋上風力発電」施工に必要な高荷重用超広幅スリングの開発 株式会社広島銀行

中国 岡山県 加賀郡吉備中央町 有限会社シバムラ 7260002014552 地域の代表的産品であるブルーベリーを活用した交流施設事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 株式会社野田開発 9260001023222 気軽に「非日常」を感じてもらい、心も身体も癒せるキャンプ場事業 玉島信用金庫

中国 岡山県 津山市 有限会社ヒロムサンライズ 6260002029865 冷凍商品化、ＥＣでの中食への展開・ＤＸを活用した安心安全な店舗の実現 津山信用金庫

中国 岡山県 総社市 ワンプラスワン 地域と人とのつながりを生み出す『農泊古民家』 吉備信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 株式会社Ｓｅｒｖｅ 2260001025737 「建設業から業種転換しＩＴ技術を駆使した地域共生型の「和牛焼肉専門店」を開業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 津山市 有限会社五月 7260002028437 岡山県産にこだわった　から揚げ・お肉惣菜のテイクアウト事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 広東菜館山珍株式会社 1260001001813 全国展開に向けた山珍の冷凍豚まんの生産体制確立による業種転換 岡山商工会議所

中国 岡山県 津山市 株式会社パドック 1260001020136 地方発、脱エンジン分野の輸送用機器、農機・作業用機器のファブレス製造直販による、脱炭素社会実現への貢献 株式会社中国銀行

中国 岡山県 苫田郡鏡野町 株式会社アイ・エス 1260001019475 成長著しいリチウムイオン電池（ＬＩＢ）製造用コア部品への新分野展開 津山信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 株式会社福田工業 9260001026423 小中学生向けの野球練習場運営への新分野展開により、コロナ禍からのⅤ字回復 株式会社広島銀行

中国 岡山県 倉敷市 有限会社石原鉄工所 8260002016481 医療用（人工関節）加工事業への参入 玉島信用金庫

中国 岡山県 備前市 株式会社有本建設 6260001021468 備前焼建材の商品化と、備前焼を堪能できる体験型ゲストハウス事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 真庭市 有限会社寿園 2260002034126 山林資源を活用し木質バイオマスエネルギー市場に参入 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社カイタックトレーディング 6260001001718 アパレル関連企業が新たに進出する米ぬか酵素風呂の全国展開 株式会社エイチ・エーエル

中国 岡山県 岡山市中区 有限会社常定工作所 4260002006528 プラスチック押し出し成型金型（多層丸ダイ）製造分野への新展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市東区 木庭金属工業株式会社 9260001001987 自動プレス間多軸搬送ロボットライン導入による複雑形状部品製造ラインの構築 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 倉敷市 株式会社吉井 5260001015116 旅館流おもてなしの「和風モダン高級貸別荘」で自分達だけ宿泊需要獲得 玉島信用金庫

中国 岡山県 瀬戸内市 有限会社てのひらの家 4260002032474 地域の人・事業者との連携で作る「オープン療育」事業への新分野展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社石井工業 8260001023693 循環型社会に寄与するために建設事業者による建設廃棄物の中間処理事業への新分野展開 吉備信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 ソーゴートレーディング株式会社 4260001027541 子どもたちの夢を叶えるスケートボードパークの開発・運営 株式会社中国銀行

中国 岡山県 備前市 株式会社竹田鉄工所 3260001021603 航空エンジン事業から、再エネ発電（水力発電用スピ－ドリング）事業への事業再構築 株式会社商工組合中央金庫

中国 岡山県 津山市 ナッシュキッチン 複合的な宅配食事業の開設による事業再構築 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 井原市 日の丸タクシー株式会社 3260001018351 デジタルテクノロジーを活用する省人化型トレーニングジム 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ビサン 9260001009270 特殊曲げ加工工程内製化による鋼製構造物製造分野への新展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 有限会社田中製作所 6260002019528 ファイバーレーザ溶接機を活用した精密板金への新規参入と板金工房の開設 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ＦＭＣ 1260001034061 リアルとオンラインを融合したプロピアニストによる貸スタジオ 玉島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 株式会社山成工業 4260001016924 ステンレス材加工への新分野展開により、コロナ禍からのＶ字回復 株式会社広島銀行

中国 岡山県 岡山市南区 正設工業株式会社 5260001025049 水道工事のプロフェッショナルが行う排水管の定期点検サービスの開始 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 有限会社ＵＩＣ 5260002024157 新工場建設によるメンテナンス業務の新分野展開で新規顧客開拓！ 松浦　哲雄

中国 岡山県 倉敷市 有限会社太喜水産 1260002022668 ペットと人が共存できる安心安全な環境を提供する新事業への挑戦 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 くし亭 倉敷駅前に完全個室の焼肉店オープン 玉島信用金庫

中国 岡山県 和気郡和気町 株式会社遠藤運輸 1260001021902 既存事業の強みを活用した中間処理場運営による付加価値向上とシナジー効果 備前日生信用金庫

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社ハル技術研究所 4260002015909 電気自動車市場向け新製品の生産・販売体制確立と海外販売開始 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 三陽商事株式会社 5260001002659 既存事業でのノウハウを活かしたγリノレン酸の原体製造 税理士法人ＦＩＡ

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ナゴヤ機工 3260001014268 新型５軸加工機導入による半導体製造用機械部品の新規受注先獲得 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社アマノ 1260001000352 食品工場市場や海外市場を見据えた製造設備の導入 みどり合同税理士法人

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社新都不動産 2260001011332 瀬戸内の魅力を存分に活かした住宅宿泊事業への挑戦 税理士法人ＦＩＡ

中国 岡山県 倉敷市 株式会社慶尚グローバルパワー 3010001112798 高知初！食事が楽しくなる生簀とライブクッキングによる新形態のエンタメ海鮮飲食店事業！ 高知商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 株式会社トライブインターナショナル 6260001026707 ゴルフバー事業（室内でのシミュレーションゴルフ）への新分野展開 高見　尚平

中国 岡山県 瀬戸内市 太陽の時代 岡山の農水産品を活用したオリジナルたい焼きテイクアウト分野への進出 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社リアライズ 3260002012683 特許食材・地産メニューを提供するコロナ配慮型カフェ事業への参入 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 株式会社栄光スポーツ 8260001000701 コロナ禍で運動不足の人に最適な運動を提供する「健活スクール」の開校 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 有限会社ウイルパワー 5260002016377 業者間不要品オークションシステムの構築 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 ジェイズ株式会社 9260001003125 外国人技能実習生等に対する日本語講習事業 株式会社広島銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ピアーサーティー 5260001014506 「コンテナハウスを活用したワーケーション・グランピングに適した宿泊施設運営事業」の新設 株式会社四国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＷＩＬＬ　ＢＥ 8260001011442 香りの強度等を数値で選べるカスタマイズシャンプー製造による事業再構築 森　健輔

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ｅｍｂ 9260001023965 ネイリストと特殊プリンターによる印刷技術を融合させたネイルチップの生産及びＥＣサイト販売 井上　信二

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社藤田酒店 2260002008732 メーカー・物販事業者向けオリジナルギフト開発のＥＣサイト構築パッケージ 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社１０００ｎ 5260001032433 無添加「プレーンアイス」販売事業 税理士法人Ｂｒｉｄｇｅ

中国 広島県 広島市南区 有限会社ファインテックス 4240002027105 コロナ禍に対応したネット販売チャネルとオリジナル商品による販路拡大 株式会社フィールドマネジメント
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中国 広島県 福山市 有限会社小森カッティングセンター 5240002045510 衣服用途以外及び産地外の高付加価値需要開拓のための自動裁断機導入 広島県商工会連合会

中国 広島県 呉市 株式会社Ｂｅｓｔ 2240001050175 整骨院の運営から、地域のこどもの受け皿となる学習塾の運営への参入 呉信用金庫

中国 広島県 福山市 有限会社ＢｉＢｉ 5240002045147 ハレの日需要に応える美容業からの新分野展開 岡田　卓也

中国 広島県 福山市 Ｈａｉｒ　ｓｔａｔｉｏｎ　ＲＯＳＥ 男性向け脱毛サービスの開始による新分野展開 岡田　卓也

中国 広島県 広島市中区 株式会社３ｒｄ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 9240001045838 居酒屋からテイクアウト型オープンサンドイッチ専門店へ事業転換 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 呉市 株式会社東風上商店 5240001027575 廃棄電線から商品化！ＳＤＧｓ貢献を目指したＢｔｏＢからＢｔｏＣへのＥＣサイト展開による業態転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市南区 博多うまかもんびんちょうや 「秘伝の味をおうちでも」プチ贅沢を叶える事業 広島県信用組合

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＪＵＤＧＥ 9240001020403 実店舗とＥＣサイトの融合による家具販売への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 有限会社金田商店 4240002040033 「氷室熟成」技術で高齢者にも安心・安全な冷凍パンの製造販売 福山商工会議所

中国 広島県 広島市中区 株式会社源 9240001041498 ポストコロナに向けた外食事業から中食・内食事業への業態転換 広島商工会議所

中国 広島県 広島市西区 ストロングマウンテン株式会社 4240001044910 広島県中心に居酒屋を多業態展開する飲食業の、デリバリーに特化したラーメン店へのチャレンジ！ 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社白鷹 5240001050437 ｗｉｔｈコロナを見据えテラス席を設けた大衆居酒屋「ｎｅｋｉ　ｈａｋｕｔａｋａ」の出店 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安芸区 高木デルタ化工株式会社 2240001006177 ＡＩ画像検査装置の製造・販売によるコロナ禍からのＶ字回復 株式会社フロウシンク

中国 広島県 福山市 福山クライミングジムＳＯＲＡ 地域初のロープクライミング導入による売上Ｖ字回復 広島県商工会連合会

中国 広島県 呉市 平野自動車株式会社 4240002033862 個人向けカーリース事業参入によるストックビジネスへの転換 公益財団法人くれ産業振興センター

中国 広島県 広島市安佐南区 元祖へんくつや可部店 お好み焼きの飲食業から製造業への業種転換 呉信用金庫

中国 広島県 尾道市 有限会社ポルシェ 9240002051414 ウィズコロナ時代に対応した広島初、味噌ラーメンへの業態転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＴＷＯ　ＳＬＯＴＨ 4240001041180 地域を圧倒するお店作り、唯一無二の焼き鳥店へ！ 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＬＩＮＫ　ＣＬＯＶＥＲＳ 2240001047337 カフェレストランからインスタ映えする韓国料理店への業態転換による事業リスク分散と事業全体の成長 株式会社広島銀行

中国 広島県 安芸郡坂町 有限会社キムラ 6240002047984 ＵＡＶ操縦技術を活用した調査事業への参入 広島県商工会連合会

中国 広島県 竹原市 福幸株式会社 3240001037345 生活・医療の両面からサポートする高齢者向け宅配弁当サービス 呉信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 イーエルカンパニー株式会社 8240001051572 キッチンカー事業とスイーツの製造販売への進出による事業再構築 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 株式会社ドット・ワン 5240001055642 冷凍自販機「ど冷えもん」による広島名物せんじがらの無人販売 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市南区 株式会社ユー・エフ・パートナーズ 4240001043549 複合型健康サロンの新規展開によるコロナを乗り越える事業再構築 ＫＹＳコンサルティング株式会社

中国 広島県 広島市中区 株式会社ナンバー・イレブン 3250001015003 コロナ禍以降に生まれた新たなるニーズに訴求した釣り船手配・ガイド事業 広島信用金庫

中国 広島県 広島市東区 Ｌｉｔｔｌｅ　Ｗｉｔｃｈ 予約制・展示販売型店舗への業態転換 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 府中市 星野木工株式会社 2240001034418 コロナ禍で仕事をするための在宅勤務用家具の製作に新たに取り組む 府中商工会議所

中国 広島県 広島市西区 Ｍｉｋｏ デジタル技術を活用したトレーニングジムの新設による事業再構築 金田　賢二

中国 広島県 広島市西区 株式会社デイ・ディライト 2240001042024 ソフトウェア開発請負業者から自社サービスを提供するＩＴメーカーへ 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社城明設計 8240001049897 １対１の完全予約制でコロナ対策を施したエステ事業 税理士法人長谷川会計

中国 広島県 広島市東区 株式会社和心家 4240001047418 飲食店の販促も目論む、Ａｉドローン活用によるゴルフ場支援事業 石田　雄二

中国 広島県 東広島市 株式会社ヨンナナカンパニー 6240001046517 冷蔵・冷凍食品の開発を通じた中食事業への新分野展開 東広島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 株式会社インプレッション 2240003002843 音楽を通して音感と英語を学ぶ「英語でリトミック」を提供する事業 碧山　裕二

中国 広島県 広島市中区 株式会社寿屋珈琲飲料社 5240001003601 テイクアウト専門店「寿屋珈琲幟町店」を出店する事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 株式会社ナチュラス 2240001045175 障害者支援施設共同生活援助（グループホーム） 株式会社広島銀行

中国 広島県 府中市 土井木工株式会社 4240001034325 ウッド・チェンジ！県産材を利用した建築物の内装の木質化計画 税理士法人田邉会計事務所

中国 広島県 福山市 コヨーテ カレーペーストとスパイス料理真空パックで新規顧客獲得事業 尾道商工会議所

中国 広島県 三原市 エイワイホーム有限会社 4240002054256 リハビリテーション国家資格保有者による地域密着型トレーニング 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市 株式会社ミヤ工芸 4240001028145 住宅デザインの多様化に応える別注建具分野への新規参入による事業再構築 広島信用金庫

中国 広島県 広島市西区 株式会社ＫＯＵＫＥＮ 8240001042704 独自の換気システムを採用したスポーツジムへの大胆な業種転換 中森　優太

中国 広島県 広島市東区 トップハウジング株式会社 1240001053600 塗装業のアフターフォローを活かしたメーカー委託の太陽光取付工事 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

中国 広島県 広島市中区 有限会社刺しゆうの店ますだ 6240002007600 日本独自の刺繍加工技術で生み出す自社アパレルブランドのＤ２Ｃ事業 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 広島市佐伯区 Ｔ‐ＤＲＥＡＭ株式会社 5240001053803 アスリート向けのパーソナルジム運営による事業再構築 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 株式会社いづゝや商店 9240001000867 呉服屋による非日常を味わうセルフ写真館運営の新事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 有限会社タケグチ 5240002041682 タイヤの整備業務の内製化を実施する事業再構築計画 藤井　慎也

中国 広島県 広島市西区 株式会社八大 7240001041541 世界に一つ、レーザー加工によるオリジナルデザイングッズの制作・加工 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市東区 株式会社ＢＦＣ 5240001021842 除草剤を使わない、高圧洗浄機による温水除草システム 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 どうらく セントラルキッチン構築による食料品製造業への業態転換 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 株式会社リッシュ・カンパニー 9240001015824 唯一無二の存在へ「テイクアウト、苺パフェを新規併設する事業」 税理士法人長谷川会計

中国 広島県 広島市中区 株式会社リコルティ 5240001052152 塊根植物育成を通じた体験価値の提供とコミュニティ形成 税理士法人ＳＩＮ

中国 広島県 府中市 ナイトイン綾 スナックから喫茶店への業態転換およびテイクアウト事業開始 府中商工会議所

中国 広島県 広島市南区 株式会社シーノ 8240001043330 コロナ禍の影響を受けにくいうどん専門店ＦＣ事業への進出 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市中区 株式会社サンケンフロント 7240001004028 アフターコロナを明るく照らす！ポリカーボネートを使って「採光」で「最高」な「再構築」！ 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ゼフィールコミュニケーションズ 2240001015863 冷凍鯛そうめんを開発、製造し、全国や世界に通信販売していく 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 有限会社中国金型 1240002029228 精密加工高度化における多角化戦略と半導体分野等への新市場進出 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市南区 株式会社アイシード 6240001016874 店舗設計ノウハウを活かしたマンションリノベーション事業への展開 山田　紳太郎

中国 広島県 広島市中区 株式会社緑 5240001043127 フルーツサンド、サラダ、スープなどのテイクアウト店の展開 秋井　正宏

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社ブラックシャドー 9240001014603 普通車の用品販売や車両整備から大型車の整備塗装の新分野展開事業 秋井　正宏

中国 広島県 広島市西区 株式会社ＧＥＮＳＨＯＫＵ 7240001021717 動画・映像制作、撮影、編集の内製化・機材レンタル事業の新分野への展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 葛城　裕史 洋服リペア事業でエシカルなアパレル業への新規参入 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 Ｍ・ＰＯＷＥＲ株式会社 1240001035433 新分野「吹き付け塗装」への進出　～Ｗｉｔｈコロナ・Ａｆｔｅｒコロナにおける業績Ｖ字回復に向けて 株式会社広島銀行
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中国 広島県 三次市 株式会社Ｕｎ　ｓｅｕｌ　ａ 4240001053721 結婚式場業から「幸福感」を味わえるスイーツ販売へのチャレンジ 広島県商工会連合会

中国 広島県 尾道市 株式会社まる文 1240001038576 ３Ⅾフリーザーを使用した会席料理のテイクアウト及びＥＣサイトでの販売 株式会社中国銀行

中国 広島県 府中市 松岡家具製造株式会社 7240001034421 家具製造からＥＣサイト構築をしてＢｔｏＣ事業へ参入する 株式会社シェアードバリュー

中国 広島県 廿日市 株式会社アリショウ 3240001057863 ドローンと火災保険を活用した、低価格で満足度の高い外壁塗装工事の提供 公益財団法人ひろしま産業振興機構

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社ＦｒｅｅＡｔｅ 2240001057955 こだわりの低糖質パン・スイーツのネット販売に取り組む新規事業 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 尾道市 特定非営利活動法人尾道空き家再生プロジェクト 7240005011607 簡易宿泊業からワーケーションや移住支援のための中期滞在型施設提供への展開 田村育生

中国 広島県 呉市 一般社団法人オフィスＳＥＲＥＮＥ 5240005014702 進化系ホットストーンの国内製造による日本全国へのセラピー普及 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 有限会社ケー・エフ 2240002045075 フランスで２．５年修行したベテランフランス料理店が作る１５０種類の現地と同じフランス風チーズケーキの全国製造販売 両備信用組合

中国 広島県 安芸郡熊野町 ウエノオート株式会社 6240001053257 業務用車両（８ｔ未満）に特化した整備工場と地域密着型指定工場化計画 税理士法人ウインズ

中国 広島県 安芸郡熊野町 有限会社協栄建装 5240002049024 ＳＤＧｓ、エシカル消費に寄与する着物リメイクと喫茶スペースを活用したコミュニティの形成計画 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 株式会社かべや 9240001053808 既存事業とのシナジー効果を生かした中国圏におけるリフォーム事業への参入 両備信用組合

中国 広島県 大竹市 株式会社萩原製作所 5240001028499 モーターメンテナンス事業化による事業再構築 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社広島明治洋行 6240001009614 縫製技術を活かしたフルオーダーメイドの婦人服・紳士服店舗の展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 株式会社サスケコスモス 1240001053633 牡蠣殻イオン水を用いた漆喰材の内製化と販売促進強化 金田　賢二

中国 広島県 福山市 有限会社プランネットエンジニアリング 9240002042900 小型部品の精密加工技術を活用した「大型半導体製造装置部品等」の製造計画 株式会社中国銀行

中国 広島県 尾道市 有限会社友文館 6240002052472 宿泊・農業・観光を融合した生き方の提案で町の活力・魅力アップ しまなみ信用金庫

中国 広島県 安芸郡海田町 丸善工業株式会社 6240001036229 最新式多軸マシニングセンタ導入による新たな挑戦 広島県信用組合

中国 広島県 三次市 有限会社白星クリーニング 1240002030276 寝具に特化した国内初の『即日受取・即日返却』を実現するクリーニング複合サービス事業 株式会社中国銀行

中国 広島県 府中市 株式会社Ａｓａｈｉｃｈｏ 6240001034109 アスレジャー市場向け新製品を起爆剤としたＥＣ売上激増計画 税理士法人田邉会計事務所

中国 広島県 呉市 有限会社町支鉄工所 1240002035060 新たな生産体制構築による再構築事業 呉信用金庫

中国 広島県 福山市 株式会社サトウ製作所 8240001030700 強みの再生プラスチック活用による生産体制を強化し、カーボンニュートラルによる成長市場へ新展開 中村　清悟

中国 広島県 広島市安芸区 株式会社マイ・コック 2240001010864 広島県産特別栽培米を使用した地域を元気にするカレー専門移動販売車事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＳＣＲＩＰＰ 1240001056685 サブスクリプションでの販売を中心とした酒類小売および惣菜販売事業への業態転換 広島商工会議所

中国 広島県 広島市南区 有限会社太閤 9240002009222 ラーメン専門店の出店による新たな利用客層の創出 金田　賢二

中国 広島県 福山市 株式会社ファシオール 2240001032371 コロナ禍に対応した「セルフエステ」とエステノウハウの活用による新事業計画 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 安芸郡海田町 オーモリテクノス株式会社 4240001036189 電動アシスト自転車部品の新規製造事業（新分野展開） 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 株式会社ＳＯＰＡＫかねみつ 4240001030266 新規自社ブランド製品立ち上げによる高級弁当市場への参入 株式会社商工組合中央金庫

中国 広島県 福山市 有限会社英興機器 1240002039532 機械装置販売業から総合提案型企業（オプション製缶部品等の自社製作）への転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 株式会社ＳＴソーイング 9240001027662 温暖な瀬戸内地域で採れたレモンとハチミツで加工商品開発・商品化・販路拡大 公益財団法人くれ産業振興センター

中国 広島県 広島市中区 株式会社デルタマリン 3240001007298 民間マリーナが運営するマリンアクティビティ事業の新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市南区 株式会社ユウゲン 9240001054806 食のおいしさと楽しさが同時に味わえるさいねい農園直売所兼加工所の開設 川上　正人

中国 広島県 廿日市 中国興業株式会社 5240001028020 高品質アスファルト再生添加剤の製造会社へ 株式会社伊予銀行

中国 広島県 三原市 株式会社ＩＴＯテクノ 6240002054361 需要の高いＰＯＹ紡糸巻取りシステム等に向けた大型部品加工への参入事業 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 広島市中区 株式会社信栄木工芸 4240001021620 日本初！３Ｄプリンターによるデザイン家具の開発及び販売事業 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 呉市 仁方精機有限会社 8240002033611 当社の強みと新設備（５面加工門型マシニングセンタ）を組み合わせ、新たな大型金属精密加工品分野へ進出 呉信用金庫

中国 広島県 広島市西区 ユーティテクノ株式会社 5240001041832 半導体・医療機器分野に関する新製品の製造による事業再構築 広島信用金庫

中国 広島県 世羅郡世羅町 海遊び 世羅町初！ゲストハウス事業への新分野展開 田久保　普三

中国 広島県 尾道市 株式会社三谷製作所 3240001038590 再生可能エネルギー部品注文等に係る新事業拡大計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 阿賀工業株式会社 3240001025457 先端的な新設備導入による再生可能エネルギー業界への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 山陽重機株式会社 1240001026928 建機の高品質塗装を起点とする顧客基盤の確立 山田コンサルティンググループ株式会社

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社ハーベスト 2240001008792 新たな市場・販売方法。Ｈａｒｖｅｓｔ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓの挑戦 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社ティーファクトリー 9240001043701 電気自動車や水素燃料船関連など成長する脱炭素市場へ新分野展開 中村　清悟

中国 広島県 広島市南区 日本産商株式会社 4240001008097 機械商社からロボットシステム製造販売への事業再構築 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 広島県 広島市中区 有限会社広島米倉 6240002013103 非接触で心身ケアが可能な、セルフ充電ステーション開始のための体制整備 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 尾道市 諸毛屋旅館 テレワーク関連宿泊事業に参入して業種転換 岡田　卓也

中国 広島県 尾道市 有限会社キッチンイシイ 7240002050442 付加価値の高い介護職の開発・販売による介護食事業への本格参入 尾道商工会議所

中国 広島県 広島市西区 Ｌｅｓ　Ｃｏｅｕｒｓ ダイニングバー・ワイン教室・酒販の新規展開によるコロナに強い事業再構築 ＫＹＳコンサルティング株式会社

中国 広島県 三原市 串の家ＳＡＺＡＮ 地元農家との強固な関係性を生かして「ＥＣサイトでの広島レモンの販売」という業種転換に挑戦 しまなみ信用金庫

中国 広島県 東広島市 株式会社上垣組 6240001022451 中小規模向けのＩＣＴ活用工事（ＩＣＴ土工）建設会社への業態転換 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市中区 バンケットサービス株式会社 1240001008819 農産品を新冷凍方法で日本の農業の課題解決と派遣スタッフの新たなる就労先を作る 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 有限会社ミックス・イベントコミュニケーションズ 6240002020677 イベント開催者等へのＤＸ推進を支援する「ＤＸサポートスタジオ」の展開 広島商工会議所

中国 広島県 竹原市 創建ホーム株式会社 4240001037261 木造注文住宅に強みのあるハウスメーカーによる家具小売事業への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社クオリティーガレージ 9240001045573 自動車整備の『特定整備』を行う「エーミング事業」の立ち上げ 広島信用金庫

中国 広島県 広島市南区 アイトフース株式会社 4240001010227 「最高のリラックスと癒やし体験を提供する」サウナキャビン販売 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市 株式会社西部鮮食 2240001028262 広島の食文化を守り、育てるため、あなごと生鮮マグロ取扱に挑戦する 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社ブレーン 8240001022053 ＥＣ需要に対応する倉庫事業の新規展開によるコロナを乗り越える事業再構築 ＫＹＳコンサルティング株式会社

中国 広島県 呉市 根石電機工業株式会社 1240001026317 先進的な金属加工技術の導入による再生可能エネルギー市場への挑戦 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 呉市 石田プラスチツク株式会社 6240001025512 再生ＰＰを活用した防災減災対策の新製品受注で経営多角化による事業再構築を実現 中村　清悟

中国 広島県 広島市南区 有限会社ゆかり屋 9240002023207 画期的にきれいな写真が撮れるフォトウェディングサービスの提供 川上　正人

中国 広島県 府中市 有限会社道田木材 7240002046936 福祉作業所と連携し新しくペット市場へ進出する 府中商工会議所

中国 広島県 福山市 五敬工業株式会社 4240001030563 新分野である医療機器分野への事業展開による事業再構築計画 両備信用組合
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中国 広島県 福山市 株式会社オーワークス 8240001034627 最新設備導入とＤＸ化での新分野事業への取組による超精細加工の実現 両備信用組合

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社アクアスマート 9240001041688 管路の調査・診断から管更生までのワンストップビジネス展開 笠岡商工会議所

中国 広島県 東広島市 株式会社浅井製作所 1240001022357 長尺ベンダーとファイバーレーザ加工機導入による新分野参入事業 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 豊田郡大崎上島町 惣明製作株式会社 2240001037536 ファミリーで楽しめる釣り堀をメインとした体験型レジャー事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 呉市 株式会社寺岡 1240001026894 船体ブロック加工で培った技術をベースに小型船舶製造業への事業再構築 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 広島市安芸区 有限会社五和工業 6240002001479 超高精度化で実現するフィルム・シート製造装置部品等製造事業 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 東広島市 有限会社葵協技工 6240002027474 炭酸ガスレーザー加工機導入による金属板金加工への新分野進出 呉信用金庫

中国 広島県 三次市 吉舎工業株式会社 5240001024589 医療機器および半導体分野への新分野展開による事業再構築計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社カナデル 3240001054308 飲食店販売中心から転換！流通しやすい高品質な缶ビール導入で小売流通販路を拡大 アイ・グローバルサービス税理士法人

中国 広島県 大竹市 有限会社桶本家具店 1240002037593 教育家具でのブランド化による売上回復策 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ　Ｍｉｃｒｏ　Ｂｒｅｗｅｒｙ 4240001051758 経営資源を最適化し飲食業からクラフトビール製造業へ業種転換する 小林　佳子

中国 広島県 広島市安佐北区 高陽電機株式会社 7240001003426 受配電盤等のノウハウ・技術を活かした板金・塗装事業への進出 広島市信用組合

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社三千世界 4240001042377 地元広島県産食材にこだわった健康志向の麺類の非対面式販売 広島信用金庫

中国 広島県 東広島市 株式会社シャルル 8240001022821 次世代自動車への対応を見据えた自動車用大型樹脂部品への新規参入 株式会社伊予銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＧＡＴＥ 1240001021945 既存店舗１店舗の撤退と、最新冷凍技術を導入した冷凍食品加工工場の新設 広島市信用組合

