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北海道 北海道 R2011S00001 株式会社リズム 4460101001938 緊急事態宣言特別枠 貴金属買取業へ新規参入！ 税理士法人あおぞら会計事務所

北海道 北海道 R2011S00002 株式会社あかりみらい 2430003001727 緊急事態宣言特別枠 コロナバスターズ事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 R2011S00003 アシスト六郎 緊急事態宣言特別枠 ドローン技術で、アグリ・フロンティアへ参入 札幌商工会議所

北海道 北海道 R2011S00008 株式会社ＰＡＣ 5460401001042 緊急事態宣言特別枠 鍼灸マッサージ訪問治療のフランチャイズ『からだ元気治療院』運営 大地みらい信用金庫

北海道 北海道 R2011S00009 Ｂｉｒｄ 緊急事態宣言特別枠 「おにぎりとジンギスカンのＤｏ～」三毛作による出店計画 橋本　優三

北海道 北海道 R2011S00011 ＬａｎｄＥｄｇｅ 緊急事態宣言特別枠 森の香りでリフレッシュ！針葉樹精油の製造販売と体験ツアー展開 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター

北海道 北海道 R2011S00013 株式会社斉藤砂利工業 5460102001275 緊急事態宣言特別枠 外部環境依存型から脱却した先端技術を活用した農業分野への参入 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 R2011S00014 株式会社ＮＰＦ・エスペリオ 7450001009674 緊急事態宣言特別枠
『おうちでレストラン』をテーマにした商品製造とテイクアウト販売コー

ナーの開始
一般財団法人旭川産業創造プラザ

北海道 北海道 R2011S00015 株式会社岡田建具製作所 2430001043473 緊急事態宣言特別枠 ＢｔｏＣ向け新商品の開発・製造・販売体制構築と継続的な市場投下 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 R2011S00017 有限会社さと水 1440002009928 緊急事態宣言特別枠 「酒場」から「特別な日の和食ｐｌｕｓ洋食レストラン」への転換事業 北海道商工会連合会

北海道 北海道 R2011S00019 株式会社ニセコハイランドコテージ＆リゾート 8430001077672 緊急事態宣言特別枠 戸建別荘の設計施工から宿泊施設運営まで一括管理サービス 北海道商工会連合会

北海道 北海道 R2011S00020 株式会社ＧＩＦカンパニー 5430001078814 緊急事態宣言特別枠
ススキノの老舗居酒屋が挑む！個室レンタルスペース事業による新分野展

開
山崎記敬

北海道 北海道 R2011S00021 株式会社ｔａｋｕ 2450001005414 緊急事態宣言特別枠 飲食業と惣菜製造、自社販売を行う地域密着型一貫体制事業計画 旭川信用金庫

北海道 北海道 R2011S00025 清流観光株式会社 2460101003770 緊急事態宣言特別枠
新たな商品開発と自社製品で業務用卸販売の他に一般消費者の新たな市場

に進出
北海道商工会連合会

北海道 北海道 R2011S00026 プライベートネイルサロンノア 緊急事態宣言特別枠 最新美容脱毛器の導入による新規顧客獲得計画 札幌商工会議所

北海道 北海道 R2011S00033 積丹浜料理　第八太洋丸 緊急事態宣言特別枠 韓国チキン　テイクアウト・デリバリー専門店 岩田　圭史

北海道 北海道 R2011S00034 有限会社はたご家 9460002005397 緊急事態宣言特別枠
顧客オーダーと飲み放題のドリンク提供のセルフ化による新たな酒宴ニー

ズの発掘
釧路信用金庫

北海道 北海道 R2011S00036 ＦＩＴＳエフェクティブ株式会社 8430001040465 緊急事態宣言特別枠 こだわりの美容室専売商品をＥＣサイトで提案型販売 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 R2011S00037 ＥＳＩ株式会社 9430001031067 緊急事態宣言特別枠 大規模イベント復活！大型施設専用、空間除菌装置の開発事業について 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 R2011S00038 株式会社ＯＨＡＲＡ 7430001083176 緊急事態宣言特別枠 フレンチレストランシェフが作るオンラインスイーツ商品の提供 税理士法人ベンチャーパートナーズ総合会計事務所

北海道 北海道 R2011S00041 株式会社レイジックス 2430001026115 緊急事態宣言特別枠 札幌圏の顧客に対する熟成寿司の宅配事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 R2011S00042 合同会社ＦＬＯＵＲＩＳＨ 2430003008945 緊急事態宣言特別枠
コロナの影響で激減した外国人向けゲストハウスをテレワーク用オフィス

に転換
株式会社ＭＢコンサル

北海道 北海道 R2011S00045 株式会社霧の下 7430001004909 緊急事態宣言特別枠
和食ファミリーレストラン型の蕎麦屋から、「弁当販売・デリバリー事

業」を展開
スズカ税理士法人

北海道 北海道 R2011S00048 有限会社マルテンストアー 6430002061850 緊急事態宣言特別枠
２万人フォロワー＆ミシュラン掲載の料理屋の強みを生かした『北海道手

