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事業再構築補助金　第5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

エリア名 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 札幌市中央区 有限会社加藤商店 4430002004828 地域貢献型子供向け宅配惣菜販売事業への参入 札幌商工会議所

北海道 北海道 旭川市 株式会社ドルック 2450001002015 新しい製造方法の導入による安全・環境に配慮した製品の開発と販売戦略 川口　幸三

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ノダ 1430001013147 老舗額縁店存続のためのトランクルーム事業への進出 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社スリーエスメンテナンス 5430001032614 北海道にエールを！自然と観光資源を最大限に活用した馬とのふれあい事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 いただき繕 健康的な食生活を発信するオンラインビーガンクッキングクラス 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社Ｆａｔｔｏｒｉａ　Ｂｉｏ　Ｈｏｋｋａｉｄｏ 6430001064813 モッツァレラチーズの普及促進のための新規格チーズの販売計画 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 合同会社雪月風花 1430003012378 和食と中華、道産食材の融合商品を冷凍技術を使い全国へＥＣ販売 札幌商工会議所

北海道 北海道 帯広市 有限会社前川クリーニング店 6460102003287 プロのクリーニング屋にしかできない布団特化型コインランドリー併設クリーニング店 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社さっぽろテレビ塔 1430001021785 さっぽろテレビ塔で流星群を見よう 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社イストプロダクツ 5430002031598 宅建資格受験対策の講義展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

北海道 北海道 札幌市南区 株式会社ＨＯＮＯＫＡ 8430001078290 個人事業主や小規模事業主のニーズを実現したレンタルオフィス事業 根本　良太

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社ましゅれ 5430001061357 北海道産の素材にこだわったフライドポテト販売のキッチンカー事業 レンタルＥＣ株式会社

北海道 北海道 函館市 Ｂａｒ　Ａ．Ｓ．Ｋ 低感染リスク型キャンプバーへの業態転換 浅間　幸広

北海道 北海道 函館市 株式会社アース開発 2440001004615 新式健康サウナと入浴指導でレジャー温泉銭湯から健康増進温泉銭湯へ新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ｔｒｕｓｔ 4430001076100 介護事業所への高度人材の派遣事業立上げ 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市南区 合同会社モデルアイコン 9430003004558 鉄道模型専門店の自社製造部門新設計画 札幌商工会議所

北海道 北海道 留萌市 株式会社ＦＩＬ 7450001012208 アフターコロナを見据えた出来立て唐揚げ・焼き鳥のテイクアウト専門店への事業進出 留萌信用金庫

北海道 北海道 札幌市北区 一級建築士事務所株式会社ビックウォーク 8430001024550 設計事務所が提案。鳥害対策ＢＷＢ，屋上に水を溜めないＢＷＤで糞害，屋上の水溜りに悩まない豊かな生活を！プロジェクト 税理士法人　中野会計事務所

北海道 北海道 虻田郡洞爺湖町 磊鑫宝株式会社 2012701012023 ビアガーデン×ＢＢＱ体験×宿泊体験×入浴体験により、観光体験型に事業展開 税理士法人すずらん総合マネジメント

北海道 北海道 上川郡東川町 有限会社笹寿し 9450002002453 事業承継を活用した製麺事業への参入による事業の再構築 北海道商工会連合会

北海道 北海道 河東郡音更町 エヌサン　サーカス 個性豊かなドイツ製家具・雑貨による新文化の提案 北海道商工会連合会

北海道 北海道 上川郡美瑛町 なかむら 絶景に包まれ家族と過ごす特別な時間「Ｎ　ＶＡＣＡＴＩＯＮ」 魚谷　康行

北海道 北海道 札幌市中央区 ＡｌｌｙＪａｐａｎ株式会社 3430001073932 北海道の地域資源を活用した食品を急速冷凍で産地から自宅へ 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ヤシマ商会 7430001017167 人的ネットワークと技術を活かせる発電向け機器資材業界への進出 株式会社リアリゼイション

北海道 北海道 小樽市 フェアリー 高齢者・買物弱者へのお弁当と蕎麦メニューの配食 北澤　嘉章

北海道 北海道 札幌市西区 スポーツアンドリラックス整体ラクーダ 健康のオアシスを届けるための移動店舗への転換～移動整体ラクーダ 北星信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社アイコンサルティング 2430001058513 民泊施設運営から、強味の「おもてなし」を活かしペットホテル事業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 ポスプロテック株式会社 2430001066375 スープカレーのデリバリーおよびテイクアウトを強化した飲食店の開業 税理士法人すずらん総合マネジメント

北海道 北海道 石狩市 石狩リゾート株式会社 5430001045806 長期出張者を対象としたサテライトオフィスへの業態転換 株式会社ＭＢコンサル

北海道 北海道 釧路市 炉ばたと釜飯の店　釜吉 本格中華仕込自家製焼売を利用した冷凍食品販売事業への進出 釧路信用金庫

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社アルバ 8430001038897 ジェラート店の新規出店による事業再構築 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 恵庭市 恵庭おむすび　ゑびす 地場産いちご等を使った新たなスイーツ等を提供するテイクアウト店への業態転換 恵庭商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 リーランド 高齢者×母子家庭のシェアハウス事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社エルシックス 3430001030529 和漢生薬を利用した美味しい健康茶の開発、製造とＥＣ販売事業 藤田　孝

北海道 北海道 函館市 株式会社エムティーコーポレーション 1440001008187 食品卸から製造業へＨＡＣＣＰ体制構築による海外販路開拓事業 北村　耕司

北海道 北海道 滝川市 株式会社水谷 3430001048744 第一次産業及び手芸文化貢献型・産直カフェ展開事業 スズカ税理士法人

北海道 北海道 足寄郡足寄町 コスモファーム 工房を建設し、イチゴの加工品を製造。生・加工品イチゴの通信販売 帯広信用金庫

北海道 北海道 虻田郡倶知安町 青柳農園 お米の販売を自らコントロールする精米事業への新規参入 株式会社　北海道共創パートナーズ

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社Ｏｌｉｖｅ　Ｂｒａｎｃｈ 5430001060821 お弁当事業の展開による地域密着型企業への転換 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市西区 ヤマタケ株式会社 6430001015337 居酒屋併設・隣接型　担々麵店出店計画 税理士法人池脇会計事務所

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社ウインズクラブ 2430002033408 ウインズ学園で自信とやりがいと明るい未来を 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 ＤＡＬ１９８２ 「感染対策×テイクアウト×貸切利用」に対応した店舗改装計画 札幌商工会議所

北海道 北海道 滝川市 有限会社東和測量 4430002052694 ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎへの対応による測量業務のＤＸ化 松永　敏明

北海道 北海道 札幌市白石区 ピチュ イタリアンと日本酒を融合した新店舗開店とテイクアウトの強化 札幌商工会議所

北海道 北海道 苫前郡羽幌町 株式会社重原商店 3450001009083 地元食材のＢｔｏＣに向けて直売所新設からの自動販売機設置事業 北海道商工会連合会

北海道 北海道 野付郡別海町 パブリックバー　アンク 生乳日本一の別海素材に特化したご当地メニュー提供への事業転換 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市北区 有限会社シーネット北海道 4430002038454 飲食店への海産物の卸売業から個人客への小売業に新分野展開 税理士法人アグス

北海道 北海道 石狩郡当別町 株式会社琥張玖 9430001059983 コロナ化に対応したデリバリー専門店「北海道クラウドレストラン」の展開 吉野　康太

北海道 北海道 札幌市北区 ＳＩＣ株式会社 9430001070791 リフォーム会社からグループホーム福祉事業へ大胆な事業転換 北空知信用金庫

北海道 北海道 富良野市 鶴アパートメント ピザカフェコーナー設置による宿泊業の新規ターゲットの獲得 旭川信用金庫

北海道 北海道 北見市 ＴＡＢＬＥ　Ｗ 手作りの味を全国へ！ネット販売事業を立ち上げ新境地を切り拓く 北見商工会議所

北海道 北海道 中川郡池田町 居酒屋　寿楽の息子 宴会主体の炙り居酒屋に地元池田町の肉を使用した本格焼肉を併設 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 鮨処喜楽 高級鮨店の地域復興型テイクアウト・通信販売事業の展開 スズカ税理士法人

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社クラッソ 3460302004583 一棟アパートを有効利用する空き部屋活用型データセンター事業への新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 富良野市 いつか富良野へ 宿泊業のペンション経営からスイーツのオンライン販売への挑戦 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ブレークアウト 9430001075147 民泊管理と親和性の高い、就労支援Ｂ型施設における民泊清掃事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社ＬＡ　ＮＵＯＶＡ　ＥＲＡ 3430001076737 低感染型イタリアンフードコート店舗の開設 株式会社吉岡経営センター

北海道 北海道 札幌市西区 中國菜マルク ウィズコロナ禍における新規顧客開拓を行う飲食サービス 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社ルラシオン 2430001040017 ＂まつ毛がしっかり上がる”ビューラーの新開発及び販売事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 中川郡池田町 エゾの杜株式会社 1460101005891 急速凍結機による鮮度抜群・高品質エゾシカスライス肉を食卓へ 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市清田区 有限会社アープ 8430002041702 Ｗｉｔｈコロナの、新しい飲食サービス構築のための事業計画 空知信用金庫

北海道 北海道 札幌市東区 串武桂和観光株式会社 1430001004930 キャンピングカーとのシナジー効果を最大限に発揮するスキーレンタル事業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 虻田郡倶知安町 Ｏｍｏｔｅｎａｓｈｉ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　Ｎｉｓｅｋｏ合同会社 2430003009456 不動産賃貸業を宿泊業に業種転換し販路開拓・宿泊稼働率ＵＰ 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ＲＯＣ 8430001082020 主要顧客を観光客から地元客へ。焼鳥店の強みを活かしたラーメン店に挑戦 株式会社シャイン総研

北海道 北海道 虻田郡倶知安町 合同会社アンタレス 4430003010998 キッチンカーによる移動販売 税理士法人すずらん総合マネジメント

北海道 北海道 札幌市中央区 アグラスネイル ウィズコロナを見据えたトータルビューティーサロンの開設 堀川　昌章

北海道 北海道 茅部郡森町 有限会社丸に武藏商店 5440002009288 噴火湾産魚介類を活用した新たな森町名産品を製造。サービス業から冷凍食品製造業への新分野展開。 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社Ｄ＆Ｃオート 9430001038599 葬儀事業進出によるウィズコロナを見据えた関連多角化経営の推進 松川　武史

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社オフィスリッチ 1430001059710 自社と地域小規模飲食事業者の非対面販路拡大に同時に寄与する菓子製造工場の新設 スズカ税理士法人

北海道 北海道 札幌市豊平区 青山商事株式会社 2430001000292 遊休資産を活用したオートキャンプ場施設の経営 竹林　浩樹

北海道 北海道 釧路市 株式会社おが和 3460001000215 水産加工品の常温化・シリーズ化による海外を見据えた販路の拡大 釧路信用金庫
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北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社Ｏ．Ｈ．Ｇ 9430001080147 コロナ禍で不振の飲食店事業から、コロナ禍でもニーズのある美容業への業種転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 上川郡上川町 有限会社戸舘観光写真 5450002003843 移動型ライトアップツアーによる新分野展開への挑戦 北海道商工会連合会

北海道 北海道 虻田郡ニセコ町 アルモンデ工法クリエイ太 参加型キャンプ場、プラットフォーム構築事業 藤永　滋

北海道 北海道 室蘭市 株式会社若佐組 8430001057212 高さのある安心な塀と石に魅せる特殊施工で挑む完全内製化 株式会社吉岡経営センター

北海道 北海道 帯広市 株式会社花 8460101003906 児童発達支援の新分野（保育所等訪問支援事業）を展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 帯広市 株式会社ＣｈｉｐＳ 3460101004322 子育てのアウトソーシング化！共働き世帯に向けたサービスの構築 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＨＩＴ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 8430001076823 「北海道産の超新鮮ジンギスカン」を全国のご家庭に　肉卸業がＥＣ販売で新規顧客拡大に挑戦 株式会社シャイン総研

北海道 北海道 旭川市 ブルームスマイル株式会社 8450001012272 遊休スペースを活用したセルフエステサロン事業の新規展開 旭川商工会議所

北海道 北海道 上川郡新得町 株式会社上田精肉店 7460101004112 飲食分野への挑戦と「道の駅」拠点の地方創生事業への参画 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社中原電気商会 4430001012195 水圧式洗浄便座　「Ｋｉｒｅｉ」の国内販売及び海外輸出計画 札幌商工会議所

北海道 北海道 函館市 ＲＥＰＡＩＲ　ＳＨＯＰ　ＢＢＳ＋ バイクのクイック整備ラインとバイカーズカフェの併設事業 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Ｃｏｕｔｕｒｉｅｒ＆Ｃｏ 8430001076410 美容経験を活かしたフォトスタジオ事業への転換で地域活性化 札幌商工会議所

北海道 北海道 函館市 有限会社丸政マルヤマ 9440002004616 サステナブルな不動産とファッションで展開するアパレルカフェ事業 ＣＡコンサルティング株式会社

北海道 北海道 釧路市 ミスティ シーシャ（水タバコ）と音楽を融合したチルタイムの提供！釧路初シーシャ事業 釧路信用金庫

北海道 北海道 上川郡東川町 宮竹眞澄の人形工房 出版と講演活動、商業広告利用による新たな事業展開 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社ユーイー 3430001039842 テントサウナ付き無人型キャンプ場（ＨＡＮＥＲＵ）事業への新規参入 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社エーサイン 4430001067438 地域資源を活用したオリジナルリキュール販売への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 函館市 株式会社　Ｍｉｌｋｉｓｓｉｍｏ 6440001005618 Ｍｉｌｋｉｓｓｉｍｏのこだわりジェラートがご家庭でも新鮮なまま味わえる販売事業 森藤　啓治郎

北海道 北海道 帯広市 株式会社ロンド 6460101001969 ＫＡＳＨＩＹＡＭＡブランドを活用したオーダーメイドスーツ小売事業の展開 帯広信用金庫

北海道 北海道 釧路市 株式会社アシスト 5460001000023 ものづくりラボ（小ロット対応デジタル印刷事業） 大地みらい信用金庫

北海道 北海道 札幌市西区 スナック　ルナ 気軽にご相談！飲食店×行政書士事務所の新しいビジネスモデル 札幌商工会議所

北海道 北海道 名寄市 有限会社喜多印刷所 6450002009798 ＩＴ×営業支援コンサルティング及び企業向けＩＴスキル取得スクールの運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社ネイルズエイチツー 8430002042782 ネイルサロンからモール型シェアサロンへ変更　独立支援事業計画 札幌あおい税理士法人

北海道 北海道 札幌市西区 株式会社健壮院 3430001030000 姿勢分析アプリを導入し、痛みの原因にアプローチしたリハビリ特化型デイサービス 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 帯広市 ソーゴー印刷株式会社 4460101000799 新規ショップおよびオンラインスタジオ開業によるＢ２Ｃ向けＯＭＯ事業 帯広信用金庫

北海道 北海道 旭川市 フランジパニ ネイルサロンから脱毛サロンへの事業転換 旭川商工会議所

北海道 北海道 札幌市白石区 ｇ麺 冷凍ラーメン販売事業 税理士法人常見会計

北海道 北海道 虻田郡倶知安町 有限会社グラン・パパ 5430002056959 地産地消のクラフトスキーづくりができるペンションへ 上原　貢

北海道 北海道 茅部郡森町 株式会社みよい 6440001006310 ブランドかぼちゃを使用した高付加価値な氷菓製造への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市北区 有限会社ＳＡＷＡＹＡ 1430002040842 焼き鳥居酒屋展開から、唐揚げ丼、海鮮丼のを１店舗で提供できるテイクアウト（デリバリー）専門店への業態転換 税理士法人Ｆｕｔｕｒｅ　Ｃｒｅａｔｅ

北海道 北海道 函館市 ひとくち天ぷら柏や 冬空に花火とラッセンを観ながらＢＢＱを楽しめる高級コテージ宿泊事業 北村　耕司

北海道 北海道 旭川市 ライブラブライフ 完全無人型でコロナ禍でも安心・安全／セルフ脱毛・ホワイトニング等への新規参入 株式会社ＭＢコンサル

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社一ヨ米原仏具店 6430001001618 将来に向けた多角化戦略、既存仏壇仏具店を活用したお香セレクトショップの開業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ａｌｌ 5430001034049 高級すし割烹の技を活かした北の食彩工房による製造販売の新規展開 一般社団法人城西コンサルタントグループ

北海道 北海道 札幌市西区 株式会社鳥太郎 4430001024091 デリバリー／テイクアウト出店とＥＣ販売による、おうち食事の充実化事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

北海道 北海道 赤平市 株式会社植松電機 2430001048828 革新的な推進薬を利用した教育、実験、開発支援サービス提供事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 函館市 福田海産株式会社 9440001004419 地元漁師に活力を、水産加工への業種転換 株式会社みちのく銀行

北海道 北海道 帯広市 株式会社住計画ＦＵＲＵＴＡ 6460101001523 木造建築のノウハウでグランピングも出来る健康サウナ事業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市東区 有限会社ビートレード 8430002042213 自動車小売業から、『住宅、事務，店舗等用途に合わせたトレーラーハウス」の造作・販売事業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 苫小牧市 本多建設株式会社 9430001061329 土木工事業から、再生骨材の製造及び販売による新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 赤平市 株式会社川本鉄工所 4430001048215 地盤改良事業部を新設し、工事施工を内製化する業態転換に挑戦 株式会社みずほ銀行

北海道 北海道 空知郡中富良野町 ペンションアンドレストラン　ラコリーナ ペンション客室の高機能化と道産食材菓子等の食品製造業の強化 旭川信用金庫

北海道 北海道 上川郡東川町 ハルキッチン 地元エゾシカ肉を有効活用した食肉処理卸売、鹿肉を食卓へ 一般財団法人旭川産業創造プラザ

北海道 北海道 枝幸郡枝幸町 有限会社丸友幸栄水産 2450002010611 地魚新商品による販路拡大と雇用の安定でウィズコロナ時代を生き残る。 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 石狩市 株式会社ｉｄ 2430001033400 多様なニーズに応えるバリアフリー型ｅスポーツ場兼カフェテリア 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 虻田郡ニセコ町 居酒屋松 居酒屋ノウハウを用いたステーキ炒めし等の溶岩プレート焼肉事業 北村　耕司

北海道 北海道 石狩郡当別町 レストラン　アリ 従来のレストランを中心とした料理提供から、物販を中心とする料理提供への業態転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 河西郡芽室町 アグリシステム株式会社 5460101000030 有機まるごと・あらゆる微粉砕。低温・高品質で社会的需要へ 帯広商工会議所

北海道 北海道 釧路市 株式会社木村工務店 5460001000312 「ゼロカーボン」の切り札、「鉄スクラップ」の加工処理事業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 河西郡芽室町 株式会社三浦商店 7460101004500 最新テクノロジーを導入したドローンスクール及びドローン事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

北海道 北海道 新冠郡新冠町 ＮＯ　ＢＯＲＤＥＲ株式会社 5430001074029 地域の問題解決を見据えた高付加価値な鹿革製品の量産化事業 北海道商工会連合会

北海道 北海道 釧路市 アーユルヴェーダひだまり 北海道のオーガニック食材で作った薬膳カレーで健康を全国へ発信 大地みらい信用金庫

北海道 北海道 釧路市 山﨑産業交易株式会社 4460001005089 北海道観光ホテル・旅館に特化した技能実習生のサポート事業 釧路商工会議所

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社Ｎｏｒｔｈ　Ｌｉｖｉｎｇ 4430001076018 大工職人のセンスを活かした、低感染型の一棟貸簡易宿泊所運営業による地域活性化計画 北海道信用金庫

北海道 北海道 岩内郡岩内町 Ｙｕｋｉ　Ｋａｍｕｉ株式会社 4430001069723 スキーリゾート事業から、岩内町の魅力を伝える観光ホテルの開業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社ＢＵＩＬＤ　ＬＩＮＫ 3430001075838 北海道初となる釣り船付きキャンプ場で地域活性化と収益確保を実現 留萌信用金庫

北海道 北海道 札幌市北区 白熊株式会社 5430001070481 冬でも特製ＢＢＱが楽しめ、５つのニーズに応えるグランピング事業 北村　耕司

北海道 北海道 恵庭市 株式会社ライフ・ライン 8430001043930 大型特殊及び普通自動車（中型）指定工場への進出による新たな市場拡大 恵庭商工会議所

北海道 北海道 札幌市南区 株式会社北海道ベース 7430001067534 総合アウトドアスポーツ企業への発展事業 税理士法人大西会計事務所

北海道 北海道 札幌市南区 有限会社大洋 1430002037062 新たな旅スタイル「オートキャンプ場」事業は新規展開、全世代対応レジャー施設へ発展 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 函館市 株式会社大竹商店 9440001000269 車両の塗料卸から個人向け高級・愛車用塗装保護フィルム取扱ディテーリングへ進出 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 旭川市 株式会社栄光福祉会 4450001010627 過疎化進行地域の介護施設運営ノウハウを活用した都市部での障がい者福祉事業の展開 稚内信用金庫

北海道 北海道 帯広市 株式会社コトレル 5430001076090 北海道産の素材を使用したこだわり冷凍加工品の製造・販売 帯広信用金庫

北海道 北海道 千歳市 北海道千歳ハム株式会社 3430001044652 銘柄豚の地産地消の仕組みづくりによる第一次産業と第三次産業の架け橋 経営創研株式会社

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＦＯＲＴＨＩＮＫ 1430001063927 人材紹介事業者のビジネス機会を創出する人材情報プラットフォームの開発 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 江別市 滝　一芳 ＥＣサイトとＳＤＧｓで江別市を世界一おいしい『とうきび』の産地に！ 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 函館市 高谷和江 美容業界の経験を活かした函館唯一のセルフエステ事業の立ち上げ 西部　一晃

北海道 北海道 夕張郡長沼町 ディーププランニング コロナ禍対応の非対面契約システムの開発と販売で地方創生に貢献 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 旭川市 株式会社ヤマックス 2450001005001 新しい生活様式にフィットしたコインランドリー事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 小樽市 株式会社恵新自動車学園 3430001050989 自動車学校ブランドを活かした環境配慮型自動車特化の整備市場参入による免許取得から保有・返納までトータルサポート事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 ＷＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ株式会社 1430001076482 関連会社の医療介護ネットワークを活かした高齢者宅食事業とデリバリー／テイクアウト／Ｄ２Ｃ販売事業への新分野展開 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター
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北海道 北海道 旭川市 旭川あらかわ牧場合同会社 5450003000856 牧場に工房併設型店舗を設け、経営強化＆地元に消費者を呼ぶ「地産呼消」を実現！ 一般財団法人旭川産業創造プラザ

北海道 北海道 上川郡剣淵町 小笠原農場 スマート・精密農業による未来型コントラクター事業への参入 税理士法人令月会

北海道 北海道 札幌市東区 虻川製作所株式会社 1430001066797 焼付け塗装工場の新設によるエクステリア金物分野への新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 旭川市 ヘアーサロン　マヤ 次世代メディア・ＬＥＤビジョンを設置、地域経済活性化の広告塔となる 旭川商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ａ　Ｆｏｒｅｓｔ 3430001080961 独自のパンレシピによる「焼きたて」「作り立て」の食パンを販売する専門店の出店計画 菊地　正人

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社アドヴァンテージ 5430001049501 テニススクールから「次世代パーソナルトレーニングジム」への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 北見市 株式会社倉本鉄工所 8460301000348 建築金物への新分野展開により、地域唯一のビジネスモデルを創出 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市手稲区 株式会社成和 1430001008725 ファイバーレーザ加工機の導入による荷物用エレベータ部材加工事業への新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 札幌市中央区 北海道特殊飼料株式会社 5430001034593 廃棄されるお茶飲料の茶葉から発酵有機肥料を製造し地元農家に販売する 札幌商工会議所

北海道 北海道 日高郡新ひだか町 有限会社太田養蜂場 9430002061377 高純度ハチミツを活かした高級食パンの製造によるＶ字回復計画 北海道商工会連合会

北海道 北海道 茅部郡森町 有限会社ヤマゲンフーズ 2440002009472 北海道産ほたて貝の新規‟冷凍食品″製造への事業新分野展開再構築 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市西区 株式会社新興工業 6430001032951 水密溶接加工技術を活用した鋼製タンク製造への業態転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 釧路市 株式会社プロフォーマンス 7460001004658 グランピングの更なる進化「ヴィランピング」～貸切りするひがし北海道～ 釧路信用金庫

北海道 北海道 帯広市 株式会社山六かじのビル 7460101001902 全天候型自動車整備・撮影スタジオ新設～寒冷地の中古車販売環境刷新による新分野展開～ 帯広商工会議所

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社サンフラノ 7430001064184 網戸の製造販売業から、冬の観光用ゲストハウスへの新規事業進出。 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 旭川市 日新運輸株式会社 6450001002358 運送＋冬季保管倉庫を活用した３ＰＬ事業 旭川信用金庫

北海道 北海道 北見市 特定非営利活動法人サラン 6460305001781 「ｅスポーツ」「電算事業」を通し障がい者が夢を実現できる地域社会を創る！ 北見信用金庫

北海道 北海道 稚内市 株式会社稚内プレス社 3450001008416 地域新聞社の広告事業への展開でワンストップによる短納期・低価格化計画 稚内信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社和光 9430001031934 Ｚ世代にニッポンとの出会いを！着物×和風カフェ事業に挑戦！ 菊地　正人

北海道 北海道 札幌市北区 サポート住建株式会社 4430001074129 建設業多角化：「リフォーム×ヘルスケア」に挑戦する接骨院の新規展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 石狩市 株式会社エコテック・ワン 5430001032993 ポリウレタンフォーム製造技術をサーフボード心材に転用、国内で唯一の製造メーカーとなる。 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市西区 ＴＬｉｎｋ株式会社 4430001070020 特殊車両整備事業進出による国内物流の円滑化と脱炭素化への貢献 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市清田区 エース建機株式会社 8430001074380 地下埋設物撤去工事で解体工事のボトルネック解消 前田　恵児

北海道 北海道 中川郡幕別町 株式会社大望 4460101000873 ウィズコロナの戦略的パッケージングの多様性に対応した事業転換 帯広信用金庫

北海道 北海道 旭川市 鰻・旬魚旬菜　柳光亭 近隣大学の変化に備えた、若者のニーズに寄り添う下宿運営事業 中村　領

北海道 北海道 札幌市南区 豊平峡温泉熱研株式会社 8430001014502 グランピング体験型の高付加価値な家族風呂事業 西部　一晃

北海道 北海道 留萌市 有限会社西谷商事 5450002011920 飲食店テナント複合ビル等を中長期滞在ニーズを捉えた簡易宿所に転換 一般財団法人旭川産業創造プラザ

北海道 北海道 札幌市東区 東日本電装サービス株式会社 3430001071795 すし処みどりや本店事業計画 ベンチャーパートナーズ株式会社

北海道 北海道 阿寒郡鶴居村 アンジェリカキッチン 大きな夢を抱いた鶴居村の小さなケーキ屋さん 釧路信用金庫

北海道 北海道 札幌市東区 有限会社札幌クラフト 2430002038877 自社のネットワークを活かして電解水による衛生環境事業新規進出 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社水越工業所 3430001016370 最新レーザー切断機が貢献する、オリジナル新製品の自社ブランド化計画 北海道信用金庫

北海道 北海道 美唄市 株式会社佐藤工務店 1430001046816 住宅工務店からＩＣＴ化による建材製造事業への新分野展開 亀山　泰幸

北海道 北海道 小樽市 米沢印刷紙業株式会社 2430001050651 観光地小樽から起爆剤となる、高規格品製造で新規市場を拓く 北海道信用金庫

北海道 北海道 札幌市南区 ｐｌｕｓ　Ａ　Ｗｉｎｅｓ株式会社 3440001007567 藻岩下ワインカフェ新築事業計画 税理士法人ＦＵＬＬ　ＳＵＰＰＯＲＴ

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社雄志総業 2430001067605 デジタル技術を活用し、地域に密着した工務店を目指す。 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 枝幸郡枝幸町 海洋食品株式会社 9450001007718 海産物の特殊冷凍設備導入による冷凍販売社内内製化への業態転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 室蘭市 太平電気株式会社 4430001057216 ＳＩｅｒ事業における人材育成と営業力強化を目的としたロボットセンター整備事業 室蘭信用金庫

北海道 北海道 函館市 株式会社フロンティア 5440001008786 卸売業依存からの脱却！　食肉卸売の強みを活かしてジンギスカン店開業へ 株式会社みちのく銀行

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社タカス自動車 6430001034155 新たに架装車輛製作事業に進出する新分野展開 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市手稲区 アンカードシステムズ株式会社 6430001032200 クラウドＡＩとカメラによる省人化システムの構築と販売事業の展開 税理士法人ライズ会計

北海道 北海道 富良野市 フラノデザイン株式会社 2450001012831 デザインから地域を磨く～観光業への参入と地域力向上へのアプローチ～ 旭川信用金庫

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社凌霄 5430001060549 重労働型建設業から、ドローンを活用し専門調査事業へ新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社メディアプロ 9430002030423 １次産業生産者の６次産業化を支援する複合型コンサルティング事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 苫小牧市 長岡造園株式会社 1430001053498 廃材を活用した薪の生産販売による廃棄木材ゼロの実現 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 旭川市 有限会社ヤマガミスクリーン印刷 4450002005667 繊維工業へ新規参入！女性が活躍する高付加価値企業への転換を図る 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ノースウイング 8430001044904 自社商品を活用した清掃事業の開始とオンライン予約の導入 菊地　正人

北海道 北海道 中川郡幕別町 株式会社五十嵐興業 4460101004412 自社廃棄物処理場に集まる木材を再生し地域農家へ還元する事業 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市白石区 有限会社漢方寿福堂 4430002027589 調剤・漢方・鍼・栄養・運動で健康のトータルサポート！　デジタル活用で新分野展開 旭川信用金庫

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社トリベール 9430001011985 業務用寝具製造業から、業務用寝具処分・リサイクル業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 石狩市 榊原工業株式会社 1430001045256 レーザー加工による革新的生産プロセスへの転換で水素設備市場進出 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 釧路市 株式会社オイコス 1460001004622 ドローン産業活用に向け教習・販売・整備・請負のサービス会社化 釧路商工会議所

北海道 北海道 深川市 株式会社ファームスズキ 3450001011262 自社米で育てた深川牛のブランド化及び店頭とＥＣサイトによる販売事業 税理士法人小島会計

北海道 北海道 岩見沢市 株式会社ギブリコーポレーション 1430001047896 競争力の高い手打ち蕎麦のＦＣ店を開業してＶ字回復を図る事業 空知信用金庫

北海道 北海道 滝川市 滝川地方卸売市場株式会社 2430001048448 高鮮度維持での道外有利販売を実現する予冷処理施設の導入事業 北門信用金庫

北海道 北海道 上川郡東川町 合同会社わくらば 8450003001678 ゲストハウス施設を生かした就労支援事業開始、こだわりの商品を提供へ！！ 北見信用金庫

北海道 北海道 余市 リタファーム＆ワイナリー合同会社 3430003012351 地に根付く価値で活力復活！地麦酒・葡萄酒から大胆に蒸留酒へのシフトチェンジで新・地ウイスキーを！ 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 函館市 大鎌電気株式会社 4440001000257 公共工事業からスマートホームサービス事業参入による事業再構築 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市厚別区 有限会社柳コーポレーション 6430002027307 食の常識を変える！お米も食べられる海鮮丼製造のための新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市清田区 ９ｃｏｎｎｅｘｉｏｎ株式会社 1430001078553 オートキャンプに特化したキャンピングトレーラーの製作、販売 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 マケットコンサルティング株式会社 1430001080220 業界初！　相続税に特化した　相談プラットフォームの運営事業 伊東　祐生

北海道 北海道 雨竜郡幌加内町 株式会社中村牧場 5450001011921 朱鞠内湖の新アクティビティ～牧場見学と和牛ＢＢＱ～ 税理士法人小島会計

北海道 北海道 芦別市 有限会社加藤農場 2430002053389 高品質米の大規模栽培の知見と技術を活かし、粗飼料（稲わら）と米麹の製造販売を新たに展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 亀田郡七飯町 合同会社Ｔｅａｌ　Ｈｏｋｋａｉｄｏ 5440003001285 北海道の森林資源活用に貢献する樹液製品の開発事業 利木　貴志

北海道 北海道 札幌市中央区 ハードサポート株式会社 8430001068077 乳牛糞尿を活用した乳牛用ベッド敷材の製造及び還元サービス事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 千歳市 株式会社タスクＭホールディングス 6430001043726 十勝川温泉に新しい風を吹き込む～十勝らしさを追求した日本初の「全室離れにある客室露天風呂」を備えた宿泊施設開業事業～ 税理士法人アークス

北海道 北海道 虻田郡喜茂別町 ＷＡＰＵＲＡ合同会社 7430003009476 地場の食材を活用したアウトドア観光客向け鍋・焼肉セットのデリバリー事業 高瀬　加奈子

北海道 北海道 旭川市 株式会社北日本塗巧 5450001013125 塗装技術者集団が、防水工事業に参入。「多能工化」による生産性向上を目指す！ 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社アスモ 8430001008529 キッチンラボで冷凍食品開発を提案！冷凍食品機材販売の販路拡大 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 苫小牧市 株式会社大豊 8430001063895 現場工事主体から脱却、【作る育てる】をコンセプトに、　地元の雇用を守り【超活性化】 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 積丹郡積丹町 株式会社陽虹舎 9010801019873 古民家活用の積丹地域活性化プロジェクト 青山裕之

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社ダイトク 7430001039310 資源リサイクルを残価設定で実現した循環型プレハブ倉庫資材販売 空知信用金庫
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北海道 北海道 函館市 関東開発株式会社 9440001005482 「ゴルフ場開放︕」でノンプレイヤーも楽しめる「宿泊型ゴルフ場」事業 税理士法人浜村会計

北海道 北海道 苫小牧市 株式会社大野工業マシナリー・プットトゥゲザー 4430001054477 発酵竹粉のペレット製造および販売 苫小牧信用金庫

北海道 北海道 室蘭市 有限会社森清光記念整骨院 2430002063801 新しいエステの形！コロナ禍でも心と体を健康に！ 室蘭信用金庫

北海道 北海道 札幌市西区 有限会社北大・医大進学塾 3430002038694 当塾門外不出の大学別テキスト活用にて地方学生を医科大に進学させる事業 表　順一

北海道 北海道 夕張郡栗山町 株式会社ムサシノ化学 2430001047929 高付加価値な廃棄物処理・建物解体の同時進行サービスを提供 空知信用金庫

北海道 北海道 網走市 株式会社網走北天の丘 8460301003615 ＡＴグランピング施設の造営とそれに伴うホテル施設の改修 釧路信用金庫

北海道 北海道 岩見沢市 福よし岩見沢店 美唄焼き鳥のモバイルテイクアウトと非対面ＰＯＳで事業展開 税理士法人常見会計

北海道 北海道 中川郡幕別町 有限会社大坂林業 5460102006753 環境循環の構築による持続的な地域実現を図るための広葉樹製材参入 帯広信用金庫

北海道 北海道 帯広市 有限会社美珍樓 1460102003416 十勝から全国へ！凍眠を活用した工場一体型店舗による冷凍食品卸売事業への本格参入 帯広信用金庫

北海道 北海道 紋別市 株式会社ｑｕａｔｔｒｏ 4450001013497 ふるさと紋別の魅力を詰め込んだグランピング事業への進出 北見信用金庫

北海道 北海道 広尾郡大樹町 くさかガス設備 宇宙産業需要増加に伴う来訪客定住前の冷暖房体験民泊事業 帯広信用金庫

北海道 北海道 厚岸郡浜中町 株式会社都平昆布海藻 7030001005831 昆布加工問屋から「だし」と廃棄野菜を融合させた食品メーカーへの転換 株式会社足利銀行

北海道 北海道 苫小牧市 ＭＯＣＯ 地方市場青果小売店からＳＮＳ発信型対面鮮魚小売店への転換事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 旭川市 株式会社一代目 1450001011173 ラーメン専門店の新たな挑戦。北海道産「蕎麦」を全国に広げる！ 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 河西郡芽室町 株式会社ヤマオ 7460101001860 地域スタイルＳＤＧｓ牛たちが喜ぶおが粉生産モデル事業 株式会社商工組合中央金庫

北海道 北海道 小樽市 株式会社パーク・オタルチッコウ・オペレーションズ 9430001051478 ウェルネス施設とシニア長期滞在型施設を新設、小樽エリアの観光事業回復の拠点を最新管理システムの導入により構築する 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 名寄市 有限会社ミヤザキ 1450002009951 ジャンプの街、下川町にてインストラクター付きで本格的なスポーツジム開業 北見信用金庫

北海道 北海道 室蘭市 ａｂｂａ合同会社 6430003008504 ６次産業化を深耕する鮮魚・水産加工品の店舗直売への業態転換 室蘭信用金庫

北海道 北海道 足寄郡陸別町 株式会社史生建設 7460101006174 将来を見据えたスモール型砕石事業の取組み 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市白石区 有限会社協和スチール 3430002006189 超薄板加工技術開発及び製造工程高効率化による宅配ボックス市場への参入 牛腸　真司

北海道 北海道 小樽市 プチクラブ犬舎 愛犬家が喜ぶ眺望抜群なワンちゃん同伴レストラン＆ドッグラン事業 根本　良太

北海道 北海道 登別市 野口観光マネジメント株式会社 7430001057535 きたゆざわサウナリゾート化計画 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社七屋 1430001045982 車「販売」から車を「走らせる」へ移動広告業への業種転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 旭川市 株式会社タナカ 5450001002045 建設廃棄物リサイクル事業 税理士法人中央総合会計

北海道 北海道 雨竜郡沼田町 株式会社トコト一級建築士事務所 4450001012788 古民家を再生したカフェと日本版メンズシェッドで地域を元気に！ 北海道商工会連合会

北海道 北海道 余市 中井観光農園 観光に頼らない、１００年果樹農家だから出来るシードル・ワイン事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市西区 札幌自動車整備センター株式会社 5430005002340 『記録的大雪でニーズが増加した、油圧ホース事業への進出』 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 足寄郡足寄町 有限会社足寄ひだまりファーム 5460102007636 ハードサイダー（林檎のお酒）醸造事業による経営基盤強化と地域活性化 帯広信用金庫

北海道 北海道 帯広市 株式会社栄材 5460102000368 十勝から全国市場へ！自社ＥＣサイト構築によるＥＣ市場への転換 北見信用金庫

北海道 北海道 上川郡清水町 株式会社丸三伊藤商店 9460101003120 氷温熟成技術を用いた「究味豚」ブランドによる新商品展開 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市西区 株式会社アイム 1430001031669 北海道で活躍する経営者の健康を促進する２４時間無人トレーニングジム 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

北海道 北海道 札幌市清田区 株式会社ＢＬＡＮＣＨＥＵＲ 2430001069543 産前産後ケアを包括的に実施するマタニティカフェ及びマタニティフォトスタジオ事業の新規展開 高崎　裕介

北海道 北海道 札幌市南区 北海道自由ウヰスキー株式会社 5430001075258 蒸留所へのＢＡＲ併設による新たな付加価値の創出と地方の観光関連消費の創出および空き家対策を目的とする宿泊事業への新規参入 税理士法人山田アンドパートナーズ

北海道 北海道 札幌市清田区 株式会社アステック 2430001024275 国内唯一の自動輸出判定サービスの開発を通じた日中間ＥＣ取引支援業の展開 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 帯広市 萩原物産株式会社 2460101001386 とかち帯広から発信するデジタルサイネージを活用した地域ＤＸ市場の創出 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 江別市 株式会社シュラック 4430001069780 居酒屋の味を活かした惣菜パンと高級食パンのテイクアウト専門店の出店 市川　善明

北海道 北海道 帯広市 有限会社エス・ピー・エイチ山田 4460102000393 地域を支える鉄筋ユニットの製造 帯広信用金庫

北海道 北海道 日高郡新ひだか町 有限会社Ｓ．Ｒ．Ｋ． 4010502022280 フードロス削減・脱炭素化とともに実現するＡＬＬ北海道産有機食品の展開とオーガニックプロデューサーへの転換 石井　伸暁

北海道 北海道 函館市 株式会社ハーベリィ科学研究所 2440001001785 ”看護住宅”を核に医療ビル全体が連携する「総合的ヘルスケアビル」の設立 スズカ税理士法人

北海道 北海道 美唄市 有限会社豊裕商事 8430002050174 キッチンカーの導入による老舗焼き鳥屋の営業拡大 シリウス税理士法人

北海道 北海道 札幌市北区 学校法人宮島学園 1430005000810 子供たちの人生に新たなステージを！～専門学校における職業教育のノウハウを生かした、通信制高校生のための学びのサポート事業 税理士法人アークス

北海道 北海道 登別市 登別リゾート開発株式会社 9430001057392 ゴルフ場の復活及び地方の観光関連消費の創出を目標とした貸別荘事業の展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

北海道 北海道 夕張郡長沼町 ＭＡＯＩ株式会社 8430002051387 北海道原産にこだわったジャパニーズウイスキー製造への新規参入および職業体験施設事業 税理士法人山田アンドパートナーズ

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社オーシャン 6430001062412 アート＆カフェ交流拠点ＰＯＬＡＲＩＳ開設事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市南区 株式会社カコイ塗芸 1430001079428 高齢化の進んだ街の空きビルにスケートボードとイベントスペースで街を活性化させる アウル税理士法人

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社ティティエム 1430001060214 キッチンカー販売＋大手飲食店のテストマーケティングを受託実施する事業 表　順一

北海道 北海道 札幌市西区 味彩ゆきうさぎ 食品ロスを減らし安全安心な農産物を活用した食品製造への業種転換 北海道商工会連合会

北海道 北海道 稚内市 有限会社石井漁業部 5450002010815 氷頭（ひず・鮭の頭部）加工販売部門の新設について 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 亀田郡七飯町 株式会社月永組 5440001001270 型枠工事技術を活かした、個人向けＲＣ造住宅建築への新規参入 株式会社シャイン総研

北海道 北海道 旭川市 山源山下食品株式会社 9450001003304 北海道産佃煮製品の美味しさを長期保存対応商品として本州の皆さまにお届けします！ 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 旭川市 株式会社ネオ・インターナショナル 8450001005334 喫茶店がコーヒー製造から自社ブランドの開発・販売までを実現！ 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 河西郡芽室町 ＲＥＳＵＬＴ株式会社 8460101005019 ＥＶ（電気自動車）の需要拡大を見据えたステーション展開事業 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市厚別区 株式会社ワールド山内 9430001018147 航空機産業参入コンソーシアム形成に向けた人財育成及び販路開拓 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ダブルス 2430001026024 メタバースを活用した新たなローカルエンタテインメントの実現 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市白石区 アディル株式会社 5430001039394 豊富な経験に裏付けされた高品質・低価格の農業用ハウスの販売事業 株式会社吉岡経営センター

北海道 北海道 札幌市豊平区 キタラボ合同会社 1430003007857 訪問看護と連携した消費者向けの介護用品製造体制構築による事業転換 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 旭川市 有限会社シューティングサプライ 2450002002807 世界最先端のＩＴ技術を活用した、防犯・テロ対策のドローン駆除システムによる事業再構築 旭川信用金庫

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社池田熱処理工業 9430001001268 航空機産業参入コンソーシアム形成に向けた人財育成及び販路開拓 株式会社北陸銀行

北海道 北海道 虻田郡真狩村 ベジタブルワークス株式会社 3430001063280 北海道農業で通年雇用を目指す戦略的農産物加工内製化事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市豊平区 カンティーヌセル フレンチレストランのリソースを活用した”北海道産チーズのＥＣ販売及び小売店販売”の展開 スズカ税理士法人

北海道 北海道 枝幸郡枝幸町 有限会社丸二永光水産 7450002010623 地元水産物の高鮮度加工技術を用いた一般消費者向け高次加工品の開発および販売計画 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 勇払郡厚真町 木の種社 「広葉樹ミックスフローリング」と「カラマツ木酢液染め外壁」で地域林業６次化へ 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市西区 札幌エレクトロプレイティング工業株式会社 1430001019706 航空機産業参入コンソーシアム形成に向けた人財育成及び販路開拓 矢萩　努

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社成田ボデー 2430002014754 車体製造業一筋からトンネル建設時等の特殊ゲートシャッター市場への新分野挑戦 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 石狩市 丸弘北海商運株式会社 8430001060331 水産物輸送ノウハウを活用した冷凍・水産物保管事業への参入 水谷　弘隆

北海道 北海道 札幌市東区 ザボ株式会社 3430001034488 宿泊型ワーケーション事業の展開 株式会社北陸銀行

北海道 北海道 滝川市 有限会社高見農産 9430002053408 地域連携で農業ＤＸを推進、菜の花からはじまる滝川市内の農家の６次化 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 帯広市 有限会社Ｂ’ｗｅｅｄｓ 4460102004031 フードバレーとかち発「ヴィーガンアイスクリーム」による事業再構築 帯広信用金庫

北海道 北海道 帯広市 有限会社三建 8460102001181 北海道産食材の高たんぱく弁当・おむすびのテイクアウト専門店 北見信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ニコー 8430001012373 男性専門の美容・健康・快楽を提供するトータルビューティースパへの新規事業展開 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 河西郡芽室町 株式会社共和貨物自動車 4460101003323 倉庫建設による倉庫保管と輸送の連携と地域農業支援 株式会社商工組合中央金庫
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北海道 北海道 札幌市中央区 Ｐｅｒｌｅ 燻製惣菜のテイクアウト事業の開始と郊外型カフェ・レストランの開発事業 株式会社吉岡経営センター

北海道 北海道 富良野市 ビストロポンすけ フレンチからメキシコ料理店への思い切った転換を活かしたオーベルジュ形式民泊事業 旭川信用金庫

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社サフィルヴァ 3430001079319 スポーツチーム運営による地域交流型フレキシブルオフィス 岩井　久典

北海道 北海道 紋別市 広瀬水産株式会社 6450001009485 風味豊かなニシン１００％で切り拓く！すり身市場の未来！！ 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 利尻郡利尻富士町 株式会社利尻富士観光 1450001008707 上質な島旅を演出～客室統合によるハイクオリティーな空間の提供により利尻島滞在の革新を図る 稚内信用金庫

北海道 北海道 旭川市 株式会社花さとか 9450001010523 ＩＴ特化型障がい福祉就労支援サービスモデル 株式会社北陸銀行

北海道 北海道 河東郡音更町 有限会社ワタナベ工芸 5460102003825 デジタルサイネージ看板を使ったオンリーワンの新しい空間演出 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ランドブレイン 1430001018336 デジタルを活用した商業施設の集客向上マッチングプラットフォームサービス事業 小笠原　一郎

北海道 北海道 小樽市 株式会社Ｈ２ 6430001081651 北海道初！ＡＲを活用したｅスポーツ「ＨＡＤＯ」の普及を目指す、新事業展開プロジェクト 税理士法人アークス

北海道 北海道 札幌市西区 有限会社シノダ総合保険 4430002030213 コロナに伴うストレスや肥満に悩む方の体質を改善させるサロン事業 廣田　陸奥夫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社丸亀 5430001023051 鮭専門店による、道産鮭と道産米を使った「鮭まぶしおむすび」キッチンカー＆マルシェへの挑戦 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＧＹＮホールディングス 7430001079471 地方創生×コンテナサウナ事業「試される大地をととのえる」 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 帯広市 佐々木畜産株式会社 8460101000639 牛肉生産における最新デジタル技術を導入、海外市場用商品を開発、輸出を拡大 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ベリッシモ 7430001041191 利益率の高いカフェ事業を拡大させる菓子製造業への進出 シリウス税理士法人

北海道 北海道 釧路市 株式会社阿寒ロイヤルバレイ 1460001000084 スキー場を活かしたＱＯＬの向上を目指した総合ウェルネス施設への再構築 釧路信用金庫

北海道 北海道 白老郡白老町 株式会社白老フーズ 3430001054882 国内初スケトウタラ冷凍スキンレスフィレの開発・販売による新分野展開 北海道中小企業団体中央会

北海道 北海道 川上郡弟子屈町 ワッカヌプリ 屈斜路湖のトラウト釣りを世界にアピールするためのプラン 西村伸郎

東北 青森県 青森市 株式会社Ｂｒｕｇｅｓ 7420001014347 あおもりの新鮮素材を活かしたスイーツ事業への挑戦 行政書士法人アップル経営コンサル

東北 青森県 弘前市 株式会社ナイトマーケット 9420001010410 感染防止対策と飲食店から都市型テイクアウト店への業態転換 弘前商工会議所

東北 青森県 青森市 株式会社ＣＯＣＯＲＯ 9420001014023 居酒屋だけでなく焼きたてパンも！～１日の食事をＣＯＣＯＲＯで計画～ 青森商工会議所

東北 青森県 弘前市 かつ亭 とんかつ専門店における「懐石料理」、「高級弁当」への新分野展開 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 弘前市 株式会社ＳＳＲ 3420001016537 青森県のニンニクを効かせた冷凍唐揚げ製造＆ネット通販への参入 行政書士法人アップル経営コンサル

東北 青森県 青森市 株式会社マツダレンタカーみちのく 4420001004318 自動車のリユースを通じて循環型社会実現に向けた中古車販売事業への進出事業 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 青森市 株式会社椿館 6420001001404 観光地における飲食店激減防止及びセントラルキッチン制のレストラン事業への新分野展開 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 弘前市 有限会社美濃吉 4420002014381 蔓防中でも強かった超濃厚ラーメン店を宅配を主として展開する 弘前商工会議所

東北 青森県 五所川原市 有限会社オサリドレス 8420002010988 高品位デジタル投射柄裁断システム導入による多素材柄縫製基盤の確立 青い森信用金庫

東北 青森県 八戸市 有限会社丹波漁具店 8420002007712 レンタルスペースでのインスタ、コスプレ撮影からＡ１ポスターサイズのプリントまでワンストップで提供する 青い森信用金庫

東北 青森県 十和田市 有限会社猿倉温泉 6420002017291 「秘湯」×「アウトドア」×「サウナ」で顧客を呼び込む事業 青森県商工会連合会

東北 青森県 八戸市 吉田建設株式会社 3420002012023 次世代足場を導入し大型工事に対応のうえ、リフォームにも進出し受注分野をワイド化する事業 青い森信用金庫

東北 青森県 八戸市 八戸ワイナリー株式会社 5420001015710 はちのへワインの輸出に向けて国際衛生基準を満たすプロジェクト 株式会社東北銀行

東北 青森県 八戸市 フェスタ 新分野の特産品の製品開発と自社ブランド販売事業の展開 八戸商工会議所

東北 青森県 弘前市 ピッツェリア　ミーア 外販事業展開およびテイクアウト専門店の出店による事業再構築 弘前商工会議所

東北 青森県 上北郡七戸町 有限会社天間製作所 2420002018517 ＲＰＦ製造販売事業への新分野展開で地域資源廃プラ等の有効活用仕組みの構築 協同組合さいたま総合研究所

東北 青森県 八戸市 株式会社東京ドレス 4420001006198 大手がうなる技術力を開発力に昇華させアパレルＯＤＭ市場へ参入 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 青森県 青森市 成長タクシー株式会社 6420001001585 持続可能な地域経済発展を目指す、ＩＣＴを活用したタクシー配車代行事業の展開 株式会社青森銀行

東北 青森県 青森市 合同会社カシスジャムの店おおた 6420003001336 青森のカシス農家の新たな挑戦！六次産業によるカシス機能性食品の開発 青い森信用金庫

東北 青森県 青森市 ｍｉｃａｓａｔｕｃａｓａ＆ポコ・ファーム株式会社 6420001014983 製麺所から障害者就労継続支援Ｂ型事業を展開し地域へ貢献 青森商工会議所

東北 青森県 八戸市 株式会社深川商会 8420001006525 ウニとサバの蓄養から加工・販売まで行う六次産業化事業 青い森信用金庫

東北 青森県 青森市 株式会社山佐佐藤商店 6420001002121 デジタル化・コロナ禍に対応したショールーム角打ち 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 三戸郡南部町 株式会社松本工務店 6420001006849 社寺建築技術を活用した一括品質管理による加工・彫刻部材の販売事業 株式会社青森銀行

東北 青森県 青森市 株式会社若山経営 7420001004348 自走経営を支援する非接触型経営支援ツールで地域に貢献！！ 青森商工会議所

東北 青森県 青森市 株式会社こがわ 1420001000906 地元和紙を使った紙工品制作への展開 株式会社ＧＩＭＳ

東北 青森県 八戸市 有限会社ヨシモトミート 9420002010434 食肉卸事業者による生産者と地域商店街をつなぐ加工食品への挑戦 青い森信用金庫

東北 青森県 八戸市 三浦建設工業株式会社 4420001006636 グレードの壁を越える！みちのく青森発、全工程内製化による超高層市場への挑戦！ 株式会社岩手銀行

東北 青森県 むつ市 田村商事株式会社 6420001012541 「光学式アライメントテスター」導入による点検・調整事業への新分野展開 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 八戸市 株式会社類家大学堂薬局 6420001006758 ＡＩ×非接触型パーソナルジム「ファディ―」への参入 株式会社青森銀行

東北 青森県 弘前市 株式会社福士旅館 1420001009443 ホテルのレストランスペースをコワーキングスペースとして有効活用 弘前商工会議所

東北 青森県 八戸市 株式会社東北総合研究社 9420001006185 ホタテ養殖篭の改革及び先入観の意識改革～４つ口ネット、ほろい機の開発～ 株式会社東北銀行

東北 青森県 弘前市 合同会社紀 7420003001392 高齢者にやさしい、イートインもできるテイクアウト、デリバリーお弁当・お惣菜事業 株式会社若山経営

東北 青森県 青森市 株式会社アラスカ 5420001000373 ホテル・ウエディング事業から焼肉店へ主軸を移し、企業再生！ 小野寺　高

東北 青森県 南津軽郡田舎館村 オリジナルテクノロジー株式会社 5420001009778 オーダースーツの委託製造から短納期化ノウハウを提供する情報処理サービス業へ 株式会社みずほ銀行

東北 青森県 青森市 勝又金属工業株式会社 3420001000680 板金加工技術を活かした雪国のためのオリジナル「カーポート」製造への挑戦 株式会社秋田銀行

東北 青森県 八戸市 株式会社クォーレ 3420001014508 レストラン事業から食肉加工業へのダイナミックな業種転換 八戸商工会議所

東北 青森県 上北郡おいらせ町 有限会社土岐商会 9420002018196 青森ブランドのキャンピングカー製造販売で次世代の感動レジャーシーンの創出 青い森信用金庫

東北 青森県 つがる市 株式会社オダギリオート 3420001008617 キャンピングカー製造販売及び災害時に対応した社会貢献事業 株式会社青森銀行

東北 青森県 青森市 株式会社ファッションプラザ 6420001001817 ＯＥＭ縫製企業の自社ブランド制作販売・ＯＤＭ縫製事業への業態転換 株式会社十六銀行

東北 青森県 十和田市 株式会社鳥 3180001089442 温泉街の空き店舗を改修し地域に根差した複合的な場作り事業 青森県商工会連合会

東北 青森県 弘前市 イマジン株式会社 9420001010600 イマジンテーマパーク構想～地域創造企業を目指して～ 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 三戸郡三戸町 有限会社ニコニコ 1420002009888 耳鼻科門前薬局から高齢者在宅医療・地域連携薬局への新展開～高齢者をひとりぼっちにしない薬局～ 株式会社青森銀行

東北 青森県 弘前市 株式会社アップルクリエイションズ 8420001012969 りんご農家の高齢化に対応した自動選果機導入による地域貢献 弘前商工会議所

東北 青森県 青森市 株式会社らいもん 4420001005423 冷凍ラーメン×セントラルキッチンによるひらこ屋の全国展開戦略 株式会社青森銀行

東北 青森県 弘前市 巖泉 遊休施設を活用した漁港併設の青森県産食材の加工所兼直売所の開設 株式会社青森銀行

東北 岩手県 久慈市 有限会社ホームセンター仙台 3400002013015 介護保険にとらわれない高齢者向けの新たな送迎付き入浴サービス 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 宮古市 野菜たっぷりタンメンの店大久保 ”ゆきちから薫る”自家製生麺の製造・販売事業 宮古商工会議所

東北 岩手県 花巻市 株式会社廣美 6400003000579 温泉旅館での介護施設新規開設とバリアフリー旅行への参入 花巻商工会議所

東北 岩手県 花巻市 有限会社やまそう 7400002008548 経営資源のシナジーが産み出す「地域の台所化」と「満にら」の全国展開 一般社団法人ビジネスサポート花巻

東北 岩手県 盛岡市 株式会社沢内甚句 8400001005074 人気商品「ももどり」を活かした冷凍食品製造事業への転換 株式会社東北銀行

東北 岩手県 盛岡市 株式会社クリエイト 4400001001977 ＡＩ・ＩＣＴを活用した「自立学習塾（通称：ＲＥＤ）」の新規事業展開 株式会社みちのく銀行

東北 岩手県 花巻市 株式会社Ｖ．Ｏ．Ｆ 6120001184898 「環境にやさしいアパレル商品の自社生産・販売」による事業再構築計画 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 一関市 株式会社マリアージュ 6400501000865 薬膳料理専門店の自社展開並びにフランチャイズ展開 一関商工会議所

東北 岩手県 盛岡市 有限会社ニチリン 8400002004892 居酒屋と創作そば店の二枚看板で新市場を開拓 工藤　健人
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東北 岩手県 花巻市 株式会社ぼうけん 5400001013220 移住者支援シェアハウス事業の展開による地域活性の取り組み 一般社団法人ビジネスサポート花巻

東北 岩手県 紫波郡矢巾町 小笠原重機有限会社 7400002006849 画期的な新工法導入で下水道改築工事へ参入する事業再構築 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 上閉伊郡大槌町 うちでのこづち地域創造株式会社 1400001012993 地方生産者をＡＩで繋ぐ「直売支援システムの開発と岩手三陸ブランド食品のオンライン拡販計画」 坪井　亮

東北 岩手県 花巻市 成和物流有限会社 9400002008810 特殊車両での運送業の強みを活かす保管・倉庫業への挑戦 株式会社商工組合中央金庫

東北 岩手県 花巻市 有限会社早池峰精工 1400002008792 半導体産業の開発競争を支える超短納期一貫生産体制の最適化 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 九戸郡洋野町種市 北沢美容室 髪と肌の手入れを同時にできる新たな美容室の構築による収益力強化 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 花巻市 株式会社新高 6400001005407 オンライン音楽レッスンを通じた質の高い教育と生涯学習の提供 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 奥州市 株式会社東洋工機 4400601000544 製造ライン機械からＥＶモータ製造機械部品加工への新分野展開 一瀬　章

東北 岩手県 岩手郡葛巻町 前野モータース 低炭素化に資するＥＶ・ＡＳＶ・大型車対応の新整備体制の確立 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 遠野市 株式会社荒田新聞販売センター 2400001006747 新聞販売店の情報発信力を活かしたゴルフ練習場の開設 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 盛岡市 株式会社ナレッジ 2400001010096 国内初。建設資材版メルカリプラットフォーム構築でＳＤＧｓ達成へ 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 久慈市 蒲野建設株式会社 2400001008066 太陽光パネルリサイクル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 株式会社東北銀行

東北 岩手県 奥州市 有限会社協栄鈑金 5400602001375 板金技術が活きる新分野展開で新たな収益を獲得 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 和賀郡西和賀町 高橋大興商店 地域課題に貢献する新サービス提供による経営基盤及び収益力の強化 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 北上市 有限会社黄金製麵所 6400002009340 地域初！セントラルキッチン併設ドライブスルー付きラーメン店の開業 株式会社東北銀行

東北 岩手県 宮古市 株式会社宮古ドライビングスクール 2400001006937 ドローンスクール開設による地域経済の活性化及び自動車教習所における経営基盤強化事業 宮古商工会議所

東北 岩手県 奥州市 有限会社佐藤工務店 6400602001390 地域の空き家を高機能リノベ住宅へ！工務店の買取再販業進出 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 北上市 有限会社コンノテック 6400002010100 高精度加工・検査体制を実現する半導体製造装置事業の業態転換 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 北上市 株式会社エヅリコ・エンジニアリング 5400001005985 自動塗装ライン新設による半導体製造装置部品への進出 株式会社ゼロプラス

東北 岩手県 一関市 たまりば 観光振興を目指した新分野展開「アミューズメント・ポーカールーム事業」の開業 レンタルＥＣ株式会社

東北 岩手県 奥州市 株式会社島元組 1400601001157 土木建設業が新たな事業へ挑戦、最新鋭設備を備えたゴルフ施設運営への業態転換 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 滝沢市 有限会社フクダ薬局 8400002006591 オンラインによるカウンセリングを主軸とした「オンライン漢方薬局」の開設 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 エスプラスカンパニー株式会社 8400001008580 食の循環型リサイクルを実現する有機肥料事業へ転換 盛岡信用金庫

東北 岩手県 一関市 株式会社奈良屋 6400501000238 タイルを生かしたこだわりの戸建住宅事業への参入　～腕利きタイル職人集団の挑戦！～ 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 八幡平市 株式会社麹屋もとみや 6400001013203 テイクアウト特化した新店舗「ＳＨＩＭＯＮＯ５２８」による次世代向け顧客体験価値向上計画 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 盛岡市 有限会社言葉のかけ橋 8400002006435 デイサービスから就労支援サービスへの新分野展開による総合的な失語症支援事業所への事業再構築 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 久慈市 株式会社サンホームズ 5400001007965 トレーラーハウス（居住用等）の製造・販売事業への新分野展開 株式会社東北銀行

東北 岩手県 盛岡市 トラストテック株式会社 5400001005028 就労継続支援Ｂ型事業所開設及び猫ふれあいスペース＆カフェの運営 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 大船渡市 株式会社建築のフジサワ 7402702000156 地球温暖化防止に貢献、次世代ＺＥＨ＋準拠リノベーション中古住宅販売 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 大船渡市 ＡＭＩＦＡ株式会社 7402701000693 岩手県初！太陽光×建設業のシナジーによるＥＶ充電付きドッグラン・カフェ事業 小林　孝至

東北 岩手県 北上市 内田工事株式会社 6400001005984 ３Ｄデジタル技術を活用した加工管製造販売業への新規参入 株式会社東北銀行

東北 岩手県 一関市 株式会社東邦テクノス 6400501000221 受注開発企業で培った技術で下流進出し事業再構築を図る！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 岩手県 滝沢市 株式会社ＦＫエンタープライズ 3400001013908 高級焼肉店事業 日本みらい税理士法人

東北 岩手県 大船渡市 丸新石油店 データを活用した野球特化型能力向上支援事業 工藤　洋行

東北 岩手県 一関市 株式会社トラストシステム 8400001014083 地域密着型高効率モノづくり提案事業 一関商工会議所

東北 岩手県 一関市 株式会社石橋ホテル 5400501000726 明治２２年創業の伝統的な老舗和風旅館が「本格中華レストラン」に挑戦！ 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 株式会社たけいち 2400001013925 ラーメン店が行うウィズコロナ、アフターコロナに対応したテイクアウトが出来る焼肉店の開業 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 奥州市 有限会社本城運輸 9400602001454 工場重量物に特化した引越しサービスで運送ワンストップ化を実現！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 岩手県 盛岡市 有限会社古川重機 2400002004320 廃プラスチックの再資源化原材料供給市場への参入～廃プラスチック中間処理事業開始～ 株式会社みどり合同経営

東北 岩手県 大船渡市 ブルーコーン 強みを活かしアウトドア需要に対応する食肉店への業種転換 工藤　健人

東北 岩手県 盛岡市 サニーガイド株式会社 9400001013456 オリジナルライトキャンピングカー及びオリジナルライトキャンピングカー用品の開発・製造・販売事業 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 久慈市 久慈港運株式会社 7400001007939 北東北の環境保護を支える！港湾荷役業者の特殊車両整備事業挑戦 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 下閉伊郡岩泉町 泉金酒造株式会社 5400001007081 龍泉洞から連なる物語　地域商社への発展に向けてビール事業へ進出 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 盛岡市 杜陵高速印刷株式会社 1400001001179 個人情報データを扱うアウトソーシング事業 株式会社ＧＩＭＳ

東北 岩手県 花巻市 和同産業株式会社 8400001005529 除雪機メーカーが草刈機市場へ新分野展開　～ＧＰＳ搭載型自動草刈機により新時代の草刈りを実現～ 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 大船渡市 小野光魚店 大船渡の味を全国へ！加工場増設・急速凍結機導入で事業再構築 西川税理士法人　盛岡事務所

東北 岩手県 盛岡市 有限会社秀吉 8400002002665 仕込み外注システムの構築～地域の食材を活かした加工食品製造・販売～ 株式会社東北銀行

東北 岩手県 一関市 株式会社　酒のかんりょう 8400501000847 駅前の空き店舗で地域資源を活用したコロナ対応型ＤＸ飲食店の開業事業 株式会社東北銀行

東北 岩手県 胆沢郡金ケ崎町 ＳＵＧＯＳＵ　ＨＩＴＯＴＯＫＩ 地域の人に金ケ崎町のＨＩＴＯＴＯＫＩを届けるキッチンカーと仕出し弁当事業 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 一関市 トラステックアース株式会社 7400501000435 精密板金加工技術導入による特殊形状金属部材製作事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社クロールアップ 6370001014312 米文化宮城県仙台において中食事業構築の為の地元素材で作る学食ベーカリー リードブレーン株式会社

東北 宮城県 仙台市宮城野区 有限会社ＫＹＯＴＡファクトリー 3370002020782 既存の飲食店の強みとシナジーを活かした、青果の卸売／小売り事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 柴田郡川崎町 クリヤコーヒーロースターズ コーヒー焙煎のノウハウ販売・シェアロースターなどへの新分野展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 テクノウイング株式会社 8370001000946 需要予測（ＡＩ）で収集運搬業務の効率と生産性を上げるサービス 公益財団法人仙台市産業振興事業団

東北 宮城県 仙台市若林区 ハリウコミュニケーションズ株式会社 7370001003850 レーザーダイカット装置導入と紙製品の高度な切り抜き加工による多品種少量高付加価値商品の開発・販売 宮城県中小企業団体中央会

東北 宮城県 仙台市太白区 ドリームクラフト合同会社 7370003005242 既存イベント業の経験を活かした新規サバゲ―フィールドの開設事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 栗原市 株式会社浦島 7370201002891 潜在的需要が見込まれるフォトスタジオ事業を新規に展開 菅原　勝直

東北 宮城県 刈田郡蔵王町 株式会社二幸 3370101001700 宴会場のジムへの転換により、健康や体力の増強・維持をサポート 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ウエックライフサーヴ 7370001023320 高齢者向け創作カップデリの移動販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 仙台市泉区 エルエーワイ 「おうち」時間をターゲットにした国産ブレンド有機ハーブティによる新分野展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 石巻市 有限会社オカダプランニング 8370302000521 映画文化の承継と地域コミュニティの活性化を目指した業態転換 税理士法人平塚丸岡合同事務所

東北 宮城県 仙台市宮城野区 トータルハーモニー株式会社 3370001014265 「裁ちそば」店への挑戦！知名度を活かしたかき氷専門店「梵くら」の新分野展開 千葉勇喜

東北 宮城県 刈田郡蔵王町 株式会社ワールドライブ 7370001015409 広葉樹を用いた丸太トーチの製造・販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社エムシス 1370001015455 自社餃子ブランドの立ち上げによる食品製造・卸売・小売への転換 伊藤　桜子

東北 宮城県 登米市 株式会社フーテック 2400601001057 ラーメン店のテイクアウト事業及び通信販売事業への新規参入（製麺工場兼販売所による製麺関連商材の直売及び通信販売） 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 石巻市 高松食堂 石巻から世界へ錦鯉の飼育とトータルサポートの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社アルベートサム 3370001016393 新規ナーシングホーム（有料老人ホーム）開設による新分野展開 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社アークギア 3370001022680 独自手作りフルーツシロップ・チーズ等と韓国スイーツ開発で新規業態に転換 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 岩沼市 株式会社モーム 9370801000814 ポストコロナに対応した店舗型クリーニング事業の再構築事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 富谷市 株式会社マルミレンタリース 6370001024815 トレーラーハウスの販売開始とモデルハウスによる販路拡大 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 東松島市 高橋農園 循環型・脱炭素社会形成を促進する農業廃棄物を活用した燃料の販売によるエネルギー分野への新分野展開 宮城県商工会連合会
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東北 宮城県 亘理郡山元町 株式会社おひさま村 6370001044581 コケを活用したアートな６次産業化による新分野展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社大栄商事 3370001045756 異文化交流の場になるベトナム料理店の新設　在仙外国人との繋がりへ 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社マデーニ 3370001019396 冷凍食品製造・販売とＥＣ販売の新分野展開で事業再構築します！ 公益財団法人仙台市産業振興事業団

東北 宮城県 栗原市 有限会社耕佑 6370202004797 くりはらファーマーズファンクラブプロジェクト 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市太白区 宮城熊さん株式会社 2370001002378 冷凍自動販売機の設置による、麺類・餃子等の非対面販売事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 東松島市 株式会社オハナ 5370301003032 英語を身に付けた人材を育てる、オールイングリッシュの学童保育に進出し新分野展開する 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 塩竈市 五光食品株式会社 2370601002678 量販設備導入で、レンチン「炭火焼き牛たん」卸売り事業 塩釜商工会議所

東北 宮城県 白石市 有限会社蔵王キツネ村 3370102002359 繁殖専用施設の設置により生産した北極キツネの販売・リース及び北極キツネを活用した新アトラクション 税理士法人プロフェッションズ

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ひがしやま 9370001039158 ペットフード業界への進出 公益財団法人仙台市産業振興事業団

東北 宮城県 登米市 有限会社肉の及川 5370402002032 串打ち３０年の技術を駆使して作る“ご馳走串”で、家庭向け調理済み冷食市場の開拓を推進する 仙北信用組合

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社大東ジェイホーム 2370001043513 高機能住宅を低価格で販売し地域の市制計画達成に貢献する 千葉　和彦

東北 宮城県 石巻市 天翔水産株式会社 6370301001183 生き餌陸送サービス 石巻商工信用組合

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社リジョイス 5370001038907 運動療法をメインとした短時間の通所介護サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 多賀城市 株式会社ｓｅａｓｏｎ 7370601003382 ピラティス教室・カフェ・ベーカリーを併設した複合施設「さくらタウン」の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 石巻市 有限会社日和建設工業 5370302001919 地域及び脱炭素社会を支える発電所向け高耐震性架台等の一貫製造体制構築 株式会社北日本銀行

東北 宮城県 宮城郡松島町 有限会社マミーホーム 4370602002378 介護サービスを通じワンストップ生活相談を実現するサ高住運営事業 石巻商工信用組合

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社山国 5370001012201 脱炭素社会に貢献するバイオマス発電向け燃料リサイクル事業 仙南信用金庫

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ケイアンドジェイコーポレーション 9370001022469 １００年の老舗の味をお手軽に！『鶏料理提供事業』 仙台商工会議所

東北 宮城県 岩沼市 佐竹　航 自動車整備士の経験と知識を活かして、自動車整備業へ進出 中井　一

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社Ｃｏｍｒａｄｅ 6370001023610 家庭・職場でもプロの味を！「豚肉製品テイクアウト販売事業」 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 石巻市 特定非営利活動法人ＭＡＫＥ　ＨＡＰＰＹ 4430005010971 コロナ禍でも実現可能な「自然の素晴らしさ」の普及活動 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社エムズジャパン 7370001017149 デジタル管理非接触型・ペットと過ごす一棟貸切別荘事業 株式会社フォーバル

東北 宮城県 宮城郡利府町 フジ技研工業株式会社 2370601000715 地域の飲食店や飲食店を始めたい個人を応援する、シェアキッチン事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 大崎市 株式会社千匠・テクノ 2370001040007 ドローンによる農薬散布・建物等非接触点検・ドローンスクール及び開発製造販売事業計画 税理士法人青木＆パートナーズ

東北 宮城県 加美郡加美町 有限会社イノマタ精機 3370202003637 機械加工の多様化と社内改革加速によるノントレー包装機需要の獲得 株式会社北日本銀行

東北 宮城県 岩沼市 株式会社Ｏ・プラン 1370801001274 建設業から製造業への事業領域の拡大により、事業のポートフォリオ化を実現！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社金市朗 2370001016304 板前クオリティをご家庭に！魚介類の冷凍食品、干物乾物等の製造計画 株式会社エフアンドエム

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社人来田興産 6370001002127 先進運転システム車への対応を早期に確立し技術力を武器に差別化を図る！ 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 宮城県 刈田郡蔵王町大字小村 株式会社アイ・アディールクリエーション 6370101002068 食育と地産地消をコンセプトとした和食レストラン運営での地域活性化 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 東北中央商事有限会社 3370002009231 時間貸室内練習場建設・運用に基づく地域における運動ニーズ充足システムの構築 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社門間簞笥店 5370001004181 和モダンテイストに特化した香港での住宅リフォーム事業 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社庄定 4370001003201 ライフスタイルの変化に対応した青果加工業への参入と、クローズドマーケットへの販路拡大 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 石巻市 有限会社佐藤水産 6370302001026 金華サバ等国産水産物干物商品における食品安全管理体制構築による輸出事業の新展開 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 気仙沼市 有限会社まるきた商店 9370502000849 気仙沼魚市場前の小売店の店舗ＤＸ 公益財団法人みやぎ産業振興機構

東北 宮城県 岩沼市 株式会社プロファイブ 5370101001987 受注の不安定な一般土木業から高付加価値・安定受注の特殊専門工事業へ転換 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 大崎市 有限会社鈴木商店 5370202003073 創業百年超の地域密着企業による新事業への挑戦と地域への恩返し 佐藤　光一郎

東北 宮城県 石巻市 丸興産業株式会社 9370301001214 建設残土をリユース及びリサイクルし循環型社会の実現に寄与する 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社トーユー 9370002005670 総合印刷会社ならではの強みを生かしたオリジナル壁紙・床材の製造・販売 株式会社商工組合中央金庫

東北 宮城県 石巻市 桃浦かき生産者合同会社 2370303000245 「桃浦かき」ブランド　冷凍殻付かきの製造ライン構築による輸出事業進出への新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 多賀城市 松戸工業株式会社 7370601002855 建設工事業から不足する鉄骨製造業者として東北の建設産業に貢献 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社福田商会 6370001003918 食材・人材の地域資源を最大化させた地域再興飲食事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 登米市 有限会社三浦屋 6370402000225 老舗料理屋の挑戦！対面から通販へ「美味しい」を食卓へお届けする加工食品の製造販売業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社エスティー 7122001022797 障がい者グループホーム　エン・ジュ　運営による生活向上支援事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 加美郡加美町 株式会社三嶋石材店 5370201002654 創業７０年以上の石材店の技術力を活かした、ガーデニング製品分野へのチャレンジ！ 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 石巻市 有限会社飛翔閣 9370302001923 おうちで味わう「活きる冷凍技術」を用いた業販冷凍食品製造販売 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 シミズ株式会社 3370001024181 継続的な収益に繋がる尿素水精製事業 新本　浩貴

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社Ｈ＆Ｓ　ＣＯ．，ＬＴＤ． 1370001015117 特定技能外国人とデジタル化による持続可能な介護事業の構築 株式会社フォーバル

東北 宮城県 名取市 株式会社鈴栄 6380001025044 コロナ禍及び世界情勢の変革で引きおこる国内経済の低迷に対応するための新業種への改革 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社ビック・ママ 4370001009966 専門的な高い教育を受けられる高付加価値の学童クラブ事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社Ｌ－ＰＬＡＮＮＥＲＳ 7370001039077 総合保険代理店事業の強みを活かした宿泊型介護施設新設への挑戦 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社ソラッド 1370001042029 近未来無人土工の技術構築へ向けたＩＣＴ施工の導入による事業再構築 インテグリ税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 オータス株式会社 6370001043724 ガス・電気小売事業者向けクラウド型情報システムの開発とサブスクリプション販売 株式会社荘内銀行

東北 宮城県 石巻市 有限会社ファーム・ソレイユ東北 7370302003145 コロナ禍に負けない、石巻桃生茶の摘み立て茶葉で造る東北初の国産ウーロン茶・醗酵茶葉製造業への業種転換 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 岩沼市 株式会社佐藤金属 4370801001379 人工鉱床採掘プロセス再構築プラン 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 白石市 丸山観光株式会社 9370101000317 大自然に囲まれたワーケーションと日帰り温泉施設開設による地域貢献計画 宮城県中小企業団体中央会

東北 宮城県 石巻市 Ｋｏｕｓｏ　Ｓｐａ　Ｍａｓｈａ エステティック業のオンライン設備導入による「ティーチング事業」で業態転換 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 トゥーポイント株式会社 6370001012101 光触媒人工観葉植物を使用した室内装飾を提供する新たなレンタル事業 仙台商工会議所

東北 宮城県 遠田郡涌谷町 株式会社セイワ工業 1370201002162 試作品向け超薄板金属部材製作のためのレーザー加工技術革新事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 本吉郡南三陸町 高橋工業株式会社 6370501000588 重量鋼構造物等工場制作技術革新事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社アーテックプランニング 7370001020045 ローコスト注文住宅提供のための企画販売プロセス革新事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 仙台市太白区 梶原電気株式会社 4370001001592 自動倉庫システム用架台の量産化に向けた製造プロセスの生産性向上 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社五十嵐商会 2370001002584 新規販路の構築による廃棄されている農産物のＳＤＧｓ 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社ユニグラフィック 1370001010720 生徒と講師のつながりを広げる、新しいＷＥＢ美術教室 税理士法人大藤会計事務所

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社ノムタベル 1370001023730 店舗改装及び設備導入による新商品の製造、量産に対応し、新分野の販売手法を用いた飲食業展開 株式会社山形銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 有限会社ローランド 5370002015194 食品の真空冷凍加工業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ゾウケイ社 8370001011919 「飲食店の新たな販路」としての「テイクアウトモール」建築管理システムの構築 税理士法人青木＆パートナーズ

東北 宮城県 柴田郡村 株式会社山専 4370101002235 地域未活用資源を利用した新たな食品ビジネスへの参入 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ダイバーシティ東北エデュケーション＆ツーリズム 8370001021703 訪日留学生に特化した旅行業者がＡＩ日本語教育アプリを開発する 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市泉区 ＩＫＣ株式会社 3370001020478 地産地消の食材・体づくりメニューを提供するオンライン野球教室併設カフェの展開 小野寺　哲

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ノースブル 7370001020680 独自の特許技術を用いた受精卵移植の技術研修と受精卵販売事業 有限会社クレメンティア

東北 宮城県 仙台市太白区 有限会社佐藤新聞店 1370002002989 新聞配達業のノウハウを活かした集配型コインランドリー 株式会社山形銀行
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東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社ガルドゥ 6370001020178 ペット共生型グループホーム「ＦＲＩＥＮＤＳ＋」の運営 鈴木一郎

東北 宮城県 大崎市 九夢株式会社 5370001046001 旧車・希少車販売の取り扱い実績を活かした自動車修理業への新規展開 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 宮城郡松島町 タカハシ木材ｓｔｙｌｅ株式会社 2370601000533 スモールオフィス・小店舗の木質化リニューアル事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 白石市 白石開発株式会社 8370101001332 旅館業のワイン、農泊・キャンプ事業展開　　～地域・業界・新型コロナにおける課題の解決へ～ 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 協和運輸倉庫株式会社 8370001004939 東北地域における地域密着型配送網を活かしたＥＣ事業新規参入計画 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社清月記 5370001000809 新サービス「エンバーミング」を新事業として展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市泉区 合同会社結 4370003003505 心落ち着く有資格者監修リラクゼーションサロン展開 公益財団法人仙台市産業振興事業団

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ＳＵＮ総合 1370001012659 ビルカンテ業務を核にDX・デジタル化を行い地域社会に貢献する 株式会社商工組合中央金庫

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社ナスキー 2370001014720 グループホームの開業による新分野展開と既存の建設事業におけるグループホーム建設案件の受注促進 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 亘理郡亘理町 有限会社森鉄工 8370802001969 プラント向け金属部材組立・研磨加工技術による精密加工事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社ホテル華乃湯 5370001002202 ワーケーション市場に向けた新サービス提供とベーカリー事業による事業再構築 千葉　和彦

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社ＡＣＴ 5370001024469 ペット関連市場に対しリアルとアプリ双方からのアプローチをかけ、業績回復を狙う 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

東北 宮城県 塩竈市 有限会社スギハラ 2370602003188 消費者向け高付加価値わかめ商品生産ライン構築事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 富谷市 株式会社パルコホーム宮城 9370001021207 パルテリア開設事業（名取支店及びカフェ＆ショップ等） 株式会社北日本銀行

東北 宮城県 登米市 有限会社魚文 8370402001493 惣菜・菓子卸売り計画 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 岩沼市 株式会社一刻家 9370802002149 地域の食材資源と牛たんの副原料を活用したパンの開発と量産化の実現 仙南信用金庫

東北 宮城県 栗原市 株式会社花山サンゼット 2370201004075 日本初！太陽光業者がＳＤＧｓ・コロナ禍・災害に強い旅館×まちづくり会社に大転換 仙北信用組合

東北 宮城県 塩竈市 株式会社カイマカニ 2370601002983 衣とともに食の分野へ、完全手作りで安心安全な食を提供する惣菜専門店 佐藤　光一郎

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社世林 6370001023338 調理加工設備の設置による自社人気メニューの製造小売販売 税理士法人プロフェッションズ

東北 宮城県 仙台市青葉区 ＯｎｅＷａｙ株式会社 9370001014805 東北レシピの仮装セントラル仮装セントラルキッチン 株式会社ギャザリッジアドバイザーズ

東北 宮城県 東松島市 株式会社スガワラ 8370301001470 喫茶店を併設した地域コミュニティー店舗による屋久杉家具販売事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 秋田県 大館市 株式会社ＳＨ．Ｋ．ＰＲＯＤＵＣＴ 2410001011291 ブランド商品開発と自社販売システムの構築による下請けからの脱却 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 横手市 有限会社藤倉食品 6410002013192 店舗販売事業による「豆富かすてら」等の販路開拓と新分野展開 株式会社アークス

東北 秋田県 仙北市 有限会社仙岩峠の茶屋 7410002012607 コロナ禍に対応した名物おでんによるキッチンカー事業への挑戦 株式会社アークス

東北 秋田県 大仙市 ＴａｋｅＦｉｎｅ株式会社 1410001010988 舗アパレル販売からオンラインアクセサリーメーカーへの転換 株式会社アークス

東北 秋田県 雄勝郡羽後町 フラワーショップむやり 健康寿命を延ばす運動認知機能に特化した娯楽のある緩和型デイサービス事業への参入 株式会社北都銀行

東北 秋田県 横手市 株式会社ナイス 9410001009049 秋田県初！ＤＸを活用した非接触型「低価格焼肉」への事業転換 株式会社小室経営コンサルタント

東北 秋田県 南秋田郡五城目町 有限会社川村鉄工所 3410002006042 厳格な衛生管理が求められる加工食品業界に貢献する加工食品用設備製造への新分野展開 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 雄勝郡羽後町 株式会社木村工務店 6410001005653 国内でも希少な［ウォータージェット工法による破つり斫りおよび設備洗浄」への新分野展開 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 大仙市 協伸精鋼株式会社 8410001007920 半導体製造装置向け部品加工と製造装置ユニットの組み立て 株式会社北都銀行

東北 秋田県 能代市 有限会社カーサービスハラ 3410002011034 自動車整備工場による塩害地域に必要な新たな洗車サービスへの新分野 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 にかほ市 タイヨウマシン株式会社 6410001005422 部品納品からユニット納品への業態転換による二次下請けからの脱却 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 有限会社清水産業 7410002005676 地域と低炭素社会に貢献する処理困難物の処分・再資源化事業の構築 渡邉勝次

東北 秋田県 大館市 株式会社花善 4410001006091 伝統の味と最新冷凍技術の融合を実現し、新市場開拓で事業再構築を確立 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 株式会社木組 3410001004294 癒し空間を備えた地域活動支援センターの開設および障害者介護サービス体制の構築 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 株式会社第一企画 7410002002302 テイクアウト需要を活用した、国産素材にこだわった地域密着型ベーカリー事業 株式会社北都銀行

東北 秋田県 男鹿市 東北化成工業株式会社 9410001004090 業務提携の強みを生かし競合との差別化による売上増加事業 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 潟上市 有限会社コレクト 4410002005588 高品質な銅を廃電線から最大限に抽出して高付加価値化を達成する「銅ナゲット販売事業」 株式会社ＲＩＮＧＳＰＲＯ

東北 秋田県 秋田市 佐田建設工業有限会社 2410002001812 建設会社の強みを生かした製造業へ！新分野展開での挑戦！ 株式会社北都銀行

東北 秋田県 秋田市 株式会社ナガタ 7410002005255 解体材をリサイクルし、木質バイオマスを生産する新事業の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 秋田県 横手市 株式会社高橋建業 3410001009161 秋田県の食材を使った商品企画・製造・販売とＦＣ店舗運営に挑戦 株式会社ＯＡＧコンサルティング

東北 秋田県 大館市 株式会社小滝電機製作所 7410001006213 車載用ＬＥＤヘッドランプの新工法ライン構築による事業再構築の達成 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 由利本荘市 株式会社岩城町農園 8410001004983 地域農業の持続可能な発展を支えるトータルアグリサービス事業 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 仙北市 雲雀農園 産業廃棄物で未来を拓く 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 秋田市 株式会社オートショップ神居 4410001013063 「先進安全自動車の車検・整備サービス」と「水性塗料を使った塗装サービス」への新たな進出 秋田信用金庫

東北 秋田県 にかほ市 株式会社東北高倍家 5410001011165 釣り船型レストランの改築と体験コンテンツの設置を通じた“総合体験型”施設への進化 グラビス税理士法人

東北 秋田県 大仙市 有限会社共栄メディカル 1410002011358 医療機器・介護用品販売・レンタル業からリハビリ専門デイサービスの開設 株式会社北都銀行

東北 秋田県 大館市 三浦木材株式会社 6410001006098 木材による脱炭素と空き家解決に向けたＢｔｏＢリノベーションへの挑戦 株式会社北都銀行

東北 秋田県 鹿角市 株式会社恋する鹿角カンパニー 8410001011815 ＩＣＴを活用した「温泉熱いちご」栽培による脱炭素スマート農業への挑戦 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 エイデイケイ富士システム株式会社 8410001000702 ＤＸ戦略実現による新サービス領域の拡大 株式会社みずほ銀行

東北 秋田県 大館市 浅井畳店 畳製造とのシナジー効果が期待できる表具業・生活サポート業への挑戦 株式会社シャイン総研

東北 山形県 新庄市 有限会社プラワー電子 6390002010993 手作業による高い技術力を活かした半導体製造装置製造業への新分野展開 きらやかコンサルティング＆パートナーズ株式会社

東北 山形県 酒田市 株式会社ウェルボン 9390001006882 新商品を気軽に試し買いできるリベート機能付きウェブシステムの開発 株式会社コムラッドファームジャパン

東北 山形県 山形市 肉そば・鳥中華ざぶん 麺類等パッケージ商品を開発・販売する店舗兼セントラルキッチン新設と飲食料品小売への転換 山形商工会議所

東北 山形県 天童市 企業組合スイーツキッチン 7390005008365 新スイーツで通販事業へ参入、新商品の製造ライン設備導入事業 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 新庄市 大蔵山蕎麦ねぎぼうず 大蔵村初のベーカリー「焼きたてコッペパンとパニーニ」の店“出店で経営改善 山形県商工会連合会

東北 山形県 鶴岡市 有限会社伸栄実業 2390002010023 鉄道で培ってきた技術を活かし、ドローン導入により新たな顧客獲得を目指す！ 株式会社山形銀行

東北 山形県 新庄市 株式会社ヌマザワ 3390001008629 「多死社会」を迎える地域で老舗葬儀社が取り組むワンストップサービス 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 インプレッションアイール株式会社 2390001005098 ＡＩ肌診断を使ったホームケアとメンズフェイシャルケアによる新分野展開 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

東北 山形県 鶴岡市 株式会社ジェイファーム 6390001008320 飲食店向け冷凍ピザ生地と個人向け冷凍ピッツァの製造販売 株式会社荘内銀行

東北 山形県 米沢市 有限会社わくわく舘 4390002013577 アフターコロナを見据えた和（米沢織ミュージアム）・食（地場産の魅力ある食）の提供による観光事業の拡大 米沢商工会議所

東北 山形県 山形市 株式会社三省堂印刷 5390001000690 学校同窓会運営のＤＸ推進プロデュース事業 山形商工会議所

東北 山形県 米沢市 有限会社おたまや 1390002013539 食材の乾燥粉末技術を駆使し、栄養素の高い粉末製品及びペースト製品の製造販売事業 株式会社荘内銀行

東北 山形県 山形市 株式会社リッツ＆マック 5390001013759 感染リスク回避！「無人化」店舗による急速冷凍餃子の製造販売 山形信用金庫

東北 山形県 東根市 次郎吉商店株式会社 1390001009645 地域プロジェクト『リンクむらやま』へのゲストハウス部門での参画による業種転換 北郡信用組合

東北 山形県 米沢市 株式会社安部吉 1390001009736 織産地米沢を建築インテリアに導く絹美装の立上げ及び普及促進事業 大澤　一雄

東北 山形県 鶴岡市 株式会社めぐるん 1390001012558 国際基準認証とＤＸで、サステナブル・ツーリズム事業トップへ 山形県商工会連合会

東北 山形県 山形市 有限会社オオミヤ商会 4390002000550 イチゴパック用の薄型フィルムロール＆シートの開発・製造販売 株式会社商工組合中央金庫

東北 山形県 酒田市 株式会社モトタテ 4390001006631 「宮大工」の伝統技術を口伝からＭＣを用いた木材加工の自動化へ　～デジタルアーカイブ、そしてＭＣで本業＋建具、建材販売～ 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 有限会社大井建設 8390002003764 エコジオ工法による軟弱地盤改良工事業への事業転換で売上拡大 株式会社荘内銀行

東北 山形県 米沢市 有限会社島貫製作所 9390002012946 精密部品の微細加工技術を活かし、医療機器部品である内視鏡先端部品加工を行う。 株式会社荘内銀行
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東北 山形県 米沢市 有限会社唐澤物流サービス 5390002012719 付加価値を持った新倉庫建設による地域物流拠点の構築。 株式会社荘内銀行

東北 山形県 酒田市 株式会社エーバン 6390001014789 完全個室２４時間無人インドアゴルフスタジオ事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 山形県 酒田市 株式会社日野プランニング 8390001006875 カラオケボックスから焼肉チェーン店「牛角」への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 米沢市 黒川プレス工業株式会社 6390001009839 順送プレス金型製造技術を生かした電気自動車向け部品製造への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 株式会社ウエノ 2390001008002 コイルの手巻き生産から自動巻線機開発による自動化への生産方式の転換 株式会社山形銀行

東北 山形県 南陽市 最上園　百姓ワタナベ 新たな時代に対応した“顧客と触れ合える”店舗施設整備 山形県商工会連合会

東北 山形県 上山市 株式会社カネト製作所 5390001004733 設立５１年目の挑戦！「半導体製造装置部品市場への新分野展開」 きらやかコンサルティング＆パートナーズ株式会社

東北 山形県 東根市 有限会社旅館さくら湯 3390002012431 温泉宿から旬のフルーツを使ったスイーツを売りにしたカフェ事業 稲葉　順一

東北 山形県 米沢市 アルス株式会社 8390001009738 木工の精密機械加工技術と断熱性能を駆使し、肌で感じる快適性能を追求したモバイルハウス製造事業 株式会社荘内銀行

東北 山形県 鶴岡市 株式会社長南牛肉店 9390001007682 レトルト及び冷凍食品の製造販売による事業再構築とＳＤＧｓへの対応 株式会社荘内銀行

東北 山形県 鶴岡市 ハヤシワックス スキー板のチューンナップ及びスポーツ用潤滑剤市場への新規参入 山形県商工会連合会

東北 山形県 寒河江市 丸松農園株式会社 5390001012331 ＨＡＣＣＰ認証工場建設による「学校給食・病院給食」への果物供給 井上大輔

東北 山形県 天童市 晃永運輸株式会社 1390001004357 運送事業の強みを活かした自動車用尿素水「ＡｄＢｌｕｅ®」の製造販売輸送 税理士法人ＡＭＡＧＵＣＨＩパートナーズ

東北 山形県 鶴岡市 有限会社尾川園 2390002009197 日本茶専門店の新分野展開「古民家リノベによる日本茶カフェ開業」 鶴岡商工会議所

東北 山形県 寒河江市 大沼工業株式会社 6390002015555 廃プラスチックの削減を目指した建築工事用シートクリーニング業の創業 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 株式会社オール・ケッチァーノ 5390001008395 食のシナジー効果を狙った、多様性のあるレストラン事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 米沢市 有限会社新杵屋 8390002012939 セントラルキッチンを新設し、県産農畜産物を活用した調理済食品の製造による新分野展開 山形第一信用組合

東北 山形県 酒田市 有限会社石川設備工業所 2390002008397 「廃棄野菜を活用したスマートベーカリーの展開」 株式会社荘内銀行

東北 山形県 山形市 東京ランドリー　しみぬき処　絹 全国初！クリーニングとしみぬきの技術を活かした古着屋の展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 寒河江市 株式会社ＷＡＴＡＮＡＢＥ 6390002015852 足場工事業から運送業への進出 株式会社山形銀行

東北 山形県 東根市 有限会社松野屋 1390002012375 日本一大きい梅を採って食べてお茶できる梅菓子工場直売店 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 東置賜郡高畠町 有限会社ミツヨシ機工 6390002014763 設備導入とＩＯＴ導入と自社技術開発による医薬品充填装置部品への新分野展開 一瀬　章

東北 山形県 山形市 石川建設産業株式会社 3390001002409 再生骨材の新規製造・販売による、建設リサイクル・ＣＯ２削減推進 株式会社山形銀行

東北 山形県 尾花沢市 有限会社清藤鉄工所 4390002011861 スムーズな運送体制を提供する運輸・倉庫業を開始する新分野展開 きらやかコンサルティング＆パートナーズ株式会社

東北 山形県 米沢市 有限会社高砂屋旅館 8390002014134 温泉力と健康「日帰り入浴施設」と「温泉付一棟貸し宿」構築プロジェクト 米沢商工会議所

東北 山形県 南陽市 株式会社ジェー・エス 3390001010618 多品種少量の石英部品から高付加価値な半導体洗浄槽の量産へ 株式会社山形銀行

東北 山形県 西村 株式会社出羽屋 6390001012108 プライベート空間で山の料理を楽しむオーベルジュへの挑戦 丹野　覚

東北 山形県 山形市 株式会社ロードナイン 3390001005808 「自動車業界の大変革期」に対応する自動車工場へ！ 株式会社山形銀行

東北 山形県 南陽市 株式会社高橋木工所 2390001010924 古民家再生によるリノベーション事業・不動産賃貸事業への進出 米沢信用金庫

東北 山形県 鶴岡市 株式会社Ｆ８ 8390001014523 山形庄内の新鮮野菜やブランド畜産、庄内小麦を使用した庄内餃子製造販売事業 株式会社荘内銀行

東北 山形県 酒田市 株式会社小野工務店 1390002007144 廉価セルフペットサロン＆高温ランドリー事業で短日照地域のウィズコロナ生活に寄与 坪井　亮

東北 山形県 上山市 高精技研株式会社 6390001004765 インド向け天然ガス専用燃焼機器の画像検査化による事業再構築 山形信用金庫

東北 山形県 鶴岡市 株式会社アクアプラス 4390001007415 地域の空き家を再利用する、中古住宅を性能向上リノベーションし販売する買取再生型不動産事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 山形県 東根市 西道精工株式会社 9390001009365 ＥＶ向けフィルム成型ダイス製品化による地域メーカー化への挑戦 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 寒河江市 株式会社花泉 3390001011888 山形初「ウォークイン冷蔵」「モバイルオーダー＆ドライブスルー」等の新たな生花販売事業で新規顧客獲得 株式会社山形銀行

東北 山形県 西村 株式会社スペリア 4390001011986 理化学機器、半導体装置用ヒートシンク市場への新分野展開 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 寒河江市 株式会社木村ぶつだん 5390001012216 仏壇屋だからできる“感動して泣ける”新しいペットセレモニー事業 山形県商工会連合会

東北 山形県 山形市 合同会社ＳＬＯＷＪＡＭ 1390003001897 食育体験教室、カフェ、フードトラック事業で意義を伝える新事業展開 丹野　覚

東北 山形県 山形市 有限会社ＨＬＰ 9390002005181 地域の「健康」と「経済」の向上に貢献する東北初プライベート型サウナの創出 兼子　和伴

東北 山形県 山形市 有限会社林博商店 9390002002204 びん商による山形県産天日干し米入りリユース一升びんのネット販売 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 天童市 株式会社半澤鷄卵 2390002005691 国内約５％の純国産鶏種こだわり卵を使った卵屋のスイーツ新販売 株式会社山形銀行

東北 福島県 会津若松市 有限会社佐島屋印刷所 6380002031891 紙から立体印刷へ！デザイン性の高い商品開発で地域活性化を！ 会津商工信用組合

東北 福島県 福島市 スタジオベイ スタジオベイ配信・録音増強プロジェクト 岩間　貴子

東北 福島県 郡山市 株式会社クロスフードサービス 3380001008407 居酒屋“ハイカラヤ”から食堂“ハイカラヤ”への事業転換 山子　顕

東北 福島県 福島市 株式会社エフエムティー 9380001000250 新感覚サンドイッチキューバサンドによる新たな顧客の開拓 株式会社福島銀行

東北 福島県 田村市 有限会社石井設備工業 6380002015408 コロナ禍において需要高まるＤＩＹ商材の販売事業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

東北 福島県 いわき市 株式会社ダイヤモンド・テイスト 2380001019917 冷凍技術を活用した通販商品の開発と店舗改装による新規顧客開拓 株式会社東邦銀行

東北 福島県 会津若松市 新井田農園 米農家の新しい形！籾殻燃料の生産販売で業績改善を図る。 渡邉　学

東北 福島県 いわき市 株式会社ＬａＬａコーポレーション 2380001027606 高級焼き芋製造・販売に挑む、スナック経営者の起死回生策！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 福島県 いわき市 Ｐｅｅｒ スナックで人気爆発の冷凍おつまみ餃子の販売事業 いわき信用組合

東北 福島県 耶麻郡猪苗代町 株式会社アウレ 5380001030193 地場産業底上げのためのイベント用デジタルアートコンテンツ提供サービス 福島県商工会連合会

東北 福島県 須賀川市 有限会社糸井火工 1380002020692 次世代型アプリケーションの活用による花火イベントの運営 福島県商工会連合会

東北 福島県 いわき市 合同会社ＤＫＲ０３ 2380003004719 地元食材を使った「ミールキット」製造加工販売及びテイクアウト事業 いわき信用組合

東北 福島県 福島市 株式会社イケダ 5380001000130 高性能ラジコン式草刈機の導入による新分野展開 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 郡山市 フルーツレストラン　アイカ レストランバーからフルーツに関する総合専門店へ！ 浅田　章大

東北 福島県 郡山市 極辛味噌専門店麺屋つどい 本格簡単冷凍ラーメン「お家ＤＥラーメン屋さん」による事業再構築 郡山商工会議所

東北 福島県 郡山市 有限会社タックコーポレーション 7380002013617 相続・事業承継を主とした法人の経営課題解決コンサルタント 郡山商工会議所

東北 福島県 本宮市 リバーサイド 電気自動車によるコミュニケーションランチデリバリー事業の展開 福島県商工会連合会

東北 福島県 福島市 福島カラー印刷株式会社 4380001001419 動画市場に新規参入して、広告・販促サービスを強化し、デジタルネイティブ時代に合ったクリエイティブ制作会社をめざす 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 郡山市 株式会社チャイルド 4380001009189 無添加でアレルギー対応の身体にやさしいおやつ販売 福島県商工会連合会

東北 福島県 福島市 ベニール 福島県産糠・廃棄果物活用した酵素温浴による循環ビジネス 岡田　忠

東北 福島県 郡山市 木村　聡 リラクゼーションサロン業の知見を活かしたデイサービス業への参入 吉元秀樹

東北 福島県 会津若松市 株式会社山木屋商店 2380001017920 地元食材を利用したテイクアウト事業と新規顧客層の獲得 有限会社クレメンティア

東北 福島県 耶麻郡西会津町 ひととき 観光向けドミトリー営業からワーケーション用個人向け宿泊施設への転換事業 会津商工信用組合

東北 福島県 福島市 加藤印房 印章業のきめ細やかな技術を生かしたスマホ修理事業 福島商工会議所　中小企業相談所

東北 福島県 福島市 有限会社石のアオバ 3380002006855 石のプロが魅せるお庭を提案！本格エクステリア事業に参入！ 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 合同会社ＤＲＥＡＭＢＥＲＲＹ 3380003005055 ネイルサロンからネイル用品専門卸売・小売業とイベントスペース展開 郡山商工会議所

東北 福島県 郡山市 株式会社川口タンス店 1380001004886 家具小売業者が家具修理事業、布カーテン販売事業に参入 株式会社常陽銀行

東北 福島県 郡山市 有限会社宗和工業 7380002007949 プレハブ組立業からグランピングへの取組み 佐藤　文雄

東北 福島県 郡山市 株式会社日本遮蔽技研 8011101055701 画像認識ＡＩとクラウドによる獣害アラートの開発 山子　顕

東北 福島県 郡山市 中国名菜　華林 中華のプロが監修した「冷凍・冷蔵調理品」の開発・製造・販売事業の展開 株式会社グッドビジネスパートナーズ
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東北 福島県 福島市 株式会社ケー・アイ・プロ 8380001028524 携帯ＷＥＢシステムを活用した無人砕石販売等事業 福島商工会議所　中小企業相談所

東北 福島県 白河市 有限会社千草屋 8380002018136 ライブコマース型オンライン料理教室による新たなネット売上創出 白河商工会議所

東北 福島県 本宮市 有限会社新星自動車工業 1380002009942 第三者承継を機に新分野展開！リソースを活かした事業再構築 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 郡山市 株式会社トシキ 2380001021294 大気汚染防止法改正に伴うアスベスト除去事業への挑戦と地域貢献 滝田　薫

東北 福島県 郡山市 株式会社Ｂｉｏｔｏｐ 9380001022666 過去に海外でのみ販売されていた日本製自動二輪車の輸入販売 株式会社東邦銀行

東北 福島県 郡山市 株式会社郡山鈴木食品 4380001005188 ＳＰＡ型ビジネスモデルの確立による冷凍発酵餃子の製造販売 株式会社東邦銀行

東北 福島県 いわき市 有限会社ぱどっくオート 1380002025485 脱炭素社会に向けた電気自動車（EV・PHV等）を含む民間車検場の開設 ひまわり信用金庫

東北 福島県 河沼郡湯川村 株式会社エスピー工業 7380001018410 小型かつ複雑形状金属製品の溶接対応による食品加工機械部品等への進出事業 シェアビジョン株式会社

東北 福島県 二本松市 有限会社樽井商店 1380002016369 飼料用穀物の輸入依存から脱却！畜産飼料の国内流通を推進する事業 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 いわき市 株式会社サカイ工業 7380001024755 地域の中心地で新鮮野菜専門レストラン及びゴルフバーオープン 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 喜多方市 株式会社河京 9380001018607 喜多方ラーメンで培った商品企画力で会津米の市場拡大に貢献する 渡邉　学

東北 福島県 伊達郡川俣町 株式会社絹川建設工業 1380001002956 バイオ炭を活用した炭農業普及によるカーボン・オフセット事業 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 株式会社あおい 4380001011112 ＰＡＲＫ－ＰＦＩを活用して温浴施設を整備、地域未来に貢献する事業 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 岩瀬郡天栄村 二岐温泉　柏屋旅館 地域の社会的課題解決に向けた飲食事業及び弁当・惣菜宅配事業による事業再構築 福島県商工会連合会

東北 福島県 いわき市 有限会社クルーズプランニング 2380002027423 ワンランク上のキャンプ場に変身！新世代キャンプギア開発に着手 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 須賀川市 有限会社ちから寿し 5380002020656 東北初　冷凍握り寿司の販売に向けた冷凍調理品業界への新分野展開事業 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 二本松市 柳沼精工株式会社 1380001009506 表面技術の高度化により、ＥＶ車部品の耐食性向上を図る事業 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 郡山市 株式会社ＳＯＬＥ 8380001020530 ファミレスからの転換！純生パン等のモーニング＆ランチカフェ 株式会社常陽銀行

東北 福島県 郡山市 有限会社三幸オートサービス 3380002009536 自動車整備工場併設型ＩｏＴカーウォッシュ事業への新分野展開 ＢＭＳアソシエイツ株式会社

東北 福島県 白河市 株式会社あおき 8380001010069 葬儀・お墓の価値変容に合わせた家族葬・樹木葬の展開 税理士法人イカワ会計

東北 福島県 二本松市 株式会社矢澤鋳工所 2030001077578 ロボット分野への進出と金型メンテナンス事業の事業化 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 福島県 郡山市 株式会社平成 7380001021835 ＦＡ　プラントの運営 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 郡山市 株式会社郡中トラベル 9380001026865 旅行代理店の強みを活かした布団も洗えるコインランドリー事業 ベストファーム税理士法人

東北 福島県 郡山市 株式会社ｋｕ－ｎｏｉｅ 8380001008831 本物の「働く・遊ぶ・ととのえる」を提供するワーケーション事業 須賀川信用金庫

東北 福島県 伊達郡川俣町 有限会社藤野機工 2380002005825 大径加工可能なＣＮＣ旋盤導入による船舶用油圧部品市場への新分野展開 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 いわき市 有限会社上野台豊商店 9380002022483 コンテナハウス型店舗を設置し、”常磐もの”の加工品販売・飲食店を開始する事業 ひまわり信用金庫

東北 福島県 二本松市 菅野繊維株式会社 4380001009362 手編みでしか実現できなかった風合いを自動編機で実現しⅤ回復を目指す。 株式会社東邦銀行

東北 福島県 郡山市 株式会社鳳伸 3380001006567 下水管更生事業の新規中核事業化による新たなビジネスモデルの確立 一般社団法人城西コンサルタントグループ

東北 福島県 白河市 こまや合同会社 6380003000904 脱・観光需要！脱・三密！脱・薄利取引！ 白河商工会議所

東北 福島県 二本松市 岳温泉管理株式会社 3380001009966 地域を再生する地産フレッシュチーズレストラン×ゲストハウスへの新分野展開 株式会社東邦銀行

東北 福島県 田村市 有限会社増子商店 4380002015491 古物の卸売および一般・産業廃棄物の収集運搬業から、廃プラスチック循環事業への進出 株式会社大東銀行

東北 福島県 いわき市 株式会社うおしん 6380001014732 シニアホテル　～介護難民のいない街づくり～ 郡司拓也

東北 福島県 福島市 有限会社カンジ自動車商会 6380002000822 地域初！車両ノウハウを活かし、アウトドアショップ事業へ進出！ 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 株式会社西向建設工業 9380001008021 ランドリーカフェ運営による公共工事依存からの脱却及び『Ｎ－ＤＥＳＩＧＮ　ＨＯＵＳＥ』の認知度向上 株式会社商工組合中央金庫

東北 福島県 石川郡石川町 株式会社ヨコハマ・モーターセールス 1380001012096 ＤＭＭ．ＣＯＭの子会社から依頼の高規格救急車の開発と量産 株式会社常陽銀行

東北 福島県 須賀川市 株式会社ゴーイングホーム 5380001021969 土地確保から住宅新築までワンストップ提供できる新サービスの構築 漆間　聡子

東北 福島県 福島市 株式会社鈴木石油商会 4380001000701 ガソリンスタンドに特定整備検査に対応した福島県初の整備業者専用整備場を設置 株式会社東邦銀行

東北 福島県 いわき市 株式会社源太 9380001012808 ノウハウを生かしｗｉｔｈコロナ時代のニーズに合わせたイタリアン展開 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 伊達市 株式会社リビングロボット 6010001189446 あるくメカトロウィーゴのユニバーサルデザイン化による新分野事業展開 大津留　孝明

東北 福島県 南相馬市原町区 株式会社エネルギー生活市場 8380001015646 地域密着！災害対策対応型コインランドリー事業計画 株式会社東邦銀行

東北 福島県 福島市 有限会社アネスティ 6380002016752 高効率製造ラインの再構築による金属精密加工の高速・高精度化と部品ユニット（機器）組立へのスケールアップ 株式会社大東銀行

東北 福島県 福島市 有限会社くだもの畑 7380002006983 高品質米粉と福島の農産物を活用した米粉ピザの製造と販路拡大 株式会社大東銀行

東北 福島県 福島市 野田鉄工有限会社 8380002002701 マシニングセンタを活用した建設機械用鋳鉄製品の仕上げ加工事業 ニア・コンサルティング株式会社

東北 福島県 南会津郡南会津町 株式会社芳賀沼製作 4380001019196 ウッドショックに対応した新たな建材の製造・販売分野進出 合同会社ＳＣＯＰ

東北 福島県 西白河郡矢吹町 有限会社佐藤フライス 9380002017863 「世界一」の切削加工技術で半導体・新エネルギー分野に進出！ 福島県商工会連合会

東北 福島県 会津若松市 有限会社こもれび倶楽部 7380002033631 フードデリバリーを軸とするデリバリーネットワークサービスの構築 会津信用金庫

東北 福島県 いわき市 株式会社サンワ電装 1380002023927 工場の設備保全の効率化を図る画期的サービスの開発 滝田　薫

東北 福島県 福島市 株式会社上信設備 6380001021290 バリアフリーリフォームに特化したリフォームショールーム事業 山田コンサルティンググループ株式会社

東北 福島県 喜多方市 ８１商事合同会社 4380003004114 ビッグデータを活用し、地域商品の販売を行う無店舗型小売業による事業再構築 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 いわき市 株式会社ＴＯＭ 7380001022734 独り身の将来不安を解消！単独世帯向けセルフ脱毛サロン開業 いわき信用組合

東北 福島県 会津若松市 株式会社一矢建設 3380001017250 心技体を整え、新たな地域の時代に３６０度の働き方を考える空間 ベストファーム税理士法人

東北 福島県 郡山市 株式会社クスノキ 4380001030921 廃食用油を活用した地球環境を守るＳＤＧｓ製品の製造販売 森　健輔

東北 福島県 会津若松市 北斗印刷株式会社 6380001017826 ＵＶ特殊印刷による印刷業のソリューションプロバイダへの転換 有限会社クレメンティア

東北 福島県 本宮市 石橋産業開発株式会社 4380001009610 広尾エリア初！「働きながら健康に」「働きながら子育てする」コワーキングスペース、キッズスペースを融合したフィットネスジム 税理士法人しらかば綜合会計事務所

東北 福島県 郡山市 株式会社共同物産 4380001004933 福島有名ブランドが提供する絶景を舞台にしたフォトウェディング 株式会社セームページ

東北 福島県 東白川郡棚倉町 株式会社ホズミ商会 8380001010606 老朽化したホテルのリニューアルによる新たな観光ホテル事業 山子　顕

東北 福島県 福島市 そば酒房香り家 手ぶらで本格的な食事体験をあなたに。グランピング施設の開設による地域活性化への挑戦 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

東北 福島県 郡山市 株式会社エヌズメディカルケア 8380001023707 障害福祉の全世代包括ケアへの取組み 山子　顕

東北 福島県 福島市 有限会社金水晶酒造店 4380002000997 福島県のテロワールを最大限活用し地域全体で事業再構築を図る！ 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 福島市 株式会社ＯＮＥ’Ｓ　ＬＩＮＫ 7380001026033 療育×テクノロジー　ＩＣＴを活用した障害児通所支援事業展開 株式会社常陽銀行

東北 福島県 二本松市 有限会社鈴憲商店 1380002016328 ウィズコロナ「洗✕洗」で切り開く未来事業 税理士法人三部会計事務所

東北 福島県 福島市 株式会社阿部紙工 8380001000103 データと印刷のワンストップ事業による、セキュリティ印刷の開拓 株式会社東邦銀行

東北 福島県 会津若松市 有限会社カネマン 1380002031558 杭抜き工事の事業化による解体事業の一貫サービスの実現と地域内経済循環 会津信用金庫

東北 福島県 郡山市 アイアンドアイ株式会社 8380001004335 「自動車整備工場における働きやすい改善事業～ツナギクリーニング・工場機器の安全点検～」 オーナーシップ株式会社

東北 福島県 いわき市 株式会社ドリームディレクション 2380001024636 マーケティングやブランディングのノウハウを活かしたフォトスタジオ、動画配信スタジオ事業 いわき信用組合

東北 福島県 福島市 株式会社アイホールディングス 7380001003643 新事業である牛肉・豚肉・鶏肉の生鮮加工センターの構築 株式会社常陽銀行

東北 福島県 会津若松市 商工会津 日本初！建設会社がコロナ禍「ＤＸ愛犬の家」×ＳＤＧｓペット霊園・火葬＆宿泊サロン業へ大転換 会津商工信用組合

東北 福島県 福島市 株式会社第一印刷 8380001000763 切抜／装飾による雑貨商品等への新価値及び地域貢献での再構築事業 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 会津若松市 株式会社丸峰観光ホテル 4380001017860 当社既存の温泉設備、ホテル建物、地域特性を活かしたワーケーション事業の確立 会津商工信用組合

東北 福島県 東白川郡塙町 有限会社はなよし 9380002019208 「宿泊型家族葬」、「生花祭壇プロジェクションマッピング」田舎の葬儀屋の生き残り策 株式会社常陽銀行

東北 福島県 いわき市 吉田ゴム工業株式会社 7380001014104 最先端のデジタル設備の導入による市場拡大と生産性向上の両立 ストラーダ税理士法人
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東北 福島県 いわき市 ウェルド・テック株式会社 6380001020953 素朴な見た目でも栄養満点な焼き芋を「壺焼き製法」で提供 社会保険労務士法人ＨＲＭ総合事務所

東北 福島県 いわき市 株式会社新研社 3380001013027 学校向け教材卸販売業から学習塾経営に業種転換する為の事業計画 いわき信用組合

東北 福島県 本宮市 有限会社糀和田屋 5380002016984 麹を使った菓子製造ならびに販売のための新分野展開 福島県商工会連合会

東北 福島県 耶麻郡西会津町 橋谷田ファーム株式会社 4380001022423 ＳＤＧｓを意識した地域循環型農業施設整備事業 鈴木　憲司

東北 福島県 耶麻郡猪苗代町 有限会社みなとや 5380002033253 地元米粉を使用したグルテンフリーパンを販売する「猪苗代ベーカリー＆カフェ」の新分野展開 株式会社福島銀行

東北 福島県 郡山市 株式会社富久栄商会 7380001028038 生産者と顧客を笑顔で繋ぎ地域活性化を目指すサステナブルなコーヒー・チョコレートの製造 福島県中小企業団体中央会

関東 茨城県 久慈郡大子町 合同会社フジタアップルオーチャード 9050003004563 自然体験型のワークショップと農園カフェによる新分野展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 日立市 株式会社ヒルタ 3050001023728 ファッション婦人服販売からＦＣを活用したスポーツジムへの展開 株式会社経営科学研究所

関東 茨城県 常陸大宮市 株式会社ひたち農園 7050005008440 インターネット決算を活用した非対面対応型卵の無人店舗販売 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 下妻市 有限会社山岸カンパニー 7050002018054 地産地消こだわりの地元食材を取り入れたラーメン店への事業転換 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 筑西市 ヒロセ米穀 欲しいときに欲しいだけ、肥料農薬セットオフ販売システムの構築 下館商工会議所

関東 茨城県 筑西市 オーリスアース 産業用ドローンの新規導入による高効率農薬・肥料空中散布事業への業種転換 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 常総市 マークフィックス ギフト市場にオリジナルデザイン＋ＤＩＹギフトを小売提供する事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくばみらい市 Ｗａ・ｍｉｎｇｕ 「かっこいい」を引き出せ！　美メンズプロデュース事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 下妻市 有限会社マルキョウ商事 9050002017178 居酒屋を廃業し、高齢者向け機能回復訓練施設への新分野展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 株式会社ＬＥＩＤＥＡＳ 5050001046660 中国市場向け中小企業ショートムービーマーケティング支援 水戸商工会議所

関東 茨城県 日立市 ＣＡＮＶＡＳ合同会社 8050003004606 模範となるキッチンカー事業とシェアキッチンカー事業への参入 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 茨城県 坂東市 有限会社ステーシア 5050002019946 お母さんもこどもも笑顔になる、家族限定のグランピング宿泊施設 萩原栄公認会計士事務所

関東 茨城県 下妻市 島田機設工業 オーダーメイドでのロートアイアン看板製造による業種転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 茨城県 結城郡八千代町 有限会社結城家 7050002017510 日本料理店から葬儀業界向けのケータリングサービスへの事業転換 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 かとり台整骨院 サイボーグ機器を用いた訪問マッサージ治療への進出 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 小美玉市 有限会社すがなみ 1050002015412 障害者の個性を活かし、福利厚生費削減に貢献する高工賃Ｂ型事業所の開設 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 石岡市 有限会社廣瀬石材店 5050002015813 先祖の思いを形にする墓じまい事業への進出 石岡商工会議所

関東 茨城県 取手市 株式会社能達 6040001086839 在留外国人向けよろず相談所と駅前シェアオフィスの提供 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 筑西市 佐藤米菓有限会社 8050002042053 米菓製造設備を活用したワッフルの製造事業への進出 下館商工会議所

関東 茨城県 神栖市 クッチーナ　イタリアーナ　ペスカッペ イタリア料理店によるデリ・食材とデザート小売事業への進出 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 筑西市 有限会社ピュアチェール 1050002043883 セットアップ工場の新設による転退職者向け名入れプチギフト市場への参入 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 結城市 有限会社ファミーユ 7050002044942 輸入雑貨の販売店からサステナブルファッションの製造業への転換 結城商工会議所

関東 茨城県 結城郡八千代町 このか設計株式会社 3050001027191 地域農産物シロップを活用したフワフワかき氷専門店への始動 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 神栖市 株式会社ジー・ジー・ウェーバー 4050001022159 地元の生産物を当社の料理人たちが自ら調理。神栖・鹿嶋市を代表する贈答用食品の展開 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社愛 4050001043386 爪を装飾するジェルネイルから、コロナ禍でアルコール消毒によって手荒れに悩む人に対するハンドケアサービスの事業再構築 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 つくば市 合同会社アイメディアサービス 8050003005901 オリジナリティと思い出に残る高品質手作り結婚指輪事業 土浦商工会議所

関東 茨城県 水戸市 株式会社アクト 1050001050006 店舗改装による、セルフ会計レジを導入した非接触型テイクアウト・デリバリー事業を開始します ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 茨城県 日立市 株式会社ＳＥＩＡ建設 4050001044178 全世代を対象とした脱毛サービスの提供（美の追求から介護まで） 日立商工会議所

関東 茨城県 小美玉市 有限会社尾形工務店 2050002016277 新部門「建築資材卸売業」設立とトータルサービス提案事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 行方市 株式会社狩谷造園 2050001040906 伐採工事の際に出た木の根を加工し販売する計画 水戸信用金庫

関東 茨城県 取手市 ベルブレス合同会社 1050003004265 婚活事業者と婚活支援希望者のマッチングをサポートする婚活ポータルサイトの構築 糸川　純平

関東 茨城県 つくば市 Ｇｅｔ蔵 業務用工具に特化したオンライン併用のリユースショップ運営への業態転換 小沢　英司

関東 茨城県 つくば市 株式会社キャンパスライフドットコム 2050001047975 非対面型完全オンライン家庭教師サービス「ツク学」 水戸信用金庫

関東 茨城県 つくば市 株式会社アガト 5050001035655 茨城県の特産品を使ったジェラートをテイクアウト販売に！ 横山　聡

関東 茨城県 龍ケ崎市 エリデザイン 店舗設計デザイン力を活かした、カフェ兼レンタルスペース事業の立ち上げ 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 株式会社メディクリエ 3050001017580 コロナ禍から脱却して日本アニメの成長に貢献する背景美術制作への新展開計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 結城市 有限会社戸塚木材工芸 5050002044795 審美性が高く木材を活かした癒しの空間を提供する立体デザイン建材製造販売事業 経営ビューイング株式会社

関東 茨城県 行方市 株式会社根本総業 7050001040447 デジタル技術を活用した外壁リフォーム事業 鴨下　智法

関東 茨城県 つくば市 株式会社ｏｗｌ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 4050001016499 地元に根差した脱毛サービス事業への再転換 ストラーダ税理士法人

関東 茨城県 筑西市 来福酒造株式会社 8050001032204 隣接する古民家を改修しカフェや催事場を設け地域の観光拠点と近隣住民の交流の場を作る。 小峰正義

関東 茨城県 水戸市 ｒａｉｎ　ｃｏａｔ　ｓｔｕｄｉｏ クリームソーダキッチンカーと新様式楽器レンタルサービスの新展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 鹿嶋市 株式会社萬道総業 6050001020367 板金・金物工事業者による特許技術を商品化した高精度金属屋根材の製造 佐原信用金庫

関東 茨城県 土浦市 石川 健康に貢献。レンコンパウダー製造・販売への新分野展開 西村伸郎

関東 茨城県 筑西市 シティーヴィレッジ 動画撮影可能な小型船舶改修による釣り船事業へ業種転換。 下館商工会議所

関東 茨城県 つくば市 有限会社大和タクシー 8050002012386 タクシー会社のフットワークを活かした少人数での会議も可能な動画配信スタジオ複合施設の展開 株式会社岳南マネジメントプラットフォーム

関東 茨城県 水戸市 合同会社Ｋａｍｐｕｓ 1050003005924 「冷凍総菜」の販売開始と店舗の新規出店 水戸信用金庫

関東 茨城県 鹿嶋市 株式会社Ｍ’Ｓ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 9050001020083 ガーデンファニチャー卸売業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 高田接骨院 屋内パーソナルトレーニング専用マルチコート（ミニコート、ミニグランド）の運営 水戸商工会議所

関東 茨城県 常陸大宮市 株式会社ホテル鮎亭 7050001026850 地域の課題をワ―ケーション事業で解決　～茨城県北の老舗旅館の新たな取り組み～ 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 ひたちなか市 有限会社佐藤電化工業所 1050002008440 研磨作業に換わる精密化学研磨装置の開発と半導体・医療分野への新市場展開計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 取手市 一般社団法人とりで起業家支援ネットワーク 5050005011792 取手独自デリバリーサービス事業　ＴＯＲＩ　ＤＥＲＩ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 猿島郡境町 株式会社協栄化成 3050001013893 異性押出成形技術の高度化による新分野展開 近山　寿博

関東 茨城県 つくば市 昭和管工事株式会社 8050001015670 地域に安全安心をお届けするホームケア・生活ケアサービスの開始 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 株式会社ビーズニーズヴィンヤーズ 8050001043960 ブドウ栽培業から自社ワイナリーによるワイン製造業への転換 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 取手市 有限会社精肉畜産吉田屋本店 4050002036430 老舗精肉の卸問屋が再起を懸ける！焼肉店への新規参入 茨城県信用組合

関東 茨城県 ひたちなか市 有限会社テリオ 7050002008328 高齢者の終活の支援を行うおしゃれな空間でのデイサービス事業 鈴木　恒夫

関東 茨城県 笠間市 Ｋｅｉｃｏｎｄｏ 笠間焼を中心に据えたゲストハウスなど地域初の複合施設の開発 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 株式会社ＬＩＧＨＴｚ 6050001041719 金属プレス業界初の自社開発ＡＩを可能にするデジタルスレッド事業 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 茨城県 つくば市 フジテクノ・シナジー株式会社 2050001041722 蔵元向け脱気システムのモバイル化と脱気サービス事業への新分野展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 久慈郡大子町 咲くカフェ合同会社 2050003004529 既存店舗近隣の空き家を活用したベーカリーカフェの新設 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 株式会社山長 2050001022268 改正車検制度に対応した非接触によるデリバリー車検事業への挑戦 藤原　和江

関東 茨城県 古河市 株式会社中村商店 1050001018754 薄板鋼板加工の高精度化による国内建機部品材料供給への進出 シェアビジョン株式会社

関東 茨城県 ひたちなか市 日本紙材株式会社 8310001013219 ＳＤＧｓ！総合リサイクルへの業種転換と強固な経営基盤づくり 株式会社グッドパートナーズ

関東 茨城県 守谷市 スタジオライズ株式会社 5050001030367 シニアを対象、「守谷の我が町のカメラマン」がいる「咲八写真館」 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社ヤ印 4050001007119 ＴＰＰ対応！潮目の海・常盤沖真鯖の干物輸出で当社と漁業の潮目を変える 株式会社常陽銀行
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関東 茨城県 小美玉市 コナン精工株式会社 2050001012244 革新的金属加工と検査体制構築、衛生配慮型医療市場へ大胆な挑戦 株式会社商工組合中央金庫

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社長寿荘 2050001006915 常陸の海・山・畑の幸に冷凍技術の魔法で茨城の魅力度満開計画 水戸信用金庫

関東 茨城県 筑西市 有限会社フローリストマツザキ 3050002043618 地域のニーズに応えた「遺体安置」「家族葬」サービスの新展開 結城信用金庫

関東 茨城県 古河市 有限会社奈良製作所 4050002024170 鍛造部品加工の高精度自動化によるポストコロナ生産プロセスへの革新 株式会社栃木銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社おはな 6050001041982 コインランドリーと施術スペース併設で、隙間時間を活用 水戸信用金庫

関東 茨城県 かすみがうら市 イバノウ 農業から、人気焼き芋店のバックアップを受け飲食事業へ進出する。 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 稲敷市 株式会社アイザ 4050001025780 革新的な仕組みのディーラープラットフォーム「ｓｕｐｒｉ」 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 結城市 株式会社アクエルド 5050001045134 非日常空間と地域の魅力・自然の恵みで整うステイケーション事業 株式会社足利銀行

関東 茨城県 東茨城郡茨城町 有限会社ふじ美装 1050002003879 茨城発！地域連携力を活かしたドッグラン併設カフェ事業で新展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 つくば市 株式会社壮希 7050001015746 テント型運動施設新設による障がい者スポーツ事業への新分野展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 筑西市 Ｈａｒｒｙ’ｓ株式会社 3040001097186 ドローンを活用した、光触媒（酸化タングステン）散布事業 レンタルＥＣ株式会社

関東 茨城県 かすみがうら市 株式会社茨城農園 9050001038753 園芸センターとカフェにて、消費者と顔の見える取引へと事業を転換 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 常陸大宮市 雪村庵 厳選された地元食材を使用した宿泊施設付きレストランへ事業転換 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 桜川市 宮川建材株式会社 7050002042830 本格的なものづくりを楽しみながら体験できるＤＩＹパーク事業の運営 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 バンプスヘアーデザイン マッチングサイト運営を通じた美容室の採用活動支援による美容業界の活性化 白川　淳一

関東 茨城県 水戸市 株式会社ティーエムユニオン 3050001005767 デジタル活用による省人化・２４時間フィットネスジム事業の展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 株式会社良興 2050001033661 茨城でトップニッチを目指す！公共工事から民間造園・外構工事へ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社ライジングコーポレーション 7050001008485 メンテナンス経験とＩＯＴ活用による選択されるコインランドリー 水戸商工会議所

関東 茨城県 水戸市 株式会社インターサポート 2050001004043 デジタル化新時代を開く、プライドとスキルを兼ね備えた自動車整備士の育成講座 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 下妻市 有限会社真弘工業 7050002017031 ハイテク自動化工場への業態転換による高まる工作機械需要への対応 株式会社ゼロプラス

関東 茨城県 つくば市 株式会社久松石油 5050001016069 ガソリンスタンドからスタッフ常駐型洗車ステーション運営をキーとした地域密着型サービスへの転換 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 株式会社フジヨシ 5050002042452 定着率向上を支援する『保育人材の採用・育成ＤＸ事業』の展開 下館商工会議所

関東 茨城県 久慈郡大子町 有限会社久慈祭典 1050002035939 葬儀事業を縮小し遺体ホテル事業へ経営資源を集めた業種転換 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 龍ケ崎市 株式会社インチッタ 7050001037550 庭造りのプロが提案する、カスタマイズテレワークスペース展示場 鳩貝　暢夫

関東 茨城県 神栖市 株式会社ＫＦＰ　ＪＡＰＡＮ 2050001042563 旬の野菜を用いた「季節の彩り点心」の開発販売 座間　佳明

関東 茨城県 取手市 有限会社椎名米菓 4050002037346 業歴８７年茨城県せんべい製造業の新分野展開コーヒー販売事業 茨城県信用組合

関東 茨城県 常陸太田市 株式会社栄伸精機 1050001026492 ３Ⅾプリンター製品及び、半導体製造装置部品に対応した生産体制の再構築による販路拡大 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 坂東市 鈴木段ボール工業株式会社 7050001014442 「梱包資材の総合商社」機能による新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 石岡市 株式会社エーベン 7050001011373 「おおますの駅が誕生」石岡地域を救う農産物直売所を展開！ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 藤和建設株式会社 7050001002934 コロナ禍の日常に南国の安らぎを！大洗にて「非接触型リゾートグランピングヴィラ」事業への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 有限会社桑商 4050002004569 国産きくらげのワンストップ製造販売の挑戦に向けた新分野展開 藤原　和江

関東 茨城県 つくばみらい市 日東商事株式会社 5050001009634 本音の語り合いの場を提供する企業向け会員制アウトドアスペース事業への新分野展開　～　施設名「僕らのＡＪＩＴＯ」　～ 税理士法人サニタス

関東 茨城県 ひたちなか市 有限会社清水製作所 7050002008501 災害対応大型計器特殊配管加工を契機とした高精度特殊配管業への挑戦！ 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 坂東市 株式会社わたなべ 6050001014526 デジタル技術を活用した非対面型クリーニングサービスの提供体制の構築 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社第一管理 8060001007097 茨城県ご当地グルメ「スタミナラーメン」を全国のご家庭で美味しく食べて頂くプロジェクト 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 守谷市 株式会社シアメット 3050001043998 個別的機能の回復支援を目的としたデイサービス事業の開始 依田　忠

関東 茨城県 つくば市 株式会社青木屋 2050001015305 ワーケーション機能付宿泊プラン・昼食事業の提供による、コロナ禍における新たな需要獲得を目指す新分野進出 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 龍ケ崎市 有限会社北山モータース 5050002033105 電気自動車・先進安全自動車に対応、３０分完結のお客様立ち会い車検と迅速な整備・塗装の実現 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 土浦市 常陽通商株式会社 7050001001176 土浦発！人生１００年時代の生きがいを提供する貸スタジオ事業展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社日立重機設計 3050001023777 高剛性の切削技術導入でエアーバランサーの特注生産に業態転換 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常総市 株式会社篠﨑鉄筋工業 4050001029435 老舗の建築鉄筋工事業者が、土木鉄筋工事業界に進出。 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 有限会社藤枝建機 2050002006195 建設機械ノウハウを活かす鉄板加工業進出によるコロナからのＶ字回復 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 株式会社つくば資材 6050001015895 非住宅工事市場参入による足場架払事業における新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 株式会社ナカヤデリフーズ 9050001033060 豆腐から始まる健康をプロデュースする未来博物館への挑戦 下館商工会議所

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社ウィンテック 2050001007673 金属プレス加工に関連する金型の製造と金属プレス加工の自動化・ロボット化に取り組む 水戸信用金庫

関東 茨城県 猿島郡境町 株式会社小野寺商事 8050001014953 ＩＴ倉庫を軸とした、ＥＣ販売～配送を行う「超効率的」販売支援サービスへの新分野挑戦 ＳＧＳ税理士法人

関東 茨城県 石岡市 イバラキ食品株式会社 5050001011367 設備導入と惣菜製造ライセンスの取得による、惣菜市場への新規参入事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 光興業株式会社 2050001044980 仮設工事の安全性・作業性向上に寄与する次世代足場「アルバトロス」を活用した足場材リース事業への展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 古河市 株式会社伊藤鐵工所 4050001018280 精密金属加工技術を活用した水力発電市場向け製品製造体制の構築による新分野展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 鉾田市 株式会社ＣＡＲＺ 7050001040521 普通乗用車整備業者による大型トラック向け板金塗装事業の新展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 石岡市 有限会社昭和自動車 5050002015342 次世代小型ＥＶ車のオプションパーツの自社製造体制の確立と環境対応リサイクル業への挑戦 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 筑西市 有限会社プラックス 6050002043895 『バイオプラスチックラボ＆ファクトリー』の開発による持続可能性への貢献 結城信用金庫

関東 茨城県 常陸太田市 株式会社石崎商事 2050001026599 業種転換を伴う地域の治水対策プロジェクトへの本格参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 有限会社マインズ 5050002029978 コロナ対策を講じた、セミセルフ白髪染め専門店および新サービスの展開 株式会社セームページ

関東 茨城県 筑西市 株式会社アートポジション 5010901031856 建造物をリアルに再現するオンライン展示会運営業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 結城郡八千代町 マルシン鋼業株式会社 1050001032672 ケージ製作から鉄骨製造へ、畜産施設特化型建設業への参入とシナジー追求 株式会社栃木銀行

関東 茨城県 龍ケ崎市 株式会社伊勢喜屋工務店 3050001025939 モデルハウス展示場を活用したベーカリー事業の新分野展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 土浦市 株式会社大鵬社 8050002011743 「遺体搬送請負業」から「葬儀コーディネート元請業」への転換計画 株式会社岳南マネジメントプラットフォーム

関東 茨城県 かすみがうら市 ヘアースタイリストサロンレオン ボディビルダー理容師が剃＆脱でムダ毛処理のプロフェッショナルへ！ 惠美須丈史

関東 茨城県 東茨城郡茨城町 日本ゲージ株式会社 9050001002874 自社の生産上の強みを生かし完成品メーカとして第一歩を歩むための設備投資 株式会社東邦銀行

関東 茨城県 結城郡八千代町 株式会社アオヤマ 8050001013451 塾のノウハウを活用した「入国後講習」で産地の生産力と活力向上 鳩貝　暢夫

関東 茨城県 坂東市 株式会社中山自動車 2050001044758 地域の輸送インフラを守る大型自動車整備技術を活かした短納期車検・点検サービスの提供 尾﨑　素之

関東 茨城県 猿島郡境町 有限会社芝川合成 7050002018475 近隣地域の社会貢献につながる訪問看護事業 依田　忠

関東 茨城県 小美玉市 株式会社シマムラ工業 9050001035222 廃棄していた伐採材を有効活用し、木質バイオマス発電燃料供給事業に参入する 株式会社足利銀行

関東 茨城県 日立市 有限会社玉宝 1050002030436 高齢者専門宅配弁当から障碍者グループホームへの取組 山子　顕

関東 茨城県 常総市 有限会社つくばメンテ 9050002039841 高品質水性塗料製造専用ライン構築による業態転換事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 那珂市 有限会社青山グラフィック 5050002006589 『デジタル』と『リアル』を融合した「サービス産業」としてのゴルフ練習施設の開発 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 行方市 小曾根自動車 大型自動車整備サービスの内製化に伴う顧客ニーズの取り込み 尾﨑　素之

関東 茨城県 北茨城市 株式会社二ツ島観光ホテル 7050001024846 絶景と地域の力を活かし「ハレの日」を贅沢に過ごす宿へ転換 株式会社リョケン

関東 茨城県 東茨城郡城里町 株式会社Ｄａｉｗａｔａｒｉ　Ｊａｐａｎ　Ｌｉｍｉｔｅｄ 6050001037923 「規格住宅」ジブンハウスで挑戦！！！新築住宅の受注・促進と自社の経営革新 水戸信用金庫

関東 茨城県 つくばみらい市 小田島建設株式会社 3050001041011 建設事業の廃材を活用した木質ペレット製造・販売への新分野展開を図る 井上　拳
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関東 茨城県 つくば市 株式会社ヴィナイオータ 6050001017768 自然環境と健康に配慮した食品を提供する製造業への新規参入 税理士法人あさひ会計

関東 茨城県 結城市 有限会社東栄観光 2050002044815 バス整備技術を活用し、一般自動車と農機具の整備事業へ業種転換 結城信用金庫

関東 茨城県 結城市 関東インシュレーション株式会社 1050001033035 自社内で発生する産業廃棄物を原材料へ戻すリサイクル事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 明利酒類株式会社 8050001002652 老舗酒蔵のウイスキー事業参入とプレミアム日本酒のＢｔｏＣ事業強化 畠山　佳樹

関東 茨城県 かすみがうら市 株式会社服部産業 4050001013240 毛筆ペンの製造技術を活用し、クリーン環境導入で化粧筆製造へ展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 株式会社保商 1050001002270 導入実績・ノウハウに基づく提案力を活かした自動車整備工場に対するＡＳＶ関連機械卸売事業の全国展開 尾﨑　素之

関東 茨城県 つくば市 株式会社大伸 6050001015210 林業向け建機アタッチメント開発・製造による新分野展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 筑西市 北関東ウイング株式会社 8050001033094 建築需要の減少を見据え、木材加工の強みを活かした新製品製造への挑戦 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 かすみがうら市 株式会社中央パッケージ 1050001012872 食品業界向けに衛生面等で高品質な紙器製品を新規開発して製造販売 幡野　康夫

関東 茨城県 北茨城市 有限会社相想 1050002031871 高齢者向け配食サービス事業への転換による循環型社会の構築 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 有限会社エルアイエー 9050002022459 お客様の人生設計から健康までをトータルでサポートする新分野展開 神　貴知

関東 茨城県 つくば市 株式会社よろぎ野．菜 2050001019883 地域教育に貢献するドローンプログラミング教室事業の展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 株式会社丸紅 3050001016137 映え・フォトジェニックパーク事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 常総市 ラウンドハウス合同会社 5050003002604 地域の時間効率化に貢献するヘアカット専門店の多店舗展開 株式会社東日本銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社イデノ 8050001022964 プロテクションフィルム事業への挑戦でガソリン販売中心の収益構造を改革 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 黒田商事株式会社 4050001015567 ビジネスホテルから、スポーツ合宿ニーズに応える特化施設への再構築 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 日立市 いばそう企画有限会社 6050002031751 コロナ後の新しい時代にマッチした「ハイブリッド型小規模葬」 公益財団法人日立地区産業支援センター

関東 茨城県 つくば市 常南交通株式会社 8050001018046 地域のバス事業者の業務効率化を促進するクラウドシステムの提供 株式会社足利銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社ＲＩＺ 7050001049950 茨城県初の全感性とメンタルを包み込むケアフル美容業への挑戦 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 日立市 石川電器 コロナ禍に対応した緑豊かなカフェオープンと教室事業の新分野展開 日立商工会議所

関東 茨城県 つくば市 株式会社オフランス 7050001042377 欧州製ビンテージピアノとアンティーク家具の輸入・修復・販売 税理士法人ＹＦＰクレア

関東 茨城県 土浦市 株式会社ケイトレーディングジャパン 7050001035901 天井クレーン等大型設備投資による高度架装車輛の加工生産拡大実施計画 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 常総市 三栄商会株式会社 7050001029408 ３Ｄソフトの知見を活かした、３Ｄプリンターによる受託造形サービス事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 稲敷郡阿見町 株式会社汎用 4050001010007 既存事業での開発設計力を活かした、物流現場への新規展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 土浦市 株式会社坂田園芸 8050001010069 ナショナルサイクリングロードにおける「交流ステーション」の整備 株式会社みどり合同経営

関東 茨城県 北相馬郡利根町 ＴＣユニオン株式会社 2050001025460 新設備導入によるＢｔｏＣ向けの水性塗料製造事業への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 結城郡八千代町 株式会社為我井自動車 2050001034552 トラック特定整備事業とトラック塗装業に参入しトラック運送業のＤＸ化に寄与する 中平　康

関東 茨城県 つくば市 株式会社一縁 3050003002853 仕入れと地域連携を活かした実店舗でのテイクアウトと精肉販売事業への挑戦 株式会社足利銀行

関東 茨城県 北相馬郡利根町 大利根石材商事株式会社 7050001025431 ＢｔｏＣ「墓じまい」✕ＢｔｏＢ「物流サービス」でＶ字回復！ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 アトリエカンパーニュ 日本一のシェフによるフランスを体感できる対コロナ型の建設 下館商工会議所

関東 茨城県 ひたちなか市 一般社団法人スマイルライフ 5050005011297 グル―プホーム事業立案による障がい者向け一貫サポート体制の構築 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 有限会社つくばホテルズ 8050002022600 つくば市におけるテレワーク需要に対応したホテル改装・弁当屋新設事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 かすみがうら市 株式会社松原塗装 2050002014371 新工場の設立と設備導入による、板金加工業とアスベスト除去工事業への新規参入 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 那珂市 協和サービス合同会社 9050003005082 ダイバーシティ時代に障がい者が「自立して生きる」ための福祉施設への転換 白川　淳一

関東 茨城県 守谷市 株式会社リボンズグループ 1050001033720 公認心理師（国家資格）が寄り添うフレキシブルオフィスの展開 株式会社マイティータンク

関東 茨城県 古河市 有限会社サンワアグリビジネス 8050002025413 環境・地域経済に易しい循環型堆肥センターの建設 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 株式会社小松﨑都市開発 6050001001012 ウィンド・パワー・ギャラリー「ＧＡＴＥ」 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 土浦市 株式会社優正工業 6050001039382 木材チップ製品の新規製造販売によるバイオマス発電市場への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 有限会社ジャー 4050002001657 茨城初！マリンスポーツ特化型リゾートゲストハウスの展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 水戸市 株式会社楽市 3050001044658 急速冷凍装置で涸沼・大洗魚介品の自社加工販売により売り上げ回復 水戸商工会議所

関東 茨城県 水戸市 タビットツアーズ株式会社 5050001042206 老若男女が楽しめるメタバース空間の構築 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 茨城県 笠間市 株式会社鶴町製作所 5050001011697 新工場建設と新設備導入による、塗装加工事業への新規参入 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 北茨城市 快晴リフォーム合同会社 2050003003209 中古住宅の断熱リノベーション事業で地域問題解決をサポート 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 ひたちなか市 カモケン運転代行 ゴーストキッチン事業の展開による新たな収益基盤の構築 岩本　秀巳

関東 茨城県 日立市 有限会社山崎工業所 9050002031542 難削材加工技術を活かした金属＋セラミック接合品加工への挑戦 公益財団法人日立地区産業支援センター

関東 茨城県 結城郡八千代町 有限会社丸天 3050002020567 白菜・キャベツの仕入れルート開拓・冷蔵保管による安定供給の実現 株式会社足利銀行

関東 茨城県 常総市 有限会社小竹米店 9050002041277 フードロス問題、ＳＤＧｓに対応する真空パックの製造販売 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 牛久市 株式会社ＩＴＯ 1050001050468 人とペットの健康を育むペットケア事業の新展開 岩本　秀巳

関東 茨城県 常総市 株式会社菊屋畜産 3050001046860 創業１００年を超える老舗食肉店が行うそうざい製造業への転換 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 小美玉市 有限会社原田水産 1050002015767 「霞ヶ浦の恵みを皆様の食卓に」ＥＣ市場参入による新分野展開 安　智範

関東 茨城県 下妻市 株式会社下妻スポーツ 9050001013590 「マシンジム特化型フィットネスクラブ」市場への参入計画 岸村　洋治

関東 茨城県 常陸大宮市 なか鈑金 特定整備制度へ対応するための新たな設備・サービスの導入 ストラーダ税理士法人

関東 茨城県 水戸市 ＤＡＣ株式会社 8050001046063 ドローンスクールのドローンシェアリングサービス事業への業種転換 北村　亮太

関東 茨城県 つくば市 株式会社茨城県南木造住宅センター 6050001017719 脱炭素に向けた木造住宅メーカーの新木材「八溝のめぐみ」の開発と新たな県産材Ｓ．Ｃ構築による販売促進と事業再構築 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 牛久市 合資会社ドリーム流通情報研究所 8010703001724 ＩｏＴ技術を活用したクレーンゲーム機のオンライン化事業 ブライトウイル・アドバイザリー株式会社

関東 茨城県 水戸市 有限会社クラカワオートカスタム 4050002006284 世界的カスタムカー技術で創る！新時代キッチンカー＆キャンピングカーの製造販売 畠山　佳樹

関東 茨城県 東茨城郡大洗町 株式会社吉田屋 2050001007269 老舗梅干専門店が地域初の梅体験施設から発信する新付加価値事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社丸正 3050001037397 茨城県内初！葬儀業の当社が「現代仏壇」のショールームをオープン。故人を身近に感じながら暮らせる生活を提案する。 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 龍ケ崎市 関東乳業株式会社 4050001025178 新たな生産方法を取り入れた牛乳の高付加価値化および新規顧客の開拓 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 坂東市 有限会社原田鍛型製作所 8050002018895 鍛造用金型しか製作していなかった当社が、切削加工用治具の製作を行うことで事業の再構築を図る。 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 株式会社イシザキ 9050001031337 金属完成品製造への参入による事業再構築 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社大文字屋商店 6050001007562 カニからイモへ！茨城の「宝」を全国へ発信する干し芋加工事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 土浦市 株式会社シンビオシス 7050001011068 都心から　１　時間、自然の中でバーベキューとサウナを楽しめるＳＤＧｓ　配慮型グランピング施設 茨城県信用組合

関東 茨城県 土浦市 東郷商事有限会社 1050002011972 地域の活性化・健康増進に寄与する２４Ｈフィットネス施設の自社運営 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常陸大宮市 株式会社ＭＥＡＴ 2050001050129 既存店舗の廃棄肉を使って「原価０円ペットフード」を開発・販売　売上のＶ字回復に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 茨城県 常陸太田市 有限会社鈴和精機 1050002035105 ＥＶ分野への新分野展開をするためのＣＮＣ旋盤加工技術の高度化 牛腸　真司

関東 茨城県 水戸市 株式会社ホームロケーション 9050001042532 茨城県初！グランピングが楽しめる地域密着型屋外複合施設の開発 水戸信用金庫

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社藤秀 6050001007521 もち米で作る「つぶつぶ揚げ」と食事代わりの「スープ」の販売 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 石岡市 株式会社拓建地所 2050001011659 将来の６次産業事業化を見据えた無農薬有機モリンガ栽培 税理士法人共同会計

関東 茨城県 つくばみらい市 有限会社企画設計室タカハシ 2050002039468 建築屋の技術で創る軽トラハウスの開発による新分野展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 日立市 熊谷工業株式会社 6050001023114 難削材加工技術とマシニングセンタ導入による半導体装置部品への新分野展開 株式会社東日本銀行
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関東 茨城県 日立市 株式会社ほこた 9050001023557 公衆浴場業参入で本業とのシナジー効果を発揮して業績をＶ字回復 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 矢板市 有限会社石塚製作所 3060002026852 職人の技術力を応用し、需要が拡大する自動車ハーネス製造に進出 石田　信行

関東 栃木県 足利市 前原工業株式会社 8060001027070 倉庫建築請負業者による薪ストーブ店と連携したまき卸売への参入 早瀬　達

関東 栃木県 芳賀郡市 株式会社三和電機 1060001009637 国土強靭化を担う非常用電源事業へのコイル技術の新展開と事業の引継ぎ計画 斎藤　秀樹

関東 栃木県 大田原市 有限会社清水実業 4060002025382 『居酒屋きよみず』から小売『凍らせ屋きよみず』へ業態転換 大田原商工会議所

関東 栃木県 足利市 高匠 食パン販売専門店の改装によるニューウエーブハイブリッド蕎麦開業計画 館林商工会議所

関東 栃木県 足利市 株式会社Ｒｅｎ音楽事務所 3060001026853 地元木材を使った木製ケーナ生産のための工房の構築 佐野商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社エンタメシ 9060001025065 感染症対策が万全な居酒屋横丁をオープンし、地域食文化の再生！ 高橋邑伍

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社ベルトレード 4060001026019 飲食業の強みを活かしたペット共生型障がい者グループホーム事業を展開！ 惠美須丈史

関東 栃木県 佐野市 有限会社石塚ミート 7060002038687 食肉小分け業に新分野展開し、地域貢献と販路拡大を目指す事業 小峰　俊雄

関東 栃木県 さくら市 株式会社サクシード 5060001006003 コロナ禍に対応したテイクアウト事業！『ドライブスルー唐揚げ店』 惠美須丈史

関東 栃木県 小山市 株式会社エスエスシイ 1060001023704 地元食材を使った「藤ヱ門の味」をいつでも手軽に！無店舗小売業（自動販売機）への新分野展開 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 小山市 合同会社ダイバーステイ 4060003003775 不動産価値の低い空き家を活用した、民泊施設の複数運営 小山商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社Ｏｚｉｍａｙａ 1060001031351 計測機器を活用したスポーツデータ解析サービス 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 佐野市 株式会社ソレイユ 8060001028812 「就労継続支援（Ａ型）」×「お弁当製造・配達」で地域の子供たちの未来の働く場を創出する 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 日光市 そば処一歩庵 自動薪割り機導入で薪宅配サービスとアウトドアショップを新展開 日光商工会議所

関東 栃木県 足利市 菜や ２４時間３６５日営業！冷凍自動販売機の中に小さな商店街オープン！ 萩原雅之

関東 栃木県 栃木市 麺堂イズム ラーメンつけ麺店によるハンバーガーショップの新規出店 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 宇都宮市 ナチュラルワークスビレッジ 『健康』と『地産地消応援』で家族の体と心を温める「自宅ラーメン」を、生産者と共に開発・発信する『文明軒』立ち上げ計画 斎藤　秀樹

関東 栃木県 宇都宮市 ディオーネウツノミヤテン プライベートサロンでメンズエステ市場へ進出し、ジェンダーレス展開 斎藤　秀樹

関東 栃木県 宇都宮市 村岡商事株式会社 6060001022288 人気ラーメン店が行う、冷凍ラーメンのＥコマース事業＋自販機による販売及び製麺事業 烏山信用金庫

関東 栃木県 芳賀郡益子町 有限会社石塚製作所 1060002018018 複合旋盤の導入による介護用製品への新規参入 真岡信用組合

関東 栃木県 日光市 有限会社常陸屋物産店 9060002015833 ペットと奥日光の空気を体験するオープンテラス、テイクアウト販売所構築 日光商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社クロサキ 4060001001500 男性向け「ひげ脱毛」事業のブランド創出（ひげ脱毛のクロサキ） ストラーダ税理士法人

関東 栃木県 芳賀郡茂木町 有限会社リトルハウス 2060002018883 人気ラーメン店の事業承継により、地域活性化に貢献する業種転換 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 宇都宮市 ならでわ株式会社 5060001026273 ＡＩパーソナルトレーニングアプリ（ＯＤＯＬＬ）の開発 株式会社足利銀行

関東 栃木県 日光市 有限会社山中商店 3060002015905 地元食材である山麓卵を使用した本格的なフランス洋菓子店の開業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 有限会社安塚化工 9060002033703 コロナ禍により需要が高まっている小売陳列台等への新展開 竹野谷　周久

関東 栃木県 塩谷郡塩谷町 株式会社イーストンテック 8060001023409 脱プラスチック家具・装備品の製造販売 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 小山市 美容室チェルシー コロナ対応非接触型セルフエステ事業による再構築 小山商工会議所

関東 栃木県 栃木市 株式会社フォレスフィール 7060001017898 地域資源を活用したオートキャンプ場による事業再構築と地域経済への貢献 株式会社足利銀行

関東 栃木県 日光市 有限会社チロリン村 3060002015764 冬の日光を楽しんでもらえるツアー構築事業 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 日光市 株式会社八丁の湯 1060001008746 ジビエバーベキューで環境問題を解決！奥鬼怒秘湯宿が挑むグリーンツーリズム 白川　淳一

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社おおの 7060001010275 安置葬や故人との宿泊、生前サポート等新たな終活提供によるＶ字回復 株式会社筑波銀行

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社湯の花荘 2060001011906 「持続可能な観光」に向けて、地域の和をもって提案する塩原温泉郷のワーケーション（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 那須郡那須町 フィンランドの森株式会社 7060001024597 メタバースに挑戦！地域再興へのプラットフォーム『那須サンタクロース村』 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社相互企画 5060001012018 住吉テナント用地　再活性化のための遊戯場の運営事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須烏山市 和信産業株式会社 2011701019912 廃銅線とラジエーターの都市鉱山リサイクル新分野展開事業 遠山　純夫

関東 栃木県 鹿沼市 有限会社イシハラ 7060002019497 木工事業から金属加工事業への業態転換 株式会社ゼロプラス

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ＭＡＸ自動車 2060001031210 調理設備・方法にこだわった地域唯一の本格的なペルシャ料理店の開業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 佐野市 株式会社プラモールド 6060001020614 ＳＤＧ’Ｓに貢献する自然由来プラスチック製電気自動車部品の金型製作 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 栃木県 さくら市 株式会社三協 1060001005999 ノウハウを活かした新分野展開！個包装ニーズ対応と清潔感高い仕上がりを実現できる設備を導入し、白衣クリーニングに進出！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 鹿沼市 有限会社中津化学興業 2060002020617 水・陸・地下施設を備えた国内初のアウトドア宿泊施設の運営 鹿沼商工会議所

関東 栃木県 那須郡那須町 有限会社イート・イット和牛 5060002022940 ステーキ店がお取り寄せ品のＥＣ販売に参入する事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 河内郡上三川町 株式会社室井製作所 1060001004398 輸送機器製品で培った板金加工技術を活かし建設向け厚板加工製品を提供 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ダブルジャパン 1060001007442 露天風呂付き完全プライベートキャンプ場経営による事業シフト！ 惠美須丈史

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社雅城 6060002022048 那須板室ファミリーオートキャンプ場　ハピスポ 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社サプライズ 4060001005220 障がい者が活躍できるセントラルキッチンＢ型就労継続支援事業所へ挑戦し、生きがい・やりがいのある社会を実現する 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 那須塩原市二区 株式会社ＫＡＮＮＯ 6060001012248 養豚設備事業進出で、養豚事業者への「建物」と「設備」のトータルサポートを実現！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 芳賀郡益子町 有限会社とん太ファミリー 7060002018185 【地域貢献】生産から販売まで自社で行う「熟成干し芋」事業 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 日光市 株式会社花千郷 7060001009144 温泉施設とフィットネスの融合で心身ともに活性化！現代版健康湯治事業の構築 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 株式会社日東製作所 4060001016564 品質管理を活かした多品種かつ高精度な計測器部品の提供 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社デーモンド 2060001007359 『新しいライフスタイルに合わせた自然体験型アウトドア施設事業』 株式会社足利銀行

関東 栃木県 河内郡上三川町 クラフティ 日本初の体験工房で、日本発の工芸を！ 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 佐野市 有限会社シマダ産業 2060002040433 冷凍商品の輸送コストを削減する耐冷温性に優れた樹脂“すのこ”の開発 株式会社ビジネスリノベーション

関東 栃木県 那須塩原市二区 有限会社マロニエ流通 5060002024292 商業用トラックのパーツ製造卸売り・トラックの架装事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 Ｇｒｅｅｎ・ｅａｒｔｈ株式会社 2060001024263 観光地の癒しをご自宅へ！新たな珈琲と洋菓子開発で地域貢献事業 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 鹿沼市 木嶋鈑金塗装有限会社 3060002019971 先進安全技術搭載車に対応した整備環境の構築によるワンストップ化 鹿沼商工会議所

関東 栃木県 足利市 株式会社西村商事 5060001019013 医療機器・衛生用品向け物流ソリューションの新規展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 さくら市 株式会社湯原製作所 9060001005983 自動車用電動化部品の新規生産体制の構築 株式会社足利銀行

関東 栃木県 さくら市 有限会社清水荘工務店 5060002012347 新分野となる飲食店事業「韓丼さくら店」オープンによる事業再構築 東　健司

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社上河内精機製作所 8060002000019 同時５軸制御加工機の導入による、成長市場へ複雑形状部品を提供する新事業展開 烏山信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社鈴木縫製 4060002004980 オーダーメイド・ゴルフウェアショップ併設のシミュレーションゴルフ事業 中居　広行

関東 栃木県 下野市 株式会社ナチュレ・メタル 4060001031497 再生ペレット製造メーカーへの挑戦 株式会社三井住友銀行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社シャモニー 7060002004895 日本一のバーテンダーが造るクラフト・ジンの蒸留所 株式会社足利銀行

関東 栃木県 佐野市 吉川工業株式会社 5060001020706 機械加工の内製化による、新たな建設機械部品製造への挑戦 マーキュリー株式会社

関東 栃木県 小山市 株式会社アクセス 3060001014916 ワンストップでサポートする自立向け高齢者専用シェアハウス 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 日光市 有限会社大滝 2060002016318 日光市土呂部における通年体験型観光事業による事業再構築 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 足利市 株式会社初谷鉄工 6060001019045 金属加工業における大型製品への新分野展開による事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 日光市 合資会社小野商会 4060003000475 宿泊施設請負事業から大自然を生かした貸切キャンプ場事業への進出 日光商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社インフェック 4060001002762 自動運転技術を支える高精度部品の生産体制構築による新分野展開 株式会社足利銀行
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関東 栃木県 芳賀郡益子町 Ｎｅｈａｒｕ 益子のくらし滞在型体験施設―益子、くらす家― 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 栃木市 株式会社ＡＲＣ－マイメックス 7030001053483 米をもちいた加工食品を製造販売する事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 真岡市 株式会社アオキシンテック 8060001009886 切削加工技術による自動車部品から異業種部品への事業再構築 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ビック 6060001003759 １日１組限定！！那須地域での感染対策を徹底したワーケーション型宿泊施設を開設する 株式会社足利銀行

関東 栃木県 大田原市 株式会社アクレス 2060001028363 遊休農地を都市部の需要にマッチング　農園ステイ那須 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 那須塩原市 鈴木レジヤー産業株式会社 2060001002376 那須塩原ブランド牛「那須野ケ原牛」を使った食品製造業への展開 石山　明

関東 栃木県 河内郡上三川町 株式会社東部興業 3060001005469 地元の人たちに利便性が高い憩いの場を提供する複合型カフェの出店 真岡信用組合

関東 栃木県 足利市 有限会社島田製作所 4060002036421 画期的な加工・測定技術開発による次世代建設機械用部品のワンストップ企業への躍進 株式会社足利銀行

関東 栃木県 芳賀郡芳賀町 サン精機有限会社 5060002019301 ターニングセンタ導入による半導体製造分野進出を通した事業再構築 東　健司

関東 栃木県 さくら市 株式会社せんきん 8060001007717 地域農家と農商工連携、シードルとワインの醸造所建設で地域活性化 東京東信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社家守 7060001007189 伝統とデザインの調和をコンセプトとしたリノベーションで古民家・団地の再生 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社銀嶺 5060001030011 日光市の活性化に貢献する市内初のグランピング施設の運営事業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 栃木県 那須郡那須町 株式会社敷島ファーム 5180001103300 コロナに負けない企業づくりⅠ～冷凍味付け肉とペレット堆肥編～ 合同会社うしお事務所

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社神山商販 3060002002936 地域初の青果無人販売を併設したＩＴ活用コインランドリー店の選択 日沢　新

関東 栃木県 小山市 株式会社蛸屋 2060001030402 老舗和菓子店から気軽に和洋菓子が食べられるスイーツカフェ事業への転換 タスキー税理士法人

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ＭＫコーポレーション 8060001007444 「国産・無添加・安心・安全で美味しいパン」を日常の食卓に！ 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 さくら市 株式会社さくら資源 9060001032284 多様な電線くずの再資源化事業の実現による廃棄物の削減と事業再構築の実現 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 群馬県 みどり市 株式会社エムアイピー 6070002025603 急速な拡大が予想されるＥＶ車パーツ向け包装・梱包資材事業への新分野展開 株式会社大三経営事務所

関東 群馬県 佐波郡玉村 株式会社あき 2070001032810 介護タクシーとのシナジー効果を生み出すペット葬祭業への進出 河村　晴雄

関東 群馬県 富岡市 おそうじ家さん 新たな木材塗装技術である液体ガラス導入による法人向け事業展開 富岡商工会議所

関東 群馬県 前橋市 株式会社みつばち 6070001005779 夜から昼へ、コミックパブが「おふくろの味食堂」へ進出 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 伊勢崎市 剛工務店 工務店が地域のｈｕｂとなるシェアスペース 伊勢崎商工会議所

関東 群馬県 太田市 園芸舎 地域の小さな施工店から地域のエクステリア業界リーダーへ 田村　友希

関東 群馬県 太田市 有限会社ＫＡＮＥＳＨＩＮ 1070002032629 『低濃度ＰＣＢ廃棄物処理」分野の一翼を担い、付加価値向上と収益向上を図る』 太田商工会議所

関東 群馬県 前橋市 株式会社ディライト 5070001025431 地元産タマゴのふわとろオムレツを使たサンドウィッチ専門店 早瀬　達

関東 群馬県 前橋市 株式会社ＢＬＡＺＥ 6070001029885 キャンプ市場の潜在顧客ニーズに応える『手ぶらでキャンプ』サービスの再構築 株式会社東和銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社ＲｅｖｅＬａｂ 5070001033806 農福連携＆食品ロス＆女性活躍の三本柱　トレーラーテイクアウト事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社優凜 2070001032645 末期がん患者も受け入れる住宅型有料老人ホーム事業への進出 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 太田市 割烹　明養軒 ＥＣサイトを活用した高級惣菜の小売販売事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 オーティアス株式会社 7070001028548 グルテンフリーで健康。米粉パンの製造販売への新分野展開 西村伸郎

関東 群馬県 太田市 有限会社糸井商会 3070002028088 若手建設業従事者向けのｅ－ｌｅａｒｎｉｎｇ事業 太田商工会議所

関東 群馬県 前橋市 Ｄ－ｓｔｙｌｅ　＋ 展示場での営業代行からオンラインでの住宅マッチング事業への新分野展開 大原　健佑

関東 群馬県 前橋市 株式会社トピックフーズ 8070001026121 自社商品の新規開発と多角的販売戦略でコロナを乗り切る 坂本　啓介

関東 群馬県 藤岡市 有限会社八塩館 1070002017984 新たな市場獲得のための長期滞在型ワ―ケーション施設の改装工事 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 有限会社ハル・アド 1070002011608 ドローンとものづくりのｍｉｎｇｌｅ　ｃａｆé 幡野　康夫

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社エムズコーポレーション 8070001015198 広告代理業から試作品に特化した製造への事業拡大 アイオー信用金庫

関東 群馬県 高崎市 有限会社トレック・スポーツ 2070002014444 バイクショップ店長の囲い込みにより新規個人レッスン顧客開拓 高崎商工会議所

関東 群馬県 高崎市 堀塗工株式会社 2070001034740 脱炭素時代の住宅市場へ参入～電気自動車と暮らす家 株式会社Ｉｄｅａｌ　Ｗｏｒｋｓ

関東 群馬県 渋川市 株式会社理工技術 9070001017994 ドローンによるＤＸ（デジタルトランスフォーメーション）への取組 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 アンソロポロジー株式会社 7070001025710 男性をメインターゲットとしたヘアカラー専門店のサブスクリプション展開 株式会社ウィレコンサルティング

関東 群馬県 高崎市 株式会社リードプランニング 8070001026006 商品ＰＲのためのデザイン・動画制作スクールによる事業再構築 なつみ総研株式会社

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ナガシマ 2070001013612 新しいオフィス空間から働き方を提案するソリューションプロバイダーへの転換 有限会社クレメンティア

関東 群馬県 太田市 インテリアタディ 住宅の除菌・消臭コーティング事業への参入による販路拡大 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 吾妻郡草津町 有限会社旅館萬年 2070002036983 新事業テイクアウトのおにぎり専門店の新分野展開で売上拡大 株式会社群馬マーケティングセンター

関東 群馬県 高崎市 醸しや大澤 代表の強みを活かした料亭事業への参入 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 桐生市 ジャパンシステムズ有限会社 4070002025745 顧客要望のバーチャル空間づくりを売りにした配信スタジオ事業 桐生商工会議所

関東 群馬県 高崎市 株式会社坂本工業 7070001009440 コロナ時代に打ち勝つ生産性向上を図り、３Ｄ測量技術による起工測量体制を再構築する 株式会社東和銀行

関東 群馬県 みどり市 ますだ塗装店 ＥＣサイトを使った塗装業界２６年の専門家による塗料関連製品の小売販売 井上大輔

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社梅田製作所 2070001015071 製造業が取り組む地域密着型の健康増進事業 あかぎ信用組合

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社たくみの里 4070001036727 里山景観保全と合わせた自然派ワインづくりによる新分野展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 株式会社吉井精工 2070001008703 脱炭素社会に向けた電気自動車の普及に貢献する樹脂製電装品用超精密金型の製造計画 株式会社エフアンドエム

関東 群馬県 太田市 株式会社ＥＡＲＴＨ１ｓｔ 5070001030142 地域で需要が見込めるＡＳＶ（先進安全自動車）対応の自動車整備事業への参入計画 株式会社東和銀行

関東 群馬県 吾妻郡中之条町 一場機械有限会社 7070002036186 高度な大型旋盤加工技術を最大限活用した再生可能エネルギー分野への本格的参入 株式会社東和銀行

関東 群馬県 沼田市 株式会社ＳＥＮＳＩＮ 2070001037421 コロナ禍と人口減少に対応する新たなリゾートエステサロン事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 市川鉸工業株式会社 8070001006197 ヘラ絞り業者の新分野展開・医療分野への挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社タンポポ 5070002010985 高付加価値牛乳の開発とサブスクリプションによる新分野展開 高崎商工会議所

関東 群馬県 前橋市 有限会社蟻川銃砲火薬店 1070002000395 観光と技術研修ができる花火産業体験型ツーリズムスタジオの開業 利根郡信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社マツヤ 6070001010325 洗濯の資格を持ったプランナーが常駐するコインランドリー、洗濯の悩みや問題を解決し清潔で快適な日常生活の提案 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社矢原製作所 3070002014253 ドローン・大物自動化ライン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 伊勢崎市 株式会社ＳＣＴ 4070001014856 独自の強化プラスチック成形技術を生かした製品と塗装加工事業を融合した新分野展開 株式会社東和銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社サンワイズ 4010801004888 商社提案力と熟練技術者を活かした搬送システムの製造業へ新展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 ＶＮ．インターナショナル株式会社 7070001015488 毎日食べても飽きない自家製フォーを提供するベトナム料理店 株式会社エフアンドエム

関東 群馬県 太田市 有限会社中島製作所 3070002030283 宅配ＢＯＸ市場への進出に向けたステンレス加工能力の獲得 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 高崎市 株式会社小塚製作所 4070001006911 新工場設立による生産力向上及び防球ガード・デザインインテリア製造事業参入 高崎商工会議所

関東 群馬県 高崎市 株式会社ＰＬＡＩＳＩＲ 9070001011601 効率的に脂肪燃焼を促す非接触型サーキットトレーニングジムの開業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 上毎印刷工業株式会社 6070001001687 ＶＲコンテンツ＋分厚高品質印刷物提供による顧客満足度向上事業 あすか税理士法人

関東 群馬県 前橋市 株式会社関東高圧容器製作所 9070001000694 水素用シームレス容器製造事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 桐生市 株式会社美食工房 3070001016473 まるで出来立て「冷凍ピッツァ」による中食・冷凍食品市場への新分野進出計画 株式会社足利銀行

関東 群馬県 桐生市 株式会社ハイテック・プレシジョン 5070001016975 、通信用の「コモンモードチョークコイル」「チップインダクタ」の巻線機の新規開発 ペンデル税理士法人

関東 群馬県 富岡市 有限会社日暮工業 3070002016563 カーボンニュートラルに貢献する次世代自動車部品業界参入による事業再構築 しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社ｓｍｉｓｅｅｄ 5070001036180 日本名水百選の箱島湧水を活用したクラフトビールの製造・販売と街の活性化 群馬県信用組合
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関東 群馬県 安中市 関東折込有限会社 9070002014727 地域の知財及び農産物を活用した物販事業への参入計画 群馬県信用組合

関東 群馬県 桐生市 株式会社千吉良 3070001016275 繊維の町桐生で創業４５年の糸商のクリンプ加工工場への業態転換 早瀬　達

関東 群馬県 高崎市 華龍商事有限会社 2070002009436 ニーズを捉えた「冷凍食品」の製造へビジネスチェンジする再構築 株式会社足利銀行

関東 群馬県 太田市 有限会社在宅福祉支援推進センター 9070002032456 地域共生を実現する障害者、高齢者施設開設事業計画 みどり合同税理士法人

関東 群馬県 太田市 有限会社立川製作所 9070002029997 試作品生産ラインの新設によるワンストップ金型一貫製造体制構築 桐生信用金庫

関東 群馬県 太田市 アイ・プランニング株式会社 7070001031725 無縫製編機が苦手としてきた編立を新手法により新分野展開する再構築事業 アイオー信用金庫

関東 群馬県 高崎市 日本一 新規事業としての美容室建築・開業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社三波メタルワークス 1070001015221 型鋼の高速加工技術取得による特殊足場市場への進出 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ナカジマ 4070002021199 医療機器向け高精度複雑形状部品事業で事業再構築する 小川秀樹

関東 群馬県 吾妻郡嬬恋村 パルコール嬬恋２号株式会社 4020001133891 夏季スキー場を活用した嬬恋マウンテンバイクツーリズム推進事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 沼田市 株式会社ゴルフクラブスカイリゾート 7013301022696 ゴルフ場内遊休地にてキャンプ場を運営する新分野展開 株式会社東和銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社トリシー 3070001035523 総合美容フォトウエディング事業への新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 マルエス合資会社 5070003001315 低温倉庫の増築とＷＥＢ上の見積もりシステム・集客のデジタル化事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社高徳 3070001023247 地域でのネットワークやグループ会社のノウハウを活かした介護サービス事業立ち上げにより売上基盤を強化し、地域社会に貢献 利根郡信用金庫

関東 群馬県 富岡市 株式会社小間製作所 6070002016197 半導体製造装置部品の自動加工 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 桐生市 株式会社田尻 3070001016259 ガラス工事会社がユニットハウス事業で事業再構築する 小川秀樹

関東 群馬県 館林市 有限会社創美苑 5070002033598 経営課題解決のための事業再構築 館林信用金庫

関東 群馬県 吾妻郡草津町 有限会社草津リゾート 5070002036378 富裕層向け別荘（一軒家）タイプの宿泊業への新分野展開 早瀬　達

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社水上館 1010001151261 ウェルネス×ワーケーション旅館への転換で事業を再構築する計画 岡田　淳

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 有限会社田村養鯉場 3070002035695 高い調理技術や郷土料理を活かした、卸から弁当製造への業態転換 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 株式会社小久保精密 6070001019234 強みの加工組立力と最新型ＭＣで複雑形状の量産加工に業態転換しⅤ字回復 北浜グローバル経営株式会社

関東 群馬県 前橋市 株式会社山 1070001027357 ウィズコロナ、アフターコロナを見据えたテイクアウト及びＥＣ販売事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社Ｖ．Ｉ．Ｃ　Ｃｏ．Ｌｔｄ 5070001024763 地域発プロテインカフェを併設したマシン特化型２４時間無人営業のジムを開設 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 沼田市 アクティブスポーツ株式会社 6070001028706 県北部唯一のスイミングスクールが運営するドックラン併設キャンプ事業 利根郡信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社水島鉄工所 8070001008482 通常技術と切削加工技術を生かした「土木建設機械市場」への新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 群馬県 前橋市 株式会社三峰エンジニアリング 4070002027725 外食業界の廃プラスチック削減に貢献するマテリアルリサイクル工場 早瀬　達

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社カワイ技工 3070002021076 旺盛な需要が期待される工作機械市場へ進出するための製缶板金事業への業態転換 桐生信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社ラディファンス 6070001011447 不動産業との相乗効果を発揮した老人ホーム及び訪問介護事業の運営 あかぎ信用組合

関東 群馬県 渋川市 有限会社森田組 1070002026960 管理放棄林の整備と、発生材のエコリサイクル事業への進出 ぐんまみらい信用組合

関東 群馬県 前橋市 富士鉄重構株式会社 4070001002794 Ｈグレード性能評価を有する大型鉄骨構造物製作事業への展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 富士見運輸株式会社 1070001002806 運送業で培ったノウハウ・強みを活かし、タイヤ関連サービス事業への新規参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社勝山電気工事 3070002009336 電気工事や店舗・住宅設備に触れあえるショールームカフェ事業 しののめ信用金庫

関東 群馬県 前橋市 学校法人ＮＩＰＰＯＮ　ＡＣＡＤＥＭＹ 7070005000783 現地語が不要で日本語を教授できるクラウド型の教材の開発と販売 あかぎ信用組合

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 温泉農家民宿はしば 持続的に発展する地域循環型次世代プロジェクト　サポート付き農業体験農園「ストロベリーファームはしば」事業 利根郡信用金庫

関東 群馬県 館林市 吉田紙器工業株式会社 7070001022055 段ボール製造で培ったデザイン・設計力のノウハウを生かしニーズが急増している段ボールパレット・ダネッジ製造事業の体制構築 株式会社足利銀行

関東 群馬県 吾妻郡草津町 有限会社ペンションバン 1070002036778 自宅でも本格カクテルが作れる！ｅラーニング参入による再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 有限会社今井鉄工所 3070002000690 次世代自動車市場へ進出の為の最新鋭設備導入による事業再構築計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 群馬県 太田市 株式会社ＩＴＳ 1070001027943 新分野展開。ＥＶ車、空飛ぶ車の開発・実用化 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社ＭＡＲＳ　Ｃｏｍｐａｎｙ 2070001010477 食品ロスを削減する蔵番コンテナ鮮度保持サービス事業 ベンチャーファイナンス株式会社

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 群馬スノーアライアンス株式会社 2070001023495 遊休施設を活かした新たな観光施設として、体験型アクティビティの実施 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 有限会社太伸工業 4070002029837 風力発電の導入を加速させる風況観測機器用燃料電池の提供 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 沼田市 とんかつ金重 冷凍惣菜パンを製造しテイクアウト及び自動販売機による販売事業 利根郡信用金庫

関東 群馬県 桐生市 株式会社斎藤鉄工 5070002023500 自動車、二輪車部品加工技術を活用した協働ロボット向け大型部品加工への挑戦 株式会社足利銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社ヤマダ金属商会 9070002022250 食品製造機械業向け抗腐食棒材の効率的即納小口販売を行う新分野展開 あかぎ信用組合

関東 群馬県 佐波郡玉村 株式会社ブリスオーディオ 6070001030918 ハイエンドイヤホン製造事業への新規参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社サンコー 5070002022386 強みを活かし成長する先端分野への事業展開による経営基盤安定化の実現 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 北群馬郡榛東村 有限会社マツモト園芸 9070002027209 浅間山で生まれた赤玉超硬質土の採掘・製造と海外富裕層向け販売 北群馬信用金庫

関東 群馬県 吾妻郡中之条町 株式会社はまや 2070001023933 宝石併売を縮小し、シニアを昇順とした新業態メガネ販売店への転換 株式会社東和銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社トラストコーポレーション 2070001005700 太陽光発電と相性の良いオゾン発生装置による建物まるごと殺菌 北群馬信用金庫

関東 群馬県 邑楽郡板倉町 株式会社亀田機工所 3070001030994 新分野である油圧機器向け中型部品製造に向けた設備導入による競争力強化 館林信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 ＢｅｈｉｎｄＴｈｅＣｌｏｕｄｓ株式会社 7070001032938 調理から配膳までを行う配食事業で高齢者ケアの一端を担う コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 利根郡片品村 有限会社千明千三郎商店 2070002035300 米屋の強みを活かした弁当、総菜、米菓類の製造販売事業への業種転換 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 桐生市 株式会社桐生明治 6070002023169 省エネヒートポンプ事業に業態転換しＥＶ等環境車の航続距離増加に貢献 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社石井工業 3070001000254 配管施工業から設計・製造・施工・保守企業への４Ｄデジタル業態転換 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 吾妻郡嬬恋村 みやざき接骨院 地域の健康をサポートするパーソナルジム兼室内運動施設の新展開 ぐんまみらい信用組合

関東 群馬県 高崎市 株式会社楽歩堂 1070001007251 コンサルティングセールスのノウハウを活かした非対面靴販売への転換 株式会社東和銀行

関東 群馬県 利根郡片品村 株式会社尾瀬食品 7070001023128 洋食ランチとテイクアウトに注力したスイーツカフェ開業事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 伊勢崎市 白川鉄工株式会社 9070001015346 新素材を活用し、新製品「高強度と軽量化の両立を実現したコンテナ」の製造に挑戦。 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社サイバーメディア 5070001028566 コロナ禍で苦しんでいる地方の小・零細企業の一助となる【地方販促メディアの低価格化事業】【ＥＣ事業】 前橋商工会議所

関東 群馬県 太田市 株式会社キクチ 6070001032113 鉄鉱石価格上昇と脱炭素社会に貢献する鉄スクラップ買取・販売事業 桐生信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社コラボレーション 9070001014447 コロナ禍に拡大したお一人様や個食文化に対応した新業態飲食店の展開 さつき税理士法人

関東 群馬県 桐生市 株式会社須藤機械 2070001016177 ガス検知器機部品製造への展開に伴う総削り加工への対応 株式会社足利銀行

関東 群馬県 甘楽郡下仁田町 株式会社マルモト 2070001012069 板こんにゃくを褐色に着色するための、こんにゃく用色付粉「焙煎色付材」の製造と販売 しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 ＴＯＭＯＲＲＯＷ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 6070001030505 自分らしく暮らす、安心と安全の女性限定障がい者グループホーム 株式会社ＵＩ志援コンサルティング

関東 群馬県 高崎市 有限会社フォー・フィールズ 6070002014390 脱属人化，高生産，廃棄ゼロ＆高収益を実現　チョコレート特化のセントラルキッチン構築 株式会社東和銀行

関東 群馬県 吾妻郡草津町 合資会社玉屋商店 1070003001509 新事業のクラフトビールの製造と販売で新たな市場開拓で売上拡大 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 有限会社山屋蒼月 3070002000162 新たなグランピング事業への参入で売上の拡大と地域活性化を図る 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 株式会社川岸製本 8070001009745 製本業から印刷業への新分野展開でワンストップサービスの実現 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 渋川市 合資会社叶屋旅館 6070003001256 お客様の想いを叶える高付加価値宿への転換～叶屋プロジェクト～ 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

関東 群馬県 安中市 野積建設株式会社 3070001010039 フルリノベーションに特化したブランド「ＴＯＫＩＴＳＵＧＵ」の立ち上げによる事業転換 群馬県信用組合

関東 群馬県 高崎市 株式会社群協製作所 5070001006745 既存販路を活かした世界ブランド板金機械の輸入販売事業への進出 高崎信用金庫



17 / 137 ページ
事業再構築補助金　第5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

エリア名 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 群馬県 高崎市 株式会社コイケ 8070001009431 建設業の強みを生かしたキャンプ事業への参入 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 株式会社ヌーベル 5070001002521 クレー射撃ウェアーを最新３ＤシステムとＣＡＭ（自動裁断機）を活用し新開発、新たな販路を開拓する。 高崎信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社テクノス 2070001017274 最先端のロボット活用技術の実用化で生産性の向上を実現する 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 みどり市 竹澤株式会社 8070001016246 次世代社会を見据えたエコカー・ドローン向け非鉄金属部品製造 しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 神宮工業株式会社 9070001007153 地域密着型の有料老人ホーム及びデイサービス事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 七海不動産株式会社 2070001001609 賃貸物件用ショールーム整備で不動産物件の再生と地域活性化を実現 高崎信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社日本ケアストラテジー 8070001025296 集中料理施設（セントラルキッチン）による地域の「健康」と「安心」推進事業 しののめ信用金庫

関東 群馬県 太田市 株式会社新洋工業 2070001019460 製缶加工における新分野展開による事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 館林市 ＡＮＤ　ＣＨＩＬＤ 現事業の強みを生かしたジェラート製造と地域コミュニティ作り 館林信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社荻野製作所 8070001006404 脱自動車部品依存！設計・開発技術を活かした半導体搬送装置製作によるメイン市場転換計画 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 藤岡市 株式会社クリーニングホシノ 6070001012858 布団等の寝具を中心とした「布団等宅配クリーニング」への新分野展開 森田　昇

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ダイエー精機 3070001013917 自動車電動化に対応した省エネ新世代カーエアコン部品の量産体制確立 新津　茂

関東 群馬県 高崎市 株式会社深堀鉄工所 8070001008219 ポストコロナで必要とされる半導体向け「超純水タンク製造」による新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 山木農園 自社果樹園を起点としたワイナリーの新設と自家製果実酵母パン製造販売による循環型ビジネスの確立 しののめ信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ディー・アイ・シー・コーポレーション 7070001013566 金属プレス金型の新分野展開による事業再構築 アイオー信用金庫

関東 群馬県 邑楽郡大泉町 エムズツール＆ダイ株式会社 6070001026453 自社に席を置きリモートによる主業務を当社で行う 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 かたぎり新里整骨院 未来の需要に対応した健康需要を伸ばすフリージム事業への新展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 上信トラック株式会社 3070001007101 機械等の金属部品ボックスを洗浄し、汚れや異物混入ゼロ等、品質に貢献する。 しののめ信用金庫

関東 群馬県 甘楽郡甘楽町 株式会社富岡製作所 9070001011849 超高性能部品の高精度短納期生産体制の新構築による宇宙ロボット産業への進出 しののめ信用金庫