中国 広島県 廿日市 有限会社ハスマ 4240002037153 木材の輸入業とその端材を活用した再生芯材製造による事業転換と持続可能な社会への貢献 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社マステック 8240002021062 半導体・食品加工分野へ新事業を展開することによる事業再構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 尾道市 株式会社アクセ 3240001038707 デジタルとアナログを融合した先進的事業の展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社広田造園 1240001012804 グランピング場・オートキャンプ場の運営事業計画 広島県信用組合

中国 広島県 福山市 青葉出版株式会社 7240001029669 小学校教材の出版社が作る高齢者向け教材～介護施設等を販売代理店とする新たな市場開拓 森下　裕子

中国 広島県 広島市西区 株式会社広瀬印刷 1240001022142 新素材を活用した抗菌・抗ウイルス印刷サービス事業への進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市 株式会社四季 3240001028922 ～　古民家再生プロジェクト　～　大正ロマンを伝える門司港の景観と庭園美を感じながら季節の食材を贅沢に楽しむ 山本　和夫

中国 広島県 福山市 株式会社ｌｉｇｎｅ 1240001054235 美容業から鍼灸師・作業療法士による健康事業への転換 税理士法人せとうち会計

中国 広島県 広島市中区 株式会社パークサイドホテル 1240001017753 地域と共に〝ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ　ＳＵＰ　Ｃｉｔｙ”を目指した、ＳＵＰパドラー向けホテルへ生まれ変わる 広島商工会議所

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社オリエンタルブルーム 4240001019359 自社の人材育成ノウハウを活用し、就労移行支援事業に参入 広島信用金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社創建社 7240001053280 地域密着型２４時間シミュレーションゴルフ施設の運営事業 廣幡　英和

中国 広島県 呉市 株式会社コシバ 5240001025868 Ｍ＆Ａの経験を活かしたベーカリー事業の多店舗展開による事業再構築事業 水野　輝彦

中国 広島県 東広島市 有限会社タカオ電機 2240002027890 エコで快適な住空間を提供するため断熱工事業へ参入する 広島信用金庫

中国 広島県 尾道市 有限会社蔦永鉄工所 5240002051013 ＣＡＤ／ＣＡＭシステム導入によって高付加価値製品の製造に参入 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 ＴＲＩＡＮＧＬＥ　ＫＥＮＮＥＬ 凄腕ブリーダーが愛犬ごとにオーダーメイドする無添加素材を使用した手作りドッグフードの販売 岡田　啓秀

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社戸野機械製作所 2240001007670 ペットフード加工機械の高精度ノズル製造等に向けた機械加工の高精度化・内製化実現事業 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 東広島市 有限会社インフィールド 8240002029329 居酒屋経営で培った強みを活かした特徴ある焼肉店への事業転換 岡崎　純也

中国 広島県 府中市 共和精機株式会社 3240001034193 大型高精度５軸加工機導入による大型非鉄金属加工分野への挑戦 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 福山市 藤鉄工業株式会社 4240001031958 高精度放電加工機と高精度平面研削盤導入による高硬度・高精度部品加工へのチャレンジ 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 呉市 株式会社白王 7240001026377 ＤＸを活用した布団クリーニングの即日仕上げ宅配サービス 西　宏昌

中国 広島県 福山市 有限会社コルドバ 3240002044588 「専門的療育から自立・就労支援」までワンストップで行える放課後等デイサービスの運営 株式会社アルマ経営研究所

中国 広島県 安芸郡坂町 株式会社鈴木水産 3240001057244 新たな製造方法を導入した広島産冷凍牡蠣による６次化への挑戦 広島県信用組合

中国 広島県 広島市佐伯区 大和株式会社 5240001005812 ＡＩを用いた特殊順化培養液の培養装置の開発 株式会社山陰合同銀行

中国 広島県 広島市佐伯区 有限会社松＿興業 4240002015646 鉄塔工事事業から５Ｇ基地局整備事業へと事業転換 浦　信一

中国 広島県 広島市安佐北区 フィレールデュフェリシテワビ 胡蝶蘭で紡ぐ就労継続支援Ｂ型事業所への業種転換 田久保　普三

中国 広島県 呉市 有限会社川岡工業 3240002032452 自動車部品の製造技術を活かして半導体製造装置の部品製造を開始 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 広島市安佐南区 日本サポートアットホーム株式会社 8240001048445 地域訪問医療のノウハウを活かした高齢者生活支援事業 山田　紳太郎

中国 広島県 広島市中区 ユナイテッド・ソリューション株式会社 7240001022211 ｅＱｖという未来の常識とワクワクを提供する中四国発の取組み 呉信用金庫

中国 広島県 福山市 ドッグトレーニングおだか ２４時間管理体制による犬のストレス軽減型ペットホテルの開設 藤井　慎也

中国 広島県 広島市安芸区 パネテリエ 天然酵母パンにぴったりあう野菜と果実を加工した保存食の開発 川上　正人

中国 広島県 三次市 珈琲屋スプレモ 喫茶店から小ロット、ＯＥＭ　珈琲豆生産オンライン販売へ進出 有限会社アイ・リンク・コンサルタント

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社西日本生コンクリート工業 6240001008260 カラーコンクリートと透水性コンクリート製造による新分野展開 山田コンサルティンググループ株式会社

中国 広島県 福山市 日鐵鋼業株式会社 7240001031625 新規工場を活用し１図番一括配送体制の構築による新分野展開 しまなみ信用金庫

中国 広島県 広島市西区 株式会社イーコム 1240001022092 新設から保守へ　ＳＤＧｓ「住み続けられるまちづくりを」の達成を目指す 広島信用金庫

中国 広島県 三次市 株式会社しんわ 8240001025361 最新鋭ＩＣＴ機器導入による調査測量・施工支援業務への進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社大喜 2240001005872 オーガニック・健康・エコ関連商品に特化した小売店展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 東広島市 有限会社丸三製作所 2240002028427 新規設備導入によるＥＶ向け電池部品・金型製作分野への新分野展開 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＲＩＴＡ 6240001047449 総合美容企業が美容商品サブスクサービスを開始し、商品販売を主体とした企業に転換 広島信用金庫

中国 広島県 廿日市 伊都岐観光株式会社 6240001028837 コロナ対策を兼ねたワーケーションとしての連泊プラン構築と仕事場とお食事場を分けた食事処改装事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市 有限会社紅葉堂 2240002036974 老舗もみじ饅頭屋が５０年ぶりに取り組む製あん技術と新たな挑戦！製パンをいかした新商品の開発 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社タウンクリエーション 9240001044253 ＭａａＳを通じて障碍者の移動利便性に寄与する送迎支援システムの提供 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 安芸高田市 株式会社サンシャイン広島 1240001049598 太陽光発電付カーポート（ソーラーカーポート）の設置／販売 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 ミツヤ工業株式会社 5240001011439 新設備導入による加工品目の追加、作業効率と環境改善に伴う雇用促進への対応計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市 有限会社森脇水産 7240002036978 牡蠣養殖事業者が取り組む観光客向けイベント施設の整備と無人販売の実施 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社ｓａｋｋｕｒｕ 2240001041736 セントラルキッチンを軸にウィズコロナ対応型の飲食事業展開 山崎コンサル株式会社

中国 広島県 三次市 三次スズキ自動車株式会社 4240001024540 ポストコロナにおいて地域社会の安全を守る『エーミング事業の開始』 株式会社広島銀行
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中国 広島県 東広島市 杉井酒舗 『西条日本酒センター』を開設し、「西条酒ひろば」の運営による地域活性化事業 田附　貴章

中国 広島県 広島市中区 愛和株式会社 1240001018917 高層解体重機導入による自社施工体制の構築事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 呉市 有限会社新谷精機 4240002033029 カーボンニュートラルによる成長産業分野へ参入するための最新加工法の確立 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社バルコムエミュー 3240001016860 次世代型シェアキッチン・王様のゴーストレストラン事業 中尾　友和

中国 広島県 世羅郡世羅町 世羅　つづみ鷄 居酒屋による完全個室焼肉店の開設並びに食品物販事業への進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社ＶＡＵＧ 7240001021155 「短工期」かつ「低価格」で施工可能な新工法による山留工事への参入 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 株式会社ＣＦＰ 6240001034983 熱分解装置を導入し、廃プラスチックからエネルギーを創出 株式会社伊予銀行

中国 広島県 三原市 ＩＣＳ デジタルスキャンツールを活用した認証整備事業に向けた新たな取り組み 呉信用金庫

中国 広島県 呉市 有限会社カネイシ自動車 3240002032444 大型トラック・特殊車両等に対する専用設備ブース及び設備の導入 株式会社広島銀行

中国 広島県 安芸郡海田町 広洋工業株式会社 5240001036320 ファイバーレーザ加工機導入による医薬品物流市場への新分野展開 広島信用金庫

中国 広島県 広島市西区 株式会社西川製作所 7240001008326 新分野展開に向けた、先端加工機導入による大型部品の高効率高精度生産体制の構築 ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

中国 広島県 広島市南区 波多野電機株式会社 4240001008948 ＡＩロボットによる静電粉体塗装で環境配慮型キュービクルの製造に挑戦！ 広島信用金庫

中国 広島県 呉市 文進堂畑製筆所 オンラインの活用と来店型体験プラン開発による売上拡大 呉信用金庫

中国 広島県 安芸高田市 株式会社坂田工務店 8240001024677 オフィス機能と脱炭素化に対応した事業者系住宅建設への新分野展開 秋井　正宏

中国 広島県 広島市中区 株式会社タオダ自動車工業 4240001006068 ＡＳＶ車の普及に伴うエーミング作業内製化事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 合名会社桃兵衛 7240003001139 日本料理店の強みを活かした釣り船事業への進出 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 府中市 株式会社鎌倉開発 3240001049365 大規模プラントの解体事業への進出 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 呉市 有限会社マリンクラフト風の子 4240002034935 船舶製造のＦＲＰ製造技術を活用した風力発電事業への新分野展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社ヤスケン産業 8240002020741 リフォーム事業への新規事業展開～ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ魅せるショールーム～ 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社スマイルリンク 9240001046241 カリッジュのフランチャイズによる唐揚げ専門店開業 杉山　文成

中国 広島県 広島市中区 有限会社広徳工業 5240002020447 残土処分事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社上万糧食製粉所 9240001001089 とうもろこし原料のグルテンフリー製品製造に挑戦 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社いしだ装備 8240001022219 建築業者が広島を代表する観光名所宮島で観光客に向けたおむすび店を経営 株式会社広島銀行

中国 広島県 山県郡北広島町 株式会社げいほく薬局 3240001047170 口腔環境を維持するハミガキ剤　特許申請中「マグラクト」の製造販売 広島県商工会連合会

中国 広島県 呉市 ＦＡＴＨＯＭ株式会社 1240001055951 住宅設計・施工事業参入の為のモデルハウス新設 株式会社広島銀行

中国 広島県 三次市 株式会社加藤組 9240001024412 大臣賞を受賞したＩＣＴ技術により業界に展開するＩＣＴ施工サポート事業 経営標準化機構株式会社

中国 広島県 東広島市 株式会社ウェルノット 2240001050431 溶接技術及び製缶技術を活用した関連多角化戦略として、コンテナ及びコンテナハウス業界への進出 呉信用金庫

中国 広島県 広島市西区 株式会社夢の希 6240001044223 『テイクウトを主軸としたイートイン併設の焼売専門店』の運営 広島商工会議所

中国 広島県 山県郡北広島町 株式会社チヨダパック 1240001024097 脱プラ時代の環境配慮とアフターコロナでの人手不足問題を解決するアッセンブリー事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市南区 株式会社茶の環 8240001005314 家庭や仕事場で気軽に楽しむ新形態抹茶飲料商品の開発・販売 合同会社ＲＹＤＥＥＮ

中国 広島県 広島市西区 株式会社フォーデック 6240001014085 ＬＩＮＥを用いた学校用品注文プラットフォーム事業の開発 株式会社　Ｇサポート

中国 山口県 光市 七輪焼ホルモンえび壽 キッチンカー導入で待つスタイルから出向くスタイルへ！ 光商工会議所

中国 山口県 山口市 株式会社しんじゅサービス 6250001013549 回送業務の強みを活かしたトラッククリーニング事業の創出 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 株式会社ユキテクノ 1250001006549 緊急時にも機材をもちこみ即時修復が可能に、油圧ホース加締加工事業への本格参入計画 西中国信用金庫

中国 山口県 周南市 株式会社Ｖａｖａｉｒａ　Ｊａｐａｎ　Ｃｏｓｍｅ 1250001016110 ライブコマースをきっかけにした新たな顧客ニーズに応えるＩＴ事業業態 光商工会議所

中国 山口県 周南市 株式会社エブリシング 1250001010600 食の維新を山口から！山口県産飲食料品を世界に向けて販売し地域活性化 合同会社ＲＹＤＥＥＮ

中国 山口県 下関市 合同会社ＧＵＴＳ 3250003002180 既存事業で培った人脈を活用した、新たな顧客獲得のためのシミュレーションゴルフ事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 宇部市 株式会社チカラ商会 1250001016960 コロナ後を見据えた新規事業の再構築とセントラルキッチン方式の導入 西中国信用金庫

中国 山口県 下関市 株式会社キョーユー 1250001007068 頻繫な内容変更ニーズにフレキシブルに対応するため屋外広告物を自社製造 西中国信用金庫

中国 山口県 山陽小野田市 ハンバーグレストランＺＥＮ ハンバーグレストランからラーメン屋への業態変更 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 式祭リース株式会社 9250001015369 コロナに負けない免疫力！黒にんにくとジャンボ黒にんにくの製造と販売 溝田　修司

中国 山口県 山口市 遊食酒家がまぐち 外食から中食へ、高級食パンの製造・販売による新分野展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 かくれ厨房福まろ ラーメン店参入による居酒屋営業依存からの脱却 萩山口信用金庫

中国 山口県 周南市 共栄産業株式会社 5250001008756 畳加工×木工技術による「魅せる耐力壁」の開発、下請け業者から元請け業者への業態転換 株式会社シャイン総研

中国 山口県 防府市 タックル株式会社 6250001018977 飲食業者の不動産業への展開による地域と企業の相乗発展創出事業 防府商工会議所

中国 山口県 萩市 株式会社ハッピーわん 1250001018437 動物福祉に配慮したペット用品の開発販売卸事業への業態変換 萩商工会議所

中国 山口県 山口市 いさむや第一交通株式会社 4250001000904 タクシー利用者と習い事業界に貢献する子供限定の乗合サービスの取組み 合同会社バリューアップ

中国 山口県 周南市 株式会社藤吉 3250001009236 老舗ふぐ料亭のチャレンジ、福を呼ぶ長寿、縁起物ギフト事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 萩市 株式会社柚子屋本店 4250001008006 コロナ回復期の地域活性化に貢献。飲食店出店による新分野展開 萩商工会議所

中国 山口県 下関市 株式会社ウェイズ 7250001016831 デリバリーとテイクアウトに特化した飲食事業で売上回復 市竹　敦

中国 山口県 周南市 株式会社ブリッジ 5250001017096 車両に記録された事故記録情報を活用した事故履歴証明 北野　孝志

中国 山口県 周南市 徳山総合ビジネス専門学校 県内初！外国人や地域住民が集い交流できる場となる地域コミュニティの創出 中田　哲也

中国 山口県 山口市 入交電設株式会社 4250001000045 ドローンを活用した減災事業 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 下関市 合資会社三池屋 4250003000530 和菓子のスキルを活かした餅米製品等の製造販売の構築。 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 株式会社紅石 6250001006305 オリジナルキャンプ用品製造販売による新規売上の増進 下関商工会議所

中国 山口県 下松市 株式会社寅 9250001016953 テイクアウト専門に特化した自社商品製造と非対面式販売チャネル構築 株式会社広島銀行

中国 山口県 下松市 株式会社朝日食品 2250001015549 山口県初！焼肉用和牛等の自動販売機を活用した販売による事業再構築 株式会社西京銀行

中国 山口県 岩国市 有限会社ジープロジェクト 3250002018104 コロナ禍で影響を受けなかった、個室型リラクゼーションサロンの運営 株式会社広島銀行

中国 山口県 山陽小野田市 合同会社らいち 4250003000431 飲食店経営で培ったホスピタリティで児童発達支援事業への新展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 山口県 山口市 山本重機運送有限会社 5250002006354 「インフラネットワーク強靭化に向けた道路工事業界への進出」による事業再構築 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 防府市 有限会社周防ビル 3250002003139 モール型ＥＣサイトを利用したサービスの提供 株式会社もみじ銀行



126 / 145 ページ
事業再構築補助金　第４回公募　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 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

中国 山口県 周南市 有限会社山陽工事 7250002016624 ＩｏＴ技術を用いたプラント用スマートタンク製作事業へ進出 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 ナインバレー株式会社 6250001017871 コロナ過にて宿泊施設が消滅した秋吉台エリアで地域復活グランピング事業 萩山口信用金庫

中国 山口県 周南市 株式会社ヤマカタプラスチック 4250001010671 半導体洗浄装置架台製作による事業再構築 株式会社山口銀行

中国 山口県 周南市 株式会社リュウト 8250001015246 高性能工作機械導入における部品加工分野への事業を再構築 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 有限会社長州テクノス 1250002000996 ＩｏＴ×型枠加工製造＝職人に依存しない自動型枠加工製造業 萩山口信用金庫

中国 山口県 萩市 株式会社サン精機 1250001008025 複合加工機の導入による、食品加工機器の部品製造市場への進出 山口県中小企業団体中央会

中国 山口県 岩国市 株式会社味村鉄工所 2250001011119 ビード除去装置の製造による事業再構築 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 山西水産株式会社 6250001006494 独自水産加工技術で魚介類販売業から惣菜製造業への挑戦 下関商工会議所

中国 山口県 光市 三和工機株式会社 6250001010224 ものづくりソリューションセンター稼働における事業再構築 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 株式会社弘富会 8250001013308 店舗型デイサービスから“移動式健康サロン事業”への新規事業展開 市竹　敦

中国 山口県 周南市 エポックワン有限会社 7250002016384 拡大する高齢者向け配食サービス市場への新規参入 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 株式会社ヨシヤ 4250001002727 薬局向け調剤用設備・機械・器具・システムの製造販売 株式会社もみじ銀行

中国 山口県 下関市 はまの宝石株式会社 4250001006174 宝飾品の製造小売業に参入しニーズに応えながら売上Ｖ字回復 市竹　敦

中国 山口県 宇部市 ミツヤ工業株式会社 6250001003632 産業廃棄物の中間処理業務の実施 株式会社西京銀行

中国 山口県 光市 西峰テクノス株式会社 4250003001009 半導体製造装置における水処理装置の量産事業の進出のための　最新設備導入と技術者用リモートコミュニケーションツールの開発 株式会社広島銀行

中国 山口県 下関市 合同会社ＮＢＯ 7290803002728 コロナ禍のＥＣ事業の進化と旅行需要を取り込む韓国スーパー出店 吉田　宙

中国 山口県 下関市 ふじや旅館 旅館、宴会サービスの廃止に伴う、超小規模複合施設への転身 山口県商工会連合会

中国 山口県 熊毛郡田布施町 田布施工業株式会社 6250001012716 エレメントエアークーラー生産による新分野展開 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 株式会社リクチコンサルタント 4250001000854 「環境ＤＮＡ調査事業」による事業再構築 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 池田工業有限会社 4250002007568 コンクリートがらの再資源化による地域内リサイクル循環への貢献 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 下松市 株式会社上昇 7250001009538 オーナーも顧客も健康的なベーカリーショップのＦＣ展開 株式会社東京経営サポーター

中国 山口県 熊毛郡田布施町 中神自動車工業株式会社 7240001023630 射出成形機導入による量産事業への新規参入 株式会社広島銀行

中国 山口県 岩国市 日栄興業株式会社 3250001011555 立坑構築機導入による再構築事業 株式会社山口銀行

中国 山口県 下松市 三友鋳造株式会社 6250001009497 横中ぐりＣＮＣフライス盤導入における事業再構築 株式会社山口銀行

中国 山口県 宇部市 フークル株式会社 9250001004009 日本初上陸となる台湾の人気店をＥＣ・店舗同時に展開してＶ字回復 株式会社西京銀行

中国 山口県 防府市 株式会社ラフランス 5250001013558 新分野となるフレンチ嚥下食を新市場で展開しＶ字回復 山口県商工会連合会

中国 山口県 山口市 アプリケーションラボ ＩＴフリーランスのステップアップおよび共同で受注できるプラットフォームづくり 西中国信用金庫

中国 山口県 下関市 アモルファミリー株式会社 4250001017469 美容業ノウハウを活かしたファミリー向け貸切フォトスタジオの運営 株式会社西京銀行

中国 山口県 下松市 株式会社ミツヤ 1250001015277 レーザークリーニング技術を活用した産業用機器メンテナンス事業への展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 有限会社大正館 4250002016684 学生向け生活費支援型下宿サービスで新事業と飲食業の売上拡大 株式会社山口銀行

中国 山口県 宇部市 有限会社南口商店 7250002005362 新たな価値を生み出すことによる、地元水産物の販路拡大 西中国信用金庫

中国 山口県 萩市 株式会社時守 7250001016609 土工工事業から災害に強くデザイン性の高い長く住み続けられる家の建売事業への転換 松本　唯明

中国 山口県 美祢市 美祢スバル有限会社 3250002007486 カーリース専門店の新規出店によるリソースの最適化と地域への経済的波及効果 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 萩市 株式会社藤井企画 4250001008385 業界革新！ｗｉｔｈコロナ時代のサステナブル美容業界をリードする美容室開設 株式会社西京銀行

中国 山口県 防府市 有限会社清水銘木店 5250002003995 オンライン（ＥＣ）を活用した、高付加価値商品の販売計画 株式会社西京銀行

中国 山口県 防府市 クラウディア有限会社 6250002002823 日本から歯科技工士がいなくなる問題をチャンスと捉えるデジタル技工所への転換 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 ＡＳ　Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 5250001017344 フレキシブルなフォトスタジオを活用したリモートフォトウエディング事業への展開 株式会社いたひら経営支援事務所

中国 山口県 光市 株式会社サムシング 6250001010901 無人運営可能な個室型ゴルフスタジオの展開による事業再構築 合同会社Ｇ＆Ｎ

中国 山口県 周南市 株式会社鹿野村プランテック 5250001010448 ＦＡ／ロボット　中・大型汎用ハンドリング装置に関する事業再構築プロジェクト 齊藤　啓太

中国 山口県 山口市 株式会社佐藤商会 6250001000233 探求型・次世代創世学びの広場の開設による事業再構築 株式会社いたひら経営支援事務所

中国 山口県 山陽小野田市 株式会社サン工業 6250001004580 ステンレス加工市場への参入を念頭とした工場新設による業態転換 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 株式会社畑水産 2250001006168 下関南風泊地域における河豚関連商品の新たな需要機会の創造と経済的波及 株式会社西京銀行

中国 山口県 美祢市 美祢葬祭有限会社 2250002007479 移動式火葬炉を利用した地域住民への身近なペット葬祭の提供 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 防府市 株式会社ダイモン 4250001002082 新工法の活用による、市場拡大が見込まれる中小口径管更生事業への進出 株式会社山口銀行

中国 山口県 長門市 株式会社ナカヤ 5250001008203 「ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＹＡＭＡＧＵＣＨＩ」山口の海の幸せ事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 山本自動車 エーミング事業への参入による収益力の向上 西中国信用金庫

中国 山口県 防府市 株式会社サンオート山口 6250001001982 住みよい街づくり　ロードサービス事業による事業再構築 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 宇部市 株式会社ＢＬＡＳＴ 6250001016502 自動車整備工場整備による中古車小売業とのシナジー最大化計画 はら経営株式会社

中国 山口県 下松市 有限会社フジタ 3250002015910 店舗及び高齢者宅等の訪問での非接触型検眼・メガネ販売事業の展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 岩国市 丸兼食品株式会社 9250001011665 果実類や野菜類を使用した新規性のある氷菓及び飲料の製造事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 東洋ボデー株式会社 7250001009109 自動車業界変革に対応した先進技術対応型自働車整備業への事業再構築 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 株式会社高田 7250001016749 オリジナルのコーヒーやリキュールを使用した高付加価値チョコレートとパンの製造・販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 山口県 防府市 有限会社セクト 2250002003148 多角化による店舗運営効率化と事業間送客を可能にするトータルサロン化 株式会社西京銀行

中国 山口県 柳井市 セイルドオーシャン株式会社 5250001018937 フードアミューズメントパーク＆ホテルズへのリニューアル計画 株式会社山口銀行

中国 山口県 光市 冨士機工株式会社 2250001010319 設備工事の人員不足を助ける加工製品の販売 合同会社ＲＹＤＥＥＮ

中国 山口県 山口市 株式会社マイルーム 9250001001823 男女の動線・部屋の区分によるプライバシー配慮とコロナに対応した非接触型セルフ脱毛サロン事業 株式会社いたひら経営支援事務所

中国 山口県 下関市 株式会社ナカハラプリンテックス 2250001006069 オーダーメイド型デコレーションシール事業 株式会社山口銀行

中国 山口県 熊毛郡田布施町 柴原運輸有限会社 9250002020120 既存事業におけるシナジー効果を活用した重量物倉庫事業への進出 株式会社山口銀行

中国 山口県 周南市 株式会社桜雲洞 4250001017972 古民家を改築して地域の日本文化の水準を高める 合同会社ＲＹＤＥＥＮ

中国 山口県 下関市 株式会社ＴＦＤ 2250001018824 配食事業と御用聞きビジネスを融合させた地域密着新サービスの提供 税理士法人ＹＣＡ

中国 山口県 周南市 有限会社福田フルーツパーク 6250002015263 滞在型観光推進へ。ＲＶパーク＆グランピングおよびナイトコンテンツ「森イルミ」の整備 株式会社山口銀行
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四国 徳島県 徳島市 ｔｅｒｒａｃｅ３８ エスニック料理の冷凍ミールキット製造・ネット販売事業 税理士法人アクシス

四国 徳島県 小松島市 日本料理　ます膳 県内外に徳島の食文化を発信するオープンカウンター型割烹料理店 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社オリガミ・トイロ 6480001011067 お気に入りの美容小物・衣装のレンタル事業による新分野展開 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社梅井組 7480001009127 ジム、音楽スタジオで自己開放の場を提供、ＳＤＧｓ経営でＶ字回復 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社ソニック 8480001003657 完全個室の定額制セルフエスティックサロン 税理士法人マスエージェント

四国 徳島県 名東郡佐那河内村 ｆｌｏｗｅｒｓｈｏｐ優花 災害時は避難所として活用。平常時はレンタルスペースに。 徳島信用金庫

四国 徳島県 阿南市 海部観光株式会社 2480001008645 ペット専用バスによるペット観光ツアー事業 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社みのりや 5480001010466 食品卸売業だからこそ知っている地元食材を活かすキッチンカー事業 徳島信用金庫

四国 徳島県 徳島市 焼肉寿苑 焼肉店のノウハウを活かしたテイクアウト専門唐揚げ店への展開 髙司　浩史

四国 徳島県 徳島市 株式会社眉山 4480001004411 焼き鳥店が挑む、地元特産ブランド地鶏を使ったラーメン店の展開 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 株式会社Ｓｕｗａ 1480001010222 人気ラーメン店が挑む、地元密着のテイクアウト可能な定食屋の展開 税理士法人アクシス

四国 徳島県 阿南市 株式会社小土手 8480001006668 取引先拡大のための衛生強化 税理士法人アクシス

四国 徳島県 三好市 芳水酒造有限会社 5480002015811 海外進出を目指す日本酒新ジャンル「氷温長期熟成酒」製造・販売への業態転換 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 有限会社ネクスト 3480002006531 「車いすリフター」の商品開発と販売ルートの確立 税理士法人アクシス

四国 徳島県 名西郡神山町 東農園 空き家を活用した一棟貸のペットと泊まれる古民家宿泊 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 鳴門市 株式会社鳴門のニシムラ 6480001009937 徳島名産鳴門金時の「冷凍焼き芋」製造販売 徳島信用金庫

四国 徳島県 海部郡海陽町 元祖海賊料理海賊の家 渡船事業、海鮮料理事業とのシナジーを活かした海上釣り堀事業の開始 株式会社ゼロプラス

四国 徳島県 徳島市 株式会社Ｍ－ｃｏｎｎｅｃｔ 7480001008962 対人接触削減！就労支援事業“てもみ店”のフランチャイズ展開 税理士法人ウィズアス

四国 徳島県 板野郡松茂町 有限会社岡野商会 3480002011085 新たな顧客層開拓のための中古車販売とカーコーティング事業進出 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 株式会社ダイリＦＰＣ 4480001000971 工場副産物や国産材を活用した木質チップ製造加工への進出 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 板野郡上板町 川友建設株式会社 6480001005548 商圏内唯一のパーソナルトレーニングジム運営への挑戦 株式会社百十四銀行