毬おこわ』冷凍食品製造直販業
株式会社北洋銀行

北海道 北海道 R2011S00049 有限会社オフィス・Ｋ 4440002000818 緊急事態宣言特別枠 地域貢献型動画コンテンツの制作と配信 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 R2011S00050 株式会社ＯＴｉｓ 4430001054551 緊急事態宣言特別枠
リアルタイムに同期するタブレットで教育の機会格差を是正するオンライ

ン家庭教師事業
株式会社北海道銀行
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北海道 北海道 R2011S00051 佐藤脩平 緊急事態宣言特別枠 地域密着の店舗展開と食文化の変化を捉えた新たなサービス提供 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 R2011S00052 Ｂａｒシャドック 緊急事態宣言特別枠 エコ資源・人的資源を活用したペットフード加工事業の開始 小西　麻衣

北海道 北海道 R2011S00055 Ｎ＆Ｋ　ＬＯＧＩＣ株式会社 6430001039690 緊急事態宣言特別枠 ネイリスト向け業種特化型シェアサロン参入による業種転換事業 中村　領

北海道 北海道 R2011S00056 有限会社ＤＩＸ　Ｆａｍｉｌｙ　Ｉｎｃ． 1430002039892 緊急事態宣言特別枠 「焼肉店の新規出店」「イベント事業」「セントラルキッチン事業」 税理士法人すずらん総合マネジメント

北海道 北海道 R2011S00058 有限会社ハイジ牧場 8430002059595 緊急事態宣言特別枠 自社生産羊肉の販路開拓の為の缶詰加工 北海道商工会連合会

北海道 北海道 R2011S00059 株式会社フクアートジャパン 4430001075845 緊急事態宣言特別枠
コロナ禍に対応した新しい非接触型サービス（冷凍生餃子の無人販売）の

提供に伴う設備投資
札幌商工会議所

北海道 北海道 R2011S00060 株式会社ＪＩＮＢ 5430001083871 緊急事態宣言特別枠 リトリート　ファスティング事業計画書 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 R2011S00062 株式会社ホープ・ワン 8430001050761 緊急事態宣言特別枠
新時代の小樽観光と街歩きの魅力探訪検索アプリ「おたるーと」の開発運

営
税理士法人中央会計事務所

北海道 北海道 R2011S00064 ユナイテッドプロデュース有限会社 4430002030304 緊急事態宣言特別枠 急速冷凍機導入による北海道スイーツ、花とお菓子のギフトセットの開発 株式会社シャイン総研

北海道 北海道 R2011S00065 株式会社一休製麺 7430001071008 緊急事態宣言特別枠
店舗プロデュースノウハウを活かし、製麺業からとんかつ専門店へと主要

業種を転換
株式会社北陸銀行

北海道 北海道 R2011S00070 株式会社ｅｎｃｏｕｎｔｅｒ 6450001011383 緊急事態宣言特別枠
自社の強みを活かし地方高齢化社会を支える在宅マッサージ医療への業種

転換
旭川信用金庫

北海道 北海道 R2011S00071 株式会社花論珈琲茶房 3430001063198 緊急事態宣言特別枠 札幌発カフェが挑む～オンライン型カフェスクール等の多角化展開 石井　伸暁

北海道 北海道 R2011S00074 株式会社北海道テロワール 4430001041302 緊急事態宣言特別枠 飲食店から「飲食料品小売＋ライブコマース＋飲食店」への転換 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター

北海道 北海道 R2011S00077 株式会社イノヴェッグ 5430001068988 緊急事態宣言特別枠 パフェ専門店のジェラートのＯＥＭ製造工場計画 札幌商工会議所

北海道 北海道 R2011S00078 西興部ゲストハウスＧＡ．ＫＯＰＰＥＲ 緊急事態宣言特別枠 廃校舎を活用したワーケーションサービス転換事業 北海道商工会連合会

北海道 北海道 R2011S00080 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ 8430001075189 緊急事態宣言特別枠 安心安全な原材料を使った食を提供！ペット向け食品販売事業 旭川信用金庫

北海道 北海道 R2011S00083 有限会社デザインピークス 1450002003665 緊急事態宣言特別枠 旭川ラーメン等支援ＥＣ販売システム構築「お店の味をそのまま食卓へ」 税理士法人薄井会計

北海道 北海道 R2011S00084 株式会社プラン・ドゥ・シー 8430001075049 緊急事態宣言特別枠 唐揚げ専門店テイクアウト事業 株式会社吉岡経営センター

北海道 北海道 R2011S00085 ＯＮＯ株式会社 5460001004908 緊急事態宣言特別枠 チーズ料理専門店が作る「チーズテリーヌ」専門店 釧路信用金庫

北海道 北海道 R2011S00086 エ・モレイセス・リヴズ株式会社 2430001069832 緊急事態宣言特別枠 新品販売とアウトドア業界への事業領域展開計画 宮下　直樹