関東 群馬県 渋川市 有限会社岸住宅資材 3070002026141 生きる気力を生み出すリハビリ特化型デイサービスへの業種転換 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 有限会社森建コーポレーション 2070002016993 低酸素トレーニングに特化した専門ジム及び個室サウナ事業への展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 甘楽郡下仁田町 小金澤下仁田蒟蒻株式会社 5070001012033 レトルトパウチ食品開発による総合こんにゃく製造業への業態転換 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 有限会社育風堂精肉店 2070002035523 地域のニーズに応える、弁当と冷凍総菜の製造販売事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 吾妻郡東吾妻町 坂東コンクリート工業株式会社 8070001023936 大型プレキャスト製品の製造による建設業省力化への貢献とブロック積工法の継承 北群馬信用金庫

関東 群馬県 甘楽郡甘楽町 株式会社大野製作所 1070001024560 金属部品洗浄処理における新製品分野参入による事業再構築 群馬県信用組合

関東 群馬県 太田市 株式会社シーケンズ 2070001034815 プラスチック製品の業態転換による事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 みどり市 株式会社ＰＲＯＰＳ 1070001035005 就労継続支援施設から児童発達支援施設への新分野展開 中田　麻奈美

関東 群馬県 高崎市 株式会社新芝製作所 7070001009647 特殊船舶用の高耐久大型Ｕバンド・Ｕボルトの新規開発による新分野展開 しののめ信用金庫

関東 群馬県 桐生市 有限会社銅林工業所 3070002024228 技術とＡＩ／ＩＯＴを組み合わせたＤＸラインにて地域未来牽引企業を目指す 桐生信用金庫

関東 群馬県 渋川市 井口建設株式会社 2070001017497 他社に先駆けて、革新的ＩＣＴ施工体制の再構築を図る 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社悠技建 3070001032867 外壁調査業務におけるドローンと赤外線カメラの導入 アイオー信用金庫

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社ビックスマイルみなかみ 1070001035120 地域連携とアウトドア強み活用トレーラーハウスグランピング事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 株式会社電源群馬 6070001027344 使用済み太陽光パネルリサイクル事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 北群馬郡榛東村 岩崎建設株式会社 5070001018071 コロナ時代の低迷から革新的ＩＣＴ施工体制の再構築を図る 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 フジセン技工株式会社 6070001020068 Ｍ＆Ａ・新工場を竣工しＩＣＴ（情報伝達技術）インフラ事業に参入する 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 秩父市 旅館　比与志 地域の方々に応援される店づくり～発信力を活かした飲食事業と創業支援事業の展開～ 秩父商工会議所

関東 埼玉県 秩父郡横瀬町 有限会社小松沢レジャー農園 8030002122336 観光体験需要低迷に対応するための加工品等製造販売事業の展開 秩父商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社サントローペ 5030001003234 ウィズコロナに対応したケーキ店舗向けショーケースレンタル事業 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 所沢市 キューブ 美容院が最新式高機能脱毛機器導入で地域お客様ニーズを取り込む 多摩信用金庫

関東 埼玉県 戸田市 今家印刷株式会社 7030001020046 ＡＩを導入した印刷検査装置・色調管理システムを導入で新たな収益事業を構築 合同会社エドエックス・ラボ

関東 埼玉県 秩父市 株式会社八木商店 1030001090986 秩父市内の事業者と連携し、農泊施設の運用を開始 山部　浩平

関東 埼玉県 川越市 株式会社龜屋 4030001054609 老舗和菓子屋が取り組むＳＤＧｓ　フードロスを減らす取り組み 川越商工会議所

関東 埼玉県 新座市 株式会社とりさわ 2030001129131 コロナ禍における新しい宿泊ニーズを機会とし貸別荘業を立上げ 北村　亮太

関東 埼玉県 入間郡毛呂山町 有限会社成駒 9030002095226 長年の日本料理店の経営で培われたおもてなしの心を土台に　ＩＴを活用した非接触型設備を融合させた新しいタイプの焼肉店経営 コンパッソ税理士法人

関東 埼玉県 比企郡ときがわ町 （割烹）とき川 お弁当・お惣菜の委託販売による多角化戦略事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 有限会社さいか 8030002006704 地域の名店の味を継承したこだわり餃子の冷凍自動販売機による新分野展開 伊藤　文彦

関東 埼玉県 東松山市 １３食堂 食堂からコーヒー豆と焼菓子等を販売する本格カフェへの転換事業 小澤　竜一郎

関東 埼玉県 行田市 きねや足袋株式会社 4030001086800 伝統工芸品製作の技術を生かした新商品開発、販売事業の展開 行田商工会議所

関東 埼玉県 川越市 髪工房るえら “ひげ脱毛”サービス導入による理容業とエステ業の融合新事業 川越商工会議所

関東 埼玉県 飯能市 有限会社綵珠 1030002120552 自然満喫コテージ＆カフェで再スタート 飯能商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 コミネホールディングス株式会社 9030001011134 特許を活かした高付加価値事業の展開による売上のＶ字回復 坂本　真人

関東 埼玉県 川口市 株式会社ソウケン設計 9030001088494 地域密着型企業向けの中長期レンタカー事業による新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 三郷市 株式会社Ｍ・Ｐ・Ｔ 9030001038788 飲食店の強みを生かした料理付きのキャンピングカーレンタル事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 上尾市 ＩＭメディカル株式会社 5030001121234 骨折治療材料の自社商品開発、動画を活用しての販売事業計画 みどり合同税理士法人

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社トライアド 3010501040854 デジタル技術を活用した脱毛サロン事業によるウィズコロナの経営革新 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 越谷市 渋谷板金工業株式会社 1030001064131 建材加工業と銅の園芸用品製造販売への新分野展開 株式会社ザイプラ

関東 埼玉県 越谷市 株式会社三芸 9030001064009 高性能裁断機を活用した、裁断工程専門の受託加工業への展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 志木市 株式会社日本ケア・システム 3030001047679 「フットケア×ネイルケア×痩身×脱毛」の複合型施術を開始します ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 埼玉県 鶴ヶ島市 河越屋 サービス業から自動受発注システムによる冷凍食品製造業への転換 藤島　有人

関東 埼玉県 三郷市 自然派レストラン蕎麦旬 セントラルキッチンから発信するＳＤＧｓ達成に向けた食品ロスの削減事業 坪田　亮介

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社エスポニール 3030001017260 高級弁当販売を開始し、高級レストランとしてのブランド力を高める 山部　浩平

関東 埼玉県 川口市 渡邊　文和 「テイクアウト＋ねこカフェ」への事業転換で収益向上を果たす 児玉　直樹

関東 埼玉県 越谷市 合同会社アイティス 2030003013572 既存事業の経験を生かして集客するドライヘッドスパ専門店の開業 青木信用金庫

関東 埼玉県 草加市 アソシエイツ合同会社 9030003001991 発酵食品の可能性を広げる！発酵食品の調理・冷凍・販売事業 株式会社エイチ・エーエル

関東 埼玉県 狭山市 ネクストサービス株式会社 1030001027526 「ビジネス書著者養成スクール」の動画コンテンツ化とＥＣ販売 山本　憲明

関東 埼玉県 行田市 株式会社冨士見 3030001087064 非接触式を併せたウェディング事業と地域発展のための貸スペース事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 加須市 赤石産業株式会社 8030001072978 オリジナルプロテインの開発及び最新式自販機による非対面販売 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 せじま動物病院 光線治療への新分野展開で１．５次診療体制へ事業再構築 税理士法人第一経理

関東 埼玉県 朝霞市 合同会社太田歯研 5030003017810 新素材（パラジウム代替）加工参入のための歯科用デジタル切削機器の導入 原　知世

関東 埼玉県 さいたま市緑区 合同会社ＢＴＳ 6030003012406 スマホネックの解消で若年層の顧客獲得に向けた新分野への展開 寺崎　兼司

関東 埼玉県 草加市 ネイル＆エステティックルームプアン ネイルとエステを組み合わせた美容サロンへの展開 原　知世
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関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社Ｍ２ｃｏｍｐａｎｙ 3030001108828 美容室経営と連携したトータルビューティー提案の中古車販売事業 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 埼玉県 三郷市 カインド株式会社 5030001121580 ドローンによる３Ｄ測量及び３Ｄ防災点検・ＩＣＴ設計事業への進出 亀有信用金庫

関東 埼玉県 大里郡寄居町 城南観光 ウィズコロナに対応した新たなＥＶ（電気自動車）充電サービス事業　ｉｎ寄居 税理士法人真下経営

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 北浦和　鶏バル　プーレ バルの手作りスイーツ「和風レーズンバター専門店」 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社Ａｃｓｅｅｚ 8030001105399 アプリ完結型でのＩＴ教育と人材マッチングのワンストップ支援サービスの新規事業 株式会社アクセルパートナーズ

関東 埼玉県 さいたま市桜区 株式会社東京理工舎 1011501003150 トランスファー事業（フードビジネス）の発足～もう１００年を持続可能に～ 川口信用金庫

関東 埼玉県 草加市 株式会社太閤染革 7030001038039 日本基準から世界基準に。サスティナブルな環境認証エキゾチックレザー製革業へ業態転換。 亀有信用金庫

関東 埼玉県 朝霞市 株式会社朋英石材 6030001105442 高いデザインスキルを生かして看板製作等の事業へ進出 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 所沢市 株式会社富士精工 4030001028323 超薄型金属部品の加工体制整備による建設業界への新規参入事業 株式会社東京経営サポーター

関東 埼玉県 戸田市 有限会社菅原化工 2030002024505 新規生産設備および生産管理体制導入による、総合メーカー向け事業への新展開 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 ふじみ野市 株式会社ＯＫ－ＣＲＡＦＴＳ 6030001110707 産業廃棄物の積替保管事業への新規参入による循環型社会への貢献 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社エムウェーブ 7030001016969 地元に憩いと健康をお届けするサロンカフェ事業の展開 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 富士見市 合同会社笑足屋 9030003016429 リアルフォローも可能なオンラインレッスンによるボディケア事業 株式会社ロードサイド経営研究所

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社ケント・コーポレーション 3030001002535 フレイル層を対象とした心身健康増進プログラム サポート行政書士法人

関東 埼玉県 鶴ヶ島市 らーめんよし丸 ラーメン専門店からの脱却！外食産業から中食産業への業態転換 丸山　良尚

関東 埼玉県 川越市 馨諾国際株式会社 3030001060038 整体の本場中国の施術を取り入れた「産後ケア」専門サロンの展開 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 埼玉県 入間郡三芳町 日高ダイキャスト工業株式会社 4030001057388 自動車会社が求める２０３０年ＣＯ２削減目標を前倒し実現したアルミダイキャストの生産 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 埼玉県 川越市 株式会社磐梯 3030001139757 人気老舗ステーキ店の万能味噌ダレとドレッシング小売・卸販売 川越商工会議所

関東 埼玉県 加須市 株式会社イーストジャパン・クリーン 7030001033378 ドローンによる農薬空中散布及び、建物・ソーラー発電機の点検事業 ＦＵＮＳ税理士法人

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社山崎ハウス工業 4030001008580 太陽熱温水器・給水給湯設備・ユニットバスのセット販売事業 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 狭山市 有限会社ウッドベル 3030002037563 老舗レストランの料理持ち帰りおよびＥＣサイトによる通販の開始 イー・マネージ・コンサルティング協同組合

関東 埼玉県 坂戸市 有限会社いわいづら 3030002092096 コミュニティの場として、食を通じた健康づくりのランチカフェ 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 草加市 小料理　美舟 農業用ドローンで農家のデジタル化支援事業の宣伝と事務所建設 原　知世

関東 埼玉県 さいたま市南区 有限会社イーコミュニケーション 3010502019534 ＵＶインクジェットプリンター導入により、ＩＣキーホルダー印刷事業へ進出 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 飯能市 カレーノトリコ スパイスカレーの急速瞬間冷凍真空パックによるＷＥＢ販売 半田　康二

関東 埼玉県 草加市 クロスメッセージ株式会社 6030001109253 ドローンによる点検業務・土地の測量・災害対策の事業展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 上尾市 株式会社ネットスケット 2030001043035 在宅介護のトイレ掃除を劇的に楽にする介護用トイレマットの開発 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 川口市 ウッドストックジャパン 事業再構築補助金を活用した「惣菜事業」新分野展開に関する事業計画 川口商工会議所

関東 埼玉県 加須市 グッドアカウント株式会社 9030001098717 コンサルティングを活かした痩身エステサロン業への進出 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市南区 ＬＩＳＴＡ　Ｄｅｓｉｇｎ　 オープンイノベーション拠点となるアパレル工房シェアサービス事業への転換 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 Ｍ－ＢＱＢ株式会社 3030001066729 顧客管理システムを使用した「ビジネスマッチング」営業代行の実施 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 埼玉県 川口市 株式会社ＴＤ商事 5030001122884 デリバリー・テイクアウトから始める麻辣湯専門店 坪井　亮

関東 埼玉県 春日部市 株式会社マルリ 2030001051483 全国の飲食店を支えてきた鰹節専門卸が家庭の味を支えていていく～ＢｔｏＣ　ビジネスへの挑戦～ 株式会社千葉銀行

関東 埼玉県 さいたま市南区 有限会社氷川工作所 5030002011129 スポーツパフォーマンスを最大化するオンリーワン製品づくりへの展開 小澤　竜一郎

関東 埼玉県 行田市 かねこ建築製作所 二地域居住を視野に入れた週末小屋ライフ提案事業の展開 行田商工会議所

関東 埼玉県 新座市 有限会社Ｋｅｅｎ　ｃｏｍｐａｎｙ 8030002066830 受注減少を挽回するための洗浄サービスの新規参入 原　知世

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 一般社団法人バイクロア 7030005020075 旧大宮図書館リノベーションプロジェクト　～飲食店をオープン～ Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 埼玉県 朝霞市 ステージセンさやそよ 喫茶店への事業転換でコロナ禍を乗り切る 岸田　勝

関東 埼玉県 日高市 有限会社ウェック 5030002120796 今までにない業務用ピザ窯の出張体験会を移動販売車で実現し販売拡大 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社Ｆｏｏｄ　Ｃｏｎｃｉｅｒｇｅ 6030001137535 居酒屋から「イタリアン×らぁ麺」の独自性の高いラーメン店への事業転換 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 川口市 株式会社ＬＤＲ 9030001123350 戸建住宅の屋根・壁の改修を中心とした外装リノベーション事業 川口商工会議所

関東 埼玉県 春日部市 株式会社山勝 4030001051564 軍手販売提供から超音波洗浄クリーニングによるリターナブル提供事業 松井　孝允

関東 埼玉県 川口市 有限会社レジットエンブレム 2030002104570 シニア向け動的ストレッチジム事業 山部　浩平

関東 埼玉県 行田市 金井タタミ店 地域初のショールーム型店舗とネットの連動による物販の開始と多角化戦略 熊谷商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社ｂｌｏｏｍ 9030001113161 就労移行支援施設の教育現場としても機能するゴーストキッチン事業への挑戦 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 埼玉県 比企郡嵐山町 有限会社安藤石材工業 7030002097637 遊休森林財産活用サポート事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 飯野　正美 沖縄発アイスクリーム専門店（ブルーシール）の町内新規出店計画 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 埼玉県 入間郡三芳町 有限会社塩谷製作所 7030002078372 グロー点火アルコールエンジンの燃料水素化による用途拡張事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 川口市 合同会社合興 2030003011816 中国大連シェフの絶品特製火鍋を、３密対策で安心・安全に提供！ 金﨑　卓也

関東 埼玉県 行田市 東洋測地調査株式会社 3030001086990 コロナ対応に向けた地域未来を牽引する革新的ＩＣＴ測量の実現 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 吉川市 有限会社昇栄興業 7030002091284 鉄筋工事で培った技術力をガーデニング分野の新製品開発・販売に活かす事業 市川　義治

関東 埼玉県 戸田市 Ｗｅｂ　Ｏｆｆｉｃｅ　ＭＹＭＯＣＯ コロナ禍でも気軽に通えるセルフ脱毛サロンの開業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 ふじみ野市 株式会社バルブリッジ 9011101061070 ＵＡＶを活用した新事業構築（空撮・測量点検・操縦指導業務） 税理士法人ＭＦＭ

関東 埼玉県 深谷市 有限会社白トンボ 1030002116815 最新マシンと完全予約制の低感染リスク型のプライベートエステサロン 深谷商工会議所

関東 埼玉県 川越市 株式会社ＫＡＹＡＷＯＲＫＳ 2030001132696 コロナ禍の新たなライフスタイルを提案するカフェ「パトリシア」 伊藤　智史

関東 埼玉県 川口市 株式会社フランクリン 1030001135386 体感型付加価値エスプレッソマシンショールームの開設および運営 川口信用金庫

関東 埼玉県 朝霞市 テイクサンデー株式会社 9030001050165 産業廃棄物を収益化して社会にも貢献する金属リサイクル事業計画 事業承継コンサルティング株式会社

関東 埼玉県 川口市 ＳＥＶＥＮ・ＭＡＮ株式会社 9030001115380 在日中国人の内食需要に対応した本場の中華食材販売への事業転換 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 埼玉県 春日部市 有限会社ミノル工機 8030002071277 脱炭素社会に貢献！電気自動車に対応した金型の高精度化と品質保証 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 坂戸市 角家産業株式会社 8030001070395 地域の総合運動娯楽施設としての機能を備えるフットサル場の運営 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 行田市 株式会社ダイリン 7030001086962 「送る」から「過ごす」をコンセプトにした宿泊型葬儀事業の展開 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 Ｊ・ＧＥＡＲ株式会社 2030001100950 高硬度・中型ギア量産体制整備による新市場への進出 川口信用金庫

関東 埼玉県 本庄市 江渡企画株式会社 9030001061451 構造物の大型化・高度化・多様化に伴う鉄筋加工の大型サイズへの対応力強化と高精度化事業 シェアビジョン株式会社

関東 埼玉県 久喜市 多宝堂 南栗橋「健康すこやかプロジェクト」のスタートアップ 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 越谷市 株式会社秋山 5030001063492 最新型レーザー加工機による技術革新と燃料電池車の新分野展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 熊谷市 有限会社アベニュー産業 6030002112685 ビニール系産業廃棄物の回収、リサイクル事業計画 みどり合同税理士法人

関東 埼玉県 戸田市 昌利紙工業株式会社 3030001020363 冊子・個別発送分野のＤⅩ推進による総合情報企業への転換 常住　豊

関東 埼玉県 幸手市 合同会社ＲＩＭＡＧＥ 9030003012386 美容をテーマとした女性専用のフィットネスジムを開業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 埼玉県 川口市 株式会社ムスビトラベル 4030001127570 人とペットが幸せに暮らす社会の実現～　在庫管理　ＤＸ　技術を加えたペット　ＥＣ　事業への業種 換 小林　孝至

関東 埼玉県 草加市 株式会社ＩＬ＆ＥＬＬＥ 4030001114528 筋膜リフトと筋膜スリムで内面から健康にするエステ店舗の出店 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 深谷市 深谷電機株式会社 5030001086551 電子制御装置整備施設設置による特定整備事業への業態転換 深谷商工会議所
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関東 埼玉県 秩父郡長瀞町 株式会社アムスハウス 5030001091683 アウトドアギアを専門とするツアー型ＥＣサービスの開発（物販） 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社三春工務店 2030001018227 宿泊体験が出来る環境配慮型・次世代ＶＲ搭載モデルルーム事業、イベントの企画運営マルシェ事業を行う 税理士法人こうの会計

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社博愛社 2030001016627 「オンライン葬儀」と「ＤＸ化」による生産性向上で実現「少人数・低価格」対応型セレモニーホールの出店 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 桶川市 株式会社カトウコーポレーション 2030001042103 地域のニーズに応える複合型フィットネスジムの出店 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 大里郡寄居町 株式会社ノアエンジニアリング 4030001085950 設備導入と自社技術開発によるリチウム電池製造装置部品への新分野展開 一瀬　章

関東 埼玉県 比企郡嵐山町 大平電子株式会社 2030001071614 車載急速充放電器の開発 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 株式会社大和 6030001042388 産業用機械ロボット向け超精密樹脂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

関東 埼玉県 三郷市 有限会社エイム 3030002048404 【新分野展開】自社施設建設によるスポーツクラブ事業の新規展開 北村　亮太

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 株式会社ファミリーモータース 2030002089688 電動車特化型販売と日常点検サービスの開始で地域に貢献するトータルカーショップの構築 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 北本市 有限会社ボディショップ・カントウ 9030002083585 自動車板金塗装技術を活かした産廃品等の有効活用事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 浦和酒店楽多 ジビエのコース料理を中心としたカウンター店舗への展開 シェアビジョン株式会社

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社松本材木店 7030001085238 基礎を浮かすエアー断震技術で新築需要を掴む「災害に強い家」等の建築販売 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 越谷市 ア－ティザン前川 お客さんが集うコインランドリーを開店します。 越谷商工会議所

関東 埼玉県 越谷市 株式会社泰起 8030001101902 山留支保工から狭小敷地での杭打設工事への領域拡大による業態転換 小櫃　義徳

関東 埼玉県 飯能市 株式会社ビッグフィールド 1030001090210 埼玉の「健康長寿」は肉が支える！高品質デジタル対応肉専門店の開設 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 三郷市 株式会社ｎａｔｕｒｅ　ｄｅｓｉｇｎ８０ 1011601017397 伊東市の地域活性化に寄与するグランピング施設・キャンプ場の運営 株式会社千葉銀行

関東 埼玉県 蕨市 株式会社東信ＩＴソリューションズ 2030001124082 ＩＴスクールを設立・運営して経営資源を有効活用する取組 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 埼玉県 久喜市 ウニヴェルサーレ 障がい者もリタイアした高齢者も輝けるアフターコロナの職業訓練 白川　淳一

関東 埼玉県 川越市 有限会社スガ人形店 1030002073825 老舗人形店の伝統と地域資源連携で創る１００％川越かき氷製造業 飯能信用金庫

関東 埼玉県 吉川市 信栄工業株式会社 5030001065596 配電盤向け筐体の高精度・量産生産体制の構築による、建設機械事業から半導体事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 埼玉県 ふじみ野市 株式会社ふじみ野産業 8030001058234 創業６８年の製綿工場による羽毛ふとんリフォーム事業への展開 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 川越市 株式会社ディーアンドエス 8030001099336 よもぎ蒸し設備が利用可能なシェアサロン事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社コーフク 9030001002843 創業５０年の本格韓国焼肉店の経営ノウハウを活かした、おしゃれなカフェ業態への進出！ 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 戸田市 株式会社サイコー 5030002027661 業界初！製本技術を活用した化粧断ち＋特殊折りワンパス加工対応によるチラシ市場進出 株式会社ＧＩＭＳ

関東 埼玉県 上尾市 テクノプラン株式会社 4030001042588 マラソン大会記録集計業務のＤＸ化。 上尾商工会議所

関東 埼玉県 加須市 株式会社田島商店 8030001034029 既存事業の食品残渣収集事業の環境を活かし、食品残渣の資源有効活用を行い、新たに「牛用飼料」の製造を行う。 税理士法人こうの会計

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社とと膳 3030001014381 埼玉県水産加工業の新分野展開による医療・介護向け販売事業構築 川口信用金庫

関東 埼玉県 川越市 有限会社シャンクス 8030002079015 足場工事との組合せ垂直統合が生み出す＋αの付加価値の創出 税理士法人リライト

関東 埼玉県 秩父市 有限会社浦島商店 1030002121195 既存店舗の専門店化とインドアゴルフ練習場の新事業展開 秩父商工会議所

関東 埼玉県 川口市 株式会社レボル 2030001077900 教育事業を完全オンライン化。全国の美容室が利用できる仕組みへ 水上　邦男

関東 埼玉県 飯能市 グローバルエスフィールド株式会社 8030001112890 海外事業の強みを活かしたＥＶ（電気自動車）充電設備機器の設置・販売 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 さいたま市見沼区 北辰図書株式会社 6030001007705 ＧＩＧＡ対応のＡＩによる過去問題オンラインテストシステム開発 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 久喜市 理嬉 中古タイヤ輸出商社による国内小売販売業・自動車整備業への挑戦 青山裕之

関東 埼玉県 深谷市 セイフル株式会社 4030001086404 事業多角化による経営リスク回避と、認知度向上／地域活性化による本業復興 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社久保写真 6030001002391 自宅での極小規模ウェディング向けドレスレンタル、挙式宴席事業 税理士法人第一経営

関東 埼玉県 秩父郡長瀞町 株式会社ＲＩＮＴＥＣ　Ｄｅｎｔａｌ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 9030001091606 アクティブシニアに寄り添った高精密・部分入れ歯の製作 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 久喜市 株式会社大熊本店 4030001031087 低温・冷蔵倉庫の新設による新たな高付加価値倉庫事業領域への進出 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 本庄市 旭産業株式会社 1030001060114 新たな超高精度空圧油圧機械部品加工事業による事業再構築 本庄商工会議所

関東 埼玉県 大里郡寄居町 有限会社豊田彫刻工房 6030002115911 社寺彫刻や伝統文化から企業経営の処方箋を提示する学習支援事業 久保田　昌宏

関東 埼玉県 秩父市 株式会社むさしの 1030001090755 超富裕層をターゲットとしたハイグレードグランピング事業の戦略的展開 秩父商工会議所

関東 埼玉県 所沢市 株式会社ＴＯＫＯＲＯＺＡＷＡ－ＥＡＳＴ 3030001101543 テーマパーク型フードコート建築で地域密着型の飲食事業へ進出 税理士法人埼玉共同会計

関東 埼玉県 和光市 株式会社高橋鉄骨 7030001046751 高品質・高速特殊レーザ工法による新製品市場への参入 城北信用金庫

関東 埼玉県 所沢市 株式会社ジェントルリーフ 8030001090443 飲食専業から、新分野・リネンのリース事業に取組み、地域医療に貢献 正木　一弘

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社熊谷清掃社 3030001084648 揚げカスから飼料と燃料へ変える新資源回収循環システムの実現 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 朝霞市 有限会社大和精工 6030002059456 アルミニウム製ポール部品ニーズに応える医療機器分野への新規展開 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 株式会社アルク 8030001066253 新しいエネルギー産業機器向け部品の国内サプライチェーン強化事業 株式会社栃木銀行

関東 埼玉県 加須市 株式会社榎本精機 4030001032465 自動車部品製造企業による医療機器部品製造分野への新規事業展開 りそな総合研究所株式会社

関東 埼玉県 新座市 株式会社雄進印刷 6030001057048 ＯＭＯ（Ｏｎｌｉｎｅ　Ｍｅｒｇｅｓ　ｗｉｔｈ　Ｏｆｆｌｉｎｅ）を体現し、印刷業界にイノベーションを起こす宿泊施設の運営 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 吉川市 埼玉機械工業株式会社 7030001065545 ＥＶ関連部品製造新規開拓事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 本庄市 株式会社寿進 4030001061101 自社保有の断熱技術を活用した車体二次架装事業に参入する事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 加須市 大都鉄工株式会社 4030001033100 溶接ロボット導入による、大型コラム材の新規製造と、大型倉庫市場への参入 株式会社常陽銀行

関東 埼玉県 飯能市 株式会社加藤建設工業 2030001089350 高精度ＩＣＴ化に対応した丘陵斜面における造成事業への業態転換 飯能信用金庫

関東 埼玉県 上尾市 株式会社アイ・エヌ・ジー 4030001115518 利用者、介護者（親族等）、介護スタッフの３者にとって負担の少ない、持続可能性の高いショートステイ事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 日高市 株式会社谷野製作所 9030001089856 小モジュール高精度ギアの半導体製造装置部品の新規製造と専用ラインの構築 飯能信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 新日本ビルサービス株式会社 2030001004235 地域事業者と顧客をつなぎ、地域創生を実現する事業 税理士法人岡本会計事務所

関東 埼玉県 春日部市 不動工業株式会社 5030001053790 ハワイアン料理事業への新規参入 松本　圭介

関東 埼玉県 さいたま市西区 辰巳設備工業株式会社 7030001005352 配管設備工事業のノウハウを活かした標準配管製造販売業への挑戦 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 株式会社ジャーマンサービス 8030001053458 製パン機卸業から、本格ドイツパン提供のベーカリー事業への進出 井上　拳

関東 埼玉県 さいたま市緑区 株式会社クリーニングオリジナル 9030002001076 クリーニング師が常駐するコインランドリー店の新規開業 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 本庄市 スゴー運送株式会社 6030001060290 産業廃棄物の『３Ｒ』に貢献する企業を目指すための産業廃棄物中間処理業への進出 埼玉信用組合

関東 埼玉県 春日部市 有限会社早乙女建設 8030002071780 くさび緊結式足場設備　２点ショットブラスト方式ケレン機導入による社内一貫建設工事体制の構築 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 川越市 オリオン科学株式会社 7030001054465 短納期対応再構築と総合基板メーカーへの足がかりとなるシールド板事業 株式会社八十二銀行

関東 埼玉県 八潮市 株式会社東京アワクメ 8030001036207 油圧ポンプメンテナンスのワンストップサービスでの事業拡大 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川越市 ＧＲＡＮＺ株式会社 8030001095640 地域の安全性を守る！次世代のシステム吊り足場導入によるインフラ　老朽化補修工事への挑戦 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

関東 埼玉県 吉川市 有限会社葛三金属 3030002090026 スイッチ部品のワンパス／オートメーション化による業態転換 城北信用金庫

関東 埼玉県 深谷市 森合成有限会社 4030002117331 ニッチ分野の熱硬化性射出成形の強化による新分野進出 竹野谷　周久

関東 埼玉県 川越市 有限会社巴商工 2030002074368 コスト重視型から高精度加工による高付加価値型にむけた事業再構築 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社クルックス 8030001079370 イベント事業から業種転換『愛犬の幸せを共感』海近独立貸切型わざわざドッグコテージ経営事業 川口商工会議所

関東 埼玉県 川口市 中里歯車工業有限会社 6030002105540 スカイビング工法によるロボット用精密減速機向け歯車の試作と量産 青木信用金庫

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社沢田本店 4030001085414 縁結びの神様、妻沼聖天山が結ぶ農と食の交流でにぎわいを 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 上尾市 株式会社上尾技研 4030001041094 熱処理事業進出による金属加工のワンストプサービスでの事業拡大 株式会社武蔵野銀行



20 / 137 ページ
事業再構築補助金　第5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

エリア名 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 本庄市 和ノ嘉 コインランドリー併設カフェの開店で、児玉駅前に地域住民のオアシスを 埼玉信用組合

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 Ｔ－ｄｉｎｉｎｇ株式会社 6030001128591 豚のひとときＤＥＬＩプロジェクト 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 戸田市 有限会社ムーブ 7030002026629 シミュレーションゴルフ施設の運営を起爆剤としたゴルフ用品の販売 東京信用金庫

関東 埼玉県 志木市 合同会社ｂｉｇ　ｔｒｅｅ　ｈａｎｄ 6030003011184 ラーメン店主による「お家でホルモン」セットの自社ＥＣサイト販売 岡本　広輔

関東 埼玉県 川口市 株式会社ＺＥＮＴＡ　ＳＴＵＤＩＯ 6030001129788 音楽制作業務のマスタリング事業への参入 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 八潮市 株式会社阿部紙業 9030001038854 「脱プラ」の後押しで食品対応の紙容器製造による新分野展開で事業の再構築に挑戦 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 秩父郡小鹿野町 三橋合名会社 4030003004925 コインランドリー事業進出による事業基盤の再構築 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社ピー・エス・ディー 4030001012723 ＩＴ技術を応用した無人２４時間インドアゴルフ練習場 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 川口市 エイム株式会社 5030001073938 冷却塔向けスケール除去装置の開発、製造、設置サービスによる新分野展開 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社コレオグラフィー 7011601019446 プロダンスアクターの養成と劇団の発足による事業再構築 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 上尾市 株式会社樹ＦＫＣ 1010001205942 銀座の鮨店から、地元上尾市へ　地域密着型の海鮮丼店・ケータリング等事業への進出 安藤　幹根

関東 埼玉県 川越市 有限会社福呂屋 2030002074797 地産地消チーズケーキとウォークスルーで地域にイノベーション！ 飯能信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社三勝設備工業所 7030001019022 ダクト製造で蓄積したノウハウを生かし、プレハブ工法に適したダクト製造へ挑戦し、工期削減に貢献！ 株式会社イストワール

関東 埼玉県 熊谷市 有限会社シンエイ 3030002114899 次世代技術により需要の高まる建機部品製造業への事業転換 税理士法人大久保会計

関東 埼玉県 川越市 有限会社村上製作所 3030002075299 複合曲げ加工による高精度一体型筐体の段取りレス生産プロセス構築 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 所沢市 株式会社三ケ島製作所 1030001025091 新たな一貫生産体制の構築によるＥＶ自動車向け高精度部品の新規需要獲得事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 越谷市 昌洋有限会社 5030002091939 「エンプラの再生ペレット化によるサーキュラエコノミーの実現」 金﨑　卓也

関東 埼玉県 深谷市 株式会社大向興業 2030001086430 ＩＣＴ建設機械向け部品製造事業立ち上げによる新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 埼玉県 川口市 有限会社栄久堂 9010602028339 １００年の伝統技術と最新設備導入により高品質な特殊製本市場へ業態転換 青木信用金庫

関東 埼玉県 新座市 株式会社清水精機 4030001045855 高精度・短納期対応を実現する新複合加工による連続生産プロセスの構築 飯能信用金庫

関東 埼玉県 春日部市 株式会社ＦＲＥＡＫＳ 4030001053560 ロードサイドで近隣住民の方へ法定点検を提供するショールーム型自動車整備認証工場の開設 森田　昇

関東 埼玉県 川口市 アールディー企画株式会社 5030001083284 オールインワンシェアオフィス・困り事サポートで収益力ＵＰ事業 税理士法人第一経営

関東 埼玉県 川口市 株式会社ミッション 1030001077372 事業者向け高性能サスティナブルユニットハウスの開発・販売 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 有限会社漢口商会 8030002003313 ヴィンテージストーブのブランディングによる紅茶専門カフェ事業 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 日高市 株式会社大丸 1030001089764 レンタルスペース・整理収納支援事業による社会貢献型不動産会社への変革 飯能信用金庫

関東 埼玉県 本庄市 居酒屋燦 児玉地域の方が手軽に楽しめる、テイクアウトピザ専門店の新展開 齊藤　光介

関東 埼玉県 戸田市 有限会社篠崎製作所 2030002024397 精密汎用旋盤導入と食品製造設備の生産体制構築による新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 坂戸市 株式会社番匠 4030001128065 匠の力を活かしたアンティーク家具再生事業 上尾商工会議所

関東 埼玉県 入間市 ケーズハウス 地域密着型高齢者支援センターへの新分野展開 山田　健一

関東 埼玉県 入間郡三芳町 有限会社マユズミ 2030002079697 持続的サプライチェーンの要請に対応した感染症対策工場での新生産プロセス構築 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社Ｎｅｇｏｔｉａｔｏｒ 9030001082919 渡良瀬遊水地を望む埼玉県加須市の広報型グランピング事業 但馬信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社氷川ブリュワリー 6030001100897 卸売販売進出に向けた業態変換への挑戦 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 北本市 丸和セレクトホーム株式会社 1030001011471 電動車にも対応できる自動車整備工場への新規参入 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 ふじみ野市 トラベルネット株式会社 5030001055977 赤外線カメラ搭載ドローンによる建物診断及び空撮業務とワークスペースのレンタル事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 秩父市 有限会社横瀬石油 2030002122440 「ワーケーションスペース秩父」で地域にイノベーションを！ 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 埼玉県 戸田市 株式会社協和美術 2030001034133 印刷物の可能性を広げるニッチ分野転換への挑戦 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社伊東製作所 2030001084450 国際競争力強化の一翼を担う高付加価値ロボット部品の製造 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 埼玉県 川口市 東峰産業株式会社 2030001076274 製造プロセスのデジタル化で新分野開拓とＢｔｏＣ事業への進出 城北信用金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社すみーく 7030001104724 みなかみ町の活性化に貢献する、シニア向けグランピング事業 株式会社ガイア・プロジェクト

関東 埼玉県 越谷市 株式会社Ｂｕｄｓｃｅｎｅ 2030001067645 自宅に簡単に設置できる、防音室ＤＩＹキットの販売 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 むーんしゃいん 食×文化を融合させた新しい形のイベントスペースシェア事業 谷口　典子

関東 埼玉県 坂戸市 ＵＴＭ株式会社 3030001127266 ロボットマイスターが創設する実践ロボットアカデミー 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 越谷市 有限会社津布久自動車 1030002087049 福祉車両メンテナンスによる福祉ビジネス事業化計画 税理士法人フカサク

関東 埼玉県 戸田市 日輸車輌株式会社 5030001020592 ＤＸで業態転換した新ビジネスモデルのフォークリフト事業構築 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 さいたま市南区 中川歯科医院 「１ＤＡＹトリートメント」を機軸とした既存の高齢患者の再獲得と新規患者の獲得 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 熊谷市 アイル株式会社 4030001088805 地域交流活性化と健康増進のための趣味、交流、リラクゼーションのエコシステム戦略 税理士法人西田経理事務所

関東 埼玉県 三郷市 有限会社山田工業 4030002050061 既存のエレベータ開発顧客内の新規分野への参入を短期間に行う 亀有信用金庫

関東 埼玉県 戸田市 株式会社ＷｉｓｈＣａｒｅ 6030001023173 障害者就労支援施設開設による介護事業からの事業転換 後藤　公平

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社埼玉新聞社 8030001003009 埼玉県のリソースを活かした体験学習塾「じぶんデザイン事業」 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社良幸 2030001087585 医療用ステンレス製機器の製造に関する事業計画 税理士法人Ｔ＆Ｓ

関東 埼玉県 深谷市 埼原リサイクル有限会社 7030002115175 「都市鉱山」に眠るレアメタルの資源化事業 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社光聖 4011101081552 ２４時間利用可能かつ非接触の室内ゴルフ練習場運営への進出 野竿　健悟

関東 埼玉県 比企郡小川町 センティード株式会社 2030001071457 ＮＣルータを活用した大人の木工ビジネスの構築 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 狭山市 国産螺旋管株式会社 3030001127539 光ファイバー保護の金属螺旋管への進出 株式会社ＥＣＯ経営企画室

関東 埼玉県 川口市 株式会社常陽産業 4030001081719 コロナ禍で樹脂事業が縮小、新規のシリコンバンド製造に新分野展開 尾亦　周平

関東 埼玉県 川越市 株式会社エコハウス 5030001057478 リフォーム事業の集客・商談のオンライン化とインテリア事業開始 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社ＫＥＮＳＨＯＷ 5030001103975 アメリカの日用品雑貨販売を通じた新しい生活提案での事業拡大 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 春日部市 有限会社エムエヌコーポレーション 9030002071714 遊技場の万全換気システムを生かした新フィットネスジムの運営 城北信用金庫

関東 埼玉県 和光市 株式会社エステック 7030001103783 独自製法による強度に優れた紙製品の製造による事業再構築 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 川口市 ハイドロギヤー株式会社 4030001073872 ナノファイバー製造事業 魚谷　康行

関東 埼玉県 行田市 ゴールド化成株式会社 4030002117752 ホームセンター向けトレンドを反映したオリジナル園芸用品の展開 行田商工会議所

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社Ｆｅｃｏｓ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ 5370001024923 ｗｉｔｈコロナに対応出来る、「唐揚と焼鳥」のテイクアウト専門店と宅配のゴーストレストラン 熊谷商工会議所

関東 埼玉県 川口市 株式会社日本工房 7011801026242 健康診断専門高級クリニックに特化した内装工事元請への業種転換 川口信用金庫

関東 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 株式会社杉戸自動車 4030002070431 日本初！！民間自動車整備会社によるＥＤＲ分析を通じた自動車安全コンサルへ新分野展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社石橋紙器 7030001017736 ハンディキャップをアドバンテージに！一貫生産で挑む石橋紙器 白川　淳一

関東 埼玉県 加須市 株式会社ＳＯＬＡ 5030001114262 熱気球を発展させた宿泊・飲食・倉庫事業への新分野展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 秩父市 ヒンドゥスタン 今行きます！み☆どりーむ号が貴方の街に大作戦 上尾商工会議所

関東 埼玉県 東松山市 合資会社藤倉 3030003003614 「サロン予約システム付きポータルサイト」を構築し、理容業界を発展させる事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 秩父郡皆野町 三笠エンジニアリング株式会社 9030001112873 鉄骨３Ｄ設計・製造・現場溶接工事の一貫体制によるワンストップ製造・工事請負事業 株式会社渡辺経営コンサルティング

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社キョーリク 4030001088524 プレイフルラーニングによる幼児教育・知育特化型アプリ開発及びＤ　Ｘ支援 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 秩父市 株式会社山本組 5030001090982 革新的ＩＣＴ施工体制の再構築を図り、受注増でＶ字回復を達成する 株式会社武蔵野銀行
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関東 埼玉県 戸田市 スカーフード工業株式会社 8030001020375 手軽な体験型冷食を発売し「モノ売り」から「コト売り」に新展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 株式会社ＫＯＹＯ 1011101006710 最先端なＩｏＴコインランドリー事業を開始して、Ｖ字回復を狙った新分野展開プロジェクト 駒田　裕次郎

関東 埼玉県 川口市 東信化学工業株式会社 3013301008286 循環製造工程構築による知識集約型事業への業態転換計画 株式会社みずほ銀行

関東 埼玉県 熊谷市 ヤマム株式会社 1030001087140 再生プラスチック製の受圧板の開発と製造及び販売 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 埼玉県 戸田市 株式会社トーツヤ・エコー 3030001021493 ｗｉｔｈ　コロナ、ａｆｔｅｒ　コロナを見据えた機能性・高環境性能ラミネート加工体制の構築 株式会社アルファコンサルティング

関東 埼玉県 草加市 株式会社ＡＣＴ 4030001040641 “切らない毛髪ラボ”女性専用育毛カウンセリングとヘアケア用品量り売り事業 草加商工会議所

関東 埼玉県 深谷市 株式会社アーキテクト 6030001108718 群馬県下仁田町活性化計画。大自然・温泉・特産品が満喫できるグランピング事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 加須市 株式会社ばっかす 9030001032642 ふるさと納税返礼品事業を活用した新分野展開による地域活性化への貢献 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 吉川市 株式会社日生クリーン 1030001065682 これまで培ったモノづくり経験を活かした食品事業の新規立ち上げ 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 新座市 防音工房Ｐｅｒｆｅｃｔ ポストコロナに対応したＬｉｖｅ配信可能な防音スタジオのシェアリング事業 鬼塚　明日海

関東 埼玉県 越谷市 ＣＳリレーションズ株式会社 3030001063858 携帯電話ショップ＋換気抜群のテラス型フルーツカフェ業態で業界にイノベーションを 大塚　伸宏

関東 埼玉県 加須市 株式会社中西建設 9030002042723 整体院併設型インドアゴルフ事業参入による事業再構築 株式会社常陽銀行

関東 埼玉県 所沢市 福廣音楽事務所 専用音楽スタジオによる音楽制作とレーベル運営、及び音楽教室の開講 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社Ｓｍａｒｔ１１９ 9040001104713 休日・夜間の往診を行う医療機関を支援するサービスの新規開発 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 銚子市 有限会社マザーズ 6040002085996 自動裁断機の導入によるサンプル縫製事業の参入と多品種少量生産の強化 関谷　満

関東 千葉県 長生郡白子町 カネイ産業株式会社 8040001058927 近隣宿泊業向け調理品提供事業開始による売上拡大と地域の活性化 関谷　満

関東 千葉県 四街道市 美容室ミケネオ ポストコロナに対応した業態転換によるヘアカラー専門店の展開 東　俊道

関東 千葉県 君津市 株式会社傳 3040001109445 ペット同伴の個室ドームで安心安全なイタリアンを一緒に楽しむ 中川　博

関東 千葉県 柏市 リライズ株式会社 1011701017727 ふぞろい野菜を用いた“医師監修”のパワーサラダ 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 ユーベル 人との接触を一切せずに利用できる、完全貸切の無人個室ジム事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 香取市 バルｅｕｒｏ 地域密着型ウェルネストレーニング教室 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 八街市 株式会社クレエ 1040001047705 造形物制作販売事業 千葉信用金庫

関東 千葉県 千葉市花見川区 土屋圭史 保険外交員から「　地域に無い　ドライヘッドスパ専門店」へ　の　再構築 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 千葉県 鎌ケ谷市 有限会社なかじま 1040002038257 次世代凍結技術による高付加価値冷凍商品の製造と全国拡販 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 千葉県 習志野市 ボンクラフト 革製品製造業の技術を活用したＣｔｏＣハンドメイド市場開拓戦略 習志野商工会議所

関東 千葉県 浦安市 有限会社エイム 4040002040441 和風居酒屋が挑むイタリアンレストランとテイクアウトの新展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社レプコ 3040001008011 フードロスを０（ゼロ）にする、新時代の飲食店舗オープン事業 税理士法人オーケーパートナー

関東 千葉県 柏市 東武レクリエーション株式会社 6040001067558 スポーツ系プライベートレッスンのマッチングアプリ運営への業種転換 税理士法人ＥＰＳ

関東 千葉県 長生郡一宮町 株式会社ストライブフィールド 5040001079422 サーフィンおよび体幹トレーニングのオンラインレッスン事業 佐久間　達也

関東 千葉県 富津市 株式会社Ｍｏｄｅｓｔ　ｉｎｎ　Ｊａｐａｎ 1011101085985 都心での日常生活を楽しくする斬新な「ロッカーステーション」の開発 東京中央経営株式会社

関東 千葉県 野田市 株式会社ケミテック 8011801024220 シナジー効果を最大限に引き出すカーコーティング事業への参入 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 千葉県 銚子市 株式会社カワカミ 3040001105337 水産仲卸業で培った魚の仕入れ力を活かした魚介系家系ラーメン事業への進出 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 富津市 おふくろ 飲食業から飲食業と店頭販売（地元野菜・鮮魚）、調理体験への新分野へ展開する事業再構築 君津信用組合

関東 千葉県 印旛郡酒々井町 タベルナ・ダ・イシイ お客様による収穫体験や野菜作り体験も出来る、農家レストランへの事業転換計画 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 習志野市 株式会社ノエオ 1040001112137 淡路島バーガーとこっぺぱん専門店でテイクアウト市場に新規参入 習志野商工会議所

関東 千葉県 成田市 合同会社フィールド 3040003008959 可動域拡大と柔軟性向上に特化したフィットネスクラブ経営 野竿　健悟

関東 千葉県 柏市 株式会社ほるまさ 7040001098602 焼肉店がお家で楽しめる焼肉セットをインターネットで販売 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 千葉県 八千代市 有限会社久土地自動車工業 2040002028959 車両の自動運転装置の整備及び機器の公正事業への進出で収益改善 八千代商工会議所

関東 千葉県 印西市 有限会社昭平交通 4040002057568 大型バスを改造した移動式抗原・抗体・中和抗体検査事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 習志野市 有限会社柳澤自動車工業所 5040002019170 工場改修による自動車鈑金塗装１ＤＡＹサービスの実現 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 千葉県 柏市 株式会社肉の大山 9040001093262 地元企業の福利厚生向けに展開する「贅沢和牛弁当」自社デリバリー事業 株式会社東京経営サポーター

関東 千葉県 南房総市 ＳＯＵＴＨ　ＢＩＲＤ　ＩＮＮ 海辺の多目的スペース　癒し／ライフスタイル　キャンプ＋サーフ 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 旭市 バーバーゼロワン 理容事業から男性も気軽に通える脱毛・エステ事業への事業転換 銚子商工信用組合

関東 千葉県 茂原市 有限会社昇龍 5040002081179 中華料理店の味を自宅でも味わえる「宅配・持ち帰り」専用メニューの試作開発事業 房総信用組合

関東 千葉県 市川市 有限会社ベストテック 4040002076592 ヴィ―ガン文化を元にしたカフェの開店 森　健一

関東 千葉県 市川市 ヒラタメディカルサポート株式会社 1040001060617 ＩＴを活用した放課後等デイサービスによる地域貢献 市川商工会議所

関東 千葉県 旭市 株式会社ビューティーＭｏｒｅ 5040001063203 最新のセルフ美容エステ機器導入による大胆な事業構造の転換 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 習志野市 アンドゥプラス 日野市初！健康特化型コワーキングスペース「ＰＬＵＳ　ＯＮＥ」の開設 西　良騎

関東 千葉県 長生郡長柄町 土肥心 陶芸家による自然豊かな山を活用したグランピング事業への挑戦 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 千葉県 船橋市 株式会社Ｇｒａｎｔ 4040001102390 エステ事業により培った栄養ノウハウを元にした飲食事業への転換 株式会社イソシエ

関東 千葉県 市川市 らーめん木尾田 冷凍自動販売機による「有名店らーめんの販売」 市川商工会議所

関東 千葉県 成田市 株式会社Ｂｅｌｌｙ　Ｂｕｔｔｏｎ 8040001118573 ヴィーガン料理とランチ営業による新分野展開 羽石　欣司

関東 千葉県 流山市 Ｆｕｔｕｒｅ　ｒｏｌｅ ＢａｓｅＥＸ工法を用いた基礎巾木事業の新参入 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 千葉県 佐倉市 ＲＵＢＹ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株式会社 5040001049532 キッチンカーから思い切った業種転換で中食市場に参入 佐倉商工会議所

関東 千葉県 柏市 株式会社ＴＭＣ 9040001072745 小売業専用デバイス製造業進出およびリカーリングモデル転換への挑戦 東京ベイ信用金庫

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社エムセブン 4040001023835 豊洲、大田市場で培った強みを活かし、新たなマグロ市場のニーズに対応した定型サク（小型）の展開を行います 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 合同会社スパイラル 5011503004127 体験型ワークショップと学習支援を組み合わせた子供向け学習サービス事業 柏商工会議所

関東 千葉県 袖ケ浦市 エヌズゴルフスペース トーナメントプロによる室内ゴルフ練習場スペースとレッスン提供事業 株式会社きらぼし銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社ゆとり 5040001109955 こだわりの焼き鳥屋の味を家庭で味わうデリバリー等の業態転換事業 中井　一

関東 千葉県 市川市 居心ち家　久四郎 駅前立地を活かしたリモートワークやオンライン配信ビジネス対応の多目的レンタルスペース事業 池村　尚弘

関東 千葉県 香取市 株式会社Ｍ－ｏｆｆｉｃｅ 6040001093323 イートインからテイクアウトへ転換してコロナに打ち勝つ 岸田　勝

関東 千葉県 柏市 株式会社ながせ 6040001069835 既存固定客と配達網を活用した宅配による高級食パン販売事業計画 柏商工会議所

関東 千葉県 流山市 一般社団法人エイジレスライフ協会 9040005020865 グループホーム運営による生活密着型ケアへの業種転換 流山商工会議所

関東 千葉県 千葉市若葉区 有限会社クマザワサッシ 4040002003530 サッシ業者によるコンテナハウス販売・グランピングへの進出挑戦 野竿　健悟

関東 千葉県 柏市 株式会社彩食幸時 8040001099112 「肉割烹」の設立による感染症に対応した飲食事業の再構築 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 八千代市 株式会社フィディリティムサウンド 8040001023823 スピーカーシステム製造工場の変更とキット自製化計画 税理士法人平川会計パートナーズ

関東 千葉県 野田市 株式会社ＳｔａｒＬｉｋｅ 2040001089746 競技者とジュニア育成に特化したボウリング場の新規開業 越谷商工会議所

関東 千葉県 船橋市 おうち教室　花とリボン ハンドメイド作家専門のコワーキングスペースの開設と活用 リバティ税理士法人

関東 千葉県 茂原市 ラ・ブリーレ エステと整体の技術を融合させた新しい痩身メニューの展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 印西市 ホユキ株式会社 5010001136060 自社リソースを活用したＥＣ企業向けの物流倉庫および商品発送代行事業の新規展開 坪井　亮

関東 千葉県 香取市 株式会社和緑園 2040001077924 造園業から小売業へ　「ベランダ庭園」の商品化で新規顧客層の拡大に挑戦 株式会社シャイン総研
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関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社ＺＩＮＮＩＡ 7040001081087 「バー・ホッピングの街・千葉」実現のための飲食店起業支援 株式会社エイチ・エーエル

関東 千葉県 柏市 株式会社水分 7040001112445 おうち時間にも外食の味を！テイクアウト・デリバリもできるから揚げとステーキのお店 鈴木　聡

関東 千葉県 山武郡芝山町 有限会社隆松園 7040002083636 日本茶の製造販売から地元食材を使った本格派ラーメン店へ 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 柏市 株式会社Ｌａｎｄ＆ｓｋｙ 8040001070089 居酒屋事業から時代のニーズに合ったファミリー・女性向け焼肉店への転換事業 柏商工会議所

関東 千葉県 船橋市 ノーブル株式会社 8290001058943 妊活・マタニティエステの新規展開とプライベートサロンの構築 船橋商工会議所

関東 千葉県 野田市 有限会社成久 7040002097396 冷凍食品の開発、製造販売による経営改善計画 野田商工会議所

関東 千葉県 千葉市中央区 カノン助産院 助産院での「親になる」をサポートする千葉市産後ケア事業宿泊型・滞在型参入 吉次　貴宏

関東 千葉県 松戸市 株式会社イメージストリート 5040001097597 小売業で培った強みを活用したビジュアル提案事業への挑戦 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 山武郡芝山町 株式会社芝山タクシー 4040001063113 既存事業とのシナジーも追求したハラール料理デリバリー事業による新分野展開 千葉信用金庫

関東 千葉県 市川市 テイケイハウス株式会社 8040001037311 地域住民の豊かさ向上・ストレス解消を目的とした、ハワイアンドーナツ販売事業の運営 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 いすみ市 福栄建設株式会社 6040001074991 千葉県房総地域の地域再生に貢献！公共土木から解体事業への転身 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社おーしゃんずダイニング 2040001108613 不揃い野菜を用いたボリューム満点カレーグランプリ優勝カレー店 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 山武郡九十九里町 Ｍ’ｓＢＬＤ有限会社 5030002042792 空き家問題を解決して地域貢献！鉄筋加工業から解体業への転身 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市美浜区 株式会社ワールドパーク 5010401128698 千葉県公園管理の新たな展開！ビーチハウス商圏化による再構築事業 税理士法人アークネット

関東 千葉県 白井市 株式会社アイカンパニー 3040001109593 津田沼地域との連携を伴った新しい価値を持つシェアオフィス運営事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 千葉県 八千代市 有限会社アイルック 6040002028303 南房総でのペット同伴に特化した貸切宿泊施設事業 太宰　真澄

関東 千葉県 市川市 株式会社アンビション 7040001055875 業界初ガーメントプリンターを利用したワンストップ型・短納期・低価格（特注）卓球ウェア　　の制作販売事業 市原商工会議所

関東 千葉県 成田市 株式会社ダイエー花壇 8040001044893 老舗園芸植物卸売業者の植物管理技術を用いた高付加価値な観葉植物レンタル事業 佐原信用金庫

関東 千葉県 我孫子市 株式会社ライフユニット 5050001026068 就労型支援作業所の開所と飲食店（弁当等のデリバリー対応）の開設を　行う。 株式会社マイルストーン・コンサルティング・グループ

関東 千葉県 市川市 八房整骨院 運動療法を取り入れたフィットネス事業への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市稲毛区 響カラオケボーカル教室 「気功整体」「ボディケア・整体」によるリラクゼーションルームの運営 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 香取市 カラオケ夢時歌 地域密着　完全個室で美と健康のサポートもできる脱毛サロン 佐原商工会議所

関東 千葉県 鎌ケ谷市 スタジオアクセル ドッグスクールの開講とドッグランの運営 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 富津市 株式会社丘の鐘撞社 8040001097066 一棟貸宿施設内の遊休地を活用した新規顧客開拓への取り組み 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 印旛郡酒々井町 株式会社ウエスレイクイノベーション 3040001050005 とんかつ神楽坂さくら君津店運営及び店舗譲渡計画 川　勝寿

関東 千葉県 柏市 株式会社サンドイッチオーケストラ 4040001118783 これまでの中食サービスに例を見ない満足度を届けるデリバリー事業の展開 税理士法人　髙柳総合会計事務所

関東 千葉県 千葉市中央区 塩瀬商事株式会社 4040001003003 急速冷凍した持ち帰り食品の製造販売とスパイスカレー業態の飲食店運営 税理士法人木下会計事務所

関東 千葉県 南房総市 いちかわ接骨院 国家資格者による地域住民の運動機能維持、向上を目的とした運動教室の展開 上田　曽太郎

関東 千葉県 茂原市 フィールズ有限会社 9040002081919 スポーツイベントを安心して楽しめるウィズコロナ対応システム「ＲｕｎＳＭ」の開発 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 千葉県 柏市 株式会社山岡 7040001087464 新規オープンショッピングセンター内でのパティスリーカフェ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 鎌ケ谷市 有限会社慶山 2040002037828 老舗焼肉店の強みを活かした食肉販売、惣菜製造市場への参入 株式会社レイルコンサルティング

関東 千葉県 流山市 昭和映像株式会社 8040001110051 映像機器演出を活かした地域密着型事業展開で地域に元気を！ 税理士法人ＭＦＭ

関東 千葉県 香取郡神崎町 五代目森山清次兵衛 アレルギー持ち児童が安心して食せる「ソフトせんべい」試作開発事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 旭市 ボルダリングジムマシラ 教育事業への新分野開拓 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 柏市 トキズデザイン ファッションデザイナーのプラットフォーム型店舗事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 柏市 ＨＩＬＤＡ　ＩＮＮ 建設業界での知見を生かしたドローンを利用した調査事業による再構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社ヌーベルモンド 9040001101413 自宅美容需要を取り込む自社脱毛用ワックスの製造販売事業の展開 和田　恭一

関東 千葉県 船橋市 株式会社ＣＣＲｅｎｏｖａ 1040001101156 自社が保有する空き家を有効利用し、ＳＤＧｓに根差した社会福祉事業への新分野展開 山田　健一

関東 千葉県 富津市 ＫＩＫＫＡ合同会社 9040003002881 地元名物『黄金アジ』など新鮮魚介を使った冷凍加工食材の製造 塩津　友輝

関東 千葉県 袖ケ浦市 株式会社ＣＡＤ 1040001106386 人気飲食店がプロデュースするウィズコロナでの貸別荘＋ワーケーション 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 株式会社サンスマイル 5011801025130 玩具産業の中で、当社にとって新しい分野となる知育・教育玩具（ＳＴＥＡＭ玩具）への参入と成長 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 オープンロード合同会社 3040003005997 古民家をリノベーション。地域課題解決に貢献するＳＤＧｓ宿泊事業 中牟田　康

関東 千葉県 船橋市 ビジネスゲート・コンサルティング株式会社 1040001032871 新しい生活様式に対応する専用施設を用いた健康促進事業の実施 藤原　和江

関東 千葉県 匝瑳市 平山板金 増加するウィンドレス畜舎に対応した畜舎用エアマットカーテンの製造 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 香取市 有限会社花のクレヨン 9040002088286 切り花専門店による、ドライフラワー（廃棄花を活用）・観葉植物販売事業への新分野展開 佐原信用金庫

関東 千葉県 東金市 株式会社ステップ京葉 1040001057902 次世代のシステム吊り足場を利用した新たな足場事業への取り組み Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

関東 千葉県 八千代市 リタ株式会社 6040001080577 健康関連商品の販売による健康をテーマとした地域交流店舗事業の立上げ 松井　淳

関東 千葉県 富津市 有限会社かん七 6040002071096 そば道場による顧客との関係強化と道場生の活躍の場づくり 君津信用組合

関東 千葉県 長生郡睦沢町上市 株式会社たていち 4040001060093 災害対策工事業及び災害対応機能型コインランドリー事業の開始 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 木更津市 株式会社池田工業 2040001051540 鉄骨工事事業者が鉄骨ユーザーである強みを活かし製造業へ新展開 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 市川市 有限会社千葉エンビ 8040002074205 プラスチック製資材に特化した地域密着型倉庫業への進出 近山　寿博

関東 千葉県 大網白里市 合同会社リラクシング 6040003009442 九十九里の自然を満喫出来るペットと泊まれる一棟貸グランピング 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 いすみ市 有限会社志村水産 2040002101807 大原地ダコの加工・販売を専門にＢｔｏＢ展開で復活を目指す。 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 佐倉市 株式会社美研 4040001048535 「海」を楽しむ「グランピング等の宿泊事業」 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 株式会社ユーカリ物流 2040001037168 お客様の困り事解決と自社の既存事業を飛躍させる定温倉庫事業 税理士法人オーケーパートナー

関東 千葉県 佐倉市 株式会社福島精工 1040001047069 最新ＡＩ機能による３密回避でＲＰＦ製造機の大型固定刃加工を実現 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 東金市 有限会社グローバル・チーズ 4040002079001 当社初となる新たな冷凍乳製品の開発・販売に伴う生産ライン構築事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 夷隅郡御宿町 株式会社スズヤス 1040001084814 農家直営キャンプ場及びエコツーリズム事業への進出 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 いすみ市 株式会社橋本カンパニー 9040001110827 中小零細建設業から非接触型簡易宿泊業（一棟貸し別荘事業）への業種転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社松丸開発工事 6040001018742 建設廃棄物の有効利用率向上と循環型社会の構築に向けた再資源化事業計画 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社クリエイト・エンディ 7040001011184 （新事業展開）３事業の一体運営によるシナジー効果の発揮 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 勝浦市 有限会社タキグチ 7040002102321 観光施設・キャンプ場への地域物産食材ならびに冷菓の販売事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 君津市 風鈴堂合同会社 2040003009909 特産品メニューが活かせる持ち帰り飲食事業への転換 近山　寿博

関東 千葉県 野田市 知久牧場 循環型酪農の牧場の生乳からアイスクリーム等を製造し販売する 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 館山市 有限会社龍崎工務店 7040002099938 地元館山の観光資源を活かしたワーケーション型貸別荘事業への進出 経営創研株式会社

関東 千葉県 富里市 株式会社半兵衛エンタープライズ 4040001045367 カー用品の販売・取付から、自動車のトータル提案への進化を図る新事業展開 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 市川市 ヤブサキ産業株式会社 8040001027774 ＳＳから脱炭素社会に対応した次世代エネルギー拠点への業態転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 勝浦市 居酒屋ひと里 居酒屋からあなたの台所風の総菜テイクアウト店へと事業転換 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 南房総市 合同会社ＫＡＹＡＢＵＫＩ 9010803002877 南房総地域の観光資源を活用したトレーラーハウス宿泊事業への転換 髙司　浩史

関東 千葉県 木更津市 株式会社エスタシオンホールディングス 6040001106662 ＩＣＴ教育を伴う放課後等デイサービス事業の実施 木更津商工会議所

関東 千葉県 佐倉市 株式会社ミッション 5040001047107 サーフショップ・居酒屋事業からミートパイカフェ事業への転換 株式会社千葉銀行
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関東 千葉県 松戸市 有限会社ｃｈｅｖｅｕｘ 7040002052954 顧客はスタイリスト、スタイリストと展開する革新的サロンビジネス 東京ベイ信用金庫

関東 千葉県 富津市 合同会社房州の力 8040003007205 南房総一の海鮮レストランおよびＥＣ販売　～南房総の魚を全国へ～ 福永　健二

関東 千葉県 習志野市 株式会社佐野工務店 1040001014465 工務店が目指す世界水準の家づくり！国産材サステナブル住宅事業 森藤　啓治郎

関東 千葉県 船橋市 株式会社Ｃｅｌｅｂｒａｔｉｏｎ　ｌｉｆｅ 5040001025129 葬儀をもっと自由に。最先端施設で行うオーダーメイド葬・生前葬・ペット葬 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 南房総市 株式会社紋屋旅舘 5040001079026 家族旅行向け旅館からファミリーワーケーション旅館への業態転換 館山信用金庫

関東 千葉県 八千代市 有限会社イケサン 9040002000829 ３Ｄスキャナー型三次元測定機を利用したリバースエンジニアリング事業 矢野馬　通永

関東 千葉県 佐倉市 株式会社京櫻 8040001089377 グローバル型「ハイスペック人材」創出事業で地域共生社会のハブへ 岡部　眞明

関東 千葉県 八街市 株式会社テンサン 5040001048014 大型非住宅建築物木造化に向けた大断面プレカット材提供体制の構築 株式会社ＰＱＭ総合研究所

関東 千葉県 千葉市中央区 ベイサイドプラント株式会社 6040001092192 千葉県内Ｎｏ．１のからあげ専門店のＦＣ経営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 八街市 桜木総建株式会社 3040001092567 太陽光発電建設の知見を活かし太陽光パネルリサイクル業へ事業転換 北村　亮太

関東 千葉県 野田市 株式会社ネクストステップ 5040001078746 事業再構築のための障害者グループホーム 岩瀬　学

関東 千葉県 船橋市 協和工業株式会社 5040001017150 老舗企業が培った『技術力×生産体制×ネットワーク』で新分野に挑戦！ 根本　義之

関東 千葉県 野田市 株式会社サンコー 8040001071211 コロナ禍における大径長尺部品市場への新分野展開 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 成田市 広風苑株式会社 6040001098339 「和の様式美」と「自然の風景美」が織りなす、地元・印旛の「安全・安心」食材レストラン 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 柏市 カイトウ建築設備工業株式会社 3011101056852 次世代墨出器の共同開発の成果を活かし、包囲カメラ群角度解析による軌道解析装置による測定請負、装置販売事業への進出 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 匝瑳市 株式会社ジオテクノ・ジャパン 4040001061546 川下工程に進出し地盤調査、基礎工事の社内一貫サービスを提供 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 千葉市美浜区 ミオ　プレフェリート ポストコロナを生きるイタリアンバールとキャンプ場運営のシナジー 公益財団法人千葉市産業振興財団

関東 千葉県 市川市 株式会社ソーシャル 3010801006308 ビジネスホテルのノウハウを活かしたウィークリーマンスリーマンション事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市緑区 株式会社エデュース 6040001079727 放課後等デイサービス及びコワーキングスペースへの新分野展開 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 千葉県 茂原市 株式会社内山電機製作所 4040001059078 当社の技術を活かせる再生可能エネルギー事業への進出による新たな収益源の獲得 株式会社ゼロプラス

関東 千葉県 館山市 有限会社宮沢書店 8040002099862 従来の書店から、イタリアンレストランを併設した空間を売るＢＯＯＫ＆レストランへの進化 館山信用金庫

関東 千葉県 市川市 株式会社明湘園 4040001055531 台湾料理店によるテイクアウト、デリバリー向け商品の量産化 近山　寿博

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社かわきたファーム 2040001057059 住宅街のすぐ横、大自然にポツンと古民家農園カフェで新分野展開 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 香取市 合資会社岩立本店 3040003003613 加工場のＨＡＣＣＰ対応・ショールーム化により老舗和菓子屋が製造卸へ進出 佐原信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 有限会社田中石油店 3040002007235 既存のＳＳ事業を集約し、コインランドリー事業へ新分野展開 株式会社エム．サポーティング

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社ｃｏｃｏｌａｂｏ 3040001101105 全世代対応型レストランを起点にした地域コミュニティ活性化事業 森田　昇

関東 千葉県 旭市 株式会社高野縫製 3040001063246 アパレル業界を主体とした、サードパーティーロジスティクスへの進出 銚子信用金庫

関東 千葉県 匝瑳市 株式会社寿トランスポート 9040001094896 運送業者の物流トータルサービス向上のための倉庫業進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 浦安市 株式会社梶哲商店 9011701002093 鋼板卸売事業から建設機械部品製造業への転換 株式会社ゼロプラス

関東 千葉県 松戸市 株式会社エスワイ・ロジステックス 7040001038830 地域の健康と交流を促進する駅前型インドアゴルフ場の運営 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 東金市 有限会社プラネット化学研究所 9040002077702 解凍するだけですぐに使える！高品質で信頼性の高い「冷凍化接着剤」の製造・販売 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 合同会社ｉ－ｍａｐ 6040003005689 福祉洗濯代行サービス 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 鴨川市 ひだまりイン ワーケーション対応型ペットと泊まれる短期貸別荘事業の開始 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 茂原市 合同会社Ｂ＆Ｉホームズ 4040003008693 地域活性！コロナ時代に対応したアウトドア特化型宿泊施設の運営 山田　健一

関東 千葉県 市川市 勇建 外壁洗浄から防水工事への新分野展開の挑戦 市川商工会議所

関東 千葉県 東金市 株式会社ＵＪａｃｋ 4040001090553 キャンプ輸入小売業ＵＪａｃｋによる国内内製化、製造業進出計画 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 エヌビー・スリー株式会社 1040001068998 ｗｉｔｈコロナ時代へ向けた野外イベント運営の為の「音響機器設営・施工」事業への事業再構築 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 山武郡九十九里町 株式会社ＨＡＰＰＹ　ＮＵＴＳ　ＤＡＹ 3040001082056 ２４０レシピで魅力を引出す！ピーナッツ食品製造への業態転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 有限会社芝田自動車 8040002098971 自動運転車・先進安全自動車需要増加に伴う最新エーミング機導入 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 いすみ市 有限会社松本家具製作所 9040002102105 デザイン性に優れた内装製作に進出する生産ラインの構築 近山　寿博

関東 千葉県 成田市 成田食料株式会社 3040001043132 にんにくの元気成分を千葉から全国へ！にんにく調味料生産開始 銚子信用金庫

関東 千葉県 市川市 株式会社東和工業 7040001084643 同業者のニーズ熟知の強みを生かした車両レンタル業への進出 市原商工会議所

関東 千葉県 八街市 株式会社トップジャパン 5040001077905 業界依存から脱却！重機部品加工新規参入のためのレーザ加工における厚板切断対応とＡＩ機能活用事業 シェアビジョン株式会社

関東 千葉県 船橋市 合同会社家内喜屋ハウジング 4040003012084 空き家を活用した障害者グループホームへの新規参入 加勢　清晴

関東 千葉県 館山市 アムスホテル館山株式会社 1040001074724 リゾートホテルがプロデュースするコト消費に注目した日帰りレジャー施設事業 株式会社武蔵野銀行

関東 千葉県 富津市 株式会社海輝 2040001053025 卸売市場依存から高付加価値商品開発と消費者直販への販売拡大 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 千葉市稲毛区 ヘアーアンドメイクアップ　リンク 日本の和装文化の発展を目指してＳＮＳを活用した衣装レンタル・着付け業の展開 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 千葉県 勝浦市 株式会社富士 8040002102378 「健康づくりのハブ」施設地域密着フィットネス事業 小松原　史雄

関東 千葉県 柏市 株式会社モトハシ 8040001066566 「つぶし曲げ」技術の獲得によるディスプレイ関連事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 千葉県 柏市 株式会社Ｃ・Ｂ・Ｈ 3040001044700 家族の絆を大切にする貸し切りフォトスタジオ事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 千葉県 市川市 株式会社エル光源 2011701014772 二拠点生活者向け　Ｏｆｆ　ｇｒｉｄ　ｓｅｃｏｎｄ　ｈｏｕｓｅ 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 木更津市 吉村・彩光宝株式会社 6040001052799 地域資源を活用してシニア層に特化したパーソナルトレーニングジム運営事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 四街道市 株式会社本宮自動車 4040001047446 ＡＳＶ販売とＯＢＤ車検を軸とした、新自動車領域への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 浦安市 関根床用鋼板株式会社 4040001028900 縞鋼板卸売業からパンチングメタル製造・卸売業への転換 株式会社ゼロプラス

関東 千葉県 鎌ケ谷市 昭和工業株式会社 1040001028151 技術発展による需要の増加が見込まれる鉄骨造高層住宅建設事業進出計画 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 袖ケ浦市 株式会社のうえんプランニング 5040001086600 インクルーシブ施設と既存事業の協業が相乗効果を生み出す新分野展開 君津信用組合

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社アートデコール 6040001013891 無光触媒コーティング剤の製造販売施工及び室内環境モニタリングシステムの開発 田中　裕之

関東 千葉県 香取市 株式会社丸誠 7040001102702 運送事業から大型車に特化したレッカー事業への新分野展開 銚子商工信用組合

関東 千葉県 佐倉市 創政建設株式会社 2040001049304 本格四川料理店運営による新分野展開 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 八街市 株式会社中伸産業 1040001090696 中間処理施設及びリサイクルペレット再生プラント構築事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 有限会社ジン・コーポレーション 2040002034412 専門店の味と九州グルメを家庭に届ける冷凍自販機と惣菜販売事業 東京ベイ信用金庫

関東 千葉県 船橋市 ランフロム株式会社 2040001103291 学習塾ノウハウを生かしたインターネットプラットフォーム（オンライン）教育事業への進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 有限会社潤井戸タクシー 2040002072841 同業のタクシーや介護車両に特化した自動車整備業と既存事業とのシナジー効果 市原商工会議所

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社ＡＫＹ 8040001103402 地域社会の課題解決に貢献する障がい者自立支援事業 髙橋　基貴

関東 千葉県 いすみ市 株式会社山商 5040002101960 廃棄される未利用材の活用を促進する破砕機によるチップ製造事業 房総信用組合

関東 千葉県 市川市 株式会社トウケン 8040001055833 コロナ渦で苦境のスポーツ選手を応援するオーガニックラウンジの創設 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 習志野市 株式会社ｋｉｃｈｅｎ・ｔｏｒｉｋｉｃｈｉ２９８ 1040001042334 地域活性化を目指すコンテナハウスを活用したフードコート構築事業 Ｂｅｓｔ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ株式会社

関東 千葉県 大網白里市 株式会社タイヨー 3040001058502 昆布等のカット技術・製造品質を活かして取扱品を拡げ日本の食文化をつなぐ 経営創研株式会社

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社コヤス 6040002004411 「住宅リフォーム」から「新設住宅建築」への事業転換 千葉信用金庫

関東 千葉県 船橋市 株式会社ヤオハル 5040001021466 バイオマス技術でフードロスに対応してＳＤＧＳを実現する事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 株式会社ＨＡＭＢＡＹ 5040001070158 充実設備でペットツーリズム需要に応える一棟貸しラグジュアリーヴィラ建設 アアル株式会社
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関東 千葉県 流山市 有限会社初東 6040002053433 宅配ノウハウを生かしたフードデリバリー事業への参入 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 長生郡長生村 有限会社狩野鈑金工業所 8040002082686 業界と社会の未来を見据えたＡＳＶ対応自動車塗装・整備の実現 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 千葉県 東金市 株式会社東精工製作所 3040001057116 大型・複雑・精密加工技術を導入し、建機用を含む鋳物部品市場を開拓 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 八千代市 有限会社京葉工業所 1040002028976 鋳鉄品の吹付塗装事業への進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 フローラデンタルクリニック 生物学的審美治療を軸とする連携医療による歯科医療の高度化 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 東金市 株式会社イーストグリーン 1040001101825 ＥＣ活用による植木の通販並びにサブスクリプション方式による植木サービスの提供 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 旭市 向後スターチ株式会社 5040001061875 日本古来の甘味料「米飴」を製造販売する新分野展開事業 東京中小企業投資育成株式会社

関東 千葉県 印西市 株式会社菊池鋼板興業 9040001001613 デジタル穴あけ加工高度化によるコロナ対応生産プロセスへの変革 株式会社商工組合中央金庫

関東 千葉県 千葉市緑区 株式会社田志興業 1040001097122 次世代環境共生型６次産業の地域活性化事業 奈良県商工会連合会

関東 千葉県 鎌ケ谷市 Ｔ．Ｔ．Ｃ株式会社 2040001069698 建設業界の作業効率化を目指したドローン技術の導入 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 鴨川市 株式会社さわらび 1040001074187 日本初！国家輸出戦略特区の新市場高機能棟から米国へ輸出！ 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 東原産業株式会社 4040001011864 新事業部立上げと最新鋭レーザ加工機導入による、建築資材業界への進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 八街市 株式会社Ｙ’Ｓリース 7040001056741 ＳＤＧｓ達成への挑戦　中古車のレストアとＥＶ化で「脱炭素」でエコな社会を目指す 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 株式会社Ｔｅａｌｓ 5040001107983 イベント会社がもつ組織力と技術の応用とデジタル技術を活用した橋梁点検事業への挑戦 河村　晴雄

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社オーバードライブ 6040001013504 幕張エリアに密着したビリヤード・ダーツ・室内ゴルフ・エアロバイク・麻雀を楽しめる空間「Ｗａｋｕ　Ｗａｋｕ」 木村　兼作

関東 千葉県 大網白里市 福豆珈琲株式会社 7012701015376 フルーツの酵素を用いて発酵した国産コーヒー豆のＥＣ販売「福豆フルーツコーヒー（仮称）」 木村　兼作

関東 千葉県 市川市 株式会社丸屋 5040001116596 産学連携による文具店からブルワリーへの挑戦 市川商工会議所

関東 千葉県 山武市 有限会社石𣘺興業 1040002079367 障害者への新規事業で社会福祉の課題解決とＳＤＧｓ＃３の目標推進に貢献する 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 柏市 株式会社柏洋 5040001065562 笑顔と会話で人と人が繋がる、地域コミュニティとしてのフィットネスジム運営 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 木更津市 株式会社ビッグワンオート 2040001050872 我が国の自動車社会を支える整備士の減少に歯止めをかけるための自動車整備工場による現場での教育事業展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 鴨川市 有限会社山平商店 1040002101106 ベトナムとの水産物輸出入を増加させる冷凍庫等敷設事業 弁護士法人みなと法律事務所

関東 千葉県 成田市 株式会社ドリームライフウエスト 2012701013434 コロナ喪失による地域資産・結婚機会を復興させる居住型コワーキング事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 旭市 株式会社ソベロフト 8020001093397 千葉名勝の絶景とアートでもてなすグランピング施設事業への大転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 香取市 株式会社エムディ企画 1040001063909 香取市を魅力のある街に！地域活性化の為の衣・食・住　複合施設の運営構築計画 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社マサキ工業 9040001052037 インジェクションブロー成型による再生ＰＥＴ容器を活用したオーガニック市場への参入 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 我孫子市 鈴木ダクト工業有限会社 9040002092742 地域資源を活用した自然×農業×職業×ＳＤＧｓの複合型体験事業 松井　立朗

関東 千葉県 佐倉市 アルカス合同会社 3040003010584 コロナ禍で医療格差が進行する医療過疎地域への訪問看護参入事業 尾﨑　素之

関東 千葉県 佐倉市 株式会社韓美 5040001083606 老舗焼肉店の味を商品化、販路拡大事業 佐倉商工会議所

関東 千葉県 市川市 ツチヤ自動車株式会社 3040001026921 次世代型アフターサービスの開発と新型コロナからの経営のＶ字回復 安達　隆久

関東 千葉県 柏市 吉田商事株式会社 8040001091812 日本製の釣具輸出業から自社釣具の販売業及び倉庫業への転換 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 南房総市 株式会社戸倉商店 1040001074451 台風被災の古民家再生！サウナ・露天風呂付宿泊施設で新規開業 館山信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社松本工業 3040001073583 総合建築業からリユース・リサイクル品販売事業への進出 近山　寿博

関東 千葉県 船橋市 株式会社ユタカ商事 2040001019026 「ディーラーからメーカーへの転身！」磁気を活用したリハビリ用医療機器の製造販売（輸入）事業の展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 株式会社フルハシ商事 5040001071866 建設業から「廃棄物減容化プラント」開発・製造・販売事業へ 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 印旛郡栄町 有限会社芝野オートサービス 5040002059547 業務の可視化によるクリーンな車検・整備体制の獲得 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 君津市 株式会社エーピー 6040001057055 プライベート性重視の「グランピング＆貸切サウナ事業」への進出 井上　拳

関東 千葉県 いすみ市 プレジャーガーデン＆リビング株式会社 5040001075396 国内最初期のサーフィン文化を伝える、アイスクリームショップ 紀平　祐希

関東 千葉県 印西市 株式会社日本サイト 9040001044736 ドライフルーツ事業 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 野田市 ワイケーケーシー株式会社 6040001072293 機械設備の導入と運送業務の掛け合わせで売上安定化と地元雇用の創出へ 税理士法人猪股会計

関東 千葉県 市川市 株式会社ＦＲＯＮＴ 2040001031641 多様な素材と加工を熟知したアパレル仕上加工業が挑む富裕層向けニットアイテム製造 東京東信用金庫

関東 千葉県 印旛郡栄町 株式会社河内金属 2040001045518 精密加工技術の習得による精密板金事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 千葉県 長生郡一宮町 株式会社ＹＯＬＯ 1040001099845 サーフィンのメッカ一宮町だからできる統合型ペットリゾートの設立事業 房総信用組合

関東 千葉県 柏市 株式会社茶の八 8080101001114 地域初、ペットの本格的なエンディングサービスの立ち上げ 税理士法人　古田土会計

関東 千葉県 木更津市 ＡＩＬＥ　ＧＬＯＢＡＬ　ＡＵＴＯ 水性塗料に対応した輸入車メインの鈑金塗装事業及びオートバイのレストア・ＤＩＹ用作業スペースの提供事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社豊富機械工業 7040001022537 半導体・産業ロボット向けの高精度、大型製品の製造 東京東信用金庫

関東 千葉県 千葉市緑区 株式会社瀬谷塗装工業 8040001003767 電解水及び環境機器による衛生環境市場に新規進出 セブンセンス税理士法人

関東 千葉県 南房総市 大五郎建設有限会社 4040002100443 創業の地で再び花を咲かす。創業３３０年の宮大工と東京のデザイン系建築会社による古材の活用プロジェクト 館山信用金庫

関東 千葉県 八千代市 株式会社アオキプランニング 3040001020429 経営基盤の強化と従業員の雇用維持を実現するための決意の取組 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社ＦｏｏｄｉａＡｒｋ 8040001116965 発酵自然食を活かした飲食店、アカデミー、スタジオへの事業転換 房総信用組合

関東 千葉県 いすみ市 株式会社越河建材 3040001102482 廃瓦を園芸用土に再生、コロナ禍で伸びるガーデニング市場へ進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 鎌ケ谷市 株式会社フラワー商会 4040001018612 ２４時間受渡しロボットで非接触に特化した洗濯代行サービス 東京東信用金庫

関東 千葉県 柏市 千葉機械工業株式会社 1040001068503 高機能医療用シート製造装置設計製作への新分野展開 柏商工会議所

関東 千葉県 長生郡白子町 有限会社ホテルニューオーツカ 4040002080446 遊休設備の最大限活用で、団体客専門からワーケーションの個人客を取り込むホテルへ転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 我孫子市 吉岡茶房 手賀沼公園内でのテイクアウト専門カフェへの業態転換 太宰　真澄

関東 千葉県 佐倉市 株式会社常磐植物化学研究所 4040001046976 福利厚生サービスとしての健康経営サプリ販売と自社ハーブ園を活用した飲食事業展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 鴨川市 株式会社正和物産 2040001074194 立寄型ドライブイン事業から観光目的地型の複合競合施設（ＫＡＭＯＧＡＷＡ　ＢＡＳＥ）への新事業展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 流山市 有限会社かねき家 3040002051332 ウィズコロナを乗り越えポストコロナへの新たなる料理屋のかたち 流山商工会議所

関東 千葉県 野田市 有限会社アラ電気 1040002096560 地域に根差したトレーニングセンター開設による新分野への進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 有限会社花摘 9040002091190 生花が映えるオリジナル家具・雑貨の製造販売事業 水谷　弘隆

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社ＰＬＵＳＫ 9040001087974 セントラルキッチン体制の確立と物販事業への進出 近山　寿博

関東 千葉県 木更津市 関東自動車工業株式会社 9040001050437 公設市場内で新鮮な食材をつかった飲食店を出店する新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 千葉県 千葉市美浜区 株式会社アバンダントライフ 6040001072855 地産地消で食を取り入れたコロナ渦でニーズのあるヨガリトリート事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 習志野市 株式会社丸山工務店 7040001014765 グランピング施設運営による体験型宿泊サービスへの挑戦 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 千葉県 野田市 株式会社風見 4040001072386 生コンクリート残渣（残コン・戻りコン）リサイクル事業への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 ＭＯＮＫＥＹ半谷亮太 地元の素材を活かしたコース料理を楽しみながら宿泊できる！海の見えるオーベルジュ事業の開始 塩津　友輝

関東 千葉県 千葉市稲毛区 トクシ株式会社 9040001014053 金属破砕処理工程を加えることによる事業再構築 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 安信建設株式会社 8040001025431 無人チェックイン可能な非接触型安心グランピング事業 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 香取市 合資会社羽生惣吾商店 1040003003680 国際輸出規格対応の中食市場向け小ロット・無洗米専用加工ラインの構築 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 印旛郡栄町 株式会社住工房スタイル 5040001046380 最新のＩＴ技術により工期１ヶ月の革新的な注文住宅を全国に展開！建築ＤＸによる事業再構築 Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ合同会社

関東 千葉県 成田市 ピッツェリア　ポジターノ 外食厨房から中食対応型厨房へ再構築　ＤＸ躍進による販路拡張図る 佐原信用金庫

関東 千葉県 八千代市 なりせん有限会社 9040002029819 地域の障害者に不稼働施設を活用した放課後デイサービスの提供 東京東信用金庫
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関東 千葉県 千葉市中央区 マルシン興産株式会社 9040001007156 青果の無加工品卸売から、加工品卸売・廃棄処理の川下事業への進出 ＳＱコンサルティング株式会社

関東 千葉県 君津市 株式会社大都商会 5040001052362 ＡＳＶ設備に対応したテクニカルセンターの開設 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社いまでや 2040001000695 日本酒のエイジング事業で新たな酒市場を創出する 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 富里市 新空港総業株式会社 6040001043369 好立地の強みを活かし体験型のオートキャンプ場を新規開業します。ＥＣ連携も行いリピータ獲得に注力。 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 南房総市 ＣＡＮＥ　ＢＩＡＮＣＡ 地域初！ワンちゃんと絆を深めるアジリティ対応型貸別荘事業への進出 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 銚子市 株式会社飯田商店 9040001061970 鯖の漁獲量日本一を誇る銚子市の「日本一大きいしめ鯖」で地域ブランドづくり トライアローズ税理士法人

関東 千葉県 木更津市 有限会社新栄産業 6040002066823 自宅環境整備ニーズに対応する内装リフォーム、家具インテリア業への参入 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 千葉県 松戸市 有限会社明昇工業 4040002053278 観賞用メダカの育成養殖及び養殖用資材販売事業 税理士法人メディア・エス

関東 千葉県 鴨川市 株式会社ニュー小湊ホテル 9040001074551 『新たな高級洋食料亭造設と客室の高付加価値化による「オーベルジュ」の構築』 株式会社商工組合中央金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社志学書店 9040001003064 医学専門書店による医学部受験生向け学習塾経営への挑戦 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社寿々木 3040001054096 老舗うなぎ料亭・割烹料理店の変革 特定非営利活動法人ＮＰＯテクノサポート

関東 千葉県 佐倉市 株式会社黒澤製作所 6040001048517 管工事業からダクト製造業への業種転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社東セン貿 7040001054340 『活物＝東セン貿！』から食品加工業への新たなる挑戦 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 柏市 岡本硝子株式会社 2040001065334 ゼロエミッションを実現する高機能放熱基板の製造（新分野展開） 東京東信用金庫

関東 千葉県 四街道市 株式会社キヤット 8040001047244 老舗フォーマル子供服メーカーのＳＰＡ企業への転換服小売事業 銀座スフィア税理士法人

関東 東京都 江東区 ｉ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 4120001206662 特殊選別設備を用いた土地改良用土砂製造システムの提供 東京東信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｍｏｂｉｌｅ　Ｏｒｄｅｒ　Ｌａｂ 2011001114926 フードデリバリーにおける注文一元化管理ツールの提供事業 竹本　和将

関東 東京都 千代田区 ６００株式会社 9011001116726 自販機業界のＤＸを支援するＡＩ及びデジタルプラットフォーム事業 市原　薫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ブロードエッジ・リキュエール 4011001101410 最新デジタル活用でワイン嗜好分析と革新的ワイン販売方法の確立 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社グラフ 4010401120961 データサイエンス研修動画コンテンツの開発 株式会社りそな銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＳＳＬ 5180001137827 ＡＩ機能搭載の声優育成ｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇシステム開発によるデジタル教育革命 株式会社キクチカラ

関東 東京都 世田谷区 マイヘルシークッキング アレルギー対応ができる「個食」ケータリング事業への転換 長谷　有希央

関東 東京都 板橋区 株式会社ＫＤＭ 9011401020098 人と地球に優しいカフェ計画　ｆｒｏｍ大山 青木　正典

関東 東京都 墨田区 株式会社コトブキ 2010601011970 ＩｏＴカットマシン導入による紙製立体造形物オーダー品製造事業 朝日信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社ビューレックス 4011701011966 琉球ヘナ・もずく入りオーガニックＰＢ商品の企画販売と美容師の働き方改革シェアサロン開設 経営創研株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社クルーズカンパニー 1011101062935 ＡＩを駆使した疑似内見システムのクラウドサービスでの提供 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 有限会社エイチアイディ 9011002035735 海の魅力を伝える新たなアウトドア製品開発による新分野展開 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ちるどれん 2011001098558 那須町における「栃木の全てを感じることが出来る貸別荘」の展開 齋藤　泰行

関東 東京都 目黒区 株式会社えにしんぐエンターテイメント 8010901031960 芋スイーツ製造販売・芋焼酎企画販売による新分野展開を図る 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社クリスタルインターナショナル 8021001002843 ＩＴ・デジタルを積極活用した結婚式場再生支援の新事業展開 かながわ信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社デコレーションカンパニー 4010001163353 アプリで注文できるオーダーメイドパンプス販売へ新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 魚見茶寮 ＤＸ化と人材育成を主軸にコロナ後の収益化を見据えた創作ずし事業計画 廣瀬　好伸

関東 東京都 千代田区 リアシス株式会社 9010001184246 軽度の発達障害児童に、その子の特性にあった発達支援を行う療育事業 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 一般社団法人芙和せら心理研究所 5010005027347 ＜健康長寿のお花遊びサロン＞の為の花＊コミュニケーター養成 辻　孝生

関東 東京都 千代田区 株式会社グローバルキッチン 1010601049707 ウイズコロナの時代にマッチする「おひとり様ビストロ」の新分野展開 安川森平

関東 東京都 練馬区 アルビレオ株式会社 6011601016997 コロナ時代に対応した、密を避ける女性向けの癒しと独立支援 税理士法人つなぐ

関東 東京都 青梅市 ホットマン株式会社 3013101003941 自社一貫生産と直営店販売で磨いた高付加価値タオルのＯＥＭ事業展開 青梅商工会議所

関東 東京都 町田市 株式会社夜明け前 4012301007883 セントラルキッチン開設と配達飲食サービス事業のブランド展開 Ｔ＆Ａ税理士法人

関東 東京都 千代田区 自動化ファクトリー株式会社 1010001197040 高等学校情報科支援事業 大畑　智宏

関東 東京都 目黒区 デザインディッシュ株式会社 9011001101133 シェアキッチンスペースと原材料にこだわった自然派カフェの展開 安里　匡平

関東 東京都 台東区 株式会社清助刃物 4010501044870 ステイホームで需要高まる主婦向け職人包丁の販売計画 齋藤　由宇

関東 東京都 新宿区 ＬＵＣＥＮＴ　ＭＡＲＴ株式会社 5011101064168 ハラル食肉処理施設開設および　ＥＣ・卸売業の立上げ 森　憲一郎

関東 東京都 青梅市 ｏｎｅ　ｔｈｏｕｓａｎｄ 青梅市におけるアウトドア商品を併設したカフェ事業への転換 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 渋谷区 株式会社クリエイトオポチュニティーズ 1011001129371 スポーツ教室業界に特化したアプリで業種転換して事業を再構築 須永　達也

関東 東京都 世田谷区 ＶＩＢＥＳＲＥＣＯＲＤＳ ＤＪパフォーマンスを増やす為のスクラッチ専用サブスクリプション型アプリ 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ＡＲＣＲＥＥＤ 6010401137120 Ｏ２Ｏシステム開発による顧客とアパレル店舗とのＥＣビジネス強化事業 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 墨田区 合資会社伊勢元商店 5010603002040 廃業した名店の名物メニューを蘇らせる「復刻酒場」のオープン 米倉　徹

関東 東京都 調布市 株式会社サンクリーン 6012401007749 安心・便利！地域初！「２４時間無人対応クリーニングサービス」を新規立ち上げ 多摩信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ジャパンホリデー 6010901017672 日本の伝統芸術を提供する、地域のための文化を伝え合うコミュニティーサロン事業の展開 伊藤　文彦

関東 東京都 新宿区 有限会社アルティマ 1011102028753 地域蜜着型の高価買取専門店 辻　泰崇

関東 東京都 立川市 株式会社歯車 3012801019280 ウィズコロナ時代に対応した立ち飲みハイテク酒場への新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＥＬ　ＪＥＷＥＬ 3010401087995 美と豊かさを提供軸に高品質コスメ関連商品販売へ新事業展開 稲葉　隆治

関東 東京都 中野区 株式会社えんぶ 3011201013290 演劇に特化した「作り手」と「観客」の相互交流情報サイトの開設 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社フードパートナーズ 8010901046307 飲食コンサル事業から陶磁器販売事業への業種転換 鈴木　康一郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社センスオブワークス 8011001060371 雑誌（ヴィジュアルブック）の企画・制作・出版・販売、発行に伴う関連商品の販売 東京商工会議所

関東 東京都 墨田区 有限会社太陽スポーツマーク 9010602012160 刺繍・プリント・カットマークの内製化・高付加価値化・生産性向上 山川　博久

関東 東京都 豊島区 有限会社ピー・スマイル 3013302013830 多目的移動販売車を活用した出張販売 羽根川敏文

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＬＯＲＩＭＥＲ 3010901043457 小規模イベントの実施サポートや動画撮影等の包括的サービス提供 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 港区 株式会社ＳＵＮ　ＥＡＳＴ 9011102024464 酵素浴を中心とした温活サロンへの新規参入 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 世田谷区 日廣薬品株式会社 4010901009234 自社ＥＣの新規開設と大容量のＥＣ販売専用品の製造 菅野　浩司

関東 東京都 武蔵野市 株式会社テラ・エステート 2012401023031 赤外線カメラ付ドローンによる小規模マンション向け外壁診断サービス 東京中央経営株式会社

関東 東京都 練馬区 有限会社武蔵野クリーニング商会 2011602009806 無添加生餃子のＦＣとして冷凍生餃子のテイクアウト事業を展開「無人販売・２４時間営業」 西京信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ジュンジュン 5010501041520 テイクアウト唐揚専門店への一部改装により収益の多角化を実現 齋藤　義美

関東 東京都 練馬区 株式会社青天井 5011601021503 プロから直接受講可能なオンラインスクールプラットフォームの立ち上げ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 文京区 アミエージェンシー株式会社 1010001104681 プロジェクト型オンラインサロンによるアイドル育成事業 佐藤浩史

関東 東京都 渋谷区 デザイニト株式会社 9011101057003 ３Ｄプリンタによるデザイン性が高い間接照明の少量多品種生産 塩津　友輝

関東 東京都 中央区 株式会社ａｔｅｌｉｅｒ　Ｙ’ｓ 9010001160437 シェアオフィスと美容の連携で新分野展開して事業再建築します！ 柏崎　裕介

関東 東京都 千代田区 有限会社浅野産業 9010002006795 クリーンな社会と地域を目指して　蓄電池レンタル事業 株式会社北日本銀行

関東 東京都 町田市 株式会社築 6012301007130 中古品の買取専門店を開店しリユースビジネスを展開 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

関東 東京都 港区 株式会社カンブリア 4010401152658 誰もが知っている名曲を使用した動画制作ワンストップサービスの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 文京区 株式会社日商リンクス 4011401017743 インターネット・ライブコマース（ライブ放送による商品販売） 巣鴨信用金庫
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関東 東京都 東久留米市 株式会社カノウプス 4012701003961 コロナ禍における収益率向上に向けたレストアリユース事業構築 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 ＥＳＣＡＬＥ株式会社 6010701035395 あたらしい巣ごもり消費製品のＥＣサブスクリプション販売事業 税理士法人小山・ミカタパートナーズ

関東 東京都 千代田区 株式会社クラフトマンズ 7010001164448 ハレの日・企業宴会需要の「海老バル」から　日常使い・持ち帰り可能の「焼き鳥屋」への転換による新規プランの開設 山本　哲郎

関東 東京都 足立区 株式会社ヤング 5011801012632 ＯＥＭ依存に向けた新店舗開設による自社ブランド製品の拡販 城北信用金庫

関東 東京都 府中市 株式会社日本教育情報センター 5012401001265 教育支援サービスの提供方法の転換～対面集合型からオンラインによる非対面型へ～ 互野　豊弘

関東 東京都 杉並区 株式会社つな八 1011301017821 セントラルキッチン機能を備えた、テイクアウト・ディバリー事業メインの天丼新事業展開 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ｉＳｔｙｌｅ 6011001066890 式場関係者と挙式者を「ＤＸ化」で繋ぎ結婚式・披露宴を円滑にできるようにする 長谷　有希央

関東 東京都 葛飾区 イタリアンダイニング　ベーネ 巣ごもり需要で増える愛犬家向けのトリミングサロン・ペットホテルの展開 株式会社ｔｚコンサルティング

関東 東京都 杉並区 有限会社翔耀 2011302015261 こだわりの本格冷凍ラーメンの製造・販売 塩津　友輝

関東 東京都 世田谷区 株式会社日本珈琲販売共同機構 3010901008955 クラフトチョコレート生産工房を併設した新業態カフェによる事業再構築 昭和信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＶＥＲＯＭＡＮ 1011001107294 パーソナルトレーニングジムの設立 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 鈴木ピアノフォルテ ピアノの調律方法をプロの調律師が伝授するピアノＤＩＹサービス 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ＮＥＸＴ　ＬＥＶＥＬ 5330001018375 『海外投資に活きる英語』に特化したオンライン英会話教室 塩津　友輝

関東 東京都 世田谷区 有限会社ドラゴンＺＯＥ 9010402035080 コミュニティ構築の場となるデジタルプラットフォームの構築 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 東京都 練馬区 株式会社ドリームファクトリー 8011601022671 自動販売機をＢ２Ｂ卸売業からＢ２Ｃ小売業「ど冷えもん」に変革 飯泉　悟

関東 東京都 文京区 有限会社トップ・ラン 5010002004282 日本初、アートとフィギュアを世界へ発信するＶＲギャラリーの構築 伊藤　文彦

関東 東京都 新宿区 新宿株式会社 5011101058021 宿泊事業からカフェ＆不動産事業への業種転換 東京商工会議所

関東 東京都 府中市 株式会社ビジュアルコーチ 7012401025948 オーダーメイドのゴルフウェア・小物アクセサリーへの新分野展開 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 渋谷区 Ｌｉｔｉ　邊土名　沙織 感染対策が徹底された完全個室型、痩身と脱毛の同時施術が受けられる男性専門サロンの開始 塩津　友輝

関東 東京都 江東区 亀戸ぎょうざ株式会社 5010601000335 急速冷凍装置を導入した冷凍餃子の製造及びそれに伴う販売方法、販売ルートの多様化 八重洲税理士法人

関東 東京都 世田谷区 特定非営利活動法人日本スノードーム協会 7010905001696 動画付きサイトで一般消費者・ワークショップ参加者へのスノードーム販売 保田　圭祐

関東 東京都 江東区 株式会社自分ＬＰ 2011501022868 北海道の不揃い野菜を使った食品の開発と商品化及び販売について カタチクリエイト株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ブーム・メディア・コミュニケーションズ 4011001046449 ＢＯＯＭプロデュースプロモーション専門カフェ経営運営事業 大谷　洋

関東 東京都 八王子市 ＳＯＡ　Ｊａｐａｎ合同会社 8010103001333 地域の障害者を支える放課後等デイサービス提供企業への業種転換 坪井　亮

関東 東京都 港区 株式会社ラティーノ 2011001014267 オンライン・ツアーを利用した企業研修プログラムの開発 エー・アンド・パートナーズ税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社オカモトヤ 1010401006180 女性活躍・ジェンダー平等を推進しＳＤＧｓに貢献するフェムテック事業 桜内　文城

関東 東京都 東村山市 株式会社アッパーハウス 1012701010424 居室空間を利用してお子様同伴でお母さんを輝かせたいｐｒｏｊｅｃｔ～コロナ対策脱毛サロン～ 飯能信用金庫

関東 東京都 新宿区 有限会社フィジィカルリフレッシュ恵和 8011102015183 業界初！「ＬＩＮＥとの連携が可能な整骨院／鍼灸院向けの顧客管理システム」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 東京都 渋谷区 一級建築士事務所クリストファーズ株式会社 3021001055466 感染対策を徹底し地産地消を促進する別荘感覚の飲食店への進出 東京中央経営株式会社

関東 東京都 清瀬市 株式会社クイックキャット 9012701015168 給湯器緊急対応業務への参画 東京都商工会連合会

関東 東京都 港区 株式会社Ｍ’ｓマネジメント 9010401103920 眼鏡店が本気で考えた　眼鏡を売らない　眼の健康維持サポート事業 株式会社シャイン総研

関東 東京都 渋谷区 株式会社バンブック 6010701021965 ライフスタイルを提案する出版業界への進出とリアルとの融合事業 大谷　洋

関東 東京都 新宿区 国際技術サービス株式会社 6011101037107 都内で安心且つ気軽に楽しめる屋上型グランピングＢＢＱ店の運営 東京中央経営株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社ＩＮＩ 8010801030600 国内食肉産業を応援！究極の豚肉を使ったトンカツと飯テロＷｅｂサイト 河村　晴雄

関東 東京都 板橋区 有限会社徳兵衛 2011402006441 全国の名産品を高機能な自動販売機で２４時間販売することによる非接触の実現 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 合同会社ＬＵＲＡ　Ｄｅｓｉｇｎ 8010403026567 子育てライフハック×コミュニティ　ＷＥＢブラウザアプリの開発・運営事業 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 ヴォイスグルーブ ボイストレーニング拡大の為の次世代型レンタルスタジオ開業計画 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 ファーイーストマン株式会社 7010901028248 ライブ動画配信・動画アーカイブ制作 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 株式会社ヌマタデザイン・アソシエイツ 1013301023551 ＶＭＤ手法による空き家対策コンサルティング業への展開 神山　貢

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＭＵＳＥＹ 2010901027485 地域密着型の健康志向ニーズに対応した甘酒カフェへの新規参入 坪井　亮

関東 東京都 港区 ルセット・ナイン株式会社 2010401108315 陳列中も鮮度保持する画期的な食品冷蔵ショーケースの新開発 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 東京都 三鷹市 株式会社ＢｅＷｉｎｇｓ 3012401033995 アスリートを支援する遠征型ボディケア事業への事業展開 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 久隆国際貿易株式会社 6030001059449 飲食のライブ配信により料理教室事業へ展開 田島　清二

関東 東京都 国立市 株式会社ＡＢＣ 6012401010091 ファッション提案ができる中古ブランドバック、衣料などのレンタル事業 木村　健一郎

関東 東京都 新島村 有限会社紅谷 6010002052693 家族連れが安心して楽しめる一棟貸し切りの宿泊施設事業 内藤　義光

関東 東京都 江東区 株式会社ヴァンス 2010601036084 フォトウェディング事業への進出により売上のＶ字回復を図る。 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 目黒区 日々喜 アフターコロナを見据えマルチなサービスを提供する飲食店及びセントラルキッチン事業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 江戸川区 ベストウイングテクノ株式会社 9011701000270 食から住に彩を！「スチーム食パン」によるライフスタイルの提案 株式会社京葉銀行

関東 東京都 港区 株式会社ジャパンデントーコーポレーション 2010501033347 「酒器にあう酒」「酒にあう酒器」ＳＡＫＥの海外販路開拓支援事業 アンパサンド税理士法人

関東 東京都 墨田区 株式会社バチスカーフ 9010401152430 カスタマイズのできる健康志向の練り込みうどん店を新規出店 魚谷　康行

関東 東京都 中央区 株式会社テーブルクロス 8010401112716 日本の小規模農家・食品製造業者と世界を繋ぐ「越境ＥＣ」の新規開発 森山　敏雄

関東 東京都 千代田区 Ｇａｌｌｅｒｙ　ｎｙｏｚｅ株式会社 9010001196118 「日本発、現代抽象絵画」のダイレクトマーケティングによる新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 ソラプラピクチャーズ合同会社 9011003010448 動画ライブ配信に対応した撮影・編集スタジオの開発と運営 甲府商工会議所

関東 東京都 江東区 修美堂株式会社 1011701004056 ＤＸ技術の活用で出張型の「ＩＴ便利屋」事業への新分野進出 有限会社マネジメントプロセス

関東 東京都 江戸川区 株式会社畑岸 8011701006467 社運をかけて生活関連サービス（便利屋）事業への進出！ 森　憲一郎

関東 東京都 千代田区 Ｚｅｒｏｎｉｔｙ株式会社 8011001119473 起業家志望の学生を活用した、中小企業向け新規事業支援サービス 塩津　友輝

関東 東京都 葛飾区 Ｆｌａｓｈ脱毛．ｃｏｍ 脱毛サロンから歯列矯正シュミレーションのオンラインシステム運営事業への転換 森　憲一郎

関東 東京都 品川区 株式会社アースケア 4013301044248 有料老人ホーム向け出張消毒サービス 塩津　友輝

関東 東京都 大田区 合同会社小江戸倶楽部ヘルスツーリズム 9010803002068 インバウンド遠隔医療オンラインサービス提供 東京商工会議所

関東 東京都 北区 スチームレストランマルタ 中古厨房機器特化型のマッチングアプリ運営 野竿　健悟

関東 東京都 千代田区 株式会社ラピタジョイエイト 4122001027394 コロナ禍で避難所から在宅避難へ！　今までにないデザインで在宅避難グッズの自社ＥＣサイト販売 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 モンテ ランチの廃止と高品質冷凍イタリアン惣菜のＥＣサイト販売の開始 大坪　要

関東 東京都 千代田区 キャピタル＆イノベーション株式会社 4010001156101 統合型リゾート業界における交流マッチング・プラットフォーム 興産信用金庫

関東 東京都 荒川区 株式会社マンデラ 2010001097735 プライベート英会話スクールとリラクゼーションサロンの新展開 中居　広行

関東 東京都 台東区 株式会社ＪＣＩ 6010501037154 多国語ＥＣサイトを立ち上げ、人気のある特産品等を日本＆海外へ 金﨑　卓也

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＧＲ８８８８ 8011001057599 Ｍａｄｅ　ｉｎ　ＵＳＡの高品質でサステナブルな商品の卸販売 魚谷　康行

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｗ＆Ｗファクトリー 7011001119160 最新鋭の調理マシンを備えたセントラルキッチンで大量生産を実現　法人向けデリバリーへの新規参入で売上回復を図る レンタルＥＣ株式会社

関東 東京都 荒川区 株式会社品学教育学院 6020003011243 中国人留学生の大学入試を支援するオンライン学習塾『日留課堂』 小松原　史雄

関東 東京都 中野区 有限会社アンカー 9011202000183 完全一棟貸しのプライベート空間を提供するグランピング事業 西武信用金庫

関東 東京都 文京区 ハイファイブエージェント株式会社 5010001187574 美容室・理容室向け、顔認証ＡＩを活用したデジタルサイネージ事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社クミタテ 4010401101409 「地方情報一元化システムと地方の店舗管理システム」を実装した地方の魅力発信サイトを構築・運営し、売上向上につなげる 青野　雅恵
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関東 東京都 小平市 株式会社旭フーズ 2012701000044 外食専門卸売業者が選ぶ食材を直接販売できる自動販売機の設置運営 鎌田　竜彦

関東 東京都 世田谷区 Ｔｅｎｄｅｒ　Ｌｉｖｉｎｇ株式会社 3010901028821 本格的なカクテルとこだわりチュロスの移動型バーによる新分野展開 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 西東京市 合同会社ビーンツリー 6012703001573 コロナで窮地の海外旅行カタログ制作会社がキムチ生産に業種転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 目黒区 Ｌｔｄ． 「ものづくり」と「仕事」を繋ぐ、地域ポータルサイト『組み立て』の運営 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 平井政俊建築設計事務所 ポストコロナの地域課題を解決する建設リサーチ業への新規参入 髙司　浩史

関東 東京都 日野市 合同会社エヌエイド 1012803002294 送迎付き夜間学童保育事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 千代田区 株式会社シフト 6010001019792 健康経営・ＳＤＧｓを推進する革新的な福利厚生・お米ＥＣ販売サービス 朝日信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｍ　ＣＬＯＵＤ 6011501023581 目指せ次世代インフルエンサー。Ｚ世代のインフルエンサー育成事業 税理士法人いぶき会計

関東 東京都 練馬区 合同会社ハヤザム 1010403007697 指導・サポート付きシェアオフィスサービス 巣鴨信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社誠晃印刷 1011101010828 「矢板温泉」の活用と高付加価値の建物型グランピング施設設置 東京商工会議所

関東 東京都 目黒区 ダイヤモンドクラフト有限会社 2070002022190 不動産業界における業務効率化システムの開発及び運営 佐々木　康貴

関東 東京都 足立区 株式会社東昌教育企画 3010001023871 新品・中古福祉用具販売、施設等で使用する消耗品・備品・什器販売 税理士法人及川会計事務所

関東 東京都 八王子市 株式会社アイエムプランニングオフィス 4013101001622 飲食事業でのノウハウを生かしてパンの製造・販売事業へ新展開 西武信用金庫

関東 東京都 目黒区 華ハナヘアーデザイン お好み焼き＆たこ焼きテイクアウト新事業への思い切った業種転換 櫻井義之

関東 東京都 中野区 ＭＡＫＩＲＯＢＩ ＭＡＫＩＲＯＢＩ玄米コーヒーの製造及びＭＡＫＩＲＯＢＩカフェ・ＥＣサイト開設 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 千代田区 株式会社グランデックス 5010001081918 「アウトドア×防災」のオリジナル商品販売でＤ２Ｃビジネスへの転換 城南信用金庫

関東 東京都 墨田区 合同会社ｄｏ－ｓｉ 9010603007515 ＥＣサイトを利用したアパレル直販事業への進出について 河合　翔太

関東 東京都 中央区 ブエナデザイン株式会社 4010001136227 繁盛店の設計・運営ノウハウを活かしたコワーキングスペース開業 税理士法人アイム

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＭＡＤＥ　ＴＯ　ＯＲＤＥＲ 5010901041764 アートポスターのサブスク提供サービス展開による企業・地域活性化貢献 経営創研株式会社

関東 東京都 豊島区 はむら企画 葬儀業の接客スキルとこだわりの「炭火焼き専門飲食事業」 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 港区 株式会社Ｍｙ　Ｐａｌａｃｅ９９ 5010401119846 テニスの早期上達を図る対面×オンラインのテニス学習の導入、集中養成クラス開設を目指す。 株式会社シャイン総研

関東 東京都 台東区 ＳＯＬＩＳＭ株式会社 9010001124078 日本のものづくり技術を活かす、ＭａｄｅｉｎＪＡＰＡＮ珈琲焙煎機の開発 笠井　郁央

関東 東京都 江戸川区 東京ドミニカ株式会社 7011701015295 凍眠技術を活用した高品質スープカレー・鴨料理の通販展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 株式会社ダイレクトサーチジャパン 8010001114162 配信スタジオ併設プログラミングスクール事業 ＣａＮ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 マスタースタジオ株式会社 9011001065535 北参道アジアンカフェ事業計画 西京信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社Ａｔａｒｉ　ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎｓ 9010701026532 自社初のコーヒー豆焙煎事業により仕入からコーヒー提供まで一貫体制の構築 立山　智子

関東 東京都 杉並区 株式会社インクリース 8011301013533 伝説のカレーショップ「ボンベイダック」復刻による事業再構築 猪本　浩二郎

関東 東京都 豊島区 Ｃｈａ　Ｂａ　Ｎａ 店舗改装・設備導入による東南アジア惣菜・食材への新分野展開 土井　康二郎

関東 東京都 渋谷区 ＮＶＲＭＮＤ株式会社 4011001108579 スケートボードに特化したアパレルブランドの立ち上げ 河合　翔太

関東 東京都 足立区 株式会社ｓｕｚａＨ 4011801037003 フランス料理人が手がける創作パンの店舗外販売の開始 足立成和信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社トーキョーアート 9010601032069 地域活性化に向けた商品開発・基幹施設の運営による新分野展開 経営サポート株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｅｋｉｍａｅｎ 6013201016527 他企業と差別化する自社広告による電子書籍化事業 丸山　達也

関東 東京都 江東区 Ｉコミュニケーションズ・ジャパン株式会社 6010601047029 リモートワーク需要獲得のための光回線事業の開始 坪井　亮

関東 東京都 杉並区 ＰＵＦＦＩＮ株式会社 1030001034332 音楽事務所及びサテライトスタジオ設立事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 千代田区 株式会社アイサイトテクノロジー 9011101081044 ＡＩを活用した経営世予測システムを開発し未来戦略構築を支援 仙波　洋平

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｗ・Ｔ・Ｃ 7011101042196 スイーツ・調味料セントラルキッチン新設事業 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＦＬＬＷ 3011001125699 ハウスケアのトータルサポート！保険調査とハウスクリーニング！ 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

関東 東京都 中野区 ナオ株式会社 5011001093548 インターネット広告動画市場におけるアニメ・ＣＧ・３Ｄ映像制作 松山　亮樹

関東 東京都 港区 株式会社ＺＥＮ風土 8010401064503 オンラインコミュニティを活用した飲食店向け商品開発・販路拡大支援事業 柳澤　宏之

関東 東京都 台東区 トワフィス株式会社 7010501042351 ケトジェニック「スイーツ」の冷凍食品開発によるネット販売展開 特定非営利活動法人エヌピーオービジネスサポート

関東 東京都 北区 株式会社ネオミック 4011401021183 人を活かす経営哲学を基に、建築内装業から飲食業への「新分野展開」の挑戦 森藤　啓治郎

関東 東京都 練馬区 Ｂｅａｕｔｙ　Ｅｘｔｅｎｄ株式会社 7011601025667 ドッグカフェ＆トリミングサロンを開業 青山税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社Ｖｒｉｌ 6010001100684 “２．５次元舞台”演劇の制作とプロデュース事業への転換 岡本　崇志

関東 東京都 渋谷区 株式会社グローバ 8011001102165 ＩＴの専門家集団が挑む！建設業界に特化したＤＸ支援コンサルティング 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 荒川区 株式会社ミチスウ 9011501023678 ゆりかごから旅立ちまでお手伝いする、ペットとのお別れ（火葬）サービスの開始 税理士法人平川会計パートナーズ

関東 東京都 渋谷区 株式会社マリンハウス 2011001022410 スンドゥブをメインとする韓国料理店出店事業計画 みどり合同税理士法人

関東 東京都 足立区 株式会社坂谷工業所 3011801008070 売上のＶ字回復に向けた、半導体製造装置部材の生産体制構築 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 大田区 株式会社タツノコーポレーション 9010801025830 フィットネス事業から美容事業へ転換による商業施設テナント出店 目黒信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社米村 8010001060002 東京銀座の地域文化をデジタル化しコンパクト体験による新たな観光事業化 Ｅｂｉｓｕ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 東京プライベートオフィス株式会社 9011001104490 特設サイトを活用したオンライン不動産売買仲介事業 椿　祐輔

関東 東京都 小金井市 さんご商店 地元出身デザイナーによる奄美群島の特産品の店舗開業 荒井　幸之助

関東 東京都 東久留米市 みずたま整骨院 治療家兼発明家が考案した、デスクワークに最適な姿勢制御の発明品の製造販売事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 台東区 株式会社ＦＢ 6011001069992 雇用の維持と拡大を図るタルト専門店「ｔａｒｔｌｉｅｒ」の新展開 東京中央経営株式会社

関東 東京都 渋谷区 スマートアクシス株式会社 3011001122085 マッチングアプリ「コイサポ」の開発と運営 伊東　修平

関東 東京都 千代田区 ＡＴ　Ｌｉｎｋａｇｅ株式会社 1010001167571 ライブ動画配信、映像編集のオンライン受注システムの新規開発 佐久間　達也

関東 東京都 多摩市 株式会社ジェイティーエス 7013301022300 当社の顧客基盤を活かした携帯修理業の展開 野竿　健悟

関東 東京都 西東京市 株式会社Ｎｏｖａ　Ｆｏｒｅｓｔａ 7012701013462 サプリメントとパーソナルジムでプロアスリートのノウハウを伝授 ウィズ経営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ＩＣＨＩＥ　ＪＡＰＡＮ 2010401133866 賃貸物件マッチングサイトの運営による仲介業務 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 江戸川区 和歯科 インプラントの機器を導入し、インプラント市場でＶ字回復を狙う︕ 長谷　有希央

関東 東京都 立川市 株式会社メディア・ソリューション・センター 8010101008941 求職受付、面接から採用、研修までをＩＴ化させる人材採用システムの展開 安達　曉宏

関東 東京都 新宿区 インラボテックジャパン合同会社 6011103007685 非接触でＳＤＧｓに取組む飲食店おまちどうダイニング 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社漫画家学会 4011001057025 紙芝居イベントのオンライン配信サービスの展開 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 大田区 ＨＩＰＲＯＪＥＣＴ 地域食材を活かした健康に優しい和風ベーグルサンドテイクアウト 芝信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＧＭＰＣ 8011001044597 事業再構築のためのアートギャラリー事業への新分野展開 河合　翔太

関東 東京都 江東区 株式会社ユニバーサル・ダイニング 2010601052429 「旧き良き昔ながらの焼肉文化の継承」を独自オペレーションで行う新事業展開 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 葛飾区 株式会社アズ 9011801017917 整骨院が開設する機能回復訓練特化型デイサービス事業の展開 亀有信用金庫

関東 東京都 府中市 株式会社住吉プレシジョン 9012401007960 首都圏の町工場が頑張る！研究機関の要望へ対応する精密加工の新製造ライン構築 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 墨田区 株式会社大川硝子工業所 1010601008943 使用済みガラスびんを原料としたリサイクルガラスコップの開発 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 文京区 株式会社ＥＱ 8010001169339 笑顔をつくり、地域に貢献することでメンタスヘルスを改善するアプリの展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 足立区 株式会社内山 2011801006216 刺繍機械導入による事態転換計画 奥山　猛夫

関東 東京都 千代田区 株式会社オックスフォード・インターナシヨナル 3010001013261 放置梅林を活用した無農薬・無添加梅加工食品の　ＥＣ　販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ
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関東 東京都 台東区 株式会社大重工業所 3010501001955 インターネット生物図鑑と図鑑アプリケーションの運営及び学術標本の販売 加藤　敦子

関東 東京都 八王子市 株式会社ＴＹＲＡＮＴ 8010101010567 クリエイティブコワーキングスペース 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

関東 東京都 葛飾区 自家製麺うどん五葵 地域密着のうどん店がクレープ販売でポストコロナ・ウイズコロナの街を明るく元気に！ 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 足立区 株式会社ハルバード・フィールド・エージェンシー 6011801027480 家族＆友人と楽しめる抗菌塗装を施した無人インドアゴルフ事業 松山　亮樹

関東 東京都 港区 株式会社アーク教育システム 6010401000419 結婚相談所事業進出による事業再構築と晩婚化・未婚化・少子化等の社会課題解決への貢献 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 目黒区 株式会社ＬＯＮＧ　ＲＯＡＤ 4013201016082 がっつり系蕎麦店の展開により地域にイノベーションを起こす取組 株式会社千葉銀行

関東 東京都 葛飾区 株式会社カネキ 1011801001003 従来の海水魚専門問屋からＥＣプラットフォームを活用したＢ２Ｃモデルへの転換 鈴木　一貴

関東 東京都 港区 ＳＥＧ株式会社 6010401135495 コロナ禍でも市場成長が見込める東京Ｎｏ１．高級焼肉事業への新分野展開 桜内　文城

関東 東京都 墨田区 有限会社千代田総販 7010602033951 保険販売の活路を開く、地場産業の栗を使った栗菓子の製造販売 小島　木四男

関東 東京都 渋谷区 株式会社ヒューリズム 9011003012337 インフルエンサーと企業のマッチングサイト「ブランドラボ」運営 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 特定非営利活動法人リトミック研究センター 6011005001316 リトミック教育の指導者養成講座のオンライン化によるウィズコロナ対応 税理士法人永川会計事務所

関東 東京都 千代田区 株式会社ＯＮＥ　ＴＨＩＲＤ　ＲＥＡＬ　ＥＳＴＡＴＥ 8010001179890 ニューノーマルなライフスタイルを応援するワークブース販売事業の展開 鴫村　剛

関東 東京都 杉並区 でき心 居酒屋ノウハウを活かし、惜しまれて閉店したラーメン店開業 西武信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社シー・アイ・エス 3010501036695 競技者向け卓球場の新規開業 東京シティ信用金庫

関東 東京都 新宿区 さくらグローバルアセット株式会社 9011101072497 不動産投資クラウドファンディング地域活性化事業 東京東信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ブリティッシュ・ヒルズ 9010001077664 英国風テイクアウェイ商品開発事業 福島県商工会連合会

関東 東京都 文京区 株式会社児玉 8010001002796 話題の韓国アイテム輸入売買プラットフォーム開発による事業再構築 巣鴨信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ＯＲＩＥＮＴＡＬ　ＦＯＯＤＳ 2010701021184 学食運営ノウハウを体系化した「ベンチャー食堂」のライセンス展開 澁谷　宗紀

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｒｅｆｒｅｓｔａ 5011101068243 ＳＤＧｓの架け橋を絶やすな！コロナに負けない皆のコーヒー焙煎所 白川　淳一

関東 東京都 港区 株式会社Ｕｎｖｅｉｌ 8010002043798 次世代テクノロジーを導入したワンストップ健康スタジオで事業再構 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 中央区 株式会社樹 7010001163739 居酒屋から宅配専門飲食店にフランチャイズ加盟して事業転換 税理士法人横浜総合事務所

関東 東京都 足立区 株式会社ドッグ・プロ 7011801020170 ＥｄＴｅｃｈを活用したシニア向けオンラインスクールの運営 梅川　貢一郎

関東 東京都 中央区 株式会社テストイベント企画 1030001125866 公的試験問題作成業務による新分野展開の取組 森　健輔

関東 東京都 町田市 株式会社ＤＩＪ 6012301011280 シカゴピザでＴＯＫＹＯを元気に！映える冷凍ピザのＥＣ通販事業 白川　淳一

関東 東京都 中野区 株式会社三建 3011201001956 「ＦＰ相談を入口とする新たな不動産ビジネスのモデル」の構築、新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

関東 東京都 板橋区 もつ焼きラーメン　元樹 一坪厚揚げ専門店ＦＣ展開のためのセントラルキッチン化事業 大桑　克博

関東 東京都 墨田区 株式会社ビーアイ 5010601022189 モデル展示場構築による多目的ユニットハウス販売事業の促進 長岡　勝美

関東 東京都 中央区 Ｎ＆Ｈジャパン株式会社 5020001042101 肉牛肥育管理システムとシステムと一体化または経由した海外肥育コンサルタント事業 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 五島鉱業株式会社 4010401135794 高性能センサーを搭載したドローンの開発と精密測定サービスの展開 中居　広行

関東 東京都 中野区 アタリマ株式会社 7011201020449 ダンススタジオ検索＆マッチングサイトの作成 工藤　聡生

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｃｉｃａｃ 5011001116366 渋谷のウェブシステム会社が桐生で子供向けプログラミング教室開講 早瀬　達

関東 東京都 大田区 有限会社Ｋスタイル 1010802018130 ＤＸでＶ字回復を狙う。フレンチ専門テイクアウト店の挑戦！ 川崎信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社Ａｉｒｇｅａｄ 1011201021097 青森初の自家焙煎カカオを楽しむ喫茶スペースの新設計画 弘前商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＹＵＥＮ 9011001120827 ＷＥＢデザイン・開発業務をコワーキングスペース店舗内循環型事業へ再構築 明治通り税理士法人

関東 東京都 世田谷区 株式会社トランプス 6010901020890 自社スタジオからオンラインイベント、オンライン講演会、オンラインコンサートに出演 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社レガーレ 7010401139264 日本企業と海外企業をつなぐビジネスマッチング事業への新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社アライアス 9010401097411 自然化粧品に特化したＥＣサイトの運営会社が、新たにオンラインでのワークショップを展開する 税理士法人白井会計事務所

関東 東京都 新宿区 株式会社ＭＡＳＨ　ＵＰ 8011101068190 トータルサポート型インドアゴルフレンジの運営 第一勧業信用組合

関東 東京都 世田谷区 オフィスＶＩＳＨ タレント・アーティスト専門のメンズ脱毛サロンと配信スタジオの開業 水谷　弘隆

関東 東京都 港区 表参道音楽事務所株式会社 5010401081105 結婚披露宴余興シーンのインターネット生中継・映像配信 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社第六夜 2010501042265 日本の伝統的な金工技術を活かした新しいプロダクトづくり 東京商工会議所

関東 東京都 杉並区 ジパングキカク デジタルライブ配信とメタバース内でのエキシビジョンの開催 清水　紀行

関東 東京都 荒川区 株式会社ラム 4011001118066 ハウススタジオ＆スクール事業開始による事業転換 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 世田谷区 有限会社ビーティティビー 3010902012337 飲食と衣料・ペットサロンのシナジーによるパンカフェ・デリバリーの展開 道浦健治

関東 東京都 目黒区 株式会社ＳＭＳ 4011001097839 粉体の化粧品ＯＥＭ対応工場への改修による業態転換事業 税理士法人あおい

関東 東京都 墨田区 株式会社イシザカ 3010601008719 アパレル衣料品の製造技術を活かしたアウトドア製品等の裁断事業 クレアスト株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社マンハッタンロール 8011001117568 アイスクリーム屋が始める本格韓国料理＆テイクアウト事業 児玉　直樹

関東 東京都 墨田区 株式会社ＫＴＳ 4010601033831 本場韓国のヤンニョムと高麗人参を使用した新商品開発と販路開拓 米倉　徹

関東 東京都 新宿区 株式会社Ａ－ｂｉｚ 4011101080570 中国語圏において日本食品販売を行う越境ＥＣサブスクリプション事業の事業化 特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＢＡＲ＆ＣＩＧＡＲ 9010901043377 プロモーション特化型、ＰＯＰ　ＵＰスペースの事業化 池野　努

関東 東京都 墨田区 有限会社光プリント 4010602013345 ガラス印刷一筋の会社が新たに始めるプラスチック印刷への挑戦 東京東信用金庫

関東 東京都 新宿区 東京すしアカデミー株式会社 1013301022529 通学講座運営ノウハウを活用した寿司職人養成講座のオンライン事業化 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 渋谷区 株式会社東京外国語センター 5011001016228 小学校の英語担当教員に対する会員制サポートサイトの運営 平野　匡城

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｉｎｔｒｏ 1011001118606 希少価値性の高い塊根植物の販売と植物関連用品のＥＣ事業 税理士法人タドルコ

関東 東京都 台東区 シタマチヨイトコ 孫連れのシニア世代が安心できる古民家カフェの運営事業 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 渋谷区 アイランド株式会社 4120001073260 インフルエンサーの大規模管理によるメディア横断型マーケティング事業 松田　亮

関東 東京都 大田区 株式会社ＲＯＳＳＹ　ＪＡＰＡＮ 5430001060243 デジタルシステムを使用した新たなワーケーション施設 札幌商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社アクセソワ・ドゥ・マドモワゼル 6010401061246 当社による目利き商品をポイント使用でお得に購買できる「Ａ．Ｄ．Ｍ．Ｊオンラインモール」の開設 森田　昇

関東 東京都 練馬区 株式会社内田新建材センター 5011601000837 多面的な現場動画／画像記録の活用による新サービスの開発 柏崎　裕介

関東 東京都 新宿区 オリホン 仕上げのみでオリジナルスイーツを！高級タルトの半製品をＢｔｏＢ等で販売 西川貴人

関東 東京都 港区 株式会社自然回帰 4010401082285 種々アレルギー罹患者向け加工食品製造業参入による雇用維持事業 神奈川県商工会連合会

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｗｅｍｂｌｅｙ 4020001100264 ブランディング、マーケティング要素を兼ね備えた動画制作 株式会社アサユナイト

関東 東京都 渋谷区 株式会社ハニーワークス 7011001061123 学生、ビジネスマン向け　ＩＴ、ＷＥＢ　講座の開校 株式会社アサユナイト

関東 東京都 墨田区 株式会社川嶋メリヤス製造所 3010601010113 起毛機導入で新業種参入を果たしワンストップ加工を実現する 高橋浩司

関東 東京都 足立区 ゼネラルパーソンカンパニー株式会社 7011801030310 面倒な準備をワンストップ化！ＢＢＱ　特化型ポータルサイト構築事業 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 渋谷区 有限会社アンジェリーク 4010702015167 「美容コンサルタントが「バストケア」スクール事業進出で、美容業界の活性化に挑む」 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 合同会社りぶふる 5011703001857 コロナ禍の新たな建築ニーズ獲得による事業再構築の取組 森　健輔

関東 東京都 豊島区 オレンジキャット合同会社 6013303004157 ｅスポーツを通じて障がい者の就労を支援する事業へ新分野展開 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 東京都 台東区 株式会社東京徳山物産 5010501029342 ハラル食品に特化した商品の製造販売と市場開拓 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 ＨＯＬＤＥＲ株式会社 3011101084143 レンタルスペース事業者向け予約システム付ホームページサービス 鳥越　貞成

関東 東京都 江東区 株式会社ＤＥＣＯ 1010601030245 オンラインクラフト教室及びＥＣプラットフォーム提供による女性の社会復帰支援 鈴木　一貴
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関東 東京都 文京区 株式会社ロイドワークスギャラリー 6010001103745 日本のアーティストを支え、日本美術業界を盛り上げるＶＲギャラリー事業 伊藤　文彦

関東 東京都 世田谷区 有限会社阿川 2010902019374 時短料理、食品ロス減少に役立つ健康的な乾燥食品の製造ＥＣ販売 松山　亮樹

関東 東京都 港区 株式会社レスペ 9011101065204 映像買付事業のリモートワーク化とシェアオフィス事業による事業再構築 税理士法人南青山コンサルティング

関東 東京都 千代田区 ＡＴカンパニー株式会社 8010601037291 吸収性と持続性、専門性の高い妊活サプリメントによる業態転換事業 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

関東 東京都 武蔵野市 ルジュナ合同会社 7012403002482 集合研修事業からウィズコロナ時代に合ったオンライン研修の効果最大化への事業再構築！ 税理士法人フューチャーコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 ネイティブアドパートナーズ株式会社 6011301020928 新卒採用企業向けＳＮＳマネージメント、インフルエンサー育成 中川　利海

関東 東京都 台東区 株式会社建林松鶴堂 2010501007771 老舗漢方製薬会社による「漢方代替健康茶」の企画・販売 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 三鷹市 株式会社ＭＯＰ 7012401030163 地域、時間の枠を超えた講師対応型オンライン音楽教育サービス 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 株式会社エム・ジェー 7011101065494 リサイクルインクで社会貢献！顧客参加型ＥＣシステムの構築 一般社団法人地域マーケティング経営推進協議会

関東 東京都 江戸川区 マービートレーディング合同会社 3013303002320 観光業回復期の既存事業再需要を見据えた、　人の流入事業（インバウンド）から物の流出事業（アウトバウンド）への新分野展開 鈴木　正博

関東 東京都 中央区 株式会社オーシャナ 6010001179959 メディア事業者が挑むコロナに打ち勝つためのツアーの新規展開 渡邉　洋

関東 東京都 目黒区 合同会社花屋ｍｏｃｏ 9011003006818 たくさんの料理が並ぶレストランのようなキッチンカー洋食水色亭 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ｎｕｌｌ 4070001036058 健康経営や顧客満足度の上昇を支援するための企業向けヘルスケア事業のフランチャイズ展開 株式会社東和銀行

関東 東京都 港区 株式会社フード・ディステネーション 3010401128246 羽後の国の日本庭園と古民家を活用した地産地消のレストラン開業 特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

関東 東京都 大田区 カラーラボ 店舗改装で、美容院との相乗効果が見込めるコインランドリー事業 坪井　亮

関東 東京都 中央区 銀座農園株式会社 2010001112774 マルシェ等のＤＸ化による流通プラットフォームシステム提供企業への転換 西武信用金庫

関東 東京都 品川区 万協株式会社 9010701005577 ショールームおよびオンライン活用による最終ユーザー経由の受注獲得 大石　源治

関東 東京都 渋谷区 株式会社ななふく 3011001138899 オンラインビジネスに挑戦！一括査定サービス「一発査定クラベル」 菱山　英弥

関東 東京都 豊島区 株式会社ともしび 2011101014555 ライブ配信ができる新店舗の開業 イー・マネージ・コンサルティング協同組合

関東 東京都 狛江市 株式会社ｗｉｌｌｉｖｅ 4012401032971 日本製手編みセーターに特化した独自ブランドの構築と新市場開拓 木村　孝史

関東 東京都 大田区 株式会社ＧＴＢ 1010401117878 沖縄で地元民から愛される坦々麺店舗販売及び移動販売事業 大谷　豪

関東 東京都 世田谷区 株式会社祐玄ワークス 1010901031835 『食と住』一体サービスの構築「身体に優しい定食屋さん」出店計画 昭和信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ポロック 5030001129509 飲食店の販促活動および交流の場となるコワーキングバー カタチクリエイト株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｈ１４ 2011101041442 地域を宣伝するプラットフォームサイトで自社と地域産業を再構築 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社八千代 2011101021353 創業１００年の伝統を持つ江戸前寿司店が運営。クラウドキッチンによるデリバリー・小型テイクアウト店舗事業 水谷　弘隆

関東 東京都 江戸川区 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｓｔａｇｅ 4011701020488 学習塾から児童発達支援事業所への業種転換 村上　康夫

関東 東京都 新宿区 株式会社ビジネスワールド社 2011101059195 顧客・クリエイター・モデルを繋ぐ英和動画制作プラットフォーム 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 ウェルネスコンサルティング株式会社 1011201015784 顧客広報戦略を立案するデジタルマーケティング事業への新分野展開 東京三協信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社田中学園 5013301026154 「介護・看護職専門のマッチングアプリ」の開発・運用事業 合同会社セールス・トータルサポーターズ

関東 東京都 渋谷区 肉人 歌舞伎町の母の味。元Ｎｏ．１ママが子育て世代を応援するおにぎり屋さんに転身 河村　晴雄

関東 東京都 台東区 株式会社ボンズトラスト 7010501030793 建築、内装施工業者に特化した業務ＩＴツールの開発、販売 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

関東 東京都 足立区 株式会社伊佐次 8011801005939 工業用内視鏡検査機器の精密付属部品の製作と販売 足立成和信用金庫

関東 東京都 荒川区 株式会社スリーエー 9011801023568 老人介護施設向けオンラインレクリエーションサービスの開発 東京商工会議所

関東 東京都 板橋区 飲食店開業資金創業融資支援センターＩＴＡ大野株式会社 6011401021223 飲食店向け非接触型店舗運営システムの開発事業 笠岡　恒介

関東 東京都 千代田区 株式会社ジャパンマテリアル 7010001192572 化学薬品の卸小売業からＳＴＥＭ教育デジタル事業に展開 特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

関東 東京都 港区 レボンボニエーレ株式会社 2010401079589 自宅で特別なひと時を過ごせる出張料理事業と本格スイーツを自宅で楽しめるＥＣ通販事業 古高　崇幸

関東 東京都 大田区 株式会社フォンデュ 7010801028802 リアルとバーチャルを融合したサステナブルファッションの実現 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社Ａ　Ｍａ－ｎｏ 6011101082714 オーガニック（完全自然食材）食材を使った安心安全なギフト食品のＷＥＢ販売 永島　俊晶

関東 東京都 千代田区 株式会社ボイドルーターシステムズ 5010601048936 Ｗｉ－ｆｉ環境ワンストップサービス化でプロバイダー事業参入 内田　哲夫

関東 東京都 文京区 株式会社ウォーカー 9010801025806 ＩＴシステム開発支援ツールの開発による収益拡大とＩＴ業界の生産性向上 関谷　満

関東 東京都 新宿区 ＴＳＯ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 6011101059415 商談成約にコミット、展示会の専門家によるオンライン展示会開発 魚谷　康行

関東 東京都 品川区 株式会社レジェンドホーム 4020001114611 ソフトウエア開発事業から本格的コワーキングスペース併設型ホテル運営事業への業種転換 税理士法人井上会計事務所

関東 東京都 文京区 株式会社ネクステージコンサルティング 9010001069298 長年の流通システム開発のノウハウを活用し、ネット決済代行サービス事業に進出 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＩＴｉ 1011001067679 鍼灸院の新分野展開、フェムテックで女性活躍と日本経済を牽引 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社トリニティー 8010601047175 買取「大吉」のＦＣ加盟による収益基盤強化のための事業再構築 株式会社北陸銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｑｏｎｃｅｐｔ 4011001071802 プロスポーツ向けの画像解析技術を活かしたゴルフ用打球計測モバイルアプリの開発 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ボア 1010401139402 アートバー併設の飲食店事業への新分野展開 尾関　亮

関東 東京都 渋谷区 株式会社スワンキス 3011001112516 廃棄ロスゼロを実現するアパレルノウハウによる女性向け釣り用品事業へ進出 坂野　直人

関東 東京都 港区 ＥＩＧＨＴ　ＳＩＳＴＥＲＳ有限会社 2010402028768 「移動」「非接触」機能を有した新たな外食サービスへの挑戦 中保　達夫

関東 東京都 葛飾区 有限会社三陽プロモーション 5010002010140 小型オリジナル商品の製造販売事業への業種転換 興産信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社アークスタジオ 7010401070238 市場のニーズに応える　静（写真撮影）から、新たに　動（動画撮影）事業を行う 小見山　満

関東 東京都 昭島市 有限会社いそじん 8012802007560 発達障がい児向けの放課後デイサービス 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 墨田区 有限会社ベルモック 9010602027571 ヴィーガン分野での冷凍インド料理で新たな通販サイトの事業化 東京東信用金庫

関東 東京都 東久留米市 株式会社ローザ特殊化粧料 7012801003917 ＯＥＭ化粧品からパーソナライズＣｏｓｍｅへの転換 東京都商工会連合会

関東 東京都 世田谷区 有限会社トリプレッタ 9010902023163 老犬に最適な施設と高い介護スキルで、新たな老犬介護の事業化 新井　一成

関東 東京都 港区 株式会社ＲＥＴＲＹ 9010401096966 学童クラブ利用保護者のキャリア支援に繋がるＥＣサイト構築 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 メゾン　サンク 美容のワンストップサービス　完全個室型ヘアサロン併設の総合美容事業 小沢　英司

関東 東京都 中央区 株式会社アンドロッジ 1010001133078 「猫のヘルスケアによりそった新分野家具販売事業」 税理士法人イデアコンサルティング

関東 東京都 狛江市 クプクプ 自然療法をもっと身近に！スクール事業への新規参入 東京都商工会連合会

関東 東京都 足立区 株式会社ｌｉｂｅｒｔｙ 5010401128946 コロナ禍で人気拡大中のゴルフの２４時間対応インドアスクール 足立成和信用金庫

関東 東京都 文京区 有限会社ベテラン便 1010002005441 テイクアウト需要に応える新たな配送サービス計画 井上大輔

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｂｅ　ｔｈｅ　ｌｉｇｈｔ 9260001030598 比較検討により安心な統合医療セラピストを取扱うオンラインプラットフォーム事業 株式会社イソシエ

関東 東京都 渋谷区 有限会社アーツ 2011002022995 バーチャルギャラリーによる絵画販売事業への転換 小野　孝二

関東 東京都 渋谷区 有限会社ミント 2011002021576 新感覚トータルビューティーサロン運営事業 河野　恭秀

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｐ－ＣＡＭＰ 1011001058637 音楽サービスの付随した会員制コーヒーの継続販売サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 府中市 プロバイド株式会社 2012401031892 矢野口駅前で展開するコワーキングスペース兼カフェ事業への転換 安達　曉宏

関東 東京都 渋谷区 有限会社フットニック 6011002025557 ビール製造設備導入による、戦略商品開発と販売先開拓・拡大 渡邉　新平

関東 東京都 千代田区 株式会社ファインプロス 3010001139552 視覚確認型パーソナルジム「ＭＵＳＣＬＥ　ＰＨＯＴＯ（マッスル　フォト）」の運営 李　日海

関東 東京都 港区 株式会社Ａｃｏ　Ａｃｏ 6011101067888 キャラクターグッズを強みに放課後等デイサービス事業へ新分野展開を図る 税理士法人末松会計事務所

関東 東京都 港区 株式会社ビープラス 3010401063724 デザートのプロとの提携による菓子小売業への進出、新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

関東 東京都 渋谷区 ．Ｃｏｎｎｅｃｔ株式会社 5011001052685 障害児に沖縄の海を見せたい！ワンランク上の宿泊施設の提供開始！ 安田　史朗
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関東 東京都 北区 株式会社プレジャーフィールド 8011301016478 Ｗｉｔｈコロナに向けたパスタ店への事業転換 サポート行政書士法人

関東 東京都 台東区 株式会社ゼットフラッグ 7011801025938 飲食業への業態転換　誰でも簡単に作れる美味しいグルメ・誰でも気軽に立ち寄れるお店 生出　安弘

関東 東京都 渋谷区 合同会社ＦＲＥＥ’Ｓ　ＫＯＢＥ 7140003014662 ネイル事業基盤を活用したエステ事業計画 澤口良太

関東 東京都 江東区 ＣＨＩＣＯ 「もんじゃ焼きキット」の開発、ＥＣ販売への業態転換 株式会社シャイン総研

関東 東京都 新宿区 株式会社ＹＴ 4011101059417 この味を全国へ。鶏料理の名門が最新技術で冷食製造・卸に挑戦 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 港区 株式会社ＰＡＮＮＡ 2010401081850 免疫力ＵＰ！ウィズコロナ生活に寄り添うセレクトｍｙドリンクの提供 手塚　誠

関東 東京都 新宿区 大江戸テレコム株式会社 3010401111879 個人事業者＆小規模事業者向けコールセンターの販売事業 新都税理士法人浅野事務所

関東 東京都 渋谷区 日欧フーズ株式会社 6011001007837 デパート内老舗洋食店によるセントラルキッチン新設による効率化と、住宅街ファミリー層への展開 増田　考邦

関東 東京都 中央区 クワナシアジャパン株式会社 7010001186211 新たに日本産ウイスキーの企画製造をし、既存事業の販路を活かし中国に輸出販売する。 中村　健一郎

関東 東京都 墨田区 株式会社協染 3010601010146 「環境に配慮したＬＷＧ認証クロコダイル・アリゲーター革」の製造 東京東信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社トゥイズムデザインスタジオ 8010501037227 実家農家自慢の米で作るおにぎりと、カフェインレスのお茶を楽しめる飲食店の営業 田本　秀行

関東 東京都 中野区 株式会社れんず 6011201014096 ＩＴツール導入しデータ分析販売へのＤＸを実現させる業態転換 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社ビット 7021001059067 エンジニア養成塾・エンジニア向けコワーキングスペースへの転換 北村　亮太

関東 東京都 港区 株式会社インプレッシブゲート 5010401142823 上質な空間体験を伴う、著名すし職人監修の飲食店経営 さわやか信用金庫

関東 東京都 新宿区 アロマト株式会社 8010401051708 里山の香りを育てる・作る・楽しむ南会津クラフトガーデンの創設 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ブルースモービル 6010401088495 ライブ映像配信における撮影及び映像変換配信事業 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 港区 リドクリエイターズ株式会社 4010401136438 ハンバーガー店から安心・安全の自家製麺を売りにしたラーメン店への事業転換 兒玉　洋貴

関東 東京都 渋谷区 株式会社フォースクエアビレッジ 5010901036574 脱毛サロンへの新分野展開 橋本　栄

関東 東京都 板橋区 日硬クローム工業株式会社 1011401004975 「無電解めっき」を行い、会社の再起を図る 川崎　義治

関東 東京都 渋谷区 株式会社パワーコンサルティングネットワークス 4011001039683 当社の空室改善ノウハウをシステム化　空室問題を解決し商圏の拡大に挑戦します。 株式会社シャイン総研

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｉＳｔｏｒｙ 6011001098546 フレンチダイニングバーからお酒に頼らない鶏だしおでん店への事業転換 兒玉　洋貴

関東 東京都 渋谷区 ｆｏｒｅｓｔｂｅａｔｓｔｕｄｉｏ ハンドパン奏者のＥＣサイト立ち上げ事業 城南信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ＳＥＡ　ＱＵＥＳＴ 8010501036410 飲食店併設シミュレーションゴルフ店 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 港区 青山こころマネジメント株式会社 5010401120564 精神科医が提供する働く人の心のコンサルタント事業（予防・セルフケア） 小林　暢浩

関東 東京都 足立区 オーツカ飲料株式会社 6011801006575 当社の強みを活かした飲食店『ＴＨＥタンサンＢＡＲ』を開業し、Ｖ字回復を図る取り組み 山﨑　修

関東 東京都 江東区 株式会社アール・シー 2010601039319 介護事業者向けオンライン研修　Ｅラーニングシステムの導入による新規販路開拓事業 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社麗 8010001060720 オンリーワン再生テキスタイルでのオーダードレス海外展開事業 興産信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ローズホワイト 7020001106358 シミ対策に特化した美肌プログラム～肌改善システム構築～ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 中野区 合同会社ビューティーアップコミュニケーション 6011203003353 非対面・非接触型で敏感肌で悩まれているお客様との接点を増加させ事業拡大を実現 浅井　政晃

関東 東京都 品川区 Ｓｕｒｅｌｙ株式会社 7010401105456 釣情報ポータルサイトの運営 坪井　亮

関東 東京都 中央区 株式会社アモーチェ 5013202008020 観光客向けお土産用隕石グッズの販売事業 税理士法人佐藤＆パートナーズ

関東 東京都 港区 株式会社ＬＩＶＥ　ＣＲＥＡＴＥ 3010401093259 レストラン業態の多店舗展開から焼肉店・和食店への新分野展開 尾関　亮

関東 東京都 中央区 株式会社サントラージュ 8011001068398 アパレルＯＥＭの経営資源を活かしたＤ２Ｃ事業立ち上げ 西部　一晃

関東 東京都 中央区 ＪＡＰＡＮ　ＳＴＹＬＥ合同会社 9030003012808 キルギス共和国と日本をつなぐ、はちみつやナッツを使ったスイーツのキッチンカー事業 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ＹＴＦ 3010001178096 捨て猫保護から里親とのマッチングまで出来る猫カフェ事業の新規展開計画 税理士法人　鳥山会計

関東 東京都 練馬区 株式会社公開情報 8011601016087 ＥＣ構築で地域農家を繋げる農産物の流通促進プラットフォーム事業 税理士法人コンパス

関東 東京都 文京区 株式会社ＬｉｆｅＷｏｏｄ 1010001186398 セントラルキッチン導入で総菜のテイクアウト、宅配、通販へ業態転換 巣鴨信用金庫

関東 東京都 江東区 ＹＡＮＯＴＡＫＡＮＯぴあの教室 ピアノレンタルスタジオと録音録画オンライン配信事業への転換 株式会社マイクリエイト

関東 東京都 品川区 合同会社ソメイユ 2010703002091 オーダーメイド枕のＥＣ化と、業界初の購入後のオンラインメンテナンスサポートの新規導入。 坂田　喜代子

関東 東京都 新宿区 株式会社キノアーキテクツ 4011101061224 建築事務所が提案する、新時代のパン工房及びカフェ事業への挑戦 猪口　建太朗

関東 東京都 新宿区 株式会社ラシーヌ 6010401084354 「自社ＥＣの運営」×「スリミング酵素ティー」×「Ｉｎｓｔａｇｒａｍ」でＶ字回復を狙う 長谷　有希央

関東 東京都 渋谷区 有限会社Ａ’ｓｙｕ 9011002036485 複数の事業者と連携したペット葬儀事業の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＢＡＭＦ 8011001133094 Ｗｉｔｈコロナ環境下でのＢＡＭＦ成長戦略～赤坂に灯りを取り戻せ～ 税理士法人グランサーズ

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｅｔｅｒｎａｌ 4011001068600 国内仕入れ先新規開拓及びヴィンテージブランド品の販売のための小売進出計画 株式会社コンサラート

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｌａｘｍｉ 7010901040137 医師・歯科医師・看護師向け実践的アートメイクスクール＆ｗｅｂ集客・営業支援サービス 堤谷　公雄

関東 東京都 江東区 株式会社レバレッジ・イノベーション 5010601045264 カメラセンサー搭載・次世代ゴルフシミュレーターを導入した店舗型ＢＡＲ事業の展開 島田一男

関東 東京都 墨田区 ＳＩＮＧＬＥ　ＯＲＩＧＩＮ株式会社 5010601051857 ニューノーマルに対応する新技術「ＦＲＥＥＰＯＵＲ」の輸入と販売代理店事業展開計画 ＳＴＡＲ税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社ジャイロスタジオ 3030001129015 開発効率アップのためのゲーム開発エンジンのプラグイン 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 渋谷区 パノラマ株式会社 1011001107121 アフターコロナにおける美容ニーズに対応した「美肌プロティンＥＣ直販事業」 岡部　竜

関東 東京都 文京区 株式会社きよたけ建築工房 2010001200678 ウッドショックや製材所減少を乗越える製材事業の内製化と森林保全への貢献 株式会社シンカ

関東 東京都 港区 有限会社ケイアンドティ・イワタ 3010402004520 炭火で焼くこだわりの焼き魚をメインとしたテイクアウト販売開始 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 有限会社ワイルドベリー 1013202013387 独自コンテンツと高音質の効果音を武器に音声配信に進出 坪井　亮

関東 東京都 足立区 株式会社大番 5011801020916 外国人向け和食オンライン料理教室を展開することによる既存事業から新分野への展開 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社アミザージ 2010401084481 天然薬効成分使用のペット向け虫よけ・消臭スプレーの開発・製造販売 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 新宿区 有限会社エルーデ 3011102028487 演奏家のためのワンストップなプラットフォーム事業 表参道税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社エム，トレーディング 7011001004453 アパレル事業者が作る新しい生活様式に対応したセレクト青果店 萩生田　富司喜

関東 東京都 渋谷区 エーデル 美しくなったその先の幸せを目指す「結婚相談所事業」と「セルフエステ事業」 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 ＪＢ　ＡＲＴＩＳＴＳ　ＬＡＢＥＬ株式会社 4010402031415 所属モデルによるバーチャルサービスの提供事業 金子　太妥志

関東 東京都 渋谷区 ストンブック合同会社 6011003007109 経営コンサルティングのノウハウを活かした「メニューＦＣ事業」 重松　輝彦

関東 東京都 港区 一般社団法人日本オーガニックレストラン協会 1010405013157 免疫力アップのオンライン講座×オーガニック食材の配送プログラム 山田祥吾

関東 東京都 中央区 有限会社エス・ケイコーポレーション 7030002091458 「高級志向のグルテンフリー串焼き専門店」への新分野展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 千代田区 ダイヤカナコ株式会社 3011301020303 飲食店の新しい多面体スタイル構築 Ｃｏｌｏｒｚ国際税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社ＳＱＵＥＥＺＥ 6010401113988 「時間貸しオンラインレッスンスタジオ」事業計画 松尾　繁樹

関東 東京都 杉並区 株式会社ミユキデンタルラボラトリー 2011301006939 歯科技工の未来的発想 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社キズナキャスト 9011101049719 前野隆司監修Ｗｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇマネジメントプログラム事業 吉田　宙

関東 東京都 渋谷区 株式会社日本シナプス 9011001017742 車の整備士・技能者の人材バンク事業への転換 西武信用金庫

関東 東京都 中野区 リトルビット株式会社 5011601022625 アニメーション制作支援のソフトウェア開発と販売による新規事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 大田区 合同会社エイティプラス 1010803001969 宿泊事業を撤退し、経営資源を集中させたＥＣビジネスへの挑戦 平野　匡城

関東 東京都 新宿区 株式会社レプリネット・カンボジア 7010401123499 日本文化を輸出！新興国向けに日本産の美術品等を越境ＥＣ販売する 西川貴人

関東 東京都 世田谷区 株式会社ケイアイエム 8010901007176 イマーシブ・サウンドの配信・収録事業による事業再構築 ゼノンクリエイツ株式会社

関東 東京都 目黒区 有限会社野暮 2013202012628 こだわりの自家製発酵食品を提供する都心のラグジュアリー旅館の運営 松山　史郎
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関東 東京都 中央区 株式会社フィジカルラボ 7010001140911 オンラインパーソナルトレーニングと自宅用トレーニンググッズのＥＣ販売による事業再構築 太田　満

関東 東京都 港区 株式会社適材適所 4010401121175 『演劇×カフェ×アート』をコンセプトにした劇場内でのカフェ事業 伊藤　圭佑

関東 東京都 世田谷区 大衆居酒屋食堂　籠 籠リニューアルオープンに伴うＤＸ計画 ＭＣ税理士法人

関東 東京都 羽村市 谷澤　亮祐 本格ココナッツ・レッドカレー専門のキッチンカー事業 多摩信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社ｗ・ａ・ｙ 3011301018173 大衆ワインバーから高付加価値炭火焼レストランへの事業転換 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社サクラサク 6011001120763 地方自治体（地方公務員）向け日本初の「コトラーのマーケティング学習パッケージ」のオンライン提供事業 田中　宏明

関東 東京都 大田区 ＨａｒｕｎＡｔｓｕ　ｃａｆｅ コロナに特化した飲食店「台湾まぜそば」への参入 坪井　亮

関東 東京都 中央区 オズ合同会社 9010003017453 既存事業とシナジーを生むポイントサイト事業への進出 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 新宿区 株式会社小野建設 2011401020344 コロナ禍に於ける既存飲食店を活かした地域密着型移動販売事業への進出 小林　奈緒

関東 東京都 練馬区 Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｓｏｕｎｄ 防音スタジオ化に伴う打楽器演奏家の新しいビジネスモデルの構築 及川　愛

関東 東京都 目黒区 株式会社ヤスキホームズ 6013201015594 不動産仲介業の目利き力を生かした客回転率の高い飲食事業の展開 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＲＵＫＡ 7010901041382 ３Ｄプリンターを駆使したペット用アクセサリー製作・販売への新分野展開 菊池　武広

関東 東京都 練馬区 株式会社ＢＩＳ６３ 5011601023458 住宅リフォーム業から光触媒技術を利用した製品販売及びサービス業への業種転換 森　憲一郎

関東 東京都 世田谷区 マリブ セルフ撮影スタジオおよびスタジオ貸し事業の新規展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社パテントインベストメント 2021001059286 知財に関する映画制作により中小企業等が利活用可能なサービスの提供 稲葉　晋一

関東 東京都 江東区 パスファインダ制作室 「新時代ニーズに順応する配信・収録スタジオ」への業種転換事業 東京商工会議所

関東 東京都 中野区 株式会社エヌエムシイ 7011201000814 税務顧問サービスをデジタル化　会計事務所専用ビジネスチャットの開発 株式会社シャイン総研

関東 東京都 中野区 ＣＰＰ有限会社 9011202006032 紙パッケージ製造の設計力・ネットワーク等のノウハウを生かし、高級箱である「貼箱」製造にも乗り出す 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 渋谷区 ワンダーグループ株式会社 5010703002782 職業紹介業から中小企業の営業ＤＸ化をサポートするインサイドセールス（非対面営業）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 豊島区 株式会社ＴＧＫ 7013301031326 ガッツリ食べたい男性向けオムライス専門のテイクアウト・デリバリー販売への新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社アプティ 6011001059762 自動車整備工場の事業継承問題を解決するＷＥＢプラットフォーム運営事業計画 みどり合同税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社エナジャイズ 3011601014995 企業向け世界の大学・就職課情報を網羅したウェブサイト開発事業 西京信用金庫

関東 東京都 港区 レキシンジャパン株式会社 6010601034547 医療機器・美容機器・ヘルスケア機器メーカーへの事業転換 湘南信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社サンワールドエアーサービス 3011001047893 ドライバー目線での操作性に拘った運行管理システムの開発・販売 株式会社ハッピー・メンター

関東 東京都 千代田区 株式会社ＡＭトレーディング 4020001047596 茶類オリジナルブレンドティーの自社加工製造販売　新分野展開（新規事業拡張） 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社梅原インターナショナル 7010401101975 ＶＤＩ機器症候群改善プログラム開発事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 新宿区 ホルモン船ホールちゃん テイさんの健康羽釜 ブルーリーフパートナーズ株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社スリーワークス 6010401039507 自社スタジオでの動画配信・家族写真撮影サービス セブンセンス税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社ｍｏｍｍｙ　ｄａｄｄｙ 7010002050390 コロナ禍を克服し子育て世代を支える２４時間対応の新たな学童保育事業 冨塚　智士

関東 東京都 台東区 株式会社Ｌｕｄｉｑｕｅ 2010501044740 フランス大衆食堂“ブイヨン”にヒントを得た販路開拓によるＶ字回復 兒玉　洋貴

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＴＡＭＡＧＯ 7011001115903 店舗デザインのノウハウを生かしたオリジナルデザインの高級家具の販売事業 仲田俊一

関東 東京都 中央区 ＤｉｎｉｎｇＢａｒ　ＬａｍｐＬｉｇｈｔ 場所を選ばず楽しめる本格ピッツァのテイクアウト・通販事業 東京商工会議所

関東 東京都 目黒区 株式会社ウイツシュ・デザイン 8013201000727 西武ライオンズガチャ商品製作と西武鉄道各駅構内でのガチャ事業運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 シチロカ合同会社 4010003026748 障害者雇用顧問サービス事業 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｂｅ　Ｆｕｌｌ 1010001132947 ワイン・シャンパン輸入卸事業からキッチンカー事業への新分野展開 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 北区 浜田産業株式会社 4011501003841 オリジナルプロテインの開発、ＥＣ直販および店舗小売業への業種転換 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 有限会社もん吉 3010002031378 飲食店（もんじゃ屋）事業からコロナ対応型多目的レンタルスペース事業への業種転換 上野信二

関東 東京都 文京区 有限会社旭プロセス製版 1010502000545 特色製版・デザイン技術を生かすオンデマンド印刷機・断裁機導入による新業態開発 有限会社サステイナブル・デザイン

関東 東京都 港区 有限会社ディアイアール 7010402006703 新型コロナウイルスで売り上げ減少にによりデザインからリラクゼーションへ。 森　滋昭

関東 東京都 世田谷区 ルーラ株式会社 6010903002292 日本初輸入のクラフトシードル等を試飲して購入できる体験型店舗の新規出店 浅山　直希

関東 東京都 中央区 合同会社ワンツーフィニッシュ 3012403003856 全国工務店と一般顧客等のマッチングプラットフォーム事業 西河　豊

関東 東京都 渋谷区 株式会社フードイズム 7011001068829 主力食材の２４時間営業　非接触型「無人冷凍惣菜」直販事業化 川崎信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ＹＢＲＳＳ 3010401099339 こだわりの発酵飲料を通して、免疫力を高めコロナ禍の心と体を元気に！ 尾﨑　和朗

関東 東京都 千代田区 株式会社ハッピーツリー 3011101086635 冷凍ラーメン自動販売機を用いた商品の販売、自動販売機のレンタル事業 行政書士法人ＩＮＱ

関東 東京都 台東区 株式会社鮒忠 5010501011804 焼鳥の老舗が新業態へ挑む、浅草エリアでは珍しい健康志向の若者向け弁当店の出店計画 朝日信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社メルクリウスコーポレーション 5011101041852 オリジナル・オンデマンドプリントサービスへの業種転換 若杉　拓弥

関東 東京都 新宿区 株式会社タイニーコーポレーション 2011103004158 「見た目で選ぶ自然派ワインサイト」で自然派ワインのＥＣ販売に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＲＹＭ＆ＣＯ． 9012701014574 今までにない新たな会員機能付きモバイルオーダーサービスの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 台東区 株式会社スポラネット 1040001094763 ＡＩ搭載顔認証データ、在庫等のデータ収集・分析プラットフォーム開発 朝日信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ハナワエビストウキョウヘアサロン 感染リスクとストレスを低減する完全予約個室型美容室へ業態転換 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 豊島区 株式会社アイレーヴ 9011801030102 健康を意識する富裕層と女性層をターゲットとしたドライヘッドスパの展開 安達　曉宏

関東 東京都 港区 セブンイレブン赤坂３丁目 自然豊かな環境を生かしたＲＶパーク事業とモータープール事業への新分野展開 増田　考邦

関東 東京都 渋谷区 株式会社コムト 4011001008317 資産を活用した新素材スキンウェア開発と多目的レンタルスペース事業 昭和信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ミライエ 7010001185080 障がい者の方に寄り添うグループホーム　「ぱあとなあ」の展開 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 合同会社ＰＯＮＯＡＨ 7011103011315 エステ部門強化による美容サービス多様化の実現と物販への進出 西武信用金庫

関東 東京都 大田区 ＭⅰｃｒｏＴｅＸ　Ｌａｂｓ合同会社 3010803002742 超高速大容量光通信用超広帯域超小型コイル製造業への進出 城南信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社ビックＷ・Ｘ 9013301034491 ハイヤー事業の強みを活かした宅配サービス・ＥＣサイト構築を火鍋店出店で再築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 千代田区 株式会社ＬＶＳ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 9010401142217 外国人と日本人がお互いに情報収集できるマッチングサイトの開設 株式会社アサユナイト

関東 東京都 台東区 株式会社らぼぬる 3010501024519 飲食からシミュレーションゴルフとスマートフォンショップへ新分野展開 税理士法人横浜総合事務所

関東 東京都 渋谷区 一般社団法人薬膳コンシェルジュ協会 2010005016831 薬膳業界初！和洋中の薬膳ハーブを使ったオリジナルティーのサロン卸販売 岩下　文

関東 東京都 世田谷区 株式会社レガロトレーディングカンパニー 8011001027908 大人バレエレッスンと初心者に向けたアシストサービスの展開 経営サポート株式会社

関東 東京都 武蔵野市 ワイン食堂ソトワ 新分野展開ジェラテリア事業計画 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 一般社団法人日本ポピュラー音楽協会 8011105005512 抜群の立地、新たな関西ポピュラー音楽界の活動拠点開設 税理士法人ＭＦＭ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ステラシフォン 2011001101511 日本の産地と取組む特別なＭａｄｅ　ｉｎ　ＪＡＰＡＮのＥＣ販売事業 昭和信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ＹＭＴＣ商事 5010501041999 ”まるごと一羽のフライドチキン”を”幸せ”と一緒にテイクアウトでどうぞ！ 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 中央区 株式会社ＡＮＤＲＹＵ 7010001154390 地域初！ゴルフプレーヤーに特化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

関東 東京都 中央区 株式会社スタジオルフト 7010001164885 立ち吞み居酒屋とラウンジカフェ（多目的スペース時間貸し）の二毛作経営 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 株式会社ソンメー商事 8010601033241 インターネット決済を活用した非対面対応型中華料理無人店舗販売事業 越村　宜博

関東 東京都 世田谷区 株式会社東京三光 5010901007971 「３Ｄ音響」収録・インターネット配信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 葛飾区 株式会社ＵＧＲＡＳ 8011801033898 光脱毛とブラジリアンワックスを併用した女性専用脱毛サロンの運営 ストラーダ税理士法人

関東 東京都 港区 ジャムオーケストラ株式会社 8010401149056 コロナ禍の人間関係の悩みに！元シェアハウスマネージャーの『上手な人間関係』オンライン講座 税理士法人スバル合同会計
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関東 東京都 練馬区 Ｂｒｏａｄ　ｔｒｅｅ　ｃａｆｅ セントラルキッチン・来店型店舗新設により事業規模倍増計画 井手　庸文

関東 東京都 杉並区 株式会社きたむら 9011301013540 警備業界のブランドＮｏ．１を目指す、警備求人・資格アプリ業界 税理士法人ほはば

関東 東京都 中央区 株式会社ＴＲＡＩＮＥＥＳ 6010001203099 シミュレーターを活用した個別指導による質の高いゴルフスクールの開講計画 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＢＮＦ 6040001090436 サウナ愛好家のためのサプリメント販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 品川区 合同会社だんだん． 7010703002153 アウトドア事業へ参入　店舗とエアストリーム拠点移動グランピングショップを展開 公益財団法人　しまね産業振興財団

関東 東京都 新宿区 ピカソ 真空パック調理法による小規模飲食店向け食品卸販売とコンサルタント営業 髙司　浩史

関東 東京都 港区 株式会社ＫＡＳＵＧＡ 4010401141776 ポストコロナに対応した士業向けＤＸナレッジプラットフォームの構築 金子　洋樹

関東 東京都 港区 カフェ　ド　ペルル ソムリエが手掛けるシャンパンに合う寿司店への事業転換 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 世田谷区 ＰＡＰＥＲＤ合同会社 9010903003123 クリエイターの出版システム事業 楡井　宏志

関東 東京都 渋谷区 株式会社デザートブルーム 5020001110477 中小保険代理店と顧客を結ぶ非対面型マッチングプラットフォーム開発 河村裕司

関東 東京都 荒川区 株式会社三企 9011501006633 自然空間を再現するハイレゾ音響システム「Ｒ－ＬＩＶＥ」の販売 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 豊島区 カオス合同会社 1010803001242 不動産テック事業への参入 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 大田区 有限会社コウズホーリー 2010802016050 店内飲食店からオンラインサービス業への業態転換事業 中野　雄介

関東 東京都 東村山市 ヤギサワバル 小規模農業者のオーガニック農産物を活かしたジェラート製造所開設とＥＣサイト運営を行う新分野展開 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 株式会社ＭＩＲＡＩＮＯ 1011201019348 Ｄｒ．Ａｉｓｓ事業計画書 税理士法人ウィズ

関東 東京都 江戸川区 「本質改善」　整体院　ユーテラス 不妊に悩むすべての女性のための、妊活のトータルサポート事業 金﨑　卓也

関東 東京都 新宿区 ａｎｄ　Ｎｅａｒ合同会社 9011103009092 オンライン配信可能なキッチンスタジオの開設（ＢｔｏＣ　から　ＢｔｏＢ　へ） 株式会社Ｒコンサル

関東 東京都 千代田区 株式会社ワンスイン 2010001113509 セラピストの働き方を改善したリラクゼーションサロンの開業 東京商工会議所

関東 東京都 品川区 株式会社レオプランニング 5010701022997 中華料理店へ事業転換および冷凍加工食品製造のためのセントラルキッチン設置事業 渡部浩之

関東 東京都 中央区 タクトピア株式会社 5010401118063 英語学習事業における講座のストック化を主軸とした業態転換 ストラーダ税理士法人

関東 東京都 新宿区 モリカトロン株式会社 1011101081381 ゲーム用ＡＩ会話エンジン技術の非ゲーム系業種への応用展開 株式会社シンカ

関東 東京都 板橋区 株式会社ノーブル 4013301039925 「韓国・アジアンスィーツ」を主とした店舗販売の新規事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 文京区 ＩｎｎｏｃｅｎｃｅＤｅｆｉｎｅーイーディー オンデマンド出版を基軸にしたコンテンツ発信 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Ｌａｖｏｃ 9010901021580 投資セミナーを開催する『講師は全員ベストセラー著者　本気の投資家育成大学』の創設 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社アフラ 6010401098701 『スキンケアのステップをミニマムにして究極のすっぴん肌を手に入れる』化粧品で中国越境ＥＣに進出！ 長谷　有希央

関東 東京都 世田谷区 ＡＤＮ　ＳＴＡＴＥ株式会社 5010901032540 自社サービス”ｔｉｃｋｅｔ　ｆｒｏｇ“導入によるチケット販売システム構築事業 城南信用金庫

関東 東京都 府中市 フォーシー合同会社 9012403002836 非対面型のアクセサリー＆服飾雑貨の手作りワークショップ 原田　征久

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｑｏｓｍｏ 5010401096128 ＡＩを活用した自動音楽制作・自動選曲システムの開発による新分野展開 株式会社翼コンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社エイブリッツ 6010901036870 アメフト元日本代表が運営するパーソナルフィットネスジム事業 中村　哲也

関東 東京都 新宿区 株式会社プロタクト 5010901027318 不動産所有者に対し抗菌除菌効果のある光触媒施工の提案 佐藤　成雄

関東 東京都 狛江市 株式会社３２ 9012401031399 ソムリエプロデュース！クラフトビール×キャンプで新分野展開 さわやか信用金庫

関東 東京都 杉並区 アフリカンたいこ教室 ドラム教室業態転換「プロ演奏家とのオンラインアンサンブルができるＩＣＴ活用ドラム個人レッスン事業」 城南信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社Ｂｅｙｏｎｄ 2010401098795 地方創生につながる越境ＥＣサイト構築事業 魚谷　康行

関東 東京都 千代田区 イン・ステップ株式会社 9010501022285 最先端ＣＢＤと京都３００年の日本酒を利用した化粧品企画販売 興産信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社日本医協 5013301016493 「疑似ライブ配信」を活用した新規受講生獲得及び既存顧客へのサービス拡充事業 清水一三

関東 東京都 台東区 株式会社日向丸 1010501028686 仕入れルートを活かした鉄板焼き店で事業存続と水産業発展を図る 山口　良明

関東 東京都 墨田区 ＴＯＲＩＯＮ株式会社 4010601057723 運動設備を兼ね備えたコワーキングスペースの新展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 合同会社スカイコンサルティング 8010403011222 美容クリニックの経営を向上させる顧客管理型オンライン診療システムの開発と販売 株式会社セームページ

関東 東京都 千代田区 福田企業有限会社 1010002013881 老舗料亭が作る至福のハヤシライスのネット販売で売上基盤の構築 坂本　啓介

関東 東京都 千代田区 株式会社ＨＡＵＮＴ 9030001106768 沖縄宮古島でのワーケーション＆宿泊・マリンスポーツアクティビティレンタル複合観光サービス 株式会社しのざき総研

関東 東京都 八王子市 Ｋ’セレモサービス株式会社 9010101008305 自社独自開発返礼品特化型オンライン葬儀システムアプリの構築 多摩信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｍｏｕｔｏｎ＆Ｃｏｍｐａｎｙ 4020001134642 プロサクソフォン奏者によるＤＸに対応したライブハウス整備 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 台東区 バン産商株式会社 2010501024255 集客ノウハウ等を活かした地域密着型のドイツ式フットケアのフランチャイズ事業展開 株式会社東和銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ティーエムシー 6011101059778 孤独死・相続等で生じた空き家再生のための遺品整理・特殊清掃事業 濱田　政作

関東 東京都 大田区 株式会社アクセプト 1010801026877 新分野展開　アイブロウサロン 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 Ｔｈｅ　Ｌｉｔｔｌｅ　Ｍａｋｅｒｓ ＳＤＧｓ向上を目的としたアフリカからの農産品輸入とＥＣ販売 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社バードランドミュージックエンタテインメント 8011001047435 チケット再販サイトの構築と運営による２次流通市場への挑戦 森口智志

関東 東京都 文京区 株式会社ＴＡＭＡＹＡ 2010501012524 無添加で保存料なしの惣菜　テイクアウト・サブスクリプションサービスの新規展開 朝日信用金庫

関東 東京都 北区 株式会社ｎｏｔｏｃｏ 1090001013784 壁材の市場拡大とその第二次製品の開発・販売事業 野田商工会議所

関東 東京都 中央区 ＪＡＣＳＳ株式会社 8010001127593 ゛オンラインコンサルティング゛新しいビジネススタイルへ 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 Ｆｉｎｄ　Ｍｅｄｉａ合同会社 7011103006785 非対面型コワーキングスペース×グランピング事業 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 台東区 株式会社永井企画 2010501044848 オープンスペースを活用した次世代キッチンスタジオ計画 Ｍ＆Ｆコンサルティング株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＩＭ 7040001095244 ショールームの新設による、他社製品の仲間卸事業への参入 春山　英太郎

関東 東京都 練馬区 株式会社エム・ケイ・ディ 3011601001085 郷土料理の居酒屋から新大久保ベースの焼肉・韓国料理を提供します 大谷　洋

関東 東京都 港区 有限会社ジオ・コーポレーション 4090002005480 デジタルスクリーン製版機を使った印刷サービス事業への参入 横山　和志

関東 東京都 港区 アッカディミュージックエンタテインメント株式会社 7010401076029 音楽体験を重視した、月イチ通学の英語でマナー教室 東京商工会議所

関東 東京都 杉並区 合同会社ガホウジン 7011303001850 ウイスキーの量り売りでオシャレな家飲み 新本　浩貴

関東 東京都 渋谷区 株式会社ワールドスタイリング 7011001073184 ＳＤＧｓに貢献する新しいアパレルシェアリングサービス サポート行政書士法人

関東 東京都 文京区 日本エイテックス株式会社 7010001084522 Ｗｉｔｈコロナ妊活再開ママを応援。妊娠・産後スキンケア事業への参入 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 江戸川区 ラウラオフィス 輸入商品小売販売から新たにデジタル絵画製品の製造販売を世界へ展開 東京東信用金庫

関東 東京都 新宿区 ３７度株式会社 7010001136001 卸売業からオンラインサロンを活用した健康産業へのステップアップ 興産信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社アトリエ新井文月 8010601048966 ＥＣサイトの強化を図る再構築事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 足立区 増田ぴろよ 社会課題を解決するＶＲオンラインアートギャラリー事業への挑戦 特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

関東 東京都 目黒区 株式会社ＯＮＥ 8011001112791 飲食店からレンタルスペース事業への業態転換 森　憲一郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社アーク 3011301021367 ＳＤＧｓに貢献する、研磨によるフローリングリニューアル事業 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 港区 株式会社グッデイ 6010401008370 そばとカフェのコラボレーション事業　～地域資源食材の新たな価値ブランディング～ 株式会社八十二銀行

関東 東京都 足立区 株式会社レタス 3120901042910 意匠権を持つ手巻き寿司の提供等メニューの一新による事業再構築 浅井　政晃

関東 東京都 千代田区 株式会社ポーター２４ 8180001117140 コンシェルジュと一緒に創り上げるブライダルプロデュース、旅行サービスの開発 税理士法人シンクバンク

関東 東京都 中野区 株式会社コンシュマーズ・リサーチ 2011201001800 ＪＡＴＯ社とのコラボによる新たな検索システム「Ｃａｒｓｐｅｃｓ」の開発、運営 楡井　宏志

関東 東京都 八王子市 えん 鍼灸師による「完全個室の本格美容サロン」で療術業から美容業へ 東京都商工会連合会

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｌｉｎｃ 1010401125286 企業向け就労外国人材に特化したハイブリット型研修育成サービスでの事業再構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社
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関東 東京都 墨田区 ＣＯＣＯＤＥ　ＳＡＬＯＮ　ＨＡＮＡＲＥ コロナの影響を受けた美容室を個室型シェアサロンに事業再構築する ストラーダ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社フライト 7010901045029 オンライン学習コンテンツと非対面型英会話の融合させたパーソナル英会話サービス 安藤　貴史

関東 東京都 港区 株式会社リーガルエキスパート 4010401138541 子どもの”心”と”身体”にコミット！～低単価で通える体幹スポーツ教室～ 小林　永二

関東 東京都 調布市 大幸コネットコーポレーション合同会社 3012403004144 持ち帰り・出前需要に応える「本場の味、韓国チキン店」への事業再構築 株式会社知好楽ネットワーク

関東 東京都 葛飾区 株式会社トレック 5011801033471 地域活性を目指した文化事業連動型の食物販・カフェ事業の立ち上げ 西河　豊

関東 東京都 西東京市 休息ラボ 先進機器を使った未病セルフケアで健康自立を推進 細谷　和丈

関東 東京都 渋谷区 株式会社ブランク 3011001125996 既存事業を活かした「リアル×ＩＴ」企業への業種転換補助事業 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 日清化工株式会社 5010001025404 ＢｔｏＢからＢｔｏＣの顧客転換　自社製品の企画開発・販売業への業態転換 エヌ・ビー・シー税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社ＮＥＸＴＡＧＥ 7010401151392 特殊冷凍技術を活用した「Ｆｒｏｚｅｎ　Ｍａｒｃｈｅ」ブランドの立ち上げ 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 東京都 文京区 有限会社ＡＡＣ　ＳＴＵＮＴＳ 1012402021480 有名キャラクターの「アクションシーン」で習うオンラインフィットネス 朝日信用金庫

関東 東京都 調布市 株式会社ピークス 2012401025291 グルメバーガーという新分野を切り開きシナジー発揮で事業再構築 三橋　心

関東 東京都 港区 株式会社ＤＯＬＬ　ＲＥＣＯＲＤＳ 7010401144917 ペーパーレス！非接触！多言語対応！デジタルチケット事業 中村　健一郎

関東 東京都 立川市 株式会社Ｗｏｒｌｄ　Ｎｅｘｒｅａ 8013401006697 キッチンカーと瞬間冷蔵庫の導入による通信販売市場への参入 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 渋谷区 株式会社スカーレット 1011001091885 音声収録スタジオ開設による一貫したポスプロ体制の構築とアニメ・ゲーム分野への参入 西武信用金庫

関東 東京都 立川市 ４　Ｓｅａｓｏｎｓ　ＬＤＫ 家飲み需要に合わせたワイン販売店の実店舗およびオンラインショップでの新規販路開拓 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 ラフロワ合同会社 8010403017327 イラスト・アートのデジタル知財管理プラットフォーム ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 台東区 メヒコ商事株式会社 7010501025819 テイクアウトに特化した新業態の開発及び店舗展開 株式会社千葉銀行

関東 東京都 三鷹市 ３ａｒｒｏｗｓ株式会社 2012401036082 リピート率８５％超のヘアカラー専門店ノウハウでフランチャイズ事業構築する！ 多摩信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社船清 4010701008857 屋形船フォトスタジオ＆イベントスペースレンタル事業計画書 池村　尚弘

関東 東京都 江東区 有限会社タナカ協栄社 9010602003507 健康寿命を延ばすシニア・テレワーカー向けパーソナルトレーニング事業 税理士法人Ｖｅｌ

関東 東京都 杉並区 有限会社Ｔｒａｃｋ　Ｎｕｍｂｅｒ 1011002029109 ＥＣサイトとオフライン（ショールーム）によるファッションビジネスの展開 多摩信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社インフォモーション 5011001117067 オンラインイベント情報収集プログラム構築とＢｔｏＣ事業への新展開 ベンチャー支援税理士法人

関東 東京都 東村山市 株式会社一休 9012701001151 基幹システムのワンストップオペレーション構築 税理士法人ＯＡＫ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＫＫＮ 3011001114818 ドローンを用いたソーラーモジュール検査事業 有限会社クレメンティア

関東 東京都 世田谷区 株式会社エフ・ビーカンパニー 8011001071955 コロナ禍での健康促進！高たんぱく×パーソナルトレーニングジム 松尾　基司

関東 東京都 台東区 株式会社スリーエイト 5011301023782 催事販売事業での営業力と人材を活かして飲食事業に挑戦 前田　庄一

関東 東京都 北区 有限会社ライフケアー 5011502006363 介護事業所だからできる高齢者・障害者であっても楽しめるキャンプ場計画 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 東京都 千代田区 ＫＩ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ株式会社 2010001145048 オンライン講習会、および各道場教室のためのＨＰプラットフォーム構築 ＪＵＣ税理士法人

関東 東京都 品川区 株式会社ＳｈｅｅｐＤｏｇ 9010701033132 デジタルマーケティングのためのセールスレターの自動送信システム 有限会社クレメンティア

関東 東京都 豊島区 合同会社Ｓｕｎｎｙ－ｓｉｄｅ　Ｕｐ 2013303001991 病院内でのテイクアウト業態開店と既存店舗のセントラルキッチン化 東京都商工会連合会

関東 東京都 台東区 株式会社Ｌ＆Ｌ 4010501039994 セントラルキッチンに機能強化によるゴーストレストラン事業。 朝日信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ラボアンドタウン 7010901031177 地域のつながりを活かした家族向け会員制サービスへの新分野展開 金井　正義

関東 東京都 港区 株式会社ピースファクトリー 3011101068534 ２４時間オンラインで完結・特殊車両マッチングシステム 安田　史朗

関東 東京都 中央区 株式会社Ｍｙｒｉｏｒａｍａ 6010401128945 安全な環境で取り組める芸能に特化したオンラインレッスンの提供 髙橋　創

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｓｕａｇｅ　Ｊａｐａｎ 6011001124046 当社のネームバリュー等を活用したスープカレー店フランチャイズ本部の立ち上げ 日野陽一

関東 東京都 荒川区 テレコム株式会社 4010501023635 電気通信トラブルに２４時間対応可能な我が家の電気屋さんのシステム構築 東京中央経営株式会社

関東 東京都 国分寺市 日精産業株式会社 4012401002479 不妊治療用シャーレの生産・販売による新分野展開 経営サポート株式会社

関東 東京都 中央区 ＭＪＱ株式会社 6010001140978 特別な硝子製品等のテーブルウエアを新たな市場で展開する卸売業の取組 さわやか信用金庫

関東 東京都 立川市 東中野キッチンノム コロナ禍での飲食経営効率化に伴うＥＣ・物販のパティスリー参入 多摩信用金庫

関東 東京都 荒川区 株式会社小川企画 8011501026137 ドライヘッドスパ店『雲の上　Ｔｈｅ　Ｉｍｐｅｒｉａｌ　Ｃｏｕｒｔ』の事業計画～雲の上にいるかのような夢心地をあなたに～ お茶の水パートナーズ税理士法人

関東 東京都 中野区 株式会社サイ 9011201010860 舞台創作プログラムおよび企業研修プログラム事業 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 合同会社Ｂｌｕｅ　Ｏｒｄｅｒ 3020003013829 ホテルとは一線を画す広さと質のシェア別荘事業による新分野展開 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社ロイヤルストレートフラッシュ 4011101057750 割烹料理専門店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 月島ビューティーサロンＭＩＡ 女性に自信を！最新美容機器と技術で女性活躍を後押し！（女性のすべてを輝かせるエステ事業） 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社ｍｉｌｌｉｏｎ 9010403014769 ｍｉｌｌｉｏｎ　Ｆｏｏｄ　Ｆａｃｔｏｒｙ Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社じそく１じかん 9011001116577 今までにない日本茶製品の開発・ＥＣを中心とした販売事業 日野陽一