四国 徳島県 徳島市 中川建工株式会社 9480001001585 コロナ禍でも需要高まるトランクルームとＤＩＹサポート等に挑戦する事業 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 有限会社アドヴァンス 8480002000331 アメリカが認めたコーティング技術を生かした中古車の販売 税理士法人マスエージェント

四国 徳島県 阿南市 米崎印刷株式会社 2480001007242 印刷業からクラウドファンディングサービス事業への参入 阿南信用金庫

四国 徳島県 徳島市 日昇商事有限会社 2480002003678 モバイルミキサー車による「超速硬コンクリート工事」への挑 児玉　直樹

四国 徳島県 三好市 有限会社サカタ 7480002015529 金物・工具の修理業への進出 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 阿南市 有限会社みやひろ 5480002013534 徳島県産水産物を利用した輸出冷凍惣菜の製造自動化設備の導入 阿南信用金庫

四国 徳島県 三好市 有限会社中川衛生 2480002015698 グリーストラップの清掃業務への新事業展開 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 阿南市 有限会社遠藤産業 7480002012749 溶接ロボット導入で溶接を高度化し、精密機器ユニット製作を実現 倉智　武彦

四国 徳島県 阿波市 株式会社ルックス電子 4480001006250 専用特注製造ラインによるＳＤＧｓで需要が増した電子制御ユニット生産への進出 東京中央経営株式会社

四国 徳島県 名西郡石井町 有限会社中林木工 1480002005634 オーダー木製家具製造販売への新事業展開 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 阿南市 株式会社穂高 5480001008700 次世代システム吊り足場材のリース事業への新規参入 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

四国 徳島県 鳴門市 株式会社ジャパンオートテック 3480002010533 キャリアカー製作事業から自動車アフターパーツ製作事業への進出 株式会社ゼロプラス

四国 徳島県 鳴門市 福井産業株式会社 5480001009343 さつまいものペースト製造に新分野展開 林　健太郎

四国 徳島県 徳島市 高橋建設株式会社 6480001010052 アニマルセラピー付き障がい者グループホームによるサステナブルな地域社会の創造 税理士法人マスエージェント

四国 徳島県 吉野川市 おいし工房株式会社 5480001010334 徳島の食材を使ったそうざいを製造し、販路開拓する新分野展開事業 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 鳴門市 株式会社Ｍ塗装工業 2480001010650 橋梁鉄骨・プラント配管塗装新分野展開による船舶塗装業からの事業再構築 河野　剛寛

四国 徳島県 鳴門市 井上味噌醬油株式会社 8480001004911 古来の天然醸造技術を科学的に再構築し世界に手造り有機味噌を届ける 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 シースリー バーチャルストアでのオンライン接客によるスーツ非対面販売へ転換 髙司　浩史

四国 徳島県 阿波市 有限会社浅野掛軸店 6480002009861 伝統表装・縫製技術と顧客の想い出、和文化を融合した新分野開拓 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 三好郡東みよし町 株式会社ウッディアシロ 7480001007485 床のリフォーム向けオーダーメイドフローリング製造販売業への新事業展開 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 徳島市 有限会社松岡自動車 5480002004475 車の美装事業開始によるＢｔｏＣ市場開拓の取り組み 株式会社フォーバル

四国 徳島県 美馬市 株式会社原田組 5480001007371 ＩＣＴを活用し効率的かつ安全な高規格幹線道路舗装工事業への進出 株式会社東京経営サポーター

四国 徳島県 鳴門市 共栄石油株式会社 8480001004969 廃プラスチックの油化による再生燃料の生成販売事業への参入 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 海部郡海陽町 株式会社ＹＥＳ＆ＣＯ 6120901016424 地域資源を活用した、人と環境にやさしい菓子製造事業への転換 清心税理士法人

四国 徳島県 阿波市 株式会社山興建設 1480001004645 木質バイオマスエネルギーによる地域内エコシステムの構築に向けて 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 三好郡東みよし町 株式会社中村両栄舎印刷所 8480001007559 ＳＤＧｓ市場をターゲットとした脱プラ商品で、デジタル化に影響されない収益の柱を作る 徳島信用金庫

四国 徳島県 板野郡藍住町 株式会社ソラール 7480001005984 Ｖ２Ｈシステム（ＥＶ車と家庭の電気をつなぐ変換機）の展示販売 樫谷　一俊

四国 徳島県 鳴門市 花れんこん 鳴門れんこんを冷凍食品に加工するための施設の整備 鳴門商工会議所

四国 徳島県 徳島市 合同会社Ｂｒｉｇｈｔ　Ｐｅｂｂｌｅｓ 6480003000910 安心・安全の往診専門、オンライン診療対応ペットクリニックの開設 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 美馬市 マハラジャスパイス 父母ヶ浜近くでのゲストハウス事業および東南アジア料理事業 観音寺信用金庫

四国 徳島県 鳴門市 はーとがれーじ パパママ夢中、子供熱中、徳島初「体験型オートキャンプ場」の開設 税理士法人アクシス

四国 徳島県 鳴門市 くすの木建築研究所 ～ＨＥＹＰＡＳＳ！！～建築設計事務所が仕掛ける古民家再生と宿泊ワーケーション 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 板野郡上板町 日新酒類株式会社 2480001005915 徳島初となるジャパニーズウイスキーに向けた事業構築 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社東大 1480001004232 「徳島ラーメン」と「徳島スープ」の文化を繁栄させ、徳島県の魅了を高めつつＶ字回復を狙う！ 長谷　有希央

四国 徳島県 鳴門市 丸久株式会社 7480001005175 自社ＥＣサイトを活用した新商品の販売・新サービスの提供 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 板野郡藍住町 株式会社藤川自動車 5480001005458 船舶販売等複合型サービス展開による自動車販売業からのマリン市場開拓 河野　剛寛

四国 徳島県 三好郡東みよし町 株式会社栄生薬 2480001007746 脱下請けのため薬膳料理店を開業し自社ブランドを確立する 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 阿南市 脇田水産有限会社 9480002013877 旬の地魚の加工と惣菜業者へ販売による売上の安定化 阿南信用金庫

四国 徳島県 吉野川市 有限会社森商店 1480002009453 徳島県初、ドッグランを併設した農家直営カフェ 柴田　壽徹

四国 徳島県 阿南市 阿波牛焼肉　坊家 韓国スタイルを取り入れた新たなステーキ専門店への事業転換 徳島県商工会連合会
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四国 徳島県 徳島市 ｍｏｎｏ株式会社 6480001004871 ＡＩを使ったパーソナライズ型サービスで新分野展開 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 三好郡東みよし町 有限会社四郎 5480002016041 木質バイオマス発電所向け燃料木材チップの製造・販売 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 板野郡北島町 株式会社サンシャイン 8480001008879 対処療法から予防療法へ！新時代の２４時間ＡＩトレーニングジム！ 株式会社阿波銀行

四国 香川県 高松市 よーいドン ［商店街に元気を！！　ｅスポーツカフェで、関係人口を創出！！］ 高松信用金庫

四国 香川県 綾歌郡宇多津町 そらとたべるすりー 郊外型、紹介会員制メンズ専門脱毛サロン　～お客様満足度Ｎｏ１を目指します～ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

四国 香川県 丸亀市 株式会社ファルチェ 8470001013459 デリバリーと体験型サービスを提供可能なフラワーカフェ運営 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 有限会社カーサクリーンシステム 9470002009397 リペア工事業（家具・建具等の補修・修繕工事）への新分野展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社マル邦石工房 2470001005024 「改葬・墓じまい」からでる「古墓」等を粉砕化し、建築資材として活用する資源リサイクル事業 山本　純

四国 香川県 仲多度郡多度津町 美粧院 美容室が男性脱毛・介護脱毛専門の脱毛サロンへ新展開 北村嘉章

四国 香川県 高松市 株式会社ヒューテック・オリジン 1470001003508 高性能マシニングセンタ導入による新部品の製造と一貫請負事業への進出 株式会社百十四銀行

四国 香川県 丸亀市 株式会社サンレック 4470001007497 丸編み靴下の製造技術を活かし、高機能ニット製品市場へ新規参入 クレアスト株式会社

四国 香川県 綾歌郡宇多津町 株式会社いっぷく 5470001012067 地元に愛されたうどんと笑顔を移動販売車で届ける地域貢献事業 岩本　大輔

四国 香川県 高松市 株式会社しおのえ 7470001005127 温泉ホテルでブルーベリーやトマト狩り、ジャム、アイスクリーム作りの観光農園体験 株式会社百十四銀行

四国 香川県 丸亀市 合同会社グッドネイバーズコーヒー 3470003000988 自社開発「幸せのフルーツバター」の製造工場新設し婚礼ギフト展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 小豆郡土庄町 株式会社タカラ 9260001004164 Ｄ２Ｃ（Ｄｉｒｅｃｔ　ｔｏ　Ｃｏｎｓｕｍｅｒ）市場への進出による「業態転換」事業 株式会社中国銀行

四国 香川県 さぬき市 有限会社八光船舶 2470002017687 自社の船舶家具技術を活用した店舗什器分野への新規参入事業 株式会社香川銀行

四国 香川県 綾歌郡綾川町 合同会社一級さん 8470003001461 画期的な和装小物で日常ファッションとして着物を着る人を増やす 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 香川県 高松市 リープランニング 「売れるショップ」空間コンサルティング事務所兼、若手育成のクリエイタースペース 株式会社ＳｏＬａｂｏ

四国 香川県 高松市 株式会社ＥＭＡＺＹ 9470001016568 イノシシ肉の焼肉とデリバリー専門フィットネスフード事業 高松商工会議所

四国 香川県 高松市 株式会社ｂｉｓｔｒｏ小夏 4470001015855 飲食事業から食品製造業へ進出しオリジナル商品の製造販売を実施 香川県商工会連合会

四国 香川県 坂出市 一般社団法人グローバル食文化協会 4470005006099 健康にこだわった冷凍パンの製造、販売 観音寺信用金庫

四国 香川県 小豆郡土庄町 有限会社フモト 5470002019375 小豆島素麺を使ったご当地アイスを消費者に直販する業態転換 香川県商工会連合会

四国 香川県 小豆郡土庄町 合同会社クリエイト２１研究所 8470003000620 エンジェルロードでアートギャラリーの開設事業 猪俣　知也

四国 香川県 高松市 株式会社八蔵 5470001006259 北海道食材を使った鮮魚店と鮨屋の開業 那覇商工会議所

四国 香川県 綾歌郡宇多津町 株式会社コロ家 3470001009742 コロッケ専門店によるお弁当ランチのテイクアウト・デリバリー事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 四国プランニング株式会社 1470001004893 独自の無人レンタルサイクルにより地域課題を解決する再構築事業 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社新冥王 4470001015665 塗装事業から損害保険請求サポート事業への新分野展開 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 株式会社いちから 9470001016394 「オンライン学習×食事健康管理」による受験生応援事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 善通寺市 合同会社縁 5470003001588 障害者の就労継続支援から、ＳＤＧｓに貢献する就労継続支援事業への参入 株式会社ＳｏＬａｂｏ

四国 香川県 高松市 ＲＵＦＦＨＯＵＳＥ 音楽に特化した魅力ある複合施設 香川県信用組合

四国 香川県 綾歌郡綾川町 有限会社宮﨑輪業 5470002010994 電動車両のレンタル事業構想 日本マネジメント税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社クロダ 6470001005185 ベールスタッカー生産体制構築のための新たな切断加工方法の導入 倉智　武彦

四国 香川県 仲多度郡多度津町 株式会社カープロデュース夢工房 2470001014594 自動車販売業からトレーラーハウスの製造・販売業へ進出 株式会社ゼロプラス

四国 香川県 東かがわ市 ｈａｃｏｍｏ株式会社 8470001012642 映像事業を軸としたビジネスモデルの構築 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社リズム 6470001005334 地産食品分野における簡易加工を付加した新たな価値付与型卸事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 さぬき市 シドテック株式会社 2470001011625 高精度高品質を維持しつつ量産対応可能な複合加工機導入による医療分野への業態転換 高松信用金庫

四国 香川県 東かがわ市 有限会社河井葬祭社 7470002018342 新型コロナウイルス感染対策を取り入れた「新たな葬儀業」の構築 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 有限会社一城建設 2470002001006 建設業界の働き方改革に挑戦‼キッチンカーによる飲食業、建設従事者への後方支援‼ 高松信用金庫

四国 香川県 坂出市 有限会社泉川製作所 7470002014647 最新複合加工機による鉄骨一次書く受注開始で県内同業者の連携促進 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 香川県 高松市 有限会社たかす 6470002004335 呉服屋から未来へ、３代目がプロデュースするオリジナル伝統工芸品で持続可能なニューノーマル 大前　香

四国 香川県 高松市 株式会社ライズ 9011101057738 観光資源豊富な香川県での海上輸送コンテナを活用した簡易宿泊施設の展開 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 丸亀市 株式会社大丸工業 7470001007370 脱炭素化に繋がる、世界基準の木製サッシ製造 折原　麻衣子

四国 香川県 東かがわ市 有限会社オートマックス 9470002018332 整備工場・鈑金工場を守れ！自動車販売業者が鈑金塗装＆エーミング作業請負事業に新分野展開 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 高松市 讃岐化学工業株式会社 6470001001713 世界最先端である５ｎｍ線幅半導体用のＥＵＶフォトレジスト感光剤の生産 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社松原建材店 7470001003816 水道業者の無駄な現場調査を減らす効率化プロジェクト 株式会社香川銀行

四国 香川県 三豊市 豊田機械 コロナ禍に対応した新製品「多関節型ロボットを使った省人化機械」を開発し、中小企業のＧＤＰ向上に貢献する。 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 有限会社池田土建 8470002000902 老舗企業による、地域ニーズが高いコインランドリーへの新進出事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 仲多度郡多度津町 株式会社関野エンジニアリング 3470001017919 中型産業用機械の製造のための新工場設立 株式会社百十四銀行

四国 香川県 木田郡三木町 株式会社エムケーインデクト 7470001006744 ＩＣＴ搭載の高性能設備導入によるバイオマス事業への本格進出 株式会社香川銀行

四国 香川県 さぬき市 多和砕石工業株式会社 4470001010988 地域の有機栽培野菜を使った健康補助食品の製造事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 坂出市 株式会社フケプロダクト 9470001009175 外国人就労者・留学生と地域の融合を目指す国際交流シェアハウス運営による地域創生への挑戦！ 坂出商工会議所

四国 香川県 三豊市 有限会社近藤工作所 5470002016455 先端的な設備の導入で半導体製造装置分野に進出する新分野展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 四国高速バス株式会社 5470001001821 県産品応援ショップ（待合所とバス輸送の活用）とトータルトラベルサービスへの新分野展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 日の出商事有限会社 7470002007709 高松港にぎわいプロジェクト 株式会社香川銀行

四国 香川県 丸亀市 有限会社オカモトサービス 8470002014159 冷凍冷蔵保管庫を導入し当社の強みを生かす保管輸送サービス 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

四国 香川県 高松市 有限会社川西不動産 6470002002157 さぬきお好み焼の冷凍ネット販売と米粉を使ったグルテンフリーお好み焼の開発で新たな顧客を掴む 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社ふるさと企画 8470001005885 ２４時間シュミレーションゴルフ練習場＆ゴルフレッスン事業 株式会社ＲＡＤ

四国 香川県 高松市 株式会社ボディサポート 7240001020223 きっかけづくりの総合個室ヘアサロン！トータルビューティーで新しい自分探しを応援 高松信用金庫

四国 香川県 綾歌郡綾川町 有限会社上井青果 2470002010824 病院・介護施設向けカット野菜配達販売サービス みどり合同税理士法人

四国 香川県 丸亀市 株式会社馬場建設工業 5470001014014 廃石を粉砕加工し、資源化することにより循環型社会を実現する 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 菓舗光春堂 老舗和菓子店による地域に根ざした喫茶店の開店 香川県商工会連合会
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四国 香川県 坂出市 株式会社白峯工業 7470001017452 土木・建設業でのノウハウを活かした家屋解体事業分野への新規参入 梅澤秀樹

四国 香川県 東かがわ市 オートガレージビーンズ 完全フルオーダー対応のカスタマイズされた特殊車両の製造販売 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社オーエー・システムシャープ 7470001000805 水耕栽培装置＋ＡＩ栽培支援システム販売事業の新展開 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 株式会社スカイショット香川 9470003000875 中四国九州初！業務用ドローンのプラットフォーム型ショールーム開設 株式会社百十四銀行

四国 香川県 小豆郡小豆島町西村 Ｐｅｔ　Ｒｏｏｍ　Ｑｕｅｕｅ 飼い主とペットが安心できる会員制ペット健康複合施設事業 高松信用金庫

四国 香川県 三豊市 株式会社エスコート 4470001018619 西日本初！最先端技術をつかったＶＲライブ配信スペース事業 渡辺　日菜子

四国 香川県 善通寺市 株式会社小林鉄工所 9470001008012 国内回帰の需要に応じた鉄骨製造への新分野展開による業績改善 株式会社百十四銀行

四国 香川県 仲多度郡琴平町 丸亀電機株式会社 7470001015753 保管・検品出荷作業の代行による地域物流円滑化事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 綾歌郡綾川町 株式会社富士建設工業 1470001006980 不動産業・建設業を活かした産業廃棄物中間処理事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社成承 6470001006266 産廃の回収能力を活かしてリサイクル事業の立上げに挑戦 株式会社中国銀行

四国 香川県 観音寺市 株式会社大創 3470001013455 地域コミュニティ型モデルハウスによるデザインエクステリア事業 株式会社香川銀行

四国 香川県 丸亀市 Ｋ．Ｕ．ＭＵＲＡＮＯ株式会社 6470001016637 塗装⇔運送のフレキシブルな業種転換！特殊塗装技術の継承計画 西村　公志

四国 香川県 綾歌郡綾川町 三洋魚類株式会社 7120101029151 水産物加工業を実施するとともに、ＥＣサイトでの直接販売を開始することで事業再構築に取り組む 西木　敏明

四国 香川県 高松市 株式会社中央 8470001002767 冷凍総菜・冷凍弁当の製造開始を通した商圏・市場の拡大 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ナイスタウン 5470001003041 デジタル技術を活用した「県産品小売業」への挑戦 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社アンビエント 8470001013475 「家の暮らしの再定義。ニューノーマル時代における、新たな家の価値の創造」 税理士法人さくら優和パートナーズ

四国 香川県 さぬき市 株式会社片山工業 7470001014350 Ｃｈａｌｌｅｎｇｅ！金属加工の最先端技術の確立を目指して！ 税理士法人ＦＩＡ

四国 香川県 仲多度郡琴平町 株式会社川上板金工業所 2470001008778 高精度・高生産性を継承した金属外壁パネル事業への新たな挑戦 株式会社百十四銀行

四国 香川県 坂出市 光洋産業株式会社 3470001008934 解体事業のリサイクル率向上設備導入に伴う解体受注金額の低減化、受注率向上 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社瀬戸内人 8470001014993 出版事業で培った顧客基盤を活かした地域物販とエステ事業への大胆転換 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 有限会社ツイン 4470002008412 精神障がい者向け宿泊型自立訓練複合サービスの提供と宿泊施設の建設 高松信用金庫

四国 香川県 さぬき市 株式会社木村海産 3470001011335 イヌ・ネコの長生きをサポート　健康ペットフードの生産 税理士法人ＦＩＡ

四国 香川県 高松市 ＭＫＳ株式会社 9470001017434 医療・介護・住宅関連分野に向けて当社独自の新製品を提供し、併せて地域産業の活性化を支援する計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 坂出市 有限会社坂出キョードーサービス 3470002014907 第一類天井クレーン付き倉庫の建設による地方物流中継拠点の創設 吉川　和良

四国 香川県 小豆郡小豆島町 Ｍｉｋｉ　Ａｕｔｏ株式会社 5470001014575 エーミング検査設備の導入および効果的な自動車販売のための環境整備 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社マハロカンパニー 7470001006562 白みそとレシピを密封容器にパッケージした商品による食品市場への新規参入事業 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 さぬき麺業株式会社 6470001001721 本場さぬきうどん職人が新規開業するパン屋さん「ら・ぱぱぱん」 株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社別子飴本舗 6500001010280 新型コロナウィルスの影響を乗り越えるためのＨＡＣＣＰ対応と新分野進出 株式会社ＪＡＰＡＮ　Ｂｒａｎｄ　ＨＡＬ

四国 愛媛県 伊予市 有限会社唐木 4500002009019 新商品「おうちでがんす」を開発。急速冷凍技術を駆使して宅配事業に挑戦します。 株式会社シャイン総研

四国 愛媛県 松山市 有限会社松島陶器店 4500002006354 松山をアートで盛り上げる、観光客を取り込むギャラリーの創設 松山商工会議所

四国 愛媛県 松山市 株式会社ＡＱＵＡ　ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ 2500001018336 四国初！運動能力測定機器を有するトレーニングセンター事業への挑戦 エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 今治市 株式会社ツイン 7500001013365 卸売りからＥＣサイト等を活用した小売り拡大への新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社ハーモニープロジェクト 8500001013752 本格的で健康的な自然食をご家庭に届ける家事代行サービス 税理士法人あおば

四国 愛媛県 西条市 輝らり果樹園 ゲストハウスを中核とした農家による体験・宿泊事業への挑戦！ 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 大洲市 有限会社大洲レンタカー 6500002011609 大洲レンタカー再興計画 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社イズ 1500001021737 瀬戸内の魅力発信！　タウン誌発行企業によるライブコマースプラットフォーム構築事業 多田　稔

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社参鍋養豚 2500002021719 働く人を応援！地域密着型コインランドリー事業進出による顧客満足度向上 川之江信用金庫

四国 愛媛県 伊予市 ざきさんふぁーむ 農業からコロナ禍にも強い新たなセルフ方式の焼き鳥店を事業化 森田　正雄

四国 愛媛県 伊予市 株式会社金沢製菓 直売店でポン菓子をトッピングしたアイス・かき氷等をテイクアウト販売 伊予商工会議所

四国 愛媛県 今治市 相原工業 若年層スタッフで挑む！「地域に根付いた縫製・検品事業」の新規参入 今治商工会議所

四国 愛媛県 松山市 株式会社ＬＩＳＢＥＬＬ 2500001021109 エステサロンから総合的美容室へ転換 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 伊予郡松前町 株式会社梅乃瀬窯 8500001021318 四国初のオーダーメイドタイル生産工場建設および設備の導入 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 新居浜市 Ｊｏｈｎｎｙ＇ｓ　Ｄｉｎｅｒ モバイルオーダーを活用したハンバーガーテイクアウト専門店 清水　謙伍

四国 愛媛県 松山市 山中カメラ 音楽とドローン撮影を使用したオーダーメイド映像の制作 矢野　幸治

四国 愛媛県 今治市 株式会社一笑堂 4500001011124 潮風とコーヒー香るまんじゅう屋 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 宇和島市 株式会社０ｓｔｙｌｅ 8500001021730 地域の子ども達に、最高の遊び場を！～心満たして豊かな人間形成へ～ 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 さらん 「やってみせる！」自分らしい姿を残すためのセルフ写真館の展開 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 西条市 株式会社サン・テックス 3500001008996 新たに切削加工工程を加え金属部品新製品の一貫生産体制を構築し新ユーザー新分野への展開に挑戦 株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社三宅工業 3500001010333 鏡面加工技術と横形複合加工機導入による新部品受注に向けての新分野展開 株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社佐々木組 2500002015687 レーザーパイプ切断機を導入し半導体製造装置向け精密製缶フレームの新製品を製造 市木　圭介

四国 愛媛県 東温市 株式会社あいフランシィ 5500001007435 福祉施設がＨＡＣＣＰ対応事業者の衛生管理に貢献 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社宝栄 5500001006593 橋梁補修工事の高い技術力を活かした高層ビル工事向け次世代新型足場設置工事事業への新分野展開 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

四国 愛媛県 今治市 竹中金網株式会社 2500001011893 建築用装飾金網部材の新たな生産体制の構築による業態転換 倉智　武彦

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社ウエデン 3500002015967 愛媛県新居浜市の生活インフラ強化に貢献する最新技術を取り入れたコインランドリー事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 伊予市 株式会社フジサキ 2500001006126 ショットブラストへ対応した超精密板金加工の一貫製造体制確立による事業再構築計画 株式会社阿波銀行

四国 愛媛県 今治市 愛真工芸株式会社 1500001011036 視覚障碍者のための点字表示版製造事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 有限会社Ｗｈｉｔｅ　ｄｒｅｓｓ 3500002009630 ウィズコロナを見据えた新しい結婚式スタイル「フォトウエディングスタジオ」の設立 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 ＨＡＲＥＭＯＴＯＲ 自動車車検・整備業務の内製化による業態転換への挑戦 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 今治互助センター株式会社 5500001011172 小規模ニーズに対応した新たな葬儀スタイル事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社遠藤建設 8500001014569 土地の有効活用に貢献する空き家解体事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社エイワ 7500002021037 生産技術の高精度化によるアニメ色紙を主力とした新たな事業構造への転換 株式会社百十四銀行
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四国 愛媛県 四国中央市 株式会社こもだ寝装 7500001014280 市内初！「災害対応型コインランドリー」事業展開による地域社会への貢献 川之江信用金庫

四国 愛媛県 松山市 ファステムエンジニアリング株式会社 6500001005578 ポリオートセッターのコンパクト化による顧客層拡大 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社いつき 4500001000564 地元企業と連携した自家製ブレッドギフトの開発と製造販売事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社マックスエージェント 7500001016707 歴史的建造物をリノベーション古民家貸切り宿泊業への新分野展開 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社スポフィット 1500001018931 地元愛媛と他県の特産物を存分に取り入れた、家族で愉しむ蕎麦・海鮮食堂の創出 株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 西条市 株式会社谷口金属熱処理工業所 7500001010486 ２０５０年のカーボンニュートラルを見据えた洋上風力発電分野向け部材市場への進出 株式会社香川銀行

四国 愛媛県 今治市 矢野紋織株式会社 3500001012478 新たな販路を開拓するために製造工程の自動化による品質及び生産性向上。 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社中川オート 8500001013273 中古車の鉄スクラップ加工・販売計画 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社片岡紙工 4500001015166 マグネットを使った高付加価値な紙製パッケージの製造によるニッチ市場への新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 有限会社長田相互製材所 6500002011154 世界に誇る日本のクリエイターのデザインとコラボする久万高原町のオリジナル木材加工ブランドの立ち上げ 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社コスにじゅういち 8500001009858 車載センサ等に対応する次世代スパッタリングターゲットへの新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社四国中央エステート 8500001015229 非接触システム導入による新感覚ゴルフ練習場の提供および地域活性化の取組み 川之江信用金庫

四国 愛媛県 伊予郡松前町 有限会社アールケイ総合開発 9500002008858 建設廃棄物等の処理問題解決に貢献する効率的処理とリサイクル体制 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 伊予屋タオル株式会社 4500001011157 ミシン縫いの業態変化のためのヘム縫い関連機械自動化機導入 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社青空興業 8500001005774 大型鉄骨工事獲得を目指す工場新築移転 株式会社商工組合中央金庫

四国 愛媛県 今治市 中屋商事株式会社 3500001013781 サウナ愛好家向け、高品質高付加価値の今治タオル製品の企画製造とＥＣ事業への進出 ＮＸ税理士法人

四国 愛媛県 宇和島市 株式会社げんき本舗 9500001015871 地元柑橘等の機能性を高めたフリーズドライ製品による新市場参入 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社プラーナル 5500001013417 自社独自タオルブランドを構築して卸売業からネット通販へ業態転換 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 有限会社タキノ 7500002011186 コインランドリー・クリーニング取次店併設での事業進出 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 今治市 牛鬼 居酒屋から古民家を活用した玉川地区野菜のマルシェとピザ窯カフェ＆キッチンへの挑戦 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 大洲市 株式会社愛商 9500002011515 独自の工夫を凝らした特注設備導入による高付加価値金網の量産化 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 伊予郡砥部町 有限会社伊予鉱業所 3500002010745 採石業から粘土生成事業への業務転換と体感型施設への挑戦 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 株式会社スマートカーズ 5500001022541 ＯＢＤを活用した検査及び先進安全自動車（ＡＳＶ）の車検特定整備及び修理事業の新規立ち上げ 税理士法人烏谷税務研究センター

