
第1回採択事例集

レトルト食品OEM事業への新分野展開事例① 通常枠 食料品製造等

レストランから飲食料品小売業への業態転換事例② 通常枠 飲食サービス業

採択事業者の皆様に意気込みを語っていただきました。
タイトルをクリックすると、事例紹介ページへリンクされます。
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●当社は、コンクールで賞を受賞した実績のあ
るオリジナルプリンの製造、web通販や直営店
での販売、カフェを経営しています。プリンは厳
選した青森県内産の材料を使い、独自の密
閉製法によって無添加で長い賞味期限
(D+30)を実現した商品です。

●レトルトパウチ/瓶詰/冷凍/焼き菓子といった、
独自製法を活用できる保存食品を、50個という
極小のロットから受託するOEM生産を行います。
少量のテスト販売から始めたい飲食店や食品企
画事業者等のニーズに応えます。

●未曾有の事態に対応するためには、事業チャ
ネルを複数持ち、企業体力をつけることが必要だ
と痛感しました。これまで県内になかった事業に
よって、「食のトータル企業」 を目指します。

●そこで、既製品で培った密閉製法の技術を
活用して、青森県産品の品質の高い食品素
材の付加価値を高めて販売する、レトルト食
品事業への進出を目指すことを決断しました。

●プリン販売は順調な売上がありましたが、コロ
ナ禍の想定外の長期化によって、カフェと土産
店の売上が40%減少する厳しい状況となり、
売上減少を補うべく、新しく事業の柱を検討す
る必要性が生じました。

●補助事業でOEM生産のための設備投資を
行い、補助事業終了後4年目で売上78.7%
増(新分野比率33.0%)を計画しています。

●また、商品企画に関する相談から販路開拓、
販売までをワン・ストップで提供します。これまで
既存事業で構築してきたノウハウやルート、食品
製造業者の共同販売組織 「AOQQの会」
(https://aoqq.jp/)を通じて、個社や単品で
は難しい商品企画や販路拡大を提案します。

●加工工場の運用が未経験なことや納得できる
レトルト製品が実現できるかという課題があります
が、県内の研究所や大学教授、支援機関等に
ご指導いただき、従業員と共に成長しながら、受
注者と一緒に取り組み、連携して乗り越えて行き
ます。

●県内では、飲食店をはじめとする多くの事業者
や生産者の方が苦労し、疲弊しています。補助
事業を通じて、県産品の高付加価値化に向けて、
事業者間・異業種間の連携を進め、地域活性
化にも貢献したいと考えています。

事例紹介 通常枠 新分野展開 食料品製造等

事業者名
所在地
主な業種
事業概要

設立
従業員数
認定支援機関

独自製法の技術を活用して
県内の高品質素材をレトルト加工

極小ロットで受注し、販売までを
ワン・ストップで提供するOEM事業

事業者間・異業種間の連携で
地域活性化にも貢献

合同会社ナチュール青森
青森県青森市
食料品製造業・飲食店
オリジナルプリンの製造・販売
「ナチュールカフェ」の経営
2012年
16人
青森県中小企業団体中央会

レトルト食品OEM事業への新分野展開で事業再構築します！

（参考）販売中のオリジナルプリン
地元の
食材を…

レトルト
にして…

消費者に
お届け！

【事業再構築の取組イメージ】



●当社は、埼玉県内で8店舗のイタリアンレス
トランを運営しています。さいたま市内産のヨー
ロッパ野菜など地元産食材にこだわった料理が
好評で、順調に事業を拡大してきました。また、
生産者と協力して商品開発や学校給食への
提供等、地産地消に取り組んできました。

●開業25年の第1号レストランを、地産地消セ
レクトショップに改装して、地元産食材のブランド
商品を開発/販売する拠点にします。具体的に
は、野菜をジェラートに加工するなどの加工食品
開発や総菜メニュー開発により、新たな需要を
創出します。あわせて、非接触型オーダーアプリを
開発し、従業員の業務効率化と消費者に対す
る地元産食材の訴求やストーリーの発信を行う
など、ファンの獲得に取り組みます。

●小売業態への転換によって、シェフの技術を発
揮する場と職人としてのプライドを満たしながら事
業を継続できる、収益性の高いビジネスモデルへ
の移行を目指します。

●そこで、新たな収益源を確保して強い経営
体質をつくると共に、地元産食材の販売機会
を創出するために、テイクアウト/宅配形式によ
る小売業態に進出する決断をしました。

●しかし、コロナ禍における緊急事態宣言や時
短・会食自粛の影響で、売上7割減という店
舗も現れる厳しい経営状況になりました。地元
生産者においては、外食の需要減により、作っ
た野菜の出荷が止まってしまう事態にも陥って
いました。