関東 東京都 板橋区 株式会社ＮＩＰＰＯＮ　ＦＯＣＵＳ 3011401022678 サブスクリプションモデルでのハラルフードのＥＣ販売及びアプリ開発 森　憲一郎

関東 東京都 中央区 株式会社スプリームハウス建築工房川口・工務店 5013101006637 鉄製風デザインの木製コンテナの製造開発販売事業 細野　ゆり

関東 東京都 目黒区 株式会社家撮り部 1011001116733 「家撮り部」オンライン事業展開 芝信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社クラ・モチベーション 8080101014306 カフェを併設したコワーキングスペース・カルチャースクール事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 江戸川区 株式会社Ｅ・Ｓ・Ｋ 4011701020752 企業の売り上げアップやブランディングに繋がるデザイン事業 井上大輔

関東 東京都 大田区 梅林株式会社 3010801021827 商店街の好立地のにラーメン店を開業、新分野展開で売上拡大 白熊和幸

関東 東京都 練馬区 株式会社ｇａｎｂｏ 4011601021693 紙チラシからお買い物メモを自動作成するＡＩソフトの開発 飯泉　悟

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｌｕａｎａ 6011001125259 エンジニア向け人間工学に基づいたキーボード販売 日野陽一

関東 東京都 大田区 行政書士第一法務会計事務所 士業ネットワークをフル活用できるインキュベーションオフィス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 株式会社ネスタ 6040001083506 リアル店舗とＣＲＭデータベースの統合システム構築事業 税理士法人　ＳＨＩＰ

関東 東京都 渋谷区 ブライトミライ株式会社 9040001011199 ３週間で消えるタトゥー（ヘナタトゥー）のサロン事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 合同会社Ｃｈｅｒｒｙ 2011103010437 マネタイズ化に特化した　Ｙｏｕｔｕｂｅ　等の動画制作業者の育成スクール業 井上大輔

関東 東京都 品川区 株式会社オールドマンノート 5010701037145 非対面式　ペットのためのセルフ写真館　店舗展開 権田　誠

関東 東京都 世田谷区 ヴェルノイ 業界越境アレンジャーズで創（つ）作（く）るＮｅｗＯｌｄなＭｉｘ－ｕｐ　ｃｒａｆｔ＆Ｊｅｗｅｌｙの提供 ペンデル税理士法人

関東 東京都 杉並区 株式会社ＪＯＩＮ 9011301023317 コロナ禍の女性の時間を作る！活用させる！ことで女性の美を総合サポートする事業 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 青梅市 ｆｌｅｕｒｎａｉｌ ネイルサロンからトータルビューティーサロンへ　新サービス導入による事業拡充 青梅商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＡＵＲＡ 6011001116860 成長と学びをもたらすための総合エンタメ授業・ＬＩＶＥ配信プログラム”Ｕ－ＣＡＭＰ” 税理士法人イデアコンサルティング

関東 東京都 西東京市 エングレーブ合同会社 4012703001138 ペット火葬サービスへの事業展開による再構築の取り組み 株式会社コンサラート

関東 東京都 台東区 かめや食品株式会社 4010501002903 Ｗｅｂライブ配信による老舗鰻料理店と“うなシャン”のシナジー強化 清水　雅彦

関東 東京都 福生市 株式会社Ｂ．Ｇ　Ｃｏｍｐａｎｉｏ 7013101008111 キッチンカーによるカフェ事業及びチャレンジベーカリー事業 魚谷　康行

関東 東京都 西多摩郡檜原村 裏山ライドＴｏｋｙｏ 東京裏山ベース発　秋川渓谷ＭａａＳ化計画　～自然体験型旅行業への展開～ 東京都商工会連合会

関東 東京都 世田谷区 歩楽里 大都市と交流地方都市の食材を活用した商品開発による相互地域活性事業 昭和信用金庫

関東 東京都 品川区 たか濱 たか濱（居酒屋）運営経験からの焼肉店開業の計画 第一勧業信用組合

関東 東京都 八王子市 はちまん鍼灸院整骨院 心の不調を早期発見！予防検査・健康サービス事業の推進 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 大義聖和株式会社 4011101083912 撮影スタジオ・レンタルスペース事業計画 戸塚　八郎
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関東 東京都 渋谷区 株式会社ＧＩＦＭＡＧＡＺＩＮＥ 7010001154713 次世代デジタルデータ販売システム「ギフト動画」構築。コロナ禍のクリエイターの新たな収益源を作り出す事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 シンクロジスティクス株式会社 8290001063489 ＤＸを活用した３ＰＬ事業 株式会社横浜銀行

関東 東京都 大田区 有限会社ＳＥＮＡＰ 4010802003195 自社撮影スタジオにおけるＩＯＴを活用したオンライン撮影及び和装文化創造事業 ブライトウイル・アドバイザリー株式会社

関東 東京都 墨田区 株式会社東名 5010601014525 繊維素材メーカーによる先端設備を活用した染色事業への進出 福永　健二

関東 東京都 新宿区 合同会社ＬＩＮＨＮＨＩ 7011103006620 ベトナム料理店の食材小売・料理教室併設による新分野展開 山川　博久

関東 東京都 千代田区 株式会社エスト・ルージュ 6180001125599 プロジェクト推進・人財供給・配置を越境で実現するソフトウェア Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 北区 奥村印刷株式会社 1011501000874 防災災害対策用「組み立て式紙製食器」の製造販売を行う新分野展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社アーキバンク 8120901035422 テレワーク時代に向けた「レンタル書斎」事業の展開計画 税理士法人Ｓｏｆａ

関東 東京都 港区 株式会社ＮＯ　ＢＯＲＤＥＲ 3010001147803 顧客企業のＤＸ化を促す、企業情報発信メディアの構築支援サービス 東京中央経営株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社サイトウ工機 5010801023334 全方向に無制限駆動する球状歯車の製品化に取組みＶ字回復を図る 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 文京区 株式会社Ｇａｚｅ 4010001202185 国内に眠る希少な「旧車」バイクのリサイクル販売 塩津　友輝

関東 東京都 江東区 アルカディア株式会社 6010001136134 デジタル技術を活用した日本語教育を通じて外国人に寄り添う一気通貫の支援サービスへの転換 池谷　圭右

関東 東京都 北区 谷防株式会社 7011501019182 中古建築資材の販売プラットフォーム運営事業計画 みどり合同税理士法人

関東 東京都 渋谷区 合同会社プレミオ 7011003008196 保養所を再生した非接触型の温泉ホテル事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 世田谷区 東商化学株式会社 8010901008307 新たに医療分野へ貢献。国内リーディングカンパニーのコア技術を活かしたプラスチック新製品開発事業 豊橋信用金庫

関東 東京都 小金井市 株式会社武蔵野 2012401003396 法人・個人向け次亜塩素酸水及び小型噴霧器の製造体制の構築 東京中央経営株式会社

関東 東京都 北区 ＴＯＫＹＯ共育研究所有限会社 1011502013859 理学療法士の個別指導によるストレッチジムへの転換 東京シティ信用金庫

関東 東京都 港区 Ｌｏｖｅ　ｄｒｉｖｅ株式会社 6011001109088 小型自動運転配送車両の開発 ＷＡＲＣ　ＬＩＧＨＴ税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社Ｓｍａｐｏ 4010001199645 ｔｏＢ向けサービス提供法人のオフラインコミュニケーションＤＸ化（ＳｅｎｄＷＯＷ）事業 税理士法人ＡＫＪパートナーズ

関東 東京都 渋谷区 ＹＥＥＵ株式会社 8011001123401 Ｅ－ｓｐｏｒｔｓ　選手のためのゲーミングハウス運営及び専用アプリの提供事業 丸山　達也

関東 東京都 東久留米市 オプティマス株式会社 9012701012140 日本のドローン＆動画市場を牽引するＦＰＶドローンのハイクオリティ空撮・映像事業 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社成都開発 4080401002674 不動産賃貸業からレンタル「ダンススタジオ」事業への新分野展開 西京信用金庫

関東 東京都 府中市 株式会社エイチ・エー・ティー 9012401000206 航空品質とトポロジー化で空飛ぶくるま等イノベーション部品へ事業転化 東京都商工会連合会

関東 東京都 文京区 株式会社協進社 1011501001195 拡大するＥＶ用部品を受注する為、鍛造＋精密切削に挑戦 税理士法人尾藤会計事務所

関東 東京都 墨田区 椿建設株式会社 6011701019470 高い安全性と作業効率を有する次世代足場のリース事業への新分野進出 小松川信用金庫

関東 東京都 墨田区 ディ・アイ・ネットワーク株式会社 2010601038510 中古金属容器製造機械の仕入れ、メンテナンス、販売事業 野竿　健悟

関東 東京都 江戸川区 株式会社テヅカ 6011701005256 電解研磨事業を開始し、ステンレス加工をワンストップで提供する 須永　達也

関東 東京都 立川市 ヒューマンヤード株式会社 9012801004120 日本版屋外家具の企画・製造と体験型施設『Ｐｉｃｎｉｃ』の運営　～外構業者が挑む新たな提案～ 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社シゴトヒト 1010401084326 経済の発展に寄与する「創業者支援ビルディング事業」の展開 城北信用金庫

関東 東京都 文京区 合同会社Ｄ＆Ｙ 8010503004992 非日常的な環境でモチベーションの上がる熱海温泉ワーケーションサービス 西武信用金庫

関東 東京都 足立区 硬化クローム工業株式会社 6011801007532 セパレータ製造装置用面長６ｍ以上超広幅ＣＦＲＰロールへのクロムめっきと研磨加工 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社まくびーインターナショナル 6013201018069 女性視点を活用した女性向け非対面型シミュレーションゴルフ事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 台東区 株式会社ｃｕｒｖｏ 6010501041412 コンテナ活用のバーベキューテラス・ピザ作り体験飲食店の経営 株式会社東和銀行

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社フミオートモーティブ 6013101008203 大型トラック本体及び架装部の点検（車検）・分解・整備・修理事業の展開 多摩信用金庫

関東 東京都 豊島区 双明商事株式会社 4013301035701 「グリーンスポーツみなまた」再生事業－地域資源の活用と創造 上田　曽太郎

関東 東京都 大田区 篠田商事株式会社 4010801005416 段ボール印刷用アニロックスロールのレーザー洗浄サービスを含む洗浄事業 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 一両間システム合同会社 9010603008232 中華圏出身者向けのコワーキングスペースを作り運営する取組 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 東京都 新宿区 株式会社トータルクリエイト 5011101043700 ワ―ケーション滞在向け宿泊施設の開業 大橋　秀夫

関東 東京都 墨田区 文化事務用品株式会社 4010601014410 バイクガレージ事業と無店舗レストラン事業への進出による事業再構築 東京中央経営株式会社

関東 東京都 台東区 平和観光開発株式会社 7010501021330 バケーションレンタル事業の開始による不動産販売業から不動産サービス業への新分野展開 若林　俊六

関東 東京都 三鷹市 株式会社大福 1012401031472 冷凍ラーメンキットの製造と自動販売機での販路開拓事業 荒井　幸之助

関東 東京都 大田区 株式会社Ｔｈｅ　Ｇｕｅｓｔ　Ｈｏｕｓｅ　Ｊａｐａｎ 9020001121652 地域密着型リモートワーク・ワーケーション事業　事業計画 群馬県商工会連合会

関東 東京都 新宿区 株式会社セキド 6011101056882 コロナ禍でも需要の強い韓国コスメセレクトショップの出店による事業再構築 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 世田谷区 ＰＲＯＳＴＡＲ株式会社 9010901020681 非接触アプリを提供することで、ゴルフ場の生産性向上に寄与する 城南信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社ステディーライズ 4011201013075 自社の強みを活かしたリフォーム・リノベーション事業への転換 北村　亮太

関東 東京都 大田区 株式会社テック電子工業 1010801015789 医療・製造検査・ロボット等に使われるカメラの一貫生産体制構築事業 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 新宿区 Ｆｕｔｕｒｅ株式会社 3011101081537 老朽賃貸住宅を再生した非接触・長期滞在型の無人ホテル事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社岩崎 2010801001152 食品サンプル販売会社による越境ＥＣ販売及びスーパー向けレンタル事業 米森　達也

関東 東京都 江東区 有限会社ジェーシーエムコーポレーション 8012402020352 キッチンカー移動販売、無人販売機も活用した台湾料理の提供 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 千代田区 株式会社サクラクオリティマネジメント 9010001145768 宿泊施設の自主的なサービス品質向上を促すスマホアプリの新規開発 株式会社シンカ

関東 東京都 中野区 合同会社潤豊商会 3011203002795 リサイクル食品容器製造へ転換、食品卸事業者と連携し多くの小規模飲食店が抱える食品容器課題と地球環境課題に貢献！ 巣鴨信用金庫

関東 東京都 文京区 山本薫 地元密着のイタリアンによるワインショップ・食材自動販売機開業 税理士法人シンフォニー

関東 東京都 昭島市 株式会社丸福商事 3012801002591 総合レジャー企業の実現に向けた、室内ゴルフ練習場事業の参入～日本最大級の室内ゴルフ練習場の立ち上げ～ 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 千代田区 ロハスコスメ株式会社 8010401106461 自然化粧品の知識経験を用いた発酵食品の開発・製造 税理士法人白井会計事務所

関東 東京都 狛江市 株式会社ＥＡＲＴＨ 7010901028909 車いす使用者や高齢者でも楽しめる、エレベーター付きガレージハウス建築事業への挑戦 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 稲城市 スーパーレジン工業株式会社 2013401001910 次世代通信用高周波アンテナ製造事業への新分野展開 株式会社横浜銀行

関東 東京都 板橋区 株式会社会田製作所 2011401000073 自動車から福祉住環境へシフトするための新規設備の導入と改革 平川雄二

関東 東京都 千代田区 ＵＰＦセキュリティー株式会社 8010001177382 Ｐマーク取得運用を自動化！業界初オンラインオートメーションサービス 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 東京都 港区 合同会社ユニコーンプラス 3011503002413 南房総の山と海を満喫！低感染型のプライベートキャンプ施設運営計画 さわやか信用金庫

関東 東京都 葛飾区 礎電線株式会社 4011801000340 新分野となるアルミ線伸線の専用ライン構築のための旧工場改築と設備導入 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 港区 株式会社ＩＲＯＮＩＣＡ 5013201017781 渋谷を写真の街へ！超一流カメラマンが贈る「渾身の一枚」事業 大庭　康孝

関東 東京都 台東区 株式会社ボーグテクノロジー 7010501033193 データリスク管理に貢献する革新的な新鋭クラウドサービスの構築 株式会社東日本銀行

関東 東京都 八王子市 有限会社政井 6010102006376 コロナ禍において需要拡大が進む分析装置向け超精密部品製造事業進出 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 有限会社タングラム 5011002030228 ビールを通して新しい体験価値を提供するデザインプロジェクト 水谷　弘隆

関東 東京都 荒川区 株式会社タカハシ栄春 3011501007455 Ｗｅｂ受発注システムの新規導入による事業再構築計画 西山　太郎

関東 東京都 文京区 株式会社ショウエイ 3010001003667 革新的裸眼３Ｄ広告・トリックバックライト広告による公共交通機関への新分野展開 東京シティ信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社マクロニクス 6010401114367 ウイルス対策に向けた中性電解水生成装置等の生産体制の構築計画 株式会社東日本銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ミレジム 7010001030245 富士山ナチュラルミネラルウォーターの製造及び国内外での販売 株式会社東日本銀行

関東 東京都 千代田区 グリッドマーク株式会社 6010001087410 Ｄ２Ｃ（Ｄｉｒｅｃｔ　ｔｏ　Ｃｏｎｓｕｍｅｒ）モデルへの業態転換 株式会社京葉銀行

関東 東京都 大田区 有限会社庄克 3010802007214 再生可能エネルギー発電関連部品の開発・製造による新分野への挑戦 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 東京都 世田谷区 南建工業株式会社 3010901008740 レーザー加工機の導入によるステンレス製厨房製品市場への参入 横浜信用金庫
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関東 東京都 八王子市 株式会社誠信製作所 6010101010858 コロナ禍において市場拡大が進む食品製造装置向け精密部品事業への新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 大田区 ｐａｒｐａｒ株式会社 2010801028071 ＷＥＢコンサル業のデザインスキルを活かした衣料品リメイク・リペア事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 港区 株式会社ユニエイム 4122001017123 ＰＯＳシステム開発技術を活かした決済システム提供による利便性向上 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 大田区 株式会社佃浅商店 2010801007348 冷凍食品の製造・販売による新たな販路の開拓と食品ロスの削減 城南信用金庫

関東 東京都 目黒区 有限会社永商 4013202013797 ペルシャから直接仕入れたノンケミカルの「ローズウォーター」を使用した基礎化粧品の製造・販売 長谷　有希央

関東 東京都 板橋区 株式会社ヨシケン 9011401006667 形鋼立体切断加工の新工法提案による新規事業開発 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 渋谷区 マツダミヒロ事務所株式会社 5390001005896 これまでにないセルフリトリート研修を組み込んだ新しい宿泊施設への挑戦 株式会社ロジヤ

関東 東京都 町田市 株式会社御雷 7012301011701 リモートレコーディングスタジオ構築による音楽制作のＤＸ化 河村　晴雄

関東 東京都 千代田区 株式会社観光ビジネスコンサルタンツ 3010001122319 ｅラーニング機能を持つ貸切バス業界向け　マイクロバス特化型ポータルサイト 税理士法人アカウンタックス

関東 東京都 中央区 株式会社ＧＭＳ 3010601049936 がんに苦しむ全ての方に最適な治療を可能にする　がん特化ラボの設立 ＮＸ税理士法人

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社深田工業 6013101004607 設備とＩＯＴ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

関東 東京都 江東区 東京総合資材株式会社 1010601005370 五輪後の都心部再開発に向け、当社グループ企業と総力を挙げた仕上材市場への進出計画 株式会社紀陽銀行

関東 東京都 江戸川区 有限会社高橋内装 5011702015998 惣菜需要拡大を背景に健康面に配慮した本格惣菜を提供する惣菜事業への新分野展開 株式会社東日本銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｆｕ 1011101089202 ブロックチェーン等の暗号資産関連の技術を活用した自社デジタルコンテンツ開発 中井　一

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ｄｓ　ｆａｃｔｏｒｙ 4010901032640 脱毛・ヘアメイクがワンストップで行えるトータルケサロン事業進出計画 駒田　裕次郎

関東 東京都 港区 ハニークローバー株式会社 8010701025626 コロナにより増加した在宅時間を快適にする家事代行のマッチングシステム 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 中央区 株式会社エイケー 6020001036028 感染対策を徹底した高級感のある完全非対面水風呂付き個室サウナの経営 東京中央経営株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社アコーズ 1011101073478 リモートワーク推進をサポートする情報共有アプリケーションの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社ＧＲＰ 9010401141251 日本初の完全自立・循環型トイレシステムのレンタル事業に挑戦する再構築事業 西岡　昭彦

関東 東京都 渋谷区 坂﨑彫刻工業株式会社 1011001008880 独自製法の大型高精度ダイカットロールで、医療・衛生用品市場への参入拡大する計画 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ライトスペース 9011101083957 「不動産仲介＋リノベーション」のパッケージサービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 カリクラシ 無人営業のノウハウでランドリー事業と個室空間サービスを提供 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社Ｄｉｖｅｒｓｉｔｙ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 2010401123751 遺言ネット 税理士法人ａｕｄｉｅｎｃｅ

関東 東京都 目黒区 左官株式会社 1011101051863 ユネスコの無形文化遺産登録された左官の技を後世に受け継ぐための事業 株式会社みなと銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｗａｔｅｒ　Ｘ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 1010001199152 洗浄から乾燥までを自動で行う業界初ペーパーレス便座「Ｘ－ＴＲＥＭＥ」の開発 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 江戸川区 日本車輛洗滌機株式会社 5011701006049 清掃の３Ｋ業務解消に向けた、新分野の洗浄装置「小便器自動洗浄装置・側溝洗浄装置」の製造販売 朝日税理士法人

関東 東京都 豊島区 レオ　ワールド　ミュージック 立体音響技術等で新たな音楽シーンを提供する音楽スタジオ事業 東京東信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社東京地所 2011301014198 湯河原町にリゾート向けモデルハウスを建築、貸別荘として宿泊事業に参入 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 ウシヤマ電機株式会社 7010901013621 エシカル消費を喚起する和風テイストの空気清浄機の店舗・ＥＣ販売 株式会社エイネットコンサルタント

関東 東京都 千代田区 株式会社ＳＳＧｒｏｕｐ 9010001183462 ＩＴ、ＩｏＴを取り入れ居酒屋（軽飲食）から焼肉店（重飲食）への再起をかけた戦い 福島　悠

関東 東京都 渋谷区 株式会社リッツジャパン 6011201016373 オリジナルウィッグの開発販売事業及び小規模美容室向け増毛技術スクール事業 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社アップ・アンド・ネクスト 7010601031163 海上でも快適なネットサービスの提供を実現 株式会社エイネットコンサルタント

関東 東京都 新宿区 株式会社萌 7011001023395 アパレルブランドライセンサーが立ち上げる栄養ジェラートブランド 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 大田区 株式会社桜エンジニヤサービス 7010801004547 希少技術を活かした半導体関連の新分野展開による販路拡大 横浜信用金庫

関東 東京都 東村山市 株式会社ＳＧ 4012701015354 池袋から３６５日ライブ＆ＶＲ配信「エンタメ横丁」プロジェクト 小松原　史雄

関東 東京都 台東区 株式会社ｊｉｉｋ 7010401110398 ＡＩ技術を活用した社内マーケティング支援事業による収益基盤安定化 高崎文秀

関東 東京都 練馬区 ＳＭＧ株式会社 7010401128606 日本酒専門の越境ＥＣアプリ開発による中国ＥＣ展開 魚谷　康行

関東 東京都 町田市 株式会社和広 6012301005448 トレーサビリティを実現するパワーユニット検査システムの構築 株式会社町田新産業創造センター

関東 東京都 大田区 株式会社家衛門 7020001110681 真鶴でコロナ禍で生まれた新しいニーズを満たした一棟貸し宿泊施設立上計画 永山　寛正

関東 東京都 渋谷区 有限会社パパエックス 6013202014100 主幹業務である音楽制作業に隣接する映像制作附帯業務の開業 若林　和子

関東 東京都 中央区 株式会社ツルクロ 9011501019222 衣服小売業から衣類コンシェルジュがサポートするコインランドリー事業への転換 税理士法人福島会計

関東 東京都 新宿区 有限会社Ｊ－ＡＲＴ 6011102009815 紙・Ｗｅｂ・ショップの立体的プロモーションビジネスモデルの確立 安川森平

関東 東京都 杉並区 特定非営利活動法人ＮＰＯ友愛サポートセンター 1011305001631 地域密着で重度者の受入れが可能な障害者グループホーム事業 西武信用金庫

関東 東京都 東大和市 株式会社ＡＳＢトラスト 8012801017874 営業省人化型住宅リフォーム事業 飯能信用金庫

関東 東京都 大田区 同和鍛造株式会社 6010801008284 高効率発電に使用する高合金材の鍛造加工と切削加工開発による新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 港区 アース有限会社 4330002031262 長野県の新鮮な野菜等の特産品の加工、販売事業 税理士法人白井会計事務所

関東 東京都 新宿区 株式会社シーネスレホテル 8011001120076 民泊事業者・ベンダーパートナー向け会員制プラットフォーム事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｂａｃ 2011001056672 美容室におけるＡＩ（アプリ）活用の美容口腔ケアサービス事業 片平　芳明

関東 東京都 世田谷区 株式会社リンクエヌ 4010901033936 地元に根差した新聞販売店による地域密着のフランチャイズ菓子小売業の事業計画 澤口良太

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＲＩＮＫ 7010701026591 ＳＮＳ連動型キュレーションメディア・プラットフォームの開発 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 葛飾区 株式会社八重鉄工業 9011701012167 鉄筋工事のＩＣＴ化により鉄筋技術を次世代につなげる 東京東信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ｕｐｓ 6011002019030 デザイン思考による自社企画商品の開発とＥＣ・ギャラリーでの販売 大石　源治

関東 東京都 東村山市 株式会社アセット・アライアンス 6012701015583 居室の賃借が困難な独居高齢者専門の賃貸住宅仲介事業 特定非営利活動法人たま産業支援センター

関東 東京都 中央区 株式会社ＺＯＥ 1010001127550 美容室向け　ＡＩ　活用の抗糖化ヘルステック事業 髙田　公子

関東 東京都 江東区 株式会社ＺＥエナジー 9010501030461 炭化テスト・炭化商品サンプルの製作による脱炭素化への貢献 中居　広行

関東 東京都 千代田区 株式会社ＤｉｇｉＦｏｃｕｓ 5010001120782 ＡＩを活用した点呼・運行管理業務で物流・運送業の人手不足解消 朝日信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社川村インターナショナル 8011101004914 翻訳ＡＩの翻訳性能を向上させる学習用データの生産・販売 東京中央経営株式会社

関東 東京都 港区 合同会社Ｌｅｎｏ 3010403019798 箱根彫刻の森でコロナ禍の新しいニーズを満たした一棟貸し宿泊施設立上計画 永山　寛正

関東 東京都 渋谷区 有限会社エンパシィ 7011002002010 本格的なオンライン芸能ライブを楽しめるデイサービスの運営事業 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社稲ノ部 2011001094243 スポーツ選手と連携して取り組むファン向け“推し”選手の育成・応援アプリ ベンチャーファイナンス株式会社

関東 東京都 豊島区 ＡＢＣ合同会社 2013303002404 自社ビル遊休スペースを活用した非接触型焼肉事業への進出 齋藤　義美

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｈｉｇｈｗａｙ　ｋｉｎｄ 8021001063662 逗子エリアの地域活性に貢献するセレクトショップの新分野展開 廣野　希

関東 東京都 江戸川区 平三郎商店 酒販店からアンテナショップへの業態転換と熟成酒コーナーの新設 榎本　博之

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｄ．ｃｏｕｔｕｒｅ 8013201017457 植物（枝葉物）の販売による新しい購買層に向けた新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社伊東ＮＣ工業 4012801004067 ワイヤー放電加工機導入による防衛装備品部品事業への新分野展開 一般社団法人多摩西部コンサルタント協会

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＲＩＱ 5011001104115 良質な音楽とミクソロジーカクテルを楽しめる「レコードバー」 西武信用金庫

関東 東京都 港区 Ａｓｃｅｎｔ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 3010701026620 ＳａａＳ型の人材マネジメントシステム構築による新分野展開 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社アイビス 5013201017609 ドッグセラピー型放課後等デイサービス＋ドッグ関連就労支援事業 大竹　貴司

関東 東京都 新宿区 株式会社ＧＥＴ 1011101079822 在住外国人顧客も大歓迎！美肌・ネイルサロン事業への参入 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社長澤製作所 1012801003014 ＮＣベンダーの導入及び設備のネットワーク化による、風力発電市場への進出 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 豊島区 株式会社ＳＰＩＣＥ　ＴＡＢＬＥ 1013301036470 凍眠によるレトルトカレー製造、セントラルキッチン開設及びＥＣ販売参入 野竿　健悟
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関東 東京都 足立区 株式会社Ｓｐｏｒｔｓ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ 4011201019015 最新のテクノロジーなどを導入した「多機能型フットサル場」の運営 東京東信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ＪＭＲＳ 2011101073312 日本初！航空教育の聖地を目指して「空飛ぶ学び舎ラボ」の開設 本多　剛士

関東 東京都 葛飾区 株式会社エフジェイケイグローバルサービス 9011801031281 デジタル介護技術を活用したお泊りデイサービス市場への進出事業 野竿　健悟

関東 東京都 江戸川区 株式会社フリースタイル 5011701019802 コロナ禍の新しいニーズを満たした大型ドッグラン付き一棟貸し宿泊施設立上計画 永山　寛正

関東 東京都 新宿区 株式会社ヒプスター 2011101087048 高度ＩＴ人材育成のための教育プログラム事業 ＳＷＯＴ有限会社

関東 東京都 稲城市 中央電子システム株式会社 3013401001959 監視カメラの製造業者が車載発電機を開発し、食品の低温輸送に貢献 福田　秀幸

関東 東京都 中野区 株式会社サラシリーズ 5011201019682 コロナ禍で生まれた新たなニーズに対応した「宿泊施設運営」で事業を再構築 上田　和成

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社スワテクノス 4013101001382 先端レーザー加工機を駆使したジョブショップサービス 西武信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社共輝 7030001125910 区内初！児童発達支援と相談支援、保育所等訪問支援によるＳＤＧｓの実現 伊東　修平

関東 東京都 北区 株式会社ＭＡＴ 5013301038158 スイーツのテイクアウト店とネット販売による事業再構築 株式会社関西みらい銀行

関東 東京都 文京区 株式会社光文社 4010001002610 生活を豊かにする商品・サービス創出をサポートするクラウドファンディング事業 りそな総合研究所株式会社

関東 東京都 世田谷区 シーホース バーのノウハウと菓子研究家のスキルを活かしたカフェ事業への転換 西京信用金庫

関東 東京都 日野市 株式会社ミューテック３５ 6013401000743 ファイバーレーザ溶接機を使った製品で医療、ロボットなどの先端分野へ展開 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ヴェンティウーノ 1011001031602 既存アパレル事業の強みを生かした郊外型高級焼肉事業への新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 中央区 クラヴィス・リアル・エステート株式会社 4010001114505 不動産業から先端デジタル型インドアゴルフスクールへの新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ナチュラルニュービレッジ 2180301017120 アフターコロナも見据えた室内ゴルフ事業への新規参入 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 八王子市 株式会社ロッソ 1010101004220 小規模オートメーション機の開発による新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社惠桜不動産 6011001109526 不動産のプロフェッショナルが届けるコロナ対応型住宅の建築販売 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社インターステーツトレーディング 3010901027765 水産副産物の卸売業に加えて水産副産物の製造業への新分野展開 村上　康夫

関東 東京都 世田谷区 株式会社３Ａ 5010501032627 ＢＴＯ生産による機能特化型デスクトップＰＣ製造販売 城南信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ジーエル 3010901032402 セミオーダーのハンドメイドマーケットプレイスへの業種転換 西武信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社内村精密技術研究所 3010801001291 汎用旋盤職人が挑む大型・長尺・特殊鍛造完成品の一貫生産事業 城南信用金庫

関東 東京都 江東区 有限会社中正紙工 1010602006698 デザイン性の高い水引の内製化による高付加価値商品の事業化 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 大田区 株式会社マゲトップ 2010801027288 大型設備投資で新製品・新規事業を開始し、将来を見据えた主力事業を構築 櫃間　霞

関東 東京都 港区 株式会社ｈａｕｔｅｃｏｕｔｕｒｅ 8020001082210 著名人からの動画メッセージ事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 品川区 株式会社イタリアンイノベーションクッチーナ 8010702009850 東京野菜・窯焼きピッツアを売りにしたＮａｔｕｒｅ／Ｐｉｚｚａ　ＴＯＳＣＡＮＡの出店 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ＭＯＴＨＥＲＳ 9012801007981 コロナ長期化と地域需要増加を捉えたオープン空間の飲食店展開による業態転換 若杉　拓弥

関東 東京都 足立区 クリマ　ディ　トスカーナ イタリア・文京区・未来を紡ぐピッツェリアによる新分野展開 吉田　竜彦

関東 東京都 渋谷区 株式会社コア・クリエイション 6010701019654 中小・小規模飲食業者向け業務一元管理システムの提供 経営サポート株式会社

関東 東京都 新宿区 竹原商店株式会社 6011101012415 調味料製造メーカーから脱却、調理食品製造メーカーへの事業進出 井深　敏彦

関東 東京都 渋谷区 ティースタイル株式会社 4010401080108 お客様に喜ばれるサービスを盛り込んだ「究極の一日一組限定宿」の新規立ち上げ さわやか信用金庫

関東 東京都 台東区 有限会社金太楼仕入部 1010502003036 生鮮食品卸売業の食料品製造業（セントラルキッチン）新規開始による事業再構築計画 城北信用金庫

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 関口製作所 高精度マシニングセンタ導入による半導体製造装置用部品への新分野展開 一般社団法人多摩西部コンサルタント協会

関東 東京都 港区 株式会社ＦＵＪＩＮ　ＴＲＥＥ　ＪＡＰＡＮ 3010401144177 台湾ミシュラン一つ星獲得レストランによる台湾食パン製造販売事業への進出 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Ｓｗｅｅｎｙ 2010001117625 新規顧客の獲得に向けたテイクアウト・デリバリー事業による新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社ＭｉＫｕＴＡＹ 5010401099403 飲食店厨房機器洗浄機向けの革新的な排熱回収装置の直接販売 巣鴨信用金庫

関東 東京都 板橋区 タックス株式会社 3011401004032 ロボットを用いた重研削研磨事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 千代田区 Ｚｅｎ　Ｖｉｓｉｏｎ　Ｌａｂ株式会社 6011101065504 ウィズコロナ時代に対応するアンチエイジングサロンへの業種転換 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 八丈島八丈町 八丈島酒造合名会社 6010003015765 試飲場と宿泊施設の新規開業 七島信用組合

関東 東京都 江戸川区 株式会社ウメザワ 7011701001089 地域創生とＤＸ化を実現するＳＤＧｓ可視化アプリの開発 税理士法人ａｕｄｉｅｎｃｅ

関東 東京都 練馬区 株式会社つかれ酢本舗 9030001118994 化学薬品・原材料業界の働き方改革　業界特化型サンプリング事業 税理士法人ＡＳＵＷＡ

関東 東京都 中央区 株式会社平和エンタープライズ 7010001056513 千葉県富浦の災害復興と当社の業績回復を両立する貸別荘事業 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 台東区 アドバーンスド・テクノロジー・ジャパン株式会社 9020001094163 新たなエネルギー需要を背景にバイオマス炭化燃料事業への参入による売上拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

関東 東京都 港区 株式会社インベスト 8021001054075 最新機器を導入したインドアシュミレーションゴルフの無人運営事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 新宿区 株式会社スモールエレファント 8410001010494 ＹｏｕＴｕｂｅを活用した通販事業お散歩ショッピング ちば国際税理士法人

関東 東京都 江戸川区 株式会社ジーエンス 2011701010094 ウェブサイト制作での動画撮影ノウハウを活かし、ドローンを使った動画撮影事業に挑戦！ 高田　直美

関東 東京都 板橋区 有限会社東田紙工所 8011402006279 匠の技とデジタル技術の融合で印刷から製本の一貫体制を構築，あなただけの一冊をお届けする。 川口信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ワールドフュージョン 9010001061107 肌ビッグデータを活用した肌フローラ予測情報提供サービス 森野　英昭

関東 東京都 町田市 有限会社フォーナイト 1012302005864 ラーメン店主のゲストハウスを起点とした、地元阿蘇の町おこし 町田商工会議所

関東 東京都 港区 有限会社ソシエテ・シュマン 2010402031284 フランス料理店が目指す持続可能なワインによるビジネスモデル 佐川拓次郎

関東 東京都 港区 株式会社Ｃｒｅｖｉｔ 2010401155324 ネット広告代理業のノウハウを活かしたパーソナルジムへの展開 保坂　弘達

関東 東京都 大田区 株式会社麵食 4010801011843 日本人に寄り添った味と現地の空気感を楽しめるアジア食堂の展開 芝信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社エス・プランナー 2010001109151 事業の多角化によるＳＤＧｓ・ＤＸ・社会課題の解決 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

関東 東京都 港区 オーパス北海道株式会社 3010401144012 常温流通可能な半生麺の新規製造による食品スーパーマーケット市場への進出 神田　佑介

関東 東京都 台東区 株式会社キャスコーポレーション 9010501033596 「ペット同伴ホテル・ワーケーション」の提供 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 調布市 株式会社戸井田製作所 1012401008231 メイドイントーキョーＸスポーツカスタマイズパーツ事業の展開 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 中央区 株式会社東京ベイトロットクルーズ 7010401087397 インバウンド向けクルーズ事業からオーシャン終活セレモニーへの業態転換 東京シティ信用金庫

関東 東京都 荒川区 株式会社ＮＪダイニング 6011501021453 環境負荷軽減をテーマとしたプラスチックリサイクルのための再生材料加工製造 佐藤淳

関東 東京都 江戸川区 株式会社ＲＫ 8230001006296 自分だけの家具を！アフターコロナを見据えた新生活様式の提案 小松川信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｐａｓｓｉｏｎ 2010401098977 美容市場でのオンラインＥＣサービス及び在庫・配送管理システム構築事業 豊島絵

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｌｅｘｉ 5011001124063 オフィスの直接取引を実現するマッチングサービス開発による新分野展開 若杉　拓弥

関東 東京都 練馬区 株式会社ジャパンホームベーキングスクール 3011601003354 「経営資源×ＬＭＳ導入」によるオンラインスクールへの業態転換計画 株式会社南都銀行

関東 東京都 渋谷区 クロノバデザイン株式会社 6011001098224 日本の原風景にてワーケーションを楽しんでもらう「里山プロジェクト」の実施 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 豊島区 白山商事株式会社 7013301016731 アルミ電線用接続端子の開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社フェリクシード 9430001062533 不妊治療サポート（良質な採卵等効果的な体外受精を促進する血液検査） 株式会社北海道銀行

関東 東京都 港区 イヴレス株式会社 7120001060561 女性が抱える心と身体のリトリート事業 川﨑　良隆

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＡＫ商事 5030001087830 軽井沢からアジアへ発信！地産地消アジアンフードが少子高齢化を打破 白川　淳一

関東 東京都 台東区 株式会社アプレ 8030001037849 ブロックチェーン技術を活用した高額リユース品売買システム『ＡＰＲＥＸ』運営 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社サードカルチャー 7011001008685 ３Ｄ　技術を用いたＥＣ　構築による婦人服の製造と非対面の販売 株式会社りそな銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社キャリアプラス 7011101071708 イベント業から投げ銭サービスへ思い切った業態転換！ 稲葉　順一

関東 東京都 目黒区 ｎａｉｌｓａｌｏｎ　ＴＯＲＩＣＯ こころも身体も大満足！！毎日通いたくなるサンドウィッチ店 城南信用金庫
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関東 東京都 世田谷区 株式会社ｚｅｒｏ　ｔｗｏ　ＴＨＲＥＥ 1010401136465 「別荘の設計・内装」と「フラワーアレンジメントのサブスクリプション」のトータルパッケージ事業 芝信用金庫

関東 東京都 杉並区 田中商事株式会社 5011301004254 超高齢化社会へ対応するオンライン葬儀の導入による少人数・低価格の「小さなお葬式」対応型施設の新設 東京信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社ケイエムアドシステム 3013301003923 バスの音声広告オンライン化によるまったく新しい地域「情報」の提供 東京信用金庫

関東 東京都 八王子市 日本鉄構建設工業株式会社 6010101002913 溶接能力向上・工程最適化と多能工化による鉄骨コアの新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社テクノエコ 7010901007747 地盤改良工事施工部門の創設 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 大田区 株式会社松浦製作所 2010801021869 高精度５軸マシニングセンタ導入による医療用金属インプラント製品への新規参入 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 千代田区 株式会社ダイナ・ワークス 3011801028003 アニメグッズのニッチトップを目指すアクリル系グッズ事業の業態転換 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 江東区 有限会社馬場紙工 3010602029193 封筒以外の印刷物への参入 興産信用金庫

関東 東京都 府中市 有限会社伊那製作所 3012402000334 自社の強みを活かした半導体製造装置周辺部材市場への本格参入事業 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社アドレイ 9010001035903 介護従事者向け安心安全サポートの目「ケアカメ」 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 豊島区 Ａｓｎｅｔ株式会社 2011201018225 アスベスト除去工事のノウハウを活かした新規事業で経営基盤を強化 税理士法人　古田土会計

関東 東京都 中央区 株式会社エレオ 1240001047065 低炭素社会と国土強靭化を両立する重要インフラ向けＬＰガス式全自動発動発電装置事業 米森　達也

関東 東京都 足立区 ソリッドゴー株式会社 5011001135713 コロナ禍でもライブ気分！アーティストとファンをつなぐライブ型ＥＣ事業 伊藤　央

関東 東京都 羽村市 株式会社ワールドビジョン 1013101005618 ラストワンマイルを担う宅配事業者向け業務改善アプリの開発、販売による新分野展開 一般社団法人バリューアップジャパン

関東 東京都 千代田区 株式会社エーテル 2010401133668 オンライン・オフラインを融合する、コロナ禍でも楽しめる飲食店の構築 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 葛飾区 東京金属工業株式会社 7011801003118 ＢｔｏＢペンクリップ事業から、ＥＣサイトを活用したＢｔｏＣ文具販売事業への転換 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＢＯＫＵＲＡ 7010901036548 ファンマーケティング運用支援ツール「ＦＲＭ」の開発 税理士法人神田計理．ＳｅｃｏｎｄＣＦＯ

関東 東京都 渋谷区 株式会社リディファインダイニング 1011001113474 ウィズコロナ時代にも集客が見込める新業態「焼肉店」の新規展開 株式会社静岡銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ＦＡＭＩＬＹ 3010001168254 培ったＩＴ技術を利用した熊本発、廃プラ再生（ＳＤＧ’ｓ）事業への進出 大阪信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ミライズ 4010401130936 売上最大化実現の革新的クラウドＳＣプロモーションへの業態転換 Ｂｅｓｔ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社太陽商事 8011101059842 海辺の上質なグランピングの提供で、Ｖ字回復実現と地元房総へ貢献する事業 株式会社千葉銀行

関東 東京都 板橋区 合同会社Ｊ．ＢＲＩＤＧＥ 4011403003048 一般消費者をターゲットとした韓国飲食料品小売業への事業転換 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 中央区 古林不動産鑑定士・税理士・公認会計士事務所 Ｗｅｂシステムを活用したオンライン格安相続税申告サービスの実現 塚田　芳久

関東 東京都 世田谷区 レヴェイヨン 地方初の薪窯焼パンのテイクアウトを併設する本格フレンチレストランを東京から移転開業 山形県商工会連合会

関東 東京都 台東区 有限会社筑波ホテル 1010502007268 宿泊運営事業からＣｏｌｉｖｉｎｇ運営事業への事業再構築 税理士法人ユナイテッド

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｓｔｒａｎｇｅ 2030001120255 店舗型ビジネスの好循環を生むツールの開発提供 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｍｉｒｒａｉｅ 4010901043695 表参道での美容のトータルビューティーサロンとしての事業拡大 北村　亮太

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｄｏｕｂｌｅ　Ｆｅａｔｈｅｒ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ 2011001124933 日本企業のアフリカビジネス創出に向けたオンラインプラットフォーム構築事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 文京区 株式会社リパック 1010001008461 既存の物流システムを利用し、産地直送の有機野菜を販売、都心住民と地方農家をつなげる事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 西多摩郡日の出町 株式会社ＢｌａＴｒａｄ 6013101006314 拡大するロボット掃除機市場におけるリペア・リセール新事業展開 株式会社コンサラート

関東 東京都 荒川区 タイガーモブ株式会社 5011501021405 社会課題へのアクションから学ぶオンラインプラットフォーム事業 城北信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社コントレイル 1010001156806 スペシャリティコーヒー焙煎製造事業の立上げによる既存事業とのシナジー事業 北野　孝志

関東 東京都 中央区 株式会社Ｇ－ＷＯＲＫＳ 4010001178459 企業のＤＸに対応できるデジタルスタジオを建設して総合ヴァーチャルコンテンツプロダクションへ事業転換 株式会社百十四銀行

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社武蔵ブライダルズ 5012801003150 婚礼衣装セットセンター事業によるブライダル業界全体の再構築の実現 西武信用金庫

関東 東京都 国分寺市 株式会社アイティープラス 3012401009616 独自食材調達ルート／高い商品力を活かしたＥＣ展開 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＹＥＡＡＨ 9011001110563 出張者向け観光散策サービス 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社九石興業 9011001058068 店舗での対面販売（外食事業）から冷凍食品等の製造・販売への事業再構築計画 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社スプレッドオーバー 6011001118642 ＶＲオンライン接客プラットフォーム（ミニクル）の構築 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｓｈｉｂａ　Ｈｏｌｄｉｎｇ 6010401152730 ポルトガルスイーツ製造Ｄ２Ｃ小売販売とハンバーガーデリバリー／テイクアウト事業への新分野展開 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 新宿区 株式会社ＡＬＥＸＡＮＤＥＲ＆ＳＵＮ 1011101051979 コロナに打ち勝つ！京都でイベント型店舗集約事業への挑戦。 神　貴知

関東 東京都 渋谷区 株式会社フォロアス 8011001101943 訪問型からオンラインへ！人事掲示板でユーザー交流＆顧客獲得 西武信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社グレイス 6010501029886 遊戯台卸業者が「日本一のガトーショコラ」販売へ、地域限定商品開発で新規市場開拓 株式会社シャイン総研

関東 東京都 中央区 イーコーポレーションドットジェーピー株式会社 1010001067375 リカレント教育に寄与する、ＤＸ化された教育・資格・検定試験管理システム統合プラットフォームの開発 伊藤　文彦

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＮＯＤ 6011001131372 有機物を素材とした３Ｄプリンタによる家具・什器プロダクトの製造事業 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＭＡＰ 1011001052177 未経験からＯＫ！生活安定を望む女性にＩＴエンジニアという選択を！ 西武信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社ＴＫＡ　ｈｏｌｄｉｎｇｓ 3011601024986 明治時代の家屋をワーケーションや田舎暮らしを楽しむ場として活用 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ズノー 1010401070854 データマイニングシステムのライセンス販売及びデータを活用した　分析・マーケティングリサーチ等のコンサルティング 坂上　志歩

関東 東京都 新宿区 株式会社ステイハングリー 9012401025698 クラフトビールの製造・販売（ブルワリーの設立） さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 合同会社バディット 3010403021936 ＳＮＳ機能を備えた音楽サンプラーアプリの開発 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 大田区 冨士芝産業株式会社 6010801010208 幅広い生産対応力を活かした次世代水素燃料電池システムの架台等製造への進出 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 千代田区 ＭＩＲＡＩ－ＩＮＳＴＩＴＵＴＥ株式会社 9013201018792 オンラインで完結する「どこでもみどり荘」プラットフォーム事業 服部　峻介

関東 東京都 台東区 有限会社日進パートナーズ 3010502022570 日本のゴミを減らす！廃プラスチックを資源に変える製造業への進出 田中　良幸

関東 東京都 渋谷区 シンク株式会社 7011001046909 醗酵調味料の定期購買型ＥＣ事業 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＣＯＮＣＥＮＴ 2011001053694 洋菓子の知識、技術を活用したテイクアウトのベーグル専門店の開業 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社アグネス 5011101060860 オープンテラスでカフェやワインを楽しめる飲食店への事業転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 府中市 有限会社目黒 5012402002758 伝統技術と知識を継承！生産者含む寿司業界全体を守る「オンライン寿司講座」の運営 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社赤坂柿山 9010401000127 実店舗に依存した経営体質脱却に向けた業態転換 東京中小企業投資育成株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社エイチ・ティー・サービス 9011301018589 プロスポーツをしている学生の支援に特徴をもつ通信制高校のサポート校の設立事業計画 西武信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社青津エンジニアリング 2011701001944 既存事業ファインセラミックス加工で培った高精度技術をベースにした除菌殺菌市場への参入 株式会社千葉銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ＷＯＲＬＤ 6010601049677 女性の活躍を応援するシェア型美容サロンの開設による新分野展開 山本　琢真

関東 東京都 大田区 合同会社Ｇｒａｎｄ　Ｃｏｅｕｒ 1010803002109 民間案件に対応した入札企業および案件情報データベースサービス 藤田　智代

関東 東京都 江東区 大槻デザイニング株式会社 2010601043824 案内物印刷事業とハイブリッド型集会を組み合わせたワンストップサービス 稲葉　隆治

関東 東京都 品川区 株式会社松浦製作所 2010701009213 空家の改装活用と遠隔運用によるデジタルデータ処理サービス事業 税理士法人ブレイン

関東 東京都 八王子市 梶原機械株式会社 9010101000815 八王子地域プラットフォームとの連携による半導体製造分野への挑戦 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 ＮｅｔＢａｓｅ　Ｊａｐａｎ株式会社 4010001175431 ポストコロナのグランピング需要増加を捉えた宿泊事業開始による新分野展開 若杉　拓弥

関東 東京都 板橋区 株式会社ライト製作所 2011401006896 業界初の大型医療機器の超短納期での量産化ソリューション 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 足立区 株式会社東京ユニオン紙工 2011802016156 薄型パッケージ開発による新規市場への進出 朝日信用金庫

関東 東京都 千代田区 日本データネットコミュニケーションズ株式会社 2010001128242 クラウド型中小企業向けＩＳＯ構築および維持サービスへの業種転換 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 足立区 株式会社大同工業 4011801009407 曲げ加工工程の刷新による、制御盤等の筐体部品製造への進出 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｌｉｎｋ＆Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 9021001063876 医療系スタートアップ企業を専門に支援するビジネス・インキュベーション事業 西京信用金庫

関東 東京都 三鷹市 株式会社大沢ガーデン 6012401020256 みどりの庭園に浮かぶガーデンカフェ―テレワーク時代に応えて― 多摩信用金庫
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関東 東京都 文京区 株式会社ネイス 9011401021245 産業廃棄物からバイオマス燃焼生成プラント事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 目黒区 株式会社サンコーフオト 4120901006526 プロの機材と技術提供が可能な次世代スペースレンタル事業への転換 伊藤　文彦

関東 東京都 台東区 株式会社ＵＰ 9010501038109 地域最多の練習部屋数完備の非接触型個室バーチャルゴルフ練習場への業態転換 丸山　達也

関東 東京都 江戸川区 株式会社フジケン 3011701014490 江戸川区から職住近接に最適な高品質レンタルオフィス展開事業計画 和田　榮一

関東 東京都 世田谷区 インフィルデザイン株式会社 2010901027031 ＡＩとブロックチェーンを活用した「共創」による小規模工事受発注支援システム 水谷　弘隆

関東 東京都 渋谷区 株式会社アーク・ジオ・サポート 1011001044505 ３次元物理探査システムを用いた地質調査業務の事業化 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 東京都 台東区 松井鋼業株式会社 7010501012841 溶接ロボット導入で溶接工程の内製化を図る業態転換 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社日本橋丸玉屋 9010001057286 「花火×ドローン」花火クリエイティブチームが創出する新規ショービジネスへの挑戦 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 八王子市 有限会社狩谷車体工場 9010102002018 先進安全自動車と水性塗料者に対応した自動車整備塗装事業者への新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社デルタマーケティング 1010001159585 特定技能外国人向けのサービスを多角化する新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 東京都 千代田区 エイネット株式会社 4010001011859 画面通話の技術を活用した在宅見守り介護支援サービス 朝日信用金庫

関東 東京都 中野区 有限会社北畑栄建築研究所 2011202001725 古料亭を活用した旅館運営チャレンジ事業 久保田　昌宏

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｆａｍ’ｓ 3011001114058 １人１人の発育に適した情報と商品を提供する子育て支援ＡＩシステムの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 板橋区 アールプロセス株式会社 9013301016201 イラスト用技術である補色印刷の写真への適用による業態転換 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 江東区 株式会社バランス・イースト 8010601030263 アパレル開発・卸売ノウハウを活用した最新の微生物測定器開発・販売事業 米森　達也

関東 東京都 墨田区 株式会社原製作所 2010601035945 複雑形状射出成形と大ロット生産に対応し成形加工業の総合力向上 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社サンエム 3013101001730 半導体関連部品製造における加工技術の高度化による新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 荒川区 ＳＴＡ　Ｊａｐａｎ株式会社 7030001120250 お一人様特化の焼肉店ブランド「焼肉ライク」の運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 第一資料印刷株式会社 2011101012708 絵本自費出版・マッチング支援プラットフォームの構築 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 大田区 東京電制工業株式会社 7010801007847 再生蓄電池制御システム市場への参入 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社ヘルスケヤめぐみ 2011101074698 通所介護（デイサービス）から障害者グループホームへ 山子　顕

関東 東京都 新宿区 株式会社ＣＯＲＩＮ 6011101074001 ライブ配信ビジネス構築パッケージシステム 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社エイトプロダクト 2010501037224 原宿のファッションブランドの海外展開向け商品の開発・流通支援システムの構築 株式会社シャイン総研

関東 東京都 八王子市 有限会社イー・キュー 3010102011180 人材・機材・地方ロケ手配まで、「ワンストップ型ハウススタジオ」で動画市場へ参入 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社イーフューチャー 4010501031737 「ハラールフード販売を通した日本・イスラム文化交流」サービス 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 渋谷区 ＮｅｕｒｏＴｅｃｈ株式会社 8011001116248 ＩＴエンジニア人材マッチングプラットフォームで業界課題に貢献 さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社てっぺん 4011002035450 渋谷発、「体の状態の向上」を図る新規ビジネスの構築 株式会社東日本銀行

関東 東京都 千代田区 有人家株式会社 6010003022761 越境ＥＣによる日本製化粧品・美容品の販売 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 世田谷区 株式会社キュアテックス 9010901021457 和紙繊維〈ＣＵＲＥＴＥＸ®〉を活用した循環型モデルパーク建設事業 後藤遼太

関東 東京都 八王子市 ワンエイティプラザ 非接触、キャッシュレス、ＩＯＴ対応、ペットシャワー完備の最先端郊外型コインランドリー事業への挑戦！ 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 中央区 アイ・エル・シー株式会社 5010001136309 卸売業で培った企画・設計力を活かす国内一貫生産への新分野展開 株式会社大光銀行

関東 東京都 目黒区 快適ライフサービス株式会社 5013202007229 ＡＩ技術を活用した非接触型トレーニング提供による新分野展開事業 東京シティ信用金庫

関東 東京都 文京区 新日桜株式会社 6013301036573 中国人留学生向け生活用品ｅコマースアプリ「さくら生活館」事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 大田区 株式会社スカイホーム 2010801005839 ２４時間完全個室のシミュレーションゴルフ事業の展開 河合　翔太

関東 東京都 港区 株式会社末吉ネームプレート製作所 5010401014790 デジタルラベル印刷機の導入と工場の新設による食品分野への新展開 川崎信用金庫

関東 東京都 三鷹市 未来人材日本株式会社 2010001202294 世界初のＩｏＴ搭載家庭用綿あめ＆ポップコーン機による売上拡大 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 目黒区 アルティザン・アンド・アーティスト株式会社 9013201000412 Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ｊａｐａｎのこだわりの逸品を直接ユーザーに届ける越境ＥＣサイトの構築 桜内　文城

関東 東京都 新宿区 株式会社ジェーアールケー 1011101041088 アプリ・クラウドを利用した中小飲食店向けランチデリバリーサービス、サービスステーション提供による攻めのビジネスへの転換 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 台東区 株式会社エイプリル 3010001011851 シミュレーションゴルフの導入で水着アパレルからゴルフ産業へ新分野展開 税理士法人さくら税務

関東 東京都 大田区 株式会社マイスターズ・ユニオン 2120001181809 板金部品内製化による業態転換事業 松下　隆信

関東 東京都 港区 ウリドキ株式会社 5010701030190 オンライン完結型事業モデルのリユース品売買取引プラットフォーム展開計画 汐留パートナーズ税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社ラーニングデザインセンター 3010401050086 アクションラーニング手法を活用したインターンシップ事業への展開 児玉　直樹

関東 東京都 新宿区 株式会社ＣＲＯＳＳＢＲＡＩＮ 6011101066931 建築士受験のための予備校ビジネスに新規参入 塚本　康幸

関東 東京都 中央区 株式会社ジーアールイー 9030003006719 空きスペース、古民家活用！新潟上越発！【プラットフォーム型】リモートワーク施設マッチングサービス」 東京商工会議所

関東 東京都 あきる野市 株式会社ヴィンヤード多摩 9013101006955 ワイナリー施設「アリスファーム」を活用した体験型観光事業の取組み 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 小僧ｃｏｍ株式会社 4010001115288 ＲＦＩＤを活用したゴミ回収業務自動化システムの開発 東京中央税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＫＥＥ’Ｓ 9011001072589 成婚率向上により明るい未来へ！女子アナウンサーによる結婚相談所事業 新酒　芳斗

関東 東京都 台東区 株式会社ベター・テック 4010601047889 小規模飲食店向けＱＲオーダーシステム「Ｍｏｂｉｌｅ　ｓｅｌｆ　ｏｒｄｅｒ　（モスオーダー）」の開発 レンタルＥＣ株式会社

関東 東京都 江東区 グリーンナチュラル株式会社 4010601035563 青果卸売業の強みを活かした弁当製造および宅配事業への進出 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 千代田区 ＳＨＩＦＴ－ｘ合同会社 6010003032298 都市生活者と屋久島町の課題を解決するワーケーションと宿泊研修施設 鹿児島県商工会連合会

関東 東京都 港区 株式会社ウェティスタジオ 8010401138604 Ｃａｆｅ併設・太陽光を使った　新しい非接触型動画撮影・配信スタジオの実現 小畑　満芳

関東 東京都 千代田区 大＿工業株式会社 4070001019574 次世代型自動販売機の自社一貫生産体制の構築で実現する新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 東京都 品川区 株式会社クリエイティブキャスト 3010701015045 大胆にＤＸ化を進めた新しいタイプのリゾート宿泊施設の開設 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 ＫＳ情報システム株式会社 4011101071751 国内のエンジニア不足を補うハイクラス外国人のＩＴエンジニアの人材マッチング事業 伊藤　文彦

関東 東京都 大田区 株式会社ルーチェ 7010801020602 日本初！健康と美を届けるプーファフリーＥＣ販売事業 小林　孝至

関東 東京都 目黒区 株式会社アッカ・エンタープライズ 6013201012600 特殊冷凍機による加工食品のオンライン販売事業 塩津　友輝

関東 東京都 港区 株式会社アーセック 5010001181040 バイオガス消化液処理設備の国内総代理店業務の立上および設備リース事業へ進出 西武信用金庫

関東 東京都 国分寺市 ＢＯＮＤリゾート株式会社 7012801008338 旅行代理店の企画ノウハウを活かした貸切キャンプ場事業への新分野展開 尾亦　周平

関東 東京都 千代田区 ブルーム株式会社 8010001183273 仕出し弁当専門のプラットフォーム構築プロジェクト 高柳　哲也

関東 東京都 品川区 ＣＭエンジニアリング株式会社 9010701024949 「自律型・低消費電力センシングプラットフォーム」の開発と販売 城南信用金庫

関東 東京都 板橋区 東京建鉄株式会社 1011401006939 切断および曲げ加工の合理化による短納期生産プロセス構築 東京信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｐｈｏｅｇｅｎｄ 2011001108936 最先端のドローンを用いた赤外線検査サービス事業 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 目黒区 サクマ製菓株式会社 3013201014847 いちごみるくキャンデーをより一層ご家庭に！　洋菓子用フレーバー分野に進出 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 千代田区 株式会社谷口楽器 2010001022040 音楽教室事業および顧客管理強化計画 税理士法人熊谷事務所

関東 東京都 台東区 株式会社実聡 7010601052985 学びと健康をサポートする民間学童の開設 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社２１インコーポレーション 7010001053915 環境に優しいバイオプラスチックを使用した「木曽の天然湧水」商品化への取組み 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 新宿区 京生麩のお店　愛麩 アレンジした京生麩と古くから人気が高いうなぎ料理のコラボ店を開く計画。 京都中央信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社奥運送 4012301000509 重量物機械運送業から半導体装置関連対応の総合サービス業への躍進 株式会社さがみはら産業創造センター

関東 東京都 渋谷区 株式会社モンテグラート 3011001056044 新製品開発における非対面展示会及びＥＣ化への転換 マジェステ株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社ファイブ・エフ 7010001115112 新たなゴルフの楽しみ方を提供するインドアゴルフコースの開設 岩城　哲夫

関東 東京都 港区 メロン株式会社 2010401101930 遊休地を利用した港湾事業【外浦ベースマリン事業】 税理士法人コンウェイ
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関東 東京都 文京区 株式会社ＣｏＣｏＲｏ 9010001195136 巫女アイドルと神社神道の融合によるサブカルイベント事業進出 株式会社マイティータンク

関東 東京都 港区 株式会社パンケーク 6010401139637 消費者ニーズ特化型の住環境ＷＥＢメディアの運営と送客サービス 高柳　哲也

関東 東京都 あきる野市 株式会社黒茶屋 9013101003317 老舗懐石料理店が挑む「至極のスモール・ラグジュアリー」事業 西武信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社Ｓｐｉｒｉｔ　ｏｆ　Ｗｏｎｄｅｒ 2011301025088 輸入文具の卸売業から健康支援機器販売用の自社ＥＣサイト構築 南青山税理士法人

関東 東京都 練馬区 コンドルタクシー株式会社 7011601004497 タクシー業界を救え！配車代行サービス立上げによる新市場展開事業 西武信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社イソダメタル 3010801000921 風力発電機用軸受の生産体制確立によるコロナ克服と収益基盤の強化 城南信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社染谷尚人事務所 3010001128431 美術業界のＤＸ推進と日本アーティストの世界進出を促進するプラットフォームの提供 第一勧業信用組合

関東 東京都 渋谷区 ＡＩＤＥ株式会社 3011001128999 ＮＦＴを活用したアートプラットフォームの構築 金﨑　卓也

関東 東京都 中央区 株式会社ＳＰｉｎｎｏ 9122001014727 共通検索フロントシステムの開発と提供 あいわ税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社ココ・クリエイト 1011001095606 地域初！エンタメサービスを提供する住宅型有料老人ホーム事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 東京都 港区 豊永投資株式会社 1010401118950 箱根で人気の台湾点心カフェがプロデュースする本格的グランピング施設 但馬信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ヒットマン 7011001019633 中津川プロジェクト　オリーブオイル製造販売（関連商品輸入含む）、およびアグリツーリズム事業化計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社神美 2200001012897 ヒト幹細胞培養液を原材料とした顔用化粧品の開発・販売による新分野展開 田村　洋平

関東 東京都 八王子市 有限会社佐藤ニット 4010102002996 ホールガーメントニットの異分野展開と直販開始による事業再構築 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社太新 9010001171434 沖縄水産業を盛り上げるサスティナブルな「琉球すぎ」一貫養殖販売モデル開発 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング

関東 東京都 墨田区 株式会社ワイエムジーワン 9010601016138 カーラッピングの啓蒙による人材育成・女性活躍推進とデジタル化 経営サポート株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社エフアイエージェント 3011001071893 ＷＥＢから誰でも検討できる「ＡＩによる保険提案サービス」 水谷　弘隆

関東 東京都 江東区 株式会社マザーエンタテイメント 9010401092701 横浜の新たなランドマークとなる複合型体験施設「アソビル」の経営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 株式会社シェフズバンク 6020001084786 パーパス型プラットフォーム提供によるシェフとプロジェクトの新価値創出 大坪　要

関東 東京都 港区 Ｊ．ＦＡＳ株式会社 6290001029054 ３者連携による最新設備と独自技術で製造する国産リキュールの輸出事業 谷口　修

関東 東京都 西東京市 株式会社加賀設備 8012701010145 ３次元測量を用いた、建築物・空間のデジタルアーカイブ化事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 文京区 有限会社Ｆｅａｔｈｅｒｓ 7010002042966 テレワーカー向けコアワーキングカフェへの業態転換とレンタルスペース提供による地域貢献 東京シティ信用金庫

関東 東京都 新宿区 ホクトシステム株式会社 3010001056938 不動産物件情報と連動した日本唯一の商圏分析サービスの提供 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 港区 ガルファ株式会社 7010401058357 自動動画編集アプリの開発とブロックチェーン技術を活用したＳＮＳアプリ運用事業 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 港区 株式会社トゥジュールヴェール 4010401075470 自然×食にフォーカスしたウィズコロナの時代の観光サービスへの挑戦 株式会社北洋銀行

関東 東京都 小金井市 特定非営利活動法人カッセＫＯＧＡＮＥＩ市民起業サポートセンター 5012405001930 ワーケーション×農業で小金井に癒しと活力と地方との繋がりを！ 東京都商工会連合会

関東 東京都 渋谷区 株式会社テンカラット 4011001035121 芸能プロダクションの強みを活かしたライブコマース事業への進出 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 新宿区 ＭＥＧＡＬＯＰＯＬＩＳ株式会社 1011101087049 広告代理店事業から新たに「放課後等デイサービスへの参入」による事業転換 税理士法人ベストパートナー

関東 東京都 港区 リーズンホワイ株式会社 8010401094698 がん治療薬のエビデンス収集を支援する事業再構築事業 レンタルＥＣ株式会社

関東 東京都 港区 株式会社クライマーズ 8011101050173 プロカメラマン考案！かゆいところに手が届くハイブリッド型レンタルスタジオ 竹谷　一貴

関東 東京都 世田谷区 有限会社ジャパンプロアーツ 1011002035610 ベトナムと日本を繋ぐオンラインビジネスプラットフォームの運営 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 千代田区 ＪＡＧＡＴオンライン試験システム株式会社 4010001102914 学習支援、就職支援分野におけるＤＸ推進による外部環境の変化に対応できる企業への転換 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社シーズ・ワン 5010901014869 コミュニティホスピタルと”ぽじえじ”型介護を中心とした地域包括ケアシステムを全国１００拠点で！ 株式会社きらぼしコンサルティング

関東 東京都 大田区 栄和印刷株式会社 7020001068929 印刷物のオンライン受注とデジタル化 税理士法人東京さくら会計事務所

関東 東京都 港区 株式会社ステムズ 9011001042047 清涼飲料水の製造から低アルコール飲料製造への新展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 株式会社グラナダ 7010001132289 レストラン業態の転換「ピザ製造・物販化事業による新分野展開」 笹本紀靖

関東 東京都 港区 株式会社マスターシップス 5010502017610 オンライン型レッスン・マッチングサービス計画 アイエクシード税理士法人

関東 東京都 世田谷区 株式会社エクセルシア 8010901015823 高機能排せつ処理剤を用いた災害用トイレから医療現場へ応用展開する事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 荒川区 株式会社白興 6011501008269 クリーンルーム新設による精密機器メーカー等への進出 森内　康裕

関東 東京都 国分寺市 株式会社ＯＨＡＮＡ 1012701014359 ドッグカフェを併設した地域密着型トリミングサロン事業 多摩信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ＡＢＡＬ 3011001136416 地方自治体ＸＲアンテナショップ事業の創造 服部　峻介

関東 東京都 八王子市 株式会社ミュークル 8010101014799 八王子市内初の音楽療育特化型障害児通所支援事業所の開設 特定非営利活動法人たま産業支援センター

関東 東京都 江戸川区 株式会社マルカメイト 8011101020267 需要が拡大する銅箔製造ライン向けの高精度大型ロールの量産体制の確立 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ネイティブクリエイション 5011101049375 ＳＤＧｓ関連プラットフォーム事業への進出及び市場の新たな価値創造 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 墨田区 株式会社浜田製作所 8010601014142 建築金物の技術力を活かした金属家具製造事業への進出計画 朝日信用金庫

関東 東京都 中央区 ファイン・エコ・ソリューション株式会社 7010001179470 ＩｏＴを搭載した急速充電用リチウムイオン電池の製造・販売への業種転換 東京シティ信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社リバード 7011001117528 皮革技術の再構築とＳＤＧｓによるアウトドア雑貨の企画・生産・販売 市原　薫

関東 東京都 新宿区 株式会社テックヒューマンリソース 8011101075798 プライベートサウナ（公衆浴場）業・同設計デザイン事業 野中　敏博

関東 東京都 東久留米市 株式会社フーディ・テクノ・サービス 3012701009233 食肉端材を活用したオリジナル食肉加工食品製造業への新分野展開 株式会社ＦｏｒＹｏｕ

関東 東京都 中央区 株式会社ＳＩＭＰＬＥ　ＣＯＭＰＡＮＹ 4010001118530 ハワイ食材を提供するリゾートハウスＢＯＷＬ　ＲＥＳＯＲＴの運営 経営創研株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社バルディ 5010001165258 イタリアンレストランによる冷凍食品販売事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｍｒｋ＆Ｃｏ 5011001106532 ライブ配信事業 Ｌｅａｆ税理士法人

関東 東京都 江戸川区 株式会社トーガシ 3011701014796 ＡＩ・データベースによる新たな展示会主催事業 前田　正美

関東 東京都 中央区 株式会社ＣＨＩＹＯ 5010001108308 老舗精肉店のノウハウを基に直営焼肉店を展開してＶ字回復を図る取組 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 江戸川区 株式会社京葉十二社広告社 5011701002659 インドアゴルフ練習場を通じた【地域コミュニティ×生きがい】創出 株式会社りそな銀行

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社ティー・エム製作所 5012801004363 銅のブランク加工技術を獲得し半導体製造装置関連事業へ進出する 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 港区 株式会社美幸コーポレーション 1010401044478 日本初の「ペルシャ絨毯のプラットフォーム」を構築し、次世代でも使えるペルシャ絨毯を提供 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社スページメント 7020001129838 レンタルスペース運営会社から空間プロデュース企業への脱皮 城南信用金庫

関東 東京都 八王子市 有限会社ホクト 1010102006265 データセンター向け電磁シールド生産体制構築による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 千代田区 株式会社サクプラス 2011101079417 ＩＰハイパーカジュアルゲームの発信 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社フィールドワークス 7011001033196 独自ＶＯＤ配信チャンネルの構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 杉並区 株式会社変幻自在 2011201022094 国産フリーズドライ総合栄養食ドッグフードの開発・販売 白山　晃嗣

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｔｒｕｓｔｇｅａｒ 6011001105681 健康志向に応える冷凍食品自動販売 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 国立市 株式会社夏の家 7012401010149 未来の食を届ける　“サステイナブルレストラン”　の展開 多摩信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社協心 1030001128514 ＦＣ中華料理店から、ホルモン焼き（焼肉）店舗とＥＣサイト販売事業への転換 増田　考邦

関東 東京都 文京区 有限会社美能矢工務店 9010002005905 ミシュラン餃子秘伝製法のディジタル化 株式会社荘内銀行

関東 東京都 中央区 株式会社日本モバイル 1010001106307 ナノウォーターで美味しく蘇るＳＤＧｓ牛の販売管理プラットフォーム 水谷　弘隆

関東 東京都 港区 ＮＨＧ株式会社 5010401088224 ゴルフ場施設内の遊休部分を利用したキノコ類の加工品製造販売事業 三島　浩光

関東 東京都 目黒区 株式会社トヨフク 9013201004248 歯車のトヨフクからペット用品トヨフクへの挑戦 山田　美典

関東 東京都 千代田区 株式会社インターメディア研究所 7010001173432 オフライン顔認証を実現するハイブリッドＱＲコードリーダーの開発 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 目黒区 株式会社アイアン・インテンション 7020001105120 昼夜営業ピザテイクアウト専門店運営を通じた新分野展開の実施。 藤原　和江
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関東 東京都 港区 Ｒｅａｌ　Ｌｉｆｅ　Ｉｎ　Ｔｏｋｙｏ株式会社 3010401135275 Ｍｏｄｅｒｎ　Ｌｕｘｕｒｙ志向の海外富裕層向け、メイドインジャパン逸品の越境ＥＣプラットフォーム事業 中村　健一郎

関東 東京都 渋谷区 Ｇ．Ｔ．Ａ株式会社 6011001058558 コインランドリーにカフェ事業を併設してＤＸ化する事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 東京都 中野区 ヘアーサロンマーマー おしゃれ好きな男性の頭髪の悩みに応える頭皮洗浄マッサージ事業 小山　武仁

関東 東京都 港区 株式会社アクセス 9010401039000 ＩＴ機器販売事業者による中古車販売事業への事業転換計画 芝信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ｓｏｌｌａ株式会社 6011001070488 ドーナツ／アイスクリーム工場の新設によるＥＣ事業への新展開 安田　史朗

関東 東京都 新宿区 株式会社アリラン 4011101013844 旅券販売業から、ショッピングセンターで行う地域で唯一の韓国家庭料理事業への転換 増田　考邦

関東 東京都 足立区 株式会社谷口 9011801009724 酒類販売における他社物流業務を担うサードパーティー・ロジスティクス事業 株式会社コンサラート

関東 東京都 新宿区 株式会社ＬＵＣＥ 9120001124703 オークションに特化したシステム販売並びにリース販売 五味田　匡功

関東 東京都 八王子市 株式会社美山技研 6010101003861 産業廃棄物・Ｃｏ２大幅削減！現場で使えるタイルカーペットリユースマシンの製造へ事業転換 株式会社みどり合同経営

関東 東京都 中央区 株式会社ＱＵＥＥＥＮ 8010401116923 ミセス・コンテストで培った人的資源を活かす新機軸のプラットフォーム事業への転換 久保田　昌宏

関東 東京都 目黒区 ＬＴＡ合同会社 6011003012026 朝食はタコスで！昼間営業メインの飲食事業とタコスキットの販売 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 台東区 瑩嘉多合同会社 6011103006010 神戸牛＋ジビエの焼肉店として歌舞伎町での新たな成長を目指す 森　憲一郎

関東 東京都 千代田区 株式会社フロンティアコンサルティング 9010001133681 個室型シェアオフィス開発による、ワークブース領域への参入 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 渋谷区 メディアテクノロジー株式会社 3010701030911 サイバーセキュリティ特化の人材育成・供給事業への新分野展開 北村　亮太

関東 東京都 中央区 株式会社アイエスエイプラン 7010401064446 仕組みとデータを活用した統合型人事戦略マネジメントサービス 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 目黒区 有限会社伊倉鈑金塗装工業 5013202000638 本州初！プレパレーションシステムで東京の自動車鈑金塗装業界に変革を！ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 東京都 府中市 有限会社レオン 1012402015466 ボディビルダー社長の内装業からパーソナルジムへの新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社クレアワークス 5010601036081 墨田区初！ワインを飲みながらアートクラフトが学べるペイント＆シップ事業 赤坂　光則

関東 東京都 杉並区 株式会社Ｂａｅｇｅｎｔ 9011001109705 ペットと宿泊可能な『トキ消費型』の一棟貸切型の貸別荘業 税理士法人中山会計

関東 東京都 新宿区 株式会社エーワン東京 7011101060611 リラクゼーション業者の業務効率化を促進するクラウドサービスの提供 株式会社りそな銀行

関東 東京都 台東区 株式会社アンビカコーポレーション 5010501024698 インド食材等小売店『アンビカベジ＆ヴィーガンショップ』のフランチャイズ事業 りそな総合研究所株式会社

関東 東京都 江戸川区 株式会社ＡＣＳＬ 9040001083503 レベル４対応ドローンの開発・販売による新分野展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 Ｋｏｔｏｚｎａ株式会社 8010001178950 国内ＥＣ事業者を海外市場に連れ出す翻訳支援Ｃｈａｔｂｏｔの開発への挑戦 表　順一

関東 東京都 港区 菅波楽器株式会社 7010401014847 Ｗｅｂ、オンライン配信を活用した新たな音楽レッスンと催事ビジネスの構築 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 江戸川区 株式会社メディウェル 9011701008751 地域介護サービスの発展に向けた介護資格取得新事業及びコワーキングスペーススペース事業の展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 練馬区 株式会社旭プロダクション 8011601012227 アニメ制作会社・フリーランス支援サービス（ＳａａＳや機材等）事業 佐久間　達也

関東 東京都 江東区 株式会社和田製作所 2010601006962 都市型工場における高付加価値製品の新生産プロセス構築 亀有信用金庫

関東 東京都 目黒区 ＬＯＯＰ　ＲＩＢＢＯＮ株式会社 9011001125537 ペットも飼い主も安心して楽しめる！ペット連れ専用プライベート旅館 塩津　友輝

関東 東京都 豊島区 グローバルパートナーズ株式会社 1013301027370 高校生大学生対象の、オンライン研修と短期留学によるキャリア教育事業 林　千尋

関東 東京都 港区 株式会社ケアクル 2011101077222 クラウド型オールインワンレセコンサービスの開発と運用事業 上田　曽太郎

関東 東京都 中央区 株式会社インクス 1010001150024 人とワンコに優しい食と家具の提案型ドッグカフェ＆ショールーム 日本みらい税理士法人

関東 東京都 江東区 株式会社酒井木型製作所 8010601001116 ５軸加工による設計提案型木型製造の完全内製化による再構築事業 石山　賢

関東 東京都 世田谷区 三昌工業株式会社 5010901004746 磁石を用いたゴム製フック事業への進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 大田区 株式会社バローワークス 9010801025764 貸別荘事業者の価値向上に資する集客・予約・サウナＥＣ販売事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ｖＫｉｒｉｒｏｍ　Ｊａｐａｎ株式会社 5011001121911 テクノロジー×インターンシップで日本の未来を創るインキュベーションセンターの設立計画。 株式会社百十四銀行

関東 東京都 台東区 有限会社高沢建設 1010502006591 老舗工務店による外国人専門不動産事業への進出 鈴木一郎

関東 東京都 中央区 株式会社Ｓ．ＭＡＴＳＵＮＡＧＡ 4011001110428 「美（Ｂｅａｕｔｙ）と健康（Ｈｅａｌｔｈ）のバレエ教室」事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 中央区 Ｒａｔｉ株式会社 7040001100747 ビブグルマン選出の南インド料理店によるセントラルキッチン事業 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社デルソーレ 7011001041298 食品事業・外食事業の相互連携による消費者需要変化への対応 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 練馬区 株式会社ピースプロ 8011601015510 マンションモデルルーム家具の供給販売事業への展開 東京信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社シャインソフト 3010001108061 先端ＩＴ人材を育成するハイブリッド型Ｃｌｏｕｄラーニングサービス 芝信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社銀座・トマト 1010001104401 コロナ禍でも楽しめる、昼夜で異なる客層に向けた飲食店事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 渋谷区 ＩＮ　ＦＯＣＵＳ株式会社 7011001072715 制作現場を間近で体感できるデジタルアート特化型アートギャラリー 伊藤　智史

関東 東京都 台東区 株式会社ポリグロットリンク 8013301040202 北海道でワーケーション！無人運営のトレーラーハウス型宿泊事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社ＳＰＵＴＮＩＫ　ＴＯＫＹＯ 6010401139488 座間味の１年を変える！食でつなぐ地域の活性化 福島　悠

関東 東京都 江戸川区 有限会社イシピー 8011702017091 コロナ対策を施したうどん、定食店事業への進出 東京東信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ＡＲＩＳＥ 2011201020370 素人が手ぶらで来て楽しめる貸家庭菜園「手ぶら畑」の開設 税理士法人つなぐ

関東 東京都 豊島区 有限会社山屋商店 4013302010430 教育課題解決システム事業 城北信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ブルーノート・ジャパン 4010401060687 高画質・立体音響オンラインライブ配信事業へ本格参入！　『ＢＬＵＥ　ＮＯＴＥ　ＰＬＡＣＥ』の運営 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 中央区 株式会社東昇 2010001065832 老舗中華料理店による消費者の安心・安全・健康を意識する層への持ち帰り用、四川火鍋事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ダニエル企画 7011502016105 宿泊施設付き外国人向け研修センターの開設 中村　健一郎

関東 東京都 大田区 株式会社アジル 6010801015157 群馬の神秘「上毛かるたデザイン製品」の自社店舗直販 株式会社東和銀行

関東 東京都 練馬区 株式会社齋藤医療器械 8011601004752 医療業界を中心とした商品管理システムの構築とプラットフォームの形成 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 世田谷区 ＤＤＤ株式会社 9010901038633 アートギャラリー×撮影スタジオ創設による業態転換！ 昭和信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社心之泉 5013101006819 「ディサービス⇔訪問看護⇔グループホーム」の三位一体で地域医療・福祉に貢献 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 新宿区 株式会社ＶＩＣｏｄｅ 4010603005465 ＡＩによる物体認識技術を使ってバーコードを使わずにスーパー・コンビニ決済を行うシステムの開発・販売事業 吉岡　晴美

関東 東京都 町田市 有限会社キャトル成瀬台 1012302001442 飲食からパンのテイクアウトに変更及びＥＣプラットフォーム活用による全国販売に向けた新規設備導入計画 林原　均

関東 東京都 千代田区 株式会社トータルヘルスコンサルティング 6010001078491 光学印象とＣＡＤ／ＣＡＭをシームレスにつなぐデジタル歯科技工所 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社なか安 2010101002834 既存資源を活用したコワーキングスペースのあるカフェ事業への新分野展開 大東京信用組合

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｊｏｕｉｓ 5011001064771 ワイン酒場から健康志向のランチ・カフェ／ＥＣ事業への業態転換 松井　洋治

関東 東京都 足立区 ミルズコーヒー 経営安定のため、「ホステル」から「カフェ」へ事業転換を図る 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 江東区 ＫＥソリューションズ株式会社 9010601051812 エシカル消費にも対応したコロナウイルス除菌率９９．９９８％空気清浄装置「ＡＩＲＯＷ」 木村　兼作

関東 東京都 板橋区 株式会社ＯＥＭサポート 4010501036612 ライブコマースを活用した対中国の越境ＥＣビジネス 税理士法人リライト

関東 東京都 東村山市 株式会社太陽 1012701014937 コロナに対応したリモートプレイゲームシステムの開発による新規市場創出 東京都商工会連合会

関東 東京都 港区 株式会社アッパーフィールド 4010401136669 外国人就労支援機関が連携して外国人雇用を生み出すプラットフォームサービス事業 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 株式会社Ｒｅ　Ａｘｅｓ 6011301022569 ＰＲ動画型求人媒体事業 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社ステッピングストーンズ 6010001196418 日本初！ＡＩＯＴカメラ内蔵ヘルメット開発で建設業界の加工技術伝承と人手不足解消 五十嵐　由和

関東 東京都 練馬区 株式会社石原製作所 1011601000592 次世代電池負極加工のためのドライルーム導入による事業再構築 梁川　成豪

関東 東京都 清瀬市 東京富士交通株式会社 3012701009869 夜行乗合高速バス乗車券販売のワンストップサービスへの転換 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 目黒区 ＣＲＥＡＴＩＶＥ　ＬＡＢＯ株式会社 3011001113803 スポーツ愛好家向け身体能力デジタル評価・トレーニング事業への進出 森藤　啓治郎

関東 東京都 渋谷区 猿田彦珈琲株式会社 1011001098022 高品質焙煎豆の食品小売（スーパー等）向け販売事業 上田　昌宏
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関東 東京都 稲城市 株式会社グランイデアル 4013401005950 感染症対応型住宅を非対面型営業で提供するビジネスモデルの構築 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 大田区 大門プラスチツク工業株式会社 4010801006802 大型ライニング鉄槽への新規挑戦による業績回復への取組み 遠藤　仁

関東 東京都 江戸川区 株式会社竣栄工業 8011701010907 ＤＩＹで作る省エネルギー小型ハウス建設キット事業 株式会社東日本銀行

関東 東京都 豊島区 株式会社ＦＳ．ｓｈａｋｅ 9013301033295 シーシャ✕カフェバー「Ｃ．ＳＴＡＮＤ」の新規展開による事業再構築計画 廣瀬　好伸

関東 東京都 千代田区 株式会社ヘルスケアテック総研 6010001218428 ハンズフリー介護記録音声ＡＩ入力システム「楽ロク」（仮） 株式会社横浜銀行

関東 東京都 江戸川区 プログレス株式会社 7011701016203 衣料品再生請負人！最先端の洗い加工技術で再構築！ 株式会社阿波銀行

関東 東京都 調布市 株式会社ＣＳＰジャパン 1012401035184 ＷＥＢアプリで日本人専任コーチ×低価格オンライン英会話を提供 原田　貴史

関東 東京都 荒川区 伊澤株式会社 4011501005474 物流ＤＸ革命　『ドローンシステム活用による事業拡張計画』 税理士法人ａｕｄｉｅｎｃｅ

関東 東京都 葛飾区 スクラッチコーヒー 「シェアロースター（焙煎機の時間貸し）事業」を中心に据えた新規事業 福薗健

関東 東京都 渋谷区 ギンガシステム株式会社 9010001154414 サービス業の非対面化を促進するオンライン接客プラットフォーム 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 荒川区 株式会社ＺＯＯＡ 4010401131158 ゲーム運営・ＩＴ受託開発からメタバース（仮想空間）開発・運営会社への大胆な業種転換 株式会社群馬銀行

関東 東京都 台東区 本気ファクトリー株式会社 5010503004153 高校・大学生向けアントレプレナーシップ育成における教育事業への新分野展開 若杉　拓弥

関東 東京都 西多摩郡日の出町 株式会社ＭＳＴ 3013101007389 最先端のデジタル技術を活かしたカスタイズ車販売事業への挑戦 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社ＳＹＮＣＨＲＯ 1010001126544 自社開発のセキュリティレベルの高い訪問管理システムを応用した地域密着型ワンストップ生活支援サービス事業の新規展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 ハヤテインベストメント株式会社 5010001100421 データ分析ノウハウを駆使！生体データ活用による子育て支援・女性の社会進出支援事業 松尾　基司

関東 東京都 中央区 ＩＳＨＩＮ株式会社 9010001111423 オフィスコンビニの顧客名簿を駆使　ご自宅でも福利厚生を充実させるマッチングアプリの開発 株式会社シャイン総研

関東 東京都 板橋区 株式会社はく刻 9011401019826 食肉・レトルト加工食品の保管・配送サービスによる事業再構築 梁川　成豪

関東 東京都 大田区 リンカ工業株式会社 6010801012583 半導体とリニア・高速道路躯体部品への抜本的生産プロセス転換事業 城南信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ココエ 8010001173555 ＤＸエデュケーション事業を通じた地方創生への挑戦 税理士法人グランサーズ

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｄｅｓｉｇｎｅｒｓ 9010001151007 新型マシンによる対人接触の少ない痩身エステ事業への事業転換 井上大輔

関東 東京都 世田谷区 有限会社ｒｉｓｅｓ 8010902002003 スタイリスト業から芸能人御用達フルーツゼリー販売への大胆な業種転換 税理士法人川越会計

関東 東京都 渋谷区 株式会社エキスプレススポーツ 1011001065922 Ｗｅｂ上でのフィットネス事業の構築 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 大田区 株式会社酒井製作所 7010801004381 食品機械ラインの新工場建設と自社技術開発による新分野展開 一瀬　章

関東 東京都 中央区 株式会社大嶋事務所 1010001039184 アートの新ジャンル「リスペクト・アート」 昭和信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｙ’ｓ 1011001121519 広告映像・空間デザインの実績を基に室内ゴルフ練習場事業を展開 第一勧業信用組合

関東 東京都 渋谷区 チェルシー株式会社 6010701028408 全米ヨガアライアンス認定、合宿型ヨガ資格スクール事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 齊藤研一 ワインを酸化させない小分け技術による遠隔地でのワインスクール教育事業 四谷大林税理士法人

関東 東京都 豊島区 株式会社レインボー 1010001085369 スパイス調合技術と人材を活用したネパール郷土料理店出店計画 松井　洋治

関東 東京都 北区 モクラス株式会社 5011501022072 ホテル事業者による越境ＥＣシステムを活用したオリジナル健康サプリメントの企画販売事業 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

関東 東京都 武蔵野市 武蔵野デーリー株式会社 6012401011949 自然放牧牛乳のミルクスタンドを軸にした酪農ブランディング事業 多摩信用金庫

関東 東京都 足立区 株式会社美鷹 8011801025466 免疫力・健康促進を実現！柿の栄養ドリンクの製造・販売事業を展開 西川貴人

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｍｕｎｃｈｉｅｓ 8011001109805 専門料理レストラン業からデリカテッセン（西洋総菜）の持ち帰りサービス業への業態転換計画 原　康士朗

関東 東京都 世田谷区 合同会社ＴＡＫＵＴＹ　ＰＲＯＤＵＣＥ＆ＣＲＥＡＴＥ 9011003004359 ヘアメイク・衣装までトータルでサポート出来る撮影スタジオ ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 千代田区 合同会社ｌｉａｉｓｏｎ 1010003031602 フードロスを無くしたい！サスティナブルな民泊＆カフェへの参入 保坂　敦之

関東 東京都 豊島区 文教図書出版株式会社 4013301016734 観光地別荘のワーケーション向け施設利用事業 株式会社東日本銀行

関東 東京都 北区 株式会社中吉屋 9011501011542 社交ダンス教室から総合型ダンス教室への転換による、若年層に向けた新規プランの開設 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社神谷製作所 2010401127125 オンライン広報ＳａａＳ「ＧＯＯＤ　ＮＥＷＳ　ＭＡＫＥＲ」による新分野展開 税理士法人センチュリーパートナーズ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＺＥＳＴ 9011001071624 “萌え断”フルーツサンドと“世界２位”コーヒーが楽しめる　“Ｒ’ｓ　ｃａｆｅ”の運営 さわやか信用金庫

関東 東京都 荒川区 株式会社クールサポート 5011501017510 業界初！時計の店舗販売から本物保証のＥＣプラットフォームへの新分野展開 北村　亮太

関東 東京都 墨田区 株式会社むささび 9010601049732 教育現場のＤＸ化を図る「学校連絡アプリ」提供事業への事業転換 井上大輔

関東 東京都 杉並区 エクスピーズ株式会社 1010401113415 介護離職問題の解決に資する介護サービスプラットフォーム提供 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 ビアバルＦｅｓｔａ クラフトビールのサブスク（定額制・定量持ち帰り販売）とダーツサロン（競技教室・カルチャースクール・交流企画）事業 昭和信用金庫

関東 東京都 新宿区 ＮＥＸＴ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ’ｓ株式会社 8011101079469 「コインランドリー×無人販売事業」を掛け合わせた、新たな無人販売事業のロールモデルを確立し、無人販売事業の横展開への挑戦 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 東京都 港区 ライフリエゾン株式会社 4010401132131 海外配信ライブコマースによる国産ウイスキーと和牛新型店舗事業 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ローズロワイヤル 6010401139455 越谷でセントラルキッチンを設けアイス卸し事業とパン製造の新規参入 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ホールマン 6010401058382 ウィズコロナでのライブ配信支援サービス『ＰＩＴ－ＩＮ　ＳＴＲＥＡＭＩＮＧ』 大桑　克博

関東 東京都 渋谷区 くるまの窓口合同会社 6010003024568 ＩｏＴキャンピングカーのレンタル業で地域親子層へ新時代レジャーの提供 山田　健一

関東 東京都 東久留米市 株式会社ハイメックス 2012701007460 次世代太陽電池製造に必要不可欠な多様性のある新開発搬送ロールによる新規事業 株式会社静岡銀行

関東 東京都 渋谷区 Ｐｌａｎ　Ｉ株式会社 8011001124283 ＫＡＫＥＲＵ　ＵＭＩ　プロジェクト（海と人をつなげる） 馬場　章嘉

関東 東京都 新宿区 株式会社ＫＮＯＷＩＮＧ　ＥＤＵＣＡＴＩＯＮ 9011101080533 外国人留学生向け日本留学試験対策学習プラットフォーム事業 金久保健

関東 東京都 青梅市 株式会社酒井組 7013101003649 レーザーを利用した３次元測量とＵＡＶ測量事業への参入 飯能信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社日本ナチュラルエイジングケア研究所 8010401104523 糖尿病等の重要化予防ための生活習慣指導ＤＴｘ開発 平澤　昭洋

関東 東京都 調布市 二見屋工業株式会社 6012401008524 鍛冶屋の底力！電子制御バルブ事業への進出により建設業界のＩＣＴ化に貢献！ 株式会社常陽銀行

関東 東京都 新宿区 有限会社ウィルミッツ 7011202012569 ワーケーション特化型滞在施設運営事業へ新分野展開 山下　清兵衛

関東 東京都 三鷹市 株式会社ボルケイノ 4012401019168 自社製造の粉末酵素を使用した健康志向のクレープボール製造販売による事業再構築 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社レーマン 1012401024419 メディカルイラスト・ＶＲを活用した学習プラットフォーム構築 児玉　直樹

関東 東京都 江東区 株式会社加藤螺子製作所 4011701002131 自動車部品８０年の企業が挑む冷間鍛造技術での新規部品への挑戦 株式会社りそな銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社エムリー 3013401004417 ＤＸを利活用し既存事業不振からＶ字回復を目指すチキンバーガー事業 株式会社東日本銀行

関東 東京都 豊島区 東京ル・フタール株式会社 7013301035046 女性向けファッション小売から女性向け個室ビストロ事業への展開 森　憲一郎

関東 東京都 杉並区 株式会社ドリコムベスト 5011101014635 学校でのリアル展示とオンライン動画を併用した学校ミュージアムの実現 木佐谷　康

関東 東京都 豊島区 株式会社サッポロ実業 1013301013362 セントラルキッチンを設立し、製造業へ新規参入。自社ブランドつけ麺初の海外展開を促進 株式会社りそな銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社環境デザイン設計事務所 2110001028754 ウイズコロナ、アフターコロナ時代の無燃料低温熱分解廃棄物処理システムの改良普及事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 中央区 ココエス ポストコロナを見据えた民間学童クラブの開設 柏商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社ゴールドウェイ 9011501012838 健康志向ニーズを捉えた中華×ヴィーガン料理の新規出店事業 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ｕｆ． 6011001110970 体験型を重視した「売らない店」への再構築と販売システムの開発 芦田　恒志

関東 東京都 新宿区 東京平版株式会社 5011101015138 特殊紙のデジタル色校正＆ＱＣＤ小ロットを満たす印刷体制への事業再構築 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 品川区 株式会社セーフティ＆ベル 6010701011248 豊かなマンションライフを　ＩＴ　で　実現するウェブ　ポータルサービス 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 有限会社アプローズ 5011002031242 飲食店舗プロデューサーが創る、下町蒲田の情緒あふれる焼肉店 井上　拳

関東 東京都 大田区 テクノジャパン株式会社 2010801019434 見積・注文・配達を可能とする建築版プラットホーム「ＨＯＭＯＶＥ」の開発 株式会社ＭＢコンサル

関東 東京都 小平市 株式会社フォレストバーウッド 4012701010594 電子帳簿保存法に対応した記帳代行と領収書整理外注化システムの開発 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ムスタ 4010901045931 配信機能を備えた音楽スタジオの提案による音楽業界のＤＸ化推進事業 税理士法人東京さくら会計事務所
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関東 東京都 品川区 株式会社シングラ 1011101067686 マーケティング事業からサイバーセキュリティ事業への業種転換 芝信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社クラウドジャパンインターナショナル 7011301019267 バングラディシュに日本茶の素晴らしさを伝えるため、新販路を開拓する 西村伸郎

関東 東京都 目黒区 株式会社康井精機 2013201005962 当社独自技術を活用した次世代電池部材製造機械事業への展開 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ＭＥＴＲＡ 2010001199804 バーチャルサイクリングを活用したウェルネスの推進と地域活性 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＰＡＳＳ　ＩＴ　ＯＮ 9010901049556 フレンチシェフが焼く極旨ピザをテイクアウト＆デリバリーできる新店舗開発 昭和信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社モット 2010401056134 映像制作に関わる人材育成オンライン講座 株式会社オーネットワーク

関東 東京都 渋谷区 株式会社ゴツド・フイールド・エンタープライズ 5011001008225 ステージの稽古、制作、配信までワンストップで提供する創造空間の開設 石上　義人

関東 東京都 江東区 株式会社オリエンタルステージ 2010601033684 飲食業界２社が連携した冷凍食品製造販売の事業再構築事業 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 東京都 杉並区 株式会社三井光機製作所 3011301006863 「当社のプリズム技術を生かした小型分光イメージングスペクトルカメラの製品化」 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 品川区 株式会社コフォフジエ 8010701003466 特殊金属製品のＪＩＴサプライチェーン確立による医療用内視鏡分野への進出 山地　真吾

関東 東京都 江東区 株式会社ヤマコー 6010601002256 特殊鋼を材料とする半導体製造装置用大型部品等の精密研削加工事業 株式会社千葉銀行

関東 東京都 台東区 株式会社フェアリー 1010501029486 ＧＩＧＡスクール構想の一環としてスマホ、タブレット、ＰＣで利用できる音楽配信アプリの提供による業態転換 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 国立市 株式会社外山金型製作所 2012402006308 金属加工技術を活かした金型加工から半導体向け金属部品への新規参入 牛腸　真司

関東 東京都 江東区 大和建工株式会社 9010601004167 最新旋盤加工設備導入によるプラント・インフラ製品製造への進出 山地　真吾

関東 東京都 新宿区 茜建築コンサルタント株式会社 1011801026611 建設入札プラットホーム事業化 さわやか信用金庫

関東 東京都 千代田区 一般社団法人構想日本 1010005022293 対面「事業仕分け」から　「行政事業データベース」への業態転換 山浦　佑太

関東 東京都 台東区 株式会社Ｌｉｔｔｌｅ　Ｊａｐａｎ 9010501040618 廃業した旅館を改装した新たな旅館の開業 公益財団法人東京都中小企業振興公社

関東 東京都 千代田区 クーリード株式会社 8020001093199 世界で通用する映像クリエイターを通信制高校で育成する新事業 東京商工会議所

関東 東京都 目黒区 有限会社タフビーツ 8013202012341 最新のプレスマシンを用い環境に配慮したレコード製造に挑戦 目黒信用金庫

関東 東京都 文京区 合同会社エミリオマネジメント 4010003025519 物件購入、ボリュームプランを自動化する土地活用システム事業 山田　健一

関東 東京都 世田谷区 株式会社宮澤正明写真事務所 6010701015249 高画質ＶＲ写真による「リアルな」オンライン展示サービスの開発 米倉　徹

関東 東京都 練馬区 株式会社Ｗｉｓｔｅｒｉａ 5011601016651 世界初の特許技術を使用した、植物性バターのレシピ導入支援事業 弁護士法人みなと法律事務所

関東 東京都 港区 有限会社クヴェレ 4010402022397 地域に根差したリモートワークカフェの新設 小見山　満

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＣＡＮＤＹ・Ａ・ＧＯ・ＧＯ 6010601039711 オリジナルコスメ企画・研究開発・販売事業による事業再構築 西武信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ＴＯＳＳＤＩＣＥ 5013202011833 テイクアウト型揚げたてミニドーナツショップ 梅田　泰宏

関東 東京都 新宿区 株式会社ｍｏｎｏｉｉ 3011001098490 自社アニメ作品制作によるコンテンツビジネス事業の展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社自由が丘クリニックドクターズコスメティクス 6013201010281 肌診断機アプリを開発し、最適な化粧品・医療に繋げる事業再構築 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 板橋区 ＳＮＪキャピタルパートナーズ合同会社 6010003021838 賃貸不動産オーナー向け会員制・再生コンサルティングへ業種転換 株式会社横浜銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｐｅａｒｌ　Ｐｌｕｓ　Ｊａｐａｎ 1010001209183 ホテル用アメニティ石鹸卸事業から、エンドユーザー向け商品の販売へ 税理士法人Ｆａｃｅ会計

関東 東京都 杉並区 株式会社Ｆｒｅｓｃｏ 3011301013884 ココロとカラダの真価を追求する事業 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 東京都 千代田区 宏輝株式会社 8010001016350 松阪工場新製造設備工事 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 東京都 荒川区 株式会社三軽工務 2011501015137 借りたい人に不動産を提案、提案型不動産マッチングアプリの新規開発 城北信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ウエストマネージメント株式会社 7120001193130 外国人モデルが活躍するインターナショナル保育園事業 水原　慶治

関東 東京都 千代田区 株式会社日本レースプロモーション 8010001102209 オウンドメディア事業立ち上げによるエンターテイメントビジネスへの進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 大田区 有限会社松澤精機 2010802013469 ５軸精密加工技術の導入による航空宇宙産業への新分野展開 さわやか信用金庫

関東 東京都 豊島区 日本インフラ計測株式会社 1013301037700 内水氾濫の実時間通知・予測システム事業 ソフィア税理士法人

関東 東京都 大田区 株式会社ヌメロ．８ 7010901035913 オンライン授業向けアプリ開発・販売事業 城南信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ワン 5130001049770 「体の不調や痛みに寄り添った、オンラインパーソナルトレーニング事業」 清水　淳志

関東 東京都 大田区 有限会社関鉄工所 3010802008022 「中小企業の困ったを解決する」ロボットシステムの製造開発・販売 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ジーム 7120001178180 美術館のようなチョコレート及びスイーツ専門店経営参入計画 大阪信用金庫

関東 東京都 新宿区 有限会社長城協力 8011102022130 中国向け越境ＥＣに対応した貿易プラットフォームの構築事業 グラビス税理士法人

関東 東京都 品川区 株式会社ＬＡＤＤＥＲ 8290001077159 感染対策とシステム化されたサウナ開設による美容意識の高い男性顧客層の拡大 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 町田市 株式会社ＡＮＥＳＩＳ 2012301008677 光触媒塗装を施したトレーラーハウスのオーダーメイド製造販売 松山　亮樹

関東 東京都 大田区 株式会社玉子屋 5010801007163 新メニュー（新商品）と新受注システムにより新たな顧客層を広げる企業へと転換 城南信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社ユー・ビー・アイ 7011101028055 最新の冷凍加工技術を駆使した果実の市場開拓で収益基盤を強化 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 台東区 梶原工業株式会社 2010501005841 日本食を世界に広める！味作りのプロが手掛ける食品プラント設計 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 桜Ｅｎｅｒｇｙ＆Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ株式会社 8230001017194 エネルギーソースや森林資源保護による、脱炭素を見据えた製材事業 株式会社北陸銀行

関東 東京都 大田区 理化電子株式会社 1010801012588 電気自動車・自動運転分野に向けた新たなプローブで販路拡大・新分野展開事業計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 品川区 株式会社エクサブレイン 4010701016133 システムとサービスが充実した、バイクキャンパー向けキャンプ場の運営 加藤　二裕

関東 東京都 大田区 有限会社ワークス企画 3010802015811 医療機関と連携したパーソナルジムの新規運営による健康増進事業の展開 株式会社サンガアソシエイツ

関東 東京都 豊島区 かしこ株式会社 4013301036757 自社店舗兼製造場整備により市場需要を獲得し売上Ｖ字回復事業 東京信用金庫

関東 東京都 杉並区 有限会社バンバンビガロ 6011302011876 １点物の高付加価値デザインによる商品企画・開発を目指す業態転換 巣鴨信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社美山精機 4010101003863 外科手術用エネルギーデバイス加工及び義肢装具製造事業への進出 西武信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ＯＳＴＡＹ　ＪＡＰＡＮ 3010001187741 清掃クラウドソーシングシステム提供による事業再構築 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 品川区 日東樹脂工業株式会社 1010701007507 ＥＶ等先端車載需要向け特殊樹脂加工品の製造・販売 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 東久留米市 株式会社ハラダ製作所 7012701003802 高周波プリント基板のバックドリル加工事業立上げによる業態転換 株式会社東和銀行

関東 東京都 港区 ＨＩＮＡＴＡ株式会社 9010901022026 受託開発企業から自社配信企業へ飛躍するための挑戦 税理士法人エキスパーツリンク

関東 東京都 中央区 株式会社天時情報システム 1010001108063 コロナ禍における新たなブランドの立ち上げによるクラウドサービスへの進出 株式会社千葉銀行

関東 東京都 北区 マルタフードシステム株式会社 2011401012473 オリジナル調味料を家庭向けに販売する新規事業展開 城北信用金庫

関東 東京都 江東区 有限会社アクス 8010602027746 老舗焼肉店による豊洲名物”海鮮キムチ”の製造販売 東京東信用金庫

関東 東京都 新宿区 セーフティ＆セキュリティ株式会社 4011101069465 独自の高付加価値モデル創出を見据えたセルフエステへの参入 鈴木祥彦

関東 東京都 江戸川区 株式会社Ｂａｒｏｑｕｅ　ｃｏｍｐａｎｙ 4011701018219 居酒屋をおしゃれな焼き肉屋に！酒類中心からの脱却＆家族層獲得 松尾　基司

関東 東京都 足立区 有限会社東京新井重量運輸 3011802016089 作業困難場所等での超重量機械の据付事業を展開し、設備需要を取り込む 西川貴人

関東 東京都 新宿区 株式会社ＮＯＷ　ＲＯＯＭ 4011003008414 マンスリーマンション・普通賃貸の仲介ＤＸ化「ＮＯＷ　ＲＯＯＭ」「ＮＯＷ　ＲＯＯＭ　Ｂｉｚ」 西武信用金庫

関東 東京都 港区 ＳＡＸＡＳＵ コロナ対応の完全個室型インドアゴルフ練習場への大胆な業種転換 株式会社企業参謀

関東 東京都 中央区 株式会社浅伊 7010001212652 急速冷凍機導入で製品内製化、オリジナル商品の店舗販売・ＥＣ販売に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 渋谷区 株式会社テックカウンシル 2010701017843 食品流通プラットフォーム「トクトクマート」 城南信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社和久田 4013301022286 次世代足場導入による次世代足場仮設サービスの参入及び足場資材レン　タル業への新規参入 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 目黒区 Ｌｅ　Ｓｈａｎｇｈａｉ合同会社 7011003005111 ＷｅＣｈａｔ・Ａｌｉｐａｙミニプログラムを活用した越境ＥＣ事業 佐藤淳

関東 東京都 台東区 株式会社ＮＣネットワーク 9010001067938 発注側と受注側製造業を繋いで強靭なサプライチェーン作り活性化 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 千代田区 ＡＺＰｏｗｅｒ株式会社 6010001166486 デジタルバッジを取り入れた模倣困難性の高いＬＭＳの開発とＥラーニングシステムとの連携 株式会社ＹＨ経営研究所
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関東 東京都 世田谷区 株式会社東京ケンブリッジインターナショナル 1012401022892 コロナに負けず全国へ商圏拡大！未来型オンライン学習プログラムの開発事業 河村裕司

関東 東京都 台東区 株式会社グローバル・デイリー 2010501035987 海外テストマーケティングを活用した越境ＥＣによる地域産品の販売支援事業 東京東信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ＭＯＮＯ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔ 3010701038830 リテール金融機関向けＣＲＭシステムへの事業転換に係る事業計画  ＧｒｏｗｔｈＰａｒｔｎｅｒｓ税理士法人

関東 東京都 杉並区 株式会社ジェイ・エー・フーズ 5011302004311 安心安全な調理済みの牛肉加工品をＢｔｏＣで提供する新分野展開 中川　博

関東 東京都 港区 株式会社ジーンアンドフレッド 4010401078647 コロナ禍の新しい演劇の楽しみ方を提案！観劇ファン向けＷｅｂメディア運営事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 中央区 Ｒｉｓｅ＆ｃｏ．株式会社 9011101084518 メタバースへのサブスク型ＥＣマルシェ出店とリモート料理教室の新分野展開 小野　誠

関東 東京都 港区 株式会社美人製造研究所 1010401080291 エクソソームフリーズドドライ原料開発でＢｔｏＢ市場へ新規参入 紙本　好太郎

関東 東京都 葛飾区 有限会社セレナ 4011802002055 飲食関連事業者向けのインキュベーション施設の運営 江東信用組合

関東 東京都 千代田区 ＯｒａｎｇｅＯｎｅ株式会社 5010001133108 副業応援×ＤＸに特化した人材マッチングプラットフォーム事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 新宿区 岡本印房 「印章彫刻」を基軸に伝統芸術を体感し情報発信できる拠点づくり 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 練馬区 日本新工芯技株式会社 4010701026751 独自シリコン接合技術による半導体製造装置向け大型単結晶部品の一貫製造事業化 株式会社西京銀行

関東 東京都 千代田区 有限会社白馬亭 4010002053561 飲食店を閉業しミールキットの製造・配送拠点を構築 株式会社東和銀行

関東 東京都 渋谷区 明成法務司法書士法人 4011105006010 士業に特化したクラウド型システム開発で士業のＤＸ化を推進 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 台東区 日本ホテル宿泊．ｃｏｍ合同会社 2010503005682 ＶＲによるレクリエーション付ナーシングホーム「ＪＯＹ　ＨＯＭＥ」 鈴木一郎

関東 東京都 台東区 株式会社ＭＯＧ 5010501034961 単身世帯の増加に着目　「農家の想いを届ける一人前包装野菜」の販売でＶ字回復に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 中央区 株式会社ノバレーゼ 1010001177471 アマンダンサザンリンクス（仮称）プロジェクト　～コロナ禍で需要増加となる施設開発と商品の再構築～ 株式会社シザコンサルティング

関東 東京都 港区 フューチャリズム株式会社 2010001189193 トークン活用型音楽コミュニケーションプラットフォーム事業 奈良　洋

関東 東京都 荒川区 スタジオネイバーズ 非接触型編集サービスへ業態転換　３Ｄ音声制作で新規顧客開拓に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 港区 株式会社エムエムエクス 1010401103011 美容業界の低価格化を防ぐ美容室集客サイトの運営 大東京信用組合

関東 東京都 港区 株式会社Ｖｅｇｅｄｉｎｉｎｇ 2010401098928 誰もが食べられるヘルシーで美味しい菓子提供で事業を再構築する 星野　裕司

関東 東京都 港区 ザ・フライング・ストーンズ株式会社 6010403019300 日本料理店からＥＣ／デリバリーやパーティー事業への大胆な業態転換 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社中野坂上 6010401138275 コロナ禍でも売上が下がりにくい焼肉店事業の新規展開による事業再構築計画 廣瀬　好伸

関東 東京都 渋谷区 株式会社太極舎 3011001042102 日本初、オーガニック缶ビール専門の製造販売の新規事業展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 中央区 株式会社テンフィートライト 8010001066932 防犯性の高い、来訪者顔認証インターホン事業による新分野展 税理士法人ナナイロ

関東 東京都 港区 ライフデザインパートナーズ株式会社 3011101061976 ＡＩを用いた営業担当者支援サービス『第三者引用バンク』 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 大田区 城南鋼鉄工業株式会社 6010801005001 既存事業で培ったノウハウを活用した金属製建具製品への新展開 城南信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社フラッグシップオーケストラ 1020001105373 動画制作をＤＸ推進するクラウド型ツールを提供しＳａａＳ領域へ進出 株式会社りそな銀行

関東 東京都 荒川区 株式会社ブライトスター 2030001105792 中国人ＩＴ人材のテレワーク生産性を高めるビジネスマナー事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社スカイウー・ジャパン 7010501040454 ＡＩカメラ＆クラウド型キャッシュレス駐車場管理装置の製造販売による新事業展開戦略 大東京信用組合

関東 東京都 台東区 株式会社ＤＯＧ　ＤＥＰＴ 1010501035451 ＤＯＧＤＥＰＴブランドによるアパレル物流専用貸倉庫による事業展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 ナガタエンジニアリング株式会社 8010001052998 先細りの主力事業をリカバリーする為に新製品金型の新分野展開を目指す 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 港区 有限会社イング 1010402035492 顔周りの美容をワンストップ提供する革新的なウィズコロナ美容室経営 さわやか信用金庫

関東 東京都 足立区 有限会社稲垣内装 5011802029246 ポリウレアライニングシステム事業 岡本　道雄

関東 東京都 江戸川区 有限会社船宿あみ達 1011702010078 屋形船から釣り船事業および水産加工品の生産・ＥＣ販売事業へ進出 大塚　伸宏

関東 東京都 千代田区 ＫＯＹＡＳＵ　Ｒｅｓｏｒｔ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 5020001096329 ペットと宿泊できる温泉付きグランピングホテル事業への挑戦 株式会社足利銀行

関東 東京都 八王子市 株式会社バリス 8010101003273 ＣＦＲＰ製品製造ノウハウを活かし、３Ｄデジタル技術を取り入れて新分野へ展開！ 株式会社クイック・ワーカー

関東 東京都 品川区 合同会社ティーライブ 3010703004145 屋内型レンタル収納スペースから始まる地域生活支援拠点の創出 川崎みらい税理士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社プロフィッツ 1010001169089 ＩＴ×不動産　オンラインの不動産投資マッチングサービス 水谷　弘隆

関東 東京都 世田谷区 株式会社ｅｎｇｉｎｅ 8011002029762 若手アーティストの絵画とＬＥＤネオンを掛け合わせたＡＲＴ　ＮＥＯＮの開発事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 新宿区 株式会社佐久間製麺所 3011101065119 ラーメン店によるペット同伴が可能なオール軽井沢満喫ヴィラ事業 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 港区 ＥＶＥＲ　ＢＲＥＷ株式会社 2010401051498 常温で流通可能にするＲＴＤ商品の製造 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社フィートプロモーション 3010901018814 企業ＰＲインフォマーシャル配信事業（動画配信サービス事業） 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ブレークスルー 7010001087401 少人数スタッフで運営する半自動化オーダーメイドライブ配信事業 萩口　義治

関東 東京都 立川市 合同会社Ｅｘｃｅｌｌｅｎｔ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ　Ｏｆｆｉｃｅ 3012803001253 開業準備から開業後まで全面サポート！出張スマホ修理開業スクール！ 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 有限会社チャーム 1011002035916 カリスマ美容室がヒト幹細胞を新技術でアンチエイジングサロン展開 さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 ＳＵＮＬＩＴ合同会社 9013303003420 脱炭素、営農型太陽光発電所を６次産業化、地域を繋ぐ観光農園 木戸真智子

関東 東京都 台東区 有限会社クボタプロセス 4010502003487 新製品オフセット印刷向け製版を短納期対応で需要獲得する新分野展開 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社ヒロユキコマツ 1010001124399 世界初のデザイン性の高いコンテナソーラーカーポート事業の展開 芝信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社アリガトウ島 2011001094755 時代に合わせた働く場所と憩いの場を提供する温泉事業の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 坂聖・玉樟園株式会社 2011001131277 老舗旅館の非稼働時間を活用し、地域の住民が利用しやすい庭園カフェ事業を新規展開 三島信用金庫

関東 東京都 北区 Ｒ＆Ｂエンジニアリング株式会社 1011501000107 「個室サウナ、コワーキング、バーベキューを主軸としたシェアスペース業への参入」 駒田　裕次郎

関東 東京都 港区 ＴＥＣＨＮＯＰＩＡＮ株式会社 6010401083760 民間教育機関のＤＸとグローバル展開を後押しするオンライン対応スクール管理システム事業への参入 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング

関東 東京都 葛飾区 株式会社櫻井ハガネ 5011801016600 ゴム栓用抜き金型部品加工会社からゴム栓用抜き金型メーカーへの転身による新分野展開 青和信用組合

関東 東京都 港区 株式会社ＴＫＦ 7010401145849 夜間捜索支援サービスからドローン夜間撮影サービスアプリ販売への新分野展開 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 中央区 多福楼株式会社 5010001193779 流通可能な中華食品製造とトーフミートを使用した商品での販路開拓 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト

関東 東京都 北区 有限会社篠原演劇企画 9011502002887 大衆演劇の飲食＋交流体験による業態転換事業 嶋津幸男

関東 東京都 渋谷区 株式会社パイロット 8011001058738 新しいワーケーションモデルを地域活性化につなげる再構築 菊池　武広

関東 東京都 足立区 株式会社ＳＫコーポレーション 7011801029534 ドローンによる不動産管理を実現するドローンステーション開設 長井　寿郎

関東 東京都 八王子市 アポロホールディング株式会社 4010101011404 フランチャイズ契約でのフルーツパーラー出店による新事業創出計画 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＦＯＸ－ＯＮＥ 6010901023480 乗り手に合わせる電動アシスト自転車開発 琴　基浩

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｒｅ 1010001209902 地域ブランド飲食店のサスティナブルなサブスクＭｙ弁当のテイクアウト事業 芝信用金庫

関東 東京都 青梅市 株式会社クライン 8013101004340 ドイツ式生産工場での半導体製造装置用部品等製造 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 渋谷区 合同会社Ｍｏｔ　Ｃｏｚｙ　Ｓｐａｃｅ 3011003009033 需要の高いアウトドアを意識した非接触型宿泊施設運営へ事業転換 山田　健一

関東 東京都 世田谷区 ナナイロ株式会社 7010901015320 地球と体に優しい抗酸化食用油・カラーオイルの製造・加工・販売 長尾　真輔

関東 東京都 台東区 ライフトレーナー株式会社 3010001191479 人材管理付ｅラーニングシステムによる業態転換！ 稲葉　順一

関東 東京都 新宿区 スマイルホーム株式会社 6011101088430 「クリックで始める東京生活」不動産事業者と入居者の繋ぎ役 株式会社東京スター銀行

関東 東京都 千代田区 Ａｘｉｓ＆Ａｒｔｓ合同会社 5010003031581 ベトナムにおける飲食店店舗開発事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 江東区 株式会社世栄通商 5010601042906 既存事業で獲得した販路の強みを活かした独自酒類の製造販売事業立ち上げ。 坪井　亮

関東 東京都 江戸川区 宮本警報器株式会社 2011701007735 自社生産ラインの自動化技術を活かした設備製造事業へ進出 東京東信用金庫

関東 東京都 武蔵野市 株式会社Ｂ７ 8012401024189 暗号資産マイニング事業に進出し、フィンテック領域進出の礎を築く。 株式会社群馬銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＬｉｖｅＭｅｄｉａ 6011301025456 スマホカメラによるマルチ映像・配信のワンストップサービス（Ｗａｕ！） 橋本　徳行
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関東 東京都 新宿区 株式会社ＡｓｓｅｔＢｏｘ 3011101077329 ポストコロナを見据えたダンススタジオ事業への業態転換 加賀田　将虎

関東 東京都 江戸川区 株式会社土筆鋼業 3011701005135 ファイバーレーザーによる金属加工を展開し、様々な加工ニーズに対応！ 西川貴人

関東 東京都 文京区 株式会社短歌研究社 2010001004591 短歌出版のＤＸ推進によるエンターテイメント事業への転換 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 株式会社Ｘ－ＦＥＥＬ 8040001015382 ３ＤＣＧ技術を活用したバーチャルプロダクションスタジオの導入 興産信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社グッドスパイラル 7011001049548 コロナ禍でも売上減少の影響が少ないラーメン店の新規展開 廣瀬　好伸

関東 東京都 文京区 株式会社ホテル江戸屋 4010001007196 ホテル江戸屋の旅館とコリビングのミックス運営による事業再構築 税理士法人ユナイテッド

関東 東京都 港区 株式会社ＡＭＡ－ＦＥＡＳＴ　ＯＦ　ＴＨＥ　ＧＯＤＳ 2010401148212 カラオケバー事業から、黒毛和牛と九州産黒豚を使用したデリバリー・テイクアウト事業への新分野展開 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 中央区 ダイヤビル歯科 コロナで激減した売上を施設の全面改装とマウスピース矯正の新規導入でＶ字回復 坂入　博

関東 東京都 台東区 株式会社アイケイワイ 8011501014315 クローズドファンコミュニティアプリの開発 東京東信用金庫

関東 東京都 千代田区 サンボ株式会社 8010001179412 老舗専門店の多店舗事業 興産信用金庫

関東 東京都 港区 Ｉｖｙ　Ｐｒｅｐ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｓｃｈｏｏｌ合同会社 3010403021226 新型コワーキングハウスと教材ＥＣ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 千代田区 合同会社ヒルハーバー 5010003030105 釣船予約ポータルサイト構築事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 立川市 株式会社燈台舎 5012801017729 故人との最期の時を過ごすリゾートフューネラル事業の展開 株式会社クイック・ワーカー

関東 東京都 新宿区 佳利株式会社 2011101078476 飲食業（焼肉・しゃぶしゃぶ店）から鉄・非鉄金属スクラップ卸売業への転換 株式会社東和銀行

関東 東京都 府中市 株式会社ＲＥＥＤ 6012401033407 クラフトビールを核とした観光レストランへの業態転換と地域活性化事業 むさし府中商工会議所

関東 東京都 八王子市 株式会社エフ・ティー・アセット 2010101009549 コロナ禍に配慮した個室レッスンと特注クラブ販売の屋内型ゴルフ施設の立ち上げ 大東京信用組合

関東 東京都 港区 株式会社イー・スピリット 3010401048568 沖縄県石垣・八重山エリアより世界のＯＫＩＮＡＷＡを映像発信！宿泊可能なハウス・スタジオの運営 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 大田区 株式会社メディカルケアワークス 9020001112321 ＩｏＴ機器を活用したリハビリデイサービス事業への展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 国分寺市 森水木株式会社 3012401024986 コロナ対応型非接触ワーケーションホテルの事業化と地域再生 多摩信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社立花工業 9013101005016 足場のノウハウを活用したアスレチック施設併設型のグランピング事業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 中央区 株式会社リンケージ 3010701024938 クラウド上で共創の場・コミュニティづくりを促進するサービスの開発 株式会社リンケージ

関東 東京都 墨田区 株式会社早川研磨工業 2010601040020 次世代自動車・ＥＶ用エンプラ部品のバレル研磨技術開発 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 港区 カラキヤ洗染株式会社 5010401007332 環境適用型クリーニング工場への転換と生産性向上による新サービスの提供 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 杉並区 株式会社ＷＡＶＥ１ 5011001120293 消防設備業やビルメンテナンス業に特化した画期的サービス開発 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社クロスマインド 6013301036185 『２　段階マニュアル制』による足場施工プロセスを活用した外装工事事業による事業再構築 株式会社東日本銀行

関東 東京都 練馬区 あかつき教育図書株式会社 5010401082747 教師の業務支援と生徒の学習成果アップをデジタル化で支援する事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社真輝建備 9030001022503 デザイン×伝統技能。デザイン系建築会社と宮大工による古材の活用プロジェクト 小森　孝一

関東 東京都 新宿区 ヤマヒロ株式会社 7011101021530 次世代の車社会実現に向けた安心・安全な移動手段供給拠点の新設 ペンデル税理士法人

関東 東京都 調布市 ダイワオートモビルズ株式会社 1030001120710 先進安全自動車・水性塗料車に対応した新時代の鈑金・塗装の提供 株式会社東和銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社プラスワン 7430001069984 新宿御苑周辺にてリーズナブルな価格で高品質な江戸前寿司を提供する「鮨みつよし」の構築 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 調布市 株式会社Ｏｃｅａｎ　Ｂｌｕｅ　Ｂｉｒｄ 8013201016533 新型コロナウイルスによる営業悪化の改善計画 小林　義典

関東 東京都 中央区 株式会社東銀堂 6010001144723 和食料理専門店から焼肉店への新分野進出に伴う事業計画 齋藤　泰行

関東 東京都 文京区 株式会社ｉＢＥＣＫ 8010401124653 オンライン個別家庭教師事業による事業再構築 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 モラホールディングス株式会社 6010001155621 富士山周辺でのグランピング事業 佐藤淳

関東 東京都 千代田区 ＣＩＦＯ株式会社 3290001019033 パーソナルトレーニング専門ジム『ＢＥ　ＮＡＴＵＲＡＬ』のシェア事業 深野　朋一

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＴＡＢＩＰＰＯ 5011001099644 地域と旅行・観光をテーマにしたあたらしいメディア型ＥＣサイト 福島秀一

関東 東京都 目黒区 株式会社ＢｕｚｚＳｏｌｕ 8011001109409 新規事業（メディグル事業）開始による成長戦略 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 豊島区 株式会社アメージング 6013301039485 ナノインフルエンサーと中小企業、小規模団体等とのマッチングアプリ運営による新分野展開 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 武蔵野市 與世田幸子 フリーランス歯科医がフトン洗い専門コインランドリーＦＣに加入し業種転換 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 東京都 港区 株式会社クロスリンク 8010401089698 日本初！マッサージ店、施術者、利用者をつなぐ施術マッチングサイトの運営 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 千代田区 株式会社ＭＡＫＥ　ＡＮＤ　ＳＥＥ 4010001154451 拡大が見込めるラグジュアリーホテル事業をターゲットにした、オリジナル家具ブランド設立による新分野展開 こうき税理士法人

関東 東京都 大田区 株式会社桂川精螺製作所 3010801002629 航空宇宙産業をターゲットとしたチタン製精密金属部品の新規展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 世田谷区 有限会社東儀秀樹事務所 2010902010556 伝統文化の継承を目指しスタジオ設置によるオンライン配信・教室の開催 城南信用金庫

関東 東京都 江戸川区 有限会社東容製作所 4011702008144 事業再構築補助金を活用した新生産ライン増設計画 房総信用組合

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＲＯＬＯ 9370001021454 コロナ禍で空きスペースとなった事務所を活用したＥＣ等向けの商品撮影事業 西河　豊

関東 東京都 港区 株式会社Ｙ’Ｓ 7011001095484 美術特化　ＳＮＳ　と作品販売・サブスクサービスによる若手作家支援を通じたデジタル販売への業態転換 株式会社ジエック経営コンサルタント

関東 東京都 葛飾区 河政工業株式会社 3011801001091 ５軸マシニングセンターを導入し、ロボット及び付帯装置部品の新市場を必ず開拓する 東京シティ信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ファノーヴァ 4010001200627 ＯＭＯ戦略によるセミ・パーソナル型ジムの多店舗展開 第一勧業信用組合

関東 東京都 目黒区 株式会社ダブルステッチ 9011001125347 中国ＩＰ配信コンテンツ事業 菅　彰裕

関東 東京都 新宿区 株式会社榮林 2011101023531 新業態（カフェ、店頭販売）、セントラルキッチン化による新事業展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 クレーンインターナショナル株式会社 9010401008450 バスツアー会社向けＬＩＮＥ集客アプリの開発による情報サービス業への転換 渡邊　太郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ａ＆Ｓ 9011001063753 経営幹部向け二か国語オンラインコーチングボードゲームの提供 阿久津　公一

関東 東京都 町田市 ユリケア株式会社 1012301008711 ウィズコロナ社会に対応したカフェ事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 フォール・ベネフィット株式会社 2011001064097 Ｅコマース受注に対する商品在庫管理・入出荷管理・倉庫内運搬事業 東京シティ信用金庫

関東 東京都 港区 合同会社デューデリジェンス 3010403012431 ワーケーション専用施設によるコロナ禍でも持続可能な宿泊サービスの提供 税理士法人ＦＰ総合研究所

関東 東京都 港区 株式会社アンリアレイジ 5011001052891 ブロックチェーン技術を活用したＮＦＴファッションを企画・デザイン・販売 日本パートナー税理士法人

関東 東京都 目黒区 株式会社ヘッズ 8010901017191 【日本初】法人特化　ワーケーション×グランピング施設の構築 さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 アンクル株式会社 4010601053400 ピート（泥炭）の輸入販売及び自社製品開発事業 藤原　文

関東 東京都 港区 株式会社フロス 2011301015196 ライブコマースや動画撮影・配信のためのライブ＆キッチンスタジオ運営事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 江東区 株式会社ビューティースリー 7010001111474 協働ロボットを用いた非対面型プレミアム全身脱毛サロンの展開 マックス総合税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社シェアテクノサービス 4011701019209 人材紹介会社間人材情報ネットワーク・動画プラットフォーム事業 株式会社フォーバル

関東 東京都 新宿区 ＮｉｃｅＧｕｙｓ　Ｖｉｓｉｏｎ株式会社 4020001131689 飲食業からのコロナ禍における個室非接触型のサウナ事業への転換計画 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 杉並区 株式会社モイスティーヌ東京西販売 2011301013662 筋力トレーニング機器及び健康食品のオン＆オフラインハイブリッド販売事業への新分野展開 青木　章太

関東 東京都 港区 合同会社イービジネス 4010003032003 団体宴会主体の中華料理店から、換気性能が整った３密回避の焼肉店への転換 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社ファインド・シー 9010001077706 ミドルシニアの活性化！ネクストキャリア支援のための情報サイト構築 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 足立区 株式会社グローバルフィッシュ 7011801007374 東南アジア市場に向けた国産水産新商品の開発・販路開拓事業 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 株式会社カムビアス 6010801030255 デジタルサイネージ広告代理店事業 株式会社サンガアソシエイツ

関東 東京都 豊島区 一般財団法人メンケン品質検査協会 6013305001879 抗ウイルス製品市場拡大に伴う抗ウイルス試験分野への新規参入 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ＶＩＤＡ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 3010401078144 家族で楽しむボート・農園付きワ―ケーション用宿泊施設 塩津　友輝

関東 東京都 新宿区 株式会社イメジン 6013301037448 テレアポサービスのマーケットプレイス事業による営業ＤＸ実現 重松　輝彦

関東 東京都 世田谷区 有限会社濱田家 2010902018351 パンの無人販売店舗立ち上げによる業態転換 税理士法人アーク＆パートナーズ
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関東 東京都 渋谷区 株式会社アロイ 2010901034556 フィットネス・トレーニングに最適化した　プラスチック給水ボトルの企画開発とオンライン販売 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社トライスタートリニティ 9011001114630 人気女性パフォーマーのプロデュースによる新アパレルブランドの展開 白田　浩幹

関東 東京都 千代田区 株式会社トアック 5010001097732 医療機器分野への新製品の展開 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社平凡社地図出版 7011101063234 学習地図ライブラリ配信システム構築 税理士法人神山会計

関東 東京都 杉並区 ヴィーノ・コン・クオーレ 業務用酒販卸から小売・ワインバー等を含む販売形態多角化計画 西武信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社イマオサービス 5010801018284 保管・配送／据付・保守までワンストップで提供可能なキッティング事業の開設 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 港区 株式会社ノムノ 7020001126083 ｅラーニングシステムと連携したワインスクール「＆ｎ」の立ち上げ 服部　峻介

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｇｌｏｒｉｏｕｓ　Ｂｒｉｄｇｅ 2011101066282 サブスク寿司で接待族を囲い込む！コロナに強い経営手法を進化させた事業再構築 Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ合同会社

関東 東京都 港区 株式会社共同通信デジタル 7010401093098 スポーツクラウドファンディング「フリサケ」 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 台東区 株式会社永山 5010501016183 韓国食品スーパーの全国展開で実現！地域に根差した食の国際交流 セブンセンス税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社ＭＩ 9010601042547 ＩｏＴ技術を活用したＥＳＧ評価クラウドサービスの事業化 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 足立区 有限会社オフィス・イオ 6011802027546 地域活性の核を目指すハイアマチュア向けシミュレーションゴルフ事業 税理士法人ＳＥＴＡＣＳ

関東 東京都 新宿区 株式会社モダミカ 5011101023371 ｗｉｔｈコロナモデル－日本初バーチャルシステム導入マシンピラティススタジオ 東京商工会議所

関東 東京都 杉並区 株式会社ＧＲＡＳＳＰＬＯＴ 5011302011704 代表者の関連会社を活用したオセアニアスイーツの製造販売卸／Ｄ２Ｃ事業 昭和信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社三栄 6011101007349 国内最大規模のカスタムカーイベント「東京オートサロン」のリアル／オンラインでの開催に向けた新たなビジネスモデル構築 東京中小企業投資育成株式会社

関東 東京都 港区 株式会社シンクロ 8010701021674 ハンドメイドマーケットプレイス／ＥＣモールの開発事業 株式会社百十四銀行

関東 東京都 品川区 株式会社ＵＮＩＴＥＧＲＡＰＨＩＣＡ 9010601043842 三浦半島の地域活性化およびエンタメ業界の雇用状況改善を目指したアートフォトウェディング事業の立ち上げ 湘南信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ブレイン・コミュニケーションズ 2010001098618 イベントや記念日に著名人からメッセージ動画を受け取れるＳＵＲＰＬＹＳ事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 ジップソリューション株式会社 3011101060912 エステティックサロン等美容関係に特化した人材ビジネス（有料職業紹介事業） 税理士法人ＯＫＪ

関東 東京都 渋谷区 株式会社グッドプレイス 1011001070212 ＡＩチャット定期促進メンタルヘルスオンライン面談及び診療事業 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 Ｄｉｍｐｌｅ株式会社 3010001184391 和とスパイスの融合をコンセプトとした生カレー製造量り売り販売 第一勧業信用組合

関東 東京都 豊島区 株式会社こうしんづか 3013301003717 セントラルキッチンを用いたＥＣ，オンライン販売 税理士法人共生会計

関東 東京都 新宿区 株式会社三信テック 4011101056554 飲食店事業から建設業・厨房機器リサイクル事業への転換 森　憲一郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社バリューキャピタル 4011001119898 黒豚／黒毛和牛生産者連携したテイクアウト／デリバリー　ハンバーガーと食品製造卸Ｄ２Ｃ事業への業種転換 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 板橋区 有限会社あおぞら治療院 9011402018975 介護事業の新サービス！認知症予防特化型デイサービスへの新分野展開 税理士法人しんぼ会計

関東 東京都 台東区 株式会社クレディ 1220001018349 業界初の会員制サービスによる中古ブランド品のオンライン販売 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 世田谷区 Ｅｘｓｔａｎ株式会社 1020001128960 国内労働力不足の解決を支援する外国人ビザ申請管理システム事業 目黒信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社山本海苔店 5010001059336 海苔の魅力を伝える情報発信拠点を兼ねた新店舗オープンとＤＸ化による　ＥＣ・海外市場等への販路拡大 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 渋谷区 ビジュアル・グラフィックス株式会社 2011001065756 映像制作特化型ファイル共有サービス開発による新たな映像環境創造事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｃａｓｏｋｄｏ 2010701023965 ＰＲエージェンシー事業のノウハウを活用した撮影・動画配信スタジオ事業の実施 深坂　祐希

関東 東京都 世田谷区 有限会社アースケイプ 1010702010063 人気の高級旅館を設計したデザイン会社が自社運営する宿泊事業 喜田　佳映里

関東 東京都 文京区 株式会社ＬＯＰＥ 4010001146028 美容業からコインランドリー事業への新分野展開 鈴木　康一郎

関東 東京都 八王子市 株式会社ＭＥＧＷＩＮ　ＴＶ 3011201015147 「ガチャレボリューション」リアルタイム動画配信を紐づけた革新的なオンラインガチャサービス さきがけ税理士法人

関東 東京都 大島町 株式会社大島物産 9010001131149 伊豆大島の観光を復活させるワーケーション 七島信用組合

関東 東京都 目黒区 株式会社ドットライフ 4010701028946 Ｗｅｂ制作事業から、フリーランス・副業者向け教育事業への新分野展開 税理士法人いぶき会計

関東 東京都 葛飾区 有限会社荒井屋矢吹商店 8011802000443 町の酒屋からイートイン可能な惣菜店への事業再構築補助金 司南税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社多言語システム研究所 7010001115153 食材等卸売ネットワークへの基盤ＩＴシステム（招き猫Ｓ）の提供 廣田　正

関東 東京都 台東区 株式会社ときわ 6011801003440 健康寿命の延伸を目的とした中小企業向け健康経営推進給食サービス事業 東京商工会議所

関東 東京都 足立区 株式会社兼長 7011801006979 自社加工場を保有する個人向け店舗型鮮魚店事業 足立成和信用金庫

関東 東京都 多摩市 株式会社成和 5020001126952 休日に家族でＤＩＹ体験、グランピング事業の開始による収益構造の改革 株式会社シャイン総研

関東 東京都 千代田区 雲竜エステート株式会社 5010001212233 動産業者向け物件所有者コンタクト支援ツール 小菅　章太郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＧＥＮＥＩ　ＪＡＰＡＮ 2011001105677 企業版ふるさと納税『ＣＭパッケージ』の受注 原口香絵

関東 東京都 台東区 株式会社コンセプトラボ 3010501040680 「ＰＲＯＪＥＣＴ：ＲＹＯＭＡ」インタラクティブ動画 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 中央区 株式会社氷感 7380001027361 鮮度保持機能付き冷蔵コンテナを活用した野菜保管サービスの提供 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 東京都 江東区 プロテオブリッジ株式会社 8011101082811 自己抗体測定用タンパク質アレイの難病検査への活用 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｌａｎａｋｉｒａ 1011101066952 宮古島プライベートヴィラ（貸別荘）　新築計画 吉川　裕一

関東 東京都 渋谷区 株式会社ａｎｅｍｏｎｅ 2013301031347 多様なサービスが一度に受けられる美容サロン×美容室の協業事業展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 品川区 株式会社和える 5010401092845 伝統工芸品の体感型宿泊事業への業種転換で起死回生！ 京都信用金庫

関東 東京都 港区 ホッペ株式会社 7010701034644 コロナ早期発見＆即対応。オンライン特化型薬局により非対面処方を実現 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 中央区 株式会社ロマンシルク 3010001124587 新たな原材料「冬虫夏草」を用いた新製品の開発と量産化のための製造プロセスの構築 株式会社北國銀行

関東 東京都 港区 株式会社ジール 3010401097697 ポイントを活用した子育て支援プラットフォーム事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 江東区 谷電機工業株式会社 6010601004599 次世代の電子機器に対応した高密度部品搭載実装ラインの構築 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 国立市 ＦＳＸ株式会社 2012401003990 国内化粧品等並びに海外への新市場展開 ロングブラックパートナーズ株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ＣＯＭＦＯＲＴ 5010403011068 企業コンペ募集ポータルサイト「コンペスタジアム」の運営の開発・運営 鈴木一郎

関東 東京都 豊島区 株式会社青柳 7120001175161 「世界の名物日本料理」次世代日本料理メディア事業 郡司　雅之

関東 東京都 千代田区 株式会社ＭｉｎｅＴｒｅｅ 2030001124041 入出荷業務の手入力作業を軽減する倉庫業向けＡＩ－ＯＣＲサービス 税理士法人タドルコ

関東 東京都 渋谷区 株式会社シヤッフル 6011001047008 ＡＩオンライン面談販売によるビンテージアクセサリーのＥＣ販売 表　順一

関東 東京都 渋谷区 株式会社ボイス 4011001070028 冷凍食品を手軽に作成！誰でも使える冷凍コンテナシェアリング事業 園田　嘉生

関東 東京都 千代田区 株式会社富洋 3010001027757 ドローン教習所開設及び農薬散布受託事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 豊島区 ハヤブサ株式会社 4013301040552 大型屋外ＬＥＤデジタルサイネージを活用した地域活性のための広告配信事業 野村　純一

関東 東京都 小金井市 株式会社アゼリア 5012401002750 スーパーソル製造業 多摩信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社グローバルエステート 8011301015488 高齢者が最期まで好きな地域で暮らし続けられる仕組みの提供 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 日本きくらげ株式会社 2010001182520 栄養豊富な独自のきくらげを使った健康を増進する食品加工業 株式会社マイルストーン・コンサルティング・グループ

関東 東京都 港区 えみりーな合同会社 7010403027186 ＬＧＢＴ，ＨＩＶ陽性者等が集えるゲストハウス運営 坪井　亮

関東 東京都 千代田区 株式会社スマートコムラボラトリーズ 8010001179338 医療・介護施設におけるセンシングソリューション 大場　智

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｃｉｅｒｔｏ　Ａｄｖａｎｃｅ 5011001103430 公邸料理人の帰国後のキャリア形成支援　フレンチ（ガストロノミー）ＭＡＴＡの開業 税理士法人イデアコンサルティング

関東 東京都 西多摩郡奥多摩町 株式会社報恩商事 7013101008012 養生現場の環境改善とコストカットに貢献する抗菌消臭マット提供 西川　彰紀

関東 東京都 台東区 合同会社オーカグローバルサポート 9010503004736 スポーツで経済の活性化を促す「スポーツインフラ総合ＷＥＢサービス」のシステム構築 税理士法人オフィス９２１

関東 東京都 福生市 音楽事務所オフィス魂 ふるさと宮崎を音楽で盛り上げる「東京と宮崎を結ぶ」をテーマにしたオンライン楽器レッスンの実施 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 東京都 目黒区 株式会社ｕｍａｒｉ 1013201011739 ライフサイクル体感型ＳＤＧｓ企業研修用事業【ＴｈｅＣａｐｅ】 株式会社中国銀行

関東 東京都 港区 株式会社ライフローラ 9010401132085 ブライダル業から農産物直売所とパン製造販売業で地域活性化事業への転換 株式会社福岡銀行



46 / 137 ページ
事業再構築補助金　第5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

エリア名 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 東京都 中央区 ＷＡＣＬＡＳＳ株式会社 9010401135542 二拠点生活ファミリー層向けの郊外型一棟貸し宿泊事業への挑戦 西田　和倫

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｋ・ＨＯＵＳＥ 5011301017578 ゴルフ場隣接立地に特化したグランピング事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 北区 有限会社ベルーチインターナショナル 9011502005329 オンライン・ライブコマース事業開設計画 中ノ郷信用組合

関東 東京都 中央区 株式会社ＬＩＭＯＮ 4011701017360 ＳＰＡ（製造小売）を目指した、キッチン用品市場への自社ブランド展開 株式会社ＤＡＮ

関東 東京都 品川区 株式会社セカンドアロー 9010701039039 ファーストフード機能を実装した韓国ファミリーレストラン事業への進出 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｔｒｅｅ　ｔｏ　Ｇｒｅｅｎ 9010901032660 木曾の木材を日本中に広める！木工振興拠点の新設事業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 渋谷区 株式会社グリーンルーム 7011001037040 大型野外イベント向けイベント資材のレンタル事業参入で売上回復 清水　謙伍

関東 東京都 小平市 株式会社シティクリーン 1011301020057 現場が多く直行直帰の事業者にピッタリの業務管理ソフト「らくらく社長」の開発 多摩信用金庫

関東 東京都 足立区 株式会社エムケーテクニカル 3011801018904 新工場を建設し、自動搬送複合加工機による二次加工の無人化ラインを構築し住宅設備分野へ参入 株式会社常陽銀行

関東 東京都 杉並区 株式会社もりとも 1011301018778 「コロナに負けずいつまでも心躍る日常を！歩く幸せを取り戻す“歩行訓練特化型”リハビリデイサービス施設　事業計画書」 菊地　正和

関東 東京都 墨田区 エイダイ商工株式会社 7010601031790 建設業界の人材不足問題を解決する技能継承プログラムの開発（研修事業への新分野展開） 株式会社横浜総合マネジメント

関東 東京都 練馬区 有限会社シモーヌ 6011602004910 婦人服小売業から宿泊業への業種転換『西伊豆ゲストハウスの開業』 東京都商工会連合会

関東 東京都 文京区 株式会社ＮｅＯＳ 4010601054828 ＳＥＳ事業からＩＴ教育事業への業態転換 税理士法人Ｖｅｌ

関東 東京都 中央区 有限会社ツーボックス 6010002034270 ツボデリキッチンでフードエンタメ（飲食体験）を提供 嘉陽田　洋平

関東 東京都 豊島区 陽光産業株式会社 5013301025817 「陽光城」ブランドをいかした中華食材のインターネット販売事業 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 町田市 株式会社Ｅｖｏｌｖｉｎｇ 5013301030684 日本人初のアラビア語アパレルブランドの立ち上げ、及び中東文化体験イベント運営 税理士法人フォース

関東 東京都 台東区 Ｘｙｌｏｍａｎｉａ　Ｓｔｕｄｉｏ合同会社 6010503005745 立体音響に対応した音楽レンタルスタジオ事業 飯島　一郎

関東 東京都 文京区 株式会社ルカド 9010001119813 プロ仕様の最高級洋菓子をご自宅で簡単に！「お家でパティシエ」 朝日信用金庫

関東 東京都 渋谷区 データ・サイエンティスト株式会社 6011001067443 コンテンツマーケティングＤＸシステムのネット販売事業 コンパッソ税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社ＦＦ　Ｄｉｎｉｎｇ 5010401127997 ラーメン店から定食屋への事業転換による店舗売上依存からの脱却（店舗売上＋テイクアウト・デリバリー＋物販＋冷凍弁当通販） 八重洲税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ラボラトワール・キリ 4011001062826 エステ事業者向けオンラインスクール及びオーガニック化粧品販売 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 千代田区 株式会社スマートスタート 1011303001807 スポーツエントリープラットフォーム「スポーツポイント」の構築 渡邉　順也

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＢＩＴ 2010901039381 簡易に高いデザイン性を楽しむことが出来る硬化型ジェルネイルシールの製造・販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 株式会社キルウィルスチーム 4010401154051 特許取得中のバガスを活用したしいたけ加工食品販売事業の展開 北村　亮太

関東 東京都 板橋区 株式会社フェリックス 4030001021930 ナレッジワーカー向け「ととのう」空間提供事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 世田谷区 ラムズマークス株式会社 7010901023372 ペットのアトピー肌のケアをする保湿ローション等の開発と販売 株式会社サークル・ウィン

関東 東京都 大田区 株式会社森井製作所 6010801011908 自動車業界依存低減を目指し、工場増設と設備導入で、人材と鋳造技術を活かしたインフラ事業への進出 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 豊島区 コットン・ラボ株式会社 5013301030957 女性向けコットン商材のＤ２Ｃブランド事業への新分野展開 井上大輔

関東 東京都 中央区 株式会社スペースビジョン 5011001065456 パーソナル３Ｄボディデータを活用するヒューマンメトリクス事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ギフトライフ 2010401104685 自社の顧客データ資産を活用した新サービス提供のためのアプリ開発計画 株式会社千葉銀行

関東 東京都 足立区 株式会社福島紙器製作所 4011801011602 高付加価値の紙製お弁当容器による持続可能な社会構築 富永　高朗

関東 東京都 中央区 株式会社アビリエント 2013201010839 オンライン上で学ぶことができる犬のしつけ動画教材の販売事業 株式会社東日本銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｓｅｎｅ－Ｇ 6020001099487 ユネスコ認定のＡＩ学習と見守りを提供する日本初「おうち学童」の展開 西武信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社イーステージ 9013301000964 投げ銭型ＳＮＳオンラインライブ＆ライブコマースプラットフォーム事業 吉岡　晴美

関東 東京都 港区 Ｓｔｅｅｌｓｔｙｌｅ株式会社 7010401130875 すだち成分を活用した健康食品のインターネット販売事業 米津　良治

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＡＱＵＡ 5010901025742 新規ステージ型マルチ用途スタジオ・配信事業計画 松尾　基司

関東 東京都 港区 株式会社ブリッジ 7010401147845 日本のつゆ越境プロジェクト”ＮＩＰＰＯＮ　ＴＯ　Ｕ！＂ 岩井　久典

関東 東京都 足立区 レクシー株式会社 5011801026500 『セルフドッグスパ、トリミング、ペットコインランドリー併設店計画』 税理士法人原会計事務所

関東 東京都 中野区 株式会社フードキーパーズ 4011201012449 とことん九州にこだわった、毎日買える九州食品物産展 荻野　直樹

関東 東京都 新宿区 星和通商株式会社 2010401119345 留学生・外国人を応援する、モバイル通信新ブランド立上げ事業 小松原　史雄

関東 東京都 目黒区 株式会社ＪＬＢＣ 2011001128083 スキルアップと人材交流も可能な貸会議室・コワーキングスペース事業 松山　亮樹

関東 東京都 港区 株式会社シンカ 2010401078013 非対面を促進するＷｅｂ適性検査改修と提供プロセスのＤＸ化 コンピタント税理士法人

関東 東京都 目黒区 リアルティネット株式会社 3011001117507 災害に強いアメリカン・ビーチハウス専門工務店へ業種転換 株式会社千葉銀行

関東 東京都 港区 有限会社燻 7010402004178 食品製造事業へ参画し”燻の味”を全国へお届けします 市田　勝

関東 東京都 中央区 有限会社三洋 3010002050196 環境配慮型ポンプの開発・販売促進による海外化粧品需要取組み 亀有信用金庫

関東 東京都 中央区 シルクリバー株式会社 3010001123432 これまでのブライダル着付け・ヘアメイクのノウハウを活かしたフォトウェディング事業 朝日信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社宏有 1010401009811 フードデリバリー事業への新規展開とワーキングスペースの提供 さわやか信用金庫

関東 東京都 港区 最上電気株式会社 7010401029523 再生可能エネルギー・ＳＤＧｓ関連製品への事業拡大 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ＳＭＩＬＥ　ＨＥＡＲＴ 3180001096067 地域資源を活用し、家族で楽しめる「アウトドア体験×食育」を掛け合わせたフードトラックレストランを開業 株式会社にいがた事業承継サポート室

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＺＩＮＥ 4030001107713 がん罹患後も加入できるがん保険「がん再発保険」 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 杉並区 株式会社サンメレ 8480001008763 日本人の食事摂取基準を充すカラダ作り用冷凍食品のＥＣ販売事業 服部　峻介

関東 東京都 港区 株式会社ａＭｂｅｌｌｉｒ 7010401119729 女性のライフステージに合わせた身体の痛みのトータルケア事業 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 ミクロソフト株式会社 6010501041750 全国の拠点が繋がるｏｎ－ｌｉｎｅ配信サービス事業 東京商工会議所

関東 東京都 杉並区 株式会社エス・ディー・エル 1011301001065 ３Ｄバーチャル空間×リアル空間の提供サービス 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 新宿区 ブルーブルーエジャパン株式会社 4011101045656 インターネットを活用した体験型販売サービスによる業態転換 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 江東区 株式会社Ｔｒａｖｅｌ９８Ｊａｐａｎ 6010601051154 自家栽培と地元素材による飲食事業及びＥＣ・デリバリー展開 東京商工会議所

関東 東京都 港区 南青山リアルエステート株式会社 8010401088502 不動産、建築・設計、あらゆるサービスを通じて日本の広告塔へ 株式会社静岡銀行

関東 東京都 新宿区 ＫＩＧＥＫＩ株式会社 7011101073679 アイドルがプロデュースするコンセプトカフェ／ＣｙＢＡＲＧｕｍ ＳＢＣパートナーズ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＰＯＴＥＴＯ　Ｍｅｄｉａ 6010401135677 行政サービスプラットフォームアプリ「ＰＯＴＯＣＵ」の開発による事業転換 小笠原匡隆

関東 東京都 杉並区 ＫＰｓｔｕｄｉｏ 『赤ちゃんからお年寄りまで、三世代ファミリーでも楽しめる宿泊施設』に於けるグランピング事業 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 ココロコメ株式会社 2010001166044 コロナ禍で往来が規制されている在日中国人や中華物産愛好者のための中華物産ＥＣ事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 千代田区 Ｇ・Ｏ・Ｇ株式会社 3010001076119 スマホ修理店／ｉＣｒａｃｋｅｄ　ｓｔｏｒｅ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社ウフル 7010401095879 建物中央監視システムと各種センサ情報を統合したメンテナンス業務支援サービス 税理士法人虎ノ門会計

関東 東京都 目黒区 株式会社ＩＣＴ 1030001129355 光学式光学式モーションキャプチャ技術による、３D映像制作ができるスタジオ化 広部岳彦

関東 東京都 港区 株式会社ローラーズ 5010401121752 湘南の新スタジオで行う収録→配信のワンストップサービス事業 河村　泰隆

関東 東京都 渋谷区 株式会社シーシーティー・ジャパン 8040001076937 海の豊かさを守ろう「タツノオトシゴ　プロジェクト」 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 世田谷区 有限会社ビジュアルアンドエコー・ジャパン 8011002033806 山梨活性化およびリアルとオンラインの相乗効果を狙う小売事業 税理士法人りんく

関東 東京都 千代田区 株式会社ビー・シー・エル 8010001129029 ＩＴ事業者が、リゾート宿泊型コワーキングスペースに挑戦 城南信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社オフセット岩村 7011401001257 高密度ポリエチレン繊維不織布を使った防災用品などの新分野展開 文化産業信用組合

関東 東京都 中央区 株式会社Ｆａｃｉｌｉｔｙ　Ｔｒｕｓｔ 5010001194645 コンセプトカフェの新展開による経営軸の強化 楡井　宏志

関東 東京都 千代田区 株式会社アムコーポレーション 3010001183121 フリーランスを支援！スタジオ型シェアサロン＆治療家マッチング 税理士法人アーク＆パートナーズ
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関東 東京都 港区 株式会社パンドミー 2010702011135 「特定有人国境離島地域　雇用機会拡充事業」に寄与する、すし専門店への事業転換 株式会社東京スター銀行

関東 東京都 北区 株式会社中村印刷所 1011502004395 世界初の水平開き技術とＩｏＴを使用した出版製本事業 文化産業信用組合

関東 東京都 品川区 株式会社トーテツ 3010701006829 里山でつむぎだすグリーンインフラストラクチャー　　　～持続可能資源活用で創り出すオリジナルサービスと地域資源～ 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ナチュラルリビング株式会社 6012301011248 空き家を有効活用したベーカリーカフェ事業による地方創生 株式会社クイック・ワーカー

関東 東京都 江戸川区 株式会社アドヴァンスメント・パートナーズ 8011701014263 日本で初めてのｅスポーツに特化したリゾートヴィラの建設・運営への新分野展開 表　順一

関東 東京都 昭島市 株式会社紀之国屋のぐるめ 9012801018608 いちご狩り観光農園の開園といちごを使ったスイーツ（ジェラート等）の店舗販売 税理士法人熊代事務所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ギャフ 2011001064270 孤立化した美容師同士を繋ぐ「クラウド型業務管理システム」の開発で美容師の美容師個人の生産性を高める 税理士法人和

関東 東京都 目黒区 株式会社宮川製作所 1013201005740 ＲＦＩＤを活用した物流業務の生産性向上と働き方改革のサービス事業化 曽我　太郎

関東 東京都 武蔵野市 アーツアンドクラフツ株式会社 3012401020614 ＤＸのチカラで日本発のオーダーメイドファッションジュエリーを海外へ 多摩信用金庫

関東 東京都 墨田区 ＺＩＰ株式会社 2010601036968 合宿型ＡＩエンジニア６ヵ月養成スクール 税理士法人グランサーズ

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社メディケアー 1020001010664 ヘルス・メディカルチェック機器「長期サブスクレンタル」創設新事業 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ＭＡＲＵＫＩ 1021001053892 リフォーム業界初となるＡＩ機能搭載の自動見積書作成システム開発事業 株式会社キクチカラ

関東 神奈川県 横浜市都筑区 有限会社パルトレーディング 1020002061608 御代田の風を感じる、こだわりの団子とコロナ対応田園カフェ 前田　由美子

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社田所製作所 1021001013062 ＡＩ搭載画像判別センサ導入による医療関連機器市場への参入 イマジネーション・ヴィレッジ株式会社

関東 神奈川県 相模原市中央区 ＳＨＡＫＡＳＩＧＮ株式会社 9010101012934 居酒屋からハレの日ニーズに対応した鮨店への事業転換 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 川崎市高津区 美健ＬＡＢＯ．Ｋ－Ｓｔｙｌｅ 整体院からアイウェーブを活用したアイストレッチ事業への新分野展開 税理士法人及川会計事務所

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ライフメディア 2021001043174 「世界に一つだけの車いす」をネット販売するアップサイクル事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 有限会社ヤマミ工芸 1021002034413 機械装置のノウハウを活かした部品加工業から産業機械メーカーへの進化 相愛信用組合

関東 神奈川県 横浜市緑区 株式会社中村眼鏡店 8020001002309 眼精疲労を軽減させるテレワーク専用眼鏡を開発し販売する 糟谷光志

関東 神奈川県 川崎市高津区 有限会社多摩川 7020002089602 コロナ禍でも安心安全で楽しい劇場型焼肉ホルモン酒場の開店 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 スガヤメタル株式会社 2020001069535 非鉄金属リサイクル事業の高付加価値化と海外進出の取組み 原田　総介

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社アンジュ 7020001127627 建替え推進を後押しする不動産テックへの新規参入 よつば税理士法人

関東 神奈川県 横浜市青葉区 壺中天 ２階フロア一部菓子製造室新設事業 嶋岡　正和

関東 神奈川県 横浜市泉区 株式会社クドウホームズ 6020001103661 デジタル／デザインで実現する顧客第一・小回りの利く総合建築業へ 上薗　朗

関東 神奈川県 横浜市旭区 早川木材株式会社 7020001005502 オリジナルの建材・建具の製造販売事業 株式会社ＩＰＪ

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社アセゾネ 4020001102657 習い放題・定額制の地域密着型インドアゴルフスクールの運営 銀座スフィア税理士法人

関東 神奈川県 横浜市青葉区 マザーズブランド株式会社 9020001085294 オーガニック食品のお届けサービスと新しいコミュニティ事業 瑛智税理士法人

関東 神奈川県 横浜市青葉区 有限会社マザールーシー 5020002015312 新たな販路を開拓し、横浜から“日本一のアメリカ”を発信する 坪井　亮

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ダイムラー・コーポレーション 6020001093168 不動産投資クラウドファンディングシステム事業 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 平塚市 半田屋技研 木製リール加工カスタムサービス 平塚商工会議所

関東 神奈川県 足柄下郡真鶴町 有限会社石勝 2021002049749 小田原市における永代供養墓普及事業‐誰でも気軽に「お墓」を持てる社会の実現へ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 平塚市 Ｋｉｍｕｒａ　Ｍｕｓｉｃ　Ｓｔｕｄｉｏ オンラインレッスンを活用したゼロリスク音楽レッスンの構築 平塚商工会議所

関東 神奈川県 横浜市南区 エイドテクニックス株式会社 5020001128180 ＤＸを活用した寿司職人キャリア支援事業 木村　祐司

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 有限会社原不動産 8021002011876 放課後等デイサービス事業への新規参入 湘南信用金庫

関東 神奈川県 鎌倉市 有限会社ケイシー・トレード 4021002017150 地域密着型情報プラットホーム「まいぷれ藤沢」の構築・運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 大和市 有限会社中丸商店 3021002041903 アメリカンなキッチンカーでロスの名物ホットドッグを提供する取り組み 大和商工会議所

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社ラポール 6021001051719 オンラインを活用してインナービューティー事業へ進出する計画 小林　政則

関東 神奈川県 逗子市 株式会社クラフティ 4021001066405 神奈川２位のラーメン店継承とオンライン販売での新市場への進出 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市旭区 エム・トライブ株式会社 2011001120949 ＥＣ販売活用による地域情報紙及び地域特選品の自社商品の製作・販売 瀬戸　正人

関東 神奈川県 横須賀市 エヌアール企画 サイディング材処理のノウハウを活かして、産業廃棄物収集運搬業に進出 中井　一

関東 神奈川県 川崎市麻生区 株式会社エヴァクリエイト 9010402019166 はり・きゅう治療院の開業とＷＥＢを併用した健康教室の運営 川崎商工会議所

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社ＭＡＣ 4020001117481 清掃業からテイクアウト・デリバリーに強い韓国料理店への業種転換 税理士法人横浜総合事務所

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社ＳＯＵＮＥ 4011301027388 ＩＴに特化したコミュニティサービスｉｎコワーキングスペース 多摩信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港南区 有限会社タキオ・アートスタジオ 8020002030564 コロナ禍で増加している東京郊外の新築住宅の産業廃棄物収集運搬市場への参入 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 Ｅ．ルイス株式会社 7020001104799 『冷凍餃子２４時間無人販売』非接触型・地方創生・地域活性化に向けた取組み。 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社ＢＥＡＭＩＮＧ 3020001111114 既存事業の不振による自社主催ライブの運営への業態転換 行政書士法人ＩＮＱ

関東 神奈川県 海老名市 株式会社ＨＵＥＮ 1021001049156 焼肉フランチャイズ店からステーキ店への新分野展開に取り組む 税理士法人横浜総合事務所

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 リシェスホールディングス株式会社 5020001091081 不動産投資向け事業から、実需（マイホーム等）事業への転換 株式会社中小企業経営支援センター

関東 神奈川県 横浜市青葉区 高谷精密工業株式会社 8020001059266 樹脂加工に対応したマシニングセンター導入による複雑加工の実現と内製化部品の提供 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市多摩区 いしはら鍼灸整骨院 地域密着のクラフトビール醸造～併設するタップルームでの提供およびＥＣサイトによる販売展開 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社スプートニク 8020001122981 コンシェルジュ型店舗による、新たなアウトドアアパレルブランドの提案 柏崎　裕介

関東 神奈川県 川崎市宮前区 そばのかごや 居酒屋が挑む食材の有効活用による手作り「犬ごはん」販売事業 宮田　大

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社藩次郎 8020001132345 『食』と『施術』により地域の健康を守る整体サロンの開業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 ＫＯＭＯＲＥＢＩ　ｐｌａｎｎｉｎｇ　２級建築士事務所 自分のおうちで植林しよう・ＧＲＥＥＮ　Ｌｏｏｐ　プロジェクト 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 横浜市青葉区 有限会社ＭＡＢＵ 7020002077251 日本酒・発酵料理セミナーのオンライン化とコミュニティ構築事業 大谷　周平

関東 神奈川県 藤沢市 トラットリア　ピッコロ　ツィーオ 地域事業者の活躍の場を提供するレンタルルームの構築 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 相模原市緑区 ＹＡＳＳカレー 通信販売でオリジナルカレーとオリジナルクラフトビールを全国のお客様にお届け！ 町田商工会議所

関東 神奈川県 川崎市幸区 有限会社カリタ 1020002080681 調剤薬局が展開する「健康と暮らしの安全」を支えるおにぎり店 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 神奈川県 大和市 株式会社シンフォニーステーション 9021001053258 高品質かつ環境配慮で需要高まる自動車水性塗装事業へ転換 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 鎌倉市 有限会社レインフォーレスト 7021002016595 鎌倉・三浦の素材にこだわる！飲食業から食品製造業への業種転換 齊藤　肇

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社フラップ 1020001082167 ポストコロナを見据えた訪問・オンライントレーニングへの転換 城南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社リエゾン 8020001087267 動画の活用による生産者の顔が見える北海道物産の販売事業 東京中央経営株式会社

関東 神奈川県 横浜市泉区 株式会社ＴＡＫＥＦＵＪＩ 5020001119089 ドライバー業務効率化・経理自動化アプリによる事業再構築 カタチクリエイト株式会社

関東 神奈川県 横浜市中区 ＡＮＡＬＯＧ株式会社 5020001130632 隠岐の無垢材で木製品とアロマオイル製作で島の雇用と森林を守る 税理士法人あすなろ

関東 神奈川県 横浜市港北区 有限会社吉濵 1020002036519 会議室、Ｗｅｂ配信など多機能に利用が出来るファンクショナルルーム事業 城南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市幸区 有限会社武隈酒店 5020002081461 希少銘柄の地酒をワンコインで提供する“飲み物教室”の開業と新市場開拓 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 1020001125586 高級焼き鳥店をオープンし、昼間のテイクアウトを展開する カタチクリエイト株式会社

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社シンキ 7020001092284 アフターコロナ時代に「ヘルシーな竹蒸し料理」の新規開店事業 税理士法人ＡＢＣＪ

関東 神奈川県 川崎市宮前区 有限会社エターナル 9020002104169 家系ラーメン店によるヘアカラー・脱毛専門店の新規展開 柴田　宏之

関東 神奈川県 横浜市西区 加藤甫写真事務所 ロケ専門カメラマンのスタジオ運営とトータル写真デザインサービスの構築 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 横浜市中区 ネクセルインターナショナル株式会社 7020001108395 電気自動車専用ワイヤレス充電機器の開発・製造・販売事業 横浜商工会議所
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関東 神奈川県 横浜市泉区 株式会社三和 5020001113793 和食料理人がつくる寿司と宅配サービスによる事業再構築 アアル株式会社

関東 神奈川県 川崎市宮前区 平間工業有限会社 6020002084777 左官業で培ったノウハウを活かした空き家管理業・オンライン販売業への進出 鈴木　聡

関東 神奈川県 座間市 興栄商事有限会社 3021002043494 コロナ禍で生じた需要を取り込む冷凍ラーメン無人販売への進出 加藤　敦子

関東 神奈川県 平塚市 ブラッスリー　パーレイ 居酒屋から昼主体の寿司業態への展開を図る 株式会社イクルスマネジメント

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社Ｚｅｎ 1020001121379 共に暮らした「家族」を思う気持ちに寄り添うペット火葬サービス事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 コスモバンク株式会社 7021001065362 シミュレーターを活用した２４時間営業インドアゴルフ店舗の展開 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 横須賀市 海 福祉車両専門レンタカー事業への参入 三浦商工会議所

関東 神奈川県 鎌倉市 あさひな 新たな蒲鉾商材をキッチンカーで販売することによる事業再構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 ソラ　アンナ 新たにチーズケーキ製造販売事業に参入、テイクアウト販売 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Ｎ　ａｎｄ　Ｒ　Ｆｏｌｄｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ 1020003007808 カスタマイズされた折りたたみ式マルシェ用什器の受注生産販売 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 佐藤行政書士事務所 士業向けの顧客管理システムとモバイルアプリの提供 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｈ・Ａ・Ｇ 4020001113464 本牧バーガーと一般酒類小売業免許取得によるお酒のデリバリー 株式会社ステラコンサルティング

関東 神奈川県 横浜市港南区 キラリ国際合同会社 1020003012931 せりぎん音楽スタジオ運営事業への進出による事業構造の分散 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 鎌倉市 墨庵 鎌倉古民家と露地で、日本の伝統文化や作法の体験サービス提供 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 横浜市瀬谷区 クー デリバリー専門の飲食店ＴＧＡＬデリバリー横浜三ツ沢店の開業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 平塚市 株式会社ＪＡＰＡＮ　ＩＭＥＸ 7021001039093 着物の原型利用・リメイク利用によるソーシャルグッドの実現 株式会社イクルスマネジメント

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ミュウコーポレーション 9010801020690 イベント・タレント管理会社が開く山本　美憂プロデュースカフェ かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社エス・イー・ワークス 2020001033458 貸しスタジオによるデザイン空間提供への新分野展開 川崎信用金庫

関東 神奈川県 三浦市 合同会社三浦ＢＡＳＥ 9021003006040 自然体験ツアーの新分野展開として新たなプログラムの構築 髙梨　喜裕

関東 神奈川県 横浜市中区 ＡＬＴＡＩＲ株式会社 4020001095752 レストランから小売り型レストランへ 今田　正紀

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社光ベーク工業所 5020001006683 樹脂加工の試作から量産の一貫生産体制で事業継続基盤を確立する 山口　良明

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社加納食堂 9021001046823 ウィズコロナ時代における冷凍自動販売機を利用した再構築戦略 楡井　宏志

関東 神奈川県 横浜市都筑区 大山製作所 オリジナルプレートを製造・販売し、ＢｔｏＣビジネスに進出する 芝信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 インピロエンディ株式会社 3020001133942 ラグビーのリーグワンのチームのキッチンカーでクレープ等の販売 税理士法人横浜総合事務所

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 有限会社ケイズコーポレーション 5021002010749 大衆居酒屋によるワンコイン海鮮丼テイクアウトサービス 税理士法人あおば

関東 神奈川県 川崎市中原区 ディアファクトリー 活版伝統工芸印刷を施した紙製品・手漉き紙の製造・販売業 佐藤淳

関東 神奈川県 横浜市都筑区 有限会社ひまわり 7020002062906 人生１００年！変化する高齢者意識と社会の要請に応える新規事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ＭＦインターナショナル 5020001093103 コロナ禍で顧客離れが進む居酒屋から日式焼肉店への業態転換 尾亦　周平

関東 神奈川県 大和市 有限会社ディーエムシーサービス 8021002041700 新たに特殊車両の販売から整備までを一貫体制で行う再構築事業 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 神奈川県 藤沢市 青山　雄樹 健康志向の顧客ニーズに合わせた新しい栄養健康食品のオンライン販売事業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社エス・オー・エル・プラス 4020002105122 プライベート空間を提供する非接触型グランピング施設の運営 河村裕司

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ＭＥＭＯテクノス 8021001016868 メンテナンスと用途開発によるサービスロボット市場への新分野展開 相模原商工会議所

関東 神奈川県 相模原市中央区 一友ビルドテック株式会社 9021001015522 外壁塗装会社のｗｉｔｈコロナ対応リフォーム事業 平塚信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 Ｍａｓｔｅｒｍｉｎｄ．株式会社 5021001055290 燻製調理した食材の製造販売事業への参入 内山隆一

関東 神奈川県 横浜市磯子区 ウエノクリーニング株式会社 3020001037945 ライフスタイルの変化に対応した大型・特殊クリーニングの提供 潮田　和美

関東 神奈川県 相模原市中央区 ＮＰＯ法人チームさがみはらプラス 8021005008705 プロサッカーコーチの指導を地域から世界へ 株式会社Ｒコンサル

関東 神奈川県 横浜市中区 岩井開発株式会社 3020001091967 業界初！自分で簡単に組立て可能なオリジナルブランドの小屋の開発及びミニキャンプ場の運営事業 合同会社セールス・トータルサポーターズ

関東 神奈川県 横浜市緑区 株式会社Ｖａｎｃｒｅａｔｉｖｅ 6010001143857 ６次産業化への参入を踏まえた首都圏への飲食旗艦店の開業 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社イッチコーポレーション 9020001057608 宮崎ギョウザ製造直売所 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 富士交流有限会社 3020002044833 中国伝統芸能の興行企画と文化交流ホール運営事業 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 株式会社中村屋 9021001032204 自然災害に見舞われる箱根、美容・健康志向の菓子製造販売で再起を図る 株式会社コンサラート

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社Ｋ・Ｓ・Ｋ 8020001130860 整体院、健康器具販売からリラクゼーションマッサージへの業種転換 税理士法人横浜総合事務所

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社ＣＲＡＮＥ 2020001132557 居酒屋経営から無人貸しスタジオとダンスレッスン業への新事業展開 堀江　克

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社アクシス 7020001046760 好立地・既存ブランド認知度を生かした質営業を新事業展開 横浜商工会議所

関東 神奈川県 川崎市中原区 ｉＮＵＯＶＥ株式会社 2020001124819 無人フォトスタジオ・ケータリング開始による事業再構築の取組 森　健輔

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 共恵１丁目バルオッジ エンタメパン屋で茅ケ崎を元気で楽しい街にする 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 ソアラ株式会社 1020001109993 クライアントの観葉植物オリジナルブランド構築・販売支援事業 城南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市幸区 有限会社ＤＥＥＤ 7020002104311 急速冷凍技術を活用！日持ちする高級食パンのサブスクリプションサービスで業態転換 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 厚木市 株式会社厚木工業 3021001058097 既存構築物のアンカーコアからテストピース採取、その他のサービス 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 カンタム・ウシカタ株式会社 3010801002612 ロボットを活用したヘルスケア業務用の新製品開発による新分野展開 株式会社翼コンサルティング

関東 神奈川県 横浜市都筑区 ニューライフネクサス 元プロ野球投手による小中学生向け少人数野球教室への挑戦 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 パスタ居酒屋とらうさぎ スグスパ製造販売事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 合同会社前原茅ヶ崎販売所 6021003006902 高級傘　ＥＣ　から税理士向けアプリ販売への業種転換 織井　智子

関東 神奈川県 厚木市 株式会社二階堂 2021001049568 自慢の揚げたてアジフライを気軽にご購入頂けるキッチンカー販売 税理士法人及川会計事務所

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社Ｍａｎｄａｌｉ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 1020001097248 デリバリー事業の拡充による販路開拓とジビエ料理店への事業転換 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市青葉区 ＡｓｉａＨｏｍｅ株式会社 8020001109145 コワーキングスペース運営事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 平塚市 ライフリテラシー ボードゲームからオンラインゲームへ～ＤＸ時代の教育現場に届ける「デジタル教材」開発 平塚商工会議所

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社ＳＩＲ 9020001130249 空き家問題を解決する人材を育てるリペアスクール事業 漆間　聡子

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 ステッチ株式会社 4021001063600 自社音楽作品の企画制作と販売、音楽家向けアトリエ新設による事業再構築 湘南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市麻生区 一般社団法人日本ハッピーエンディング協会 6020005012339 ｗｅｂ版Ｈａｐｐｙ　Ｅｎｄｉｎｇ　カードプロジェクト 税理士法人ＵＡＰ

関東 神奈川県 川崎市高津区 クラスアクト　クリエイション 自治体を対象としたミュージカルワークショップ事業 公益財団法人川崎市産業振興財団

関東 神奈川県 川崎市高津区 安藤直見建築事務所 古民家の再生による都市型ワーケーションの場として民泊 吉野　満

関東 神奈川県 鎌倉市 高橋マート 純米酒、自然派ワイン、クラフトビールなどの飲食サービスの展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ふらんすやま 6020001100155 パティシエの焼く『ちょっと特別なパン』の製造・販売による新事業展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社吉みらい企画 9020001134431 多目的マルチスペースカー活用したヘアセット・テレワーク事業 公益財団法人川崎市産業振興財団

関東 神奈川県 横浜市中区 一般社団法人びじっと・離婚と子ども問題支援センター 7020005011802 面会交流団体の運営支援・立ち上げ支援事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 花珠 小料理店からドックカフェへの業態転換としての古都鎌倉店舗開設 岡野　哲也

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社パパカンパニー 4020001102830 子ども向け体験教室の定期開催 馬車道税理士法人

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社ユニーク工務店・リレーションシップ 5021001065414 暮らしを楽しむための短期賃貸住居の改修工事計画 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 足柄下郡真鶴町 株式会社オレンジフローラル 1021001035081 真鶴の「地域を味わう！自然体験型アンテナショップ」新分野展開 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社クレア 2020001112443 移動式フィッティングカーを利用したフォトウエディング 株式会社神奈川銀行
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関東 神奈川県 横須賀市 やきとり竜馬におまかせ お弁当も竜馬におまかせ☆海援隊Ｈｏｕｓｅ開店計画 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 川崎市中原区 ムールドラムス 電子楽器を導入しデジタル化した小学生向けレッスンとオンラインレッスン事業化 川崎商工会議所

関東 神奈川県 鎌倉市 合同会社Ｓｏｕｎｄ　ｍｏｖｅ 7021003008699 同時通訳プランの開設による新分野展開計画 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社プライベート・サーヴィス 9020001142491 有名ソムリエ監修　ワインのオンライン販売とＪリーグ試合会場でのワインメインのキッチンカー事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社スパイス 1010601033891 菓子製造許可取得に向けた新設備導入による事業の多角化－外食から中食・食物販への転換－ 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市緑区 株式会社サニタ 6020001002145 治療事業から健康増進事業へ総合ヘルスケアサービス施設を展開 岩澤　信吾

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社ベーシック 8020001119251 ポストコロナ時代の食を明るくする、安心・安全なシュラスコ・レストランによる新分野展開 柴田　宏之

関東 神奈川県 平塚市 株式会社吉川商事 1021001036377 住宅リフォーム工事業に参入する為の体験型ショールームへの改装 中南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 有限会社ヘアーコレクションフルール 7020002084842 ヘッドスパ導入による新分野展開 川崎商工会議所

関東 神奈川県 横須賀市 有限会社ビッグママサービス 3021002070613 移動販売車による新たな市場の開拓と業務オペレーションの構築 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 ノースプレインファーム緑園株式会社 5020001061464 「テイクアウト事業×地域貢献コンテンツ」の新店舗づくり 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 フクダオートモーティブ株式会社 6020001120806 キャンピングカー用架装新規製作とＢｔｏＣ市場参入への挑戦 一般社団法人神奈川中小企業診断士会

関東 神奈川県 三浦市 有限会社くろば亭 2021002071447 地元名物料理店によるマグロの未利用部位を活用した中食進出事業 三浦商工会議所

関東 神奈川県 横浜市中区 日経管財株式会社 1020001097272 シニア層向け「相談先がわからない」を解決ちぇるる 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 神奈川県 南足柄市 株式会社足柄観光バス 4021001045193 ペットの葬儀式及び移動火葬車による火葬事業計画 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ｃｌｉｖｉａ　ｎｏｂｉｌｉｓ 1010001159040 プラごみゼロ！ココナッツヴィーガンフードのテイクアウト専門店への挑戦 横浜商工会議所

関東 神奈川県 藤沢市 合同会社ＯＴＤ 2021003006360 飲食店のメニュー開発力を活かした手軽にできるグランピング事業 アアル株式会社

関東 神奈川県 三浦市 株式会社高梨農園 2021001043579 ディップソースの開発とギフト市場の開拓 三浦商工会議所

関東 神奈川県 大和市 株式会社ＷＡＬＮＵＴ＆ＣＯ． 9021001063546 直接店舗で作った冷凍ラーメンのオンライン販売事業 手塚　大雄

関東 神奈川県 小田原市 広瀬読影室 健診読影のテレワーク化とｅ－ラーニングによる読影範囲の拡大 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社フジプロテック 6020001009248 バーチャルシミュレーションの活用による精密板金加工の新たな展開 松永　敏明

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ベリンダ 3020001127283 完全非対面による貸切りサウナ事業の立ち上げ 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社実空 9020001107635 冷凍冷蔵惣菜製造・配送サービス業 柿本　耕市郎

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社横浜三矢商事 3020002077643 デジタル技術を活かした障害児支援及び放課後等デイサービスへの挑戦 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社フードリム 8020001074174 精肉小売店への新分野展開による事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 神奈川県 鎌倉市 合同会社アースボイスプロジェクト 2500003000647 映像製作スタジオとオンライン配信システム構築を通して新たな学習市場の創出 合同会社エドエックス・ラボ

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社ＰＡＳＳＩＯＮ’Ｚ 6010401133037 人気リゾート地一番の優雅で高級感溢れるレストランウエディング 株式会社企業参謀

関東 神奈川県 横浜市港北区 ウェック 地方都市福岡でトップクラスの技術とリラクゼーションを兼ね備えたハイブリッドなサブスクリプション型美容院の展開 昭和信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 トキリノ 新規顧客取得のためのショールームの開設 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 藤沢市 炭火焼ハルキヤ 自宅でお店の味を体験！フレンチテイストをプラスした炭火焼料理のオンライン販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社Ｇｒｕｎｍｅａｌ 9020001107593 自社マイクロブルワリーの新設によるクラフトビールの製造・小売業への進出 浅葉　糸保

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社新倉技研 4021001044014 ＦＲＰ・天然素材屋根材を使用した防音・断熱・耐震向上でＳＤＧｓ社会貢献事業 ＴＦＳ国際税理士法人

関東 神奈川県 高座郡寒川町 有限会社根本製作所 8021002009796 超大型真空容器の製作に挑戦し次世代蓄電システムの実用化に寄与する。 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社メディア新日中 9010401045799 ＡＩ自動翻訳事業計画 横浜商工会議所

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 サンノー技研有限会社 3021002034064 半導体製造装置・洋上風力発電業界参入による事業再構築 相愛信用組合

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社共和工業 3020001067653 設備導入と自社技術開発による医療機器部品への新分野展開事業 一瀬　章

関東 神奈川県 横浜市泉区 エムワイホーム株式会社 3020001133406 最新鋭シミュレーター完備のカフェバー併設型シミュレーションゴルフ店の展開 野竿　健悟

関東 神奈川県 平塚市 有限会社三松工機 3021002059887 高精度の切削加工技術をもった当社が医薬品製造機器市場に新規参入 平塚信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社エンジ 7020001108569 先端ＩＴ技術を活用した次世代アートラッピングカー事業 計良　忠一

関東 神奈川県 厚木市 株式会社ベネクス 4021001024544 神経伝達物質の刺激を行うことで疲労回復を促すリカバリーサプリメントの開発・製造・販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 相模原市中央区 有限会社友和工房 3021002025212 デモンストレーションセンター構築を含む業界特化のＩＴコンサル事業の新分野進出 西武信用金庫

関東 神奈川県 大和市 有限会社プレイスケープ 6021002049695 『アートガーデンクリエイター養成スクール』の開講 大和商工会議所

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社ＧｅｎＡｈｅａｄ　Ｂｉｏ 2021001064088 研究支援技術サービス業を基盤にした創薬事業への新分野展開 湘南信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社エムズハウジング 4021001050466 知的障がい者向けグループホームの運営で社会貢献と安定経営を実現 大竹　寛征

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社佳雅 6020001024866 ストール・スカーフ製造で磨いた伝統的技術とヘルスケア商品の融合 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ラッシュ 1021001059089 霊園併設型ペット葬祭業で地域特性を活かした新ビジネスの創出 宮田　浩充

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ＭＫ　ＧＡＲＡＧＥ 1020001098477 すべてのお客様に本物のカーディテ―リングを提供する 税理士法人及川会計事務所

関東 神奈川県 横浜市西区 三上船舶工業株式会社 7020001016086 船舶塗装技術で培った競争力を道路補修事業に横展開し、造船事業一本足からの脱却を図る。 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 株式会社桜建築事務所 8021001020770 宿泊とシェアスペース機能を備えた新チャネル「ＳＡＲＡ　ＧＡＲＤＥＮ　ａｉｋａｗａ」の開設 東京中央経営株式会社

関東 神奈川県 横浜市旭区 有限会社前田自動車商会 5020002022457 レンタカーとカーシェアリングを融合したハイブリッド事業の展開 株式会社ザイプラ

関東 神奈川県 座間市 株式会社小倉自動車 7021001029029 神奈川県央エリア初の全メーカー対応エーミング作業への進出 株式会社エフアンドエム

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｍａｒｓ 2020001135436 地元密着の洋菓子店の味の継承及び新商品開発・販路開拓の展開 レンタルＥＣ株式会社

関東 神奈川県 横浜市港北区 有限会社ＴＲＩＮＩＴＹ 4020002073039 最新シミュレーションゴルフと飛距離アップの独自サービスでニッチトップ 德田　進

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社フアクト 7020001024345 ソフトウェア販売ノウハウを活用した部品設計自動化クラウドサービス構築展開事業 米森　達也

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社ハルツ 1020001029993 最新３ＤＣＡＤ／ＣＡＭとデジタルツールによる業務拡大と自社製品の製造販売による事業再構築事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 足柄上郡山北町 株式会社トヤマ 6021001026480 放射光分野で培った一品モノ製作の精密加工技術・計測評価技術を活かした核融合・分析科学・医療など新分野への開発・事業化展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 大竹鋼材株式会社 1020001016868 大手企業の品質基準を満たす高品質ステンレス部材の供給で新分野を開拓 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 厚木市 有限会社テオリア 5021002036942 バスケットコートを建設し、スクール事業とレンタル事業を展開 厚木商工会議所