北海道 北海道 R2011S00088 株式会社ノースフロンティア 1450001005539 緊急事態宣言特別枠 銀座サウナプロジェクト　～フィンランド式少人数制サウナ建設～ 旭川商工会議所

北海道 北海道 R2011S00089 株式会社ＷＯＮＤＥＲ　ＣＲＥＷ 8430001060414 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト専門店と既存店舗有効活用の再構築事業 ＦＵＪＩＴＡ税理士法人

北海道 北海道 R2011S00090 株式会社から屋 2430001069881 緊急事態宣言特別枠 ハイブリッド換気装置の製品化に際する量産及び販売体制の構築 札幌商工会議所

北海道 北海道 R2011S00093 株式会社札幌メールサービス 8430001020384 緊急事態宣言特別枠 非対面営業を実現するオンラインサービスの提供と新サービス開発事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 R2011S00097 有限会社サンク 9430002022494 緊急事態宣言特別枠
天然染料ヘナを擂潰機にてペースト状にしたテイクアウト用新商品「天然

水　生ヘナ」の製造販売
藤永　滋

北海道 北海道 R2011S00098 株式会社季羅 9440001005004 緊急事態宣言特別枠
遠隔ビデオレポートシステムを用いた教育・セミナー提供および関連商品

販売
石黒　正敏
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北海道 北海道 R2011S00112 有限会社クリンアイデアル 2430002006586 緊急事態宣言特別枠 接触型から非接触型クリーニング店への転換による新市場開拓 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 R2011S00115 笑家 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによる「からあげ、豚丼」の販売開始 税理士法人高津会計

北海道 北海道 R2011S00116 シスコン株式会社 8430001026035 緊急事態宣言特別枠 卸が新技術で遠隔監視装置製造～工大・地域企業と挑む社会課題解決 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 R2011S00117 株式会社インフォム 9430001046230 緊急事態宣言特別枠 自社商品をＷｅｂで販売する方法を教えるオンラインスクール事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 R2011S00118 株式会社中善 7430001053501 緊急事態宣言特別枠 〝最新凍結技術〟を用いた回転寿司ネタ専用の水産加工場への転換 苫小牧信用金庫

北海道 北海道 R2011S00119 株式会社ビルメン日新 8430001022505 緊急事態宣言特別枠 先進的技術を用いた外壁調査スキームの構築 税理士法人常見会計

北海道 北海道 R2011S00120 ＯＭリサーチ＆コンサルティング株式会社 1430001061105 緊急事態宣言特別枠 食品衛生画像判定システムの開発・販売 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 R2011S00124 十勝シティデザイン株式会社 4460101005600 緊急事態宣言特別枠 ワーケーション滞在向けのコワーキング機能付宿泊施設の開業 帯広信用金庫

北海道 北海道 R2011S00126 有限会社ナカノ 6430002014478 緊急事態宣言特別枠 スーパーマーケット内への惣菜店テナント出店計画について 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 R2011S00127 ｎｉｎａ　ｎｉｎｏ 緊急事態宣言特別枠 ソフトクリーム事業参入による新規顧客獲得と、テイクアウト需要の拡大 札幌商工会議所

北海道 北海道 R2011S00131 武公食堂株式会社 5430001072916 緊急事態宣言特別枠 非対面式の注文システム等を活用したテイクアウト販売事業 税理士法人折笠会計事務所

北海道 北海道 R2011S00133 ｎｏｔｔｅ 緊急事態宣言特別枠
真心こもった本格的なフレンチをリーズナブルな価格でたくさんの人々

に！
税理士法人マッチポイント

北海道 北海道 R2011S00134 Ｃａｓｏｃｈｉ合同会社 1450003001585 緊急事態宣言特別枠 人と人をつなぎ、地域の経済圏を育てるゲストハウス 北海道商工会連合会

北海道 北海道 R2011S00135 株式会社詩恩 4430003004240 緊急事態宣言特別枠
「強度行動障がい児者への支援者が利用するセグメンテッドプラット

フォーム」開発
松川　武史

北海道 北海道 R2011S00138 株式会社Ｊ．フロンティア 2430001075459 緊急事態宣言特別枠 眼から始めるリラックス 札幌商工会議所

北海道 北海道 R2011S00141 株式会社ｓｈｉｎ．ワールド 7430001062213 緊急事態宣言特別枠 障害児通所支援から障害者向けサービスへの拡大による障害者の一貫支援 シリウス税理士法人

北海道 北海道 R2011S00144 株式会社林屋 1460301003217 緊急事態宣言特別枠
ペット葬祭・霊園事業に新規参入する、ホテル業のモデルとなりえる新分

野への挑戦
株式会社北洋銀行

東北 青森県 R2021S00001 ひろさき夢興社株式会社 2420002014879 緊急事態宣言特別枠 醤油製造メーカーが唐揚げ専門漬けタレで挑むテイクアウト唐揚げ店 弘前商工会議所