四国 愛媛県 松山市 株式会社古湧園 1500001001689 松山三越出店計画－新たな百貨店業への挑戦－ 税理士法人和田タックスブレイン

四国 愛媛県 伊予郡砥部町 株式会社砥部焼千山 9500001007043 地域の集客拠点となる飲食事業×イベントスペースの展開 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 新居浜市 愛媛果汁食品株式会社 9500001009659 地場産品を利用したクラフトビール工場設置事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 大洲市 愛媛ゴム株式会社 7500001004703 樹脂射出成形機導入による事業再構築 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社宇摩公益社 7500002021020 アフターコロナを見据え小規模葬儀に特化したサービスを提供する為に、遺体安置所の設置及び小規模葬儀に特化した葬儀会館の整備 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 新居浜市 スタジオＧＳ株式会社 5500001016460 自社３Ｄ設計技術を生かしたオリジナルキャラクタービジネス構築事業 税理士法人やよい

四国 愛媛県 西条市 株式会社佐伯製作所 8500001009271 医療機器部品製造への新分野展開事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 宇和島市 株式会社ポピー 1500001021415 地元の田舎花屋から市場ニーズに沿った”ボタニカルカフェ”への転換 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社近藤機工 5500001009844 脱炭素による売上減に対応した洋上風力発電事業への新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 宇和島市 有限会社アクアプラス 9500002024244 ＦＣ加盟による回転寿司事業での新分野進出 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 伊予郡松前町 有限会社アットホーム 8500002008363 知的及び精神障がい者の人生と家族の幸せを願うサポート事業 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 中忠株式会社 9500001011739 今治タオル製造業からスイーツ製造販売業への果敢な新分野挑戦　！ 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社オフィス陽勇 1500002016281 地域の環境と健康を守る石綿含有の事前調査及び分析業への参入 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社鈴木鮮魚 1500001020680 主業務であった飲食店向け卸売の大幅売り上げ減少により小売業への本格的参入 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 有限会社中予総合商事 4500002009299 自然環境を考えた『物流サービスのサポート事業』再構築 ウィズアップ税理士法人

四国 愛媛県 大洲市 ＣＥＬＣＯ　ＪＡＰＡＮ株式会社 1500001018601 大型製造装置組立受託事業への進出 松田　真

四国 愛媛県 松山市 有限会社石田製餡所 9500002000947 餡子屋の製餡技術を活かした新分野アンパンの製造業への進出計画 木本　康聖

四国 愛媛県 松山市 トエビス株式会社 4500001016338 ＡＩ＋決済機能搭載の自社技術を活用したアプリケーションサービスプロバイダ（ＡＳＰ）型ショッピングカートサービス展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 ＪＰＴ・Ｔｏｕｒｓ・Ｊａｐａｎ株式会社 2011001100769 過疎地だからこそできるパーソナルトレーナー付きワーケーション用宿泊施設の提供事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 ききょう葬儀苑 家族として過ごすペットとの別れを演出する葬儀専門業者によるペット葬祭事業 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 宇和島市 株式会社南予ビージョイ 6500001015478 宇和海産養殖魚等を使った新商品製造・販売 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 東和工業株式会社 9500001010121 伸縮管継手の製造に新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社永井商會 1500002016918 高齢者向けのオンラインコミュニティアプリ「りんくす」の開発・サービス展開事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 八幡浜市 株式会社ステージアップ 2500001008510 最新ＩＣＴ介護システム導入と徹底した感染症対策の有料老人ホーム新設計画 二又　郁男

四国 愛媛県 松山市 ネッツトヨタ愛媛株式会社 4500001003253 地域社会に貢献する新営業所の建設事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 今治市 株式会社植松食糧 6500001011221 「氷温技術」による高付加価値化と食品ロス削減への取り組み 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西条市 大磯タオル株式会社 4500001009176 研究開発したアパレル用パイル生地を武器にアパレル市場への新規参入を果たす 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 東温市 株式会社レスパスコーポレーション 7500001007400 「石鎚×健康志向」をテーマとした新たな産直市『いしづち山麓マルシェ』の創出 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社グランプリ 7500001000074 最新のＣＮＣ設備を導入し「純国産ゴルフクラブ」の製造開発に再挑戦 株式会社高知銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社丸山タオル 5500001012369 縫製加工内製化による生産体制確立に伴い新たなマーケットで需要を創出 株式会社広島銀行

四国 高知県 高知市 株式会社菊寿司 5490001000417 おうちで職人の作るお寿司を再現。冷凍寿司で新しい寿司店のカタチ 高知県中小企業団体中央会

四国 高知県 宿毛市 株式会社Ｐａｓ　ｄｅ　Ｄｅｕｘ 8490001007392 オンラインモデルコンテナ内覧会による低感染リスク販売 伊藤　央

四国 高知県 南国市 有限会社井上満吉商店 2490002011564 高知県産石灰を利用した高機能除菌液の製造 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 バーバーショップ　タートル 理容店併設型の脱毛サロンによる新分野展開及び新規顧客の開拓 高知県中小企業団体中央会

四国 高知県 高知市 有限会社西田写真館 1490002003934 デジタル技術と専用スタジオを活用した高知初のマタニティフォト事業 高知商工会議所

四国 高知県 宿毛市 ＣＡＦＦＥ＆ＭＥＡＬ－ＯＳＡＫＡＹＡ オンライン対応地域密着型ワーキングスペースで地域のデジタル化を推進 宿毛商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社縁 8490001003697 コロナを生き抜く！ファミリー向けレストランへの業態転換！ 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 株式会社ＳｔｏｒｙＣｒｅｗ 8490001008300 ｗｉｔｈコロナ時代の新しい働き方を支える「ワーキングカフェ事業」 高知県商工会連合会
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四国 高知県 宿毛市 大松 創作料理人の新分野展開、外商商品の開発、オンライン販売用システム構築 宿毛商工会議所

四国 高知県 安芸郡田野町 株式会社須藤鉄工所 8490002013035 高性能ファイバーレーザー溶接システムの導入による新分野への進出 高知県商工会連合会

四国 高知県 高岡郡佐川町 有限会社クマミ 5490002010290 真空包装及び高圧殺菌という製造方法の転換による長期保存可能な惣菜等製造計画 株式会社四国銀行

四国 高知県 四万十市 四国解体工業株式会社 6490001004912 環境負荷低減に向けた市場課題の解決に貢献する自動車の全部再資源化計画 株式会社愛媛銀行

四国 高知県 高知市 なかやまクリニック内科循環器科 四国初のペットインディバ施術が可能なサロンの開業 株式会社四国銀行

四国 高知県 宿毛市 株式会社マンキヤダイニング 5490001005250 キッチンカーによる新たな営業形態と販路拡大への取り組み 宿毛商工会議所

四国 高知県 安芸郡奈半利町 株式会社カゴオ 3490001006746 ＩｏＴを利用した船舶機関遠隔監視システムによる船舶安全管理事業への参入 高知県商工会連合会

四国 高知県 四万十市 株式会社ＮＡＴＵＲＥ　ＦＩＴＮＥＳＳ 6490001009143 コロナ需要にマッチしたフィットネスジムのＤＸ化事業 伊藤　央

四国 高知県 四万十市 株式会社文誠堂 8490001004877 当社リソースを最大限に活用。新たにデジタルサイネージ事業への進出 濱本　健太朗

四国 高知県 高知市 ドクターベルツ高須店　プレミアムキュア ヤギミルクスイーツにより“美と健康”を提供する食品製造業への転換 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 合同会社ＭＯＲＩＴＡ 4490003001372 コロナ禍のストレスに癒しと安らぎを提供する一棟貸切型リゾート宿泊施設経営への業種転換 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　Ａｐｐｒｅｃｉａｔｅ 7490001003640 飲食店の強みを活かした新たな挑戦！「食」と「遊」をテーマにした遊漁船事業 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 有限会社大協工産 8490002003011 加工キズが許されない薄板ステンレス加工分野への四国初の参入 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 有限会社眞功工作所 3490002011745 スラリーアイス生成装置・食品機械の部品取扱に向けた新たな加工分野への進出 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 啓大建設有限会社 3490002001333 ＩＣＴ施工の全面実施による土木・建設事業の再構築 経営標準化機構株式会社

四国 高知県 高知市 スタジオココカノ 時代にマッチした“プチウェディグ”プロデュース事業を展開。 高知商工会議所

四国 高知県 香南市 株式会社ＫＴＫ 6490001006371 数値制御搭載の高精度な横中ぐりフライス盤を導入し環境リサイクルの新分野へ参入 株式会社四国銀行

四国 高知県 土佐市 松井ブロック有限会社 1490002009849 木造住宅の基礎部分のプレキャストコンクリート製造へ新分野展開 株式会社愛媛銀行

四国 高知県 高知市 有限会社中西呉服店 3490002003791 衰退する着物業界から飲食業へ転換！“鉄板焼き”をウリとしてた県内では珍しい飲食店をオープン。 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社エムエフシー 6490001003971 高知名物屋台餃子の冷凍商品開発に伴う工場新設とＥＣ販売開始 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 ひまわり乳業株式会社 7490001006643 紙パック入り高粘度飲料製造開始による事業再構築 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 有限会社高知シヤー 1490002001442 高性能設備の導入による半導体・医療機器分野への新分野展開 株式会社四国銀行

四国 高知県 土佐市 株式会社わかば 9490001008530 送迎付発達障害児支援事業『＆ＪＯＹ』 株式会社四国銀行

四国 高知県 高知市 株式会社ライフ・カラーズ 3490001004122 デッキから大自然が一望。建設会社が提案する地域振興型カフェ事業。 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社七和 7490001007658 高知の逸品を全国へ　水産卸業者の革新的事業再構築への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社早川企業 9490001004595 老舗ちゃんこの復活！鍋バル新業態店への挑戦 高知商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社シスコム 2290801006818 ＯＦＤＭ変調信号を無線送信する新商品を業種転換で小売販売する事業構築 公益財団法人北九州産業学術推進機構

九州 福岡県 北九州市若松区 合同会社スポジェクト 5290803002572 本場メルボルンの味をどこででも味わえる！キッチンカーカフェ事業 楠本　拓也

九州 福岡県 大野城市 株式会社ハピネスクリエイト 9290001063785 非接触での再生美容と根本改善を目指すエステサービス 久留　さつき

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社ｍａｍｍａ－ｍｉａ 3290001077196 本格ナポリピッツァと地産地消のイタリアンを手軽にテイクアウト・デリバリー“マンマ・ミーア　エクスプレス” 堀江コンサルティングオフィス株式会社

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社三栄商会 9290001044595 刺繍機を用いた商品で地域の活性化と雇用の確立を図る 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉南区 佐佐井株式会社 3290801001553 焼きたてパンをご自宅で／材料が全て揃ったキットの製造・販売 楠本　拓也

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ＧｒａｓｓＰｌａｃｅ 4290001072502 コロナ渦でニーズが高まるレジャーフィッシング業界への参入 古賀　一生

九州 福岡県 福岡市南区 柳川屋　蔵本店 コロナ禍に対応したシミュレーションゴルフで事業の再構築 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市博多区 すし土井 どんぶり屋で新たな市場へ挑戦し、寿司屋とのシナジー効果を狙う 寺崎　兼司

九州 福岡県 那珂川市 株式会社ｊｕｓｔａ 2290001067850 身体に優しいグルテンフリー商品を提供するテイクアウト事業展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 三潴郡大木町 株式会社コンドー・マシナリー 1290001052861 調湿効果が高い「竹炭含有塗料」用の「竹炭パウダー」生産による事業再構築 菊池　哲

九州 福岡県 北九州市若松区 いち和株式会社 8290801013288 コロナに負けず目指せ１００年！老舗割烹旅館の高齢者とともに歩む生涯学習サービス 北九州商工会議所

九州 福岡県 遠賀郡岡垣町 焼鳥　鳥助 世界遺産のまち宗像で地産地消料理専門店 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 北九州市八幡西区 合同会社ＵＮＩＳＥＸ 2290803003441 シミュレーションゴルフバー事業の展開 中村　晃

九州 福岡県 宗像市 フォレスト・デ・フロリスト 二つの事業の技術力を集約した新しい事業の創造 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市東区 弓削田健介事務所 合唱曲作曲家が音楽で伝えるメッセージ　地域に愛されるＣＭ動画制作 宮﨑　正弘

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ホールショット 9290001029695 カラオケボックスを新たなサービスで歌わなくても楽しい個室へ変更 原　好信

九州 福岡県 久留米市 耳納山フレッシュポーク ブランド豚【八女ふくふく豚】認知度向上・事業拡大を目的とした新事業展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市門司区 桃華鍼灸院 ヒト幹細胞培養液による働く母親向け美容育毛サービス 塩津　友輝

九州 福岡県 大牟田市 日建装株式会社 5290001054879 エステティック業界への進出で新たな販売チャネルの構築 大牟田商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 アイティーオーエージェント株式会社 9290801024128 テイクアウト・デリバリーを主とした飲食店事業の新分野展開 三井成隆

九州 福岡県 北九州市若松区 サンエイ株式会社 2290801012758 工作機械大型パネル部品加工における文字彫り技術の復活・自動化による顧客ニーズへの対応力強化計画 シェアビジョン株式会社

九州 福岡県 北九州市八幡東区 株式会社オチョ 9290801023402 スペインバルからスペイン料理総合店へのシフトチェンジ 北九州商工会議所

九州 福岡県 久留米市 こはく整骨院 リラクゼーション事業開始による整骨院事業の再構築および弱み克服 松代　和也

九州 福岡県 福岡市中央区 Ｄａｄ株式会社 6150001019894 紹介制ＢＡＲ運営ノウハウを活かした会員制レストラン事業への進出 齋藤　由宇

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＴＯＲＡＩＳＭ 4290001083284 高価格帯海鮮丼テイクアウト・デリバリー及びソーシャルディスタンスを徹底したセルフオーダーシステムの導入による非接触型海鮮 株式会社福岡中央銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 ｅｎｊｏｙ　ｔｅｐｐａｎ！　ＴＡＭＩ 急速冷却冷凍機を用いた冷凍広島お好み焼きの製造・販売 税理士法人ユース会計社

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＭＩＳＨ 7290001066484 美容室・エステ店運営から美容機器卸販売業への業種転換 玉井　英樹

九州 福岡県 春日市 株式会社アイデア企画 2290001041335 通信機能対応で長期間使用できる非常用電源装置付き看板の開発 木村　壮太郎

九州 福岡県 福岡市中央区 ｕｎｉｔｙ株式会社 3290001069821 コロナを乗り越える！食肉小売店を併設したホルモン焼専門店の開設 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 福岡県 北九州市小倉北区 順光苑本店 体の中から美容と健康を！本場韓国の無添加キムチ等製造事業 楠本　拓也

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社花山組 7290801003042 ＩＣＴ施工できる体制を構築しＩＣＴ土木施工ノウハウ提供サービス事業を展開 中村　清悟

九州 福岡県 北九州市小倉北区 Ｓｗｅｅｔｂｏｄｙ サンドイッチ専門店「ＰＡＮ　ｄｅ　ＳＡＮＤ」の新規開業による事業再構築 髙村　英子

九州 福岡県 福岡市 ブラッスリーレキップ 薬院でフランスのパリを想起させる、身近な「フレンチ総菜」を提供する事業 毛利　裕之

九州 福岡県 北九州市小倉北区 創作服エムエム 生地から染めるオリジナル衣料の店舗販売とネット販売による売上拡大 北九州商工会議所
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九州 福岡県 福岡市南区 メルシエ アイリスト・ネイリストの為のまつ毛エクステ・ネイルブースシェアサロン事業 髙藤　公人

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社旅ネットジャパン西都 3290001076231 旅行業から地域密着型のカフェ併設エステサロンへの事業転換 安武　美歩

九州 福岡県 中間市 山藤建設株式会社 1290801011372 中古物件リノベーション再販売事業 中間商工会議所

九州 福岡県 久留米市 合名会社三和商会 5290003002646 ご供養に強みのある贈答品業から、家族への手厚い弔いのカタチ 税理士法人ライジング

九州 福岡県 久留米市 株式会社マル小食品 2290001055855 強みや地域性を活かした独自商品のリアル＆デジタル店舗展開 久留米商工会議所

九州 福岡県 田川市 株式会社ヒロコーポレーション 3290001022656 ＦＣ展開で日本全国の老舗のつくりたての味を宅配でご家庭へお届け 青石　吉司

九州 福岡県 福岡市東区 有限会社ｃｌｅａｒ－ｓｔｙｌｅ 8290002032096 美容サービスで培ったおもてなしノウハウと遊休資産を活用した焼肉店事業への挑戦 遠賀信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社丸十 1290001016718 インターネットを活用したオンライン・ホームソーイング事業 河津　祐二

九州 福岡県 宮若市 いろは居酒やうどん グランピング施設への食品提供並び、地場産直マルシェの運営 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡西区 ジュークボックス ライブハウスの有効活用を図るための最先端設備を備えた多目的ホール化する取り組み 小林伸行

九州 福岡県 春日市 グランド 子育て世代のママも赤ちゃんもオシャレができる美容室 株式会社福岡中央銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社カワシマコーポレーション 3290001021088 飲食による癒やしから美容による癒やしへ 株式会社福岡中央銀行

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 有限会社Ｂｌａｋｅ 2290002032515 ファミリー（キッズ、男性）できれいになれるエステ事業への新分野展開 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

九州 福岡県 久留米市 トラットリアアルティジャーノ 結婚式もできるレストランからニッチな和牛専門すじカレー販売への業態転換 税理士法人ライジング

九州 福岡県 福岡市城南区 コバコバル 移動式キッチンカーで独自メニューのレモネードとカボネードの販売を行なう新規事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 Ｃｌａｓｔ株式会社 7290001063705 雑貨のリメイク商品を企画・生産しオンリーワン商品で販路開拓 税理士法人サムライズ

九州 福岡県 北九州市若松区 チェリッシュ 非接触と癒しを両立！セルフエステ×ローズ蒸しテント等事業 楠本　拓也

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社須原建材 3290801010133 プログラミング教室の新規開校 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ＨＩＤＥＳＰＯＴ　Ｋ 毎日完売！フードロスを出さない持ち帰り弁当店への新分野展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 ひつじデンタルクリニック マウスピース型矯正システム導入　子どもに特化した予防歯科サービスの事業化 株式会社シャイン総研

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ミラポートジャパン 2290801021602 よもぎを使った女性向けケア商品とホルモンサプリの開発 末田　圭一

九州 福岡県 大川市 株式会社ｓｕｄ 8290001066310 レストラン経営での食材加工ノウハウを活用した手作りハム・ソーセージ製造分野への展開 大川商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社クロラス 7300001010300 菌検査による店舗衛生度の第三者即時評価で飲食業界活性化に貢献 株式会社ビジネスリノベーション

九州 福岡県 大野城市 有限会社福岡総建電設 7290002031685 建設業界での知見を生かした、相乗効果の高い左官業への参入 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社トーヨーフイジカル 9290001017717 検査用紙のソフト化による非対面オンライン検査の実施及びペーパーレス化 福岡信用金庫

九州 福岡県 福岡市東区 ネクシア 地域に愛される持ち帰りから揚げ専門店の開業 後藤　公平

九州 福岡県 宗像市 つか作 電子管理で個別のサービス提供、ミドル女性からの完全個室エステティックサロンの開業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社新和産業 2290801001843 解体工事業者だからできる、ＥＣサイト販売を含む総合リサイクル事業 おかべ税理士法人

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ＨＩＫＯＮＩＷＡ 飲食事業のノウハウと地域の豊かな自然を活かした豆乳製造による新市場進出事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ボールダーズ 7290001068266 飲食店ノウハウ活かしてテイクアウト専門の高級ベーカリーで新分野展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 久留米市 有限会社朝田観光バス 5290002052254 観光バス会社の一般貨物自動車運送事業進出による事業転換 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 久留米市 癒し空間Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ 診断システム開発・定期販売とオンライン講座による売上拡大事業 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社エイユウコクサイ 9290001087181 手頃の価格でアフターコロナ時代に欠かせないビジネスツールの動画制作 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社プリミティブ・ドライブ 6290001022158 地元製品ＳＤＧｓ商品販売ＥＣチャネルの構築 大串　和義

九州 福岡県 北九州市小倉南区 大衆居酒屋びりけんさん 人気メニューである北九州名物すじ肉うどんを全国対象に冷凍販売する計画 おかべ税理士法人

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ＡｉｍＣｒｅｗ 1290801025117 面接者の人物像等を照会できる、オンライン型リファレンスチェックサービス 白山　晃嗣

九州 福岡県 久留米市 悠心工業 時代のニーズに応える、地域密着型外構工事業への業種転換 税理士法人ライジング

九州 福岡県 福岡市東区 いいなロジ株式会社 2290001069062 災害に強い倉庫会社の強みを活かした「最新防災グッズ」の販売 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＣＬＩＭＢＩＮＧ５１ 2290001082809 イタリア料理ロケット　熟成麺のイタリアンヌードルを開発しＥＣサイトで販売 新大和税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＰＡＲＡ－ＤＥＳＩＧＮＬＡＢ 3290001066075 オンライン設計・商談に対応する３Ｄ－ＶＲショールームの整備 河上　康洋

九州 福岡県 那珂川市 美はら 日本料理店の味を生かした唐揚げのテイクアウト事業への参入 寺崎　兼司

九州 福岡県 久留米市 有限会社Ｋ’ｓ２１ 2290002051291 チーズケーキをメインとしたスイーツ事業への取組 久留米商工会議所

九州 福岡県 那珂川市 株式会社豊田建設 2290001063197 型枠施工の技術を生かしたエポキシ樹脂木材製品生産・販売事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 八女市 有限会社やま奇人 7290002047764 弁当製造販売及びキッチンカー事業　－店舗飲食事業で培った「良質な肉を低価格で提供する」ノウハウを活用しコロナ禍で生き残る 筑後信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＥＡＲＴＨ． 2290001043868 福岡食材に特化したプリンを効率的に量産する為の厨房改装で業種転換 清水　一広

九州 福岡県 北九州市小倉北区 オフィスキュー フレキシブル・ワークを生み出す求人プラットホーム運営の開始 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 合同会社ミノウェイ 4290003007365 Ｗｉｔｈコロナでのグローバル教育をオフラインからオンラインへ大きく転換 大津留　孝明

九州 福岡県 久留米市 ジャムマスターモータービルド ハーレーダビッドソンに特化した受注型フルオーダーカスタム（改造）、部品製造から見込販売のコンプリート（完成）車販売へ進出 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 北九州市小倉北区 有限会社ケイピーシー 2290802002213 リソグラフプリンタを中心としたクリエイティブサポート事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 サンディッシュ からだに優しいご褒美アメリカンスイーツの製造・通信販売『ギルトフリーアメリカンスイーツ』 瑛智税理士法人

九州 福岡県 北九州市八幡西区 地鶏処本丸　折尾本店 特許取得機器を導入したミドルからシニア向け無人型フィットネスジム開業 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ＹＡＺＡインターナショナル株式会社 8290801021489 新しいビジネスモデル【ＩＴ×ＳＤＧｓ×飲食】の餃子専門店への新展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ＷＡＣＣＨＩ ダイニングバーから女性目線のグランピング施設運営への事業転換 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社空夢 3290801019471 釜めし＆ステーキのお店が行う地域デリバリー事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 ヒナタプラス 高性能脱毛器を導入した地域初の美容・健康サロン 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＷＯＲＬＤ　ＨＵＮＴ 4290001066000 泡盛蒸留粕を再利用したエナジードリンクの開発・販売 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社トリプルフィールドネットワーク 3290001078277 地域でメンタルヘルスの改善！産業カウンセラーに相談できるカフェ事業計画 税理法人カマチ

九州 福岡県 北九州市小倉北区 うきわ 飲食店によるシェアリング事業「ＦＯＯＤトレーラーシェアキッチン」 北九州商工会議所

九州 福岡県 田川市 株式会社チョイス 2290801022294 飲食店が考案した、誰でもわかるＨＡＣＣＰ管理システム 北九州商工会議所

九州 福岡県 柳川市 大翔建設株式会社 3290001054633 既存の機材・ノウハウを活かして、建設業から社会的ニーズの高い解体業への進出計画 税理士法人創研

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社アスリエ 7290001085451 完全リモート型システム開発事業立ち上げと雇用創出 末信　公平
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九州 福岡県 福岡市早良区 フォーライフファクトリー オンラインでの「個人向けフルオーダー家具」等の企画・提案・販売 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社サポート 1290002026641 奉仕の精神を生かした老犬ホームでペットのエンディングを安らかに！ 富永　一也

九州 福岡県 古賀市 有限会社ＬＥＶＯＲＧ 2290002023373 コロナ時代を生き抜くサブスク型脱毛サービス事業の展開 渡邉　賢

九州 福岡県 糸島市 株式会社ＦＪＭ 7290001078141 中国向けセカンドオピニオンオンライン診療サービス事業 永野　隆

九州 福岡県 福岡市博多区 豚ステーキ＆牛タンステーキ　十一 テイクアウト専門店「千代サンド」でコロナ禍に立ち向かう。 寺崎　兼司

九州 福岡県 春日市 株式会社プレイス 5290001005691 ジカロテーブルを使ったキャンプ体験型カフェの新規事業計画 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 筑紫野市 ＳＤ出版 自衛官向けの家づくりサポート事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社音ワ 5290802018025 「思春期」の子ども向けの地域密着型「脱毛」応援事業 河口　正剛

九州 福岡県 福岡市博多区 Ｃ．Ｃ国際株式会社 5290001083069 訪日外国人観光旅行業者が新分野展開によりアジア物産店を出店します。 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 ウィズネイチャー サブスクによる時短レシピ動画付き自然派食品オンライン販売 山田祥吾

九州 福岡県 行橋市 有限会社トップシーン 7290802023865 ＰＶＣ（塩化ビニル）再生原料の開発及び製品化による資源循環型社会の構築 行橋商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 モンクール 美容業界歴３０年のプロによる、大人女子のための自社ブランド確立 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 福岡市中央区 モーメントコーヒー 自家焙煎珈琲によるオリジナルブランドの製造販売 古木　亨

九州 福岡県 福岡市南区 オルタバー 看板メニューのハンバーグを使用したハンバーガーテイクアウト 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 柳川市 三福観光有限会社 7290002054026 土産品販売所の運営と有明海の魚介類を使用した商品開発 柳川商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 ルラシオンビューティ株式会社 9290001081060 全国マツエクサロンの経営支援プラットフォーム構築による新分野展開 富永　一也

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ＢＩＳＴＲＯ　ｄｅ　ＣＨＥＭＩＮ 既存事業のアイドルタイムを活用した鯛焼き店の出店 北九州商工会議所

九州 福岡県 久留米市 株式会社うるう農園 6290001088587 自社栽培のいちごを使用したテイクアウトスイーツ店の新規展開 大川信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社アールワークス 6290001043897 全国初の佐伯市産直フラッグショップとその試食宣伝を兼ねた飲食店 久留　さつき

九州 福岡県 福岡市南区 スミス 総合的なヘアケアを可能とするエステ事業へ新分野展開 株式会社佐賀共栄銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 地鶏食堂　長浜店 独自販売ルート構築による配達サービスの展開とオリジナル商品のネット販売事業 税理士法人ユース会計社

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ヒューマンリソースサポート 1290001025842 企業向け・新入社員向け　プログラミング＋コミュニケーション研修 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 カフェシリウス 家賃１万円の古民家をリノベーションして行う珈琲豆の選別代行業と菓子製造業 藤浦　敏明

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＮＯＫＹＤ 6290001055678 ＢｔｏＢ向けショールームを用いた新事業コンサルティング 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社康佳 7290001028988 コロナで来日出来なくなった中国人へのライブコマースによる越境ＥＣ事業 税理士法人波多野アンドパートナーズ会計事務所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＴＨＥ　ＦＲＥＥＤＯＭ 3290001083129 「生きるを楽しむ」を主体とした新たなグループホームの開設 多田　陽子