関東 神奈川県 横浜市港北区 深澤　真理 家具販売からネット通販によるインテリア雑貨販売へ転換 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市港北区 ストアネット株式会社 2020001041733 公共事業からの脱皮計画　「高速道路で工事事業者をもらい事故から守る特殊カメラシステムを開発する安全対策事業」 横浜信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 株式会社Ｊ　ｉｓｍ 1020001115562 ＳＤＧｓに貢献する既存住宅買取再生再販事業参入による事業再構築 平塚信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社アクト・ノード 4020001134428 一次産業向けＩｏＴセンサー／ＡＩカメラのデバイス販売 湘南信用金庫

関東 神奈川県 南足柄市 南開工業株式会社 3021001033892 複写機消耗品リユース・リサイクルノウハウを活用したウォーターサーバーリファービッシュ事業への新展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 ルアナ株式会社 9020001134167 ＡＩを活用したゴルフ及び総合健康増進施設事業 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 横浜市緑区 株式会社ラウンドパワー 6020001037265 先端金属加工機等販売から、製造業を支える金型製造への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 横須賀市 エージェントエムエム 代表の経験を活かしたシニアドッグウェア開発とシニアドッグケアサロンへの進出 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 バイオフィリア研究所有限会社 2021002001486 創動運動実施技術を利用した医療器具の開発及び商品化 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 相模原市緑区 有限会社大槻鈑金工業所 8021002018681 ファイバーレーザの導入による半導体製造装置用部品への新分野展開 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ファインスティールエンジニアリング 6020001021624 中空軽量化技術を活用した中空ドライバー等の製造計画 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＲＥＧＵＬＵＳ　ＪＡＰＡＮ 8020003011563 最新のデジタル運営体制のシェアドッグラン＆シェアキッチンサービス出店事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市港北区 ビーサイズ株式会社 4021001046274 認知症やＭＣＩの方々に安心を届ける、新たな高齢者見守りデバイスの開発事業 合同会社Ｇ＆Ｎ
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関東 神奈川県 川崎市川崎区 有限会社梶川設備 7020002102505 社員の経験と地域のニーズを捉えたパティスリー＆カフェ事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 伊勢原市 株式会社ライブナー 6021001047072 老舗日本料理店のカフェ＆スイーツ事業への参入 石川　明生

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社清水原コーポレーション 9021001016660 脱炭素社会を目指す新たなエネルギー政策に資する「洋上風力発電機向けコア部品」への新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 横須賀市 有限会社ビック・サークル 1021002069806 収益性悪化事業からの脱却を目指す「事業転換」の取組み かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 三晃電設コンストラクシヨン株式会社 9020001046197 電気工事業が中高年向けにＩＴを活用したインドアゴルフジムを開業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社湘武テクニカ 1021001056680 ロボットの導入で半導体関連等ハイテク金属パーツの生産を新規展開 白田　浩幹

関東 神奈川県 厚木市 有限会社ウイール・トラック 5021002030854 コインランドリーとコンビニエンスストアを組み合わせた集荷型クリーニングサービスの実現 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社フィフティークラブ 5020001101600 地域高齢者の健康改善に貢献する介護予防型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 神奈川県 厚木市 株式会社沼省 1021001020315 キャンプ・レジャー用タンブラー等のデザイン、量産体制の構築・商品の製造販売 平塚信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社ビルドトラスト 3021001062891 自社製材による持続的な木造建売デザイン住宅の建築販売事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 葉山工業有限会社 8020002089931 高反射材の量産加工技術の高度化で挑むＥＶ自動車市場への新分野展開 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＯＷＬ－ＴＹ 8020001131751 バイクカスタム多面的ポータルサイト運営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 神奈川県 横浜市港北区 天源国際株式会社 4020001058503 中華料理店経営から強みを活かした食品製造業への業種転換 城南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 ロジウィルグローバルサプライ株式会社 9120001207796 中国人ＫＯＬを起用した安全・安価なライブコマース事業への転換 税理士法人齊藤会計事務所

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社ジョイメイクス 3020001134288 美容のプロが完全個室型サウナ付ヘッドスパで究極の癒しを提供 株式会社ＶＵＩＬＤ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

関東 神奈川県 横浜市港南区 有限会社ミヤジマトラベル 1020002051039 素材にこだわる持ち帰りと配達サービスを備えた飲食事業への参入 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 一粋 割烹料理の技術をつめこんた「割烹味噌汁」のテイクアウト 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社サカエ 6020001069358 新たなレーザ加工技術の獲得及び高精度な全数検査体制の構築による転換事業 シェアビジョン株式会社

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社川崎精機工作所 1020001069131 設備導入と自社技術開発による半導体露光装置部品への新分野展開 一瀬　章

関東 神奈川県 鎌倉市 あったかい株式会社 3021001063659 湘南地域初！　本格的小規模ガーデンウエディングサービスの開発 湘南信用金庫

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社オオカワラ 4021001027266 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

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社高部製作所 2021001001355 生産体制刷新による自動リネン仕分け機械等のユニット部品製造への進出 シェアビジョン株式会社

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社おむらいす 3020001048463 食と運動でフレイルを予防する！新しいカタチの高齢者デイサービス 土田　高記

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社エコ・ステージ湘南 8020001121942 デモルームで効果を体感。安心安全な抗菌対策で湘南活性化に貢献！ 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＰＥＲ－ＡＤＲＡ 3120001206151 クライミングシューズの企画・販売事業からクライミングジムへの業態転換 バリューフォース合同会社

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社大塚鉄工所 2021001011528 シャフト加工技術と最新設備導入で実現する半導体市場への新分野開拓 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 相模原市中央区 合同会社ＡＮＤ　ｙｏｕ 4021003006466 地域連携型・非接触型室内ゴルフ練習場及びゴルフ用品販売への新分野展開 相模原商工会議所

関東 神奈川県 横須賀市 松原フード有限会社 4021002066916 「非接触×自動化×寿司職人」で次世代型回転すし店を新分野展開 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社クロスリンク 4020001100248 製造・物流倉庫派遣業界専用の勤怠管理システム 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 大和市 株式会社パワービジョン 3021001067932 廃棄食品・食材のアップサイクリング事業への業種転換 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 平塚市 株式会社ミドリ産工 9021001037418 法人、個人向け商品開発と企業向け医療、航空宇宙、ＥＶ部品の事業へ進出 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 海老名市 株式会社むげん 9021001027798 ボイラー燃料向けの油化装置開発によるエネルギー事業の再構築 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 川崎市川崎区 サニー工業株式会社 5020001072965 当社の強みを活かしたポリエチレン管材にて継手等新たな用途を開拓し新分野へ進出する。 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 小田原市 株式会社マチダ店装 1021001033184 愛犬も、愛犬家も、だれもがみんな楽しめる「複合スポーツ施設」を開業する 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 川崎市川崎区 有限会社菊池製作所 2020002096553 粉砕機部品への設備導入と自社技術開発による新分野展開事業 一瀬　章

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社貝塚造園 3020001008434 ＯＭＯを通して理想のガーデンを体験・発注できる次世代型宿泊施設 芝信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港南区 有限会社稲村クリーニング店 7020002018131 省エネかつ感染症対策に特化したクリーニング店併設コインランドリーの展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 足柄上郡山北町 有限会社信玄館 8021002055774 丹沢湖地域の名湯『かくれ湯の里』をユニバーサルな温泉旅館へ 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 城北工業株式会社 3020001017708 設備導入と溶接や品質管理強化で実現する医療機器市場への新分野展開 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 厚木市 株式会社大平製作所 7021001021547 新分野である半導体で利用される洋白材シールド精密板金加工事業 北浜グローバル経営株式会社

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社堀内産業 8020001021671 ＳＵＳ加工の強度・美観を極め、入退場ゲート分野への新展開を図る 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 川崎市中原区 松栄金属株式会社 6020001069432 公差０．２ｍｍ以内の精密溶接加工を可能にし、半導体・医療機器部品へ展開する 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 有限会社プラスエヌ 2020002078543 脱炭素を推進するＥＶ充電ステーションの販売・設置・保守事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 川崎市高津区 つかさ商事株式会社 8020001066634 田園都市線ビジネスマン向けサウナ付きテレワーク施設の運営事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 逗子市 株式会社ＴＡＣ２１ 9021001042384 保有休眠施設で陶芸教室、セミナー等を開催する施設を運営するサービス業への進出 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 綾瀬市 伸和工業株式会社 5021001027414 取引先からの事業承継によるニッチな業務用厨房機器市場への進出 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 相模原市南区 エイム電子株式会社 6021001011400 世界初！８Ｋ分配器の開発により、日本の映像技術の進歩に貢献 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ツガワ 3020001020967 産業用装置メーカー向け高精度大型フレーム／高精度大型部品加工新分野への参入 株式会社岩手銀行

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 ＧＸｓｐｏｒｔ株式会社 1020001121412 先端的なＶＲシステムを活用したプロアスリート養成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 神奈川県 横浜市都筑区 有限会社岡村金型製作所 1020002005580 異形状高精度切削と平面側面超精密研磨の一貫製造による新分野進出事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 株式会社明光苑 4021002050671 高付加価値の新分野展開で事業再構築を実現する 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＭＹＳＴＥＲＹ　ＴＲＡＩＮ 2020001084798 日本一詳しいエルヴィス専門家によるニッチなジュエリー開発販売事業 大谷　周平

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社インセクト・マイクロエージェンシー 2021001031583 誰でも簡単！デジタルサイネージ配信システムで事業再構築します。 税理士法人ＹＦＰクレア

関東 神奈川県 藤沢市 清田物産株式会社 4021001000578 軽貨物運送業向けの特定整備・エコ整備を伴った中古車販売事業 株式会社東京経営サポーター

関東 神奈川県 横浜市南区 遠東株式会社 1020001134868 広告業・整体院から金属リサイクル業への業種転換に取り組む 税理士法人横浜総合事務所

関東 神奈川県 伊勢原市 株式会社ＷＢ 6021001062229 高級食パンと地産食品を使った商品で人と地域企業とがつながるダイバーシティーカフェ 平塚信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社シティハウス 3021001012525 不動産と住まいの技術を活かしたサウナ施設の運営 合同会社Ｇ＆Ｎ

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 横浜市鶴見区 株式会社ダイヤモンドプロジェクト 2020001048489 環境に配慮した優れた工法であるウォータージェット工法導入による新事業展開 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社関口製作所 5020001069557 老舗の金型製作所が、産業機械のユニット部品製作に進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社湘南サンライズ工業 9021001009193 「角型から丸型へ」超精密研削技術を活用した業態転換及び半導体、医療分野への進出 長崎県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市泉区 アシスト株式会社 9020001062211 遺品整理から始まる地球に優しいリユース品輸出事業 保科　悦久

関東 神奈川県 座間市 有限会社澤動物病院 8021002043655 「治療」から「承継飼養サポート」へ！　動物病院による新分野展開事業 城南信用金庫

関東 神奈川県 綾瀬市 自動車工業株式会社 3021001027390 設備導入と溶接ロボット稼働率向上で実現する物流市場への新分野展開 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 小田原市 中川食肉株式会社 5021001033024 １００年以上続く老舗食肉の卸売事業から　最高級のお肉を提供する「焼肉屋」へ事業転換 株式会社りそな銀行

関東 神奈川県 横浜市港北区 有限会社エムテックエンジニアリング 6020002074729 高性能最新の溶接機の導入による、溶接品質向上と新分野参入 牛腸　真司

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社かさい珈琲 5021002003538 ホンジュラス産珈琲テイクアウト販売によるコロナ禍による業績回復 北村　亮太

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社マックピーアンドエス 8020001021341 ステンレス配管向け継手加工事業への参入によるリスク分散 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 横浜市栄区 石井造園株式会社 3020001000044 ランドスケープカフェを基盤とした、新規庭園工事受託への展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社田中企画 3020001127390 ハウスクリーニングキットのＥＣ販売とオンラインアドバイスサービスによる小売業への業態展開 宮﨑　雅大

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社Ｙ－ｚｅｎ 9020001096903 法定点検業務を完全デジタル化へ：保守、管理業務をクラウド管理 小菅　英顕
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関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ミツミ 3021001014091 研究開発型企業発「地域密着型シミュレーションゴルフパーク」 多摩信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社グランドゥーカ 1020001098758 レストラン事業から業態転換をして事業再構築 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 川崎市幸区 株式会社Ｒｅ－ａｌ 6020003013941 遠隔／仮想ハイブリッド釣りシステムの製造・販売体制の構築 川崎信用金庫

関東 神奈川県 大和市 株式会社フラタニティ 5020001063279 ヘルス＆ビューティー事業のノウハウを活用した宿泊ファスティング事業への挑戦 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 八虎水産加工株式会社 8020001024162 地域から全国へ「ヘルシーな水産加工食品」を届ける小売販売事業を展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 バイオコミュニケーションズ株式会社 2020001011934 中小企業健康支援ＤＸ事業 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 川崎市高津区 有限会社デジタルモンキーズ 3180002047044 既存の映像制作事業の強みを活かし、コンテンツの付加価値拡大を目的としたＮＦＴ事業を展開する 中村　健一郎

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社スポーツワン 5010901020396 業界初のオンライン社内イベントマッチング事業への新分野展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港南区 株式会社キクシマ 6020001003779 空き家再生事業への展開に伴いデジタル活用による管理業務効率化 市木　圭介

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社きぼうｙｙ 1021001064196 保育園運営ノウハウを活用した療育サービスへの新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 有限会社ワッツ 1020002066020 地域活性へ向けたバケーションレンタル事業 税理士法人小山・ミカタパートナーズ

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 有限会社本庄製作所 6020002040144 高性能レーザ加工機導入による医薬品充填装置用部品への挑戦 株式会社ピースマネジメント

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社リノベース 3021001048081 古民家とグランピングを融合させた「民泊×ワーケーション」事業 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 相模原市緑区 ＡＲＭ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社 6021001053789 再エネの有効利用が可能な新規フロー二次電池の量産化技術確立 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社トランスパックエキスプレス 6020001027984 英会話能力と調理技術を活かしたセントラルキッチンとキッチンカー事業へ業態転換 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社大成 9020001008916 多品種少量の販促印刷物とリサイクル可能なディスプレイ生産によるⅤ字回復 安達　延行

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社森迫工務店 4021001027646 ホスピタリティ溢れるコテージで旅行気分と焼肉を味わえる焼肉店 横浜信用金庫

関東 神奈川県 座間市 株式会社日本治具製作所 6021001026489 高難度加工技術の獲得で、ＥＶトラック用部品の開発・製造に挑戦 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 横浜市緑区 株式会社一志 2020001114299 マーケティングデータを活用したキッチンカーフランチャイズ 服部　峻介

関東 神奈川県 相模原市中央区 尾崎ギヤー工業株式会社 6021001016044 幾何公差への高度な対応力を生かし鉄道車輪市場への新展開を図る 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 相模原市緑区 大栄工業株式会社 7021001014823 チタン製部品の生産体制構築で実現する半導体市場への新分野展開 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 綾瀬市 ハンドトラスト株式会社 1021001058339 様々な重量物を掴めるハンドを持つ双腕の自動搬送ロボットの開発 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 湘南システム株式会社 7020001097531 使用済み発泡スチロールのリサイクル処理事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社ベルコ 5020001010537 形鋼加工による部品製造を既存事業とのシナジー効果で収益力向上 北浜グローバル経営株式会社

関東 神奈川県 川崎市川崎区 岡村建興株式会社 8020001072236 ＣＯ２排出量と産業廃棄物を削減する画期的なＳＲ－ＰＣａ製品量産事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 エイジレスホールディングス株式会社 6020001119311 経営基盤を生かした不動産事業への参入 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ベジッシュ 7021001055264 朝獲れ直送！鮮度抜群の魚介類を使用したお惣菜製造販売事業 ベイヒルズ税理士法人

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社クボモト 5021001000593 健康と豊かな食生活をサポートする医薬・食品のロジスティック事業 白田　浩幹

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社アイ．デイー．エス．企画 7020001025112 プロに学ぶワイン製造体験できる一棟貸切民泊施設を新規オープン 中川　博

関東 神奈川県 相模原市中央区 ユタカ精工株式会社 7021001014294 複合加工機の導入による工程統合の実現と医療機器産業への新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 平塚市 株式会社エスワイケイ 7021001037948 グリーン社会実現に向けて～省エネ見える化パッケージシステム開発・運用による病院・介護施設　のＺＥＢ化計画 広岡　徹也

関東 神奈川県 横須賀市 関東化成工業株式会社 1021001040123 環境配慮型・抗菌・抗ウィルス効果めっきの日本初の製造プロセス 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 有限会社ブレドール 3021002068979 主に地域食材を活用した惣菜製造の為のセントラルキッチンの新設と惣菜販売 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社神奈川住空間 5020001025130 住宅建設のノウハウを活かした居心地重視のホテルの開設 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 サウスフィールド・マネジメント株式会社 9020001105746 法定点検の実施・進捗確認に特化した建物維持管理のソフトウエア構築 横浜信用金庫

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社ＧＬＩＰ 9020001130050 本格的な防音ゲーミングピットとマンション空室のマッチング 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 神戸モーターカンパニー有限会社 4020002079044 ＡＩを活用したＢｔｏＣ事業への進出 コンピタント税理士法人

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社セイブ 4010801015877 ＳＤＧｓの潮流を捉えて水素エンジン市場への参入 有限会社三井経営研究所

関東 神奈川県 川崎市幸区 小澤商事株式会社 4020001070656 産業廃棄物の「焼却処分」から「圧縮処分」へ。環境に配慮した業態転換を実現します。 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ヘレス 6020001124757 安心安全・究極の地産地消を実現する都会ファームによる事業再構築 森　健輔

関東 神奈川県 横浜市中区 育栄商事株式会社 9020001058424 アジア系生鮮食料品店のネットスーパー進出による販路拡大 加藤　敦子

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社ウッズ・コーポレーション 4010401078804 大学用の講義システムＭＯＯＣの販売促進のための自社ＭＯＯＣの開発 鈴木　康一郎

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 ステイト工業株式会社 3020001017740 業界初取替可能のカートリッジ型工業用ブラシの製造・販売 ＳＫＩＰ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社聘珍樓 8020001115812 既存事業の強みを生かした高齢者向け配食サービスの展開 川崎信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 株式会社ＨＭＳ 5021001044797 ディーキャリアへの加盟による就労移行支援事業の展開 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 神奈川県 逗子市 特定非営利活動法人ＫＤＰ　ＫＡＮＡＧＡＷＡ　ＤＯＧ　ＰＲＯＴＥＣＴＩＯＮ 5021005009400 寄付金依存からの脱却を図る、新しい形の「保護犬カフェ」事業 奥田　剛史

関東 神奈川県 相模原市中央区 アクセスエンジニアリング有限会社 7021002026231 実用新案技術を生かした電動車椅子量産化に向けた製造業への業種転換 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社リンクファシリティーズ 4080101004616 障がい者・高齢者の雇用拡大　「全室知的障がい者対応」の簡易宿泊施設を開業。 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 株式会社ａｔｅｌｉｅｒ‐ｗａｉ 5021001060670 リネン市場における　ＢｔｏＢ　製造事業への参入 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社サンザ 6020001045755 伊東市の温泉や城ヶ崎海岸などの豊富な地域資源を活用した「地域密着ワーケーション連動型　未病改善施設」へ業態転換 ＯＡＧ税理士法人

関東 神奈川県 川崎市麻生区 株式会社道建 6020001116168 公共工事業による地域住民ふれあいラーメン店で家屋工事受注 松尾　基司

関東 神奈川県 横浜市西区 ＢＥＳＴ株式会社 7020001056603 カビ検査キットを活用したハウスクリーニング事業への進出 内藤　義光

関東 神奈川県 座間市 ミツワ工業株式会社 9021001026577 アフターコロナ、カーボンニュートラル時代に向けた新分野進出事業 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社佐々木鉄工所 8020001026679 再生可能エネルギーの送変電に必要な高精度部品製造による事業転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社トータルエイド 4020001047613 新ブラスト塗装工場建設で実現する現場塗装からの業種転換 株式会社常陽銀行

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社京浜トレーディング 4020001022970 トラック走行に必要な尿素水溶液と純水を撹拌した高品質な尿素水の製造・販売 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社エイトバード 2021001002733 日本初の１００％オフグリッド無人島グランピングリゾート事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 川崎市中原区 有限会社大村ネームプレート研究所 4020002083483 受注から出荷までの一貫ＤＸ革新による高意匠銘板の新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 神奈川県 相模原市中央区 甘木工業株式会社 5021001046918 デジタル化を推進する新型半導体製造装置部品製造による事業転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社ＬＩＣ 5021001064820 鎌倉で〈サウナもワーケーションもできる〉高級民泊宿泊事業 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ジーエフシーサービス 9020002076821 ＡＩによる自動査定機能を活用したマッチングサービス 横浜信用金庫

関東 神奈川県 足柄下郡真鶴町 株式会社ツユキ製作所 8021001031891 半導体製造装置・石英加工業界参入による事業再構築 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社エムテック 9021001007866 政府開発援助事業の経験と装置製作の経験を生かした輸出入事業における新事業展開 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市金沢区 トミタテクノロジー株式会社 6020001006567 植物工場における、機器の制御や生産技術を習得する生産技術管理者の育成を目的とした人材教育事業を新たに展開する 藤原　一夫

関東 神奈川県 厚木市 ＬＩＮＫ　ＢＡＬＬ株式会社 7021001053581 新事業「食のテーマパーク」の展開、「健康」をテーマとした新商品・サービスの提供 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社カンパイ 7020001061215 環境にやさしい太陽光発電を利用したハイブリッド型バイオトイレの組立製造・販売事業 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 株式会社フォトバイヤツイ 3010401068260 ウィズコロナ時代のハイブリッド次世代型ライブ配信・動画収録スタジオの開設 城南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社テクニカルタテノ 9020001073729 これまでの技術を活かし、成長分野に参入し事業再構築を図る！ 株式会社ＡＢＣオフィス

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ミレニアム 2021001046895 飲食店向け鮮魚市場ＥＣサイトの構築 株式会社フライングサポート

関東 神奈川県 逗子市 株式会社リビエラリゾート 4021001041639 グランピング事業への参入計画 株式会社りそな銀行

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社サイファクトリー 4021001057445 フランチャイズ事業者向け食材発注管理システム 松村　一朗
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関東 神奈川県 厚木市 株式会社曽我製作所 2021001022129 ステンレスアートの加工技術を獲得し、トラック装飾部品の製造に挑戦 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 川崎市川崎区 合同会社ＨＡＫＵ 2010403021086 建設事業者が実施するＤＩＹ体験が可能なグランピング施設の運営 伊藤　圭佑

関東 神奈川県 厚木市 メディピーチ合同会社 4021003005451 Ｗｉｔｈコロナ時代における「健康寿命を延ばす地域初のサービス」を提供する通所介護施設 城南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社大伊豆 9020001067557 中空構造板を使った商品の開発 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市幸区 丸正クリーニング 非接触２４時間クリーニングとキャッシュレス決済コインランドリーの運営 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 スミキ技研 高精度ワイヤ放電加工機の導入によるミニチュアボールベアリング保持部品の開発 ペンデル税理士法人

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社東京エンヂニアリング 4020001069822 在留外国人材の活躍を支援し、求人難の企業と結びつけるプラットフォームの開発 株式会社ユア・ストラテジー

関東 神奈川県 秦野市 ユーコーコミュニティー株式会社 5021001024502 外壁塗装業から美大卒職人による体験型ペイントショップへの新分野展開 齊藤　祐一

関東 神奈川県 平塚市 株式会社湘南ネットワーク 8021001048440 ｅ－ｓｉｍ搭載インターネット回線で操縦するドローンスクール経営と資格取得操縦士の派遣事業 平塚信用金庫

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社ニュートラルワークス 5021001060794 中小企業のＤＸ推進を支援！中小企業へのＩＴ人材の紹介・派遣事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社ＫＴ 2020001110199 ウィズコロナ・ポストコロナ時代を見据えたＷＥＢ上で行えるリフォーム・シミュレーションアプリの開発 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社横浜マリンシステム 3020001099861 ＤＸ推進の波に乗れ！ノーコード、ＡＩエンジニア教育サービス ＴＯＭＡ税理士法人

関東 神奈川県 川崎市多摩区 グローバルコーポレーション株式会社 5020001078979 介護・医療業界への求職者と施設をマッチングするプラットホーム運営事業 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

関東 神奈川県 厚木市 有限会社ベースキャンプ 8021002035628 重症心身障がい児向け介護サービスで家族の負担軽減を！ 新本　浩貴

関東 神奈川県 横浜市南区 有限会社オオカワ 4020002064335 焼肉店の強みを活かした地域内循環型鹿児島産直マルシェへの挑戦 株式会社南日本銀行

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社誠武 8021001027428 多品種少量生産体制の構築により、機械加工分野への新規参入 株式会社りそな銀行

関東 神奈川県 足柄下郡真鶴町 株式会社寶輪会 7011701014280 介護事業者向けのオンライン型調剤・配達サービス事業 大東京信用組合

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社ＪＡＰＡＮ　ＷＥＬＬＮＥＳＳ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 1021001016866 「ｔｈｉｓ　ｉｓ　ｍｅ」　スマートフォンアプリを使った脱店舗型フィットネス＆コミュニケーションサービス 税理士法人ＢＡＭＣ

関東 神奈川県 横浜市金沢区 テイト・エンタープライズ株式会社 8270001005385 業界初！特殊濾過技術を活用した尿素ＳＣＲシステム用尿素水のオンサイト型製造・販売事業 株式会社　ＱＵＯＮ

関東 神奈川県 横浜市中区 ＹＡＤＯＫＡＲＩ株式会社 3020003008399 『動く別荘』レンタル＆マッチングプラットフォーム新事業 藤原　千穂

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社クライミングシルバー 7020001118238 療育と保育を併せた児童発達支援事業所「児童発達療育園」の開設 銀座スフィア税理士法人

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社プレンティーズ 8021001051295 名物アイス屋が牛乳・乳製品の販売で地元をもっと盛り上げる事業 中南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社横浜ヘルシー 8020002013164 ＥＣサイトの立ち上げとＯ２Ｏマーケティングプラットフォームの構築 長田　和弘

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社島商 6021001070826 新鮮な海産物「メイドイン横須賀」の販売拠点構築事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 有限会社ティーケイトインターナショナル 8021002012726 女性に優しく、ママが楽できるグランピング事業 永島　英幸

関東 神奈川県 海老名市 株式会社サガミパーツ 3021001026863 半導体製造装置向け複合加工技術高度化による事業再構築 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市磯子区 株式会社奴ダイニング 5020001088045 ＳＮＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（ＳＮＳマーケティング）事業 長岡　孝之

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社集栄堂 3021001005165 彩り豊かでおいしくヘルシー！藤沢の地産地消お弁当 白田　浩幹

関東 神奈川県 川崎市幸区 布施保育事業株式会社 8020001127147 障害者の自立を総合サポートするグループホーム。街に住んで、働く！ 五味田　匡功

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社リカバリータイムズ 1020001099962 ＤＸ＆ＩＣＴ活用による法人向けＦＣ事業展開（他地域進出） 株式会社りそな銀行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社ケーエムシーコーポレーシヨン 5020001017177 快適なクルーズ体験をサポートするマリーナ事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社Ａ・Ｃ・ＭＡＧＩＣ 6021001075313 高性能フィルム「ＰＰＦ」による新・愛車プロテクトサービスの展開 税理士法人ＭＢＣ合同会計

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社えびす屋ダイニング 4020001124593 ビアホールからの思い切った総合フルーツ事業への業態転換 平井　慎一郎

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ムジント 8020001127758 パーソナルトレーナー向けのオンラインスクールの運営 税理士法人日本国際会計

関東 神奈川県 横浜市青葉区 合同会社テトラッド 3020003011717 先進アウトドアテックによる次世代グランピング事業への業種転換 銀座スフィア税理士法人

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 ＪＪＴ株式会社 8020001124375 輸入食材に特化した店舗の開店 長塚　歩

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社シオン設計 1020001093338 自動車部品設計の受託サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社ネオスタイル 2020001086992 森下で日常を非日常に変えるＣＨＩＧＡＹＡ雑貨とショールーム 横浜信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社紺野企業 6021001004734 混合廃棄物の中間処理ラインの高度化による資源循環促進事業 青山裕之

関東 神奈川県 川崎市川崎区 ＨＬ株式会社 9080101017084 少額からご利用いただるクラウドマイニングサービス事業の構築 川崎信用金庫

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社灯工舎 5021001047164 ライティングコンサル＋記憶型自動ＬＥＤ照明器具レンタルによる遠隔展示ライティングサービスへの転換 相模原商工会議所

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 株式会社沖水産 2021001034966 犬猫をはじめとするペットとの日常を豊かにする事業 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社ケントッシュ 2020001034159 ペット動物園と大型ホテルのコラボで動物エンターテイメント観光業へ 株式会社千葉銀行

関東 神奈川県 平塚市 株式会社ＫＵＲＯＦＵＮＥ 8021001046857 未来は俺らの手の中ワッフルで起死回生 平塚商工会議所

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社シゲミコウキ 9020001063366 「建設業者」と「職人」を繋げるマッチングプラットフォーム事業への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 神奈川県 横浜市港北区 有限会社ＡＭＰＬＵＳ 4020002075068 日本発！グローバルニッチトップの高度ＡＩゴルフスイング解析ソリューションの事業化 株式会社渡辺経営コンサルティング

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＮＥＯＮ 6010001164630 大田区町工場の巧の技が光る（映える）空間を活用したロケーションレンタル事業 芝信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ＦＵＫＵＭＩＮＥ　Ａｉｒ　Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｉｎｇ 5020001123405 地域資源の有効活用を通じた製缶板金業への参入による事業再構築 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ローマステーシヨン 5020001030915 老舗レストランがカジュアルイタリアンでテイクアウト事業参入 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 川崎市幸区 株式会社グローイングアップ 4020001093590 生活サポートと温かい食事の提供・シニアの孤立を防ぐシェアハウス事業 株式会社しのざき総研

関東 神奈川県 川崎市川崎区 和み酒房げん 川崎初！飲食店併設型「どぶろく醸造所」設立計画 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社フォトエクボ 8020001028568 老舗写真館が手掛ける七五三、成人式向けのワンストップサービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ダイワダンボール 8021001012999 相模原から全国へ！段ボールで目指すカーボンニュートラルへの貢献！ 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 海老名市 株式会社シナデック 9021001029910 自動機製造の技術を生かした新分野展開！自動バリ取り機で製品加工受託 ライトハウス税理士法人

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社藤野倶楽部 2021001046805 ペットや高齢者、障がい者家族のためのユニバーサルデザイン宿泊施設 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 座間市 株式会社キイヤ 9011001005953 伝統の技術とノウハウをデジタル化し、ファッション業界をＤＸ化する事業 税理士法人ａｕｄｉｅｎｃｅ

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社住まいエージェント 7021001068778 空き家対策や地域再生に繋がる「クセがある不動産」市場の新規開拓事業 株式会社神奈川銀行

関東 新潟県 新潟市東区 ゼノア下越 自動洗髪機とデジタル顧客管理システムを活用した「ヘアカラー専門店」の開業 新潟信用金庫

関東 新潟県 新潟市西区 ユニトライク株式会社 2110002008953 バイオ浄水装置を活用した持続可能な仮設トイレの衛生対策 株式会社大光銀行

関東 新潟県 佐渡市 株式会社ＯｃｅａｎＬｉｆｅ 4110001027779 佐渡加茂湖産牡蠣養殖業という強みを活用した牡蠣加工品製造販売 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ＡＣＴＯＮ 6110001034014 既存顧客ニーズに対応した男性専門セルフ脱毛サロン新設 Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社新潟ヒロタカデザイン亊務所 6110001004116 商業建築で培ったデザイン力の高さを活かした一般住宅リフォーム事業への参入 税理士法人あおば会計

関東 新潟県 新発田市 株式会社福島印刷 2110001012873 バレエ教室に特化したオリジナル・アパレル製品の制作販売 公益財団法人にいがた産業創造機構

関東 新潟県 新潟市東区 アロイマーケット株式会社 1110001010044 既存店舗を中食向けセントラルキッチンへと改装しネット通販を行う 株式会社イソシエ

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社佐々木商店 1110001002223 一番人気メニューであるカレーに特化した専門店をオープン Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

関東 新潟県 新潟市東区 Ｍｏｒｅ　ｆｕｎ合同会社 9110003002940 ドールハウスの宣伝プラットフォームの構築における動画配信事業 新潟県中小企業団体中央会

関東 新潟県 上越市 アイエムタクシー株式会社 7110001019922 タクシー事業のリソースを活かした高齢者向け夕食宅配サービスへの展開 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 新潟県 新潟市北区 ＩＫＳ総合住宅株式会社 1110001031065 全工程を自社で対応可能に！顧客ニーズに対応した木工家具製作事業 吉元秀樹

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社ＤｅａｒＳｔａｆｆ 2110001029744 アクティブラーニングをベースとした新しい研修スタイルの構築と販路開拓 新潟商工会議所

関東 新潟県 中魚沼郡津南町 有限会社雪国 2110002025981 津南町と同業者と連携した域内プラットフォームによるワーケーション事業への参入 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 南蒲原郡田上町 ジョイントファーム株式会社 7110001016639 米粉・玄米粉を使った、身体が喜ぶグルテンフリーのおやつ販売事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社
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関東 新潟県 長岡市 特定非営利活動法人キッス 5011305001652 ワーケーションスペース、タイニーハウスを備えたゲストハウスの運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 新潟県 十日町市 株式会社きはだや 7110001020954 熱いハートで作るドライフルーツを全国に届けたい！ 十日町商工会議所

関東 新潟県 十日町市 株式会社十印十日町水産 6110001021045 水産卸売業者が、地域の食を支えるために米飯事業へ挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市北区 有限会社小暮 4110002010998 カフェ×花屋×美容院を複合したおしゃれな空間を提供 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 新潟県 長岡市 ＪＵＩＣＹ アフターコロナに順応した集いの場の開設及びサービスの提供 パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 新潟県 十日町市 つけ麺酒家サクラ 十日町の有名ラーメン居酒屋の秘伝野菜餃子と新潟ラーメンの発信 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市江南区 ノアズキッチン ニーズの高い中心部への移転と持ち帰り・非接触サービスで本場の味を新潟へ 新潟商工会議所

関東 新潟県 新発田市 株式会社都市環境 8110001012760 先進技術を活用した新たなニーズに応えるメンテナンス事業への展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 魚沼市 地方卸売市場株式会社小出魚市場 7110001026737 地域と取り組む魚市場内小売事業 樋口　圭治

関東 新潟県 西蒲原郡弥彦村 有限会社弥生商店 4110002019610 酒類小売店が、地元農産物を使った缶のクラフトビール製造を行う事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 阿賀野市 株式会社ハリカ水原店 2110001011371 コロナ禍を乗り越えて人の交流を！「物産展ゲストハウス」で賑わい創出と地方活性化。 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ＳＫＴ 6110001033759 新たな地盤改良工法の開発で更なる競争力強化と販路拡大のための技術開発事業 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社扇屋 2110001018879 地産地消にも貢献！結婚式場業がもてなすドッグカフェ＆レストランで再構築！ 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市南区 有限会社コーワシーリング 9110002010119 高級感のあるメタリック調・高精細３Ｄラベルの開発と製造・販売 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 村上市 荒川衛生解体工業有限会社 7110002021885 カーボンニュートラルな木質燃料の製造・販売 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 加茂市 ワンアジア株式会社 8110001016522 外国人創業者向けのビジネスセンターの運営事業への転換 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 丸越工業株式会社 6110001016367 業界初！ステンレス製のフレコンスケールの製造により新市場へ展開する 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市江南区 株式会社エフディーエヌアジェンダ 5110001030229 体づくりに貢献する弁当製造セントラルキッチン開設と、新潟駅前フィットネス併設ビルでの専門販売店及びＥＣサイトの構築 税理士法人小川会計

関東 新潟県 妙高市 合同会社どんぐり村 2110003004290 冷涼な地を生かして作る地元食材の燻製品で、地域のブランド化を目指す 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社アグリコア 3110001026138 ワイナリー資源を生かした地域ぐるみ複合的レジャーの創生 税理士法人小宮山会計事務所

関東 新潟県 新潟市秋葉区 株式会社フィールドスケープ 6110001007267 造園のプロフェッショナルによる新事業「自然体験事業」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 長岡市 日本メディカルオーダー株式会社 8110001027429 純国産医療機器インプラントの自社開発による海外依存からの脱却 税理士法人スバル合同会計

関東 新潟県 長岡市 株式会社船栄 6110001023371 新潟の飲食店会社が冷凍加工食品製造業に進出し事業再構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 見附市 株式会社トラステック 8110001025226 ＩＴ関連企業が新潟県見附市で障がい児通所支援事業に初参入 高橋　宏幸

関東 新潟県 村上市 株式会社オークリッチ 3110001018465 希少な卵から「買う・食べる・体験する」で繋がる「人と地域と食」の複合拠点店舗 村上信用金庫

関東 新潟県 上越市三和区 株式会社Ａｍａｙａ　ｆａｒｍ 5110001034196 地元の果物・野菜等を活用した「フリーズドライ製品」の製造・販売による事業再構築 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 新潟市秋葉区 株式会社満日製作所 9110001007297 精密加工技術を活かした産業用ロボット市場への新分野展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西蒲区 株式会社ＯＣｇａｒｄｅｎ 8110001018683 農業温室からハイブリッド型Ｇｒｅｅｎカフェへの転用 田村　直也

関東 新潟県 燕市 有限会社笠吉製作所 5110002019080 老舗カトラリーメーカーによる研磨事業への新分野展開 つばさ税理士法人

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社新潟グランドホテル 2110001003815 新潟グランドホテルレトルト食品・冷凍食品の開発新規事業計画 平塚　幸雄

関東 新潟県 五泉市 株式会社タカトニット 2110001011669 無縫製アパレル小物の開発とその自社ブランド販売 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 五泉市 有限会社ホテル一水荘 5110002013835 非日常の空間・体験の提供を軸とした地域活性化への取組 つばさ税理士法人

関東 新潟県 新潟市東区 有限会社クリーンニイガタ 6110002002052 ＳＤＧｓ・環境維持に貢献、都市鉱山を活用する産業廃棄物ＯＡ機器のリサイクル事業 税理士法人小川会計

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社新潟タキザワ 2110001003963 大型３Ｄプリンターを活用した店舗什器・家具の製作 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 上越市 ウエカツ工業株式会社 6110001018834 収益基盤強化のための小型超精密部品製造事業への新分野展開事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 株式会社アリーズ 2110001022071 中小零細建設事業者向けＩＣＴ建機レンタル事業参入による建設事業者の課題解決への取組 つばさ税理士法人

関東 新潟県 長岡市 株式会社蓬平観光ホテル和泉屋 3110001023671 ブレジャー需要への対応と女性向け日帰りプランの充実による家族客の拡大事業 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 三条市 相栄産業株式会社 6110001013810 カーボンニュートラル時代に向けた次世代自動車向け部品製造への新分野展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新発田市 有限会社サンブリッド 4110002016541 強みを活かす商品開発と中食需要を狙った販路開拓で収益基盤を強化 株式会社匠コンサルティング

関東 新潟県 小千谷市 株式会社丸栄 7110001025796 雪室を利用した珈琲と特産品販売による地域活性化事業 長岡信用金庫

関東 新潟県 五泉市 株式会社サンクミル 4110001011642 エコな機能素材ニットで自社ブランド構築とＥＣで脱下請けを目指す 株式会社ビジネスリノベーション

関東 新潟県 燕市 株式会社ゴトウ熔接 9110002019011 多様なニーズに対応したユニットハウス製造、販売の新分野展開 協栄信用組合

関東 新潟県 新潟市中央区 有限会社ＬＥＣソリューション 4110002006575 産業廃棄物中間処理施設での再生原料化による資源循環型社会への貢献 Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

関東 新潟県 柏崎市 株式会社トライテック 9110001017461 日本のＰＥ産業を支える先進エレクトロニクスＩＪ生産装置事業立上げ 株式会社商工組合中央金庫

関東 新潟県 三条市 株式会社ニユーアサヒ 6110001014511 県内初！小規模郊外型ＡＩフィットネススタジオへの新分野展開 長井　寿郎

関東 新潟県 三条市 第一コンピュータ印刷株式会社 1110001014350 ＥＣ運用に関わる全般をサポートできる新分野展開 長井　寿郎

関東 新潟県 長岡市 ＨＥＡＲＴ－ＴＥＣ合同会社 5110003003091 金属リサイクルの推進による金属資源の地産支障 つばさ税理士法人

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社光エンジニア 6110001026498 持続可能な自然エネルギーの拡大に向けた太陽光発電架台一体型営農ハウスの販売 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 柏崎市 有限会社フィロソフィー 9110002020919 国内のものづくりを支える金属粉末射出成形（ＭＩＭ）用金型製造計画 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 見附市 丸正ニットファクトリー株式会社 7110001025078 新ブランド創設ニット工場による産地活性と総合アパレル工場化計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 新潟県 加茂市 株式会社丸五鉄工所 6110001030095 電気自動車部品製造ラインに使用される工作機械部品の新規製造による、新分野展開事業 協栄信用組合

関東 新潟県 新潟市北区 株式会社越後伝衛門 3110001007732 ＩＴと小仕込みを組み合わせたハイブリット型純米吟醸酒生産体制の確立 新発田信用金庫

関東 新潟県 新潟市北区 新潟東港運輸株式会社 2110001007840 物流のＤＸ化を視野に入れたドローン事業への参入と実証実験推進 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 魚沼市 株式会社加藤精工 7110001026704 超硬研削工程自動化による航空機製造工具の高精度短納期対応実現 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社新潟中央メンテナンス 3110001031872 「ポストコロナ・防災・天候不良」に対応した利便性の高いコインランドリー事業 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 有限会社嶺村製麺所 4110002025006 製麺業のノウハウを活かした個人向けラーメンのパーツ販売 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 長岡市 株式会社越乃雪本舖大和屋 2110001022476 本店併設のカフェの設置と和菓子教室の実施による事業再構築 株式会社Ｋｉｐｓ

関東 新潟県 新潟市西蒲区 株式会社すぷりんぐ 6110001008884 書店カフェと温浴施設の融合による滞在型リゾートへのモデルチェンジ 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 有限会社山﨑抜型 9110002019531 抜型製造で培った構造設計力・デザイン力のノウハウを活かし、キャンプグッズ製造体制構築を行う 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社新潟公益社 8110001003710 デジタル設備と遺体安置冷蔵庫を用いた「遠地対応型小規模葬儀施設」の運営 税理士法人小川会計

関東 新潟県 燕市 株式会社今井技巧 2110002018820 高付加価値の自社製品開発と自社技術を活かした職人育成事業 新潟縣信用組合

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社ハーヴィッド 5110001009561 ドローンによる屋外広告点検、安全で持続可能なシティスケープを実現 税理士法人　新潟会計アシスト

関東 新潟県 長岡市 有限会社高坂鉄工所 8110002027519 需要増加が見込まれる「半導体製造装置向け部品の製造」へ進出 長岡信用金庫

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社龍言 5110001026623 ワーケーションを主体とした高付加価値の長期滞在型宿泊サービス 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 加茂市 株式会社阿部プリント基板 9110001015135 サプライチェーン強靭化に向けた業態転換による大型プリント基板製造体制の構築 若杉　拓弥

関東 新潟県 南魚沼郡湯沢町 株式会社本陣リゾート 7110001026522 ワーケーションホテル＆サテライトカフェ「さくら　ｃａｓｕａｌ　ｉｎ」建設事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 村上市 桃川農園 健康志向を捉えた農園による野菜パンの製造販売と体験型サービスの提供 株式会社にいがた事業承継サポート室

関東 新潟県 新潟市西蒲区 株式会社さくら 9110001035323 創業７０年、老舗割烹料理店からの事業転換。地産地消にとことんまでこだわった、鮮魚のプロが経営する海鮮料理専門店 税理士法人小川会計

関東 新潟県 燕市 有限会社カーショップ小柳 1110002019737 フードトラックと併設したライブショールームによる新分野展開 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ユーキ 6110001030491 女性の悩みを解決するサプリ開発とＥＣ販売システム構築による販路開拓戦略の実践 新潟商工会議所

関東 新潟県 新潟市東区 ソニックプラスセンター新潟 本物を知る顧客に向けた愛車カスタム・腕時計販売の新事業展開 株式会社アクセルパートナーズ
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関東 新潟県 長岡市 拾壱・ビッグストーン株式会社 1110001033672 高専の技術を活用した設計開発会社から、モーターを活用した新規事業を行うスタートアップ企業に転換 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市北区 株式会社コマザワ精機 1110001002041 生産性の高いＣＮＣ自動旋盤により人工呼吸器用部品の大量生産に挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 株式会社野水金型製作所 3110001035411 ＥＶ関連部品の受注体制構築による脱炭素業界への新分野展開計画 三条信用金庫

関東 新潟県 三条市 株式会社古寺製作所 3110001014092 次世代交通インフラ向け精密部品製造事業への新分野展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 南蒲原郡田上町 株式会社ホテル小柳 2110001015397 観光市場のトレンド「ワーケーション事業」への参入 クロスワンコンサルティング株式会社

関東 新潟県 長岡市 株式会社Ｄ－１ 1110001025785 新潟県初！社会的インフラ老朽化問題に貢献！切断穿孔（せんこう）工事で再構築！ 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 株式会社シーアンドエル 8110001015433 自社の調理技術を利活用した卸・小売分野に進出する惣菜開発 長井　寿郎

関東 新潟県 燕市 株式会社サトル工業所 8110001031372 約半世紀培ってきた「金型」事業から「部品加工」への新分野展開 協栄信用組合

関東 新潟県 新潟市中央区 信濃川ウォーターシャトル株式会社 1110001002553 最高のリバービューに酔いしれるフローティング・カフェ＆バー 新潟商工会議所

関東 新潟県 長岡市 有限会社高栄製作所 4110002027506 半導体部品製造装置への新規参入による事業再構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 阿賀野市 有限会社環翠楼 7110002013412 自然に囲まれたワーケーション型滞在対応の一棟貸切施設を新規開業 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 十日町市 小杉機工株式会社 1110001030463 建設業のノウハウを活かした鉄骨製造事業への参入 株式会社大光銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社蒲原設備工業 7110001015789 設備設計事業への新分野展開による高収益ビジネスモデルへの変革 協栄信用組合

関東 新潟県 長岡市 株式会社中條製作所 5110001023182 金属加工における新分野展開による事業再構築 長岡信用金庫

関東 新潟県 新潟市東区 有限会社吉川鉄工所 4110002006971 カフェを併設した体験型工房の運営と金属製家具類の製造販売 武石　聡之

関東 新潟県 三条市 株式会社大浦工業 5110001014850 鉄屋の挑戦！№４（精密板金＋組立編）～金属加工のコーディネーターへ～ Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

関東 新潟県 燕市 株式会社新堀 1110001016173 生産者とタイアップ！「鮭・鱒」に特化した中食通販事業 つばさ税理士法人

関東 新潟県 柏崎市 株式会社能澤技建 3110001031617 解体、再利用、販売。工事の循環型事業への新分野展開 西村伸郎

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社新潟第一ホテル 5110002006450 ホテル事業との相乗効果が図れる高級寿司店・高級天ぷら店の出店 ＦＵＮ税理士法人

関東 新潟県 燕市 株式会社人力舎 7110001030185 地域建設会社が独自開発コンテナで若手起業家支援モールに新展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 新潟県 新潟市秋葉区 北本建設株式会社 7110001007118 ホテルを再生して人流の拠点を確保し、サステナブルな経済圏を次世代へ残す事業 新津商工会議所

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ぶた家 6110001010246 セントラルキッチン機能を有した作業場建設とレトルト食品開発 経営サポート株式会社

関東 新潟県 長岡市 有限会社星光産業 7110002030969 金属加工の外注から脱却！新ブランド立ち上げ国内・海外販売！ 新潟大栄信用組合

関東 新潟県 上越市 株式会社グリーンスポーツ企画 6110001018982 新地方活性型ベーカリー・エンタメパン屋「小麦の奴隷」運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 新潟県 燕市 有限会社ネットワーク・ジャパン 9110002019399 ケアマネージメントをベースとした介護関連サービスの複合型施設開業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 新潟県 上越市 株式会社五月不動産 2110001019737 焼肉店経営から地域の喫茶店ニーズにこたえる新市場進出 株式会社大光銀行

関東 新潟県 西蒲原郡弥彦村 弥彦酒造株式会社 6110001016268 老舗酒蔵が海外市場をも見据えた本格的リキュールの開発・製造 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 上越市大島区 有限会社高橋商店 9110002024507 既存の中華料理店を活かした簡易宿泊所・物販の新事業計画 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 富士総業株式会社 1110001004797 ウィズコロナ適合型・安心・安全の消毒用液剤の製造販売及びメンテナンス事業 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市西蒲区 新潟ボンド工業株式会社 7110001007951 新工法導入で目指せ！インフラメンテナンス界のニッチトップ 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市北区 豊栄セレモア株式会社 6110001007829 新しい葬儀様式「家族だけのお別れ空間」を使用したリモート葬儀の提供 新潟縣信用組合

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社相馬製麺所 7110003000137 廃棄される豆を活用した「茶豆パスタ」の販売計画、及びＳＤＧｓへの取り組み ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新潟市西蒲区 燦燦ＣＡＦＥ 地域ブランドを高める為の角田浜ジャーニープロジェクト 巻信用組合

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ＥＳＴＡＢＬＩＳＨ 7110001008867 地産を活かした魚沼産コシヒカリによるテイクアウト兼イートイン「おにぎり専門店」 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新発田市 三福運輸株式会社 1110001012949 加治川ピクニックー利用者・生産者・地域住民が共に楽しむ道の駅 水谷　弘隆

関東 新潟県 小千谷市 株式会社ベルローブ 4110001025477 既存工場を活用したコインランドリーによる収益機会の創出と地域貢献、縫製加工業とのシナジー 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 見附市 株式会社三雄工芸 3110001024959 鍛造製法に特化した結婚指輪の製造および販路拡大 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 ハッピーファクトリー コロナ禍で苦しむ地域の事業者で連携する「小規模結婚式」のトータルプロデュース 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社米司郎 5110001027010 もみ殻を使用した燻炭の製造・販売、及びＳＤＧｓへの取り組み ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 長岡市 とちお農園株式会社 7110001025945 生産者と消費者の架け橋となる総合ワインメーカーとしての新展開 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 十日町市 株式会社滝沢印刷 2110001021081 受注生産型印刷会社が自社文具店を持つ強みを活かし、オリジナル文具メーカーとなる開発創注型新事業を展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西区 株式会社プレッセプレッセ 1110001009953 今後、さらに増える「おひとりさま」向けに事業を展開する 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 美容室パリッシュ 「美と健康」をコンセプトとした生涯お付き合いできる美容室への転換 つばさ税理士法人

関東 新潟県 上越市 株式会社上越エナジー 2110001030660 ファーストフードＦＣ「キッチンパンチョ」への加盟・出店 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 越後夢工房株式会社 5110001024321 錦鯉のサプリメントの製造販売により業界の課題解決に取り組む事業再構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西区 あおい建築工房株式会社 9110001009921 運動”というレクリエーションを付加価値とした「障がい者向け就労継続支援Ｂ型事業所」の運営 税理士法人　新潟会計アシスト

関東 新潟県 南魚沼市 スマイルフィールド 有機栽培にこだわる農家が取り組む、新しい「熟成焼き芋」の開発 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 中越クリーンサービス株式会社 1110001003295 おたまちキッチンでの病院・社会福祉施設向け食事の一括製造への新規参入 高橋　宏幸

関東 新潟県 妙高市 有限会社旅館おかやま 8110002025159 コテージ型キャンプ×ワーケーション施設新設による新分野展開 株式会社八十二銀行

中部 富山県 富山市 株式会社越州 9230001000406 老舗飲食店の調理技術を活用した新設セントラル・キッチンでの病院給食事業 越澤　勝

中部 富山県 高岡市 エフアイニツト株式会社 9230001009760 ニット製品のＯＥＭ製造技術を活かし自社ブランド直販事業立上げ クレアスト株式会社

中部 富山県 富山市 Ｖｉｎａｋａコーポレーション株式会社 9230001017788 『中華宴会業態から食事業態のとんかつ店の開業』 富山商工会議所

中部 富山県 南砺市 有限会社井波木彫工芸館 9230002009636 国産ヴィンテージ家具を活用した新分野展開による販路開拓 富山県商工会連合会

中部 富山県 砺波市 株式会社トナミ産業 8230001008342 意匠性・機能性の高い門柱一体型宅配ボックス及びオーダーメイド型門扉開発事業 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 南砺市 株式会社太陽 8230001016535 大雪に負けない地域づくりに貢献！大型・特殊車両に特化した防錆塗装事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 魚津市 オーアイ工業株式会社 8230001007022 ストッキング・タイツ製造から靴下全般製造への業態転換 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社バーテックス 2230001017852 地域の介護福祉施設と連携した完全予約型介護脱毛とリラクゼーションによる高齢者の全身ケア事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 富山市 相互印刷株式会社 9230001001420 ＣＴＰ装置導入で顧客ニーズに叶った完全内製化一貫生産体制へ業態転換 岩城　哲夫

中部 富山県 射水市 田仲司法書士行政書士法務事務所 シニア向け学習支援サービスの提供による相続承継業務の需要開拓 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 株式会社ＯＮＥ’Ｓ　ＨＥＡＲＴ 9230001013696 白エビの加工品販売事業の立上げ 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 ｋｕｒｏｒｔ 身体と地球に優しいエシカルな美容・カフェ・雑貨販売の複合事業 株式会社アクティブ・フォー

中部 富山県 富山市 株式会社五條 9230001000926 とやまおでんを富山から全国へ。テイクアウト事業と通信販売開始 富山信用金庫

中部 富山県 高岡市 日石硝子工業株式会社 2230001010642 高性能スマート調光ガラスの製造～施工をワンストップで提供 株式会社アクティブ・フォー

中部 富山県 中新川郡立山町 有限会社高見工業 3230002007224 車体・建材分野で鉄・ステレンスに加えアルミ材加工で新分野進出 富山信用金庫

中部 富山県 高岡市 三芝硝材株式会社 2230001010097 建造物高意匠化ニーズを捉える超大型板ガラスの開発とその高効率生産工程の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 魚津市 株式会社黒田精型 1230001007061 海外外注からの内製化による新分野展開に向けた高硬度材高精度切削加工技術の確立 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 有限会社双葉金属工業所 8230002011915 ＥＶ分野へのシフト実現に向けたアルミ鋳物高効率精密加工技術の高度化 高岡信用金庫

中部 富山県 高岡市 有限会社山崎 9230002012441 １日当り施工回転率向上に向けた新たなコンクリート圧送サービスの確立 株式会社北陸銀行

中部 富山県 中新川郡上市 株式会社富山プレート 4230001004790 デザイナーズ雑貨の製造・販売による自社完結型ビジネスモデルの構築 富山信用金庫

中部 富山県 南砺市 株式会社奥野精型 4230001009419 社会・経済情勢に左右されないフレキシビリティを発揮する精密金型一貫生産体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社渡製作所 2230001012151 医療機器分野への進出に向けた工場拡張及び専用製造ライン構築による事業再構築 新湊信用金庫
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中部 富山県 魚津市 有限会社浦﨑商店 2230002007472 旅行客市場縮小を乗り越えるテイクアウト弁当とＥＣ市場への進出 アシステム税理士法人

中部 富山県 射水市 有限会社新湊モータース 3230002013734 若年層・ファミリー層取込みに向けた小型電気自動車販売プロセスデジタル化の推進 株式会社北陸銀行

中部 富山県 小矢部市 株式会社ゼフィール 2230001009098 業界初！サブスクリプション型セミオーダーペットフード企画・販売でペットの健康寿命延伸に貢献 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 五本水産株式会社 4230001000947 市場依存体質からの脱却のための一般消費者向け富山湾魚介類新製品開発とその生産工程・販路の構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 株式会社さんわ 8230001014860 共働き世帯が安心して働ける環境作りに貢献！英語学童保育施設開設による子育て支援事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 富山市 ＣａｒｅｅｒＯＮＥ株式会社 6230001016314 健常者との協業・単純作業標準化の推進による障害者就業支援の高度化 株式会社北陸銀行

中部 富山県 氷見市 氷見軽合金株式会社 5230001011662 ＥＶ分野への進出を実現する品質管理体制、リサイクル技術の高度化 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 富山市 株式会社セカンド 4230001018205 新生活様式を支える農機具・車両の包括メンテナンスサービス実現 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 有限会社ディー・エス・フォート 7230002002213 創業事業への原点回帰のための総合デジタルハウススタジオサービスの開発 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 南砺市 株式会社今井機業場 7230001008847 高柔軟性・高強度トリコット生地製造に向けた緯糸挿入製編加工技術の高度化 株式会社北陸銀行

中部 富山県 氷見市 株式会社能田アルミ 4230001011639 新分野展開での高精度・低コスト生産のためのアルミ型材一貫生産体制の高度化 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 射水市 株式会社上田工業 3230001016093 産業分散化、３ＰＬ業者へのステップアップの実現に向けたエンジニアリングサービス能力強化 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 高岡市 高岡紙器印刷株式会社 4230001010426 環境負荷の少ない食品用一次包装紙器製造への新分野展開 株式会社富山銀行

中部 富山県 氷見市 株式会社マエダ 3230001011706 産業分野多様化に向けた高精度・低コスト精密板金一貫生産体制の強化 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 魚津市 富山達観建設株式会社 3230001017505 富山の地域社会、環境保全に貢献する除雪・土砂受入事業 大和信用金庫

中部 富山県 黒部市 株式会社食品企画Ｋｏｎｏ． 1230001014470 冷凍ミールキット新商品開発・製造体制構築による直販ビジネスモデルの確立 にいかわ信用金庫

中部 富山県 富山市 西宮モータース有限会社 7230002002634 大型・特殊車両整備・修理事業への特化に向けたサービス提供体制の高度化 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社トミイチフーズ 3230001002705 ホタルイカ海外展開を加速化するための新たなスチームホタルイカ開発とその生産工程の構築 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 株式会社カジメイク 1230001009842 卸売から小売へ。業界初の売らない店舗の開店と新製品の市場投入。 新湊信用金庫

中部 富山県 富山市 株式会社Ａｒｚｂｕｒｎ 2230001016094 冬の富山生活をサポートする除雪事業 株式会社北國銀行

中部 富山県 滑川市 特定非営利活動法人あすなろ倶楽部 8230005008776 低価格・高付加価値地域食材使用蕎麦商品提供体制の構築に向けた障害者支援プロセスＩＴ化の推進 新湊信用金庫

中部 富山県 射水市 株式会社松田自動車 3230001012555 ＥＶを中心とした専門店へのシフトに向けた当社ブランドイメージ強化のための新サービス提供体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 砺波市 日本海ツーリスト株式会社 8230001008375 旅行業から事業承継による民宿経営に進出し、地域観光の起爆拠点とする。 株式会社北陸銀行

中部 富山県 黒部市 株式会社ニチイロ建築計画 5010901032945 「産廃」を利用した環境配慮型事業と旧中心市街地空き店舗活用 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 株式会社光神 2230001005683 ゼロエミッションに対応、電気自動車新車市場に進出 株式会社中小企業経営センター

中部 富山県 高岡市 株式会社広上製作所 7230001010745 電子部品市場の高精度長尺大ロット対応要請を捉えた当社生産体制の再構築 高岡信用金庫

中部 富山県 中新川郡上市 富山倉庫株式会社 3230001004800 多品種少量・高回転倉庫保管ニーズ対応に向けた倉庫管理自動化の推進 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 光陽興産株式会社 5230001009995 貸切風呂、貸切サウナ主体の自然一体型温浴テーマパーク事業 株式会社福井銀行

中部 富山県 下新川郡朝日町 株式会社秋山クリーニング 8230001007567 総合洗濯サービスへの進化による生活必需ビジネスモデルの再構築 にいかわ信用金庫

中部 富山県 小矢部市 株式会社本堂精工 8230001009134 装置製造事業を立ち上げ、スペックインを実現する装置開発によるコロナショックからの脱却 株式会社北國銀行

中部 富山県 富山市 株式会社オレンジ 3230001014691 車両整備工場創設による障がい者就労機会・売上の創出 にいかわ信用金庫

中部 富山県 高岡市 松匠 地場産材の循環利用の確立とＩＴのＢＩＭ導入とを組み合わせた新築事業展開計画 高木茂信

中部 富山県 富山市 株式会社フォー・ワーカーズ 5230001015531 旅館が展開する地産地消の個人向け弁当店頭販売事業 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 射水市 株式会社小西商事 2230001012416 ウォータージェット工法を用いた道路補修事業への参入 株式会社北國銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社遊酒 4230001016803 地元企業と連携した若手ビジネス人材育成コミュニティの形成 高岡商工会議所

中部 富山県 小矢部市 神島印刷株式会社 3230001008958 フリーランスクリエイターとの連携によるデジタルコンテンツ事業への新分野展開 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 高岡市 株式会社山祐キャスト 6230001011125 製造中子サイズ、形状へのフレキシブル対応性の強化による半導体分野へのシフト 富山県信用組合

中部 富山県 富山市 高野運輸株式会社 5230001005631 ３ＰＬへのステップアップのための大型精密機械ワンストップ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 高岡市 株式会社富士機工 6230001010770 特殊・オーダーメイド工具メーカーへの飛躍 太田　直充

中部 富山県 射水市 ダイワメタル株式会社 3230001012464 産業多様化・分散化に向けた高精度高純度アルミ母合金製造技術の確立 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 高岡市 株式会社宮下組 5230001011043 三次元データ活用土木施工による生産性向上を通じた新分野へのサービス展開 高岡信用金庫

中部 富山県 魚津市 インディラ セントラルキッチンでのインド料理食品の製造体制・販売チャネルの構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 射水市 日本セック株式会社 6230001012726 ものづくり企業支援能力強化のためのシェアリングマッチングサービスの開発 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社グラフ 7230001006090 高品質グッズ制作と情報発信拠点の新設によるスポーツマーケティング事業 株式会社アクティブ・フォー

中部 富山県 黒部市 骨盤カイロプラクティック　優みん 整体と食事法指導を組み合わせた新サービスの提供 黒部商工会議所

中部 富山県 黒部市 有限会社シザーズ・ジャパン 2230002008644 高付加価値な医療用ハサミの製造・販売による新分野への展開 株式会社富山銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社若野鋳造所 8230001011180 高品質鋳鉄の量産プロセスを構築し交通インフラ市場へ進出 高岡信用金庫

中部 富山県 高岡市 有限会社日本海警備 8230002012450 天然氷・地元果物を使ったカフェレストランの開業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 滑川市 株式会社ＴＯＣＯ 2230001015518 個室サウナ付きコンテナゲストハウスで地域活性化とＳＤＧｓへ寄与 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 株式会社マックス加工 4230001009055 ＢｔｏＣビジネスへのシフトに向けた高利便性製品低コスト生産体制とその販路の構築 高岡信用金庫

中部 富山県 射水市 ミユキ化成株式会社 4230001012868 高機能材料を活用した付加価値の高い医療機器部品の製造 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 高野精密工業株式会社 4230001005310 トレーサビリティを確保した生産体制国内再回帰による大型サーマルプロテクタ―の販売拡大 灰谷　直樹

中部 富山県 射水市 株式会社丸豐製作所 2230001012556 高精度低コスト短納期での鉄骨加工受託体制の構築による新分野展開 株式会社北陸銀行

中部 富山県 射水市 株式会社廣昌堂 4230001012678 機能分化ニーズ取込みのための受託事業領域選択と集中 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 有限会社サミット 7230002004333 多雪地域におけるロードサービス業界の課題解決に繋がる新分野への挑戦 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 エール・キャリア株式会社 3230001017059 高年齢者による高年齢者のための家事代行マッチングサービスの開発 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社ＴＨＧアセットマネージメント 2230001016243 介護サービス面的展開に向けた介護事業と介護人材育成インキュベーション事業への進出 株式会社北國銀行

中部 富山県 富山市 有限会社タジマ精工 2230002006202 Ａｉ機能搭載の５軸複合加工機による難削材加工等の短納期一貫生産体制の構築及び成長分野への進出 株式会社富山銀行

中部 富山県 射水市 株式会社つばさ運輸 6230001015992 地域輸送サプライチェーン高度化を実現する建築資材メンテナンス・輸送・保管サービス提供体制の構築 灰谷　直樹

中部 富山県 南砺市 株式会社池田組 2230001008892 ＩＣＴ対応およびドローンを活用した新規事業、Ｍ＆Ａを契機とした建機リース・修理事業の推進 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 マルナ 美と健康をテーマとした１棟貸し宿泊・ワーケーション施設の開業 高岡商工会議所

中部 富山県 滑川市 有限会社カネツル砂子商店 8230002008845 ボイルホタルイカを柱としたＢｔｏＣビジネスの加速化のためのホタルイカ産業観光拠点の構築 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 合同会社ＭｏｎｓｉｅｕｒＪ 6230003001644 ＤＸを活かした体験型仏菓子専門店の展開と冷凍パンＥＣビジネス参入 富山商工会議所

中部 富山県 高岡市 株式会社カイスイマレン 3230001009824 水産資源を持続的に維持されるために陸上養殖に必要な陸上養殖用人工塩の開発 高岡信用金庫

中部 富山県 砺波市 西陵株式会社 6230001008286 複雑三次元切断加工の事業領域拡大を通じた自動化機械分野への進出 高岡信用金庫

中部 富山県 高岡市 株式会社文苑堂書店 8230001010752 実店舗と新たに構築するＥＣサイトとのボーダレス化を図り、データ活用による販路拡大を実現する業態転換事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 氷見市 株式会社ラ・セリオール 2230001016177 ペンションから長期滞在型リゾート旅館への転換による事業再構築 中田　祐輔

中部 富山県 高岡市 株式会社平和合金 9230001010826 アート分野・ＢｔｏＣビジネスへの参入に向けた高精度・高効率原型製作体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社ココロ 7230001017212 『地域コミュニティ支援型コワーキングスペース』提供サービスによる新分野展開事業 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 株式会社ＦｕＫｕＴａ　Ｉｎｃ． 6230001016586 富山県のソウルフードとして全国に発信。新しい市場開拓を通じて、コロナを勝ち抜く。 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 キュアコード株式会社 4230001014154 新分野のヘルスケア・医療の研究支援クラウドサービス提供事業 富山商工会議所
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中部 富山県 氷見市 有限会社磯波風 3230002012736 ポストコロナを見据えた宿泊事業の新分野展開 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

中部 石川県 小松市 有限会社海老食肉センター 3220002010435 老舗食肉卸売業者が食肉小売店を新規出店！家食市場を獲得！ 税理士法人中山会計

中部 石川県 珠洲市 珠洲織陶苑 珠洲焼作陶体験と奥能登文化・風土を味わうオーベルジュへの新分野展開 珠洲商工会議所

中部 石川県 白山市 合同会社クェスチョン 9220003001428 リアルとオンライン併用による事業承継後継者教育サービスの展開 白山商工会議所

中部 石川県 白山市 有限会社川崎寝具店 7220002008995 ２Ｄ足型計測システム導入による子供靴専門店への業態転換事業 白山商工会議所

中部 石川県 金沢市 株式会社ＶＡＮＤＥＲＢＩＬＴ 8220001022971 【アンティークとモダンの融合】空間作りも提案するアンティーク家具販売事業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 小松市 おきまち整骨院 整骨院のノウハウを活かし、最新鋭機械を使ったエステ・脱毛事業への進出 西村伸郎

中部 石川県 金沢市 株式会社加賀麩不室屋 9220001001990 体験型複合施設の建設と動画配信による観光事業への進出 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 株式会社能登オーシャンファーム 5220001023980 【生食用】牡蠣の独自ブランド製品での新市場進出による事業再構築事業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社アバンタージュ 9220001010348 英語教育・学習プロセスＩＴ化による商圏拡大を実現する高コミュニケーション英会話コンテンツ開発 株式会社北陸銀行

中部 石川県 七尾市 瀧の川運輸株式会社 1220001015387 敷鉄板レンタルサービス事業の展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社勇飛 2220002008174 アクティブシニア層向けに地域の隠れた逸品（食品）を提供する無店舗型小売業 株式会社迅技術経営

中部 石川県 金沢市 中野　智文 ポストコロナ時代におけるＤＸを活用したショールーム式パーソナルジム 金沢商工会議所

中部 石川県 金沢市 シンク・クリエーション株式会社 8220001009770 日本の英語総合力向上のためのオンライン英会話プロジェクト「英検革命」等の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 石川県 白山市 リーフ 造園・林業・農園機材の修理・メンテナンスの新サービス事業へ挑戦 石川県商工会連合会

中部 石川県 白山市 株式会社シーイーワークス 2220001022085 梨ドリンクや梨狩り体験等で観光誘客を図る新事業展開の挑戦 石川県商工会連合会

中部 石川県 河北郡内灘町 有限会社ＣＯＲＡＺＯＮ 7220002016461 宿泊業から改葬や終活で需要が高まる「粉骨」事業への業種転換 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 株式会社松兼 3220001006590 業務用加工食材卸売業から金沢の地元食材を活用した宅食用販売への新分野展開 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 河北郡内灘町 パールドライ クリーニング店からラグジュアリー服の全国展開メンテナンス業へ たかなり税理士法人

中部 石川県 能美市 牟田陽日 九谷焼の体験型ファクトリーショップの開設 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 セットサロン　ヘッズ 毛髪改善をメインとした美容院の開業による新分野展開事業。 株式会社北國銀行

中部 石川県 輪島市 鼎舎 伝統を受継ぐ輪島塗職人、漆芸作家と消費者が繋がる新サービスによる高付加価値業態への転身 輪島商工会議所

中部 石川県 野々市 有限会社ファスタイム 3220002007935 北陸３県では初！！　本格ハワイアンフードが楽しめる喫茶店『ＡＬＯＨＡ　ＣＯＦＦＥＥ』をオープン のと共栄信用金庫

中部 石川県 白山市 株式会社運転代行新選組 8220001018598 運転代行からキッチントレーラーに、そして旬のものをよりおいしく 税理士法人宮田会計

中部 石川県 白山市 フレキシブルジャパン株式会社 5220001024599 顧客との一体性を生み出す店舗作りのノウハウを生かし、焼き肉店への新事業転換 吉田　功

中部 石川県 金沢市 株式会社ドローンショー 2220001023067 ドローンショー用ドローンの販売事業 一般社団法人公益活動サポートセンター

中部 石川県 金沢市 株式会社Ｈ．Ｔ．ＴＲＡＩＮ 1220001022219 既存店舗を最大限効率化！商品開発・オンライン・卸売や店舗売の食肉販売事業の構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 金沢市 有限会社西村商店 4220002004428 美と健康に最適！「湯葉ごはんの具」中年女性向け冷凍食品の開発 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 野々市 昭和大衆酒場ハイカラ横丁 コロナ禍に対応したトータルビューティーサロン開業での事業再構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 金沢市 株式会社サヴェージクリエイティブ 6220001017115 観光客と地元のお客様向け、スペインデリカテッセン事業 金沢商工会議所

中部 石川県 金沢市 株式会社ウルトラパワー 5220001022834 ウィズコロナ時代の中食ニーズに応えたピザ事業の実施 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 株式会社近江町ストアー 7220001001596 高齢者のための衣料・介護用品の宅配サービス開始から業態転換を図る 金沢商工会議所

中部 石川県 金沢市 株式会社メルシー 9220001014274 中古ブランド品の買取・販売事業による新たな事業展開 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

中部 石川県 羽咋郡宝達志水町 株式会社ＫｉＳＴＥＣ 6220001015952 伸縮性ネットを活用した建設現場の生産性・安全性を高める資材の開発 石川県商工会連合会

中部 石川県 能美市 株式会社オンワード技研 2220001012747 高齢化社会に対応した医療系部材製品化による事業再構築 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 株式会社モバイルコムネット 1220001009208 グランピング×ドッグラン×地元食材の活用で地域の魅力を丸ごと楽しむことが出来る宿泊業の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 石川県 金沢市 キタオ株式会社 3220001002284 金沢初の「コンサルティング付きシェアサロン事業」でＶ字回復！ 税理士法人中山会計

中部 石川県 金沢市 株式会社本保熔接 5220002007603 合金溶接加工への新分野展開による半導体製造装置の納期的課題の解決 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 株式会社魚春水産 3220001016301 エンドユーザーへの直接販売に向けた冷凍調理済み製品生産・販売体制の構築 株式会社北國銀行

中部 石川県 河北郡津幡町 株式会社島製作所 1220001017532 高機能・軽量・小型精密歯車開発とその高効率生産工程の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 加賀市 塩﨑化成工業株式会社 6220001018435 バイオマスプラスチック製品の製造で持続可能な事業に進出 加賀商工会議所

中部 石川県 能美市 有限会社ＳＴＫ機械 5220002013386 工作機械付属装置の組立に参入し、高付加価値製品の製造を目指す 株式会社北國銀行

中部 石川県 野々市 有限会社高田商会 1220002000512 ＶＲとリアルの長所を併用した「ハイブリッドショールーム」事業 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社キーストーンプランニング 8220001002222 アーチ形状技術の応用で建築業からトレーラーハウス製造販売事業へ業種転換する事業 金沢信用金庫

中部 石川県 河北郡津幡町 株式会社山本製作所 8220001017716 産業分散化に向けた一貫生産体制の強化のための高精度低コスト連続旋盤加工技術の確立 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社デンテツ運輸 7220001004450 デンテツ運輸ＤＸ化した大規模物流センターによる次世代の食品倉庫運営 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 トラストアップ株式会社 5220001022116 中古農機具買取・整備・販売事業へのシフトによる経済情勢に左右されない経営体質の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 河北郡津幡町 株式会社大徳鉄工 2220001017597 大型・難削材高精度加工技術力を活用した新分野展開に向けた生産体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 羽咋市 株式会社辰実不動産 4220001016060 空き家を活用した宿泊サービスと田舎での暮らしを望む移住者向け専門の空き家マッチングサービスで地方創生を実現する 株式会社Ａｖａｌａｎｃｈｅ　Ｔｅｃｈ

中部 石川県 小松市 株式会社ツール 9220001012963 小規模事業者向け　金属製品検査受託事業 はくさん信用金庫

中部 石川県 金沢市 土本精密工業株式会社 7220001004343 多品種高速・精密自動連続生産技術の確立による一産業依存体質からの脱却 金沢信用金庫

中部 石川県 輪島市 のと×能登 ＂獲って作って食べる”アウトドア・アクティビティ体験型宿泊所 のと共栄信用金庫

中部 石川県 加賀市 日本海観光バス株式会社 1220001013333 バス会社が行う待合所を兼ねたカフェの運営及びキッチンカー販売 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 株式会社ＭＯＮＯ 7220001022097 フィットネスジム経営事業計画書 吉田　功

中部 石川県 能美市 株式会社竹内鉄工 8220001021164 鉄骨溶接ロボットシステム導入によるＭグレード市場の新開拓事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社かあてんや 1220001001726 加賀友禅の壁面パネル製造とサブスプリクションサービスを開始 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社総合園芸 2220001003738 替えない＆捨てない！ＳＤＧｓ時代の「永く育てる」オフィス緑化事業 金沢信用金庫

中部 石川県 白山市 株式会社建築工房正勝 3220001011137 子育てママに癒しの時間を！衣食住を彩るカフェ雑貨販売への展開 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 ＦｅｅＬ　Ｄｅｓｉｇｎ株式会社 8220001023326 能登半島の自然や文化を体感できる一棟貸切型コテージ事業 税理士法人中山会計

中部 石川県 金沢市 有限会社ツバタ水夢倶楽部 8220002003905 顧客生涯価値最大化に繋げる高付加価値サービス開発によるパーソナルスイミングスクールへの脱却 金沢信用金庫

中部 石川県 七尾市 ジェーケーワンフーヅ株式会社 7220001018764 安全・安心国産養殖アワビの加工食品製造・販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 石川県 七尾市 飛田水産 能登産の本物の牡蠣と雄大な景観をまるごと味わえる牡蠣専門店の展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 有限会社アトラスサービス 2220002007886 サプライチェーン強化のための、デジタル化による裁断専門業への進出 竹田　健一

中部 石川県 七尾市 インスボーディネイション ハイクオリティ画質とオリジナル音源の動画（映像）制作事業の展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社利水社 5220001007496 ナローマルチビーム測深機による３次元データの活用と地理空間情報サービスの提供 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 高千穂工業株式会社 9220001004052 ＩＣＥ依存型企業から高精度ロボット部品の動力伝達におけるニッチトップ企業へ 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 ソレスト株式会社 3220001018883 フランチャイズ本部構築と管理アプリの開発で新規エリア開拓へ 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 株式会社小林俊三工業所 6220001002810 板金加工業から医療機器の製造業への飛躍に向けた事業の再構築 金沢信用金庫

中部 石川県 白山市 株式会社マツカワキカイ 1220001009439 ハイテン材を用いた軽量かつ高強度コンテナの加工ラインの製造事業 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 富士精機株式会社 3220001005758 市場成長が見込まれる次世代トランスミッション部品製造への進出 株式会社北國銀行

中部 石川県 白山市 株式会社田中電気システムサービス 8220001021981 太陽光発電設備に特化した除雪・除草サービス事業への進出 株式会社北陸銀行
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中部 石川県 白山市 北崎自動車工業株式会社 7220001002314 先進安全システム搭載大型車両整備・修理事業への集中のためのサービス提供体制の高度化 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 Ｓｐｅｒａｎｚａ株式会社 1220001019009 北陸初！完全個室のフィンランド式ロウリュウサウナ『ＳＯＮＯ１（ソノイチ）』への事業再構築 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 株式会社ソロモン 7220001008055 『青ぞらハウス』のライセンスを体験用ショールームを通じて販売。住環境のゼロエネ化に貢献する。 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 金城交通株式会社 3220001002276 道の駅のリノベーションによる観光スポットへの再生・進化事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 石川県 金沢市 シシクアドクライス株式会社 1220001006997 高機能ウレタンキャスタの開発と内製化による多様化する社会ニーズへの対応 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 鹿島郡中能登町 株式会社ケー・エヌ・テー 1220001015692 車両用産業資材向け混繊糸の生産体制構築による新分野展開 税理士法人金沢セントラル会計事務所

中部 石川県 金沢市 株式会社さいがわコーポレーション 8220001011578 専門飲食店への業種転換に向けた高付加価値飲食メニュー開発と新たなサービス提供プロセスの構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 石川県 金沢市 マクリハニッシュ 白山比咩蒸留所設置運営事業計画 金沢信用金庫

中部 石川県 白山市 有限会社浜辺漁業 8220002014695 「美川丸直送！！きときと魚の自社ブランド加工食品販売！」 のと共栄信用金庫

中部 石川県 能美市 有限会社ヤマキ漬物 5220002011687 高付加価値漬物製品でのＢｔｏＣビジネスへの転換に向けた新製品開発とその生産工程、販路の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 七尾市 株式会社アントール 9220001016238 複合現実による３Ｄ設計を起点とした３階建て４世代３世帯住宅の展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社鏑木 6220001010565 次世代観光を実現する新旧美術と工芸が融合した観光施設事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社バイセル 4220001005253 メンテナンスを中心とする建設系機械事業への業種転換 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 ウーヴァウーヴァ イタリア料理店が手掛ける自然派ワイン店（ショップ＋ラボ＋イートイン）の再構築事業 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 食堂だるまや 人気の定食の店が料理の腕を活かしておいしい賄いつき下宿を開業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 白山市 株式会社伊藤グリーンワークス 8220001022088 植木屋が薪ストーブと薪の販売を開始、四季を通して快適な自宅時間を提案 半田　武志

中部 石川県 金沢市 安達写真印刷株式会社 4220001000782 当社オリジナル「ピクチャブック」開発による新規顧客層の開拓 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 河北郡津幡町 株式会社愛昴 9220001019182 地元野菜を新鮮冷凍でお届けします！障がい者施設による冷凍カット・加工野菜事業の構築 のと共栄信用金庫

中部 石川県 小松市 南熔工業株式会社 3220001012250 溶接ロボットシステムによる自動生産体制の再構築と半導体分野の新規需要獲得事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 鳳珠郡能登町 ｂｅｎｃｏｔｔａ 食と地域文化で人を癒す「Ｕ―ＮＡＧＯホテル」宿泊事業 興能信用金庫

中部 石川県 羽咋郡志賀町 株式会社能西水産 9220001020925 能登の鮮魚を活かした総菜の小売店舗を新規開店！ 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 加賀電化工業株式会社 9220001001982 長尺品の高精度加工内製化と新メッキ開発で次世代電池製造装置部品生産へ挑戦 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社清水亭 6220001003354 兼六園の立地と景観を利用した観光業からブライダル事業への転換事業 田中　宏司

中部 石川県 金沢市 有限会社海鐵工 5220002001317 新工場の建設と溶接ロボットの導入により業態の転換を実施する ひまわり経営サポート株式会社

中部 石川県 鳳珠郡穴水町 コーストテーブル 自家養殖の牡蠣と能登の里海を心ゆくまで堪能できる宿泊施設の開始 のと共栄信用金庫

中部 石川県 輪島市 四十沢木材工芸 ＢｔｏＣビジネス加速化に向けての新たな当社オリジナル製品ブランディング戦略の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 小松市 有限会社大井工業 2220002010361 大型品の高精度加工内製化による電池製造設備部品へ挑戦とプレス機用補給部品の供給拡大 はくさん信用金庫

中部 石川県 白山市 藤場機工 業務用洗濯機修理業としての強みを生かした低コストコインランドリー事業への進出 宮西　邦夫

中部 石川県 金沢市 株式会社ＭＡＫＩＮＧ　ＴＨＥ　ＲＯＡＤ 7220001020646 地方の中小企業の採用力を高める、採用ＤＸ推進事業 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 有限会社越原商店 6220002000128 新ブランド「白山冷菓子」立ち上げプロジェクト 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 小松市 株式会社Ｂｉｋｋｅ 9220001021411 賞味期限を３カ月伸ばせる低糖質・高栄養化のパン開発にてＢｔｏＢ市場への進出 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 大地の虫株式会社 1220001011510 健康志向、食品ロス削減、防災食に注目した乾燥野菜等の食料品製造業への転換 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 株式会社三ツ村クリーニング本店 9220001012468 コインランドリーの集客力を活用し冷凍食品無人販売する事業 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 金沢市 株式会社さいち 5220001010351 建設現場の生産性を向上させるユニットラス型枠の製造 株式会社福井銀行

中部 石川県 七尾市 有限会社七尾自動車教習所 6220002013955 都市部人材と地域課題＆資源を繋ぐ！日本初のリビングラボ型ホテル事業への挑戦 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社リアル・エイト 2220001020683 金沢初　非接触型会員制隠れ家ＢＡＲ むかい税理士法人

中部 石川県 金沢市 毎田染画工芸 高級宿泊施設・高級住宅に向けた加賀友禅を用いた照明パネルに係る新規事業開発 株式会社迅技術経営

中部 石川県 金沢市 株式会社松井製作所 4220001006581 半導体部品分野への参入を実現するための高精度加工ラインの構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 高忠デンタルクリニック 家庭教師のプログラムを組み込んだ新たな歯科矯正ＤＸ事業 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 アリカ　ヘア　デザイン ウィズコロナに求められる温もり感じるアロマ事業で地域活性化 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 珠洲市 株式会社のとさく 4220001016944 ＩＣＴ施工技術導入により高品質低コスト短工期施工体制を構築し新分野展開を図る 株式会社北陸銀行

中部 石川県 能美市 はとや電器株式会社 7220001018434 超高齢化・情報化社会に対応したＩｏＴ介護リフォームパッケージ事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 野々市 株式会社高井製作所 6220001000401 高精度低コスト短納期を実現する金属加工技術の導入と製造環境の整備により大豆ミート製造機械分野へ新分野展開を図る 株式会社北陸銀行

中部 石川県 羽咋市 株式会社ケージーテクニカル 2220001016021 受注産業一極集中回避に向けた高精密・高効率加工特化体制整備による超硬合金加工技術の高度化 株式会社北陸銀行

中部 石川県 七尾市 合同会社エムズガレージ 3220003002695 「強み」を磨き、「電子制御装置整備」へ新分野展開　同業者からの外注獲得事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 七尾市 民宿つるや 民宿からペットの見守りサービス付きイタリアンリストランテへの事業転換 のと共栄信用金庫

中部 石川県 白山市 株式会社浅野太鼓楽器店 3220001008934 製造一本鎗からスタジオ開設で、北陸から太鼓奏者の裾野を拡げる！！ 白山商工会議所

中部 石川県 白山市 金沢スプリング株式会社 9220001009084 ステンレス製大型精密板金外装カバー製作による半導体市場への進出 税理士法人中山会計

中部 石川県 金沢市 株式会社ＯＮＥＯＮ 9220001024471 セルフエステでアフターコロナの身近なキレイになりたいに応える 税理士法人宮田会計

中部 石川県 白山市 株式会社ＢＢＳ金明 8220001009358 画像処理技術を活用した革新的な「製造現場特化型－生産管理システム」による新分野展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 白山市 株式会社ライデンペール 5220001021191 “生産者と店舗をつなぐ”韓国マカロンの製造販売事業への業種転換 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 株式会社灰田鉄工 8220001013748 金属加工技術の刷新による建設用金属製品製分野への再参入 大串　智之

中部 石川県 金沢市 有限会社清正商店 8220002002270 花に囲まれたカフェ開業による事業の柱構築と地域活性化への貢献 浅田　章大

中部 石川県 金沢市 株式会社フィットアカデミー 4220001018866 ＩＣＴで地方の教育格差を解消し地方人材を育て、地方を守る事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

近畿 福井県 福井市 株式会社パルクリール 2210001009083 高齢化社会に対応する出張トリミングサービスで、人と犬の健康増進 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社ワンダーフードサービス 2210001015032 高まる介護脱毛需要に特化し、コロナ渦でも安心して利用できる脱毛サロンの運営 株式会社エフアンドエム

近畿 福井県 鯖江市 株式会社清水工業所 5210001012951 眼鏡部品精密期加工技術を生かし、産業用の高精度微細加工へ新事業展開する。 左近　政裕

近畿 福井県 福井市 株式会社ローズガーデン 6210001008932 地産食材を取り入れた婚礼メニューの冷凍・チルド商品の開発販売事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社英 5210001017744 国産羊肉で地元福井に食の新しい価値を提供するジンギスカン事業 根來　駿也

近畿 福井県 福井市 株式会社ＩＯＲＩ 7210001018690 抹茶スイーツ専門店の展開 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社治鳳工業 8210002002908 鋼製ブラケット内製化で橋梁耐震補強に特化する事業 根來　駿也

近畿 福井県 福井市 株式会社スタジオロット 1210001015784 結婚祝いとして贈る似顔絵ギフトのネット通販事業 根來　駿也

近畿 福井県 福井市 ジュエラ株式会社 9210001014804 新規事業「パーソナルぬいぐるみ」の自社開発と独自販売による事業再構築計画 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 カネタツ数馬株式会社 3210001000735 レトルト加工システムを導入しての新商品開発販売事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 サン・ルック株式会社 5210001001491 刺繍レースを活かしたジェンダーレスファッションのＥＣ販売事業 福井信用金庫

近畿 福井県 坂井市 バードランド 酒粕入り冷凍ピッツアの商品化による“ご当地グルメ”開発事業 佐々木　孝美

近畿 福井県 坂井市 ＤＡＮＣＥＷＯＲＫＳ２９１ 次世代に向けての社交ダンスを中心とした総合サロンサービスの事業展開 福井商工会議所

近畿 福井県 越前市 健康ラボ「輝き」 福井の健康増進を支援する健康インストラクター養成スクール事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 株式会社わらび 9210001008756 アフターコロナ対応・テイクアウト専門「和スイーツ＆カフェ業態」開発と多店舗展開 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 坂井市 インカムコンサルタント株式会社 9210001015521 福井男子を「美男子」に！メンズ専門の美容脱毛サロン事業に挑戦 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社三玄 8210001014615 当社の清掃のスキルとマインドを活かした特殊清掃サービスの新展開 福井商工会議所
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近畿 福井県 福井市 株式会社松岡屋 8210001008856 着物人口を増やすための初心者限定サブスクオンラインサービスの新提供 福井商工会議所

近畿 福井県 敦賀市 株式会社ザバッサ 8210001011356 急速冷凍で食材ロス削減！お店出来立ての味をネット通販で全国販売 株式会社福井銀行

近畿 福井県 大飯郡高浜町 有限会社かつみソーイング 7210002014061 アパレル業界の衣類廃棄ロス問題の解決のため、多品種小ロット生産に対応したＦＡ型工場へと進化する 株式会社福井銀行

近畿 福井県 大野市 真名川株式会社 2210001009918 「養生テープ」の基布材に使用する糸の加工事業への進出 越前信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 株式会社リプレッド 5210001015987 ３密回避！オンライン同人誌イベント会場の開発 鯖江商工会議所

近畿 福井県 福井市 有限会社上口モータース商会 4210002000964 クルマをもっと身近に！未来の整備士を福井市から輩出する『整備士体験の広場』計画 株式会社福井銀行

近畿 福井県 勝山市 株式会社ＧＯＲＡＫＵ 6210002010012 新業態ドライブスルー型ハンバーグ専門店による観光＆地元ニーズ獲得 越前信用金庫

近畿 福井県 あわら市 株式会社まいど自動車 7210001016075 中古自動車の整備事業とインターネット販売による新分野展開事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 寺本精工有限会社 9210002009068 当社の精密加工技術を活かし、精密金型製造分野への進出 株式会社ジエック経営コンサルタント

近畿 福井県 大野市 山井編織興業株式会社 6210001009947 極細糸の経編加工技術を活かした事業領域の拡大 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 鯖江市 冨士自動車株式会社 8210001013220 カーボンニュートラル時代に向けた、ＥＶ販売・整備ならびに災害時における非常用エネルギーの創出 税理士法人ＭＯＶＥ　ＯＮ

近畿 福井県 鯖江市 鈴木眼鏡工業株式会社 9210001012989 有力めがね商社と連携したレンズ加工の新分野展開 株式会社福井銀行

近畿 福井県 大野市 株式会社ベスト工房 9210001009894 一貫生産体制構築によるシルクパウダー製造業への進出 大野商工会議所

近畿 福井県 坂井市 大喜株式会社 8210001007569 高品質・高耐久性の環境配慮型防草シート製造体制の構築 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 光進企画調査株式会社 3210001001188 新技術導入で顧客を新規開拓し経営基盤を構築 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社プラスティックス 5210001003208 産業分散化に向けたスーパーエンプラ高精度・低コスト５軸切削加工技術の確立 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 鯖江市 株式会社大志創建 8210001015786 ＤＸ活用による外構施工の見える化を実現した新分野展開 髙田　友紀

近畿 福井県 福井市 株式会社ビリオンフーズハヤシ 7210001008527 北陸地方に根差した飲食チェーンが、若狭牛をメインとした個室焼肉店を開業する 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 鯖江市 株式会社Ａ－ｔａｋｅ 4210001013595 祖業の金属切削加工技術を応用した新分野展開での事業再構築 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 越前市 株式会社高原紙店 7210001011729 独自のハイブリッド貼箱生産によるコロナ禍での売上Ｖ字回復 株式会社フラッグシップ経営

近畿 福井県 坂井市 株式会社ヤマキ 3210001004380 理想の３本柱へ。唯一無二の製品製作での新分野展開。 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 敦賀市 株式会社やまちゃん 6210001017066 全国の子どもたちに届けたい体軸体操プロジェクト！ 稲葉　順一

近畿 福井県 鯖江市 株式会社ＤＭエンジニア 8210001016710 高精度加工内製化による次世代コネクタ製造装置へ挑戦 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 有限会社西陣 2210002002665 ジェンダーレス等の多様な小規模ウェディングに対応する次世代婚礼事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社中村精機 4210002002606 ５軸マシニングセンタ、３Ｄプリンタ機械の精密加工部品事業への進出 越前信用金庫

近畿 福井県 小浜市 株式会社サン・バランス 3210001017969 宿泊業から建設業へ新分野展開し、３次元モデル設計とリノベーション事業の構築 税理士法人竹長会計

近畿 福井県 坂井市 未来栄株式会社 9210001015050 精密部品の卸売業から部品加工製造業への業種転換による新市場への進出 福井信用金庫

近畿 福井県 小浜市 スタイル・オブ・ジャパン株式会社 3210001014215 製造能力獲得・新ブランド確立・新販路開拓を目指す「ＣＯ２を減らす箸」事業 小浜商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社海道時計店 2210001000694 採掘しないサステナブルジュエリーの自社プロデュースと加工製造分野への進出 福井商工会議所

近畿 福井県 小浜市 若狭の手作りチーズ工房ラ・ヴェリタ 牛乳を知り尽くしたチーズ職人が作る、ホエイと地場野菜のジェラート店 小浜商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社ネットシステム 3210001004843 介護事業の人手不足解消のための採用と教育と派遣、外国人受入れ 藤野　恵子

近畿 福井県 勝山市 株式会社マツイ印刷 7210001010169 地球環境にやさしい紙製クリアファイル事業への進出 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 あわら市 有限会社温泉タクシー 7210002007552 地域資源を最大に活用し、セルフサービスでの喫茶・飲食事業を行う 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 農事組合法人楽農園 2210005008305 自社栽培野菜を活用した歴史風情の香る古民家料亭事業 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 マルミ青果株式会社 4210001004000 コールドチェーンによる高付加価値の野菜流通システムの開発 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社福井機工 1210001003640 環境に配慮した専用機でありながら汎用性のある産業用洗浄機製造 株式会社しのざき総研

近畿 福井県 坂井市 御料理半兵衛 和総菜に特化したカジュアル料亭及びテイクアウト・デリバリー業態への転換 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 敦賀市 有限会社オオハシ運輸 8210002011181 倉庫事業へに新分野展開による、経営基盤の拡大 株式会社福井銀行

近畿 福井県 坂井市 中央サツシユ工業株式会社 3210001007367 ファイバーレーザー導入による工作機械部品、建機部品の製造を開始 株式会社福井銀行

近畿 福井県 吉田郡永平寺町東古市 共桐通商株式会社 3210001014495 大迫力！走る看板！運送トラックへの広告デザイン施工事業への新規展開 税理士法人あおば

近畿 福井県 福井市 西協物産株式会社 1210001001768 長時間稼働な除雪事業と環境に優しいリサイクル砂利の製造販売事業 福井商工会議所

近畿 福井県 大飯郡おおい町 ＬＩＤＧＥＨＡＵＳ株式会社 1210001014159 カフェ・エステ・レンタル家具の複合型店舗の新規オープン 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 株式会社ワールド建工 4210001009577 県内初　アスファルト塗装における基層及び表層のＩＣＴ施工を実現 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 大野市 株式会社安間鉄工所 3210001009941 地域物流にイノベーションを！新たな防災対応土木資材ＤＸ物流システムの構築 大野商工会議所

近畿 福井県 福井市 オステリア　ダ　シルバーノ 拡大するテイクアウト市場を掴む本場イタリアンの再構築事業 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 イワシタ商事株式会社 5210001000246 今までにない施設接客サービス、あらたな温浴施設モデルの構築 髙田　友紀

近畿 福井県 福井市 株式会社平和ＩＴＣ 5210001003182 グランピング事業参入による収益構造改善でコロナ危機脱出を図る 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 日海水産株式会社 7210001002653 新分野である小売店向け冷凍加工食材の加工・製造に取り組み新たな商流の構築によって事業再構築を図る 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 越前市 株式会社真寿美衣裳 6210001011977 圧倒的クオリティで魅了させる「フォトウェディング専門スタジオビル」への挑戦 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 有限会社ＰＩＮＯＣＣＨＩＯ 8210002008970 うなぎ専業に特化した専門店及びセントラルキッチン整備による多店舗化体制構築 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 坂井市 ぴんぽんぱん 生米丸ごと製法のヴィーガン米パンによる冷凍販売卸業への転換 福井県商工会連合会

近畿 福井県 越前市 北陸産業株式会社 6210001011960 電線ケーブルを回収し高付加価値の銅資源として再生する新分野展開事業 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 坂井市 有限会社近藤造園 5210002007075 既存ノウハウを活用したコロナ禍ニーズ対応・県内最大グランピングオートキャンプ場の開設 株式会社福井銀行

近畿 福井県 三方郡美浜町 株式会社西方 4210001011070 立地を活かす融合的客層「ハイブリッドスタイルのカフェ」展開 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 有限会社シヨーエー 3210002001757 トレーラー型移動店舗～お店がまるごと来てくれたらいいな。～ 税理士法人あかつき経営会計

近畿 福井県 福井市 株式会社Ｅ．Ｒ．Ｃ．福井 5210001016911 強みである収集運搬事業を土台に、新たな中間処理事業を加えた複合サービス提供会社への転換 福井商工会議所

近畿 福井県 鯖江市 エルテック株式会社 8210002012923 新設備導入による加工技術の向上と組織改編による新分野開拓事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 合同会社夢の旅行屋 1210003001139 介護リハビリ旅行会社から個別リハビリ療育特化型の児童通所施設への業種転換 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 越前市 タナカ工業株式会社 1210001011742 体験・提案型営業の展開による地域ＮＯ．１水まわりリフォーム専門店へのステップアップ 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 越前市 エイティーンスコーポレーション株式会社 5210001015954 福井県特産品となるワインを生産し、ｔｏＢ．ｔｏＣの販路開拓で全国に販売開始 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社小金屋食品 6210002001242 経営資源を活用し福井銘菓水ようかん製造による新分野への挑戦 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 福井市 冨永如美 コロナ禍でも子育て世代が安心して来店できる美容室と　小学生対象ＳＴＥＡＭ・ＩＣＴ・プログラミング教育スクールと学習塾事業 福井信用金庫

近畿 福井県 三方郡美浜町郷市 株式会社ミハマランド 1210001010926 「ドライブイン」から「郷土料理店」への転換によるオンリーワン店舗への再構築 福井県商工会連合会

近畿 福井県 坂井市 ぱんだ不動産株式会社 3210001017218 お試し宿泊からの移住促進。リゾートワーケーションへの挑戦 株式会社福井銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社三沢製麺 5090001016619 ＰＢの開発とＢｔｏＣ販売による小売業への新分野展開 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲府市 旬菜そば　かさふじ 甲府駅前で２４時間利用可能な／個室／非接触型／無人／レンタルオフィスの運営 甲府信用金庫

関東 山梨県 南都留郡道志村 有限会社サンテック 9090002010229 地域経済を牽引するクリーンルームを使った医療機器部品製造への進出 小原　恭子

関東 山梨県 甲州市 株式会社コウチ 1090001009097 山梨県産ブランド果実を使った新商品開発・店頭ＥＣ販売事業展開 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲府市 モテギ株式会社 7090001002179 ポストコロナに向けたテレワークカフェ＆ビジネスマッチング事業 吉野　康太

関東 山梨県 笛吹市 天意合同会社 1090003000830 質の高い衛生環境を提供し、日本社会全体を綺麗にする 田島　清二

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 笑月 海外の超富裕層向けのサービス開発と設備投資 山梨県商工会連合会
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関東 山梨県 山梨市 常葉畳店 「フローリング用置き畳」製品の製造・販売による事業再構築計画 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲府市 ラ・テール オンラインで全国展開！睡眠と腸活・遺伝子解析のセミナー講師 本川　修一

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 フジヤマスシパーラー イートイン・テイクアウトが可能なフルーツパーラー 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 株式会社アクト 9090001014684 飲食事業から自然を活かしたグランピング施設運営への事業転換 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 笛吹市 株式会社小松遊覧農場 9090001005989 地元食材を使ったジェラート製造・販売を通じて、障害者就労経験を提供するとともに、地元との連携による地域活性化へ貢献する！ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲斐市 味処 生き残りをかけたお客様と一緒に作るかーレーカスタム事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南アルプス市 ミンムスアウトドアデザイン 体験プログラム付き長期滞在１棟貸し事業への展開 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 合同会社フロスティ 6030003010640 住宅宿泊事業から、ワーケーションを取入れた簡易宿所への事業転換 川越商工会議所

関東 山梨県 南アルプス市 メイフラワーズ 里山とクラフトを満喫する古民家基地「ののせベース」の整備 砂田　俊二

関東 山梨県 北杜市 協立コミュニケーションズ コワーキングスペースと絵本・フォトギャラリーを融合した新事業を展開 池田　哲郎

関東 山梨県 甲府市 株式会社ジェム・フォース 7090001006808 オンライン販売を活用した小売業への参入によるビジネスモデルの再構築 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社メンテモ 9011001118284 自動車整備工場向けサービス「メンテモ」の開発・提供 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 山梨県 甲府市 株式会社マノエ 3090001012867 ラボグロウンダイヤモンド専用工場新設で持続可能な商品製造を目指す 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 北杜市 るいーだ 宿泊施設敷地内を活用した地元と旅行者のパーソナルジム事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲州市 ナチュラルカフェ 大菩薩峠の山里・感染対策型レジャーと村おこしを両立する「天空のキャンプ場」の開設 甲府信用金庫

関東 山梨県 甲府市 バハギアスパ／クプクプ 既存のリラクゼーションサロンとの相互発展が可能な脱毛市場への進出 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 山本基礎工業株式会社 8090001002401 特許技術の改良による耐震補強・老朽化対策などの建築修繕分野への新分野展開 甲府信用金庫

関東 山梨県 富士吉田市 株式会社ぴーす 1011001106841 屋外サウナ・音響設備を備えた貸し切り型キャンプスペースの提供 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 甲斐市 株式会社オー・エス・ケー 3090001002810 廃プラスチック類製品製造（固形燃料製造）で循環資源の推進に貢献 甲府信用金庫

関東 山梨県 大月市 有限会社シムラ精工 2090002009871 ウエハ研磨用水晶振動子の生産技術開発による新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 山梨県 北杜市 株式会社高原の風 7090001011683 訪問看護ステーションを新設し、社員の訪問看護師教育を伴って、在宅医療市場へ進出する 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 都留市 株式会社中野工業 9090001013546 産業廃棄物から再生資源へ！リサイクル砕石の販売～循環型社会を目指して～ 鈴木　尚剛

関東 山梨県 甲斐市 東盛電業株式会社 9090001016086 「南アルプスの恵みを召し上がれ！」　～　南アルプス市産“さつまいも”と“果実”の加工　～ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社キムラ 8090001000520 特殊車両整備技術を活用した鉄道関連メンテナンス事業への新分野展開 山梨信用金庫

関東 山梨県 笛吹市 有限会社ミトミ工業 5090002008680 「工事現場の効率化を応援する！」外壁工事会社が行う「出隅」製造・販売事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 株式会社朱宮神仏具店 4090001001142 「朱宮ハートフルサービス」人口減少がもたらす寺院消滅から地域と文化を継承する事業 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 山梨県 南アルプス市 株式会社ＴＲＩＮＩＴＹ 5090001015942 当社独自の水上バイクの開発・製造・販売 甲府信用金庫

関東 山梨県 甲府市 有限会社オンザロード 4090002006413 甲府市民の新たな生活様式に対応したテイクアウト事業への業態転換 甲府信用金庫

関東 山梨県 南都留郡忍野村 有限会社ソルベグラスヨコハマ 5090002012187 ドッグラン併設ペットカフェ”ワンワン倶楽部” 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 富士吉田市 なだや株式会社 4090001009912 富士山蒸留所の開設と新商品クラフトジンの販売 都留信用組合

関東 山梨県 笛吹市 株式会社トプテック 7090001013911 ドローン機体製造と共に関連サービスを一体的に行う地域振興に資する事業転換 丸山　孝雄

関東 山梨県 甲府市 株式会社小林貴金属 1090001000799 既存のサイズ直しでは対応できない指輪修理技術を用いた修理事業 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲府市 株式会社ちぼり甲府 5090001005142 コンビニ等向け個食焼き菓子生産による新規市場参入 若杉　拓弥

関東 山梨県 甲州市 フジッコワイナリー株式会社 1090001009246 アルミキャップ小瓶ワインを内包した「ワイン弁当」の新分野展開 上田　誠

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 合同会社インテグレイテッド 8090003001384 エコをコンセプトにした体験型サービスのグランピング施設運営 半谷　康

関東 山梨県 南都留郡道志村 花屋かと吉 都市と農村が交流できる「農園併設型キャンプ場」の開設 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 トゥデイイズオーケイ株式会社 8090001014520 『健康』をキーワードに自然体験を提供する店舗展開プロジェクト 高柳　哲也

関東 山梨県 富士吉田市 冨士五湖エンジニアリング株式会社 9090001010329 ＤＸ技術を駆使したグランピング・ワーケーション対応宿泊施設 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 甲府市 株式会社ジットセレモニー 3090001004922 富士川町の魅力を再開発する特産ゆずの加工・販売プロジェクト 株式会社みずほ銀行

関東 山梨県 富士吉田市 ティアンドティフジヤマゲストハウス インドネシア人研修生受け入れサポート事業 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 甲府市 株式会社ＲＩ’ｓ 5090001007576 ＥＣフォトラボラトリー（商品撮り専門撮影事業）の展開 甲府商工会議所

関東 山梨県 甲府市 有限会社山銀 7090002003250 不動産業から介護施設へ転換！無料宅配サービス付きの通所介護事業 本川　修一

関東 山梨県 山梨市 株式会社Ｓ　ＰＬＵＳ　ＯＮＥ建築設計事務所 4090001016925 一棟貸し「宿」と「レンタルキッチン」スペース事業による持続可能な地域づくりの場 豊岡　桃太

関東 山梨県 富士吉田市 有限会社カツタステンレス 9090002011846 新規製造体制の確立と新分野展開《自社技術を活用した事業再構築》 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 上野原市 有限会社シマダ 9090002009865 コックシール部品加工から半導体製造装置部品加工への新分野展開 一瀬　章

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 株式会社天商 4090001003122 脱炭素社会に向けて化石燃料を使用しない磁気低温有機物処理装置の販売 池田　哲郎

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 ペンション　ル・ラゴン 日本初缶詰体験型名産品小売事業とそれに付随する缶詰カフェ併設事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 株式会社Ｍｒ．Ｄｒｅａｍ 7011301017840 愛犬家向けの、大型犬同伴での宿泊に特化したグランピング施設 東京中央経営株式会社

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 株式会社高村クリーニング店 4090001009854 衛生基準認定の取得により、地の利を活かした新分野展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 富士吉田市 光織物有限会社 1090002012414 地域産業を新しいサービスにより、新しい価値を生み出し、元気にする計画 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 山梨市 株式会社堀内製作所 6090001015504 ０４０２基板実装ラインを導入し、多品種小ロットの一般向け・医療向け新分野へ展開 甲府信用金庫

関東 山梨県 甲州市 有限会社ＢＵＩＬＤ 6090002011064 「３Ｄスキャナーを活用した貴金属性フィギュア製造と思い出の３Ｄデータ化事業」 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 北杜市 素朴屋株式会社 8090001013794 軽食＆農産物販売を集客フックに県産材建具等を製造販売する新規事業 飯田　伸司

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 合同会社ＩＴＯＵｃｏｍｐａｎｙ 1090003001449 本格的なキッズルームを備えるプライベートグランピング施設 池谷　正志

関東 山梨県 韮崎市 有限会社若鮨 3090002013996 八ヶ岳唯一の循環型社会に貢献する伝統的日本食文化の体験型グランピング 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 株式会社Ｎａｔｕｒｅ　ｕｎｉｏｎ 5090001015819 人の健康と地域活性化に繋がる！山中湖畔の抗酸化絶景サウナ付き貸切コテージ 都留信用組合

関東 山梨県 中央市 株式会社サンテミリオン 2090001005310 山梨県産豚肉を使用した高級生サラミ・生ハム製造事業の展開 池田　哲郎

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 セットサロン　アンジェリカ ライフイベントを彩る複合型宿泊施設（ログハウス＋グランピング）事業 児玉　直樹

関東 山梨県 富士吉田市 合同会社リッジライン 3090003001414 ヘルスツーリズム向け健康増進特化型宿泊施設への転換 山梨信用金庫

関東 山梨県 笛吹市 株式会社ＬＡＭＵＴＡＲＡ 3090001015143 「コロナ禍でもニーズが高い家系ラーメンのドミナント戦略による地域密着型事業展開」 甲府信用金庫

関東 山梨県 甲府市 株式会社柳沢商会 2090001002340 宝石・貴金属製造卸業から製造小売業への事業形態再構築計画 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社ビースリー 1090001015483 当社の強みを活かした安心安全な大月市初のフィットネスジムでの地域健康促進事業 甲府信用金庫

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 河口湖ブルーベリーガーデン ブルーベリー収穫とアウトドアアクティビティが体験できる富士山麓一棟貸し切り型宿泊施設 山梨県民信用組合

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 株式会社大伴 1090002011738 賃貸業からユニバーサル・グランピングへの転換事業計画書 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 ウエステック ショウルーム兼作業場の新設によるキャンピングカーのカスタマイズ・メンテンナンス事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 株式会社ジャスト 1090001003117 冷凍食品の無人販売事業の参入 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 山梨市 株式会社古屋製作所 5090001008954 家守りメンテナンスを基点とした非接触型事業サイクルの構築 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲斐市 株式会社ソフトケン 8090001004629 ソフトウェア開発業を活かした中古車のＡＩオークション代行業 公益財団法人やまなし産業支援機構

関東 山梨県 甲斐市 有限会社ホワイトオール 6090002005529 オンライン立会と遺品デジタル化サービスを付加した従来にない遺品整理事業の展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 プルプサンパ 自分たちで結婚式を作る「ＤＩＹウェディング」の新サービス事業 甲府商工会議所

関東 山梨県 甲府市 株式会社石友 8090001000149 老舗ジュエリーメーカーが作る「家庭を彩る」製品事業 藤原　千穂
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関東 山梨県 甲府市 株式会社エスティケイ 6090001000274 ドックランを完備したペット同伴型１棟貸コテージの展開による宿泊観光振興 甲府信用金庫

関東 山梨県 山梨市 桃春 コロナ渦を生き抜くための「安心」「安全」「美味い」ラーメンの提供 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社マリアージュ 3090001002034 「県内初」韓国風フォトによる、高付加価値ウェディングフォト事業への展開 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ＭＡＥＺＡＸ 2090001015508 車両解体・部品管理システム導入し、中古部品販売業へ進出する。 株式会社シェアードバリュー

関東 山梨県 山梨市 株式会社ほうとう歩成 4090001013600 山梨県産の果物を使用したフルーツジェラートの製造・販売事業 大塚　伸宏

関東 山梨県 山梨市 株式会社Ｃａｎｔｉｎａ　Ｈｉｒｏ 8090001014470 ワイナリーによる新たなジビエの捕獲・加工処理と山梨ジビエ・ワインの提供 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲斐市 株式会社Ｂ’Ｓクリエイト 1090001001450 県内初！総合美容のシェアリングサービス事業 本川　修一

関東 山梨県 甲府市 株式会社イピア 7090001000199 オンラインショップ及び工房付き店舗を起点とした新ブランドによる小売業への参入 りそな総合研究所株式会社

関東 山梨県 甲府市 株式会社石坂屋 8090001016228 「和菓子」と進歩する冷凍技術を融合させて「和菓子」の市場を開拓する計画 山梨県民信用組合

関東 山梨県 上野原市 株式会社二幸エンジニアリング 5090001013426 ポストコロナのＤＸを支えるＦＰＤ製造装置用製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 山梨県 笛吹市 有限会社小林リネンサービス 2090002008972 生産プロセスの非接触システム化による新規顧客の獲得 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 富士吉田市 株式会社サンエイ 6090001010372 富士の麓で暮らすを体験する全室富士山ビュープライベートビラの宿泊事業 都留信用組合

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 有限会社大屋ホテル 9090002011706 老舗旅館によるスポーツジム事業への新規参入とマイクロツーリズムの潮流を捉えたＶ字回復の実現 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 山梨県 北杜市 金精軒製菓株式会社 6090001011057 大豆と旧台ケ原宿のまちづくり－信玄餅が創る地元産大豆ミートとカフェ 株式会社クロスリアルティコンサルタンツ

関東 山梨県 笛吹市 株式会社山久食品 5090001006280 山梨県初！豆腐屋が作る大豆を使った新食感のうどん店の店舗開発事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 井戸前有限会社 5090002011635 天然芝グラウンドの「バブル方式」対応スポーツ施設の新規開発 米倉　徹

関東 山梨県 笛吹市 株式会社ＬＯＯＯＦ 6090001015248 地域に関係人口を創出する「月額定額の会員制学べる地域ホテル」 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲斐市 株式会社河村自動車工業 5090001002577 再生樹脂の活用！脱炭素に貢献する廃自動車の再資源化事業 株式会社商工中金経済研究所

関東 山梨県 甲府市 株式会社ラッキー商會 3090001002471 山梨ジュエリーファクトリーの海外戦略～海外ＥＣ３Ｄバーチャルショップ×インバウンド×国内初！移動販売～ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 中央市 特定非営利活動法人ルーデンススポーツクラブ 1090005001315 地域総合スポーツクラブオンライン体操教室事業と運動型健康増進施設の開設 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 中央市 株式会社ジョウホク物産 9090001014577 高品質での長期保存が可能な冷凍アワビ加工業への業態転換 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南アルプス市 ナカゴミ株式会社 1090001004981 ＤＩＹツールの循環型ビジネスモデル＂３本の矢＂で新規顧客層の獲得とＳＤＧｓへ挑戦！ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 富士吉田市 株式会社アエラオフィス 8090001015089 分析室、及び検査機器の導入による、アスベスト調査市場への新規参入 都留信用組合

関東 山梨県 中央市 株式会社斎庵 7090001012442 一次産業で生産から販売へフードロスを無くす 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 花みずき 地域のワーケーションセンターの構築とファミリー滞在型施設の構築事業 都留信用組合

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 株式会社東屋ミートセンター 1090001009527 お惣菜製造工場の新設による飲食サービスとＥＣサイト販売の新設 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 富士吉田市 合同会社１８８９ 6090003002021 プライベート宿泊施設建設でのアウトドア客、ペット同伴客受入、ｗｅｂサイトを通じたペットツーリズム発展への新分野展開 都留信用組合

関東 長野県 松本市 株式会社エムデポ 8100001029954 食材ロスを無くし地元産のドライフルーツを日常へ届ける 奥原　清

関東 長野県 松本市 有限会社ＳＴＥＲＮ 2100002025834 アレルギー対応ジェラートのオンライン販売体制確立 中田　麻奈美

関東 長野県 諏訪市 株式会社Ｗｉｓｈｂｏｒｎ 4100001029792 炭火焼き鳥の味を自販機で！おうち時間を贅沢にする新分野への展開 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 テーブルトップ 新型コロナウイルス感染症に順応する為の事業再構築案 税理士法人登内会計

関東 長野県 諏訪市 ぱおず屋陽太 世界を相手に挑戦状！お客様に愛される「業務用小籠包（包子）製造業」への業種転換。 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 松本市 四季旬菜酒場　壱 人生１００年時代に向けた美と健康の日焼けサロンオープン 税理士法人橋詰会計事務所

関東 長野県 松本市 一般社団法人日本ピアノレスナーアカデミー 9100005012550 プロモーション動画制作とオンラインシステム構築によるレンタルルームの運営 松本信用金庫

関東 長野県 伊那市 有限会社セント・ジョージス 2100002032946 すそ野を広げる！密を回避しながら楽しむシミュレーションゴルフの導入 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 有限会社藤乃園 7100002034970 お茶屋三代目が挑む！洋菓子製造とオリジナルギフト商品の販売 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 岡谷市 有限会社東山食堂 6100002031688 東山食堂の味をご家庭でも「ジンギスカン」自販機販売へ新分野展開 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 長野市 株式会社アラカワ 1100001000178 空き家問題の改善、地域の安全・環境保全サービスを通して社会に必要とされる企業への転換 長野信用金庫

関東 長野県 北安曇郡白馬村 株式会社ホテルオペレーションシステムズ 7100001017464 白馬初！リゾートホテルと融合した上質なサービスを提供する長期滞在及びインバウンド向け本格コンドミニアム事業への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 有限会社萬屋材木店 2100002005613 老舗銘木店としての強みを活かしたペレットストーブ販売と燃料販売 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社アプローズ 3100001000151 ペットの訪問火葬業 長野信用金庫

関東 長野県 飯田市 株式会社サキマン 7100001023578 パチンコホールからの生まれ変わりを目指す新事業への挑戦 飯田信用金庫

関東 長野県 松本市 済州島 ウィズコロナでも成り立つ韓国料理を味わえる鉄板ステーキの店 松本信用金庫

関東 長野県 下高井郡野沢温泉村 有限会社丸見屋商店 6100002017522 代々伝わる老舗文房具店を、次代へ継承するべく観光事業にチャレンジ！ 長野県商工会連合会

関東 長野県 飯田市 鶏肉研究所 ｗｉｔｈコロナ時代の設備とサービスを備えた焼肉店「シン・鶏研」への事業転換 飯田信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社王滝 6100001012862 地元特産物を使用した新スイーツの開発と販売拡大による事業再構築 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 長野県 上田市 有限会社カナイ精密 6100002013892 ３次元ＣＡＤ／ＣＡＭを導入し高品質精密金型部品の短納期生産による事業再構築 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 株式会社青木製作所 3100001000036 高精度ターニングセンタ向け回転工具用部品の製造 株式会社ピースマネジメント

関東 長野県 上伊那郡中川村 七代 古民家を活かしたテレワーク・ワーケーション事業で新事業展開 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 松本市 有限会社ガレージドリーム 3100002019694 強み満載のオリジナルご当地メニューをキッチンカーで攻めの販売へ！ 松本商工会議所

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 有限会社石の湯ロッヂ・ルシオラ 2100002018441 地元食材での手作りパンやジャムを提供するカフェレストラン開業 谷川裕也

関東 長野県 上伊那郡宮田村 有限会社昭栄軒 1100002034118 空き家を改装してのランチ営業と弁当配達事業開始、集いの場を提供し地域の食を支える。 株式会社八十二銀行

関東 長野県 佐久市 株式会社長野県消毒公社 4100001007443 イベントスペース併設のカフェで「地域を魅せる」！ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 有限会社スリーエフ 8100002022636 新分野展開として未開拓である個人消費者向けに食肉店頭販売を開始 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡富士見町 有限会社諏訪宝飾工芸 3100002029529 希少原石の豊富さと磨きの技術を活かしたジュエリー市場への挑戦 長野県商工会連合会

関東 長野県 北安曇郡白馬村 株式会社佳誠 6100001031788 信州産野菜＆ジビエを使った本格中国料理レストランに進出事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 中野市 有限会社仲條建築 2100002018128 コロナ過によるリモートワーク対応型　移動可能小屋「ココ屋」事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 株式会社セルフィユ軽井沢 3100001008525 フレーバーバター製造及び販売計画事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 手仕事扱い処　ゆこもり 作品の販売（小売業）からアートを身近にするサービス業への展開プラン 株式会社八十二銀行

関東 長野県 駒ヶ根市 株式会社ワクワクカンパニー 8100001027669 長野の美味しいリンゴを高付加価値商品に加工して全国へ届ける事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡下諏訪町 カラオケＢａｒ　ＳＡＫＵＲＡ 商店街活性化の一員に！自家製カレー専門店とテイクアウトサービス進出による事業再構築計画 下諏訪商工会議所

関東 長野県 小諸市 居酒屋ぶらいかん 店舗による待ちの営業から、キッチントレーラーによる攻めの営業への展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 株式会社志賀スキーロッヂ 4100001012220 自動販売機を使用した地域特産品の販売計画、及びＳＤＧｓ（１５　陸の豊かさを守る）への取り組み ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 長野県 木曽郡木曽町 株式会社日義特産 9100001017900 こっちにも寄って！木曽の魅力が詰まったテイクアウトによる新規顧客の獲得！ 松本信用金庫

関東 長野県 岡谷市 株式会社つなぐ 8100001031893 信州の良さ再認識へ！ＵＩＪターンのきっかけ創出型ビアパブ開業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪市 株式会社信州諏訪ガラスの里 4100001025420 地域特性を生かした物産店・カフェ事業の新分野展開による新型コロナウイルスからのＶ字回復 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 長野県 松本市 株式会社紙舘島勇 9100001015854 ギャップで萌える黄金に輝く蜜芋 松本信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社デイコレイト 1100001016083 信州の風土に合った、コンパクトで高断熱コンテナハウスの企画・製造 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 小諸市 株式会社Ｆｕｕｔｈ 3100001030198 地元食材・規格外青果を活用した食パン・調理パンの開発及びＥＣサイト販売 佐久商工会議所

関東 長野県 木曽郡上松町 有限会社久金商店 7100002027487 田舎でも都会の味を！酒屋が挑戦！冷凍食品２４時間無人販売事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 やきとり大吉松本中央店 信州産野菜を使用した欧風鉄板料理を気軽に楽しめるダイニングレストランへの新規参入 株式会社八十二銀行
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関東 長野県 北佐久郡立科町 株式会社ＲＥＳＴＡＵＲＡＮＴ　ＡＮＤＯ 5100001033546 「ペットと一緒にホテルシェフの料理を」ペットツーリズムへの進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 佐久市 お食事処しらかば 付加価値の高いお弁当を地域の顧客に届けるドライブスルー弁当事業 大竹　貴司

関東 長野県 上伊那郡辰野町 林工業 カーボンニュートラルで地球環境にやさしい籾殻由来の燃料・農業資材販売事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 合同会社ＭＯＵＮＴＡＩＮ　ＤＩＳＣＯＶＥＲＹ 4100003004835 自然と共存するキャンプ場づくりで地域活性化 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 有限会社ゆう 2100002018771 ウェルネスケアプログラム事業 長野県信用組合

関東 長野県 小諸市 株式会社中棚温泉 5100001008556 地域観光資源を活用したキッチンカーによる飲食業への新規参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社信越工機 7100001001237 ＶＲ（仮想現実）を活用したサブスク型予防保全サービスの提供 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社シセン 7100001013281 現代の名工が提供する『中華調理たれ』の販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡立科町 有限会社山木綿 9100002011506 「定食屋」「居酒屋」から地元食材を活かした「古民家風カフェ」への転換 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 有限会社電算オフィスオートメーション 6100002020831 「サブスクリプション型人材紹介サービス」で介護求人市場に参入 松本商工会議所

関東 長野県 長野市 Ｊｂｏｏｋ１ 持続可能な国内マイニング事業への転換 東京商工会議所

関東 長野県 小諸市 １９６８ビル こもろベース・高原の里山暮らしプラスＸのある拠点となる民泊 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 メキシカン☆食堂ＴａｃｏＴａｃｏ 白馬村観光のエントランスでのメキシコ料理専門店によるテイクアウト店展開計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 木曽郡南木曽町 株式会社フォークロア 3100001031964 里山暮らし染め体験ワークショッププロジェクト 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 ワークスパートナー 県下唯一の車両用フィルム専門店、カーデティーリング事業への業種転換 株式会社長野銀行

関東 長野県 安曇野市 廣瀨農園 機能性果実＂カシス＂などの特産農産物を利用したリキュール、およびその他の加工食品の製造 長野県商工会連合会

関東 長野県 茅野市 有限会社ヤマモト 8100002030655 生産者応援！新鮮果物を使った手作りデザートキット販売事業 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 長野市 株式会社木島屋 4100001000720 非対面型２４時間営業の展開とＳＤＧｓへの貢献 長野信用金庫

関東 長野県 上伊那郡南箕輪村 株式会社あいゆう 6100001020766 女性も高齢者も安心。ちょっと頑張る「２４時間フィットネスパーク」の運営。 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社ティースリー 9010001139019 自社の強みを活かしたオリジナルキッチンカー製造販売事業 岡本　洋平

関東 長野県 諏訪市 株式会社トップランクコーポレーション 9100001025309 「夜の飲食店」から「昼の飲食店」へ！　「ラーメン店」フランチャイジーで新分野展開 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 佐久市 株式会社東京マイクロ 6100001007490 小型精密モーター製造で培った技術力と切削加工技術の高度化により新たに油圧部品、精密減速機等の製造に進出 長野県信用組合

関東 長野県 長野市 株式会社ＨＡＳＥＧＡＷＡ 2100001029522 住宅建設・メンテナンス用の特注金属部材の製造・販売事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 ルレーヴ 医師とおこなう更年期障害の緩和に特化した【運動×睡眠×食】事業 東京商工会議所

関東 長野県 東御市 株式会社メカニカル 9100001010888 最新の金属加工設備導入による半導体製造装置関連事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 長野県 安曇野市 安曇野Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｒｏｓｓｏ　Ｂｉａｎｃｏ イノベーションを起こす「高品質冷凍ピザ」製造販売体制の構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社フル里農産加工 5100001027143 日本初、国産ヘーゼルナッツの６次産業化を目指す研修センター 長野信用金庫

関東 長野県 佐久市 株式会社共栄製作所 6100001007177 ステンレス溶接技術の高度化および高付加価値品の新提供 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 上伊那郡辰野町 株式会社ワークソリューション 3100001021817 紫外線手袋除菌装置の新製品による新規分野への拡大と事業再構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 株式会社高山ドリーム 2100001011728 未使用バイオマスであるもみ殻を活用した固形燃料の製造販売 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 諏訪市 有限会社スノー二輪販売 2100002028408 ライダーにも地元民にも安心安全な憩いの場を提供するライダーズカフェ事業 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 松本市 株式会社リッティーズ 3100001031915 地域農家、就労支援事業者と連携したヴィーガン専用アイスの自社製造 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 有限会社ベル・リヴィエール 3100002025577 信州・松本の農家や生産者と全国のお客様を結ぶ洋菓子製造販売 税理士法人橋詰会計事務所

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 株式会社ヤハタ精工 9100001021613 精密加工品製造で培った技術力をアクセサリー製造に応用し、新たな製造方法の確立により宝飾品分野への参入を目指す。 立野　靖人

関東 長野県 長野市 有限会社Ｂｏｎｄ　ｏｆ　Ｈｅａｒｔｓ 1100002002479 『信州小麦文化の発信』信州小麦を使用したカフェ業態と製麺事業 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 ティーシステム ＤＸを活用したオーダーメイド家具製造への新規参入 髙司　浩史

関東 長野県 須坂市 株式会社ＧｒａＬ 9100001028303 コインランドリー僅少地区で地域に貢献する店舗の設置 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 株式会社双葉溶接 2100001030653 ＢｔｏＣ向け新ブランドによるアイアン製品展開事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 株式会社Ｔ・Ｐｏｎｏ 2100001032781 安曇野市初出店となる高級ハンバーガーの専門店に挑戦 松本信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社あかしなショッピングタウン 4100001015388 まちづくりにつなげる一棟貸別荘事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 上田市 ａｒｂｒｅ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ フリーランス美容師の課題を解決し、地域を変える「シェアサロン」事業への進出 髙司　浩史

関東 長野県 塩尻市 株式会社庄太郎 2100001015902 伝統文化香る神秘的空間で行う、女性に特化した健康と美のヨガ事業の新規展開 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 茅野市 有限会社明治温泉 4100002030576 蓼科高原の農業体験付オートキャンプ場経営 奥原　清

関東 長野県 上伊那郡辰野町 有限会社フジ精密工業 5100002035335 自動レーザーマーキング装置と自動検査装置の開発でダイレクトパーツマーキング市場への進出 飯田信用金庫

関東 長野県 千曲市 信濃自動車工業株式会社 5100001006386 新型自動車の整備体制構築による「次世代型自動車屋」誕生 長野信用金庫

関東 長野県 下高井郡木島平村 有限会社ホテルレイジャント 8100002017594 地域生活の利便性に貢献できる新たな洗濯サービス業への進出 藤巻　雄司

関東 長野県 茅野市 株式会社店舗情報 7100001019155 八ヶ岳山麓の空き家の古民家を再生して古民家健康リトリート事業の新分野に挑戦 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 上田市 ぶしもりやめんめん 信州伝統食に新風を！肉おやき・肉総菜のＥＣ・自販機販売 木内　孝信

関東 長野県 松本市 有限会社クランツジャパン 6100002022555 蔵造りの店舗と長野県産食材の料理を活用した地域の賑わい創出事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 千曲市 有限会社山崎自動車工場 8100002009591 人・環境に安全な塗料による自動車軽鈑金・塗装の新規事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 長野市 株式会社マルサン工芸 1100001024581 無塵空間での環境対応型インクプリントフィルムラッピングによる車輛広告展開と保護フィルムラッピングによる車輛へのキズ防止 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 有限会社立花建設 6100002016284 カーボンニュートラル実現へ、廃材を活用したリサイクルパネルの製造販売 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 長野県 茅野市 有限会社シーザー 1100002029984 Ｊリーグ経験者によるサッカースクールと屋内練習場運営 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 大町市 大町温泉郷不動産開発株式会社 5100001017185 日帰り温浴施設のワンストップサービスを充実　地域最安値のスマート温泉宿を開設 松本信用金庫

関東 長野県 上田市 株式会社和泉屋旅館 5100001010958 秘湯を気軽に満喫できるサービスへ　「施設開放型」から「空間価値提供型」へ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社水島紙店 9100001003396 自社遊休設備を活用した次世代型コワーキングスペース事業 長野信用金庫

関東 長野県 佐久市 株式会社鷹山社中 7100001031886 軽井沢高原野菜を用いた、持ち帰り餃子の製造販売への進出 小諸商工会議所

関東 長野県 諏訪市 有限会社ケー・ジー・エス 4100002029338 アフターコロナを見据えた、安心でユニバーサル対応の宿泊事業 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 飯田市 株式会社アイシィピー 2100001030356 宮古島に遊びと美容が融合した新感覚のフィットネスジムを展開 片桐　與一郎

関東 長野県 上高井郡高山村 株式会社中村製作所 7100001005840 カーボンニュートラルの視点に基づく高効率熱交換器の生産販売 有限会社エス・エム・エスコンサルティング

関東 長野県 佐久市 伴野酒造株式会社 9100001007471 低アルコール純米生酒を世界へ！海外展開による業績のＶ字回復 佐久商工会議所

関東 長野県 上高井郡高山村 株式会社大栄産業 2100001005639 食肉市場向けコンテナ洗浄事業 株式会社岳南マネジメントプラットフォーム

関東 長野県 松本市 糸魚川翡翠工房こたき 日本固有の糸魚川翡翠の製造小売・海外向けＥＣ事業 松本信用金庫

関東 長野県 松本市 有限会社匠建設 9100002025588 長野県初の貸切温泉付きグランピング事業への新分野展開 株式会社長野銀行

関東 長野県 下伊那郡阿智村 株式会社阿智精機 9100001023238 クリーンルーム設置による半導体製造装置製造業への参入と提案力強化 内山　拓己

関東 長野県 松本市 株式会社木の花 8010701036912 大正ロマン薫るリノベーションオーベルジュ経営 税理士法人及川会計事務所

関東 長野県 諏訪郡富士見町 くらしまわり 建築業・菓子製造業から宿泊業への新分野展開　藤森照信氏設計による唯一無二の１棟貸しの宿 諏訪信用金庫

関東 長野県 諏訪市 有限会社キットウ 9100002028046 当社初、大型ステンレス板材の製造による再構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡池田町 株式会社ＳｏｕＧｏ 9010601003978 体の不調を解消　リフレッシュできる日本初オリジナル発酵温浴商品の開発 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 長野市 合同会社愛善 9100003004632 巣篭もり需要と韓流ブームを生かした韓国料理食材・雑貨販売事業 岡本　洋平

関東 長野県 上田市 有限会社七久里石材店 3100002014506 ペットと有意義な時間を過ごせるドックカフェ開設事業 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 長野市 株式会社竹内製作所 6100002002870 建機関連アルミダイカスト製品量産切削加工への新規参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社宮尾製作所 2100001003923 医療機器基幹部品加工への新規参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 駒ヶ根市 株式会社旅館深山 1100001021430 駒ヶ根高原初！ペットと宿泊できる温泉旅館へのリニューアル 長野県中小企業団体中央会

関東 長野県 伊那市 合同会社ハル製作所 6100003003983 バリ取り自動化ラインの導入による新分野展開 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 株式会社京都ランドリー 6100001025930 ホテルリネンサプライから病院リネンサプライへの事業再構築 長野信用金庫

関東 長野県 茅野市 泉建設株式会社 9100001018915 民間工事受注につなげる解体業と足場業への進出 株式会社長野銀行

関東 長野県 長野市 小山木材株式会社 2100001001035 木造注文住宅会社による自然の草木を活かした外構・造園事業への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 有限会社箱山商店 8100002004056 テイクアウト型軽食の販売と賑わいの場の提供 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 株式会社かまや 1100001009723 卸売からＥＣサイトと体験型ショールームによる消費者直接販売へ 木内　孝信

関東 長野県 茅野市 有限会社ワイケー・プランニング 6100002030707 高硬度鉄加工への挑戦！製造ＤＸ産業向け精密部品への新分野展開 長野県信用組合

関東 長野県 松本市 株式会社上高地ホテル 1100001014475 「冬の上高地×温泉×密回避」ニーズ獲得のための館内改修と年間営業の実現 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 中野市 株式会社エキップ・アイ 6100001012391 大胆なマーケティング戦略を採用するオンラインスニーカープリントサービス事業の新分野展開 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 諏訪郡富士見町 株式会社グリーンベル 4100001020181 自社工場で製作する木製キット製品の拡充による新分野展開 近山　寿博

関東 長野県 埴科郡坂城町 株式会社フレアオリジナル 2100001025265 ＡＲ・ＭＲ技術を駆使した遠隔支援および技術習得支援事業 長野県信用組合

関東 長野県 下伊那郡阿智村 有限会社清内路石油 3100002036616 ガソリンスタンド×自動車整備事業による「地域の動力機械を支える何でも相談所」への事業展開 飯田信用金庫

関東 長野県 諏訪郡原村 株式会社コーヨーテック 9100001019293 パワーデバイス電気検査時の異常発熱を防ぐ、電気検査治具の製造 立野　靖人

関東 長野県 松本市 ミューチュアルフードサービス株式会社 3100001023631 ゲストハウスを改装し良質な療育を届ける児童発達支援所を開所 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 アンドクラフト株式会社 3100001032368 浅間山の絶景をひとり占め！癒やし＆移住促進プライベートロッジ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社ナガノ建築サービス 3100001002305 プレファブリケーション建築による環境・社会・経済課題解決事業 一般社団法人長野県経営支援機構

関東 長野県 上田市 ささや株式会社 7100001010551 ３つの顧客セグメントをもつオーブン・フレッシュ・ベーカリーの展開 長野県中小企業団体中央会

関東 長野県 安曇野市 株式会社ノムラ 3100001015257 超精密大型部品加工による高付加価値金型製作への挑戦！ 松本信用金庫

関東 長野県 駒ヶ根市 有限会社松崎重機 1100002034456 コロナ禍の非対面ニーズに適したＩＣＴ建機導入による革新的な業態転換 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 岡谷市 リジェンティス株式会社 7100001019824 犬用オーラルケア商品の新製品開発と動物病院の新規事業展開 株式会社きらぼし銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 有限会社白馬交通 1100002027113 インバウンドが消えた白馬村全体で取組むキャンプ場による夏場国内観光客誘致計画 齋藤　由宇

関東 長野県 松本市 株式会社太陽商事 4100001013474 ＮＩＩＤ（国立感染症研究所）クリーニング基準に対応した「感染患者専用リネンライン」の構築 松本信用金庫

関東 長野県 上田市 特定非営利活動法人うえだミックスポーツクラブ 2100005011765 デジタルを活用し、多世代のコミュニティーを育む『次世代型クラブハウス』の運営事業 髙司　浩史

関東 長野県 上田市 永井プラスチツク工業株式会社 7100001010106 プラスチック成形品高品質塗装ライン構築による事業再構築 有限会社エス・エム・エスコンサルティング

関東 長野県 伊那市 登喜和冷凍食品株式会社 2100001020803 失活大豆粉を使用した地産地消の充填豆腐の製造 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡原村 株式会社きよみず農園 7100001025120 ジュースへの加工受託による競争力強化計画。 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡南箕輪村 株式会社グローリー 5100001020692 切削加工技術を生かし新たにパイプ加工へ進出し、工作機械部品の受注増強を図る 株式会社八十二銀行

関東 長野県 木曽郡上松町 上松陸送株式会社 4100001017698 地元エリア工業製品メーカー生産性向上に寄与する物流チェーンの拡充 松本信用金庫

関東 長野県 伊那市 有限会社ＧＡＲＡＧＥ 1100002035529 木材の搬送に特化した運送事業 伊那商工会議所

関東 長野県 上伊那郡南箕輪村 株式会社テムソン 4100001020990 新分野である医療分野関連の機械部品の受注獲得に向けての取り組み 美斉津　晃

関東 長野県 上田市 有限会社祥江建設興業 3100002014150 大型車ニーズ増加に応えた中古大型車専門の鈑金・塗装業 株式会社長野銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 有限会社Ｐ＆Ｍコミュニケーションズ 3100002027169 自然の中で体験するフィンランド式サウナ事業への多角化計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯山市 株式会社Ｎ－ｆｉｔ 2100001032996 整骨院とジムの融合で健康づくりをめざす総合健康増進施設の開設 飯山商工会議所

関東 長野県 長野市 株式会社いま 5100001005470 地域交流拠点カフェ食堂と厨房・客席を活用したレンタルスペース事業 トリプルナイン株式会社

関東 長野県 東御市 有限会社東部メタル 1100002015902 高精度な加工技術の習得による工作機械の内部部品製造業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 長野県 飯田市 有限会社リーダースカーセンター 6100002037636 新工場による短時間車検とトラック整備サービス開始による生産性向上と雇用の創出 税理士法人成迫会計事務所

関東 長野県 上田市 有限会社アジオ 1100002015340 ライフスタイルに合わせた新しい居住空間のプランニング事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 辻佳苗 信州のワイン村と宿場町にある蔵を活用した一棟貸し宿事業 上田信用金庫

関東 長野県 南佐久郡佐久穂町 有限会社新津技建 5100002012012 地域・循環・共生を軸とした移住支援に伴う　体験宿泊施設の開設 株式会社八十二銀行

関東 長野県 千曲市 クリエイティブワース株式会社 8100001006433 感染制御装置と洗浄滅菌分野の製造機器の部品生産 長野県信用組合

関東 長野県 北安曇郡白馬村 株式会社大糸 7100001017167 サウナ・多目的テラス付グランピング宿泊事業の構築 株式会社長野銀行

関東 長野県 佐久市 株式会社星野 6100001007706 半導体製造設備向け高品質、高効率な粉体塗装ラインの構築 一般社団法人佐久産業支援センター

関東 長野県 小諸市 株式会社インサート 9100001025300 既存コイリング技術を活かした新製品（タングレスインサート）への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 株式会社Ｌ＆ＰＣｏｎｎｅｃｔｉｏｎ 6100001029428 『自動車整備事業者が行う「スポーツ選手合宿向けペンション」事業』 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪市 株式会社豊田ダイカスト 6100001018505 強みのダイカスト精密技術を活かした景気変動の少ない新分野への進出 美斉津　晃

関東 長野県 長野市 株式会社岡沢石材 6100001003928 廃棄物を再利用し環境保全に貢献するエクステリア工事業への転換 株式会社長野銀行

関東 長野県 須坂市 株式会社中條製缶 9100001005673 凍眠技術を活用した信州産フローズン果物の通年販売事業 長野信用金庫

関東 長野県 下高井郡野沢温泉村 有限会社松村建築 1100002017527 モデルハウス兼コミュニティー施設「Ｔｉｍｅｓ　Ｓｑｕａｒｅ　Ｍ」の建築による地域活性化 長野信用金庫

関東 長野県 下高井郡野沢温泉村 野沢温泉ロッヂ 愛犬家が喜ぶスキーツーリズムの開発・事業化による新規顧客開拓 長野信用金庫

関東 長野県 小諸市 株式会社Ａ．Ｙ．Ｊｕｄｉｅ 3100001024670 八ヶ岳の眺望と地元の食材を活用したカフェ事業への進出 小諸商工会議所

関東 長野県 中野市 株式会社山岸工業 5100001012178 高い機密性を求める機械メーカーへ特大スプラッシュカバーの製造 株式会社ピースマネジメント

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 二光光学株式会社 4100001021568 コロナ禍での新たな需要に対応した新サービス構築と地域を繋ぐ新分野展開 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社オートエクステリア 6100001014025 環境負荷削減を目指した地域密着型水性塗料サービス 株式会社長野銀行

関東 長野県 木曽郡木曽町 株式会社フジシン 4100001017839 木曽の魅力を発信し、木曽を元気に！テイクアウトできる飲食店の開店 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡辰野町 株式会社小野酒造店 5100001021641 新「夜明け前」の創成による事業再構築 公益財団法人長野県中小企業振興センター

関東 長野県 塩尻市 山恵建材株式会社 3100001015604 １９４６年創業コロナ禍でも需要の高いホーム＆キッチンに特化した商品撮影サービスの提供 塩尻商工会議所

関東 長野県 塩尻市 モナミ美容室 【美容業界初！美容室に観光バスが停まる！！】オンリーワン着物。 松本信用金庫

関東 長野県 茅野市 株式会社ｔｕｔｔｉ 8100001023800 使いやすいルバーブを目指す！飲食業者向けルバーブ加工品製造販売事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 小川物産株式会社 3100001029604 脱炭素社会を目指せ、太陽光発電自家消費システムを用いたコインランドリー事業 松本信用金庫

関東 長野県 岡谷市 有限会社丸高製作所 8100002031810 長年の難削材加工技術を活かした建設用機械工具の設計～量産化による同分野への新規展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 有限会社池国 3100002019182 老舗飲食店が開業する快適コワーキングスペース 松本信用金庫

関東 長野県 北安曇郡池田町 株式会社国枝製作所 2100001030001 半導体生産用装置の高度化に資する部品製造への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 有限会社望月技工 4100002024149 ＦＡ関連のロボット製造への新分野展開によるコロナからのＶ字回復 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 有限会社真島介護センター 8100002007059 介護と給食のシナジー創出による経営安定化・地域活性化事業 長野県信用組合

関東 長野県 南佐久郡佐久穂町 山村テラス 中山間地域における上質で独自性ある生活を実現させるリフォーム事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 有限会社岩田屋旅館 7100002013537 デジタルとＤＸの力を活かし、これまでの職人常識を覆す「信州そば職人育成事業」への展開 髙司　浩史

関東 長野県 松本市 株式会社胡桃沢精機 5100001013044 コロナ禍での新たな顧客ニーズに対応した新分野展開による事業再構築 松本信用金庫

関東 長野県 茅野市 長野精工金属株式会社 8100001019179 植物由来の機能性成分主体の成長調整剤生産システム装置の製造・販売事業 公益財団法人長野県中小企業振興センター
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関東 長野県 塩尻市 株式会社ギイチ 3100001023879 ウォータージェット導入による新事業への参入と工事受注体制の構築 松本信用金庫

関東 長野県 上伊那郡辰野町 有限会社共和堂 9100002035166 創業９５年の新聞販売店が地域活性に関心のある人々が集うコミュニティ拠点「ｉｋｉｇａｉ　ｂａｓｅ」を開設 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 ＰＢＣリブロ 中綴じ冊子に革命！「和こよ」によるグリーン購入法とＰＬ法の達成 長野信用金庫

関東 長野県 諏訪市 株式会社ジェイ・キッズ 3100001018350 トライアスロン事務局を設置　広告のデジタル化・運用支援による新規顧客開拓 株式会社シャイン総研

関東 長野県 松本市 株式会社ライコン 2100001016495 スポーツバイシクル×パーソナルストレッチ　スポーツで日本を元気に！ 中田　麻奈美

関東 長野県 北安曇郡白馬村 エターナルフレーム オールシーズンで滞在できる専属シェフ付きグランピング施設 長野県商工会連合会

関東 長野県 千曲市 有限会社グリーンパワー 2100002010027 登録再生利用事業者による食品残さ堆肥化事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上高井郡高山村 有限会社紅葉館 4100002008936 秘湯七味温泉で唯一の旅館を完全個室化、プライベート空間の創出。 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 有限会社昭和モータース 6100002022415 業態転換による新たなサービス構築と地域企業連携による事業再構築 松本信用金庫

関東 長野県 飯山市 有限会社観山 7100002017083 エステティシャンとインフルエンサーを繋ぐプラットフォーム事業 伊藤　央

関東 長野県 塩尻市 有限会社Ｒライフ 7100002025441 ＶＲ技術を取り入れた展示場＆建設業で培われた提案型エクステリア事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 長野県 長野市 有限会社ポプリ 4100002008028 少人数用挙式会場でのフォトウウェディング事業 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 株式会社カイセイ 3100002013879 新分野展開を実現するための新工法の確立 株式会社長野銀行

関東 長野県 松本市 株式会社薬師平リゾート 1100001014302 広大地を活用したアウトドアとワーケーション複合リゾートへの転換 松本信用金庫

関東 長野県 諏訪市 宮坂醸造株式会社 1100001020143 コロナ禍での新たなニーズに対応した業態転換による事業再構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 Ｗｅｓｔ　Ｖａｌｌｅｙ合同会社 4010403016035 ウェルネス＆ビューティーセンター等の新サービスの提供への業種転換 税理士法人ＪＴＡ　Ｇｒｏｕｐ

関東 長野県 塩尻市 有限会社塩尻造花 9100002024961 最後の時間を家族らしく過ごすためのアットホームで安らぐ葬祭事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下伊那郡阿智村 南信州菓子工房株式会社 6100001025468 ダイレクトマーケティングを基幹とした国産ドライフルーツのＢｔｏＢ市場の新規開拓 飯田信用金庫

関東 長野県 上伊那郡辰野町 株式会社ＴＵＧ　ＢＯＡＴ 9100001031918 里山の旅館業から日本の原風景溢れる里山のキャンプ場への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 株式会社プリモ 8100001009270 天然温泉を利用した長期滞在型健康プログラム「ＴＯＪＩ（湯治）」 長野信用金庫

関東 長野県 上伊那郡飯島町 株式会社ティーアイシー 3100001021305 最新設備導入による“大・太・真・同”の産業ロボット分野への新たな挑戦 飯田信用金庫

関東 長野県 東御市 有限会社ファーブアーツ 2100002015967 コロナ禍で見えた待ちのビジネスモデルからの脱却、高級外国車に特化した鈑金、塗装業者の挑戦。 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 株式会社石の晃和 9100001022248 人とペットの絆　自宅でお別れが出来る移動火葬車とメモリアル事業の新分野展開 飯田信用金庫

関東 長野県 下伊那郡喬木村 株式会社ふくやま 4100001022707 南信州の食材を用いた「食べられる食器」の開発・製造によるＳＤＧｓへの取組 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下伊那郡松川町 有限会社工房大倉 4100002038776 非鉄系特殊材加工に特化したＩＯＴ工場構築の為の建屋建設 飯田信用金庫

関東 長野県 千曲市 の音ＷＩＮＥｓ合同会社 5100003006401 千曲のこれまでの千年とこれからの千年をつなぐ交流型ワイナリー設立事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡原村 有限会社新光商会 9100002030761 地元農家と食をつなぐ！シェアリングキッチン事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 有限会社前沢鉄店 9100002037294 難加工センタレス研磨の事業化で地域産業に貢献、加工請負受注へ！ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 株式会社カリス 8100001022307 人口減少地域でのＩＣＴ施工と遠隔臨場の導入による生産性の高効率化と工事の高品質化 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯山市 スノーボールシャレー株式会社 5100001030139 日本の観光トレンドを焦点とした新市場への進出事業。 飯山商工会議所

関東 長野県 上水内郡信濃町 ＢＥＡＵＭＯＮＴ株式会社 1010501042002 倉庫業からクリエイティブ・シェアスペース付きコンサルティング事業への転換 中田　麻奈美

関東 長野県 小諸市 マルイ産業株式会社 5100001008614 飼料製造会社が畜産業者向けに良質なサプリメント飼料を製造販売する事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社エルズグランドケアアカデミー 9100001028402 女性の健康と働き方をサポートする女性向けコワーキングオフィス事業 桑原　仁

関東 長野県 安曇野市 株式會社マル井 1100001015325 辛くない！退色しない天然着色素材のわさび葉ペースト販売事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 須坂市 株式会社池田住建企画 8100001023981 快適＋環境に特化したハイブリッド展示場による移住者獲得事業 岡本　洋平

関東 長野県 駒ヶ根市 塚田理研工業株式会社 9100001021299 高精度塗装による、樹脂への新たな加飾と機能付加 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下伊那郡高森町下市 小松屋株式会社 8100001029632 「民泊　のらりくらり」　あなたの　田舎が　ここにあります 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 株式会社ポップ 5100001017417 デジタル技術を活用した地域観光の新たな販売プラットフォーム構築とランドマーク施設整備 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡南箕輪村 株式会社はせがわ工業 3100002033183 高精度！低コスト！高効率！地球にやさしい！半導体封止金型の製造革命 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 上田市 東山ワイン研究所合同会社 1100003005002 ＶＲを活用したワイナリー建設で持続可能なビジネスモデルを確立 長野県商工会連合会

関東 長野県 木曽郡上松町 株式会社大澤商店 9100001017719 急速冷凍とフードトラックを活用し実現する次世代外食スタイルの構築 税理士法人成迫会計事務所

関東 長野県 飯田市 株式会社南信州新聞社 2100001022790 スマホやパソコンで簡単に閲覧可能なデジタル記事・動画配信への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 佐久市 株式会社大阪屋 1100001007909 地域初‼ロースタリー（自家焙煎）機能を持ったブックカフェの運営による新分野展開 岡野　真生

中部 岐阜県 羽島市 丹羽商株式会社 6200001004098 介護福祉施設の負担を軽減するウェアラブルデバイスによる見守りサービス 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 不破郡垂井町 株式会社ＢＲＡＩＮ 3200001030675 観光地での飲食店から人口集積地でのデリバリー飲食店への転換 犬山商工会議所

中部 岐阜県 瑞穂市 ｂｏｎｉｔａ　ｄｅｓｉｇｎ株式会社 4200001039716 フリーランス美容師の支援事業を通して収益源の多角化を図る計画 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 土岐市 有限会社丸藤工芸 8200002021660 タイルをもっと自由に、もっと楽しく！！あそべる床材【ＦＵＮタイル】事業で請負型ビジネスから提案型ビジネスへの進出 東濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ＡＤベイシス 2200001012880 ハイブリッド型英会話スクール及びレンタルスペース事業の運営 遠藤　久志

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社サンポークレド経営研究所 1200001031568 喫茶店が仕掛ける揚げたて揚げパンのテイクアウト専門店 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 たまご 子育て世代に嬉しいサービスを提供　隠れ家レスト～たまご～開店 羽島商工会議所

中部 岐阜県 各務原市 レゾンプランニング株式会社 7200001036652 看板製作事業から、自動車ラッピング事業へ進出するための体制の構築 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社岐阜武 8200001009863 店舗スタッフのＤＸ化で実現！高機能ＥＣ構築で叶えるオフラインとオンラインの共存事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社超一流 4200002008488 『滞在型スターアップ支援・国際交流オフィス』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 郡上市 有限会社さんぷる工房 3200002028132 ポストコロナを見据えた地域に貢献できる持続可能な有料施の開設 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 山県市 株式会社小瀬青果 7200001030093 夏野菜取扱に進出し、コロナ禍でも安全安心の野菜を通年提供 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 本巣市 Ｈｉｎｏ担担麺ｋｏｋｕｕ 担担麺人気１番店のメニュー開発力を生かしたカフェ事業への挑戦 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 郡上市 有限会社和良工業 4200002028057 管理栄養士監修メニューの提供食堂、惣菜販売 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 郡上市 ひるがの分水嶺 アフターコロナを見据えた貸別荘による長良川源流ワーケーションスタイルへの転換 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社リグスタイルカンパニー 5200001032604 パッシブデザインの特徴を生かした高気密高断熱リフォーム事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社Ｔ．Ａ．Ｇ 9200001001836 子供の心身を鍛えるベースボールアカデミーの新規開設。 羽根田　隆弘

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社光花 8200001036420 廃棄花を長期保存加工し、加工花のワークショップで地域のコミュニティを創出する新事業 翠　健治

中部 岐阜県 大垣市 株式会社ベアーズタウン 6200001036637 地域密着型焼肉店のフランチャイズ展開を実現するためのセントラルキッチン建設 斎藤　秀樹

中部 岐阜県 各務原市 かみお接骨院 接骨院が新たに健康維持と管理を行うストレッチジムの運営事業 各務原商工会議所

中部 岐阜県 多治見市 株式会社美津山 4200001021062 【洗う、以上のよろこびを！人と環境に優しい洗剤不使用コインランドリー】事業の展開 鈴木　勇二

中部 岐阜県 関市 丸山　公子 葬祭司会業から強みを活かしたエステティック業への業種転換 久保田　昌宏

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社かんぜん 3200001000959 受注方法の見直しによる意匠金属建材の小売・加工販売への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 齊藤 岐阜県千代保稲荷神社の参道で自家製焙煎コーヒー豆専門の小売店 岡田　悦子

中部 岐阜県 恵那市 恵那峡テニスクラブ 見守るコインランドリーから、地域密着サポートするコインランドリーへ 恵那商工会議所

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 株式会社西設備 9200001035768 工業用コンプレッサーとボイラーの設備配管の工業化に取り組む 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 可児市 株式会社杉半 9200001033805 大手メーカー商品卸業から自社製品卸業「メーカー商社」への転換 可児商工会議所

中部 岐阜県 中津川市 株式会社仁太郎 4200002024097 和菓子屋のノウハウを活かした食べ歩き専門店の展開 岐阜県商工会連合会
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中部 岐阜県 岐阜市 株式会社丸高 1200001028052 新たな直営店の運営を行い、更なる売上と消費者ニーズ獲得を図る 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ＦＵＪＩＳＨＩＮ 1200001034793 河川現場からスマートな建築業界を作る！ドローンを生かした測量ＤＸ事業 若山　哲生

中部 岐阜県 山県市 株式会社田中アルミ 7200001006548 地域のライフスタイルに対応するエクステリア事業への新たな展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 瑞浪市 カネ一陶料有限会社 7200002021959 窯業原料加工技術の応用で日本の半導体産業を救う！【半導体封止材用原料製造】事業で挑む半導体事業への進出 東濃信用金庫

中部 岐阜県 加茂郡八百津町 有限会社八幡化成工業所 5200002016556 自動車製品依存脱却へ！電子機器部品製造による事業再構築 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 恵那市 はち工房こうけつ コロナ禍・アフターコロナに生き残る、体験型新サービスの商品化 恵那商工会議所

中部 岐阜県 高山市 株式会社第一産業高山本店 9200001024936 飛騨・美濃発　アンテナショップ機能を備えた家具・インテリアショップ開設 高山信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 珈琲屋 ウィズコロナ・ポストコロナ時代に適合したテイクアウト型カフェへのビジネスモデルの転換 中津川商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社三味 3200001002294 ＥＣサイトを活用した業務用食材のロングテール市場開拓 日比　大介

中部 岐阜県 岐阜市 スパゲティーおかだ屋 コロナ渦での非対面主体の焼肉業態への新分野展開 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 高山市 株式会社心介 4200001028933 飛騨牛焼き肉店への事業転換とインバウンド需要獲得に向けたアフターコロナ対策 丸山　学

中部 岐阜県 中津川市 株式会社ＮＢＣ 5200001024246 中山道上宿「一里塚の宿」を開業する為の建物改築 髙木　利彦

中部 岐阜県 中津川市 株式会社システムヨシムラ 6200001023379 『先生の「分からないが分かる」に変わる！ＤＸ体験』事業 鈴木　勇二

中部 岐阜県 加茂郡八百津町 野村建築 建築技術を活かした宿泊事業展開で地元地域経済に貢献！ 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 大垣市 有限会社ＭＳＴ 4180002058676 コロナに対抗する「免疫力向上・血流促進エステ＆ヘッドスパ」のエステ・美容院一体型サロン 高橋　英明

中部 岐阜県 羽島市 株式会社ＴＳＵＫＡＳＡ 7200001027503 福祉施設に特化した防災アプリの提供事業 小津　寿樹

中部 岐阜県 高山市 株式会社橘屋 2200001024926 地域ブランド飛騨豚を炬燵の個室食事処で食べられるレストランの開設 高山商工会議所

中部 岐阜県 可児市 株式会社ユニオン・オート・ワークス 6200001018461 熊本名物ホットドッグの移動販売とキッチンカー製造販売事業開始 權田　成悟

中部 岐阜県 下呂市 有限会社下呂特産加工 8200002027261 飲料・菓子メーカーに新たな風を吹き込む「超あらびきプロジェクト」発足 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 株式会社西美濃はなのき 9200001016875 そば店から地域農産物の直売所とテイクアウトサービスへの業態変換 大垣商工会議所

中部 岐阜県 可児市 いまわたり鍼灸接骨院 鍼灸師が手掛ける非接触型脱毛・美容鍼による健康美の提供 東濃信用金庫

中部 岐阜県 高山市 おさんぽ日和 地域のペットツーリズム推進に向けホテル仕様に近い宿へ再構築 間地正躬

中部 岐阜県 高山市 カフェ植村 自社栽培のフルーツを使用したスイーツ業への新事業展開 高山商工会議所

中部 岐阜県 可児市 マウスネット株式会社 2200001018671 通信・アイドル事業から相乗効果を生むフォトスタジオ事業を実施する 新本　浩貴

中部 岐阜県 各務原市 株式会社Ｋ＆Ｓｃｏｒｐ． 8200001035694 犬のセルフドックスパ「わんだふ」の新事業展開と新市場開拓事業 各務原商工会議所

中部 岐阜県 可児市 株式会社Ｆ－ｔｅｃ 2200001034628 人材不足に悩む建設会社の生産性を向上させる建設機械製造販売事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ギフ加藤製作所 8200001001259 ＥＶ用電動ブレーキ主要部品の生産技術開発による新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

中部 岐阜県 各務原市 常盤工業株式会社 9200001007338 環境・安全に貢献する新規鋼材切断機製造への挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 恵那市 ケイナンクリーン株式会社 4200001023950 バイオディーゼル燃料とグリセリン洗剤製造事業により循環型社会に貢献 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 株式会社河村製作所 4200001024156 空気清浄機用部品金型への新事業展開でコロナ禍での環境保全に貢献する 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ワイエス・コーポレーション 8200001008205 自社栽培バナナ（国産）を使った６次産業化事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社イブカ 2200002011782 出張整備＆緊急タイヤ交換サービスができる車両整備事業への参入 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 九重化成株式会社 5200001001963 「介護食は超高齢社会の日常食」これから超高齢社会に向けて、介護食事業への新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 恵那市 株式会社アイギハウジング 4200001023620 地域寄り添い建築を進化させた一枚板家具と製材への事業領域拡大 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 株式会社三陽ファイデルジャパン 5200001008835 設備製造の強みを活かし、顧客要求の高いシリコンゴム素材加工への挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 合同会社モランディーナ 5200003003157 地域を巻き込む！ＩＴ×Ｂ型就労支援×スポーツ施設事業						 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 中津川市 株式会社新田製作所 6200001023503 精密金型加工で培った技術を活かした精密機械部品分野への進出 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 岐阜県 各務原市 旭精機株式会社 3200001006816 医薬品製造ライン部品製造およびメンテナンスへ参入する新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 恵那市 株式会社シエント 1200001027764 「東濃５市初」重症心身障がい児の通所サービスと「恵那市初」ターミナルケア対応型高齢者居住サービスの実現 株式会社森田経営

中部 岐阜県 郡上市 有限会社名岐サービスセンター 6200002028006 ＢｔｏＣ　スチールホイールコーティング事業への進出 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 各務原市 弥栄工業株式会社 1200001007592 オフグリッドトレーラーハウス、キッチンカー製造による社会貢献実現。 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 恵那市 ユニオン機工株式会社 4200001023595 他社の模倣が困難な鋳造技術・生産体制の構築による次世代自動車への進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 株式会社中島窯業 8200001022049 「高齢者福祉施設向け高品質床タイル製造」等に向けた新製造ライン構築事業 株式会社エベレストコンサルティング

中部 岐阜県 高山市 スウイング 在日外国人および観光客をターゲットとした飲食事業への新規参入 飛驒信用組合

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社大村建設 1200001000812 一般土木業から、アスベスト除去事業への新分野展開 税理士法人ＳＨＵＥＩ

中部 岐阜県 下呂市 株式会社薬食同源研究所 6200001032875 健康促進とゴルフの上達を実現する無人インドアゴルフ施設の運営事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ＡＪＩＲＯ・アグリカルチャー 4200001027704 最新設備と自社の強みによる食品リサイクル市場への進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 本巣市 金子精機株式会社 4200001009883 次世代自動車向け電動ブレーキ軸受の高効率生産技術開発による新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社小見山家具製作所 1200001011025 特殊鏡を使用したマルチ機能付デジタル家具の開発と販売 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社デイリーダイニング 1200002006338 グルテンフリー！ハラル！ビーガン！世界初食品の市場展開 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 関市 有限会社ナガヤ精密工業所 2200002018968 治具の単品加工から成長分野における量産加工への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社俺ん家のめし 6200001008727 飲食店４店舗を経営してきた実績を活かしてのテイクアウトへの参入 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 大垣市 株式会社トラエント 2200001016428 カラダと心の健康を保つ、地域連携型有料老人ホーム・高齢者専用ジム事業 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 加茂郡白川町 株式会社大伸 7200001024244 高齢化社会の複雑なニーズに応えるＩＴ技術を活かした納骨堂開発 東濃信用金庫

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 エスアール工業有限会社 4200002011797 コロナ感染防止とＳＤＧｓへの取組を図るための養生シートのリユース業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 エム・センス デザイン力と学生指導力でイメージを形にするモノづくり教室事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 高山市 お宿のざわ コロナにチャレンジする〰ピンチをチャンスに！逆転の発想取組 遠藤　隆浩

中部 岐阜県 多治見市 丸孝水野孝夫商店 オリジナル食器の小売業及び陶器の絵付け体験サービス事業への挑戦 株式会社アクセルパートナーズ

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社ＷｉｓｅＦｏｒｍａ 4200001027877 男性の悩みや課題をワンストップで解決するメンズサロンの開設 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 各務原市 武智商事株式会社 4180001101429 ＳＤＧｓへの取り組みに繋がる廃プラスチックの循環再生利用のためのリペレット加工事業 税理士法人杉浦経営会計事務所

中部 岐阜県 岐阜市 一般社団法人金花堂協会 8200005012087 障がい者グループホーム運営を通じた地域貢献事業の展開 翔陽コンサルティング株式会社

中部 岐阜県 養老郡養老町 株式会社双運管理 8200001026909 水害から命を救う水難救助用水上オートバイの開発・製造事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 株式会社シューマシステムズ 1200001022682 低価格・高性能ネットワーク機器の販売・設置工事のワンストップサービスの実現 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社モイスティーヌ岐阜販売 9200002009143 岐阜の健康寿命を延ばし子育てサポートも行うフィットネスと美容のトータルサロン 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 安八郡安八町 ミラン株式会社 7200001014550 ワーケーション事業に参入する宿泊施設・自治体向け「スペース有効活用アイデア家具」の開発と製造販売 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ｉｉｎ 3200001027333 ボルダリングを取り入れた大人女性向けフィットネスジムへの参入 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 高山市 有限会社梗絲食品 9200002025149 ｗｉｔｈコロナ、スローフードをテーマとした中食事業への進出 ＭＭＰＣコンサルタンツ株式会社

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社高工 7200001033162 下請事業脱却で地域の事業者と共に生き抜く事業基盤を確立する 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 加茂郡八百津町 ワカムラ電機株式会社 5200001017464 大阪万博に向け急ピッチの設置が求められるホームドアの製造事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 高山市 旅の「しおり」 飛騨高山広葉樹樹皮からエシカル石鹸化粧品の開発・製造・ＥＣ販売 高山商工会議所

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 株式会社スケットマーク 9200001033458 ペット製品の開発を見据えたペット事業への新分野展開戦略 大垣西濃信用金庫
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中部 岐阜県 大垣市 株式会社田中屋せんべい総本家 6200001013941 老舗せんべい屋の地域循環型里山田園カフェプロジェクト 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ジーエイチアール 4200001008308 身体弱者・高齢者に優しい平屋に特化した企画住宅の販売事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 高山市 日進木工株式会社 2200001025049 「飛騨の匠」が挑む、岐阜県の森林資源を活用した「国産ウイスキー樽」の製品化 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 羽島エキスプレス株式会社 3200001016047 運送業から組立・検査業務への新分野進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社印刷工房 9200001009350 特殊紙×特殊印刷で実現するアフターコロナ対応グッズ・資材の開発 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 加茂郡八百津町 ミライズ株式会社 3200001017417 飽食時代にファスティングで健康促進！コールドプレスジュース店への挑戦 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 多治見市 株式会社タクロウクワタ 3200001032523 産地希少技術の承継・内製化による新製品開発によるアートファン市場への新規参入事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 有限会社日昭建石工業 6200002020508 石材卸売・施工事業からキャンプ場運営（日石ビレッジ）への業種転換 株式会社愛知銀行

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 シーシーエス株式会社 3200001011782 ワクチン用極低温フリーザ扉枠部品生産への挑戦による事業再構築 株式会社市岡経営支援事務所

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社水専 9200002008970 基幹業務システム導入による働き方改革実現とＱＲコード活用による非接触の商談機会創出 関信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 サンスリー株式会社 9200001012156 ＳＤＧｓ推進企業に環境貢献商品を届けるサステイナブル素材開発 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 恵那市 日本料理きん魚 【文化遺産に泊まる！日本の宿プロジェクト】事業の展開 東濃信用金庫

中部 岐阜県 高山市 木戸脇果樹園 デジタル×自然の融合を通して感動を与える体験型果樹園 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 海津市 株式会社コンプリート 6200001032207 「障がい者向けグループホーム」と「就労継続支援」の提供による自立支援プロジェクト 岐阜商工信用組合

中部 岐阜県 大垣市 株式会社グッドフューチャー 3200001016996 コロナ禍でのライフスタイルの変化に対応したＩＴの有効活用によるタイヤ保管事業への進出 岐阜商工信用組合

中部 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 カネマタ食品工業株式会社 2200001015941 スーパー向けＯＥＭから糖尿病患者向け機能性表示食品開発への挑戦 株式会社ＡＣＣ

中部 岐阜県 中津川市 中津工業株式会社 3200001023480 新規設備を用いて高精度亜鉛ダイカスト部品製造の業態転換を実現 小倉　裕樹

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社プラスジュウハチド 9200001037005 全国初！「緑視率」ＡＩアプリとＩＯＴ脳波計を使用したエビデンスデータ付きオフィスグリーン化事業！ 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 ヨツハシ株式会社 9200001005754 全国蔵元ダイレクトマーケティングプロジェクト 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 関市 有限会社Ｌ’ｓ 9200002019621 岐阜県初！地方鈑金塗装会社がテスラ認定工場への大変革 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 株式会社ｅｃｈｏ 7200001037782 医療用ウィッグと医療用スパの提供でがんサバイバーの髪と心をケアする新規事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社千賀 1200001002817 大手格安メガネ店に負けない！フィッティング技術とＶＲ等の見え方体験を融合させた「見え心地メガネプロショップ」の展開計画 広岡　徹也

中部 岐阜県 郡上市 株式会社グローカル・マインド 6200001036224 トレーラーハウスを用いた郡上市での宿泊＆研修事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 株式会社ＡＶＡＮＴＩ 8200001030670 『自動車の整備事業』への業態転換による総合的な自動車サービスの提供 若山　哲生

中部 岐阜県 岐阜市 金神鋼業株式会社 5200001001039 高規格・高強度仕様の高層建築における先組み工法の開発 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社岐阜シエルサービス 4200001001312 大型中子製造環境を獲得し、好調な産業用ロボット業界へ参入する 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 揖斐郡大野町 有限会社日比野建具 6200002015664 建具製造で培った木工技術を活かしエクステリア事業へ新分野展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 多治見市 株式会社オーシマホーム 1200001031659 最新ゴルフシミュレーション機器を備えた無人店舗事業構築へ挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 高山市 株式会社コンタクトセンター 6180001136489 日本初のテラヘルツ熟成庫で熟成させた飛騨牛焼肉店 高山商工会議所

中部 岐阜県 各務原市 株式会社プラスエー 2200001029966 低価格かつ高品質な最先端インプラント加工サービスへの進出 服部　貴行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社岐阜多田精機 5200001001402 バナジウム液を用いたレドックスフロー蓄電池の生産 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社アヴァンティホームズ 2200001000010 自然と四季を感じる暮らしへ価値を変革する郊外の庭付住宅の開発 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 可児郡御嵩町 株式会社零 1200001035619 焼肉店と新規展開する精肉店との相乗効果による事業再構築事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社ケーアイ工業 4200001034147 ウォータージェット工法導入による脱炭素社会に対応した環境にやさしい道路補修工事の実現 岐阜商工信用組合

中部 岐阜県 多治見市 株式会社エスフーズ 3200001022862 「飲食店経営」から「介護施設経営」への事業転換の挑戦事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 山県市 有限会社コモリウッドワークス 4200002006731 地域産業活性化に向けた新たな木工技術・製品の開発 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 多治見市 株式会社ＴＲ－ＴＥＣＨ 5200001023132 非接触型営業と赤外線カメラ搭載ドローンによる太陽光発電設備のＯ＆Ｍ事業 税理士法人ＺＥＲＯ

中部 岐阜県 各務原市 株式会社ＯＧ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 5200001036332 新たな戦略提案！市場環境に応じて移転できるコンテナハウス展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 日比機械株式会社 5200001020096 機械商社のテクニカルセンター（人材トレーニングセンター）構築による人材派遣事業進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 可児市 有限会社田牧新聞店 5200002018197 布団丸洗いという新たなニーズを満たす業種転換事業 可児商工会議所

中部 岐阜県 多治見市 株式会社谷口製陶所 8200001018146 既存事業との相乗効果を発揮するための新事業を活用した新分野展開 菅野　守

中部 岐阜県 海津市 有限会社池田製作所 9200002015075 外部環境の変化に対応するための新事業を活用した改革 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社塚原製作所 8200001003429 半導体分野への進出と相談・提案力の強化事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 厚見建設工業株式会社 1200001000234 全国初！地元工務店により障害者と高齢者の自宅介護を可能にする完全オーダーメイドの住宅コーディネート事業への進出！ 株式会社　Ａｌｌｉｅｄ

中部 岐阜県 関市 スタジオＳＫＹ 観光拠点と地域住民の憩いの場となるマルチスタジオを設立。 関商工会議所

中部 岐阜県 大垣市 東海福祉株式会社 8200001027972 一生涯の安心と自立支援を促す入居型障碍者福祉事業への挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 郡上市 有限会社ひるがのラファノス 9200002028110 地域初の生産から製造まで一括管理したジュース開発事業 農林中央金庫

中部 岐阜県 関市 ニッケン工業株式会社 3200001019446 オリジナル爪切りの事業化によるニッケンブランドの確立 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 恵那市 東海神栄電子工業株式会社 4200001023752 電子回路基板製造技術を活かした精密金属加工分野への新規参入 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 岐阜県 美濃加茂市 有限会社たくあん 6200002017999 中食専門の専門工場による新商品開発による新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 岐阜県 羽島市 大日産業株式会社 5200001011178 サイクリングステーション型の道の駅をオープンし，事業再構築を図る 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 有限会社森田工業 7200002008188 業界の生産性向上を実現する現場施工業者から派生した鉄骨工事業への挑戦 各務原商工会議所

中部 岐阜県 多治見市 有限会社亀津建築 7200002020093 トラディショナルファニチャー販売事業計画 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 大垣市 株式会社ＢＲＩＧＨＴ　ＦＵＴＵＲＥ 8200001037014 コロナの影響を直撃する居酒屋業態からカフェ業態への事業転換 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社敬愛 5200001001856 パチンコホールから「安全・空間・熟成肉」にこだわった焼肉店「肉処　奏（かなで）」への業態転換 税理士法人山田アンドパートナーズ

中部 岐阜県 土岐市 株式会社丸利玉樹利喜蔵商店 8200001021587 「ＩＨコンロ付鍋」世界初の「鍋」の開発に成功―新分野展開で家電調理機器業へ 土岐商工会議所

中部 岐阜県 大垣市 ブレインシール株式会社 3200001014216 小規模製造業から仮想現実技術を駆使するＤＸプラットフォーマーへ 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 加茂郡白川町 暮らすファームＳｕｎｐｏ 『農園でつくるクラフトビール』グリーンツーリズム事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 関市 三誠紙工株式会社 2200001019174 看板のない会社から看板商品を！ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ新たな商品開発と販売形式の構築 関信用金庫

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 共栄化成株式会社 3200001016864 廃プラ活用でＳＤＧｓ貢献しながら地中埋設物を守る防護板開発 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 株式会社東海技研工業 3200001023448 要介護者、障がい者向けトイレ用手すりの開発 株式会社八十二銀行

中部 岐阜県 関市 株式会社ナガモリ塗装 6200001019435 心躍る趣味スペース提供への新分野展開による受注活性化事業 関信用金庫

中部 岐阜県 可児市 株式会社シティ観光 3200001024603 可児市の森林資源を活用した自然共生型アスレチックパーク事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 養老郡養老町 大興産業株式会社 1200001013839 自社の溶着技術を活用した子供同乗用自転車カバー製品への新事業展開 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 高山市 株式会社洞口不動産 2200001025305 飛騨高山で自然と歴史を満喫するリゾートグランピング事業への挑戦 飛驒信用組合

中部 岐阜県 岐阜市 ヒロタ株式会社 4200001004414 ＥＣプラットフォームを構築し手数料ビジネスへ業態転換 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 海津市 株式会社材半建設 9200001015563 デザイン性の高い庭と一体化した高付加価値規格住宅事業への進出 森藤　啓治郎

中部 岐阜県 可児市 株式会社湯の華 5200001030343 温浴施設を併設したシニア特化型ウェルネススポーツクラブ事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 ＨＲＳ．ｃｒｅａｔｉｏｎ株式会社 3200001034247 ＢｔｏＣ向けヘアケア商品の開発と販売所となるシャンプーｂａｒの建設 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 関市 株式会社小島製作所 3200001019132 海外依存度の高い溶液栽培システム部品の国産化 関信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 トコロペーパーサービス株式会社 9200001003709 高齢者の心と身体の健康な生活を護る「歩行訓練特化型」介護事業 馬渕　智幸
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中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社ダブルワン 3200001038628 自動車整備業への参入によるシナジー効果の創出 岐阜商工信用組合

中部 岐阜県 高山市 金亀商事株式会社 1200001024803 コロナ禍でも密を避け、非日常を楽しめるキャンプ場の運営 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 大垣市 レシピシステム株式会社 1200001028481 ＳＤＧｓ式缶詰ビジネス開発事業（有害鳥獣を有益利用したＳＤＧｓ活動をもとにした缶詰） 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 揖斐郡大野町 株式会社明治ベーカリー 7200001016241 コロナの影響から脱却するための新商品開発による事業の再構築 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 合同会社ＫＳＫ 1200003003904 コロナ禍の建設・製造現場に対応した非対面型油圧ホース修理サービスの事業化 増田　亘宏

中部 岐阜県 羽島市 株式会社東海リフォームサービス 3200001011766 県玄関口での共助型災害対応大規模シェアオフィスによる創業支援事業 岐阜信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 有限会社オーテック 7080402017033 介護事業から派生した高齢者向け弁当販売とＥＣサイトを活用したレストラン事業の参入 鍬竹教男

関東 静岡県 牧之原市 やまはち園芸 利便性の高い自社製造カットネギの開発によるスーパーへの販売強化 清水　進矢

関東 静岡県 富士宮市 株式会社ゼネラル・マネージメント 2080101012356 スポーツクラブ×アミューズメント施設の融合による複合業態への転換 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 株式会社コハマ 5080001014813 中小企業対象テレワーク等オンラインスクール、小中学生プログラミング教室、親子で過ごせるコアワーキングスペース文具サブスク 税理士法人法理舎

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社レストランフランセ 7080001005736 ビルの空フロア利用した「小規模イベントの興行およびレンタルスペース事業」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 株式会社芙蓉堂 4080101011785 富士宮初！文房具カフェで狙うＶ字回復事業 富士宮商工会議所

関東 静岡県 焼津市 合同会社あめのちはれ 4080003001876 介護現場から発信する身体に楽しくやさしいジェラート計画 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 株式会社時遊 3080101005227 コロナ対策と商圏拡大を図る為のドライブスルー販売の開始 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 有限会社ヤマイチプランニング 2080002006036 レストランの味をそのまま家庭の食卓で楽しめる冷凍加工食品の商品化と販売 静岡商工会議所

関東 静岡県 静岡市駿河区 有限会社ケイあんどケイ 2080002001846 プライベート雀荘併設スナック 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 コムフィット合同会社 3080403003589 印刷業で培ったノウハウと資産を活用しレーザー加工事業へ進出 浜松商工会議所

関東 静岡県 牧之原市 有限会社尾白弁当 7080002014827 冷凍とろろと汁と弁当の販売の開始と設備投資の実施 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 牧之原市 萩埜園 体験型いちご栽培の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 牧之原市 インテリアショップルームズ 家具店の作業スペースの改装による卓球教室事業の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 榛原郡川根本町 リトルフォレスト おろくぼ　森と星のパーマカルチャー塾の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 榛原郡吉田町 スルガ観光株式会社 3080001013981 ドローンスクール開講と測量や農薬散布、空撮、ドローン販売開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社静岡自動機製作所 1080002007002 化粧品向け充填機の製造事業による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

関東 静岡県 藤枝市 株式会社タツミ製作所 6080001017237 洗浄装置向け精密金属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

関東 静岡県 沼津市 株式会社寿し和食ひろちゃん 7080101003763 和食レストランから新鮮な海鮮ネタの冷凍食品製造業への業態転換 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 浜松市中区 フードショップカンナム 浜松発祥スイーツ「アイスコルネット」のキッチンカーによる販売 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 御前崎市 おもいでの家 地元住民が気軽に集まれる地元食材を活かした健康志向のお惣菜店 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 伊豆の国市 貸別荘シエスタ 地元住民との交流スペースを併設した連泊滞在対応貸別荘の運営 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士市 清友工業株式会社 2080101017330 ユニットハウスの可能性を広めて、地域の新規起業者を応援！ 富士信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社オプティマム 1080401019804 寺院と葬儀場の活用による最後の別れのご提案 水口　健

関東 静岡県 榛原郡吉田町 有限会社エージェント 9080002015443 キッチンカーの製造販売の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市南区 グリーン・ノア株式会社 4080001010508 船にも環境にも優しい画期的な船舶コーティングサービス 伊藤　洋介

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ホットライフ社 2080001012150 静岡県産の抹茶を用いた健康機能性「茶蕎麦」の開発・製造・販売 静清信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社ｃｈａｎｃｅ 4080401022326 犬のスポーツ総合施設を有する会員制ドッグスポーツクラブ運営 磐田商工会議所

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社ｅｌｆ　ｄｅｓｉｇｎ 6080001021511 アウトドアニーズを追い風にしたドームハウス販売 静清信用金庫

関東 静岡県 三島市 ＫＴＳ株式会社 2080101015425 新分野展開としての住宅型有料老人ホームの新規経営 川口　明彦

関東 静岡県 沼津市 株式会社フード＆サクセス 5080101003922 飲食店プロデュースからテイクアウト事業プロデュースへの再構築 沼津商工会議所

関東 静岡県 熱海市 有限会社阿部商店 3080102017964 老舗和菓子屋による、インスタ映えする新メニューの店頭販売計画 熱海商工会議所

関東 静岡県 三島市 株式会社よしかわビルド 2080101016506 コンテナハウス事業への新分野展開～モデルコンテナカフェのオープン～ 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 合同会社めんくい亭 3080403003291 新たなパン分野のキッチンカーによるコッペパン専門店の新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 株式会社桜’ｉｚ 6080101015289 当社人気商品の２４時間無人販売を展開し、美味しい料理を家庭に届けてハッピーに！ 株式会社イワサキ経営

関東 静岡県 牧之原市 坂口産業株式会社 6080001013632 地域資源のしらすを活用したテイクアウト商品等の飲食店販売への転換 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 旬彩はづき おうち時間をちょこっと豪華にする居酒屋が提供する冷凍惣菜 鈴木　満

関東 静岡県 富士市 合同会社ビスペル 6080103001972 旅行会社に向けたリモートガイドツアーパッケージの展開 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社共楽荘 3080402010900 家庭では味わえない、浜名湖産希少魚介類の鍋セットなどの製造販売 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 袋井市 西村農園 田舎のお茶農家が挑戦する「ワークショップ」と「カフェ」経営 袋井商工会議所

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社ＪＡＣＫカンパニー 2080401011520 収益を多軸化させるためのコワーキング型飲食店舗の展開 税理士法人Ｗｅ　ｗｉｌｌ

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社フリーライン 2080401022823 前日注文で間に合う、職場へ配送するミールキット販売事業 株式会社ワイビーエム経営研究所

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社フード・フォレスト 9080402008328 親しい人・お世話になった人に送りたい！と思う「贈答用冷凍食品」の開発と販売 遠州信用金庫

関東 静岡県 伊豆の国市 株式会社ホヨズ 2030001125626 ３年格安メンテナンス付き自動車コーティング及びレンタルガレージの運営 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 御殿場市 株式会社広川生コン 2080101004238 これまでの全ての課題を解決できる新しい速乾性コンクリートへの挑戦 沼津信用金庫

関東 静岡県 伊東市 株式会社ワイ・エス・エス 3080101014293 マリンアクティビティと手ぶらキャンプを融合させたアドベンチャーツーリズムの推進 玉置　久倫