東北 青森県 R2021S00002 株式会社ＴＲＹＳＡＩＬ 9420001015962 緊急事態宣言特別枠 新しい生活様式に沿った労働安全衛生法に基づく講習開催事業 青森県中小企業団体中央会

東北 青森県 R2021S00004 株式会社小田原青果 4420002006395 緊急事態宣言特別枠
青果の達人が厳選食材で加工食品をプロデュース。食で美容、健康の新提

案。
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 R2021S00005 株式会社金剛 5420001005835 緊急事態宣言特別枠
八戸圏域の高品質割烹料理を急速冷凍を中心とした製造・販売で、タイム

シフト・エリアシフトし届ける事業
税理士法人ＭＳＡパートナーズ

東北 青森県 R2021S00008 ６かく珈琲 緊急事態宣言特別枠 イベント出店型から店舗・ネット販売型コーヒー店への業態転換！ 稲葉　順一

東北 青森県 R2021S00011 合同会社ＲＲＲ 5420003001543 緊急事態宣言特別枠 リモート農園メンタルヘルスカウンセリング事業 野坂　和夫

東北 青森県 R2021S00013 株式会社ソフトキャンパス 5420001010380 緊急事態宣言特別枠 独学者向けオリジナル教材と動画コンテンツ開発による新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 岩手県 R2031S00001 株式会社ＡＺクリエイト 9400001008324 緊急事態宣言特別枠 完全自家消費型太陽光発電＆蓄電システムの構築とリース販売事業 北上商工会議所

東北 岩手県 R2031S00002 ＮＳテクノサービス株式会社 7400001006528 緊急事態宣言特別枠 半導体製造装置の修理方法高度化による、新分野からの受注獲得 岩手県中小企業団体中央会
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東北 岩手県 R2031S00003 旅館　菊水館 緊急事態宣言特別枠 地下駐車場を活用したレンタルルーム事業 大船渡商工会議所

東北 岩手県 R2031S00004 桜千株式会社 4400001008519 緊急事態宣言特別枠 「大人の発達障害の誰でも挑戦できる社会を創る」就労移行支援 盛岡商工会議所

東北 岩手県 R2031S00005 大船渡インターホテル椿 緊急事態宣言特別枠 やすらぎとくつろぎの空間酸素ルーム事業 大船渡商工会議所

東北 岩手県 R2031S00006 Ｙｉｐ’ｓ　ｃａｆｅ　ａｖａｉｌｌａ 緊急事態宣言特別枠
マルチローターを使用した農業・映像撮影・点検保守業務のサービス請負

事業
岩手県商工会連合会

東北 岩手県 R2031S00008 レストラン　エルミタージュ 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナを見据えた全天候型グランピング事業による新分野展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 R2031S00009 花龍 緊急事態宣言特別枠
ビーコン等のデジタルツールを活用した焼きおにぎり専門販売キッチン

カー
花巻商工会議所

東北 岩手県 R2031S00010 株式会社三陸技研 8400001007483 緊急事態宣言特別枠 ＦＷ成型設備の導入によるＦＲＰ製造技術を活用した配管製品の新規製造 株式会社東北銀行

東北 岩手県 R2031S00011 株式会社佐々木建設 8400001006873 緊急事態宣言特別枠 雇用確保を見据えたスポーツ施設提供への業態転換！ 稲葉　順一

東北 岩手県 R2031S00013 有限会社割烹旅館おぼない 2400002012232 緊急事態宣言特別枠
プライベートガーデンで家族とペットだけで遊ぶ温泉ＢＢＱ＆キャンプ事

業
盛岡信用金庫

東北 宮城県 R2041S00001 株式会社ＰＩＴＳ 2370001016527 緊急事態宣言特別枠
既存店舗ブランドを活用した宮城県特産品のテイクアウト・デリバリー・

通信販売戦略
税理士法人あさひ会計

東北 宮城県 R2041S00002 株式会社リブインザモーメント 1370001041030 緊急事態宣言特別枠 東北の果物を贅沢に使った「みちのくフルーツ大福」の製造販売 翠星企画株式会社

東北 宮城県 R2041S00003 株式会社菓房山清 9370501000783 緊急事態宣言特別枠 老舗菓子店　新商品開発で小売専業からの脱却 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 R2041S00006 株式会社フィッシャーマン・ジャパン・マーケティング 1370001039322 緊急事態宣言特別枠
ＡＩ、先端冷凍技術による簡易オペレーションを実現した海鮮丼屋への事

業転換
アイアンドエス税理士法人

東北 宮城県 R2041S00008 株式会社ロックフット 3370001016848 緊急事態宣言特別枠 ダンススクール事業者による衣類販売を通じた新規参入事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 R2041S00009 株式会社エムコーポレーション 2370301002648 緊急事態宣言特別枠
飲食店ノウハウを活かしたお米とシャリのサブスクリプションサービスの

導入
株式会社七十七銀行

東北 宮城県 R2041S00010 ＣＫＴ株式会社 5370001039525 緊急事態宣言特別枠 オフィス向け食品小売業者から、海外物販輸入・販売業者への大転換 仙台商工会議所