●補助事業でこれらへの投資を行い、補助事業
終了後5年目で新規事業の売上比率20.7%、
従業員一人あたりの付加価値額24.1%増を計
画しています。

●また、既存設備を撤去し、新たにセントラル
キッチンを整備することで、販売用製品の加工と
既存店舗のレストランの仕込みを一緒に行うこと
で、生産性を向上させます。

●また、地域ブランド商品の開発に対するシェフの
要望と期待を受けた若手生産者が、やりがいを
持ち、事業を続けるに値する経営状況を実現で
きれば、事業継承問題の解消、そして地域の活
性化にも貢献できると考えています。

●生産者とシェフの技術を販売につなげて収益を
しっかり確保するこのビジネスモデルによって、食を
通じた地域貢献に取り組んで行きます。

事例紹介 通常枠 業態転換 飲食サービス業

事業者名
所在地
主な業種
事業概要
設立
従業員数
認定支援機関

地元生産者とのつながりと
商品開発力を活かして小売業態へ

来店型のレストランを
地産地消セレクトショップに改装

収益性の高いビジネスモデルで
食を通じた地域創りを

株式会社ノースコーポレーシヨン
埼玉県さいたま市
飲食サービス業
イタリア料理店経営
1995年
72人
公益財団法人さいたま市産業
創造財団

レストランから飲食料品小売業に業態転換して事業再構築します！



●当社は、画像解析技術を活用したAI製品
の受託開発を行っています。深層学習による
画像解析アルゴリズムを自社で開発できる企
業は日本国内でも少なく、他社のソフトウェア
等に頼らない独自の技術が強みです。

●てんかん発作検出と介護見守り用の医療介
護向けAIカメラを開発し、レンタルで提供します。
また、AIカメラの操作と管理/動画の取込/ソフト
の更新等をPCやスマホからネットワーク経由で操
作できるプラットフォームを開発します。

●AIカメラや画像解析を導入しようとすると、大
規模な開発や設備投資が必要で、大規模医療
介護事業者でなければ実現は困難です。しかし
このサービスによって、小規模事業者や自宅で使
いたい人も利用できるようになります。

●今回、医療研究機関と医療/工学系大学
の産学連携より画像分析AIカメラの製品化に
ついて相談があり、サービスを自社で開発して
医療介護の分野に進出する決断をしました。

●受託開発事業は、納品までの半年から1年
程度、人的リソースを必要とするため他の案件
を受託しにくく、終了後も継続的に案件がない
と収益が安定しないのが課題です。さらに昨年
コロナで進まなくなった案件もあり、この事業の
形を続けるべきか苦悩していました。

●補助事業で開発設備とサーバー/ネットワーク
機器への投資を行い、補助事業終了後5年で
新規事業の売上比率90%超を目指します。

●AIカメラを自宅や病室/介護施設に設置し電
源をつなぐだけで、遠隔モニタリング/録画はもち
ろん、発作や徘徊を検知しメールで通知したり、
画像解析によって医師の診断や介護上の課題
解決に活用することができます。これらの機能を、
複雑な設定や大規模なシステム構築なしに、月
額利用料のみで提供します。

●また、大規模事業者を対象としている大手シ
ステム会社と競合しにくいため、当社のような中小
ベンチャーでも自分たちで開発した製品/サービス
の提供が可能になり、会社の収益安定につなが
ると共に、エンジニアの社員にとっても大きなモチ
ベーションとなっています。

●医療介護の分野において、当社の強みを活か
した画像解析のプラットフォーマーとなって、世の中
の役に立つサービスを提供していきたいと考えてい
ます。

事例紹介 通常枠 新分野展開 情報通信業

事業者名
所在地
主な業種
事業概要

設立
従業員数
認定支援機関

独自の画像解析技術を活かした
医療介護向けAIカメラの開発

ネットで操作できるAI見守りカメラを
月額料金だけで提供

医療介護の分野における
画像解析のプラットフォーマーに

株式会社Legit Networks
埼玉県川口市
情報通信業
AIモデリングサービス事業
(画像解析によるAI製品の
開発受託)

2018年
6人
中小企業診断士

AIカメラで医療介護に新分野展開して事業再構築します！

現在の事業
AIモデリングサービス

医療介護向けAIカメラ AIカメラ
プラットフォーム

家族の見守り
遠隔モニタリング

自宅からの
外出把握と防止

介護施設の見守り
徘徊検知

てんかん発作検出
メール通知

操作・録画
ダウンロード
モニタリング



●当社は、国内外の大手自動車メーカーに対
して、独自技術「ベンダ工法」を活かした内燃
機関車のエンジン始動用部品「リングギア」の
設計・製造・販売をしており、当社調べでは世
界トップシェアを確立しています。