九州 福岡県 福岡市早良区 アイ・フィックス株式会社 9290001082042 建築リフォーム会社による高所得者向け不動産管理業務への新進出 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社新日本綜設 6290002006936 既存事業での施工実績・ノウハウを生かした障がい児福祉施設への新分野展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 春日市 むらかわ歯科クリニック 全面的なデジタル技術の活用によるウィズコロナ時代に対応した歯科医療体制の構築 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 北九州市八幡西区 千石産業株式会社 9290801010160 みんなにやさしいオールインワンユニットハウス事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 三井郡大刀洗町 有限会社財隆商事 7290002052814 廃蓄電池リサイクル事業 あさくら税理士法人

九州 福岡県 福岡市東区 松田活魚 コロナ禍で調理の省力化要請に応える付加価値鮮魚の商品開発 長生　信夫

九州 福岡県 柳川市 株式会社ワールドリサイクル 6290001053384 ロードサービス事業から大型トラックの架装事業への進出 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 久留米市 株式会社富士製作所 7290001049514 福岡県航空機産業コンソーシアムとの連携による航空・宇宙産業への参入 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市博多区 スーパースカルプ発毛センター博多祇園駅前店 地域初の薄毛専門美容室の新分野展開 吉田　大

九州 福岡県 柳川市 株式会社ワンズコーポレーション 1290001054627 当社の技術を活かしエクステリア製品の卸販売・小売販売業へ！ 大川信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社千年市場 4290001014181 自動販売機＋ＥＣの非接触売場を開発して地域活性に寄与する商品企画販売・商社事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 石橋製麺工場 製麺工場が作るオリジナル麺と地域商標権の活用による飲食・小売市場へ進出 松代　和也

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社なか尾 9290001036097 自社遊休資産と人材を活用したうなぎ料理店の開店 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＳＡＣ 1290001058883 糸島の一次産業と共に糸島素材を活用したスイーツの製造・販売 株式会社東京経営サポーター

九州 福岡県 柳川市 株式会社東洋モータース 8290001053341 環境対応塗装工程の内製化を強みにワンストップ自動車整備で売上拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社Ｇ－ＣＲＯＳＳ 3290001035220 レンタカー事業および唐揚げテイクアウトによる多角化の取組 松代　和也

九州 福岡県 太宰府市 東洋ステンレス研磨工業株式会社 4290001040970 災害対応型チタン製意匠パネルの製造によるスマートビルディング市場への進出 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 柳川市 木原建設株式会社 3290001052785 スマート農業対応型農地整備工事の開発 宮川　譲

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社グリーンピース 5290002028980 高齢者と障がい者・要保護児童　共生型フランチャイズ事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社Ｍ’ｓエレクトリック 6290801019568 保育業の課題を解決する「乳幼児の寝返り検知システム」の開発とサービス展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 北九州市若松区 新興アルマー工業株式会社 6290801012226 ステンレスに代わる安価なアルマー加工で熱交換器用のチューブを事業化 太田　範雄

九州 福岡県 久留米市 株式会社ワールド精機 6290001049795 レーザー加工機導入による工程内製化と製品ラインの拡充 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ダリア 3290001068360 セルフケア、プチ起業需要を応援！オリジナル商品の開発・販売および、クレイセラピストの育成、開業支援 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 久留米市 九州防水株式会社 4290001048650 より安全なアスベスト除去工事実施のための設備の賃貸と技術指導 香月　孝文

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社久木原工務店 5290001075768 住宅設計を活かした「１ｍｍ単位でオーダーできる家具等インテリア」の製造小売			 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 茶々丸ＰＣ コロナに負けないＥＣビジネス！世界に届け日本の魅力！ 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 大川市 有限会社隈木工所 2290002053239 「ＫＵＭＡＭＯＫＵ」ブランド確立！デユアルチャンネルによるＢ２Ｃ家具販売の展開 大川信用金庫

九州 福岡県 行橋市 晃大商事株式会社 4290801015222 ＥＶ化に対応したモールドベース開発と自動化・無人化工程の構築 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ノーメイク 5290001009585 タレントをスタッフとする「動画配信ライブカフェ」で収益・雇用を安定化			 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社フクミ 1290001058867 介護給付費に依存せず地域初の福祉サービスを実現する自立収益型介護事業 中村　宏

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社ＳＯＲＡ 2290001044825 ３密を回避できる新教室での革新的幼児教育実践法によるプリスクール開園 松代　和也

九州 福岡県 朝倉市 Ｙｏｓｈｉｎｏ　Ｔｒａｄｉｎｇ株式会社 4180301021946 オーディオ機器輸入卸業から、独自ブランド立上げによるオーディオメーカーへの業種転換 西原　憲一

九州 福岡県 筑紫野市 筑紫産業株式会社 6290001040911 離島への観光・ビジネス・移住の人流を創り出す観光産業への進出 株式会社富士経営

九州 福岡県 北九州市小倉北区 有限会社ファスニング機工 4290802019387 「トンネル・橋梁補修事業」への新分野展開 福岡ひびき信用金庫
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九州 福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社ＡＱＵＡＳ 4290001074606 塗料循環回収装置による新事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 那珂川市 株式会社大匠建設 7290001025647 古民家の再生・活用を推進する体験型ショールーム事業の展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市若松区 株式会社ケーメック 8290802017965 労働災害の抑制に寄与するフォークリフト用人検知システムの製造・販売。 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 酒見食品工業株式会社 2290001048867 スマート複合型寿司店舗の開設 宮川　譲

九州 福岡県 久留米市 株式会社サンワドライ 4290001048923 クリーニング技術を活かしたユニフォームレンタル事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 大川市 木彩工房 新店舗の展示・撮影スペースで行う、５Ｇ通信によるオンライン木工教室 大川商工会議所

九州 福岡県 久留米市 株式会社アルカディア 9290001050024 ウェディング業で培った『品質と想いを伝える力』を中食、内食に展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 有限会社九州食糧 7290802001648 生産農家を救え！農家とのネットワークを生かした麦生産支援事業 楠本　拓也

九州 福岡県 北九州市門司区 株式会社ＤＡＩＫＯ　ＴＯＯＬ 8290801007042 宇宙・防衛、半導体産業向け部品製造体制の構築による新分野展開 鷹取　正義

九州 福岡県 北九州市門司区 みろく福祉サービス株式会社 6290801007028 廃校を活用した地域の交流の場の提供 ワイエムコンサルティング株式会社

九州 福岡県 小郡市 株式会社ワイドレジャー 4290001050524 「遊ぶほど未来が良くなる場所」インドアパークＡＳＯＢＬＥブランドを構築し収益向上を図る 荒巻税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 コシード株式会社 4290001043255 完全個室型のプライベートサウナの運営 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 柳川市 株式会社伸宅マネジメントサービス 9290001053530 地域高齢者に安心・安全を届ける配食サービス事業 大川信用金庫

九州 福岡県 久留米市 株式会社ラポート 5290001067311 精神疾患者向けグループホーム事業 税理士法人摂津事務所

九州 福岡県 福岡市中央区 合同会社Ｍ．Ｔグループ 2290003008027 ファミリー向けグランピング事業への新分野展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社アレシア 9290001070146 余剰建築資材のリデュースを促し廃棄物削減を目指すプラットホーム 株式会社佐賀共栄銀行

九州 福岡県 福岡市南区 有限会社ウエストフィル 9290002025710 アフターコロナの需要に合わせたフレッシュ野菜の冷凍食品製造事業への新分野展開 坂本　千足

九州 福岡県 朝倉市 有限会社九州バーク運輸 9290002043497 朝倉市杷木松末の地域活性化 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 福岡市博多区 Ａｓｓｉｓｔ．株式会社 6290001064241 映像制作物の販売・レンタルスタジオ運営 税理士法人サムライズ

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 株式会社イーエム九州 8290001048449 トラック・バスに『企業』と『地域』の“想い”をのせる「オートボディプリント」事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社クプロ 5290001059705 ＩＴを活用した３密回避型２４時間フィットネスクラブ事業への進出 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 大川市 有限会社中村企画設計 5290002054746 事業承継によりＴｏＢの備え付け家具からＴｏＣ家具販売への新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社タクト 4290001071108 下請けの店舗内装業者から自社での家具製造販売サービスでリスク分散 松川　雄一

九州 福岡県 福津市 株式会社福成冷熱工業 9290001067506 マリンスポーツによる青少年や障がい者の健全な育成と環境の場 大串　和義

九州 福岡県 飯塚市 ＮＥＸＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 海外販売網を活かした『ジビエ肉・加工品　製造販売事業』 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市早良区 エルももち株式会社 6290001028163 住みたいまち福岡で介護事業、障がい者福祉事業の新分野展開 福岡信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 からつ庵 高級総菜テイクアウト等の事業進出による酒類提供依存からの脱却 松代　和也

九州 福岡県 小郡市 川辺農園 食品加工工場の建設で悲願の６次産業化！アジア野菜でのニッチトップのその先へ。 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社ファインライフ 4290802012078 製造工程新設によるグランピング製造販売業への進出 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＦＯＯＤＲＩＳＥ 7290001094980 見る・選ぶ・楽しむ！ＯＮＬＹ　ＯＮＥ「フリースタイル焼肉事業」 福岡商工会議所

九州 福岡県 飯塚市 株式会社フリーザーシステム 2290001046004 最新厨房機器を備えた食品開発ワーケーション型リゾートホテル 加藤　圭示

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社プラス 4290001058393 「自動車整備業界の変化」と「働き方改革」に対応するＤＸ化支援 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 遠賀郡岡垣町 力丸鋼機株式会社 1290801010804 ＮＣキリ穴加工で建築資材のボルト穴加工品市場に新分野展開を図る 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社宮熊 6290801008645 アルコール類卸売業がＰＢ　商品開発販売でオンライン通販事業に参入 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ＡＭＥＬＩＥ’Ｓ 2290001086198 福岡初！九州の地域資源を活用したバームクーヘン製造・販売事業 株式会社みずほ銀行

九州 福岡県 福岡市早良区 博多立呑ジューシー屋 立飲み業態から自家製オーガニック野菜による専門料理店への事業転換 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社奥田商店 2290002027093 ワインに合うおつまみの製造によるイートイン及びデリバリー事業 廣木　鑑治

九州 福岡県 福岡市南区 青葉エステート株式会社 3290001034577 成長する地方都市と共生する、輝く小さな街でのワーケーション施設事業 安武　美歩

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社エスティ住建 7290001026091 ビジネスホテルの浴室リフォームから、「健康・省エネ住宅」事業へ　―地域活性化・低炭素化社会の実現ー 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社彗心 9290801018625 ２０年間研究した秘伝のタレによる、神楽坂発のブランド唐揚げ事業 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 飯塚市 竹乃家 飲食店と地域をつなぐ！「ＯＮＥ－ＤＥＬＩ無人販売事業」 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市戸畑区 浮城興産株式会社 8290801000385 北九州初　地域密着型　デジタル一元管理の非接触無人ホテル事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 直方市 株式会社ユキテツ 2290801020331 コロナ禍における射出成形機部品進出事業 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 大牟田市 株式会社清風会 9290001054925 感染対策を徹底した新棟建設による婚礼サービスへの新分野展開 小野　勇次郎

九州 福岡県 糸島市 一力寿司 寿司店による、体験型ゲストハウスへの新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 太宰府市 株式会社太宰府園 8290001040884 遊具中心の遊園地から豊かな自然環境を活かした遊園地への変革 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社資さん 6010001190032 ＤＸ推進による店内飲食からテイクアウト事業への業態転換 市竹　敦

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社大地コーポレーション 8290001031339 独自の弾性樹脂素材を活用したマットレス等の製造販売事業 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ミチツクル 2290001061589 飲食店依存型から、精肉・加工、総菜、小売店への新分野展開 税理士法人トライウィンコンサルティング

九州 福岡県 福岡市城南区 株式会社ダイワ 1290001004664 道路・鉄道の橋梁施設老朽化に伴う、公共補修工事市場への参入 藤川　剛士

九州 福岡県 朝倉市 筑前はかたや ＤＸによる野菜販売の２４時間営業化と、移動販売による買物弱者の支援 株式会社ことづくり

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社きょくとう 7290001012793 自宅にいたままクリーニングが出せる。ネット完結型クリーニングサービス 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 久留米市 株式会社田中屋呉服店 2290002049451 自社の着物を活用して地域と世代を超えた思い出、そして伝統を守るフォトスタジオの展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 直方市 株式会社方尺精工 1290801021264 アフターコロナの新たな時代に向けたＥＶ向け超精密金型事業への進出 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 北九州市若松区 株式会社しろみず 5290801011889 洋上風力発電事業の基礎ジャケット部品製造への新規事業の展開 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 福岡市西区 パンダ株式会社 6290001062237 感染症に負けない！医療従事者の学びを守る新時代の学会・セミナー開催サポートシステム 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 北九州市門司区 株式会社矢田部研摩 3290801005810 超精密研磨市場向け製品に最適化した工場改修と研磨機導入 株式会社大分銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 博多ステイションフード株式会社 5290001015658 九州に密着し、明太にこだわり、小麦を極める食品製造・卸・販売事業 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ヤギシタ 7290801010757 食のバリアフリー！代替肉と健康増進効果原料での新商品開発センター新設 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ティーリンク 2290001056333 ハイブリット接着シート事業 大串　和義
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九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社博多八昌 6290001057550 名店の味を再現した冷凍お好み焼きで販路拡大！名店の暖簾を守る！ 西田　重和

九州 福岡県 久留米市 株式会社いかど 3290001051878 廃棄カット野菜・廃棄野菜を活用　新流動食「スタベジ」商品開発・販売 久留米商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ＡＴＳ 2290801011611 コロナに打ち勝つ新分野展開、日帰り温泉・飲食総合事業への挑戦 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社ｉＱ 8290801008577 「ユニプレジャパン」先端ＩＴ技術ノーコード教育と℮スポーツ教育プログラム施設 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＧＯＯＤ　ＤＥＳＩＧＮ 3290001058725 業界初の温冷交代浴機能を備え地域の住宅建築業を活性化するサウナキット事業 中村　宏

九州 福岡県 北九州市八幡西区 九州条鋼加工株式会社 1290801010944 建築二次部材から土木工事で用いるＰＣ橋梁用検査路製造業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社アンベル 7290001062070 モデル事務所が人材とＳＮＳを活用してキッチンカー事業に挑戦！ 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ランドスケープ 6290001043749 無人有価物回収ボックスを設置し新たな回収形態を確立 首藤　利幸

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｎｅｗ　Ｏｒｄｅｒ 9290001070492 新しい生活様式にあった新しい低接触型焼肉店へ新規分野展開 松代　和也

九州 福岡県 柳川市 株式会社九州パイリング 3290001052802 地盤補強工事事業とのシナジー効果を発揮して杭引抜工事事業及び基礎工事事業への新分野展開 柳川商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社不動産バンク 9290801002926 最新ＩｏＴ技術を用いたコインランドリー事業へに新規参入で再構築戦略 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 大川市 株式会社シギヤマ家具工業 9290001052912 有名ブランドとの協業による大規模アウトドア小売店舗開設 宮川　譲

九州 福岡県 小郡市 株式会社陣内興業 1290001077719 ドローン測量対応で新たな販路拡大をめざす 西田　重和

九州 福岡県 古賀市 ウィズホーム株式会社 7290001082498 住宅会社の強みを活かした家具・植栽の新店舗計画 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市戸畑区 三栄工業株式会社 3290801001644 自動車メーカー向けライン製造設備への新分野展開 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 株式会社一椿 6290801006442 一椿ブランドを活かした海鮮焼×焼肉への新分野展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社しょうき企画 6290001030292 天ぷら乗せ放題の完全セルフ式天丼屋 株式会社フォーバル

九州 福岡県 久留米市 株式会社くるま村 1290001048686 ＡＩ搭載フィットネスマシン×セルフエステによる非対面２４時間ジムの開設 栁　良一

九州 福岡県 久留米市 有限会社タケヤ 6290002048251 焼きいも屋の「芋スイーツ製造小売事業」への新分野展開 久留米商工会議所

九州 福岡県 大川市 株式会社志岐 3290002053411 ３Ｄ加工設備・技術を導入した木製家具販売のＤ２Ｃの構築 大川信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 九洲日東株式会社 4290001007144 特許技術と特注小型杭打機を活用した新たな需要拡大分野への展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 有限会社Ｍｉｙａｍａコーポレーション 4290002054598 倉庫建設によるライフサポート事業・物流加工業への新分野展開 江﨑　貴一

九州 福岡県 福岡市中央区 モンブラン・ピクチャーズ株式会社 8290001058092 全国でも珍しい「移動式映像アトラクションカー」の運用による新規事業 山田祥吾

九州 福岡県 大川市 有限会社三輝ツキ板工業 5290002053368 ツキ板貼りと３Ｄプリント機能を融合した新しいツキ板の製造 大川商工会議所

九州 福岡県 小郡市 有限会社肉のくろいわ 4290002051802 町の肉屋が挑む！インコンプリートフードで起こす食の革命！ 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 八女市 株式会社マルミツサンヨー 7290001047518 九州特産品の価値深耕、輸出向けゼリーと外皮再利用による天然香料の開発 Ａ－ＭＥＣ株式会社

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社フエニックス 3290001010132 老舗クラブがコラボする“イノベーションバー”を開店！ 税理士法人創研

九州 福岡県 福岡市西区 フューチャークエスト株式会社 3290001091800 研究支援業から海上・衛星通信対応ＶＤＥＳモデム製造業への転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社フレア 9290001058307 離職率の高い美容業界の構造改革　高度な美容技術を最短で習得できる実践型美容アカデミーの開校 松成　文貴

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社川口興産 2290801000787 水巻町の健康増進事業や福祉事業との協働と天然温泉大浴場の建築・運営 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社富士建 7290001016357 三次元レーザスキャナによる測量及び三次元ＣＡＤによる建設ＤＸコンサルタント 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ルーミックス 3290001064260 不動産業から脱炭素・非接触型の小型高級リゾートへの新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 北九州市八幡西区 佐藤精機 精密加工技術を活かした半導体装置部品への新規参入 遠賀信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社仲西鮮魚店 7290002012116 『博多の台所』柳橋連合市場内で老舗鮮魚店が飲食店を展開！ 嬉野・本村税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 福岡中央美術 デッサン自動採点アプリ「Ｄｅｓｓｉｙ（デッシー）」プロジェクト～オンライン講座を新展開～ 税理士法人アクティブリンク

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社日本芸能文化社 4290001069655 新スタイルの音楽スタジオ事業による音楽関連ビジネスのＶ字回復 富永　一也

九州 福岡県 柳川市 有限会社福永車体整備 4290002053880 次世代車完全対応整備工場への事業再構築 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社エコル 5290001079249 就労継続支援Ｂ型事業所によるサンドイッチ製造・販売事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社中村人形 2290001056267 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 福岡市城南区 フィールドロゴス株式会社 7011301018236 ＷＥＢマーケティングで全国へお届けする九州産ベーグルの製造 越川　智幸

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社スイートクラス 6290001048203 旅行会社が湯布院で旅館とグランピング施設の運営へ事業転換 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｌ．Ｐ．Ａ．Ｓ． 2290001080267 七節の出汁を生かす新商品の開発・テイクアウトと旗艦店の全改修 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 北九州市小倉北区 あつみ珈琲 冷凍おこわを主とする地域活性化に向けた地産地消の冷凍食品製造 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社トータス・インダストリー 2290801010357 高付加価値な血液検査のＡＩ化による予防医療サービス事業への進出 富永　一也

九州 福岡県 糟屋郡久山町 西日本鍛工株式会社 6290001000031 防衛関連向けステンレス鍛造製品等の製造体制構築による新分野展開 佐藤　修一

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 株式会社志水ミート 6290001038311 飲食店・量販店向けミールキット等の製造体制獲得による新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 宗像市 有限会社釜﨑ファインツール 5290002035069 金型製作技術を活かした小ロットのプラスチック部品生産事業参入 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ＳＥＫＩ 8290801012752 刃物研磨機導入によるフルオーダー製品のグローバル市場等への新分野展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ティースポーツ 6290001064266 スポーツ施設コンサルティング会社が最新型ゴルフ練習場へ新進出 藤本　和久

九州 福岡県 田川郡香春町 ＢＭＣ株式会社 5290801017408 福岡県筑豊文化と融合した新メニューと「全席個室焼肉」の展開 岡部　康雄

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社マインズ 4290001039146 アミューズメントマシンフリマサイト（ＡＭＩＭＡアミマ）の構築、運営、管理 アネーラ税理士法人

九州 福岡県 直方市 福筑総合開発株式会社 5290801014314 ペットと共に歩む霊園開発計画 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 久留米市 株式会社ＳＩＮＧ 9290001056293 一体成型シリコーン製輪ゴム「富士山」の開発による新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社ＫＯＵＫＥＮ 7290001073811 中国人向けツアー事業から会員制越境ＥＣの事業再構築への挑戦 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 糟屋郡志免町 ｉｎ．Ｄ．ｓｔｙｌｅ株式会社 1290001066366 マイクロブルワリー業態への進出と開業支援パッケージの開発 常盤　直也

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社タナカダイニング 7290002016232 テイクアウト・通販事業への進出による酒類提供メイン業態からの脱却 松代　和也

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社アルテリア 1290001079021 高級オーダーメイドアパレル店が提供する富裕層が堂々と利用できるホスピタリティの高い高級ブランド品等買取販売事業 髙村　英子

九州 福岡県 中間市 株式会社フロム工業 8290801011440 光触媒を活用したインテリアとしての空気清浄機の開発 中間商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社まる 8290001022973 生産者と企業をつなぐＢｔｏＢ型農産物電子取引所の開設 原　淳子

九州 福岡県 飯塚市 株式会社豊栄 5290001045894 大型ＬＥＤビジョン動画配信事業の展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 那珂川市 株式会社ジーエスサポート 2330002015052 太宰府天満宮のお膝元で障がい者と共に作るクラフトビール生産一貫体制をとるブリュワリーの運営 尾場瀬　輝雄
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九州 福岡県 うきは市 株式会社ＴＣＡＳＴ 8290001055172 最新鋭５軸加工機導入による鋳造事業から機械加工事業への事業転換 玉井　英樹

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ヤブサメインダストリー株式会社 6290801017951 自社リソースを活用した洗濯代行サービス事業の展開 本田　隆博

九州 福岡県 北九州市八幡西区 アイム電機工業株式会社 6290801009536 コロナ後の海外展開を見据えた、水中モータの「大型化」「特殊化」「多様化」に応えるオーダーメイド型製造プロセスの構築 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 ナチュラルリンク株式会社 2290001088005 好立地を活かして地元住民に愛されるコインランドリー事業へ進出 株式会社ことづくり

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社イニシアティブプラン 4290001061430 一般住宅向ダクト搭載型除菌脱臭装置の新規開発、製造、卸売事業 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｓａｆａｒｉ 5290003001581 未来の美容師を育成する非対面方式のオンライン美容教育事業 河津　祐二

九州 福岡県 北九州市若松区 株式会社ＦＵＫＵＴＥＣ 3290001055094 再資源化炭化技術「Ｒｅｃｙｃｌｉｎｇ　Ｐｌａｎｔ」の開発 西田　重和

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社田島正陽建築事務所 6290001008677 地域初！レンタルスペース兼モデルハウス高齢者および環境対応型リフォーム事業計画 川庄　康夫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｄｅ’ｐ．ｌａｓ． 6290001032033 短納期・低コストでのオーダーメイド造作家具の提供 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 福岡市中央区 レックコレクティブ株式会社 8290001035959 パティスリーの新設および海外へのＲＥＣ　ＣＯＦＦＥＥブランドの進出 沼田　浩一郎

九州 福岡県 福岡市城南区 有限会社ケイズブルーイングカンパニー 6290002024203 醸造体験ができる特別な酒屋＆フルサポート体制のオリジナルビールＯＥＭ事業への新分野展開 井上大輔

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社コマツセントラル 6290001075916 郊外地ビール工場で同業者と連携カフェ併設 渡辺　日菜子

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｏｒｏ－ＧｉｏＳｔｙｌｅ 9290001077942 ＥＣサイト・オンライン修理事業の開始～一生ものの時計を身近に～ 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 柳川市 株式会社松藤建設 2290001087650 建設業の強みを活かした放課後等デイサービスへの展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社ヴァンベール 2290001037779 飲食店が挑む、養蜂業・農業を融合した郊外の観光型テイクアウト店 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市南区 シンクステージ株式会社 8290001061047 一貫施工体制の確立による“緑地化街づくり”のワンストップサービス事業 税理士法人菰田総合コンサルティング

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社ワイズプランニング 4290001002475 地域資源を活用した地域経済循環の中核となる拠点施設整備事業 税理士法人アーク・パートナーズ

九州 福岡県 遠賀郡遠賀町 桑野自動車 自社だけでなく他の自動車整備工場からも車両を受け入れる車検検査事業 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ウェルセル 2290001006370 大豆ペースト製造事業 小田　開

九州 福岡県 久留米市 萃香園株式会社 2290001092782 創業１３９年老舗ホテルが実現する地方都市久留米のワーケーション活用構想 久留米商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社エルゼ 7290801009072 特殊水洗い特化の環境配慮型オンライン宅配クリーニングへの新規立ち上げ 税理士法人セントラル会計事務所

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社國廣 5290002030870 コロナ後定着のテイクアウト対応、小規模「揚げもの屋」への転換 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 久留米市 高橋株式会社 5290001049128 久留米市中央公園官民連携魅力創出事業（Ｐａｒｋ－ＰＦＩ） 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 大川市 はつ美寿し 九州の食材と「はつ美の味と技」を活かした冷凍食品の製造販売 大川商工会議所

九州 福岡県 大野城市 株式会社ロード 3290001043116 縫う楽しみを共有する「縫製館」での製造・販売とＥＣ直販事業 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市博多区 アーニーＭＬＧ株式会社 3290001086932 福岡研究開発ベンチャーによるＡＩ高精度音声認識サービスの構築 シーアンドエイチコンサルティング合同会社

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社大東 2290801010183 アナログ情報から加工データのデジタル変換サービス及び配線情報ラベルシールが付与された配電盤用加工電線の生産と全国事業展開 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市東区 本田アートマシンレンタル株式会社 5290001004058 トンネル建機修理技術で中小水力発電効率化による脱炭素に貢献 ひまわり経営サポート株式会社

九州 福岡県 久留米市 株式会社アッセン 8290001051733 トヨタの「改善方式」を応用し地元食材を活かしたフードコート出店 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市南区 有限会社フォーラム 6290002025861 イベントにおいて発行されるパンフレットを電子化するイベント事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社大門工業 7290001069693 湯布院うなぎで地域を活性化！古民家うなぎ屋事業 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 八女市 株式会社熊本硅砂鉱業 5290001047214 超微粒砂を独自の技術でブレンドしたクッション性の良いスポーツグラウンド用砂を開発しメーカーの地位を確立する 林　幸一郎

九州 福岡県 糸島市 株式会社すまいるファーム 1290001067273 有機農業の成長戦略、加工品製造で地域と共に持続的成長を目指す 株式会社タスクールＰｌｕｓ

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社オールドニュー 6290001055430 売れ残りの野菜を再利用した漬物製造販売業への進出 みかさ税理士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 ファインピース株式会社 1290001083543 電気自動車・先進安全自動車整備のための技術センター創設による新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社喜久家 7290001068695 中洲の名店がお届けする伊万里牛と秘伝のタレ　お取り寄せグルメ 髙村　英子

九州 福岡県 大川市 手作り家具工房日本の匠株式会社 7290003003205 木育に貢献できる個人・法人向け知育木製おもちゃ・遊具の製造販売事業 株式会社福岡中央銀行

九州 福岡県 飯塚市 有限会社システムハウジングタイセイ 2290002045582 町の電気屋さんか動画制作会社への転換 大串　和義

九州 福岡県 久留米市 有限会社人仁 1290002043967 地産地消型コールドバリューチェーンの構築を通じた事業の変革及び新規事業の立ち上げ 黒岩　延峰

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社立地ライズ 7290001058333 遊ぶ・学ぶ・体験する＝『遊・学・体験』ＧＬＡＭＰＩＮＧ施設設置運営事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 遠賀郡岡垣町 タイヨー軸受株式会社 3290801010216 軸受再生技術を生かした自在継手再生への新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社日本・セルカルチャー 5290001063855 幹細胞無血清選択培地開発 アネーラ税理士法人

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ライダーズカフェ 2290001039726 子供達が笑顔になれるアウトドア型の移動式遊園地 福岡商工会議所