東北 宮城県 R2041S00013 株式会社武田の笹かまぼこ 3370601000301 緊急事態宣言特別枠 特殊冷凍笹かまぼこ内製化によるコロナ禍における抜本的業態転換 エヌ・ビー・シー税理士法人

東北 宮城県 R2041S00016 株式会社グラークス 4370001025055 緊急事態宣言特別枠 感染症対策として非対面式レッスンを実現した新規店舗の出店事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 R2041S00018 有限会社なすやタクシー 1370502000708 緊急事態宣言特別枠 クラウド型配車システム設備導入による共同配車事業 小山　清之

東北 宮城県 R2041S00021 あちゃーる 緊急事態宣言特別枠 「巣ごもり用惣菜で楽しい食事」を提供する「こだわりの惣菜店」 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 R2041S00022 カシマ商事株式会社 9370201002221 緊急事態宣言特別枠 レンタルスタジオ新設によるＣｔｏＣ物販コンテンツ支援事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 R2041S00023 一般社団法人日本認知症予防マージャン協会 6370005004037 緊急事態宣言特別枠 認知症予防のための健康マージャン学習動画ＷＥＢサイト構築 仙台商工会議所

東北 宮城県 R2041S00026 渡辺秀晃 緊急事態宣言特別枠 保育所・幼稚園における　情報共有ツールの開発 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 R2041S00027 株式会社西和造園 4370001008745 緊急事態宣言特別枠
造園・植木事業におけるデジタル化による非対面式サービス提供への業態

転換
株式会社Ｓ・Ｏ・Ａ

東北 宮城県 R2041S00028 ミュージックオフィスバップウィンド 緊急事態宣言特別枠 電子サックスにおける多人数対象オンラインレッスンへの業態転換 仙台商工会議所

東北 宮城県 R2041S00029 有限会社マツド 4370002017852 緊急事態宣言特別枠 ドローン活用による防犯・監視事業『探偵社のドローン防犯』 仙台商工会議所
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東北 宮城県 R2041S00031 一翔ＩＮＦＩＮＩＴＹ株式会社 7370001040571 緊急事態宣言特別枠 製麵所開設による新分野展開への挑戦と新たな売上の確保 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 R2041S00032 株式会社ｑｕａｌｉａ 2370001021337 緊急事態宣言特別枠
地域医療福祉を支える存在への大転換　新規事業を活用した事業再構築計

画
ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

東北 宮城県 R2041S00033 株式会社プライマリー 9370001015662 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍でも成長可能なプロテインの製造・ネット販売事業 朝日仙台税理士法人

東北 宮城県 R2041S00034 有限会社豚豚拍子 6370002018584 緊急事態宣言特別枠 ラーメン専門飲食店から「キッチントレーラー」事業への転換 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 R2041S00037 株式会社ステージライン 4370001011823 緊急事態宣言特別枠 グローバルビジネス支援型の新たなコワーキングスペース事業への取組み 有坂　信彦

東北 宮城県 R2041S00038 株式会社ティー・エフコーポレーション 9370002018598 緊急事態宣言特別枠 コロナを乗り越えるクラウドキッチンと新しい二毛作業態の開発 タスキー税理士法人

東北 宮城県 R2041S00039 株式会社パルフェ 3370001042324 緊急事態宣言特別枠
競合他社との差別化に繋げるヘッドマッサージ導入による新規顧客開拓事

業
仙台商工会議所

東北 宮城県 R2041S00040 株式会社ひよっこ 6370001040597 緊急事態宣言特別枠 タピオカのテイクアウト販売の実施 井上大輔

東北 宮城県 R2041S00041 公益社団法人３．１１みらいサポート 6370305000867 緊急事態宣言特別枠 東日本大震災の教訓を伝えるオンライン語り部の導入拡大 ＹＡＣ税理士法人

東北 宮城県 R2041S00042 合同会社Ｅ．Ｓ．ファースト 3370003004454 緊急事態宣言特別枠 顧客満足度☆４，９事業者による「地域密着型リフォーム業」への転換 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 R2041S00047 株式会社シャンパレス 3370001012070 緊急事態宣言特別枠
パーソナルトレーニングと国際脳内ヒーリングのオンライン化業態転換の

事業計画
碧山　雄貴

東北 宮城県 R2041S00048 株式会社リスペクト 9370001015150 緊急事態宣言特別枠 日本の中小企業の生産性を高めるＢＰＯサービス事業 税理士法人クラフトマン

東北 秋田県 R2051S00002 株式会社グランドシステム 9410001005485 緊急事態宣言特別枠 挙式場をカフェに改装してテイクアウト商品も拡販する 株式会社北都銀行

東北 秋田県 R2051S00003 株式会社アクトラス 5410001009077 緊急事態宣言特別枠
ＥＣマーケットにおける商品販売を迅速化するためのデザインサポート新