関東 静岡県 田方郡函南町 ビーストオートモービル 中古車販売と車検・整備をワンストップで仕上げる事業再構築計画 沼津信用金庫

関東 静岡県 下田市 有限会社山岸石材店 7080102021186 少子高齢化・核家族化に対応する樹木葬・合祀墓事業 下田商工会議所

関東 静岡県 三島市 株式会社ネクシオ 4080101006661 地域の日本人正規雇用を増やし、年収を増加させる地域貢献事業 沼津信用金庫

関東 静岡県 三島市 佐々木印染 オフグリッド体験などを通じた「身近な暮らしに防災を」 三島商工会議所

関東 静岡県 藤枝市 株式会社夏越物産 7080001020157 乾物卸事業と、乾物・雑穀を中心に扱う薬膳料理教室へのシナジー効果 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社リバティー 3080001005698 ５Ｇ・ＸＲを活用した教育文化事業・経営者育成事業「無限塾」 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社ＦＵＮｔｏＦＡＮ 1080401013476 親子で通える脱毛エステティック事業の新事業展開 浜松商工会議所

関東 静岡県 富士市 岳南自動車株式会社 7080101008309 地域交通を支えるオーガススタンド事業 有限会社大石ビジネスコンサルティング

関東 静岡県 静岡市葵区 ラヴァリエ ビストロが始めるＤＥＬＩ＆お菓子テイクアウトの専門店 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社ココカラ 1080101019179 セルフ脱毛事業（完全個室でセルフ脱毛を行えるサービスを提供） 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 静岡県 富士市 シンセアフードサービス株式会社 4080101011050 外国人留学者・就労者の活力を地域社会活性化へつなぐ取組み 鈴木　孝治

関東 静岡県 沼津市 イーラ株式会社 5080101017674 アフターコロナのウェルビーイング・マッチングプラットフォーム構築 三島信用金庫

関東 静岡県 牧之原市 株式会社牧之原石材 4080001014228 お墓を作成している当社がペットの火葬を出張形式で行う事業計画 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 ケチャップ ママのヒトトキで地元活性化、Ｃａｆｅ＆レストラン 富士宮商工会議所

関東 静岡県 田方郡函南町 ごはんや　里庵 腸活サロンによるセラピスト業への業種転換と既存飲食業のシナジー効果 沼津商工会議所

関東 静岡県 沼津市 株式会社トラベル・アニューコーポレーション 3080101001333 旅行業からネイチャーカフェへ業種転換計画 袴田　学

関東 静岡県 袋井市 安間製茶 需要拡大・売上向上を目的とした製茶用機器と製造法の転換 袋井商工会議所

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ＫＭＳバス 4080001011175 皆様に寄り添い交通弱者を笑顔にする地域のための巡回バス運行 鷹匠税理士法人

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社さかな家物産店 3080402003202 地元特産品及びＢ級グルメの冷凍食品販売による新たなお土産物提案と地域振興 遠州信用金庫
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関東 静岡県 静岡市葵区 ＦＥＲＭＥＮＴ 地産地消：コロナ禍で供給過剰な果実を利用したリキュールの生産と販売 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 焼津市 株式会社三友機械製作所 9080001014859 当社独自の技術を応用した、リチウムイオン電池ケース製造設備の開発・製作事業 小倉　裕樹

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社エス・アール・シー 8080001009174 日本一のパエリア職人が作るスペイン料理専門店の味をご家庭で！ あさひコンサルティング株式会社

関東 静岡県 島田市 合同会社エス・エー・シー 4080003001975 非対面で購入可能な高品質・定価価格の住宅建築サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 静岡県 三島市 株式会社Ａ・Ｑ・Ｍ．Ｃｏｍｐａｎｙ 4080101006819 先端機器を活用した特殊印刷製品による地域活性化支援事業 藤巻　かな江

関東 静岡県 浜松市中区 かねさわ株式会社 9080401021331 製造設備導入と伴にＢｔｏＣ事業への新たな挑戦 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社倉章 9080401016117 厚板素材の切断品質向上により実現する、審美性の高いアイアン階段等、建物付属設備加工への進出 シェアビジョン株式会社

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社深澤工業 9080002011070 板厚・サイズ拡大と後工程効率化による食品製造領域への進出計画 シェアビジョン株式会社

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社東海梱包サービス 4080001020993 バナジウム天然水を使用したきくらげの生産・加工による新たな事業領域への展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 壬生産業株式会社 8080401016209 ＩＣＴ建機の導入によるＩＣＴ施工の社内一貫体制構築 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 三島市 株式会社藤 5080101006132 大人気商品「〆鯖の棒寿司」と地元特産品の最新冷凍技術によるネット通販 三島信用金庫

関東 静岡県 三島市 株式会社三静工業 4080101005622 工作機械の高回転ローター製造技術を応用したＥＶ車の高回転モーター部品提供による新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社西川建設 4080001018352 地域食材とデジタル技術を活用した自動販売機による非接触型販売の展開 山田　盛史

関東 静岡県 浜松市東区 丸西機械株式会社 8080401005178 卸売業からプログラミング，ソフト設計へ進出と新営業方法確立 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 三島市 株式会社北海建設工業所 1080101006202 水処理施設等の管工事業から需要が高まる専用資材の製造業へ進出 三島信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社ＳＯＣ 5080101003773 人工関節置換術の手術器具製造ラインナップ拡充による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ＫＡＷＡＢＡＴＡ 8080001020560 深夜営業のやきとり、ほるもん店からランチタイム、デリバリー対応可能な天ぷら店への挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 牧之原市 株式会社相良青果市場 8080001014174 ＥＣ販売とコールドチェーンに対応した「選ばれる青果市場」への変革 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社サナリズム 2080101016968 地域をもっと元気に！「安心・安全・見える化」女性専用ＡＩパーソナルフィットネス事業の展開 富士宮信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ＨＳＳ 4080001011522 介護・福祉人材の積極活用による地域に不足する未就学療育の拠点整備を通じた新分野展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 富士市 長澤メタル株式会社 7080102016137 金属スクラップ卸売事業から銅ナゲット製造業者への変革と挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 株式会社リュウテック 3080401017938 自動車分野における精密部品製造技術を発展応用したマリン系部品製造を通じた新事業展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 焼津市 株式会社いしがみ 1080001018446 「少人数向け高級宿泊施設」への業態転換 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 掛川市 株式会社Ｋａインターナショナルコーポレーション 5080401014578 美と健康をトータルでプロデュースする複合サービス事業への進出 株式会社清水銀行

関東 静岡県 掛川市 株式会社ＦＡＳＴ　ＬＡＮＥ 2080401024035 コロナ対策を講じた店舗併設住宅建築事業への参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社ＴＭオートサービス 2080101015557 地域に不足するＥＶ充電スポットの利便性向上のためのセルフスタンド等ＥＶ整備インフラ提供事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 沼津市 株式会社アイリー 6080101019471 新たな自動車整備事業の確立による自動車販売事業の拡大のための一環サービス事業の提供 株式会社清水銀行

関東 静岡県 藤枝市 株式会社奥田工業 4080002001217 サプライチェーン対策のためのプラスチック製生活用品の国内内製化に伴う金型成形一貫体制強化事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社ルナ・ソーレ 1080401010531 家族婚（知人は参列しない親族１０名以下の家族限定挙式）を専門とするブライダル事業への進出 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 株式会社勝製作所 5080101012139 板金加工における除菌関連市場への進出と生産体制改革への挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 株式会社ヤザキ 5080401016038 輸送機部品製造の射出成形技術を応用した新たな次世代自動車用分野への積極参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 裾野市 株式会社セイコークリエーション 8080101021376 地域需要の変化を捉える！建設業から飲食業への業種転換 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社ＬｏｃａｌＮｏｗ 7080401011193 自由診療向けオンライン診療の事業化 遠州信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 マシン・テック・ヤマシタ有限会社 4080402007441 鋳物への切削加工技術の高度化による半導体分野への新規進出事業 株式会社エフアンドエム

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社マルシン技研工業所 2080401011545 最新切断加工技術を用いたアルミ・ステンレス素材の新製品で環境・自動車部品事業へ進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 駿東郡長泉町 井山工作所有限会社 7080102009512 鋳造品の切削部品加工技術を発展応用した新たな特殊加工技術の確立による新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 御前崎市 川口興産株式会社 8080401015144 静岡県のハブ港を目指す御前崎での新倉庫事業 一般社団法人日本経営パートナーズ

関東 静岡県 磐田市 有限会社三ツ安製作所 5080402019964 ＥＶシフトに対応した高度なモーター部品製造のための特殊切削工具製造体制の確立 株式会社清水銀行

関東 静岡県 掛川市 株式会社青木興業 4080402017127 ＩＣＴ化による産業廃棄物の収集運搬事業への新規参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 袋井市 有限会社伊藤金型 3080402021419 プレス金型用設計・製造データのデジタル化・内製力強化による高付加価値プロセスの構築 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 富士市 丸茂製紙株式会社 3080101009756 環境技術活用と加工設備導入による業務用トイレットロール事業参入 株式会社ＰＱＭ総合研究所

関東 静岡県 沼津市 内浦運輸株式会社 2080101000229 「釣り」をもっと気軽に内浦富嶽満喫プロジェクト 村田　良一

関東 静岡県 浜松市北区 クロッシュ フレンチ料理人がつくる廃棄ロスを軽減する「冷凍スイーツ」の製造への新分野展開 松本　圭市

関東 静岡県 島田市 有限会社名取サービス 8080002014388 フロンガス再生事業進出によるＳＤＧｓ・地域雇用拡大への取組 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 御殿場市 サンワフーズ株式会社 7080101004076 移動式給食サービスで「美味しさ」と「心地よさ」の「場」を提供 沼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社望月自動車塗装工業 4080002011447 観光バス・トラック車体塗装業から自動車ライト等の真空蒸着治具の蒸着剥離事業への進出 植松　誠

関東 静岡県 島田市 有限会社シー・フィールド 8080002014413 豊かな人生のための相談処となるドッグラン、ドッグサロンの新展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社立米 4080001011638 体感型北欧インテリアショップを活用したＢｔｏＣ向け住宅インテリア市場の開拓 静岡商工会議所

関東 静岡県 御前崎市 有限会社山幸 2080402019059 静岡県産ブランド牛専門の業務用精肉業への新分野展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 牧之原市 出縄良人税理士事務所 スタートアップ支援の専門機能が付帯するオフィスレンタル事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 焼津市 駿南鉄工株式会社 6080001014928 建機向け情報通信サービス事業の起ち上げ 大石　徹

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社システムオリジン 5080001008286 タクシー向けタブレット車載端末を定額サービスで提供する。 株式会社鳥居経営コンサルティング

関東 静岡県 下田市 コンドミニアムとらや アクティビティを楽しめる地域密着型の宿泊付きレンタルスペース事業 三島信用金庫

関東 静岡県 熱海市 湖心亭株式会社 8010001191615 「室礼」の提案に特化したインテリアコーディネートサービスと器の小売販売事業 熱海商工会議所

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社キャムテック 4080401001478 ＥＶ（電気自動車）向け金型製造能力獲得による海外市場への新分野展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社青空農園 5080401020485 農家が経営する八百屋と野菜のジェラートの開発による新分野展開 清水　進矢

関東 静岡県 伊豆市 株式会社湯川商事 8080101004926 販売機能を兼ね備えた惣菜製造工場の新設と食を発信する企業への業態転換 三島信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社しおやフーズ 2080101010789 牛タンの独自生成技術を活用したＨａｃｃｐ対応セントラルキッチンの構築 富士商工会議所

関東 静岡県 周智郡森町 有限会社宮﨑モータース 6080402022166 自動車修理販売業によるコインランドリー事業への新分野展開事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社鈴木自動車 2080101008809 整備技術を活かした中古車販売及び車両アドバイザー事業への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 有限会社トーヨー工機製作所 8080102002540 旋盤工程の内製化と高精度ボーリング加工による半導体製造装置向け大型部品の新規需要獲得事業 沼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社飯田庭園 1080002000403 観葉植物のＤ２Ｃ事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社ｌｉｖｅ 8080101010742 中小水力発電機向けランナー製造事業立ち上げによる新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 磐田市 有限会社静岡フスマ商会 1080402020158 完全オーダーの建付け家具の製造及び施工販売による事業再構築 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市東区 合同会社遥・電機 6080403002340 ロボット取扱いによる新規事業（ロボット設備設置、保守）への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 株式会社宮地興業所 3080401016205 約１，０００種類の試作品開発で培った技術力と生産ラインの自動化により建設重機部品市場の参入計画 株式会社エフアンドエム

関東 静岡県 熱海市 熱海観光事業株式会社 3080101012520 芸妓活動の場の創出による芸妓文化の継承と地域観光への貢献 三島信用金庫

関東 静岡県 駿東郡清水町 株式会社木村鋳造所 4080101005498 アルミ構造体部品の新規製造に着手し、ＥＶ車部品市場に新規参入する 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 伊豆の国市 いさぶや印刷工業株式会社 4080101004707 デジタル印刷を付加価値とする伊豆地域のデジタルワークプラットフォーム運営 三島信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社大善 1080101008917 パルプを原料とするセロビオースを商品化するオンリーワン企業となりバイオケミカル分野に進出 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 富士市 有限会社富士川巧作所 2080102016224 ヘール加工技術導入による燃料電池ゴム部品成型特殊金型開発への挑戦 株式会社静岡銀行
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関東 静岡県 藤枝市 特定非営利活動法人タートルエイト 8080005001557 認知症・看取りに対応、地域と共生したナーシングホーム運営事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社さざなみ写真館 1080402009952 写真館による着物文化継承のための着物レンタル事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 焼津市 石原水産株式会社 7080001022500 水産加工食品専業ノウハウを生かしたペットフーズ製造部門の新規立ち上げ 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 ＴＤＣ オンリーワンユニットハウスの企画開発販売への進出 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 賀茂郡東伊豆町 株式会社徳造丸 3080101014673 ドッグラン＋ドッグカフェ＋ドッグフード 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市浜北区 株式会社浜名ワークス 2080401010241 ＥＶトラック用ボディー開発の事業化 遠州信用金庫

関東 静岡県 御前崎市 株式会社サワイリエンジニアリング 1080401015398 人力で移動可能な５軸のＮＣ加工機の新規開発・製造・販売による新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社石川四方藏商店 7080001000373 新たに茶製品メーカーへの直販を実現する生産ライン再構築事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 静岡県 掛川市 株式会社三河屋商店 3080401014506 ベーカリーから韓国料理テイクアウト専門店への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士宮市 株式会社深澤工業 9080101011797 フレア配管システム導入による環境に配慮した溶接不要の配管製造、販売、施工 富士信用金庫

関東 静岡県 牧之原市 小塚建設株式会社 6080001014168 福祉施設建築元請及び運営事業への進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 袋井市 菓蔵ＳＵＺＵＫＩ 洋菓子店が挑戦する地域の特産品を活かした新ブランド商品開発と卸事業 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 株式会社ＷＨＩＴＥ　ＬＩＮＥ 8080401025390 イタリアン飲食店とキャンプ施設を融合した舘山寺観光振興事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 焼津市 株式会社アトリエロジウラ 7080001022946 魔法カフェＶＥＲＢＥＮＡ（ヴェルベナ）空間の活用プロジェクト しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士市 サロンドブー 地域初！フェムテック製品に特化したカウンセリングサロン開設及びショップ展開による事業再構築 富士信用金庫

関東 静岡県 三島市 有限会社東洋ドライ 5080102011065 元請としてのリネンサプライ事業への新規参入 三島信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 有限会社プロロジック 3020002069987 朝霧高原のキャンプ施設付き滞在型ワーキングスペース 飯野　明宏

関東 静岡県 浜松市中区 亜木屋 最新脱毛機器を活用した地域密着型全身脱毛サロンの展開 後藤　公平

関東 静岡県 浜松市南区 つるた株式会社 9080401003247 地域密着の建具店から、全国商圏の木製サッシメーカーへの転換 浜松商工会議所

関東 静岡県 伊東市 株式会社マルマサ 5080101013962 真空包装加工を行った魚の製造販売事業への新分野展開による事業再構築 藤原　和重

関東 静岡県 島田市 有限会社ティークラフト 7080002014125 国産ハーブの抽出によるアロマオイル製造事業への進出 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社三和製作所 8080401015796 内燃機関の金型試作からＥＶモーター関連部品製造への新分野展開事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 菊川市 株式会社アイデア 2080401020637 自動車小売業で培った営業力を活かし、木造建設工事業への業種転換を目指す 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市北区 ＳＨＯＤＡ株式会社 6080401002350 国家戦略（グリーン成長戦略等）に資する新たな切削加工体制の構築 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社エムテクノ 2080101001854 中規模水力発電機向けＨＶサーボモータ製造事業の立ち上げ 株式会社商工組合中央金庫

関東 静岡県 沼津市 柿田川ブリューイング株式会社 1080101019419 醸造技術と地元のフルーツを活用したクラフトサワーの製造、販売 松原　克巳

関東 静岡県 三島市 株式会社ディーセント・スタイル 6080101007419 本旨海老餃子を中心に肉旨餃子・野菜餃子を冷凍し無人店舗で販売する 澤田　健

関東 静岡県 静岡市葵区 オッサン　ビストロ　トントン 地域密着型料理教室の展開計画 補助金活用支援会合同会社

関東 静岡県 島田市 有限会社酒井鉄工所 4080002013617 ４軸多面加工の技術を構築して高精度多面加工で新分野に挑戦する。 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 下田市 ＢＡＧＵＳＥ　ＳＵＲＦ　ＳＨＯＰ ビーチまで１００ｍ！トップアスリートによる合宿施設で事業再構築 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 沼津市 静宏産業株式会社 2080101000906 プラスチック製品の精密加工技術を活用した医療部品製造分野への挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 榛原郡吉田町 株式会社塚本新聞店 2080001014015 ハイデザインベーカリー事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 熱海市 株式会社丸藤 5080101012873 地元網代港で漁獲された鮮魚の加工販売事業の新規開業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社カントビ 3080001009617 足場資材の品質向上に向けた洗浄・整備サービスへの参入による事業領域の拡大 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社東洋機械製作所 7080001008730 ユニバーサルヘッド付５面加工機により非工作機械関連市場へ参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社上野鉄工場 7080401000626 高精度な加工技術で省人化機械・ロボット部品市場へ参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 伊豆市 株式会社Ｄｒｅｓｓ 9080101004990 地域の弱いを強みに変える、継続可能な新観光価値の創出 株式会社商工組合中央金庫

関東 静岡県 浜松市中区 有限会社マルナカ河西工業 1080402007824 バリ取り技術を活かしたマウンター及び検査装置向け精密板金事業への参入 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 浜松市北区 庭あそ株式会社 5080401019494 ＤＩＹ資材販売のための無人店舗による新たな販路開拓事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 御殿場市 株式会社カマド 2080101004015 小型車のＡＳＶに対応した高精度フレーム修正及び水性塗料に対応した板金塗装 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市北区 ラルゴ株式会社 8080401019855 ウィズコロナ時代の美容室 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 下田市 株式会社Ｒｉｌａｓｓａｒｓｉ 1080101017208 ３つの真事業で、総合リラクゼーション企業への成長 下田商工会議所

関東 静岡県 浜松市北区 内田工業株式会社 1080401009747 最新設備導入による３次元曲面形状加工の実現 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 伊豆の国市 株式会社高梨建築 9080101021689 建築業の経験を活かした、ドローンによる太陽光パネルの点検事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 有限会社宮脇 1180302011684 バーチャルレストランによるデリバリー事業の新展開 浜松商工会議所

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社静岡機械製作所 5080005000850 茶仕上げ技術を活用したコーヒー豆等の焙煎受託加工事業への参入 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 丸両自動車運送株式会社 6080001009135 太陽電池モジュール中間処理事業進出のための工場建設 あさひコンサルティング株式会社

関東 静岡県 藤枝市 株式会社丸二商店 3080001016778 コロナ禍のニーズに対応した新しいペット関連複合施設 あおい税理士法人

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社サン・フォークス 2080001017570 梅ヶ島の魅力を伝える新しいドライブイン事業への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 三島市 株式会社サンアイ電工 6080101015330 静岡県で初・２４時間無人営業シミュレーションゴルフ練習施設の新分野展開 嶋田　景太

関東 静岡県 静岡市葵区 白井建設株式会社 6080001020273 ワンランク上のブランディング力の高い店舗デザインの設計・施工 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 周智郡森町 サステン工業株式会社 7080401017455 電動アシスト自転車普及による周智郡森町の活性化（新分野展開） 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 周智郡森町 しんちゃん農園 「米」事業の２・３次産業への事業展開による経営力安定化 税理士法人渥美会計事務所

関東 静岡県 下田市 有限会社ガーデンヴィラ白浜 4080102021940 眺望抜群の長期滞在型宿泊施設を一年中稼働させて地域経済に貢献 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 浜松市北区 有限会社まるたま 3080402015965 オリジナルお茶ドリンク、デザートのテイクアウト販売事業 遠州信用金庫

関東 静岡県 伊東市 株式会社しゃぼん玉 1080101013999 高性能乾燥機等導入による重量物クリーニング事業への新分野展開 三島信用金庫

関東 静岡県 駿東郡清水町 株式会社インク 8080101005305 「文具のテーマパーク」が手掛けるフレキシブルオフィスデザイン事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社原田木型工芸所 1080401004459 ３次元デジタル解析と５軸加工技術を掛け合わせた先端技術活用による次世代自動車部品分野への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社フクダサインボード 4080401004670 配線不要で、簡単に架け替えが可能な次世代型看板”ＫＡＧＡＹＡＫＩ”による市場開拓 公益財団法人静岡県産業振興財団

関東 静岡県 藤枝市 株式会社Ａ＆Ｃ不動産販売 6080001017179 遊休不動産を活用したプライベートサウナ施設の運営 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 沼津市 有限会社かねはち 1080102000930 魚市場仲買業者が取組む！沼津港産のサバや深海魚を使った加工食品の製造 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市東区 リリーズ株式会社 7080401012290 飲食事業の業態転換　営業利益黒字常態化の為の戦略的な菓子生産体制の再構築 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 静岡県 駿東郡清水町 株式会社エステック 6080101005389 製造業のＤＸ化推進の為の生産化システムの開発 公益財団法人静岡県産業振興財団

関東 静岡県 藤枝市 Ｈ＆Ｙインテグレーション株式会社 9080001021319 洗車サブスク事業への進出による事業再構築への挑戦 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市浜北区 ハマニ株式会社 8080401010310 「左官ショールーム活用による新たなＢｔｏＣビジネスモデルの変換」 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社愛孝 9080001012061 家庭用空調機器の販売事業者からの脱却を目指して 廣瀨雅俊

関東 静岡県 富士宮市 株式会社一期一会 9080101016945 スポーツソックスの開発・および高齢者のふらつき、転倒を予防する靴下販売事業 富士宮商工会議所

関東 静岡県 焼津市 焼津冷蔵株式会社 1080001015402 小川港で”鯖”の水産加工品の製造と直売による地域の特産を開発する新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 伊豆市 株式会社オザワ 4080101004946 建設業の造園技術を活かした駿河湾の絶景キャンプ場への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 三島市 三丸興産株式会社 7080101006304 地域連携型・高度医療対応動物病院の併設でドッグ総合施設へ業種転換 藤巻　かな江

関東 静岡県 静岡市駿河区 中部田中印刷株式会社 5080001003337 紙以外への印刷を実現することによるノベルティ市場への進出 しずおか焼津信用金庫
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関東 静岡県 浜松市北区 株式会社サンエンテック 8080401019244 半導体製造装置部品製造のための高精度連続加工体制確立による事業転換 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社ダイアモンドベリー 4080401022391 グローバル化に対応した低年齢の子ども向け英語スクールの運営 浜松商工会議所

関東 静岡県 沼津市 株式会社岩科機械 6080101002436 製缶加工技術と機械加工技術の融合による精密加工部品の一貫製造 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 ナルテック株式会社 9080001008852 次世代インフラを支えるＬＰＷＡセンサーデバイス用いた無線ネットワークの構築事業 公益財団法人静岡県産業振興財団

関東 静岡県 浜松市東区 有限会社ディーズ 9080402016710 オーダーメイド建築板金部材の新商品開発 遠州信用金庫

関東 静岡県 田方郡函南町 株式会社ｙａｎ’ｓ 7080101007070 「港湾工事におけるドローン土木測量」へ新規参入 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 静岡県 三島市 杉山総業株式会社 9080101005741 ＤＸ　ゴルフシミュレーターによるスポーツＧＹＭ事業への取り組み 沼津信用金庫

関東 静岡県 御殿場市 アルシャン工業株式会社 3080101003932 アルミニウム部品の内面切削加工により、災害時にも大活躍する小型発電機のモーター用部品製造に挑戦する新分野展開 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 静岡市駿河区 コスモスビル株式会社 1080001009619 食と健康と美をテーマに「豊かな暮らし」を提案する生活雑貨店への新規開業 静清信用金庫

関東 静岡県 伊東市 フラドッグス リハビリ難民に救いの手を！全世代健康ステーション『ＤＸオーダーメードリハビリジムＨＵＬＡ　ＤＯＧＳ』へ新分野展開 株式会社イワサキ経営

関東 静岡県 静岡市葵区 ＫＹ－ＴＯＮ アウトドア専門店が提案する極自然を感じる新しいキャンピング事業への挑戦 原野　郁巳

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社ナズ 1080401023896 ＤＩＹ資材販売のための無人店舗による新たな販路開拓事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 掛川市 特定非営利活動法人かけがわランド・バンク 2080405007060 まちやど構想へ繋ぐ空きスペースを活用した「個室サウナ事業」 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 内田鑿泉株式会社 1080401006199 井戸工事事業で培った技術を応用した地中埋設物除去事業への新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 駿東郡長泉町 株式会社ゼプロチュービング 9080101005808 ウィズコロナ時代の変化に対応すべく新分野への参入挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 株式会社アピエス 9080101003654 ファイバーレーザー加工機、及び高速・高精度ベンディングマシン導入による医療機器・半導体製造装置市場への新規参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 株式会社堀内商事 9080401016125 質疑応答ＡＩシステムをパッケージにしたＩＣＴ重機専門のレンタル事業とグローバル展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 裾野市 株式会社友愛製麺 5080101015827 ミニセントラルキッチン建設による老舗ラーメン店の冷凍食品製造事業 水口　克巳

関東 静岡県 焼津市 株式会社マルイリフードサプライ 5080001015200 焼津の新鮮マグロの販売・提供を可能にする商業施設による新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 有限会社ミント 5080402013513 高齢者受入不足の課題解決に向けた、居住スペースを最適化した施設運営 亀山　俊彦

関東 静岡県 榛原郡吉田町 鈴木産業有限会社 2080002014609 家電製品等の総合リサイクル事業への新分野展開 株式会社東和銀行

関東 静岡県 島田市 有限会社雄大工業 1080002014403 自社の微細加工技術を活かした半導体関連装置分野への参入 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社杉浦建築店 8080401002506 地元産木材による非住宅分野への新たな市場参入 静岡県中小企業団体中央会

関東 静岡県 磐田市 株式会社堀内土木 3080401015999 遠隔操作技術の活用による砂防工事などの森林開発分野の新分野展開とグローバル化 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 浜松エルピーガス協同組合 7080405000498 法人会員を対象としたシェアスペース施設の運営と同管理システムのシェアリング 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 前田工業株式会社 4080001004781 革靴の純国産オリジナルブランドによる自社店舗販売並びにＥＣ販売によるＢｔｏＣ参入 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 焼津市 株式会社トマル水産 2080001015062 焼津市でオンリーワンとなる耐熱菌の圧力殺菌処理事業 原野　郁巳

関東 静岡県 藤枝市 株式会社エムテック 7080001018333 ＩｏＴ技術と抗菌・除菌に対応したコインランドリー事業への進出 静清信用金庫

関東 静岡県 沼津市 海鮮丼工房　尽 地元食材料理と地元密着型のコインランドリー事業と融合 原野　郁巳

関東 静岡県 藤枝市 株式会社共立アイコム 4080001016372 アフターコロナの冠婚葬祭における祝儀・香典の現金送付代行事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 東洋樹脂工業 車載用ＬＥＤデイライト向け樹脂成形部品の生産による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社エース代行サービス 2080002009360 社会福祉と自然あふれる山里が共存し、まちおこしにも貢献する屋外型カフェ 株式会社清水地域経済研究センター

関東 静岡県 沼津市 株式会社元気 6080101003491 木材加工技術を活かした家具等の製造とＡＲ・３Ｄを利用したネット販売事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士市 手塚メタル株式会社 1080101022455 非鉄金属スクラップ卸売業から、産業廃棄物中間処理レアメタル再生事業への進出による事業再構築 富士宮信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 株式会社旭ファクトリー 7080101011213 紙加工事業から医療機器部品製造事業への事業転換 富士宮信用金庫

関東 静岡県 湖西市 新居精機株式会社 7080401006111 電動車普及の鍵となるＥＶ試作部品の生産体制確立による業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 湖西市 協和工業株式会社 8080401005962 自動車部品ハイテン化プロジェクト第一弾 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 静岡県 磐田市 株式会社ファーストリバー 5080401017300 成長市場である「韓国化粧品」業界への新規参入 田中　誠

関東 静岡県 藤枝市 株式会社佐藤工業所 8080001016914 独自開発の小水力発電設備によるエネルギー事業への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 掛川市 株式会社掛川スイミングスクール 5080401014280 フィットネスクラブによるスパ事業（温浴施設）への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 掛川市 有限会社大忠工務店 4080402018059 平屋型のモデルハウスを新設し規格型住宅事業へ転換する新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社大川井自動車 2080001022471 先端安全装置を備えた自動車の整備ニーズに対応したエーミング整備事業への進出 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 渥美浜北株式会社 8080401022438 環境負荷軽減、衝突事故軽減につながる次世代自動車部品の製造 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 下田市 ムーン・リバージュ． プライベートドッグランの中で好きに過ごす「自遊空間」 三島信用金庫

関東 静岡県 沼津市 日本パワーテクノ株式会社 7080101020206 「機能性水素水を用いたコンテナ型植物工場」の製造販売 渡邉喜明

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社サムテック 1080001022183 複数の工法に対応できる橋梁耐震補強工事請負への挑戦 鷹匠税理士法人

関東 静岡県 焼津市 株式会社サンロフト 9080001014842 安心・安全！保護者と保育者を繋ぐ動画共有サービス セブンセンス税理士法人

関東 静岡県 湖西市 東巴 「原材料」から自社で製造したオーガニック石鹸の製造・販売への参入及び「コト消費」を捉える「体験型」店舗の提案 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社俊美光 4080001018245 現代レストラン運営会社による文化伝統が体験できる宿場町の温浴施設 株式会社清水銀行

関東 静岡県 熱海市 熱海マリンサービス株式会社 7080101012558 マリーナ関連事業から“密閉型製炭炉”を販売する環境事業への業種転換 齊藤　祐一

関東 静岡県 富士市 株式会社ヤツクラ 6080101010950 子供を見守るプログラミング学習教室の開校 富士信用金庫

関東 静岡県 榛原郡吉田町 長谷川建設株式会社 1080001014040 都会的デザインの住宅体験カフェ運営による事業再構築 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 掛川市 株式会社藤原加工 2080401014754 ナイロン系樹脂素材の高精度な成形・組付工程の確立による新分野展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 御殿場市 株式会社つぼぐちファーム 2080101018782 野菜中心の飲食店卸から、個人向け干し芋製造販売へのビジネス転換 沼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社ＫＥＹ 6080001021668 ＤＸ技術を活用した障害者自立訓練事業および自費リハビリ施設運営 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 熱海市 株式会社咲見クラブ 5080101017336 顧客の多様化に応える新規性ある温泉施設サービスへの業態転換計画 三島信用金庫

関東 静岡県 藤枝市 株式会社ＡＳＫ 3080001019681 低コスト・短納期なオリジナル農業用ビニールハウスの提供サービス 有限会社アイ・リンク・コンサルタント

関東 静岡県 静岡市清水区 建築工房コウセー有限会社 9080002009809 ワンストップ対応の構築と工作機械部品製造事業への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社こころ 3080402016996 居酒屋店舗の空きスペースを活用したスペシャルフードの贅沢空間事業及び　中食テイクアウト事業展開 株式会社坂本＆パートナー

関東 静岡県 富士宮市 株式会社会館志ほ川 9080101011335 創業１０２年の老舗そば店から「和食と和カフェとお土産屋の複合店舗」への転換 株式会社清水銀行

関東 静岡県 駿東郡小山町 有限会社横山工務店 6080102007608 地元工務店による空き家を活用したビジネスコミュニティスペースの創設 沼津信用金庫

関東 静岡県 賀茂郡東伊豆町 株式会社稲取赤尾ホテル 2080101014609 伊豆からＩＺＵへ、ワーケーションから家族旅行まで　観光温泉ホテルによる多様性へのチャレンジ！ 株式会社商工組合中央金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社啓愛工業 7080001011247 解体工事事業から産業廃棄物中間処理事業への挑戦 原野　郁巳

関東 静岡県 菊川市 有限会社幸和建設 2080402018432 増加する空き家問題に対応した空き家解体業への新分野展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社小澤土木 9080401001110 最新工法の提案による民間施設の防災・減災対策工事の市場獲得 静岡県中小企業団体中央会

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社中部綜合コンサルタント 8080401003149 ＵＡＶ（ドローン）及びレーザーを活用した測量における新事業展開 山内　哲

関東 静岡県 榛原郡吉田町 株式会社みとも 7080001014084 既存事業との融合によるプラスチック成形分野への新規参入 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社間渕商店 7080401005030 結婚相談所及びお芋スイーツ製造販売事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 誠商事有限会社 5080102006453 アフターコロナの需要に対応した温泉スタンド事業の実現による新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市浜北区 株式会社楽描製麺 3080401013433 ラーメン店店舗経営に加え冷凍ラーメン商品の製造、卸し、小売りへの挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士宮市 石川農園 ６次産業化でペットのおやつとクラフトビールの市場を狙う 富士宮商工会議所
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関東 静岡県 沼津市 株式会社ＲＥＦＳ 6080101022590 地域と共に食品ロス０を目指すまちのセントラルキッチン事業 三島信用金庫

関東 静岡県 島田市 カネカ北川製茶株式会社 1080001013380 宿泊施設向けオンライン配信営業によるサービス型お茶ＯＥＭと企業人事向けコーチング育成サービス事業の開発 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 焼津市 村松機工株式会社 8080001015288 産業用機械部品から医療品製造設備部品への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 富士錦酒造株式会社 2080101011770 日本酒用の黄麹を使った甘酒を開発して自ら生産販売等する事業 富士宮信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社日建 4080001003965 住宅リノベーションによる地域イノベーション 静清信用金庫

関東 静岡県 熱海市 株式会社東豆 2080101012752 「スクール」「スキャン」の『２Ｓ』を基軸としたドローン事業部の新設 三島信用金庫

関東 静岡県 富士市 有限会社文清 3080102014821 先端設備導入ホルモン専門店の出店による新たな客層の開拓事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社若鳶 9080001010858 足場資材メンテナンス事業への展開と事業ポートフォリオの再編 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 藤枝市 株式会社扶桑工業 6080001016718 コンパクトコイル鉄筋を活用したプレキャスト製品加工事業への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 ナゴヤ・ホールセール株式会社 8180001013034 異業種へ思い切った大胆なチャレンジ！　飲食業界へ新分野展開 服部　貴行

中部 愛知県 名古屋市南区 有限会社トップ 5180002014323 「あいちの名工」が手がける理容技術を活用した脱毛サービス事業 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社ミナミ 5180001120691 「映える」おしゃれカフェ商品のテイクアウト・ケータリングサービスを実現する業態転換 岐阜信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 三和水工株式会社 2180001052013 お客様の要望に合わせオーダーメイドのパイプ家具制作 井上大輔

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社和装カジウラ 4180001109364 着物着付け教室から経営資源を有効に活用した前撮り事業への進出 神谷　隆生

中部 愛知県 常滑市 泉帆 後継者と共に「とりみそ」焼肉店への事業転換で売上拡大 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社なるみ食品 3180001050833 店舗改装による「目的来店型店舗化」及び飲食店向けテイクアウト用パンの製造販売 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社地球探検社 2180001129265 洞窟探検スキルを活かしたダイバー向け新規事業の構築 尾西信用金庫

中部 愛知県 豊川市 葵春堂 全国初！！地域密着「東三河飲食ＷＥＢモールの開設」 豊橋信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ＨＩＬＬ．ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 5180301031218 訪問式の理美容・介護サービス事業の開業 税理士法人　ＳＨＩＰ

中部 愛知県 豊川市 有限会社まる屋料理店 8180302014400 老舗会席料理店が行うレンタルスペース・居酒屋事業への取組み 松井　督卓

中部 愛知県 一宮市 有限会社尾関喜撚糸 1180002075996 撚糸製造技術力を活かし、介護福祉向けニット製品市場へ新規参入 クレアスト株式会社

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社瀧澤商会 2180001004550 高機能プリントシステム導入によるハザードマップ校正刷事業等への進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 愛西市 株式会社プロースト 5180001119073 イートインに依存しないビジネスモデルの構築による地方飲食店の再活性化事業！ 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 豊田市 Ｇｌｏｂｅｉｎｇ合同会社 1180303002724 自社一貫で栽培を行う無農薬野菜の通信販売事業による売上回復計画 岡田　悦子

中部 愛知県 一宮市 小川染色株式会社 9180001082326 地域初！！　尾州の町工場が、小ロット染色事業で日本にタフテッドラグの市場を創造する 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社イートクリエイト 4180001137241 ラーメン店出店によるテイクアウト業態のプラスチックごみ削減推進事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 田原市 こもぱん パンと地元食材のパッケージ商品を全国に販売し、渥美半島の認知度向上を図る。 税理士法人　ＳＨＩＰ

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社インターナショナルトレーニング 7180001073384 スクール事業からツアーと特殊潜水機器の講習事業への新分野展開 税理士法人アクロス

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社ケイワイサポート 7180002034922 ＥＣ＆移動販売を取り入れた、自社アパレルブランドの製造販売事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 西春日井郡豊山町 株式会社秋田製麺所 7180001052215 愛知県産小麦１００％麺と具野菜のミールキット開発と工場直売所の開設 株式会社はせべ経営

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社海菜 2180001063092 季節の本格日本料理を毎月定期お届け！サブスクのＥＣ販売をする 岐阜信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 ゆげや 地域密着型店舗で評判の高い創作料理メニューをインターネット通販への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 長久手市 株式会社ＳＴＡＲＳ 9180001133698 ヘルスケア惣菜の新規開発によりポストコロナ市場を開拓します 虫鹿　真司

中部 愛知県 海部郡大治町 たこ兵衛 テイクアウトしやすいたこ焼き型創作料理の新規出店事業 塩出　貴臣

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社大和建設 8180001119830 ～価格競争のない世界を目指して～　児童発達支援・放課後等デイサービス施設の運営を通じた社会貢献 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社シードブレイン 6180001121243 コロナ時代に対応するオンラインイベント向け配信用プラットフォームの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 名古屋市中川区 名和工業株式会社 4180001021115 建設機械用シャフト部品の製造・販売による事業再構築 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 茶・珈琲　方丈 介護除毛サービスと基礎代謝向上に特化したメンズシニア専門サロンへの転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 蒲郡市 有限会社エスペランサ 5180302015203 作業ノウハウと遊休倉庫を活用した食品加工事業への参入と持続的経営基盤の構築 蒲郡商工会議所

中部 愛知県 岡崎市 旭サッシ工業株式会社 5180301000172 建設関連事業から安全衛生事業への進出による事業継続性の向上 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＨＡＮＡ 3180001134438 時代に対応した様々な販売チャネルの構築を行った韓国料理の商品開発 廣瀬　陽介

中部 愛知県 海部郡大治町 桑の実研究所 低糖質麺開発で得た独自の技術で製造する糖質を抑えた総菜弁当の販売事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 一宮市 ワイエスシー株式会社 6180001084110 工業用油の販売からカフェ経営への大胆な事業再構築 税理士法人コスモス

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 ファーストテック株式会社 4180001131839 光触媒ラボ及び地域サロンとしてのカフェスペースの開設 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社優人 6180001071422 保育園業界のＤＸ化を推進！業務支援アプリケーションシステムの開発 株式会社中京銀行

中部 愛知県 蒲郡市 有限会社石黒商店 6180302015128 チョコレートを使ったフルーツせんべいの製造・販売による新分野展開 蒲郡商工会議所

中部 愛知県 豊川市 魚喜久 法人・団体から個人・家族へ炭火による個室囲炉裏のお店 松井　督卓

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ＭＬＤＫ 6180001128552 脱毛、リラクゼーションサービスを提供するサロン事業の展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 パレットプラザ ｚ世代を囲い込むセルフ写真館サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 知多郡南知多町 日間賀西整骨院 産後のママ向け美容骨盤矯正×パーソナルジム×エステ×メンタルケア 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｔ－ｆｏｏｄ 2180001062937 居酒屋からの脱却　国産食材にこだわった日本料理店への転換　～コロナ禍における安心・安全な食と空間の提供～ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 合同会社ケアファーム星ヶ丘 6180003016136 「事業所でのディケアサービスによる事業再構築」 カタチクリエイト株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社フットマインド 2180001049307 ３Ｄデータを活用した足に問題を抱える患者用フルオーダー靴の開発 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 知多郡美浜町 株式会社キハラノ 6180001135020 地域の財産を次世代に繋げる空き家管理 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 豊川市 有限会社フィクサージャパン 4180302016160 東三河初！タピオカ麺や国産白湯スープが特徴のテイクアウト出来るラーメン店 豊川信用金庫

中部 愛知県 新城市 株式会社フルハウス 1180001111967 自然豊かな住環境での「スローライフ」体験を通じた関係人口創出事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 大口衛材株式会社 5180001024950 業界のリーディングカンパニーとして工業用衛生材料の折加工に挑戦する 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 あま市 有限会社さいとう建材店 4180002091198 お客様のニーズに直接向き合い解体工事に進出、空き家対策に貢献 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 稲沢市 株式会社オフィスリオ 3180001108796 ペット・ホテルを併設したドッグ・カフェのオープンによる事業再構築 秋田　秀美

中部 愛知県 名古屋市南区 有限会社中部携帯電話サービス 5180002020503 本物に新しい価値や魅力を付加したわらびもち店事業への挑戦 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中川区 カフェドリオン　ブルー テイクアウトとオンライン販売を兼ね備えたフランスがテーマのコーヒースタンド事業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ルナ・コーポレーション 9180001064621 ガチャガチャマシン導入によるスーパー・神社仏閣等への商品拡販と新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 田原市 有限会社丸忠水産 9180302011058 三代続く海鮮卸問屋こだわりの囲炉裏で焼く昔ながらの魚定食店 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社ＴａｃＭｉｉ 8180001118725 コロナ禍によるテイクアウト需要に対応して、物販スペース店舗改装 名古屋総合税理士法人

中部 愛知県 犬山市 株式会社本山美装 1180001129472 まぜそばラーメン店の開業による既存リフォーム事業との２事業運営体制の確立 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 高浜市 株式会社神仲 9180301015720 水素効率を高める多機能タイル・健康セラミックスの開発と市場開拓 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊川市 豊川ハム株式会社 1180301010373 みんな大好きハンバーガー！のパテに特化した製造・卸売計画 株式会社エフアンドエム

中部 愛知県 名古屋市東区 ヒロタトレーディング オンライン接客と融合したＥＣサイトでＡＩ鑑定済みの中古品ブランド腕時計の新分野展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 刈谷市 株式会社いわ園 4180301026276 食肉加工場の設置による、宴会・接待需要から中食需要へのシフト 碧海信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ＮＡＤＪＡ 9180301003667 自社ブランド構築によるサステナブルファッションの事業展開。 税理士法人スマッシュ経営

中部 愛知県 稲沢市 有限会社ラッキー・クローバー 4180002081166 介護から美容（ネイル）への参入による、三方よしの実現 尾西信用金庫
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中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社爽やか 6180001065688 光線療法を用いた新たなエステティック（美容術）への挑戦 齋藤　厚志

中部 愛知県 名古屋市中区 ＳＥＴＩＡ株式会社 6180001101014 ハラール対応インドネシア料理の冷凍食品製造による、ＥＣサイト及び店頭販売、テイクアウト・デリバリー事業の拡大 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市中区 バルバローグ株式会社 3180001065006 既存事業システムを活用したエキゾチックアニマルふれあいスペースへの業種転換 名古屋商工会議所

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社ＳＤＤ 4180001130254 買取店の空きスペースが大変身！映える！地域密着型たいやき店に 瀬戸商工会議所

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ティーエイチエー 7180301001986 コロナ後の自動化市場に向けた新素材・新製法による治具製造への新分野展開 奥谷　弘和

中部 愛知県 小牧市 株式会社小島金属塗装 9180002068984 金属塗装業者が思い切って、開放的なテラス席を併設したカフェ運営に挑戦！ 岩本　秀巳

中部 愛知県 名古屋市中区 Ｇ＆Ｆ株式会社 1180001101885 安全のセルフ焼肉と話題の韓国式刺身店への進出によるコロナ禍の　Ｖ　字回復 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 みよし市 株式会社Ｔｃｅｌｌ 6180301028485 採用難の障害者支援施設向け人材紹介業を実施しＶ字回復を目指す。 税理士法人いぶき

中部 愛知県 名古屋市中区 フューチャーフード株式会社 5180001134337 ビストロと高級仕出し弁当の味をおうちに届けるチルドスイーツ・フード製造 大原　健佑

中部 愛知県 江南市 有限会社サカエ 4180002081884 小・中学生の制服・体育衣料とスポーツ用品のワンストップ販売事業 松本　幸樹

中部 愛知県 名古屋市中区 コインランドリーダッシュ千早店 防災対策を施した新業態コインランドリー事業による新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ロード 7180001115665 ミクストラン業態によるクリーンエネルギー推進事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 大府市 有限会社グリーン・エース 8180002084751 ＩＯＴと観葉植物の力で人と地域がつながる・脱コロナ禍 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 グリルアラベル名古屋丸の内支店 クロワッサン専門店出店による女性の復職支援事業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社アモルフォ 6180001134996 清潔感は当たり前！オトコが清潔を追求するための新感覚脱毛サロン 佐治　英樹

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ニシオスポーツ 3180001017782 新入生向けの学校指定スポーツ用品需要を中心としたオンライン販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 一宮市 鉄板焼きらく 新しい飲食事業へのチャレンジ！テイクアウト＋バーチャルキッチン型店舗の展開 税理士法人伊勢山会計

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＬＩＸ 1180001127823 非対面式注文システムを利用したフードサービスの開始 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 一宮市 名古屋国際トラベル株式会社 5180001134659 アフターコロナに向けた飲茶サービスの展開について 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社東洋マーシャルアーツ・ディストリビューション 9180001073135 失われつつある伝統と技術を守り、未来につなげていきたい 宮下　裕規

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＷＥＤＤＩＮＧ　ＡＶＥ． 5180001102517 人気フォトスタジオが手掛けるフォトウェディング専門ポータルサイト 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 東海市 有限会社エム・テクニカ 4180002088582 自動車ボディー溶接技術の進歩に寄り添う三次元測定体制の確立 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 田原市 ルーツ　オブ　スマイル 海から陸への新分野展開。豊橋初！「＃かっけぇ」を生み出し称え合えるスケボーパーク事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社フォウテック 1180001091037 地域と信頼を大事にする水道工事業が、お客様が集うバルのような鉄板焼き店を展開 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社良匠 7180001100171 解体から開業、運営まで一気通貫した飲食コンサルティング 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 豊田市 ｉ．ｓｕｓ株式会社 4180301021723 事業多角化と飲食業繁盛店づくりノウハウ構築による再構築 Ｌｉｇｈｔ　Ｂｕｌｂ　Ｍｏｍｅｎｔｓ株式会社

中部 愛知県 一宮市 有限会社オートグランディ 6180002079191 毎日食べても飽きないハンバーグで地域密着型宅配＋カフェによる新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 東海市 林智子 駅チカへの移転で学生さんにも最適な会員制セルフエステの展開 座間　裕史

中部 愛知県 一宮市 株式会社珈琲屋ＴＳＹ 5180001109594 ＳＮＳに映えるカラフルなキューブ型パンのテイクアウトによる事業再構築 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ダップル 7180001108735 既存顧客の客層を活用したビルメンテナンス事業への業種転換 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市熱田区 深翠苑株式会社 9180001115481 地域住民を顧客とした新サービス提供による売上回復と拡大 経営創研株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社イシハラ 1180001150016 睡眠環境カウンセリング事業への新分野展開で健康経営促進を！ 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社丸絲 6180001054666 日本文化のコンテンツオンライン配信施設・プラットフォーム開発 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社モリタ 7180001100865 純国産木曽檜のキャンピングトレーラーを開発する新規事業 西塔　隆二

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社アイコニックジャパン 3180001105447 東南アジアに特化した組織人事コンサルティング事業の新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社アールズホリック 7290801020938 レーシングシミュレーターを使った非接触のドライビングレッスン 株式会社ＣＦサポート

中部 愛知県 名古屋市中川区 ＪＡＣ株式会社 6180001137446 しじみブランドを活用した非対面型の飲食業態への転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社エイジレス 2180001101570 土管を使った新商品の製造による地域活性化のモデル構築 春日井商工会議所

中部 愛知県 名古屋市東区 一般社団法人ＢＬＵＥ　ＢＥＥＳ 7180005017718 チームのホームスタジアムとなるｅスポーツカフェの運営事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 尾張旭市 丸和貿易株式会社 6180001079787 地域小売店とのコラボ企画商品を販売代行する新分野展開を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 三河屋 愛知県産豚肉「愛とん」の熟成加工およびＥＣ販売事業 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市中川区 ＡＮＴＷＡＹＳ　ＪＡＰＡＮ株式会社 2180001111999 西アフリカへの使用済み中古タイヤ輸出事業によるタイヤリユースの促進 有限会社竹内総合研究所

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社ＲＩＴ 9180001071700 生まれ育った名古屋市公設市場の活性化のため、うどん飲食店運営という業種転換への挑戦 西岡　昭彦

中部 愛知県 春日井市 株式会社ヴィレッジテール 6180001117737 本格的な鉄板料理が味わえる新業態による新分野展開を図る 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 瀬戸市 プリズム音楽教室 Ｗｅｂ会議システムを利用したオンライン教室の開設 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 あま市 鉄板焼いちか あらゆる年代の女性の美と健康に貢献するエステティック事業 加藤　寛

中部 愛知県 瀬戸市 ＴＯＭＯＹＡ　ＳＡＫＡＩ アートマーケット新規参入、及び、陶磁器製品の高付加価値化と自社ギャラリーの開設 瀬戸商工会議所

中部 愛知県 愛西市 ＬＩＢＥＲＯ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ 感染リスクを抑えたＫ－ＰＯＰダンス専用ダンススタジオの設立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 Ｓｔｙｌｅ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｓａｌｏｎ　Ｈｉｒｏ　Ｈａｔｔｏｒｉ 整体パーソナルトレーナー養成スクールの構築と販路開拓 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社夢家 9180001092151 単身高齢者のくらしをサポートするオンラインマッチングサービス 西塔　隆二

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＴＳＰ 3180001101982 酸素カプセル導入による非対面ビジネス展開でリラクゼーション市場への新分野参入 税理士法人伊勢山会計

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ＢＫＣ保育サービス 7180301027668 保育士が作る、保育の為の、保育専用のエプロン 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 大府市 株式会社コムプリスカンパニー 3180301026129 緊急対応に特化した自動車整備技術を活かし、軽貨物宅配事業を開始 税理士法人中央経営

中部 愛知県 春日井市 株式会社中京リファイン 9180001074471 リフォームのプロが開発する耐震シェルタールームで再構築！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 豊橋市 絆 エステティックサロン事業の実施 税理士法人　ＳＨＩＰ

中部 愛知県 高浜市 ギョウザアンドフードヴィンテージ　カズ 松阪ポークを有効活用した新規焼肉店への内装改修計画 岡田　悦子

中部 愛知県 岡崎市 有限会社山中組 1180302003153 鉄道から道路関連の土木工事業に事業拡大し、「地域の安心・安全」に貢献！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社プライズメント 4180301008563 オリジナルウェディングプラットフォーム「はなまるブライダルデスク」事業への参入 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ｅｓｔ　ｄｅｓｉｇｎ 3180001149428 実技支援に特化した開業支援型技能習得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 愛知県 名古屋市中区 ジュニアワークス株式会社 6180001117753 時代とニーズに合わせたセルフレンタルスペース 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社あかつき 2180001106710 放課後デイサービスで「障害児の増加と託児問題」を解決！ 座間　裕史

中部 愛知県 愛西市 有限会社飯尾園芸 2180002090664 木材加工工程で発生する加工塵回収で叶える、廃棄物処理業への新分野展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社サンウッド 9180001114343 配信サービスを兼ねたレストランウェディングを主力とする、飲食店の集客代行営業サービス 税理士法人伊勢山会計

中部 愛知県 豊橋市 ＡＣｒｅａｔｉｏｎ合同会社 3180303003704 コロナ禍で増加した「自撮り＋ＳＮＳ」ニーズを掴む！照明テクを実装した非接触レンタルスタジオ 豊橋信用金庫

中部 愛知県 安城市 データライン株式会社 3180301013110 顧客提案力の高い情報活用サービス事業者による高付加価値化実現のため、紙媒体の一貫製造への転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社ＲＩＳＥ　ＯＮ　ＣＯＭＰＡＮＹ 9180301029794 個食に対応した新スタイルラーメン店とネット販売への進出 株式会社　ビレッジ開発

中部 愛知県 豊川市 株式会社呑龍 1180301010381 料理旅館の広間を改修し交流サロンの開設と動線のバリアフリー化 豊川信用金庫

中部 愛知県 新城市 タカハウス 関係人口増加から移住創出へ！古民家宿のワーケーションサウナプランの開設事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 大府市 株式会社Ｔｏｐ　Ｄｉｎｉｎｇ 2180001148991 非接触の無人店舗で韓国の食文化を日本の食卓に２４時間提供 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市緑区 平野　智裕 コロナを乗り越える！賃貸不動産に特化したリフォーム事業に新規参入 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 豊橋市 株式会社スタジオ・クレド 1180301029744 コロナ禍の需要をターゲットに、お庭にもう一つのリビング空間を提供 蒲郡信用金庫
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中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社大垰鉄工所 2180002026008 特殊溶接技術によるローコスト屋台で実現！飲食業界を盛り上げる新しいカタチ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 ブレイズサーフ 地域活性化と子供の育成を目的とした民泊業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ファータ 1180001089015 コロナ禍の需要をターゲットに、和菓子製造業へ新分野展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 春日井市 株式会社カラーズ 8180001117116 コロナ禍における需要動向に適応した洗車市場での事業再構築 株式会社十六銀行

中部 愛知県 尾張旭市 日本電子技術株式会社 4180001079649 新型コロナ疾病治療や医療臨床現場用の、寝装補助器具の開発販売 東濃信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社スタイルプラス 4180001101511 「炊き肉」を中心に提供する全国初の高級知多牛専門店事業 ＥＭＰ税理士法人

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ＬＯＣ 2180001113731 名古屋一の繁華街の飲食店からキッチンカーへの挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 グリーンモンスター 有名肉料理店の食材と独自にセレクトしたワインを、奥美濃の大自然の中で楽しめるキャンプ場 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＳＹＯＮ 4180001112384 自社の運営ノウハウと立地特性を生かしたステーキ事業及びテイクアウト事業を開始する。 愛知信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ピースマネジメント 6180301026679 小規模飲食店に特化した究極のＤＸ店舗開発運営と顧客への展開 曽我　達郎

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社グランドワーク 1180001059802 顔認証システムの開発によるＤＸマーケティング支援事業の開始 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 津島市 レディオ有限会社 7180002091138 一般顧客向けのレンタカー事業参入 株式会社みらい経営

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社オフィッコス 5180001104785 ウィズコロナ時代に向けた名刺管理サービス事業への進出 豊田信用金庫

中部 愛知県 安城市 新家明美 店内飲食からＥＣサイト利用のテイクアウト事業で新たな市場開拓！ 碧海信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 Ｗｏｎｄｅｒ　Ｓｔａｇｅ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ株式会社 3180301000819 労働者派遣業に特化したＷｅｂサービス事業の展開 糸川　純平

中部 愛知県 田原市 磯田園製茶株式会社 3180301007649 既存及び新規に茶（健康茶・ハーブ・日本茶等）の販売事業者を支援するインキュベーション事業の展開 岡崎商工会議所

中部 愛知県 西尾市 株式会社薬源 4180301023579 コンサルタント業から調剤薬局へ転換し地域医療へ貢献する事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 知立市 株式会社ｉライズ 6180301029830 テイクアウト専門店「オトナスイーツ」の展開による事業再構築 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社Ｆｕｊｉ　Ｈｏｍｅｓ 2180001120744 人生１００年時代にも安心のマンション管理組合ポータルサイト事業 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ＺＥＲＯ 3180001073297 円頓寺商店街と連携したテイクアウト事業への取組み 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ソウル亭 8180001102522 本格韓国料理店からテイクアウト・ミニスーパーへの新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ラルレ 4180001070624 いつまでも健康で美しく、健康寿命を延ばすための予防医療サロン 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 有限会社糀屋 4180002041657 オリジナルブレンド米開発によるオンライン販売への参入 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社立基 6180001010529 ”建築電気市場初”の「止水性の高い工期短縮継手」の開発 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社マリエ 6180001053668 美容業現場ノウハウを有する美容商材メーカー業、マリエスタイルの構築 株式会社十六銀行

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社Ｗｉｌｌ　Ｓｔａｆｆ 8180001120004 グローバルライバー事務所　＆　ライブ配信用レンタルバーチャルスタジオ運営事業 豊田信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 丸み興商株式会社 5180301007259 ＥＣで鋼材の敷居を下げる、鋼材のＤＩＹコンシェルジュ事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社Ｓｔａｒｔ　Ｔｏｄａｙ　Ｓｔａｆｆ 4180001135360 コロナ禍でも強い！マルシェ運営事業による新分野展開 豊田信用金庫

中部 愛知県 小牧市 株式会社クリエイティブコンコース 8180001138319 地元クリエイターの埋もれている才能発掘！複合スタジオサービス 荒井　真紀

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社天山 2180001064090 食品・雑貨のデリバリー及びＥＣサイトでの販売事業 吉野　康太

中部 愛知県 名古屋市天白区 ミュージックバーラウンジコスモポリタン 在宅時間を豊かに、高級ローストビーフとモチコチキンをＥＣ販売開始 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市緑区 ＪＴＩ株式会社 2180001131972 カヌレ外販プロジェクト 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ウェブネーション 2180001105547 メンテナンス設備・工具などを備えたバイク専用レンタルガレージ事業の展開 坂上　洋子

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＣＥＬＥＳＴＩＡＬ　ＢＬＩＳＳ 7180001109989 日本経済に自信を取り戻す幹細胞ヘアティブ事業のイノベーション アイネックス税理士法人

中部 愛知県 名古屋市緑区 ボイスミュージック 音楽レッスン動画等コンテンツの製作・販売事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市名東区 合同会社Ｃｒｙｐｔｏ　Ｅａｒｔｈ 6180003018727 非対面非接触でサービスを提供する焼肉店への業種転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社中央建物管理サービス 6180301003769 地域不動産レンタル／シェアリングサイトの構築 糸川　純平

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＶＩ　ｏｃｔａｖｅ 1180001120266 サブスクリプション制度を導入した新しい形式の音楽スタジオ設立と関連事業の開拓 名古屋商工会議所

中部 愛知県 知多市 株式会社関山 5180001094721 サイクロ減速機の部品製造で新しい市場への進出 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 名古屋市東区 ｃａｂｉｎｅｔ 文教地区におけるライフスタイル〈提案・体験〉型の複合店としての事業拡大。 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社東海精工社 7180001112761 金属の特性を知り尽くした加工屋のアウトドアグッズ市場への参入 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社太陽光発電中部 1180001050579 規格外農産物の即時発酵で廃棄をゼロに。発酵食品製造業で再構築 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社柴田工業 4180001107558 太陽光メンテナンスシステム開発によりマッチングビジネスへ進出 近藤　紀幸

中部 愛知県 知多郡南知多町 ニュー旭 旅館の絶品海鮮をＥＣお取り寄せ！「おうちで島旅気分」 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 田原市 株式会社宿福 7180301028229 登録有形文化財の老舗旅館をワーケーションとテイクアウトカフェを兼ねた施設としてリブランド 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｂｒｉｄｇｅ 6180001135227 一般客・飲食店をターゲットとした熟成チーズ販売事業 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 知多市 株式会社Ｆｉｔｎｅｓｓ　ｔｏ　Ｌｉｆｅ 5180001139526 地域を元気にする会員制パーソナルストレッチ事業 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社田仲 2180001002356 オリジナル餃子を全国対応ネット販売事業への業態転換を図る 中日信用金庫

中部 愛知県 大府市 ヨガスタジオｓｈａ．ｎａｎａ 室内ヨガ教室から密を回避する託児所付き総合フィットネススタジオへの業種転換 別所　大介

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社稲葉家 9180001131306 世界へ日本の味を発信！ハラル認証の焼肉タレの製造業への転換 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社サポートライフ 6180001116953 業務用エアコンの工事・メンテナンスの内製化でトータルサポート 近藤　智也

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＢＡＬＲ 1013301043599 韓国カフェ店舗の新規展開による事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社名峰 5180002053825 「食品スーパーマーケット向けチャンジャ製造・販売事業」「エリア限定のトータルキムチの宅配事業（キム宅）」の展開 株式会社プロシード

中部 愛知県 知多郡美浜町 株式会社布土精肉 1180001113583 お肉屋さんが目指す地産地消への道 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社シンエイ 6180301021226 厨房機器販売から廃材リサイクル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 愛知県 名古屋市中村区 デライト株式会社 7180001049277 照明業から総合演出業者へ、そして中部圏内初のレーザーマッピング業者への挑戦 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ｐｌａｃｅ 5180001148634 名古屋に馴染み深い生わらび餅を使ったテイクアウトスイーツ専門店の展開 吉野　康太

中部 愛知県 刈谷市 株式会社引越一番 1180301016940 業界の潜在ニーズを掘り起こす「レンタカーで自分で引越し」事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社丸忠商店 4180001104803 水産物加工のノウハウを活用して高級ペットフード製造への新分野展開 税理士法人コスモス

中部 愛知県 海部郡大治町 エコロジーカーシステム株式会社 6180001099620 車の新たな価値を創造する軽キャンピングカーの多目的レンタル 株式会社はせべ経営

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ヒューマンテーブル 4180001106436 新しい生活様式に配慮し客室でも利用できるビジネスホテル朝食とデリバリーを併用した飲食店新業態開発 小倉　裕樹

中部 愛知県 額田郡幸田町 株式会社サン輝テクノ 8180301004220 ｗｉｔｈコロナ時代における自立支援型起立着座歩行補助器の開発及び製造・販売 西尾信用金庫

中部 愛知県 安城市 天下鳥ます　安城店 地元生産者とのネットワークを活用した「飲むフルーツわらびもち」の製品開発・販売 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 中部電子システム株式会社 2180001008808 ＧＰＳ機能を搭載した無線機器等のレンタル・リユース事業への新規参入 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 豊橋市 株式会社プラネット 2180301009407 農場直販！環境にやさしい観葉植物の家庭向け新販売システムの構築 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

中部 愛知県 名古屋市北区 ＢＥＡＲＭＥＤＩＡ 「普通の女性がきれいになれる」をコンセプトとしたコスメＥＣサイト事業の再構築 中村　仁亮

中部 愛知県 半田市 株式会社介護コネクティブ 9180001134746 高齢者がもっと元気になれる自立支援特化型デイサービスを創る 半田商工会議所

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社エルサ 9180001118947 リアルとクラウドを融合させたアウトソーシング事業への新分野展開 新美　敬太

中部 愛知県 北名古屋市 肉炉端ｔｏｃｏ デリバリー開始の為の店舗移転と炉端調理による自慢の肉弁当配達 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ソリーゾ 9180301016677 リース業者のシェアハウス事業進出で地域のドライバー不足を解消 株式会社十六銀行

中部 愛知県 東海市 株式会社建勇企画 2180001096175 タイル工事業から水素ガスエンジンクリーニング事業への転換 税理士法人　ＴＭＣ
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中部 愛知県 豊田市 有限会社グランド商事 2180302021914 長期宿泊型　ファスティング＆ワーケーション事業 盛澤陽一郎

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ナチュラルスタイル 4180001137522 最新デジタル技術を活用したＶＲライブ生配信スタジオの設置によるライブハウス業態転換 兒玉　学

中部 愛知県 豊橋市 寿しなべ 寿司屋が行うアフターコロナに向けたリブランディングと客層分化の為のテイクアウト事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 わくわくクリエイト 駅徒歩２０秒の立地を生かしたコワーキングスペースの展開と利用者への副業コンサルサービスの提供 中明勇貴

中部 愛知県 小牧市 有限会社ヒデショウ 8180002069777 飲食・ビジネス・娯楽が安心して開催できる、屋上テラスのレンタル 株式会社はせべ経営

中部 愛知県 あま市 池田　智 名古屋の人気ラーメン店が挑むオリジナルブランド鞄販売事業 株式会社エモーサル

中部 愛知県 西尾市 あかしろ蕾 顔の見える“地元産地元消”でゼロウェイストを浸透させるヴィーガン向け商品の物販事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社アリスビューティー 9180001146618 女性の痩身と活躍をサポートするプログラム「セレハピダイエット」の提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 豊橋市 株式会社飛雄馬 4180301022135 安くておいしい！日本三大和牛の米沢牛を個室で愉しむ炭火焼肉 税理士法人　Ｉｍｐａｃｔ

中部 愛知県 名古屋市西区 ＫＣＣ株式会社 4180001090738 未稼働の会議室を収益化！ビジネスパーソン向け定額制サービス 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社スタジオギャップ 8180001102010 双方向インタラクティブ対応型高度ライブ配信サービス 多治見商工会議所

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社大輝 7180001023810 建築・不動産業で培った経験や人脈を活用した洋菓子製造業への事業転換 株式会社３Ｒマネジメント

中部 愛知県 愛西市 水風会横井道場 地域密着の中高年齢層向けフィジカルトレーニングジムの提供 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 スタジオ　グリーンヒル 業界初！生花を取り入れた移動式トータル美容事業への新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社マンゴリ 4180001122771 最新の冷凍技術の導入により飲食業からの脱皮をめざす 安島　進市郎

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｃｏｏｐｏ 1180001118351 既存事業の接客スキルと人脈を活かしたウィズコロナ焼き肉店開業 渡邉　賢

中部 愛知県 津島市 横井石材 ペットの最後に向き合う飼い主様のサポートと、ペットロスをいやすメモリアル商品販売への展開 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社リサーチ 5180001060343 健康麻雀サロン『西遊記』（仮称） 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市熱田区 環境システム株式会社 5180001113480 建築・不動産業からアップルパイ販売業への事業転換 株式会社３Ｒマネジメント

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ＬＡＳＫＡ 7180001125094 遊休不動産をシェアハウスに転換。外国人就労者と地域の融合で人材不足の解消へ 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 Ｓ．Ｇｅｎｅｒａｔｉｏｎ株式会社 4180001136284 体幹ダイエット完全貸切型ファンクショナルジム 安藤　朝将

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社人材開発支援機構 2180001106090 カンボジア日本水道技術人材育成循環事業 愛知商工連盟協同組合

中部 愛知県 名古屋市東区 アローザ コロナ禍で出会いが減った若者たちに出会いの機会を創出して結婚をサポートする。 座間　裕史

中部 愛知県 岡崎市 カフェアンドレストラン　トイボックス 新たに菓子製造業を取得し、ハンバーガーやケーキのテイクアウト市場に新展開 岡崎商工会議所

中部 愛知県 あま市 チャイニーズキッチン　美杏 本場スパイスを使用した、韓国料理の中食提供による地方モデル店舗の開業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市港区 Ｇｒｅｅｎ國株式会社 8180001130993 高品質小麦粉を使用した本格的たこ焼き店舗 坪井　敦

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社プラティ 6180001050153 在宅勤務時の閉塞感解消に向けた、太陽光を再現するＬＥＤ照明の販売 株式会社はせべ経営

中部 愛知県 常滑市 株式会社リセットプラス 7180001110501 ボディケアとカフェの融合による新規顧客獲得を目指す再構築計画 常滑商工会議所

中部 愛知県 豊橋市 株式会社Ｋ－ＣＯＬＯＲＳ 8180301031347 ３Ｄマッピング映像を楽しみながら過ごせるカフェへの新分野展開 静岡県商工会連合会

中部 愛知県 あま市 株式会社桐壽 8180001098323 フロアーロボットを活用した喫茶店運営 小倉　裕樹

中部 愛知県 西春日井郡豊山町 澤田機械商事株式会社 5180001138197 クレーン車、自動車の部品・エレメントの小売事業 松本　祐輔

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｙ’ｓコーポレーション 4180001108498 大人のホルモン焼肉専門店への新規参入 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｖａｔｉｃａｎ２００７ 8180001070471 最先端のＡＩやＡＲの技術を活用した、美容商材の総合販売ＥＣサイトの構築 澤井　美香

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社エーライド 8180001121332 求人・採用支援から、ＳＤＧｓに特化した求人サイト運営への事業拡大 株式会社中京銀行

中部 愛知県 知立市 ソフトバレエ株式会社 2180301016774 バーチャルアドベンチャーゲームの開発及び販売 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 蒲郡市 松下精肉店 お弁当及びオードブル等の加工食品製造販売事業 蒲郡商工会議所

中部 愛知県 一宮市 株式会社一宮加工 1180001144315 喫茶店と飲食関連事業で、古き商店街と地域の活性化に貢献！ 尾西信用金庫

中部 愛知県 新城市 ヘアースタジオタカハシ 過疎地域の理容店が挑む事業再構築～１０年後の自分のために～ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＵＴＡ 2180001112353 Ｗｉｔｈ　コロナの美容需要に特化した眉毛メインのサロンを新規開店 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 愛知県 豊川市 株式会社永晃 5180301012151 循環型社会を地元・豊川市で形成。木材廃棄物の木質チップ再生事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 豊明市 エフワイ成型株式会社 7180001069275 プラスチック成型のプロが挑む高品質ＥＶ部品の製造 碧海信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 合同会社キャッツ 5180003015072 高齢者と子どもがふれあい、和やかに過ごす幼老複合施設の運営 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ウッディーポケット 2180001043474 コロナ禍で増加した愛犬との暮らしに寄り添う新たな形のドッグサロン計画 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 キンセイ株式会社 8180001085718 拡大する医療機器・産業用ロボット市場向けに対応！次世代素材ＣＦＲＰ加工事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社山哲商店 9180001033246 水産物卸売会社が垂直型多角化戦略により鰻弁当を消費者に直接販売 株式会社北陸銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社Ｒｉｎｋ 7180001087129 コロナ時代に対応した非接触型装置開発メーカーへの事業展開 森本　雄一

中部 愛知県 名古屋市北区 アサヒパックス株式会社 2180001011489 ウィルス感染症対策等に向けた洗浄剤等製袋製品の生産体制の構築 株式会社十六銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社パートナーズホーム 7180301028427 効率的専用設備の導入による持続可能な緑化整備事業への新分野展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 愛知ホイスト工業株式会社 5180001058899 応力発光を用いた革新的な短時間修理によりクレーン本体・吊り具の突発的故障を防ぐ予防保全事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 有限会社フジツール 2180002007016 超硬素材精密加工技術を高度化し、ＥＶバッテリーケース量産化に貢献 岐阜信用金庫

中部 愛知県 春日井市 有限会社春日井互助会 1180002065519 低感染リスク型葬儀「マイクロ葬」でポストコロナの葬儀需要を獲得 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 半田市 株式会社配川工業 9180001095427 愛知県「スマートシティ」推進とＳＤＧｓの目標達成に貢献するＥＶモビリティ事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社牧製作所 4180301022606 複合加工の自動ロボットを利用した生産効率化で半導体生産に貢献する事業 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 犬山市 株式会社プリンスパック 5180001080894 段ボールへ直接カラー印刷することによる、丈夫で軽量なＥＣ用コンパクト梱包箱製造への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社名岐製作所 4180001086414 大型ロボット部品を組み込む省人化製造ライン供給網への新規参入 株式会社中京銀行

中部 愛知県 豊川市 有限会社タツミＥＧ 9180302014845 自動車のＥＶ化に対応した樹脂等の大型金型製造への進出 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社フェイスフリー 6180001051184 地域の持続可能な物流ネットワークの構築を支える！輸送用トラックの鈑金塗装事業参入による経営基盤強化 株式会社十六銀行

中部 愛知県 安城市 スズテック株式会社 6180301017694 高品質で低コストなインフラ向け部品製造への新規進出 東京中央経営株式会社

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社アイチオートモービルス 6180001062339 自動車解体事業進出を通じた事業再構築と国際貢献の実現 株式会社エモーサル

中部 愛知県 豊明市 株式会社山田塗装 8180002064365 ロボットシリコン塗装による安全衛生重視の産業分野への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 丹羽郡大口町 株式会社三陽製作所 3180001081052 自動車向け「重要保安部品」の量産技術を活用した新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 清須市 八洲重量株式会社 8180001045408 機械運搬事業ノウハウを活かしたＳＤＧ’ｓに貢献する２つの事業展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社森下製作所 6180001103464 高性能加工設備の導入し、半導体製造装置の配電盤筐体分野へ新規参入する。 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 半田市 株式会社ｆａｂｒｉｃ　ｄｇ 4180001130386 健康志向・低炭素化社会に対応した住宅リフォーム事業への挑戦 菅野　浩司

中部 愛知県 豊田市 モレメンテ有限会社 8180302019721 「地域と共に活きる！」機能訓練特化型デイサービス進出計画 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 春日井市 株式会社大島工作所 3180001073818 半導体搬送装置製造の技術力を活かし自動化が進む物流分野へ進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 春日井市 東海モールド株式会社 4180001075219 時代の変化に応じた生産体制の構築でＥＶ向けプラスチック部品金型製作への進出 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社メイリン 5180001054386 日間賀島が潤う「食」と「遊び」のエンターテイメントを提供し「三方よし」となる関係を築く 渡邊　祥二

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社サンミュージック名古屋 4180001127861 芸能タレント志望の店員が働くステージ併設型カフェの開業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 新城市 株式会社Ｂｉｊｏｕ 8180301034267 まつげエクステ業から自社ブランド商品のネット通販事業への新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 有限会社江口研磨 3180002010828 ＥＶ車電池部品関連案件の受注を獲得するための高精度研磨技術獲得と量産化体制構築事業 シェアビジョン株式会社



74 / 137 ページ
事業再構築補助金　第5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

エリア名 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

中部 愛知県 刈谷市 株式会社平成建設 2180301014464 建物診断サービスによる収益力強化と地域住民の安全・安心への貢献 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社テックササキ 8180001022316 航空機組立技術を活かしたトレーラー上部構造物の製造 坂本　晃

中部 愛知県 一宮市 有限会社帝建 7180002079117 半永久的に効果が持続する光触媒コーティングによる新規事業展開 尾西信用金庫

中部 愛知県 豊田市 有限会社エーシーイー 9180302021395 クリーン環境構築と超精密組付けノウハウを駆使した半導体産業への参入 豊田信用金庫

中部 愛知県 豊明市 株式会社乙藤工業 2180002063918 圧入・洗浄技術の非属人化・高速化による、半導体ウェハ搬送分野への参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ヤマダ 1180001033229 肌着の卸売業からアパレル企業向け３ＰＬ事業への新事業展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社林美建 3180302012292 ＬＣＣＭ住宅基準をクリアした超高性能バケーションハウスで新分野展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊田市 林田工業株式会社 2180301020982 高精度加工技術を活かしＥＶ用車載電池製造装置部品量産化事業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 オカヱ工業株式会社 3180001019119 食品加工機械の需要拡大を見据えた、産業機械市場から食品加工機械市場への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 高浜市 キクチコールドヘッター株式会社 9180301013897 カーボンニュートラルの実現に貢献する電気自動車用バッテリー部品製造への業態転換 株式会社エフアンドエム

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社レーザテック 1180001021332 薄板溶接技術の獲得による自動車市場から住宅用建材市場への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知多郡南知多町 合同会社住まいる 7180003017579 不動産業から解体工事業への進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 安城市 株式会社石川精工 1180301012650 航空機の低燃費化と安全性に資するジェットエンジンの冷却孔高度化事業 株式会社森田経営

中部 愛知県 豊川市 株式会社加藤数物 7180302013031 自動車市場から、成長を続けるリフォーム市場への進出 豊川信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社アイタック 3180001085623 地域住民のライフステージに合わせた「ナーシングホーム」の運営計画 岐阜信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社三恵 2180302001288 製造業で培ったロボット技術を飲食業へ！労働生産性を向上したラーメン店への参入 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 有限会社ＲＵＮ＆ＲＵＮ 7180302012504 就労支援Ｂ型事業を活用した食堂事業への業種転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社川合技研 3180001082645 サトウキビの６次産業化及び農福連携による、健康食品事業の展開 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社プロテック 6180002056397 ５軸加工機導入による包装機械の精密機械部品加工への挑戦 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社ヒューマンディレクト 5180001085101 高齢者の健康促進ニーズを満たした「食×シミュレーションゴルフ事業」での新分野展開 荻原　寛也

中部 愛知県 一宮市 有限会社カーズスパーク 2180002080616 次世代車両対応の整備工場を構築し、中古車販売から総合カーケア事業へ展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 江南市 クレオ株式会社 4200001009628 業界初の載置式水遊び遊具の魅力を光と音で伝えるショールーム開設 岐阜信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社カワグチ 2180001073967 自動車産業のこれからを展望しＥＶ向け充電スポット部品製造事業への進出 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 グランドグリーン株式会社 8180001127379 エゴマ新品種の創出と生産・加工・販売事業（種苗を起点にしたバリューチェーンの構築） 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 有限会社位田モータース 5180002022706 ＦＣＶとＥＶの普及促進による新たな脱炭素化ビジネスモデルの構築 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 ピーオーディー株式会社 7180001100163 全天候型で四季を通じて楽しめる屋内バーベキュースポットの出店 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社名栄社 1180001027346 次世代自動車等における高精度な大型三次元加飾部品製造への参入 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社石高石材販売 8180002060389 “葬儀業”へ進出し既存事業とのシナジーと経営の多角化を目指す 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 常滑市 株式会社ＧＯＴＯ 5180001093153 脱炭素社会とＳＤＧｓに貢献する燃料電池の焼成炉の製造計画 碧海信用金庫

中部 愛知県 海部郡蟹江町 株式会社澤屋 7180001096773 老舗甘味処のからあげ店への新分野展開 みらいコンサルティング株式会社

中部 愛知県 豊田市 株式会社平プロモート 2180301018597 運動情報可視化サービスによる事業再構築と次世代レーサー養成 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 丹羽郡大口町 株式会社東南 6180002074977 生産工程を統合で協力会社と共に推進する脱炭素・省エネソリューションの展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 春日井市 アイカ産業株式会社 8180001073573 ＰＥＴボトルに代わる環境に優しい新容器事業で挑む事業再構築 東濃信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社園部機工 6180001090521 製缶技術を活用した搬送用機械部品加工への進出 ひまわり経営サポート株式会社

中部 愛知県 名古屋市天白区 渡辺工業株式会社 4180001024514 工程の統合を進めＥＶ自動車車載用リチウムイオン電池製造装置部品製造事業へ進出 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 ＮＯＩＳＥＴＴＥ イベント販売型パン屋から郊外型ベーカリーカフェへの業種転換 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社英幸 8180001024849 高精密化・量産化ノウハウを高度化し鉄道車両業界への事業展開を進める 株式会社中京銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社知恵のワールド 5180001077008 自社のノウハウと人的リソースを活用した児童発達支援事業への参入 東濃信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ヤスフクセラミックス 9180301002025 最新デジタル技術を活用してセラミックス検査工程の自動化に挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社佐々木コーティング 7180001010247 自動車内装加飾部品の縫製加工工程参入による事業再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 額田郡幸田町 有限会社幸田葬祭 5180302003414 葬儀の自粛および小規模化に応えるご遺体お預かりサービスの展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 日進市 株式会社中日レジェンド 2180001068380 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への貢献 森本　雄一

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ぐっとくるダイニング 9180001109426 居酒屋から当社の強みを活かした新業態の寿司店への新分野展開 岩本　秀巳

中部 愛知県 弥富市 ＹＡＴＯＭＩエンジ株式会社 6180001099752 納期短縮と汎用性プログラムを備えた協働ロボット事業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社糸重本店 1180001024748 飲食業界の新たなニーズを捉えた「集客支援一体型不動産事業」への挑戦 株式会社エベレストコンサルティング

中部 愛知県 大府市 株式会社八神 2180001092752 現代アート市場における「リアル・バーチャル・メタバース融合小売モデル」の構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 麺屋　グラフミ 東海エリアの個人店を繋ぐハブ店舗事業 いちい信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 半田商事株式会社 2180301006841 プラスチック製品専門商社から受注増加と環境対策を背景としたバイオマス容器製造業への業種転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 一宮市 有限会社グッピー 2180002079071 大人が思い切り体を動かす楽しさを感じられる「公園」のようなスポーツジムの新設 尾西信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 有限会社創美 1180002073926 壁面塗装を売りにした内装リフォーム事業展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 大府市 有限会社西村化学 1180002085013 インサート成型技術を活用したスマートフォンケース市場への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊川市 株式会社サンテフィズィック 6180301011953 生産性向上をめざした「ＡＩを活用した脳の健康推進事業とコロナ対策をした介護予防ヘルスケア事業」という新分野展開への挑戦 西岡　昭彦

中部 愛知県 刈谷市 株式会社友楽不動産 9180301014581 ＳＤＧｓに対応した体験型農業パークの開設 株式会社　ビレッジ開発

中部 愛知県 名古屋市中川区 有限会社山雄工芸 1180002019747 高精度エンジニアリングプラスチック加工事業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社プログレ 1180001060289 親子丼ロボットを新規開発導入！テイクアウト事業への業態転換 岐阜信用金庫

中部 愛知県 津島市 ｍｏｎｏｎｏ－ａｗａｒｅ パン店舗の内装・家具製作経験を活かしパンの製造小売事業に進出 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市中村区 ヤマツネ株式会社 8180001033247 天然素材×環境×自社生産ブランド「結糸（ゆいと）」新分野展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 東海市 丸金鮮魚店 魚の切り身卸売事業から調理済み魚食を高付加価値で販売する事業再構築計画 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社エッグ 8180001106151 クラッシクカーファン層向けＤＸカ―オーナーズカフェ事業への業種転換 ＳＭＣ税理士法人

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社マルオト 5180002005289 精肉店が展開するテイクアウト専門店「マルオトキッチン」の開業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 名神工業株式会社 1180001027379 研磨と放電加工の高度化による高精度ＥＶ車用金型部品等への進出事業 シェアビジョン株式会社

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社田中機工 9180001054151 「人手から自動化へ」自動移動機能付き食品脱水機製造への挑戦 かがやきコンサルティング株式会社

中部 愛知県 碧南市 株式会社エム・ティ・エス 2180302017532 新規ライン向け金属加工専用機の設計・製造で培ってきた精密加工技術を活用して、バリ取り汎用機の開発という新分野展開への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社アートオノダ 8180002026927 全国初！次世代を担うジュエリー女性起業家向けのオンラインとアナログの融合スクールの構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 イマノ自動車株式会社 6180301017901 普通車、大型車の両方に完全自社対応が可能な整備業者への転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 有限会社シナコ 7180002021565 ウィズコロナを見据えた製造業から冷凍食材卸売業への業種転換 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市西区 ゼロコンサル株式会社 9180001134060 地域の若手料理人を支援し、　食で、地元商店街　活性化に繋げる　クラウドキッチン事業 中日信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 大正村福祉株式会社 8180302004665 障害者グループホーム事業に進出し、地元の社会福祉の充実に貢献！ 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 春日井市 株式会社三明製作所 3180001074188 業界の常識を覆す新しい転造機「ＴＨＩ－ＡＬＥＸ」による新分野への進出 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 東海市 坂野石油株式会社 4180001094490 カーボンニュートラルに合わせたガソリンスタンド事業の転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 西尾市 光進工業株式会社 2180301022954 大型精密加工の内製化で脱炭素に向けた風力発電装置部品製造に挑戦 愛知県中央信用組合
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中部 愛知県 岡崎市 マイカーバンク 旧車販売に特化した２４時間対応且つ非接触オンライン集客サービス 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 あま市 株式会社山三 4120001156890 遊技業界依存からの脱却を図るための事業再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社東海維持管理興業 6180002086502 光硬化工法を用いた工期半減による民間企業向け下水道管更生事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 豊田市 ドルチェヴィータ 既存イタリア料理店事業の強みを活用した惣菜食料品製造業などへの新分野展開 鈴木　康生

中部 愛知県 東海市 かえで商事株式会社 6180001095116 リハビリ付住宅型有料老人ホーム事業へ進出し、安心安全な暮らしを提供する 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社加藤精密工業 3180002025504 国内唯一となる大型水素タンクの耐圧試験事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 日進市 一般社団法人日本アフィリエイトセンター協会 2011105007191 社会課題への取組み「ＤＸで介護を楽しく」デイサービス ビューロ・ネットワーク税理士法人

中部 愛知県 豊川市 有限会社プロシード 4180302013918 キッチンカーによる軽飲食の提供 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 三和工業株式会社 2180001014566 設計から組付け・アフターフォローまで！全てを網羅する自社完結型ワントップサービスの提供 坪井　亮

中部 愛知県 豊田市 株式会社松尾組 9180301020621 ワーケーション施設建設を行い教育支援業界への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 小牧市 名東電産株式会社 1180001076558 生産性の高い薄型ＬＥＤ看板のための一体型ＬＥＤモジュール製造 東春信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社大鹿シヤーリング工業所 9180001019063 新機械導入でＳＤＧｓ対応新加工製品を製造し再構築！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 稲沢市 ＯＲＣＨＩＤ株式会社 3180001108094 植木等の剪定ごみの収集及びバイオマス燃料製造・販売事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ＡＬＯＨＡ 2180301028316 放課後等デイサービスから生活介護事業への業態転換 豊川信用金庫

中部 愛知県 豊田市 株式会社八木製作所 3180301019470 電気自動車市場に向けた生産設備部品の革新的な製造工程開発による事業再構築 豊田信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 日崇工業株式会社 9180001126330 鉄筋加工から鉄筋組立てまでを一貫して行う社内体制の再構築事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社アイザワ 8180301000046 設備を導入し、小型キャンプ用品の小売業への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社たけ総合建築事務所 3180001126897 ＩＯＴを活用した非接触型無人スマートモデルハウスの導入 岐阜信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 ケークラフト 飲食店×レンタルスペースで地域初の３形態営業で新分野展開へ 岡崎商工会議所

中部 愛知県 海部郡飛島村 合資会社トビシマ製作所 9180003013576 Ｃｏ２を冷媒に用いた大型冷凍機用コンプレッサーの鋳鋼での部品製造 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 東海市 株式会社ホンダ 4180001094557 鋼管・鋼材卸売業からの脱却、鋼材部品メーカーへ業態転換 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 豊田市 株式会社英淑 7180301021183 個室対応可能な内装変更＆店舗閉鎖でコロナ禍でも対応できる店舗を目指す。 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社エーワン 7180001034535 ワーケーション事業に進出し、テレワーク推進と地域活性化に貢献！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 ＴＡＩＫＥＩファーム株式会社 9180301031247 自社農園の果物を使ったスイーツを提供する農園スイーツカフェ事業を立ち上げ 座間　裕史

中部 愛知県 半田市 有限会社近藤鉄工所 8180002083365 自動装填機と高性能自動プレスマシンの導入による生産性の向上と電気自動車分野への進出 知多信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 ファーストライン株式会社 2180001070584 建設業から労働者派遣事業への新規参入 糸川　純平

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社近藤研究所 5180002054154 頭部装着型カメラの製造・販売及び、映像コンテンツを活用した教育事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 刈谷市 清水　剛 鍼灸・柔整師が行うボディメンテナンスコンサルによる”地域健康イノベーション” 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊田市 豊田喜多町開発株式会社 1180301030116 空きテナントを活用した「サブスクリプション型シェアスペース」の開業 杉山　光太

中部 愛知県 豊田市 株式会社葵精工 7180301020664 新分野展開としてＥＶ用バッテリーの製造ライン部品の製造を開始する 豊田信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社テクテクワークス 4180001131657 業界初の独自開発のＡＩ搭載システムによる外構業者マッチングサービス事業 いちい信用金庫

中部 愛知県 海部郡蟹江町 ＯＴＡ株式会社 9180001118930 『老人ホーム』と『託児所』を併設した『高齢者が主役になれる老人ホーム』開設 桑名三重信用金庫

中部 愛知県 豊川市 株式会社フクヤマ 2180301010166 ＦＡシステム開発による自動車＋αの家庭用燃料電池市場の開拓事業 豊川信用金庫

中部 愛知県 大府市 株式会社システック 3180001093618 製造業から脱却！ＥＶ・航空部品受託試験サービス分野へ進出 半田信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社道しるべ 1180001066550 お客様の声を活かした児童福祉サービス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 豊川市 深谷石油株式会社 4180301010189 バイオ燃料販売設備導入によるクリーンエネルギーの販売拡大 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 新城市 有限会社加藤電気工事 8180302027609 内線事業者が地域の暮らしと明かりを護る！電力インフラ保全・保守業務への進出 豊橋信用金庫

中部 愛知県 半田市 有限会社ガレージハタ 6180002083284 知多半島の地域密着型グランピング施設 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 有限会社コウシンセイキ 1180302000778 大型プラスチック射出成形品の新規獲得を目指す 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市守山区 有限会社イソベ電化工業所 2180002000128 連続式ベーキング炉付き全自動亜鉛めっきライン構築による業態転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知多郡南知多町 株式会社豊栄化成 4180001134783 精度を重視した環境負荷を考慮した塩化ビニル製品製造事業 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社吉野寿司 9180001055208 最新シミュレーションゴルフ＆老舗寿司店を融合！近場で楽しむ新たなゴルフライフの提案 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ユニコーンＬＩＮＫ 3180001117467 トレーラーハウスを使った移動式グランピング事業への進出 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 大府市 株式会社ゆうあ 7180001095734 ＡＩによるマッチング機能を使い子供に合ったコンテンツを提供する大空間！民間学童保育の展開！ 碧海信用金庫

中部 愛知県 碧南市 有限会社ウメムラ 2180302019859 精密な単結晶ダイヤモンド工具開発による半導体分野進出計画 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社メイホウ 9180001033080 プラスチック包装資材業から「ペットと一緒に」事業でＳＤＧｓ企業へ大転換 株式会社ＡＣＣ

中部 愛知県 小牧市 株式会社イーストウェイ 8180001121704 カレー飲食業からパン製造小売業へと再構築し多角化戦略を実現 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社ソレイユ 2180001071772 配達事業の利点を活かしたバーチャルレストラン事業 吉野　康太

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社タチ基ホーム 7180001079605 地域密着のナーシングホームの開設 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社鉦健 1180001059579 アジア各国の食品販売、料理教室の運営。食を通じた文化交流事業。 名古屋商工会議所

中部 愛知県 一宮市 中京ＣＫカンパニー株式会社 6180001109107 産直市場の開業による新分野への挑戦と、稲沢うまいもん広場活性化事業 株式会社百五銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 サハシ鋼機株式会社 7180001063897 沖縄県の地域特性を活用した民謡居酒屋事業の開始で沖縄振興に貢献 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 瀬戸市 丸仙陶器原料株式会社 7180001079266 湿式分級技術を活用して持続可能な技術開発に貢献するファインセラミックス原料等の再生事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 小牧市 株式会社松浦 9180001076501 航空機需要縮減の外部環境下に対応すべく航空機部品製造で培った技術を農機具部品に転用する計画 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社エムパック 6180001024933 リフォーム建材向けの小量多品種梱包用段ボール箱の生産体制構築 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 名古屋市東区 伊藤手帳株式会社 2180001066046 「紙の手帳市場の縮小」を踏まえた「両利きの経営」による新分野展開 株式会社エベレストコンサルティング

中部 愛知県 刈谷市 株式会社バリアス・ワークス 9180301016041 金型製作で培った独自技術を応用しスーパーエンプラ製品を量産する 東野　礼

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社成田製作所 3180001010795 世界市場に向けたオンリーワンエラストマー部品の開発による新事業展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 津島市 株式会社綿新商店 3180001096703 メンテナンス設備導入による自社一貫体制の構築 津島商工会議所

中部 愛知県 海部郡蟹江町 有限会社宮長 8180002089957 生フルーツスイーツと川沿いの景色を楽しむリバーガーデン構築 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 長久手市 株式会社パンピック 1180001101258 ＷＥＢサービス「フクシカ」の開設による介護資格講座検索予約サイトの構築 株式会社十六銀行

中部 愛知県 岩倉市 丹羽住宅 高齢者・ファミリー向けの「Ｉｏｔコインランドリー・洗濯代行事業」に業種転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 日進市 徳仲株式会社 6180001067107 ＥＶの心臓部ｅＡｘｌｅに挑戦しラストワンマイル問題への貢献を目指す！ 坪井　亮

中部 愛知県 豊川市 井指製茶株式会社 4180301009735 お茶問屋が挑戦する一般顧客向けお茶スイーツのテイクアウト事業 豊川信用金庫

中部 愛知県 犬山市 尾関作十郎陶房 陶磁器の生産・販売事業からカフェ事業、貸しギャラリー事業への展開 若松　敏幸

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社霞仙 6180001080340 工房付き窯元下宿の開設 瀬戸商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ジリーナ 7180001103612 しゃぶしゃぶ店から菓子小売店への事業転換による新型コロナウイルスからのＶ字回復 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ウィルビジョン 1180001078232 ＩＴ業界からシミュレーションゴルフへの進出による新分野展開 豊田信用金庫

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 株式会社松田製作所 8180001081262 精密加工技術を活かした半導体製造設備分野への事業展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社愛三不動産 6180001116961 コロナ禍でも市場拡大中！コインランドリー事業への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 東海市 株式会社新生 5180001130427 金属精錬から食への業種転換！腸活で健康寿命を延伸する介護施設に特化したゴーストレストラン事業 知多信用金庫
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中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＴＯＮＺＡＫＯデザイン 3180001117616 植栽基盤にスポンジを利用した屋上緑化システム 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 小牧市 有限会社カツミ製作所 3180002023037 金型メーカーによる金型技術者教育・派遣サービスへの新分野展開 小牧商工会議所

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社クリンテックサービス 8180001069935 電気自動車への対応を主力サービスとした自動車整備修理業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 高浜市 株式会社西友工業 5180301017662 アップデートの即応性をコンセプトとしたロボットシステムの提供 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 有限会社ファクトリー・ツール 3180002042838 アフターコロナの新様式『無人型住宅販売』を実現する次世代モデルハウス 坪井　亮

中部 愛知県 知多郡東浦町 株式会社三栄製作所 9180001137872 生産設備製造ノウハウを活かした、健康医療分野への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 アイマテリアル株式会社 8180001114575 自社ノウハウ活用による丸型刃物研磨への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 弥富市 有限会社山敏建築 3180002090218 「大工職人によるオリジナルＤＩＹ教室」の開業 齋藤　厚志

中部 愛知県 蒲郡市 株式会社明山荘 7180301011408 ポストコロナに挑む「ワーケーション」「インバウンド」の新ターゲット向け客室設置による新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 ＭＴ　ＷＯＲＫＳ株式会社 7180001135291 専用機の設計・製造ノウハウを活用したオーダーメードの試験機市場への参入 ひまわり経営サポート株式会社

中部 愛知県 あま市 株式会社弘和テック 4180001097774 航空機で培った精密加工技術を活かした半導体ウェハー製造用センサーボディー部品の製造 株式会社十六銀行

中部 愛知県 一宮市 辻精機株式会社 6180001031426 自動車部品用射出成型金型製造業による次世代型住宅向け量産部品の新分野展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 犬山市 有限会社平和物流 7180002074514 荷物運送型レッカー事業によるドラーバーの心理的負担削減とＢＣＰ推進事業 細田　紘輔

中部 愛知県 春日井市 株式会社愛和ライト 6180002075430 輸送機械用プラスチック製品の製造分野に進出し、新しい事業基盤を確立する 中日信用金庫

中部 愛知県 大府市 トライボテックス株式会社 3180001092636 ＤＸ活用に役立つトライボセンサーの開発と製造 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社スポーツフィールド愛知 8180001121183 地域の子供から高齢者まで利用可能なＡＩ搭載の多目的スポーツフィールドの開発 税理士法人Ｈ＆Ｐ

中部 愛知県 豊橋市 ｅｕｒｏ　ｓｔｙｌｅ株式会社 7180301009617 晴れの日のワンシーンを盛り上げる！デイグランピング事業への新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 大府市 株式会社チタ製作所 8180001092598 次世代モビリティ社会実現に寄与する最先端の設備導入計画 株式会社十六銀行

中部 愛知県 豊田市 有限会社一の谷 3180302024486 Ｉｃｈｉｎｏｔａｎｉ　Ｒｅｂｏｒｎ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 税理士法人さくら

中部 愛知県 犬山市 さくら茶屋 犬山城前の日本料理店で街を好きになる観光歴史文化スクール開催 犬山商工会議所

中部 愛知県 みよし市 株式会社香雅 3180301019644 こだわりの蕎麦屋発、洋食テイスト和モダン×鶏料理専門店への事業再構築 岡崎信用金庫

中部 愛知県 春日井市 長江紙器株式会社 5180001074616 自社オリジナル段ボール商品の開発とＢｔｏＣ販売体制構築による新分野展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 知多市 株式会社浩友工業 7180001124682 配管の保温工事業者が板金加工業に進出し、工事の全体最適化に役立ち！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 ユタカコーポレーション株式会社 4180301007532 ドローンを活用した、医薬品配送等のサービス事業への新たな参入 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社セイブ 4180001019828 大気汚染防止法に沿った検査業に参入し、解体処理業の一貫体制を構築することで脱下請けの実現 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知多郡武豊町 株式会社Ｒ‐ＳＴＹＬＥ 9180001103916 愛犬家コミュニティ構築のためのドッグランとカフェ事業 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｋプロジェクト 6180001135763 オンラインレッスン付き無人インドアゴルフ練習場への転換 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 小牧市 丸善プラスチック工業株式会社 3180001076507 炭素繊維強化プラスチック（ＣＦＲＰ）加工への新規参入（加工技術の高度化に挑戦） 太田　直樹

中部 愛知県 半田市 株式会社内倉鉄工所 4180001091579 事業承継に伴う部品加工業からレーザ機器製造業への事業転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 名興発條株式会社 8180001041324 フォーミングマシン導入による電気自動車バスバー市場への参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 丹羽郡大口町 有限会社近藤製作所 4180002074657 自社開発した工作機械治具の製造・販売開始で顧客開拓と売上拡大 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社オーテック 1180001024970 鉛加工技術を通じて、半導体装置産業へ新たに参入する 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 豊田市 有限会社ホワイト急便豊田 4180302023446 豊田市初のドライブスルークリーニングによるコロナ対応型経営 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 あま市 有限会社かわかみ 9180002092539 非接触型店舗とネットオーダー付きテイクアウト店によるＶ字回復計画 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 春日井市 株式会社オフィスアサイ 5180001073865 産業廃棄物減量に向けたオフィス備品什器のリユース・リサイクル・レンタル新事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 大日産業株式会社 2180001026017 自社加工能力の獲得による、取引先の設備補修に関する課題解決事業の展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 豊橋市 クラシカルコーヒーロースター株式会社 9180301005507 顧客体験価値（ＣＸ）創出、体験型キッチントレーラー販売事業への参入 豊橋信用金庫

中部 愛知県 西春日井郡豊山町 株式会社肉のヤマト 8180001045515 ＳＱＦ対応新工場建設とバラ凍結設備導入で全国・世界展開へ 東濃信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 高広工業株式会社 8180001014833 ニーズを捉えた新製品開発で産業用ロボット・搬送業界へ参入する 岡崎信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 株式会社くれない 6180001132884 一人一人への丁寧な対応を活かし、遊技機製造・修理・調整事業から買取り専門店への進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 一般財団法人日本スポット溶接協会 2180005014414 ウィズコロナ下の外国人技能実習生流入を見据えた入国後講習・技能講習への進出 碧海信用金庫

中部 愛知県 安城市 ｆｌｏｗｅｒ　ａｒｒａｎｇｅｍｅｎｔ　Ｌｉｌｙ 花器サブスクとオンライン教室によるＢｔｏＣ枝もの販売への転換 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社オムニツダ 2180001035050 不燃性能を担保しつつ意匠面に優れた「非住宅向け不燃内装材」事業に新分野展開 株式会社中京銀行

中部 愛知県 一宮市 合同会社コモルーデンス 2180003019737 スイミー戦略を活用してのロボット部品生産進出による業種転換 いちい信用金庫

中部 愛知県 常滑市 湯本館 夕日が見える海辺の温泉旅館の強みを活かしたグランピング事業に挑戦する 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 江南市 株式会社フジイ金型 9180001087647 ＥＶ車、電気自動車の需要に合わせたダイスポッティングプレス設備の導入 税理士法人ＴＡＣＴ高井法博会計事務所

中部 愛知県 犬山市 木曽川観光株式会社 1180001081351 木曽川の鵜飼・景観・地域食材を愉しむ貸切遊覧船事業で事業再興 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社丸須 7180001127644 基礎工事業から新役員と行うダンススタジオ事業への事業再構築 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊田市 有限会社はっぴー農産 9180302023128 自家栽培の生米粉１００％バウムクーヘンの開発によるスイーツ市場への参入 豊田信用金庫

中部 愛知県 西尾市 有限会社西尾自動車鈑金塗装 3180302026367 コロナ禍の物流ニーズを支える大型トラック専門の総合塗装・架装メーカーへの新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 西尾市 グッドワーク 樹脂製住宅設備向けマスターモデル製造分野への新規参入による新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 津島市 有限会社真野 5180002089613 ゲームセンターから感染対策を施したインドアゴルフ練習場への事業転換 津島商工会議所

中部 愛知県 安城市 株式会社Ｙｕ’ｓワークス 9180301030579 人手不足の次の担い手へ　障がい福祉事業を通じで活躍の場を サポート行政書士法人

中部 愛知県 豊橋市 株式会社豊橋魚市場 2180301006528 ノンストレスな魚を食卓へ！三遠地域のおさかなプラットフォーム事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社トーカイ 6180001074532 業界初！光触媒コーティング仕様の自社ブランド什器販売事業の展開 税理士法人Ｈ＆Ｐ

中部 愛知県 小牧市 株式会社創北 9180001074348 高齢化社会に向けた医療・福祉施設用木製大型ドア製造の新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ヤマカワ 5180302003125 既存事業の技術・ノウハウを活かした住宅外壁用金型の測定事業 税理士法人森田経営

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社アオイグラビア 6180001033694 顧客ニーズの環境対応製品を完全なる環境負荷低減工程で行う業態転換計画 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社デンシン 3180002071341 ＧＩＧＡスクールでの端末機器、校内ネットワーク等のトラブルに対応するコールセンターの新設と保守事業の展開 池谷　圭右

中部 愛知県 小牧市 株式会社セントレックス 4180001064394 【グループホーム】×【Ｂ型支援】障がい者の方と作る！本格レザー製品の販売 伊藤　央

中部 愛知県 江南市 トラスト江南協同組合 6180005017578 ベトナム人に特化した入国後講習の宿泊型集中研修サービスによる地域浸透事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 海部郡蟹江町 株式会社川本組 3180001098633 足場仮設事業者が発明した、特許によるものづくり事業への挑戦 足立　剛

中部 愛知県 犬山市 株式会社東円鈑工所 4180001081480 ステンレス加工技術の導入により集塵機ルーバー製造事業に参入 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社永楽堂 1180001009864 冷凍技術を使った新しい「パンスイーツ」の開発及び販売 岡崎信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 アルファーシステム販売株式会社 5180001079425 クリーニング新業態店を中核とする新たなエリア開拓事業の推進 税理士法人天道経営

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ランズワーク 5180001057190 新たな食品関連製造プラント工場でロボット及び特殊積層スクリーンの組立製造、販売事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 あま市 野村商店 卸売業から農福連携を核にした体験型宿泊事業への転換 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 山田工機株式会社 9180001029038 機械加工の内製化による、次世代自動車（ＥＶ）部品製造への挑戦 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ＮＥＸＴＥＰ 9180001104237 ブライダルリングのＥＣ事業への新分野展開による事業再構築 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 輪榮自動車株式会社 7180001041845 環境配慮した水性塗料設備導入による次世代自動車整備への対応 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社馬印 4180001018978 チョーク成分の硫酸カルシウムを転用した医療分野への新分野展開 税理士法人末松会計事務所
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中部 愛知県 知多郡東浦町 河建株式会社 5180001125352 ペットフード事業の展開により既存事業とのシナジーを創出する計画 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社Ａｎｄ　Ｏｎｅ 3180001129751 建設業から和菓子の催事販売による業種転換事業 浮島　達雄

中部 愛知県 刈谷市 中王食肉株式会社 2180301014217 買った食材をその場で調理・飲食可能な地産地消マルシェの新規開業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中川区 Ｓｔ　ｍｅｄｉｃａｌ株式会社 6180001134971 医療向けマッチングシステム開発による潜在看護師の復職支援事業 細田　紘輔

中部 愛知県 愛知郡東郷町 有限会社フジタ創建 6180002064540 地元農家の農作物を使用した新鮮かつ健康な飲食を楽しめるカフェ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊川市 株式会社プラセス 6180301010187 自動車産業から廃端材アップサイクルで環境配慮型新製品製造業へ 豊川信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社Ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ　Ｒｅｈａ 6180301025549 療育を活かした福祉施設の開設で笑顔があふれる地域づくり計画 サポート行政書士法人

中部 愛知県 豊明市 株式会社タイナテック 1180001054217 ＥＶ用難削材部品加工市場向け小型ワイヤ放電加工機開発と試作評価 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊明市 鴻陽産業株式会社 7180001069762 リサイクル率の高い産業廃棄物の中間処理への新規参入・海外展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ユネクス 6180001053643 血管穿刺時の医療事故ゼロを目指したエコー開発 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 小牧市 株式会社優エルム 4180001078114 長年愛された味×明治時代コンセプトのベーカリーショップ運営 税理士法人大樹

中部 愛知県 岡崎市 有限会社カム・ミュージッククリエイション 8180302000887 音楽プロダクションが始めるリアル＋ネットの複合型音楽スクール 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 安城市 株式会社ヤマソウ 3180301026327 フィットネス参入による、訪問型事業から来店型事業への事業再構築 座間　裕史

中部 愛知県 一宮市 ケーズハウス株式会社 3180001086786 こだわりの体感型スイーツ「かき氷」店の展開 尾西信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社アティッシュ 4180301027415 土産物卸売業から土産物製造卸売業へ転換し、大規模市場へ進出をする。 松井　督卓

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社ワークプラス 1180001102719 港湾運送事業ノウハウ＋ＡＩ配送最適化システムを用いた冷凍食品小売事業への再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社岡崎表屋 5180301000313 脱ガソリン車を見据えた電気自動車の車両販売及び整備事業の新規展開 インターグロー税理士法人

中部 愛知県 蒲郡市 進英自動車工業株式会社 9180301011050 遊休資産を活用し医療連携型フットサルコート事業への業種転換！ 稲葉　順一

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ハモコ・ジャパン 6180301008297 長年培われた技術を総結集し、ＥＶにおける自動車部品市場に革命を起こす‼ 豊川信用金庫

中部 愛知県 東海市 知多鐵鋼株式会社 9180001094387 内製技術を活用した制御盤設計・製作・工事分野への新展開事業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社エヌズガーデン 6180001121342 業界初！　Ｗｉｔｈコロナに対応したひとり浜焼き事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社サンクス 7180001006468 輸入食肉加工卸から、国産食肉の卸価格での通販展開によるＶ字回復 本澤　智

中部 愛知県 豊川市 有限会社Ｄ－ＲＡＮＧＥ 2180302014694 豊川市初！現役選手が常駐するスケボーパークの運営による地域振興事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 愛西市 株式会社豊幸園 4180001099614 菊苗栽培と酒類製造技術を融合したエディブルフラワー加工品事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 日本アイリッヒ株式会社 6040001044912 粉体加工における独自技術を生かした新分野展開によるＶ字回復の実現 株式会社フロウシンク

中部 愛知県 大府市 ＥＴ株式会社 9180001125943 急成長ＦＣ塾が行う地域密着の大人気ＦＣベーカリーショップ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社矢野アルミ 4180002007336 コロナ禍の非接触需要を捉えた無人化オートキャンプ場への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社未来 2180001061245 身体と心を整える、新感覚絵本の開発とリラクゼーションサロンの開業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社プラネッツ 5180301006979 くらしに役立つ地域情報サイトの構築 豊橋信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社大進メタル 2180301030817 錆びにくい・カッコいい・リーズナブル！板金職人が丹精込めて作るガルバリウム鋼板素材の「刈谷スマートガレージ」企画製造販売 川腰　章二

中部 愛知県 春日井市 株式会社ミズプラ 3180001075038 既存事業の強みを活用した、コロナ対応型健康インドアゴルフ場 株式会社十六銀行

中部 愛知県 稲沢市 だいきち接骨院 接骨院がコツコツ行う、“転倒予防の為の機能訓練事業”による新分野展開 尾西信用金庫

中部 愛知県 大府市 タツミ化成株式会社 6180001092583 射出成形技術を活用しブロー成形事業の新分野展開を行う。 碧海信用金庫

中部 愛知県 春日井市 有限会社榊原工機 3180002070847 複合加工機導入による医療機器向け生産体制の構築 小倉　裕樹

中部 愛知県 大府市 東海興業精機株式会社 1180001092621 既存事業の「技術」を活かして、低価格高品質「部品調達サービス事業」を展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 知多郡南知多町 株式会社プレジャー知多 8180001092986 日本一自然を遊びつくせる！グランピングオートキャンプ施設開発 知多信用金庫

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 株式会社ハンバック 4180001116526 プラスチック部品商社としての強みを活かし次世代自動車向けの部品製造事業へ進出 東春信用金庫

中部 愛知県 西尾市 田島鐵工株式会社 6180301022942 ポストコロナに不可欠な半導体後工程市場への新分野展開をめざす計画 株式会社ＫＡＮＪＯパートナー

中部 愛知県 安城市 株式会社プロイスト 2180301017475 新分野展開として半導体研磨ウェハー成形用金型の製造に挑戦する 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社Ａｉｒｓ　Ｃｒｏｗｄ 5180301025665 コロナ禍中でも安全・安心に楽しめるｅスポーツ競技場の運営事業 東京中央経営株式会社

中部 愛知県 名古屋市天白区 あらたま総合事務所 多様な目的に応えるコワーキングスペースの新設 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社未来企画 4180001043324 求人広告代理店業からＷｅｂエンジニア等のシステム開発サービス業への進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 愛西市 合同会社ガーデンピアッツァ 2180003017294 地域の障害者のために。飲食店による就労継続支援への挑戦 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社フィット 3180001086118 空き家等の問題解消に寄与する遺品整理業への新分野展開 小出　貴巳

中部 愛知県 春日井市 株式会社船戸電機 8180002067186 春日井市産独自ワインで「地産地消」と「障害者支援」による地域経済貢献計画 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｉ．Ｙ．Ｏ 3180001103517 市場拡大中のオンランライブ専用スタジオ構築で目指す事業再構築 中日信用金庫

中部 愛知県 豊川市 株式会社アンデン 4180301009719 電気配線工事業で培ったノウハウを活用した自動制御盤製造業への新分野展開。 岡崎信用金庫

中部 愛知県 蒲郡市 蒲郡竹島観光株式会社 3180301010909 ワーケーションとグランピングが楽しめる施設への転換（新分野展開） 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

中部 愛知県 岡崎市 株式会社小島鉄工所 8180301000896 水素自動車用ステンレス部品の温度管理面・切削技術面での高精度化事業 岡崎商工会議所

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ヨシノ印刷 8180301002240 デジタル印刷を核としたマーケティング・サービス・プロバイダー事業への挑戦 株式会社ぐんぐん

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社アルファスタッフ 7180001054062 “障碍者の働きたくても働けないを「０」“へ。加速する障碍者雇用への一貫伴走支援を実現する複合型福祉事業の開始。 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 犬山市 桑原木材株式会社 7180001080785 国産優良木材の端材を有効活用した「機能性建具」の製造販売 林　千尋

中部 愛知県 名古屋市南区 特定非営利活動法人障がい者みらい創造センター 6180005017157 新たにリゾート型ショートステイ施設・中高生向けショートステイ施設を開所 半田信用金庫

中部 愛知県 あま市 クシダ工業株式会社 6180001030064 試作部品の検査データＤＸ化による顧客と当社既存事業への連携 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社白鳩 7180001014685 不織布と同等のウイルス捕集効率を有したウレタンマスクの開発・販売 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社スマイルライフ 5180001070210 介護市場に特化したチームビルディングアプリの新規事業展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社アリオン 4180001106304 フトン丸洗いに特化した洗濯代行・宅配クリーニング・コインランドリー事業への新規参入 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社ダイアーツコーポレーション 5180001063180 ２４時間店舗とＩｏＴ技術を活用し、地域で一番便利なコインランドリー事業を展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ダイナテック 9180001044004 中古厨房機器販売・レンタル店向けの中古厨房機器洗浄受託事業への新展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社精版印刷 7180001062321 自社技術・経験・ノウハウを活かしオリジナルグッズ製造販売への挑戦 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 清須市 カトウボディ 鈑金塗装技術を活用した事故車買取事業による下請依存からの脱却 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 刈谷市 杉松産業株式会社 1180301014119 脱炭素化社会に向けた低環境負荷工法によるＥＶ車用ディスクブレーキ用中子の開発 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ＣＳクリエイト 3180001103228 人々の暮らしに関わる２つの新規事業で、事業再構築と経営の安定化に取り組む。 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 一心商事株式会社 9180001043096 インスタントティー製造会社のプロテイン製造販売への新たな挑戦！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 蒲郡市 株式会社三協 7180301011036 産業用ロボット分野開拓を目指したロボット部品のギア前加工事業 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社ＨＣ．Ｈｏｍｅ’ｓ 4180001064213 ＶＲシステムを用いた省エネ／エコ対応のトレーラーハウス・分譲住宅事業への新規参入 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 大府市 株式会社うなぎ処かとう 1180001103790 コロナ禍の食事需要に応える最新うなぎ料理のテイクアウト・通販事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 岩倉市 株式会社桂成金属 8180001088084 廃棄物となる電線の被覆を有効利用した「スラッジ」の新規製造・販売 株式会社百五銀行

中部 愛知県 長久手市 株式会社アトリー 8180001109154 「中食完全対応」ハイブリッド焼肉店の出店計画！いつでもどこでも焼肉お届け大作戦！ 豊田信用金庫

中部 愛知県 愛西市 株式会社アイ・アール・ジェイ 2180001097520 運送業界への参入 丸山　和秀

中部 愛知県 碧南市 栄光陸運株式会社 7180301015094 倉庫業への新分野展開。業務のＤＸ化と物流業界２０２４年問題解決への挑戦！ 株式会社愛知銀行
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中部 愛知県 一宮市 株式会社たてりん 7180001116993 Ｅ－ＢＩＫＥレンタルによる顧客層拡大及び地域観光振興事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 碧南市 ワイズ通商株式会社 6180301016886 物流業界の２０２４年問題を解決！運行管理統合システムによる物流のＤＸ化 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ゴルフィックス 1180001070131 最新設備を搭載した新時代のゴルフ練習場シェアリングサービス 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ブルー 3180001055196 ＩＣＴ環境化で需要が激増する、ＩＴ端末保護ケースの自社開発及び自社製造 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社トラベルマネジメントシステム 9180001044689 ハネムーン専門旅行業による一気通貫婚活サービス提案事業計画 株式会社中京銀行

中部 愛知県 蒲郡市 有限会社蒲郡印刷所 9180302015298 ＩＯＴを活用しコロナウィルス対策を行う　新しい形のレンタルスペース 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊川市 美友 町の工具屋が地元産青果のジェラート店開業で叶える事業再構築 有限会社えんがわ

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社中日制作センター 9180001037957 溶剤印刷機による圧着印刷事業 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社レベル 7180001106607 テレワーク・オンラインビジネスに適した家具小売業への参入 廣瀬　陽介

中部 愛知県 一宮市 アクアボーテ 美容業のオリジナル化粧品開発・非対面販売による事業再構築事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 ＨｙｂｒｉｄＭｏｍ岐阜合同会社 1180003019119 ＡＩシステムを活用した保育施設隣接のコールセンター運営事業 坪井　亮

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社Ｓ－Ｌｉｆｅ 5180001060905 今こそ必要とされる１人焼肉店︕コロナ禍でも負けない飲食業への業種転換 株式会社マックコンサルタンツ

中部 愛知県 常滑市 株式会社アカイタイル 7180001093102 国内初の高性能塗料の販売およびそれを用いた店舗インテリア什器の製造販売 東野　礼

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社スターダイン 8180001108247 脱居酒屋　あいち鴨のアンテナショップを併設したコロナ対策万全の鴨料理専門店への転換 小木曽　保幸

中部 愛知県 一宮市 小澤紡績株式会社 6180001082345 地域経済及び国内産業の復興に寄与するため、介護事業への進出 尾西信用金庫

中部 愛知県 豊川市 山本製作所有限会社 8180302014202 地域とのつながり経済創出を目指す認知症デイサービス新事業展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 東海市 有限会社ブレイヴオート 4180002087997 ＤＩＹブースのＢｔｏＣ販売 税理士法人　山内会計

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社長谷川商店 7180001039823 製材所から出る端材等を活用した無垢材家具・日用品の製作販売事業 花木　栄治

中部 愛知県 名古屋市守山区 フラスタジオ＆ダンサーチーム　マウリオラ フラダンスレッスンの「オンライン提供」及び「動画配信」サービス 公益財団法人名古屋産業振興公社

中部 愛知県 名古屋市北区 Ｑ．Ｏ．Ｌ．ＣＯＦＦＥＥ テイクアウト×世界の珈琲豆×アートで新しいカフェ文化を創出 權田　成悟

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社ＣＡＲＲＯＴ 9180001123633 スープを極めた創作和風居酒屋がオリジナルスープのラーメンでⅤ字回復 後藤　公平

中部 愛知県 豊田市 山内陶料 陶芸用粘土製造工場による陶芸家を支援するギャラリーの開設 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 田原市 マルモク 家具建具製造業から宿泊業への転換・奄美大島へ家具職人がプロデュースするリゾート宿泊施設への挑戦 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 清須市 株式会社ネクスプレス 7180001131951 完全個室型２４時間シミュレーションゴルフスタジオ事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社イナケン 6180001120336 体験学習型民間学童 中日信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 笹原金型株式会社 2180001078826 ＣＦＲＰ成形用プレス金型開発と航空分野への新規展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社エムワイホーム 1180001130975 名古屋市千種区　児童デイサービス事業　ちくさ児童デイサービスｙｕ－ｙｕ 税理士法人総合経営

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ウィルハウジング 9180301009029 コロナ禍の社会変化に対応する強みを活かした分譲住宅販売の新ブランド構築 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 リコラ 地域密着型の有料老人シェアホーム事業の新設 山口　徹

中部 愛知県 豊橋市 イクナム研設株式会社 8180301005053 コロナ禍でニーズ増！「一次産業の生産性向上に寄与する養豚設備等の自社製造計画」 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 ＩＤルーブル株式会社 8180002049853 食材と味付けにこだわった本格韓国グルメで、非対面ビジネスに挑戦する。 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 株式会社かとう 3180001085714 質疑応答対応ＡＩ技術を活用した無人葬儀式場の構築による、小規模葬儀市場のシェア拡大 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊川市 有限会社ミタキ 8180302014045 木材からセルロースナノファインバーを抽出し、新たな需要を創出 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 知多郡南知多町 丸幸有限会社 7180002085718 しらすの専業から総合水産加工会社へ進出し、地域漁業者と共に、日間賀島ブランドを全国区へ！ 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 有限会社石井製作所 7180002022670 最新鋭切断加工機の導入による、ハイテク産業向け設備部材製造への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 犬山市 伊藤木管株式会社 2180001011605 抗ウイルス性の家具製造事業に進出し、医療現場の安全に貢献！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社インフィニティ５２ 3180001132929 三重県尾鷲市初！火力発電所跡地を活用したグランピング施設の開業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 東陽機械興業株式会社 7180301018766 高性能金属加工機械導入による製造ライン搬送機部品製造事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 阿部建設株式会社 3180001011513 家の資産価値を高めるエクステリア事業の展開で顧客生涯価値向上 愛知信用金庫

中部 愛知県 半田市 八洲建設株式会社 2180001092117 ＳＤＧｓ建築によるパッケージ商品の開発及び提案型営業への転換事業 半田信用金庫

中部 愛知県 知立市 株式会社エスエヌシー 7180301014666 バッテリーＥＶ戦略で「ものづくり王国・愛知」を世界の中心へ！ 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 一宮市 日本太陽光発電株式会社 4180001110768 既存電力事業を活用したマイニングサーバーファーム事業の展開 佐久間　達也

中部 愛知県 安城市 有限会社キッズサポート 7180302017767 子どもが家族とともに伸び伸び遊べる農業体験や動物と遊べる貸切の体験パークを提供する 碧海信用金庫

中部 愛知県 碧南市 名曲堂楽器株式会社 2180301015578 地域高齢者の健康寿命向上のための整体と音楽体操サービス展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 有限会社富貴堂 9180302011215 風船菓子づくり体験館併設直売施設とオンライン直売事業の展開 羽田野　清光

中部 愛知県 名古屋市千種区 アイディーシージャパン株式会社 3180001100365 猫アレルギーの出にくい猫に特化した猫専用のペットショップの新規出店 株式会社プロシード

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社ビジネス・キャリー 8180001126348 宅配サービス事業を主軸とする地域密着型ライフラインの構築 税理士法人ブラザシップ

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社中外陶園 1180001079057 やきものをテーマとした観光施設運営を通じた地域観光振興の促進 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 タカツー株式会社 1180001121306 自動車整備技術とレース関係者の人脈を活かしたレース車両販売による事業再構築 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 新晃コンサルタント株式会社 5180001012328 出店サポートをするスーパー等とフィットネスジムの共同出店計画 株式会社中京銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社高木化学研究所 1180301001546 新規抗菌／抗ウィルスＰＥＴ再生繊維への新展開による事業再構築 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 東海イオン株式会社 5180001020198 金型加工物のＱＣＤ向上と環境保全につながる新たな表面処理技術の活用 中日信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ＯＷＬ 6180301032347 安心、安全、クリーンな車社会の実現に向けたエーミングセンターの開設 林　和夫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社やさか創研 2180001141022 高性能ドローンによるＧＰＳ電波遮断境域での点検業務効率化 牧口　晴一

中部 愛知県 名古屋市西区 丸安ニツト株式会社 8180001027232 アパレル資材メーカーの強みを活かしたニットソーイング教室事業の構築 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社のいり 6180001083467 高齢者を中心とした食事及び生活雑貨の配達事業 三嶋啓一

中部 愛知県 小牧市 株式会社竹藤商店 7180001076040 マテリバプロジェクト～新しい暮らしの提案～ 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社プロスコーポレーション 3180001103021 セントラルキッチンを利用した１頭仕入れによる事業再編 株式会社エモーサル

中部 愛知県 江南市 株式会社エーエーシー 7180001088390 脱炭素社会、グリーン成長戦略に寄与するＨＶ・ＥＶバッテリー再生事業への新たな挑戦 花木　栄治

中部 愛知県 豊川市 三鷹製版株式会社 9180301010259 大型高速精密材料加工／高速高性能印刷を活かしたグローバル販売網の構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 有限会社隆興 3180002059865 コロナ禍における市場ニーズを捉えたシミュレーションゴルフ事業 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 ナゴヤフード株式会社 4180001015166 老健施設・保育園の業務効率化を推進する食材発注システム及び完全調理品販売への新分野展開 株式会社みらい経営

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ジャスウィル 7180001070712 健康データを掘り起して資産化、未来の健康を届けるＡＩ開発 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 高浜市 株式会社ひさ＿ 9180301015885 高齢者向け宅配弁当サービス開始による新分野展開の実施 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 あま市 株式会社ＲＤ 8360001019483 試して買って！！家電レンタル 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ディースタート 4180001104729 美容教育事業にデジタル革新を起こす美容教育ｅ－ラーニング事業 播谷　慶弘

中部 愛知県 清須市 株式会社グルメストーリー 2180001070262 飲食店向け食料品製造から介護向けミキサー食製造への新分野展開 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社文理スクール 7180001049211 生徒数増加基調である通信制過程高校サポート校事業への新規参入 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社亀屋芳広 8180001021747 老舗和洋菓子屋が、低糖質商品等を製造し新市場とアンテナショップで展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社Ａ．Ｒ．Ｃ．Ｐｒｏｊｅｃｔ 2180002059024 通勤通学客・近隣住民をターゲットとしたベーカリー事業 大山　康範

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社ＴＥＬＬＵＳ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 6180002060267 多様なニーズに合わせた　“多目的空間モビリティ”の企画・製造 岐阜信用金庫
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中部 愛知県 西尾市 株式会社松鶴園 6180301023379 「有機栽培抹茶」製造体制の構築によるアメリカ市場への販路進出 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 青山都市設計株式会社 9180002035126 設計で培った強みを活用したインテリア販売店の新たな展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 パートナーホーム株式会社 5180001111658 長野県根羽村の天然木と既存事業で培ったレジンを融合した家具の製造・販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 三昌自動車株式会社 3180001030323 最先端設備の導入と塗装ブースの新設による先進自動車へ対応する新サービスへの展開と環境配慮性の強化 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 海部郡蟹江町 株式会社アンレット 9180001096714 新規スクロール式真空ポンプ製造による先端技術市場への事業展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 刈谷市 近藤精工株式会社 1180301013954 「非ガソリン車用部品」製造への転換によるカーボンニュートラル 坪井　亮

中部 愛知県 東海市 株式会社アックス 7180001095313 社会課題解決に向けたＳＤＧｓに関する機械販売事業への業種転換 井上大輔

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社想 7180001103620 美容サロンの運営からペット関連事業への業態転換についての事業計画 黒宮　正美

中部 愛知県 名古屋市緑区 高砂電気工業株式会社 2180001028392 試作や多品種少量生産中心のバルブ事業から、大量生産が狙えるポンプ事業への転換 税理士法人名南経営

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社中日クリーン 6180001047579 外食産業向け卸売業からの脱却！消費者向け洗剤製造業への挑戦！ 東濃信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社ダイセン 4180301022903 産業廃棄物であるコンクリートガラを再生骨材として建設・製鋼市場へ還元する地域循環型社会実現に向けた新事業展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社ダイナモ 7180001080331 企業間連携・先端技術・新素材・をキーワードとした新規プロジェクトの推進 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 愛知県 名古屋市名東区 三弘エマテック株式会社 1180001036116 ファブレス経営による真空計測分野でのハイパフォーマンスでコストインパクトを有する計測機器の製造 藤田　吉高

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社東海写真技研 8180001022349 障がい者と共に働き、ＳＤＧｓに貢献する事業 茶屋ヶ坂税理士法人

中部 愛知県 犬山市 板津ゴム株式会社 8180001080693 特注機能性枕を足掛かりにした下請けからの脱却 伊藤　誠悟

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ダイトーメディア 2180001012594 「障がい児×働く親」、家族を幸せにするライフワークバランスの実現 加藤一男

中部 愛知県 名古屋市北区 愛知電熱株式会社 3180001011414 食品業界向け瞬間高温蒸気発生装置付きオーブン（ＨＨＲ）開発事業 税理士法人ウィズアス

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社グローバル・ユナイテッド 5180001117531 高級プライベートサウナ事業 近藤　智也

中部 愛知県 名古屋市天白区 良質計画合同会社 1180003012602 個室で「息抜き」と「健康増進」　インドアゴルフ事業への進出 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 岡崎市 盆栽大樹園 伝統文化である盆栽のＮＦＴ化・商取引の実現 碧海信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社ウサミ建工 9180001068960 建設業・農業におけるドローン活用を実現する産業型ドローンスクール 株式会社みらい経営

中部 愛知県 安城市 大橋農園 規格外野菜を活用した自社加工冷凍販売による６次産業化への推進 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊川市 株式会社ＰＯＫＨＡＲＡ 4180301012185 ネパールカレーを一般家庭へ！国内随一のセントラルキッチンの構築 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社ホットハートダイニング 5180001078360 餃子飲食店による、ＦＣブランドの協力体制を活かした餃子アンコの自社製造と外部販売計画 株式会社みらい経営

中部 愛知県 刈谷市 近藤スプリング株式会社 9180301017403 キャンプ市場拡大に伴う自社の鉄加工技術を活かしたキャンプ用品開発事業 税理士法人名南経営

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社シャチホウ 1180001030705 「巣ごもり需要」「リベンジ消費」に応える飲食店・テイクアウト専門店事業への進出 税理士法人山田アンドパートナーズ

中部 愛知県 西尾市 株式会社アクト 6180301023610 アルミ加工技術を活用したオリジナル商品の製造及び販売事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社近藤印刷 6180001019421 印刷会社から、エシカル工房へ 株式会社十六銀行

中部 愛知県 西尾市 もんぺまるけ 島の魅力を詰め込んだ新たな看板商品の開発による新分野展開 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 春日井市 大丸食堂 愛知県春日井市における日本初の水分量で焼き上げる高級食パン「ワンハンドレッド」の提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 一宮市 株式会社ワールドエッチング 8180001084083 脱・自動車市場依存！エッチングシボ加工技術を活かしたブランド包丁の受託製造事業への参入 岐阜信用金庫

中部 愛知県 半田市 株式会社ナカノ工業 4180001093765 廃プラの革新的な油化技術を活用したリサイクルプラントの製造による資源循環の実現 西尾信用金庫

中部 愛知県 小牧市 株式会社プロネットワークス 2180001077712 地域の観光業への波及効果と雇用創出を狙った遊漁船事業への新規参入 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 有限会社蔵屋 6180002050144 「中古住宅＋ＶＲリノベーション」リフォーム専門店のノウハウを活かして不動産業へ転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社カネ正 4180001035247 魚食文化の発展と地域社会に貢献する鮮魚店 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社チェリーズ 7180001091378 時代先取りのＥＶ販売と整備！カーボンニュートラルなチェリーズ 東濃信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社山一住宅 8180301003916 小型風力発電機の開発及び製造販売 小林　奈緒

中部 愛知県 名古屋市西区 スモグリ株式会社 5180001127786 ペット同伴可能なワ－ケーション対応型リゾート宿泊施設の開業 右納　誠司

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ＴＭＷ 2180001026099 日本初！機械に材料を段取りする治具配置設計の支援ソフト開発に挑戦する事業 西岡　昭彦

中部 愛知県 岡崎市 株式会社杉浦テック 5180301003910 設備製作企業から量産製造請負企業へ～省人化技術を育てる新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ＭＲＴ 2180002019556 ５軸マシニングセンタ＋ロボットによる先進的医療機器部品加工 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 半田市 モアテック株式会社 2180001092109 食品企業へ提供するイノベーション”モアテックＤＸ”コロナ禍での高度なリモート全プロセスのデジタル化 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ねこや 8180301029952 現役猫ブリーダーが考案！オリジナル商品の開発と販路拡大 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 豊田エンジニアリング株式会社 4180001051095 動画学習システムを活用した企業研修サービスによる「ものづくり企業」の人材育成支援事業 愛知中央税理士法人

中部 愛知県 名古屋市西区 デザート株式会社 4180001115833 一級建築士事務所による照明・映像・家具を組み合わせた『空間デザイン』商品の販売 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 豊川市 平松公認会計士事務所 ＤＸ化にあると便利なネーミングサービス（ぱっとネーム） 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 安城市 有限会社ショウワエンジニアリング 2180302016740 ＩＴを活用した「ショウワ“安心おまとめサポート”」出張コンサルティング事業の展開 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 岡崎市 伊藤農園 農家による特別（低農薬）栽培ブドウの自然発酵ワイン製造事業 岡崎商工会議所

中部 愛知県 名古屋市西区 エスピービー株式会社 6180001061547 フィリピンをメインターゲットとした越境ＥＣ立ち上げ計画 山田コンサルティンググループ株式会社

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社一旗 3180001137275 新たなデジタルコンテンツへの挑戦！「メタバース」制作事業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ヴィクトリア 4180001122375 エステ店の移転と新サービスの開発による健康市場への参入 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 西尾市 Ｈａｉｒ＆Ｃｕｓｔｏｍ　Ａｉ－ｎｅｙ　ｆｉｌｍ 高齢化社会に向けて、介護する人もされる人もいたわり合う為に介護脱毛のニーズを高める 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 Ｋ　Ｐｒｏｊｅｃｔ株式会社 3200001031946 ＩＴを活用下運営と最先端ＬＥＤ施術器で胎教する“セルフ脱毛事業”の展開 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社三和不動産 4180001016833 オートキャンパー・在日外国人向けキャンピングカーレンタル・販売事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ナンバーツー 9180001106258 婚姻数減少に伴う更なる少子化を改善する婚活アプリ 岐阜信用金庫

中部 愛知県 大府市 光貴スペーステクノロジーズ株式会社 8180001095213 ＤＰＦ再生によるトラック輸送業界の革新をはかる 税理士法人ポラール

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ゼニタ 6180001089919 日本初の治療院併設型・感性医工学研究施設の設立によるホームヘルスケア製品の開発と市場化 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊田市 有限会社エージーホーム 8180302023847 地域初！本格的なｅスポーツ施設の運営による業種転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社大醐 7180001012557 外注倉庫の内製化を含む倉庫事業の開業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社発知商店 1180301001769 テイクアウト事業参入における新業態キッチンカーパーク運営とキッチンカー運営の相互事業計画書 林　和夫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社生総合開発 7180001127990 繁盛店の施工実績豊富な不動産会社が手掛けるスイーツ＆バーの二毛作 インターグロー税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中川区 旭観光株式会社 4180001092172 既存のパチンコ店をリニューアルした大型ディスカウントショップ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 江南市 株式会社江南工業所 2180001087414 デジタル技術を活用した産業用ロボット向け製品の事業化 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社サカツコーポレーション 3180001036254 地元飲食業応援サブスクリプションアプリ 株式会社ＯＡＧコンサルティング

中部 愛知県 知立市 株式会社ロハスフード 5180301014899 療養食向け冷凍パック惣菜の製品開発と新たな市場への展開 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社リベルテ 7180002091063 丸の内食の街　自動販売機設置事業 税理士法人ポラール

中部 愛知県 大府市 有限会社ヒカリセイコー 1180002085070 多品種少量での柔軟な対応を活かした医療機器向け部品加工への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社学校良品 7180001128865 インバウンド需要を狙い打つ日本ブランド特化型の自販機店舗＆越境ＥＣサイト構築 坪井　亮

中部 愛知県 高浜市 株式会社磯貝鉄工所 9180301015638 新工場の建設と、次世代モビリティ＆ＥＶ事業への取り組み 小倉　裕樹

中部 愛知県 刈谷市 竹甚板硝子株式会社 4180301014165 ガラス工事業者主導のユニット化 税理士法人山田アンドパートナーズ

中部 愛知県 大府市 橘萄園 地域農業を盛り返す次世代ブドウ農家がＢ級品加工で挑む６次産業化カフェ事業 大府商工会議所
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中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社丸八テント商会 4180001040759 創業７０年のテント屋が一般プロキャンパー向けの製品開発に挑戦 名古屋商工会議所

中部 愛知県 岡崎市 株式会社三徳屋菓子舗 5180301032983 創業１００年、和菓子の技術力を活かした和カフェ事業の展開 岡崎商工会議所

中部 愛知県 海部郡蟹江町 株式会社柴正 5180001096791 自炊需要に対応し、既存の酒類事業とも相性が良い餃子製造販売の開始 株式会社はせべ経営

中部 愛知県 大府市 株式会社三恵シーアンドシー 4180001092503 電動化製品の加工・組立ラインをまるごと一式で受注を可能な省エネ工場建設 半田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 キャスモ株式会社 4180001106873 ドッグフードアンテナショップも兼ねた都市型総合ドッグスペース 松尾　基司

中部 愛知県 豊田市 有限会社光明堂 1180302021972 寺院用新サービス～顧客ニーズを創造するサービスの構築～ 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 コツヨシ株式会社 8130001053464 『障碍者福祉×ペットサービス』進出による雇用創出と地域活性化 小倉　裕樹

中部 三重県 名張市 そば処　御嶽 こだわりの岩魚を用いた商品を製造販売し国民のＱＯＬ向上に貢献する 株式会社中央ビジネスグループ

中部 三重県 津市 久居商事株式会社 2190001001373 既存事業の多種多様な顧客層を活かしたドローンサービス事業の立ち上げ 中北　洋

中部 三重県 四日市 佐藤洸一 プロサッカー選手のセカンドキャリア：脱毛×美歯口　エステサロン経営 後藤　公平

中部 三重県 尾鷲市 株式会社紀南組 2190001004401 気楽に来れる「隠れ家サロン」で再構築！プロの施術で健康促進、地域社会に貢献します。 株式会社中小企業経営支援センター

中部 三重県 四日市 レインボープロモーション株式会社 8190001018668 既存店舗をテイクアウト重視の店舗に転換する事業 株式会社三十三銀行

中部 三重県 松阪市 橋本酒店 レトロ居酒屋から『英語塾寺子屋』提供による新分野展開 松阪商工会議所

中部 三重県 三重郡川越町 花福 託児所を併設した生花店　地域に密着した居心地の良い生花店を目指して 桑名三重信用金庫

中部 三重県 多気郡明和町 エルエスエス　トラベルメイク 旅行代理店から「健康体験を生み出す施設」へ業種転換する事業 三重県商工会連合会

中部 三重県 尾鷲市 株式会社柏屋本店 2190001004748 いなり寿司のテイクアウト販売事業 税理士法人決断サポート

中部 三重県 津市 魚歳食品株式会社 2190001000136 水産練り製品製造の強みを活かす！相性のよいうどん店で再構築 森島　大吾

中部 三重県 伊勢市 有限会社北武運輸 3190002011008 物流倉庫の建築による倉庫業への新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 鈴鹿市 有限会社カー・ファミリー・ヒグチ 6190002006178 認証工場として車検業務に新規参入、収益構造の変革でコロナに打ち勝つ 税理士法人決断サポート

中部 三重県 鳥羽市 ミュゼア 自家製バームクーヘン工房を開設し菓子製造業へ展開 鳥羽商工会議所

中部 三重県 桑名市 株式会社游伸 1190001012693 ドローンサーキット事業への新分野展開による新市場開拓 株式会社大垣共立銀行

中部 三重県 伊勢市 株式会社丸中商店 6190001007012 ＳＤＧｓに対応した環境洗剤の製造事業開始による洗剤市場への進出 伊勢商工会議所

中部 三重県 志摩市 しましまマリン合同会社 7190003000963 漁業経験を活かした食・遊・泊一貫事業への業種転換 菊池　武広

中部 三重県 名張市 有限会社賛急屋 3190002013342 大衆居酒屋からコロナ禍に対応した地域素材にこだわった焼肉店に転換 税理士法人とよのパートナーズ

中部 三重県 名張市 ＨｉｇｈＳｔａｔｅ株式会社 4190001027045 居酒屋からコロナ禍に対応した地域密着による学習塾への業種転換 税理士法人とよのパートナーズ

中部 三重県 亀山市 有限会社プライデア 8190002004849 新しい冷凍パン開発で、パンの一番おいしい瞬間をお届け。「親子で楽しむパン時間」を提供 株式会社シャイン総研

中部 三重県 四日市 茉莉奈バレエスクール 多数の宝塚入団者を育てた指導者によるパーソナルマシンピラティス事業 税理士法人決断サポート

中部 三重県 津市 株式会社あかり屋 9190001020838 空き店舗活用の体験型遊び場と自社の新サービスで地域を元気に 津商工会議所

中部 三重県 四日市 株式会社誠和機工 2190001020679 スマート建機導入による管工事業から総合土木工事業への新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 亀山市 コインランドリードリーム コインランドリーの待ち時間をたい焼き屋で有意義に サポート行政書士法人

中部 三重県 四日市 トビタ電裝有限会社 1190002021248 エーミング対応した地域初の大型車向けの最先端工場への転換 西塔　隆二

中部 三重県 三重郡菰野町 セントラル技研株式会社 7190001017423 セントラルベンダー（工作機械）の製作・販売による新分野展開 株式会社三十三銀行

中部 三重県 四日市 石川自動車 認証工場の認可取得による車検事業、及び車塗装や橋梁等インフラの塗装・錆剥がし事業 税理士法人決断サポート

中部 三重県 多気郡明和町 株式会社沢田食品 7190002014964 松阪の地域性と自社の強みを最大限に活かした取り組みによる事業再構築 税理士法人決断サポート

中部 三重県 伊勢市 有限会社八百正 3190002009919 『老舗仕出し屋のノウハウを活かしたレトルト・冷凍商品の開発・製造・販売』 税理士法人決断サポート

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社ワンズライフ 9190001025176 情操教育へアプローチ！感受性を育てるふれあい動物園 鈴鹿商工会議所

中部 三重県 松阪市 有限会社左近測地 2190002000622 コロナ時代に打ち勝ち　Ｖ字回復を図り、３Ｄ測量技術による測量体制を再構築する 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 株式会社ヴァナ 3011101082659 ＤＸとサウナによる、ゴルフ場の体験型リゾート化の開発と運営 山下　謙一郎

中部 三重県 四日市 株式会社アトリエＴＡＣＨＩ 6190001025245 サプライズ販売の小売業から印刷業への新分野展開への取組み 富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社

中部 三重県 南牟婁郡御浜町 一般社団法人ここテラス 5190005011119 安心の１日１組限定。尾呂志地域と連携したグランピング事業 新宮商工会議所

中部 三重県 鳥羽市 季節料理　馳走 地元食材の魅力を全国へ発信！飲食業から冷凍食品製造業への新分野展開！ 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社ｎｅｖｅｒ 8190001021457 難削材の高精度精密加工技術の確立と低コスト生産体制の構築により航空機分野への参入を実現 株式会社三十三銀行

中部 三重県 鈴鹿市 馬路組 巣ごもり需要を掴む～ドライ＆ロックガーデン専門の造園・園芸販売事業の展開 石井　伸暁

中部 三重県 四日市 柳川製罐株式会社 4190001027680 主力製品を新分野の炭化設備装置とし事業再構築を図る取組 一般社団法人東海経営支援センター

中部 三重県 津市 サンユー技研工業株式会社 2190001000409 新たな収益確保のための電気自動車（ＥＶ）部品への進出事業 神谷　隆生

中部 三重県 度会郡南伊勢町 有限会社友榮水産 7190002010006 消費者と生産者、地域をつなぐ！漁業の新６次産業化ビジネスモデルの構築 株式会社百五銀行

中部 三重県 度会郡大紀町 株式会社ＤＡＧ 7180001129954 地元一次産業の活性化を支援する、ドローン教習所開設計画 小松原　史雄

中部 三重県 四日市 有限会社市川プレス 8190002019244 強みを活かした自動販売機部品製造業からアウトドア用品製造業への進出 株式会社ゼロプラス

中部 三重県 伊賀市 ニチニチ製薬株式会社 5190001008606 乳酸菌培養液を原材料とした肥料の製造による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

中部 三重県 松阪市 株式会社マジェスティックダイニング 5190001011452 工場新設による企業向け弁当デリバリーと店舗人気メニューのＥＣ販売 桑名三重信用金庫

中部 三重県 四日市 株式会社三重平安閣 5190001016427 葬祭業がペット葬を主としてペット関連総市場に参入する再構築事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 松阪市 コビトラック株式会社 5190001024958 車検・整備業から、顧客要望に応えて架装・塗装が可能な総合整備業へ変革 岩佐　修二

中部 三重県 熊野市 飛成工業 遊休地を活用したアウトドア事業による、過疎化等地域課題解決型事業の展開 あかつき税理士法人

中部 三重県 伊賀市 株式会社名阪ステンレス工業 2190001009235 難削材チタン製品の高精度・高効率生産体制の構築によって半導体市場への進出を実現 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 志摩市 株式会社Ｐａｓｔｉｍｅ 2190001027484 自然を満喫して非日常感を楽しむ国府海岸側での宿泊施設運営事業 レンタルＥＣ株式会社

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社カーゾック 6190001005255 木と森に触れ合う楽しい体験型施設で遊びと学びを提供する事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 いなべ市 有限会社太陽精密 6190002017885 ロボット向け精密減速機部品の研削加工を開始し新分野展開を実施する。 橋詰秀幸

中部 三重県 伊勢市 有限会社ふらんす 8190002009600 老舗洋菓子店が新しい和菓子「フルーツ大福」などへの挑戦！ 税理士法人あおぞら

中部 三重県 桑名市 有限会社服部製菓舗 6190002017448 高付加価値商品「江戸前納豆巻き煎餅」の開発による通販需要の獲得 株式会社大垣共立銀行

中部 三重県 いなべ市 株式会社水貝製作所 5190001012970 高精度加工技術による成長市場の半導体製造装置産業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 三重県 亀山市 株式会社ＭＥＣＣＩ 5190001028678 新たな枠組みにおける発電用チップとしての廃タイヤ提供事業 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 伊賀市 株式会社ナカテツ 7120101033855 いち早くコロナ前の水準に需要が戻った商用車用大型ハブベアリング製造 株式会社りそな銀行

中部 三重県 四日市 有限会社丸八組 8190002022132 高品質なスペシャルティコーヒーの提供・新事業への新たなる挑戦 株式会社三十三銀行

中部 三重県 四日市 株式会社坂上工業所 6190001014891 鋼構造物製造における梁加工業から柱加工業への飛躍的業態転換 株式会社三十三銀行

中部 三重県 志摩市 株式会社伊鈴屋 3190001021668 地域農産物の特性を活かした新食材の開発及び提供 株式会社百五銀行

中部 三重県 伊賀市 有限会社共和鈑金 5190002012136 ＡＳＶに対応できる設備の導入により新分野への進出を実現 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 伊勢市 やわらの湯まるや（民宿まるや） 「泊食分離による利益率・稼働率アップスキームによる全国の旅館に憧れられる二見町旅館街再生」プロジェクトへの参画 桑名三重信用金庫

中部 三重県 いなべ市 株式会社アイテクノス 2190001013286 新商品開発で脱炭素を見える化。中小企業ＮＯ．１のリサイクルモデル企業へ。 桑名三重信用金庫

中部 三重県 伊賀市 株式会社ナベル 6190001008588 蛇腹技術を核とした放電加工機フィルタービジネスへの新事業展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 三重県 度会郡度会町 有限会社大西自動車整備工場 4190002008449 人と社会と自然環境の未来を乗せる自動車サービス 株式会社三十三銀行

中部 三重県 鈴鹿市 下島モータース 一般車向けレーシングサービスとシミュレーター導入によるドライビングレッスン事業の開始 北伊勢上野信用金庫
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中部 三重県 伊勢市 有限会社木下茶園 2190002008616 老舗お茶屋による菓子製造事業での新たな販路拡大及び雇用促進 伊勢商工会議所

中部 三重県 いなべ市 Ｌａｚｏ　Ｋｏ－ｍｕｔｅｎ 田舎だからこそできる、オートバイの聖地を三重県北部に作る 桑名三重信用金庫

中部 三重県 桑名市大字安永字拾壱区 大洋産業株式会社 1190001012363 都市インフラを支える上下水道用製品製造技術を応用した新たな市場開拓と体験工房を通じたものづくり技術の継承 株式会社清水銀行

中部 三重県 伊賀市 サンオート桑原合同会社 5190003003019 ＡＳＶの普及による事故のない自動車社会を実現するエーミングセンターとしての整備サービス 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

中部 三重県 津市 株式会社ＷＡＧＹＵ　ＪＡＰＡＮ 8180001099874 和牛の海外輸出事業から国内市場へ向けた事業再構築事業 浮島　達雄

中部 三重県 津市 有限会社誠心 1190002004079 小規模葬儀会館を建て、安置施設（「ご遺体ホテル」）を増やし、葬儀一貫サービスの充実を図る 一般社団法人三重県中小企業診断協会

中部 三重県 四日市 坂部運送株式会社 5190001017573 倉庫業として、周辺地域の企業様の製品の受け皿となる倉庫の提供 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 伊勢市 株式会社油米 7190001006392 ガソリンスタンドから新たなＥＶカーレンタル事業への挑戦 桑名三重信用金庫

中部 三重県 津市 グルマンズ株式会社 7190001025450 拘りの肉、換気環境で幸せ時間を作る！安心・安全・旨さ１００％の焼肉事業 白川　淳一

中部 三重県 松阪市 株式会社フォーレスト 6190001010791 ＩＣＴ建機導入による熟練技術の簡素化及びＩＣＴ活用工事への挑戦 三重県商工会連合会

中部 三重県 伊勢市 南勢糧穀株式会社 1190001006860 顧客ニーズを捉えたリパック（包装）業務による新分野への挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 松阪市 株式会社Ｍ’ｓＪＡＰＡＮ 4190001019942 コンテナ製造から空間の提供に 松阪商工会議所

中部 三重県 亀山市 三重コンドー株式会社 2190001003502 新たにアルミ専用の加工工場を建設し電気自動車（ＥＶ）のアルミ製車体部品の製造への進出事業 神谷　隆生

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社ハマムラ工業 1190001006258 「健康寿命を伸ばす」がコンセプトの新しいトレーニングジムの設営 株式会社三十三銀行

中部 三重県 志摩市 美舟駐車場 顧客ニーズを捉えた観葉植物の販売による新分野への挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 度会郡大紀町 有限会社中部レジャー 7180002042025 「釣り人ファースト」の釣り船事業への挑戦～地域おこし協力隊と共に～ 株式会社三十三銀行

中部 三重県 亀山市 株式会社ナベカ 4190001003459 廃プラスチック等リサイクル原料を使用したマスターバッチ製造による新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 伊勢市 株式会社ＭＯＪ 7190001029063 ＥＲＣＭ（有機物減容装置）によるＳＤＧｓに対応した環境負荷低減型移動式電子リサイクルシステムの構築 三重県商工会連合会

中部 三重県 鈴鹿市 エムツー 整備技術を駆使した一般高級スポーツカーの一括管理サービス 株式会社三十三銀行

中部 三重県 四日市 有限会社カーオーダーＭ 1190002023269 ヒトとＩＴテクノロジーの融合。デジタル指定工場整備業への転身 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 志摩市 有限会社Ｚｅｎ　Ｔｒａｄｉｎｇ 3190002010348 子供たちに教育的体験を届けるグランピング施設の建設 株式会社三十三銀行

中部 三重県 鳥羽市 ざっこＣＬＵＢ 世界に先駆けた独自開発の　活け締め熟成イセエビ加工技術でオンライン販売へ業種転換 鳥羽商工会議所

中部 三重県 四日市 株式会社バース 3190001016882 あらゆるメーカー車に対応したレーシングカー専門のファクトリー事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 松阪市 有限会社快楽亭 8190002013734 日本料理店による「ベビーフード（乳幼児用中間食材）」の開発・製造・通信販売 桑名三重信用金庫

中部 三重県 南牟婁郡御浜町 株式会社タケウチ 1190001026363 ポストコロナ時代に適応するＤＩＹユーザー向けデジタルプリント事業の開始 新宮信用金庫

中部 三重県 鈴鹿市 ＮＯＶＩＴＡ　ＦＡＲＦＡＬＬＯＮＥ 地元食材を活かしたテイクアウト・デリバリーや商品販売を行う新たな飲食事業の展開 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 四日市 株式会社ダイシン 8190001017208 コロナを乗り越え下請け１００％からの脱却「ファインバブル装置の製造・販売」 株式会社三十三銀行

中部 三重県 南牟婁郡紀宝町 ｍａｒｉｃａｍ 自己保有の遊休不動産を活用した多様的新事業サービスの提供 三重県商工会連合会

中部 三重県 鈴鹿市 フヂイエンヂニアリング株式会社 9190001018865 電動キックボード製造における国内サプライチェーン構築と海外販路開拓 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊賀市 株式会社平本精機 8190001026019 新工場建設と５軸加工機による医療・半導体分野への事業展開 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 三重郡菰野町 アースワンファーム株式会社 6190001026458 地産地消の農産物によるテイクアウト、ドライブスルー方式のご馳走おにぎり　総菜弁当の販売事業 株式会社マックコンサルタンツ

中部 三重県 名張市 マルト建設株式会社 5190001009562 間伐材や林地残材の問題も解決し、陸の豊かさを守る事業 株式会社シザコンサルティング

中部 三重県 桑名郡木曽岬町 有限会社亀和組鋼業 8180002005906 バイオマスプラスチック用原材料を廃棄物系バイオマス資源から製造する新分野展開 公益財団法人中部科学技術センター

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社高真 4190001004993 加熱調理を導入！！飲食店のセントラルキッチン化を支援！！ 株式会社三十三銀行

中部 三重県 桑名市 株式会社ラッキータウンテレビ 3190001012320 ５Ｇと顔認証システムを用いた本人確認システム・ＤＸソリューションの展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 鈴鹿市 近藤緑化株式会社 9190001004972 春夏秋冬の緑化木、花木、山野草を配した四季の森を満喫するテーマパーク事業 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 伊勢市 株式会社ロジセンス 4190001021733 「キャリアベース三重　起業・就職・移住拠点」（仮称）の開発・運営事業 伊勢商工会議所

中部 三重県 伊賀市 西川技研 パワー半導体用基板製造に使用する極小径ＰＣＢドリル研磨加工の供給 三重県商工会連合会

中部 三重県 松阪市 ウラタ木材株式会社 7190001011145 木材仕上げ加工事業の新分野展開で事業再構築を目指す。 三重県商工会連合会

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社南条製作所 6190001005263 再生可能エネルギー拡大に伴う洋上風力発電事業への転換 北辰コンサルティング株式会社

中部 三重県 伊賀市 宏洋配管機器株式会社 1190001008469 難削材の高度なＱＣＤに対応できる生産体制の構築により新分野の旺盛な需要に対応 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 志摩市 株式会社旅館満潮 8190001008116 コロナ禍のマイクロツーリズム・日帰り旅行需要を捉えた全面オーシャンビューのバーベキューレストラン事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

中部 三重県 四日市 株式会社　ｓｈａｎｔｉ 8190001021003 企画デザイン力を生かしたＶＲ（バーチャルリアリティ）制作への業種転換 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 多気郡大台町 ソフトママ有限会社 4190002015560 乳幼児衣料の技術を活かした赤ちゃん肌基準の成人衣類による新規顧客開拓 三重県商工会連合会

中部 三重県 松阪市 福島工業 電子分解炉・製炭炉を用いた革新的なリサイクル業 松阪商工会議所

中部 三重県 伊賀市 西ざわ笑店 精肉販売業への進出とオリジナル商品の開発・販売による事業再構築 上野商工会議所

中部 三重県 松阪市 株式会社伊松 3190001019431 漁業を再開発させるハイブリッド型密閉閉鎖式陸上養殖を用いた６次産業への新展開 松阪商工会議所

中部 三重県 津市 株式会社一志精工電機 1190002001786 特許取得の加工技術を日本に広める金型業界の革命 税理士法人決断サポート

中部 三重県 津市 有限会社岡金フードサービス 1190002002479 既存事業との連携でシナジーを生み出す「岡金コインランドリー」 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 三田工業株式会社 7190001005411 日本の安全保障・防災・種の保存と教育を特殊ドアで貢献します！ 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 株式会社Ｉｓｈｉｓ 1190001024821 店舗型非接触セルフエステティックサービス事業計画 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 株式会社喜場 6190001023389 地域資源を活用した商品製造のための工場新設による飲食店から食品製造小売業への業種転換 三重県商工会連合会

中部 三重県 度会郡大紀町 長栄丸 「養殖の未来を切り拓く６次産業化　～多魚種加工品の年間お届けサービス～ 農林中央金庫

近畿 滋賀県 守山市 ＭＡＮＭＡ 滋賀の食材にこだわったテイクアウト専門店立ち上げへの挑戦 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 草津市 合同会社Ｐｉｓｔａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 8160003001419 美容院の新店舗展開によるメンズ専用脱毛サロンの立ち上げ事業 京都信用金庫

近畿 滋賀県 東近江市 ＡＢＡＲＩＳ 「小さな贅沢をご家庭に」食卓に本格フレンチで彩りを添える本格派テイクアウト事業 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 野洲市 牛長商会株式会社 2160001016408 滋賀県初！皮剥機の導入で鶏精肉業界の課題解決に向けた新分野展開 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 滋賀県 近江八幡市 浅小井農園株式会社 6160001011479 地域密着型女性専用ＡＩパーソナルフィットネスジムの運営 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 滋賀県 大津市 株式会社風月堂商事 9160001001733 日本初、精進料理のＥＣサイト販売＆デリバリ－事業への挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 有限会社二葉屋 6160002001578 眺望と温泉を活かした足湯カフェ事業への進出を通じた事業再構築 大津商工会議所

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社Ｂｅｌｌａｖｉｔａ 8160001022937 急速冷凍加工でイタリア料理専門店の味をご家庭へ！ 八日市商工会議所

近畿 滋賀県 大津市 アールエスティ住宅流通有限会社 8160002002335 今後増加する相続人を見据えた骨董品買取サービスの展開 京都北山税理士法人

近畿 滋賀県 蒲生郡日野町大字村 イケダ建装株式会社 8160001022061 お客様のニーズに合わせた家づくりを提供するリフォーム事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社安土建築工房 8160001011139 ホームファーミング（自給自足生活）でコト消費を提供する新しい外構工事事業 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 草津市 Ｄｏｇ　Ｔｒａｉｎｉｎｇ　＆　Ｈｏｔｅｌ　ＢＬＵＮＯ ～愛犬が最期まで理想的に過ごすには～　生活の提案と、よろず相談所設立 草津商工会議所

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社アダムス 2160001014824 地元名産牛近江牛を高コストパフォーマンスで楽しめる非接触型焼肉店 斎藤　秀樹

近畿 滋賀県 大津市 有限会社木村製作所 1160002000576 半導体関連向け電子回路実装基板の大型化と極小化チップ部品対応による提案力強化計画 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社孫幸 1160001001872 日本料理専門店から裾野を広げた日本食レストランへの事業転換 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 ウェトラブ株式会社 8120001170153 「環境配慮型疑似餌の商品化」による遊漁釣餌事業への参入 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 守山市 株式会社ハコデザインプランニング 9160001019247 今後の伸長が期待できるＨＢＬと脱毛の美容事業 守山商工会議所

近畿 滋賀県 大津市 へアドレスザズー 北比良の大自然から３つの販路で届ける１００％天然素材のアロマ商品 京都中央信用金庫
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近畿 滋賀県 彦根市 株式会社アップラインズ 5160001008914 こだわりの本格餃子のテイクアウト販売 塩津　友輝

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＨＥＪ 2160001020789 商社から製造メーカーへの転換とデジタルショールーム構築による非対面型ビジネスの確立 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社大忠堂 1160001001261 コロナ禍での「需要の変化」を反映した新製品で経営多角化を図る 大津商工会議所

近畿 滋賀県 栗東市 ＳＴＵＤＩＯ９６ 障がい児童の身体機能向上に特化した放課後等デイサービス 山部　浩平

近畿 滋賀県 大津市 日の丸写真館 アウトドアも楽しめるガレージハウス型一棟貸しコテージの新展開 京都信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 有限会社村木アセット・コンサルタンツ 9160002002499 コンテンツ重視のＷＥＢ情報発信による地方空きビル価値再生事業 高杉　勝裕

近畿 滋賀県 大津市 株式会社スピードワゴン 9160001004117 地域金融機関と連携した商品開発が可能なＥＣプロデューサー事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社タマキトラストブレイン 6160001012469 事業投資高収益建物「木造戸建て住宅風集合住宅」の開発と販売 大津商工会議所

近畿 滋賀県 大津市 株式会社メンタル・パワー・サポート 6160001003757 福祉型職業訓練校（就労継続支援Ｂ型）『こころベース』 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ

近畿 滋賀県 米原市 トーワ測量株式会社 4160001007958 琵琶湖の外来魚を活用！ブラックバスバーガーが売りの倉庫カフェ運営 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 近江八幡市 有限会社八幡工作所 8160002010775 極厚鋼板反転機の開発による工場自動化及び省力化、労災や人材不足に対処 株式会社関西みらい銀行

近畿 滋賀県 近江八幡市 メニックス株式会社 1160001011335 １００人以上の機械設計エンジニアが在籍する企業の、医療機器製作等のものづくりへのチャレンジ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社カルネ・ジャパン 1160001010709 関西初！長期熟成純国産生ハムの製造販売における工房兼、店舗の開業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 ラクエ 地域素材を使用したナチュラルワイン製造のための醸造所新設とワイン製造卸売り及び通信販売事業 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 草津市 有限会社テップス 4160002012247 加工工程の内製化による半導体製造装置向けの高精度製品の製造計画 シェアビジョン株式会社

近畿 滋賀県 大津市 有限会社清元楼 9160002000560 食品製造事業を立ち上げ、近江の食を広く世界に発信する ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社ユーベスト 9160001019131 コロナ禍で求められる非対面・非接触を実現する無人ホテルで新事業に挑戦 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 大津観光株式会社 3160001000377 収穫・温泉・グルメをセットにした体験型商品で新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 滋賀県 草津市 株式会社駒井工作所 8160001013770 ＥＶ市場をはじめ、複数市場への新たなる進出を可能にする、精密モールド金型等製造へのチャレンジ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 カーワークスリバイブ 塗装技術を活用した大型トラックのオーダーメイド塗装への挑戦 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 高島市 株式会社植杢 1160001011822 建設業から遊具製造業への新分野展開による新規市場への参入事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社カネ初 9160001005503 見て感動！食べて感動！滋賀県唯一の地鶏“近江しゃも”のテーマパーク建設計画。 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 Ｔａｕｐｏ 滋賀県産食材を活用した自家製ピッツァを冷凍して世界に販売する事業 田畑　一佳

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ナカガワファクトリー 4160001013733 自動倉庫システム向け駆動部品などの中ロット量産体制の構築 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 滋賀県 大津市 株式会社日下部製作所 8160001003375 ＥＶ用精密金属部品の量産化技術確立による新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 丸安茶業株式会社 2160001005328 １４０年の歴史を誇る滋賀の老舗製茶会社による文化発信型茶寮計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 蒲生郡日野町 株式会社ウノ有機 7160001011759 産業廃棄物中間処理業の実績を活かしての新たな処理方法への進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社真翔 1160001018537 「建設女子育成＆女性向け電気工事サービス事業」を通じた事業再構築 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 ｅＮ 地域初ペットと泊まる区画サイトとドックランを備えたキャンプ場 八日市商工会議所

近畿 滋賀県 守山市 エブリィー整骨院　 滋賀県からアスリートを輩出するセミパーソナルジム事業 京都信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社タレの秋末 1160001019989 焼肉店で培ったノウハウと経験を基にした精肉店事業へ進出 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社魚清 3160001009195 冷凍自販機による滋賀県の名産品セレクションの販売 塩津　友輝

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＷｏｒｌｄＬｉｎｋ　Ｐｒｏｔｅｃｈ 3160001020631 ドローン測量事業の新分野展開による事業再構築 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 草津市 株式会社藤田 6160001013120 内製化をきっかけに卸売、製造、小売、施工の一貫体制の構築を図る 京都信用金庫

近畿 滋賀県 東近江市 有限会社高野製作所 7160002009661 医療分野へ進出するために高精度量産型加工設備導入で事業再構築を図る 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社池田製作所 4160001022593 医療分野に貢献する手術用補助具と医療用部材事業への新分野展開 滋賀県信用組合

近畿 滋賀県 長浜市 ＮＡＧＡＨＡＭＡ小僧 地元長浜に活気と観光客を呼び戻す！伝統と革新の融合したレトロモダンカフェ 栗田　一人

近畿 滋賀県 守山市 ＤＥＬＩ＆Ｃａｆｅ一汁三菜 工場新設による食品製造業への業種転換と販路開拓による売上拡大 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 株式会社北井工務店 5160001000540 創業１００年の工務店のモノづくり力を活かした、廃プラリサイクルによる新製品開発へのチャレンジ 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社ノサカ青果 3160001017999 海外輸出を見据えたこだわりこんにゃく・惣菜製造事業への進出 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 Ｂａｒ　Ｔｈｉｓｔｌｅ サロンバーが作るクラフトビールと地元食材を用いた料理とのペアリングへの挑戦 彦根商工会議所

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社エスウィン 4160001009401 地場産業（近江の地酒）とタッグを組んだアフターコロナ時代の産業革命に追随する自社ブランド力の確立事業 大辻税理士法人

近畿 滋賀県 草津市 株式会社岡田製作所 3160001000336 高精度の丸物金属部品の内製化による業態転換 株式会社商工組合中央金庫

近畿 滋賀県 栗東市 山科精器株式会社 2160001013537 専用工作機械で培った設計・製作技術を転用した食品分野と搬送分野の事業開拓 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 蒲生郡竜王町 株式会社若井農園 7160001022376 有機米専用の乾燥・精米調整施設を活用した有機白米の卸売および輸出と有機米の乾燥・精米調整作業受託事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 エル・エイ不動産株式会社 2160001014394 近隣飲食店とタイアップするゴルフシミュレーションバー ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 栗東市 さわやかグループ ペットとの共生を目指した障碍者向けグループホームの新規設立運営 田畑　一佳

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社マツバヤシ 5160001008773 カーボンニュートラルの実現に向けた水素エネルギー市場への新分野展開 山本　高久

近畿 滋賀県 長浜市 コクユ株式会社 6160001007782 低炭素エンジン・ＥＶ部品製造によるカーボンニュートラル事業への参画 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 草津市 株式会社近江フーズ 1160001019469 滋賀名産「近江牛」等をふんだんに使用した、惣菜パン製造販売事業への参入 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 栗東市 有限会社ハーベスト 5160002013418 自社生産によるＳＰＡ体制の確立によるソリューション解決型製造への転換事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 鈴木電機 シートベルト製造省力化自動端末機製造事業進出によるⅤ字回復の実現 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 有限会社金岡組 6160002008012 建設業のノウハウを活かし、新たに交通誘導警備事業を開始する 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社高栄ホーム 6160001000754 快適で安全な『小規模ハウス（トレーラーハウスとタイニーハウス）』の販売 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 長浜市 常政米穀店 長浜市地域の女性正社員雇用を創出する小荷物配送事業の承継 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 守山市 株式会社ＦＲＥＹＪＡ　ＧＡＲＤＥＮ 4160001016967 今までに無い大人女性のためのエレガントなセルフエステ店の新展開 守山商工会議所

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社狩野重機工業 7160001007798 地元重機クレーン会社が重量物に特化した倉庫業とレンタル業等に新分野展開既存事業のリソースをフル活用し総合力強化を図る！ 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 栗東市 エース機工株式会社 4160001013279 金属加工技術の高度化による成長分野である医療関連機器市場への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 守山市 有限会社林農園 1160002014700 農業体験型テーマパーク事業（第６次産業）への取り組みによる事業再構築計画 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 スプーンスイーツマーケット 質の高い食体験を提供するグルメバーガー専門店 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社ＺＥＴ　ＳＹＳＴＥＭ 9160001016327 カーボンニュートラル時代に向けた水素生産設備の製造販売 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 株式会社新井製作所 2160001000064 水・衛生インフラ分野への新規参入に向けた大型射出成形事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 守山市 株式会社ｅせいゆう住宅 1160001016103 セルフリノベーションをトータルサポートする体験型専門店への業種転換 守山商工会議所

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社近江八幡ステーションホテル 8160001010685 ビジネスホテルの生き残りをかけたワーケーション事業への展開 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 中居電子工業株式会社 6160002008417 コロナによる国内生産回帰を転機と捉え「組立」事業で新分野展開！ 三須税理士法人

近畿 滋賀県 近江八幡市 三河自動車株式会社 2160001011004 自動車販売・整備業の経験を活かしての自動車架装への進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 蒲生郡竜王町 有限会社徳本輪業 3160002010986 自動運転を見据えた特定整備対応の先進自動車検査場新設 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 草津市 増田運送株式会社 1160001001807 脱炭素社会に貢献する物流事業「定温倉庫事業」の開始 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ジーングロス 2160001018461 広告業で培ったＷｅｂエンジニアのノウハウで主婦の社会進出支援 税理士法人滋賀総合会計

近畿 滋賀県 高島市 株式会社Ｂｅスマイル 4160001012256 Ｂｅスマイル版まごころサポート 税理士法人淡海総合会計

近畿 滋賀県 湖南市 株式会社ＧＡＦＣＲＥＡＴＥ 4160001005689 立体ウォールアートのサブスクを中心とした現代アートの販路開拓事業 湖東信用金庫
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近畿 滋賀県 大津市 松原遊船有限会社 6160002001768 琵琶湖畔にてコーヒー豆焙煎と焼菓子の製造販売およびカフェを新設する計画 鈴木　康夫

近畿 滋賀県 草津市 株式会社フリーペーパー道の駅滋賀 9160001017449 滋賀県情報サイト「ＳＨＩＧＡＩＤＯ」（シガイド） 北浜グローバル経営株式会社

近畿 滋賀県 野洲市 スプーン守山店 無添加ソーセージの卸業と無添加地元野菜を提供する直売所・ＥＣ販売 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＣＳ香里 4160001004492 ワインバーを併設した民宿施設経営への多角化事業 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 滋賀県 米原市 有限会社伊吹オイルサービス 4160002006273 “親切な人の価値”を生み出す、滋賀県初！スプリット型ガソリンスタンドが展開する買い物代行サービス事業 藤　崇之

近畿 滋賀県 大津市 ニューワンズ株式会社 8160001004357 自社開発した日本式認知症統合療法メソッドによる高齢者グループホーム事業進出 角谷　雅子

近畿 滋賀県 長浜市 佐藤酒造株式会社 7160001007930 卸売酒蔵から観光酒蔵へ　観光業への参入を可能にする社屋改装事業 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社和 9160001021789 琵琶湖上で飲食・宿泊可能な屋形船レジャーとバスボートのメンテナンス事業 花山　和士

近畿 滋賀県 長浜市 ＴＡＳＳＥＩ株式会社 1160001007944 持続可能な環境負荷の少ない土地造成向け資材の製造販売 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 蒲生郡竜王町 有限会社大成電気 6160002010983 電気工事業務と電気保安管理業務のワンストップ運営事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社オーエムテクノ 2160001010674 健康ラドン浴「地域コミュニティサロン」事業 菅野　浩司

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社Ｎｅｔ　Ｃｒｅｗ 6160001007766 内装工事業、保育事業等で培った高品質のサービスで介護ビジネスへ進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 高島市 株式会社松本石油 9160001012053 ｅスポーツを通じた人材育成及びコミュニティ創出事業 ベンチャーパートナーズ株式会社

近畿 滋賀県 高島市 旭合繊維株式会社 5160001011793 プリント基板用耐熱クッション材基布への新規参入 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 長浜市 有限会社ホクト 1160002007357 地域の魅力を発信！過疎地域に活力をもたらすカフェ運営への挑戦 株式会社関西みらい銀行

近畿 滋賀県 近江八幡市 近江の町家　門 県内初となる、自社栽培の無農薬国産レモンを使用した商品加工販売事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社Ｓｕｓｔａｉｎａｂｌｅ　Ｌｉｆｅ　Ｔｈｉｎｋｉｎｇ 9160001021533 都市型カレー店と飲食店の生き残りを賭けた当社だからできるＦＣ展開 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 高島市 株式会社七黒 8160001016963 足場事業専用マッチングシステムと課題解決型資材の展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 守山市 株式会社ＣＯＬＯＲ 1160001019477 フォトウェディング事業への進出を通じた新たなスーツスタイルの提案 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 守山市 クラシード滋賀 新鮮野菜の宅配事業で社会貢献。ポスティング会社の業種転換事業 守山商工会議所

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ＣｏｍｅＡｌｉｖｅ 9160001018050 不動産事業で培ったノウハウを活かしたペットサービス事業の展開 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社いのうえ 2160001000163 脱観光事業売上依存症「地元の・簡単・おいしい・便利」をお届けする自社製造工場新設計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 長浜市 湖北精工株式会社 9160001006617 電気自動車用　生産機械製造業への新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 米原市 ガレージ　アンリミテッド 認証工場取得による車検整備の内製化及びＥＶ充電設備等の導入 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＷＩＹＮグループホールディングス 7130001060148 ペットのデジタルオークションシステム環境の構築 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 株式会社高橋重機 2160001008479 場所打ち杭の撤去事業へ進出し地域住民が安心できる街づくりに貢献する 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 中山運輸機工株式会社 9160001001452 大分支店遊休地を活用した一時保管事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社福冨 5160001020407 滞在時間を重要視した高級感のある「一棟貸し」施設の提供 ウィズアップ税理士法人

近畿 滋賀県 草津市 株式会社野村製作所 2160001019831 最新レーザ加工機等を活用したリチウムイオン電池用部品への新分野展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 滋賀県 大津市 日伸工業株式会社 3160001000063 自動車部品の内面清浄度を高める技術を医療用部品への新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 米原市 藤田株式会社 4160001007009 地場産業活性化に寄与する「できたて布団」のＥＣ販売事業！ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 サンシャイン株式会社 4160001018749 滋賀県初の多文化共生タイプの障害者就労継続支援Ｂ型事業へ進出 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 高島市 株式会社中田運送 4160001012000 「繊維のまち」高島市で倉庫業を開始ー地域全体の生産性向上に挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社スマイ印刷工業 1160001013430 印刷業で培った技術を活かした生きくらげ栽培・加工品の販売事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 有限会社びわ鮮 7160002008515 琵琶湖の天然鮎を一年中いつでも日本中の食卓へ 大辻税理士法人

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社アクアバンカー 4160001010631 古着業界を変える！箪笥に眠っている女性の洋服を「街のクローゼット」で販売 横山　禎一

近畿 滋賀県 大津市 有限会社ガルーダ 2160002002183 びわ湖畔で本格的なサッカー指導が受けられるフットサル事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 守山市 株式会社ＢＥＳＳ京神 8160001015429 自然素材とデザイン性を融合した個性的な注文住宅事業で培ったノウハウを元に、新たに分譲住宅販売＆中古住宅仲介事業に進出 株式会社商工組合中央金庫

近畿 滋賀県 大津市 叶商事株式会社 5160001004541 タクシー事業への新規参入による雇用の維持・拡大と新たな雇用の創出 尼崎信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社江戸屋 6160001019035 オーヴェルジュ×グランピング＝鏡岡 松本幸雄

近畿 滋賀県 大津市 菱和ホーム株式会社 4160001004328 新たなモデルハウスとＶＲ技術で実体験を活かした設計による、高性能で環境と共生するデザイン性の高い住宅販売で差別化する事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 有限会社フクハラファーム 1160002008553 高収益作物の端境期における卸業務への転換 税理士法人吉永会計事務所

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社サンエイ 5130001017422 セルフ写真館を集客のツールとする事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 城陽市 株式会社凪祥 7130003003286 京風老舗漬物店が和菓子製造事業に参入し新分野展開に挑む 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社友添商店 3130001051282 健康的でお洒落な食事体験を通して、お客様の１日をちょっと特別にするデリカテッセン 爲國　淳史

近畿 京都府 京都市左京区 京都一乗寺　もんじ家 家飲み需要拡大に対応する調理済冷凍もんじゃ焼きの開発と販売 ミカタ経営株式会社

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社プレッセント 8160001016765 日本製の健康関連商品・美容品の越境ＥＣ販売事業への参入 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社オーガニックｎｉｃｏ 8130001045362 有機農業スクール及び受託開発体制の構築による収益基盤拡大計画 猪口　建太朗

近畿 京都府 京都市伏見区 クリーンスペース株式会社 6130001025440 地域で支えあう共生社会の実現を目指す障害者共同生活援助事業 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ミュウ 5130001050877 苺の専門知識と当社デザイン力を活かした販路拡大のための生産工場等の設立 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 Ｆｕｔｕｒｅ’Ｉ’Ｍａｒｋ株式会社 1130001053074 人々のダイバーシティを重視した次世代の採用媒体の構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 帯の仕立て屋　山春 しゃぶしゃぶ店の新規展開による事業再構築計画書 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

近畿 京都府 相楽郡和束町 和茶園 プライベートツアー対応　醗酵茶体験ツアー 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社鶴屋長生 3130001001361 和洋が融合された新しいお菓子を新コーポレートサイトから発信！ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 西田養鶏場 地産・地加工・地消費！ポップアップストアを備えた無人食品販売店 西田　昌司

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社トレジャーサービス 8130001045387 女性・ファミリー層向け中華料理店への新分野展開計画書 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

近畿 京都府 向日市 ちりめん山椒千京 模倣困難な販路と商品開発力を活かし挑戦するこだわりの焼き菓子 廣岡　茂男

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ＣＬＯＶＥＲ 2130001068303 既存事業とのシナジーを最大化するコインランドリー事業の構築 小林　正則

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社Ｌｉｕｔｅｒｉａ－ＴＡＫＡＤＡ 4130001051109 弦楽器専門店による弦楽音楽に特化した専用ホールの創設事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社ＳＬＥ 7130002020539 自社ＥＣサイトおよび海外向けＥＣを構築して、国内初の日本国産ウェイクサーフィン用品を販売する。 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社湯波吉 1130001023044 老舗京ゆば専門店による「京ゆば料理」店への業態転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 シャンブルドットルブラン Ｗｉｔｈコロナを見据えたペンション事業と京都産食品のテイクアウト及びレストラン事業の推進 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 有限会社ジェイホッパーズ 7130002019135 公道を走らない中古車両（トゥクトゥク）を活用したアジアンフード飲食店 株式会社ＫＪソリューションズ

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社鶴 2130001034767 「ナイショの京都」～築９０年の織物商宅での特別な京都のひと時体験事業～ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社八百紀 4130001064944 青果販売業から食堂経営とネット業務発注販売システムの導入 小林　勝彦

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社モト・レガシー 1130001064971 オートバイ塗装サービスで広げる、サステナブルなバイクライフ提案事業 田畑　一佳

近畿 京都府 宇治市 株式会社フーズクリエイトＭＩＴＳＵＹＡ 7130001042567 卸売業が始める、食材の入手に困っている在留外国人向けネット小売業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社アイビ建築 2130001013705 超次元の「断熱・気密」技術を活かした「高性能リフォーム市場」開拓 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社第一製作所 7130001032808 事業承継を見据えた空き家・不動産売買事業への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社たん熊本家 5130001018032 食の多様性に対応する料亭として業界を牽引する存在となる計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社祇をん工房 8130001014284 感染リスクを抑えたイートインサービス提供による売上回復計画 名古屋商工会議所
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近畿 京都府 京都市北区 合同会社京都ｃｈｅｆ’ｓカンパニー 7130003005547 イノベーティブな技術で絶品の時短パスタとスープ専門イタリアン 山口育男

近畿 京都府 京都市右京区 魚倶楽部錦はたなか 飲食店のスペースを改装して京の干物の味を全国にネット販売でお届け 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 ル・ブラン 地元食材を活かした「洋食×和食」レストランで地域を活性化！ 株式会社但馬銀行

近畿 京都府 南丹市 有限会社弘悦 1130002003689 野菜ジャムやペーストの新規開発で南丹野菜の魅力を再発見 白川　淳一

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社大栄製玉 1130002007368 京都島原で玉子製品提供事業 有田　耕介

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社いつつじ 6130001002530 新規マーケット創出に向けた昆布の魅力を最大限に引き出す「昆布ラーメン」開発事業 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社Ｂｏｎａｆｉｄｅ 4130001063657 バル業態から自身の経験を活かした鉄板焼き専門業態への事業転換 株式会社アサユナイト

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社１ｅｒＥＴＡＧＥ 6130001059760 ドライフラワー等で装飾した本格飲食店（テイクアウト含む）をオープン 京都中央信用金庫

近畿 京都府 向日市 Ｂａｒｂｅｒ　Ｃｌａｐ 理容業・美顔術業から美容脱毛業への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 藤平陶芸有限会社 5130002010194 京都・登り窯隣に若者向け体験空間を整備、伝統工芸を未来に繋ぐ 有田　文茂

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社イノベーション 7130001044209 ドローンを用いた点検サービスへの新分野展開でコロナ禍を乗り越える 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 権治 革小物職人が創るエシカル素材を使用したキャンプグッズへの新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社リベルテ 5130001053137 誰でも簡単にセルフ撮影もできる、レンタル着物の撮影サービス 登尾　源一郎

近畿 京都府 京都市東山区 東寿し 本格的な日本料理を全国・世界に向けた販売に係る加工場開設事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ｉ－ｇｒｅｃ　Ｋｙｏｔｏ 4010901034414 フランス製品の個人輸入と日本製品の海外輸出事業の展開 道浦健治

近畿 京都府 宇治市 株式会社Ｄｉコーポレーション 3130001048056 コロナ禍のウイルス対策需要に応える、光触媒コーティング事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社エルエスティ 2130001031426 京都ならではの和婚を強みとしたフォトウェディング、その他撮影事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 相楽郡精華町 株式会社恵葉＆菜健康野菜 1130001056168 自動化・ロボット設備導入による収益性の高い植物工場事業の構築 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ヘルスファクトリー 3130001050318 地元の有機野菜を味わえる、こだわりの炭火・鉄板焼き屋に挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 西村鮮魚店 コロナ不況に打ち勝つ　環境問題と安全運転を考える自転車ファッション計画 ＮＩＯ税理士法人

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社オーヤマホーム 8130001028474 遺品に対する「鑑定」ポータルサイト運営事業 京都商工会議所

近畿 京都府 木津川市 愛犬の湯パチャママ 飼い主が学んで自立できるトリミング事業 奈良商工会議所

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社陶葊 3130001009487 海外向け新商品における企業向けＢｔｏＢ専用サイト及び運用体制の構築 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社キャリアス 5130001047163 倉庫の空きスペースを利用した「ゴルフコミュニティー」 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 Ｒｅｌｉｅｒ８１ 着物、帯を使用したアパレル雑貨を展開するアップサイクルブランドの設立 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ベストライフ 5130001032000 京都の工務店が取り組む「住宅廃材」を活用したリユース事業計画 くじら税理士法人