九州 福岡県 田川郡香春町 株式会社永田興業 7290802025531 強みをより磨くためのリソース最適化を目的とした倉庫建設事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 うきは市 株式会社堤木材 9290001055312 多種加工機を活用した新たなビジネスモデルの構築 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市南区 福岡製袋工業株式会社 5290001002094 ＂高付加価値大判圧着はがき製作事業＂への挑戦　ーＡＩデジタルを活用した新アナログサービスの提供ー 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 北九州市若松区 株式会社池田冷熱工業 6290801013083 生産工程の刷新を通じた精密板金加工への本格的な参入による新分野展開 大串　智之

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社メディエイター 4290001023331 地域に必要な高度ＩＴ人材育成プラットフォームの創出 税理士法人ＹＣＡ

九州 福岡県 北九州市小倉北区 サンエス工業株式会社 6290801001716 環境・リサイクルビジネス展開のための社内一貫生産体制の構築 税理士法人徳間会計

九州 福岡県 朝倉市 合資会社山科茶舗 7290003002099 茶匠の挑戦、五感を整える本物の「お茶とデザートのマリアージュ」 株式会社タスクールＰｌｕｓ

九州 福岡県 久留米市 株式会社西部クリーン 9290001049025 環境に優しい電解水の生成・販売及び電解水クリーニングの展開 木村　壮太郎

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＬＥＥ惣菜研究所 3290001081644 健康志向のポリフェノール玄米おむすび店とＥＣサイト販売の展開 河津　祐二

九州 福岡県 福岡市東区 エンジェルＩ株式会社 2290001070598 最新の販促支援と物流支援を提供する通販業者向けレンタルオフィス 中村　晃

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社トライアップ 8290801025663 商店街にある小さな道の駅。商店街連携の店舗販売と通信販売事業 行橋商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＬＡＮＤＩＣソリューション 3290001026228 Ｌ＋ＨＩＲＡＯ　賃貸事業とカフェスペースの融合で活性化を図る アネーラ税理士法人

九州 福岡県 北九州市八幡西区 マインド株式会社 3290801010546 ＡＩによるリモート採寸を活用した学生服のリユース品販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 朝倉市 株式会社泰泉閣 6290001044532 地元食材を活用したライブキッチンレストランの構築 田中　憲治

九州 福岡県 北九州市八幡東区 あお季ホールディングス株式会社 8290801024401 観光資源開発にも資する飲食オープンテラス・ＲＶパーク複合事業 九州中央税理士法人

九州 福岡県 久留米市 西日本運送有限会社 2290002049699 経営革新取得のマフラー洗浄技術を活用した自動車分解整備事業への進出 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福津市 株式会社チェリーベル・ジャパン 8290001071599 コロナ禍での健康志向に対応　女性向け無添加ノンアルコールビールで販路の拡大 福岡県信用組合

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社森裕建築設計事務所 5290001002391 古民家を再利用したフードロスカフェで語らいながら学べる文化アート講座の展開 福岡商工会議所
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九州 福岡県 久留米市 株式会社イナバ 1290001050741 デザイン改善から発送代行までＤｔｏＣ総合支援サポートセンターの開設 久留米商工会議所

九州 福岡県 柳川市 有限会社江口通商 1290002053033 フラッシュ合板の内製化による合板供給事業への進出 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 糸島市 株式会社重富印刷 5290001033057 ＷＥＢ通販コンサルサービスと偽造防止ソフトを活用した物産販売拡大支援事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 株式会社嘉賀工務店 5290001050829 被災家屋解体工事・空き家解体事業により排出される古材再生事業 野中成利

九州 福岡県 福岡市中央区 ＳＵＮＷＯＯＤ株式会社 8290001064710 町の魚屋事業を通し地域の活性化 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｓ＆Ｊグループ 3290001031608 ネイルサロンからペットトリミング、ペットホテル事業 山田　陽介

九州 福岡県 福岡市中央区 りんどう漢方薬品株式会社 5290001067113 ＡＩ・非対面を活用した、「漢方」×「妊活パッケージ」展開 内田　義行

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 株式会社日昇機電 7290001039523 「揺れない」「傾かない」垂直自動搬送機製造による業種転換 福岡県信用組合

九州 福岡県 久留米市 株式会社モーターサービス久留米 6290001049688 カスタム車に対応した高品質、短納期、ワンストップでのサービス提供体制の構築 筑後信用金庫

九州 福岡県 北九州市八幡西区 ヘアーザライズ 理容店の遊休スペースを活用したリラクゼーションサロン事業の新分野展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社モリタ総合企画 6290001067120 店舗建築の技術と経験を活かし「人とつながる」複合カフェ事業に挑戦！ 福岡商工会議所

九州 福岡県 久留米市 松浦鮮魚店 コロナ禍でお家で楽しめる「美味しいお魚」を高級鮮魚卸売店が小売販売 福岡県信用組合

九州 福岡県 北九州市八幡西区 刀根醤油醸造元 業務用醤油販売から自社店舗販売と地元素材の調味料開発 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 エウレカ 美容室から「ＳＤＧｓ　アートカフェ」への業種転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 久留米市 有限会社マスターピース 5290002051396 トレーラーハウスを用いたドローンスクール開設と卒業生による農薬散布サービス事業 古賀　光雄

九州 福岡県 大牟田市 株式会社ヒラカワエナジーホールディングス 8290001074635 平川コインランドリーはグループのＧＳ事業と相乗効果でＷａｓｈ＆Ｗａｓｈ！ 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 田川郡川崎町 山口重工業株式会社 4290802024759 環境配慮型の鋼構造物の製作・施工体制構築による新市場開拓 大串　智之

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社トゥレフェリーチェ 4290001058245 テレマーケティングのプロ集団による「食」のお届けサービス事業 瑛智税理士法人

九州 佐賀県 佐賀市 アフロエンタープライズ株式会社 4300001011730 コロナ低感染設備導入と既存理美容事業を活かす脱毛エステの展開 松岡次弘

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 株式会社大坪装建 4300001009411 地域特化「現場作業員の宅配弁当」とコロナ対策万全飲食店 瑛智税理士法人

九州 佐賀県 鹿島市 株式会社Ｌｕｍｂｅｅ 3300001011855 “総合的にムダ毛処理ができる脱毛サロン”の開設 飯田　展久

九州 佐賀県 唐津市 トゥインクル脱毛サロン専門店 思春期のコンプレックスを解消、唐津市初のティーン脱毛専門店 魚谷　康行

九州 佐賀県 佐賀市 パインブックス 移転による店舗拡張とリサイクル家具事業への新分野展開 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 鳥栖市 株式会社宝本建設 6300001006299 土工事による新事業領域の開拓 牛島　幹夫

九州 佐賀県 佐賀市 合同会社えん 1300003001377 テイクアウト専門からあげ店への業態転換 森　健史

九州 佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 株式会社アイテク 5300001006597 キッチンカーを移動型営業拠点としたコーヒー事業の新分野展開 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 野中彰二 高級居酒屋から「鯛めし」料理店への事業転換計画 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 伊万里市 小料理味彩 コロナで打撃を受けやすい小料理屋から、弁当製造配達販売への転換によるＶ字回復計画 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社丸福精肉店 5300002001457 食事療法が必要な糖尿病患者を対象としたエネルギー調整食の配食 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 伊万里市 智洋水産株式会社 7300001006034 冷凍保管物流倉庫の建設による低温物流業の展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 佐賀県 神埼市 神埼工業株式会社 6300001003164 再生可能エネルギーのための風力発電事業用シャフト製造における新事業生産体制の構築 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 杵島郡白石町 有限会社ニュー魚新 3300002007209 お一人様大歓迎！強力換気装置を備えた本格鉄板焼き事業への展開 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 藤津郡太良町 有限会社善徳丸建設 9300002007087 捨石投入専用台船による生産性向上と傭船サービスによる新工法の普及 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 伊万里市 株式会社伊万里ファッションセンター 6300001005648 プラスチック製容器製造事業への新たな挑戦 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 嬉野市 有限会社嬉野板金 3300002006144 金属加工製品の内製化による３密の生じる現地施工依存からの脱却 松代　和也

九州 佐賀県 杵島郡白石町 大串自動車鈑金塗装工場 コロナ禍で需要が高まるバイクのレストア事業展開による再構築計画 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 ＷＯＲＬＤ．Ｆ．Ｄ株式会社 4300001010212 納棺師がプロデュースするお葬式事業計画 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社南里製作所 2300002001039 高精度横型マシニングセンタ導入による半導体製造装置向け特殊部品市場への進出 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 佐賀県 小城市 株式会社鶴沢鉄工所 1300001000496 電力関連バルブ製造から食品加工装置の機能部品製造に新分野展開 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 伊万里市 株式会社キョーワ 8300001005514 伊万里ブランドと活魚輸送車の架装技術によるキャンピングカー事業 伊万里商工会議所

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 岩忠建設株式会社 4300001005823 低温乾燥木材を活用した新規プロダクト開発と販売拠点整備 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 唐津市 株式会社唐津公善社 7300001007180 究極の癒しとなる最期の家族旅行を。一棟貸切家族葬事業の開始 税理士法人ウィズラン

九州 佐賀県 神埼市 株式会社ナンキュウ 8300001008310 大型特殊車両の整備点検・塗装分野の新規参入による新分野展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社モトシマ 2300001001023 スカニア製トラック向けリモート通信型点検・整備システムの構築 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 佐賀市 サンエス商事株式会社 6300001000442 放課後等デイサービス＆発達支援へ業種転換と就労支援の開設準備 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 嬉野市 有限会社旅館くじゃく 8300002006321 県内初！非接触・非対面、ニューノーマルなスタイルのＩＴを駆使した高級旅館プロジェクト 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 東松浦郡玄海町 株式会社シビコ 8300001010431 電気工事業に進出、事業幅を広げ、感染症対応、脱炭素社会に貢献 税理士法人ウィズラン

九州 佐賀県 小城市 ゴーメック株式会社 4300001003397 高性能レーザー加工機による半導体製造部品加工への新分野進出 株式会社商工組合中央金庫

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社森博 3290001070424 既存の強みを活かした加工水門工事・ポンプメンテナンス事業への参入 株式会社フロウシンク

九州 佐賀県 杵島郡江北町 株式会社タナカ 6300001011737 肥育農家の挑戦　佐賀牛とオリジナル人気メニューで地域一番焼肉店開業 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 株式会社山忠 4300001005757 「豊かな食文化の提案」から「豊かなライフスタイルの提案」へ 有田商工会議所

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 有限会社西九州トーヨー 5300002008510 アルミフロント事業への転換 株式会社ＩＧブレーン

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 株式会社ｉｎ　ｂｌｕｅ暁 1300001009678 ａｆｔｅｒコロナ　食と伝統芸術で繋ぐベーカリー＆アートカフェ 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 佐賀市 旅館　清川 テレワーク応援！自然の中でのテレワーク休憩室提供事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 杵島郡白石町 サガ・コア＆カッター工業株式会社 3300001008315 カッター工事業者が水道工事の汚泥処理にて完全循環型リサイクル 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 Ｔ－ＬＩＮＫ株式会社 9300001010331 母親の感覚で子供にやさしく接する児童発達支援サービスの開発 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 唐津市 ＡＳＯＬ株式会社 3300001008983 アウトドアレジャー事業への新規参入 吉野　恵子

九州 佐賀県 伊万里市 モータークラフト　田中 車減産も　技術活かす“足回り”整備　地域初アライメント専門拠点 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 鳥栖市 株式会社エム．アイ．ディ 4290001050359 スリランカカレー専門店開業でＢｔｏＢからＢｔｏＣへ。業種転換による事業再構築 鳥栖商工会議所

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社ファクトリー 8300001005415 これまでにない形のコロナ禍でも対応できるフードコートの運営事業 田中　誠

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 株式会社一吉 9300001011230 感染リスクを抑え客数が減少しても店舗が維持できる新ラーメン店開設 佐賀県商工会連合会
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九州 長崎県 長崎市 株式会社ジェイ・エー・エス 3310001014493 県内初！自社の強みを活かし現代の顧客ニーズに応える“空間”を提供する事業計画 濵村　俊介

九州 長崎県 長崎市 株式会社サンミシェル 7310001004680 新商品の開発とブランディングで新たな顧客層に向けた実演スタイルでの新店舗展開。 長崎商工会議所

九州 長崎県 雲仙市 株式会社マルニ 6310001012255 新商品「野菜ペースト」を製造・販売し、収益の拡大を図る 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 株式会社Ｄ．Ｏ．Ｔ． 7310001013376 外食産業の変化に対応、地元食材の魅力をＰＲする飲食業から食品製造業へ 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 長崎市 カネキ水産 大正初期から続く「いりこ屋」が始める美味しい遊漁船 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 諫早市 ブリリアンス プライベートサロン構築と脱毛サービスの無人化経営によるＶ字回復 本澤　智

九州 長崎県 長崎市 株式会社炭蔵 2310001014957 焼鳥テイクアウト店と一人立ち飲み焼鳥店への業態転換 佐野　麻衣子

九州 長崎県 長崎市 甲田鮮魚店 長崎鮮魚卸が展開する活魚を使った海鮮飲食事業 ゆうきＦＡＳ九州株式会社

九州 長崎県 長崎市 合同会社レ・アーリ 1310003003760 長崎のジビエに特化した本格イタリア料理の通信販売 ゆうきＦＡＳ九州株式会社

九州 長崎県 雲仙市 Ｓｅｃｒｅｔ　ｂａｓｅ　Ｆｌａｖａ 人気美容室によるエステ・ネイル進出と出張サロン事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 五島市 松利 観光客向けの居酒屋から地元に愛されるハンバーガー店に事業転換 佐々野　邦久

九州 長崎県 長崎市 株式会社Ｐｒｅｃｉｏｕｓ 3310001012349 地域資源を活用した高級仕出し弁当事業への事業転換 岬　孝暢

九州 長崎県 雲仙市 株式会社東園 4310001008486 雲仙温泉の旅館による「おこもり旅でワーケーション」需要に　特化した新サービス展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 対馬市 株式会社対伸 7310001012262 対馬初！利用者と利用者家族のニーズに応える介護事業への業種転離 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 株式会社アドミン 9310001011436 放置林、耕作放棄地で実用可能なスマート農業システムの開発 濵村　俊介

九州 長崎県 島原市 株式会社ＲＡＴＥＳＵＫＡ 2310001015658 長崎カステラの老舗による高級「台湾カステラ」の国内・海外展開 株式会社エイチ・エーエル

九州 長崎県 長崎市 フォード合同会社 1310003003224 コロナ過でオンライン授業を強化した難関大学対応学習塾開校で雇用創出 前田　直

九州 長崎県 北松浦郡佐々町 無国籍料理ガラム 地方の小規模飲食店によるアレルギー対応冷凍食品新分野展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 諫早市 有限会社松原運動具店 4310002015580 リラクゼーションとスポーツ合宿ができるキャンプ、グランピング事業 諫早商工会議所

九州 長崎県 長崎市 株式会社麺也オールウェイズ 3310001011953 長崎のご当地ラーメンを冷凍ラーメンとして全国へ認知拡大 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 株式会社老李グループ・ジャパン 7310001011470 長崎台湾カステラの製造・販売による売上アップと新イメージ定着 長崎商工会議所

九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町 西日本陶器株式会社 1310001006261 新商品開発とＥＣサイトによる小売業への展開 貝原　收

九州 長崎県 佐世保市 Ｙｕｔａ　Ｆｏｏｚ株式会社 5310001014236 佐世保市の名物料理を最新瞬間冷凍技術にてＯＥＭ製造し全国へ発信 税理士法人アップパートナーズ

九州 長崎県 佐世保市 有限会社ひろや酒店 2310002011409 老舗酒店が地域飲食店と特産品を“つなぐ”連携事業で販売力強化 税理士法人アップパートナーズ

九州 長崎県 佐世保市 有限会社法本胡麻豆腐店 5310002011521 北米向け商品の開発による新たな製造方法への業態転換 吉田　大

九州 長崎県 長崎市 協和機電工業株式会社 7310001000473 長崎に根差した持続可能な工場への業態転換 公益財団法人長崎県産業振興財団

九州 長崎県 雲仙市 株式会社前田総業 4310001016398 新分野展開によるトータルサービス、大型車まで対応した新規顧客獲得計画 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 壱岐市 キッチンＴｓｕｂａｋｉ 中高年向け居酒屋から観光客や若い世代向け洋食レストランへの転換 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 リーフコンサルティング株式会社 7310001012601 ハンデを持つ方の「親なき後」を解決する新しい環境の提供 たちばな信用金庫

九州 長崎県 佐世保市 有限会社西海技研 5310002010085 ＩｏＴ技術を活用した「外国人向けワンストップ不動産会社」への新事業展開 松﨑　秀宣

九州 長崎県 長崎市 ネイバルアーキテック長崎有限会社 5310002003659 ３Ｄデジタルデータを活用した船舶コンサルティング会社への事業転換 株式会社北九州銀行

九州 長崎県 長崎市 株式会社陽紀 1290001072158 新長崎漁港と離島を拠点とした３ＰＬ貸倉庫業によるマチナカへの展開 ゆうきＦＡＳ九州株式会社

九州 長崎県 諫早市 株式会社小長井石油店 3310001008264 過疎と高齢化に直面する町で地域のモビリティを支える車検整備事業への進出 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

九州 長崎県 雲仙市 株式会社雲仙宮崎旅館 9310001009455 巣ごもり需要に対応！自宅で楽しむ旅館満喫セットの製造販売事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 島原市 服美人 クリーニング店の新たなビジネスモデル！リユース・遺品整理事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 やまさ海運株式会社 8310001002254 マイクロツーリズム需要を標的にしたナイトタイムエコノミーの創出 長崎県中小企業団体中央会

九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町 有限会社中島石膏 4310002012446 ３Ｄモデリングマシンの導入のよる生産性、精密性、多様性の向上と製造小売業への取組 西村　浩太郎

九州 長崎県 雲仙市 永田鉄工株式会社 4310001008239 鋼材加工の強みを生かした物流設備事業への参入 株式会社フロウシンク

九州 長崎県 諫早市 株式会社田中製作所 7310001008021 研磨工程内製化による洋上風力発電機用部品参入で、多様化する発電様式への対応と脱炭素社会の実現 株式会社フロウシンク

九州 長崎県 佐世保市 有限会社池浦産業 8310002009100 自然豊かな立地をフル活用し遊びも仕事ものびのびと楽しめる新しい形の宿泊施設への転換 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町村 株式会社寿就労支援センター 5310001013857 障がい者の生活を守る就労支援、オーガニックショップと連携したグループホーム事業 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 諫早市 株式会社亮 2310001008216 建設業が挑戦するカフェベーカリー事業で新分野展開 株式会社ＩＧブレーン

九州 長崎県 壱岐市 割烹　一富士 割烹料理店の低稼働率宴会場改装による宿泊施設新分野展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 株式会社永太樓 2310001011599 長崎食のブランドを広める、最高にふつうのお店「弁高」の出店 税理士法人中央総合会計事務所

九州 長崎県 佐世保市 株式会社ＭＭＹ 5310001009533 コロナに負けない身体づくりを応援！フィットネスジムの開業計画 佐世保商工会議所

九州 長崎県 諫早市 株式会社西九州研材産業 2310001008117 ビンのリサイクルでＳＤＧｓ「ガラス発砲資材事業」 株式会社ネクスト・プラス

九州 長崎県 島原市 有限会社吉田鉄骨 9310002018166 建築用大型部材の表面加工内製化による新事業展開 株式会社フロウシンク

九州 長崎県 対馬市 合同会社朽木電気設備 5310003003740 定額制個別指導型学習塾の開業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 壱岐市 梶田製菓 洋菓子部門への新分野展開による新規顧客獲得事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 株式会社ダイサンセイ 7310001014242 国産バナメイエビ粉末および未利用魚を活用した食用魚粉の開発 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 有限会社佐世保大塔自動車学校 7310002010034 アフターコロナにおける労働市場の多様化を見据えた産業人材育成事業への転換 株式会社グッドパートナーズ

九州 長崎県 佐世保市 株式会社草野組 5310001010326 廃材リサイクルによる木材チップ製造販売への取組 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 長崎市 株式会社ユースリー 9310001012987 地域の障害児を持つ親が安心して生活出来る地域づくりプロジェクト アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 雲仙市 平成農産運輸株式会社 1310001009000 顧客及び当社のコロナ後を見据えた新たな倉庫事業への挑戦 青山　周広

九州 長崎県 長崎市 ユニオンソフト株式会社 4310001002299 新商品の開発環境と、直接営業・販売の体制を構築する事業転換 税理士法人中央総合会計事務所

九州 長崎県 西海市 株式会社大村湾リゾート 7310001014192 地域資源の発信拠点としての古民家カフェ改修事業計画 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町 有限会社西海園芸 1310002012382 ドライフラワーと波佐見焼のコラボ！体験型観光を融合させた新分野展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 島原市 しのさんち 島原海苔のＢｔｏＣ向け加工場及び海苔収穫体験場の運営と販路構築事業 島原商工会議所

九州 長崎県 長崎市 株式会社そとわコーポレーション 4310001002621 焼菓子及び冷凍菓子の卸販売事業 長崎三菱信用組合

九州 長崎県 大村市 株式会社ドラゴン 3310001011631 空港専用駐車場施設を利用した車両アドバイス付き高齢者運転講習事業 前田　慎一郎

九州 熊本県 玉名市 株式会社有明印刷 8330001011385 動画ＥＣサイトとライブコマースのＥＣ事業への挑戦 玉名商工会議所
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九州 熊本県 熊本市南区 有限会社ムラサキ自動車 4330002015604 ウィズコロナ・アフターコロナに対応したオンライン型自動車販売への転換 高田　賢二

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社クオライフ 2330001007117 施工管理業者のニーズ合致した「加工製作管」製造・販売事業の開始 吉野　恵子

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＨＡＮＡＳＵＫＥ 7330001028876 花と食を融合させた新商品の販売による新分野展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 宇城市 有限会社五大商事 4330002025017 和食のプロが監修する銘茶プリンとクラフトジェラートの製造・販売事業 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社凛’ｓ　Ｆｏｏｄ　ｓｅｒｖｉｃｅ 6330001020586 新たな製造方法真空調理法を導入、昼ランチ営業・テイクアウトへの転換でコロナ禍に順応 後藤　英

九州 熊本県 熊本市南区 旬彩処　まつ川 地元素材を活かし食品製造業への再構築計画 熊本商工会議所

九州 熊本県 荒尾市 株式会社ｇｒａｆｆｉｃｅ 2330001025597 セルフエステの導入でお客様の「エステ体験」を身近にして売上ＵＰ！ 長谷　有希央

九州 熊本県 合志市 リラクゼーションサロン和 非対面セルフエステの導入と介護事業の現場への販路拡大 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社裕笑店 1330001014667 居酒屋から焼肉店への転換、セルフ機器の導入で自動化、非接触化でアフターコロナをフォローする 後藤　英

九州 熊本県 熊本市中央区 明工計装株式会社 5330001004631 遠隔操作技術を活用した新しい駐車場管理システムの導入 椿　喜久雄

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社邦拓建設 9330001004215 先進安全技術に特化した整備工場の運営事業 熊本信用金庫

九州 熊本県 阿蘇郡小国町 そば処よしぶ 昼営業のそば店が新たに夜営業でフランス料理を提供する事業 大分県商工会連合会

九州 熊本県 球磨郡あさぎり町 合同会社ライフアップ 7330003005394 今後の食糧・飼料としての昆虫（コオロギ）を養殖する事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社パラカロ 7330002008464 全世界で２４時間学習可能なオンライン外国語学習システムの構築 株式会社アクセルパートナーズ

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社熊日世安販売 2330002003098 鍼灸技術とエステを組み合わせたシニアエステサロンに再構築する 税理士法人未来税務会計事務所

九州 熊本県 熊本市北区 有限会社清和教育総合研究所 4330002005836 不登校の児童、生徒を対象としたりリモートサポート校の開設 山本　伸二

九州 熊本県 熊本市東区 有限会社日本柔道整復術研究所 2330002015044 鍼灸技術とエステを組み合わせたシニアエステサロンへ再構築する 税理士法人未来税務会計事務所

九州 熊本県 熊本市中央区 フジモトミユキ設計室 一級建築士・住宅医監修　熊本初☆屋内ドッグパーク事業 鴻江　友紀子

九州 熊本県 熊本市中央区 ハートライン 百年続く美容室の全てを最大限に活用したフィルムスタジオ事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市西区 有限会社お菓子のあさい 7330002001782 店舗型からＥＣ市場へ！経験と技術を活かして時代に合った新商品を開発 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市東区 居酒屋　明治維新 ペットと家族が団らんできる囲炉裏炭焼き料麿（りょうま）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 山ねこ軒 自店特製ジビエレトルト食品・ペットフードの製造販売で認知度アップ！ 熊本信用金庫

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 味彩 白川水源の観光立地条件を活かしたテイクアウトへの業態転換 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社ミリオンプロジェクト 5330001008896 水産用「自動カウンター装置」及び「ウイルス・細菌・寄生虫に感染した魚を識別する画像認識装置」の開発 公益財団法人くまもと産業支援財団

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社エンブレイス 7330001012673 「プレミアム感」を演出した本格的洋菓子の製造・販売への新事業展開 吉野　恵子

九州 熊本県 玉名市 株式会社瀬戸グループ 7330001021872 農業発展と再雇用の創出、若い人材への技術承継に繋がる業種転換 玉名商工会議所

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 ｍｙｃｈａｉｒｂｏｏｋｓ サブスクリプションサービスによる書籍コンシェルジュ事業の展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市北区 ＡｙａｍｅＯｒｇａｎｉｃ 嗅覚反応分析を利用した、企業向けメンタルヘルス事業の構築 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社シルクプラウド 1330002005269 製造工程の機械化を進めることで小ロット・高品質なＯＥＭ事業者への転換 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 阿蘇市 株式会社阿蘇とり宮 4330001012560 阿蘇の素材を活かして、時代に合った冷凍新商品等を開発 アステア税理士法人

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社一鴻エンタテイメント 9330002012927 既存事業を一変。ＤＸ環境構築と業態開発へ再構築！ 熊本商工会議所

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 有限会社エンゼル 2330002016018 訪問看護ステーション（ナーシングホーム）の構築による新分野展開 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 阿蘇郡産山村 株式会社エア・カメラ 9330001022431 ＶＲを用いた体験型オーガニックアロマ・ワークショップ 山口　勝則

九州 熊本県 合志市 マッスルライン株式会社 2330001025176 脱三密の岩盤ホットヨガ＋個室セルフエステ＝心身の健康創造空間 寺崎　兼司

九州 熊本県 熊本市中央区 ＪＩＲＯ２６ フードトラック専門の屋台村事業への新規参入 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 菊池市 有限会社岩本アルミ建材 4330002017575 取り替えるから補修して使う時代に！ＳＤＧｓの作る責任、使う責任に取り組んでいくリペア事業！ 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市北区 渫了 不足している重症心身障がい児向け児童発達支援と放課後等デイサービス事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社ＣＡＲＯＴＡ 3330001027007 地元産の人参を活かした製品開発、及び冷凍ピザの製造販売 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社栗田工業 1330001001310 工業用塗装ブース進出のためのプレス機導入など一貫体制の構築 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社カワノ技建 1330001023908 コロナ禍でも安心！自然空間でのサウナ付き貸別荘事業計画 西坂　竹美

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社宮本輪業 1330003004583 感染症予防と健康志向の高まりで需要が拡大するスポーツバイクブランドのＦＣ経営に挑戦 加藤　誠貴

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社福富機工 9330001004033 レーザ加工機導入による半導体製造装置用フレーム製造への新分野展開 松代　和也

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社丸照 7330001028166 使用済み自動車のリサイクルを円滑化して売上増を目指すプレス破砕事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 八代市 有限会社丸三家具 3330002026791 家具販売業から建設業（内装工事業）へ、川下戦略的進出 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 宇城市 有限会社松橋レンタカー 7330002024841 完全システム化での非対面型船舶シェアサービスへの事業転換による新販路開拓 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市南区 スタジオ　ランファン 当社による少人数結婚式・披露宴運営事業及び着付教室等運営事業 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社コムハウス 7330001007772 熊本市水前寺江津湖公園の利活用事業　ＯＮ　ＴＨＥ　ＰＡＲＫ 髙橋・德永税理士法人

九州 熊本県 熊本市東区 有限会社託麻車輛工業 9330002006508 小規模農家等向けの農業用運搬車の製造販売等 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社ナバック 1330001003389 熊本の地方創生を目指す独自のワーケーション向け複合型施設事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 天草市 株式会社海老の宮川 4330001015134 収益構造再構築のための海外市場展開に伴う加工場整備と地域連携による新商品開発事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 菊池市 有限会社東京部品 5330002017896 地域初の、先端安全自動車に特化した特定整備分野への挑戦 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社潤和 4330001006835 サブスクリプションサービスによる、彩食宴満・潤和の居酒屋料理のデリバリーサービス事業 中山　達