事業開拓
高山　安雄

東北 秋田県 R2051S00005 株式会社サンテックス 3410001006191 緊急事態宣言特別枠 小中学生がタブレット上で授業をできる教材アプリの開発と販売 兎澤　正倶

東北 秋田県 R2051S00006 株式会社越中谷写真商会 2410001000732 緊急事態宣言特別枠 高齢者とその親族をターゲットにした新しい包括的終活サービス 税理士法人ＭＩＲＡＩ

東北 秋田県 R2051S00008 カフェゼロセカンド 緊急事態宣言特別枠 地元の美味しい商品を集めた食のセレクトショップに生まれ変わる 秋田県信用組合

東北 秋田県 R2051S00009 株式会社つじや 3410001008394 緊急事態宣言特別枠
郷土菓子の缶詰製品化で全く新しい食べ方と市場を創造し事業再構築を実

現
株式会社秋田銀行

東北 秋田県 R2051S00012 株式会社キカワ 9410001008257 緊急事態宣言特別枠 店舗型からオンライン型へ提供方法の思い切った業態転換 稲葉　順一

東北 秋田県 R2051S00013 コントロール 緊急事態宣言特別枠
店内遊休スペースを活用し、新たにリラクゼーションサロンを開業するこ

とで高付加価値のトータルビューティーサロンを展開する。
税理士法人Ｍ．Ｕ．Ｇ．Ｅ．Ｎ．

東北 秋田県 R2051S00014 株式会社フード・ボックス 4410001007560 緊急事態宣言特別枠 レストランからセントラルキッチンを新設した高齢者向宅配事業へ進出 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 R2051S00015 有限会社安心サービス 9410002009618 緊急事態宣言特別枠 地域の魅力を発信する動画配信スタジオとコワーキングスペースの開設 秋田県商工会連合会

東北 山形県 R2061S00002 株式会社サウンドカーム 5390001005112 緊急事態宣言特別枠
最先端設備導入によるイマーシブ３Ｄ音響ライブ配信サービスの開発・提

供
山形商工会議所

東北 山形県 R2061S00003 有限会社ゆあーず 3390002013520 緊急事態宣言特別枠
コロナ禍の市場ニーズに応えるキッチンカーでの店舗外販販売体制構築に

よる新規販路拡大事業
株式会社荘内銀行

東北 山形県 R2061S00005 株式会社オードヴィ庄内 1390001006122 緊急事態宣言特別枠
１４６年に及ぶ清酒醸造を基にサスティナブルを求めた事業再構築への取

り組み
株式会社荘内銀行

東北 山形県 R2061S00008 一般社団法人酒田観光物産協会 8390005007936 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト開設、ラーメン提供に係る店舗改修及び旅行業への参入 髙橋　竹夫
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東北 山形県 R2061S00009 株式会社ＢＩＨ 2390001015849 緊急事態宣言特別枠 超薄型、不燃性のリチウムイオン電池を活用した米沢織製品の開発 丹野　覚

東北 山形県 R2061S00011 株式会社ＭＵＧＥＮ 3390001013356 緊急事態宣言特別枠 合成音声ナレーション制作アプリ開発販売 山形県商工会連合会

東北 山形県 R2061S00012 堀内織物有限会社 1390002013357 緊急事態宣言特別枠 熟成ジビエ・馬肉商品で通販市場へ進出による事業再構築と売上拡大 株式会社山形銀行

東北 山形県 R2061S00014 オリエンタルカーペット株式会社 7390001002413 緊急事態宣言特別枠 アフターコロナ、ニューノーマルに最適化した直販事業への業態転換 株式会社山形銀行

東北 山形県 R2061S00015 和光食材株式会社 3390001006681 緊急事態宣言特別枠 惣菜類・業務用食品・酒類を取り揃えた食のセレクトショップ出店 株式会社商工組合中央金庫

東北 山形県 R2061S00017 荘内振興株式会社 9390001006313 緊急事態宣言特別枠 おいしいものを世界に届けたい　客席のないＥＣレストランを開店 株式会社荘内銀行

東北 山形県 R2061S00018 株式会社エコー 5390001006093 緊急事態宣言特別枠
先端デシタル技術を活用した新製造方法を確立し新製品のＥＣ販売を開始

する
株式会社山形銀行

東北 山形県 R2061S00020 株式会社金萬 6390002000664 緊急事態宣言特別枠 庄内産高級魚を独自の仕立て技術で熟成させた熟成魚のＥＣ販売事業 丹野　覚

東北 山形県 R2061S00022 有限会社吾妻荘 4390002012496 緊急事態宣言特別枠 旅館の空き部屋を利用したそうざい製造業への事業展開 税理士法人霞城会計事務所

東北 福島県 R2071S00002 有限会社えん家 7380002013831 緊急事態宣言特別枠 「３日３回炙りとりかわ」の通販事業を実現し、事業再構築を図る 景山　洋介

東北 福島県 R2071S00004 株式会社松竹工芸社 4380001010246 緊急事態宣言特別枠 新たなデザイン性・着色技術を取り入れた新商品の販路開拓への挑戦 福島県商工会連合会