近畿 京都府 京都市伏見区 醍醐窯荷平 ＢｔｏＣ取引への進出に向けた新ブランド構築及び販路開発事業 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 奥田しば漬本舗 自社ブランド商品の開発製造による、内食・中食市場への展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 丹険丸 釣り人待望の遊び心を満足させるウッドルアー製作工房 京都府商工会連合会

近畿 京都府 向日市 ノ－スリバーテック 過去の経験を活かした店舗・ネットでの珈琲豆販売の開始 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社サイキ商会 2130001020825 有機・無農薬の京都の野菜・果物を活用した加工食品の小売販売による業態転換 若杉　拓弥

近畿 京都府 京都市中京区 京町家イタリアンろんくす 地元京都に愛されるチーズケーキのオンライン販売事業 税理士法人ｂｅ

近畿 京都府 宇治市 オートクラフト 旧車・スポーツカーに特化した中古車販売事業を展開 金園　英也

近畿 京都府 京都市西京区 デザインファクトリー　リラックス 京滋のアートを発信する　Ｄｅｓｉｇｎｅｒｓ　　Ｃａｆé　＆　Ｇａｌｌｅｒｙ 税理士法人北浜・中西会計

近畿 京都府 京都市中京区 京都インバン株式会社 1130001023267 印章店がテイクアウト専門店へ新規マーケットに参入し共存する 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社タシン 4130001033825 スポーツに特化した鍼灸医院開業による事業再構築 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市北区 プント株式会社 6130001060264 人もペットも健康に。ホルミシスルーム新設とドッグスキャン導入 德元　利貴

近畿 京都府 京都市左京区 佳耀工房 ガラス工房がカフェ＆店舗併設のコト消費型の工房にリニューアル 京都商工会議所

近畿 京都府 長岡京市 ミスターラーメン 無人冷凍餃子販売店舗の新設 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 かねだ接骨院 コロナかを乗り切るための脱毛エステの導入 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社様様 4130001036332 コロナ禍をチャンスに変えるセントラルキッチンによる新しいビジネスモデルの構築 洛陽税理士法人

近畿 京都府 京都市東山区 東　公亮 京都府南丹市の非日常自然空間でポストコロナの生活様式に寄与する新たなキャンプ場実現計画。 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 フィールドアロー株式会社 3130001046398 「和食のファストフード」　家具業がテイクアウト業へ事業展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ジャスコム 4130001021185 スポット求人マッチングオンラインシステム“ＧＡＰ　ＴＩＭＥ”の構築事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社高野屋貞広 6130001011102 和菓子の贈る、贈られるコミュニケーションを通じて、上質なライフスタイルを提供する企業への成長事業！ 京都信用金庫

近畿 京都府 城陽市 エムテック 家屋職人の技術を継承するための、インダストリアルインテリア販売事業 レンタルＥＣ株式会社

近畿 京都府 京都市北区 勝ふみ 京都・花街　新規お茶屋事業再構築計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 ブーブーコミュニティ 軽トラックのオリジナル部品製造 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社アートクリック 5130001053946 ノベルティポータルサイトで、あなただけのオリジナルデザインを 井上　拳

近畿 京都府 京都市中京区 吉忠マネキン株式会社 6130001023072 ロボット外装デザイン　試作・特注制作 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ウミヒラ 6130001010070 医療機器開発で培った「考案力」を活かし、オートバイカスタムパーツ市場への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 心りらる～む薬のマキノ 体を内側から守る薬膳学と薬膳料理教室 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社えがおメディカルケア 2130001052554 広域変調波ＥＭＳで骨盤底筋群を鍛えて尿トラブルと産後トラブルを解消する 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 合同会社茶道体験古都 2130003005865 農村での心と身体のウェルネス旅行体験と生姜茶の卸売・小売り事業 紫野税理士法人

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ビジョン 3130001050755 プライベートジム＆貸スタジオの運営 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 王　杲 ＩｏＴを活用した居住型プライベートオフィス貸出し事業の開発 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＫＬＵ 8130001060634 冷凍フライドチキンのＥＣ及びテイクアウト販売への新分野展開 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市伏見区 鳥響 独自メニューを取り入れた有名ラーメン店のチェーン展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 大原リバーサイドカフェ来隣 オーガニック米を使用したおにぎりの移動販売事業による業績回復 Ｍ＆Ｎ辰巳税理士法人

近畿 京都府 京都市左京区 合同会社いち鈴フーズ 1130003007607 焼肉事業のリソースを活かした、ラーメン店営業への事業転換 サポート行政書士法人

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社紅 4130001006327 祖母から受け継ぐタルトタタンで全国通販洋菓子市場の新規開拓事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社北海舘 8130001018756 眠れる一等地・東本願寺前にぎわい再興を目指す、テイクアウト・カフェプロジェクト アイネックス税理士法人

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社アサカン 3030001106187 ウイルスに強い漆器の通販ＥＣサイト構築と海外向け漆器の開発 増田　考邦

近畿 京都府 京都市中京区 ジャーニーズベース合同会社 8130003007468 日本茶文化体験型京町家宿事業 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市西京区 有限会社美馬資材工業 8130002009382 残土の改良により運搬の効率を飛躍的に高めて、自然を守る持続的ビジネスモデルの開発 洛陽税理士法人

近畿 京都府 京都市右京区 一般社団法人海外技術交流社団 1130005008743 社団スキームを利用した介護分野における低リスク低コストな人材紹介システムの構築 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 宇治市 株式会社ビーエム東洋 2130001032993 歯科業界特化型クラウド双方管理可能な円滑治療サポート総合ソフトの開発 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 ちもと食品株式会社 8130001005110 ダイバーシティー時代の未来へ「これからの食」 京都紫明税理士法人

近畿 京都府 京都市　左京区 アペリラ オンラインで日本全国へおもてなし　ハイブリッド型店舗で京都へおこしやす 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社レッドカンパニー 8130001046245 セントラルキッチンの導入と真空包装冷凍惣菜のＥＣ販売への新分野展開 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市左京区 奈尾知弥 ～先端技術を使用し、加振製法（音楽の振動で醸造）で製造する日本酒の販売～ 青木　孝之
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近畿 京都府 京都市中京区 清水ろくしょう庵 ワーケーション等に対応した長期滞在型の宿泊施設とするための改修工事 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市上京区 滝本一級建築士事務所 再建築不可物件を修繕改修または再建築可能にするコンサルティング事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社森田一弥建築設計事務所 5130001068358 建築設計事務所のデザイン性を活かした古民家宿泊業展開による多角化事業再構築 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 北山しばた接骨院 接骨院が運営する多様性のあるボディメイクプロジェクト 有田　耕介

近畿 京都府 舞鶴市 ＧＩＮＣＨ 京都産の食材を活用した麹食品製造及び飲食店への挑戦 猪口　建太朗

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ＭＥＮＲＯＫＵ 6130001066567 山椒等国産スパイスと鴨肉関連商品販売で失職仲間と再起を図る 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 永松整体療術院 オンラインと実店舗によるハイブリッド型セルフケアレッスン 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社セレサ 8130001021322 地域のカラオケ店が、セルフ癒し＆コミュニティビジネス支援で新展開 有田　文茂

近畿 京都府 京都市上京区 酒菜石慶 京料理屋の外部委託に頼らない手作り調味料の製造及び販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 きくちあつこ 自分軸を可視化する手帳の開発、販売 土方　奈緒

近畿 京都府 京都市伏見区 月光イロ 自社製造のスイーツをＥＣサイトと実店舗で販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 有限会社ウェイズ 7130002002058 ネットショップ運営代行付シェアカフェサービスの開発と販売 ミカタ経営株式会社

近畿 京都府 京都市北区 西賀茂橋お食事処まっちゃん 割烹すし店が提供する京うどん、鮮魚の実演テイクアウト事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 今井鉄工株式会社 9130001056490 ＢｔｏＣ向けアウトドア用品ビジネスへの取り組み 柿原　泰宏

近畿 京都府 京都市中京区 二葉工業株式会社 8130001022378 技術伝承　技術力を武器に後継者不在の神具製造業へ進出 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ツルヤ 7130001005136 ゴーストキッチンを利用したテイクアウト・デリバリー専門店に　よる新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 オートプロデュースウエムラ 実力あるレーサーが行うレーシングシミュレーション教室の新展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社パシフィックウエーブ 2130001043594 自社開発素材を用いた高品質マットレスの店舗販売からオンライン販売（Ｄ２Ｃ）への業態転換 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社まんてん 1130002017482 看板メニューの餃子を冷凍餃子に商品化することによる飲食店の販路拡大 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 京都府 京都市左京区 Ｒｉｓｕｓ 日本文化の象徴である日本画を融合した中華料理店の経営 花山　和士

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社児嶋商店 6130001002951 創業百有余年　京都の老舗漬物店が作る「カレーショップ」 京都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 浜名湖鰻　うな鶴 日本の食文化「うなぎ」を余すところなく頂き、次世代につなぐ。 舞鶴商工会議所

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社ＭＡＴＡＨＡＲＩ 8130001052391 ロスフラワーの再生で紡ぐ花のある暮らしをオンラインを通して全国へ 京都商工会議所

近畿 京都府 城陽市 株式会社サワダ寝具工業 3130001038412 オーダーメイド枕と寝具のサブスクリプション事業 城陽商工会議所

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ヒノボ 3130001057453 オリジナル餃子製造と無人餃子販売 横田　聡

近畿 京都府 京都市南区 株式会社アットライズ 8130001055460 建築分野向けコワーキング施設の構築・京町家リノベ事業の提供 猪口　建太朗

近畿 京都府 宇治市 エムエイチケー 解体工事業からコミュニティカフェ　事業への新規参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ネコラボ 9130001062737 瓶詰めのフレンチお惣菜テイクアウト店 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社ウエリントン 3130002024287 アンティーク家具レンタル事業 株式会社ラディカルソリューション

近畿 京都府 船井郡京丹波町 民宿きむら 自然に囲まれた休遊地と地元食材を活用したグランピング事業 伊村　睦男

近畿 京都府 京都市伏見区 着物レンタル京さくら 京都に来訪する若者向けセルフ式フォトスタジオでの撮影体験事業 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＥＶＥＲＥＳＴＲＹ 8130001044595 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける訪問・来店型のパソコン修理業から不動産仲介業への業種転換 株式会社シェアードバリュー

近畿 京都府 向日市 メディカルエステさくら想 気軽でお財布に優しい非対面型セルフエステ事業への業態転換 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市北区 株式会社一級建築士事務所ＳＴＵＤＩＯ　ＭＯＮＡＫＡ 1130001057422 公園の活性化！地域を繋ぐ　ＨＩＲＯＢＡ　事業 税理士法人ｂｅ

近畿 京都府 宇治市 株式会社エイト 3130001053650 レーザー加工導入によるパーソナルギフトアイテムの販売での新事業化 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 ＧＩＯＮ　Ｂａｒ　それいゆ 老若男女の全ての人にもっと身近な綺麗と自信を。 リトラス税理士法人

近畿 京都府 京都市右京区 ゆうきいずがあでん 京都産ハーブを使用した今までにないカルチャースクール事業の展開 ミカタ経営株式会社

近畿 京都府 京都市中京区 ｅｄｄｙｈｏｐ 手作りの洋菓子製造販売事業とこども食堂等地域貢献事業への転換 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社Ａｉｍｂｉｓｉｏｎ 7130001068356 男性の「美」をサポートするメンズ無人セルフ脱毛サロン事業で収益化を図ります 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 京都府 京都市下京区 上古屋 海の京都の自然や各種体験を堪能！地域活性化型のゲストハウス計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＯＯＺＯＲＡ 8130001063892 飲食品のサブスクリプション型通信販売と情報発信の融合事業 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 植司株式会社 5130001062848 癒しを求める世界の人々へ　—　日本の庭園文化の提案 税理士法人みゆき

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社大西常商店 3130001028149 京町家を活用したハイブリッド型工芸品の展示販売事業展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 合同会社地点 2130003003084 京都北白川の文化拠点〈アンダースロー〉のカフェ部門《タッパウェイ》の新規開店 西嶋　康佑

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社Ｇｒｉｓ－Ｇｒｉｓ 7130001031297 セルフオーダーシステムを実装した障害者雇用店舗の開発 ヒッドワークス合同会社

近畿 京都府 京田辺市 株式会社Ｉ．Ｄ．Ｈ 7130001055619 地域の美容健康を促進させるパーソナルジム事業および自社オリジナル美容商品の通信販売事業 エース税理士法人

近畿 京都府 京都市伏見区 フシミ書房 ゲームを中心とした多目的レンタルスペース事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社イン・ザ・ムード 7130002004780 製造設備及びショップの開設によるＤＩＹサービス 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社リックネットワーク 1130001023655 パソコン教室から住まい選びのコーディネート事業への転換 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市東山区 合同会社ラクレット 5130003006522 既存事業のノウハウを活かしたコロナ禍に対応できる京とイタリアとチーズの融合バル事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 日本酒バーあさくら 京町家を利用した日本酒・クラフトビール専門酒販店出店計画 株式会社福井銀行

近畿 京都府 京都市中京区 轍 京都市役所から徒歩２分。京都を代表する革新的なすき焼き屋の店舗出店 株式会社ＧＣＡＰ

近畿 京都府 福知山市 株式会社ＳＭＩＬＥ　ＫＩＮＧ 6130001067029 パソコン・ドローンスクールのノウハウを活かしたドローン代行事業への進出 福知山商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ステイドリーム 2130001042638 不動産業者と消費者をつなぐ、マッチングサイトの運営 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社ＭＩＹＡＣＯ 3130001053345 京都産ソースと京都産おかきで作る「ソースおかき」の新商品開発とＥＣ販売事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社エコ・ビータ 7130001043929 工務店から舞鶴市初の食パン専門店開業による事業再構築 京都北都信用金庫

近畿 京都府 綴喜郡宇治田原町 やましろ鍼灸マッサージ治療院 マッサージ治療院によるトータルボディケアジムの開設 税理士法人優和

近畿 京都府 京都市上京区 ラホヤ 京都Ｎｏ．１本格メキシコ料理店が行うテイクアウト・デリバリー 税理士法人優和

近畿 京都府 京都市左京区 ＬＩＯＮ　ＫＩＴＣＨＥＮ 焼き菓子と加工食品の工房の新設と飲食料品小売業への新分野展開 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 スーパーゴリラパワー合同会社 6010003030764 オンライン対面併用型の芸術支援活動と芸術家・専門家の協働コンサルティング事業の実施 田村　朋也

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ハッピー・チケット 6130001048078 地域を支え、共に繁栄する配食サービスへの新分野展開 アイネックス税理士法人

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社ティーズ・コーポレーション 9130002018390 ストレスを解消する癒しの音を電子化することによる新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 木津川市 ａｉａｉｔｕｊｉ製作所 未利用材の利活用と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 京都府 京都市伏見区 株式会社セブンシー 4130001054441 自社の事業ノウハウと企業ネットワークを活かした金属加工業人材の教育事業への参入 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社枡屋自動車工作所 1130002001544 コインランドリーのＦＣ加盟をし、新事業として展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ビジットプラス 9130001058677 サスティナブルフードを提供するカフェ経営及び多チャネルでの販売に挑戦する 京都中央信用金庫

近畿 京都府 久世郡久御山町野村 有限会社アオイ製作所 3130002027117 需要拡大の医療機器部品、地元密着の建築設備部品で新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 打田漬物商工業株式会社 6130001016621 一貫体制と総理大臣賞受賞等のブランド力をもとに、従来の漬物の概念を覆す“飲める”漬物の製造計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社翼エンタープライズ 8130001034051 デザイナーズ建築や景観保全の要求に応える高品質な建築金物の塗装等の事業計画 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市下京区 大京衣料株式会社 3130001017829 自社所有の京都町家を活用した「レンタルスペース」事業の展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 南丹市 株式会社きぐすりや 7130001035199 地産地消の食材とくつろげる雰囲気で心身を癒す老舗料理旅館が「濁酒の製造販売」へ新分野展開 株式会社京都銀行
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近畿 京都府 宇治市 合名会社もりまさ工務店 6130003004483 高性能防音性と快適性を兼ね備えた音楽用小屋の製造販売事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社ナンゴー 5130001032909 半導体製造装置のモジュール製品製造の新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社ＩＮＦＩＮＩＴＹ 1130002020354 ニューノーマルに対応する専門性の高い高級オンラインフィットネスへの業態転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社アクト 9130001009878 不具合発生率が低い！電気自動車部品製造・検査装置の設計・製造事業の開始 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 京都飲料株式会社 8130001012107 清涼飲料製造業が小売市場に進出 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 カワコー株式会社 6130001052757 内装工事事業から宝飾品展示ケース生産への新事業進出 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社弘和 9130001012667 美浜町に初めてのグランピング施設建設による地域経済発展計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 プロマティック株式会社 1160001014577 中小企業連携による５Ｇ用銅箔積層フィルムおよび独自製造装置の製造販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 グラフテック株式会社 4130001060480 中小企業連携による５Ｇ用銅箔積層フィルムおよび独自製造装置の製造販売 土江田　雅史

近畿 京都府 八幡市 第一ロール株式会社 2120001151654 不織布ロール用長尺シャフトの製造技術確立による新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 八幡市 株式会社サイバーＲＣ 5130001048698 前例のないＡＩ機能搭載による自動ホーニング専用機の開発 シェアビジョン株式会社

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ワード 6130001023196 クリエイター特化型シェアオフィス事業『ＷＯＲＤ⁺Ｐｌｕｓ』 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社京都ツクル 2130001047273 ラボを拠点とした京都の古材販売と注文家具の製造販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ａｄｄ　ｒｏｏｍ　ｐｌｕｓ 4130001061982 家族みんなで楽しむ一棟貸しヴィラの非対面＆非接触な事業に挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社コーエイ 5130002010847 冷凍自動販売機を利用した超人気ラーメン等の販売による売上向上計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社マツダ 7130001053242 自動溶接ロボット導入による建築用鉄骨からプラント用架台製造へ進出 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社たにぐち 5130001003348 老舗京菓子店による自販機でも買える「健康になれる冷たい京都名産スイーツ」販売計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 日本フットケアサービス株式会社 5130001026646 高度な専門知識を活用した既製インソール市場への新分野展開事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 南丹市 有限会社アユミ・ロジスティクス 6130002028665 自社輸送システムも活用、「店舗＋置き型販売」で売り込む京都の地産地消パン 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社マルイ 5130001058862 防水工事業からステップアップした外装トータル事業への事業転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 松村産業株式会社 9130001042722 ＩＣＴ建機を活用し既往事業と連動させ国直轄工事の新規受注獲得 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市南区 株式会社京都シールレーベル 6130001012141 検査体制を再構築する事により高付加価値シールの提案力強化事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社大野機工 5130001020137 大自然の静謐な環境で３世代でも利用できる一棟貸し民泊施設の運営 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社谷口清雅堂 2130002010008 「日常に工芸を取り込む」オリジナル陶磁器ブランドの製造販売および体験工房・ギャラリー運営による新市場開拓 松下　晶

近畿 京都府 京都市南区 株式会社咲花製作所 4130001010683 世界的に需要が高まる半導体クリーン搬送装置主要部品製造に参入 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社大誠開発設計 2130001012921 ＳＤＧｓ達成に向けた脱炭素化ＥＶバッテリーの推進事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社京建設 7130001045280 急速冷凍食品の弁当・お惣菜を中心に地域の皆様に食で貢献する事業です。 京滋信用組合

近畿 京都府 相楽郡精華町 サンシード株式会社 1122001009395 廃棄プラスチックを活用したエコロジー建材の製造による新分野進出 株式会社南都銀行

近畿 京都府 京都市北区 有限会社京漬物大こう本店 7130002003618 老舗漬物店がこだわったフリーズドライ並びに新商品開発・販売による事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 有限会社まこと 5130002034813 うなぎ寿司と鰻キットをネット販売と小売委託販売の新分野展開 舞鶴商工会議所

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社鶴清 4130001018108 京都老舗料亭旅館の歴史的建築物価値のデジタル発信による見学ツアー集客 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 京都府 八幡市 株式会社まるなか 1130001038208 老舗呉服店がフォトスタジオ（写真館）を開設し、振袖販売を増強する。 特定非営利活動法人関西事業支援機構

近畿 京都府 京都市南区 杉本めつき工業株式会社 4130001010923 企業永続のための表面処理加工対象商品の拡大と、それに伴う新たな表面処理装置設備の導入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ケイテクノサービス 9130001055402 敷地内の水道インフラ老朽化問題に対する高精度漏水検出サービスの提供 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 バッサーテック株式会社 9130001034661 好みに合った環境に必ず出会える１０種類のプライベートサウナ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 夢織株式会社 7130001002728 子連れでの訪れやすさとおしゃれさを両立するカフェの新設 ＮＩＯ税理士法人

近畿 京都府 京田辺市 株式会社オプトイノベーション 3130001061018 レーザー加工機新事業展開 税理士法人ＦＣブレイン

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社再京建設 3130001055820 京都特有の物件との相性の良さを活かした唐揚げ専門テイクアウト店の経営 花山　和士

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社Ｆｅｅｌ　Ｊａｐａｎ 2130001052166 障害児通所支援事業への参入と宿泊業を活用したワーケーションの実施 京都中央信用金庫

近畿 京都府 南丹市 株式会社木村 5130001060653 美山町で田舎暮らしと旅を味わう古民家の１棟貸しによる地域活性化事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社中村印刷所 5130002001193 品質管理システムによる付加価値印刷サービス提供の新事業。 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社宏和プロセス 1130001047860 装置導入により変形カット加工の内製化に挑戦する業態転換 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社中西塗料店 6130001003495 塗料卸売業者による調色事業を核にした事業再構築計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社西田技研 8130001066301 自社の技術力を活用したマスフローコントローラ用検査機器分野への新事業展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社京都Ｂｏｎａｐｐｅｔｉｔ 5240001055460 パン屋経営の技術により多様化するペットフード市場で犬用健康パンを製造販売する 花山　和士

近畿 京都府 京都市北区 有限会社イエローライオン 9011002035776 ３つの事業者と連携し芸能事業からグループホーム事業に業種転換 山口育男

近畿 京都府 京都市北区 株式会社京都視力センター 6130001048730 当社の自然を活用した子供の自然体験による地域の子育て支援と心の健康増進事業 花山　和士

近畿 京都府 京都市南区 株式会社プラ・オール 3130001011492 新設備導入でメッキ加工設備部品の開発による生産体制の確立 明和マネジメント税理士法人

近畿 京都府 京都市右京区 ふらっと 奥嵯峨－森のカフェ 京都商工会議所

近畿 京都府 京丹後市 林建設株式会社 6130001042832 自社の強みとＩＣＴ建機を融合させた新分野工事の受注獲得事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京丹後市 株式会社山と海 3130001054830 米農家と畜産農家の窮状を同時に救う、低コスト飼料生産事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市山科区 媽媽菜館六花　 セントラルキッチンで瞬間冷凍した食材をキッチンカーで販売 株式会社デジタルスタイル

近畿 京都府 京丹後市 有限会社アクティブジャパン 9130002033968 リサイクルができる空き家対策事業 山添　謙三

近畿 京都府 京丹後市 株式会社リドライブ 6130001059918 ＩＣＴを活用したヨガ教室とエステサロンの運営による顧客開拓 京都府商工会連合会

近畿 京都府 宇治市 アテック京都株式会社 8130001033697 産業用機械部品からヒューマンパーツサプライヤーへの挑戦 西田　隆行

近畿 京都府 京都市下京区 灰孝小野田レミコン株式会社 4130001018446 リサイクル骨材の製造で、生コン製造時の産業廃棄物の削減に取組む。 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市東山区 陶猪飼 モノ・コト・トキ消費とデジタルメディアの融合による新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社千總 3130001021640 京友禅に革新を起こす京友禅の千總による現代アートギャラリー事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社兵衛 4130001031878 川床だけでない奥貴船を「火」と「風」で表現する新事業への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 クロスセクション すべてのバイク乗りに対する新しいサロン型コミュニティの設立 登尾　源一郎

近畿 京都府 京都市上京区 合同会社ＮＵＴＭＥＧ 1130003005437 ＳＤＧｓ達成を地域産業と目指す「ＤＸ型非接触販売」による発汗時の栄養補給冷凍食品製造／販売事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 ＬＡＵＮＣ株式会社 3130001067717 タイの衣類雑貨専門のＥＣサイト「ａｓｉＭａ」の構築を伴った小売事業への参入 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ＶＥＮＴＯ 7130001058704 サービス事業者向け包括的店舗プロデュース事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 イデオ株式会社 8120002056104 ＶＲモール京都の構築による新しいネット販売方法の確立 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ウェルテクノ 5130001040358 機能面の優位性と小浜市での福利厚生レジャー実績を活かしたグランピング施設の運営 花山　和士

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ｋｉｎｏｅ 9130001054288 低感染リスクの自然豊かな淡路島におけるオーベルジュ事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社元勢 4130002022562 京野菜・果実を原料にしたカクテル及び小料理（フード）店舗開発 京都信用金庫

近畿 京都府 福知山市 新庄鉄筋鋼業株式会社 7130001042047 防錆剤塗布鉄筋提供による業態転換 細川　祐三

近畿 京都府 京都市南区 明清建設工業株式会社 4130001011839 道・街を支えた建設業の挑戦！別荘事業で地域活性化を促進する 株式会社関西みらい銀行

近畿 京都府 宇治市 大和テック株式会社 9130001038613 金属加工技術の高度化による医療機器市場、自動搬送装置市場への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 城陽市 旭日商事株式会社 9130001039792 産業廃棄物及びサーマルリサイクルからマテリアルリサイクルへ 京都中央信用金庫
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近畿 京都府 京都市南区 岸紙工株式会社 6130001009170 大型までの既存設備では製造不可である超大型段ボールケースの製造計画 京都信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 株式会社ヤマモト 8130001035917 飲食業への新分野展開で、自社鶏の高付加価値化とサプライチェーン強化 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 有限会社ＲＳオート 2130002024296 歩行機能訓練に特化した介護事業への新たにチャレンジする取り組み 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社ひろや 3130001007144 貴船神社隣地への土産店と軽食レストラン開業による若年層顧客の取り込み 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 中央観光株式会社 5130001001327 京都嵐山でハラール食材の嵯峨料理と食べ歩きミニバーガーの提供 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 有限会社寺平美術平版 6130002011209 日本初の高付加価値商品によるアニメグッズ市場への展開 株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社俵屋吉富 9130001003360 【新分野展開】老舗和菓子屋初の洋菓子開発と量販店市場への参入 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 京都府 京都市左京区 京都奉製株式会社 9130001007733 新規染工場立ち上げによる事業計画 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

近畿 京都府 相楽郡精華町 閑清居 地元農家の直売所を兼ねたフードテイクアウトビジネス 株式会社南都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社京恵商事 3130001063757 先人たちの技を受け継ぎ、日本の伝統珍味を守るこのわた製造事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 ヨシダ株式会社 2130001004084 伝統工芸品である和装文化の継承と発展 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 ホーリーライブ株式会社 1130001058032 当社のサプリメントの効果を増大させ、女性の体質改善を目的としたエステサロン経営 花山　和士

近畿 京都府 京都市下京区 ＭＡＳＴＥＲＭＩＮＤ株式会社 9130001026989 冷凍和ぎょうざ及び冷凍惣菜加工食品を開発し、中食市場へ進出 税理士法人林事務所

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社恵 7130001056864 福祉事業から大豆専門飲食業へ進出し顧客獲得とシナジー効果を目指す 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社山口製作所 5130001033205 アルミ素材の金属加工技術の獲得による鉄道市場への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 石山住宅株式会社 8130001035454 郊外戸建て需要に対応するための、ミレニアム世代向け建売住宅事業 森藤　啓治郎

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社与太呂新社 7130001019243 京都老舗ちゃんこ鍋料理店の強みを活かし、デリバリー・通販事業へ進出 ベンチャーファイナンス株式会社

近畿 京都府 相楽郡精華町 ＣＯＮＮＥＸＸ　ＳＹＳＴＥＭＳ株式会社 1120001165787 ＥＶ商用車の中古電池リユースによる大型蓄電池の開発 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 翠嵐工房 「現代の名工」の交趾焼によるＢｔｏＢ市場向けの食器、インテリア等製造販売やオンライン絵付け体験プログラムによる新市場開拓 松下　晶

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ティプロ 4080001012421 ＳＤＧｓを意識した積替え保管サービスによる運搬コスト及びＣＯ２削減の提案 株式会社清水銀行

近畿 京都府 木津川市 木本製作所 異形断面伸線加工用ユニットの製造事業の承継による自動車産業等精密機器分野への新展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 ＯＦＦＩＣＥ　ＣＯＬＯＦＵＬ株式会社 4120001169793 支援教材販売事業計画 島本　浩晃

近畿 京都府 京丹後市 株式会社ベーカリータカタ 7130001047161 自社の強みを踏まえた冷凍パン等の製造販売による新分野展開事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市上京区 京美染色株式会社 5130001002845 ＥＣ販売・小規模アパレル向け極小ロットのアパレル製品製造事業の展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 大伸機工株式会社 7130001011043 装置導入による高い寸法精度を有する部品の製造に着手する事業計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 ＰＥＰ　ＫＹＯＴＯ　接骨・整骨院 最先端テクノロジーを駆使した超精密測定による「スポーツドッグ×健康寿命延伸事業」 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社そば処やまざき 3130002000932 クルマ好き客層に訴求する旅館のモダン化改修工事と特殊カフェテラスの新設 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社小槌屋 2130001029057 パフォーマンス調理とプール付きオーシャンビューの全天候型一棟貸 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社ラボット 9130002021394 エクステリアデザイン図面の受注システムの開発 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 宇治市 株式会社アクアワークス 2130001034560 冷凍ラーメン自販機でＶ字回復！そして、飲食関連サービス業へ業種転換！ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 竹野酒造有限会社 9130002033745 世界のスパークリング市場ニーズに対応するラグジュアリースパークリング酒の生産 久保　憲司

近畿 京都府 京都市左京区 有限会社上田カーボン製作所 2130002004802 炭素端材を使用した、検査用小型カーボン容器製造の国内回帰実現！！ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社阪下石材商店 9130001020843 京都の歴史と地の利を活かした「石材の再滑り止め加工」 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 京都府熱処理事業協同組合 9130005003662 新たにＥＶ向け磁気焼鈍加工部品の供給量日本一を目指す新事業展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 上野金属工業株式会社 5130001004379 大型陽極酸化装置導入によるアルミニウム部品の表面処理事業進出 株式会社京都銀行

近畿 京都府 相楽郡和束町 有限会社和束砕石 9130002029818 鉄筋コンクリート造の解体現場で提供する瓦礫リサイクル事業の構築 株式会社南都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社西田精工 5130002014567 建機等スプライン自動化製造技術と検査強化による事業再構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 エンゼル工業株式会社 4130001014008 エンゼルものづくりＬａｂ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社拓宅 5130001062336 京の一棟貸旅館が新たに展開する現代人の「五感」を満たす貸切スパ運営 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 株式会社カーニバル 9130001005497 日本人の主食への挑戦～イノベーションとの競争から学んだ経験を食パンビジネスへ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ミートシヨツプヒロ 7130001022726 「肉のコンサル」「肉のサブスク」でウィズ・ポストコロナの飲食事業を活性化 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 合同会社蔵之助 6130003003535 メニュー豊富な低糖質・低脂質のクラフトパスタを冷凍通販する業態転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 抗菌化研株式会社 6130001000625 顧客ニーズに合った抗菌及び防腐効力の試験受託業務 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社藤や 7130001022370 老舗京料理弁当の製造販売と川床ドッグカフェに挑戦 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社池林堂半七 4130001060976 和朝食の提供および生活工芸品販売事業の開始によるインバウンド客依存の脱却 株式会社名古屋銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ソウダ製作所 3130002025871 長尺加工に特化した製造体制の確立による新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 向日市 株式会社京滋ステップ 4130001010502 次世代一般足場材を利用した公共工事への新規進出計画 窪　孝史

近畿 京都府 綴喜郡宇治田原町 株式会社上尾製菓 3130001037884 京和菓子製造技術を活かした固形型飲料のＯＥＭ受託事業への参入 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市北区 サンケイデザイン株式会社 9130001003047 スタジオ併設型コワーキングスペースと動画市場での顧客創造 清心税理士法人

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社Ａ・Ｋ錺工房 5130001025870 専門技術を活かした板金加工工房の新規開設事業 芦田　勝博

近畿 京都府 京都市南区 株式会社関ビ化工 3130001042216 再生材・バイオマス・生分解性素材の新たな溶着技術による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社典座 1130001015140 本格薬膳にこだわった無化調、メイドインジャパンの火鍋の販売事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社きかんしエムエス 9130001024126 “食”に関連する地域中小企業と“食”に関連するクリエイターをつなぐオンラインサービス事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社みかく 6130001009708 ポストコロナ社会の多様な食文化への貢献！和牛料理で全国市場の開拓事業。 北條　達人

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社印南鉄工所 7130001000244 金属加工の高度化による飲食料品加工機械分野及び医療機器分野への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 株式会社久美浜シーサイド 6130001042972 休館中の施設を魅力あるワーケーション施設へチェンジ 京都北都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社成和 7130001032741 遮音ルーバー製造による建設下請業から建材卸売・小売業参入 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 城陽市 株式会社都給食 5130001038600 新チャネル（直販・ネットとＯＥＭ・受託）でのレトルト食品販売 小林　勝彦

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社キムラ建宅 9130002022211 宮古島へのマッサージ店舗進出計画 南　博光

近畿 京都府 京都市北区 株式会社亀匠 8130001004541 希少材で高品質突板（天然木化粧板）の　加工・販売業　新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社Ｌｕｄｉｃｏ 3160002004749 新食感のパイを開発し非対面事業を強化する事業計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社石川建設 7130001026941 工場新設＆ＤＸ対応塗布装置類導入による舗装補修テープの内製化 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社さくら 9130001031849 京都初！！　最高品質の国産養殖エビ独占販売と自動販売機による調理食品販売チェーンの構築 税理士法人グッド・フェイス・パートナーズ

近畿 京都府 八幡市 三原建設株式会社 1130001038224 土木工事事業者による再生プラスチック・マテリアルリサイクル事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 京都府 京都市北区 株式会社ソフトディバイス 8130001006711 オンラインイベント向けオーダーメイド型プラットフォームＷＥＢサイトの開発と販売 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社黒桜 6340001016187 焼肉店から朝がゆ・焼鳥・串焼きの複合店の運営及び介護食製造販売へ新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 綴喜郡井手町 有限会社志木 9130002030172 既存の建築業用の事務所や敷地を生かし、カフェとマルシェに業種転換 事業承継コンサルティング株式会社

近畿 京都府 長岡京市 小森株式会社 9130001030058 ＦＣ店舗運営ノウハウを活用したレモホル酒場心斎橋店のオープン 吾郷　泰佑

近畿 京都府 亀岡市 中央技建工業株式会社 5130001035960 「新しい電池」の研究開発に係る新分野へのチャレンジ 中川　正茂

近畿 京都府 京丹後市 株式会社エスケイワイ 6130001042997 金属加工技術を活かしたチタン製フレームのメガネ事業への転換 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社桃園亭 7130001027460 「食×アート×文化」の融合で美術品の魅力を発信するギャラリー開発 京都中央信用金庫
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近畿 京都府 京都市東山区 有限会社サンヤマト 4130002009898 変化と時流のＮＥＷ・ＷＡＶＥを掴みｅスポーツで難局を乗り切る 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 みやび印刷株式会社 6130001011804 地域の高齢者に温かいお弁当を届ける高齢者向け配食サービスの展開 京都信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 株式会社パナムジカ 5130001042255 長年愛されてきたピアノの価値を担保し続ける音楽のサステナブル事業 オフィスコ税理士法人

近畿 京都府 京都市東山区 田中忠金堂 みやげ小売店からイートイン・テイクアウト店への事業転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社タイムプロデュースリンク 4130001063640 モバイル型の非接触テイクアウト主体ハンバーガー業態への参入 京都信用金庫

近畿 京都府 久世郡久御山町 アサヒフーズ株式会社 5130001033279 受託製造事業で培ってきた製造技術をベースに自社店舗販売、飲食業ビジネスへ展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 福知山市 株式会社ｉ－ｓｓ 3130001059986 国土強靭化に貢献する京都北部建設業界における経済ネットワーク構築計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 プリントプロジェクト 除菌作用を持ったオリジナルグッズのプリント加工・ネット販売への新分野展開 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社エル・オー・ジー 5130002008486 カスタム業への新分野展開による新たな価値の創造と革新 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ワントゥーテン 1120001138900 ＯＥＭ版「ＥＮＵ」 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市北区 株式会社鳥居 3130001001452 セル方式リネンサプライ事業への参入 角谷　雅子

近畿 京都府 福知山市 株式会社細合実業 2130001042068 鳶工事会社による小学校跡を活用したスポーツ施設運営事業 但馬信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社タンゴ技研 6130001042683 高度な技術力とＤＸ推進によるＤＬＣ表面成膜加工の新分野展開を通じて京丹後市の”モノづくりの町”発展に貢献 生川　友佳子

近畿 京都府 宇治市 株式会社協伸 2130001034214 京都市で初となるペット共生型障がい者グループホームの開設計画 株式会社エフアンドエム

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社嵯峨養漁場田中商店 3130001000842 食材卸起点の京都嵐山発ＤＸ型体験ブランド『嵐山茶寮』を核とする新事業展開プロジェクト 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社植よし造園 7130001016612 造園工事事業者によるランドスケープデザイン空間でのキャンプ場事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社和楽 1130003004463 ＩＣＴスタジオ併用宿泊施設による事業再構築計画 税理士法人今西総合会計

近畿 京都府 京丹後市 株式会社松田精工 7130001046601 パイプ等の立体形状かつ高付加価値製品製造の内製化による新分野展開 シェアビジョン株式会社

近畿 京都府 福知山市 ニンバリ株式会社 6130001041207 産業用ロボットによるＦＡ装置事業への進出によるＶ字回復の実現 株式会社京都銀行

近畿 京都府 亀岡市 丸亀穀肥株式会社 2130001035815 既存事業である肥飼料販売業を生かした生鮮食品直売所の開設 中川　正茂

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社インデンスタイル 7130001025877 既存事業・関連企業事業との相乗効果に優れるフランチャイズ事業展開 テントゥーワン税理士法人

近畿 京都府 京都市北区 株式会社Ｓ．Ｇ．Ｔ 3130001063385 フルーツ大福のテイクアウト専門店の開業による事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社小國製材 3130001042967 建設廃材を再生利用し環境への貢献と事業効率化が叶う新分野展開 京都北都信用金庫

近畿 京都府 与謝郡伊根町 鍵屋 伊根地域の観光資源を活用した『泊まれるシェアキッチン』への展開 藤原　千穂

近畿 京都府 京丹後市 水田重機工業株式会社 7130001042922 ＩＣＴ機器デモサイト運用による体験型提案営業及びＩＣＴ機器通信サービス 京都北都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社翔輝美工業 6130001061543 溶接の自社対応化により原子力発電所での配管メンテナンス事業を強化する事業計画 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 株式会社大東技研 8130001005028 生産用機械部品製造工程の自動化及び内製化による収益改善計画 シェアビジョン株式会社

近畿 京都府 京都市南区 株式会社Ｇ－ＴＥＣ　ＫＹＯＴＯ 4130001046620 ロードサービス事業の開始による　ＢｔｏＢ　市場の開拓 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 宇治市 株式会社青木プラス 9130001034240 環境配慮型プラスチック成形事業の新分野展開と量産体制の構築 京都信用金庫

近畿 京都府 八幡市 岩田精工株式会社 9130001037961 非鉄金属の高精度な研磨技術を導入し、半導体市場へ進出 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社魁半導体 6130001029400 プラズマ装置を用いた受託加工事業の構築 爲國　淳史

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社二井三 2130002007607 京都市東山丹波黒豆スイーツと宇治茶のコラボレートショップ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社三芳 9130001029356 観光業界に貢献するミシュラン店での宿泊複合サービス構築計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社西川製作所 4130001011376 ＥＶ自動車用の電池用途ロールツーロール設備製造で事業再構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 有限会社ミック 3130002020468 お好み焼き・鉄板焼き店から的矢カキ専門店への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ＡＬＡＮ 7130001040356 小規模資金で開業できる移動販売車の製造・販売事業 京都信用金庫

近畿 京都府 南丹市 中西機械株式会社 1130001034925 半導体の調達難等による既存事業の不振を打開するための新分野設備投資計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社５１Ａｃｔｉｏｎ 4130001059374 京都八坂リノベホテルの生最中への挑戦！　カフェとフードトラック新事業展開 岩浅　公三

近畿 京都府 京都市左京区 動かたおか鍼灸治療室 鍼灸マッサージと歯科の融合事業 中京税理士法人

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ブレインオフィス 5130001061965 京都の町を散策する歩数アプリと京都で初の温泉付き貸切京町屋事業 瀧上　直人

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社浜作 8130001009581 現代の名工に認定された老舗料理店店主による日本文化のオンライン配信計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社小松商店 4130001040152 最先端の冷凍技術を活用し、鮪を中心とした高品質な海産物を世界に販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ものがたり 4010901034645 中・長期宿泊特化型の暮らすように泊まれるホテルへの事業転換 税理士法人広中タックスサポート

近畿 京都府 京都市中京区 コミーダラティーナコスタ 京都発、世界に羽ばたくホットソース「マスカラス」の製造販売とプロモーション 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 京都府 相楽郡和束町 京都茶ビール合同会社 7130003004210 京都産茶葉を使ったクラフト缶ビールの商品開発と販売展開による、再構築実現と地域活性化 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社中島商会 2130001006964 京町家保存事業に専門特化した不動産事業の立ち上げ計画 芦田　勝博

近畿 京都府 京都市下京区 合同会社ＧＯＯＤ　ＨＡＮＤ 1130003003127 整体に漢方薬と鍼灸の力を掛け合わせる京都唯一の総合調整院へ事業転換 結城　順吉

近畿 京都府 京都市南区 三谷化工株式会社 1130001011775 メタボローム情報（網羅的代謝物情報）のデータ解析及びコンサルティング 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 有限会社Ｚａｈｎ 7130002022510 一人一人の体に合った福祉用具の製造と販売 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社モハン 5130001045984 禅の心を活かしたグッズ販売とおもてなし茶道体験事業の実施！ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社大安 8130001006744 お漬物＆お惣菜の選べるオンラインサブスクサービスによる体験価値提供 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 株式会社ライトニング 1130001059303 琵琶湖アウトドア需要の拡大に対応した船舶メンテ・保管事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 ＣＬＡＳＳＩＸ株式会社 5120001173654 ＤＸを活用した納骨・オンライン法要による社会課題解決に資する取組 大阪信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社シーサイド佐竹 4130001042875 地域の新たな「寛ぎの場」を提供するベーカリー・カフェ事業による事業再構築 京都北都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社治元 4130001032505 規格外の農作物を使用したレトルト食品製造販売業への新分野展開 宇治商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 株式会社Ｔ・Ｓコーポレーション 7130001045462 エビ加工施設の構築による食品卸売業・新業態飲食店の展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 合同会社コートデブラン 6130003005242 京北町でオーベルジュの運営事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 八幡市 株式会社チームゼブラ 9120001133349 活きたショールームとなる洋菓子店舗とＥＣサイトの整備による営業形態の再構築 糸岡　弘幸

近畿 京都府 京都市左京区 有限会社横山清和堂 8130002006388 京都観光寺院の旅行を仮想体験できるオンラインサービスの開発 米倉　徹

近畿 京都府 京都市下京区 森友運輸株式会社 2130001019090 高品質な付帯サービスを事業へ昇華～運送事業＋αで会社と地域を未来へと運ぶ事業再構築～ 税理士法人優和

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社アスネック 7130001047087 消費財メーカとの直接取引によるプリント基板部品の卸売事業への参入 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社創学社 9130001008335 習い事・能力開発カリキュラムに特化した学童保育施設の運営 京都中央信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 株式会社京馬車 2130001036185 いちごを活用した事業開発による地元亀岡観光の活性化事業 税理士法人イデア

近畿 京都府 京都市伏見区 健翔株式会社 7130001066599 観光業のノウハウで、日本での中国人観光客人気ナンバーワン焼肉店を実現 河邊　星太郎

近畿 京都府 京都市左京区 有限会社なかじま 8130002005836 バンタイプの自動車を活用した移動美容室 京都信用金庫

近畿 京都府 八幡市 株式会社島熔工所 3130001038940 鋳鉄溶接技術を活かしたポンプメンテナンス一括請負事業への進出 山本　高久

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社総合管理ムカイ 1130001039544 最新技術で京都のセキュリティの先駆けに！２４時間稼働型鍵事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ナカデケイラン 9130001009523 卵の卸売業から卵の総合プロデュース「ＴＡＭＡＧＯ－ｓｔａｔｉｏｎ」への展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 有限会社Ｓｏｕｔｈ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 4130002006350 ナッコプセやキンパの冷凍加工品を開発し、通販事業により業態を転換 株式会社ビジネスモデルサイエンス

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社プラズマイオンアシスト 1130001024372 多品種少量型から量産型ＤＬＣコーティング事業への変革 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社カンバス 8130001059081 日本の生活工芸品をグローバルに販売するオンラインセレクトショップ 京都信用金庫
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近畿 京都府 京都市中京区 有限会社ミール・ミィ 8130002020281 京都府初！都市型蜂蜜酒製造工場運営による事業転換 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市山科区 合同会社ベアクル 8130003003236 京都滋賀に特化した不動産物件情報自動連動システムの構築 クロスコア税理士法人

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社カナルトレス 1130001034702 ニューノーマル時代に強い、ハイブリッド型ビジネスモデルで地域活性化 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社おめん 9130001006116 健康を提供しファンを育てる、選べるうどんのオンラインサブスクサービス 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 ブランカ オーベルジュ運営を起点とした「海の京都」宮津の地域活性化複合事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 八幡市 応用板金株式会社 8130001038993 ウィズコロナ時代のアクセスコントロールシステムに向けた製品製造への新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 京都府 京都市西京区 洛西紙工株式会社 5130001008850 一般ダンボールケース専門工場からの脱却、多素材加工企業への新分野展開 税理士法人大髙事務所

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社小泉産業 1130001006370 都心のサラリーマンをターゲットとした個室サウナの新分野展開 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 城陽市 株式会社浜田染工 9130001038539 顧客ニーズに応える、小ロット、短納期かつ低コストな顔料プリント生地の提供 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 合同会社ｔａｍｕｒａ 4130003005913 総合リフォーム相談ができる「体験型ショールーム」事業を展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社グランドステージ 1130002019289 四駆自動車専門店によるロードサービス業務への新分野展開事業 ひかり戦略会計株式会社

近畿 京都府 相楽郡精華町 アドコート株式会社 8122001000257 さび止めを油から紙へ！　顧客の作業効率化とクリーン化を実現する防錆金属合紙の製造 大阪シティ信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ヒューマンリソースコミュニケーションズ 6130002018393 フェムテックを通してウェルネス産業に貢献できる事業展開 清心税理士法人

近畿 京都府 宇治市 株式会社豊国 3130001033066 コロナ禍の経営環境を見据えたカーシェア事業展開と地域社会・環境問題への貢献 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ｍｉｃｃｌｅ 7130001061435 障害福祉施設サービス事業へ参入し経営の安定と社会問題の解決を図る 税理士法人優和

近畿 京都府 亀岡市 株式会社ユ・メ・ミファクトリー 2130002022523 イタリア風観光農村「ピノッキオアグリコラ」における観光農村事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社岩田宝来屋 6130001008668 伝統工芸技術によるインテリア商材の富裕層向けショールーム構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社吟舞 1130001054097 フィットネスジム参入による経営リスクの分散と剣舞文化継承への貢献 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社ＰＬＵＳＯＮＥ 4130001056223 京都市内立地の利便性を活かした都市型グランピング場の運営 一般社団法人中小企業人材育成協会

近畿 京都府 向日市 株式会社リヴ 7130001024490 京都の地元地産地消の木材を活用した新しい住宅建設 京都信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 株式会社京一屋 1130001057380 お米のＨＡＣＣＰ工場新設とドローンによる商品ブランディング 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社ジャパンインターナショナル総合研究所 3130001008274 微細藻類由来の健康食品の開発・販売事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社伍八堂フードシステム 7130001059784 高質市場向け惣菜製造工場等への新たな取組 瀬口　絵美

近畿 京都府 宇治市 株式会社ミオシステム 3130001033751 プロスポーツ業界に対するＮＦＴ技術を活用したプラットフォーム事業 ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

近畿 京都府 京田辺市 株式会社ｂａｓｅ 8130001070212 東洋医学を活用した全身美容事業 有田　耕介

近畿 京都府 京都市伏見区 旭建鉄株式会社 6130001013734 ＮＣ加工機を中心にデジタル生産体制を構築し、牽引台車製造への新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社二十八 1130001053264 合成繊維の生地を用いた全く新しい着物制作・販売事業 横山　泰之

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社ツモロー 3130001027200 グループ会社のノウハウを活かし待機児童という社会問題を解消する為に、子どもたちの笑顔あふれる新規発達支援併設型保育所事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 山口工業 地域初となる老犬・老猫介護サービス施設の構築による新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社アイ・サポート 6130001060339 片麻痺患者の為のリモート型機能回復リハビリプログラムの構築 京都商工会議所

近畿 京都府 舞鶴市 浦川設備工業株式会社 3130001055077 街の水道屋から地域密着高級食パン専門店へ思い切った新分野展開 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社日本果汁 1130001044981 ＢｔｏＣ商品販売拡大に向けた工場棟の新設・製造工程の自動化による生産体制及び衛生管理の強化 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社ビバ 3130001018554 フィットネスクラブから子どもの創発的学びのプラットフォームへの事業再編 京都信用金庫

近畿 京都府 船井郡京丹波町 ＯＮＥ　ＬＩＮＥ株式会社 1130001066308 犬が最後まで楽しく暮らせる既存事業を活かした老犬ホームの設立 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社Ｓｅｃｏｎｄ　Ｓｔｙｌｅ 1130001045410 キッチンカー事業者向けセルフメンテナンス補助事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 履物関づか 和装小物製造の見地を活かしたファッションバッグの新規商品開発　及び　国内外販路開拓事業 丸岡　稔弘

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社エブリハ 8130001053679 ヘルスケア専門家によるオンラインコンテンツサービスの開発 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社Ｆ＆Ｓ 2130001048552 アフターコロナの消費行動を見据えた会員制サウナとゴルフの複合施設 京都信用金庫

近畿 大阪府 池田市 ケイ・エル・サービス株式会社 7120901002803 ７０ｍ室内アーチェリー場の開設とアーチェリースクールの開校事業 阿部　恭三

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社パーソンズアンドフードサービス 6120001152509 寿司イートインから海鮮丼テイクアウト販売への業態転換で新メニュー販売による売上Ｖ字回復 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 堺市北区 合同会社喜心 3120103003926 飲食需要における新分野での新店出店 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 守口市 トウデプラスワークス株式会社 5120001225570 フィルター組立を超音波溶着機を使用した製造方法に変更することによる業態変換 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 アクセス・ラボ株式会社 2120001226299 知識いらず！全て自動的にできるこ個人飲食店特化の会計ソフトの開発 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 ＴＰ技研株式会社 2120001162866 需要の増加している「強度評価用試験片」事業への挑戦 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社国際交流センター 9120002063834 本番さながらの「実践」を全国の方に！短期集中日本語教師養成講座の新設！ 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社Ｓｅｖｅｎ　Ｇｏｄグループ 5120001186887 専用システムと配信スタジオを導入し双方向ＴＶショッピング業態に転換 藤本　幸治

近畿 大阪府 和泉市 和泉砿油株式会社 2120101041193 既存事業の売上減少対策と、最大限のシナジー効果を得るための、認証工場設置事業 和泉商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｂｅｃｈｅ 8120901033327 「テイクアウトを併設できる専門店の出店と魅力のあるテイクアウト商品・飲食の提供」 矢倉　義之

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社アンビション 3120101029956 就労支援施設を開所し、障がい者と親和性の高いネット通販業、リサイクル業の業務に就いて貰い自立を支援する 川上　和久

近畿 大阪府 四條畷市 株式会社ＧＲＥＳ 9122001031499 外車や電気自動車のタイヤ販売およびタイヤ交換事業 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社システムコーポレーション 8120001170021 不動産屋が挑む、地域の健康を預かる小料理屋への新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社Ｈ＆Ｍプランニング 4120001202389 ホテルレストランのテイクアウト販売とセントラルキッチンの設置 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社らいず 8120001204794 セルフで海鮮を焼いて楽しめる“浜焼き”店への新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 大阪府 大阪市福島区 ＫＧ株式会社 1120001168765 衛生管理も徹底した水産食料品製造業へ！無店舗小売業の挑戦 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社クォーターバックカンパニー 5120001078382 ＳＮＳ活用で女性も活躍！ハーブテント＆洋服でライフスタイルを販売 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大東市 有限会社青木工業 1120002058899 解体業者が行うコミュニティ作りを目的としたスポーツ施設の運営 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社ソレイユ 9120001189622 障がい者、学生、地域企業・住民間で共助が生まれるまちづくりを叶える就労継続支援Ｂ型の新設 中央会計株式会社

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 チームキズナ 燃えよ不安！格闘技教室が営む、新米ヨガ講師向け貸スタジオ 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市都島区 ＮＰＯ法人ＲＩＴＡＲＭ 1120005020204 農福連携におけるドローン活用と、ドローン操縦講習校の開設 岩﨑　良子

近畿 大阪府 大阪市西区 酒肆門 ２段階加熱の豚カツと豚加工品のテイクアウト・ＥＣ販売でＶ字回復 廣岡　茂男

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ら・しーく 3122002005251 衛生管理のプロによる、旬のフルーツパフェで有名パーラーの味を 廣岡　茂男

近畿 大阪府 八尾市 株式会社オザキ 8122001018002 看板の安全性確認の点検事業　大型印刷物事業 八尾商工会議所

近畿 大阪府 柏原市 株式会社小山 7122001025627 訪問系中心の介護から感染予防に特化した通所介護事業構築 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 寝屋川市 貴島整骨院 整骨院顧客も一緒に利用♪アロマ＆足湯で心と身体と地域を健康に 廣岡　茂男

近畿 大阪府 茨木市 株式会社Ｚｅｄｄ 7120901040324 大自然で出会いを育む！滋賀県でのアウトドア婚活で出生率向上 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社Ｌｉｎｋｅｒ 1120001225822 アプリを活用したインタラクティブな双方向韓国語オンライン授業 税理士法人エスジーエフ

近畿 大阪府 大阪市西区 つなぐ こだわりの生パスタとピンチョスを届けるデリバリー専門店の新規展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社松下ソフト 3120001058469 ５Ｇローカル無線通信に関する計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ウェバートン 3122001012174 ＩｏＴ技術を用いた最先端の高齢者見守りＩＣＴソリューションサービス 石川　明彦

近畿 大阪府 大阪市城東区 東陽建装有限会社 1120002077321 資材の組み合わせでコスト減＆納期短縮！「世界にひとつだけの間取り」の戸建住宅建築 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 株式会社メンバースペース 9120901015290 飲んで買って届く－新スタイル角打ちスペース設置による事業変革 岡田　明穂
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近畿 大阪府 四條畷市 株式会社星輪 1120001038662 人気焼き菓子カヌレの専門店。美味しさそのまま低価格を実現 辻　泰崇

近畿 大阪府 河内長野市 柚乃香 五感で味わう料理、お客様の心和むお店づくりとリピーター構築を目指す計画 のぞみ信用組合

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ナック 7120001168933 当社の強みを生かした「４プライス！男性専門理容室」事業 ＡｉｒＥｘ　Ｖｅｎｔｕｒｅ株式会社

近畿 大阪府 泉南郡岬町 ｍｏａｎｉ　ｂｙ　ｋａｈｕｎａ 大阪市内から１時間！コロナ禍でも安心して楽しめるオーシャンビューの宿 ベンチャーファイナンス株式会社

近畿 大阪府 八尾市 株式会社とっと 7122001022624 マルチブランドの高級デリバリーを中心に海鮮イートイン・テイクアウトも行う飲食トリプルサービス事業 安田　壽夫

近畿 大阪府 豊中市 有限会社明テック 9120902021775 精密溶接による医療分野への挑戦 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 大阪市西区 Ｏｓｔｅｒｉａ　Ｌａ　Ｃｉｃｅｒｃｈｉａ 大人空間へのこだわりで新しいイベントを演出するレンタルスペース事業 玉置　裕子

近畿 大阪府 吹田市 株式会社７１ＧＡＲＡＧＥ 9120901038218 シュミレーションゴルフのレッスンスタジオへ新分野展開 森田　寛子

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社中嶋製作所 3120001010628 長寿命化で確実に需要の伸びる医療用部品（人工関節等）製造への新分野展開 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市平野区 麺や一帆 鶏とスープづくりの工房　工場一帆でのテイクアウト鶏料理の展開 税理士法人ライトニング

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社林組 4120001190436 「Ｋポップダンススクール」開設による地元コリアタウン活性化事業 アオイコンサルタンツ株式会社

近畿 大阪府 大阪市住吉区 まるい飯店 次代の町中華を応援！餃子餡販売＆テイクアウト専門店への展開 株式会社アクセルパートナーズ

近畿 大阪府 枚方市 株式会社朝日空調サービス 8120001148918 ＣＯ２削減を可能に！自家消費型太陽光パネル販売事業への新規参入 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社トリトトラ 9120001203309 菓子製造業から、クラフト雑貨企画・販売業への新分野展開 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＬＢＬ株式会社 6120001221461 ＥＣ販売と高機能脱毛器による事業戦略 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 綜合レジャー株式会社 9120001139404 動画制作・動画編集事業、リフォーム工事・工事業への事業転換 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪狭山市 株式会社中瀬古工務店 4120101054152 建築業で培った知識やノウハウを活かし家具製作事業へ新分野展開 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社スコンクワークス 8120001218695 テイクアウトを徹底的に強化してコロナ禍に対応する「ネオ中華」への挑戦 税理士法人村上事務所

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社ぼんじりフーズ 6120101049935 新しい生活様式に対応し地域活性化を目指す飲食店の業態転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社サンメイド・グループ 9120101023994 既存の引越し・一時保管事業の強みを活かした、リユースショップ事業への進出 花岡　貴志

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社山村食品 5120001086856 巣ごもり需要を取込む新たな切り口のスイーツ系冷蔵品開発事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＤＨ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 8120001204596 本場韓国の味をリーズナブルな価格で楽しんでいただける韓国風焼肉店の開業 浦田幸一

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ケイズプロジェクト 1120001078799 ＳＤＧｓ体験！ワークショップイベントの企画＆アップサイクル商品の販売事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社きしかん 9120105005881 本業のいちご狩り苦戦の中、おうち時間増加に着目した造園業へ業種転換 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社岩鶴工務店 1120001004796 消費者と建築家の意思疎通のズレを埋める、ＶＲ空間モデルハウス事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 門真市 東洋自動車株式会社 3120001157881 福祉車両整備ノウハウを活かし救急車等の特装車整備へ新分野展開 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 大阪府 吹田市 ３３３ｓａｎｍｙサンミ 近産地配！農家直送、新流通ＥＣサイト「お福分け．ｃｏｍ」の運営 神谷　拓摩

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社元朝 4120101037017 発酵でみんなが発幸する空間プロデュース 貴多野秀史

近畿 大阪府 大阪市住吉区 創作イタリアンバル　シャバーノ キッチンカーでの移動販売による事業転換 那須野　勇気

近畿 大阪府 八尾市 有限会社佑和 4122002015167 懐石料理の味をヘルシー２４時間提供、地域住民健康サポート事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 株式会社アルベール・インターナショナル 7120901029714 アクアリウム用ナノバブル発生器の開発、販売 箕面商工会議所

近畿 大阪府 松原市 オフィスふき 兵庫県初出店お弁当屋さんが本気で作ったＦＣ唐揚げ専門店 藤井敦

近畿 大阪府 富田林市 ユーアールエス株式会社 1120101050526 タイ古式マッサージ店への新規参入により経営の多角化を実現する 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市平野区 有限会社プレミオ 4120002068284 パチンコ店からお好み焼き持ち帰り店への転換 税理士法人ＦＡＣＥ

近畿 大阪府 羽曳野市 トータルオートサービスゲイリー 強み（整備・企画力）を活かし、特殊車両（キャンプ車）事業へ進出 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 豊中市 中西怪奇菓子工房。 ホラー菓子を地元の『目玉』に！自動販売機設置による販路拡大（業態転換） 京都信用金庫

近畿 大阪府 松原市 土師酒店 焼き芋等のテイクアウト商品を提供するキッチンカー事業の展開 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社オノウエ 8120001017049 新たに海外の飲食店、卸への水産物輸出販売で業績回復を図る 山本　文則

近畿 大阪府 堺市東区 創作ダイニングキッチンぺぺ ホテル仕様のフレンチトースト、パフェ等のスイーツテイクアウト販売事業 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 ヴェネーション株式会社 4140001084297 大阪本町でアフターコロナを見据えた本格的香港広東料理専門店の取組 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社フジモト 9120001010944 大阪府産材を活用した総合的な内装木質化リフォーム自社事業 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大東市 株式会社ＡＡＡ 8122001025790 季節に合わせたテイクアウトメインの飲食店舗事業 金園　英也

近畿 大阪府 東大阪市 アークテクニカ株式会社 3122001031579 鶏肉好きの金属加工屋が企画する無煙ロースターによる焼き鳥事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 チョットバルブゥ 唐揚げ専門店ぶーちゃんのからあげ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 サンプラスツーリスト株式会社 2120901015264 福祉用具を利用して『楽しい健康長寿』を延ばす事業 吹田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ヨンキー 3120001185676 不動産空き部屋を活用した無人エステサロンの新分野展開 北村　真吾

近畿 大阪府 大阪市西区 アンダマン・フェニックス株式会社 9120001041205 小劇場「世界館」において、新たにライブ配信事業を行う。 株式会社経営ソフトリサーチ

近畿 大阪府 池田市 ユーエスバレー・ラバー株式会社 7120901033856 愛好家の期待に応えるビンテージバイク復刻パーツの内製への挑戦 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社蔵王 1120001132969 資産価値の高いお酒の権利売買システム「ＷＧＡＩＮ」の開発運営 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 堺市西区 泰工業株式会社 4120101022836 自動溶接ロボット導入による農業機械用部品の製造への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社リアルドリンクス 3120001170728 地球環境に配慮した事業としてエシカルカフェ＆バーを新規開業し新分野へ展開する 浦田幸一

近畿 大阪府 摂津市 株式会社ＣＲＥＷ 7120901018246 たこ焼き＆スイーツ類のキッチンカー移動販売と新商品開発 税理士法人セルボ・クレール

近畿 大阪府 大阪市城東区 八十八建設株式会社 4120001191517 マイ防音室で快適なリモートワークを。個人向け防音ショールーム 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ジェイエス 8011001124705 ネイルサロンと連携しコト体験を提供するカフェへ新事業展開 枚方信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社セイユーネットワークシステム 4120001107638 中小運送業者の競争力をＵＰ！経営課題まで解決する荷物位置提供アプリ開発 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社池田食品 3120001032143 地球環境と健康に貢献！有機野菜の実店舗・ＥＣ販売および飲食事業への展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＯＮＥ 6120001211272 お寿司で感動を！コロナ渦でも選ばれるお店の開業 辻　泰崇

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭＯＵＮＴＡＩＮ　ＯＮＥ 2120001165035 海鮮居酒屋の仕入力と商品開発力を活かした「オーガニック専門店」の開業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｍ－ＦＡＣＴＯＲＹ株式会社 9120001145914 キックボクシングジムのレーシングシミュレーター事業への展開 武田　一

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社アクアテイメント 1120001161290 「５Ｇ普及を背景に、バーチャル技術を活用した教育素材コンテンツの制作と受託業務の展開」 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 コクリキ商事株式会社 8120901041858 新分野展開！　活魚貝卸専門店の刺身用むき貝（加工冷凍）で新たな販路拡大の取り組み 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 情熱うどん讃州新大阪店 セントラルキッチン導入による外食向け受託製造業への業種転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 有限会社上場 3120902009660 ロードサイドラーメン店におけるテイクアウト専門うな丼店開業事業 高槻商工会議所

近畿 大阪府 和泉市 株式会社きれい館 4120101050382 本格的体験のできる高級民泊とプライベートレストラン事業 松浦　道昭

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＰＯＧＯ 4120001193604 麦芽かすを原料に環境配慮型の焼菓子の製造販売に地域連携し挑む 白川　淳一

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社スタジオマル 3120001197044 プロ向けに貸し出しできるデジタルコンテンツ制作スタジオの構築 小松秀一朗

近畿 大阪府 堺市東区 ヴィーガンカフェあすか 古民家を活用した、田舎暮らし体験宿泊施設事業の運営 堺商工会議所

近畿 大阪府 和泉市 今井食品 惣菜等の店舗販売と充填豆腐等のＥＣ販売を導入する事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社クローバー学院 6120002054126 日本と海外を繋ぐ外国人のための日本語学習プラットホームの構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ＴＯＭＯＨＯＭＥ 5120001138384 高齢者と地域を守り不用品を再活用、ネットショップでリユース 西　由恵

近畿 大阪府 大阪市住之江区 ＨＡＮＡＢＵＳＡ．ＡＧＣｏｒｐ オリジナル手羽先唐揚げのＦＣ本部構築。ＦＣ多店舗展開事業 やまと税理士法人
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近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ケンタッキー 2120001101452 アトリエをイメージした自然光が取り込めるレンタルスタジオ運営 上田　兵二

近畿 大阪府 大阪市城東区 ケーエムカンパニー 感染症で打撃を受けた衣類卸売業者が社運をかけて児童発達支援事業に取り組む 税理士法人関西総合会計事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 宮崎郷土料理　どぎゃん 当店人気のチキン南蛮でＦＣ本部を構築しＦＣ多店舗展開する事業 やまと税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＤＲＩＬＬ 5120001167763 天津飯のテイクアウト・デリバリー（一部イートイン）専門店 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 よし善 韓国旅行を疑似体験できる本場韓国料理店＆テイクアウトの展開 中川　竜太

近畿 大阪府 大阪市旭区 ＧＱ株式会社 2120001193523 中古車買取から販売まで高付加価値なワンストップサービスを提供する中古車買取販売事業の構築 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市港区 Ｈｅａｌｉｎｇ　Ｓｐａｃｅ　ＳＴＡＲ　ＡＮＧＥＬ 非対面のプロ占い師養成講座と電話占い鑑定サービスの展開 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社富士工業 6120101028526 老舗飲食店を立て直せ！コロナ禍でも成長する焼肉店事業へ業種転換する 株式会社八咲

近畿 大阪府 枚方市 キウイゲームズ 「中古ホビー事業」参入 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 ヘアースペース　サウスモンド ヘアサロン事業から、脱毛サロン事業への新分野展開 青石　吉司

近畿 大阪府 大阪市北区 合同会社プラスシステム 8120003016503 フードコートビジネスモデルへ★ランチ×テイクアウトメニューによる事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社Ｇｒｏｗ 7040001103832 「放課後デイサービス」で子どもの発達と居場所づくりを支援する新事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 一般社団法人パピヨン 3120005017999 利用者の選択肢を増やす療育およびグループホームへの新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市北区 合同会社ＤＣダイニング 9120003012220 イートインを併設したコーヒーとワインの物販事業の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市西成区 スポーツバーニコ コロナ禍で疲れた方へ居場所の提供。地元で愛されるおばんざい店への挑戦 竹内　友章

近畿 大阪府 大阪市浪速区 一心茶房 店舗移転とテイクアウト開始により地方経済の活性化に貢献 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ウイステリアフーズ 1120001220947 バー経営者が挑戦する、セントラルキッチンを活用したこだわり肉料理の提供 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 大阪府 八尾市 株式会社グリーンスペースオオサカ 3122001018361 スケボーで遊んで疲れたら、家に帰って観葉植物に癒してもらおう！ 花岡　貴志

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＭＡＴＥＲＥＡＬ 7120001205604 個別のニーズに対応する、育てるつながるレンタルスペースの提供 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＣＯＺＹ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 1120001159698 ドローンを活用した商用パイロット・プログラミングスクール事業 稲田光浩

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社ディー・トラスト 5010401062963 人とペットの健康に特化したペットカフェ・ペットフード販売という新分野展開を通じて、地域密着型の業態へと繋げる事業 大山　俊郎

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 北野裕典 非接触型焼肉店への業種転換 トーマス株式会社

近畿 大阪府 豊能郡豊能町 美容室シャンプー 完全個室・全天候型シュミレーションゴルフ練習場の開設 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市北区 合同会社ｉｓｈｉｍｏｎ 1120003010322 海鮮居酒屋からオーナーの経験を活かした和食×専門料理店への事業転換プラン 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 柏原市 総合芸能センタ－キャッチ スタジオを改修、設備投資し俳優養成からミュージシャン育成まで事業を新展開する。 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市北区 堂島珈琲株式会社 2120001221688 飲食店とドリップコーヒー卸事業を展開する当社が新たに移動販売型飲食サービスに取り組む事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市生野区 合同会社ＹＵＴＡＫＡ 7120003014243 大阪コリアンタウンで韓国学生服レンタルもできるセルフ写真館開店 西山　英志

近畿 大阪府 大阪市北区 和み酒仁 ＥＣ販売の新規出店で、売り上げのＶ字回復を図る 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 高槻市 株式会社スターコーポレーション 5120901018207 テナント入居者の未使用スペースを有効活用した脱毛サロン事業への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社ホーメストホーム 4120001105435 緑を取り入れた暮らしの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市浪速区 湯煮温 熟練トレーナーによるパーソナルジムの運営を通じた事業再構築 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市淀川区 ブルームギャラリー 写真作品販売業からプリントサービス事業への業種転換 岡本　亮

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社大阪浪花家 3120001202563 伝統ある暖簾を受け継ぐたい焼き店の冷凍販売による販路拡大 西谷　友香里

近畿 大阪府 大阪市浪速区 鉄板洋酒場ホタルカゴ ラーメン屋の開店とオリジナル冷凍ラーメンの非対面販売の実現 税理士法人マスエージェント

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社オクガワ 6120001011945 磁器健康衣服及びサポーターの磁石接着加工 税理士法人ＫＴＳ

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 Ｃａｆｅ＆Ｂａｒりんどうの花 ケーキの販売による昼間営業の強化 本倉　淳子

近畿 大阪府 大阪市港区 合同会社からふるケア 6120003008510 療育ノウハウを活かした生活介護事業所の開設による事業再構築 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社Ｂ－Ｑｕｅｓｔ 2122001029459 コンセプトカフェ「秘密１１区」の運営と専用アプリの開発 吉川　広崇

近畿 大阪府 八尾市 株式会社テックプラン 6120001145586 自動溶接機の導入によるプラントにおける配管工事一括受注の実現 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 コージー バー経営者がコロナ禍で活況なペット美容院を開店し売上回復を図る 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 堺市西区 公文式　東深井教室・津久野駅前教室 発達障害児の指導支援を行う施設“児童発達支援事業”の新規開業を行う 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 若葉自動車工業株式会社 2120001072297 サブスクリプションの洗車サービスへの応用による事業再構築 高石　英二

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ゲット・ワン 7120001126016 美容室と消費者をターゲットとしたＥＣサイト構築による業態転換 金﨑　卓也

近畿 大阪府 和泉市 斎藤創研 新事業“オーダ―メイドのサーフスケートボードの制作”を行う。 和泉商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社リーパス 4120001195030 水耕栽培野菜の飲食事業の展開によりコロナ禍の需要をつかむ計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ビゼン 5122001008815 高精度ＥＶ車用金型部品の製造とＩＯＴの活用による生産性向上計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大阪市淀川区 合同会社グロウススピリッツ 5120003021225 「ラクリス」導入による眼精疲労改善サービスの開始 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ポテンシャルユナイテッド 8120001119010 デザイン修正業務のテレワーク化に貢献するアプリサービス 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社オレンジフィールズ 5120001188256 エコアクション 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 チュロカアーラ 人気商品チュロスを冷凍でも美味しく食べれるように開発＆ＥＣサイトでの販売による再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社会津屋 2120001002849 たこ焼き発祥の店が仕掛けるたこ焼きパーティーの全国展開 髙瀬　哲也

近畿 大阪府 大阪市福島区 合同会社ＮＭＫ 4120003009378 すし職人ひとり占めサービス事業 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 イタリア食堂イルセルペンテ オーナーの経験×近隣ニーズを掛け合わせたテイクアウトピザ屋への再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ケアフリー 5120901017290 訪問介護から業態転換、就労支援事業で課題解決を地域と取組む。 株式会社タスクールＰｌｕｓ

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社美幸 7120101059561 無人自動販売機を設置したたこ焼き粉販売のＦＣ店開業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市中央区 粂澤フーズ有限会社 1120002035320 『くわ焼』を千日前の顔に・（ＥＣサイト・中食外販、リビング割烹） 片岡　令

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｎｏ．Ｂ 5120001203642 大阪から東京へ！バーからランチメインの業態へ転換で　Ｖ　字回復 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 泉大津市 水野直美 懐かして新しい、文化承継くるみ餅カフェ運営事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 富田林市 株式会社きはる 1120101034660 地域活性化への取り組みを機としたご当地和菓子製造小売事業への業態転換 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社セキ測量調査 3120101057049 ドローンの活用による３Ｄ点検事業への進出 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社アーダント 6120001014213 放置自転車警告ステッカー事業への参入 松本　圭介

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＳＷＩＭＹ 9120901037698 一人一人に合わせた指導を行うスポーツクラブへの挑戦 柴原　重太

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｙ’ｓＡＰ 8130003004465 積丹町の有機野菜を全国へ。観光客向け食品ＥＣ　販売と直売所運営 吉川　広崇

近畿 大阪府 大阪市中央区 コクホー株式会社 7120001014815 業界初！ランドセルのサブスク参入による新しいラン活の提案 税理士法人Ｎ総合会計

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社ＲＩＳＥＳ 5120001122693 本場四川の食材を使った担々麺専門店の展開 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社木彫前田工房 1120001234410 木彫作業の自動化のための機械装置の導入による生産システム転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 にぎり寿司専門店　真田丸 ウィズコロナ時代に対応する「出張寿司カウンター」サービスの開始 吉村　友彰

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社Ｆ＆Ｍ　Ｐｒｏｄｕｃｔ 6120001217468 家族の団結力を活かし、実店舗と冷凍自販機で行う担担麺専門店事業 岩﨑　良子

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社Ｍ＆Ｕ 6010401137525 マッチングプラットフォームのシステム開発 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 堀岡亜紀 激しいダンスや音響をいつでも使用可能！レンタルスタジオ事業 中部税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社西万水産 7120001204960 コロナ禍でも集客可能な少人数高級寿司店業態の出店 株式会社アサユナイト
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近畿 大阪府 枚方市 大日自動車商会 トラック専業の中古車販売店が板金塗装事業を新たに 金園　英也

近畿 大阪府 大阪市浪速区 任秀夫 鳩の飼育ノウハウをオンラインで世界へ発信 井上　裕光

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ニコプロ 2120001146613 コロナに打ち勝つ小規模日本料理店の新規出店 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市都島区 レインボー不動産株式会社 4120001008976 マイクロツーリズムを楽しむ「奈良五條の郷」古民家再生計画 田川　智洋

近畿 大阪府 豊中市 株式会社エッグレイ 7120901035290 小規模ビジネスのＭ＆Ａマッチングプラットフォームの構築 西河　豊

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ｂｒｉｄｇｅ 7120001101539 多角的販売手法の導入による売上拡大と既存事業のボトムアップ 坂本　啓介

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社Ｒｉｃｈ　Ｈｅａｒｔ 1120001209437 熊野本宮大社に因んだラーメン屋「八咫烏」開業での新分野展開 杉江　麻希

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アライアンスバンクジャパン 9120001220840 自家消費型太陽光発電システム分野への参入による事業領域の拡大 濵田　隆祐

近畿 大阪府 大阪市中央区 ヴィーノマンマルーヴァ ワインソムリエ　によるイタリアワインの小売販売ネット販売事業の展開 金園　英也

近畿 大阪府 富田林市 株式会社コレット 3120101048691 最新調理設備の導入による低糖質ケーキの開発・製造で事業再構築を図る 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 高石市 冨貴屋クリーニング店 改札口でたとこで、クリーニングとお好み焼きと鉄板焼きをどうぞ。 市山　優

近畿 大阪府 大阪市都島区 けとばし屋チャンピオン東三国店 馬肉専門店から「完全個室の焼肉店×働き方改革を応援する個室貸し事業」への転換 行方　康洋

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社エスドットジャパン 5120001199534 スポーツダンスウェアのＥＣ販売で目指すグローバルニッチトップ 野村　早希

近畿 大阪府 池田市 Ｍｉｌｆｏｉｌ ４０代～５０代以降の女性向け自然派染料を活用したヘアカラー事業への事業転換 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社和上ホールディングス 3120001162667 脱炭素社会実現する再生可能エネルギーの人材育成と派遣事業 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 大阪市旭区 立ち飲屋いどや 非接触時代に対応したカウンターのみの一人焼肉店展開事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社ギンガム・ジャパン 3120001106938 高級革ハギレをリサイクルしたオリジナル商品の開発による収益拡大とＳＤＧｓへの貢献を実現 田附　貴章

近畿 大阪府 豊中市 鉄板厨房広島焼きお多福 無人餃子販売 野々口　精

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社丸市菓子舗 7120101006919 本物の味が実現できるオリジナル伝統和菓子創作キットの提供 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市旭区 合同会社祥風 8120003014861 「ＡＩ」と「ＶＲ」２つの車輪で技術革新！最先端を走る！ 小原　伸一朗

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｑｕｅｓｔ 5120001126190 オンラインプラットフォーム（仮称「１つから作れるサイト　ＢｔｏＣ＋Ｃ」 星　雄仁

近畿 大阪府 大阪市城東区 ｈｉｌｏｎａｉｌ 食文化のスペシャリストと業務提携して挑戦するビーントゥバーチョコレートの製造販売 岡田　啓秀

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社アーチプラス 2011101075515 美容業界から強みを活かした健康業界への進出 税理士法人Ｉ　ｄｏ

近畿 大阪府 茨木市 中央自動車株式会社 1120901001364 自動車整備業者の技術を生かしたオーダーメイドトレーラーの販売 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

近畿 大阪府 高石市 ＳＩＲＩＵＳ ネイルサロン事業一本からの脱却！脱毛サロン開業で新分野展開 高石商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 東方一永株式会社 2120001096197 「街ＭＡＬＬ事業と無人アパレル店舗による事業展開」 森下　勉

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社宝樹 2120001089787 サブスクリプションで管理物件の修繕不備リスクをゼロに 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ジーフェイス 6120001124870 女性活躍を応援！ｗｉｔｈコロナ対応型店舗開業による事業再構築 松本　常裕

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社Ｅｃｒｕ 6120001161427 高級中古車の小売事業進出による事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市北区 ゼネル薬品工業株式会社 7120001065981 ＢｔｏＢから通信販売を活用したＢｔｏＣ事業への進出 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 ＡＬＴ株式会社 2120001154046 トリミング人材、ペット関連業人材の求人ポータルサイトの運営 瀬川喜子

近畿 大阪府 羽曳野市 ＰＡＮ　ＨＥＡＤ パン屋の技術と経験を活かしたオープンドッグカフェで地域に貢献 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社辻熔工業所 7120001002183 大阪モノレールのレール下アンカー架台製造の新事業展開 金園　英也

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ＡＳＯＢＩＬＩＴＹ 9120901036353 スポーツチーム向けコンサルティング経験を生かした個人向けトレーニング指導 星　雄仁

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社パンプ 7122002006634 地域有機食材を活用したアイスクリーム製造工場新設とアイスクリーム製造卸売業への業種転換 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 フォレスコ株式会社 1122001027810 Ｗｉｔｈコロナ時代の完全個室による非接触対応可能な脱毛サロン 裏野　榮士

近畿 大阪府 大阪市浪速区 さくらＢＡＲ 新分野展開ヒーリングサロン 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市此花区 株式会社フェニーチェ 7120001168990 「飲食専用コンテナ店舗」ＦＣ業の立ち上げとトレーニングセンターの建築 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｙｏｕ　ｎｅｔ光 9120001211311 認知的不協和を解消！オンリーワンオーダースーツ・デジタルラボ事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 河内長野市 株式会社イソップアカデミー 3120102019675 オンライン英会話アプリと出張英会話教室で相乗効果！新事業展開 やまと税理士法人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社テジット 6120001209151 日本文化の足袋ソックスと布草履を自社ＥＣサイトで国内海外へ販売する新規ビジネス 矢野　昇弘

近畿 大阪府 高槻市 株式会社リグロース 7120901040415 子供たちの「遊びと発見」をテーマとする体験型民間学童保育事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市港区 Ｓｈｏｔ　ｕｐ合同会社 9120003015322 無料教室開催機能を備えたコワーキング事業への新分野展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 枚方市 レストランＰａｌｅｔｔｅ 結婚・妊活から子育てまでをトータルにサポート 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アイソイー 6122001030792 住宅設備機器の販売・設置事業から飲食業（オイスターバー）への事業再構築計画 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社アステール 8120001222227 ネット墓 毛保　好晴

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社早坂 4120001133295 芸能人御用達のケータリング店が行うレトルト＆冷凍食品の販売 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ａｓｓｏ 9120001240905 イタリア文化を通じた地域・環境再生イノベーション事業 原島　健彰

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社道匠工房 2120101063683 企業のコミュニティ活動市場上昇に対応する、スポーツウェアオーダー製造販売 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｄｅｎｔ株式会社 8120001196636 民泊運営代行業からゼログラビティカレー販売へ サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社広告社 8120001229577 広告代理店が取り組む、大阪鶴橋・韓国をつなぐプラットフォーム構築 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社カトーデンキ 1120101060112 電気工事士による木工品製作販売への挑戦 中村商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 添縁株式会社 6120001216197 居抜き物件のマッチングシステムで外食産業活性化 星　雄仁

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｃｈａｎｇｅ 5120001224886 コロナ対策で、パーソナルジムからオンラインパーソナルジムへ 青石　吉司

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ｕｐｓｔａｉｒｓ 4120001132966 セルフエステ店と美容鍼のＥＣ事業＆サブスクリプションサービス 亀山　俊彦

近畿 大阪府 箕面市 株式会社角英 7120901030928 おいしく安心して食べられる冷凍無添加スイーツ製造・小売り事業 髙谷　浩忠

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社谷工務店 9120101061061 障碍者グループホーム事業 吉尾　正巳

近畿 大阪府 箕面市 福丸酒場 パンの製造直販と冷凍パンの卸販売で販路拡大し売上向上する事業 岸本　彩子

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｏｆｆｉｃｅ　ＣＯＢ 3120001229937 マンション向けモデルルームを活用したリノベーション事業 岩橋　亮

近畿 大阪府 高槻市 合同会社スノーフレーク 7120903001489 知ってくださいｐｒｏｊｅｃｔ 高槻商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西成区 葛城煙火株式会社 5120001003134 アフターコロナにおける新たな花火の楽しみ方「Ｍｙ花火大会付き文化体験ツアー」 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社ケイエヌジー 5120101028972 印字データ入力の自動化によるタグ印刷事業 細川　雅教

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社Ｔｈａｎｋｓ－Ｕｐ 4120001223014 唐揚げテイクアウト専門店の出店ー雇用が維持できる基盤づくりと多店舗化ー 税理士法人ミライト・パートナーズ

近畿 大阪府 箕面市 Ｅ＆Ｃサポート株式会社 1120901031337 オリジナルドレッシングのＯＥＭ販売による新事業展開 箕面商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社ちゅるんカンパニー 7120002061237 最新ＩＣＴの次世代映像技術が使用できるスタジオ運営とレンタル展開 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 大阪市港区 ＴＫ企画合同会社 4120003014353 江戸期の街並みが残る観光地で無人宿泊施設の運営に挑む 髙瀬　哲也

近畿 大阪府 大阪市港区 居酒屋ふるさと　天保山店 居酒屋から和食メインのランチ・定食業態へ転向するＶ字回復プラン 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 八尾市 ホルモンロー 居酒屋業態からの脱却！少人数割烹スタイル×焼肉店へ事業転換でＶ字回復 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 和泉市 なかつかんぱにー リアルとヴァーチャルを繋ぐ「台湾スイーツ×アニメ動画」で移動式漫画喫茶 奈良県商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市西成区 有限会社木之本工房 7120002068884 店舗向け、演出効果が高い店舗外装および店舗看板の製造・施工事業 経営ビューイング株式会社

近畿 大阪府 守口市 有限会社オフィスＴＡＣＴＯ 7120002081061 企業間取引データ転送サービスのクラウド化でＤＸを実現！ 守口門真商工会議所
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近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ディ・ライツ 3120001106137 人の健康に未来を！臨床試験の支援業務に進出 有限会社あんしん会計

近畿 大阪府 富田林市 有限会社南喜久 1120102018241 味覚と視覚を震わせる～キッチンカーで届ける本格握り寿司～ 大同信用組合

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＣａｆｅＢａｒかし尾 古民家の遊休スペースを活用した多目的レンタルスペース事業 青松　植

近畿 大阪府 大阪市西区 リーガルクリエイト法務事務所 訪問介護事業による認知症者の自宅での自立支援事業への挑戦 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 天神ポルポ ワインに合う高級チーズテリーヌを通販し成長する家飲み需要を狙う！ 株式会社八咲

近畿 大阪府 大阪市平野区 Ｂｒｉｌｌｉａｎｔ　Ｆａｃｔｏｒｙ株式会社 9120001242463 就労継続支援Ｂ型事業所での規格外青果物（フードロス）販売及びフレッシュジュース販売（非接触型） 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社源氏 8120002035454 日本の食文化である蕎麦を世界に広げ国際市場で競争できる製造業への事業転換 川村　純一

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 アンドワイ株式会社 8120001132608 発酵食品・お酢飲料の米国進出プロジェクト 智創税理士法人

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社Ｋｉｎｇ　ｐｒｏｊｅｃｔ 9120001166472 「人気ラーメン店」が全く新分野である「酒販店」への展開を実施 日和佐　恒雄

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ファイブディアライフ 2120001214766 肉の端材を活かした自社商品開発の流通による事業再構築計画 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 岸和田市 辰巳織布株式会社 9120101037086 ＥＣ販路の新規構築及び新規製品事業の立ち上げ 岸和田商工会議所

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ＯＴＳ 2120901002766 環境に特化した新たなライフスタイルの提案！設備工事業からＤ２Ｃ事業への新規参入 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社リープ 5170001014944 ビレッジハウスの不動産フルリノベーションで内装工事業を展開 金園　英也

近畿 大阪府 高石市 株式会社ハウス・ブリッジ 6120101029607 ワンストップサービスを可能にする住宅サポートノウハウの承継 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 摂津市 有限会社石橋 8120902013773 寿司屋、焼き鳥屋、おでん屋のコラボーレーション 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 富田林市 中華居酒屋蒼河 中華居酒屋蒼河キッチントレーラーによる移動販売計画事業 鳩間　正伸

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ジョージ建設 4120901035401 既存事業とシナジーが見込める遺品整理事業への参入 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 セブン　フォーチュン 介護と美容を両立する新しい出張×店舗型脱毛サロン 大原　健佑

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社クリーチャー 5120001163151 完全テイクアウト型食パン専門店の運営 碧山　雄貴

近畿 大阪府 池田市 株式会社菜々海 6120901034756 居酒屋が手掛けるテクアウトを主体とする『お茶漬け・雑すい』専門店事業 濱崎　恭明

近畿 大阪府 堺市東区 株式会社永縁 6120001200936 事業者連携を強化し重症心身障害児に特化した支援事業への取り組み 吉野　恵子

近畿 大阪府 堺市西区 ミキ造園株式会社 1120101002080 造園業のノウハウを活かした、新コンセプトの宿泊事業に進出する事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 ラビリンス ウイッグとトータル美容サービスで新たな顧客を獲得する 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社壱流 3122001032767 老舗ラーメン店が健康と本物志向に応える外食産業向け製麺業に進出 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 大阪市北区 合同会社ａｔｅ　ｄｅｓｉｇｎ 1120003006171 デザイン技術を応用したリッチコンテンツ制作とドローンによる新規サービスの開発 長井　寿郎

近畿 大阪府 岸和田市 カラーズ ジュエリーとベルギーチョコレート、小さな高級品たちが奏でる相乗効果 岸和田商工会議所

近畿 大阪府 堺市堺区 有限会社座庄八グループ 8120102002123 コロナ禍で売上が減少。駅内立地を活かし居酒屋から焼肉店の出店で事業再構築 税理士法人ユーマス会計

近畿 大阪府 大阪市平野区 ＡＭＫ合同会社 5120003015862 テイクアウト焼鳥店にて地元密着営業を展開する新分野進出計画 株式会社共立コンサルタント

近畿 大阪府 守口市 彩菜美酒さくらこ 地元特産の野菜を活用！健康志向の野菜スイーツ専門店 高野　敬太朗

近畿 大阪府 大阪市中央区 承宇株式会社 5120001184040 デリバリーやＦＣ　展開の為のセントラルキッチン 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ワンナップクリエイティブサービス 8120001128969 ＷＥＢプログラミングスクール事業 森　健史

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社祥福企画 1120101009786 ビュッフェスタイルからの脱却！安心・安全の半個室型健康食レストランへの業態転換！ ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＷＷ 7120001224471 酒類販売市場における記念年洋酒オーダーギフトの販売 仲橋栄治

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社しょうわ 3120001117068 大好きな【キャラクター（ヒーロー）やスポーツ選手】から【子どもたち】へ手紙が届くサービスの開発 太田　真行

近畿 大阪府 大阪市城東区 北宅　るみ 美容エステサロンが「ポールダンス」を取り入れた新たなパーソナルトレーニング事業に挑戦 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ティーズファクトリー 7122001029157 障がいを持つ子どものサードプレイスを提供する事業 森下　勉

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社みやび商産 3120001135994 新たな大阪名物を創作する「セントラルキッチン兼テイクアウト店舗」の設置による通信販売・中食事業への展開 エース税理士法人

近畿 大阪府 大阪市平野区 かりていも コロナに奪われた家族愛を食と癒しとエンタメの融合で取り戻せ！ 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 守口市 守口実業株式会社 9120001156853 コロナ後の経営環境変化に対応した女性・少人数向け居酒屋の開店 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社本気イングリッシュ 8120001225411 世界で活躍するグローバル人材育成の為のオンライン英語学習とオンライン国際交流支援事業 友田　明徳

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社セラヴィ 4120001129938 飲食コンサルタント業のノウハウを活かした、自社独自のラーメン店の経営に挑戦 税理士法人ＨＹＫ

近畿 大阪府 交野市 和心フーズ株式会社 2120001200411 食品に関するＯＥＭ（製造の受託）事業 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社ＥＮＤＬＥＳＳ 4120101028593 ～コロナ禍でも気にせず外出できるキャンピングカーレンタル事業へ～ 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市大正区 株式会社ｅ－ｓｙｓｔｅｍ 3122001014807 一般貨物自動車運送事業への進出でワンストップサービス構築へ 吹田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ペイフォワード 9120001191999 オーダーメイド刺繡加工を施した、衣類、小物、ペット用商品の製造販売オンラインサービス 税理士法人ミライト・パートナーズ

近畿 大阪府 大阪市城東区 あわとく 安心して楽しめるレンタルスペース運営による地域活性化 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ＰＵＬＬ－ＮＥＴ 9120002067711 全国の食品業者が低コスト・手軽に出品できるＥＣプラットフォーム 星　雄仁

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社塚田 2010901026603 オーダーレンタルウェディングドレス＆タキシード 酒井英昭

近畿 大阪府 大阪市都島区 合同会社麟 5120003013998 台湾特化型物産店及び自社ＥＣサイトによる小売業～台湾と日本の架け橋プロジェクト～ 税理士法人和

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社ウッドライト 8120001139818 冷蔵、冷凍焼売の製造を行い１テイクアウト２デリバリー３通販での販売を実現する新店舗の開店 横尾　美晴

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社バックバンク 1120001226473 最新の瘦身エステによる身体に負担を掛けないボディメイクの提供 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 大阪市中央区 スリーアローズ株式会社 7120001065560 スタジオを活かしたシェアオフィスビジネス 田中　裕之

近畿 大阪府 大阪市北区 Ｓｕｎｎｙ　Ｄａｙｓ株式会社 3120001186204 シニア層向けＣＧデザイン等ＩＴ全般を学習する教室事業 中川諭

近畿 大阪府 堺市南区 アールサンロク おしゃれ空間を演出するキャンピングトレーラー販売事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 ファンカンパニー株式会社 7120001202147 既存事業の強みを活かし、リユース市場に挑戦！ 樋山　博一

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＳｃｅｎｅｒｙＳｃｅｎｔ 1120001219782 メタバース空間でフレグランスを作るＡＩオーダーメイドサービス 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 旅ｃａｆｅ黄色い家 和装着付及び藍染による日本文化の体験事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｂａｒ　Ｓｉｐ ウイスキー専門バーから日本初のＳＤＧｓグッズ販売をするＳＤＧｓバーへ 寺井智之

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｓｏｕ 3120001178234 みのおキューズモール新規出店における飲食業と物販業の多角化戦略 山村　三郎

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社マスダ 5120001021656 建築金物の卸売業から、デジタル技術導入を伴った小売業への挑戦 福井　正嗣

近畿 大阪府 堺市東区 有限会社ホームティーズ 5120102007083 遺品生前整理・ハウスクリーニングによるトータルサポート業 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市平野区 ハナカンフーズ株式会社 1120001177881 「宅食」ニーズに応えるネット通販事業と冷凍食品の卸売事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アンパサンド 6120001206990 ＷＥＢ広告代理店が「ホームページ及びＥＣサイト制作プラットフォーム事業」に挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社イカリフーズ 8120101053530 大阪港引き揚げ直送の生シラス弁当テイクアウト事業を展開 金園　英也

近畿 大阪府 大阪市西区 泉谷電気工事株式会社 1120101042151 電気工事から電気保安・試験までワンストップサービスの提供 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市平野区 ｍｕｓｕｂｉ フリーランス歯科衛生士から予防歯科のドーナツ屋へ 安田　史朗

近畿 大阪府 大阪市生野区 喫茶ファジー テイクアウトサービスによる事業再構築の実現 税理士法人　悠久　杉本会計事務所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社グラウンド 6120001185491 小規模不動産仲介業の高効率運営を支えるコミュニティ事業 福井　正嗣

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ＴＯＭＦＯＯＤ 4120001217866 健康づくりを創造するセントラルキッチン併設店舗による新分野展開 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 東大阪市 竹野株式会社 9122001004397 プロ品質フォトアルバムのプラットフォーム展開に挑戦 瑛智税理士法人

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社タイセイ 5120001108866 自宅に居ながらホテル＆料亭一流の味を！「うまかもんお届け市」 近藤　洋史
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近畿 大阪府 堺市堺区 膳のすたいる 居酒屋から無添加アイスクリーム一環製造へのチャレンジ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ハラタ 2120001069112 印刷業から福祉業界への展開！利用者様によりそう訪問介護事業・介護福祉用具貸与事業・介護用品販売事業を展開します。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 茨木市 株式会社幸 1120901039297 デジタル技術を活用した完全個室のセルフエステサロンの整備 髙司　浩史

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社のんのん 8120001087001 ｍｏｏ　ｎｏｎ　ｎｏｎ　による越境ＥＣ事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 貝塚市 青木知久 感染症の影響を受けたフレンチレストランが新分野としてデリバリー事業を展開し、社運を賭けて売上を回復する 竹田　恵里

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社Ｓｔｅｌｌａ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ 4120001213056 内面からアプローチホリスティックサロン事業の展開 金園　英也

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社柿久 6120001213252 空調工事会社が始める換気の行き届いたニューノーマルな飲食店 野村　早希

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ホワイト急便尼崎 7140001051220 通所型リハビリデイサービス施設の展開 税理士法人エール会計

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社クレイグ 9120101054437 美容室でできる光フェイシャルフォトエステ及び光脱毛のサブスク事業 堺商工会議所

近畿 大阪府 交野市 魚問屋株式会社 8120001154206 海産物卸企業が取り組む季節の産地に合わせたサブスクリプション事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 池田市 アーチクリエーション 高齢化廃業・職人不足解消、製造施工の一括受注と担い手育成事業 池田商工会議所

近畿 大阪府 高槻市 ＶＡＣＡＣＩＯＮＥＳ　ｄｅ　Ｔｒａｂａｊｏ ヤギのいる芸術文化相談ｘリトリート事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 浪花観光株式会社 9122001021913 得意分野「人を結ぶ」仕事が途切れないように！雇用を守り地域の足へ事業再編 熊本県商工会連合会

近畿 大阪府 堺市堺区 ホウユウ株式会社 2120101006262 堺の魅力拠点に！地域密着の印刷屋さんが始めるゲストハウス 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 ブースト株式会社 4120001215779 ふるさと納税返礼品としてのパックご飯の開発と販売 税理士法人清正

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ニードルワーク 1120001113424 ＩＴシステムを活用したビジネスモデル構築計画 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 東大阪市 ミスティーク 既存事業と相乗効果が見込めるパスタソース製造で売上のＶ字回復 杉浩行

近畿 大阪府 大阪市福島区 有限会社中野商店 1120002059625 鮮魚の仲卸売業（ＢｔｏＢ）から小売業及び飲食店（ＢｔｏＣ）への転換 大阪商工会議所

近畿 大阪府 堺市堺区 ｍｔｙサービス株式会社 1120101050170 倉庫跡地を活用した＂堺＂ブランドお好み焼き店と＂和＂をモチーフとしたレンタルスペースの開業 税理士法人ＦＡＣＥ

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社徳 8120001031256 大阪の仕出し料理やが作る絶品おせちを最新冷凍技術利用で全国へ販売 税理士法人ＭＦＭ

近畿 大阪府 枚方市 訪問美容　Ｔｉａｒａ 美容師が運営する親子のためのセルフフォトスタジオ 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 守口市 有限会社ソノダ 8120002078569 サブスクとＥＣサイトを通じた新分野のＤＸデジタルプリント事業 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アライブ・ビー 7130001052640 既存事業の強みを活かした来店型バーチャルヨガ・在宅型オンラインヨガサービスの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社Ｇｏｏｄ　Ｆａｃｅ　Ｇｒｏｕｐ 3120901019306 都会の新たな様式！オンライン葬儀による配信サービス 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社カサイ 9120001076853 卸売業からメーカーへ業態変革し、海外生産体制の構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 小原屋繊維株式会社 5120001076295 化学染料不使用の草木染テキスタイル事業化によるＳＤＧｓへの挑戦！ 米田　大作

近畿 大阪府 大阪市中央区 丸善ボタン株式会社 6120001090031 Ｏｒｄｅｒ　Ｃｏｎｎｅｃｔ　Ｐｒｏｊｅｃｔ　～大阪・谷町よりお誂えの文化をつなぐ～ 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社クレバー 9120001138802 「暮らしのトータルプロデュースカフェ」のフランチャイズ事業展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市浪速区 郵全株式会社 2120001220681 ＡＩ搭載の大型Ｘ線異物検査装置を導入し、より安全安心な商品をお届け 株式会社ブレインリンク

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社山馬 3120001171197 生花ＥＣ事業及び関連商品開発事業 森田茂稔

近畿 大阪府 大阪市西区 中川木材産業株式会社 4120001045986 インテリア向け天然木パネルの製造への挑戦および木材卸からの転換 経営ビューイング株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社エアリー 5120001205845 妊産婦ケア専門店による産前産後セラピスト養成スクール 松原商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社オータム 4120001136050 心とカラダを癒すハワイ特産品の定期便Ｄ２Ｃ 黒田　和也

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ＷＩＮＧ　ＴＩＰ 2120101061142 創業４０年の味をご自宅へ！自然派ジェラートや石窯ピッツァの冷凍食品事業へ業態転換 堺商工会議所

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社餅匠しづく 1120101062991 無人販売機×ＥＣの和スイーツ専門店の整備事業 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 有限会社南陽物産 8120002009994 韓国伝統餅製造卸から餅菓子テイクアウト店への転換 ミレ信用組合

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ココロワークス 1120001107269 廃棄果実の飲料を提供する移動式ドリンクスタンド 株式会社沖縄銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社イッキクリエイション 7120001166128 地方の人手不足を解消するインターンシップ型人材マッチング事業 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 大阪市都島区 有限会社プライベートコミュニティー 4120002039806 キャラクターブランディングを活用したスイーツブランドプロジェクト 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＵＦＧ 4120001189643 中小企業ＥＣサイト向け顧客管理ツールの開発 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 三島郡島本町 ピース鍼灸接骨院 非接触型セルフ幹細胞発毛・フェイシャル事業の新展開 西村　剛史

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社オージャスト 9120001143926 “コト消費”の経験価値をスコアリング！レコメンドエンジンサイトサービス 中廣　琢二

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ワールドマター 2120001185041 テイクアウト主体の「旅」をテーマにしたバインミーサンドイッチ店 大橋　智

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ボウスリアン 8120001219859 ヒゲの事なら、当店にお任せ！ツルツルも髭男爵も自由自在！ 小原　伸一朗

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 クリアアップ株式会社 6120001219943 介護施設の高齢者に対するデザイン・機能性の高い婦人服の製造・訪問販売 根井　大樹

近畿 大阪府 吹田市 みつばコンサルティング 当社独自の「オンライン記帳代行統合管理システム」を導入する 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 堺市美原区 西建 空き家問題解決！リフォーム業を超えた新リノベーション提案 松尾　基司

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社金尾 8120001206444 和装バッグ下請製造から、草履鼻緒製造とネット販売への新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 Ｌｉｏ　ｎａｉｌ 新たな価値と需要を創造するマタニティ＆ベビー写真スタジオ事業 坪井　亮

近畿 大阪府 大阪市此花区 オルウィン株式会社 8120001124217 社員一人ひとりの強みや思いが集まる企業情報ポータルサイトによる新たな試み 税理士法人ＦＰ総合研究所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社名畑 4120001068302 ＮＦＣタグを活用したオーダー・電子決済・システム 毛尾　武史

近畿 大阪府 東大阪市 池川整骨院 柔道整復師としての知見を活用したダイエットサロンの運営 上野　貴司

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社ライズ 1120001221292 東大阪透析クリニック運営受託事業 北野　慎二

近畿 大阪府 大阪市大正区 株式会社木幡計器製作所 3120001027325 ハード売り切り型から、ソフトウェアビジネスへの業態転換 水守　哲也

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 ＬＯＣＯＭＡ　ＪＡＰＡＮ株式会社 9120001199142 コロナ禍で音楽家の雇用を創出するミュージックピアノバーの出店 小川　栄一

近畿 大阪府 大阪市生野区 パラシフト合同会社 2120003014941 『創業者を育成して大阪の食文化を守る』シェアレストラン運営への転換計画 黒川　晶史

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社淀画廊 2120001071860 アーティストの創作活動を応援するオンラインマーケットプレイス 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 周防工業株式会社 6122001003724 リサイクルできるキャップを使用したプラスチック容器製造に取組みセルフメディケーション市場へ進出 株式会社名古屋銀行

近畿 大阪府 豊中市 有限会社データワイズテック 5140002065601 環境関連分野に貢献するペットボトル圧縮機部品の生産体制を構築 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 八尾市 金剛スレート株式会社 3122001018428 老舗建材製造業者が新たに耐震対策向けに型枠ブロック製造に参入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社セイコウシステム 9120101050915 コロナ禍による体制変換に取り組む病院等に向けた高品質ステンレス家具等の製造計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社有村工業 3122001029581 高効率な加工体制を構築・板金加工分野への新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社クリップオン・リレーションズ 2120001116500 ニューロダイバーシティの視点を取り入れた児童発達支援サービス事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社テクニカ 5120001103487 ビジネスフォンからＢｔｏＢマッチングへ、地域密着型「経営者インタビューサイト」開設 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大東市 株式会社幸新物流センター 9122001015304 ＳＤＧｓを見据えた企業向けユニフォームの新規クリーニング事業 辻　泰崇

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 ＴｈｒｅｅＮ株式会社 4120001195187 次世代足場を用いた仮設足場設置事業への新規参入 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 ひょうたんやまヒロ歯科 ホワイトニング技術等を活かした関西初ボディメイク専用総合エステサロンへの転換 石井　伸暁

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社ミキフルーツサービス 1120002080647 路面店からフードコートへ！「ふわコク癒しのフルーツジュース」テイクアウト専門店 山﨑　豊文

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社アップハウジング 7120001169659 コロナ禍での移動を最小限に抑える１施設で完結する総合美容サービス 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 岸和田市 三宅ハイテックジャパン株式会社 7120101049364 高度な技術力を活用した高精度・高面粗度加工実現による半導体市場への新分野展開 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 守口市 株式会社ＧＯ　ＷＡＹ 7120001241640 中古車仕入れ代行業から中古改造車の製造販売業への進出 大阪信用金庫
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近畿 大阪府 大阪市生野区 有限会社カネコ屋工作所 8120002009301 コロナの逆境を「塗り替える」！日本を彩る高品質・抗菌塗装への挑戦 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ディレクタイズ 4120001099280 バックオフィスＤＸ 木村安壽

近畿 大阪府 豊中市 ダイショートレーデイング株式会社 3120901024462 大阪の輸入雑貨業者が、日本初進出となるコーヒー豆を使ったコーヒースタンド事業を新たに展開する 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 泉南市 株式会社建築工房ｅｎ 3120101044096 国産オーダーメイド暮らしを感じる家具製作事業への新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ルルエンタープライズ 6120001191515 オフィス街の鳥料理店だけでなく「本格的な料理・サービスを提供できるドッグカフェ運営」という新分野展開への挑戦 西岡　昭彦

近畿 大阪府 高槻市 新宮エネルギー株式会社 9120903001826 水素を燃料とする業務・産業用燃料電池装置の製造事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社コバヤシ工業 7120001020152 アフターコロナにおいて高い需要が見込める新事業への挑戦 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 八尾市 株式会社陵南精機 3120101028090 「樹脂成型用ゲートカット装置」の自社開発を通じた医療器具業界への新規参入事業 仲下聖治

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 オリーバル株式会社 8120001124547 マイクロファインバブル事業の新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 Ｙ’ｓ株式会社 1120001227505 看護師一人あたりの対応件数１００件／月を実現する関連会社を最大限活用した訪問看護事業 税理士法人広瀬

近畿 大阪府 泉南市 三楽国際株式会社 2120001166768 ホテル内ゴーストキッチンを設置・飲食店人気メニューの製造販売で事業再構築 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市城東区 有限会社朝日メタルワーク 3120002048304 高精度・高効率の量産体制構築による自動車業界のＥＶシフトへの対応 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 阪南市 カミタ総合設備株式会社 6120101044564 設備工事業のノウハウを活用した障がい者グループホーム運営事業参入 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 豊中市 ハニー珈琲株式会社 5120001018512 日本初ハラル瓶詰濃縮コーヒーのＯＥＭ供給並びに有名カフェとのコラボによる同商品展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社セイワ 3120001002022 ＣＮＣ精密長尺旋盤等で半導体高機能フィルム巻芯支持装置部品へ展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 ホームテリアカミノ株式会社 9120901018723 リフォーム事業で培った技術を生かして、家具市場へ新規進出を行う計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社自由考動 9120001179961 ペット用品・ペットも洗える除菌・抗菌・消臭対応有人コインランドリー 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 池藤織布株式会社 2120101037943 国内生産サプライチェーン維持・産地存続のためのサイジング機の導入 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 富士電子株式会社 1120001090985 Ｒａｓｐｂｅｒｒｙ　Ｐｉを活用した外観検査・画像処理システム開発 ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 松原市 株式会社田中金属製作所 3120101025419 新たな半導体製造洗浄装置部品の製造技術および量産体制の確立 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社山川工業 1120901028300 自動車関連市場からプラント関連市場への進出による、新たな収益源の獲得 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社三好工務店 6122001033523 製材機などを導入して原木から作る家作りに挑戦し業態転換を図る。 田中　道彦

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 東福鍛工株式会社 5120001050218 自由鍛造事業から切削加工事業への新分野進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社コラム・コア・クリエイト 2120002049154 地域密着型「知育・トレーニングをメインにしたボルダリング事務事業」 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ユアチョイス 8120001207302 システム開発力・管理力を活かしたオンラインクレーンゲーム業への進出 株式会社但馬銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 ムツミ金属工業株式会社 9120001016371 新たな板金用設備を導入し、集塵機板金部品の製造事業への新分野展開を図る 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社星加忠鉄工所 5120001050630 防衛省保有艦部品の加工技術を活かしエネルギー分野へ進出する 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 浜田製作株式会社 3120001002427 ＡＧＶ活用の専用システム構築による自動倉庫ソリューション 伏見　竜

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社丹生堂本舗 2120001017954 おうちに届ける駄菓子屋さん」ネット販売を活用した新分野展開（ＢｔｏＣ）への挑戦 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社メディツィン・ガンツェン・アウスヒルフェン 1120001071234 京田辺複合健康増進店舗プロジェクト 田中　貴之

近畿 大阪府 東大阪市 オーヱッチ工業株式会社 1122001001170 自社特許と生産技術力を活かした鍛造部品の内製化 近山　寿博

近畿 大阪府 和泉市 太伸興業株式会社 5120101009634 炭酸ガスカートリッジ製造販売事業計画により、脱ペットボトル社会の実現に貢献 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 富田林市 米澤器械工業株式会社 1120101031328 最新パンチレーザ複合加工機導入と生産体制刷新による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市西成区 國見工作所 製鉄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

近畿 大阪府 泉佐野市 ダイワタオル協同組合 2120105006416 泉州タオルを用いた国内初アパレル用品（寝具・ワンマイルウェア）製造への参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 有限会社正和工業所 5120002011375 光学機器分野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

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社日進 7120101023229 高精密ＣＮＣ工具研削盤等で超硬ボールエンドミル事業への展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社吉武工務店 3122001007934 古民家再生三方良しプロジェクト 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社尾崎製作所 9120101001414 コロナ禍で需要増加する大型倉庫等のＭグレード鉄骨製造への展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社韓日 1120001169994 宗右衛門町におけるファミリー向けロボットが接客する多国籍料理 近畿産業信用組合

近畿 大阪府 大阪市淀川区 フジアンドチェリー株式会社 8120903001364 ＥＣ事業向けのクラウド型経営管理ツール『スグミル』 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社大一機械 2122001021507 大幅な工程集約による省人化と生産性向上を生かしたテスト生産用（中ロット）部品製造への挑戦 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社モリヨシ 6120101007323 繊維業界におけるサプライチェーン寸断に貢献する、新生産プロジェクト 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社ビルド 4120001109411 医療機関・福祉法人と連携した働く女性向け時短×セルフ美容事業への取組 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社キャラ 3120001116680 アンチエイジング事業に新規参入。「アロマ＋ＮＭＮ」で第二の事業柱を形成 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社宗匠 5120001142956 くつろぎながらリフォーム事例を確認できるショールーム兼カフェの出店 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社リゲッタ 4120002068268 大阪のサンダルメーカーが新事業で地域の産業を守る 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 高石市 株式会社河内組 2120101022904 解体事業の新規参入に伴う解体工事用設備の導入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社Ａｘｉｓ 7120001142707 業界で珍しい完全非接触型のスカルプケアサロンへの進出計画 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ミタカ 5120101022389 コロナ禍で美術館との相乗効果を発揮できるグランピング事業への進出 網野　征樹

近畿 大阪府 大阪市平野区 大和金属工業株式会社 6120001020938 ＳＤＧｓの取組推進に向けた、再生可能エネルギー用蓄電池筐体への新分野展開 株式会社福邦銀行

近畿 大阪府 茨木市 有限会社リブラック 8120902001794 急速冷凍機の導入による新商品「レトルトおかず」の開発、ＥＣ販売への業態転換 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 富田林市 株式会社パパママカーズ 7120101056344 新たな車の役割を提案！カスタムカーのＳＣテナント戦略の展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 羽曳野市 豊国金属工業株式会社 6120101032453 電動車部品用の高精度鋼管の製造事業への新分野展開を図る 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 東大阪市 三陽化工機株式会社 7122001003087 油脂加工機械メーカーとして培った経験から各種機械修理業へ展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 溝口工業株式会社 4122001020201 コロナ禍でも需要の高い建築分野への新分野展開によるＶ字回復計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ジーピーオンライン 4120001118651 ＳＥＯコンテンツ作成支援ツール「ＡＩＳＥＯ」 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 八尾市 丸勝物産株式会社 8122001020156 木製椅子のリペアサービス専用ラインを新設し、新分野に参入する。 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｒｅ　ｇｏｔｔｚ 8120001138142 女性の美しさを叶えてきた美容室が淡路島で本格的なフィンランドサウナ事業へ 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社大前製作所 1122001001427 小型レーザ加工機導入による水再生処理向け小径部品製造への新分野展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 有限会社慶山田商店 8120002068264 地元商店街で創業４０年以上の韓国漬物店が激安『韓流』焼肉店に挑戦 近畿産業信用組合

近畿 大阪府 豊中市 株式会社春 1120901028085 治療技術と介護予防を活かしたフィットネスジムを展開し、地域住民に貢献する 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 堺市美原区 有限会社三神製作所 3122002004575 ファイバーレーザー加工機導入により、ＥＶ自動車市場へ参入する 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 交野市 株式会社ビューティサロンモリワキ 1120001147174 地域の方と創造する、心と身体の健康づくりの場の提供 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社エコモート 2120101045962 中古トラックの付加価値を高める、トラック塗装業への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社石川製作所 5122001000301 ５軸複合加工機の導入による産業用ロボット市場への新分野展開 山本　高久

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社エーシステム 7120101049694 社会貢献と事業再構築を両立させる障害者グループホーム運営への進出 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 枚方市 三上内科 予防医療を実現するための伝統的クリニックのＤＸ化戦略 アイネックス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社エムアンドエムフーズ 8120002069808 蕎麦居酒屋から立食い蕎麦ＦＣ展開と中間食材卸売への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 老三ジャパン株式会社 5120001098439 ＢｔｏＢ事業での経験を活かした、自社企画・製造したカットソーとニットの個人向けオンライン販売への進出 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪狭山市 株式会社寄田メンテナンス 1120101027680 日本人もインバウンドもおいでやす！気軽に楽しく味わうビーガン料理ワールド！ ひまわり経営サポート株式会社
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近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ビルドミクス 5120101030103 「本場の味」を気軽に購入できるオン・オフ体制の構築 中澤　悠平

近畿 大阪府 東大阪市 江洲金属株式会社 5122001002149 高付加価値な金属部品加工への新規参入による業績Ｖ字回復の実現 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 柏原市 株式会社スリー・カントリー 6122001025090 地元の果樹野菜を活用！観光バスを使ったキッチンカーとミクソロジーバー 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＹＯＳＨＩＮＯ　ＳＰＩＲＩＴＳ 7120001198014 オリジナルウイスキーの製造業へ！空き家を活用した蒸留施設・ショップの誕生 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大東市 小金屋食品株式会社 7122001015297 こだわりのカスタムメイド納豆事業創出によるＢｔｏＢからＢｔｏＣを主体とした業態転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＳＥＮＣＥ 4120901027316 ゴルフレッスン事業をデジタル化して非対面の多角サービスへ転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ひかり工務店 3120902021087 デザイン能力を活かした家具販売事業進出による増収計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市東区 植田アルマイト工業株式会社 9120101000770 マグネシウム合金等の硬質アルマイト加工への進出による事業拡大 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市大正区 株式会社安原製作所 7120001028261 水環境プラントで活用する高精度フランジ製造による新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社エステック 1120101028514 配管工事業から福祉葬を中心とした葬儀事業への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社三上 4120101023306 自社店舗での美容用品販売への進出で認知度向上と新規顧客獲得を目指す 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大東市 株式会社樹 3122001025762 木材チップの製造販売を行うリサイクル事業に進出する、事業再構築事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社チェント・トレンタ 4120001191962 販売から修理まで行う高級輸入紳士靴専門店の新規事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社Ｈ＆Ｙ　ｄｕｐｌｅ 2120101006089 最新の非接触型ＤＸ店舗運営のコンランドリー＆洗車事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ワイズリンクス 5120101047510 ミドルシニアの肌に寄り添った高機能男性専用コスメの開発・販売 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社アカウントプランニング 3120002063798 関西で「味・見た目・規模」ともＮＯ．１の「もんじゃ屋」を新展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社イーネットサービス 3120001170827 超高齢化社会の問題解決型家財整理プラットフォームビジネス 税理士法人ＧＬＡＤＺ

近畿 大阪府 大阪市中央区 進栄化学株式会社 2120001081736 老舗化粧品原料卸会社の自社メディア構築・情報発信による美への貢献 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 共栄化学工業株式会社 5122001018285 木製のアウトドア用品の新事業により売上拡大を実現 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社総合出版 5120001024031 人材紹介事業者を対象とする営業支援事業への業種転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 Ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｊａｐａｎ株式会社 6120001224092 多目的型レンタルスペースによるオールウィン推進事業 石田　稔

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＣＲＥＡ 3120001228534 笠置キャンプ場の利用価値を向上させるカフェの企画運営 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 ダイバーシティー株式会社 4120001186590 高級美容脱毛エステサロンで「美を追求し、幸せになる」 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ライフエイド 8120001168668 自主製品の開発・販売を通じ、誰もがやりがいをもって働ける就労支援の場を創出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 茨木市 株式会社アートステージ 4120901014578 事業全体の売上回復を目指すためメンズ専門脱毛サロンの開業 浦田幸一

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＣＨＯＫＡ’Ｓ 8120102012089 高知県新港台地発世界市場に向けた地方創生のクラフトビール製造事業開始 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社シープロン化成 3120001115402 ロール成形機の導入によるリサイクル可能な新材料を用いた製品の製造 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社岬鉄工所 7122001007204 医薬品向け充填包装機の構成部品製造を通じた医薬品製造業界への新規参入事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社グローバルキッチン 6120101028419 新工場建設による飲食チェーン店の革新的新市場進出計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 和泉市 岡田誠 高級焼肉店への新規参入とブランド牛製品のネット販売 大阪信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社フジワラ 4120101043519 就労支援に特化した福祉事業の構築により地域貢献を目指す計画 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭＡＲＳ 9120001108656 生野コリアンタウンに新名所として韓国アイドル中心として劇場開設 近畿産業信用組合

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社頓知 7120001189095 和歌山の地域特性を活かしながら行うアウトドア用宿泊施設の運営 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 有限会社ケノヒ 8120002068636 瀬戸内を一望！男木島サンセットワーケーション事業 みどり合同税理士法人

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 日研工業株式会社 3120001052629 洋上風力発電機の構成部品製造を通じた再生可能エネルギー業界への新規参入事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 有限会社本田製作所 8120002024275 レーザ加工機導入により大型理化学機器の製造に着手する計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 株式会社トーコー 2120901009241 新たな装置・製法で高性能のベランダ隔て板製作の効率化を図る 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ケーズハウジング 2120001140252 移転したお寺の建物を改装したボクシングジムの運営事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住吉区 有限会社鍵硝子建材店 9120002017419 展示スペース併設カフェの出店およびリフォーム教室の開催による事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 株式会社スクエア 9120901027724 諸磯の魅力を発信！自治体連携型のコミュニティスペース運営事業 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 サン美術印刷株式会社 5120001023520 Ｗｅｂ活用による新たな収益モデルで成長する絵本市場へ新分野展開する 株式会社八咲

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社サンリフォーム 8120001044051 マンションリフォーム専門会社による建設廃棄物の分別回収事業への参入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 信和株式会社 9120001234642 中国料理店から日本初の中国・延辺文化体験型焼肉店への転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社セモア 6120001082680 オンライン受発注システム構築による非対面型事業への転換 税理士法人山田アンドパートナーズ

近畿 大阪府 茨木市 セントラルポイント株式会社 9120901031635 アウトドアレジャー事業と就労支援事業を組み合わせた事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社梅谷製作所 5120101036240 ロボット付複合加工機で薄紙段ボールシート供給機重要部品への展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社リーズワークス 2122001017249 新設備導入による半導体生産用金型の製造事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社良本設備工業 3120101058476 倉庫新設による管材・設備の卸売への進出及び多様な顧客の獲得 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社研文社 4120001063526 パーソナライズカタログ　Ｗｅｂ　ｔｏ　Ｐｒｉｎｔ　事業に業態転換 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 貝塚市 延生金属株式会社 8120101037987 焼き入れ技術を活かしたカラー鉄板による建物の長寿命化の新提案 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 堺市中区 有限会社然菜 8120102011421 有機野菜栽培からアミノ酸醗酵土壌改良材の製造販売事業への業種転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 有限会社はじめ工房 1120002061259 医療業界の抱える課題に応える事業構造転換と新分野展開計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 門真市 株式会社冨金原義肢 9120001158437 業界初デジタル技術を活用した体の分析とフィッティングサービス 税理士法人佐藤会計事務所

近畿 大阪府 摂津市 株式会社ライズ 7120901018064 拡大する郊外人口に対応する、障害者のグループホーム運営 橋本　賢宏

近畿 大阪府 茨木市 株式会社フラムハウス 9120901014227 一次産業（農業、水産業）と食品メーカーへのフードロス改善への取組み 税理士法人Ｋ’ｏｎｃｏｒｄｉａ

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社大福 4120001176971 ミールキット販売により新たな収益の柱を構築し全国へ販路拡大 花岡　貴志

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 株式会社金田佛心社 2120101040377 一日葬ホールにおけるオンライン葬儀サービス事業に進出する事業計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社精研 6122001029018 自動５面加工設備による加工高度化及びウィズコロナ生産体制への革新 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社江浦製作所 1122001000965 防錆性を有するステンレス製ボルトの設備導入による業態転換 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社上野鉄工所 1120001002981 製品大型化対応力強化による交通インフラ製品依存からの脱却 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ケイアンドオー 4120001017358 韓国と日本を融合し非接触ながら顧客満足度を追求した焼肉事業！ 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 岸和田市 星野亭 日本料理店による地元産品を利用したかき氷・スイーツの販売 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市浪速区 高階救命器具株式会社 2120001038083 アウトドアレジャー市場参入による事業多角化 山田コンサルティンググループ株式会社

近畿 大阪府 大阪市西区 中川鋼管株式会社 9120001045981 鋼管加工機の導入による建築用鋼管加工事業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社九天商事 4120001225514 ライブコマースを利用した越境ＥＣ販売事業への進出 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 東大阪市 木本電子工業株式会社 8122001001916 大型建機部品等の研削工程内製化による生産性向上及び高付加価化計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 松原市 株式会社関西加工材 7120001198154 食品・医薬品関連製品への進出による１００円ショップ向けプラスチック製品依存からの脱却 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社コウワ 3120001034890 建設業界のＤＸ化を強力に推進するシステム提供で「２０２５年の崖」突破に貢献 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 高槻ダイカスト株式会社 5120901011418 生産体制の自働化・ＩｏＴ連携を通じた自動農業機械市場（海外）への新規参入事業 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 枚方市 有限会社トレプ 7120002076631 ドローンを活用した測量・点検事業への新規参入 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市大正区 タカラ写真製版株式会社 6120001027693 工程の全面ＤＸ化による印刷出版プラットフォーム事業でＶ字回復 株式会社徳島大正銀行
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近畿 大阪府 大阪市平野区 勝山精機株式会社 9120001019829 次世代農業用機械向け精密部品事業への新分野展開事業 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社コアブルー 8120001193501 「アウトドア泊で快適な眠りを実現する」製品のＤｔｏＣ販売 徳野　文朗

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社Ｓ－ＰＲＯ 1120001139287 愛犬と泊まれる！ドッグラン付きコテージ型グランピング事業の展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社乾製作所 6120001000130 アセンブリ生産への進出による生産活動の高付加価値化とウィズコロナに対応する事業構造への転換 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ＫＮＣ 2140001029386 日韓の橋渡しをしてきた樹脂・化学専門貿易会社が、韓国食材・惣菜に特化した『韓国専門店』を創設。総合商社を目指します。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 ＦＡＳＴ　ＬＡＮＥ株式会社 8120001225758 エーミング作業への新規参入とタイヤ交換作業等の内製化 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 北島鋼材株式会社 4120001030526 新素材を提供するための工場建設と設備導入により事業再構築を実現 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 大橋金型工業株式会社 8120001049356 装置導入による精度及び生産性向上と半導体分野への新規参入計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社今西商店 1120001060823 手取川周辺（石川県）の観光資源を活用したグランピング施設運営 大阪信用金庫

近畿 大阪府 池田市 株式会社ＪＡＮ　ＳＰＯＲＴＳ 6120901022505 プロを起用した完全個室シミュレーションゴルフ事業の展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 守口市 株式会社エムズフードアンドライフ 5120001156980 焼きたてパン屋事業のＦＣ展開を通じた安定的な事業基盤の確立 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社キング食品 3120001034800 規格外フルーツを使った「フローズン・クラッシュ・フルーツ」の製造販売事業への転換 山本　智之

近畿 大阪府 大阪市城東区 エム・ワイケミカル株式会社 7120001173553 高付加価値で希少な「高尾ぶどう」等のフルーツの加工製造と海外への輸出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 サカモト工業株式会社 9122001018538 塩害対策の高耐食性ねじの表面処理を実現するＧＰ処理により売上増 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 和泉市 株式会社毎日 2120101041937 ドローン点検やショールームで目に見える屋根リフォームを提案する新事業 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 有限会社下野装飾 5120002011227 デジタル加工体制構築による「硬質立体造形品製造」への進出事業 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社泰賀 6120001117718 オールエイジ複合型進化系ＡＩフットネスジムの新展開 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＧＵＭ株式会社 8120001191661 ＭＯＮＫＥＹシアターレストラン事業計画 正木　隆行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社林金属製作所 6122001013120 半導体製造装置に向けたステンレスチャンバーの製造による新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社面本研磨 9122001033512 当社発明品のタングステン製釣具「錘スッテ」の生産・販売体制の構築 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 株式会社宇治川製茶店 4120901005544 一般消費者向けの自社ブランド茶製造販売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 大阪市東成区 生田印刷株式会社 9120001011661 カタチにとらわれない３Ｄ印刷を実現するＯＰＥＮ　ＨＵＢプロジェクト 東畠　卓也

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ケイ・ブレイス 4120001198702 コロナに負けない健康な体づくりを応援する酵素玄米の製造・宅配事業 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社楽笑 8120001171960 整骨院の医療技術を活かして美容エステへ進出！更に笑顔を増やせ 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社バディズクリエーション 4120001171386 太陽光パネルの適正処理による環境保護への貢献と収益力向上 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社ベリーズ 8120001154528 『栗山さん家のプライベートリゾート』マリンレジャーオープン計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ＳＨＩＥＮ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆｆｉｃｅ 9120001185373 ビル内の店舗の味を自由に楽しめる飲食ビルの運営 永和信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社宮本製作所 6120101037799 自動車部品金型から次世代鉄道向け部品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 大阪市天王寺区 株式会社瑞帆グローバル 7120001223440 日本のアート作品の魅力を世界へ！日本美術品ＥＣ販売事業への転換 株式会社アクセルパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社デジックス・システムズ 1120002062158 サラダ専門店に参入し、パンデミック・リスク分散で事業安定を目指す 合同会社繁盛マネジメント舎

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社エディトデザイン 7120001189070 最高のリラクゼーションを体感できる貸切サウナ付き宿泊サービス事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ラポール・サイ 3120001179298 熟練のリラクゼーション技術を活用したリラクゼーション研修・スクール事業の展開 大久保　明信

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社花松 2120001168104 遠くにいても身近に感じられるオンライン葬儀も可能な葬儀会館 大槻　直志

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社ＨＩＲＯ－ＥＮＧ 5120101024451 クラフトビールの生産販売とＳＤＧｓに適した醸造施設の工事の提案 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 協栄産業株式会社 3120001023092 産地直送仕入れのフルーツパーラー しんわ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社イズム 8122001016121 和菓子・中華饅頭市場への市場参入による多角化 山田コンサルティンググループ株式会社

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社ゲンショウ 6120001020104 電気自動車（ＥＶ）搭載のアルミ合金対応ネジの新規製造計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アイールコーポレーション 4120001184727 障がい者就労継続支援Ｂ型に特化した工場賃貸業と営業代行 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 守口市 株式会社アーバンコキタ 6120001155206 Ｖ２Ｈシステムの販売強化と非対面システムによるＶ字回復を図る のぞみ信用組合

近畿 大阪府 高槻市 株式会社堤工務店 6120901035936 ドローンによる建物点検・データ分析と事務所新設 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ツイード 5120001084488 人と人が繋がる新しいスタイルの複合型次世代ショップの新設 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社東 6120101048433 廃材を再利用！～心の火も灯す「スウェーデントーチ」製作～ 新酒　芳斗

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ランスロットグラフィックデザイン 8120902021487 コロナ対策も万全！地域の方に愛されるシミュレーションゴルフ練習場の展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社フジタ 4120001204204 図面製作技術や機動力を活かした鉄骨製造業へ進出する事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 金本徳株式会社 5120901020352 国産タオルの企画デザイン力を活かしプリント加工と通販市場参入 クレアスト株式会社

近畿 大阪府 大阪狭山市 株式会社ＡＭＴ 1120101059204 最新の破砕機を使用したコンクリートのリサイクル事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 堺市東区 コーシンホーム株式会社 2120101030196 ＦＴＫスキームを活用し、堺市の空き家を活用するリノベーション事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社ヨシキ開発 9120001189127 西成区の高齢化・空き家問題に貢献する、介護付き有料老人ホームの運営による福祉 近畿産業信用組合

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社Ａ－ｔｔｅｎｔｉｏｎ 6120001195391 中小不動産仲介会社向けの不動産ＣＲＭシステムの開発・販売 株式会社リアリゼイション

近畿 大阪府 大阪市西成区 トキワ精工株式会社 1120001003906 従来手作業の『工作機械部品の摺動面きさげ作業』をレーザー加工 のぞみ信用組合

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社きものおおにし 4122002001274 着物借り上げ・ＥＣレンタル・着付け宅配。三位一体で紡ぐ和服のＳＤＧｓ 株式会社ティグレ

近畿 大阪府 守口市 有限会社倉崎工作所 9120002081910 弱電向け小型板金試作から、産業向け大型板金試作への事業拡大 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 枚方市 株式会社正栄 7120001149776 ２４時間・３６５日営業のＩｏＴワンストップ洗濯サービス事業の展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 有限会社オーケイ製作所 2120002023662 大型物置・ガレージに対応した生産体制の構築 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市旭区 博瑞商事株式会社 8120001193014 旅行業者による華麗なる事業転換！信頼できるネットショップの出店 大阪信用金庫

近畿 大阪府 富田林市 カンメタエンジニアリング株式会社 4120101031829 プラント機器重度損傷の現場補修を可能にする新たな表面処理の提供 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社森下建築総研 1120001096181 コロナ禍のサードプレイス需要を狙う「分散型デザイナーズコテージ」 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社神明工業 2120001020495 量産品の曲げ加工を可能とする加工機導入による新分野への参入 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社アイエヌティ 9120001053398 コネクタ部品成形ノウハウを活かしたスイッチ部品の樹脂成形事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 門真市 株式会社鶴見急配 9120001116353 域内初の小規模貨物による３ＰＬ事業への取り組み 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 茨木市 ウエダ産業株式会社 8120901000252 工事・作業分野別に最適化された自社ブランドミニショベルの全国展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 蜂バルブ工業株式会社 7120001015937 防災用水門に必要な高精度バルブの製造による新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 守口市 株式会社中道設備工業 4120001160141 自動配管加工機械・自動溶接機械導入による自社工場ステンレス配管加工・溶接一貫体制の構築 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社コシハラ 7120001003330 加工ライン整備による部品加工内製化で新規メンテナンス事業の強化計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＺＥＮ　ｏｆｆｉｃｅ株式会社 6120001183677 ローカルビジネス向け「デジタル接客クラウド（仮）」事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社イデグチ製袋 4120001049203 タンクローリー用使い捨てインナータンクの新規事業化 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社長輝ＬＩＴＥＴＥＣ 2120101052703 釣り船用バッテリー製品の開発、自社量産化で図る事業再構築 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 有限会社池田建材 3120902009545 地域発展及び地域イノベーションに貢献する原石砕石事業 ミレ信用組合

近畿 大阪府 和泉市 株式会社さぬき造園土木 3120101041481 未利用草木質資源を用いたバイオ燃料製造事業 税理士法人ＴＡＣ

近畿 大阪府 吹田市 株式会社但馬屋 5120901016441 人気焼肉店の味を家庭で楽しめる食肉小売販売店で業績Ｖ字回復 大澤　悠

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社仁達 7120001116909 中国本格地方料理店（中華飲食楼）事業計画 大阪商工信用金庫
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近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社謙徳 8120001173115 特殊鋼材加工に特化した板金加工体制の構築 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 大阪工具工業株式会社 3120001050913 ＥＶ・医療機器向けＸ線ＣＴ検査の受託による事業多角化・顧客層拡大 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 松原市 幸南食糧株式会社 2120101025171 冷凍事業ユニットで冷凍韓国海苔巻き（冷凍キンパ）製造事業へ展開 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社ＷＡＧＯ 7120101037914 地域利用者の社会復帰を後押しする就労継続支援Ｂ型事業所の開設 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社隆勝フードサービス 3120001230234 ラーメン屋からセントラルキッチンを開設し「ラーメン特化型食材卸売事業」へ転換 税理士法人岡本会計事務所

近畿 大阪府 八尾市 株式会社タケシン塗装工業 9122001019032 抗菌塗装における業界最高水準の品質を実現する事業の再構築 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 守口市 株式会社弘栄工務店 9120001159039 注文住宅の建築請負業の開始による事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 大東金属株式会社 5120001003729 高精度鋼板加工技術を活用した防災に必要な免振装置の開発、製造による新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社レックス 9120001145170 高齢者に寄り添う、地域密着型の健康弁当配達サービス 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社木古里 6120001180658 和食割烹自慢の釜炊きご飯をレトルト食品化してＥＣ市場に新規展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アイズ 4122001000839 専門知識を活かした布団等のクリーニング・圧縮・保管・集荷サービス 中原圭介

近畿 大阪府 大阪市住吉区 西日本環境株式会社 6120001033436 地元および法人顧客に向けたパン製造・小売業への参入 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 株式会社アルカンジュ 6120901037627 ヘアカラーとの融合により実現するアフターコロナの未来型広告業 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 阪南市 株式会社ＭＹＴＨ 9120101057943 ｅスポーツを活用した「発達障害者向け自立支援・就労支援サポート事業」 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市北区 山下建築工房株式会社 7120101058605 提案型オーダーメイド家具の製造販売＋廃材利用サービス事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 國友熱工株式会社 5122001002413 炭素発熱体の長寿命化・水素生成用電極の耐腐食性被膜加工でＣＯ２とコスト削減 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社ナバテック 1150001015246 ＭＥＭＳセンサ製造における成膜プロセスの受託サービスの事業化 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 丸和食品株式会社 3120101037678 道の駅農産物直売所及びレストランの経営（いずみ山愛の里） 山岸　祥治

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社邦南堂 2122001013223 減り続ける大ロット製本下請け業から伸びるＩＴ業界と連携した可変冊子製造業への転換 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 認定ＮＰＯ法人ノーベル 9120005011963 訪問型保育者のための「学び・つながりの場（コミュニティ）」創出事業 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ナッパー 3120001075365 ＥＣ販売システム構築によるＵＩＤＸ化を活用した新規市場への参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 有限会社板原金属 5122002016494 最新型レーザー切断加工機の導入による成長分野への進出 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社中村超硬 1120101005629 ナノサイズゼオライトの事業化 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 堺市美原区 有限会社泉谷電工社 2120102013381 防爆機器製造～施工までの一貫提供による水素ステーション整備の推進 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市中央区 合同会社Ｂｅａｕｔｙ　Ｐｌａｃｅ 9120003017211 エステ店舗のサブスク事業強化にて自社店舗拡大と新規ＦＣ事業展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＩＮＧＲＡＭ　ＩＮＣ 7120001179988 労働環境を改善し美味しいベーカリー店の展開と既存事業のシナジー効果形成 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 レプラスデザイン株式会社 1120001048967 一般消費者（新市場）に対して中古デザイナーズ家具小売販売事業 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 山陽紙器株式会社 6120001049671 新しい構造のリターナブルボックスの開発及び生産体制を構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 株式会社福島屋 5120901018355 ストップザ空き家！狭小住宅再生モデルハウスでリノベ新分野に挑む 高槻商工会議所

近畿 大阪府 東大阪市 レジンクラフト株式会社 3122001024814 高齢者と障害者の共生を支援する新たな形態の老人ホーム新設による介護事業への進出 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市此花区 株式会社プラウド 4120001221067 自社のノウハウを活かした足場設置事業への参入による事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社ライフアップ 2120001164615 アウトドア型　リゾートヴィラ 但馬信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 平野工業株式会社 5120001031515 キュービクル躯体（高圧受電設備）のベースを内製化することによる事業再構築 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 八尾市 山口包装工業株式会社 6122001020406 Ｐａｒａ　Ｐａｃｋａｇｅ　障がい者就労支援を通じた紙包装の価値向上事業 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社三友自動車工業 8122001003103 キャンピングカー等の製造・レンタル・販売とキャンプ飯を味わえるカフェの併設 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 藤岡 子供の笑顔を最大限に引き出すセルフスタジオの運営 西山　英志

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社水野 2120001139195 オリジナルブランドの確立とＤＸ推進による加盟店からフランチャイザーへの転換 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 東大阪市 三葉株式会社 7122001007303 テクノロジーを駆使した自動化機械設備の導入で今後ニーズの増す新素材の加工計画 石津　良行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 葵精機株式会社 6120001004643 ＥＶ・ＨＶ自動車部品関連事業参入による売り上げ拡大 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 ＣＦ－ＬＡＢ株式会社 7120001047468 私が好きな私になるＷｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇなライフスタイル複合施設の運営 大西　美喜男

近畿 大阪府 泉佐野市 有限会社ハナトミ 5120102024376 手芸クリエイターの創造性と経済性を両立させた場の提供を行うＢｔｏＣ事業に進出する 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市此花区 新日本鉱業株式会社 8120001229008 ＩＴ技術を導入し、都市鉱山からの廃基板取引量日本一を目指す。 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 ｂｅ．株式会社 3120001217322 フードマイノリティーの方々が安心して食べられ、食品ロス問題を解決するヴィーガンスイーツの販売 齋藤　壽彦

近畿 大阪府 東大阪市 カナテック株式会社 6122001001703 ネジ屋が挑む！３密回避レジャーのキャンプ・サイクリング用品製造 大阪信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社マルエイ 8120902021999 今後増加する建築廃材である廃石膏ボードの受入・再生事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社内山食品 1120101000935 食肉卸売業者による新規食肉加工品製造とライブ型ＥＣ事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 株式会社長浜製作所 6120901011615 バランシングマシン国内トップ企業が挑戦するスピンテスト事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 和泉市 有限会社ボディーショップ下平 9120102026815 劇的に変革する自動車整備業界において、ＡＳＶに対応した整備事業の再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社こまめや 7120101047401 エクステリアと住宅のトータル提案でこだわりの住まい需要に応える新事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社大坪製作所 5120001138715 ＣＮＣ自動旋盤の新規導入による新たな難削材加工製品への転換 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 和田八蒲鉾製造株式会社 8120001123904 伝統のかまぼこの揚げ技術をかりんとうへ転用。新たな大阪土産を構築する事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｌｅ・Ｒｅｖｅ 9120001181769 街の遊休地を活用したテイクアウト専門のコンテナ飲食サービス 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 大阪市中央区 アピデ株式会社 2120001011619 メディア機能付自社ＥＣサイト「Ｓｏｌｖｉｔａ」の構築 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 八尾市 関西サービス株式会社 3122001023477 コロナ禍にマッチした大型建設用機器事業の新分野開拓によるⅤ字回復 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アイル 1120001118241 デザインノウハウを活かしたコロナ禍に強い非接触型の別荘型宿泊施設の建設、リノベーション事業 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 箕面市 フレスデザイン株式会社 8120901028780 石窯パン工房を目玉にした丹波の魅力を満喫する体験型宿泊施設の開業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 泉佐野市 五光精機株式会社 5120101039664 工業ミシン機器生産ノウハウを特殊バルブ製造の生産構築と新規業界展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 堺市北区 ミツヤテック株式会社 2120101006989 超省エネ「波動創流型撹拌機」の開発と上市による新規事業分野への事業展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社Ｌｅ　ａｒｃ　ｅｎ　ｃｉｅｌ． 5120001211018 働く女性を応援！美容室が経営する時間創出安心安全コインランドリー ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 池田技建工業株式会社 8120001022362 赤外線カメラ搭載ドローンによる外壁・太陽光パネル調査事業への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社万福家 1120001173253 人への安全や環境負荷に配慮したエシカルなハイブリット型店舗へ転換 朝日税理士法人

近畿 大阪府 大東市 株式会社三友エンジニアリング 3122001003082 三次元測定機の導入による新分野への進出 税理士法人　悠久　杉本会計事務所

近畿 大阪府 堺市中区 Ｆｕｌｌｃｏｌｏｒ株式会社 9120101058603 エポキシレジン（樹脂）を使用した家具等のインテリアやグッズを世の中に創造する。 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ビエスト化粧品 6120001118253 ファブレスから内製化し、中国市場を軸としたアジア諸国へのバルク輸出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＹＯＳＨＩＫＩ　Ｒｅ． 5120001091815 ＤＸ化により実現する新販路開拓（Ｗｅｂ商談リフォーム）及び新商材（ライトジュエリー）のＥＣ販売 永和信用金庫

近畿 大阪府 門真市 合同会社絆 4122003000878 児童向け多機能型・障害児福祉サービス提供による増加する障害児福祉ニーズへの対応 奈良県商工会連合会

近畿 大阪府 枚方市 有限会社平石製作所 6120002076509 アルミダイカスト金型から医療用分析装置用金属部品への進出 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 八尾市 株式会社大日工業 9122001019172 ウイズコロナ　３Ｄデジタル技術活用による試作の省人化・高付加価値化 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪狭山市 株式会社オクヒラ 5120101026497 ハイブリッド低価格中古車専門店を展開、脱炭素社会への市場を形成する 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社ＮＡＳ 6120001186003 金属加工部品の一貫生産の強みを活かした医療用酸素吸入器の新開発計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社アクアライス 7120001073365 日本初！各産地厳選米使用炊き立て無添加冷凍パックご飯販売事業 サポート行政書士法人



99 / 137 ページ
事業再構築補助金　第5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

エリア名 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 大阪府 大阪市中央区 喜界島担々麺　香 オフィス街の担々麺店が自然派中華料理の物販通信販売事業を開始 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社シースパンアドバンス 9120101044933 電気工事の実績でＥＶ車導入をトータルサポート。社会貢献企業へ進化する。 大阪信用金庫

近畿 大阪府 河内長野市 株式会社ヤマヒロ 4120001090801 高性能・高品質カラーねじの初の国産品製造と建築現場への小ロット供給の実現 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 豊能郡能勢町 関西興産株式会社 7120901029111 廃石膏ボードのリサイクル事業の為の工場建設及び機械設備の導入 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 前川鉄工株式会社 5120101037610 脱炭素需要拡大を見据えた、太陽光パネル取付架台施工・販売事業 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭＳＫ 7120001183222 小規模ショッピングモールと起業家コワーキングスペースの運営 吉田英太郎

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社イマジョー 4120001016847 制服製造業者が作るアスリートウエアレベルの高性能耐熱防火服 尾﨑　公彦

近畿 大阪府 大阪市浪速区 靖安株式会社 3120001115443 遊休施設を活用して行うアクティビティ付きゲストハウス事業 中谷　浩一

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社元豊 5120001131265 フレコンバッグ、オンライン販売事業の開発、在庫販売体制の構築による原料メーカーへの直売開発。 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社岡田商店 7120001061642 店舗出店による一般消費者向け少品種・少数の酒類等販売事業の展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ヒューブレイン 5120001136818 独自の画像処理技術を活かした定期メンテナンス事業への新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市住吉区 石田鉄工所 大型水タンクなどの大型金属制作物の製造業へ新分野展開 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 茨木市 たくや 鮮魚卸のノウハウを活かした高付加価値型寿司店の事業の展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社フランスヤ泉佐野 7120101040141 布団・敷布団丸洗い乾燥事業サービスへの新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 豆村自動車株式会社 5120001047461 中古軽自動車販売事業に伴う販売方法のＤＸ化とショールームの建設 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ザ・ビッグスポーツ 9120001064189 高齢者向けｅスポーツ市場参入による事業多角化 山田コンサルティンググループ株式会社

近畿 大阪府 箕面市 株式会社ＳＯＵ 7120901032024 スーパーマーケット専売冷凍ピッツァの製造販売事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ダイワ 3120001226950 冊子の請負印刷から脱却し、印刷ＥＣ販売事業参入による事業拡大 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 長谷川鉄工株式会社 7120001029607 高度技術を活用した特殊コンプレッサ製造事業への新規参入計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 ワイエスビー工業有限会社 1140002043817 解体工事　ＮＥＸＴ　イノベーション～信頼と実績で地域に貢献～ 藤原　覚

近畿 大阪府 大阪市西区 ９ホステルリノベーション＆ホスピタリティ株式会社 5120001208352 空き家リノベーションによる第三世代型サウナ付宿泊施設の展開 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社タケシン防災 6120001015509 地元食材利用ドッグカフェにドッグランとトリミングサロンを併設して事業を再構築する計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社アイマット 4120002051843 非鉄金属部品の試作～量産の一貫体制を構築し新たな市場開拓を図る 株式会社匠コンサルティング

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社シーエムエス福祉開発 2120102005932 ヒト・モノ・カネの再活用でショートステイから有料老人ホームへ転換 日本クレアス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社山佳化成 3120001162080 ＳＤＧｓの推進に資する新素材開発と原材料混練から成形加工まで一貫した生産体制の構築 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 アサヒヒューマンリソース株式会社 4120101058236 オンライン日本語検定の創設と教材開発で外国人労働者を支援する 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 丸和紙器株式会社 5122001020175 ダンボールメーカーが挑む、環境配慮型販促品の製販一貫プロジェクト 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 摂津市 株式会社風の街 9120901019226 テイクアウト新商品と非対面型店舗運営の実施 大阪信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 麟宏金属株式会社 1130001045583 ウイズコロナ時代の内食需要を背景に、新鮮果物を中心にアジア食品流通事業へ進出 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 吹田市 有限会社ミスタータイヤマン江坂 7120902007801 新分野の自動車整備業（認証工場）に進出して、売上の向上を図る。 吹田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社シブタニ 6120001081187 業界初「顔認証ハンズフリー施開錠システム」で安全安心に貢献 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社エイシンインターナシヨナル 7120001075337 国内回帰で強固なサプライチェーンの構築による持続可能な経営基盤の確立 天池　教昌

近畿 大阪府 堺市北区 進和建設工業株式会社 9120101003542 高級ペットブランドの開発～日本初の富裕層のペットブランド～ 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＲｅＡｓｓｅｍｂｌｅ 4120001212751 放課後等デイサービス及び学童保育事業所を新設 髙司　浩史

近畿 大阪府 堺市美原区 境川工業株式会社 9120101021511 車載電池の製造装置に使用する高効率熱交換器の開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ハイデクスタ 5120101000709 ＵＶ１００％カットフィルムで実現するグリーン成長戦略への貢献 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市都島区 旭化工株式会社 4120001006872 付加価値の高いフィルム加飾技術でウイルスの脅威から人々を守れ！！ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 タノシミナ合同会社 1120003010743 ①脱アルコール業態（台湾喫茶）と②通販事業を新規構築し、既存台灣食堂とのシナジー効果を生み出す包括的台湾飲食事業 松川　浩士

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社イー・ファクトリー 6122001014003 引きこもり支援×ｅスポーツで全国初のモデルケース 金園　英也

近畿 大阪府 豊中市 大阪仏壇仏具センター株式会社越前屋 2120901023234 仏壇仏具の地場店舗販売専業からオンライン販売体制構築による全国展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社東光化学工業所 5122002005712 基礎化粧品容器製造への新分野展開 永和信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 Ｓｐｉｄｅａ 広告制作業から広告依頼主と広告媒体持主のマッチングサイトへの進出 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社ワールドアスリートクリエーションカンパニー 9120101027863 スポーツの力で地域創生を実現し、持続可能な社会づくりに貢献できる事業をつくる。 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 山下硝子建材株式会社 2120001025668 新規事業として、リフォーム業に新たにチャレンジし、新分野展開を行う ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 児玉帆布工業株式会社 1120001049560 本格的な経口製薬メーカー向けバグフィルターの新製品導入 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ジャスト・メディカルコーポレーション 9120001129157 最新ＡＩフィットネス×マッサージによるトータルボディケア事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社ＤＲＥＡＭ　ＲＥＡＬＩＴＹ 8120001133168 飲食店事業を展開する当社が加工済み商品を製造する為に新たに自社で製造設備を保有し、外販事業に参入する 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 株式会社スマイルファクトリー 8120001173651 子どもたち一人ひとりに向き合う児童発達支援による事業再構築 大阪商工会議所

近畿 大阪府 松原市 株式会社フラワー 5120101025680 「幸せミライ計画」河南町食材による古民家軽食堂で癒しの町興し 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭＰ 7120001127484 「再生の地：熊野」で人と人・自然をつなぐ体験型滞在リトリート施設事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社キープエンタープライス 6120001132601 コールセンター受託事業でシナジー効果とニッチ市場参入を実現！ 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 八尾市 高由金属株式会社 2122001019229 生産拠点の集約と金属切削加工の高度化を通じた超高速回転軸物製品への挑戦 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 吹田市 セカンドステージ株式会社 6120901018874 ２４時間フィットネスジム「ＦＩＴ－ＥＡＳＹ」姫路店の運営 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社サムライズ 6120001114558 硬質紙ボード資材を活用した立体広告物製造業への業種転換 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ヤシマ精工 5122001007750 スキンケア化粧品市場に求められる気密性の高い容器の開発・販売計画 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社近藤溶工 1120001182956 金属部品製造からアルミニウム二次合金用の工業炉の製造による新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社智将 9122001023257 マウントリゾート　ＭＯＵＮＴＱ 但馬信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社閃光 2120001175109 ペットの総合ヘルスケア事業へ進出することによる事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社山崎製本紙工 7122001007575 日本産　医療用ウィッグ　の　ＯＥＭ　生産　の　新事業展開 金園　英也

近畿 大阪府 和泉市 関西トランスウェイ株式会社 2120101041350 食肉加工事業参入による生産者から飲食店へのワンストップ物流サービス（ＢｔｏＢｔｏＣ）の取り組み ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 Ｗ＆Ｄ合同会社 2120003012623 地域活性化を担う養殖エビを使ったフードパーク計画 芦谷義一

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ｍｏｕｓｅｔｒａｐ 2120001122119 デザイン事務所のブランディング力を活かしたパイ専門カフェの運営 株式会社イソシエ

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社メディアコンサルティング 1120001144163 オンライン面談で、見て、話せて、選べる。老人ホーム検索サイト 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ウイングサポート 5120001129020 地域資源を活用したコワーキング機能付き宿泊施設および飲食店の開業 京都府商工会連合会

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ＧＯＺＡＰ 5120001224928 飲食店がコロナ禍を乗り越える為、インドアゴルフに進出し事業再構築 有限会社えんがわ

近畿 大阪府 大阪市中央区 アド株式会社 1120001073750 スーパーフードを使用した罪悪感なく食べられるスイーツ「ドクターフルーツ」（仮称） 木村　兼作

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ガルコーポレーション 8120001095607 攻めの美容を追求するユニセックスエステサロン開業による事業再構築計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 四條畷市 株式会社三喜 9120001199209 予防医療を根底に寝たきり老人を作らず、障がい者が活躍できる環境の提供 株式会社Ｎ総合会計コンサルティング

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社タバック 3120001192029 食材の有効活用型の、保存のきく冷凍ラーメン食材製造販売事業 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社オペレーションファクトリー 7120001042171 福岡県糸島市雷山へのグランピング施設出店事業計画 中辻　義則

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社大和 3120001007987 特許出願中の新工法ステンドグラスの製造・販売事業への新規参入 ひまわり経営サポート株式会社
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近畿 大阪府 富田林市 美馬建設株式会社 8120101031263 ＧＭＷプロジェクト 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＭＡＪＩＭＡ株式会社 1150001009090 居酒屋から大転換、大阪初プリン専門店の内製化、店舗、通販事業参入 株式会社しのざき総研

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アート宣伝 2122001000007 下請け事業からの脱却　自社設備による自社アイデア製品の製作、及び新販路開拓・事業拡大計画 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ＮｅｘｔＩｎｎｏｖａｔｉｏｎ 1120001217101 増加する地域の障害者福祉課題解決に対応するグループホーム事業の展開 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社気楽人 2120001215913 地元の地域創生戦略を活用したサブスクリプション型キャンプ場 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市城東区 合同会社富士グローバルビジネス 1120003015065 コワーキングスペースを核とした新形態滞在施設運営事業への展開 山田　健一

近畿 大阪府 三島郡島本町 株式会社ＭＯＮＯＦＵＬＬ８２ 2120901042713 地域のスモールビジネスを支える郊外型レンタルスペース運営 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ソーシャルインタレスト 8120001198459 ワーケーションニーズ対応リゾート貸切別荘事業への事業再編 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 タバタ株式会社 1120101004804 持続可能な畳製造を実現するリユース事業展開のための生産体制構築 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 高島商事株式会社 2120001083864 サステナブル素材の合成皮革販売とＤＸ推進によるＶ字回復プロジェクト 中谷　健太

近畿 大阪府 大阪市福島区 堀内商事株式会社 6120001070405 「建築現場のラストワンマイル問題を商社機能獲得により主導的に効率化しＳＤＧｓに貢献」 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社インターデザイン 3120001136489 オフィスレイアウト専門のＥＣサイト構築とレンタルオフィスの開設 松成　文貴

近畿 大阪府 大阪市浪速区 セブンズオーシャンホールディングス株式会社 1120001223504 旅行業から新型コロナウイルス感染症の影響を受けにくいコールセンター業への業種転換で地方の観光地を活性化 株式会社シェアードバリュー

近畿 大阪府 南河内郡河南町 名阪真空工業株式会社 4120101034055 射出成形への挑戦による製品開発力強化 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 クレアシオン株式会社 7120001180830 世界屈指のスノーパウダーで有名な北海道留寿都村にて、本エリア初となるグランピング施設の開業への挑戦 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

近畿 大阪府 泉佐野市 阪南チーズ染晒協同組合 9120105006418 ＣＳＹ合成繊維を自社オリジナル開発で商品化し糸メーカーとしての新事業展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市住之江区 誠南工業株式会社 1120001030999 養鶏場の抱える鶏ふん処理問題を解決するシステムの構築および提供 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 太陽製作所株式会社 5122001031544 ＡＧＶ用特殊スチールラック生産体制構築による成長市場への展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 河内長野市 株式会社三晃精密 1120101033695 デジタルデータ活用の超精密金型技術による医療機器分野への参入 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 大阪府 大阪市中央区 石井産業株式会社 6120001074447 車載パワー半導体に対応した、キャリアーテープ製造事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社フアイン 9120001058001 「海峡」と「食」のまち明石市に、新たな寿司スポットを構築する 廣瀬　好伸

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＲＯＵＧＨ　ＬＡＢＯ 6120001208070 コワーキングカフェが展開する、異人館での撮影スタジオ運営・総合メディア局開設 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ウエルネスサプライ 5120001041571 アウトドア特化型宿泊施設の運営 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 南河内郡河南町 伸展テクノ株式会社 9120102017616 難削材加工技術の高度化による、世界に誇る半導体製造装置部品の供給体制構築 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ＣＣＧ　ＨＯＮＡＮＤＯ 7120001124250 コロナでも商業印刷のようにＷｅｂ化やデジタル化せず需要拡大した紙器・特殊紙商材への挑戦 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ＳＫビークル 6120001167259 殺処分馬ゼロへ！遊休地を活用し養老牧場で３つの社会課題に挑戦 廣岡　茂男

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社宮本工務店 5120101007134 中小工務店の経営力を高めるＶＲ３Ｄ住宅体感システムの開発・販売 塩尻　明夫

近畿 大阪府 摂津市 ＫＡＮＯ　ＣＥＮＴＥＲ株式会社 1120901013186 建築業の生産性向上にむけた鉄筋ジャバラユニット工法による組立プロセスの構造転換 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 東大阪市 アンファン株式会社 3122001014963 冷凍商品の開発により洋菓子販売の全国展開を目指す 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ＢＯＮＩＴＯ 4120001216083 シニア向け２４時間型トレーニングジムを開設し、シニアの生活の質を向上 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 八尾市 祥美株式会社 2122001028626 ベトナムの食材や加工食品の輸入販売を行うことによる事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社友電舎 7120001036776 樹脂と金属の表面処理技術による新接合材料の電子部品への提供 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社イートファクトリー 4120001154192 韓国料理ファースト業態事業 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社７Ｒコンサルト 2120001189950 コロナ禍での非対面・明朗会計３社見積もり及びオークションシステム 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 守口市 田中電機工業株式会社 8120001156193 生産設備の見える化システム 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社ｆｌｕｘ 1120001124909 新サービス！の半セルフ白髪染めサービス提供への新分野展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＴｒｉｐｌｅＱ 9120101024860 ＥＣサイト誘導型、ショールーミング体験＆小売店向け展示会機能併設ハイブリッド型店舗の創設 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社シブヤ 5120001051926 自社ブランド設立によるランドセルのカスタム製造事業への参入 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社山口商店 8120901025984 ＩＣＴと建設機械の連携による既設杭基礎撤去事業への参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社タイタン・アート 1120001139700 計画名：革新的なデザインで日本の伝統工芸品を再興させるビジネスモデル構築 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 大阪市住之江区 恩加島木材工業株式会社 2120001030379 自社独自技術で差別化！事業譲渡による住宅建材市場参入でコロナ不況に勝つ！ 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社元祖たこ昌 4120001077229 たこ焼き弁当事業の開始による中食事業への新規参入 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 東大阪市 輝建設株式会社 7122001025222 古民家事業拡大で、経営の健全化と伝統技術継承・若手育成を図る 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社藤丸 8120001006349 コロナ禍で打撃を受けた居酒屋経営からウィズコロナ対応した個室寿司店を開店 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社一倉 2120001019538 加工高速化と半自動化で生産性向上！除菌装置向け部品製造計画！ 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市西成区 大阪衛生株式会社 8120001003701 廃棄物を有価物に！循環型社会に貢献する逆転の発想 太田　真公

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社アクオス 6120101052740 在庫管理アプリを使ったＩＯＴ災害備蓄用飲料水への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ジェイ・ビー 6120001005443 換気性能が高くコロナ禍に対応した焼肉店による事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社丸真 3120101053048 飲食店の労働時間短縮に貢献する小分け冷凍肉の製造販売 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ラ・ヴィーニュ 1120001167098 高齢者施設および医科大学と連携した高齢者施設向けフランス料理給食に挑戦 花山　和之

近畿 大阪府 東大阪市 松田産業株式会社 6122001007147 一気通貫受注体制の強化による新市場開拓計画 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 枚方市 株式会社タイセー 3120001151752 「ライフスタイル・ヴィラ」の提案～賢島の体験型宿泊でコロナ禍に新しい余暇を～ 酒井　敏行

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社アール・ステージ 5120002062773 環境と身体に優しい超濃縮型新製品（住宅用洗剤や家庭用化学製品）の開発と生産体制の確立 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社向井組 6120101040241 土木工事により排出される残土の改良・再利用事業への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 有限会社サンコー 8120002074205 内職（家内労働）への仕事斡旋・軽作業の受注・検品・納品 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 株式会社彩生建創 6120001209969 デジタル技術を活用したサイディングプレカット事業へ業態転換 山本　高久

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社リベロ 5120001104130 民事信託営業支援システムの構築と強固なサイバーセキュリティ対策 上田　兵二

近畿 大阪府 寝屋川市 朝日熱処理工業株式会社 5120001147278 高機能複合表面処理による新分野展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 堺市中区 ＡＲＡＴＥＣ株式会社 7120101050289 配管部品販売業から何でも揃う「エアコンのコンビニ」への事業展開 橋本　賢宏

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ゼンショク 1120901001769 ロードサイド型の肉を中心としたファーストフード店の新規出店 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 吹田市 株式会社コーシン 2120901014761 国内の防水商材市場に対応できる販売体制の構築 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社玉川化学工業所 2122001004866 環境に優しい複合材を使った射出成形と光触媒加工による自社製品開発と新販路開拓 株式会社Ｎ総合会計コンサルティング

近畿 大阪府 豊中市 デジタルスタイル株式会社 1120001167957 注文・提供・会計まで全て自動化する完全非接触型のおひとり様専門焼肉店の開設 豊中商工会議所

近畿 大阪府 豊中市 株式会社心音 3120001160563 介護予防・更年期対策で自分らしく健康に歳をとる！男性のためのデリケートゾーンケア事業 税理士法人ＦｏｒＹｏｕ

近畿 大阪府 吹田市 Ｅｘｃｅｌ　Ｇｒｏｕｐ貿易株式会社 4120901042892 ウィズコロナ・ポストコロナを見据えたカフェ×体験型ワークショップ×マリーナ事業 山田　祥雄

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社エムワン 9120001213786 こだわり層に”ちょうどいい”セミオーダー住宅の建築・販売 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社リベルタ 1120101028200 高野山遍照尊院をはじめとした寺院・ペットセレモニ－との提携によるペット訪問火葬事業 五味田　匡功

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社小林製作所 9120001003353 排水関連金属金具国内Ｎｏ．１企業が新たに挑む「給水関連金属金具」製造に向けた設備計画 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 堺市北区 有限会社酒家 3120102007110 堺市で培ったノウハウ・ネットワークを生かし、地域貢献できるスポーツジム事業へ 株式会社イストワール

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社クローヴプラスワン 3120001127422 結婚式のオンライン配信と、「新郎新婦＋映像」が主役の、披露宴演出。 田中　伸治

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社大雄工業 2120101054518 砕石杭地盤改良業への業態転換で下請けからの脱出 大阪信用金庫
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近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社木下輸送機 6120001019955 接待＆ビジネスコミュニティ機能の高い「２４時間ゴルフ練習場」事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 守口市 株式会社魁 1120001175745 ニューノーマル時代に対応した地元密着飲食店開業による多角化での経営安定化 一般社団法人ヒューリットＭＦ

近畿 大阪府 大阪市西区 ＳＲＳ株式会社 7120001217566 世田谷区にて放課後デイと児童発達支援事業に新規参入 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市中央区 合同会社ｙａｍａｓｈｏ 5120003013536 美容室事業へ進出、オーダースーツ×髪型のトータルコーディネート提案事業へ挑戦する！ 安藤　亮史

近畿 大阪府 和泉市 蓮 冷凍自動販売機を活用した、精肉の無人販売事業への進出 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 高槻市 株式会社クララ 6120901017240 地域に根ざした　家具・雑貨のセレクトショップ開設事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ユナイテッド・シー 6120001097340 エステ機材のリモート販売と施術指導に向けたビジネスモデルの革新 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社昭栄 2120001007724 空間演出力を活用し、上質な空間で高品質の芋菓子を提供する。 株式会社タスクールＰｌｕｓ

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ＩＴＣ 8120001161656 厳選茶葉を独自技術で加工・配合したティージェラートの販売 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市浪速区 Ｆ株式会社 6122001030058 ホテル及び人材派遣会社向けマッチングプラットフォームの運営 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社大つる 7120001017082 企業向け仕出し業から一般向け冷凍食品事業への参入 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社イクロス 5120101009650 在宅介護者を自宅のシーツ交換でサポートする「リネンサプライ業」に新規参入！ 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 豊中市 株式会社カツキ 5120901034831 国内で非鉄金属の資源循環を実現する金属リサイクル業への転換 柴田将芳

近畿 大阪府 大阪市東成区 クレアモード株式会社 6120001179196 国内初！プロ向け、ジェンダーフリー「爪の基礎化粧品専門メーカー」への変貌による新分野展開 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社三和歯車 1120001007642 平歯車依存から脱却し医療・半導体向けベベルギアの製造を実現 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社元気 3122001023122 介護施設が余剰スペースを利用して「シニア向けスポーツジム＋趣味の社交場」を新規開業 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｈ＆Ｂ 4120001136380 非接触システムとサブスクリプションを導入した韓国料理店への転換 三橋　心

近畿 大阪府 大阪市西区 柴田株式会社 2120001044288 製造卸業から製造小売事業へ。リアル店舗とネットでオーダー傘の販売 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ケープラウド 5120101028618 完全個室のプライベートサウナとエステ事業を通じた新規顧客獲得事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｘ＆Ｔ 7120001171045 民泊事業者が新たに始める決済アプリ事業でインバウンド需要を獲得！ 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 にわとり 北新地まるごとＶＲ！みんなでコロナを乗り越える地域活性化 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 株式会社アサヒ工作所 9120901008939 多種多様な加工への対応力の高さと難加工材の加工技術を活かした医療用機器部品加工への新展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 茨木市 株式会社フューチャーストーン 9120901001860 日本初のＰＣ工法で外壁として使う大判セラミックタイル加工の実現 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 旭精密株式会社 3120001049121 新設備導入によるＩＣＴ農機の超高硬度部品の高精度加工と量産化 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ヒストリエ 7120001134828 本格フレンチ＆イタリアンシェフが作るレトルト食品販売事業とＳＮＳを利用した販売戦略 株式会社香川銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社快生 4120001167756 独自サービスの開発によるサウナ事業への進出と事業多角化の取組み 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 有限会社あたけ 3120902009421 日本料理をご家庭に 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社小阪楽器店 7122001002650 音楽を中心に豊かな暮らしを支える”地域コミュニティ施設”を新設 永和信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社マノサリー 3120101024107 内外装業のノウハウを活かす業界初【どこでも映画館】への新事業展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社みのり 8130001039629 食品充填および包装セットアップ工場の新設 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 交野市 株式会社Ｈｅａｒｔｅｃｔ 2120001200254 通販事業者が自社物流で培ったノウハウで物流倉庫業に挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 貝塚市 有限会社安田商店 1120102022169 ウォータージェット工法を用いたダイオキシン類除去事業への挑戦 ベンチャーファイナンス株式会社

近畿 大阪府 八尾市 株式会社シーキューブ 7122001018696 八尾市建築業の業態転換：リノベーション特化の体験モデルハウス 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市大正区 丸十服装株式会社 6120001028171 ニーズ急増の個人向け作業ユニフォームのプラットフォーム型ビジネスの構築 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 河内長野市 株式会社清明エンジニアリング 4120101034609 粒子線がん治療装置で体に負担が少ない医療環境を整える事業 株式会社共立コンサルタント

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社東和技研 5120001050226 業界初地域限定ＡＩ釣果情報アプリによる琵琶湖地域の活性化を通じて地域イノベーションにつなげる 弁護士法人淀屋橋・山上合同

近畿 大阪府 堺市北区 ＫＯＢＡＫＥＮ株式会社 7120101051238 倉庫・事務所新設による仮設資材レンタル事業への進出 永和信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 ウィールカンパニー 有機野菜の青果店だからこそできる、安全安心で美味しいデリカテッセンをお客様に届ける事業 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 広洋印刷紙器株式会社 1122001002474 紙パッケージ製造で培ったデザイン力・設計力のノウハウを生かし、付加価値の高い「貼箱」「Ｖカット箱」事業の体制構築をおこな 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 吹田市 永成建設株式会社 2120901018812 ＩＣＴ建設機械を活用した情報化施工及び現場の省人化計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 アイビ産業株式会社 1120001049073 ＢｔｏＢ強化ＥＣサイトと自社製造部門の立ち上げ 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 日工検サービス株式会社 4120001046266 先端技法を活用した非破壊検査事業 税理士法人ＡＫＪパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ドゥパック阪和 1120001096512 米袋の極小ロット対応に向けた設備投資と業態転換の取組 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社ケイツープリント 5120101000056 自動運転車の製造に必要な高周波電子基板への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 柏原市 株式会社万立 4122001021232 植物由来の石油系燃料及び潤滑油改質剤を製造する工場の新築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市美原区 北野緑生園株式会社 4120101021466 地元素材で地元産にこだわった堺産オリーブオイルを自社で製造販売する 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社中島商店 5120001068243 誰でもできるキッチンカーで、食品販売！ 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社メディック 1122001004363 デジタル造形３Ｄプリンターと溶接技術の融合による事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社スパーク・クリエイション 4120901039823 クリエイターが活用できるワーケーション施設 本出　一正

近畿 大阪府 箕面市 トライアウトプロジェクト 関西美容業界の情報発信ＷＥＢハブメディア 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 岸和田市 新生工業株式会社 2120101045707 簡単施工のコンテナハウス「テナキューブコネクション」の開発と事業化 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＴＵＭ 7120001166202 Ｚ世代に向けた専門技術育成型非接触オンライン配信教育事業 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社リコモーシヨン 1120001008962 スクール部門＆キャスティング部門の新規立ち上げ 税理士法人ＡＳＳＥＴＳ

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社レーベン 5120001175221 仲介手数料不要の「不動産賃貸ＣｔｏＣプラットフォーム」の構築 コンフロント税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社リーテック 6120001195680 空き家改修をコンセプトにしたレンタルスペース事業「リバコ」の新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社エックスラボ 5140001089155 セミナープラットフォーム事業「ＡＬＬｉｎＯｎｅＳｅｍｉｎａｒＴｏｏｌ」の提供 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社インフィクス 9120001074849 水景テラス併設・リバーサイドスシバーの新規開業 中央会計株式会社

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社メディカルソフト 6120001011235 和歌山県白浜町でアドベンチャーツーリズムの事業化 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 窯焼バッフィ 有機野菜、鶏肉等を使った料理教室、販売事業への新規参入 安田　有一

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社あむう 5120002049449 オーガニック食材を使用した「冷凍朝食」を提供する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 吹田市 株式会社シード 8120901006778 医療の国際展開業務管理システム構築 礒川敦

近畿 大阪府 堺市堺区 エバーラスティング株式会社 4140001025417 在日ベトナム人向け情報配信サービスの運営 井上　裕光

近畿 大阪府 大東市 株式会社京伸 2120001159937 半導体業界をターゲットとした総合金属加工メーカーへの業態転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 豊ガスケット株式会社 2120001050798 水素製造事業における新仕様ガスケットの活用による「カーボンニュートラル対応」の実現 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社桑畑工務店 3120901026302 大規模建築物の型枠工事業から、地域密着型解体工事業への新事業展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 枚方市 夛田　良一郎 枚方市の居場所づくり、ゴルフカフェを始めます。 市山　優

近畿 大阪府 藤井寺市 山田紙管株式会社 5120101033106 高精度・高品質な紙管容器生産技術の確立によるスパイラル型精巧紙管容器事業への進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 日本ネットワークコミュニケーションズ株式会社 3120001126085 効果的な狭域広告の配信で地元を元気に！地域密着・応援型広告業への新分野展開！ 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社マザーフーズ 5120001131876 既存事業で廃棄されていた製品を利用しフードロスに取り組む 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市平野区 共進金属工業株式会社 3120001020040 鉄道車両部品加工で培った技術を基に異分野へ挑戦する事業再構築の取組 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 豊中市 株式会社斎藤研磨 3120901027705 高精度研磨によりエネルギー効率を向上させ脱炭素社会に貢献する新事業展開 中尾　元信
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近畿 大阪府 大阪市城東区 国本建設株式会社 4120001014727 建設発生土の再資源化事業による経営基盤強化と環境保全への貢献 合同会社Ｍ．キャスト

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ショウテック 9120001191859 ゼネコンをメインターゲットとした新工法次世代足場工事総合展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社エイコス 2120001162602 富裕層向け高級旅館運営（宿泊業）への業種転換事業 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社アプリ 3120001167559 就労継続支援Ｂ型の展開で障害者に夢と希望を与え地域活性化を！ 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 泉大津市 株式会社豊島家具工芸 2120001178516 革命は常にローカルから。町工場から世界へ！家具の体験販売 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市港区 スランジバー 消費者の嗜好に応える新鮮フルーツ野菜飲料によるテイクアウト事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 梅南鋼材株式会社 5120001004082 溶接・組立工程の新設で一貫生産体制を構築する新たなビジネスモデル 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ビーウェル 2120001119544 Ｔｗｉｔｔｅｒを介した企業と学生の出会いを促進させるマッチングＰＦの開発事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＢＹＴＨＲＥＥ 6120001186325 「うつぼデザインブックカフェ」で職住近接地域の活性化に挑む 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 堺市西区 中尾食品工業株式会社 9120101005126 こんにゃく芋を用いたオーガニックフィットチーネ麺の海外輸出事業 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 得正平野町４丁目店 レンタルバイク事業への参入による、飲食業界のＶ字回復への挑戦 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社関西ビル管理サービス 6120001161096 琵琶湖高島市一棟貸しリゾートヴィラ（仮） 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社シン・スタイル 6122002002056 コロナ禍のストレスと運動不足解消！地域貢献できるゴルフ練習場 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社協同精工 7120101001944 パレット立体自動倉庫による在庫のシステム管理を利用した即納計画 升谷道教

近畿 大阪府 豊中市 加藤建装 看板の修理補修技術を活かし、コロナ禍で見えてきた取引先の不用品廃棄需要に応需する 大八木　勇毅

近畿 大阪府 吹田市 国土環境開発株式会社 4120901036052 土壌改良事業に参入し残土処理の適正化を図り土砂災害を抑制する 株式会社イソシエ

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社Ｈ２Ｂ 6120001112504 療術業の強みを活かしたグランピング施設運営 但馬信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社三久食品 8120001038292 冷凍自動販売機及び自社ＥＣサイトによる販売網構築による冷凍弁当事業（ＢｔｏＣ商流）への参入 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 ダートコーヒー株式会社 3120001208932 従来にない新しい家飲みコーヒー商品群の開発によるＥＣ販売の展開 第一勧業信用組合

近畿 大阪府 大東市 株式会社洸 7122001027540 低コスト・短納期を実現する工作機械の中古販売業 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 東大阪市 栗山縫製株式会社 9122001002236 縫製業者が下請けを脱して自社でアウトドアブランドを作る計画 尾﨑　公彦

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社三水 4120001181658 鮮魚関連飲食事業に挑戦し、民泊業の当社と黒門市場の蘇りを図る 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 ＥＵＲＥＫＡ　ｗｏｒｋｓ株式会社 9120001218728 林産地を活性化し、次世代の木工技術者を育む、完全オリジナル木造住宅事業 山田　秀明

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社浪速工作所 6120101005228 小ロットの缶詰生産に特化した缶詰巻締機の製造販売事業展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 八尾市 特定非営利活動法人テイラーズ・ギルド 4122005003012 地域に根差したＮＰＯ法人が取り組む、美容医療事業への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 門真市 株式会社千住 1120001210361 独自の連携体制を活かし、未開拓市場のフリーズドライ製造業界に挑戦 池田　寛太

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ＳＢＣ 3122001024442 輸入卸売業から自社ブランド立上げに挑戦し、高精度・高付加価値創出へ 八尾商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社キューブ 6120001128401 ドッグラン併設施設付近にてペットと泊まれる宿泊施設（ドッグランピング） 森川　誠

近畿 大阪府 大阪市城東区 満家 朝食から楽しめる韓国料理店「コリアン今福ちるちる」の出店 株式会社ＯＡＧコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 ｃｉｇａｎｅ合同会社 9120003013301 経産牛Ｂｕｔｃｈｅｒｓ＆シェアホームジム 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｍｏｎ　ｃｈｅｒ 5120001125432 本物のメイドインジャパン洋菓子の海外展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＹＲＫ　ａｎｄ 2120001091470 ＡＳＨＩｓｔ　爪切り難民をゼロへ！まちの薬局へのフットケアスペシャリスト出張事業 本庄税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＲＥＬＩＥＦ 9120001187254 オンラインクレーンゲーム事業 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社ドッグ・アミューズメント迎賓館 3120002059160 サブスク型総合オンラインドッグスクールの新規開設 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社コニック 4122001002331 高硬度板金曲げ加工用金型の生産体制確立により金型事業の再構築を実現する。 株式会社中国銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社グランブルー 6120002043541 手肌にやさしいハンドウォッシュ及び関連商品の開発・販売 末吉税理士法人

近畿 大阪府 箕面市 大阪デリバリー株式会社 3120001168540 ＤｔｏＣ市場の成長を支える物流基盤事業「ショップロジ」の新規展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 アクア・プラン株式会社 4120001099669 樹脂性ウルトラファインバブル節水器の開発と一般家庭向け市場への新規参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社トータルワークス 6120101030036 既存事業の強みを活かして内装床面剥離研磨という新事業へ進出する 株式会社Ａｖａｌａｎｃｈｅ　Ｔｅｃｈ

近畿 大阪府 交野市 株式会社グラント 5120001152690 フランチャイズを活用した「武田塾　洲本校」の開校 村尾　一機

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 日根建物株式会社 9120101040494 エリア初！コロナ禍でも安心な日中支援型障害者施設運営事業 税理士法人ウィズアス

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社テクノメタル 2120001152066 環境に配慮した汚泥等の脱水機スクリューの製作 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＦＵＫＵＤＡ－ＹＡ 8120001119357 朝食付きリゾートグランピングホテル開業計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社ワイズ・ラブ 3120101022184 新時代の日本酒サーバーで街の居酒屋を支援！飲食業向けＩｏＴに挑戦 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社サファリ 6120001099386 障がい者雇用と地域活性化を目的としたクラフトビール事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社関西遠心分離機製作所 9120001034695 生産機初の３０，０００Ｇ遠心分離機を開発し新分野へ進出 久保　憲司

近畿 大阪府 大阪市北区 ミラリス・アセスメント株式会社 4120001205482 代理店による発想を逆転させた３Ｄホログラム広告事業モデルの構築 税理士法人ブレイン

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ミズノマリン 7120901025812 エンジンベンチテストマシン導入による業務効率化の実現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 エービーシーデービッド英語スクール 英会話教室から「国内留学事業」への新分野展開 青井　卓郎

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社グローバルコムズ・ジャパン 1120001191791 インバウンドメインの素泊まり民泊から国内富裕層向け出張料理人付の一棟貸切型に新分野展開。 株式会社四国銀行

近畿 大阪府 高石市 三陽工業株式会社 5120101008330 再生可能エネルギー及び次世代エネルギー発電製品のＯＥＭ生産体制構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社コンストラクション・サービス 3120001176881 「就労継続支援Ｂ型」施設運営への新分野展開による事業再構築 藤原　和重

近畿 大阪府 大阪市生野区 旭特殊工業株式会社 8120001016802 既存技術を活用した関西では唯一、大型アルマイト処理への取組 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社櫻製作所 6120001055356 医療機器部品の大量生産への新規参入 税理士法人廣木会計社

近畿 大阪府 大阪市平野区 特定非営利活動法人翔夢 1120005009841 福祉施設が提供するいも天テイクアウト「ゴルポテ」 税理士法人　悠久　杉本会計事務所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｔｈｅ　ＤＩＮＩＮＧ 7120001167588 ゴルフ特化型コミュニティアプリ事業計画 山本　多通男

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社商建 7120001107429 限界集落の再生事業の先駆け。完全独立型グランピング施設【Ｔｈｅ　Ｏｕｔｄｏｏｒ　Ｈｏｔｅｌ】の開業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 株式会社竹本設備 3120901002815 加工設備の高度化、製造業分野への進出を通じた新分野展開 大串　智之

近畿 大阪府 池田市 株式会社メディカル・ハンド 4120901028264 非接触対応の入浴介護ロボットも導入した、重症心身障害児をメインに受け入れる放課後等デイサービス事業 表　順一

近畿 大阪府 東大阪市 サカエ株式会社 4122001002570 医療機器、化粧品に対応できる高品質でクリーンなプラスチック容器の製造 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 寝屋川市 ゴマジェットカフェ ファストフード型のカレー店出店による新分野展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 アクセス・アイ株式会社 9120001131732 生花・障害福祉業界にＳＤＧｓ目標８を！新しい生花店の形 税理士法人ウィン合同会計事務所

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社喜多郎寿し 6120001210613 オーダーメード寿司をネット受注する新業態展開 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 和泉市 株式会社エヌプレ 6120101054092 和泉市庁舎飲食運営事業で地域活性化に貢献するレストラン事業を新展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アロンジ 3120001202126 ｗｅｂアセスメント（適性検査）によるＢｔｏＣ事業／既存事業との相乗効果 鳴瀬　晴規

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＳＥＶＥＮ　ＴＲＵＳＴ 3120001203074 閉校した中学校を活用したシニア・女性専用フィットネスクラブ事業計画 神園幸太郎

近畿 兵庫県 神戸市中央区 みなとホールディングス株式会社 9140001105841 カンボジアでの美容健康通販、及び物流代行・システムプラットフォーム事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社安藤製作所 2140001067865 測定器等導入による熱硬化性樹脂等の高付加価値加工・製造を行う為、新たに品質保証部門、設計部門設立による新分野展開事業 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 川西市 デュオブランド株式会社 6140001084394 ヘアメイクサロンが挑む男性・キッズ・介護向け脱毛事業 林　文彦

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 有限会社メディア・レフ 3140002053616 健康社会を実現するオンライン学会事業の構築 株式会社トマト銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 Ｐａｓｔａ＆Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｃｒｅｏ クレオの星型冷凍ピッツァのネットショップ販売事業 伊丹商工会議所
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近畿 兵庫県 三田市 Ｎ・Ｙ・フードサービス株式会社 9140001067289 居酒屋スタイルからの大自然の中のアウトドア事業への業態転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西脇市 岸田サイジング株式会社 9140001075457 播州織の技術で畦取り機械を導入することによる新分野への参入 西脇商工会議所