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 有限会社南阿蘇不動産 5330002023440 築１４０年の古民家と米蔵を生かした民泊＆体験施設の開業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社伸和住拓 9330001002441 地域住宅会社と新築案件を繋ぐＷｅｂマッチングサービス開発事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 球磨郡水上村 市房観光株式会社 7330001016096 人生の主導権を取り戻す・ワーケーションプランの商品化事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 人吉市 有限会社ソーゴーグラフィックス 5330002030247 デジタルファブリケーション施設の設置とワークショップ教育事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社ヴィネット 2330001020417 地域資源とＩＣＴ技術を活用した交流・滞在型ワークプレイス　コンサルティングサービスの立上げ 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 球磨郡錦町 森酒店 新たなサービスの提供と既存事業との相乗効果を創出する事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 上益城郡益城町 日精電子株式会社 8330001010916 個片カットライン構築による車載用最先端半導体市場への参入 株式会社大垣共立銀行

九州 熊本県 荒尾市 サンエイ化学株式会社 3330001022404 精製水製造技術を活用した水垢の残らない洗車用品「ピュアラオ」による新分野展開！ 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ギア・ワークス 2330001023361 中古海上コンテナで作り上げる「理想の空間」 熊本商工会議所
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九州 熊本県 熊本市北区 有限会社龍泉閣 6330002019339 ハートフルな温泉旅館への業態転換 株式会社イコール

九州 熊本県 菊池郡大津町 合資会社竹中本店 5330003001940 心も身体も健康に。元チャンピオンが教える地元初のボクシングジム 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 天草市 天草石油株式会社 1330001015070 日本の「宝島」熊本県天草市　ワーキング施設及びフィットネスジム建設による地方創生事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 宇土市 株式会社フロンティア熊本 8330001013241 オンライン接客・バーチャル店舗によるタイヤ販売事業の開始 堀江コンサルティングオフィス株式会社

九州 熊本県 荒尾市 株式会社不二宮製作所 2330001011671 「伸縮自在の幾何学的構造体」を活用した需要の創出とメーカーへの転身 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＷＡＫＯ８７ 4330001026222 生花と熊本オリーブそばでコロナを克服しお客様と従業員を笑顔に 熊本商工会議所

九州 熊本県 宇城市 株式会社肥後葬祭 8330001012771 安心安全なお別れの場の提供とオンライン葬儀システムを活用した新サービスの展開 小田　規矩雄

九州 熊本県 八代市 株式会社魁興業 4330001022840 型枠工事・地域初の型枠レンタルサービスによる事業再構築の実現 八代商工会議所

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社タケウチ 9330001002838 安定集客を創出するソト空間を活用したプラットフォーム新設 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社西日本ケイエス 2330001003628 太陽光発電による個室用サウナ・岩盤浴の公衆浴場サービス事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社キャップ 2330001001037 熊本県初!出版印刷製造ライン構築で地域活性化事業『マンガ県くまもと』への期待と貢献 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 人吉市 株式会社岩本文尚堂 7330001016253 芋の甘さを最大限引き出した焼き芋とジェラートの開発と店舗展開 人吉商工会議所

九州 熊本県 上益城郡山都町 藤島電設 廃棄予定のユニットバスを自社で改修し、再提供する事で産廃減少 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 八代市 横場工業株式会社 5330001013814 自社初、持続可能な共生社会のための環境装置製造事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 玉名市 島野鮮魚 添加物を使用しない健康的で美味しい惣菜で健康寿命延伸 玉名商工会議所

九州 熊本県 人吉市 株式会社ＮＯＴＥ人吉球磨 3330001024136 不動産賃貸業から飲食及び宿泊業への転換　独自の強みを持つ秘境駅でのグランピング事業 人吉商工会議所

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社八千代コンサルタント 7330001004712 最新式レーザドローンにより熊本県に役立つ地元貢献型測量への挑戦 宍倉　渉

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ソニックスポーツ 4330001007643 避密の冒険　日本最大級能古島バギー体験付き安心安全宿泊プラン 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社九州田村工機 5330001008649 多様化する顧客ニーズに対応する、小ロット販売可能な特殊刃物製造への進出計画 株式会社エフアンドエム

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社松屋本館 7330002009900 地域活性を背負う宿がととのえる　ご当地ソリューション 椿　喜久雄

九州 熊本県 熊本市南区 合同会社Ｇ－ｔｏｗｅｒ 3330003007915 街中心部の空きビルを活用した新たな宿泊形態「ビル泊（びるはく）」事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 山鹿市 ＳＢ精密 精密研削・研磨による高精度加工技術を活かした新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社多喜加和 7330002006385 高齢者本位のデイサービス事業に業種転換し地域貢献を図る 熊本商工会議所

九州 熊本県 八代市 高原木材株式会社 9330002026043 新分野展開　長期優良住宅向け　防腐処理済み建築資材（胴縁）の製造 株式会社西日本シティ銀行

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 合同会社フォーシーズ 1330003004963 空き駐車場を活用したトランポリン教室ビジネスへの展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社双葉金属 4330001004104 半導体製造装置用のフレーム及び複合部品製造による事業再構築 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 水俣市 株式会社水俣ｋｅｎｋｉｃｈｉ 7330001018638 地域資源を生かした温泉宿泊施設への＜事業転換＞と地域課題を解決するコインランドリーの開業 髙村　英子

九州 熊本県 八代市 株式会社北新 2330001014237 「”好きな時、好きなモノ、好きなだけ”が可能な非接触型フィットネスジムの展開」 佐藤淳

九州 熊本県 熊本市中央区 ｂｒａｓｓｅｒｉｅ　ｙａｎａｇａ 中心街地下の居酒屋形態から趣のある通りで夢の飲食店開業へ 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社ＡＯＺＯＲＡ　ＨＡＩＲ 8330001027258 託児所付きレンタル美容室によるＢｔｏＢ賃貸業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 熊本県 阿蘇市 株式会社古木常七商店 4330001012313 住宅元請けに参入し地元工務店等と連携して推進するＺＥＨの住宅 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社平野設計室 4330002008839 施主の夢をかなえる！！オンリーワン家具の設計と製造、販売事業 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 荒尾市 株式会社青空 3330001018856 地産地消を目的とした地域密着物産館の運営と黒にんにくの製造販売 玉名商工会議所

九州 熊本県 菊池郡大津町 有限会社勲栄総建 4330002016131 リサイクルショップの開業による業種転換と強い経営基盤づくり 熊本信用金庫

九州 熊本県 熊本市東区 熊本入大株式会社 7330001001346 アウトドア体験とコワーキングスペースで家族との充実時間を提供 熊本商工会議所

九州 熊本県 阿蘇市 有限会社阿蘇・岡本 3330002022799 女性向けの阿蘇特産物のオリジナルクラフトビールの製造・販売 内田　義行

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社山家 1330002010970 業者向けから個人向けに、鮮魚の加工品製造販売への新分野展開 熊本信用金庫

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社柳川 5330002010810 最新冷凍技術による調理済冷凍うなぎの非対面・非接触型販売事業 税理士法人ストラテジー

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社談 1330001002663 ＥＣ通販にライブ動画を配信する双方向型ライブコマース事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社共進電気 7330001001024 既存事業の強みを活かし現場実習・実務に特化したドローンスクールの運営 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社玄海 3330001014780 演劇場資源を活用したコスプレスタジオ・リンパケア事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 山鹿市 株式会社坪井食品 9330002018619 熊本県山鹿市のたまご屋が挑む、新鮮たまごをたっぷり使ったカフェ事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市西区 うまかもんバル　Ａｐｉｃｅ－Ｄｕｅ イタリアンの調理技術で熊本産さつまいもを熊本の特産スイーツに 西村　和真

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社西日本都市管理 9330001016425 先端冷凍技術導入による高齢者向け宅配弁当と南関いなり寿司の製造販売 株式会社南日本銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 プレアデス株式会社 3330001027452 疾病予防や疾患の早期発見を促す取組を技術的に支援する事業 岩﨑　雄司

九州 熊本県 玉名市 有限会社有明総業 2330002020820 高齢者・障がい者が安心、安全に楽しめる離れの旅館を開業！ 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＤＥＳＳＩＮ 4330001024176 ＤＸ型プラットフォームフォト事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 水俣市 ビストロバンボッシュ 自然派ワインと最高のマリアージュを提案する角打ちバー 水俣商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社アスリートクラブ熊本 6330001006420 絆プロジェクト　アプリ 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 宇城市 株式会社デイリープラッツ 6330001012963 ２４時間営業のインドアゴルフ練習場への業種転換 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社ワイズデイ 4330001020464 ３Ｄ技術を用いた、次世代型オンライン通販システム構築事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 ＴＮホールディングス株式会社 7330001017433 ストレッチ専門店への業種転換事業 税理士法人近代経営

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社エコファクトリー 5330001007386 木材と軽量鉄骨を組合わせた新工法「ＷＯＯＤＳＷＡＬＬ工法」による新分野への事業展開 島村　周作

九州 熊本県 上益城郡山都町 有限会社工藤石油 4330002020653 災害対策・脱炭素社会に向けたＶ２Ｈ・ＥＶ車販売事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社弘乳舎 6330001001768 乳製品加工メーカーの強みを活かしたマルチパックアイスクリーム事業 株式会社肥後銀行

九州 大分県 大分市 有限会社コアカンパニー 1320002007596 フードトラックを活用、ＤＸを推進した出張焼鳥事業 加藤　一郎

九州 大分県 中津市 株式会社小笠原 7320001011387 「襟掛け製品」開発を機とした「和装品製造業」（繊維工業）参入計画 宮田　実

九州 大分県 大分市 Ｂ・Ｆ・Ｃコーポレーション株式会社 3320002005664 美容面からＱＯＬ向上を支える、高齢者等福祉に特化したバリアフリー美容室の新規展開 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 大分市 大分トキハタクシー株式会社 1320001000222 タクシー・貸切バスに特化し、自動走行装置等にも対応した自動車整備事業 ミントコンサルティング株式会社

九州 大分県 宇佐市 ＴｉＴＯ　ＵＳＡ サラダ持ち帰り店の新設による事業転換 和氣勝典

九州 大分県 大分市 株式会社電工社 3320002004971 傾いた住宅を基礎ごと引き上げ固定する沈下修正工事で新分野展開 ミントコンサルティング株式会社
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九州 大分県 別府市 株式会社ＮＳＧ 7320001014712 九州初！自動回転串焼機を活用した創作ＢＢＱ料理で「宇宙人」をおもてなし！ 別府商工会議所

九州 大分県 大分市 ＹＯＭＯＧＩＦＡＲＭ 明治建築の古民家を再生。小規模生産者との繋がりを活かした、ゼロウェイストショップを開店。 税理士法人ＩＭＣ

九州 大分県 玖珠郡九重町 炭火焼き花鳥使 スタンディングカフェ形式でのテイクアウトをメインとした販売事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 株式会社日本工事広告 7320001002139 １つの空間を共有！時間帯で変わる事業と教育を両立するサテライトショップ。 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 有限会社泉匠 8320002011674 『未来を創る』ドローン利活用人材育成事業 株式会社大分銀行

九州 大分県 由布市 Ｂａｒ　Ｂａｒｏｌｏ 業界初！毎月定額の管理サービスによる最適な状態での嗜好品提供事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 杵築市 有限会社オレンジ農園 7320002016088 果実加工品の小ロットＯＥＭ受託開始でニッチトップを目指す 大分県商工会連合会

九州 大分県 竹田市 合同会社カムコム・コンサルティング 1320003002290 脱炭素社会の小口移動手段であるＥＶミニカーの製造販売事業進出 竹田商工会議所

九州 大分県 別府市 有限会社ナンリ特機工業 7320002013671 循環型コンテナハウス事業への新分野展開 株式会社豊和銀行

九州 大分県 由布市 ゆふ旅行株式会社 5320001012899 大分県品種登録いちごベリーツを原材料とする加工品の製造販売 大分みらい信用金庫

九州 大分県 別府市 株式会社望海荘 5320001006570 「養殖とらふぐ」加工場の新設と加工卸・販売業での拡販新事業 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 ユワキヤ醬油株式会社 2320001002804 ダッタンそばを用いたそばレストラン及び宅配・ネット販売事業 大分信用金庫

九州 大分県 竹田市 ＷＯＯＤ　ＨＯＵＳＥ株式会社 9290001034811 居酒屋甲子園優勝実績もある飲食業の、サービス力を活かした個室サウナへのチャレンジ！！ 株式会社大分銀行

九州 大分県 日田市 崔本産業有限会社 6320002018837 グループのノウハウ総結集！湯布院でこだわりの高級立ち寄り温泉事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 日田市 株式会社アジア開発貿易 2320001009948 漬物・総菜製造卸会社による個人向けミールキット製造・販売事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 大分県 臼杵市 株式会社若林造船所 8320201000577 ＦＲＰ船舶修繕ノウハウを生かしたＦＲＰ船新造及びＦＲＰ製品製造業務への展開 株式会社伊予銀行

九州 大分県 大分市 ＡＮＡＩ株式会社 3320001001994 総合建設業から生コンクリート生産によるワンストップ構造強化 株式会社大分銀行

九州 大分県 速見郡日出町 別鉄サッシ工業株式会社 2320001008405 人と環境にやさしい、粉体塗装事業開始 株式会社大分銀行

九州 大分県 竹田市 株式会社翡翠倶楽部 4320001009525 宿房翡翠越之庄　天空の杜インフィニティスパ＆カフエ 猪俣　公昭

九州 大分県 中津市 株式会社オフィスワタナベ 3320001011151 特許取得技術「桃の蕾エキス」による、化粧品等販売事業へのチャレンジ 株式会社エフアンドエム

九州 大分県 大分市 株式会社悠愛 5320001004839 一般社団法人設立による重症心身障がい児・者支援事業（医療型特定短期入所サービス事業）への参入 イデア総研コンサルティング株式会社

九州 大分県 大分市 ハーネスタクシー株式会社 4320001014252 クラウドシステムによる地域特化型タクシー共同配車コールセンター事業 ミントコンサルティング株式会社

九州 大分県 日田市 光興産株式会社 2320001010096 アウトドアリゾート施設による日田大山地区活性化プロジェクト 渡邉文敏

九州 大分県 大分市 チャクミー コロナ禍を乗り越える！非対面に特化した新たなビジネスモデルへの転換 株式会社大分銀行

九州 大分県 由布市 株式会社ＮＥＫＳＪＡＰＡＮ 1320001014354 ＯＢＤ車検開始に向けた新工場建設と貸出事業の開始 木津　俊彦

九州 大分県 大分市 有限会社肉の川崎 2320002005087 Ｗｉｔｈコロナ時代に即した食肉の小売業への進出 大分県中小企業団体中央会

九州 大分県 佐伯市 でぃーぷまりん 新たな離島産業創出へ～宿泊サービス業強化による業種転換～ 大分県商工会連合会

九州 大分県 別府市 株式会社ツー・バイ・ツー 9320001006402 高齢者の生活と地域を守り共生する温泉付きデイサービス 税理士法人大分綜合会計事務所

九州 大分県 別府市 有限会社盛商 8320002012656 創業５０年の目利き力！熟度満点のフルーツを愉しむ店 株式会社大分銀行

九州 大分県 日田市 株式会社アイシン 9320001012706 脱炭素社会を見据えた太陽光発電設備の保守・点検事業への展開 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 株式会社ロックス・カンパニー 7320001011536 企業とインフルエンサーを繋ぐ次世代型プラットフォーム構築 株式会社豊和銀行

九州 大分県 宇佐市 治療院四つ葉 【自然や田舎を活用した心と体をケアする、新たなツーリズム事業】 宇佐商工会議所

九州 大分県 別府市 株式会社由布院スタジオ 7320001014704 体験型グランピングを併設したＩＴ活用型海産物直売施設の運営事業 大分県信用組合

九州 大分県 別府市 ＨＹコーポレーション株式会社 9320001013200 別府駅前での大分県ブランド「おおいた冠地鶏」「おおいた豊後牛」を使用したセルフ方式の七輪炭火焼事業への転換 大分県商工会連合会

九州 大分県 玖珠郡玖珠町 有限会社玖珠森林開発酒井興産 1320002020070 地産地消と（おおいた和牛の焼き肉店）で人流再開による地域活性化事業 大分県信用組合

九州 大分県 別府市 有限会社市原プレスセンター 3320002013295 オンラインレッスンを超えた“ミラーリングレッスン”とフィットネスを空の下で！ 飯田　展久

九州 大分県 別府市 ＤＡＢＵＲＡ．ｍ株式会社 4320001014319 地域参加型パブリックスペースのある、温泉ワーケーションの拠点作り 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 有限会社ツルタ精密 8320002007540 生産現場のインテリジェンス向上による次世代分野への進出 株式会社大分銀行

九州 大分県 竹田市 株式会社長湯ホットタブ 3320001014385 グランパーク長湯（温泉×キャンプ施設） ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

九州 大分県 大分市 株式会社オーシヤン企画 5320002001496 自然の中で才能を引き出し、未来を創るＤＸ療育プロジェクト イデア総研コンサルティング株式会社

九州 大分県 大分市 株式会社光進 1320001005709 デジタルシステムを活用した消費者と生産者をつなげる店舗作り 宮崎　誠

九州 大分県 大分市 株式会社三井エアーテック 6320001002643 高品質な空調配管の製造技術で、最先端の半導体分野および航空宇宙産業への参入を目指す 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 株式会社慶’ｓホールディングス 6320001007345 食文化、感染対策、ＳＤＧｓを柱とした新たなオーベルジュ事業 株式会社豊和銀行

九州 大分県 大分市 合同会社サウンドロープ 3020003008580 強みである「カッティング技術」を活用した　中～大ロットのアナログレコード製造への進出 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 大分市 株式会社ＶｔｙｐｅＩＳＭ． 2320001013388 広告代理店業からポストコロナに対応する地域密着型のベーカリー事業へと業種転換 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 有限会社ホテルニュー松実 2320002012406 老舗旅館の絶景客室を利用した、湯～湧く家族風呂計画 大分みらい信用金庫

九州 大分県 佐伯市 大分物産株式会社 7320001008887 取引先の事業承継を契機とした煎餅製造事業へのチャレンジ 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社錦屋衣裳店 2350002003443 フォトウェディングを提供する美容室向けレンタルスペース事業 レンタルＥＣ株式会社

九州 宮崎県 宮崎市 ディッシュファイブ カフェで人気の自家製チーズケーキと自家製調味料を家庭消費向けに加工して新たに販売 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 保険のかわの 店舗販売に加え移動販売及び個別宅配を行う攻めのＦＣパン屋事業 池上　成満

九州 宮崎県 宮崎市 合同会社ムスヒ 6350003003273 コロナ禍に家族で楽しめる中食需要を取り込んだ住宅街店舗出店 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 日南市 油津建具株式会社 6350001009405 建具・家具製造業から菓子製造小売業への新分野展開 日南商工会議所

九州 宮崎県 延岡市 有限会社浜王水産 8350002013008 地域の魚介類や水産加工品使用を特長とする惣菜・弁当販売事業 延岡信用金庫

九州 宮崎県 延岡市 株式会社ＭＥＤＡＫＡ　ＩＴ　ＳＯＬＵＴＩＯＮＳ 2350001014887 障がいある仲間の雇用創造と就労支援を永続させるための清掃業 延岡信用金庫

九州 宮崎県 宮崎市 一般社団法人ｙｏｓｈｉｋｏ　ｆｏｏｔ　ａｎｄ　ｂｏｄｙ　ａｃａｄｅｍｙ 2350005004983 エステ業への転換による「癒しと美」をテーマにした新規プランの開設 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社ＦＲＥＥＰＯＷＥＲ 2350001011554 新商品（動力加速機）の開発及び新市場（自動車産業）への参入による事業の再構築 合同会社ブループランニング

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社ＩＫＯＭＡ 9350001011176 コロナ禍の時代に即した新たなビジネスモデル（ハイブリッド型海鮮炉端焼店舗）の展開 合同会社ブループランニング

九州 宮崎県 宮崎市 アイコムティ株式会社 4350001001652 中小・零細事業者向けネットワーク・セキュリティ・リモート管理サービスの事業化 川井田　大育

九州 宮崎県 宮崎市 石田トーヨー住器株式会社 3350001000135 リフォームサービスオンライン受注と建築資材販売の専用Ｗｅｂサイト構築 井川　和美

九州 宮崎県 小林市 ＤｏｇＳａｌｏｎＡｎｇｅ ドッグブリーディングおよび子犬小売事業 高鍋信用金庫

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社鈴木フーズ 9350002006043 宮崎県産ブランドポーク・地元食材を使用した冷凍食品製造・販売に挑戦！ 株式会社宮崎銀行
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九州 宮崎県 えびの市 株式会社松田林業 6350001010263 木材輸送事業への新分野展開 高鍋信用金庫

九州 宮崎県 日南市 株式会社協和精機 2350001009573 ロストワックス金型加工技術を活かした航空機分野新規参入計画 株式会社フロウシンク

九州 宮崎県 延岡市 有限会社料理処丸金 7350002013025 Ｗｉｔｈ　コロナ絶景グランピング施設運営の新分野展開 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 フェニックス通商有限会社 1350002008022 経営スリム化と地球環境保全に貢献するレンタル工作機械・工具事業 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 日向市 有限会社高山建設 7350002010716 新築住宅工事主体で築いた信頼と実績を活かした中古住宅販売と中古住宅リノベーション分野への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 大島車輌有限会社 6350002000775 エーミング市場を切り開き次世代自動車時代を勝ち抜く 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 日向市 サンライズ 宮崎県北を代表するサーフィンツーリスト向けゲストハウスの運営 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 宮崎市 合同会社ＦＩＲＳＴ 3350003003441 接客飲食店から宮崎の特産品を用いたテイクアウト、ドライブスルー販売への新分野展開 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 児湯郡新富町 株式会社ヒーテック 4350001005793 半導体製造装置の最先端部品の加工業へ転換し、脱炭素化とＩｏＴ化を図る 株式会社あけぼの経営

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社ショッピングセンター坂元 4350001008037 最新の鮮度保持技術（業務用氷感庫）導入による新たな顧客層の開拓 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 延岡市 株式会社新海屋 7350001010915 水産加工会社直営！獲れたて魚介の海鮮丼と鯛だしラーメン『海鮮飲食店事業』 新谷　博

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社ソリューションズ 9350001013800 子育てを楽しみ、こどもも楽しくなる乳幼児食品食育事業（安心安全な栄養価たっぷりの離乳食加工） 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 都城市 株式会社フローリスト友華 6350001015972 自社の強みを活かした「生花小売業」による事業転換への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 日南市 有限会社おひさま介護サービス 3350002017616 免疫力が向上する発酵食品を製造・販売し、介護予防に資する新事業 日南商工会議所

九州 宮崎県 都城市 有限会社徳石石油 7350002014527 次世代型の総合カーメンテナンスショップ 戸越税理士法人

九州 宮崎県 日南市 有限会社金豊 8350002016885 サイディング材プレカット加工の一貫製造業へ事業転換 宮崎第一信用金庫

九州 宮崎県 東臼杵郡門川町 グリヤード 憩いの場を併設したテイクアウト専門店による、新市場開拓及び売上増加計画 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 日向市 株式会社ＭＦＥ　ＨＩＭＵＫＡ 9350001006093 下請け受注企業から開発型メーカーへの構造転換 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 宮崎市 ミートデミート 焼肉屋と卸業がタッグを組み日本一の宮崎牛を手軽に買える精肉店 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 日向市 株式会社アドニス 1350001016785 夜の店のオーナーが昼のお店に挑戦！人気のステーキハンバーグ店 日向商工会議所

九州 宮崎県 日向市 有限会社ニシキ建設 5350002010791 地域観光資源の活性化と新たな収益基盤の創造を目指すサーファー向け宿泊施設の創設 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 串間市 折田建築 建築業から製材事業への進出で強いビジネスモデルを構築する 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 えびの市 有限会社かじか 3350002018589 給食提供施設等への供給目的を主とした「個食パック」製造のための新規設備導入計画 中原　悟

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社Ｓ・Ｈ・Ｇ 7350001015798 キクラゲ栽培分野への進出による事業再構築 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 東臼杵郡門川町 岩田工業 地域の物流拠点としての発展に繋がる物流設備製作への事業転換 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社宮防 5350001002063 農畜産関連分野の低コスト病害対策の構築 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 児湯郡川南町 アリマン乳業有限会社 5350002009537 女性が主役ではたらく乳加工場の建設 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社矢野興業 4350001006536 イマジンドローンスクール開校事業 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社マスミヤ 2350001004558 おうち時間はＤＩＹで！ホームスタイルインテリア雑貨店宮崎発出店！ 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 延岡市 有限会社津隈機工 8350002013552 組立工程の内製化と二重構造保温・保冷牽引車の開発 延岡信用金庫

九州 宮崎県 延岡市 株式会社山崎産業 2350001007065 木材の含水率を下げ高品質な材料を供給する中間土場運営 延岡信用金庫

九州 宮崎県 西都市 ヤマダイ 郵政保守店として培ったバイク整備技術を活かすバイク小売業への進出 西都商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社りょう 8350001013982 飲食業から「宮崎餃子」食品製造業への新分野展開 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市中町 株式会社ＢＯＤＹ　ＴＵＮＩＮＧ　ＭＩＹＡＫＯＮＯＪＯ 5350001015429 焼肉専門店が運営する豪快なＢＢＱが　楽しめる能古島グランピング場 都城商工会議所

九州 宮崎県 延岡市 ビーフォレスト ＩＴ×林業×教育で若者が働きたくなる地方ベンチャーブランド化事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 東臼杵郡門川町 株式会社陽 4350001006156 健康食品業界に向けた新製品投入による再構築計画 延岡信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 炭火・燻製料理　五福 燻製専門の加工食品製造業への業種転換とＥＣ販売事業の開始 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社九州日本語学校 2340002011166 外国人留学生が安心して勉学に励める為の補完的職場環境の確立。 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社グルメ・スタジアム 9340002003594 肉に精通した業者が開発。２４時間３６５日購入できる冷凍食品の販売 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社三喜 3340001021685 行列ができる食堂が手掛けるＥＣサイト・自販機を活用した逸品販売 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 ｂａｊｅｅｎａ 最新技術を用いた配信、録音、オンラインに特化した音楽教室事業 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 南九州市 特定非営利活動法人Ｇｒｅｅｎ　Ｌｉｆｅ 4340005004652 オンライン終活セミナー及び終活相談を実施するための体制整備事業 向江　隆行

九州 鹿児島県 薩摩川内市 ＢＥＬＩＥＲ 美容室・ネイル・脱毛とエクステ！トータル美容で新しい美を！ 青石　吉司

九州 鹿児島県 南さつま市 有限会社宮脇仕出し店 9340002023683 シミュレーションゴルフをメインとした多目的レンタル施設の整備事業 向江　隆行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ジーアールコミュニケート 3340001018822 鹿児島の歴史や食文化・郷土菓子等根差したストーリー性のある焼き菓子専門店へ転換 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 加茂川 創業７１年　お好み焼き・焼きそばの加茂川　通販チャレンジ事業 税理士法人森会計

九州 鹿児島県 奄美市 合同会社アースソング 3340003003541 自然体験型　泊まれるギャラリー 奄美大島信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 オームレイズ 衣類・靴鞄のリメイク・リサイクルによる衣類廃棄ロス削減事業 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＫｅｎＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 7340001015683 高収益で競合の少ない発毛育毛事業で、コロナ禍からのＶ字回復を目指す 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社憲 5340001021287 地域資源のさつま芋規格外品の加工品製造業への新分野展開 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 姶良市 有限会社やまさき 6340002016252 飲食店から冷凍食品製造業へ！ウィズコロナの食卓を豊かにします！ 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 リトルキッチン 持ち帰り弁当店から地産地消で一汁一菜にこどわった和定食店へ転換 鹿屋商工会議所

九州 鹿児島県 大島郡宇検村 リリーティアラ セミオーダージュエリーのＥＣサイト販売 山本　孝之

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社粹家創房 8340001006525 環境問題に挑戦！先進的エコ住宅で脱炭素型社会を目指します。 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 霧島市 株式会社お食事処一茶 9340001022562 弁当販売所併設型コインランドリーの建設 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