東北 福島県 R2071S00006 株式会社フードビジネスジャパン 9380001027186 緊急事態宣言特別枠 郡山発！ＥＣ事業参入により「和・郡山すが波」の味を全国にお届け！ 株式会社常陽銀行

東北 福島県 R2071S00008 アド・エージェント 緊急事態宣言特別枠 既存のデザイン技術を活かしたオリジナルウエアプリント事業への参入 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 R2071S00018 株式会社山吉 5380002013775 緊急事態宣言特別枠 鮮魚仲卸業を活かした中食テイクアウト・ＥＣ販売事業 福島県商工会連合会

東北 福島県 R2071S00019 Ｒｅｓｅｔ　ｍｏｒｅ 緊急事態宣言特別枠 ハンドセラピス導入によるハイブリッドな新技術の提供 須賀川信用金庫

東北 福島県 R2071S00022 ＲＹＯＥＮＧ株式会社 6380001021167 緊急事態宣言特別枠 排水環境エンジニア及び廃棄物エネルギー利用事業への事業転換計画 公益財団法人福島県産業振興センター

東北 福島県 R2071S00023 株式会社ビューティーメンテ 5380001029054 緊急事態宣言特別枠 バスケコート併設型接骨院とを中心とする複合サービス施設の展開 宮城県商工会連合会

関東 茨城県 R2081S00002 株式会社潮来ホテル 3050001021351 緊急事態宣言特別枠 国内外旅客新規需要創出及び対応に伴うホテル改質計画 税理士法人　岩本会計

関東 茨城県 R2081S00006 ケイ・エスパッケージ有限会社 7050002004582 緊急事態宣言特別枠 環境配慮型「美箱」の開発に向けた新設備導入 茨城県信用組合

関東 茨城県 R2081S00008 有限会社珈琲亭よしだ 2050002038882 緊急事態宣言特別枠 県産材料のみを使用した独自開発のフレーバー和紅茶の外販事業化 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 R2081S00009 らぁーふ 緊急事態宣言特別枠 専門店として、インターネット販売、訪問でのサービス提供展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 R2081S00013 有限会社ネイチャーツアーズ 7050002043408 緊急事態宣言特別枠 奥会津「大芦里山自然共和国」こども＆おとな笑顔プロジェクト 茨城県信用組合

関東 茨城県 R2081S00014 有限会社こうじや 8050002009226 緊急事態宣言特別枠
単身世帯等をターゲットとする薬膳に特化し地元産品を使った冷凍総菜の

製造販売
株式会社商工組合中央金庫

関東 茨城県 R2081S00017 ファンファーレ 緊急事態宣言特別枠 ＭＩＴＯ　ＳＡＵＮＡ　ＫＯＴＯ　設立計画 水戸商工会議所

関東 茨城県 R2081S00020 株式会社つくし 7050001009541 緊急事態宣言特別枠 完全防音のホテルの客室で食事付きテレワークプランを提供 株式会社アクセルパートナーズ

関東 茨城県 R2081S00021 祝樽本舗　富田屋 緊急事態宣言特別枠 レーザー加工・焼印の内製化と越境ＥＣ本格参入による海外販売 下館商工会議所
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関東 茨城県 R2081S00022 アドヴァン株式会社 2380001023373 緊急事態宣言特別枠 イベント事業から中古車両の車両陸送事業へと業種転換する計画 水戸信用金庫

関東 茨城県 R2081S00023 株式会社サン・ステップホールディングス 8050001016999 緊急事態宣言特別枠 身体矯正エステとサブスク制美容室による総合美容サロン事業 株式会社アクセルパートナーズ

関東 茨城県 R2081S00025 株式会社ロコレデイ 8050001029563 緊急事態宣言特別枠
新規に餃子とお茶を売ることによる、顧客が集う魅力的なブティックへの

進化
株式会社筑波銀行

関東 茨城県 R2081S00027 株式会社ディスクロード 8050001001720 緊急事態宣言特別枠 居酒屋からこだわりの十割そばを提供するそば店への転換 武石　光弘

関東 茨城県 R2081S00030 株式会社弛鉦 3050001047446 緊急事態宣言特別枠
新規エステサロン事業によるセルフエステの開始とヘアサロン事業との一

元化による顧客生涯価値アップ
水戸　脩平

関東 茨城県 R2081S00031 株式会社みまつマネジメント 7050001015242 緊急事態宣言特別枠 みまつホテル本館レンタルオフィス事業計画 笠間　浩明

関東 茨城県 R2081S00035 株式会社アップライズ 7050001030563 緊急事態宣言特別枠 古代インド健康食品の開発によるヨガスタジオからの業種転換事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 R2081S00036 株式会社フードセンター 7050001008064 緊急事態宣言特別枠 笠間新名物の企画開発製造と全国販売による自社と地域経済の復活 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 R2081S00038 株式会社ゆにろーず 2050001027399 緊急事態宣言特別枠 冷凍にんたまラーメンの開発・提供によるＶ字回復事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 R2081S00039 株式会社ＴＵＧＵＹＯ 1011101089004 緊急事態宣言特別枠 教育からビジネスへ！ドローン測量分野進出による売上Ｖ字回復！ 山田　盛史