近畿 兵庫県 三田市 株式会社ウッディランド 6140001066285 中小規模ライブパフォーマンスに特化した派遣型オンラインライブ撮影配信サービス事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 兵庫県 南あわじ市 竹原物産株式会社 1140001085653 玉葱の皮むき事業に新たに進出することで自社と地域の問題を解決する。 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 カカオもの 夏向けの新規事業構築と非接触販売によるテイクアウト需要の開拓 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市西区 澁谷農園 無人入退館可能なレンタルスペースとそれを活かした野菜販売の展開 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 ブリスト　ジョネス 総合美容業への１歩へ！地域密着型美容室による新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 クレセル 零細スポーツ事業者を助け子供の健康も守る事業への業種転換 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 姫路市 チョコダケ チョコレートを極めた専門店のノウハウを活かしたチョコアイスの販売 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社マンゴースィーツインターナショナル 8140002027821 自分で素材を選んでテイクアウトする夜パフェ新業態の事業再構築計画書 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社フィッチインターナショナル 7140001072679 自社ＥＣサイト構築による非接触型グッズ・金券類販売計画 京都信用金庫

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社匠工芸 8140001105033 ファンタジーの世界を再現した３次元ゲームが楽しめる新規事業開発 高砂商工会議所

近畿 兵庫県 丹波市 テッラドーノ 既存事業との親和性が高い農業体験型宿泊サービス展開による事業再構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 伊丹市 合同会社ニクール 1140003008835 地域に根付く個別学習塾の開設での地域貢献事業の確立 和田　敦

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 有限会社ファウナ・プラス・デザイン 6140002022502 建築デザイン提供業態転換「猫のためのデザイン」パッケージ販売事業および非対面ＩＴ化事業 馬場　健志

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社キヤツスルレザー 7140002051698 姫路の伝統工芸品「姫革細工」の直売店開設と体験教室による収益拡大事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 川西市 株式会社Ｕｎｉｔｙ 1140001072569 「ＡＩ×非接触型」女性専用フィットネスジム事業の運営冫 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 兵庫県 姫路市 魚住鮮魚店 コロナ後を見据えた居酒屋のテイクアウトスイーツ参入 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 三田市 マザーリーフ 男性客をターゲットとした美容機器導入による新規事業展開 秦博雅

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 神戸メカニカル株式会社 5140001105052 雇用確保を現実化！ピンチをチャンスに変え新事業展開！Ｖ字回復を目指す 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 ＫＵＫＵ 手技を使わずに内面健康を経験できる新感覚の体験型カフェ事業 井川　雅博

近畿 兵庫県 西宮市 セリュックス・ロジ株式会社 5140001074355 イートイン飲食事業からテイクアウト飲食事業への転換 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 加古川市 弦流 「ラーメン店の製麺事業内製化」による事業再構築 佐野　良太

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社雪月花 7140001067654 神戸ビーフお惣菜のネット・カタログ販売による業態転換 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 株式会社アクティ・ニジュウイチ 9140001036888 Ｃｏ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ（創発）のオープン・イノベーションによる大分発スタートアップの創出 東京中小企業経友会事業協同組合

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＴＳＯ 5140001067697 コロナ禍でも需要が強い「貸切型グランピング施設」への新規参入 株式会社エベレストコンサルティング

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社フィリーズギャラリー 2140001045508 フィットネス市場への進出によるコロナ禍の克服と事業の成長 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 姫路瓢亭本店 お取り寄せ濃厚すっぽんスープ惣菜の製造販売を開始する新分野展開事業 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 三田市 株式会社マンダリン 7140001111957 地産地消の企業理念はそのままに委託食堂運営から自社セントラルキッチンを新設し弁当、宅配食への業態転換 矢野　義之

近畿 兵庫県 神戸市中央区 合同会社カプセル 5140003005473 アパレル小売り事業から、バー運営事業への新分野展開 青石　吉司

近畿 兵庫県 豊岡市 玄 そば店が、和風スイーツカフェ「ＧＥＮ」の創設事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 たつの市 和ごころ　福久 地元で人気の和料理店が地元食材を使った新商品「海鮮巻き寿司」を＂出荷＂する 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社Ｇｒｏｗ 2140001095255 若手の力で地域を元気にする配信スタジオ事業の立ち上げ 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市灘区 ｇｌａｍｕ． 六甲山観光スポットで開始する木製キャンプ用家具販売／木工教室 花岡　貴志

近畿 兵庫県 神戸市中央区 合同会社ＡＭＡＮ 2140003009205 鍋料理専門店進出による収益向上計画 冨松　誠

近畿 兵庫県 養父市 有限会社クローバー 5140002039084 コロナ禍の健康不安を解消するヨガスタジオへの新分野展開事業 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 ＩＮＡＢＡ　ＷＯＯＤ　ＷＯＲＫＳ ギャラリーカフェ運営によりシナジー効果で売上を回復 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 丹波篠山市 株式会社Ｓｏｙファーム 7140001096736 冷凍焼き芋加工販売で新市場へ進出し、大口取引先依存体質から脱却 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社はやしお 3140001086154 淡路島の地元の力を結集し農水産物加工食品製造業への事業展開 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 明石市 株式会社大谷商店 5140001111364 世界の酒ワインと魚、肉総菜の加工食品を楽しめる小売り事業の再構築計画 日新信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 姫路港サイロ株式会社 8140001060897 飼料原料加工サービス事業新設による新分野展開 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 伊丹市 やきとり鳥源 自社強みを生かした、新規「鳥ラーメン専門店」開設事業 アオイコンサルタンツ株式会社

近畿 兵庫県 尼崎市 アイリスホームズ合同会社 8140003010685 若者向けテイクアウト専門販売事業 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社日之出美装 9140001107012 エシカル消費をコンセプトにお客様が社会貢献を実感できる飲食店 ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 三田市 株式会社ＣＥＮＡ　ＲＯＴＯＮＤＡ 7140001111825 ピザ専門店からイタリアン惣菜テイクアウト等への業態転換 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 株式会社明石氷販 6140001037369 十五番だんご＆カフェ事業 日新信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ウエダ建装 8140001091851 サンドイッチ専門店の開店と居心地重視の地元密着型レストランの併設 大阪信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 エヌケイケイフーズ株式会社 1140001034602 ポストコロナ型のホルモン焼き専門店兼セントラルキッチンの出店 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神崎郡神河町 有限会社宮田木工所 8140002053256 新型設備導入による新生活様式対応家具の生産体制の確立 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 明石市 株式会社美々樽 6140001092224 電気機械器具小売業（補聴器等の販売）を主事業とした業種転換 小倉　敏郎

近畿 兵庫県 美方郡香美町香住区 株式会社伊藤梅商店 7140001056319 ガソリンスタンド事業から石油運送業へ進出し地域需要をとらえる 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＨＯＵＭＩ 4140001061511 「ヴィンテージスポーツカー愛好家」のための中古車販売事業 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社福真 4140001090972 食に携わる事業者が、ドローンを活用した農業支援事業を開始する。 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 尼崎市 美容室くわはら 美髪・美肌の為のサブスクリプション型トータルパーソナライズケアプログラムの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社下村酒造店 3140001066024 海外向けの新ジャンル大吟醸酒製造による輸出事業の展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社ラ・ソール 9140001113778 姫路に出展！ハリウッドアイブロウの開店とネイルチップの販売 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 ロコ 家島諸島の海産物を活用した移動販売による地域貢献事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社吟八 4140001099915 淡路鶏の鶏料理を中心とした「家飲み特化型」デリバリー事業の展開 伊藤　央

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社サンハート 5270001002872 機能的な化粧品の販売と機能回復施術ができるサロン事業 濱高　大

近畿 兵庫県 丹波篠山市 株式会社河南勇商店 2140001041688 地元特産品の素材特性をよく知る老舗青果卸問屋が展開する惣菜加工事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 川西市 ノマ 滞在型アトリエ＆イベント施設の創設 池田商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市北区 有限会社オフィスレオン 2140002024642 換気の効果を可視化 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市　中央区 中華とお酒　Ｍａｒｍａｎ 自社強みを生かしたコロナ禍に対応する「神戸まぜそば専門店」開設事業 アオイコンサルタンツ株式会社

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社オンジャスト 9140002042472 新たな働き方を取り入れた個室美容院の運営 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ネクサス 4140001106448 レンタル・ギャラリー及びインターネット展示販売の仲介業 株式会社百十四銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ＥＯＪ 3140001090172 冷凍自販機販売とＥＣサイト開設で全国の方にたこ焼きえびすの味をお届けする 浦田幸一

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社浜田屋本店 2140001084852 パスタソース市場に新規参入 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 高砂市 Ｃａｆｅ　＆　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｃｈａｓｏｒａ そうざい業免許取得のための建屋を新設し、中食産業への新展開 高砂商工会議所

近畿 兵庫県 洲本市 理容うえたけ 顧客の新たなニーズに応え、また新規客獲得に向けてエステ業へ転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 ペットの未来クリニック 高齢ペットの飼い主の悩みや課題をオンラインで解決する新規事業 やまと税理士法人

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社オーガスタ 7120001175624 オンラインカウンセリングシステムを導入し商品の提供方法を変更 神農大作
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近畿 兵庫県 姫路市 有限会社くぼ写真製版所 5140002048309 第二の創業【特殊印刷（ｅｋｕｂｏｘ事業）】への新分野展開 スカイハイ税理士法人

近畿 兵庫県 川西市 株式会社新興商事 8140001079376 既存の高圧殺菌技術を活かし化粧品事業に参入する新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社北野酒店 5140001015961 食品分野への新規参入及び経営効率の抜本改革に向けたメニュー作成支援システムの構築 株式会社みずほ銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 アートハウス ライブハウスが運営する独自のオンライン音楽教室への新分野展開 宮崎　和宣

近畿 兵庫県 神戸市中央区 コワーキング協同組合 9140005020632 コワーキングスペースのオンラインイベント情報共有・収益分配システム 平野　匡城

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社エミュ 3140002046520 海外気分を味わえるフォトウェディングの新分野展開への挑戦 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社オーキャット 2140001116176 食卓をすみれ色へ。当店自慢の備長炭焼き鳥を、食卓に届ける 株式会社関西みらい銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 アイクリ 「マスクでも楽しめる女性の美容」を加速させる事業 株式会社ＷＥＥＶＡ

近畿 兵庫県 姫路市 三七十庵 インバウンド観光客の回復を狙った「うどん専門店から居酒屋」への事業転換計画 吉田　正人

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 合同会社ＬＡ　ＦＡＭＩＧＬＩＡ　ＲＯＵＴＩＮＧ 1140003011459 高齢者を主たるターゲットとしたトレーニングオンラインシステムのＢｔｏＢ販売の開始 花岡　貴志

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＬＩＮＸＳ 9120001194969 需要急拡大のドライヘッドスパへの参入と資格認定事業への挑戦 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社コニシステム 8140002027276 コロナ対応型スタンプの事業化によるコロナ禍の克服 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 中国料理　椿苑 誰にも負けへん！！ナンバーワンでオンリーワンなくーりん餃子の冷凍自販機での販売 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 カレーとうつわ　ころは 器とカフェを中心としたデジタル型の観光施設事業への挑戦 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社ＬＩＢ 3140001100229 観光客向け飲食店から業務転換、地元の方々が自宅で毎日楽しめるパンを店舗と移動販売車でお届けする製造・小売業 洲本商工会議所

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社マザーフーズカンパニー 7140001124389 緊急事態宣言の影響を受けにくい冷凍・焼き餃子のテイクアウトへの転換 Ｓ＆Ｐ税理士法人

近畿 兵庫県 明石市 合同会社雅 7140003011858 鮮魚の知識や経験を活かした巻き寿司のテイクアウト販売店開業 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 播磨宏和 テイクアウトを中心とした焼き鳥専門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 加古川市 有限会社コレクト 4140002035803 ドローンを活用したＡＩ外壁診断・調査・測量・スクール等の新事業に進出 前田　直

近畿 兵庫県 神戸市中央区 大成交通有限会社 1140002021525 配車アプリを活用した地域一番タクシー会社作り事業 ＴＦＳ国際税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市長田区 特定非営利活動法人須磨ユニバーサルビーチプロジェクト 1140005023824 『障がい者』の我が子を、安心して残せる世の中へ。 税理士法人ＦＩＡ

近畿 兵庫県 高砂市 ハリマニックス株式会社 7140001044190 下請け体制からの脱却！長年携わってきた資料作成サービスを、ＤＸ促進サービスとしインターネット経由で直受けする業態転換 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 レオグローバル株式会社 1140001112011 コロナ禍にマッチしたフリーウエイトジム事業の新分野開拓によるⅤ字回復 株式会社三井住友銀行

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社マリーンフィールド 1140002057932 スイーツ部門の新設と新販売チャネル展開による新市場開拓 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 芦屋市 魚利 魚屋が営む集客実践営業型レンタルキッチン事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社大一食品 3140002052683 お米にこだわったインスタ映えするハンバーグ定食屋への進出 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 株式会社ＳＴＡＲ’Ｓ 4140001092762 コロナを見据えた沖縄初の明石焼きテイクアウト専門店の開業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社栄水化学 1140001047835 カーペット洗浄及び床清掃を機械化して高齢者の雇用を創出する 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社スヴァルナ・アーユルヴェーダ 9010901030846 登録有形文化財に泊まる日本の農村体験を生かした体験型民泊サービスの提供 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 西脇市 パブスナックＢＡＭＢＯＯ ノンアルコールドリンクと軽食提供による喫茶事業への挑戦 西脇商工会議所

近畿 兵庫県 三田市 美味創想株式会社 6140001118409 個室エステを併設した半個室スペースのある美容室兼エステサロン 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 神戸市中央区 コーヒーラボフランク コーヒー豆と焼き菓子の自家製造・販売、及びコーヒー機器販売への新分野展開 エース税理士法人

近畿 兵庫県 加西市 兵庫ファイン工業株式会社 4140001076419 店舗家具作りの技術と情緒ある無垢材を活かした手の届く自社ブランド高級家具の拡販計画 島本　昌一

近畿 兵庫県 神戸市北区 うまいもん酒房　和来 居酒屋店がテイクアウトを併設した多国籍ファミリー店を開設 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 小野市 株式会社Ｄｅｆｉ 4140001124516 店舗横にテイクアウト・宅配店舗を新築し接触機会を減らす新分野展開 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社七施 4140001113403 お出汁が香る朝食で朝食難民と日本酒で昼飲み難民を救う事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ウィルスン 8140001089251 自社ネットワークを駆使し、需要が拡大している焼肉事業への挑戦 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社リピックス・ラボラトリーズ 5140001027387 生体計測技術を活用したＡＩ相談室事業への進出 冨松　誠

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社コレット 8140001033903 貴金属・アクセサリー製造加工サービスの新分野展開 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神崎郡神河町 彩華 隠れ家居酒屋から家族層及び観光客を狙う焼肉店への転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 伊丹市 武田塾伊丹校 寿司宅配店と海鮮丼テイクアウト店の複合運営による中食産業への進出 伊丹商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社Ｓｐｉｃｅ　Ｊａｐａｎ 1120001180968 セントラルキッチンの稼働による神戸繁盛店の洋食屋の多角化経営 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 藤原祐介 ぱふぱふ堂のウィズコロナにおける売上アップへの取組 服部　貴行

近畿 兵庫県 加古川市 竜一屋 元ボクサーが手掛けるテラス併設型新業態カフェの開発 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 合同会社Ｔａｗａｍｕｒｅ．ＪＰ 9140003014520 キッチンカーのレンタル事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 三田市 株式会社ニューアリマ 9140001066506 食品関連のインターネット通販事業及びレストラン店頭販売の新構築 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 尼崎市 赤間研磨 機械産業の研磨業からアイアン家具ショールームとなるカフェへの進出 京都信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社ベータミュージック 4140002050744 ライブハウス運営から情報通信業（映像収録事業）参入により事業再構築を図る 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 セブントゥーサーフ スケートパーク隣接のコンセプトカフェ、痩身マシン運営 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社神戸産直クラブ 6140001068926 品揃え価格地域Ｎｏ１　お届けサービス付オーガニックスーパー 瑛智税理士法人

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社シーアンドシー 4140001000411 ファミリーレストランＲＩＦＵＫＡ保有物件をフルリノベーション 金園　英也

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ラ・パール・ドリエント株式会社 6140001023988 カフェ事業展開による収益改善と既存事業の顧客開拓計画 高橋　逸

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 二条 コロナ禍でも楽しめる海の近くのオープンスペースを利用した坂越ブランド牡蠣のバーベキュー提供 福井寛之

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ｃｒｉｂ 8140001107236 美容コンサルタント業によるジュエリーのデザイン・販売 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 宝塚市 養液栽培研究所 施設園芸における、有機栽培用のスマート農業　ＩｏＴ　機器開発・販売 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＲＡＶＯ 3140001103149 伝統食のアップデザイン「豆腐プロジェクト」 德安　勇佑

近畿 兵庫県 三田市 株式会社小谷屋 2140001066347 わんこ蕎麦のテイクアウトと呉服店を融合した豆腐懐石料理店開設 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 伊丹市 Ｍ’ｓｔｅｃ株式会社 5140001105671 貸店舗を賃借し改装して、新規事業「メンズアパレルショップ販売及びオンラインショップ販売業」を行う。 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 多可郡多可町加美区 ＡＫＡＮＮＯ合同会社 6140003014275 地域資源を活用した塩麴とぬか床の製造販売継承及びお総菜販売業への転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 Ｌ’Ｃｏｃｏｏｎ株式会社 5140001111133 美容から婦人服小売業へとトータルビューティーを目指す 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 白雲まこと 接触機会を削減し感染症の発生・防止を図るテイクアウト販売事業 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社山富 2140001044303 冷凍加工によるオリジナル中華料理の中食向け販売事業 税理士法人辻田会計事務所

近畿 兵庫県 伊丹市 ｈａｉｒ　ｓｐａｃｅ　ＴＡＬ’ＫＥ エステティック・ネイル・アロマキャンドルの販売 伊丹商工会議所

近畿 兵庫県 伊丹市 Ｄ．Ｏ．Ｄ株式会社 3140001089306 芸能の未来を変える、本当のプロが知れる芸能スクールを新展開する事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

近畿 兵庫県 加古川市 有限会社小谷興産 3140002035779 放置空き家再生×ＩＴ活用による完全非対面型スマート旅館事業 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社中尾設備 7140001027864 自社ショールーム完備！ガス事業部門の新設計画 松田　千尋

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社バンガロー 1140001102433 拠点スペース効率化とスタンディングワインバーへの展開 谷川　盛彦

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ＭＧＯ 5140001042188 シングルマザー等の創業コンサルティング業と美容機器販売の総合商社へ挑戦 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社Ｋｏｂｅ　ｒｉｃｈ　ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 4140001111258 コロナ禍で生き残りをかけた石鹸ニーズを捉え商品提供の挑戦 塔筋　幸造

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社魚路 1140001107713 名店寿司屋の高品質素材を活用した巻き寿司でテイクアウト事業へ進出 髙木　美和子

近畿 兵庫県 尼崎市 クニモト自動車 夢の詰まった空間が作れる軽トラキャンピングカー専門店の展開 西谷　友香里
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近畿 兵庫県 小野市 ＡＢＳグループ株式会社 7140001121015 地域密着介護福祉タクシー事業転換 濱崎　恭明

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ＹＯＵＲＳ　ＰＲＯ株式会社 2140001110534 心身共に綺麗になりコンプレックス解消に取組む脱毛美容エステ店の展開 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社きとらフードサービス 4140001086979 遊休地を活用したテイクアウト進出計画 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 芦屋市 バーこむらさき 元旅館の古民家を再生したカフェ併設「複合エステサロン」事業 今中　明子

近畿 兵庫県 揖保郡太子町 株式会社国際旅行 8140001039553 多言語観光情報ＷＥＢサイトと連動した観光カード活用による新分野展開事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社魚組 9150001000265 素材の良さを味わえる惣菜商品の販売 中田　聡

近畿 兵庫県 丹波市 農家民宿はるりｈａｒｕｒｉ 地元丹波産の野菜・果物で作る石窯ピザとジェラートのキッチンカー 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 明石市 Ｓｐａｒｅ　Ｔｉｍｅ　Ｓｔｕｄｉｏ テイクアウト＆デリバリーの導入と団体客から少人数客へのシフト 明石商工会議所

近畿 兵庫県 高砂市 空花 リトリート高砂足元の資源から生みだす「一枚の紙・ひとつの器」 高砂商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社Ｃｒｅａ 9140001074442 小規模店舗のリスク回避した開業支援で新しいビジネスへの取組み 岩佐　修二

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 兵庫明光販売株式会社 7140001018129 デジタル化の社会変化に対応する、”あなたの会社のＩＴ部門”をつくる Ｓ＆Ｐ税理士法人

近畿 兵庫県 神崎郡市 株式会社荒木印刷 5140001063309 脱炭素社会に求められる新製品製造による事業再構築の実現 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ＴＦＣ 5140001031694 ゴルフショップが運営する２４時間シュミレーションゴルフ練習場 株式会社ＲＡＤ

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社大東 7140001087025 新たな成長を見据えた新市場への参入による事業再構築の実現 田中　洋介

近畿 兵庫県 丹波市 荒木食品株式会社 8140001040890 学校給食向け国産冷凍カット野菜の加工販売による事業再構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市西区 協和製工株式会社 3140001021557 ステンレス製品の加工技術開発による、半導体製造装置・医療機器製造設備への新分野展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 三木市 東亜重工株式会社 9140001036467 新規参入！海外農業機械用大型部品製造に伴う高精度・高出力ビレットシャーの導入 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 丹波市 長岡機械株式会社 5140001041215 コロナ禍にて急速に需要が拡大する非接触温度計分野への新規参入計画 京都北都信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 合同会社インテリア滝井 7140003011610 マイカーやバイクの撮影ができる大型レンタルスペース運営への挑戦 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 太陽刷子株式会社 3140001024469 歯ブラシメーカーが新分野展開による売上創出を目指し事業再構築を実現 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社富田建設 8140001072744 地域の環境と作業員の健康を守る！ウォータージェット工法によるアスベスト除去事業 株式会社関西みらい銀行

近畿 兵庫県 西宮市 さくらオートマット株式会社 7140001072027 特殊な生成技術を用いた塩分を含まない高機能除菌水装置事業への進出 東京中央経営株式会社

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ナンバースリー 9120901001514 新規ＥＣオンライン開設とパーソナライズ＆カスタマイズヘアケア事業参入について 株式会社りそな銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 ファイブアップ株式会社 6140001002372 当社の試作開発能力を活かし、世界的な食糧不足を解決する昆虫原料の飼料を製造し、ニッチトップを目指す 株式会社エフアンドエム

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社橘 1140001118594 経営資源を有効活用したバケーションレンタル事業の構築 濱崎　恭明

近畿 兵庫県 高砂市 中谷建材株式会社 4140001044136 プラント運営の技術力を結集し、完全自動化・環境配慮型の砕石（珪石）プラント新設 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社プラスワンホスピタリティ神戸 7140001092082 ケア＆ホスピタリティで安心！障がい者（児）向け「短期入所」施設運営に参入 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 株式会社住本鉄工所 6140001059553 コロナの影響による売上減少から脱却するための新分野展開 田中　洋介

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 尾内商会 最新技術を用いた農業用車両のエーミングと水性塗装 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社アトラスメディカル 9140001108423 高齢者施設をターゲットとした巡回による健診及び検診業務への取組 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 川西市 株式会社ＡＲＫ 2140001080785 特装車の多様化と産業サプライチェーンの構造転換に貢献するトラック等の架装販売計画 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社リバー 7140001075987 医療機器部品の生産体制を構築し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 兵庫県 美方郡香美町香住区 有限会社北村工務店 2140002046380 空き家問題の解決に向けた遺品等の整理業への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社大日金型製作所 5140001078554 電気自動車向けの生産プロセス再構築による新分野への展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社丸一 8140002009266 クリーニング資材卸売商社の強みを活かしたコインランドリー経営・出店サポート事業への新分野展開 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社ダイヨー 6140001086052 測量技術とデジタル技術を生かし、土工事（ＩＣＴ施工）分野へ展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 下田 テイクアウト、デリバリー、イートインと全てのニーズに対応した利便性の高い新事業開始 浦田幸一

近畿 兵庫県 加西市 株式会社吉田 7140001099276 地域のハブ事業者が挑む、新事業プロジェクト 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社ターナ 9140002023555 専門性を活かしたイタリア料理専門総菜店を展開し収益向上を図る 荒巻税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ＫＯＫＯＳＩＣＡ カフェ事業の強みを活かした、チャレンジショップ・宿泊施設・イベントスペース事業への進出 日新信用金庫

近畿 兵庫県 朝来市 和田山精機株式会社 1140001046928 高精度切削研削技術の獲得によるガスタービン部品用金型製造分野への展開 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 尼崎市 栄弘特殊硬業株式会社 1140001052208 町工場の挑戦―脱炭素社会に向けたメタネーション分野への新分野展開ー 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社ハマベ 3140001100096 冷菓生産用恒温槽の生産体制構築によるアイスクリーム業界進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 エイチ工業株式会社 6140001025860 難金属切削技術の強みを活かして発電タービン業界への新分野展開 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社円山荘 5140001015458 【有馬温泉】ワーケーション事業参入による長期滞在ビジネス客の獲得 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社タツミ精工 9140001104975 成長産業向け新製品製造による新分野展開 株式会社大三経営事務所

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 三祐木材株式会社 2140001017531 個人向け木材ＥＣ事業と法人向け木材プラットフォーム事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 養父市 株式会社津崎鋼材 1140001046564 鋼材卸売事業者による高層階建築向け胴縁の製造事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 西宮市 ＴＯＭＯエンターテインメント株式会社 9120001098369 ＥＣ専用自動撮影システムの製品化に向けた開発事業 播州信用金庫

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社アイ・アール・シィ 4140001092696 建設機械のレンタル業へ新分野展開することによる事業再構築 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 グリーンピールサロンアリンアリン 自分で洗えない方や頭皮改善したい方向けシャンプーサロン事業 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

近畿 兵庫県 明石市 株式会社ＫＫ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 4140001101192 健康的な食を通じて地域を明るく元気にする冷凍パン卸売事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 南あわじ市 西部興産株式会社 5140001085633 淡路島の新鮮野菜を育て収穫し食す・グリーン・ツーリズム特化型リゾートの提供 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社ハタヤ 1140002005065 屋内・屋外広告の印刷を生業とする印刷業者の業態転換による事業再構築 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社ダイレクト 5140001077218 ゴルフ場集客に特化したデジタル販促用システムの開発販売 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社ティ・アンド・ジー 7140002019761 グルテンフリー焼き菓子の製造・販売とインドアゴルフ練習場運営の計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社スピラル 2140001085966 スティック充填サービスの提供及びたまねぎスープ等の開発・製造・販売 松浪　辰也

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 モンノ株式会社 4140001017991 既存のガス外管・内管工事とは異なる水道本管布設工事を展開する 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 加西市 株式会社ロイヤル 1140001076520 ドライブスルー型店舗でロスフラワーをチャンスに変える事業再構築 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社オー・スリー 1140001015817 フレンチレストランの業績不振を打破するため、新たにオーベルジュによる宿泊サービスを開始する 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社バンハイム 4140001086137 スマートハウス、スマートホーム・ＩｏＴ住宅を実現するシステム販売事業 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社藤井産業 2140001044220 小型・量産物の研磨分野進出に向けた研磨作業のロボット化計画 シェアビジョン株式会社

近畿 兵庫県 丹波篠山市 有限会社大興運輸 9140002035121 残土運搬事業で培った強みと地の利を活かした真砂土・砕石販売への挑戦 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社ｙｕｍｅｎｏ 5140001111182 テイクアウト商品開発や小売事業拡充に伴う製造キッチンの増強 星　雄仁

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 ヒサヤ株式会社 7140001063579 地域初のパンケーキテイクアウト専門店の出店・運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社エイトテック 4140002052567 播磨地域に密着したハイブリッド型ＤＩＹ体験・相談教室への進出 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 加西市 株式会社フジワラ 5140001076442 高機能かつ可変情報印刷が求められる医薬品シール分野への参入 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 合同会社Ｋ．Ｋ 4140003008948 新しい「クルマ文化」を顧客に提供するカーラッピング事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社エスエスオート 8140001080887 高級輸入車向け板金塗装サービスで挑む新分野展開事業 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社光栄製作所 1140001108653 軽量素材部品を製造する高速油圧式半凝固鍛造機による新市場獲得計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 シンエスタ株式会社 1140001086750 吊り足場事業への新たな取り組み Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人
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近畿 兵庫県 姫路市 ライト内燃機工業株式会社 2140001062247 総重量１０トンを超える大型特殊車両部品の修理を車両を預かって行う事業再構築 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 丹波市 有限会社荻野製瓦工業 2140002034716 建設廃棄物処理事業への新規参入による資源循環型の新分野展開実現 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 小野市 エムケ総合有限会社 9140002062702 次世代のシステム吊り足場を活用した足場材リース事業 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

近畿 兵庫県 宝塚市 ワールド工業株式会社 4140001083472 次世代モビリティ分野進出に向けた旋削工程の内製化・高精度化 播州信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 御園サツシ工業株式会社 3140001051463 ステンレス板加工能力獲得による耐震仕様ドア製造事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社天望苑 3140001056207 ペット同伴可能なドッグラン・森林浴付き一棟貸しコテージの運営 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 淡路市 フードカフェ　リラックス 大人のためのカフェ併設インドアテニス場の新設 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社ＰＩＮＥ　ＴＲＥＥ 1140001113653 テイクアウト商品開発や小売事業に伴うセントラルキッチンの増強 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社上組機設 3140001088547 浄化槽・沈殿槽分野への新分野展開を可能とする生産体制の構築 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 姫路市 大黒水産株式会社 8140001065707 新たな水産加工を活用して、坊勢島の新鮮な魚を小売する新分野展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社田中造園 6140001102420 造園工事業者の挑戦！多肉植物をメインとした店舗型小売店への業種転換 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社ジェイテック 1140001004828 一般金属加工部品にオーダーメイド金属彫刻業を組み合わせた高生産性金属加工事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 明石市 株式会社トラスティック 8140001037549 神出町に玄人が好む雑木林を活かしたキャンプ場運営に新たに進出する 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 明石ダイカスト株式会社 3140001044459 創業５４年の鋳造技術を活かし、新たに製品検査・受託解析サービスに進出する 播州信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ＮＰＣプラント 8140001099580 大径マイターベンド管及び配管ユニット化に対応した新工場の設立 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 南あわじ市 電灯舎 姿勢、呼吸、精神を整え、良いアイデアを生み出す一人宿の提供 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 美方郡新温泉町 守山石油株式会社 3140001056727 車検、自動車・漁具の修理及び自動車販売に新規着手する事業計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 雲輝商事合同会社 8140003011337 飲食店経営への知見と経営サポート人脈を活かしたラーメン店の運営 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 明石市 株式会社ハリマネヂ工業所 8140001035370 農業機械分野で低燃費エンジンを実現する中空カムシャフトの新規製造 株式会社ユニバー経営サポート

近畿 兵庫県 神崎郡市 有限会社佐伯製作所 6140002053051 「タップ加工を含む完成部品」の社内一貫製造事業 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 てらたに酒店 こだわりの地酒や地元グルメを提供するスタンディング形式・フリースペースを活用した飲食コーナーの運営 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社マツモトエンジニアリング 8140001025826 土木工事の知識と経験を活かし、新たに解体工事業に進出する事業計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社笑栄 5140001113063 ダイヤモンド工法と潜水技術を用いた海洋土木新規事業への展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社亙 2140001090909 「御食国」淡路島の魚と、匠の技を駆使した地域とともに創る貸別荘事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 ＹＭ精機工業 割出５軸対応マシニングセンタを用いた複雑形状部品への参入 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 合同会社ＣＯＲＥＨＩＴＳ 3130003003942 ＩＴコンサルティング事業から飲食店向けシステム販売事業への転換 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 安居精工株式会社 4140001044648 高精度の特殊治具・精密部品の一貫生産体制構築による新分野展開事業 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 洲本市 バーエトワール 宿泊施設・セントラルキッチン・珈琲焙煎・飲食店を行う複合施設の運営による事業再構築 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 川西市 株式会社アールシー川西 3140001079488 廃棄物受け入れ業務の無人化計画 株式会社トリプルバリュー

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 有限会社舞子運送 3140002006598 雇用を守り地域へ貢献する！大型・中型トラック整備事業への新分野展開 湯浅　達志

近畿 兵庫県 加古川市 ユウキ産業株式会社 5140001043748 大型金型製造とＧＦＲＰ対応射出成形技術確立による介護分野への進出 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ＪａｍＨｏｍｅエステート 2140001046349 住宅型有料老人ホームによる“地域包括ケアシステム”への挑戦 株式会社クリエコーポレーション

近畿 兵庫県 明石市 有限会社住空想建築工房 7140002024381 地産地消で盛り上げる、横丁による【明石町興し】プロジェクト 日新信用金庫

近畿 兵庫県 伊丹市 とりしげ ウィズコロナに対応した地元密着型の持ち帰りサービス対応のお好み焼き・和風居酒屋の融合 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社ｅ－ｍａｉｓｏｎ 9140002026376 越境ＥＣとサプライチェーン構築で海外販路を開拓するＢｔｏＢ事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ウェルスエンジニアリング 6140001094476 プラント設置工事技術を生かした足場組立工事事業への進出計画 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市灘区 小泉製麻株式会社 7140001003329 環境配慮型の樹脂フィルム製業務用液体容器製造の内製化と医薬品分野進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社Ｇａｉｎｅｒｚ 4140002045728 急速冷凍を活用した品質の高い医療患者向け弁当の製造販売 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 川西市 有限会社鼓が滝介護センター 8140002065409 引きこもり支援型カフェ事業とＳＯＨＯ利用者のためのマンスリーマンション事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社大総 6120001145727 イベント向け人材派遣業等からＩＴ教育訓練事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社三和鈑金製作所 9140001042911 大ロット案件の新分野に参入するためのファイバーレーザー加工機導入事業 松下　隆信

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社矢野工作所 9140001114207 高性能ＣＮＣ旋盤で難加工ステンレス製半導体用重要部品への展開 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 菱美株式会社 7140001051988 超高齢化社会の問題解決型家財整理プラットホームビジネス 税理士法人ＧＬＡＤＺ

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社東亜ブラシ製作所 9140001009547 工業用ブラシのニッチトップ企業による樹脂リサイクル事業への事業拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 兵庫県 尼崎市 関西機械株式会社 1140001048206 シリコンゴム製品の需要拡大を見据えた、機械販売業から製造業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 川西市 カブト工業株式会社 3120901021212 ロボットによる製造自動化とセンシングセンターの市場投入 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社Ｋａｙａ　Ｇｒｏｕｐ 7140001042194 陸上養殖魚の加工・販売を通じた食料問題解決プロジェクト 坪田　亮介

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社アイエス 3140001073284 健康と癒しのショップによりカフェ気分で気軽に健康増進＆リラックス 白川　淳一

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社Ｂ’ｓ　ｃｏｍｐａｎｙ 3140001077822 ＩＴ・無煙ロースターでおひとり様から楽しめるコロナ渦対応焼肉店を展開 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社みなとモータース 5140001030622 中古車販売事業者として、他社が積極的に手掛けない実用的な車種を低価格で販売する。 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 洲本市 有限会社いせや写真館 6140002068735 思い出創りのメーカーが贈る祝福のニューノーマル！ライブウェディング事業 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 有限会社神戸オーディオサービス 5140002024648 介護タクシー事業、障害福祉事業を活かした障がい者の為の就労支援訓練事業所の開設 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社フジノリサイクルセンター 5140002006530 企業グループの強みを活かした新たな産業廃棄物処理工場の開設 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 有限会社テクニカル・ワーク 4140002049695 リバースエンジニアリング技術による精密樹脂部品製造技術の確立 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社Ｍテック 3140002024939 産業ロボット用アルミ製高精度部品の製造開始による受注拡大事業 株式会社百十四銀行

近畿 兵庫県 加西市 朝日商事株式会社 1140001076033 空き倉庫をショールームとして改修・活用し、インテリアパーツの販売強化 加西商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 鳥まる 急速冷凍×職人技術を駆使　訳あり食材を利活用　小売り事業に挑戦 株式会社シャイン総研

近畿 兵庫県 丹波篠山市 長岡技研株式会社 3140001111044 膜構造建築物の建築用金物部品加工への新分野展開 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 丹波市 播磨屋 コロナ禍による生活スタイルの変化に対応するための新分野展開事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＺＥＴ 8140001064205 建設業から健康寿命の延伸を目指した「ピラティススタジオ経営」への新分野展開 吉田　正人

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ヒロ・スキャンテック 2140001107183 船舶の船体防汚システム「ソニハル」を主としたＥＣ販売を行う 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社山椒 5011001110550 地域の名産を活かした消費者直販型小規模食品工場兼直売所計画 斎藤　秀樹

近畿 兵庫県 淡路市 石岡不動産 地域活性に寄与する『素泊まりの宿』 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 尼崎市 千鳥饅頭製菓株式会社 8140001049981 需要が高い気軽に買える生クリームどら焼（冷凍保管・冷蔵販売）を製造する計画 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 富士基礎機械株式会社 1140001057405 複合加工機導入による地盤改良用特殊部品の生産体制確立と事業展開 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 丹波篠山市 大雅工房 丹波の森での体験型リラクゼーション施設による新規事業展開で新たな工房のファンづくり 山本　顕一

近畿 兵庫県 加古川市 日進会館 全日本チャンピオンが指導する２４時間ジムの開設 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社おさるの森 8120001189391 発達障害のある子ども向けの運動教室事業 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ｉｉｎａ 7140001077819 新店舗立ち上げによる動物カフェ事業への業種転換 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社後藤一商店 4140002048557 ＳＤＧｓ・環境対応する「包装資材の総合企画商社」への業態転換 松尾　健治

近畿 兵庫県 丹波篠山市 エイチ・アンド一級建築士事務所 ＳＤＧｓ社会を見据えた規格型住宅事業並びに本屋ギャラリーモデルハウスによる地域コミュニティ創生事業 税理士法人スマイル
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近畿 兵庫県 伊丹市 芝村工作所 ＣＮＣ旋盤導入により新たに産業用ロボット部品を製造する事業再構築 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 山市鉄鋼株式会社 5140001057302 少量生産の強みを活かした町工場発の家具生産体制の確立 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社グリーンテクノス 8140001025660 女性専用ＡＩスポーツジム事業への進出による売上増加計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社たかべホームズ 1140001085109 移住体験型モデルシェアハウスおよび移住者向け住宅事業による新分野展開 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社創喜 9140001025585 降雪地に強いＦＲＰ製ルーフの軽トラック貨物コンテナの製造業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 三木市 新栄製工株式会社 6140001036263 精密板金加工の量産体制構築による物流市場への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 伊丹市 仲貸衣裳店 フォトスタジオ開設による貸衣装業から写真業への業態転換 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社山一金属製作所 6140001083116 最先端医療用映像機器に対応した極薄板の高精度加工体制の構築 松下　隆信

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社不二商会 3140001014057 機能性表示バウムクーヘンと無人生産でスイーツ界の収益生産性向上に貢献 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社茶の道 8140001093501 お茶を使ったスイーツ感覚で味わえるカスタマイズ型ドリンク専門店の展開　事業計画書の概要 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市網干区 大和美術印刷株式会社 4140001059885 コロナの影響が少ないＱＲバリアブル圧着ＤＭ分野での課題解決営業の実践 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 大洋紙業株式会社 1140001049749 物流倉庫における「人を支援する自動化システム」の開発・運用・販売を行う事業計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社カノコ 4140001042841 「最新機器による要支援認定者向け健康増進リハビリデイサービス」 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 兵庫県 三木市 株式会社三木章刃物本舗 7140001036626 金物の町三木市より“モノ・コト・トキ売り”による事業再構築 細川　祐三

近畿 兵庫県 明石市 株式会社アメロイドキッチン 6140001106710 タコのテリーヌ（名称：たこリーヌ）の製造・販売 小林　優子

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社三商 3140001059102 外反母趾の女性を救う国産革靴の開発とＥＣ市場参入（新分野展開） 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市北区 わんぱくポケット 保育園へのリフォームと保育園に連動した臨時宿泊保育施設兼長期宿泊型スクール建築と運営 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社日本福祉総合企画 4140001052790 「助け合いの心」と「自尊感情」を育てる屋外アドベンチャー教育事業 播州信用金庫

近畿 兵庫県 三木市 インプレス工業株式会社 5140001099807 ステンレス製のタンクローリー操作室（楕円形状）の開発 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 芦屋市 Ｊ－Ｔａｋ株式会社 6140001097487 ウィズコロナに即した本格フレンチ＆ワインバー及びＥＣサイト開設／出張シェフによる自宅高級フレンチ空間の提供 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 釣り堀　海恵 加工販売事業にて新たな販路開拓による事業再構築 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 養父市 株式会社神尾製作所 9140001046499 海外向け大型農機用部品の量産体制構築による成長市場への新規参入 ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

近畿 兵庫県 朝来市 但馬青果 生鮮職人卸売業者が飲食関係事業者向け一次加工品の製造販売を開始する 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社テンプル 8140002015033 いつでも簡単に美味しいコーヒードリップ製造開始！ 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社大野社 8140001012675 半導体関連市場へ参入に向け”高精度なふっ素樹脂”成形事業への展開 中谷　健太

近畿 兵庫県 豊岡市 平野株式会社 9140001056077 鞄専門卸売サービスから革等商品対面販売サービスへの業態転換 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西脇市 平田ベンダーサービス 企業内自販機設置業からコロナ対策エステへの進出 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 丹波篠山市 株式会社コムズ・ジャパン 7140001013063 丹波黒豆に続け！丹波篠山産「干し芋」製造とブランド化への挑戦 本多　剛士

近畿 兵庫県 相生市 株式会社やまよ 6140001095648 冷凍牡蠣の新商品開発による日本全国・通年販売という新市場への参入 株式会社ケーズサポート

近畿 兵庫県 南あわじ市 有限会社まるひろ青果 7140002070013 野菜等の残渣処理事業への進出による売上増加と地域問題への貢献 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社くつわ 5140001015210 食品製造設備の新設とテイクアウト型飲食店の開店による新分野展開事業 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社東照 6140001094856 業界初の靴卸業専用「Ｂ　ｔｏ　Ｂプラットフォーム」と「連動デジタル化倉庫」 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社グリーンズ 7140001044991 からあげ専門店のフランチャイズ加盟による事業多角化計画 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社林田工務店 7140001081911 注文住宅建築の木工技術を活かした、こだわりの天然木家具の製造・販売への挑戦 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 谷井運輸株式会社 1140001060004 最新型重量物用クレーン付倉庫による地域輸送業変革への挑戦！ 笠原　純一

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社吉達 3140001054846 セントラルキッチンを活用し、強みを活かした新規ＦＣ開業支援を行う新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 有限会社アロンエンジニアリング 3140002035184 高性能ＣＮＣ旋盤等による機能性食品設備用重要部品でメンテナンス 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 川西市 有限会社ジョイライド 8140002066340 中古車販売業者のキャンピングカーレンタル事業による新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 サウザンド 血液撮影システム部品の製造を通じた医療機器業界への新規参入事業 北おおさか信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ＳＨＩＮＫＡホテルズ 2140001019577 ワインバル・洋菓子販売へ新規事業展開し、業績のＶ字回復を図る 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 佐用郡佐用町 光海株式会社 7140001039298 既存事業の海苔を活かしたパン製造販売事業への進出計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 アークハリマ株式会社 1140001057446 次世代半導体製造装置向け部品の製造ライン構築による新分野展開 兵庫県信用農業協同組合連合会

近畿 兵庫県 西宮市 ジェイカス株式会社 7140001071854 Ｂ２Ｃ物流に対するスマートロジスティクスコンサル事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社武庫川ベニヤ 1140001082072 ファブレス企業から製造業として再構築し、新たな分野に挑戦！！ 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 明和タクシー株式会社 9140001014373 ジャンボタクシーでオンデマンド交通を切り開く「ＭａａＳ市場」への参入事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社上野工作所 5140001047781 テーブル形横中ぐりフライス盤等で大型真空チャンバー等への展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 有限会社藤川組 2140002036514 先進的なＩＴシステムによる不動産売買仲介業へ参入し、地域を活性化する計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 丹波篠山市 キクヤ株式会社 5140001041693 葬儀屋が始める地域名産「丹波の黒豆」の卸売業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社スタンレーインターナショナル 6140001023253 アパレル卸事業領域からサステナブルライフスタイル製品の開発ＢｔｏＣ販売領域へ みらいコンサルティング株式会社

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 有限会社鈴木商店 5140002037716 再生プラスチック及び金属など高付加価値再生品の生産体制構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市西区 三木ポリマー株式会社 9140001023309 ブロー成形とインジェクション成形のハイブリッド及び融合製品自動生産工場への本格的進出 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 三和テクノ株式会社 3140001013166 ＥＶの静音性・制振性向上シール材等の開発に取り組む 株式会社りそな銀行

近畿 兵庫県 加古川市 イケダ工業株式会社 3140001042470 架装メーカーがデジタルデータベース化により実現する新分野への参入 松下　隆信

近畿 兵庫県 西脇市 ヴァンフック株式会社 2140001075331 金属材料の加工技術を活用し、ルアー市場へ新規進出する事業再構築計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 ベアズガーデンインターナショナルスクール 学童預かりサービスを付加した英会話アフタースクールの運営 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社パソコン森田 4140001085452 宿泊事業への新分野展開計画 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 葵鋼業株式会社 4140001057427 脱炭素に資する小中力の水力発電市場参入による量産品製造体制の構築 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社稲葉マシナリー 7140001065261 脱炭素社会実現に資する次世代燃料火力発電部品加工への新規参入 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 有限会社ワイズエンタープライズ 6140002046567 ＲＥ　ＤＥＰＴ．　（リ　デプト．） 豊岡商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社プロネット 4140001010708 ＡＩ・機械学習を活用した道路標示保守システムの提供 青石　吉司

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ショーワパッケージ 1140001059442 間伐材を用いた自社ブランドとパッケージプロデュース業への挑戦 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社田中工作所 9140002029189 脱化石燃料に貢献する金属部品製造への取組 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ユニバル 5140001043756 健康増進に役立つ高品質・高付加価値靴下の専門小売店舗の展開 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社藤澤石油店 8140001085333 塩害で洗濯物を乾かせない住民のニーズに応える、コインランドリー事業への進出 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社灘勝 9140001027136 （仮）菊水　プライベートドッグラン付き　グランピング 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社ＴＡＫＵＫＥＮ 1140001101195 既存建築リフォーム工事に加えて新分野展開を目指すビジネス構築 田中　洋介

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ワッション 1140001097293 サブスクリプション形式によるコーヒーカプセルの提供サービス ＧｒｏｗｔｈＰａｒｔｎｅｒｓ税理士法人

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社スリジエ 8140001106122 ＡＩ管理システムの導入によりフードロスを削減するケータリングサービス 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ワイイーエス 4140001071923 不登校児童を社会で活躍する人材に育成するワンストップサービス事業 土橋　一拓

近畿 兵庫県 宝塚市 Ｉ．Ｂ．Ｆａｃｔｒｙ 石田式ボクシング指導法によるボクシングジムへの挑戦 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社ブレックス 8140001017897 引越し後の新生活全般をサポートする会員制サービス業の展開 姫路信用金庫



108 / 137 ページ
事業再構築補助金　第5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

エリア名 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 兵庫県 神戸市垂水区 ファインラボ株式会社 3140001057312 「入浴サービスを主とした混合介護事業」に挑戦！！！ 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社東田商店 1140001075753 米穀類販売業からプロ焙煎士の技が光るコーヒー豆販売業への進出 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 和田金型工業株式会社 5140001017082 産業ガスタービン試作・量産部品の生産体制の確立と事業化 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社クオリア 6140001024037 看護サービス・介護サービスを施設難民に提供するナーシングホームへの参入計画 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社フットスタイル 1140001086651 ブランドライセンスを取得し、新たにブランドシューズの製造販売を展開する事業計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 グラデーション 美容室から髪と身体の健康を考えるプライベートサロンへの転換 税理士法人エール会計

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社ピーエムシーインターナショナル 1140001085158 「より早く、より正確に」ＢｔｏＣビジネス対応の自社独自のワンストップ物流サービスを構築 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 エデュテ株式会社 8140001022815 メイドインジャパンの知育玩具「チューブロック」のグローバル展開事業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 ボルテック株式会社 5140001065098 業務用自動消火設備向け強化液、ガス充填サービスの新規事業化 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 たつの市 株式会社赤とんぼ観光 6140001100077 貸切バス事業者が取り組む、播磨灘における屋形船運航事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 有限会社増田屋 2140002006624 創業７０年の老舗寿司屋が宴会事業を撤退して冷凍鮨の開発と販売 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社オカベマシーナリー 2140001058162 ＥＶ向け高性能電磁鋼板の製造設備部品加工への新規参入 株式会社百十四銀行

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社中の坊 3140001015261 ミレニアル世代をターゲットとした金泉露天風呂付き客室新設事業 株式会社三井住友銀行

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社森水産 9140001086727 海釣りアイランド淡路島での釣具店とコミュニティサイトの運営 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社石津建設 8140002058560 業務用生ごみ処理機ＰＯＩＴＯ（ポイト）の販売代理店事業による新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社アークアソシエイツ 6140002053919 県産木材加工・販売事業進出による地域資源循環型林業活性化への取り組み 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 有限会社エイムランド 5140002044811 スカッシュファンと地域を活性化するスカッシュコート建設 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市灘区 東亜機械工業株式会社 9140001003707 塗装工事部門新設による製造業から建設業への新分野展開 松田　千尋

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ディーシーエス 9140001072314 珈琲業界で培った営業力を活用したクラフトビール製造への取組みによる事業展開 株式会社りそな銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 星輝株式会社 5140001094460 リゾート地を有効活用するワーケーション宿泊施設を運営事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社皐工務店 3140001113718 小さな工務店が行うショールーム兼用型グランピング事業参入計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 三田市 株式会社エンデバー 9140001066290 兵庫県初のシティーホテルを活かした個室サウナ事業 株式会社愛知銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社ＭＳＤコーポレーション 4140001088744 造船加工事業から兵庫県最大級「ベースボールアカデミー施設」の運営事業へ転換 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社万翔 8140001102757 河内鴨の京都進出・通販事業による成長戦略の実現～セントラルキッチン化・ＷＥＢ事業化推進による業態転換～ 中嶋　崇

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社アパマン住宅 2140002012787 精神疾患の方に特化した就労継続支援Ｂ型事業所の立ち上げ 日新信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社重伸 7120001141956 「ユニバーサル民泊」立ち上げによる石川県羽咋市の地域活性化事業 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 株式会社学びと成長しくみデザイン研究所 6140001105472 大学ＤＸ汎用連絡プラットフォームの構築とサービス化 税理士法人サポートリンク

近畿 兵庫県 神崎郡神河町 株式会社神崎フード 4140001063400 神河町特産ゆず加工事業の付加価値向上事業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社日伸 4140001084371 コロナ禍における布団丸洗い・除菌ニーズに対応した有人店舗型の複合コインランドリーサービス事業 荒井　裕貴

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ゆめや 9140001002733 地域若手デザイナーが参画した新しい生活様式に即した木製家具の開発、設計、製造、販売 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社全力フーズ 9120901030637 コロナ禍でも淡路島の豊かな食材を楽しめる海鮮居酒屋の構築事業 上田　行洋

近畿 兵庫県 神戸市中央区 オルト産業株式会社 5140001006770 オーダーメードサポーター請負事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 多可郡多可町中区 オオヤマ工務店 建築技術を活かしたトラック用コンテナの加工による個室空間の製造販売 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社アンティバックマーケティング 4010001126087 空気の安心・安全と見える化・見せる化の新時代製品開発を通した新事業展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 情熱ダイニング株式会社 3140001026639 Ｗｉｔｈコロナでのセントラルキッチン導入による、飲食業のオムニチャネル化 株式会社わかば経営会計

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社稲田屋 3140001101706 コロナ禍でも安心して楽しめる完全個室カフェルームの開業。 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 高砂市 有限会社ノングループ 3140002037263 美容院向け商品販売に特化した電子カルテの開発、提供 高砂商工会議所

近畿 兵庫県 神崎郡市 株式会社サン精工 7140001063447 チャンスにかける！給湯器部品製造業から自動車部品製造業への大転換 株式会社三井住友銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社モクハウス 9140001062728 空き家対策に活路となる『古民家再生×体験型宿泊』事業に挑戦 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 良品住宅株式会社 8140001030272 特殊な特許製法で電気分解された高機能還元水である、身体にやさしいＳ１００を配合した噴霧型商品の開発・製造と販売 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 三木市 株式会社リプロス 2140001036060 きなこ商品を中心としたカフェの運営及びＥＣ販売事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 兵庫県 丹波市 株式会社西山酒造場 4140001041232 旧酒蔵を再生し、受け継がれてきた歴史と技術で挑む宿泊・飲食事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 三木市 株式会社ハリマ工具製作所 5140001036487 精密冷間鍛造プレス機の導入による製品の高付加価値化の取り組み 大串　智之

近畿 兵庫県 三田市 株式会社レック 4140001067178 グランピング施設「グランアップル神戸三田」の運営 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社イトデンエンジニアリング 8140001057786 麺類飲食店向けの自動調理装置の開発製造販売 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社芝本商店 9140001103382 感染を最小限にする空間除菌・除ウイルス用エアクリーナー事業 株式会社クリエイション

近畿 兵庫県 尼崎市 有限会社ＢＡＧＵＳ 1140002045177 高齢社会を見据えた介護脱毛サービス及びトータルケアサロンの展開 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 加東市 株式会社えん 6140001119506 自宅で過ごしたい人を、最期までトータルでサポート 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加西市 株式会社協和製作所 5140001076186 双方向デジタル通信対応モーターローラの製造方法の転換 株式会社三井住友銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 名月住建株式会社 5140001101836 ＺＥＨで環境負荷を低減する住宅事業の展開～最先端ＩＴ技術搭載～ 税理士法人ウィズアス

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社すまいる 1140001037670 神戸ホルモン焼肉店が取り組む冷凍餃子の製造と無人販売所での販売 長尾　辰彦

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社みらい 3140001036753 空店舗有効活用！地域に根差したユニバーサル社会の実現を目指し心と体を鍛えるプラットフォームとなるフィットネスジム運営事業 播州信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社マルモコーポレーション 6120001180121 大学キャンパスから先駆的な地域包括ケア及び地域共生社会の実現の為のデイサービス 寺田　慎也

近畿 兵庫県 丹波市 大地造園緑化 造園業からガーデニングショップおよびガーデンカフェオープン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 株式会社御幸荘 4140001015483 有馬温泉の新名物開発による既存事業の持続的発展および地域活性化事業 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 豊岡市 有限会社豊岡パーツ 9140002046036 最新の販売管理システムを導入した、輸入スポーツカーの展示販売事業による地域経済活性化 税理士法人Ｔ－ＧＡＩＡ

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ティーエッチエス 5140001064554 ＥＣサイトを活用した医療消耗品販売サービスの開始 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 川西市 株式会社クシロ 6140001079329 錠剤手動（中量）ハーフカッターの開発と全国販売サービス網の構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社神戸井相田牧場 6140001046337 牧場から最高の神戸牛播州牛を食卓へ！畜産業から小売業への展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 兵田印刷工芸株式会社 6140001070106 紙の教材印刷からアクリル印刷のアニメグッズ製造販売への新事業展開 Ｓ＆Ｐ税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ＤＹＮ 9140001120155 非接触決済を可能にしたコインランドリーにカフェバーを併設するサービス 飯谷　慎平

近畿 兵庫県 加西市 株式会社ＨＥＲ 7140001076416 国内で２社目となる製法による水素燃料製造計画 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社エムアールエスブレイン 3140001019246 国産材を使った地球にやさしいスマート木造住宅の提供 ペンデル税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ＰＥＰＥＬＡＢＯ合同会社 8140003013135 回数券アプリで非接触に来店回数をアップアップ！回数券管理アプリ　ＭＡＴＡＫＵＬ　マタクル 日新信用金庫

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社観光ホテル淡州 6140001085013 リゾートワーケーションホテルへの再構築事業 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

近畿 兵庫県 加古川市 ＤＨＩ株式会社 9140001045303 鉄から土へ。Ｉ－ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　に向けた土木工事用非破壊検査への再構築 株式会社中国銀行

近畿 兵庫県 加古郡播磨町 株式会社ＤＨＭ 1140001037803 手芸でつながるネットワークネットが障害者の自立を支援する　新分野展開による住まいの提供 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社北神社 6140001021595 ウイズコロナ時代に向けた、遺族の心に寄添う『ハイブリッドお葬式』事業 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 ＴＫＢ株式会社 8140001067380 ウィズコロナ・アフターコロナ時代に対応した新事業展開 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社アンカーラボ． 6140001093783 革新的オーダーメイドインソール採寸販売・ライブイベント配信店舗の開業 吉川　祐介

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 ｓｐａｉｍ 福崎町唯一の脱毛サロンの開業 兵庫県商工会連合会
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近畿 兵庫県 姫路市 ピーアールジャパン 過疎地域の空き家リノベーション＆休耕地の活用（簡易宿泊施設・カフェ・ドッグランの設置） 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 三木市 株式会社中橋製作所 6140001036486 海外市場向け製材用平刃生産工場立ち上げプロジェクト 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 たつの市 株式会社ごとう製革所 1140001103704 なめし革セッター加工請負プラットフォーム構築事業による新分野展開 河野　剛寛

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ホロニック 3140001019873 地元生産者と著名パティシエによる焼菓子を販売し、地域にも貢献！ 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 コトバ・コミュニケーションズ株式会社 7140001115396 平等性・透明性のある飲食店ポータルサイト型ＳＮＳ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 洲本市 有限会社スリークラフト 9140002068897 淡路島で新しい飲食店の形！初期投資不要で夢を叶えるクラウドキッチン 洲本商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＡＶＩＩ　ＩＭＡＧＥＷＯＲＫＳ 6140001102809 店・個人・企業の情報流通を促進するデジタルサイネージ広告事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 兵庫県 高砂市 Ｔ’ｓスポーツメディカル株式会社 7140001045370 医療機関との連携による地域リハビリセンター事業の創設 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社ＢＥ 2140001029626 郊外滞在型リゾート施設　淡路島で豪華ヴィラとコンテナハウス 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 淡路市 ＡＷＡＪＩ藍ＬＡＮＤｐｒｏｊｅｃｔ 藍染め製品の販売から藍のプロセスに触れる体験事業への転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社松伸 8140002050922 オープン型コロナ対応地域交流拠点創設による小売依存からの脱却 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 加西市 有限会社峰精密金型製作所 1140002062569 コロナ渦で高騰する建築部材のコストダウンに貢献するスーパーエンプラ採用の金型・新商品開発 加西商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社クラッチ 6140001111339 リラクサロンの運営を基にしたリラクゼーションネットワーク構築事業 中川諭

近畿 兵庫県 神戸市北区 有限会社アイエヌインターナショナル 2140002012597 観光地にある地ビール屋から地域発全国区のクラフトビールメーカーへ 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 加西市 株式会社加西自動車学院 9140001076100 就労支援のための「商用車」×「合宿」による短期合宿免許コースへの再構築 株式会社中国銀行

近畿 奈良県 奈良市 有限会社大和屋クリーニング 3150002003248 きれいにするだけではない　高付加価値クリーニングとユニフォームリースの提供 奈良商工会議所

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ロワゾブリュ 9150001021690 経済資源を活用したベトナム料理、スイーツのキッチンカー 髙瀬　哲也

近畿 奈良県 奈良市 ｃｏｎｆｉｔｕｒｅ　ｃｏｔｏｃｏｔｏ 農と食をつなぐ三方良し！唯一無二のオリジナル加工食品の展開 奈良商工会議所

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 株式会社ナコー 7150001013203 靴下編立で培った技術で犬向け洋服の製造販売へ進出 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 吉野郡吉野町 灘商事株式会社 4150001016126 吉野葛を活かした高付加価値健康食品の製造及び販売による新分野展開 金田　紘典

近畿 奈良県 橿原市 株式会社ピー．グループ 3150001017174 地域企業の情報発信を支援するスタジオ運営とコンテンツ作成事業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 香芝市 有限会社原田刺繍 1150002008629 オーダーメイド刺繍の新規製造・販売による初のＢ２Ｃ市場への参入 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 奈良市 株式会社リンコントロ 5150001022429 生産者とお客様を繋ぐファミリーレストラン事業への挑戦 髙瀬　哲也

近畿 奈良県 香芝市 株式会社ｔｈａｎｋ 3150001020938 業態転換によるコロナ対応型店舗の開発で事業再構築を実現 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 橿原市 有限会社デザイン工房 7150002008243 既存事業のノウハウ・販路を生かした中古設備販売と教育事業への進出 北摂マーケティング合同会社

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社エコノレッグ 4150001015268 各種スポーツの団体と共同開発で競技別靴下を製造、新市場を創造する 水上　和之

近畿 奈良県 奈良市 八百勝 食料品の卸売から小売への新分野展開 鈴木　康一郎

近畿 奈良県 奈良市 有限会社円 3120002007755 総合美容サービスへの新規参入によるコロナ禍の克服と事業の発展 北摂マーケティング合同会社

近畿 奈良県 葛城市 足高メリヤス株式会社 8150001012294 健康に対する医療効果が保障された５本指弾性ストッキング市場展開によるＶ字回復 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社ＳＹＮＴＨＥＳＥ 4150001016976 老舗居酒屋がランチタイムメインの洋食専門店を新設 奥田　謙一

近畿 奈良県 生駒郡安堵町 有限会社笹田綿工所 6150002006272 高級羽毛布団の製造・販売による１社依存からの脱却 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 大和郡山市 エフ．エフ．エス株式会社 3150001005600 ウィズコロナおよびアフターコロナに対応するＢｔｏＢ事業への進出 清水　和也

近畿 奈良県 大和郡山市 ＭＡＮＡＢＩ 厨房設備の外部独立化による中食市場への新分野展開及びオリジナル商品の製造販売 安村　摩耶

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ＣＲＡＤＬＥ 2140001104081 農家と消費者をつなぐ、有機野菜直送プラットフォームの開発・運営 折原　麻衣子

近畿 奈良県 奈良市 植原美術印刷株式会社 3150001000279 紙以外の印刷に転換し販促価値を付加した商品開発・製造事業への挑戦 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 橿原市 喜多酒造株式会社 4150001010450 飲食店併設のコンセプトショップ新規出店で売上増と雇用拡大の実現 水上　和之

近畿 奈良県 奈良市 雑貨アンドボーロトリトテ 奈良名物菓子を目指し、一人仕事から皆でやる菓子製造業に転換 大和信用金庫

近畿 奈良県 天理市 稲田酒造合名会社 2150003000369 甘酒を基軸に五感で感じる新しい観光蔵の創造 水上　和之

近畿 奈良県 生駒市 志賀造園 造園技術を駆使した低コストのドッグラン施設＆貸切キャンプ場の開設 奈良商工会議所

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 有限会社表 4150002010425 ローズの力で美へと導くプライベート美容サロン事業 坪田　亮介

近畿 奈良県 葛城市 ＫＯＨＹＡＭＡ レストラン事業からソムリエ夫婦の自然派ワインショップへの開拓 角井　崇文

近畿 奈良県 橿原市 株式会社ＰＯＲＴＥＡＲＴＨ 3150001019105 初期費用０円から始められる顧客ＥＣサイト制作事業に新規参入 水上　和之

近畿 奈良県 生駒市 ザ・カルチャー 里山に囲まれた築１００年の古民家を使った音楽スタジオのレンタルスペース事業 小川　栄一

近畿 奈良県 桜井市 株式会社ボディーショップミキ 5150001010103 中古車の店頭販売事業への中核事業シフト 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 橿原市 株式会社創造工舎 6150001010622 建築・リフォーム業の生産性向上アプリの開発と販売 橿原商工会議所

近畿 奈良県 吉野郡吉野町 美吉野醸造株式会社 3150001016374 紀伊半島の農業６次産業化に貢献する新ジャンルの梅酒の生産 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ＡＤＵＫＯ 2150001017407 中高齢者女性向け尿漏れ予防個別運動指導事業による新分野展開 トーマス株式会社

近畿 奈良県 奈良市 株式会社イング 3150001008999 ラップの芯とジョイントで避難所の生活環境を改善！ 島田　知典

近畿 奈良県 橿原市 ＭＳＩＮ株式会社 6150001021883 ＳＤＧｓ＆地域貢献でコロナ禍を乗切る！奈良県産イチゴ加工品専門店への挑戦 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 株式会社山崎屋 6150001002487 奈良漬屋の老舗が挑む！高級芋菓子スイーツ店で目指す商店街の活性化 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 吉野郡天川村 天の川青少年旅行村 ペットも楽しい！ドッグラン付きバーベキュー場の開設（新分野展開） 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 生駒市 有限会社ＫＵＮ 2150002006053 ならまち古民家長屋へクレープ屋出店で事業再構築 奈良商工会議所

近畿 奈良県 奈良市 株式会社砂糖傳増尾商店 6150001000929 古都奈良のおいしい和菓子ブランドを、世界に向けて発信します。 株式会社ブレインリンク

近畿 奈良県 高市 尾上農園 体験型ー摘み立てイチゴの加工カフェ 森村　文則

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 ヤマヤ株式会社 9150001013622 最新の着圧靴下の開発による新分野展開、ウィズコロナ時代への適応 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 橿原市 有限会社万葉美装 5150002008476 地域初のフリーランス向けレンタルオフィス運営に挑戦 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 青空リサイクルシステムズ株式会社 6150001019424 回収した不用品を原材料に、職人が手掛ける高付加価値のリメイク家具製造を開始する 奈良信用金庫

近畿 奈良県 大和高田市 ナカニット 高級婦人服用ニット生地製造における業態転換による事業再構築 大和信用金庫

近畿 奈良県 桜井市 山岡自動車株式会社 6150001010028 新分野展開で次世代の自動車整備業として事業再構築を実現 大和信用金庫

近畿 奈良県 葛城市 株式会社駒井製作所 9150001012723 板金加工の自動化により、テレワーク用デスク、ステンレス製架台等への進出計画 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 橿原市 株式会社本村工業 9150001011015 下地処理のための専用設備導入による成長分野への進出 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 天理市 青山青果株式会社 7150001006347 野菜のプロがお届けする映える冷凍スムージーキットの製造・販売 森　昭彦

近畿 奈良県 橿原市 株式会社花恋人 2150001010849 新開発ソフトドライフラワー事業でコロナ禍の生花廃棄増の解決に挑む計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 奈良県 山辺郡山添村 やまと産業株式会社 8150001006783 クリーン化設備導入による手術用マットレスの量産体制構築 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 西峠歯科 先端機器導入によるデジタル矯正治療への新たな参入 澤井　美香

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ＬＯＶＥＬＯ 7150001018251 居酒屋による新たな料理の提供方法を用いた事業再構築の実現 中尾　隆彦

近畿 奈良県 香芝市 安川製作所 自然エネルギー産業・電気自動車産業を支える高精度金型の製作 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 奈良県 大和高田市 三和サービス 終活トータルサービスの実現を目指したシニア向け「遺影写真撮影サービス」付きフォトスタジオの展開 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 株式会社クリスタル 5150001016934 本格イタリアンのデジタル技術を活用した非接触、非対面店舗への業態転換 大和信用金庫

近畿 奈良県 高市 株式会社下谷化工 9150001010586 地域企業連携による木粉を用いたバイオマスプラスチック事業への新分野展開と独自性の創出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 御所市 株式会社山下鉄工所 6150001014004 インテリジェント複合加工機を活用した衛生用品加工装置部品への新分野展開 アドバンスト・エム株式会社
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近畿 奈良県 天理市 芽愛助産院 助産院が手掛ける　安心　・　安全　「赤ちゃん一時預かり保育施設」事業 桜内　文城

近畿 奈良県 生駒市 株式会社癒しの手 8150001017970 小規模整体院のＤＸ化を支援！デジタルサイネージ＋ネット予約システム開発・販売事業 永和信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 おうちパン教室　Ｂａｂｙ　Ｌｅａｆ 「居ぬき物件を活用した麹カフェのリアル店舗＆ＥＣサイト」事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 磯城郡川西町 デザインオフィス　リバティ　 デザイン思考で創る、「古墳の街」天理の新しいアンテナショップ 白川　淳一

近畿 奈良県 天理市 ソマティック・ユー 高齢者及び障がい者のための健康体操教室を活用した健康増進事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 高市 Ｎｃｏｌｏｒ　ねいろ オンラインを利用したゴルフアパレル用品のレンタル事業 坪田　亮介

近畿 奈良県 葛城市 株式会社宝屋本店 7120101035001 洋菓子工場が製造するペットの健康を考えたスイーツの製造・販売 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 天理市 株式会社東野製作所 9150001024925 マシニングセンタの新規導入による新たな大型部品製造業に業態転換 大和信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 株式会社マーブル 3140001108107 朝・昼・夜ごとにサービス（雰囲気・商品）を変える地域初の喫茶店を開業 京都中央信用金庫

近畿 奈良県 生駒市 長尾研削株式会社 3150001005055 高精度加工体制の構築によりロボット分野へ参入し事業再構築を実現 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 天理市 技研パーツ株式会社 4150001006457 焼結フィルターの高品質化による医療分野展開計画 大和信用金庫

近畿 奈良県 天理市 広田プラスチック 広大な土地を活用したドッグラン・バーベキュー等を併設するカフェ事業への参入 株式会社エフアンドエム

近畿 奈良県 吉野郡大淀町 ＨＡＵＺＥＸ株式会社 4150001015870 ウイズコロナ　業界初のデジタル技術を活用した生産工程省人化計画 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 生駒市 株式会社宮本金型製作所 8150001007328 成長市場である電気自動車部品用順送式金型の試作開発 兵庫太和税理士法人

近畿 奈良県 御所市 株式会社一歩 2150001014197 世界初！『押し出し３Ｄ成型』技術による革新的衝撃防止商品による新分野展開 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 高市 株式会社島田工務店 2150001011649 木質廃材を利活用する地域再生エネルギー創出事業の新展開 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社ＣＵＥ 5150001020481 効率化されたゲーム機器レンタル事業の開始により収益力を大幅に向上 税理士法人日根野会計事務所

近畿 奈良県 奈良市 ブランカ歯科医院 デジタル技術活用により即日補綴治療を実現する革新的業態転換 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 奈良市 有限会社ヤマサン 9150002004620 コロナ禍を見据え成長が見込めるトラックペイント及び二次架装事業を開始 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 葛城市 株式会社サンエーテクノ 6150001012800 難削材の加工技術を活用した新市場開拓計画 島本　昌一

近畿 奈良県 橿原市 株式会社アイプリコム 6150001010291 封筒ワンストップ（印刷→製袋→封入封緘）計画 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 吉野郡大淀町 有限会社亀井集成材 4150002011191 革新的高付加価値羽柄材の生産によるウッドショックの克服計画 株式会社紀陽銀行

近畿 奈良県 奈良市 アノヌードルワークス株式会社 4150001023064 ラーメン食材を製造販売するセントラルキッチン「アノヌードル最強工場」運営 岡田　嘉広

近畿 奈良県 桜井市 株式会社山口裕康商店 5150001009599 新分野展開：木材のプロ集団によるファミリーキャンプ場開発 大和信用金庫

近畿 奈良県 宇陀市 有限会社スギヤ 2150002007200 自社リソースを活用したＰＥＴフィルム「抜き加工」への参入 大和信用金庫

近畿 奈良県 香芝市 株式会社ヨネセン 9150001013671 植物由来の素材を利用した人工芝用糸の製造加工 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 有限会社志津香 2150002000865 専門店の直火炊き釜めしを再現した「冷凍釜めし」の販売事業 奈良商工会議所

近畿 奈良県 吉野郡大淀町 株式会社オーブ 7150001016362 社会進出進む女性達に、一人でも安心できる寛ぎ空間を提供するカフェ事業 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 奈良県 奈良市 シフクノカミ 子育て世代と高齢者が支えあうコミュニティ運営への業種転換 奈良信用金庫

近畿 奈良県 天理市 株式会社丸辰製茶 2150001006748 大和茶を世界に届けるＥＣ事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 奈良県 大和郡山市 株式会社ＷｉＬＬ 4150001008354 奈良県初！自発性を養うための自主学習専用教室の開校事業 グラビス税理士法人

近畿 奈良県 奈良市 株式会社祥碩堂 7150001001042 建築工事用「マーキングチョーク」製造企業が世界初の文具を開発し、文具市場へ参入する事業 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 天理市 バーテモト 安くて美味い！焼肉を日常に！安心な環境を提供する原価焼肉店 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 シマダ自動車整備株式会社 4150001000963 顧客基盤を活かした著名なワイン醸造家が携わるワインのＥＣ販売事業による事業再構築 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 うどん職人和製麺所 令和の新ＦＣ業態。スモール店舗＋宅配で１店舗の利益を最大化 奈良商工会議所

近畿 奈良県 橿原市 株式会社岡田工務店 4150001012133 余剰在庫を使った空き家リフォームと空き家流通促進事業 橿原商工会議所

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 株式会社エフプロセス 5150001023666 ＩｏＴ活用とＤＸを推進した新工場設立による化成品事業への新分野展開を通じたビジネスモデル構築 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 生駒郡三郷町 山岡重機 三郷脱炭素化推進事業 大和信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 上久保茶園 茶園の景色の中でお茶を体験し夢と希望とくつろぎを与える事業！ 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 山辺郡山添村 有限会社サカタ 3150002005723 自動化機械のオーダーメイド製造技術を半導体関連分野の量産に生かす 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ピュア 1150001011435 エステサロンに多言語予約機能付デジタルサイネージ機器を設置し、外国人向けのサービス提供体制を拡充しつつ広告事業に進出する 中村　健一郎

近畿 奈良県 大和郡山市 株式会社啓林堂書店 1150001005750 啓林堂ゼミ【書店併設型オンライン・オフライン統合型カルチャースクール】構築計画 税理士法人あおば

近畿 奈良県 奈良市 奈良豊澤酒造株式会社 9150001001742 液体式急速冷凍機を用いた冷凍生酒の開発とＥＣサイトによる直販 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 香芝市 株式会社ヒロホールディングス 2150001013323 奈良県全域のデジタル化に貢献！次世代型テレワーク環境の提供 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 生駒市 株式会社帝和 4150001005013 ワンちゃんとグランピング・田舎暮らしで笑顔を育む地域活性化事業 京都中央信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 貞光歯科医院 ～「歯の治療」から「口腔周囲のケア」へ～デンタルエステサロンによる事業再構築 日本経営ウィル税理士法人

近畿 奈良県 香芝市 三岡繊維株式会社 6150001013484 奈良の老舗靴下工場から届ける「よりそう靴下」で足から健康に！ 株式会社ブレインリンク

近畿 奈良県 桜井市 株式会社菅生 9150001009364 老舗木材商のＤＸ商談プラットホーム構築による事業再構築計画 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 橿原市 大和精機株式会社 6150001010705 ３次元座標測定器と恒温恒湿の測定室の導入による新製品の量産体制構築 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 株式会社梅守本店 8150001002972 チーズケーキを障がい者を雇用して製造し、店舗とオンラインで販売 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 奈良市 株式会社北条工務店 9150001002187 アートや文化で賑わう場を創出する、地方老舗工務店の新たな挑戦 京都中央信用金庫

近畿 奈良県 大和郡山市 株式会社三公社 4150001005822 奈良県の葬儀ＤＸに貢献！全会館のリノベーションによる業態転換 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 香芝市 合同会社トゥルースハート 4150003001150 「地域の社会福祉サービス拠点（縁えん）の新設」高齢者支援アプローチの、地域創生モデル事業を目指して 奈良中央信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 シティコンピュータ株式会社 6170001001487 ＩＴ導入による中小企業特化型外国人人材紹介及び就労定着支援事業 株式会社東日本銀行

近畿 和歌山県 海草郡紀美野町 あんのん 飲食事業で高い評価を得ている商品を用いた中食事業への新分野展開 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 日高郡日高川町 株式会社長岡塗装店 2170001010310 和歌山の老舗塗装店が、塗装を身近に感じていただくＤＩＹカフェをＯＰＥＮ。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 和歌山県 和歌山市 なかやまグリーンファーム 令和に活きる６次産業スタイル！！ 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 Ｓｔａｒ代行 無店舗での自家製本格無添加キムチ製造販売業への進出 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 紀の川市 株式会社あわじトータルライフケア 4170001014581 シニア・ジュニアの運動能力向上を目指す速筋・体幹トレーニング事業 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 喫茶ビーンズ夜のビール部 和歌山初クラフトビール専門ビヤホール計画 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 有限会社タケダ 7170002011014 ウィッグ販売で、女性をトータルで美しくプロデュースする事業への転換 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 和高冷熱 地域密着型の設備工事業者が、南紀白浜で一棟貸し切り型の宿泊施設 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社酒のかまくら 8170001008670 高級芋菓子店の新規出店と既存事業とのコラボによる新分野挑戦と観光・地域活性化 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 海南市 株式会社ワム２１ 6170001005851 訪問介護事業に対応できる当社初のクラウド型介護ソフトの開発・販売　、及び新規顧客の開拓 海南商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 一般社団法人コーチング・ラボ 4170005006600 日本の古き良き食文化「発酵調味料」で、心と身体に健やかさを提供する店づくり 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 株式会社アレック 4170001006604 脳科学を応用したＶＲ等を活用し、子どもの人間力を高めるジムの開設 岡　京子

近畿 和歌山県 和歌山市 大彦株式会社 8170001001989 伝統的木造建築技術を活かした古民家リノベーション事業 株式会社フラッグシップ経営

近畿 和歌山県 和歌山市 ＲＯＢＡＴＡえべっさん 居酒屋料理人が本気で作るラーメン専門店事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社岡田工業 9170001013736 新工場設立に伴い、排水処理施設の製作及びフロアデッキ製作への新たな領域への新分野展開 税理士法人川邑・中合同会計事務所

近畿 和歌山県 田辺市 ＶＣＯＦＦＥＥ 飲食店主による飲食店のための繁盛サポートビジネス 田辺商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社カイラス 9170001014924 老舗蔵のこだわり日本酒を国内外富裕層にＥＣ販売 和歌山商工会議所
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近畿 和歌山県 田辺市 てんつくゲストハウス 自家用飛行機免許取得をサポートする旅行サービスの提供 田辺商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社メガチューブ 4170001013550 ＩＣＴを活用し、光触媒をもちいた室内空間の抗菌・防臭工事 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ピーシーハウス 3170001002752 和歌山初、ＩＴ知識を活用した高付加価値ドローン点検への挑戦 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 岩出市 カルマーティ 本格派チーズケーキ製造による強みを活かしたＥＣ販売への業態転換 奥田　崇喜

近畿 和歌山県 和歌山市 マウントウエスト株式会社 9170001006459 ２４ｈ非接触入館システムの無人型フィットネス事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 有田郡広川町 株式会社温愛 4170001014755 和歌山初！人生１００年時代、健康と癒し、美の総合サロンビル誕生 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 新宮市 丹福株式会社 5140001030317 緊急事態宣言の影響をうけない地方都市での都会風カフェ経営への転換 株式会社マネジメントオフィスいまむら

近畿 和歌山県 和歌山市 ヘアサロンアンドスパエヴィ ＥＺＤＯＭＥ　ＨＯＵＳＥ（イージードームハウス）を活用した日本初のプライベート美容サロンの事業化 税理士法人永川会計事務所

近畿 和歌山県 和歌山市 上田建具店 「取得済み特許の実用化による“発酵調味料”の製造販売への事業転換」 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 山本化学工業株式会社 6170001003426 マイクロリアクター導入．による新規医薬品原料の製造販売事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 ミートアップ １．５Ｋｍ圏内で行けるホットドッグで世界一周 西岡　義高

近畿 和歌山県 東牟婁郡串本町 ダイブクーザ 本州最南端の地、串本を更に南下できて楽しめるサービス拠点事業 株式会社くろしお保育園

近畿 和歌山県 海南市 株式会社９６ＢＯＸ 2130001053932 動画イメージとお取り寄せを合わせた新しい飲食提供システム 海南商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社共和 9170001007655 鋼構造物の製品受注を可能にする作業場と機械装置の確保 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 串カツ　のっかん 串カツ職人が作る、衣とソースに拘ったチキンカツサンド専門店 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 農事組合法人シトラスファーム俊菓 2170005006536 今までにない『高糖度＆高熟度１００％ストレートみかんジュース』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 紀の川市 小崎商店 和歌山の名産品を活かしたラーメン店への新たな挑戦 海南商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ＳＨＯＴＯＲＡ 4170001013914 全国へ和歌山ラーメンを新たに発信！お店でもご家庭でも楽しめる新商品販売 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 草田化粧品店 「健康寿命１００歳を目指す！！」体操指導教室の事業化 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 有限会社寿し定 6170002002063 フルーツサンド、チーズケーキのテイクアウトを伴うカフェ事業への新分野展開 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 株式会社大城商店 3170001006282 多様で柔軟な働き方を可能にする軽貨物配送事業の実施 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 東牟婁郡串本町 有限会社熊野タイムス印刷 6170002011634 障がい者グループホームの開設による障がい福祉サービス事業への進出 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 海南市 リロード 美容の知見を活かした美と喜びをビジュアル化ができる『美容スタジオ事業』 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 ＣＵＰＳ 新たな販売チャネルの創出とＹｏｕｔｕｂｅ配信による販路拡大 水城　実

近畿 和歌山県 橋本市 ＤＲ．ＡＱＵＡ　ＢＯＤＹ 美と健康をテーマにした太極拳オンラインセッションの普及 浅井　暢之

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 白安 和歌山を味わい尽くす県内唯一の体験型おみやげショップを作る！ 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 株式会社カラフル 9170001011319 ネットショップ分野における運営管理技術を活用したサポートの事業化 足立　修士

近畿 和歌山県 海南市 株式会社小嵐 2170001005707 和歌山産フルーツを使ったクラフトソーダ製造販売 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 三宝自動車株式会社 3170001001416 軽自動車キャンピングカー等の製作販売による事業再構築 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 スターフードジャパン株式会社 8170001007029 世界遺産「熊野本宮」ブランドのラーメン販売を通じた地域興し 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社西川製作所 1170002002869 板金・製缶部品の製造業者の食品加工機械の生産・販売による事業再構築 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 海南市 有限会社廣野商店 5170002006577 ＳＯＨＯ・テレワーク向け木製コンパクト家具の生産と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社上西石油店 8170002000494 環境負荷の少ないクリーン燃料【ＧＴＬ】の新規取り扱いによる新規顧客開拓事業 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社スミエイ 1170001001723 第２の主力事業としてカーボンニュートラル事業への新たな挑戦 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 有田郡湯浅町 上田建築株式会社 2170001016877 自社の安定経営と、地域コミュニケーションの向上を目指したペットと人のための総合施設 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 株式会社ナルト 3170001007388 三方よし！ラーメン自動販売機設置での新ビジネスモデル展開計画 髙瀬和弘

近畿 和歌山県 東牟婁郡串本町 株式会社マエシバ 4170001012503 ウィズコロナに対応した非接触のコテージによる非日常のリゾート体験 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社アムズエナジー 9170001008752 高齢者の暮らしと共働き世帯を支える生活支援サービスの展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社北原繊維工業所 3170001000839 工場跡地を活用した物流事業者向け倉庫業進出による生き残り戦略 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 有限会社カネイチ魚類 2170002011448 まぐろの卸専門業者から、ＩＴ技術を導入し付加価値の高い商品を手がける会社へ。 株式会社三十三銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社田村ジャパン 5170001013640 地域経済の活性化に貢献できる３Ｄデジタル広告事業への新規参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 有限会社井戸畳店 8170002009726 地域資源を活用した「デトックス・ワーケーション」貸切温泉施設事業の展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社紀南架設 7170001009802 ＥＣ構築による足場資材レンタル事業と、施工管理、労務管理アプリ開発でのサブスクリクションの事業展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 まつや質店 非日常を体験できるカフェとシェアオフィスの新規開業 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 有限会社Ｇｅｔｗｅｌｌ 7170002005684 オンライン・リアルで既存事業の訪問看護に加えて、予防・健康づくり事業を促進し、高齢化社会の介護費用増加問題の解決に取り組 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 和歌山県 橋本市 株式会社田中鉄工建設 9170001013876 建築用鉄骨加工会社が新工場建設を機に挑む製缶事業の展開計画 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社明成 5170001005407 要介護者とその家族が安心して健康的な食事を手軽に味わえる弁当事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 アンドリゾート株式会社 1170001011623 旅館の客室と宴会場の改修における伊勢市のワーケーション促進事業 浮島　達雄

近畿 和歌山県 橋本市 株式会社Ｋ－ＴＥＣ 7170001015668 強みを活かした、ＳＤＧｓに資する量産型木材粉砕機開発での新分野展開 株式会社南都銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 周藤二級建築設計事務所 建築士が快適な住宅を提供する「すとう建築工房」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 ＡＳＭＩＬＥ株式会社 6170001003780 「笑顔がいっぱいのオフィス」革新的オフィスレイアウト・ソリューション事業 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 バイクショップマサキ 四輪整備事業及び船艇事業への新分野展開による事業再構築 北浜グローバル経営株式会社

近畿 和歌山県 和歌山市 岡﨑建具 廃材利用によるＳＤＧｓで「マイブランディング家具」の提案と製造 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 ゲストハウス三軒家 民泊からワーケーションとサイクルステーション機能を備えた旅館業への進出 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社Ａｌｖｅａｒｅ 1170001016192 ディナー主体のイタリアンからカフェランチ主体の韓国料理への事業転換 株式会社イソシエ

近畿 和歌山県 海草郡紀美野町 きみのフルーツ 規格外果物を活かした新商品開発・製造と販売施設フルーツラボの開設 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 海草郡紀美野町 有限会社パナルック西山 7170002006831 紀美野町初の介護用品販売・レンタル事業展開による地域貢献事業 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 有限会社レストランフライヤ 7170002000074 伝統洋食のノウハウで、当店独特の「洋食しゃぶしゃぶ」を開発し提供する 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社ユニバーサルエステート 4170002005332 １日１組限定の非日常空間を提供する民泊施設の運営 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 有限会社フジコーポレーション 6170002009034 これまでのノウハウを活かした栄養バランス弁当で中国市場に進出 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 きしゅうサービス 事業計画書「捨てられていたモノに新たな価値を付け再生し販売するリサイクルショップ展開 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 日高郡みなべ町 有限会社紀州高田果園 3170002009895 有機梅を用いたオーガニック加工品による海外展開 川口　英信

近畿 和歌山県 紀の川市 ヤマア 長時間楽しめる会員制いちご観光農園を主軸とする６次産業化への挑戦 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 新宮市 有限会社フリーク 1170002011564 地元和歌山県の特産品である「紀州南高梅」を使用した菓子類製造業への業種転換 税理士法人タックス関西

近畿 和歌山県 新宮市 株式会社Ｒｅｍａｋｅｓ 9170001011921 老舗日本料理店から過疎地域の節目を彩るデリバリー、そして食品メーカーへ 新宮信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 昌永理研株式会社 4170001001563 プラスチック粉砕加工ＯＥＭ事業による事業再構築 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 有限会社西日本マインド 7170002004851 コロナ禍で疲弊した介護事業者の負担を軽減する「クリーニング・機密書類処理事業」 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 株式会社新中央 4170001001646 危険物物流における保管・荷役事業への新分野展開 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 有限会社ＶｉＶｉｆａｌａ島ゆかこ 5170002006081 障害者のための心と体を整える空間の提供 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 ＡＧ株式会社 2170001012389 本格スポーツ自転車のレンタサイクルとサイクリングツアーで　裾野を増やし自転車王国わかやまを築く事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 紀の川市 株式会社淺野商会 5170001007709 建築用資材製作からＬＥＤ照明器具製作に向けた製品製作方法の変更による業態転換 株式会社ゼロプラス
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近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ＦｕＫｕホーム 7170001011312 アフターコロナ禍を見据えたリフォーム業への挑戦～多目的モデルルームを活用した新たな集客戦略の実施～ 藤本　敦士

近畿 和歌山県 紀の川市 株式会社しんこう技研 8170001007805 大型リサイクル装置向け板金製品に新規参入するための曲げ加工機導入事業 松下　隆信

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社フジシマ不動産 5170001012436 最新のＩＣＴ施工技術を活用した、不動産業から不動産製造業への転換計画 税理士法人ＡＡＡ

近畿 和歌山県 和歌山市 日本商事株式会社 9170001002573 シニアフィットネス　半日型リハビリデイサービス事業 水城　実

近畿 和歌山県 紀の川市 世田農園 地域の農家との共存・共栄に貢献する　ミニライスセンターの構築 税理士法人ＦＰ総合研究所

近畿 和歌山県 橋本市 株式会社オレンジワークス 6170001016642 中古車販売と自動車整備の強みを活かした、キッチンカーの製作及び整備事業への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社鳥羽運送 1170001011367 好立地を生かし関西・中部両圏向け在庫に対応する日用衛生品倉庫業へ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社西原塗装工業 7170002002888 塗装工事で培った技術力を活かしたリフォーム・外構工事業 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 阪和電子工業株式会社 1170001002738 次世代半導体評価用検査装置の開発・上市による事業拡大 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 株式会社伊勢屋 2170001000220 食肉卸業者が生産者と消費者を結ぶ、飲食及び小売業者への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 有田市 本田設備株式会社 8170001007615 先進エコ技術＂エコウィン＂を導入した展示ラボラトリーの建設とシステムで脱炭素社会モデルを和歌山から！ 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 海南市 丸菱化成株式会社 6170001015388 好立地を活かす！人と自然を繋げるキャンプビレッジ事業 海南商工会議所

近畿 和歌山県 東牟婁郡串本町 Ｆ’ｓ関西株式会社 2170001011911 飲食業不振による包装製造業への新分野展開 和歌山県商工会連合会

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社くじらじま 4270001006362 地産地消、鳥取県食材にこだわった洋菓子店による地ワイン及び新商品販売への挑戦 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中国 鳥取県 米子市 合同会社ＴｈｅＥｄｕｃｅＬＬＣ． 3270003000323 強みである英語教育を提供できる児童発達支援事業への新分野展開 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

中国 鳥取県 境港市 有限会社板倉博商店 7270002008990 店先実演販売による魚介類の普及促進 株式会社アルマ経営研究所

中国 鳥取県 鳥取市 有限会社叶オート 1270002000516 先進安全自動車（ＡＳＶ）技術を支える新たな整備業態への転換 鳥取県中小企業団体中央会

中国 鳥取県 米子市 株式会社クリエイティブサポート 4270001004440 地域の誰もが幸せを感じる「居場所」を提供するカフェ事業 米子信用金庫

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社タウン建設 7270001005592 居心地の良い居住空間に庭を中心としたライフスタイルの新提案！ 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 東伯郡琴浦町 くらみつ自動車工業株式会社 1270001006753 整備ノウハウを活かした大型自動車整備事業参入による新分野展開 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 倉吉市 松風荘旅館 ｗｉｔｈ・ａｆｔｅｒコロナ時代の新たなペット同伴宿泊サービスの提供 平田　千晴

中国 鳥取県 東伯郡琴浦町 有限会社木本自動車 2270002009457 法定点検と関連サービスの導入によるワンストップサービスの確立 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 鳥取市 有限会社鳥兼 6270002001534 「鳥」のプロの目利きによる新たな鳥料理開発とテイクアウト分野への挑戦 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 米子市 有限会社京都屋 4270002005743 山陰の魅力を発信。ネット広告時代のニーズにあった「映像制作＋情報発信」事業 米子商工会議所

中国 鳥取県 八頭郡智頭町 株式会社楽粹 3270001002305 発芽大豆の新分野を開拓！　工場直営出来たてスイーツ店の開業 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 東伯郡湯梨浜町 一般社団法人ＳＯＲＴＥ 7270005005390 地元農家のサツマイモを使用した飲食店舗の新規開業、食品の製造販売 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 倉吉市 パープルタウン株式会社 2270001005291 ウィズコロナ時代の新たなＳＣスタイルを築くナチュラルパーク化計画 株式会社　ＱＵＯＮ

中国 鳥取県 西伯郡大山町 小林観光ブルーベリー園 風景と味で楽しむ「ブルーベリー農園カフェ」による売上向上計画 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社光商会 1270001000640 エクステリア用品の展示場新設による業態転換　新しい買物体験と快適な暮らしを提供 山田コンサルティンググループ株式会社

中国 鳥取県 米子市 株式会社ＪＴＹホテルマネージメント 7270001004388 新時代対応！名湯・皆生温泉付ワーケーション施設運営による新展開 米子信用金庫

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社鳥取砂丘会館 5270001001024 材料・人材・品物・地元にこだわる隈建築の鳥取砂丘ランドマーク 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 東伯郡湯梨浜町 株式会社カーサネット 4270002010891 千年島の宿に東郷湖を望む、個室露天風呂＋ＩＣＴ環境による業務型ワーケーション事業 株式会社　ＱＵＯＮ

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社ムーブ 9270001000773 大型デジタルサイネージを活用した新しい地域メディアの創造 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社コントラクト 4270001007336 鳥取はわい温泉ドッググランピング事業 鳥取信用金庫

中国 島根県 益田市 日新建設株式会社 2280001005084 ＩＣＴ工事を目指したドローン練習場の開設 日本海信用金庫

中国 島根県 浜田市 有限会社マキインターナショナル 2280002009407 ビュッフェから、自家製野菜を使用したカジュアルイタリアン＆移動販売事業への再構築 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 松江市 ＡＡＯ株式会社 9280001006340 大衆居酒屋から和食料亭とクラフトビールバーへの新分野展開 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 安来市 株式会社アスタス 7280001002416 高齢化先進地域で行う家庭向けレスキューサービス 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 株式会社ＦＵＬＶＵＭ 1280001007420 女性販売員を活かしたホスピタリティ警備員による事業再構築 島根県商工会連合会

中国 島根県 松江市 株式会社イノコシオープンシステムズ 5280001002244 非常用発電機の負荷試験点検業務と消耗品の交換事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 島根県 出雲市 有限会社伊藤石油 9280002005143 次世代自動車への転換期に、ガソリンスタンドが向かう新分野『車のガラスコーティング事業』 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 昭和酒場一番星 ランチ・テイクアウトのうなぎ専門店開業による事業再構築 出雲商工会議所

中国 島根県 出雲市 有限会社日成プラスター 3280002007343 建設業界に貢献する安全確保に向けた杭抜き工事体制の構築計画 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 武永印刷株式会社 1280001003832 山陰地方ニーズに応えるため印刷物の自動封入・封緘事業へ転換を図る 株式会社島根銀行

中国 島根県 邑智郡邑南町 株式会社食彩工房邑悠 4280001007376 廃棄される野菜端材を救う惣菜・弁当製造業への参入 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 勝部建材有限会社 7280002005335 自社遊休地を物流センターとして活用する事業再構築 株式会社島根銀行

中国 島根県 浜田市 有限会社末広ビル 4280002008456 ビジネスホテルの一画を利用した個室サウナ事業への参入 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 江津市 リペアコート ＤＰＦマフラー洗浄サービスによる当社付加価値向上とＳＤＧｓへ挑戦 日本海信用金庫

中国 島根県 雲南市 株式会社藤原茶問屋 9280001005821 国産有機発酵茶の製造（事業再構築）で活路を見出す。 島根県商工会連合会

中国 島根県 出雲市 桃源洋菓子工房リール 洋菓子のノウハウを活かしたパン製造と卸販売事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 松江市 曽田楼 創業１５０年の鰻料亭が事業転換！新商品「海老ファイヤー」で圧倒的差別化を図る 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 有限会社草谷 2280002006552 ウェディング事業の付加価値を拡大するため宿泊事業へ新規参入 渡部　剛史

中国 島根県 出雲市 株式会社井ゲタ醬油 4280001003053 山陰地方初のソース製造販売事業の開始 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 有限会社ひらの屋 1280002007246 ご縁うさぎソフトクリームによるテイクアウト（食べ歩き用）事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 浜田市 株式会社ライト 1280001004450 ＩＣＴ建機とスマート省力機器による中山間地域課題解決推進事業 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 浜田市 浜田土建株式会社 3280001004382 働く遊ぶ暮らす　ここならではを自分らしく味わう一棟貸切型旅館 日本海信用金庫

中国 島根県 松江市 デコレ株式会社 9280001006514 宍道湖畔で至高のリラックスと仕事を実現する新しいウェルビーイング複合施設事業 長谷川　浩之

中国 島根県 隠岐郡隠岐の島町 有限会社木村屋 1280002010902 工場と店舗を新築して行うパン店のイートインカフェ及びネット販売事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 益田市 ピッツェリア　ダ・ナポイ ドライブスルー店舗建設移転事業 竹内　優機

中国 島根県 仁多郡奥出雲町 株式会社まるきょう 3280002011683 クルマ頼り田舎人へ健康ライフを！経歴と立地を活かす２４時間カジュアルフィットネス 長谷川　浩之

中国 島根県 浜田市 有限会社江木蒲鉾店 1280002008137 冷凍赤天の新規製造販売及びＥＣ機能付きＷＥＢサイト構築 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 株式会社ペンタスネット 8280001000006 プリントマネジメントサービスに付加価値を与える「Ｒｅｍｏｔｅ　Ｐｒｉｎｔｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ」 株式会社りそな銀行

中国 島根県 益田市 五共木材株式会社 9280001005004 丸太製材から木製梱包製品の製造への新規展開（一貫生産体制の確立） 益田商工会議所

中国 島根県 松江市 山陰産業有限会社 5280002000916 設計部門への業務拡大による下請加工からの脱却 松江商工会議所

中国 島根県 出雲市 有限会社タシロコーポレーション 1280002005720 輸入雑貨及び特殊素材活用製品の企画製造販売を構築する事業。 島根中央信用金庫

中国 島根県 隠岐郡隠岐の島町 株式会社前川商会 3280001005430 ふるさと隠岐発のウィークリーマンション「勝馬屋の里」建設事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 浜田市 有限会社ホテル松尾 1280002009011 創業１００年を迎えた老舗ホテルが作る、冷凍惣菜や冷凍弁当 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 株式会社アイビー 2280001002569 レーザー加工機設計・製作技術を応用した受託加工事業への展開 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 株式会社松江テクノサービス 7280001002515 島根県が指定する松江市橋南地区建設残土リサイクルヤードの開設 株式会社島根銀行

中国 島根県 安来市 株式会社ひろせプロダクト 6280001002482 量産可能かつ安価なＭＡＤＥ㏌ＪＡＰＡＮ　の“竹製歯ブラシ”を新発売！ 株式会社鳥取銀行

中国 島根県 松江市 有限会社桃仙閣 6280002001533 老舗中華料理店が地元島根の食材を活かし地域活性化に挑戦する日本料理への転換 株式会社山陰合同銀行
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中国 島根県 鹿足郡津和野町 香味園上領茶舗 ローカル茶の卸・小売業から地方と世界を繋ぐ体験型観光事業へ 島根県商工会連合会

中国 島根県 松江市 株式会社ひらぎの 6280001000602 スマートハウス展示場新設とデジタル技術導入による販売方法の革新とＳＤＧｓ推進への貢献 株式会社山陰合同銀行

中国 岡山県 総社市 株式会社Ｘｉｓｔ 4260001026403 完全個別対応　動画クリエイター育成スクール事業 株式会社トリプルバリュー

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社名玄 6260001006576 ポストコロナ時代を見据えた新業態への進出とテイクアウト需要の取り込み 税理士法人久遠

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社Ｄ＆Ｃコミュニケーションズ 4260001033515 大豆を主成分とした犬用おやつの企画開発と販売計画 村川　博之

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社インターナショナルリレーション 1260001009393 アパレル販売の強みを活かしたハイブランドのゴルフウエア専門店への新分野展開 吉田　正人

中国 岡山県 勝田郡勝央町 あかりあん 日本そば店が取組む縁起物のニーズを捉えた「七福鯛焼」の製造・販売事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 ボーンヘルスケアジャパン株式会社 7260001029287 オンラインカウンセリングができるＥＣサイトの導入 上吉　隆一

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社清代 3260002034249 焼肉店から個室スイーツバーへの新分野展開 上吉　隆一

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社トム・トム 8260001033627 最新の脱毛機器を使った男性脱毛およびキッズ脱毛 村川　博之

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＲＥＥＦ 8260001033610 中四国最大級フードホールへの新店舗出店と新商品提供による事業再構築 株式会社ビー・エム・サポートプラス

中国 岡山県 倉敷市 冨士精版印刷株式会社 5260001014662 紙製ディスプレイ並びにアクリル製品の製造による売上確保と既存製品の販売促進 森下　勉

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ルコルト 6260001030980 スーツの仕立て屋からサステナブルなものづくりへの転換 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 もんたわ鍼灸整骨院 鍼灸整骨院が犬の介護予防事業に新規参入する新分野展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 高梁市 おしゃれのいとう ウィズコロナへの対応と相乗効果を生む新サービス開始での事業再構築 高梁商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 合同会社ＣＯＺＹ　ＳＴＹＬＥ 3260003001834 体と環境に優しい地域資源活用石けんの製造でＳＤＧｓ対応企業への業種転換 岡山商工会議所

中国 岡山県 津山市 株式会社對馬 8260001032653 外食産業市場から製造小売市場への参加計画 税理士法人ゆびすい

中国 岡山県 真庭市 水島ギャラリー 日本名水百選「塩釜の冷泉」で作るもちもち自家製麺のテイクアウト・ＥＣ販売事業の開始 水島信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社多田博光酒舗 2260001004187 老舗酒屋が社屋を改装し一般消費者に向けた小売業に挑戦 上吉　隆一

中国 岡山県 岡山市北区 ビジネスセンター岡山株式会社 1260001005566 岡山をソフトウェア開発拠点とした新しいニアショア開発サービスの提供。 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 和気郡和気町 株式会社太陽コーポレーション 6260001021889 大規模なメダカ村を建設し、ネット通販の収益改善と地元雇用の確保を目指す。 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 幸喜 大量受注にも対応可能な弁当テイクアウト事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社プロメタ 9260001034343 売上とコミュニケーションを回復する新市場へのテイクアウト事業 岡山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ＳＰＹ 5260001016502 コロナ禍で獲得した独自技術ブランドのアイテム拡充と直営店設置 児島商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 日本交通教育サービス株式会社 9260001016779 自動運転ロボットの教育サービス事業への新分野展開 株式会社伊予銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ウエニシ 4260001008756 都市部の難箇所・狭隘地に特化した「杭抜き工事」事業 税理士法人きび合同会計

中国 岡山県 倉敷市 讃岐うどんかわはら うどん店から食品製造卸売への転換による、冷凍うどんの卸売り、通信販売事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ケルン 2260001023583 金属屋根の裏面腐食解消による長期優良住宅の実現 岡山商工会議所

中国 岡山県 岡山市南区 グッドラック・プロモーション株式会社 6260001011444 携帯アプリによる　チケット販売・チケットレス化による業態転換 有吉　奈津子

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＬＵＧＺ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 9260001033972 無添加でヘルシーなえびめし用ソースの販売事業 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 岡山市南区 リアライブ株式会社 4260001032921 ポスティング事業からリフォーム業者の紹介サービス業への挑戦 おかやま信用金庫

中国 岡山県 総社市 ソアークロージング ソアークロージング　カフェ併設店舗販売への挑戦 総社商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社雪上工業 1260001029185 解体業者からＥＣ小売販売業への新分野展開～古民家解体で発生するリユース品を活かしたＥＣ販売の展開～ 税理士法人久遠

中国 岡山県 倉敷市 有限会社カーライフフジワラ 8260002017281 次世代自動車に対応した指定自動車整備工場を新たに稼働させ業務効率化を図る 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 有限会社エス・ティー・ケイ 8260002013140 環境に配慮した事前分別を可能とするビジネスモデルの構築 株式会社香川銀行

中国 岡山県 岡山市北区 学校法人アジアの風 9260005008921 ４か国語に対応した介護福祉士合格サポートアプリの開発と販売 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 有限会社瓦工事ミヤケ 2260002017543 牡蠣殻の再利用で高純度壁漆喰の製造販売を行う新分野展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市中区 Ｌｕｌｕ セルフで痩せる体づくりを学ぶ美容接骨スクール事業 岡山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 ダブアンドオリーブ ＶＲ動画コンテンツのワークショップの開催による新分野展開 倉敷商工会議所

中国 岡山県 総社市 株式会社光畑設計 2260001017404 多目的敷地内小屋「秘密基地‐絆」のセルフビルド支援事業開始 総社商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 ユイ・コミュニケーション・ラボ株式会社 1260001029763 動画撮影特化型スタジオで地元岡山を元気にするプロジェクト 総社商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 六花園 岡山県産のフルーツや牛乳を活用したテイクアウトのソフトクリーム専門店 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社チューメックス定金 4260002006445 岡山県内唯一のアルマイト事業への新分野展開～半導体及医療機器など精密機器需要拡大に伴うアルミニウムメッキ処理需要への対応 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 Ｂａｒ　Ｐａｂｒｏｗ 地域密着型のバーから地域ファミリー層向けの焼肉店への事業転換 増田　考邦

中国 岡山県 総社市 ボンボン カフェを併設したベーカリーによる新分野展開 須山　淳

中国 岡山県 津山市 有限会社ビッグアップル 4260002029215 津山地域を元気にするエステティックサロン 津山商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社アクアプラスデザイン 1260001035497 パパと息子を対象とした異空間高級理髪店 大倉　宏治

中国 岡山県 岡山市北区 オフィスタカ 障害者が輝く社会を創る高品質コーヒードリップパック販売事業 岡山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 株式会社たけまる 6260001029841 蕎麦屋が挑戦する！食とアートのカフェレストラン 税理士法人シナジー

中国 岡山県 玉野市 有限会社玉野重機 6260002033025 建設現場での故障対応サービス・たまのホースサポートサービス 玉野商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社岡山ファイナンシャルプランナーズ 1260001016423 岡山県の住宅業界向けＦＰ育成事業『ＦＰ育成塾』 岡山商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社ＨＡＹＡＳＨＩ　ＣＲＥＡＴＩＶＥ 2260001030563 相乗効果を生かしたｗｉｔｈコロナ対応型飲食業への業種転換 株式会社中国銀行

中国 岡山県 総社市 有限会社ＷＪＴ 5260002023910 移動販売事業のスタートアップを後押しするキッチンカーモールの運営 総社商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社フリカド保険事務所 2260001005937 不動産事業への展開による従来事業の拡充 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社シファカ 9260001023973 焼菓子製造業並びに専門店オープンによる新分野展開事業 岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 総社市 有限会社シンカ 6260002023744 自動車業界向けの中子の製造から工場設備用のポンプ製品用の中子製造への新分野展開 株式会社シェアードバリュー

中国 岡山県 倉敷市 有限会社倉敷マツヤ 2260002017782 ラーメン店による新設備での新メニュー「鯛めし弁当」のテイクアウト販売 株式会社広島銀行

中国 岡山県 総社市 共和電器株式会社 6260001015874 高齢者・子育て世帯のためのスマートホーム化事業への新分野展開 総社商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 真田電気設備株式会社 3260001010572 瀬戸内の魅力を発信するアウトドア施設のショールームの構築 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ボイス 2260001032048 配信録音オンラインに特化した映像・音楽一体型の収録配信事業の展開 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社エイトヴィジョン 1260001032313 動画制作技術を活用した「スタジオ型スクール」の運営 二垣　幸広

中国 岡山県 苫田郡鏡野町 イコール株式会社 6140001037534 珈琲の香りで和む癒しの奥津温泉～温泉珈琲ではじまる湯のまちづくり～ 大倉　宏治

中国 岡山県 倉敷市 株式会社のんのん 1260001014410 瀬戸内名物児島のタコを使った手作り冷凍お好み焼きのネット販売事業展開 児島商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 スズカコーポレーション株式会社 6260001008977 今後の都市開発に順応した、解体工事及び小規模好循環リサイクル事業へ取り組む 谷口　康平

中国 岡山県 玉野市 八十八家本店有限会社 1260002033145 中華まんの美味しさを広めます！製造業へ業態転換し量販店での販売に挑戦！！ 玉野商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ノーエルディーケー 8260001027034 富裕層向けのラウンジを備えたシミュレーションゴルフ事業 笠岡信用組合

中国 岡山県 総社市 エル・ガルディ株式会社 1260001000914 注文紳士服販売から、総合衣服リフォーム業への新分野展開 村上　亮

中国 岡山県 岡山市南区 又吉総合設備株式会社 3260001028937 コロナ禍の中、飲食業のトータルサポートを全うできる店舗の構築 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＡＣＴＩＶＥ 4260002009068 アスベスト除去・解体工事の社内化・新工法用機器導入による生産性・収益性向上 株式会社商工組合中央金庫

中国 岡山県 津山市 有限会社津山塗装 1260002028871 塗料のオーダーメイド調色製造と販売による新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 苫田郡鏡野町 株式会社入木石油店 7260001019552 燃料油の配送専門拠点及びデジタル技術の活用による新事業構築 岡山県商工会連合会
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中国 岡山県 岡山市南区 株式会社Ｆ－ｓｔｙｌｅ 1260001030011 ツアープロレッスン付きインドアゴルフ練習場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 有限会社グリルルーム浜 5260002012590 出来たてをそのまま冷凍したうまみ凝縮瞬間冷凍ハンバーグとレトルト牛タンシチューの通販事業 税理士法人石井会計

中国 岡山県 美作市 株式会社粟倉電機製作所 6260001023134 金属精密プレス加工事業開始による事業再構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 笠岡市 株式会社スズキランド笠岡中央 7260001024833 貨物自動車を中心とした中型・大型車トータルメンテナンス事業 笠岡商工会議所

中国 岡山県 瀬戸内市 有限会社瀬戸内興産 2260002032526 介護する側にも配慮した介護脱毛専用サロン開業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社阪神総商 1260001030226 ニューノーマル社会に適応した「寺院連携型の小規模葬儀」事業への変革 堀江コンサルティングオフィス株式会社

中国 岡山県 岡山市北区 ＲｅｄｅａＳｔａｃｋ株式会社 7260001029592 ｅスポーツ施設事業参入による事業再構築 税理士法人アライズ

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ｒｅ　ｓｔｏｒｅ 6260001024512 瀬戸内の地元食材とソムリエ人材を活かすコロナ対応型宿泊施設への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 和気郡和気町 有限会社豊和コンクリート 6260002031152 イチゴの６次産業化への新分野展開による経営体制の構築 備前日生信用金庫

中国 岡山県 玉野市 有限会社ナチュレ・ファーム瀬戸内 8260002033072 猫や犬と一緒に遊べる施設の新設による新規顧客の獲得 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 美作市 有限会社正和工業所 1260002030803 溶接工程のＤＸ化で生産性を向上させ、技術承継・成長促進につなげる 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 前田家具製作所 プロ向け家具のリメイク講座とシェア工房開設による新分野展開 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社インターラボ 7260001009215 既存事業とのシナジー効果を最大限活用したフルデジタル「刻印・プリントサービス」の新事業展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 笠岡市 株式会社Ｆａｒｍ　Ｌｕｃｋｙｈｏｎ 8260001033692 酪農家による自社の生乳と地域産品を活用したジェラート店事業 笠岡商工会議所

中国 岡山県 備前市 株式会社長崎鉄工所 6260001021641 アルミ加工用高速形状加工機による次世代車両部品製造事業参入 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社テイクス 6260001011080 ＩＣＴ建機の活用による大規模施設の造成工事受注体制確立 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市東区 ベーシック印刷株式会社 7260001009339 廃プラ削減と商品買上率の向上に貢献するＰＯＰ印刷紙器の製造 株式会社香川銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社大森鋼材店 9260001001500 ステンレス鋼材を中心とした食品製造・医療機器製造等の産業機械部品の１次加工への進出 シェアビジョン株式会社

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社ＥＳＴＩＬＯ 5260001031971 岡山県下初のカーコーティング専門店への事業転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 岡山県 倉敷市 北陽商事株式会社 5260001016485 オリジナルハーネス製造の新展開による高付加価値製品の提供 水島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 サンヨーマイカーセンター株式会社 9260001013363 事業再構築を図る！ＥＶ新規事業の開始と売上Ｖ字回復計画 株式会社フォーバル

中国 岡山県 井原市 鳥越紡機株式会社 8260001018289 半導体デバイス製造用精密コーティング装置の製造販売 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 岡山市南区 三協紙工有限会社 5260002004349 紙加工で培ったレーザー加工技術力を活かした新分野への挑戦 株式会社ＣＡＰ　コンサルティンググループ

中国 岡山県 岡山市南区 みらいフーズ株式会社 9260001006672 廃棄食品を有効利用！食品ロスを減らしＳＤＧｓ貢献を目指した新事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 津山市 仁木鉄工株式会社 4260001020091 鉄骨資材製造業者が取組む事業規模拡大に向けた事業再構築 多田　やす子

中国 岡山県 笠岡市 有限会社さかもと 8260002025086 廃棄ロス０のＢｔｏＣ向けオーダー家具雑貨小売とオンラインワークショップ事業展開 玉島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 有限会社大久保鉄工所 6260002016938 新型横中ぐりフライス盤の導入による新たな加工技術の確立 株式会社中国銀行

中国 岡山県 備前市 甲矢工業株式会社 2260001021521 大型建築物件の要請に対して、自動化による生産方法の革新事業 備前日生信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社岡山ツーバイ工業 3260002013640 うどん粉ブレンド食パンの本格製造販売を行う新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社モリ・フロッキー 5260001015033 ＡＲやＷＥＢデザインなど先端的ＩＴを活用！被服印刷企業の挑戦 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ビィーティーエス 9260001008669 暮らしを彩り、ＳＤＧｓに貢献する住宅リフォーム事業への新規参入 有限会社クリエイティブコンサルタントグループ

中国 岡山県 岡山市中区 オージー技研株式会社 1260001001417 ＩＣＴ活用介護ロボット開発のラボ構築で介護有効性・効率性向上 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 合同会社佐藤プランニング 8260003001276 鳥の目と虫の目の融合による広域森林計測事業への新分野展開 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 倉敷市 株式会社エバーグリーンエクステリア 9260001026893 遊休資産を活用した星空保護区の地域一体型グランピング施設 水島信用金庫

中国 岡山県 久米郡久米南町 株式会社スターロイ 2260001019854 超硬工具専業メーカーから脱却し、新たに大型精密産業機械製造に挑戦する取組み 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 ＹＧ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 2260001024763 『産業廃棄物中間処理業』への進出による「新分野展開」事業 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 岡山市北区 下電観光バス株式会社 7260001007549 『地元老舗旅行業者が展開する、「中庭」で四季を楽しむ蒜山高原グランピングリゾート』 税理士法人石井会計

中国 岡山県 岡山市北区 合同会社ビアガーデン下松 7260003002457 ビアガーデン営業から山口県特産品フグの加工・通販事業への新分野展開 株式会社西京銀行

中国 岡山県 総社市 株式会社キャトワ 3260001015869 当社の強みを生かした人工大理石のリサイクル事業への新規参入 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 ＣＡＦＥ　ＢＲＩＤＧＥ 自家焙煎珈琲豆の製造販売とリトリート空間の提供 吉備信用金庫

中国 岡山県 高梁市 株式会社勇成建設 9260001024352 産業廃棄物収集運搬事業（積替え保管あり）による地域貢献リサイクル事業 備北信用金庫

中国 岡山県 玉野市 株式会社福森商会 5260001022442 アーキュレートダンプトラックによるトンネル掘削工事の効率化とそのメンテナンス 税理士法人ＦＩＡ

中国 岡山県 倉敷市 株式会社光輝 1260001028088 インフラメンテナンス分野における足場仮設工事の新規事業開始 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社日ノ出化工 1260001015697 環境問題の廃棄プラスチックのリサイクル加工分野への新展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社安田精米 5260002010173 「精米ＨＡＣＣＰ取得・ロボット導入による生産性向上と販路拡大」 みどり合同税理士法人

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ミトラ産業 9260001031571 脱炭素社会の実現にむけた生産性を向上する最新認証工場の併設 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 総社市 有限会社早島金型 8260002023932 自動車部品向け金型加工技術を生かして化繊分野への新規参入 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 玉野市 株式会社大熊製作所 3260001022254 脱炭素化の発電設備改造にかかる部品製作のためのＮＣ制御横中ぐり盤の導入 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社石豊 9260001009502 体操五輪代表候補の人材の強みを活かす墓石販売業からスポーツ事業への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 小島鉄工所 アルミ素材部品製造へ展開し、地域小回りナンバーワン鉄工所へ おかやま信用金庫

中国 岡山県 総社市 有限会社アイ薬局 5260002023423 在宅医療のかかりつけ薬局およびオンライン服薬指導に特化した店舗運営 みどり合同税理士法人

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ブロック 3260001032666 『ハコ』からオーダ―メイドのキャンピングトレーラー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 倉敷市 株式会社フジテック 6260001030361 半導体製造装置向け部品の生産体制構築による新分野展開事業 株式会社ゼロプラス

中国 岡山県 玉野市 株式会社古松原建築設計事務所 6260001031748 建築家の「離れ」がホテルに 玉野商工会議所

中国 岡山県 総社市 株式会社エスケー 7260001015808 農機具から生活雑貨へ、革新的なマスクフレームの開発・製造・販売 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 高梁市 株式会社小見山モータース 8260001018867 地域が抱える車両課題解決に向けた整備作業の内製化及び地域貢献に向けた新事業展開 岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 岡山市南区 Ｙ’ｓエンタープライズ株式会社 6260001025048 建設業から製造業への多角化戦略で収益力向上を目指す 笠岡信用組合

中国 岡山県 岡山市東区 備前発条株式会社 7260001005569 自動車部品メーカーからフレイル予防機器製造へ新分野展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市南区 新保電機工業株式会社 6260001003318 内製化による生産性向上でＥＶ向け部品業界に貢献 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

中国 岡山県 岡山市南区 小橋金造商店 独自リソースとデジタルを結集したニューノーマル対応セルフうどん店への事業転換 株式会社広島銀行

中国 岡山県 岡山市南区 ＴＲＡＮＳＣＥＮＤＥＲ株式会社 9260001028683 地域イノベーションの巻き起こす、全世代が活用できる　屋外型トレーニング施設の開発 株式会社四国銀行

中国 岡山県 倉敷市 丸一青果有限会社 4260002021270 コロナで元気を失った玉島を盛り上げよう！ 株式会社広島銀行

中国 岡山県 倉敷市 有限会社山進工業 6260002021822 経験よりも精密な複合機導入により、ＤＸ化を進め新たな企業価値を創造する 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 岡山県農産物販売株式会社 6260001008366 ＪＡＳ有機酒米を主として保管する低温倉庫建設 税理士法人久遠

中国 岡山県 笠岡市 光陽産業株式会社 6240001030529 ＥＶ普及に貢献する新たなアルミ熱処理方法の導入 株式会社中国銀行

中国 岡山県 赤磐市 有限会社景山精密 6260002014974 マシニングセンタ導入による大型加工分野の進出 税理士法人久遠

中国 岡山県 津山市 サトミ紙工株式会社 7260001019800 大型デジタルカッティングシステムの導入による新規事業への挑戦 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市中区 三要電熱工業株式会社 7260001003052 総合ビル管理事業の人材と強みを活かす環境測定分析事業への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 総社市 有限会社ヒューマンテックヒカリ 3260002023953 鉄骨工事業からレーザー加工業への新分野展開 吉備信用金庫

中国 岡山県 加賀郡吉備中央町 株式会社吉備エヌシー能力開発センター 8260001007515 ±１℃の恒温環境下で作る高精度大型ロボットアームの製造 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 苫田郡鏡野町 有限会社新生電気水道設備 4260002029875 地元の観光産業を盛り上げる岡山県鏡野町初のグランピング施設運営事業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ
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中国 岡山県 岡山市南区 株式会社南備 7260002007317 岡山産コーヒー豆の収穫、焙煎、ドリップを楽しめる観光農園の開設 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 服部興業株式会社 8260001005403 新たな３業種の複合店を開業し、燃料油に頼った収益構造からの転換を図る。 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社西建設 7260001014330 道路舗装施工に参入～循環型社会にむけた業態転換 高見　尚平

中国 岡山県 津山市 菅田株式会社 5260001019645 ジュエリー・貴金属を循環させる持続可能な新たなビジネスモデルの構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 浅口市 洋菓子工房ベルジェ Ｂ　ｔｏ　Ｃ　から　Ｂ　ｔｏ　Ｂ　へ。洋菓子店から「飲食店向けパン生地及びジャムのＯＥＭ製造」への新分野展開 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 玉野市 株式会社アピック 3260001022147 分解整備の認証免許を取得し営業利益を向上させるための業種転換事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 ＣＩＥＬ株式会社 6120001163332 サウナ設備を導入し差別化した男性向けセルフ脱毛エステサービス事業の展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 有限会社ｅ－ｃｏｍ 3260002015538 ニット・プリントアイテム等のアパレル製品製造業への「業態転換」による事業再構築 岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ファジアーノ岡山スポーツクラブ 3260001009301 「多様なスポーツを楽しめる場の創出」事業 おかやま信用金庫

中国 岡山県 赤磐市 株式会社引両紋 8260001012028 岡山県産のお茶×地元有名企業×非日常空間＝地産地消日本茶カフェ事業 笠岡信用組合

中国 岡山県 備前市 株式会社Ｆｅｒｍｅｎｔｏ 5260001031253 『伝統野菜と果物の無添加ジャム等加工品』開発・販売事業 備前日生信用金庫

中国 岡山県 浅口市 かも川手延素麺株式会社 8260001017935 オンリーワン技術を活用した「業務用長期保存半生めん」でＶ字回復 株式会社広島銀行

中国 岡山県 倉敷市 有限会社吉志 1260002017627 敷みらい公園からはじまるまちづくり　～おひとりさま時代の完全個室のプライベートフィットネスＦＯＵＮＤ～ 大倉　宏治

中国 岡山県 美作市 しらさぎ観光株式会社 4260001020785 ポストコロナを見据えた宿泊事業の新分野展開 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

中国 岡山県 真庭市 真庭環境衛生管理株式会社 4260001022823 地域のくらしを支え、地域の魅力を発信する「さいまやきステーション」創設による新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 都窪郡早島町 株式会社イドムクリエイト 1260001011309 コロナに負けない！おうち時間でグルメを楽しむ地産地消ベーカリー＆デリカテッセンＴＵＮＡＧＵ【つなぐ】 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社エイディエフ・アヤベ 7260001000727 一般消費者向けオーダーメイドガラス・オーダーメイド鏡販売サイト　「ガラスデパート　ｐｏｗｅｒｄ　ｂｙ　ＡＤＦアヤベ」の運 株式会社四国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ココロエ 9260001010633 廓建築「此ノ花」を再生した複合施設の運営 近成　彰彦

中国 岡山県 倉敷市 株式会社フリースタイルエンターテインメント 6260001027085 ライブハウス運営事業からライブのオンライン配信事業への転換 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社山田車輌 9260001015079 デジタルマーケティングのノウハウを活用したフィットネス事業の展開 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 真庭市 有限会社侘助 5260002034081 保養所を改修して、観光資源を活かせる多目的簡易宿泊施設への進出 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 久米郡美咲町 有限会社アイミック 2260002027600 ＳＤＧｓを伝える資源を活かした手作りの日用品へのアップサイクル再生事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市中区 日本酒バル解放区 “地産地消”をいかした旬魚／「おひとりさま時間」を楽しむ日本酒セレクトショップ 株式会社中国銀行

中国 広島県 呉市 有限会社山下鉄工所 4240002034803 自動車用アセンブリ製品の新規受注による新分野開拓 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市佐伯区 有限会社脇屋 7240002018068 高品質コーヒー焙煎豆を使用した加工品のインターネット販売 広島信用金庫

中国 広島県 大竹市 ｏｔａｋｅバルｇａｋｕ 大竹地区における新たな名物「Ｏｔａｋｅ回転焼き」による地域活性化計画 広島信用金庫

中国 広島県 尾道市 和洋遊膳慶 手づくり和洋惣菜の真空パック販売体制の構築 岡田　卓也

中国 広島県 尾道市 長畠農園 柑橘アイランド化・多品種小ロットジュース販売による島ブランド再興 広島県商工会連合会

中国 広島県 東広島市 ｈａｎａ　ｃａｆｅ テイクアウト対応型「オーガニックスイーツ」専門店の出店計画 広島信用金庫

中国 広島県 三次市 株式会社三次マルツキ園芸 8240001052182 オール三次で取り組む三次特産レトルトカレーとショコラの製造販売事業 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社市川商店 5240001051039 ニッチな業務に特化した総合清掃事業への転換事業計画 広島県商工会連合会

中国 広島県 三次市 有限会社ナガタニ 8240002030237 リモートでＡＩ査定！衣類販売事業者の中古ブランド品等買取事業への挑戦 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市東区 株式会社中国まさむら遊機 7240001006817 日本文化の復刻へ！リメイク版浮世絵の販売とレンタルによる国内芸術・経済への貢献 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中国 広島県 尾道市 Ａｎｇｅ　Ｓｔｙｌｅ株式会社 2240001054226 市場が拡大している「移動式ペット火葬事業」の開始による事業再構築 因島商工会議所

中国 広島県 広島市東区 ＳＴＡＲ　ＣＬＡＳＳ株式会社 4240001024342 本格中華料理屋がテイクアウト韓国料理店への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 海軍さんの料亭　五月荘 老舗料亭技術を活かした冷凍食品製造進出と自販機等による販売事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 ｆｉｌｍ２１０ 出張撮影専門のカメラマンによるセルフフォトスタジオへの進出 しまなみ信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社ルーティ・ピクト 5240001018112 幸せのカステラ事業計画 広島商工会議所

中国 広島県 府中市 中国タクシー株式会社 3240001034318 タクシー会社の強みを生かしたベーカリーフランチャイズによる収益事業再構築 府中商工会議所

中国 広島県 広島市中区 株式会社アズサプランニング 5240001050602 『無人ラーメン製造機』導入による無人ラーメンモデル店実現事業 広島商工会議所

中国 広島県 福山市 ＩＸＩＥＥＤ株式会社 3240001050249 広告代理店が建設業のＣＡＤ図面作成業へと新分野進出 しまなみ信用金庫

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社小田亀リッチビル 3240002003404 オリジナルブランドを含む広島県産の素材に拘った地酒の販売 広島県商工会連合会

中国 広島県 東広島市 マルジュウ木之下 本格ベーリーで差別化、地域に根差した食堂（カフェ）の開業 東広島商工会議所

中国 広島県 広島市南区 株式会社ＴＡＫＥ　ＡＣＴＩＯＮ 8240001053965 地域整骨院のためのクラウド型保険請求代行業務 鴨下　智法

中国 広島県 広島市中区 株式会社レクリエ 2240001054184 ＣＦコーチのノウハウを活かしたシステムを作成し資金繰りを明確化へ 沢田　慎次郎

中国 広島県 呉市 栄進産業有限会社 2240002032214 枝管カッターの導入による新規取引先獲得で事業再構築を図る事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 株式会社マリーナ 9240002044434 療育・運動型放課後デイサービス事業 鴨下　智法

中国 広島県 広島市西区 有限会社フレッシュミート久屋 7240002014802 高品質の精肉を使用したオリジナルラーメンの非対面式販売 広島信用金庫

中国 広島県 広島市西区 有限会社金村建設 3240002004030 ストリートプリント工法導入によるＳＤＧｓに寄与した街づくりにより、企業成長を目指す 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 呉広発カッター有限会社 3240002032683 橋梁床版切断事業への参入並びにコンクリートカッターの導入 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市 株式会社杓子の家 2240001050274 「杓子」×「飲」「幸せをめしとる」！！ 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 お好み焼き　旨処　ひろみ 広島風お好み焼きを全国へ！冷凍自動販売機による非対面型小売事業への挑戦 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 福山市 レーヴモーターワークス 新たに自動車整備事業を行い中古車販売事業との相乗効果を図る 株式会社トマト銀行

中国 広島県 安芸郡坂町 株式会社オカムラ広告社 9240001037166 プラント等の調査をメインとしたドローン調査事業への展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社ａｔｔｒａｃｔｉｖｅ 7240001043711 製品二次加工の内製化によるオリジナル商品の開発とＥＣ販路開拓 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市東区 山陽セメント工業株式会社 6240001003740 テイクアウト専門コーヒーショップの増設 吉田　智子

中国 広島県 三原市 カフェダイニングチャオ 時流を捉えた弁当惣菜専門店の出店計画 倉田　耕志

中国 広島県 東広島市 瀬戸内焙煎倶楽部合同会社 5240003001561 地域活性化に貢献！道の駅で地産食材を使ったレストランに挑戦！ 広島信用金庫

中国 広島県 尾道市 ＩＫＩ株式会社 7240001049808 新しい溶接手法（大電流炭酸ガスアーク溶接）を用いた製缶事業の着手 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社セオ技研 4240001042781 学校と家庭をつなぐ～ＡＳＰサービス開発による事業再構築 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市西区 橙デザイン株式会社 7240001055715 広告・販促事業からシェアオフィス事業への新分野展開 田久保　普三

中国 広島県 尾道市 有限会社東珍康 9240002051851 冷凍自販機「ど冷えもん」による広島名物・尾道ラーメンの非接触型販売 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市南区 大桃物産株式会社 6240001006058 卸売から小売へ転換！防災需要に答えるオリジナル商品の販売計画 広島信用金庫

中国 広島県 広島市南区 ブリュッケ 挽き立て小麦を用いたパンで、その酸化を抑制した真空冷凍パンの製造及びネット販売 公益財団法人広島市産業振興センター

中国 広島県 広島市西区 有限会社Ｂｒｏｏｋｌｙｎ　Ｐｒｏｊｅｃｔｓ　Ｊａｐａｎ 5240002024464 スケートボード教室・練習場事業による物を売るから『体験する』に新たな事業展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社スペースプラス 2240001046470 ペットフードの新分野展開による事業再構築 広島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 株式会社アクト 2240001042437 オンラインでの写真素材販売事業への新分野展開 広島信用金庫

中国 広島県 広島市西区 株式会社原色美術印刷社 9240001003135 「防災」と「環境配慮製品」特化型ノベルティＷＥＢ通販サイト構築とノベルティ製造の内製化 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 Ｊｅｔ 非対面で開催可能なライブ配信スタジオ専用のレンタル事業へ転換 広島商工会議所

中国 広島県 広島市西区 有限会社ジーシー 6240002026443 歯科技工所の開設による事業の再構築を図る 広島信用金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社ＭＳＹ 7240001045154 コインパーキング管理からラーメンに特化した食品製造業へ進出 株式会社もみじ銀行
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中国 広島県 広島市安佐南区 ダイヤホーム有限会社 6240002024876 コロナ禍に対応した換気システムと非接触型の尾崎牛専門の焼肉店開業 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 広島市西区 有限会社メッセンジャー 2240002016704 エコマイザーを用いた「食の安全と安心」プロジェクト 株式会社成研

中国 広島県 広島市中区 理研産業株式会社 3240001012538 コロナの影響による行動制限を打破する為の非対面の営業部門の設立 株式会社広島銀行

中国 広島県 尾道市 有限会社マウンテン 1240002051504 ラーメン店開業による持続可能な経営およびＳＤＧｓ貢献活動の実現 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 シーズプロジェクト 心豊かな暮らしをサポートするウエルネスボーカルスクールの開講 広島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 株式会社ｌｉｎｄｅｎｂａｕｍ 7240001044453 自社の強みを活かした、ミルクティーに特化したテイクアウト専門店出店 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 祇園交通株式会社 9240001017572 誰もが利用しやすい脱毛・エステの複合セルフサロン 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 有限会社上田瓦商店 3240002035083 石州瓦と淡路瓦を掛け合わせた新製品「弐神（ふたつがみ）」の製造・販売による新分野展開 藤原　和重

中国 広島県 東広島市 アロマヨガ瞑想スタジオＳＵＲＹＡ あなたの日常に寄り添う暮らしの提案。アロマセラピー関連商品の販売事業。 東広島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 合同会社Ｓｅｓｓｉｏｎ’ｓ　Ｂｒｅｗｅｒｙ 7240003003688 缶ビールを製造し、ＥＣにて一般消費者に小売販売を行う 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 丸勝酒場 古民家を利用し、非接触に対応した民泊施設の運営 広島商工会議所

中国 広島県 呉市 株式会社ナガラ 3240001026298 先進的なドローン導入によるドローン事業（空撮・農薬散布サービス）への新分野展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 廿日市 有限会社大根屋 3240002036668 老舗旅館による「こだわりの味」テイクアウト・通販事業 小畑　進

中国 広島県 尾道市 Ｃａｆｅ夢ぅ 店舗リニューアル移転と設備拡充によるテイクアウト販売の開始 因島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｄａｒｔｓ　ｂａｒ　Ｂａｍｂｉｎｏ　 コロナ渦に対応したシミュレーションゴルフ事業の新規参入 田村　俊幸

中国 広島県 東広島市 ＡＰＳＡＲＡＳ 東南アジア飲食店のドックカフェへの業態転換 東広島商工会議所

中国 広島県 庄原市 Ｔａｙｕｔａｙａ カフェからチョコレート製造・販売業への業種転換 庄原商工会議所

中国 広島県 広島市南区 株式会社プロアクティブ 1240001019675 地域密着型整骨院によるビューティー＆新サービス展開 吉田　稔徳

中国 広島県 東広島市 株式会社共進サーフェーシング 3240001022487 台湾企業との技術連携による表面改質技術を応用した新製品の開発 株式会社広島銀行

中国 広島県 尾道市 株式会社ＪＯＹＳＩＳ 8240001038446 船舶内装工事業から快適空間提案企業へ 尾道商工会議所

中国 広島県 福山市 朝日環境衛生有限会社 2240002039143 福山市初「光硬化工法」への挑戦による低コストかつ環境配慮サービスの確立 株式会社エフアンドエム

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社たけだ工業所 6240002009456 ４０年超の金型製造実績を活かしてのアルミ製品加工用金型製造への進出 株式会社エフアンドエム

中国 広島県 廿日市 株式会社井口鉄工所 2240001028857 金属加工技術を活用した木製ミニカーの製造及び販売による新分野展開 廿日市商工会議所

中国 広島県 尾道市 高垣デンキ産業株式会社 8240001038248 「街の電器屋さん」から、「電気の総合プロデュース企業」へ しまなみ信用金庫

中国 広島県 呉市 株式会社サンヨー 2240001025945 大型重量製缶加工対応可能な高強度に工場改修し新分野への展開に挑戦する 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社ヒロテックツーリング 1240001022613 次世代自動車向け金型づくりの革新による事業再構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 ユルソン株式会社 7240001022905 自動車部品製造にて培った技術を活かし、医療用部品である生体機能補助・代行機器部品等の製造への挑戦 立野　靖人

中国 広島県 広島市中区 有限会社ユーエスエー 6240002017434 美容業の経験を活かした、「ハレの日需要」に応える、貸し切り滞在型フォトスタジオの運営 株式会社山口銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社ＫＩｗｏｒｋｓ 2240001041934 地域密着型の冷凍自動販売機の小売業への進出 広島信用金庫

中国 広島県 尾道市 株式会社ユニロック 2240001039301 ユニットハウスの新造生産体制構築でＢｔｏＢからＢｔｏＣ製造販売へ挑戦 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 東広島市 有限会社馬場プラスチック 6240002028175 新たな全自動Ｉｎｓｅｒｔ－ｉｎｊｅｃｔｉｏｎ成形ラインを導入し、新素材と融合した新製品創出による新たな成長分野への挑戦 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社島村製作所 7240001004837 自社技術の最大限の活用により脱炭素社会の実現に貢献する 広島信用金庫

中国 広島県 府中市 原田化粧合板株式会社 9240001034361 天然木化粧合板製造から自社ブランドとしての内装建材製造へ新展開 株式会社中国銀行

中国 広島県 東広島市 有限会社クリーンリサイクル 6240002028877 革新的木材用破砕・切削設備によるバイオマス発電用ボイラ燃料の製造・販売への業種転換 呉信用金庫

中国 広島県 広島市西区 有限会社ジグソー 1240002026084 地域密着型美容院の個室型美容脱毛サロン事業への新分野展開 広島信用金庫

中国 広島県 呉市 ダイニングバーＤＡＮＫ 既存店舗を全面改装し、飲食コンサルおよびシェアスペース事業に進出 花岡　貴志

中国 広島県 広島市安芸区 株式会社ＳＡＫＯＤＡ 1240001016094 表面処理工程の内製化による、航空宇宙部品製造体制の構築 マーキュリー株式会社

中国 広島県 福山市 ＨＯＷＡ製作所 立形マシニングセンタの導入によるスーパーインバー材加工技術の確立、新製品の製造と新市場に向けての事業転換 株式会社トマト銀行

中国 広島県 安芸高田市 有限会社円仏組 5240002030925 土木建設業から木材チップ事業への業種転換による事業再構築 広島市信用組合

中国 広島県 安芸高田市 滝ヶ谷養魚場 加工ヤマメの製造とＢｔｏＣ販売の開始 広島県商工会連合会

中国 広島県 東広島市 株式会社アイテック・サカイ 1240001022373 高評価の製缶板金技術を活用し食品機械分野に進出、当社の成長を図る事業 株式会社Ｋプラニング

中国 広島県 呉市 有限会社マルスイ青果 3240002034102 衛生基準の高いカットフルーツ事業による高付加価値化 呉信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 有限会社ミヨシテック 4240002016396 都市開発等建設現場に向けた環境に配慮した建設用材料の加工体制の構築 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 呉市 有限会社安浦プレス 5240002035206 マシニングセンタを導入し高精度金属部品製造分野に進出する事業計画 呉信用金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 フクエイ株式会社 4240001021414 次世代型厨房「ＮＥＸＴ　ＫＩＴＣＨＥＮ」の開発販売事業 株式会社伊予銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社ＬＲＡＤ 7240001054361 美容院によるトータルビューティケアを実現するための美容サービスのワンストップ提供事業 田中　直敏

中国 広島県 呉市 株式会社志進 2240001043501 高級ＳＵＶ向け輸入ルーフラック等アウトドア用品の地域独占販売 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

中国 広島県 福山市 株式会社プラスコーポレーション 8240001040451 新たな溶接及び支援事業による事業ポートフォリオの再構築と企業価値の向上 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 田中細巾有限会社 5240002038753 建設作業者等の安全確保製品の生産及び品質管理体制の構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市佐伯区 寿マナック株式会社 6240001016528 伝統食材である「こんにゃく」を使った新たな市場への展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 新日本建設株式会社 1240001022844 地盤調査・地盤補強工事業から既存地盤補強杭の撤去工事への新分野展開 広島信用金庫

中国 広島県 呉市 将建株式会社 6240001049494 ８階建てまでの解体工事実績を活かしての１２階建てまでの解体工事への進出 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 庄原市 有限会社フルカワ 2240002031595 マテリアルリサイクル技術を生かした、準バイオマスプラスチックペレット製造への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市南区 アンディワークス株式会社 3240001021852 ＳＤＧｓを目指して～再生型ゴルフウェアを中心とした関連商品の店舗販売及びＥＣサイトでの無店舗販売 広島総合税理士法人

中国 広島県 福山市 株式会社光生 8240001030510 海外消費者に日本のお菓子の詰め合わせを販売する　ＢｔｏＣ　事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社ライフサービス 9240001042546 リネンサプライ業者による地域連携で実施する「ペットリゾート事業」への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社心石工芸 4240001030571 オンリーワンの革加工技術を持つメーカーの木工融合の新分野展開 福山商工会議所

中国 広島県 福山市 矢野建設産業株式会社 4240001032436 建築部材のノウハウを活かした軽量鉄骨の産業機械用架台製造への新事業展開 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 福山市 フジ機械株式会社 2240001031935 クリーンエネルギー需要の増加に合わせたバイオマス発電用撹拌機製造への進出 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 福山市 株式会社ケン 8240001030485 ＥＣサイト販売の食品・調味料製造に特化した、食品加工・冷凍新技術の導入計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社備後鈑金 7240001034074 「環境配慮×デジタル化×職人技能」による高付加価値コーティング事業の開始 株式会社中国銀行

中国 広島県 府中市 有限会社石原工業所 9240002046612 難削材高精度加工技術の獲得とＤＸ化による生産性向上の実現 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社泰成ＦＯＯＺ 3240001017149 コロナ禍に対応したセントラルキッチン新設によるテイクアウト・ネット販売強化事業 ＫＹＳコンサルティング株式会社

中国 広島県 廿日市 みしお機工株式会社 6240001028655 化粧品（ルームフレグランス）製造へチャレンジ 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 東洋精機株式会社 5240001031461 リアル店舗と各種中古機械の短期レンタル事業展開による持続可能な社会の実現 株式会社広島銀行

中国 広島県 神石郡神石高原町 株式会社ＴＡＮＡＢＥ　ＦＡＲＭ 9240001052990 オーガニック料理が楽しめるオーベルジュによる地域活性化事業 株式会社アクセルパートナーズ

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社伸和製作所 8240001016534 高精度加工技術を活用し「脱炭素社会」と「超高齢社会」の課題解決に貢献する 広島信用金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 有限会社Ｓ－Ｐｒｏｄｕｃｅ 7240002026541 学生と地域の企業を繋ぐコワーキングスペース運営の新分展開 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 有限会社協和製作所 6240002040254 粉体塗装工場導入による粉体塗装をした半導体製造装置部品等への新分野展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 エフテクノ株式会社 7240001029982 高速微細加工機導入による超高精度鏡面金型へのチャレンジ 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社大久 2240001033881 健康食品として再注目されるめかぶの製造・販売による事業再構築 株式会社広島銀行
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中国 広島県 豊田郡大崎上島町 株式会社ファームスズキ 6240001048109 海外マーケットにおけるＢｔｏＣ非接触型ビジネスモデルの構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社河内 2240001003331 化粧品ＯＥＭの高度化を図る業態転換への取り組み 株式会社広島銀行

中国 広島県 山県郡安芸太田町 株式会社恐羅漢 8240001040889 密を回避できる夏場のスキー場でリフトを活用したサマーアクティビティへの新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社オーテック 4240001055321 ＣＮＣ精密旋盤導入による大型長尺難加工の実現と新分野市場へ進出 両備信用組合

中国 広島県 東広島市 有限会社キャル 8240002028768 自動車整備の電子制御高度化対応とカフェ併設による再構築事業 呉信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社Ｌａｂ．７５１ＨＩＲＯＳＨＩＭＡ 2240001049060 バーチャルプロダクションで実現するオンライン型ライブハウス 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 広島市中区 株式会社オカダ・インターナショナル 3240001001854 まだまだ使える設備機器を回収・再資源化し、出店者の支援に役立てることによるＳＤＧｓ実現 広島総合税理士法人

中国 広島県 安芸郡海田町 有限会社豊栄商会 4240002015051 筋トレができるコインランドリー　洗濯乾燥ができるジム　事業計画 呉信用金庫

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社野田製作所 3240001014963 ＣＮＣパイプ切断設備の導入による鋼管の金属加工業への参入 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市南区 アンネル商事株式会社 8240001000554 医療従事者の睡眠の質を高めるオーダーメイド仮眠用ベッドの提供 川上　正人

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社蟻重 2240001000626 ＳＤＧｓの実現へ！重量物運搬・据付業者の中古機械売買事業への挑戦 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 尾道市 有限会社柏原工業 4240002050370 大型レーザー加工機の導入により新エネルギー市場への新分野展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 株式会社サンプラス 7240001033183 高機能射出成形機と生産管理ソフト導入による高機能樹脂成形の実現 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 株式会社ドイ 9240001042091 呉市初となるリサイクル処理場を開設 株式会社広島銀行

中国 広島県 神石郡神石高原町 有限会社アドバンス 7240002046176 「航空機分野」「医療機器分野」向け高精密部品の生産体制構築計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 庄原市 小林建設株式会社 1240001024948 ファイバーレーザ加工機導入による金属加工部門の新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社よしみつ 9240001012284 ターミナル駅近くの複合カフェを改装し、レンタルオフィス事業に参入 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 株式会社大目商店 1240001030038 地域との関係性を生かした軽中古車販売店による新たな事業の柱の構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 江田島市 株式会社フルサワ 9240001027225 資源循環型社会実現に向けた新解体工法への挑戦 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 株式会社神掃社 5240001033045 「健康経営」「地域活性化」ニーズに対応するキャンプ場新設事業 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社エーシーエヌ 3240001021332 脱炭素社会の未来型板金塗装工場！水性塗料と精緻なフレーム修正への取組み 広島市信用組合

中国 広島県 福山市 はっとりほたるの里株式会社 6240001036063 広島県服部地区の立地と自社ファームを活かしたキャンプ場運営業の展開 北浜グローバル経営株式会社

中国 広島県 広島市安芸区 株式会社七福商事 8250001010981 豊かな自然環境と土地の利活用を融合させたグランピング事業構築 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 東広島市 中本工業有限会社 9240002029237 配管極少Ｒ曲げ工法の確立による新エネルギー市場への新分野展開 呉信用金庫

中国 広島県 呉市 三洋装飾株式会社 5240001025901 「地域住民の暮らしをトータルサポート」リフォーム相談窓口併設型ＤＸキャッシュレスランドリー事業 藤原　和重

中国 広島県 広島市安芸区 株式会社丸和製作所 1240001011293 新分野参入を可能とするホッパー加工の簡易化の実現 松下　隆信

中国 広島県 呉市 株式会社土肥 9240001026268 新工場設立により業態転換し、量産体制を実現する 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 有限会社ダイユウ 2240002041520 経営資源をフル活用した地域密着型の建設機械レンタル事業への挑戦 両備信用組合

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社ニムラ 3240001041000 中古物件仲介＋リノベーションのワンストップサービス家ナビ事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 呉市 株式会社奈良運送 9240001026301 【新分野展開】広島空港近隣の好立地で展開する精密機器保管事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 パストラル・エステート有限会社 5240002022311 「コンパニオン・アニマルシリーズ」による新たな文化創造計画 山本　洋介

中国 広島県 広島市西区 ひつじ屋塗料株式会社 4240001009847 自動車業界の技術革新「ＣＡＳＥ」に対応！未来の広告需要に向けたラッピング事業への進出 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社ルーフトピック 4240001051345 時間を束縛されたくない「ながら族」に音声配信サービスを提供する 川上　正人

中国 広島県 山県郡北広島町 株式会社ＫＳチルドレン 2240001054837 ペットの一生をトータルにサポートするサービスの事業化 田原　昴

中国 広島県 安芸郡海田町 有限会社向井鉄工所 1240002048748 レーザー異材溶接・切断によりＥＶ部品、その他新部品製造を取込み、収益確保を行う 特定非営利活動法人ＡＴＡＣひろしま

中国 広島県 福山市 有木株式会社 2240001033551 ファッションパンツのセミオーダー製造販売システムとプロモーション工房の構築 株式会社商工組合中央金庫

中国 広島県 尾道市 有限会社古川龍三商店 1240002051347 尾道の「ヴィラ」で実現する、安心・安全の宿泊と少人数挙式事業 広島県信用組合

中国 広島県 東広島市 有限会社ニュービクター 7240002029387 トラック架装工程の内製化と架装部品の製造販売事業の展開 東広島商工会議所

中国 広島県 三原市 有限会社福原水産 6240002054320 ＤｔｏＣ体制の構築による卸売偏向からの脱却 岡田　卓也

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社ライジングサンコーポレーション 9240002017927 生活介護事業と宅配ピザ事業による新たな収益モデルの構築 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 株式会社かこ川商店 4240001029473 環境に配慮した地域イノベーション事業（循環型地域カフェ・アップサイクルショップ・デザイン経営支援）への進出 岡田　卓也

中国 広島県 福山市 エイシン機工株式会社 7240003003440 一次加工業への新規参入と既存事業の二次加工業の強みを活かした事業再構築 しまなみ信用金庫

中国 広島県 東広島市 株式会社ジー・キューブ広島 6140001029168 コワーキングスペースおよびバーチャルオフィス運営事業 宮崎　和宣

中国 広島県 江田島市 有限会社徳永豆腐店 5240002035924 老舗豆腐店が新たに開発する健康志向が高いスイーツとテイクアウト施設の建設 広島県商工会連合会

中国 広島県 廿日市 株式会社リバウス 9240001041622 プロ用コーティング剤を定額で利用できる高級車専用洗車場 広島県信用組合

中国 広島県 江田島市 江田島共済不動産株式会社 9240001045417 江田島市沖美町における新たな宿泊レジャー施設建設事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 府中市 幸昭精機有限会社 1240002046801 新規設備導入によりＥＶ・半導体製造機器分野への事業転換 株式会社中国銀行

中国 広島県 呉市 有限会社川口商店 6240002034710 音戸産こいわしの冷凍食品の製造と販売事業の展開 株式会社百五銀行

中国 広島県 福山市 株式会社ウェルドカンパニー 6240001049882 工場建設と新規設備導入による半導体・食品分野への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 有限会社アコーテック 1240002047428 デジタル化とフレキシブル性の融合による中小企業における新戦略 広島県信用組合

中国 広島県 広島市安佐南区 ＢＯＯＮ マリンアクティビティ×コンテナサウナで地方に新たなエンタメを 株式会社Ｅ．Ｓ　ＣＯＮＳＵＬＴＩＮＧ　ＧＲＯＵＰ

中国 広島県 尾道市 渡辺工業株式会社 6240001052928 造船艤装品製造業から大型曲げ物加工に新分野展開 尾道商工会議所

中国 広島県 福山市 協同精機株式会社 6240001030388 板金から塗装加工までの一貫した生産体制の構築により、建築分野へ参入 株式会社山口銀行

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社Ｂ・Ｈ 4240001045388 障がい者及び高齢者等を対象とした訪問型の脱毛・エステ事業 広島信用金庫

中国 広島県 尾道市 株式会社岡本製作所 5240001037946 農業用パイプハウスの課題解決 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 竹原市 株式会社ヤマワキ 4240001037385 内製化と高付加価値化でシールブック製造業への転身 株式会社中国銀行

中国 広島県 廿日市 有限会社シーエスホームズ 1240002025053 「日本三景　安芸の宮島」の旅館が「日本料理」と「オイスターバー」を開業 広島信用金庫

中国 広島県 廿日市 株式会社コレクト 4240001029069 自社の強みを生かした建築工事一貫受注に向けた事業構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社ガスエナジーヤブタ 5240001030249 ＬＰガス販売事業者が、給湯器専門の店舗展開へと業態転換 福山商工会議所

中国 広島県 東広島市 有限会社反田工業 2240002049209 ステンレス素材を使った船舶向け部品の製造開始 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市南区 ピーアール・デザイン・インク 広報コンサルティング事業から繊維製品（ペアジーンズ等）卸売事業への進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市 有限会社林電機 7240002036805 ＥＶ車と大型車の車両整備に対応する新分野展開事業 秋井　正宏

中国 広島県 三次市 ミヨシ電子株式会社 9240001024544 ①ファインピッチセラミック厚膜基板の開発②情報通信におけるミリ波通信製品の創出 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 飛鳥工業株式会社 8240001049955 豊富な自然と便利さのバランスが良い手ぶら対応キャンプ場運営 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社櫟 1240002004965 菓子製造の技術を活かしたパン製造による、主食市場への進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 高橋技研株式会社 4240001031280 繊維工業分野進出のための量産化加工技術の確立 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 三次市 株式会社佐々部材木店 4240001024433 木材製品製造業で培ってきたノウハウを活かし、新事業への取組みによりＳＤＧｓの実現と売上げの回復を目指す 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 有限会社える 4240002029308 地域に根ざした新たな供養のカタチプロジェクト 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社イーシーセルビス 1240001000684 革新的な「コンクリートカッター」の開発・製造事業への取り組み 広島信用金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社久保アグリファーム 9240001040475 牧場経営×いちご狩りで　地域活性化＆新たな可能　性への挑戦 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社明電 2240001032355 デジタルサイネージ分野への新事業展開による事業再構築 株式会社中国銀行
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中国 広島県 広島市中区 株式会社データワークス 7240001007170 ものづくりデジタル工房をベースにした総合デジタル印刷企業への変革 株式会社ビジネスブレイン

中国 広島県 福山市 株式会社コーサック 6240001034637 ロボットシステムの導入による新規受注製品の加工工程の自動化事業 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市南区 株式会社テイクバレー 2240001016944 無農薬野菜カフェとＡＩビニールハウスパッケージ販売事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 安芸郡海田町 株式会社西井製作所 1240001008315 航空機部品製造技術、半導体部品製造技術を活かした精度の高い医療機器分野製造事業への進出。 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 東広島市 ヤルキマントッキーズ株式会社 7013303002878 エンターテイメントに特化したクリエーター育成を行う寺子屋事業 株式会社リアリゼイション

中国 広島県 尾道市 不二興産有限会社 6240002051375 鉄骨一次加工（ジョイント穴加工）事業への新分野展開と造船事業とのシナジー効果 株式会社広島銀行

中国 広島県 庄原市 株式会社トーエイ 6240001025074 業態転換による地域密着型ショッピングセンターの地域エコシステム構築事業 広島みどり信用金庫

中国 広島県 東広島市 株式会社さきしま 9240001049376 道の駅湖畔の里福富飲食事業の新規展開によるコロナを乗り越える地域活性化事業 ＫＹＳコンサルティング株式会社

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社５コーポレーション 7240001024224 電子ペット育成アプリケーションによる学習塾のＤＸ化促進事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 安芸郡海田町 株式会社元氣ファクトリー 3240001041867 アニマルウエルフェアに基づくペットのリラクゼーション宿泊サロン 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 株式会社エム・ジー商事 8240001001560 中小企業がするカーボンニュートラルに向けた電気自動車によるデリバリーカーシェア事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 尾道市 宮商株式会社 3240001042915 廃棄となるジビエを利用したプレミアムペットフードの製造販売 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 株式会社サンテック 6240001044818 「建設残土」を「改良土」に！建設業者によるリサイクル事業 サポート行政書士法人

中国 広島県 広島市中区 株式会社エヌ・ケイ商事 5240001017048 コミュニティ連動型アミューズメントカジノ業に新規参入する事業 呉信用金庫

中国 広島県 東広島市 株式会社ヒロシマ・ランゲージ・アカデミー 4240001023336 外国人留学生への「多文化が共生する寮運営」のサービス提供 税理士法人山田アンドパートナーズ

中国 広島県 広島市佐伯区 東洋省力株式会社 8240001007368 新たな曲げ加工を主体とした自社製造体制の構築事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 東洋観光株式会社 6240001007337 温かくておいしい食事を提供する食缶方式給食の生産ラインの構築 川上　正人

中国 広島県 広島市中区 ラビング有限会社 7240002020544 ３６０度画像化したバーチャル空間非対面型モデルハウスで攻めの営業へ業態転換 広島市信用組合

中国 広島県 福山市 有限会社タイケンプランテック 2240002046560 瀬戸内海を臨むコワーキングスペースで地域のプラットフォームを目指す 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 安芸郡海田町 プルブライト株式会社 7240001047373 自然と歴史の町で農泊を楽しむ、古民家グランピング事業 キヨプロ税理士法人

中国 広島県 広島市東区 株式会社広成開発 7240001003269 災害時に強いレスキューコインランドリー建設事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社ユニックス 2240001012175 色の強みと設備の強みを生かしてパッケージ印刷で競争力確立 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＲＡＭＰＡＧＥ 4240001019714 ＮＦＴマーケットプレイス総合事業 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 廿日市 島田水産株式会社 3240001045835 新鮮・高品質の広島産牡蠣製品で海外市場へ挑戦 合同会社ＲＹＤＥＥＮ

中国 広島県 広島市佐伯区 Ｂａｒ　Ｋｉｒｋｗａｌｌ 洋酒と広島県産の果物を使用したオリジナルスイーツの製造販売事業 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 光陽発条工業株式会社 3240001030531 ファイバーレーザ加工機導入による食品加工機器、農業機械市場への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中国 広島県 豊田郡大崎上島町 大和企画 コロナ禍に対応した葬儀事業の創出 株式会社広島銀行

中国 広島県 三次市 株式会社フロンティア 5240001025216 Ｖ字回復に向けた自動車関連部品製造への新規参入へ挑戦 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社サンヨーコーポレーション 4240001022560 海外外注工程の内製化によるポストコロナに対応した美容コットン商品の開発 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 福山市 株式会社カワナカ 7240001030305 食品廃棄物循環型リサイクルシステムの構築 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ルナ 9240001018348 ニューノーマル時代に即した（ハウスウェディング対応の貸切邸宅）事業へ新分野展開 広島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 株式会社シンギ 2240001004503 ポストコロナ時代のニーズに対応した全国のご当地食品の冷凍宅配事業 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市西区 株式会社アースフード 5240001020778 自家製麺とスイーツの新商品開発によるテイクアウト・ＥＣ販売事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社Ｔｉｍｅｐｅｄｉａ 8240001046630 専門店がつくる、時計中古市場に特化したマーケットプレイスの作成 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 三蓉エンジニアリング株式会社 4240001026966 １５０ＫＷ×２軸破砕機開発 株式会社広島銀行

中国 広島県 庄原市 有限会社共榮自動車商会 7240002031418 軽トラック専用のキャンピングカー事業による新たな価値の提供 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 安芸高田市 有限会社ワイ・ハット 9240002031291 運送・自動車部品納入代行（組立）から総合保管サービス業のワンストップサービス 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 ジェイ・ワークス株式会社 2240001035077 依存症の女性特化型障碍者福祉事業所設立による事業再構築 福山商工会議所

中国 広島県 広島市南区 ＲＴＱＭシステム株式会社 8240001043909 がん治療を行う医療機関における放射線治療装置の安全運用のための支援サービス 税理士法人ＴＭ三木会計

中国 広島県 広島市中区 三成物産株式会社 7240001012088 不動産事業者専門コワーキングスペース運営及び非対面不動産売買契約システム構築 広島市信用組合

中国 広島県 安芸高田市 株式会社スカイウォーク 2240001044805 全国初！ロボットを活用した自動化施術の導入 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 有限会社晟上工業 1240002047337 特許保有のアルミ乾燥機を市場へ展開し、事業の再構築を図る 大平　岳城

中国 山口県 下関市 株式会社ジョウメイ 3250001018708 「完全個室」＆「低価格２４ｈ営業」セルフ脱毛サロン 株式会社西京銀行

中国 山口県 宇部市 Ｔ－ＷＯＲＫＳ株式会社 6250001014398 テント型サウナ「ｔｏｔｏｎｏｉ」のＥＣ販売・卸売り販売事業－オリジナルブランド「ＡＭＢＥＲ」の立上げ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 山口県 萩市 株式会社ｓｕｎａｏ 2250001016753 デジタル商品開発事業 税理士法人やまぐちパートナーズ

中国 山口県 下関市 都市工業株式会社 2250001006011 老若男女が通いやすい北九州初のアートメイクサロン開業 楠本　拓也

中国 山口県 山口市 株式会社小郡不動産 9250001000131 『二度寝の長州』自社物件を活用した高級食パン製造・販売事業 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 下関市 ルーエプラッツ 地元食材を使ったＳ級グルメハンバーガーで地域の魅力を発信 Ｌｏｃａｌ　Ｐｌａｙｉｎｇ　Ｇａｍｅｓ合同会社

中国 山口県 周南市 ｙｏｇａスタジオｐｒａｎａ よもぎ蒸しを自宅で気軽に楽しめる商品に加工し全国へ　ＥＣ　販売する 株式会社山口銀行

中国 山口県 長門市 株式会社波多野 3250001018063 豆腐製造業への参入により長門の新たな食の形を提供する 株式会社西京銀行

中国 山口県 宇部市 山口スイムサービス株式会社 5250001003690 機能訓練により高齢者の健康をサポートする介護事業への新分野展開 株式会社経営情報センター

中国 山口県 防府市 ｌｉｖｅｒｏ 広報やギフトに利用できる自家焙煎ドリップコーヒーへの展開 株式会社山口銀行

中国 山口県 山陽小野田市 株式会社小野田ミート 5250001003781 冷凍食肉の製造加工・卸売業態からチルド精肉加工委託販売への業態転換 株式会社広島銀行

中国 山口県 熊毛郡田布施町 レザンジュ有限会社 3250002020200 急速冷凍技術を駆使した独自商品の開発とネット販売事業 岡山　弘幸

中国 山口県 山口市 トゥワイスマン合同会社 9250003002514 インド産コーヒーを中心とした新業態の物販店舗とＥＣサイトの構築 株式会社広島銀行

中国 山口県 宇部市 株式会社アルファクス・フード・システム 1250001002936 ワーケーションとリトリート事業への参入とシステム開発でＶ字回復 市竹　敦

中国 山口県 下関市 ハリーズプレイス テラス席、テイクアウト、貸切等、コロナ禍でもコロナ後でも強い店づくり 株式会社アイム経営パートナーズ

中国 山口県 山口市 株式会社エボリューシュン 5250001002635 ドローンによる保守点検や蓄電池販売を活用した住のトータルサポート ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 周南市 イノベーションネットワークス メモリアルコミック事業 株式会社広島銀行

中国 山口県 宇部市 株式会社エムビーエス 9250001004074 ＤＩＹで生み出す住宅の新たな価値の創造～自分でできる住宅基礎コーティングセットのネット販売～ 税理士法人さくら優和パートナーズ

中国 山口県 宇部市 シェア ネイルサロンが実施する脱毛新事業への展開 北大阪商工会議所

中国 山口県 萩市 服部天龍株式会社 7250001008135 型成形事業 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 株式会社大野 8250001001766 おいでませ我が町へ！起業＆移住支援拠点開設による新分野展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 クレイスネイル 無農薬食材を活用した無添加おにぎり店による食の安全の提供 山口県中小企業団体中央会

中国 山口県 下松市 株式会社Ｄ＆Ｄナカタニ 9250001010626 国家資格を有した現役設計士による「ＣＡＤスクール」事業の展開 株式会社エフアンドエム

中国 山口県 周南市 有限会社伊藤鉄筋工業 4250002016206 デジタル化、ユニット化技術を駆使し住宅基礎工事へ進出 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 有限会社福田組 7250002010692 半導体工場向け装置配管の事業化による売上増及び収益向上 特定非営利活動法人ＡＴＡＣひろしま

中国 山口県 下関市 株式会社村井鉄工所 2250001006440 新たに立形ＮＣフライス盤導入し新分野顧客の開拓と強みを活かした「エコシップ」への挑戦 西中国信用金庫

中国 山口県 山陽小野田市 株式会社アグリーフプラス 7250001014488 新冷凍法を用いた６次産業化並びに農産品のＳＤＧｓ実現事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 下松市 有限会社イシダＴ・Ｍ・Ｃ 4250002017352 横型フライス盤導入による装置組立一貫生産体制の構築 株式会社西京銀行

中国 山口県 防府市 有限会社豊嶋商会 2250002003230 自転車販売業のノウハウを活かし、地域イノベーション、キャンプギア開発、アウトドア用品販売の多角的新分野展開 株式会社西京銀行
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中国 山口県 下関市 チャンコ料理あじと 地域工房と連携し木工製品（無垢材・一枚板）の販売にチャレンジする。 株式会社山口銀行

中国 山口県 周南市 株式会社ミカミ電業 4250001010110 モノレールと半導体市場に特化した事業再構築による競争力の強化 山口県商工会連合会

中国 山口県 下関市 有限会社松筑園 5250002009373 植物は生きているから古くならない　循環型園芸店とＤＩＹ支援事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 光市 株式会社コモドデザイン 6250001013912 建築デザイン設計技術を活かしたプライベートサウナ事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

中国 山口県 下松市 株式会社山下工業所 1250001009691 先端半導体向け半導体製造装置部品の製造のための設備導入等事業 株式会社山口銀行

中国 山口県 長門市 株式会社油谷湾温泉ホテル楊貴館 6250001008235 「油谷湾の森　グランピングリゾート」開業による新たな宿泊スタイルの提供 アローオート有限会社

中国 山口県 岩国市 安本建設株式会社 4250001011711 高性能樹脂サッシを活用した窓のリフォーム・改造・補修及び販売 株式会社西京銀行

中国 山口県 岩国市 株式会社ウメサキ 4250001018855 新設備導入により盤石な受注体制と公共性を増加させ更なる企業成長を目指す 株式会社広島銀行

中国 山口県 周南市 揚子江実業株式会社 4250001017106 ＳＤＧ’ｓを促進する、業務用廃プラスチック国内リサイクル事業 小松原　史雄

中国 山口県 岩国市 株式会社岩中製作所 4250001012255 国内初の平板・パイプ（形鋼）兼用６ｋｗ発振器搭載ファイバーレーザ加工機導入による半導体製造装置分野への進出 株式会社山口銀行

中国 山口県 周南市 株式会社西京エレックス 4250001017931 少量量産型スマートロボットの開発・販売 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 株式会社誠和 7290801017546 『新しいギフトの形　専用フォームによるデジタルギフト事業』 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 下関市 ピーエスピー株式会社 2250001006639 「ｗｉｔｈコロナ時代の新たな楽しみ方。農業体験を楽しむ“ローカルキャンプ場”の実現」 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 防府市 国際異業種協同組合 9250005001596 日本の食品輸出に貢献する外国人技能実習生の育成と起業家支援 谷口　修

中国 山口県 岩国市 株式会社ＣＬＯＵＤ９ 5250001014705 飲食店の仕込み業務負担を軽減する「ラーメン具材等のセントラルキッチン」運営 株式会社もみじ銀行

中国 山口県 防府市 株式会社アケテック 5290001023090 ３者連携による日本の食品輸出拠点施設整備事業 谷口　修

中国 山口県 山陽小野田市 有限会社タイヤセンターニシムラ 9250002006177 地域の中小タイヤ専門店で初！タイヤ保管サービスの展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 株式会社辻岡工作所 4250001003436 持続可能な地域経済に貢献する建機修理・販売事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 有限会社くるまのあらい 1250002008874 ＥＶ充電スタンド事業を起点とした地域内ＥＶ普及に向けた取組み ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 美祢市 薬仙運輸株式会社 5250001004342 運送会社×ボディービルダーで美祢市発のフィットネス維新 株式会社ＡＧＳコンサルティング

中国 山口県 防府市 有限会社グランドクオリス 8250002003828 ３本の矢で参入する非接触型焼肉店への新分野展開 萩原　佳

中国 山口県 下松市 清和工業株式会社 1250001009551 成長分野である医療機器市場への新分野展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 防府市 有限会社ケンキ産業 8250002003010 環境負荷の少ない車社会を実現するＤＰＦ洗浄サービス 株式会社西京銀行

中国 山口県 宇部市 親醐 ＥＣ・テイクアウト・個室化で業態転換を図り、宇部牛メニューを展開する 溝田　修司

中国 山口県 山口市 株式会社松永貨物 8250001014743 和の文化を継承し発展させる古家具ギャラリー＆古民家カフェ Ｌｏｃａｌ　Ｐｌａｙｉｎｇ　Ｇａｍｅｓ合同会社

中国 山口県 下関市 株式会社石材日進 9250001005774 ｗｉｔｈコロナを見据えた県内初の非対面・非接触型の永代供養墓の提供 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 周南市 株式会社はつもみぢ 3250001009178 四季醸造の強みを活かし酒蔵の今を味わえる街なか酒蔵観光事業 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 有限会社まる穂 9280002009425 一次処理原料と産業給食向け水産加工品製造業への業種転換 株式会社商工組合中央金庫

中国 山口県 宇部市 株式会社ダッシュ 7250001008564 「アクティブシニア層をメインターゲットとした、次世代型フィットネス事業～脳科学／ヘルスケア分野との融合～への挑戦」 税理士法人さくら優和パートナーズ

中国 山口県 柳井市 晃和興産株式会社 8250001012441 燃料小売業者の総合リフォーム事業への事業拡大 株式会社広島銀行

中国 山口県 周南市 蛇島開発株式会社 5250001008839 建設現場への建設廃棄物リサイクル処理施設のレンタル事業 株式会社　Ｇサポート

中国 山口県 宇部市 宇部協立産業株式会社 6250001002989 オリジナル砕石製造部品・機器・システムの製造販売事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 ＳＭＧコンサルタント株式会社 1250001018453 「陸・海・空」全領域に対応した３次元測量による地域の安心安全への寄与 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 下関市 株式会社みちしお 1250001006409 “割烹御食事処みちしお”を改修し、宿泊施設“旅籠（ＨＡＴＡＧＯ）みちしお”として再出発 山陽商工会議所

中国 山口県 山陽小野田市 株式会社オリエンタルホテル 5250001004895 コロナ禍で共存共栄・マッサージ師統合によるホテルの新サービス展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 宇部市 有限会社末永整骨院・光 9250002007209 整骨院が行う、自己免疫力向上のための温活プログラム 合同会社ＲＹＤＥＥＮ

四国 徳島県 徳島市 株式会社花菱商店 3480001001888 削り節の製造技術・半製品と地元食材を活用して加工する瓶詰食品の製造及び販売 徳島商工会議所

四国 徳島県 名西郡石井町 ナッシュカリーアメリカン 当店の思い満載によるレトルトカレー新規参入・新規顧客獲得 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 板野郡松茂町 アンジュクレール 徳島初！エステティシャンのブライダル関連事業進出！ 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 クシティヨガ 身体の内面を徹底的に元気に！小料理屋とヨガを融合したヨガ食堂事業 髙司　浩史

四国 徳島県 美馬市 有限会社やまうち 6480002015281 ブランド品・ジーンズ等・藍染によるリメイク事業進出・新市場開拓 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 ＲＵＣＯ美容室 中高年女性の薄毛の悩みを解決する増毛・育毛サロンの展開 徳島商工会議所

四国 徳島県 徳島市 エステサロンベルアミー イーキュアレーションインストラクター育成事業展開による経営安定化 髙司　浩史

四国 徳島県 鳴門市 有限会社日出蔵 4480002012421 飲食から物販へ！多種多様な冷凍商品の製造販売とネット販売事業 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 徳島市 ディエムラフィナート 男性への健康・美容総合サービスの提供 税理士法人マスエージェント

四国 徳島県 徳島市 中国小菜酒家なお 通販向け餃子・焼売の生産体制の強化 西　良騎

四国 徳島県 徳島市 ＢＯＵＮＤ　ＢＯＸ 徳島県初！！デジタルアートで繋ぐ地方活性化事業 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 ＳＭＳクライム有限会社 8480002008812 アイスクリーム店から完全撤退！ＢＢＱ・アクティビティサービスを体験できる地産地消焼肉店への事業転換 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 森直哉 彩りオムライスのデリバリー事業による、繁華街の活性化 長尾　辰彦

四国 徳島県 板野郡北島町中村 ＧＦＥ合同会社 6480003001578 機械によりオペレーションを効率化したテイクアウトおよび冷凍食品販売事業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

四国 徳島県 徳島市 手鞠花 手の届く贅沢！！　徳島初・エクレア専門店 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 株式会社ＡＹ技研 1480001009132 建築余剰資材をアウトレットでリサイクル販売する 山本　文則

四国 徳島県 徳島市 株式会社ＯＧＡＷＡ 3480001001913 ＥＣプラットホームを活用したキッチンカーによる地域おこし事業 株式会社百十四銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社モリモト 7480001002346 飲食店に活路を！独自開発クラフトビール専用設備販売業への展開 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 心の休息インディゴ シニアの生活と子育てママの社会復帰を支援！家事代行業への挑戦 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 名西郡石井町 和風ダイニング連 居酒屋が再起をかけたオーベルジュ及びお弁当事業への新分野展開 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 阿南市 有限会社森吉商店 7480002013763 地方の材料問屋が創った「新たなタタミ」を手に、大都市でショップに挑戦 垣内　清隆

四国 徳島県 徳島市 リンクル株式会社 9480001009505 古民家を活用した重度介護認定者が利用できる入浴特化型デイサービス 税理士法人後藤会計事務所

四国 徳島県 美馬市 企業組合辻芳商店 9480005005293 四国一の清流における屋外アクティビティでの地域観光活性化事業 税理士法人喜多会計

四国 徳島県 三好市 株式会社田原工業 3480001007646 公共工事への依存を脱する為の、民間「水のトラブル修繕事業」と浄化槽設置工事業への新規参入 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 吉野川市 株式会社あおぎワークホーム 9480001004778 地域福祉への貢献！障がい者グループホームへの新事業展開 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 徳島市 株式会社いさわ 3480001004362 屋内テニスコートを活用した「運動塾」の開発と展開 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 徳島市 株式会社コール・ミー 9480001005603 携帯一筋３０年、顧客との絆を武器に相互送客でカフェ事業を変える 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 名西郡神山町 有限会社神山鉄工所 7480002005991 ワンランク上の認定工場で作る、安心・安全な鉄骨で新分野展開 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 徳島市 株式会社テクシード 6480001003948 蓄電池産業向け生産機械製作への新規参入による新分野展開 倉智　武彦

四国 徳島県 徳島市 住宅設備アシスト株式会社 1480001003779 営業オンライン化による太陽光発電システムの非対面販売とサブスクリプションサービス事業の新展開 株式会社伊予銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社高橋ふとん店 1480001002715 オーダーウレタン敷布団の製造販売 税理士法人マスエージェント

四国 徳島県 徳島市 株式会社ディーディーインテックス 1480001000958 動画配信による卸売業（ＢｔｏＢ）から小売業（ＢｔｏＣ）への業態転換 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 美馬市 有限会社拝原建設 9480002014958 宿泊事業「スモールヴィレッジ（仮）」～自然との触れ合いに特化した心の安息地～の提供 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 徳島市 呑み喰い処旬 居酒屋から、和洋折衷コース料理及びデリバリー弁当販売店への事業転換 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 鳴門市 株式会社野口モータース 7480001009713 鳴門市唯一の大型車両に対応したロードサービスの提供 株式会社阿波銀行
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四国 徳島県 徳島市 株式会社パブリック・ベースボールクラブ徳島 5480001008122 徳島県初！元プロ野球選手による最新設備を用いた室内野球スクールの開校！ 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 板野郡松茂町 池田建設株式会社 3480001009452 ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎを活用し、民間工事を推進することで元請業者への業態転換を図る 徳島信用金庫

四国 徳島県 美馬市 株式会社ＧＬＯＢＡＬ 2480001010733 木くずの産業廃棄物中間処理事業への新事業展開 株式会社四国銀行

四国 徳島県 那賀郡那賀町 北川モータース 自動車整備工場から「カーリース＆レンタル」事業への新分野展開 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 三好市 有限会社ヤマト重機 5480002015951 コンクリートがら中間処理事業への新事業展開 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 鳴門市 株式会社中岸商店 4480001005046 陸上養殖技術を活用した「スジアオノリ」の６次産業化事業への新分野展開 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 徳島市 バー余白 １日３組限定、高付加価値の肉懐石コース料理店の開業 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 上村紙器株式会社 5480001000252 最新鋭のデジタル印刷機導入による高品質化粧箱生産への対応 株式会社フラッグシップ経営

四国 徳島県 三好市 株式会社ミヨシキャスティング 7480001007766 アフターコロナにおいて需要が急増しているロボット部品製造事業への新分野展開 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 マルヨシ食品株式会社 4480001002324 漬物製造販売の経験を活かし袋詰めに特化したサービス事業の展開 株式会社四国銀行

四国 徳島県 阿波市 平野金属株式会社 9480001004613 宅配ボックスの生産体制確立によるＥＣ市場への進出 株式会社ゼロプラス

四国 徳島県 板野郡藍住町 有限会社いずみソーシャル・サポート 5480002012131 障がい者の地域での暮らしを支える住まいを提供し、地域共生社会の実現を目指す 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 阿南市 有限会社ナルディ 3480002013429 車社会の大変貌をチャンスに販売業から整備業にも挑戦し、地域の安全を守る 阿南信用金庫

四国 徳島県 鳴門市 株式会社ウザワ 8480001006288 新事業展開　大工が創るジャパネスクなインテリア家具 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 阿南市 株式会社リノヴェ 3480001007844 ０～６歳児までを対象としたＡＩによるオンライン英会話サービスの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

四国 徳島県 徳島市 ハナブサ厨房株式会社 8480001003236 「徳島県初！レンタルキッチン併設グランピング場の開設」 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 海部郡美波町 浜吉水産 海産物の燻製事業の経験を生かした食肉燻製事業への取り組み 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 板野郡松茂町 株式会社ＰＩＫＯ 9480001006023 宝石店が地域に笑顔を届ける「洋菓子店のＦＣ事業」に挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

四国 徳島県 阿南市 阿波哲合同会社 7480003001354 ワーケーション可能な体験型アクティビティ提供施設の設立 税理士法人アクシス

四国 徳島県 海部郡美波町 さくら庵 田舎の貸切古民家宿が叶えるｗｉｔｈ／ａｆｔｅｒコロナ時代の旅の形 吉本　智

四国 徳島県 徳島市 株式会社エムソリューション 3480001010815 環境に配慮したコインランドリー事業と併設店舗でのサステナブル商品の販売 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 徳島トラック株式会社 1480001001477 専用保冷剤交換サービス付き保冷剤装着具の開発・販売 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社ときわ 3480001001517 瀬戸内の食材を活かした「新しい食卓」提案事業 税理士法人アクシス

四国 徳島県 阿南市 株式会社アズマ四国 9480001006592 営繕型リフォームから性能向上リノベーション分野への展開 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 日晃商事有限会社 6480002002222 衣料卸からライフスタイルを提案するリフォーム業への業種転換 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社猿楽社 9480001009447 阿波踊り専門の紙媒体からオンラインビジネスへ事業を転換する 税理士法人アクシス

四国 徳島県 阿南市 株式会社岡部機械工業 3480001008017 パルスオキシメーター製造による医療機器分野への新規市場進出 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 今中大豪 セントラルキッチンの設置と徳島県産の材料を使用した料理提供で「徳島」を活気付ける 長谷　有希央

四国 徳島県 徳島市 有限会社天野鉄工所 3480002000402 一体化した大型部品の一貫加工・製造に挑戦する新分野展開事業 徳島県中小企業団体中央会

四国 徳島県 徳島市 株式会社ボン・アーム 4480001003867 ～徳島からあいをお届け～　くすりやが作る生薬原料と生薬化粧品 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社さわ 9480001003994 地域資源を活用した特色ある瓶詰（防災食）製造販売への新分野展開 株式会社徳島大正銀行

四国 香川県 三豊市 株式会社協同サポート 2470001012086 コロナ禍の市場環境に対応！就労継続支援事業所の新しい挑戦！ 吉元秀樹

四国 香川県 綾歌郡綾川町 株式会社ＭＹテック 6470001012628 コロナ禍でも供養可能なペット訪問火葬事業への業種転換 株式会社香川銀行

四国 香川県 仲多度郡琴平町 株式会社ｚｅｒｏ 8470001009473 ペットと泊まれる古民家運営事業による事業再構築 税理士法人生駒会計

四国 香川県 坂出市 有限会社平尾花火店 1470002015279 今だからこそ、花火の底力を！～シークレット花火を軸にした大胆な事業再構築～ 坂出商工会議所

四国 香川県 高松市 株式会社ナヤズダイニング 1470001004373 食材ロス削減のための冷凍食材製造販売及びフランチャイズ事業の確立 株式会社香川銀行

四国 香川県 観音寺市 株式会社フォルムハウス 1470002017374 地球環境に配慮したＣＯ₂ネットゼロハウス宿泊体験型サービスへの新分野展開 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社アロマズ 4470001014642 自社開発ネット販売システム導入による非対面販売への思い切った挑戦 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社香川バンケットサービス 6470001004567 インターネットを活用した「オンライン講座」の展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 有限会社贔屓屋 1470002005585 「新しい店舗スタイル（非接触店舗）」の立ち上げ 高松信用金庫

四国 香川県 東かがわ市 株式会社ｍ．ｙ．ｃ 1470001018919 飲食店に元気を！顔の見えるグルメサイト構築・運営で地域活性化 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社二宮石材 7470001005853 オンライン商談と直営店舗進出による、アート石材小売業への転換 香川県商工会連合会

四国 香川県 丸亀市 有限会社沙棗 2470002011715 夜の店から昼の店へ・３０年続いたスナックからフルーツサンド店に転換 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ノバス 4470001015087 医師監修の完全オンライン型パーソナルジム事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 小豆郡小豆島町 珈琲とおやつ　タコのまくら 売上増加と安定化とコロナ禍後を見据えた　Ａｉｒｂｎｂ（民泊）事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 ウェーブスワールド有限会社 9470002009273 高松市「スーパーシティ構想」を後押し！！動画製作・編集教室事業で新分野展開 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社オカウチアピー 7470001000838 売る場所から、着てみる・試してみる場所へ。体験型志向店へのリニューアル 折原　麻衣子

四国 香川県 高松市 株式会社瀬戸内ステイ 6470001015028 瀬戸内海の女木島で賑わいを作り出す、レンタルスペースの新事業展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ゼムス 5470001002349 ドローンを活用する上で必要な知識と技術を提供する香川ドローンラボの開業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社ＳＫＴ 9470001014951 超感染症対策仕様の「暗闇フィットネスクラブ」事業 塩入　大輔

四国 香川県 木田郡三木町 株式会社トータルプラス 5470001013866 人を生かす経営と利用する側の利便性・効率性を追求した足場工事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 有限会社トッキ商事 1470002007706 愛車管理の新時代　大型バス清掃のプロが提供するカーコーティング事業 高松信用金庫

四国 香川県 観音寺市 有限会社三栄産業 8470002017459 心身の健康・豊かさを取り戻す「環境型ガレージサウナ体験サービス」への新分野展開 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社Ｂｏｒｒａｃｈｏ 3470001014206 “密な居酒屋”から“スマートな非接触型ラーメン店”への業態転換 高松信用金庫