九州 鹿児島県 出水市 株式会社塩入ファクトリー 6340001011766 老舗町工場による設計技術力を活かした半導体製造分野への大転換 株式会社フロウシンク

九州 鹿児島県 霧島市 有限会社なかよし商事 6340002013943 カラオケボックスから撤退し防音機能付きレンタルオフィスの開業 税理士法人れいめい

九州 鹿児島県 奄美市 奄美つり倶楽部 飲食店事業進出により、地域住民と観光客の憩いの場を提供する事業再構築 株式会社エモーサル

九州 鹿児島県 姶良市 ソルト・ブレイク・ジャパン株式会社 5340001008012 ＤＸ化塗装ロボットとウキ職人の融合と世界初素材でタイラバへの新分野展開 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 日置市 日置南洲窯 対面とオンラインが融合した「西郷・陶芸の館」を拠点にした業態転換 鹿児島県中小企業団体中央会

九州 鹿児島県 肝属郡肝付町 山佐産業株式会社 2340001014178 地域唯一の『船体固定スパッド設備』導入による、港湾事業の広域展開 株式会社鹿児島銀行
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九州 鹿児島県 志布志市 めぐみファーム 「糖度別・皮付き紅はるかペースト」の製造による農業から食品製造業への業種転換 税理士法人アリエス

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社プリンス松山美容室 4340002008474 美容のプロが考えるひとりでゆっくり調うソロサウナ Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社スクーデリア 7340001002269 ＥＶ車やＰＨＶ車の普及に備えた的確な整備を　実施するための設備導入計画 小林　孝至

九州 鹿児島県 鹿屋市 株式会社大丸プランニング 4340001014639 ＴＡＲＵ－ＳＡＵＮＡ－ＬＡＢＯ　事業計画 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 薩摩川内市 有限会社新光車輌 7340002017357 ディーラー依存型から脱却、町の整備工場のリーダーとして共存共栄 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 屋久島　コテージ　森のフェアリー 【非日常＆ヒーリング】をコンセプトにしたワーケーション施設の事業化 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 大島郡伊仙町 有限会社幸林工務店 7340002020328 徳之島の農産物の香りで満たしたコテージ開業事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社マルマスふとん 5340001004052 寝具販売の老舗が「洗う」：地域の健康と衛生を守るふとん洗濯事業進出 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 霧島市 株式会社スマイル 2340001008246 外食スタイルや消費者ニーズの変化に対応するための食品加工業への参入 税理士法人エヌズ

九州 鹿児島県 霧島市 株式会社ＮＡＧＡＮＵＭＡ 5340001013441 居酒屋からランチ・テイクアウトヘの事業展開によりリスク分散を図る。 パートナー経営株式会社

九州 鹿児島県 鹿児島市 ＬＥＰＥＴＩＴＭＡＬＩＮ 郊外型フレンチレストランの強みと老舗ワインショップのノウハウを最大限活用したミックスアップによるワインショップ申請事業 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社ＴＡＮＡＫＡ 1340001008602 ＥＶ車を起点とする次世代型エネルギーシステムの販売事業 柳　隆志

九州 鹿児島県 大島郡伊仙町 有限会社光洋建設 5340002019966 建設工具資材・工具用品の販売及び最先端機械器具の販売 野村明生

九州 鹿児島県 志布志市 有限会社ミヤウチ 8340002028048 国際バルク戦略港湾エリアで産業廃棄物中間処理を可能にする事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 薩摩川内市 炭火焼肉さつま 焼肉テイクアウト事業による新分野への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＮＳレジデンス 5340001006825 鹿児島初！自立型高齢者のための生活支援型賃貸住宅 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 薩摩郡さつま町 小牧醸造株式会社 9340001009106 １１２年の歴史と蒸溜技術を活かしウィスキー事業へ挑戦！ 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 出水市 有限会社ダイドウ機工 7340002023173 バイオマスボイラー製造等の生産能力獲得による新分野展開への挑戦 鹿児島信用金庫

九州 鹿児島県 奄美市 株式会社ＨＡＴＴＯＲＩ 7340001019032 奄美群島に生息しているシマアザミを使った健康食品事業 昭和税理士法人

九州 鹿児島県 鹿児島市 はじめ整骨院 カラダの仕組みを知り尽くした整骨院が新分野展開し、脱毛サロンの開業 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 霧島市 有限会社清姫温泉 4340002013581 愛犬や介護犬等と泊まれる「離れの宿」の設置による究極の癒しの空間の提供と新たな顧客の開拓 村田　伸明

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社瑛炭 3340001020308 鹿児島県産キジ・黒豚・黒牛を全国の食卓へ～ま心こめて～ 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 合名会社南商店 6340003000098 肥料商が地域活性化に挑む！！鹿児島市初ワイナリー事業 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 株式会社ライジング 5340001014381 廃ＬＰＣ樹脂を活用した新リペレット材製造の実現によるＳＤＧｓへの貢献 角　幸憲

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社フロンティアライフ 5340001006437 生命保険代理店が行う住宅コンサルタントサービスへの新分野展開 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 姶良市 株式会社馬酔木 3340002015521 食品加工場を新設し鹿児島の老舗日本料理店の味を全国の食卓へ 税理士法人れいめい

九州 鹿児島県 大島郡喜界町 株式会社ティダ・ワールド 6340001011460 世界自然遺産奄美群島の無農薬無化学肥料栽培にこだわった商品の共同開発拠点整備事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 志布志市 株式会社スタジオフィルス 6340001015239 ＩＣＴでお店と地域と人を繋ぐ－新デジタルサイネージサービス－ 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 霧島市 福山黒酢株式会社 5340001007468 有機黒酢もろみを有効活用したサプリメント原料及び畜産飼料の供給事業 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社西部システム 2340001007280 今までにない建設汚泥の処分・リサイクル事業の確立 株式会社さくら優和コンサルタント

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社アタス 9340001010071 『自社の企画力を活かしたオリジナルインテリア商品の製造』 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 薩摩川内市 川内進学会 学習塾にパン屋を併設することによる、コロナ後を見据えたテイクアウト事業の新設 川内商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社アイディールスタッフ 6340001005355 マッチングの強みを生かしたグルメ検索とバイト探しのＷｅｂサービス事業の展開 パートナー経営株式会社

九州 鹿児島県 出水郡長島町 アムザス株式会社 6340001015981 知財を活用した「イノシシ侵入防止柵（獣害対策商品）」の製造・販売事業 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 有限会社荒田商店 9340002019599 総合エネルギー拠点の創出とＤＸを活用した自動車分解整備事業と自動車特定整備事業の構築 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 株式会社かごしまんま 8340001014833 鹿児島産小豆の増産と製餡による、地域製菓業・農業の活性化事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 南九州市 有限会社浜田茶業 1340002024350 オンラインオーダーの日本食・日本茶宅配事業のインド展開 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 薩摩川内市 蕎麦切り　ぜん慶 炭火で焼いた本格焼き鳥のテイクアウト販売 平野　謙二

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 丸喜商店 水産加工業から、地域の事業者を結ぶ『冷凍プラットファーマー企業』への転換 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＫＣＬ 3340001023855 シェアキッチンによる実践型「女性起業家育成３６０」 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 垂水市 株式会社桜島 9340001013909 飼料原料包装自動解袋のセンター事業化計画 鹿児島興業信用組合

九州 鹿児島県 鹿屋市 株式会社オキス 7340001014388 業務用乾燥野菜製造から地域商社・ＥＣ直売事業への新分野進出 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＦＯＲ　Ｓ． 3340001018987 有機野菜をたっぷり使った餃子の物販＋餃子食堂のハイブリッド業態の開発 税理士法人れいめい

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社唐仁原商店 8340002011656 自社の特許技術で森林バイオマスの竹を活用し菌やウィルスから家畜を守り放置竹林問題も解決する！ 鹿児島興業信用組合

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社追立造園 8340002012506 廃棄物をエネルギーへ！環境ビジネス進出で農村地域に新たな産業を創る 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 出水市 株式会社アタックス 2340001012074 地域に密着した新エネルギーに寄与する事業への再構築 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 薩摩川内市 有限会社市比野モータース 2340002017238 自動車部品廃材をリサイクル！家具製造でモノづくりの未来を創る 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 南さつま市 有限会社カーササローネ伊太利亜 9340002023444 老舗ブランドを活用しフランチャイザー化と加工場設立 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 南国交通株式会社 7340001003192 鹿児島県立吉野公園におけるグランピング事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 株式会社橋之口 1340001019855 おうちで簡単「ヘルシーフリーズ弁当・惣菜」配達事業による事業再構築 丸山　達也

九州 鹿児島県 大島郡伊仙町 南和株式会社 2340001019598 自社のノウハウを活用した障害者向けグループホームの開設 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 薩摩川内市 有限会社奥旅館 1340002017255 老舗旅館から温泉施設に！２つのテーマを掲げた新サービスを提供する温泉施設の創設 鹿児島相互信用金庫

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社あぱらぎ沖縄 7360001015211 国産牛の精肉テイクアウトの販売・少人数向け焼肉コーナーの増設 安里　匡平

沖縄 沖縄県 那覇市 有限会社ジャッキーステーキハウス 3360002002055 沖縄の超人気店のテイクアウト・物販事業への業態転換計画 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 石垣市 一般社団法人社会福祉就労支援協会 8360005005059 障害者と共に挑戦！好立地を活かした宿泊事業の展開 浅山　直希

沖縄 沖縄県 浦添市 合同会社ＯＡＳＩＳ　ＬＥＱＵＩＯ 3360003009149 老舗の居酒屋から、家族が賑わう焼肉店への転換 浦添商工会議所

沖縄 沖縄県 浦添市 オフィスヨシダ 沖縄移住者のトータルサポートを目的としたオンラインコンテンツ作成事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

沖縄 沖縄県 国頭郡恩納村 ＳＥＡ　ＬＥＩＡ株式会社 9360001025704 チキンの丸焼きテイクアウト販売店開業による事業再構築 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社サザンクルー 8360001010616 働く人の応援団「ＮＨ（ノン・ハラスメント）ホットライン」 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社琉宴 7360003006778 非接触型セルフ脱毛サロンによる「おしゃれ志向」及び「清潔・衛生」両面から老若男女の需要獲得を狙う 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 仲宗根産業 廃材を活用した商品製造、販売、ＤＩＹスペース貸し事業 沖縄県商工会連合会
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沖縄 沖縄県 中頭郡中城村 株式会社みたのクリエイト 2360001010324 鳥と卵の専門料理を提供する非接触型ファストフード店の展開 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 島尻郡南風原町 株式会社コールアップジャパン 4360001006642 消臭・抗菌・抗ウイルスシート　アドレットを使ったトイレの新たな広告事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 株式会社ＫＡＺ－ＰＲＯｊＥＣＴ 3360001023853 中古車自動車販売事業から板金塗装事業への新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 ライフイズアジャーニー 宿泊施設に併設したヴィーガン料理カフェの開業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 有限会社だるま屋 6360002002812 中食産業への参入に取り組み、沖縄料理を通じ全国へ沖縄の魅力を発信 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 沖縄市 Ｒｅｐｅａｔ デザインシュミレーターを導入したＥＣサイトの構築によるチームユニフォーム販売 沖縄商工会議所

沖縄 沖縄県 宜野湾市 スイスの家 語学スクール「スイスの家」　オンラインコース開講計画 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 国頭郡今帰仁村 合同会社ひとつやどおきなわ 3360003010024 地元及び外来観光客向けセレクトショップと簡易パーラーの開設事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 バ－ドランド Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ｏｋｉｎａｗａによるサステナブルファッションの提案とＥＣ環境の整備 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 宜野湾市 比屋根愛子 『エステサロン』を新たに開始し、『トータルビューティ』を実現する事業 上仮屋　貞美

沖縄 沖縄県 宜野湾市 琉球ヒート 美と健康をテーマとしたカフェ＆サロンへの新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ワールドセレクトクロージング 4360001011923 ＳＰＡ型アパレルブランドを展開し生存をかけた新分野展開 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 島尻郡与那原町 株式会社ホウトク沖縄 1360001023021 「おばぁー直伝　山田すばと和琉料理」新分野展開による飲食業ビジネス参入 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 名護市 農業生産法人合資会社稲穂産業 3360003004496 ＳＤＧｓを意識したオーガニック農園の果樹と生乳を利用したジュースとお菓子の移動販売 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 ひなた ＰＶセルフメンテナンスＷＥＢシステムの構築 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 沖縄市 株式会社あしびっとワークス 9360001016232 ＸＲ技術を活用した住宅等営業支援サービスの構築 税理士法人エヌズ

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 株式会社アイランド 3360001011899 観光客向け飲食店から、地元客向けのテイクアウト店舗への業態転換 尾関　亮

沖縄 沖縄県 島尻郡南風原町 有限会社サン印刷 3360002010479 最新型デジタル印刷機による古書復刻・オンデマンド印刷事業への進出 株式会社商工組合中央金庫

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 株式会社ａｓｈｉｂｉ　ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 7360001019880 ブランド構築事業 コザ信用金庫

沖縄 沖縄県 宮古島市 アザミリゾート株式会社 1360001024374 コロナ禍でも需要が見込めるリゾートワーケーション分野の展開 宮古島商工会議所

沖縄 沖縄県 沖縄市 株式会社比屋根建材販売 8360001007380 運送業界へ画期的な大型自動車板金塗装を提供する。 おきなわ経営サポート株式会社

沖縄 沖縄県 中頭郡西原町 株式会社いしかわ文明堂 4360001004299 事務所の一部を活用したコワーキングスペース事業への挑戦 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 沖縄市 ビューティーサロン美樹 カラオケ大会などイベント用衣装レンタルによる事業再構築 沖縄商工会議所

沖縄 沖縄県 うるま市 エアーサービス奥 既存顧客の需要と新規顧客獲得のためのエンリッチエアー製造計画 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 国頭郡恩納村 ＢＩＳＴＲＯＬＵＩＲＥ エンターテイメントフードサービス事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ズミィエステート 7360001022117 障がい者・高齢者向けの宿泊事業への新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 国頭郡今帰仁村 合同会社フクルビ 7360003010945 沖縄一青い海を展望する古宇利島のカフェ中庭を結婚式場事業へ 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 株式会社アイムホーム 6360001010989 サスティナブルな旅を提供するバケーションレンタル事業の新展開 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 合資会社アサヒタクシー 5360003000023 タクシー・ハイヤー無線業務アウトソーシング受託事業 株式会社沖縄海邦銀行

沖縄 沖縄県 宜野湾市 株式会社ツクモ 3360001022178 建設業者が挑む、高品質な次世代型エステ店への大転換 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社琉球御城 5360001017259 車いすでも安心！介護スキルと沖縄の魅力を活かした観光パッケージ事業の展開 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

沖縄 沖縄県 石垣市 麺屋　八重山ｓｔｙｌｅ 製麺所の建設・生産方法の再構築によって実現される通販市場への参入 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

沖縄 沖縄県 沖縄市 南海プロダクト 安価な外国語スクール事業 株式会社沖縄海邦銀行

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 株式会社琉球ピースの鍵 3360001010133 レストラン店舗＋最新のゴルフシュミレーター導入による新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 有限会社ゼネラル産業 2360002010612 スーパー銭湯事業から飲食店事業への業種転換 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ＯＫ観光 3360001021163 得スルーパスポート～宮古島・石垣島を巡るウィズコロナ時代の周遊チケット 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

沖縄 沖縄県 沖縄市 株式会社もりお・沖縄 1360001007420 エンタメ型コミュニケーションスポットの提供「バイクジム＆カフェバー」 税理士法人ダイヤモンド経営

沖縄 沖縄県 国頭郡大宜味村 宮城光枝 健康をトータルサポートする複合型の事業展開 公益財団法人沖縄県産業振興公社

沖縄 沖縄県 中頭郡北中城村 カフェユニゾン 店舗外需要獲得のための移動販売とＥＣ販売への新規参入事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社サウスコースト 4360001007021 鮮魚卸の流通業を活かした一般消費者向けの海鮮問屋プロジェクト 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 うるま市 ジェイアールフーズ 独立・開業希望者向け店舗サブスクリプションサービスと卸売・通信販売への事業転換 比嘉孝明

沖縄 沖縄県 那覇市 ジーエルイー合同会社 8360003006604 化粧品企画小売業から化粧品製造販売業に転換し、ＤｔｏＣブランディングで新たな販売網を構築する 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 ＴＨＲＥＥ　ＢＥＥ 富裕層向け美容コンシェルジュサービスへの新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 島尻郡座間味村 カイトマリンスポーツ 自然体験を満喫するグランピングの開設 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 沖縄市 有限会社中部空瓶 9360002012924 酒造メーカー・業務店のニーズに寄り添った新たな酒類販売モデル 沖縄商工会議所

沖縄 沖縄県 宮古島市 合同会社こんな企画社 4360003010840 小さな島の漁師による漁師の為の６　次産業化計画 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 Ｋ‘Ｄ　ｗｏｒｌｄ　ｆａｓｈｉｏｎ 婦人服の輸入卸業から独自の仕入れルートを活かした小売業への事業転換 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 うるま市 酒処　金の蔵 公園利用者向けのカフェ運営による事業再構築 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 沖縄市 株式会社沖縄ドリーム 2360001011966 沖縄県産化粧用品の国内外ＥＣ販売事業 沖縄商工会議所

沖縄 沖縄県 名護市 Ａｒｔｉｇｉａｎｏ合同会社 7360003009112 セミオーダー型やちむん通販サービス及び卸売展開に向けた生産体制の構築 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 石垣市 ＦＬＡＴＧＯＯＤ株式会社 9360001026990 ｗｉｔｈコロナ時代、ＳＤＧｓを見据えたＳＰＡ形態への転換と卸売事業展開 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 石垣市 虹の豆 エコツアー、アクティビティー、ワークショップ開設へのプラン 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 沖縄市 株式会社ＤＡＩＫＵＵ 2360001026320 オンライン専用音楽配信施設による非対面型ビジネスモデルの構築 沖縄商工会議所

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 トランジットカフェ 調理技術・立地条件を生かした料理教室・キッチンカーへの業態転換 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社すかい二一 9360001004674 ホテルシェフが作る安心、安全、無添加な「健康食」を全国に届けます！ 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

沖縄 沖縄県 沖縄市 株式会社アミューズメントドリーム 1360001017320 沖縄初の「覆面自動販売機を活用した非対面式の土産物販売」による売上拡大と地域活性化 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

沖縄 沖縄県 浦添市 有限会社ゾンネット 3360002018019 これがクリエイターの伝え方～その（１）「光風鈴（こうふうりん）」 税理士法人さくら

沖縄 沖縄県 浦添市 株式会社オフィスハート 6360001017150 観光客の集客に向けた新規事業の計画 柿原　泰宏

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社パム 3360001002551 エンターテインメント映像による高級宿ＰＲ事業 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 ＴＯＫＡＳＨＩＫＩ　ＴＡＸＩ 県産生鮮果物を活用したフードトラック事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 浦添市 ネクストステージ沖縄合同会社 5360003005575 いま自社にある資源を再構成し、共有とシェアーで人・モノが交流する場所づくり 伊村　睦男



145 / 145 ページ
事業再構築補助金　第４回公募　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 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

沖縄 沖縄県 うるま市 有限会社ステージング・オキナワ 8360002013386 自社の強みをいかした新サービスの開始による販路拡大・生産性向上計画 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 宜野湾市 株式会社ＯＴＩ 3360001017418 農家・工場向け産業用太陽光発電設備の販売・保守事業 森　滋昭

沖縄 沖縄県 石垣市 株式会社ＹＡＩＭＡ 9360001019730 石垣牛を取り扱う食肉加工卸・精肉直売店・ＥＣ販売事業への取り組み 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 石垣市 株式会社ドラゴンクリエイト 7360001021341 業界初！観光客と地元事業者をリアルタイムで繋ぐ地域特化型マッチングサービス・アプリ事業 金﨑　卓也

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 有限会社ローヤル 5360002019056 「健康経営」に注目した新しい形のコワーキングスペース運営事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 宜野湾市 株式会社シーポイントアジア 3360001019760 タイ人観光客誘客ノウハウをタイへの日本食材輸出販売へ転換 髙林　　幸裕

沖縄 沖縄県 八重山郡竹富町 株式会社一慶事務所 5360001013563 新規宿泊施設建築による地域イノベーションへの挑戦 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 個別指導Ａｘｉｓ首里石嶺校 ウィズ・ユーのプログラムを活用した放課後等デイサービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

沖縄 沖縄県 那覇市 有限会社沖縄クリーン工業 4360002008605 校庭や公園の排水改良作業請負と使用する専用資材製造に関する新分野展開 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 沖縄市 さむらいコーポレーション株式会社 4360001008069 居酒屋から石垣牛を取り扱う本格的焼肉レストランへの事業転換 沖縄商工会議所

沖縄 沖縄県 糸満市 株式会社牛庵 8360002008907 非対面・非接触型の焼肉店へ業態転換し、当社飲食部門の事業再構築を目指す 沖縄県中小企業団体中央会

沖縄 沖縄県 名護市 北山 コロナ禍でも持続可能な日配品の小ロット多品種の製造業への業務転換 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 ＴＡＫＡ合同会社 7020003012117 ビーチサッカー日本代表選手による地産地消ビーチカフェの運営 川崎商工会議所

沖縄 沖縄県 宮古島市 株式会社黒島商研 7360001020839 幻の牛と言われる宮古牛の独自仕入ルートを活かし、卸から小売へ転換する 株式会社エフアンドエム

沖縄 沖縄県 那覇市 南西食堂株式会社 5360001014537 原材料に五穀等を用いた冷凍食品の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

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社沖縄テレビ開発 2360001000440 沖縄在来スーパーフードとエクササイズプログラムによるヘルスケア事業の展開 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 有限会社キャプテンズグループ 5360002008505 飲食料理店の店舗展開ノウハウを活用した「惣菜パン屋」出店計画 株式会社エフアンドエム

沖縄 沖縄県 国頭郡恩納村 株式会社農業生産法人沖縄葡萄 1360001016207 沖縄でとれる原種の山葡萄を使いブドウ栽培から加工、販売までの一貫した自社生産体制を目指す 関山　潤一

沖縄 沖縄県 沖縄市 エクステンド合同会社 5360003003298 沖縄初！「ｅスポーツ×就労継続支援Ｂ型施設」の運営 安里　匡平

沖縄 沖縄県 南城市 株式会社新原海底観光センター 3360001006676 地域一丸で造る！自然ビーチの全世代対応型観光スポットの構築 ＲｅＨｕｇ株式会社

沖縄 沖縄県 那覇市 翁屋 豆腐工場を建設、魅力ある島豆腐を製造し継続的新商品を開発。野菜とセットで販売する。 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 南都物産株式会社 7360001000064 沖縄原料の菓子製造でコロナ禍Ｖ字回復プロジェクト おきなわ経営サポート株式会社

沖縄 沖縄県 うるま市 株式会社沖縄トータルロジスティクス 5360001015031 トラックやバス車輛へのオートペインティング事業での新分野展開 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 宮古島市 金城陶芸 伝統工芸のやちむんをコンセプトにした一棟貸しコンドミニアム 宮古島商工会議所

沖縄 沖縄県 石垣市 株式会社央設計 9360001013543 環境にやさしい宿泊施設による長期滞在型観光の実現 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 国頭郡恩納村 株式会社シーフォー 9360001014269 恩納村初の小さなブルワリーから、ＳＤＧｓを叫ぶ。 ＲｅＨｕｇ株式会社

沖縄 沖縄県 那覇市 土地家屋調査士法人匡事務所 3360005006367 レーザードローン・３Ｄソフトを利用した超高度測量による新分野展開 比嘉孝明

沖縄 沖縄県 那覇市 仲里食肉 ～ミシュラン二つ星シェフも認める「沖縄食肉」を全国のご家庭へ～ＥＣ販売を活用した新分野展開 金城　一也

沖縄 沖縄県 石垣市 株式会社あざみ屋 1360001013030 八重山の伝統であるミンサー柄を取り入れた焼菓子店（カフェ・土産品店）計画 津嘉山　朝之

沖縄 沖縄県 国頭郡今帰仁村 ＫＯＵＲＩＪＩＭＡぶどうの樹 ビーチサイドにおけるバーベキュー飲食店及びキャンプ場運営への事業転換 仲宗根　稔

沖縄 沖縄県 豊見城市 炭火串焼　鶏坊 団体客壊滅！初沖縄和牛食べ比べ焼肉店へ事業転換でⅤ字！ＩｏＴ化、セントラルキッチン化にｈ王朝レス、シニア活用での店舗展開 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 宮古島市 森上 １次産業に従事する当園が６次産業化に取り組むことで、経営基盤の強化と地域の活性化を目指すプロジェクト 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

沖縄 沖縄県 国頭郡国頭村 民宿　やんばるくいな荘 長期滞在ビジネスワ―ケーション型民宿への転換 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 沖縄市 株式会社島袋工業 5360001019461 ビルトインガレージ付ローコスト住宅建設販売事業 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 うるま市 エステティックサロンダブル 新たにスポーツジムを提供するエステサロンへと新分野展開を図る 税理士法人末松会計事務所

沖縄 沖縄県 宮古島市 デズリー シナジー効果を生み出すＨＯＴＥＬ事業 宮古島商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社レイメイコンピュータ 3360001004837 ＩＴ企業による閉店した老舗スーパーの事業再生 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 宮古島市 株式会社南西リゾート 9360001017503 宮古島の最高級ホテルが運営する本格的な「ベーカリーカフェ」事業開設 大谷　豪

沖縄 沖縄県 石垣市 株式会社ソルトラボ石垣島 9360001023575 竹富町離島の農業生産者のための加工所運営による地域貢献と塩の直接プロモーションと加工品生産による事業継続 関山　潤一

沖縄 沖縄県 糸満市 ユーアンドワンオキナワ 沖縄県初の室内ドッグランをメイン施設とした、ペット関連サービス事業の新規展開 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 宜野湾市 足立フーズ株式会社 3360001019711 広範囲ネットワーク活用を前提とした業務スーパーのフランチャイズ店舗開業 税理士法人エヌズ

沖縄 沖縄県 うるま市 マリンクラブＧｉｇｉ ダイビング用タンクレンタル事業 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 国頭郡本部町 株式会社ちゅらしま産業 3360001018309 建設発生土のリサイクルによる再生資源含有土砂代替材の製造への新規参入 大串　智之

沖縄 沖縄県 八重山郡竹富町 株式会社加藤商事 7360001022265 レンタカーと遊漁船で顧客の課題解決へ　新規顧客獲得へ遊漁船事業の新規開設 大塩　佑

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社沖縄旅クラブ 8360001019285 韓国フライドチキン専門店のフランチャイズ展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 石垣市 ヒデ・コンストラクション 石垣島の観光資源を守る地域密着型貸切グランピング施設の開設 熊谷　悟

沖縄 沖縄県 中頭郡中城村 アペックスプラン沖縄株式会社 9360001011844 就労支援サービスへの新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 浦添市 琉球通運株式会社 1360001009292 沖縄観光産業復活へ向けたホテル活性化事業 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 国頭郡今帰仁村 株式会社クガニ 3360001025445 環境保全型農業及び自然循環型農業を軸とした６次産業化事業。 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 石垣市 株式会社おきなわプロジェクト 8011201019606 石垣島の濃厚な生乳を使用したテイクアウトが主の生乳食パン専門店 猪瀨　将一

沖縄 沖縄県 石垣市 ホテル石垣 長期滞在型離島で心身ともにリフレッシュできるウェルネスツーリズムの提供 上山　竜太

沖縄 沖縄県 島尻郡与那原町 株式会社ＮＳＰ 6360001016144 山を貸し切りキャンピングカーを使用した星に囲まれたオートキャンプ事業 冨田　将孝

沖縄 沖縄県 那覇市 琉球食鶏株式会社 4360001014356 沖縄地鶏生産養鶏場を命を頂く「食育×ＢＢＱ×グランピング」体験プログラムを行える観光農園へ新分野展開 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 国頭郡恩納村 株式会社Ａｎｎｕｌｕｓ 3360001018408 沖縄冷凍ピッツァの製造体制構築と販路開拓 竹内　成人

沖縄 沖縄県 中頭郡西原町 琉球設備工業株式会社 4360001004398 産業廃棄物処理業（中間処理）進出による社内循環型システム構築事業 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 石垣市 ディーブラウアーシュトローム合同会社 1360003005117 「畜産農家への液体窒素販売」を入り口とした、農家への「スマート農業導入戦略」 高良和男