●新たに、ハイブリッド車が搭載する、モーター内
蔵型トランスミッションに装着する電動化技術部
品を製造します。高度な加工精度が要求される
部品において、熱を加えず鋼材を曲げるロスの少
ない当社独自の材料加工技術を活用すること
で、他社製と比べて安定した加工精度と高品質
な製品を、短いリードタイムと高い歩留まり率で
供給します。

●ヨーロッパの自動車メーカーは全EV化を打ち出
していますが、日本メーカーは現状ハイブリッドが
主流で、市場の動向は不透明です。一方、東南
アジアはまだガソリン車がメインです。こちらへの拡
販もしっかり行って収益をあげ、投資できる力をつ
けながら、新分野への比率を高め、市場の行方
を見極めつつも待つことなく、企業の持続的成長
のための準備をしていきたいと考えています。

●そうした中、コロナの影響による自動車メー
カー各社の生産調整を受けて工場の稼働が
延べ31日ストップする等、売上2割減、40期
ぶりの営業赤字となりました。時間的猶予はな
いと判断し、ハイブリッド車向け部品の分野に
進出する決断をしました。

●自動車の市場はガソリン等のエンジン(内燃
機関)車から電動自動車に移行し始めており、
今後リングギアの需要減少は確実で、内燃機
関向け製品への依存度が高いのが当社の課
題となっていました。

●また、市場の変化に合わせて10年後には既
存製品以外の比率50%を目指し、それに向け
た大規模な設備投資が可能な財務基盤とする
ために、資本金を5850万円から3億円に増資し
ます。

●補助事業で量産体制構築のための設備投
資を行い、補助事業終了後5年目で新分野の
売上比率20.5%を計画しています。

●自動車業界は“CASE”“MaaS”に代表される
100年に一度とも言われる変革期にあり、加えて
米中貿易戦争、そして世界的な感染症という状
況下にあります。しかし、これを悲観せずにチャンス
ととらえ、当社が培ってきた技術を活かして、顧客
にどう貢献できるか考えチャレンジして行きます。

事例紹介 卒業枠 新分野展開 製造業

事業者名
所在地
主な業種
事業概要

設立
従業員数
認定支援機関

内燃機関(エンジン)車部品から
ハイブリッド車用部品に進出

新分野に進出するための
設備投資と財務基盤の強化

100年に一度の変革期を
チャンスと捉え、果敢にチャレンジ

ベンダ工業株式会社
広島県呉市
輸送用機械器具製造業
金属リング製造技術「ベンダ工
法」による内燃機関車用部品
等の設計・製造・販売
1964年
145人
株式会社広島銀行

ハイブリッド車向け部品製造に新分野展開して事業再構築します！

電動車 xEV

主要動力源：エンジン 主要動力源：モーター

内燃
機関車
ICE

ハイブリッ
ド車
HEV

プラグイン
ハイブリッ
ド車

PHEV

電気自動車 EV 燃料電
池自動
車

FCEV

ﾚﾝｼﾞｴｸｽﾃﾝ
ﾀﾞｰ REX

バッテリー
BEV

現在の
事業

新分野展開する事業



●当社は、北海道で唯一のB1所属プロバス
ケットボールチーム「レバンガ北海道」の運営と、
スポーツ教室やイベント等の企画運営を行って
います。地域密着の活動により、平均観客動
員数はリーグトップクラスまで成長しました。

●また、360度どこからでも映像が見える5m四
方の大型デジタルサイネージ(LEDビジョン)を導
入します。固定看板と違い複数のCM映像を流
せるので、広告収入の増加が見込めます。ビジョ
ンは4m四方に分割してイベント用機材としてレ
ンタルし、当日の運営、これまで行ってきた選手
派遣も加えたイベント全般をワンストップで提供
します。

●当社がパートナーと呼んでいる340社のスポン
サーの9割以上が地元の中小企業です。自社で
のCM制作をコスト面で断念しているスポンサー様
に、この事業を通じてレバンガとつながりを持つメ
リットを感じてもらい、またレンタル・映像制作から
お付き合いを始める企業様には、地域スポーツを
共に盛り上げる新たなパートナーとしてつながり続
けていただけたらと思っています。

●そこで、チケット収入に依存しない収益構造
を確立するために、当社が持つノウハウや人的
資産を活かして映像制作・機材レンタル事業
に進出する決断をしました。

●スポーツビジネスは、大勢の方に来場してい
ただいて熱狂を生み出し、チケットやグッズ販売、
スポンサー収入につなげることで成り立っていま
す。しかしコロナの影響による入場制限等で入
場数は半減し、声出しや接触の禁止等で熱
狂を生み出す空間を提供しにくくなりました。