四国 香川県 丸亀市 合同会社ＫＧ－ＰＲＯＤＵＣＥ 8470003001825 地産地消グルメ飲食店の開業と　壁面　ＬＥＤ　広告業の開始 權田　成悟

四国 香川県 高松市 株式会社ＥＴＨＩＣＡＬ　ＧＲＯＵＰ 1470003000619 瀬戸内のさぬき広島にプライベートアウトドスペースを！島から海洋問題にも取り組む「エシカルアイランドプロジェクト」 山地　圭二

四国 香川県 高松市 合同会社ＭＥＩＸ 9470003001824 持ち帰り・デリバリー対応の餃子店でコロナに強い飲食店へ 權田　成悟

四国 香川県 高松市 南部開発株式会社 6470001003107 水陸両用建機を使った特許浚渫工法による生産性向上と事業再構築 株式会社ＪＡＰＡＮ　Ｂｒａｎｄ　ＨＡＬ

四国 香川県 高松市 ユーロスポーツ株式会社 6470001006497 脱炭素社会実現に貢献！電気自動車（ＥＶ）の充電ストレスを軽減しＥＶ販売を拡大 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 丸栄機工株式会社 7470001017188 高精度な重切削加工技術の確立による半導体製造装置関連市場への新分野展開 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 森永ミルクデリバリー香川町店 既存の牛乳宅配のルートを活用したパンの宅配事業への進出！ 香川県商工会連合会

四国 香川県 東かがわ市 株式会社シロトリ 2470001011385 安心・安全な社会環境を目指す抗ウィルスソリューション事業開発 株式会社百十四銀行

四国 香川県 仲多度郡多度津町 株式会社カネヒデ 6470001011992 冷凍殻付きカキの製造と通年販売による事業再構築 株式会社リアリゼイション

四国 香川県 高松市 株式会社オオタ 9470001000084 建機部品の成形加工業への新分野展開による売上・収益のＶ字回復 株式会社ゼロプラス

四国 香川県 坂出市 有限会社佐々木鉄工所 8470002014910 当社の強みを活かした地域貢献事業への挑戦による新分野展開 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社エステート三貴 4470001015822 太陽光発電システムの管理・点検サービス事業への新分野展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社カワニシ 6470001001151 外部環境に依存されない製造体制を構築し、コロナ禍からのＶ字回復事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ａｆｆｅｃｔｕｅｕｘ 5470001006028 心も体もきれいになる至高の薬膳火鍋 高松信用金庫

四国 香川県 坂出市 株式会社Ｋ－ＨＯＵＳＥ． 6470001016926 廃棄内装材の有効利用、内装材のリサイクル販売への進出 観音寺信用金庫

四国 香川県 丸亀市 有限会社寿工房 8470002013920 自家消費型太陽光発電システム販売・設置工事事業への進出 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ハーモニー 7470001014623 ３ケ月先まで予約が埋まる「予防歯科」経営手法のオンラインコンサル事業 一般社団法人共創デザイン総合研究所
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四国 香川県 坂出市 丸善工業株式会社 1470001009190 シート印刷の新技術導入による衛生用品分野への思い切った挑戦 観音寺信用金庫

四国 香川県 綾歌郡綾川町 株式会社カートランド四国 5470001017479 高齢化社会に対応した福祉車両の整備・板金・販売事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 丸亀市 安田技研株式会社 8470001007725 新たなメッキ処理設備の導入による金属加工の多角化を実現した新分野への展開 兵庫信用金庫

四国 香川県 高松市 ＡＳＡＫＵＲＡ　朝倉博美 「美容室が２か所の遊休フロアを再生し、極上の貸し切りヴィラ事業（民泊及びブライダル）に挑戦する。」計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 木田郡三木町 大三機工株式会社 4470001006771 次世代エネルギーを推進するための水素燃料タンク製造への新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

四国 香川県 三豊市 有限会社ゆぐち装飾 9470002017202 四国初！ＤＸによるスポーツの見える化及びデータ提供事業 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社渡辺鉄工所 7470001004368 高付加価値建築関連製品製造事業への新分野展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 有限会社アイ・アイイスズ 1470002000487 デジタル技術を活用した「接客型ライブコマース」への挑戦 高松信用金庫

四国 香川県 三豊市 筒井鉄工株式会社 3470001010361 太陽光発電設備付きビニールハウス等の製作に関する事業計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 観音寺市 有限会社タニーズ 1470002016038 飲食店のための飲食店新規開業 観音寺信用金庫

四国 香川県 東かがわ市 アトラス整骨院 独居老人を救え！高齢者に優しい宅配を行うオリジナル食パン専門店に業種転換、ＥＣサイトでローカルから全国へ 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 高松市 有限会社リビング・ラブ 3470002007472 インテリア×オーシャンビュー×カフェで時間消費・空間を商品としたカフェの展開 株式会社阿波銀行

四国 香川県 坂出市 讃岐紙工株式会社 8470001008987 香川県坂出地区初の「バーチャルシステムによる非対面型フィットネスクラブ」分野への進出 株式会社香川銀行

四国 香川県 木田郡三木町 滝川印刷株式会社 4470001006945 ハイブリッド光触媒による「抗菌・除菌うちわ」と「抗菌・除菌厚紙封筒」印刷事業に新分野展開 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 三豊市 株式会社豊和開発 7470001010275 屋外体育施設における天然芝、人工芝の維持管理事業への新分野展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社サンキ 1470001001585 設備販売の知識を生かした省エネ設備設計・コンサル分野への新展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 小豆郡土庄町 株式会社丸島ハウジングサービス 2470001012227 エクステリア工事業をＤＸ化し進出する 香川県商工会連合会

四国 香川県 小豆郡小豆島町 有限会社真里 4470002019343 ワーケーション施設とシェアハウスを融合させた新しいビジネススタイルの「シェアケーション（造語）」施設事業 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 丸亀市 琴参タクシー株式会社 9470001009695 タクシー事業者による陸と海のツアーを一体で提案する観光事業の新事業展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 三豊市 株式会社モクラス 9470001010851 木製バレルサウナ及び関連製品の開発と設備導入による新市場進出 株式会社伊予銀行

四国 香川県 坂出市 株式会社おがた食研 5470001013222 地域に貢献する「長期保存が可能な地元名物商品の開発・販売」事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 さぬき市 樫原工業株式会社 2470001011039 自社オリジナルシューズの製造販売で下請企業からシューズメーカーへ事業転換 大内　幹永

四国 香川県 坂出市 新山樋石材株式会社 5470001009501 バイオマス発電等のは廃棄物を原料とした高付加価値再生砂「ニューリグローブ」の製造 梅澤秀樹

四国 香川県 観音寺市 株式会社ビー・エム・シー 3470001010205 屋外広告看板事業新規参入～明るいＬＥＤビジョンで未来を明るく照らす 香川県商工会連合会

四国 香川県 木田郡三木町 ＵＳＥ株式会社 9470002011130 ＡＰＩ連携サーバを開発、インダストリー４．０に対応したエンジニアリング会社に転換 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 有限会社熊野蒲鉾店 1470002002483 高齢者の健康を支える讃岐を代表する嚥下食用練り物の製造・販売 株式会社百十四銀行

四国 香川県 仲多度郡琴平町 西野金陵株式会社 6470001008188 搾りたてそのままにお届け！ピリッとはじける新たな日本酒開発事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 三豊市 三豊林材工業株式会社 3470001010592 自社の家具製作技術を活用した別注大型建具分野への新事業展開 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 宮本スケール 業界初の超大型質量比較器（コンパレーター）製造事業への挑戦 株式会社中国銀行

四国 香川県 東かがわ市 有限会社ポルテ 1470002018612 フレイル予防のために用いるベルト電極式骨格筋電気刺激法を活用した医療器具の部品製造 みどり合同税理士法人

四国 香川県 仲多度郡多度津町 株式会社イハラ 8470001007849 Ｍ＆Ａによる階段・手摺事業への展開による、新たな収益源の獲得 株式会社ゼロプラス

四国 香川県 丸亀市 山神印刷製袋株式会社 7470001007726 宅配向け包装資材の製造・量産化の実現 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 サンエイ株式会社 8470001001554 配送伝票の製造請負からシール型セキュリティ印刷の事業化で業態転換 株式会社香川銀行

四国 香川県 綾歌郡綾川町 有限会社須田木材 1470002010858 社会問題となっている空き家をリフォームした体験型宿泊サービス事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 ワキシーズンカメラ 参加者が楽しい１日を過ごしてもらえるパーティー型撮影スタジオ みどり合同税理士法人

四国 香川県 仲多度郡琴平町 有限会社ジュエルヒラタ 7470002013252 無人セルフチェックインシステムを利用した非接触型の戸建て宿泊施設の運営 みどり合同税理士法人

四国 香川県 香川郡直島町 ｋａｎｅｍｉｔｓｕ株式会社 1470001005966 宿泊事業から学生向けレジデンス事業とｅ－ｓｐｏｒｔｓ事業への業態転換に係る事業計画 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

四国 香川県 高松市 株式会社香西商店 5470001001433 業界に長年存在した不具合を解決した和装専門晴れの日写真スタジオ 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社ナセル 5470001006705 入浴サービスを強化したデイサービス事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社ハナブサ 9470001003392 美容室向けローカルＥＣサイト運営支援事業 高松信用金庫

四国 香川県 東かがわ市 株式会社ハウスサービス 9470001011230 自社ブランドとして開発するパッケージ空間及び小屋を複数展示販売する事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 木田郡三木町 株式会社テルミ・エンタープライズ 4470001006788 画期的なポリエステル素材へのフルカラー印刷と生産性向上の実現 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ミネック 3470001003745 総合体験型施設を備えた地域密着型サッカースクールへの新分野展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社グローアップ・ファースト 4470001014972 当社建築ノウハウおよびアウトドア商材を活用した非接触型宿泊事業 森　裕輝

四国 香川県 東かがわ市 株式会社ダイヤモンドバレー 5470001011416 アルミ建材取付工事業進出によるワンストップ工事で短納期化の実現 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 香川印刷株式会社 3470001000924 「老舗印刷会社が挑戦。卓上カレンダーと団扇で新規マーケット開拓」 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社古川鐵工所 7470001017667 高精度加工機の導入、自社ノウハウの提供による半導体分野への進出 株式会社中国銀行

四国 香川県 木田郡三木町 株式会社オルトリハ・システム 7470001006934 中国・四国地方初！　デジタル技術を活用した義肢装具のＢｔｏＢ事業への挑戦 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社Ｋａｇａｍｉｈａｒａ 7470001012643 「愛犬家住宅コーディネーターが提供するドッグラン併設カフェ事業」の展開 税理士法人ミライト・パートナーズ

四国 香川県 高松市 喫茶アン 復刻させた伝説のラーメンをテイクアウト＆移動販売＆土産商品で販売 高松信用金庫

四国 香川県 三豊市 株式会社瀬戸水産 8470001010555 新工場を建設し製造体制を一新。冷凍食品製造業参入と自社ブランド製品で事業再構築を図る。 観音寺信用金庫

四国 香川県 観音寺市 株式会社観音寺ボデー工作所 5470001009864 電動化車両への対応に向けての車両整備用新設備導入計画 ストラーダ税理士法人

四国 香川県 観音寺市 わくわくパソコン教室 障害者向けＩＣＴサポートセンター（職業訓練施設）の運営 観音寺信用金庫

四国 香川県 綾歌郡綾川町 有限会社コクラ工芸 4470002014872 最先端の計測機器を備えたバッティングセンターで、スポーツによる地域活性化に挑戦 黒川　一也

四国 香川県 高松市 株式会社喜代美山荘 7470001001290 団体旅行から個人旅行及びワーケーションに適応した旅館への業態転換 吉川　和良

四国 香川県 高松市 株式会社山食 3470001004735 からだに優しいヘルシーな「鶏肉」のスーパー向け卸売り事業分野への進出 梅澤秀樹

四国 香川県 高松市 ＡＵＲＯＲＡ　ＭＵＳＩＣ　ＣＯＭＰＡＮＹ 音大卒音楽家活用の音楽教室＆イベント運営用完全防音１００㎡ホール 高松信用金庫

四国 香川県 観音寺市 株式会社大西グリーン 5470001018808 特殊樹皮肥料を使ったオリジナル培養土の開発とネット販売での小売業進出 高松信用金庫

四国 香川県 小豆郡小豆島町 小豆島生コン株式会社 5470001012158 「地球にやさしいコンクリート」環境負荷を低減した新方式コンクリート製造への挑戦 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 松村石油有限会社 5470002006423 レンタルガレージを併設した次世代自動車対応の認証整備工場新築による自動車整備事業への新分野展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ディレクターズ 3470001016549 既存事務所を活用した学習塾運営、地域の子どもに学ぶ目的や楽しさを伝えて学力格差の是正に貢献。 高松信用金庫

四国 香川県 丸亀市 あおぞら工業株式会社 6470001017882 業界最速見積り製造納品！屋根瓦板金部材の御用聞きビジネス 株式会社百十四銀行

四国 香川県 さぬき市 株式会社やまと 6470001017809 オリーブ牛など地元食材を使った産直カフェで地域住民の集い場づくり 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社妙興 1120001129726 こだわり住宅向け外構工事・家周りの空間デザイン事業 株式会社香川銀行

四国 香川県 さぬき市 株式会社ヤマイチ 8470001011198 静電塗装技術の獲得による高耐食鉄骨二次部材の製造・供給 株式会社ゼロプラス

四国 香川県 高松市 株式会社榊紙店 7470001001613 平判自動打抜き加工機による、板紙（厚紙）加工分野参入及び紙製品の最終製品化 公益財団法人かがわ産業支援財団

四国 香川県 高松市 株式会社サンクラッド 4470001013826 学校連携リユース学生服通販及び廃棄学生服のリサイクル商品化プロジェクト 高松信用金庫

四国 香川県 小豆郡土庄町 株式会社小豆島国際ホテル 1470001012153 観光名所「恋人の聖地　エンジェルロード」に隣接するフルーツパーラー運営事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 木田郡三木町 フォックスジャパン株式会社 8470001015835 ＳＵＶ×アウトドアライフスタイルの、非接触・提案型スタジオの建設 高松信用金庫

四国 香川県 三豊市 合同会社Ｆｉｚｍ 2470003001384 インターネットライブ配信及び企業映像制作の拠点となる動画スタジオ開設の新事業展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 坂出市 株式会社サクセス 5470001009006 コロナ時代に求められる物流に対応、非接触型の倉庫一括管理事業への挑戦　ＳＤＧｓと共に 株式会社百十四銀行
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四国 香川県 坂出市 有限会社三和ボデー 9470002014926 愛車をいつまでも美しく守る手洗い洗車・コーティング事業 高松信用金庫

四国 香川県 坂出市 瀬戸内ハウス 瀬戸内の魅力を活かしたワーケーション特化型民泊施設の開業 大隅　直人

四国 愛媛県 松山市 ＨＥＡＲＴ　ＩＮ　ＴＯＵＣＨ合同会社 3200003003480 オンラインメンタルケアシステム『ＩＹＡＳＨＩ』の構築と販促 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 今治市 丸鷹産業株式会社 9500001012349 ＢｔｏＣ向け新ブランド立ち上げを通じた販路開拓及び生産効率化の実現 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 今治市 有限会社風美堂製菓 8500002019922 しまなみで育った自然の恵みを、直接お客様のお手元へ 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 有限会社セイワパッケージ 5500002018489 タオル業界で培った検品・個包装技術を活かした食品市場への新たな挑戦！ エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 新居浜市 一般社団法人スタジオ夢叶 2500005007855 有機野菜や自家焙煎珈琲などを販売する就労継続支援　Ｂ　型事業所の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社柴田辨治商店 6500002021632 夏季でも喜ばれる和菓子「冷凍で食べておいしい饅頭」の商品化による新規需要獲得 株式会社中国銀行

四国 愛媛県 八幡浜市 梅美人酒造株式会社 6500001008259 歴史のある蔵×地ウイスキー醸造事業への進出 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 コンテックス株式会社 7500001011559 靴下編み機導入による、新製品の製造による新市場の開拓 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社永久堂 9500002016019 創業昭和元年の和洋菓子店が半生ドライフルーツを新開発しＥＣ販売 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 トーラスミュージックスクール そこにしかない“演奏”をカタチに残す、音楽記念品製造販売事業 松山商工会議所

四国 愛媛県 松山市 あい整骨院雄郡小学校前 女性に特化した完全個室の美容鍼灸院の開設による新分野展開と事業拡大 今井　惠一

四国 愛媛県 西条市 株式会社穿孔社 8500001020716 新工法による建設従事者の減少に対応した解体撤去業への進出 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社マルヨシ工業 3500001021776 自転車保有率が全国上位と愛媛で自転車洗車サービスへ新事業展開 井上　直輝

四国 愛媛県 今治市 株式会社１２１４ 2500001020936 個室シェアサロン運営によるフリーランス、休眠美容師の復職・自立化支援事業への挑戦 エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 今治市 ＨＡＩＲ　ＳＴＵＤＩＯ　Ｒａｖｉｓｈ 観光＆サイクリスト『しまなみ海道・大三島』丸ごと味わう創作料理屋『雅樂（ＧＡＲＡＫＵ）』 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 宇和島市 有限会社宇和島コピーセンター 5500002022532 非接触型セルフ写真館の運営 宇和島商工会議所

四国 愛媛県 松山市 株式会社ライフベース 4500001017212 ３Ｄモデルハウス－カタログサイトによる住宅建築の集客支援への取り組み 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 宇和島市 デジタルコーナー株式会社 1500001018262 市民との接点となるコーヒースタンド、コミュニティスペースの設営、通販事業の立ち上げ 一ノ宮　康嗣

四国 愛媛県 今治市 有限会社おみやげナガノ 6500002020171 土産店による島の希少柑橘を使った天然果汁製造への挑戦！ エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社四国クオリティ 1500001015094 竹害防止のために伐採した竹からつくる肥料・飼料の製造販売事業 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 今治市 有限会社成和技研 7500002018487 今治初！四国最大級！！全打席データ計測器完備の室内ゴルフ練習場運営へ挑戦！！！ 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 西条市 株式会社オネスト 9500001013685 ＤＸを駆使した調剤機器とドライブスルー薬局で事業を再構築する 株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 今治市 伊予建設工業株式会社 8500001012770 船舶用大口径パイプの加工設備導入によるパイプ製造の新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社水上塗装 2500001010334 「ダブルブラスト工法」のロイヤリティ型ビジネスによる循環型社会への貢献 株式会社エフアンドエム

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社青木蒲鉾店 3500002020926 高温高圧調理器の導入による「常温保存・常温流通の実現と市場拡大」 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社タイケン 6500001019454 職人が一貫対応で建築する工務店の、テレワーク需要を見据えたワークブース販売 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社真木 2500001013023 ハンカチタオル縫製加工の自動化と縫製工の技術を活かした新製品縫製加工事業の開始 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社クリエイト伸 3500001015191 心身ともに健康に！家族の幸せを支える庭付きハイエンド住宅開発 川之江信用金庫

四国 愛媛県 松山市 株式会社酒の大型スーパージン 9500001001748 ゴルフ未経験者から上級者まで楽しめるシミュレーションゴルフセンターの展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 島尾工業株式会社 5500001021849 プラント向け配管に関するトータルサポート事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 株式会社象三 6500001022796 店舗依存型脱却に向けてのテイクアウト・デリバリー事業 越智　聖

四国 愛媛県 松山市 株式会社エル・エス・エム 2500001005680 地域資源を活用した「角打ち」スペースの新設による飲食業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社蛭子丸 3500001014045 カリスマ漁師による鮮魚６次化、小売から世界への挑戦 株式会社香川銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社グローバルトラスト 9500001022273 ホテルライクなサービスの提供と災害時地域住民に開放するコインランドリー事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 株式会社ファブサイド 3500001021487 全国建築鉄骨加工業者を対象にした専用アプリ及びシステム提供サービス 愛媛県中小企業団体中央会

四国 愛媛県 西条市 有限会社守矢建設 4500002015487 オリジナルレジンカウンター製造業務とＬＣＣＭ　住宅（ライフ・サイクル・カーボン・マイナス住宅）普及促進のために必要となる みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 今治市 株式会社ムラカミ石材 6500001019561 石材事業から解体業へ、県内初！終活ワンストップサービス 本多　剛士

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社塩崎工業 9500002016506 難加工材の高精度切断加工技術習得による半導体産業への進出 株式会社ゼロプラス

四国 愛媛県 宇和島市 株式会社近藤公久商店 9500001016300 養殖魚向けの冷凍餌保管販売事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社有高扇山堂 1500001014179 「えひめ伝統工芸士」認定の技術力を用いたオンラインワークショップの活用 東予信用金庫

四国 愛媛県 松山市 株式会社ブレス 4500001003591 老舗アパレルが実施する大人気スイーツショップ出店による街の活性化 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 大西紙工有限会社 7500002021053 クリーンルームを用いた医療用ドレープ製造 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 株式会社ヒューネット 6500001003433 地球環境問題の解決に寄与する食用コオロギパウダーの生産事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 今治市 有限会社ステーションホテルミナミ 3500002018466 今治市が強化するサイクリスト向けの観光需要の取組を背景とした新ホテルの建築 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 八幡浜市 株式会社マルミ 1500001008503 最新技術で安心安全なアワビを当社物流網で低コスト流通事業 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 有限会社ＫＡＥＣＨＩ 8500002010187 居酒屋事業のノウハウを活かしたスーパーマーケット事業への新規展開 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社パーソナルアシスタント青空 6500002002871 脱炭素農業を広げ野菜果物を生産から加工販売まで一体化事業 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 新居浜市 西機電装株式会社 3500001010184 新たな塗装設備の導入による半導体製造装置市場への新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 藤井工業株式会社 1500001017504 ５００ｔプレス導入による焼板曲げ加工と製造・販売への進出について 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社アイリテクノ 5500001010802 食品加工工場で使用する業務用食品機械の修理・整備・開発 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 有限会社楠岡鉄筋工業所 9500002002381 国産カンゾウ栽培加工事業への進出による休耕田の活用 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 宇和島市 立木工務店株式会社 5500001018589 愛媛県宇和島市の非日常グランピング施設の運営事業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

四国 愛媛県 西予市 株式会社たいよう農園 1500001019590 「自社オリジナル商品（地元食材を使ったレトルト食品）」をインターネット販売することによる事業再構築 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 白川木工有限会社 6500002018422 オーダー家具・建具の企画製作会社によるサブスクリプション事業への挑戦！ 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 松山市 南や北や 製麺所併設ラーメン店出店 丸木　公介

四国 愛媛県 今治市 楠橋紋織株式会社 9500001011482 国内外のタオル事業の再構築 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西条市 有限会社今井青果 1500002014789 未利用資源の搾汁残渣を有効活用した循環型事業の構築 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 第一印刷株式会社 8500001011814 高付加価値な紙加工商品の製造・販売による新分野へ挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社飯尾電機 1500001009872 クリーンルーム工場での半導体製造装置ユニットと医療用超電導コイルの開発製造 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社応用機械 9500002022025 当社の技術を活用した「オーダーメイドキャンピングカー」等の製作 株式会社香川銀行

四国 愛媛県 西条市 西条環境整備株式会社 4500001010869 「汚泥中間処理」で豊かな瀬戸内海と東予エリアのＳＤＧｓに貢献する 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 伊予郡松前町 小手川工業株式会社 8500001004867 厚板金属加工業から薄板金属加工業への転換による太陽光パネル搭載ガレージの製造 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 宇和島市 イヨスイ株式会社 1500001015284 オンタイム生産・オンタイム出荷による養殖魚加工品の自社ブランド立ち上げと販路拡大 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 Ｒｉｔｚ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 3120001191328 画期的特許技術を有するまつ毛エクステライセンス講習事業の展開 株式会社ジャストコンサルティング

四国 愛媛県 松山市 株式会社門田商店 9500001001244 自社リサイクルによる非鉄金属販売事業への進出 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 檜垣造船株式会社 5500001012187 波方工場　第五棟　増築計画 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 有限会社翁堂 6500002001782 「創業５０年を越える乾物屋が作る本物の味を食卓まで！」 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 佐川印刷株式会社 7500001005148 段ボール家具製造業事業への展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社瀬戸内ブランディング 3500001016173 催事企画会社の強みを活かした自社店舗販売への進出 株式会社伊予銀行
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四国 愛媛県 新居浜市 株式会社タステム． 6500001009876 薄板金属の一貫生産技術を活かした防災関連分野への展開 公益財団法人えひめ東予産業創造センター

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社クラフトガーデンワークス 2500001023071 コロナ禍を背景とした新需要の植物店舗接事業 税理士法人やよい

四国 愛媛県 西条市 株式会社越智鋳造所 2500001009244 自動化設備や高性能ロボット等の成長市場参入に向けた設備の導入 高田　勝人

四国 愛媛県 伊予郡松前町 義農味噌株式会社 6500001004860 地域農産品を使用したジャム・ゼリー食品分野の製造・販売に参入する。 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 伊予市 有限会社伊予カントリークラブ 9500002008024 バーチャル×リアルによる新たなゴルフレッスンの展開 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 宇和島市 清家興業有限会社 9500002022818 省人化された倉庫における養殖魚用エサの保管・管理 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 有限会社松山針灸接骨院 5500002006155 未就学児の児童発達支援事業で子供たちの可能性を広げる 株式会社阿波銀行

四国 愛媛県 四国中央市 技研工機株式会社 7500001014611 脱炭素社会の実現に寄与する、ＥＶ自動車用バッテリーセパレータフィルム製造装置への新規参入 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 八幡浜市 二宮美桃園 二宮美桃園 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社えひめリビング新聞社 2500001000871 リノベーションされた中古マンション再生流通事業 株式会社商工組合中央金庫

四国 愛媛県 松山市 愛媛パッケージ株式会社 5500001001941 衛生用品梱包段ボールの製造 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社カラー 5500001018960 自社工場兼事務所を最大限に活用した産業機械塗装・小ロット塗装事業への新規参入 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社ヒーロー 7500001005404 モバイルオーダーと急速冷凍庫を活用した飲食・宅配事業へ新規参入し、「ＳＤＧｓ」に貢献 株式会社香川銀行

四国 高知県 高知市 株式会社仙樹 9490001008290 居酒屋の強みを活かし海鮮焼きも楽しめる焼肉店への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 有限会社光写真館 4490002011926 子供の写真撮影に特化した高付加価値写真スタジオへの転身 高知県商工会連合会

四国 高知県 幡多郡大月町 柏島ダイビングサービスＳＥＡＺＯＯ 柏島の海の魅力を引き出し安全に快適に楽しむお手伝い事業 大谷　洋

四国 高知県 高知市 株式会社浜幸 5490001001836 “自宅でスイーツ作り”用の食材キット販売 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社ビルドアンプグループ 1490001000437 ＧＯＴＳ認証自社オリジナルのオーガニックコットン衣料品販売に挑戦 梅原浩一

四国 高知県 土佐郡土佐町 日々株式会社 6490001008541 古民家を活用した非接触型一棟貸し（バケーションレンタル）への転換 高知県中小企業団体中央会

四国 高知県 高知市 有限会社海昇 8490002007177 本格的な製造業への挑戦！四国島外への販路拡大を目指す 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 モアナモーション バーからキッチンカーへ！自家製ナッツバターの台湾サンド販売 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社イーキューブプラス 4490001009517 深夜に頼らない経営体制の構築！肉料理経営による再構築 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 ｂｌａｎｃ コロナ時代の少人数向け「行きつけ」　肉料理ダイニングバーへの挑戦 梅原浩一

四国 高知県 高知市 株式会社Ｔ－ＢＬＯＯＤ 6490001007064 超高齢化社会に向けてライトユーザージムへの新分野展開により事業再構築をします 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 レッドクローバー ハンドケア専門家による完全天日塩にがりを使用した化粧水製造業への挑戦 梅原浩一

四国 高知県 高知市 キッチン　ニーダ 洋食の定食屋から１人でも来店できる欧風カレー専門店へ事業転換 安岡　和孝

四国 高知県 長岡郡本山町 ばうむ合同会社 6490003000686 林産業を支える事業体へ！レーザースキャンを用いた森林調査事業への新たな挑戦 高知県中小企業団体中央会

四国 高知県 高知市 室戸屋合同会社 4490003000977 ふるさと納税で室戸をお届け！居酒屋経営の現役漁師が始める新たな挑戦 高知県中小企業団体中央会

四国 高知県 高知市 株式会社ａｎｄ． 6012801009221 格的な飲食店へ業態転換！コミュニティサイトも構築し地域の交流拠点を創出 高知商工会議所

四国 高知県 室戸市 漁師の食卓 新分野展開！金目鯛のアラを使った出汁パックの開発・販売 高知商工会議所

四国 高知県 香美市 有限会社カワムラ手袋 9490002011252 ニット服飾小物の細かなデザインとラインナップ拡充 株式会社高知銀行

四国 高知県 高知市 カイロプラクティック院ＣＡＭＥＬＬＩＡ セルフエステ×レンタルサロンのダブルビジネス展開 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

四国 高知県 高知市 株式会社いちじゃもの 4490001009260 地元栗の菓子製造販売へ！過疎地域応援型アンテナショップへの挑戦 梅原浩一

四国 高知県 高知市 株式会社ユイッソン 9490001009891 物販事業と地域連携でコロナを乗切る新サービスへの挑戦 梅原浩一

四国 高知県 高知市 有限会社アクティブ 8490002006212 コロナ時代の「食とリラクゼーション」新業態店への挑戦 梅原浩一

四国 高知県 高知市 有限会社高橋豆富 9490002003175 豆腐製造業から新規肉吸い専門店の出店による２本柱経営への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社酒井建設 7490001000943 高知県の社会的課題解決のための中古住宅再生ビジネスへの参入 株式会社四国銀行

四国 高知県 高知市 株式会社飯田鉄工 6490001000102 コロナ禍を乗り切るための防災製品開発による海外市場への初挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 有限会社西田順天堂薬局 8490002011922 地域で不足するサ高住の運営への新事業展開 みどり合同税理士法人

四国 高知県 高知市 株式会社ダイセン 8490001001404 金属加工工程の内製化と販路開拓によるコロナの影響からの脱却！ 高知商工会議所

四国 高知県 香南市 株式会社隆成コーポレーション 7490001006412 インバウンド向けホテルから地域ゴルフニーズにこたえる新市場進出 株式会社愛媛銀行

四国 高知県 南国市 有限会社新英工業 9490002012647 高い金属加工技術を活かした、競合が参入しにくい破砕機等製造分野へのチャレンジ 株式会社四国銀行

四国 高知県 南国市 メタルクラフト 曲げ加工の内製化によりメーカーへの業態転換！新製品の製造によりコロナからのＶ字回復を実現。 濱本　健太朗

四国 高知県 幡多郡黒潮町 明神水産株式会社 4490001005053 日本初完全藁焼き冷凍カツオたたきの製造と６次産業化の革新的推進への挑戦 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 株式会社シーシーティブィ高知 4490001001309 最先端設備とＤＸを駆使した新時代のカラオケボックス事業への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 Ｊａｐａｎ　Ｇｉｎｇｅｒ株式会社 1490001005403 新たな加工方法による地元農産物の高付加価値化による新分野展開 経営創研株式会社

四国 高知県 高知市 高知ＹＧフーヅ株式会社 1490001008034 飲食店専属ＣＫから脱却！スウィーツ＆冷凍食品の食品製造業に挑戦！ 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 トレジャーカンパニー株式会社 9490001007838 遊休不動産を活用した地域ニーズに応える新型美容室への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 土佐市 有限会社カリヤテント 5490002009432 避難テントにもなるサウナテント等の自社製品製造分野への進出 高知県商工会連合会

四国 高知県 高岡郡四万十町 株式会社いなかパイプ 3490001008998 「いなか」で住む・働く人を増やすための宿泊施設・ツアーガイド 株式会社高知銀行

四国 高知県 幡多郡三原村 土佐三原どぶろく合同会社 5490003001066 三原村のどぶろく文化を次世代に伝承するための製造・販売機能集約事業 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 株式会社タカチ測建 4490001001151 測量事業におけるＤＸ化の推進と香川県への新分野展開の実現 株式会社四国銀行

四国 高知県 吾川郡いの町 有限会社高知発条製作所 1490002009452 高度なばね製造の為の新規設備導入による試作・小・中・大量生産への業態転換 高知信用金庫

四国 高知県 高知市 有限会社リビルト竹内 5490002008120 中小企業のＣＯ２削減に寄与するサーマルリサイクル事業への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 有限会社リパブリック 3490002006233 地方版！リアルとネットを融合したショールーム型店舗への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 有限会社土佐技研 1490002001269 下請けからの脱却‼電気工事事業者の新たな価値創造へ 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社西部技研 1490001000742 ＩＣＴ施工の全面活用による土木・建築事業の新たな展開 松永　敏明

四国 高知県 土佐市 株式会社三陽荘 6490001005448 新しい日常「ワーケーション」提供型宿泊施設への転換 株式会社イソシエ

四国 高知県 高知市 有限会社アシスタント高知 2490002008123 高知初！ミドルステイ型施設を軸とした高齢者向け生活支援事業！ 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 有限会社ニシモト 7490002003945 養鶏場の鶏糞ペレット製造自動化による海外輸出事業への挑戦 株式会社四国銀行

四国 高知県 土佐市 株式会社田原工業 6490001005555 強み・機会を活かした飲料容器の再生資源回収事業への進出 株式会社四国銀行

四国 高知県 高知市 有限会社ノーブルサベージ 8490002007739 新規カフェ事業への転換と児童福祉支援事業への進出 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 合同会社とまり木 4490003001406 新たな需要に対応した“まちやど　～津田の海・人・地域の魅力を伝える～ 高知県中小企業団体中央会

九州 福岡県 福岡市南区 九州施工合同会社 9290003008961 インターネットＳＮＳを活用する出張買取に特化した都市型コンパクト中古車買取店への転換 徳永　文男

九州 福岡県 朝倉市 有限会社クルール 2290002044031 地域資源と天然酵母を使用したご当地パンの製造および移動販売に進出 朝倉商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 風来けん坊 博多の文化、老舗屋台を守る「博多ど豚骨ラーメン」の冷凍販売 瑛智税理士法人

九州 福岡県 久留米市 株式会社シーズアース 4290001082278 自動販売機の各種データ分析による最適商品マーケティングシステムの提供 大原　輝正

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社Ｅ－ＬＩＦＥ 4290001026292 整骨院での施術と運動療法を組み合わせた地域増進事業 林　直輝

九州 福岡県 福岡市博多区 Ｔ－ＭＩＮＥ株式会社 2290001069269 気分爽快！女性をターゲットとしたリユース釣り具オンライン販売 瑛智税理士法人

九州 福岡県 北九州市小倉北区 メディカルネットサービス・スポーツ株式会社 6290801020187 ウイズコロナ時代　抵抗力を高め健康寿命を伸ばすスポーツドック 瑛智税理士法人

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社チェーンビジネス・サポート 9290802015951 新！北九州ご当地グルメ～焼きカレー専門店の作るカレーパン 北九州商工会議所



124 / 137 ページ
事業再構築補助金　第5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

エリア名 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

九州 福岡県 福岡市南区 和の精密工業株式会社 4290001061892 キャンプ体験型で提供する、飲食×小売×輸入への新分野展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社ドゥ・スピリッツ 1290001028366 アフターコロナのニーズに対応したレンタルスペースへの新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 ＳＯＵＮＤＳ　ＦＯＯＤ　ＳＯＵＮＤＳ　ＧＯＯＤ こだわり食材の惣菜等テイクアウト事業の開始 ｐｒｏｊｅｃｔ東西見聞録株式会社

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社海工房 1290001002783 高品質「無着色」辛子明太子の新商品による新分野展開への対応 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福津市 平原　朝真 人気ファストフードグルメを提供するキッチンカー事業の展開 西岡　隆

九州 福岡県 福岡市中央区 エミカビューティーサン 体調診断導入と昼寝サロン運営による美と健康サービスで新分野展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ミツヤマ電気 5290001016904 ライトアップイベント企画運営事業に進出して地域活性化に貢献 株式会社ことづくり

九州 福岡県 福岡市西区 リラシス 美容サービス業から、ウィズコロナに対応したオンライン小売業への業種転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 お好み焼ダイニングぽぱい 大人の宴会中心からファミリーホスピタルな業態への大転換 北九州商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡久山町 マルゼンラボラトリー株式会社 6290001063912 コロナ禍の客様ニーズに対応したテイクアウト事業への挑戦 長生　信夫

九州 福岡県 大野城市 株式会社リプレイス 5290001082707 飛梅香るあっさり香ばしい餃子を！地元名産を活用した太宰府ぎょうざ事業 楠本　拓也

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ＬＥＦＩＬ 2010601054004 自社アパレルブランド販売業 株式会社広島銀行

九州 福岡県 北九州市八幡東区 空手道拳道会八幡東道場 空手稽古の要素を取り入れたエクササイズ事業の新規展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 ｙａｍａｔｏ株式会社 3290001066447 コロナ過でも対人接触を回避しうるセルフメンズ脱毛サロンの展開 西岡　隆

九州 福岡県 古賀市 株式会社マリン観光バス 6300001007685 生活空間の抗菌シールド施工事業および附帯する抗菌衛生関連製品の販売・レンタル等 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市早良区 渡邉憲一 屋台販売から店舗でのテイクアウト弁当の宅配販売への事業転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 ＶＥＲＵＳ株式会社 3290001083211 ３密回避で人気上昇中のハーレーダビッドソンの販売整備を開始 河野　洋平

九州 福岡県 北九州市小倉北区 有限会社ニュー大成 4290802004819 話題の「腸活」をワンストップで提供する美腸活サロンを開店 公益財団法人北九州産業学術推進機構

九州 福岡県 糸島市 株式会社泰賀 4290001052405 仕出し専門店が地域発のメニューで新たに行うテイクアウト事業 安武　美歩

九州 福岡県 福岡市西区 リライズ 本場ハワイの雰囲気の中、本場ハワイ風チキンのテイクアウトを行う事業 おかべ税理士法人

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 焼肉曺苑 本格焼肉の肉専門ＥＣサイトでコロナ禍に負けない事業の構築 寺崎　兼司

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社温 6290801020138 宅食へ笑顔をお届けする北九州八幡名物鉄なべ餃子の工場・直販事業 中田　眞二

九州 福岡県 福岡市南区 ＳＡＮＡ　ＢＥＬＬＡ 牛肉１００％の炭火焼ハンバーグ専門店　お一人様専門ビジネスへの転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｌａｍｐｓｉ 5290001075636 ハウスクリーニングで培った取引先を活かしエアコン交換取付工事業を開始 野中　和博

九州 福岡県 春日市 酒のフヨー 動画を活用した実践型ワイン定期便および会員制ビジネスの推進 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉北区 有限会社マツオヤ 9290802012131 強みを生かし、ＥＣサイトと完全個室営業で水炊き事業への挑戦 ＡｉｒＥｘ　Ｖｅｎｔｕｒｅ株式会社

九州 福岡県 嘉麻市 合同会社ＩＲＩＳ 5290003008338 イタリア人オーナーによる地元酪農家の生乳を使った本場の手作りイタリアチーズ工房 髙村　英子

九州 福岡県 北九州市八幡東区 花田商事株式会社 2290801009366 ロウリュ型サウナ施設の新事業展開による特定事業依存からの脱却 松代　和也

九州 福岡県 久留米市 トラスト ニッチな市場に向けたプロテクションフィルム事業への新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社エフ・ナイン・エフ 8290002022485 ラーメン店出店によるコロナに負けない経営体質への転換 株式会社富士経営

九州 福岡県 中間市 夢海ん 居酒屋からＷｉｔｈコロナ時代の新生活様式に求められる内食事業への新分野展開 遠賀信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 博商株式会社 3290001082444 日中間の介護に関する情報の提供：老人ホーム等の見学、技術提供、介護人材育成等のサービス 宮下　知子

九州 福岡県 北九州市若松区 プラントメイクＲＩＳＥ株式会社 8290801018725 ＡＲ（拡張現実）機能付きＥＣサイトで地域産業の活性化に貢献 原　淳子

九州 福岡県 うきは市 株式会社スツール 9290001065393 グラノーラの製造販売から福岡県内初の大規模ハウススタジオ事業への転換 福岡県中小企業団体中央会

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社釜堀組 6290001012282 建築士・左官士の知見を用いた赤外線写真解析による外壁検査・改修事業の展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 コモン編集室 リソグラフ印刷とともに、気軽にアート作品を作れるオープンスタジオ 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社３９ダイニング 4290001076016 自社栽培米の酵素玄米おにぎりテイクアウト事業兼立ち飲み事業 税理士法人アーリークロス

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社河口酒店 5290801018637 カフェとバーを併設した試飲、量り売りができるシーン河口酒店 有限会社マネジメント・オフイス・マスダ

九州 福岡県 福岡市早良区 心 「保育士が自ら学べるアプリ運営」によるＩＴ事業参入 福岡商工会議所

九州 福岡県 朝倉市 日野抜型製作所 新たな抜型の製造による受注件数の拡大とコロナ禍の克服 森下　勉

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社しゃぶ禅福岡 1290001071399 老舗しゃぶしゃぶ専門店だからできる、ドライブスルー型テイクアウト事業 加茂　邦彦

九州 福岡県 福岡市南区 ポーラザビューティー西鉄春日原店 最新鋭痩身マシンと世界一のセラピスト技術によるエステサービスの提供 松代　和也

九州 福岡県 大野城市 和信貿易株式会社 3290001017391 貿易会社の強みを生かし、小ロット製造ルートの確保でオリジナルのペット服の販売事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＧＬＥＡＭＳ 7290001079189 誰にも会わずにフィットネス。２４時間営業の「ハコジム」の運営 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 糸島市 株式会社やました 8290001033137 創業１２５年の老舗企業が行う地元農産物を使用したギフト用食品販売 安武　美歩

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 ドリームパスポート 博多カルボナーラの展開及び販売への業種転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社一葉 9290001076300 保育園経営経験を活かした保育園併設児童発達支援事業計画 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉北区 酒の中村園株式会社 2290801025917 お酒の有料試飲事業への業態変更 税理士法人スバル合同会計

九州 福岡県 福岡市東区 はこざき駅前食堂 一人焼肉及びテイクアウト事業への事業転換に係る事業計画 油布　寛

九州 福岡県 北九州市小倉北区 特定非営利活動法人障害者支援要会 4290805003611 自動珈琲豆焙煎機による珈琲豆製造販売の新規事業 中園　淳

九州 福岡県 遠賀郡遠賀町 株式会社Ｈｅａｔ　Ｗａｖｅ 8290801020177 量産型トイレカーの製作・販売の為のデモカー開発及び販売促進用ツールの製作 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 八女市 株式会社エイディ・ワタナベ 6290001047122 付加価値を高めて、お客様とともに企業力を向上する広告事業 税理士法人ライジング

九州 福岡県 北九州市八幡西区 Ｄａｒｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 語学学校から本格韓国料理店への転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市中央区 ヘアメイクアップオフィスノムラ プロのメイクテクニックをデジタル化！動画配信で全世界をターゲットに 福岡商工会議所

九州 福岡県 福津市 株式会社フリーダムエンタテイメント 4290001029592 日本の伝統文化を伝える新アイドルグループの設立 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ＦｒａｎｋＳｉｄｅｂｕｒｎｓ 美容院が始めるカフェ＆キッチンカー「ａｎｄ　ｃｏｆｆｅｅ　ｓｔａｎｄ」 髙村　英子

九州 福岡県 福岡市博多区 福さ屋株式会社 7290001016241 こだわりの「クセになる味」を生かした新商品開発による新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 北九州市戸畑区 創菜銘酒たにがわ テイクアウト専門店のフランチャイズ鯛焼き店の出店 税理士法人松本会計

九州 福岡県 糟屋郡篠栗町 遠海屋旅館 荒田高原　遠海屋旅館自慢の料理のＥＣ展開 アイライフ税理士法人

九州 福岡県 福岡市南区 炉端　香家 居酒屋店の大幅改造によるテイクアウト型店舗と高齢者向け配食サービス事業への業態転換。 福岡商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 株式会社Ｋｎｏｔ建築企画 9290001081564 ＷＥＢで集客！新構想、ハーフビルド住宅の販売事業 大串　和義

九州 福岡県 柳川市 美骨ｓｔｙｌｅ整骨院 オンラインサービス導入で治療・診療の非対面事業への参入 寺崎　兼司

九州 福岡県 久留米市 カントリーハウス株式会社 5290001066288 屋外サバゲーフィールドの設置により町おこし、地域レジャーへの発展 久留米商工会議所

九州 福岡県 朝倉郡東峰村 やなファーム 「四季折々の自然に触れる里山体験」の事業化による事業再構築 菊池　哲

九州 福岡県 福津市 徳風 廃油事業から低固定費コンテナからあげ店の多店舗展開へ業種転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 株式会社ウォータームーン 4290001055507 無添加で栄養価の高いプレミアムドッグフードの製造販売 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社グッド 3290001077270 「自律神経に優しい」をテーマにした健康食品サプリで、「世の中の女性」の笑顔でハッピーな生活への貢献に挑戦 株式会社グッドパートナーズ

九州 福岡県 北九州市戸畑区 アールウェディング株式会社 7290801022851 無添加・納豆菌１．５倍のサプリメントで中国市場を開拓する 北九州商工会議所

九州 福岡県 太宰府市 株式会社斉藤Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 5290001086369 認証工場による特定整備事業への進出と新しい修理事業の開拓 川原　孝行

九州 福岡県 福岡市南区 ハッキ株式会社 1290001055360 人気店の出来たて料理・焙煎したてのコーヒー豆をご自宅に 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

九州 福岡県 北九州市小倉北区 奥　寿子 オープンハウスを満員。空き家を活性化。スレンチ惣菜・パン製造販売 北九州商工会議所
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九州 福岡県 福岡市南区 株式会社ナチュラルズ 3290001024990 自動車中古部品・二輪車中古部品の仕入れ・洗浄・リペア・販売事業 大串　和義

九州 福岡県 田川市 株式会社ＭＯＯＬ 4290801018869 和製古布を用いたアジア向けオリジナル服飾雑貨の通信販売の開始 田川商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社エー・ケー工房 2290002025849 冷凍自販機販売と通信販売 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社アイ・ピー・エム 8290001021397 コロナ禍における感染症予防対策及び業務効率化ツールとしての汎用ソフトウェア開発・販売 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 鶴原潤 健康サロン開業による飲食業再構築 髙村　英子

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＩＢＳ 8290001060949 人材派遣会社だから着想できたコロナ後を見据えたラーメン店への業種転換 株式会社フォーバル

九州 福岡県 糟屋郡志免町 焼肉問屋　富國新 ＷＥＢ戦略で販路拡大 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 春日市 株式会社丸吉水産 7290001041603 トレーラーをキッチンカーへ改装し、海鮮丼を販売！ エンジョイント税理士法人

九州 福岡県 北九州市戸畑区 有限会社ハートランド戸畑 3290802005231 まちの電器屋さんによる地域密着かつ機動力満載のリフォーム事業の立上げ 髙村　英子

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ディップ・アンド・エス 8290001030373 福岡の飲食専門ＷＥＢサイトマガジン「ＵＭＡＧＡ」の発行 篠原・植田税理士法人

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社大福フーズ 9290001001596 大福ブランドを生かした冷凍自動販売機事業による中食市場への進出 富永　一也

九州 福岡県 中間市 株式会社ジオテック 7290801011383 熟練工の高度な削孔技術を活かした市場相乗効果戦略 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市東区 有限会社トリトン 7290002029853 海の中道マリーナ　マリンアクティビティ／マリンフィットネス事業（海中パークドソレイユ） 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 佐藤渉 女性の心と体の健康を作る、「食育」料理講座のオンライン展開と、料理教室の開講 さんすいパートナーズ税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 餃子　竹餃 デリバリー、テイクアウト特化。地元福岡の美味しさを届ける定食店 坪井　亮

九州 福岡県 福岡市博多区 Ｂａｒ　ＣｈｉｌＬ バーが出す新たなテイクアウト料理により新規顧客の獲得を目指す 寺崎　兼司

九州 福岡県 久留米市 海専松魚 急速冷凍熟成クエ薄造り（特製鍋だし付）販売事業 福岡県信用組合

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社イーストエイジアコーポレーション 2290001055797 不動産取引事業からシェアオフィス等のスペースシェア事業への転換 大坪　一彦

九州 福岡県 福岡市中央区 コスモ観光株式会社 7290001055066 国内キャンピングカーレンタル事業を通した自分だけの宝探し旅行提案 合同会社わだち

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社野田電気 7290802020029 個人向け省エネリフォーム事業への参入 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 北九州市戸畑区 株式会社Ｋ．Ｙ．Ｍ 6290001077565 地域に根差した就労継続支援施設Ｂ型事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 小郡市 アクアライン有限会社 5290002051561 地域住民へより安心安全な生活をお届けするトータルハウスクリーニング事業へ展開 森　健史

九州 福岡県 宗像市 湯布院　芋丸・栗丸 まさにベジスイーツ。高糖度のさつまいもを使った大学芋専門店。 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 福岡県 北九州市小倉北区 スナック釜山 韓国本格キムチをご家庭で！キムチ店への新分野展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社サンマーク 5290001017745 雑誌＆動画＆ＳＮＳ＆ＥＣ　サイト＆リアル店舗の　５　メディア展開 税理士法人ＴＩＣ

九州 福岡県 久留米市 有限会社芳洋 4290002050003 荒廃農地に自生する雑木を活用した製品の製造販売と農地整備事業 筑後信用金庫

九州 福岡県 福岡市東区 合同会社アバカスクラブ 7290003008006 ＦＣ加盟による児童発達支援事業所の運営 森　健史

九州 福岡県 福岡市中央区 野中茶舗 地元福岡県産の陶器を活かした新分野展開で新しい茶文化の創造 清水　一広

九州 福岡県 北九州市小倉北区 有限会社ＡＭＳ－２１ 9290802011752 重症心身障害児放課後等デイサービス事業への新分野展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 筑後市 土俵工房株式会社 7290001086598 うどん店が手掛けるスイーツ製品開発の新事業展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 かごんま 冷凍冷蔵自販機・持帰り調理対応店舗改修による２４時間個食提供 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市西区 ディー・プラス 「九州クリエイティブファクトリー」フレキシブルオフィスを拠点としたものづくり事業 福岡県信用組合

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社プレステージフード 1290001026345 コロナ禍に対応した新しい非接触サービスの提供に伴う設備投資 髙濱　匡功

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ＮＯＲＴＨＥＲＮ－ＮＩＮＥ 1290801018830 宇宙一のホットドッグＳＰＡＣＥ　ＤＯＧ事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 ＮＰＯ法人ピーサポネット 4290005016629 認定ＮＰＯ法人による予防獣医学に基づいたペットヘルスサロンの開設 沼田　浩一郎

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社アーバン 2290002007491 瞬間冷凍の設備導入による水炊きデリバリー・テイクアウト業への参入 藤浦　敏明

九州 福岡県 糸島市 ホッペンデザインワークス ウィズコロナ時代に安心して利用できるプライベート宿泊＆レンタルスペース事業 山田　周作

九州 福岡県 久留米市 ティーエムパーツ 真鍮製エンドピンストッパーの量産化によるＶ字回復の実現 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 飛鳥自動車株式会社 6290001002218 地域に先駆けた先進安全自動車に対応した自動車整備事業への挑戦 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＳＣＵＥ 6290001073853 動画配信による感動共有プロジェクトおよびＩＴを活用した動画配信サポートプログラムの提供 税理士法人武内総合会計

九州 福岡県 北九州市門司区 プリンセスピピ門司港 エスニック料理店の味をそのまま味わえるレトルト食品の製造・販売 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社チューズモンスター 2290001086140 ＬＩＮＥ受付システムで飲食店や病院での待ち時間を店外で自由に サポート行政書士法人

九州 福岡県 糟屋郡志免町 花工房 花屋が考える、新しい時代の癒やしの場作りのトータル提案 山田　周作

九州 福岡県 福岡市中央区 ファインジム アフターコロナを見据えた完全個室でのパーソナルジム　（対面・オンライン）兼レンタルジム事業 立野　謙介

九州 福岡県 北九州市若松区 ＴＨＥ　ＩＣＨＩ　ＧＯ　ＮＡＮＡ株式会社 5290801027092 家庭内需要に対応した新しい販路の構築 株式会社りそな銀行

九州 福岡県 福岡市東区 合同会社日本実学 4290003005229 ユニットキッチンハウスを活用した糸島産と阿蘇産の食材を使ったテイクアウトメニューの販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 遠賀郡水巻町 株式会社ＣＩＶＥＣ 6290801012556 小規模集合住宅などのタイル加工品の生産体制構築による新分野展開 廣木　鑑治

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社グローバル・スコープ 5300001004147 小規模飲食店様による多角的な情報発信から、目的型来店を促せるＣＭＳシステム 廣瀬　陽介

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社イイト 8290001080947 アフターコロナを生き抜く契約生産者食材のテイクアウト事業展開 森　健史

九州 福岡県 糸島市 １　ＬＩＦＥ　ＣＯＭＰＡＮＹ 潤いが少ない筑前前原駅周辺に、新たな癒やしスポットを創る 山田　周作

九州 福岡県 柳川市 株式会社トミヤス 7290001073076 うなぎの冷凍調理食品製造・販売 柳川商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社オフィス２８プロダクション 4290001066702 人気アニメ「東京卍リベンジャーズ」フィギュアの独占販売 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ソリューション 8290001021199 ポストコロナに対応する自社顧客プラットフォーム構築、非対面サブスク新サービス販売へ 森　健史

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社ちゃんこ上潮 6290002011795 こだわり「アジのすり身ちゃんこ鍋」テイクアウト事業の開始 ｐｒｏｊｅｃｔ東西見聞録株式会社

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社ｐｌａｙｆｕｌ 9290001086670 脱居酒屋業態、非アルコール業態と小売りでの売上回復事業計画 市竹　敦

九州 福岡県 北九州市八幡東区 ＡＱＵＥＬ 給排水設備から、高性能住宅を建築するハウスメーカーへ事業転換 北九州商工会議所

九州 福岡県 古賀市 和菜ダイニング　とも 創作居酒屋が作る独創的な炭香る鶏出汁ラーメンによる新店舗出店 西野　好則

九州 福岡県 朝倉市 株式会社ドロップ 3290001081124 地元食材を活用した移動式レストラン事業 朝倉商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 株式会社Ｒ．Ｅ．Ｐ 5290001074893 フォーマル対面販売から健康食品のネット販売と卸し業への事業転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 直方市 Ｌｉｆｅ　ｉｓ　ｂｅｅｒ！１１ＴＡＰ 自動販売機商品棚貸し出しによる、経営の多角化計画 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社赤門屋 6290001087003 牛もつカレー専門店の展開と、カレー・総菜の冷凍食品化、ＥＣ　販売 廣木　鑑治

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ｉｓｓｈｏ 器にこだわった紅茶専門のカフェへの事業転換 北九州商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡志免町 ロッパチトレーナーズ ＩＯＴ管理による少人数レンタルトレーニングジムの開業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡西区 東筑印刷株式会社 5290801010321 綺麗に楽しく車両ラッピング広告 西村　祐介

九州 福岡県 福岡市中央区 鮨料理一高 寿司教育事業への進出～家食ブームによる寿司教室事業や短期寿司職人輩出事業の展開 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社みちたか 5290001085131 急速冷凍機導入、ＥＣサイト開設による販路拡大 玉井　英樹

九州 福岡県 福岡市中央区 八福神 料理教室、ＥＣサイトの開設でコロナ禍に負けない事業展開 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社トリプル・エージャパン 8290001027403 オフィス提案システムの導入による次世代型不動産仲介事業 中村　晃

九州 福岡県 八女市 有限会社シラキ工芸 9290002048067 自社独自ブランド「ｃｏｃｏｌａｎ」をはじめとしたインテリア提灯製造と販売 八女商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社アップエンタープライズ 6290001037924 完全個室リンパサロンの運営 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｕｎｉｔｙ　Ｇｒｏｗ 8290001073661 地域に根差した交通事故専門ポータルサイトの運営 首藤　俊行
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九州 福岡県 北九州市八幡西区 ＨＭエンターテイメント ピアノコンサート、実演からオンライン配信による新たな音楽セラピーの提供 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社夢創作 3290001020602 パチンコ事業からの脱却。資源を活かして、激戦焼鳥店から韓国料理店への業態転換 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 遠賀郡遠賀町 有限会社コアカット 9290802016850 新分野展開でウォーターリサイクルを実現する事業再構築 青山　周広

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社協和通商 8290001028616 福岡の貿易商社がチャレンジするヘルシー指向のベトナムレストラン事業 古賀　光雄

九州 福岡県 福岡市早良区 有限会社スワット 4290002011392 親子３世代で楽しめる体験型自然施設の運営とアウトドア用品販売 須永　達也

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社Ｎｅｗ　Ｓｕｐｐｏｒｔ 8290001076342 介護に特化したオンライン研修＆セルフトレーニング事業への進出 齋藤　由宇

九州 福岡県 糟屋郡志免町 南里園芸 胡蝶蘭生産者による生活に潤いを与え、自然と集える体験型店舗の提供 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市若松区 遠藤自動車工業株式会社 4290801011898 地域と環境に優しいＥＶ車市場へ新分野展開を行う 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 ソフトプラン株式会社 7290003001951 中小企業経営者向けの定額クラウド・ビジネス相談窓口プラットフォーム事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 久留米市 社会福祉法人ひびきの杜 8290005010371 廃止病床を活用したショートステイ事業進出による病床不足改善計画 筑後信用金庫

九州 福岡県 宮若市 タニミズ企画株式会社 3290801014695 新参入ゴルファーに貢献する新たなコーチングのインドアゴルフスクール開設計画 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社石井鉄工所 6290001006219 脱炭素社会の実現に貢献する、洋上風力発電分野への進出 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 久留米市 株式会社ボーテックス 5290001067567 久留米市の人気海鮮料理店が、中食需要に応える冷凍食品・惣菜の製造販売を行う 株式会社筑邦銀行

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 有限会社清広食品 5290002036265 急速冷凍技術による押し寿司の冷凍食品を全国展開する事業再構築 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社第一福鳥 1290002011593 有名飲食店の味を支えてきた鶏肉卸売業者が絶品の朝びき鶏・水炊き 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社山陽 2290801001570 生活様式の変化・建築業界の人材不足に応える地域Ｎｏ．１企業によるプレカット 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市中央区 心温 発酵温浴施設を核とする健康増進支援サービスへの新規参入 堀江コンサルティングオフィス株式会社

九州 福岡県 みやま市 株式会社中島鉄工 5290001053088 大物規格部品の設計・加工ノウハウを活かした再生エネルギー事業分野への進出 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 大牟田市 株式会社ナガノ 4290001053980 永野酒店　ＰＢ商品開発　及び　ＥＣサイト展開 大牟田商工会議所

九州 福岡県 八女市 株式会社お茶村 4290001047157 お菓子の製造事業の参入と新店舗展開 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 株式会社コダマ 6290801001435 １２０年続いてきた帽子販売業から動画マーケティング支援へ業種転換 中村　清悟

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社丸伸 4290801020024 産業機器付帯部品等の製造で製造業のコロナ対策に貢献する 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 柳川市 有限会社共栄建設 1290002054452 建設業の施工技術を活用し多目的型トレーラーハウスの製造販売へ進出 松代　和也

九州 福岡県 福津市 海〈ＫＡＩ〉 大衆居酒屋からコロナ禍に対応した創作日本料亭への事業転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 ＹＯＵ　ＴＯＵＲ株式会社 8290001063935 海外旅行体験型飲食店でコロナ禍でも外国との関係構築事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市門司区 ミツバチカレー 「おむサンド」のテイクアウト販売と１日１グループ限定のグランピング施設への新分野展開 株式会社西京銀行

九州 福岡県 鞍手郡小竹町 有限会社森企画 9290802021628 レーザー加工機による工程内製化と切断加工の外販を組み合わせた事業再構築 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 飯塚市 株式会社ＭＡＴＳＵＲＩ 9290001072753 廃棄物を限りなくゼロに！捨てられる資源から再生家具を製造するアップサイクル事業計画 飯塚信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社匠 3290801021361 ＭＡＰ不要の自動走行を実現するロボット搬送システムによる新分野展開 株式会社富士経営

九州 福岡県 太宰府市 有限会社太宰府スイミングクラブ 8290002039587 ロコモ予防フィットネスに新分野展開で高齢者層を新規開拓！ 松代　和也

九州 福岡県 大牟田市 株式会社ＡＬＧＥＲＮＯＮ 5290001054788 新・福岡名物で地域活性！プロの味を自宅で手軽に！「冷凍生餃子」の製造販売 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 古賀市 株式会社長崎材木店 8290001036379 ライフスタイルの変化に適応する外構・ガーデン事業 森藤　啓治郎

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社九芝エンジニアリング 1290801008674 加工機械の設計ファブレスメーカーによるロール加工業務受託への挑戦 松代　和也

九州 福岡県 北九州市若松区 和方販売株式会社 4290801021220 市場が縮小する中での新聞小売業が、配達を強みとした事業再構築 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 久留米市 株式会社たけ屋 2290001094143 給食用「たけ屋うどん」の製造販売開始とオリジナル商品海外輸出への事業展開 久留米商工会議所

九州 福岡県 古賀市 力丸梱包株式会社 9290001036436 「力丸梱包」が手掛けるたこ焼き屋 アネーラ税理士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社アールジャパン 7290002031371 時代のニーズにマッチしたコンシェルジュ付きシェアオフィス 吉野　恵子

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ライズリテイリング 1290801024985 九州発、植物育成施設を併設した希少な塊根植物（ＣＡＵＤＥＸ）専門実店舗事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 柳川市 株式会社石橋鉄工所 4290001068211 複合旋盤等導入による新分野部品の夜間無人運転加工の構築 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 福岡県 田川郡糸田町 株式会社一角家ボヌール 6290801019106 地場特産物を用いたオリジナリティーあふれるジェラートアイスの製造販売 森下　昌彦

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社玉元工業 6290001074298 下請け脱却！ウッドデッキ等を製造から施工まで一括提供 税理士法人トライウィンコンサルティング

九州 福岡県 福岡市中央区 フォームワークジャパン株式会社 3290001034429 高需要のインフラ改修へ軸足、とび技術を活用した「吊り足場」導入計画 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市城南区 有限会社三友商会 1290002006800 ミネラル成分除去の「軟水」洗いで顧客満足のコインランドリー事業の展開 熊本　保弘

九州 福岡県 朝倉市 株式会社岡本建設 6290002044011 アトピーを持つ子供のいる家庭向けの「宿泊型ラドン浴湯治施設」運営事業へ 菅野　浩司

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社グラウンド・ゼロ 7290801018370 ニューノーマル・ウィズコロナに対応した地域初の焼肉店 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 久留米市 株式会社萬代製作所 1290002052407 盗難多発を良できる３Ｄプリンターによる橋名板等制作の新分野展開 中田　眞二

九州 福岡県 北九州市小倉北区 有限会社瑞穂興産 5290802010122 整骨業から超アクティブシニア向け運動施設の運営 本間　利嗣

九州 福岡県 福岡市南区 ライフマネジメント ウィズコロナに対応したメンタルクリニックの展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 筑後市 有限会社チカモト 8290002047788 新聞販売店による宅配・直売サービスで地域応援事業 筑後信用金庫

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社セレーノ 2290001042358 医療従事者と子育て世帯に食を通じた非日常の“癒し”を届ける事業 白川　淳一

九州 福岡県 三潴郡大木町 株式会社田中米穀 5290001064985 乾式無洗米事業展開による新たな市場開拓への挑戦 新飼　賢郎

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社サントス 3290001084721 福岡一美味しいこだわりのパン製造小売業への業種転換 キークレア税理士法人

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社川本総建 6290801023958 プラント設備の補修・点検技術を活かした、ドローンを用いた建築物点検事業への挑戦 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社パイロットプランニング 8290002031536 食のトータルデザインノウハウを活かし菓子製造販売へ業種転換 松代　和也

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社快適空間創造研究所 2290001035171 イートイン専門店からデリバリー＆テイクアウト強化型店舗へのビジネス転換 株式会社ジャストコンサルティング

九州 福岡県 福岡市東区 安川開発有限会社 5290002006210 福岡への支店進出を促すオフィスサービス事業 福田　孝一

九州 福岡県 柳川市 有限会社かつき 5290002053145 通信販売・移動販売・コミュニティによるトータルファッション事業 河津　祐二

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社桜坂ＡＺＵＬ 6290001077813 障がい者の人達と規格外野菜や果物で新ブランドを作ります 大串　和義

九州 福岡県 北九州市八幡東区 大阪屋ドライ コロナに負けるな！本格コーヒーと無添加ベーカリー＆スイーツカフェ 藤川　剛士

九州 福岡県 春日市 株式会社ｍｅｒｉｈａｒｉ 7290001043509 浄水装置の可視化コンサルと抗菌・抗ウイルスコーティング剤の開発 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 遠賀郡岡垣町 株式会社中島ターレット 8290801011151 高精度加工を生かして需要拡大が期待される協働ロボット事業への参入 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 有限会社東武食研 1290002034363 工場直売店舗（ユースフル）の開始 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 久留米市 ベジハート株式会社 4290002051942 葉物野菜生産事業者が減農薬食材、地産地消食材を使った惣菜弁当テイクアウト事業へ新分野展開 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 田川市 有限会社総合 6290802024204 ＥＶ時代に先駆けた日本初のＥＶステーション建設 田川商工会議所

九州 福岡県 大川市 合同会社エーシーエース 6290003007033 有機農業戦略的循環システムの構築 あさくら税理士法人

九州 福岡県 宮若市 アーク工業有限会社 4290802021161 大型水処理（汚泥処理）機械及び鋼構造物等の製造プロジェクト 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ワールドユニティ 2290801006537 コロナ禍・アフターコロナに適したバーチャルフィットネス設備を完備したフィットネスジムの運営事業 税理士法人プロネットＮｅｘｔ

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社たつみ寿司 4290002022431 本格お寿司のＤＩＹ通販『玄海を握る便』 織田　正洋

九州 福岡県 大川市 東晃設備工業株式会社 7290001065874 大規模建築向け「ウィズコロナ」型管洗浄事業の開発 大川信用金庫

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社コスモス 1290001000218 建築業者だからできる、障がい者グループホームの自社建築・自社運営事業 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 豊前市 築上印刷有限会社 4290802021822 折込チラシやはがきＤＭに代わる、新生活情報媒体の製造にチャレンジ！ 株式会社ＧＩＭＳ
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九州 福岡県 柳川市 有限会社柳川鉄工 3290002054343 アフターコロナを見据えたモーター関連部品分野への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 飯塚市 喜怒愛楽酒場うまづら 既存事業の弱みの活用と解消による少人数利用の日本料理店への専門店化 飯塚商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 セッション 次世代ゴルフ練習コンテンツのアプリ開発及びサブスク型レンタルサービス事業 松井　美恵

九州 福岡県 福岡市西区 濱地酒造株式会社 4290001000487 高精度殺菌で品質維持期間の長期化を図り、広域流通による事業拡大を目指す。 長生　信夫

九州 福岡県 嘉穂郡桂川町 劇団荒城 貸衣装、スタジオ設置でプロの役者が着付けやメイクを行う 株式会社さくら会計事務所

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社新興精機 2290001003252 安全なＰＣＲ検査機器除染システムの開発と除染の実施 みかさ税理士法人

九州 福岡県 朝倉市 株式会社桑野商会 8290001044027 地元商店街でのコワーキングスペースとブックカフェ事業で地域活性化 朝倉商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社羽野製作所 5290001003811 半導体向け特殊装置の検査・調整サービス事業 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 久留米市 株式会社ｋｉｒｅｉファクトリー 2290001050848 ポストコロナ需要に特化した新ビジネスモデルのピザ・カフェ店 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 築上郡築上町 株式会社Ｏｒｄｅｒ　Ｇａｒａｇｅ 5290801024180 販売と整備で全力サポート！先進自動車の電子制御装置整備に挑戦 大原　健佑

九州 福岡県 うきは市 ＢＯＤＹＷＯＲＫＳ　ＭＩＹＡＺＡＫＩ 自動車整備の技術を活かした移動販売車製造事業への新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市早良区 島田建設工業 コロナに対応しＳＤＧｓにも資するトレーラーハウス等の製造開始 中村　裕子

九州 福岡県 朝倉郡筑前町 アサプラントエンジニアリング株式会社 3290001043933 高精度・短納期を実現する大型機械装置製造による新分野展開 株式会社富士経営

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社おおすが 1290002010001 移動美容室を活用した高齢者に対する美容サービス提供による新規事業展開 松代　和也

九州 福岡県 古賀市 株式会社リックメンテナンスネットワーク 9290001036766 健康に役立つ温活商品を開発し続け、世の中に新しい温活スタイルを提案／社会の健康促進と活力創造に貢献 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 糸島市 スイーツカフェエガオ カフェを併設した、地元糸島の生花を販売するフラワーショップの展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 諸富紙工株式会社 6290001017083 産業用紙加工技術を活用したＢｔｏＢ医療市場向け止血用不織布の製造販売事業 税理士法人武内総合会計

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社オフィスアーツ 5290002030292 多くのアーティストに活躍の場を提供、地方エンターテイメントの復活！！ 株式会社東京経営サポーター

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ＹＭＴ　Ｕｎｉｃｏｒｎ　Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ 8290001081490 「工事の請負業者」から「太陽光パネルのメンテナンス事業」へ新分野展開 髙村　英子

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社Ｈｉｋａｒｉ 6290001015938 お客様の生活に寄り添った、オンリーワンのパーソナルジム 福田　健

九州 福岡県 直方市 株式会社石橋製作所 5290801014306 歯車の一貫製造ノウハウを活かした電動化製品向け等歯車装置の製造 直方商工会議所

九州 福岡県 うきは市 ヴァンカフェ　プロスペロ 地域の特性を活かした、テイクアウト専門店の構築 筑後信用金庫

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 株式会社大奉金属 3290001038891 切り曲げ工程の内製化による需要の高まる建築金物の製造への新分野展開 松代　和也

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社トゥブルーム 6290001056791 翻訳にまつわる全サービスを身近に！「翻訳サービスシステム事業」 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 株式会社誠榮技巧 7290001060636 製造から施工管理を一貫対応できる金属建材専門メーカーへの転換 株式会社福岡中央銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社ジョイボンド九州 5290002026092 中高年職人の技能を活かす、自動車産業からパン屋への新分野展開 松代　和也

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社ベイシス福岡 7290002017494 Ｗｉｔｈコロナを見据えてお土産屋から博多のソウルフード製造業へ挑戦 石橋　裕明

九州 福岡県 朝倉市 株式会社叶八 2290001076587 精肉青果の卸売・小売事業および焼肉店の開始による業種転換への取組 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 株式会社メタルエンジニア 1290001028812 バイオクリーンルーム壁材製造等の生産能力獲得による新分野展開への挑戦 松代　和也

九州 福岡県 糸島市 農建産業株式会社 1290001033201 地域の食にふれあう場所を活用した、フードロスゼロへの挑戦。 井上　明彦

九州 福岡県 筑後市 高野木工株式会社 3290001047323 自社製品でトータルコーディネート！ホームステージング事業の展開 大川信用金庫

九州 福岡県 朝倉市 株式会社朝倉青果市場 2290001043918 生き残りをかけて販路拡大へ！青果市場のコールドチェーン化の実現！ 嬉野・本村税理士法人

九州 福岡県 福岡市南区 ケイズスタイル 完全メンズ専用脱毛サロンの立上げ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社フォト企画えがしら 7290001043830 写真屋さんが作る使いやすいオンラインシステム『写真販売システム事業』 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 田川市 三好食品工業株式会社 3290801016485 豆腐を原料とした「たこ焼き、お好み焼き、ピザ」等の製造・販売 加藤　圭示

九州 福岡県 宮若市 株式会社ヘイワテック 9290801013790 新たな付加価値創造に資する胴縁加工への進出により新規市場を開拓する ワイエムコンサルティング株式会社

九州 福岡県 北九州市若松区 合同会社Ａｍｂｉｔｉｏｎ 7290803003701 慢性痛改善ノウハウを活かしたリハビリ特化型デイサービス施設の開業 松代　和也

九州 福岡県 福岡市早良区 有限会社桑野組 3290002007978 大工職人だからできる人と家を紡ぐ『サスティナブル工房』 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 クレアプランニング株式会社 6290001040894 ウィズコロナの成長分野・アウトドア施設のトータルプロデュースに挑戦 税理士法人トライウィンコンサルティング

九州 福岡県 糸島市 株式会社いとしのいとしま 5290001057130 地域資源を活かしたワイナリー付き宿泊事業への新展開 税理士法人創研

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社ファインスタッフ 5290001040185 遊休地を活用して大手工場排出のアミノ残渣の乾燥処理工場を新設し、肥料として有効利用する。 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 大川市 若波酒造合名会社 7290003003171 １００年の酒造りで培った発酵技術を活かした発酵食品製造事業 大川信用金庫

九州 福岡県 京都郡みやこ町 有限会社第一建設工業 4290802023190 経営基盤強化を目的とした産業廃棄物中間処理事業への参入 西岡　隆

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社飯山工作所 8290801009600 ＡＩとデジタルを活用した高速高精度歯車切削の実現による新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 プロペインズ株式会社 4290001016005 情報発信・イベント展開による顧客獲得に特化した事業への業態転換 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ナポレオンフィッシュ 9290001034316   言語聴覚士による発達障害児へのオンライン療育を行う新規事業 税理士法人山下総合会計

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ドミックスコーポレーション 3290001015016 デザイン制作技術を活用したオリジナルネームプレートの販売 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｒｅ・Ｂｉｒｔｈ 1290001032467 海外スキルを活かした希少車の輸入販売・整備の提供で新分野展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社グラフィックス 6290001007316 ビジネスホテル客室を個室サウナへ改装しＶ字回復を目指す！ホテル運営者とホテルオーナー一体型事業 白石　健彦

九州 福岡県 福岡市早良区 ももちはまワインクラブ ポークたまごおにぎりの専門店を開店して福岡百道浜の人々を笑顔に 株式会社ことづくり

九州 福岡県 みやま市 株式会社松尾米穀店 3290001089761 みやま市から世界へ！地元農家と連携した農作物集荷事業とオンライン取引の開始 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡東区 旬鮮創菜Ｒｏｕｔｅ５９０ 居酒屋からランチ及びテイクアウト中心の海鮮丼屋への事業転換 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 朝倉郡東峰村 株式会社ヒタヤ 8290001044159 伝統の小石原焼と造園業を活かしたエクステリア広場 大串　和義

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ナカノテツ 1290801002702 ナカノテツマルシェ事業 税理士法人ＴＡパートナーズ

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社はじめの一歩 5290002026373 対馬の行き場を失った高級鮮魚の物流事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 森博多織株式会社 7290001017082 伝統と観光資源を次世代へ！地域巻込型ハカタオリツーリズム事業 福田　健

九州 福岡県 久留米市 ヘアープレジス 男性固定客に向けた、理容室内での脱毛サービス事業 筑後信用金庫

九州 福岡県 福岡市早良区 エージェイエフ有限会社 5290002031803 子どもとお年寄りが一緒に笑顔になれる多世代型複合施設の建設 谷　和也

九州 福岡県 遠賀郡遠賀町 株式会社マシンワークス 8290801020342 ロボット産業等向け５軸３次元精密加工技術獲得による新分野展開 遠賀信用金庫

九州 福岡県 糸島市 株式会社熊本精研工業 2290001033217 精密放電加工・研削加工によるディスペンサーノズルの開発 ペンデル税理士法人

九州 福岡県 北九州市若松区 株式会社ＬＯＢＪＥＴ 3290801019570 近代日本建築を改装した＂フォトウェディング＂専門スタジオの開設 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社不動産ギャラリー 8290001057210 福岡県の街の活性化・治安の安定に貢献する飲食テナントナビ事業 新井　賢治

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社リュウセイ 9290001056723 精肉加工による安心安価な精肉の提供と生鮮食品輸送への相乗効果の創出 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 宗像市 インプレッション株式会社 4290001056934 海洋プラスティック問題に取り組むＳＤＧｓグッズの制作 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社富貴亭 3290802017805 中華料理店から冷凍自動販売機を活用した冷凍調理食品製造業への新分野展開 河本　真希

九州 福岡県 久留米市 協同トムソン 薄紙対応トムソン機械導入による薄紙加工市場への新分野展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 遠賀郡遠賀町 株式会社おんが自動車学校 8290801011184 体験を通じて内面的な成長を促す女性向け合宿免許の開講 加藤　圭示

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社Ｔ－ｓｙｎｅｒｇｙ 9290001074709 新たな博多新名物「博多モツつけ麺」の製造工場兼直販所の新設 大串　和義

九州 福岡県 糟屋郡篠栗町 タシロ　クラブ 最新設備を活用した新たな健康・認知予防トレーニングの提供 山田　周作

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社エムエース 2290002014488 福岡空港付近の立地を活かした大型ビジョンによる広告事業への参入 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 株式会社水摩製作所 5290001081320 インフラ向けチェーンコンベア部品等製造体制構築による新分野展開 飯塚信用金庫
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九州 福岡県 福岡市中央区 アルネブ 親子で利用できる新しい脱毛サロン ＡｉｒＥｘ　Ｖｅｎｔｕｒｅ株式会社

九州 福岡県 春日市 株式会社フロア 3290001042084 店舗兼セントラルキッチンの開設と非接触型販促システムの導入 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 ペガサス株式会社 4290001019791 ＡＩを活用した学習システムの構築による新たなリモート学習支援事業及び高齢者向け脳トレソフト開発事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 宮若市 岡垣興業株式会社 1290801014532 熱分解技術導入による自動車製造装置部品等への新分野展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社オーセル 1290001027500 小規模事業者向けへの美容品製造業 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 コーヒーバージェイ コーヒーバーが取り組むテイクアウト特化型喫茶店営業 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ラグジュアリー 3290001056555 地域初！保育園連携を強みとした子育て世代特化型・カフェ併設コワーキングスペース事業 木原税理士法人

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ブリスペーニョつくし合同会社 5290003009856 元プロサッカー選手をはじめとした人材を活用した地域密着型の放課後等児童デイサービス事業の開発による地域活性化事業 尼崎信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ｉＺＭＡ 5290001073466 ドローンによる水面下の測量事業への新規参入による売上拡大 飯塚商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 台車屋さん．ｃｏｍ デザイン性に優れた自動車部品の製造・修理事業 ＩＫＣ税理士法人

九州 福岡県 三潴郡大木町 合同会社サンライズケア 9290003004366 ユニバーサルデザインの「非接触型」温泉施設の開設 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社てら岡 6290001008917 自社おせち直販ビジネスから「量販型ＯＥＭおせち」生産工場へ転換 黒岩　延峰

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社ビッグバン 4290802015964 高付加価値サービスで新規顧客を獲得、安定的な事業へ 税理士法人ウィズラン

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 高千穂株式会社 1290001038373 ホームセンター等小売業向け営業倉庫体制構築による新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 嘉麻市 有限会社大塚 1290002044767 一棟貸し家族葬専用葬儀場による「家で見送るような家族葬」のご提案 本山　秀和

九州 福岡県 春日市 株式会社鳴海運輸 3290001043223 活魚中継（水槽）基地の建設　事業計画書 エンジョイント税理士法人

九州 福岡県 北九州市八幡西区 豊のはなれ カウンター形式の高級すし店が、完全予約制・半個室化とＩＴ活用による　サービス提供方式の転換 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社フアイル 4290001041127 多機能福祉施設ｈｏｐｅ新規開設事業 阿部　敬次

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社エム・エス・ピー 8290001018336 販売促進ノウハウを活用しネイルサロン事業へ挑戦 本田　隆博

九州 福岡県 うきは市 ロッカシャッカ合同会社 7290003007040 レコードプレス機導入による、卸売業から製造業への業種転換 筑後信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社インクローチ 3290001057636 プロ食材厳選ミールキットとオンライン料理教室を通した飲食業ＤＸ化事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 朝倉郡東峰村 太田製陶所　まるた窯 阿蘇黄土を使用した小石原焼の新商品開発による事業再構築 菊池　哲

九州 福岡県 遠賀郡岡垣町 有限会社キャメルブリッジ 6290802017901 旅客運輸業からグランピング施設設置、運営する業種転換の取り組み 税理士法人井村アンドパートナーズ

九州 福岡県 遠賀郡岡垣町 有限会社ゆうま 6290802016762 ワイナリーを核に観光資源化する物販所開設の事業転換の取り組み 税理士法人井村アンドパートナーズ

九州 福岡県 久留米市 株式会社久留米庭苑 9290001048729 にわのとりプロジェクト 黒岩　延峰

九州 福岡県 福岡市博多区 ヨコストン株式会社 7290001071187 和食の世界需要に向けシェフが望むオーダーＡＲＩＴＡ－ＹＡＫＩ 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 久留米市 梅原建設株式会社 4290001048436 久留米初！体験型超省エネ×スマートオープンハウスを核とした新築や中古リノベ―ションの営業展開 株式会社熊本銀行

九州 福岡県 北九州市戸畑区 有限会社照寿司 7290802004295 和包丁の販売事業開始による寿司店の事業再構築 髙村　英子

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ＷＡＤＡＣＨＩ 飲食事業の強みを活かした缶詰・レトルト加工製品製造業への転換 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 ゼオライト株式会社 3290001014125 水処理５２年の実績・ノウハウを活かした業態転換～ゼオライトが切り拓く、“良い水創り”循環型社会への貢献～ 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 久留米市 ドライフルーツ市丸 地元素材で作る無糖・無添加・半生食感のドライフルーツを製造 福岡県信用組合

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ストリ 3290001076132 母親達の居場所を作りたい！託児付オーガニックカフェと物販で実現 株式会社東京経営サポーター

九州 福岡県 飯塚市 株式会社Ｙｏｋｏｋｅｎ 8290001088957 オーダーメイドの空間を手軽に低コストで！『コンテナＤｅｓｉｇｎ－ＢＯＸの製造・販売事業』 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＣＮＶ 6290001084561 既存のホテル内飲食事業から水産物を使用した加工卸業、Ｄ２Ｃ事業、飲食事業への業種転換 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 遠賀郡岡垣町 有限会社花の花将 3290802016708 地域の互助会と連携した不用品回収・遺品整理事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市東区 有限会社セゾン 4290002029897 デジタルマーケティングを活用した住宅マッチング事業への新分野展開 新郷　道明

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社日本消防機材商会 4290001022564 ～防災のプロが地域の安全と情報を提供する～防災情報発信型デジタルサイネージ広告事業（ぼうさいねーじ）への新規事業展開 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 久留米市 株式会社ノーブル 9290002050717 日本初グランピングワイナリーで久留米のリゾートを創る！ 株式会社筑邦銀行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社ワキノアートファクトリー 6290801004009 小規模花火と映像制作事業 前田　俊雄

九州 福岡県 福岡市城南区 株式会社ウェルビーイング・クリエイト 7290001063432 セントラルキッチン方式による高齢者施設を対象とした配食事業のへの進出 株式会社千葉銀行

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社フルタパン 3290001004027 全国をターゲットにした冷凍惣菜パンの通信販売の開始 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 直方市 トータルカーショップメカドック 初心者や女性の行きたいけど行けないを解決するフィットネスジム 直方商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社バクロ 1290001059774 飲食・小売複合店の開業による生食用牛肉販売と収益性改善で、地産地消への貢献 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市東区 Ｃｒｏｓｓｒｏａｄ・Ｈｏｍｅｔｏｗｎ・Ｓｐｏｒｔｓ株式会社 5290001056850 誰もが安全かつ気軽に楽しめる新スポーツ「パデル」！ 古賀　光雄

九州 福岡県 北九州市若松区 共栄精機株式会社 4290801012129 検査装置アーム部品など超精密部品製造体制構築による新分野展開 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社アドアルファ 6290001030185 スマートオフィスパッケージ販売事業 大串　和義

九州 福岡県 田川市 田川産業株式会社 4290801016402 持続可能な大豆由来の水性樹脂を用いた抗ウイルス塗料の製品開発及び新市場展開。 田川商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉南区 ビービーエンジニアリング株式会社 6290801007291 産業用機械・ロボットの組立などＦＡ関連事業への取組み ワイエムコンサルティング株式会社

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社リピラボ 3010401135317 コールセンター向けリモートシステムの開発による業態転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社ヒーコン 2290002012558 音楽スタジオ業からエンターテイメント市場のハイブリッド配信ビジネスへの進出 富永　一也

九州 福岡県 大川市 山栄産業株式会社 9290001054644 ＳＤＧｓの達成へ！特許技術を用いた樹脂含侵材の開発 宮川　譲

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社オカベイ 9290801000517 老舗精米業者が多様な食材を扱うスーパー開業で地域の「食」に貢献 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市西区 鮨かず矢 鮨店の技術を活かした穴子料理専門店の新規出店 税理士法人アーリークロス

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社パートナーズ 1290001029372 ＩｏＴを活用した高付加価値キクラゲ食品製造による雇用創出と地元貢献 藤川　剛士

九州 福岡県 中間市 グリーンプラザ開発株式会社 6290801010980 商業不動産賃貸業から街づくり事業へ～住宅建築販売への新分野展開～ 篠原・植田税理士法人

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社中村緑地建設 1290001001835 切り花・エディブルフラワー等の店舗及びＥＣ販売 河津　祐二

九州 福岡県 田川市 鈴印株式会社 4290801025353 逆６次産業で行橋の銘菓を創りコロナに強い持ち帰り店とＥＣ店構築 田村　襄

九州 福岡県 鞍手郡小竹町 福岡ＩＬＢ株式会社 2290801019217 小中学校等パブリック向け給水スタンド開発による全国商圏への挑戦 田邊　晃

九州 福岡県 北九州市八幡西区 ＢＡＢＡＶＯＶＯ 美容室内でセルフサービスによる安価なフォトスペースを提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社Ｒｉｎ建築 9290001071128 カフェ併設型１棟貸し宿泊事業及びマリンスポーツ事業 立野　謙介

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社お茶の山口屋 6290801000602 旦過市場の憩いの場、お茶の伝統文化と新しい魅力を発信する日本茶カフェ 北九州商工会議所

九州 福岡県 京都郡みやこ町 株式会社イノベーション 9290801024086 集約からリモート分散へ。地域の絆と安心、健康と経済を護る葬儀展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 北九州市門司区 有限会社川口通商 8290802011885 集荷・加工・納品まで自社完結の国内メーカー向け鉄スクラップ販売事業 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 有限会社内本開発 4290802007391 地域のサプライチェーン強靭化への挑戦 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 株式会社冨創設備工業 3290001039221 熱絶縁工事部材の製造への参入による製造業分野の強化 大串　智之

九州 福岡県 北九州市八幡東区 有限会社一冨士 3290802011592 老舗料亭の味を引き継ぐ店が真空冷凍食品製造事業に進出 能丸　政孝

九州 福岡県 福岡市早良区 ヒッツダンススタジオ ライブ配信（ライブコマース）によるオタク商材の海外ネット販売支援 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社プライマリー 1290002022260 新宮町初、健康増進を目的とした全天候型屋内オートテニスコート事業計画書 堀　芳郎

九州 福岡県 三潴郡大木町 株式会社牟田鉄工 2290001053586 大型金属加工に対応しニッチ分野への新規参入による販路拡大 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 山下運輸機工株式会社 3290001039196 既存事業とシナジーを発揮する倉庫業務への新分野展開 税理士法人武内総合会計

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社味和商店 6290002027882 コロナ後の需要変化に対応するデリバリー対応キッチン店舗の展開 株式会社ＤＡＮ
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九州 福岡県 福岡市博多区 福岡プラテック株式会社 6290001016102 半導体市場等向け熱硬化性樹脂難切削加工技術高度化による新分野展開 佐藤　修一

九州 福岡県 久留米市 ブライダルロード ブライダル業界１５年の経験を強みにフォトスタジオに改装！フォトブライダル事業への進出 田中　憲治

九州 福岡県 福岡市中央区 合同会社ＴＡＫＥＴＷＯ 3290003003407 大衆酒場から座席を２０％削減、本物志向の個室型レストランへ！ 藤浦　敏明

九州 福岡県 筑後市 株式会社宝生倉庫 1290001047606 倉庫業から精米工場向け特殊清掃サービス事業への転換 新飼　賢郎

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｇａｌｋａｒｌｙ’ｓ 3290001082378 新規性高い“サブスクリプション型”の高級創作割烹料理店事業 アトムコンサルティング株式会社

九州 福岡県 福岡市博多区 ハイライト 「インストラクターとクリエイターのためのコワーキングスタジオ」運営 髙村　英子

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ストーンマーケット 7290001022652 磁力を利用した治療器具等、医療分野に関する新商品の開発・製造・販売 大串　和義

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社インクリエイト 7290001064496 世界遺産の島、宗像市大島の「元気な島づくりプロジェクト」 吉野　恵子

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社天竜 9290001061608 物流事業とのシナジーを発揮する秋月産天然水の製造卸売販売 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 鞍手郡鞍手町 有限会社ウエキモールド 9290802020737 自動車用セーフティシステム部品金型の受注獲得による事業再構築 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社荻田商業建築デザイン事務所 9290001005060 商業店舗専門設計事務所のノウハウを生かした複合的リゾート施設の展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 丸喜株式会社 3290001065894 自社ブランド子供服の企画製造と、国内小売事業への進出 税理士法人アーリークロス

九州 福岡県 三井郡大刀洗町 フジデノロモールド株式会社 3290001050566 半導体製造装置に係るプラスチック製品の成形・加工への新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社エー・ワン 8290001034028 農業事業者・新規就農者の育成・研修・コンサルティング事業 福岡信用金庫

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社ヒラオカコーポレーション 1290001017880 ポストコロナに対応した非接触型２４時間フィットネスジム事業への新規参入 株式会社ことづくり

九州 福岡県 福岡市早良区 学校法人福岡幼児学園 9290005001279 家族が、みんなでそだつ場所。国内屈指の観光地・福岡県糸島市における体験型宿泊観光施設の設置運営事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 飯塚市 有限会社きど葬祭 1290002044890 ウィズ・アフターコロナの顧客ニーズを捉える次世代型葬祭事業 中村　晃

九州 福岡県 筑後市 株式会社オリエンタルフーズ 3290001047637 食は生きるエネルギー！小分け・冷凍事業への新たな挑戦 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＳＯＬＧＲＡＣＥ 7290001062005 テレビＣＭを最大限に活用したペットサプリの通販事業 株式会社三井住友銀行

九州 福岡県 朝倉市 株式会社天野商店 8290001043920 鶏肉加工品を主軸とする地域に根差したテイクアウト・物販店舗の開業 あさくら税理士法人

九州 福岡県 久留米市 永松工業株式会社 5290001049862 オゾン洗浄・水循環装置開発で地球に優しいＳＤＧｓを目指す 宮川　譲

九州 福岡県 福岡市博多区 トリゼンダイニング株式会社 9290001086027 博多華味鳥が手掛ける健康食品ブランド「伊都自然工房」の展開 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 直方市 有限会社明治屋食料品店 3290802020651 地域資源を活用した自社商品による新事業展開 直方商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 合同会社プライスファクトリー 1290803000919 日本初　高級婚礼家具の街大川で作られたペット家具のアウトレット販売 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社ハヤト工業 2290001087114 製造業分野への参入による収益性向上と販路拡大 大串　智之

九州 福岡県 宗像市 大国丸 鐘崎漁港で水揚げされた鮮魚の自動包装による衛生管理向上及び直接販売販路開拓 西野　好則

九州 福岡県 福岡市西区 ホゼン株式会社 3290001022367 ウォータージェット工事の自社施工へのチャレンジによる業績Ｖ字回復 はら経営株式会社

九州 福岡県 田川郡福智町 株式会社伝農舎 4290801019719 ～地域問題を地域貢献へ～環境にも地球にも優しい堆肥ビジネス 中川　聡弘

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社オフィス宮﨑 4290002028420 デザイン製作会社が輸入業務用飲食器のＥＣサイトで小売業へ 貝原　收

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社アドツーリスト 5290001006104 事業ドメイン拡張のための統合型オンライン予約システム開発 立野　謙介

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社山田屋 2290001049733 下請け事業からの脱却！コロナ禍に生まれた結婚式の多様化に応える結婚式紹介ビジネススタート！ 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 株式会社樋口工業 2290001041087 精密切断設備導入を通じた高付加価値分野への参入による事業再構築 大串　智之

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社リーフ 8290001083066 障がい者グループホーム向け配食サービスを行う就労継続支援Ｂ型事業に挑戦 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ＭＵＳＩＣＡ 1290801022584 ペットの腎臓病の症状を緩和する電荷天然水の製造事業 髙村　英子

九州 福岡県 久留米市 西日本産業株式会社 8290001049372 ＡＩ活用型パーソナルトレーニング専門ジム『Ｈｅａｌｔｈｙ＝Ｂｅａｕｔｙ』事業 久留米商工会議所

九州 佐賀県 唐津市 鶴商店 漬物老舗店がつくる漬けタレと佐賀牛の焼肉店オープン 唐津信用金庫

九州 佐賀県 佐賀市 アウトオブコーヒー 地域に根ざしたコーヒースタンドのドリンクテイクアウト事業 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 唐津市 株式会社エムズ 7300001008583 一気通貫！非対面シミュレーションアプリと不動産顧客管理システムのコラボ 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 唐津市 ティーズコンセプト株式会社 2300001007334 地域情報等を提供するデジタルサイネージを備えた、ＩＯＴ対応コインランドリー事業の展開 唐津商工会議所

九州 佐賀県 神埼市 有限会社ノグチ 8300002004218 リモコン草刈機の導入によるサブスク型草刈り代行サービス 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 唐津市 株式会社フレックス唐津 5300001007331 木製キットハウス「おやじの隠れ家」の工務店向けフランチャイズ事業 唐津商工会議所

九州 佐賀県 嬉野市 ふじやま進学ゼミ カフェ学ＶＩＶＡによる超高齢化社会・人口減少地域の課題解消 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社嬉乃すし 3300002000147 最先端冷凍技術とＩＯＴ搭載自販機で老舗寿司屋から家庭へお届け 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 小城市 鈴林 居酒屋とラーメン店の２業態によるマルチ店舗によるコロナに負けない体制の構築 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 神埼市 フレル株式会社 2300001011906 楽しく考える子供を育てる木製知育玩具「ＲｏＲｏｐ」の販売施策 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社アバンセ 4300002009699 教材メーカーが家庭学習をサポートするｅラーニング事業への進出 西岡　幹博

九州 佐賀県 佐賀市 山沙商店　すし芳 ミシュラン店料理人が提供する、佐賀の海の幸・山の幸を使った丼・お弁当・惣菜・スイーツ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 佐賀県 唐津市 株式会社テクノ・エム 7300001007255 金属加工業によるアルミの加工技術・ノウハウを活かした医療機器製造への挑戦 株式会社フロウシンク

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社Ｄ．Ｃ環境開発 3300001004322 佐賀県初のバックホー用杭抜機導入による杭抜工事分野への進出計画 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 鳥栖市 中央機工株式会社 4300001006219 金型製造技術を活かした新分野発展で単独事業依存体質からの脱却 株式会社フロウシンク

九州 佐賀県 佐賀市 旅館千曲荘 ウイズコロナに対応した、ぬる湯プライベートＳＰＡ事業 佐賀信用金庫

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 株式会社セイブ 8300001005745 ガイシ工場にて実現したＤＸの実績を新事業として地域や他企業に展開 有田商工会議所

九州 佐賀県 唐津市 居酒屋いもと 地域食材を活用！全席完全個室のセルフオーダー式焼肉店の展開による事業転換 山田　盛史

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社アートフラワーストーリー 6300001009392 コロナ禍に花と緑の空間を！フラワーカフェ＆レストラン事業に挑戦 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 武雄市 株式会社かどやコーポレーション 6290001074901 イタリアの伝統的焼菓子「スフォリアティーネ」の製造・販売事業 武雄商工会議所

九州 佐賀県 鹿島市 肥前米穀株式会社 5300001004964 創業７１年のお米卸の当社が地元特産品を使ったベーカリー事業に進出 井上　拳

九州 佐賀県 伊万里市 小島食品工業株式会社 9300001005488 コロナ禍からの脱却と日本のおつまみ文化普及のための海外事業への挑戦 谷口　茂雅

九州 佐賀県 小城市 株式会社牛津蒲鉾 3300001003357 水産練物製品業から高付加価値冷凍練物商品の製造開発への転換 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 大栄工業株式会社 8300001010893 農業分野における害虫（ジャンボタニシ）捕集装置「スクミッチ」の量産化 山田コンサルティンググループ株式会社

九州 佐賀県 佐賀市 一般社団法人みらいず 5300005006494 コロナ禍で失われた障害者の働く場の復活への新規布団事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 佐賀県 佐賀市 合名会社楊柳亭 1300003000016 老舗料亭が作る本格日本料理をもっと身近に！お惣菜の提供開始 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 佐賀市 武富自動車商会 「トラック・特定整備対象車両の整備・点検」事業の展開 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 伊万里市 フリーダム オンラインレッスンプラットフォーム＋オンライン配信対応・地域密着型レンタルスタジオの運営 木村　兼作

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社ライフプロ 1300001000117 美容・健康をテーマにしたテイクアウト中心の店舗外販売施設 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 神埼市 株式会社未来ケアグループ 9300001010736 柔道整復師による運動療法特化型多機能型放課後デイサービス事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 三養基郡基山町 ＮＰＯ法人ソレイユ・ヴェルプレット 8300005005007 サッカークラブによる個別指導塾参入事業 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社プロスタッフ 4300001005402 学習塾の経営維持のためコインランドリーで昌益確保する業種転換 株式会社エム．サポーティング

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 株式会社親峰武堅 9300001009407 植物及び鉢への小売業への参入 市竹　敦

九州 佐賀県 武雄市 有限会社信成開発 6300002005952 自動選別とラジコンを活用した災害対策への進出による事業再構築 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 佐賀市 合同会社葉隠 6300003001208 空き家活用による佐賀の賑わいおもてなし創出事業 深町浩二

九州 佐賀県 伊万里市 リアン株式会社 3300001008868 地域初！デイサービス事業者が新たに聴覚障がい者向けサロン開始 税理士法人アップパートナーズ
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九州 佐賀県 唐津市 甘夏かあちゃん 地元農産物「甘夏」の新しいスイーツを店頭提供。呼子の新しい立ち寄りスポットへ。 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 東松浦郡玄海町 有限会社渡邉水産 3300002011004 急速冷凍機の導入による養殖鯛を使った冷凍寿司の開発、販路拡大と新規顧客獲得 株式会社シャイン総研

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社クーイング 4300001008058 ファミリー層向けの世代を超えて愛されるサステナブルな焼肉店！ 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 伊万里市 株式会社フェルマ木須 9300001010991 ”生きた酵母”を多くの食卓へ　～一貫管理と量産体制構築によるＢｔｏＢ販売の実現～ 株式会社グッドパートナーズ

九州 佐賀県 鳥栖市 株式会社超雲 5300001008783 ペットのための車載炉による訪問火葬事業 鳥栖商工会議所

九州 佐賀県 唐津市 ホンダカーズ佐賀株式会社 6300001007339 ＰＤＩセンター及びカーズテクニカルセンター整備による事業再構築と生産性の向上の実現 税理士法人ウィズラン

九州 佐賀県 武雄市 有限会社イチノセ 9300002007574 食品スーパーのウイズコロナ対応のための食肉専門店への事業転換 田中　誠

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 天吹酒造合資会社 7300003000506 新ジャンル「樽熟日本酒」で日本酒の価値向上と海外輸出を拡大 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社ＢＩＯＳ 3300001009585 県内トップクラスのフレンチレストランが併設する星空のコテージ 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 鳥栖市 株式会社サンクリア 1300001006502 小ロットオーダー対応の地域性特化型国産調味料パック加工事業 久保山　勝予史

九州 長崎県 北松浦郡佐々町 有限会社メディア館 4310002019854 本屋を核とした地域の健康複合施設「スポーツジム」のスタート 伊万里信用金庫

九州 長崎県 大村市 カラオケクラブダム長崎諫早店 カラオケボックスの新しい運営と家族が触れ合う場所を提供する事業 大村商工会議所

九州 長崎県 長崎市 株式会社Ｃｅｒｅｍｏｎｉｅ 6310001012809 コスプレもできるセルフ写真館と映像制作新分野展開でＶ字回復 長崎商工会議所

九州 長崎県 佐世保市 土地家屋調査士法人アドバンス 4310005008086 ３Ｄスキャナーを導入することによる測量業務の向上 森　健史

九州 長崎県 長崎市 株式会社杉永蒲鉾 7310002002592 実演販売の新業態による揚げたて・できたての蒲鉾販売の構築 株式会社ＩＧブレーン

九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町 有限会社レストランジャンボ 4310002012561 大規模飲食スペースを改装し、ワーク、コミュニティの新たな拠点に 山田　周作

九州 長崎県 諫早市 エバートラスト合同会社 3310003002876 地域特産棚田米を提供する、テイクアウト唐揚げＦＣ店の経営による再構築 林　和子

九州 長崎県 長崎市 中央橋整骨院 振動トレーニングマシンによる体幹トレーニング指導と予防ケア 株式会社肥後銀行

九州 長崎県 諫早市 一ノ蔵 ５つの製造許可を持つコワーキングスペース事業 坪井　亮

九州 長崎県 南島原市 ギフトのまつもと 地域観光資源を活用のファミリー層を対象とした１日１組限定のペンション業 松﨑　秀宣

九州 長崎県 長崎市 ＢＲＯＳ 不動産業への挑戦！「中古住宅リノベーションのワンストップサービスで新販路拡大」 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 有限会社ミモザ 4310002005524 コロナに対応する持ち帰りを中心とした飲食の新規事業に進出する 長崎商工会議所

九州 長崎県 西海市 Ｃｅｎｔｅｌｌａ コロナ禍でも強い！ハーブ専門家が手がけるハーバルリトリート農家民泊 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 南島原市 合資会社吉田屋 2310003002084 老舗酒蔵による米麹発酵技術活用型『発酵カフェ』新分野展開事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 対馬市 合同会社百乃屋 2310003003909 国境の島、対馬の「銘菓かすまき」を島外で製造販売事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 株式会社肥前電工 2310001015996 市内初の高度な衛生需要に応える特殊施設清掃業への業種転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

九州 長崎県 壱岐市 エスターテマーレ犬舎 シワシワの希少種との時間を過ごせるドッグカフェへの事業展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 もみねこ堂 ＬＥＤビジョンによる全国初の連携コマーシャル展開事業 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 株式会社ＰＲＩＭＥ・ＳＯＣＩＯ 3310001004404 食育のプロの「知識」と弊社の「開発力」を活かした『食育の見える化』プロジェクト アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 大村市 クリーニングエイトドライ ２４時間営業のバッグ・靴の自社内補修とクリーニング受け渡し 前田　慎一郎

九州 長崎県 対馬市 居酒屋一茶 観光客（団体旅行ツアー等）に対応した、大規模飲食店への業態転換事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 株式会社カキタ 4310001004683 衣類オンライン買取と販売リュ―ス事業の新分野展開による売上拡大 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 株式会社小野原本店 2310001000321 からすみ事業による見識を活かした「酒と肴のウェブメディア広告事業」　への進出 一ノ瀬　博人

九州 長崎県 佐世保市 株式会社未来 5310001014277 塗装技術を活かした臨場感溢れるサバイバルゲーム場の運営 森　健史

九州 長崎県 長崎市 株式会社カト健 3310001013727 天然鮮魚専門卸・加工販売店の強みを活かしたテイクアウト／デリバリー天丼・海鮮丼店への新分野展開 税理士法人波多野アンドパートナーズ会計事務所

九州 長崎県 長崎市 自家製麺ＢＡＢＡＫＥ アフターコロナ時代のニーズ創出！長崎初の観光土産商品麺通セット開発事業。 濵村　俊介

九州 長崎県 長崎市 株式会社ＩＲＹＳ　ＰＬＵＳ 2310001016961 不動産業分野への新たな挑戦による、売上拡大と雇用の確保 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

九州 長崎県 佐世保市 Ｐｈｏｔｏｓｔｕｄｉｏ　ｔｕｔｔｉ． 県内初自ら写真撮影可能なセルフフォトスタジオ有レンタルスペース業で地域活性化 前田　直

九州 長崎県 諫早市 ＠ｃｈｏｃｏｔｔｏ 地元じゃがいもを使った独自の冷菓の開発による業種転換 前田　慎一郎

九州 長崎県 長崎市 かわら畳店 菓子製造販売への新分野展開と自動販売機による非接触販売 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 株式会社いち花長崎 7310001013541 日本料理店が提案する体に優しい企業向け高齢者向け配食サービス 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 寿司割烹　磯しん 老舗が作った冷凍皿うどんとＳＤＧｓな海鮮料理 中尾　勉

九州 長崎県 長崎市 株式会社ミヤモト 8310001016650 吊り足場を利用した新足場事業への取り組み Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

九州 長崎県 西海市 株式会社ナカヤマリフレッシュ長崎 1310001002418 高い衛生品質のクリーニング技術を活用した医療や食品分野等のユニフォームレンタル事業 株式会社エフアンドエム

九州 長崎県 雲仙市 お食事処　入潮　 長崎県初！「ちゃんぽん屋が提供する薬膳料理」事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 島原市 株式会社松本商事 7310001011834 外食・内食の垣根の融合～居酒屋メニューを自宅で手軽に楽しもう～ 税理士法人内田会計事務所

九州 長崎県 諫早市 株式会社岸自動車鈑金 2310001011244 自動車技術の革新に追従するための水性塗料、エーミング機材等の導入による新聞屋展開 たちばな信用金庫

九州 長崎県 長崎市 株式会社桑宮製作所 1310001003779 複合加工の強みを生かした産業ロボット分野へ参入する新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 長崎県 佐世保市 株式会社ＣＬ．１９７８ 2310001014651 “ＳＴＯＲＥ＆ＦＡＣＴＯＲＹ”ジーンズ製作販売事業 島浦　誠

九州 長崎県 雲仙市 有限会社旭産トーヨー住器 7310002016782 建設資材販売業が挑戦！不動産業進出で新たな需要創出事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 五島市 東京クリーニング店 洗濯代行とコインランドリーを同一場所で行い利便性を高める事業 株式会社十八親和銀行

九州 長崎県 南松浦郡新上五島町 株式会社時愉亭 7310001015018 中長期滞在者等向けのホテル建設と島素材を堪能できる焼肉店「チカノシマ（仮）」の開業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 西彼杵郡時津町 株式会社ヤマハマリン西九州 5310001003387 崎野自然公園でのコテージ・ＢＢＱ・イベント・カフェ事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 長崎県 佐世保市 有限会社壹良産業 3310002009195 適正リサイクルで海洋資源と再エネを支える 山浦　隆由

九州 長崎県 佐世保市 親永産業株式会社 9310001005495 建材卸が挑戦する本格ＤＩＹ対応のプロ仕様建築資材の専門店事業 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 長崎市 からだ整体 大学生に向けた、リクルート用ボディ＆フェイスを作るナイトジム 長崎商工会議所

九州 長崎県 諫早市 有限会社ヤマダ 5310002015679 女性杜氏が造るオリジナル日本酒で挑む！米国市場での日本酒の販路開拓 株式会社コムラッドファームジャパン

九州 長崎県 諫早市 九州化成工業株式会社 5310001007925 発泡スチロール製造設備の『デジタル化＋大型化』による養殖マグロ・浮桟橋の市場ニーズへの対応 諫早商工会議所

九州 長崎県 佐世保市 株式会社エバーグリーン 8310001006338 冷凍のヴィーガン向け佐世保バーガーで売上向上を目指す。 河本　真希

九州 長崎県 雲仙市 関大工工事店 仮設足場工事事業進出による新たな需要創出事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 西彼杵郡時津町 月香園製茶株式会社 6310001003287 中国マカオ特別行政区への日本一の『そのぎ茶』の輸出事業 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 有限会社スリー・ドラゴンズ・カンパニー 8310002002641 脱接客サービスにより、幅広い顧客層を対象とした地域のアンカーテナント飲食業に事業展開 梶村龍太

九州 長崎県 長崎市 立花縫製　　渡辺久幸 マスカスタマイゼーションを実現する婦人オーダー服の個別受注生産体制構築 株式会社コムラッドファームジャパン

九州 長崎県 対馬市 有限会社金子商店 2310002020228 対馬市の活性化を創出するテイクアウト専門のパン店の開設 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 有限会社エムズ 9310002014082 再生可能エネルギーで繋がる非対面非接触民泊型モデルハウス 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

九州 長崎県 雲仙市 合資会社本多商店 3310003001713 温泉街の老舗酒店による世代間・地域間の交流拠点となる新分野展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 株式会社ヒューマングループ 8310001005380 コーチングを活用した社員研修並びに集客支援 佐世保商工会議所

九州 長崎県 佐世保市 株式会社Ｅ・アーキテクト 4310001012785 設計の強みを生かし、戸建て住宅完成までを完全サポート 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 佐世保市 株式会社森白汀 2310001007143 「ブライダル、成人衣装レンタル事業」および「法人向け写真教室」 佐世保商工会議所

九州 長崎県 南島原市 三和サービス 高齢者施設向け農産物水煮加工食、惣菜、及び肉類、魚類の形状加工食製造 中村　良治

九州 長崎県 長崎市 ナガベア株式会社 2310001001567 金属加工技術の高度化による再生可能エネルギー市場への新分野展開 齊田　康伸
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九州 長崎県 長崎市 有限会社喜助うどん 3310002001367 地元食材を使用した手作りうどん屋がプロデュースする地元食材の専門店街 株式会社経営支援センター

九州 長崎県 佐世保市 ＳＡＳＥＢＯピザ食堂 佐世保のピザを全国に届ける　冷凍通販事業 森　健史

九州 長崎県 西彼杵郡長与町 有限会社森満工業 2310002008289 オリーブオイルを利用した化粧品等人に優しい商品の製造・販売事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 株式会社ユウキ 6310001006843 空き家を再財産化する循環型性能向上フルリノベーション事業 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 佐世保市 株式会社小柳 1310001005370 長崎県における中小企業スマ－トオフィス化支援計画 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 長崎県 長崎市 有限会社ダイワ工業 3310002008445 ファイバーレイザー切断機導入を通じた製造業への進出、事業構造の転換 大串　智之

九州 長崎県 平戸市 福田酒造株式会社 6310001010449 新工法によるラグジュアリー日本酒開発で海外における新市場獲得 西海みずき信用組合

九州 長崎県 大村市 有限会社上戸青果 6310002017138 生姜専門の卸売業から倉庫事業への新分野展開 青山　周広

九州 長崎県 長崎市 株式会社リハテック 5310002016702 介護に役立つＤＸシステムを体験できる空間の建造とＤＸ化支援事業 有浦　勲

九州 長崎県 長崎市 有限会社ロッキー 2310002006160 亀山社中坂本龍馬の夢を長崎のとんかつ屋が日本の食材パン粉で船出する 税理士法人阿比留会計事務所

九州 長崎県 長崎市 株式会社黒川鐵工所 8310001000506 産業用ロボット業界への参入 税理士法人内田会計事務所

九州 長崎県 長崎市 平木工業株式会社 5310001001829 廃棄物処理業からプラスチック再生の新事業への挑戦 青山　周広

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ジーバイジー 4330001028978 休眠美容師向け美容訓練スクールの開校 熊本商工会議所

九州 熊本県 阿蘇市 阿蘇薬草園株式会社 4330001018921 自家製薬草を使用した「阿蘇自家製ハーブスィーツカフェ」事業 吉野　恵子

九州 熊本県 熊本市北区 ＨＥＩＭ 自律神経やホルモンバランスの乱れを整える女性専用頭皮整体事業 吉野　恵子

九州 熊本県 山鹿市 農事組合法人鹿本養鶏組合 2330005003178 コロナをバネに！ＥＣ＋自販機＋店舗直販導入による小売業への展開 藤田　傳次

九州 熊本県 荒尾市 有限会社彩コーポレーション 9330002022422 新しい生活様式に合わせたＥＣ事業 荒尾商工会議所

九州 熊本県 宇城市 株式会社ＮＥＷ　ＰＬＵＳ　ＯＮＥ 4330001023616 開放感のある海沿いでバケーション体験ができるアウトドア施設の新規開拓 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

九州 熊本県 熊本市東区 オフィス的場 コワーキングスペースの開設によるビジネス・イノベーション事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 玉名市 株式会社ｍｓｔ 2330001019368 整骨院からパーソナルジムへ展開し地域住民の健康増進に貢献する 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 しゃぶ×バル　ＴＡＭＡＲＩ 地元食材活用の看板メニュー「しゃぶしゃぶ」のＥＣ等販売事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 菊池市 本多接骨院 新機器導入・雇用拡充で菊池市初の接骨院と美容の融合事業 寺崎　兼司

九州 熊本県 熊本市中央区 せっけん工場ｔｏｐｉ 耕作放棄地から植物の種を生産、食用油の製造販売により新たな循環型農業を構築する 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 玉名郡和水町 キハココロ 身体×食の健康トータルサポート事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 菊池郡大津町 株式会社グローバルワークス・サイトウ 4330001021215 老舗牧場が挑む！黒毛和牛の冷凍加工惣菜食品とギフト商品展開 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 上益城郡益城町 早蕨 益城町で地元の食材を使った安心安全なパン屋の創業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 阿蘇市 有限会社笹木食品 3330002022840 築２００年の米蔵を使い絶景を一望できる非接触型宿泊施設に改装 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社モイスティーヌルシアル 6330001026848 セルフ式美容サービスの提供による顧客拡大事業 税理士法人ユース会計社

九州 熊本県 熊本市南区 ＳＴＹＬＩＳＨ　ＹＯＧＡ　ＲＯＯＭ　Ｐａｄｍａ ネット社会に生きる現代人の頭ケアに特化した専門店事業への挑戦 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市東区 フードファイト株式会社 3330001020102 商業施設内の飲食店の出前注文ができるＦＯＯＤシミュレーションゴルフ場の開設 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 玉名市 株式会社ビバリーサーカス 1330001023783 コロナ禍のペット需要を捉えたドックラン付ドックカフェへの業種転換 加藤　誠貴

九州 熊本県 宇城市 合同会社みずさわ 9330003007868 プロジェクションマッピングを使用した新しい鉄板事業の展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 荒尾市 花水車 花屋が創るおもてなしの心を込めたテイクアウトキッチンカー 荒尾商工会議所

九州 熊本県 天草市 山下商店 計画名「横浦島（離島）における　石油燃料　販売事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社みはら 5330001020595 和菓子屋が挑戦する「もなか茶漬け」の販売と食事処 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ジェイ・インターナショナル 8330001006468 熊本初！ネイル＆エステ・セルフ型複合サロン新規事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 山鹿市 株式会社内野 2330001024062 カフェと美容ライト脱毛のハイブリット営業 山鹿商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社花味亭 9330001021409 飲食・仕出し事業のノウハウを生かした食品製造業への新分野展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社亜利多 5330002006734 配達事業進出と完全個室化を行い市場需要の獲得による売上増加計画 濵﨑　憲一郎

九州 熊本県 阿蘇郡西原村 酒楽房笑家 ふるさと納税返礼を絡めたＥＣ販売事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＹＧＢ 1330001022216 高級焼肉店が運営するファミリー向け食堂「ＢＩＧＪＯＹ」への新分野展開 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社Ｒａｉｂｒｉｄｇｅ 1330001020871 マッサージ業で培ったネットワークを活用したコロナと共存する清掃事業 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社銀シャリ亭 5330001005786 高品質銀シャリと凍結総菜はニューノーマル生活の必須アイテム 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 上天草市 有限会社姫戸タクシー 9330002028948 デマンド型乗合タクシーを展開し過疎地域の公共交通を維持し活性化に寄与する 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 人吉市 華の荘リゾート株式会社 4330001015951 海外向けの営業拡大・施設設備の改善による増益計画 藤浦　敏明

九州 熊本県 上益城郡山都町 南阿蘇交通株式会社 7330001014851 観光バス事業の再起！開放感溢れるオープントップバス事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 スポーツバーゴング 熊本市中心部初！都市型グランピングが体験できるカフェ事業展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 株式会社渡辺建築板金 9330001023917 阿蘇の観光資源と既存事業を生かしたアウトドア宿泊事業への新分野展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 カームバーン 飲食店×金属加工業によるキッチンカー製造事業 園田　剛士

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社美琴 3330001022949 子供の夢を応援し地域を活性化させるスケートボードパーク 井手　庸文

九州 熊本県 熊本市南区 小山鈑金塗装 旧車ニーズの高まりに対応した新規販路開拓 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社城野印刷所 5330001002370 デジタル技術を活用した、地元・新卒特化型就活支援スカウトサイト 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 阿蘇郡小国町 株式会社ｙｕｓｈｉｎ 9330001028932 飲食業の事業承継に特化したマッチングビジネス 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 阿蘇郡西原村 自家焙煎　珈琲市場 珈琲業界のＳＤＧｓに向けた体験レッスンとシェアサービス事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 宇城市 株式会社クラオカオートサービスＡＭＵＳＥ 9330001020113 バイク修理技術と旧事務所の重要文化財建物を活かしたワーケーション向け飲食事業の展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 玉名市 アワヤクリエイトカンパニー有限会社 8330002020831 信頼と実績を活用した複合的事業「コロナに負けない会社づくり」 玉名商工会議所

九州 熊本県 熊本市西区 合資会社中尾商店 5330003000637 干し芋製品のＥＣ販売事業への新分野展開 アサヒ税理士法人

九州 熊本県 玉名郡南関町 株式会社橋本製菓 5330001011818 黒棒既存製品と園児向け食育新製品の新しい生産体制の確立 髙野　晋一

九州 熊本県 熊本市東区 有限会社明星印刷所 2330002010326 終活のためのエンディングのト゚と自分（企業）史づくりのお手伝い 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社ａｌｌ－ｇｅｔ 3330002015605 県内初！塩餃子専門の無人販売店から「おるげんと」イズムを発信 熊本商工会議所

九州 熊本県 宇土市 株式会社義王産業 3330002025001 「簡単」に「安価」で「安定」した工業用水が確保できる体制を構築する。 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 熊本県 天草市 株式会社ミズキ 5330001017006 水産から医療まで多種多様な分野のコールドチェーン構築に貢献する保冷材製造計画 天草信用金庫

九州 熊本県 山鹿市 株式会社丸山ステンレス工業 3330001010367 ～ステンレスが生み出す炎の灯～反響を呼んだ自社ブランド製品等の生産計画 株式会社エフアンドエム

九州 熊本県 荒尾市 株式会社高木石油 2330001011647 デジタル技術を活用した２４時間型フィットネスジムによる健康長寿社会と地域活性化の実現 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社デレクト 6330001010760 県農産物を使用し、テイクアウト及び屋外飲食に特化した『冷たいスイーツ店』 熊本信用金庫

九州 熊本県 上益城郡益城町 有限会社出崎商会 6330002019966 ロボット走行車システムを導入し、下水道管渠の調査診断事業へ進出 一般社団法人城西コンサルタントグループ

九州 熊本県 上益城郡益城町 前田カッター株式会社 8330001011154 経営資源を活用した地域企業密着型「設備メンテナンス事業」の展開 株式会社エフアンドエム

九州 熊本県 熊本市西区 金剛株式会社 5330001001802 コロナ禍における収益基盤分散化のための半導体製造装置向け精密板金事業への進出 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 八代市 有限会社神園交通 1330002025671 新分野展開　買い物・代行サービス事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 菊池郡大津町 有限会社タカハマ緑幸 9330002006482 ドローンで農業温暖化危機を守り、専門分野・人命救助パイロットを育成 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 上天草市 株式会社川口住建工業 1330001015715 海の害獣エイを活用した天草ブランド商品（食品及び肥料）化事業 吉野　恵子
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九州 熊本県 阿蘇郡西原村 有限会社宮田工業 8330002020195 レーザ加工機導入による半導体製造装置用架台製造へのチャレンジ 松代　和也

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 いけす設備の丸善有限会社 3330002015984 冷凍設備工事で新規事業に参戦！時代に沿った企業戦略へ 加藤　誠貴

九州 熊本県 八代市 株式会社本田商事 9330001013711 業務用エアコンの総合窓口化とバッテリー関連の総合商社化を実現 松代　和也

九州 熊本県 球磨郡あさぎり町 株式会社球磨の黒豚 6330001017252 球磨の黒豚６次産業化への取り組み基盤の増強 ＲｅＨｕｇ株式会社

九州 熊本県 阿蘇郡産山村 ａｓｏうぶやまキュッフェ 阿蘇地域初、里山農家レストランのワイナリー参入事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社谷脇ビル 7330001001809 長期滞在・テレワーク向けホテルの運営 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社あすは 8330001017498 入浴特化型　通所介護支援施設（デイサービス）運営事業 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 熊本市北区 有限会社初の家 2330002008304 最新店舗分析システムを活用したＤＸラーメン店への事業転換 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 玉名市 株式会社レッドアップ 7330001022053 青果での利益減少を新事業でＶ次回復。近隣農家を巻き込んで地方活性化、ＳＤＧｓへ挑戦 熊本中央信用金庫

九州 熊本県 阿蘇市 有限会社レインボー 9330002023627 クリーニング店の強みを活かした純和風民泊の運営 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 熊本市西区 有限会社マルト後藤商店 3330002010036 青果卸売事業者の新鮮野菜を使用した新たなパン販売・菓子販売・飲食複合サービス事業 中山　達

九州 熊本県 八代市 株式会社トーヨー 8330001013869 プロトン凍結機を用いた九州産野菜、果物の冷凍加工品製造 税理士法人日隈パートナーズ

九州 熊本県 上益城郡益城町 有限会社下山庭園 6330002020742 高齢者の生活力回復を促す「バリアアリーの自立支援型デイサービス」施設の開業 株式会社エフアンドエム

九州 熊本県 天草市 熊本ダイビングサービスよかよか 天草の豊かな自然を活かした宿泊・飲食事業の展開 本渡商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社奥羽興産 1330001000700 不動産賃貸・管理会社の新分野グランピング事業による業績回復 松代　和也

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ユーホーム 9330001004792 バーチャルタウンの街中で高性能ハイブリッド企画住宅をみつけた！住宅提案の新しいカタチ 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 熊本県 宇城市 日の出製粉株式会社 5330001012774 国内市場ニーズに合わせたオートミール製品の製造と卸・ＥＣ販売 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社小林板金工業 2330002025398 長尺板金加工設備の導入による大型施設向け板金工事の受注 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 日東冷菓有限会社 8330002007944 後継者難の自動車整備業を譲り受ける新規事業参入（多角化と内製化） 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社ドリームアシスト 1330002012397 霞ヶ浦の魅力を最大に生かすマリンレジャーサービスへの業種転換 株式会社常陽銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ネットワーク 5330001003674 「熊本の街を元気にする」大型ビジョンでの情報発信 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 菊池市 シナジーシステム株式会社 3330001011233 小型精密加工技術を活用した小型ロボット製造への業態転換 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 宇城市 株式会社ビーユーティフル 1330001025061 障がい者とプロアーティストのコラボ作品の貸出サブスク事業 藤本　知也

九州 熊本県 玉名郡和水町 株式会社猿渡工務店 6330001024059 空き家ＤＢ構築による空き家リノベーション物件販売の活性化と循環型社会の実現 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社アートワーク 8330001006947 中小企業向け販路拡大支援・即戦力人材育成センター 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社Ａｌｌｉｓｏｎ 8330001020717 最新養殖技術と立地条件を組み合わせた「陸上養殖・加工事業」への業種転換 西村　信男

九州 熊本県 宇城市 株式会社天草海産 1330001013099 売上平準化を目的としたうなぎの養殖・加工・販売事業への進出 蓑田　聡

九州 熊本県 上益城郡嘉島町 株式会社キュア 2330001026918 社会福祉分野の障がい者グループホームの運営で利用者の自立支援と生活を守るサービス 藤本　知也

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社肥後美装 2330001024789 オンライン設備を整えた新スタイルのフットサル事業で経営基盤の再構築 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 上益城郡山都町 株式会社歌瀬アウトドアライフ 4330001017196 サードプレイスシェアリングによる新たなライフスタイルの提供 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 和笑 人気の焼き鳥と熊本ならではの希少食材を組み合わせたネット販売 永村　一泰

九州 熊本県 人吉市 株式会社バイオ・コーポレーション 8330001015956 健康相談・買い物・見守りサービスを兼ね備えた有人コインランドリー事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 葦北郡芦北町 有限会社野坂屋旅館 7330002027588 ペットサービスに特化した宿泊事業で事業再建 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 玉名市 三共運送株式会社 8330001011435 生産企業とＩＴで結ぶ未来志向型の倉庫設備 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 安田ビル産業株式会社 3330001004708 単なるゴルフ練習場ではなく、これまでにないゴルフ場連携型のＩＴ室内練習場の実現 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 ニューコ・ワン株式会社 6330001026195 地域に書店を残すための「小売ミックス戦略」での新時代の店舗づくり 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社岩崎商事 2330001000385 次の百年、老舗企業が目指すエシカルでエモーショナルな和カフェ 税理士法人永田会計

九州 熊本県 熊本市西区 Ａ・ｖａｉｌ建設株式会社 2330001022850 モデルハウスを活用した高機能・次世代住宅の新規事業立ち上げ 太田　範雄

九州 熊本県 阿蘇郡高森町 サボジ　ゲスト　ハウス 阿蘇のオーガニック野菜を使ったイタリアンレストランを運営 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 八代市 ファースト企画株式会社 1330001026266 災害復旧支援型宅地造成事業への参入と溶接配管製品の生産体制構築 駒田　裕次郎

九州 熊本県 人吉市 つばめタクシー株式会社 5330001015942 水害後の紺屋町通りの賑わい創出を歴史的建物を活用して地域の復興を応援する事業 人吉商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社興農園 5330001001760 新分野への販路開拓！農業用耐候性フィルム製造への大胆な業態転換 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 熊本市東区 サヨ・エンタープライズ株式会社 2330001021720 ３Ｄマッピングと当社のセンサー設計技術を活かしたＩＯＴ広告ビジネスへの業種転換 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 山鹿市 千代の園酒造株式会社 8330001010288 アフターコロナの観光スタイルを考えた酒蔵での角打ち施設の設立 山鹿商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社サンワールド九州 7330001006907 旅行業の名簿と接客力を活用　高齢者に特化した地域密着型のコインランドリー事業に挑戦 株式会社シャイン総研

九州 熊本県 阿蘇郡小国町 かける木工舎 森の木工所におけるライフイベント向けワークショップ事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 天草市 合資会社西岡勝次商店 3330003003955 他の雑節業者の商品を対象とした冷蔵保管サービス 牛深商工会議所

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社リヴァージュ 7330001012632 現店舗の改装によるテイクアウト事業の開始 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社レストラン凱旋門 5330002011528 対人非接触の「映（ば）える」ウェディング・テーマパーク 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社モレナ 1330001004684 無人店舗による新事業とレンタルスペースで店舗と地域の活性化 西村　和真

九州 熊本県 上益城郡御船町 蜩窯 地域と連携！コロナ禍に望まれる癒しの森とオートキャンプ事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社山内本店 7330001009249 万能調味料製造に注力し、卸販売やＥＣ販売強化による売上Ｖ字回復 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社フジコーガク 3330001004055 離島の牧場にて低コスト・低臭の牛ふん処理方法の開発計画 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 宇土市 有限会社堀内自動車 2330002024680 キャンピングレンタカー事業への新分野展開による事業再構築 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 熊本市東区 有限会社健軍タクシー 3330002003717 環境負荷に配慮した安心安全な車海老の陸上養殖・加工・販売 吉野　恵子

九州 熊本県 水俣市 攝津工業株式会社 9330001014338 新開発「全自動玄米ペースト化装置」による新事業展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社アキバ 7330002000231 板金塗装業で磨いてきた技術力を活かす半導体架台製造への展開 臼井　清也

九州 熊本県 上益城郡嘉島町 株式会社啓文社 4330001010969 ＳＤＧｓ対応！小ロット紙パッケージ製品製造の新分野展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 菊池市 Ｉｍｐｒｏｖｅ株式会社 6330001027730 伝統技術の六次化産業　技術を身近に 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 天草市 天草緑化株式会社 1330001015087 天草の放置林に手を入れ、間伐材を加工販売する新分野展開 天草信用金庫

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社上野商事 7330001000422 接客・店舗運営ノウハウを生かした食サービス業への事業シフト アイファー税理士法人

九州 熊本県 阿蘇市 株式会社フロンティアホースグループ 4330001012296 大草原の国立公園内でのワーケーションを実現するための宿泊施設新設の新分野展開事業計画 井上大輔

九州 熊本県 熊本市南区 Ｔ企画有限会社 5330002024579 建築コスト削減のプロによる介護施設専門の開業コンサル業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 明和工業株式会社 7330001004646 鉄骨建築の鉄骨加工技術を活用した産業機械製造事業への参入 中山　達

九州 熊本県 阿蘇市 株式会社江藤和牛ブリーダーズ 9330001022571 江藤和牛ブリーダーズＥＣサイト 株式会社ケーエフエス

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社水とり熊本 9330001008851 地域連携型・規格外品等を活用した野菜パウダーを製造販売 吉野　恵子

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社サンワード 1330001007588 ＯＥＭ委託先工場からの事業譲渡と商品内製化のための自社工場の建設 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市北区 Ｙｅｓコーポレーション有限会社 1330002013800 コロナ時代に対応！食の安心と安全を提供する食品加工・製造・販売事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社ダイヤモンドブルーイング 9330001023181 酵母と副原料の無限の組合せを提供、新しいビールの可能性を拓く 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 玉名郡長洲町 樹心園 ＳＤＧｓを踏まえた、心身の癒し、健康増進を意識した盆栽美容サロンの展開事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 シエロ・インベストメント合同会社 7330003004909 ポストコロナに対応したカフェとライフスタイルホテルの開業による業種転換 株式会社肥後銀行
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九州 熊本県 熊本市東区 株式会社Ａ．Ｄ．Ｃ． 1330001007638 多様な専門人材をＢＰＯできるワークプレイス「ＡＤＣ　Ｌｏｕｎｇｅ」の開設 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 山鹿市 鹿央運輸有限会社 9330002018420 熊本県運送事業唯一のプリンター施工によるトラックデザイン塗装への取組み 後藤　政文

九州 熊本県 八代市 松木産業株式会社 4330001013716 半導体及び関連製品の新規貨物受託用物流事業計画 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社フィール 9330001016904 移動販売車の販売を見通したモデル事業と屋外広告事業への参入 税理士法人永田会計

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社吉次園 2330001010608 地域の規格外フルーツを活用したプリンの製造販売への新分野展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 玉名郡長洲町 マックスジェイティ株式会社 4330001006827 地域密着型男性専用脱毛サロン店開業による新分野展開 野尻　富也

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社東亜不動産 6330001020644 Ｗｉｔｈコロナ時代における不動産業の新たな需要創出事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 山鹿市 ロテ・フェリーズ株式会社 8330001028181 宿泊施設付きＲＶパーク施設等の運営 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 人吉市 株式会社ファッションハウスクローバー 6330001016320 楽しいカラダになれる女性のオアシスに向けた新事業展開事業 人吉商工会議所

九州 熊本県 阿蘇郡西原村 アメヤ 特産品加工品の新たな販路に向けたＨＰ等整備、加工場新設及び設備導入事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社景 6330001026757 自家製粉による米粉パンの製造で消費者と農村地域の課題に挑む 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 有限会社東カッター 4330002008590 カッター工事とは切っても切り離せないカッター汚泥脱水処理で事業再構築 青山　周広

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社ガレージシステム 1330001006722 アフターコロナ市場、最新技術自動車に対応した中古車メンテナンス事業 税理士法人ウィズラン

九州 熊本県 熊本市南区 ケイズアップ シンプルモダンと機能性を備えた袋用スタンド製造による新分野展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 宇城市 株式会社前﨑産業 2330001020945 建設副産物をリサイクル！ＳＤＧｓ達成に向けた資源生成事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 八代市 株式会社平家屋 9330001013959 くまもとおふくろの味、にしめ缶詰め商品化と新店舗開設で事業再構築 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 八代市 橙 焙煎機導入による「テイクアウト・物販に注力した珈琲工房兼カフェ」への事業転換計画 税理士法人日隈パートナーズ

九州 大分県 大分市 アート彩輝 「エステサロン経営人材」教育のための常設型エステスクール開設事業 高野　勝

九州 大分県 別府市 株式会社コイート 9320001017060 別府温泉と温泉ブランドを活用した「温泉蒸し」加工食品の開発及び、地域食材「蒸し料理」販売 株式会社大分銀行

九州 大分県 中津市 Ｂａｒ　ＳｕｎＶｉｅｗ バーをハンバーガー屋へ！テイクアウトでコロナ禍を乗り越える！ 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

九州 大分県 大分市 餃子屋２０８ 大分地産の食材を活用し、フードロスをなくす生餃子無人販売 株式会社大分銀行

九州 大分県 由布市 株式会社ミルヒジャパン 2320001014683 １分３０秒で揚げたてカレ－パンを販売する新規事業の取り組み 別府商工会議所

九州 大分県 臼杵市 後藤製菓 煎餅一本からの多角化を目指し、事業譲渡で飲料事業に進出と今期末法人化イメージアップで販路開拓 久多良木　清隆

九州 大分県 大分市 株式会社ＭＴＲ 5320001014160 高品質かつ斬新なＰＲ動画を地元大分から発信する 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 株式会社ＳＡＲＡＢｉＯ温泉微生物研究所 6320001007188 温泉藻類ＲＧ９２（天然由来の抗炎症成分）の高機能鶏用飼料への活用 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 玖珠郡玖珠町 株式会社湯の森 3320001014740 アウトドア初心者でも安心・快適なオートキャンプ場の開業 株式会社大分銀行

九州 大分県 由布市 名水ゆふの水 音楽と体験型イベントを通じた自然環境融和型キャンプ場事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 株式会社ベーシッククリーン 2320001006111 既存事業のノウハウを活かし衛生管理が徹底した美容サロンの開設 須永　達也

九州 大分県 大分市 株式会社山英食品 6320001002750 季節や地域を問わず旬の県産フルーツの流通販売が可能となる急速冷凍商品の開発 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 有限会社ヴァンチャット 7320002007871 ワインと接遇サービスに特化したコンサルティング業へ参入 岡本　安功

九州 大分県 豊後高田市 ＵＰ　Ｄｒａｆｔ クリートの意匠登録を活用しトラック競技から特許取得を含むロード競技への新分野展開 豊後高田商工会議所

九州 大分県 大分市 センス 日本初上陸オイル使用のセラピスト養成スクールと会員制サロン 大分信用金庫

九州 大分県 別府市 ル　プティ　トラン 様々なお客様のニーズに応えられる移動式飲食店 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 有限会社ウェルビー 5320002013640 感染リスクを抑えた健康と美のセルフサービスの展開 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 大分市 株式会社エーストランスポート 1320001016326 運送事業で培ったサービス品質を生かした大正レトロなおばんざい屋の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 大分県 大分市 株式会社デンタルサロンジャパン 6320001016445 日本初！スリランカ固有種キングココナッツを使った商品の販路開拓 大分商工会議所

九州 大分県 豊後大野市 株式会社ネットブリッジ 8320001009835 自販機専用の食品流通（卸）プラットフォーム事業の新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

九州 大分県 別府市 別府バル肉は別腹 「おおいた豊後牛」を用いた当店名物手ごねハンバーグ等の冷凍商品で全国進出 別府商工会議所

九州 大分県 速見郡日出町八日市 有限会社荷宮電工 6320002015801 太陽光発電設備メンテナンス・パネルリサイクルに挑戦し循環型社会の実現に寄与する 大分みらい信用金庫

九州 大分県 中津市 株式会社カートピアキクチ 2320001010740 エネルギー転換を見据えた複合型ＥＶステーションの新設 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 株式会社フットサル大分２００２ 3320001003727 ピッチを活かしたランニングバイク事業及びドローン事業による新たな販路開拓及び付加価値向上 株式会社Ｂ’Ｓコンサルティング

九州 大分県 大分市 有限会社相澤鉄工所 8320002000454 産業機械用金属加工から高圧送電線挿入治具製造の実現による新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 大分県 別府市 ＥＮ―ＪＩＮＧ株式会社 6320001017625 安定した障害福祉分野で、地域ニーズの高い、自立支援グループホーム開業 二宮　基陽

九州 大分県 宇佐市 株式会社ホームセンター・セブン 8320001007715 新しい顧客層、市場の開拓！食品スーパーを中核とした新ハイブリット店舗の開設 株式会社大分銀行

九州 大分県 豊後高田市 株式会社ＭＡＣＲＯ 5320001007973 職人の技術を活かしたリニアモーターカー・ロケット等高度な部品の試作・開発・製造へ向けた新工場建設 株式会社大分銀行

九州 大分県 由布市 センス　オブ　ワンダー 標高６００ｍの大自然で体感する「山岳リゾートサウナ」への新分野展開 大分県商工会連合会

九州 大分県 豊後高田市 有限会社豊の里自動車学校 3320002014582 ～Ｗｉｔｈコロナ・Ａｆｔｅｒコロナ対応型宿泊施設による、地方活性化へのチャレンジ～ 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 株式会社フクトクテクノス大分 6320001002362 新市場を目指すコンプレッサ加工の付加価値創出と事業再構築への挑戦 株式会社商工組合中央金庫

九州 大分県 別府市 株式会社山結 6320001014572 グランピング施設を新設し事業を再構築する計画 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

九州 大分県 国東市 株式会社テオリック 2320001008306 ワンランク上の加工精度に対応するモールド金型製造による新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 大分県 大分市 株式会社大塚木材 5320001000706 大分市発！別府湾を一望する絶景プライベートサウナ×オートキャンプ場を開設し、癒しを提供する 株式会社大分銀行

九州 大分県 宇佐市 九州アフリカ・ライオン・サフアリ株式会社 1320001007746 ＤＸ化社会に対応する、オンライン配信サービスでの事業転換 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 有限会社秀栄社 3320002003478 ＥＣサイトとデジタルオフセット印刷機を用いた可変印刷事業 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 株式会社大分ペイントスタジオ 7320001008796 粉体塗装工場新設による、半導体業界への新規参入 大分みらい信用金庫

九州 大分県 別府市 株式会社五島エレベーター 5320001006257 グリーン×デジタルによるエレベーターイノベーション 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 株式会社サトー運輸 1320001001237 トラック販売事業への参入に向けた取り組み 株式会社大分銀行

九州 大分県 中津市 久恒山林株式会社 7320001013929 「香りを五感で体感する」文化財社屋を活用した体験型ツアーの造成 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 由布市 ペットと泊まれる宿　おっぽ 湯布院の農産物を活かし、地域の観光産業と連携した事業再構築 溝口　康隆

九州 大分県 津久見市 有限会社遠藤石油 6320202000545 地元企業の健康経営に寄与する２４時間フィットネスジムの展開 津久見商工会議所

九州 大分県 由布市 株式会社ゆふいん花由 5320001004104 地球環境に配慮した「非接触型高級宿泊施設」への新分野展開 大分県商工会連合会

九州 大分県 玖珠郡九重町 フーズ＆ギャラリーＷＥＥＤ 滞在型農業体験宿泊施設の開設 大分県商工会連合会

九州 大分県 日田市 有限会社佐々木興産 1320002018809 仏具販売業のノウハウを用いてプロデュースする「終活支援事業」への転換 朝来　浩一郎

九州 大分県 大分市 有限会社ドン 9320002010485 大分県初、コロナ禍で流行る中食市場に移動販売で進出、子どもも食べられる惣菜をＤＸ予約で提供 久多良木　清隆

九州 大分県 宇佐市 大翔工業株式会社 4320001014491 九州・大分の食品と日本全国をつなぐＥＣサイトの開設 株式会社伊予銀行

九州 大分県 大分市 株式会社ヤクシン運輸 3320001002729 倉庫業進出による付加価値領域拡大戦略 株式会社大分銀行

九州 大分県 中津市 Ｊ　ＰＲＥＳＳ株式会社 6320001011165 プラズマ溶射機を活用した、新分野への参入 大分みらい信用金庫

九州 大分県 大分市 株式会社仲道食品 6320001002016 「冷凍豆腐」の製造及び量産体制の確立と新規市場の開拓 朝来　浩一郎

九州 大分県 津久見市 菅原工業株式会社 6320201000216 建築用免震装置「ＮＳーＳＳＢ®」新事業展開 株式会社豊和銀行

九州 大分県 大分市 有限会社せれくと 9320002003877 クルーザーという非日常空間を活用した「研修」「観光」「イベント」事業の展開 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 別府市 株式会社九州湯布院リゾート 9320001006303 九州湯布院リゾート・グランビュー湯布院 株式会社豊和銀行

九州 大分県 日田市 山口鮮魚 海のない街で海鮮をたくさん食べてもらおうプロジェクト 立花　昭彦
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九州 大分県 大分市 株式会社日本ピット 6320001000119 レジリエンス社会を実現する製造現場のＩｏＴ化と製品付加価値向上戦略 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 株式会社東陽企画 9320001004372 リサイクル事業へのチャレンジ 株式会社大分銀行

九州 大分県 玖珠郡九重町 株式会社やまのゆ 5320003001355 ここのえ～で！！で地元を満喫！地域体験型ワーケーション施設 大分県信用組合

九州 大分県 大分市 有限会社ヴイ・エフカンパニー 4320002007998 ペットも通える心と身体の未病ケア、癒し空間の構築への挑戦！ 株式会社愛媛銀行

九州 大分県 大分市 合同会社旨香家 8320003001559 居酒屋メニューを活用したパン製造販売業の展開 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 株式会社マルタケ 4320001002604 国産小麦による天然酵母パン作り 本間　健一

九州 大分県 臼杵市 有限会社福伸急送 7320202000437 大分で６次産業に挑戦！ＤＸ加工場で高齢者の生きがい創生！ 岩井　久典

九州 大分県 日田市 合資会社グランドホテル三隈 7320003001254 サービス満点！おもてなしの心を届ける乳幼児歓迎フロアのオープン 日田商工会議所

九州 大分県 国東市 有限会社酒井商店 2320002015202 老舗ガソリンスタンドから、自動車整備認証工場へ新分野展開 大分県商工会連合会

九州 大分県 速見郡日出町 株式会社イマハシ 2320001008339 ＰＣ構造物向け製造業への参入による事業再構築計画 大串　智之

九州 大分県 別府市 有限会社かなわ観光 8320002011154 コロナ禍でも「暮らすような旅」を体験できる異日常型離れ宿による新分野展開 株式会社伊予銀行

九州 大分県 日田市 有限会社森山運送 2320002019517 ～サステナブルサイクルで林業の町、日田に貢献！間伐材を有効活用し、高付加価値商品を販売～ 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 株式会社一也百 7320001018738 古き良き湯治文化を活かした体験価値提供型宿泊施設への転換 大分県信用組合

九州 宮崎県 都城市 株式会社フィットピア 7350002014774 未活用時間帯における満足度の高い無人フィットネス体験の提供 デルタ経営コンサルティング合同会社

九州 宮崎県 宮崎市 ｎｉｋｏｎｉｋｏ有限会社 9350002005284 理・美容師業界のためのフリーランス向けシェアサロン ＡｉｒＥｘ　Ｖｅｎｔｕｒｅ株式会社

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社アルファー 1350001000112 需要の高まるアウトドアレジャー用品の買取・販売事業への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 サウスリバー 都城の特産物を活かした、ご当地ハンバーガーのキッチンカー販売 都城商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社環境ソリューション宮崎 1350001012363 お掃除教室の参加者に向けた新商品販売、ＳＮＳマーケティングによる新規顧客獲得 株式会社シャイン総研

九州 宮崎県 宮崎市 ｂｅｌｌｓ合同会社 5350003003506 地域に根差した新しい「韓国料理店」の展開 山口　徹

九州 宮崎県 都城市 ビーワン 宮崎名物チキン南蛮のテイクアウト専門販売店の新規出店への事業転換 都城商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社バッグのあつた 4350001004564 老舗かばん店が挑む自社オリジナル品の開発及び販売形態の抜本的改革 合同会社ブループランニング

九州 宮崎県 宮崎市 合同会社カネック 7350003003355 クッキングスタジオ運営（イベントスペース、料理教室事業の実施） 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 串間市 中村洋子 アロマコーディネーターが贈るオーガニック除菌・消臭液販売への業種転換 串間商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 太陽 バイク販売店と一緒になって構築する民泊施設ショールーム計画 池上　成満

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社田中漬物 4350002002906 地元産品を活かした新商品の開発と生産能力向上による事業再構築 棈木　順一

九州 宮崎県 東諸県郡国富町 株式会社赤木鉄工所 4350001006593 ネット通販主流の時代に機を見た大型物流倉庫建設分野への展開プロジェクト 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 日南市 河上水産有限会社 4350002017061 水産加工品の自社製造及び販売展開による販路拡大事業 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 えびの市 株式会社コウワ物産 1350001012751 青果物加工販売およびコインランドリー事業 高鍋信用金庫

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社ＴＯＰＩＫＡ 6350002008380 地域初！ドローンスクール立ち上げによる建設業界のＤＸ推進への 献 原田　貴史

九州 宮崎県 小林市 株式会社エイコー建設 4350001009811 建設業が大規模直売所の展開で事業再構築と地域活性化を図る 一般社団法人宮崎県中小企業診断士協会

九州 宮崎県 都城市 株式会社システム技研 1350001008023 新たに多品種中量生産を確立し生産性を高め、事業の再構築を目指す 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 檍精機有限会社 5350002000074 最新複合機導入による高生産性実現と半導体製造装置分野新規参入 株式会社西日本シティ銀行

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社戸敷興業 8350002007554 溶接ロボットの導入による大型柱加工の完全内製化と業容拡大 株式会社フロウシンク

九州 宮崎県 延岡市 有限会社延綜パッケージ 6350002012440 地域農産物を生かした野菜製造加工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 日向市 株式会社横山精工 6350001006377 コロナリスクに対応するための新分野展開と生産体制の構築 高鍋信用金庫

九州 宮崎県 都城市 株式会社Ｎ　ｍｏｒｅ 1350001011282 顧客ニーズを捉えたⅠ「冷凍トマトラーメン」とⅡ「パスタソース」の製造販売による新分野への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 一口餃子の大明神 飲食業から製造業へ！宮崎餃子に贈答品としての新しい付加価値を 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社ネイバーフッド 6350001015907 機能性表示食品の柑橘加工品開発、国内外への販路開拓 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 延岡市 株式会社クロキ 6350001007334 小型杭打機による狭小地での杭工事により新分野へ挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 児湯郡高鍋町 鶏専家　一本気 加工場の建設及び新たな冷凍商品開発・販売による居酒屋業態からの転換 高鍋商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社宮崎潜水 9350002008196 地域資源と専門スタッフを活用した貸切型宿泊施設の新規開業 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 延岡市 マツタ工業株式会社 5350001007013 金型製造事業の強みを活かした半導体関連部品への進出 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社Ｈａｖｅ　ｆｕｎ　Ｆａｃｔｏｒｙ 4350001015792 日本初、１００％純粋ヒュウガトウキのサプリメント製造及び販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 宮崎県 延岡市 有限会社谷明産業 8350002012265 含水率を調整した高機能な木質燃料チップの製造と販売事業 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 宮崎市 相馬工業株式会社 3350001004045 量産体制構築を通じた成長分野参入とビジネスモデルの再構築 大串　智之

九州 宮崎県 都城市 アーム ジビエカー導入及び加工場兼直売所の新設による精肉加工販売事業 都城商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 合同会社ＴＡＣＯＪＩＭＡ　ＦＡＲＭ 3350003003499 キッチンカーを利用して、ほしい時、ほしい場所で、ほしいあなたへイチゴの笑顔を届けたい！！ 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社田中書店 5350001001032 地域に根ざした事業実績を活かす制服リユース事業 西河　豊

九州 宮崎県 日南市 おれんじ亭 地元食材を使ったイートインスペース付きベーカリー事業による事業転換 有限会社えんがわ

九州 鹿児島県 霧島市 やまと整骨院 療術整骨院の強みを最大限活かしたエステ事業における新規挑戦 池上　成満

九州 鹿児島県 鹿児島市 渕上印刷株式会社 9340001003769 ＢｔｏＣ及びＢｔｏＢ用受注サービス印刷ＥＣ事業の開始 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 姶良市 株式会社大阪昆布フジイ 2340001007834 「彫刻昆布」の開発と「昆布セレクトショップ」の開設による自社直販の強化 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 日置市 大茂瓦工場 低炭素型ＩＣＴ対応の建設機械導入による「解体工事業」への進出 鹿児島県中小企業団体中央会

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ｂａｐｉｃａ 3340001019498 伝統と挑戦を併せた時代にマッチした新たな販売スタイル　～バッハとピカソとど冷えもん～ 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 霧島市 Ｒ．Ｒ．Ｒ． キッチンカー導入により屋外でのランチ提供と物販事業に打って出る パートナー経営株式会社

九州 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 ゲストハウスカムディ 長期滞在貸切型メンタルヘルス・ワケ―ション対応グランピングヴィラ宿泊事業 有限会社インキューブ

九州 鹿児島県 鹿児島市 ダイビングショップエスビー 活火山桜島のもと水中環境を遊んで学ぶお手伝いサービス拠点事業 株式会社くろしお保育園

九州 鹿児島県 奄美市 ＤＵＧＷＯＯＤＳＡＮＤ 地域密着型衣料品店が目指す！観光客と島民をつなぐ空間でお土産小物シェアＮＯ．１ 奄美大島商工会議所

九州 鹿児島県 霧島市 株式会社妙見石原荘 1340001008081 テイクアウト販売事業参入による事業の多角化と補完 税理士法人ＨＩＴＯＴＯパートナーズ

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社キミドリ 8340001017357 自社製造オーガニック茶のインターネット販売への転換 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 南さつま市 株式会社トレ・リザイア 3340001022048 新しい生活様式に対応するための新分野展開　ー冷凍食品と外販サービスを通して、顧客の獲得＆地域貢献！ー 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社バザールヒラオカ 4340002007633 アフター／ウィズコロナを見据えた非接触非対面餃子販売の多店舗展開 鹿児島県中小企業団体中央会

九州 鹿児島県 霧島市 ＨＭＩ株式会社 6340002014000 海上生け簀を再活用した観光レジャーおよび魚食文化の復興 鹿児島信用金庫

九州 鹿児島県 大島郡和泊町 小林海産 沖永良部の魅力を満喫するスキンダイビング ＲｅＨｕｇ株式会社

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社三州キユー・エル 4340002004564 巣ごもり需要に応える安心安全な無添加液体出汁の製造販売事業 向江　隆行

九州 鹿児島県 枕崎市 マルヨシ花園 菊農家の挑戦、新しい供養、葬儀形式に沿った商品開発と直販事業 税理士法人甲南総合会計

九州 鹿児島県 西之表市 北南コンクリート株式会社 1340001009732 生コンクリート及びコンクリート製品の使用後に発生する産業廃棄物の処理・再生材の製造事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＮＥＯ 4340001012114 スマホで完結！最新技術を活用した災害にも強い住宅販売に挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 霧島市 キリシマ精工株式会社 8340001008199 高度医療関連部品製造による新分野展開で事業再構築と付加価値創出を実現 霧島商工会議所

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社クリエート技研 9340001008925 超高硬度ダイヤモンド・コンパックス製品の新分野展開 パートナー経営株式会社

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社白木建設 3340001006315 「スケルトン・インフィル構造の規格型ＩＯＴ住宅」の販売 株式会社鹿児島銀行
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九州 鹿児島県 鹿屋市 宝徳技建有限会社 5340002026913 建設業が２４時間営業のフィットネスジムで事業を再構築する 一般社団法人鹿児島県中小企業診断士協会

九州 鹿児島県 霧島市 有限会社中村水産 9340002013924 錦江湾の新鮮なお魚を食べられるおさしみ屋の開業。 若松　進介

九州 鹿児島県 大島郡徳之島町 合同会社あまみ徳之島絆ファーム 9340003001234 レジャー客及びテイクアウト需要に対応した冷凍食品製造事業 奄美大島信用金庫

九州 鹿児島県 霧島市 合同会社ひら平 3340003002849 コロナ禍・アフターコロナに対応した会員制焼肉店の新規事業計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

九州 鹿児島県 霧島市 有限会社シード 8340002014469 新車販売から事業安定化の為に自動車車検・整備工場の運営による新分野への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 大島郡与論町 合同会社Ａｗａｌ 8340003003223 ダイビング・サロン事業を活かした民泊参入で与論島への移住促進・活性化に貢献 株式会社アクセルパートナーズ

九州 鹿児島県 鹿児島市 合同会社Ｓｉｄｅｄｏｎ 6340003003720 地域とともに成長するクラフトビールづくり。 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社リサーチ＆コンサルティング鹿児島 7340002012531 超高速凍結技術による完全調理済み食品の開発、製造、販売事業 スタトバ株式会社

九州 鹿児島県 阿久根市 株式会社はしコーポレーション 5340001011841 美しい東シナ海のサンセットビーチ　グランピング地域貢献事業 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社かんもぉーれ 1340002013080 徳之島の気候と健康志向のパン作り技術を活かした宿泊事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 奄美市 有限会社丸平リース工業 6340002021343 奄美大島で地域資源を活用したカフェと土産物店の開業 株式会社ＨＲ　Ｔｒｕｓｔ

九州 鹿児島県 鹿屋市 要商事有限会社 7340002025161 飲食事業からオートキャンプ場事業への転換で事業再構築を目指す 一般社団法人鹿児島県中小企業診断士協会

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＦＴＨ 5340001011321 モノづくり技術を活かしたビールサーバＩＯＴシステム事業 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 鹿屋市 有限会社西牧自動車 7340002026135 新ボディ構造や特定整備を必要とする先端安全自動車に対応した、自動車整備の新分野への参入による事業再構築 鹿児島興業信用組合

九州 鹿児島県 姶良市 有限会社天国 5340002013878 ポストコロナの新しい葬儀及び関連サービス（仏具・宇宙／樹木葬・海洋散骨）展開 若杉　拓弥

九州 鹿児島県 薩摩川内市 有限会社川内ホテル 2340002016768 長期宿泊プラン新設！テイクアウト・デリバリー事業新規参入で地域振興に貢献！ 税理士法人押井会計

九州 鹿児島県 薩摩川内市 小城製粉株式会社 5340001008524 医療・介護現場の問題を解決する「スマイルケア食」製造業への進出 中谷　健太

九州 鹿児島県 枕崎市 有限会社岩戸商事 7340002023751 枕崎市の観光ホテルで初のワーケーションへの取組による地域活性化 岩本　秀巳

九州 鹿児島県 姶良市 株式会社ライクアール 3340001019127 既存技術を活かしたデジタルサイネージ事業の展開による事業再構築 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 霧島市 株式会社サン・スマイルフーズ 2340001020936 地域素材と自社ブランド食材による栄養機能性フルーツアイス等の製造業への転換 霧島商工会議所

九州 鹿児島県 霧島市 ヒーローテクノス有限会社 6340002014553 立型マシニングセンタ導入による、半導体製造装置金属部品加工への新分野展開 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 霧島市 株式会社エリアフード 7340001013175 非接触、非対面型の天ぷら専門店及び２店舗連携事業の構築 中筋　一郎

九州 鹿児島県 鹿児島市 合同会社スタッフビジョン 6340003002846 地域医療機関と連携した効率的な介護サービスの取組み 久保　武志

九州 鹿児島県 薩摩川内市 ベスト青果株式会社 4340001008673 青果物卸売業者が挑む、地産の青果を活用したカフェ事業への業種転換 サポート行政書士法人

九州 鹿児島県 鹿児島市 合同会社ゆめりあＳＣ 3340003002064 産直野菜でつくるスムージーと郷土料理のお惣菜で美味しいと健康を提供 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 中村歯科補綴研究室 最先端デジタル機器と匠の技で、地域歯科医療へ貢献する非対面型歯科技工所への転換 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 鍼灸整骨院ｎａｇａｓａｋｉ 症状別の分析・解析によるトレーニング指導付きフィットネスジム事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

九州 鹿児島県 曽於郡大崎町 天星酒造株式会社 7340001014933 創業１２０年培った焼酎蒸留技術を活かした、日本産ウイスキーの製造事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 虎とジェット建築設計事務所オハコ 地域初！鹿児島の魅力を打ち出したミールキットの製造・ＥＣ販売 ベンチャーファイナンス株式会社

九州 鹿児島県 いちき串木野市 有限会社ＲＵＮ 8340002018115 クルマ販売・修理業の挑戦！移動販売車の架装事業 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 薩摩川内市 かっぱ亭 古民家を再利用した低接触型店舗の創出とセントラルキッチンを活用したお持ち帰り商品の販売 大迫　守弘

九州 鹿児島県 薩摩川内市 峯　夕子 地域の異業種協働によるジビエ肉ＥＣ小売り販売事業の展開 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 霧島市 有限会社プレッソ 1340002014491 鹿児島県地産地消のこだわりギフト製造販売フードロス削減事業 鹿児島信用金庫

九州 鹿児島県 垂水市 有限会社森水産 6340002026631 鹿児島県発！養殖業者課題のフードロスを解決する「ＳＤＧｓ自動販売機」 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 霧島市 今吉製茶有限会社 6340002015329 霧島茶・霧島抹茶の魅力を発信する『リッチカジュアル』な絶景カフェ事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 平成ポーク株式会社 6340001014793 養豚場直営ラーメン店開業による食品リサイクル循環型ビジネスモデルの実現 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ビユーテイサポートウイズ 7340001003622 「美容業界」から「健康業界」へ進出～２４時間フィットネスクラブの開業～ 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 枕崎市 有限会社カネマツ 8340002023783 自社製造のかつお節を使った体験型出汁ショップおよびＥＣの開設 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 第一プラスチック工業株式会社 9340001002473 紙ラベル・紙シール印刷機導入による鹿児島県初の総合パッケージメーカーへの挑戦 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 出水市 瀬涯機工株式会社 4340001011776 新しい技術導入による新規分野への製造改革～医療機器分野へ挑戦 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社サンシャイン 1340001015549 地域の特産品や観光資源を活かしたグランピング施設の新規開業 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社ジアドナ 5340001013516 障がい者の自立を支援する出張リラクゼーションサロンと障がい者グループホームの運営 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社オトコミセ 8340002002283 外国人向けの食料品、日用品販売を足掛かりにネット販売への展開 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社杜ノ輝 9340001020756 建築の世界観を広げる「ＤＩＹカルチャースクール」の開講 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 奄美市 株式会社Ｌｉｎｏ　Ｉｓｌａｎｄ　Ｃｏｍｐａｎｙ 5340001019835 地域初の『地元密着型　観光市場（いちば）』新設 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 合同会社ウィングライト 6340003001501 バイク専用ガレージ及びセルフピットのレンタル事業 平野　謙二

九州 鹿児島県 霧島市 霧島運輸倉庫株式会社 4340001007221 地域初となる焼却炉施設導入による産業廃棄物処理のワンストップ体制の構築 株式会社さくら優和コンサルタント

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 株式会社さくら 6340001019818 世界自然遺産の島で心と体が整うプレミアムステイを（サウナ付貸別荘＋ワーケーション事業） 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 株式会社ＯＺ 4340001009936 ギフトショップ店が手掛ける「心から大切な衣類のお洗濯事業」 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 丸山海産有限会社 3340002009192 海鮮や　繁栄丸の運営 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 有限会社みかげ 8340002026539 地域包括ケアシステム（精神科）に沿ったグループホーム事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 南さつま市 株式会社トゥーコネクトダイニング 5340001021394 地元の食材と地元の観光にスポットを当てた観光地設備事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社惠クリーニング店 6340002009685 非接触２４時間受渡しユニット店のクリーニングとコインランドリーの運営 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社南っこ 4150001018106 自然と接点がもてるコミュニティマルシェ「八重の里」の実現に向けて 鹿児島興業信用組合

九州 鹿児島県 大島郡徳之島町 株式会社創夢企画 2340001015572 ホテル及びその他関連事業 奄美大島信用金庫

九州 鹿児島県 伊佐市 有限会社鹿児島食販 4340002014638 ナノバブル発生装置実証実験ＬＡＢＯ整備による受注効率向上事業 園田　剛士

九州 鹿児島県 奄美市 一般社団法人ＡＭＡＭＩＭＡＭＡ 7340005008865 世界自然遺産の地「奄美大島」の食材を活かした食品・食肉加工施設（奄美初ＨＡＣＣＰ対応） 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 薩摩川内市 八木竹工業株式会社 2340001008758 未来へ繋ぐ地域資源の宝物を歴史ある日本遺産から世界へ発信 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社薩摩水道 2340001008535 水道屋さんの技術でＤＩＹトータルサポート事業！　～地元の職人が力を合わせて、「廃材・古材」を活用しＤＩＹを盛り上げる～ 神園幸太郎

九州 鹿児島県 大島郡徳之島町 奄美海援隊株式会社 8340001016920 遠隔管理可能な主電源を再生可能エネルギーとする食品加工センターの設置、運用。 琉子　敬仁

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社ＫＥＮＴ’ｓ　ＡＵＴＯ 4340001020001 アプリを使った愛車の整備状況をお知らせする自動車工場 神園幸太郎

九州 鹿児島県 鹿児島市 グッドラック　スターガーデン もう海岸に行かなくていい！九州西海岸でリゾートレジャーグランピング 神園幸太郎

沖縄 沖縄県 那覇市 有限会社朝日印刷 9360002000185 自社保有の遊休不動産を活用したレンタル収納スペース事業の開業 株式会社沖縄海邦銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 有限会社ＦＥＣオフィス 3360002005710 沖縄の赤瓦を使って焙煎した珈琲の企画と、キッチンカーを活用した移動型珈琲販売事業 公益財団法人沖縄県産業振興公社

沖縄 沖縄県 名護市 マルエスファーム 自社農園の農産物を使ったキッチンカー事業への新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 名護市 エッグダイビング ダイビングショップから脱毛サロンへ新規分野展開、痛みを伴いにくい男性特化の脱毛サロン 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社リビルド 4360001023200 システム開発会社向け経営管理ツールの開発・販売 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 宜野湾市 あぱらぎ宜野湾店 居酒屋スペース縮小による韓国専門食材販売店の開業と調理提案 安里　匡平

沖縄 沖縄県 南城市 沖縄珈琲畑 コーヒー農園の観光農園化とＳＮＳ活用による観光客誘致態勢の構築 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 国頭郡国頭村 農業生産法人株式会社田島椿 4360001020569 沖縄のヘアケアブランド構築事業 伊村　睦男

沖縄 沖縄県 浦添市 合同会社チーム石敢當 6360003007331 食事付き国内観光客向け宿泊サービスへの新分野展開 尾関　亮
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沖縄 沖縄県 名護市 沖縄観光商事株式会社 9360001018724 地元のお客様向けの新たな日帰りプランと入浴剤等の新商品の開発 竹内　成人

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 株式会社ヨギファーム 6360001016929 直営農場及び直営店の強みやノウハウを活かした飲食店向け卸業への新展開 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 株式会社鱗咲 1360001024903 食と健康をサポートする「酵素風呂」事業への新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 琉球Ｔ＆Ｉ’ｓ合同会社 5360003008768 コロナ禍でも安定して営業ができるテイクアウト事業への転換 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 お肉とチーズのてだこ亭 沖縄チーズと加工品、セレクト酒の小売販売　日本の四季と沖縄の素材をイタリアン伝統の」手法でアレンジしたイタリア料理老舗店 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 金月そば 自社の製麺技術と沖縄県産素材を活かした新しいまぜそばの製造販売 竹内　成人

沖縄 沖縄県 中頭郡中城村 ヘアーアンドスパコー 沖縄初！美容室にて発毛・育毛のオンライン診療が受けられるＩｏＴスマート遠隔医療＆筋膜リリースヘッドスパへの新分野展開 池村　尚弘

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社トラオム 2360001022518 沖縄県産素材を活かしたオリジナルスパイスの製造体制構築と販路開拓 竹内　成人

沖縄 沖縄県 うるま市 株式会社福樹園 2360001024175 沖縄県産観葉植物の新たな販売形態の確立 尾関　亮

沖縄 沖縄県 国頭郡今帰仁村 合同会社プラナリア 3360003008885 ショールーム型インキュベーション施設 尾関　亮

沖縄 沖縄県 中頭郡嘉手納町 ゲストハウスティーティー　コザ 地域特有資源を活用したアウトドア関連事業への参入 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 国頭郡本部町 合同会社味らく田 2360003010561 Ｏｎｅ　Ｄａｙ　Ｖｅｇａｎ　～ＳＤＧｓを地域から～ 伊村　睦男

沖縄 沖縄県 那覇市 アーリーワールド株式会社 4360001014513 ダイビングショップから脱毛サロンへの新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 島尻郡南風原町 城田麗未 ＹＡＫＩＩＭＯ　ＳＡＢＯＵ　琥珀 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 Ａｔｏｍｉｃ企画 個性溢れる現代的なフォトスタジオの開設 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 南城市 株式会社ヤブサチ 2360001006586 おきなわ観光安心わくわくマッチングサービス 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 中頭郡嘉手納町 津覇健太郎 コロナ禍における新しい生活様式に則った飲食事業への業種転換 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 ハコブネ ペットツーリズムに特化した、より自由度の高いプライベート宿泊施設への転換 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 有限会社ウイングスクラブ 8100002012983 キッチンカー・移動販売業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社エスエフシー 7360001005765 県内のイノベーションを生む、企業と就活生を繋ぐシステム開発 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 琉球ぱおず 点心・飲茶に特化した冷凍冷蔵食品の家庭向け店頭販売 公益財団法人沖縄県産業振興公社

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社バリューボックス 1360001020332 ＢｔｏＢの卸売に特化していた鮮魚店からＢｔｏＣ惣菜テイクアウト製造業への新分野展開 池村　尚弘

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 かんなプラス 地域資源を活用したフルーツソース製造設備の新設、食品製造卸売への新分野展開のための広告事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 うるま市 夷（えびす） ＳＤＧｓで取組む包括ケアシステムによる地域貢献への事業展開 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 なちゅら琉球株式会社 2360001011561 銅イオン水を活用した感染症対策でイベント復活による地域活性化 公益財団法人沖縄県産業振興公社

沖縄 沖縄県 島尻郡渡嘉敷村 有限会社シーフレンド 1360002001983 渡嘉敷島の特産品開発プロジェクト～渡嘉敷島から全国へ、そして世界へ～ 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 島尻郡南風原町 有限会社クイック 9360002001497 沖縄の新築分譲マンション専門のＶＲを用いた不動産ポータルサイトの運用 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 島尻郡与那原町 食彩酒場呉っつい 長期化するコロナ禍でも安心して商品提供できる仕組みづくり 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 うるま市 ステーキレストランサド 店内飲食事業に新しくテイクアウトオリジナルベーカリーを併設 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 沖縄市 Ｎｒ．ｂｅａｕｔｙ　ｌａｂ 美容室に美容最新機器を掛け算したトータルビューティサロン事業 沖縄商工会議所

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 ｉｍｐｒｏｖｉｓａｔｉｏｎ６ 国産アナログ音響機器のインターネット販売事業への業種転換 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 アイディアカンパニーオキナワ株式会社 1360001023013 丸焼きチキン専門店『シブヤチキン』のＦＣ店舗参画事業 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社トヨタカンパニー 9480001006163 外国人観光客も利用できる沖縄本島での旅館業、スポーツ・健康教授業への進出 税理士法人後藤会計事務所

沖縄 沖縄県 那覇市 有限会社ファンタジスタ沖縄 9360002018203 アメリカンフラワーの技術力で直接顧客へアプローチするオンラインサービスの展開 公益財団法人沖縄県産業振興公社

沖縄 沖縄県 沖縄市 沖縄ハイタク事業協同組合 3360005002052 一般消費者向け自動車販売への新分野展開 沖縄県中小企業団体中央会

沖縄 沖縄県 宮古島市 オーシャンフロント株式会社 5360001024040 しろくまカフェ事業による新分野展開 福薗健

沖縄 沖縄県 那覇市 キンジョウエンジニアリング株式会社 9360001021117 空調機メンテナンス事業への参入 柿原　泰宏

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 有限会社隆成建設 6360002015178 三密を避けたゴルフバー開業と若手経営者のビジネス交流を促進！ 安里　匡平

沖縄 沖縄県 宜野湾市 株式会社琉仁 9360001025720 漁師と消費者を繋ぐ「魚市場銀次」のオープン 折原　麻衣子

沖縄 沖縄県 浦添市 グローバルネットワークサービス株式会社 9360001013428 非対面対応を可能にするレジ連動商品受け渡し電子ロッカーの開発販売事業 高杉　勝裕

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社マンゴプラス 5360001019107 新規顧客獲得に向けた小売店舗新設に伴う販路拡大事業 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 浦添市 ０１ステーキ セントラルキッチン導入による「０１　ｔｗｉｎ’ｓ　ｃａｆé」の多店舗展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

沖縄 沖縄県 糸満市 株式会社るりあん 6360001002499 アート×沖縄伝統工芸×ＩＴの融合でＣＸ向上『体験ミュージアム』の提案 キムタカ税理士法人

沖縄 沖縄県 石垣市 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＩＬ　ＴＲＥＣＯＲＤＥ 本格イタリアンレストランが作るジェラートの開発と、ＥＣを活用した新規顧客の獲得 株式会社企業参謀

沖縄 沖縄県 沖縄市 応為Ｏ－Ｉ 青い空と青い海、そしてエアストリームカフェ 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 石垣市 株式会社ＩＲＩＷＡ 7360001013396 国内外資系企業外国人と地元を結ぶカフェ付ワークステイへの新分野展開 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 美食屋　セルポア レトルト商品の開発及びサブスクリプション制度の導入による事業再構築 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 石垣市 動物病院たわらやま 観光ガイド（島の自然と動物ガイド）事業から体験宿泊提供への業種転換 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 合同会社ＵＭＡＧＯＮ 4360003007341 沖縄あぐを使った自社オリジナル「キムチ餃子」開発による販路開拓及び事業多角化 公益財団法人沖縄県産業振興公社

沖縄 沖縄県 国頭郡金武町 一般社団法人ＧＲＥＥＮ　ＦＩＥＬＤ　ＯＫＩＮＡＷＡ 8360005005281 地域の新たなニーズ充足を目指した飲食店事業への業種転換 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 サウスリンク株式会社 7360001023040 ｅスポーツと英語学習をミックスさせた英会話スクールへの新分野展開 沖縄県中小企業団体中央会

沖縄 沖縄県 宜野湾市 ジョインハーツ オーガニック無添加オンラインキッチンスタジオ５感育の全国展開 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ゼネラルインターナショナル 3360001014539 豆腐製造業への新分野展開と既存販路を使った販路開拓 尾関　亮

沖縄 沖縄県 名護市 桐原成元 沖縄県産カンショ（カンショ）を使った焼き芋・干し芋販売 公益財団法人沖縄県産業振興公社

沖縄 沖縄県 那覇市 あかりクリニック ｒＴＭＳ（反復経頭蓋磁気刺激）装置を利用したうつ病治療サービス ＥＹ税理士法人

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社レイ企画 3360001006908 持続可能な社会のための地域資源を使用後の茎や枝のリユース事業 伊村　睦男

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社極上牛グループ 8360001024995 ゴルフシュミレーターの販売およびゴルフ練習場・バーの開店 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 八重山郡竹富町 西表インシャー コンドミニアム型宿泊施設の新設 公益財団法人沖縄県産業振興公社

沖縄 沖縄県 那覇市 牛たんあそび処カズ 牛タンを中心とした居酒屋事業からポーク卵おにぎりを中心とした沖縄ソウルフード店へ事業転換 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 うるま市 テクノ自動車鈑金塗装 専用ヤード、ブース、機材導入による米軍車両オーバーホール事業 沖縄商工会議所

沖縄 沖縄県 うるま市 合同会社禮之会 9360003006628 宿泊業（民泊手配業務）から介護事業への新規事業展開 平良修

沖縄 沖縄県 浦添市 株式会社ピザハウス 9360002016776 次世代テクノロジーを活用した冷凍食品開発で新たな市場開拓　飛躍的な味と品質の進化への挑戦 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ナンポー 4360001004605 自社のＳＤＧｓの取り組みを活かした県内初のエシカル商品の開発 株式会社商工組合中央金庫

沖縄 沖縄県 那覇市 小渡ビル株式会社 9360001019838 ＡＩを駆使した時短・非接触型の無人フィットネスクラブ運営事業 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｆｏｒｍ徹 4360001024982 沖縄県に沖縄産のクロワッサンを！老舗青果店とのフルーツクロワッサンの開発 廣瀬　陽介

沖縄 沖縄県 宮古島市 株式会社エフエムみやこ 7360001013900 宮古島のラジオ放送局による地域初のテレワーク情報発信複合型施設の新設事業 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 国頭郡金武町 仲間郁代建築設計事務所株式会社 5360001020007 地域に根差した宿泊施設・レンタル会議室への新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社辻スーパー 6360003000848 沖縄の家庭の味と日用品を届ける地域密着の宅配事業 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 名護市 有限会社Ｅ・Ｍ・Ｉ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ＆ａｓｓｅｔ　ｉｎｖｅｓｔｏｒ 6360002019410 産後ケアサービスを伴う、アート系、ライフスタイル系の宿泊施設を創設へ 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 南城市 浜カフェリアルエステート株式会社 1360001018145 地産地消で作るネパール料理の絶景カフェ事業による新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 合同会社ライフジュニア日本語学院 1360003006825 久米島の地元事業者と連携した宿泊事業への新分野展開 尾関　亮
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沖縄 沖縄県 石垣市 石垣べっ甲株式会社 4360001022144 タイマイ皮革及び食肉製品開発販売事業 笹川　敏行

沖縄 沖縄県 豊見城市 海神 鮮魚店による釣り船運営への新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 浦添市 株式会社カデナデザインヴィレッジ 4360001007228 沖縄伝統工芸品の魅力と価値向上のための特化型ＥＣサイト「Ｇａｌｌｅｒｙ．Ｏｋｉｎａｗａ」の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

沖縄 沖縄県 糸満市 株式会社ウィンフォース 9360001022247 販売力を活かした高級食パン「ＭＡＪＯＰＡＮ」製造販売 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社マーケティングソムリエ沖縄 4360003007226 コロナ禍の飲食店を救う！ローカルインフルエンサー広告事業 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 宜野湾市 株式会社エムシーピーコーポレーション 3360001016592 沖縄初・ユニフォームクリーニング工場の設立と新規事業への展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社結レンタカー 4360001024207 アフターコロナを見据えたインバウンド向けレンタカー予約の比較プラットフォームの構築 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

沖縄 沖縄県 名護市 株式会社宮里 7360001012646 下流（金属くず）から、上流（原料加工）へ～破砕処理事業への展開～ 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 有限会社ゼンオキ食品 7360002002398 新県産品の製造販売のための本社リフォーム及び鉄板フレンチ店経営 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

沖縄 沖縄県 那覇市 ＦＩＲＳＴ　ＳＴＲＥＥＴ　ＤＥＳＩＧＮ株式会社 3360001021543 民泊施設からサウナ併設型の民泊施設への新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社海想 1360001006835 展示体験工房《Ｈａｍｍｏｃｋ　Ｗｏｒｋｓ》によるハンモック生活空間提案事業の展開 株式会社知好楽ネットワーク

沖縄 沖縄県 島尻郡南風原町 豊橋自動車株式会社 2360001006479 地域住民と観光客に更なる安心を！ロードサービス事業への新分野展開 砂川　研

沖縄 沖縄県 国頭郡今帰仁村 株式会社なんくるない社 5360001012524 宿泊業からコロナ禍でも需要のある沖縄初ドッグリゾートへの転換 山田　健一

沖縄 沖縄県 沖縄市 ヨシモトコーヒー 沖縄県産コーヒーの体験型農園事業 コザ信用金庫

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 ディアーズ　ヘアメイクバイラジー 忙しいママへエステサービスと家族時間を快適に過ごす家具の提案 安里　匡平

沖縄 沖縄県 浦添市 ジョイクリエイト沖縄ティーダ 沖縄本島で海も陸も食事も楽しめる宿泊サービス事業 株式会社くろしお保育園

沖縄 沖縄県 沖縄市 株式会社ｎｏｔｅ 6360001021326 規格外農作物を活用した菓子の製造販売で地域にＳＤＧｓを巡らせる ＲｅＨｕｇ株式会社

沖縄 沖縄県 石垣市 宮良畜産 こだわりの自家生産牛の食肉加工製品製造販売による６次産業化 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

沖縄 沖縄県 那覇市 シンテイホールディングス株式会社 5360001021194 新しい断熱材を活用した省エネな高気密・高断熱な住宅建設 濱高　大

沖縄 沖縄県 名護市 白浜ホテル 沖縄県名護市で名物土産を楽しめるカフェの経営 坪井　亮

沖縄 沖縄県 島尻郡久米島町 かもめ丸 久米島町の海洋ゴミ問題の解決・地域活性化に貢献する観光事業への業種転換 尾関　亮

沖縄 沖縄県 石垣市 有限会社海講座 1360002021057 石垣島でのスクーバダイビング事業を補完する宿泊施設の建築 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 株式会社はちれん 8360001029284 飲食業から製造・卸業へ業態転換するための製造所新設 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 糸満市 株式会社アグリジャパン 9260001031175 農業体験、野外アドベンチャー体験を特徴としたグランピング施設の運営 但馬信用金庫

沖縄 沖縄県 宜野湾市 コミックバスター 放課後等デイサービスの新規開所による事業再構築と地域貢献 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ｓｕｃｃｅｓｓ　Ｓｅａ 5360001028438 フィットネスジムに販路を絞り込んだ冷凍弁当の製造・販売 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 一般社団法人まままーる協会 2360005005808 子育て世代のママ達へ向けた「完全予約制セルフエステサロン」の運営 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 南城市 姉と弟の家 アドベンチャーツーリズムとグランピング宿泊施設 株式会社沖縄海邦銀行

沖縄 沖縄県 浦添市 株式会社がらがらどんファミリー 1360001023038 山羊肉専門卸売業への新分野展開 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 豊見城市 株式会社中村興業 9360001018897 既存事業の強みと地域資源を活かした鉱山事業及び砕石製造業への新分野展開 村中　研治

沖縄 沖縄県 宮古島市 有限会社丸西 2360002022640 卸売事業者による食品の小売り及び地区全域への宅配サービスの提供 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 株式会社アロハゴルフセンター 6360001009544 きものファッション洋装化商品の海外顧客向けオンライン販売事業 株式会社グランツ・コンサルティング

沖縄 沖縄県 国頭郡本部町 天の川食堂 世界遺産やんばる自然を五感で！複合アウトドア型道の駅で町興し 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社旭堂 2360001000060 新型封入封緘機導入による紙資源ロス削減に対応した新製品の展開 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 宜野湾市 有限会社ケイエム自動車 3360002015651 老舗中古車販売業からの転換、需要に対応したメンテナンス事業を展開 税理士法人ウィズラン

沖縄 沖縄県 石垣市 請福酒造有限会社 1360002021263 石垣産初‼芋ケンピの製造＆販売 松川吉雄

沖縄 沖縄県 宜野湾市 株式会社ファッションキャンディ 7360001009774 新商品開発に伴う新設備導入及び工場新設 公益財団法人沖縄県産業振興公社

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ＢＲＩＤＧＥＳ 1360001021215 沖縄県産食材をふんだんに使った惣菜の製造・販売～外食産業から中食産業への進出 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ホット沖縄総合研究所 3360001001685 リゾートホテル内アミューズメントバー造成事業 松川吉雄

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ｎｅｘｔ　ｔｒｉｐ 3360001023515 ホテル事業のノウハウを活かして家事代行サービスへの業種転換 公益財団法人沖縄県産業振興公社

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社レキオパワー 1360001015274 医療周辺事業で培ったＩＴ／ＩｏＴ技術を用いて最適化された、沖縄型高付加価値シイタケ栽培ＦＣへの業種転換 ＫＶＩ税理士法人

沖縄 沖縄県 南城市 株式会社美ら音工房ヨーゼフ 8360001006713 奏者の悩みを解決する元奏者による革新的チューブ開発 ＲｅＨｕｇ株式会社

沖縄 沖縄県 浦添市 株式会社フォスタ 8360001009996 〝女性や高齢者も安心〟ちゃんと教える２４時間フィットネスジム 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 宮古島市 農業生産法人株式会社ふるさと農園 3360001014084 地域農産物を活用した高品質な一次加工品の製造、及び、活用 宮古島商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社Ｒ＆Ａ 8360001018840 台風後の洗車ストレスから解放！ゴルフ中にも利用できる洗車代行 大槻　直志

沖縄 沖縄県 宮古島市 株式会社サウザンドクレイン 9360001021125 当社の芸能・美容ノウハウと地域資源（亜熱帯の豊かな自然環境や農水産物）を生かした社会教育サービス展開事業 宮古島商工会議所

沖縄 沖縄県 浦添市 株式会社ＴＩＥＲ　ＰＲＥＣＩＯＵＳ 4360001023753 葬儀業界のバックオフィス業務のＤＸ化 嘉陽田　洋平

沖縄 沖縄県 沖縄市 新里酒造株式会社 4360003002994 泡盛製造技術を活かしたウイスキー製造への新分野展開 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 中頭郡西原町 株式会社Ｐａｙｋｅ 7360001018833 ゴルフラウンドレッスンにおけるＣ２Ｃマッチングサービス 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社Ｇ・ｃｏｍｐａｎｙ 9360001019474 セントラルキッチンを活用した飲食店の多店舗展開・ＦＣ展開と、ＥＣ販売事業 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 名護市 ヘリオス酒造株式会社 9360001012140 日本初！沖縄産原料を使ったできたてクラフトビールを楽しむ空港内ブルワリー事業の展開 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社