●補助事業で機材取得のための投資を行い、
補助事業終了後5年目で新分野の売上比率
10%を計画しています。

●当社が持つデジタル映像技術を活用して、会
場内で流すCMやイベントで使用するPR映像の
制作を受託します。このレンタル・映像制作とスポ
ンサー料をセットにし、スポンサー様が利用しやす
いパッケージで提供します。

事例紹介 通常枠 新分野展開 娯楽業

事業者名
所在地
主な業種
事業概要

設立
従業員数
認定支援機関

チケット収入に依存しない収益構
造の確立を目指した新事業

PR映像制作とイベント用機材
レンタルをパッケージに

ノウハウ・リソースに目を向け
本業と共存しつつ事業領域を広げる

株式会社レバンガ北海道
北海道札幌市
演芸・ スポーツ等興行団
プロバスケットボールチーム
(レバンガ北海道)の運営
スポーツ教室,イベント企画運営
2011年
22人
株式会社北海道銀行

映像制作・機材レンタル事業に新分野展開して事業再構築します！

●この2年で、事業領域を広げる必要性を痛感
しました。そのために人を増やして新たな事業を起
こすのは負担が大きいですが、培ってきたノウハウ
や持っているリソースに目を向け、変換すれば、今
までやってきたことの延長で、本業と共存しながら
事業を広げられることに気づきました。今回の計
画をきっかけに、その可能性を高めていきたいと考
えています。

・PR映像制作
・映像機材レンタル
イベント等ニーズに
合わせて分割

新事業

入場制限
されたスタンド

リモートでの
オンライン
イベント

コロナ前 コロナ後

満員の
スタンド

地域密着で
活発な
イベント

大型LEDビジョン
導入



●当社は、国内外の自動車部品・鉄道車両
メーカー等より生産設備を個別に受注・設計・
製作するプラント事業を行っています。工程別
の機械を組み合わせた効率化・自動化と、難
削材の加工技術を強みとしています。

●航空機エンジンとロケットエンジンの燃焼室部
品を生産します。材質と構造に高度な技術と設
計が要求される部品であるため、当社の加工技
術と、プラント事業で培った効率的に安定した品
質で生産する技術を活かすことができます。

●当社は、世界中を飛び回ってバネの製造設備
を売り込むことで、100年以上に渡って存続して
きた会社です。企業規模の大小に関係なく、技
術力があれば世界で戦って行くことができます。い
ま海外で製造されている部品を国内で代替し、
将来的には航空・宇宙エンジンの分野で海外展
開を行いたいと考えています。

●今般、コロナ禍により業績が落ち込んだところ
に、再構築事業の存在を知り、これを活用して
航空・宇宙エンジン部品事業へ進出することを
決断しました。

●外部環境の動向に影響を受けやすいのが
課題で、売上の安定化を模索していました。特
に航空宇宙関連部品に着目し、試作品の金
属加工を対象とした航空宇宙品質マネジメン
トシステムJISQ9100の取得、また、商工会
議所やメーカー主催の部品加工トライアルに参
加する等、技術力の向上に努めてきました。

●補助事業で機械設備取得のための投資を行
い、補助事業終了後5年目で新分野の売上比
率11.7%を計画しています。

●航空機エンジンはメンテナンス用部品の需要
があり、ロケットエンジンの製造も今後大きく成長
が見込める分野です。また、海外との分業で部
品調達を行っている現状において、世界の部品
供給網に懸念が生じ、国内調達のニーズが高
まっていることから、大きな機会が見込める事業
です。

●海外の認証取得をめざし、今後も技術力や品
質管理能力を磨くと共に、展示会にも積極的に
出展する計画です。

事例紹介 通常枠 新分野展開 製造業

事業者名
所在地
主な業種
事業概要

設立
従業員数
認定支援機関

バネ生産設備の製造から航空・
宇宙エンジン部品事業に進出

プラント事業で培った生産・加工技術
を活かし高難度の部品を製造

技術を磨き続けて世界に打ち出し、
社会や地域にも貢献する企業に

株式会社モリタアンドカンパニー
愛知県小牧市
輸送用機械器具製造業
バネ生産設備ほか金属,電子
部品製造機等の設計,製作
1910年
77人
中小企業診断士

航空・宇宙エンジン部品事業に新分野展開して事業再構築します！

●売上を安定させて利益を出し続け、社員に還
元することはもちろん、航空産業に力を入れてい
る愛知県の地域経済の発展にも貢献し続けるこ
とができるよう、全社員が一丸となって新事業に
取り組んで行きます。

燃焼室部品

航空機エンジン ロケットエンジン

進出する分野