関東 茨城県 R2081S00040 株式会社魚の宿まるみつ 1050001024174 緊急事態宣言特別枠
宿泊業のみの売上依存から脱却するための「あんこうラーメン」飲食店開

業
茨城県商工会連合会

関東 茨城県 R2081S00041 かなめ測量株式会社 5050001037841 緊急事態宣言特別枠 ＬｉＤＡＲ（ライダー）計測による森林樹木の生育状態調査事業 税理士法人和敬会

関東 茨城県 R2081S00046 一般社団法人日本医療デザインセンター 7050005012269 緊急事態宣言特別枠 医療機器・システムの開発者と医療現場ニーズのマッチングシステム開発 若杉　拓弥

関東 茨城県 R2081S00047 取手東整骨院 緊急事態宣言特別枠
最新の美容機器の導入と、ミネラルファスティングによる健康ダイエット

サービス実施
茨城県商工会連合会

関東 茨城県 R2081S00048 株式会社白い雲パブリケーションズ 9050001011033 緊急事態宣言特別枠 出版・映像制作・ライブ配信の連携による新たな情報発信の実現 土浦商工会議所

関東 茨城県 R2081S00050 有限会社ユーデーシー 2050002037975 緊急事態宣言特別枠 ホテル業者の遊休地を有効活用するキャンプ場事業への新分野展開 茨城県信用組合

関東 茨城県 R2081S00053 株式会社稲見精密 8050001031940 緊急事態宣言特別枠 ｅスポーツ向けステンレス鋼マウスパッド製造事業の構築 公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構

関東 栃木県 R2091S00001 株式会社ホテルサンシャイン益子舘 8060001009928 緊急事態宣言特別枠 地方旅館のワンストップサービスの付加による売上集客増加計画 半田富男

関東 栃木県 R2091S00002 株式会社ＪＰクレスト 7060001028482 緊急事態宣言特別枠 サブスクアプリ技術を用いた個人向けオンライン課金事業への参入 山本　博一

関東 栃木県 R2091S00003 有限会社エイティーシーフィットネス 1060002021987 緊急事態宣言特別枠 フィットネス器具販売への進出による自宅フィットネスニーズへの対応 東　健司

関東 栃木県 R2091S00005 株式会社ホクサン 8060001020629 緊急事態宣言特別枠 「付加価値の高い家族葬」提供による新規顧客の獲得 マーキュリー株式会社

関東 栃木県 R2091S00006 青木縫製工業 緊急事態宣言特別枠 弁当・総菜店の新たな取り組みで、地域貢献と事業再構築をはかる事業 小峰　俊雄

関東 栃木県 R2091S00008 第一酒造株式会社 5060001020458 緊急事態宣言特別枠 復活するインバウンド需要を取り組む観光産業への取り組み 株式会社足利銀行

関東 栃木県 R2091S00009 株式会社ＲＳＫ 3060001012556 緊急事態宣言特別枠 新規事業としてのドローンによる建物診断事業及び業務転換 藤沼　哲夫

関東 栃木県 R2091S00010 協栄精工株式会社 2060001009297 緊急事態宣言特別枠 日本初・世界初「ＡＩを活用したゴルフプレイ動画サービス」の提供 真岡商工会議所

関東 栃木県 R2091S00014 有限会社アシスト 2060002000750 緊急事態宣言特別枠 地域中小企業の非対面営業を強化する動画発信力育成事業 蓮實　光博
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関東 栃木県 R2091S00015 有限会社ジョセフィンファーム 3060002027405 緊急事態宣言特別枠 循環農法牧場の生乳を用いた飲むヨーグルト事業（搾乳日表示） 株式会社リンクス

関東 栃木県 R2091S00016 有限会社国分寺産業 9060002031277 緊急事態宣言特別枠 下野エリア初、ＩＴ活用による非接触次世代型ハイブリッド鮮魚店の展開 リードブレーン株式会社

関東 栃木県 R2091S00017 有限会社丁田屋 3060002015723 緊急事態宣言特別枠 中高生アイスホッケー選手向け下宿所の設置・運営に係る新事業展開計画 岡本　貴志

関東 栃木県 R2091S00019 株式会社えがおの国 3060001021805 緊急事態宣言特別枠 プレミアムファストフードの店舗販売による売り上げアップ計画 株式会社足利銀行

関東 栃木県 R2091S00021 有限会社あずさ 4060002030787 緊急事態宣言特別枠 一次加工品（カット野菜）製造配送立ち上げによる事業再構築事業 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 R2091S00025 アンドガーデン合同会社 4060003002744 緊急事態宣言特別枠
店内飲食店から冷凍カレーのネット販売と持ち帰り・配達飲食サービス業

への業態転換事業
栃木信用金庫

関東 栃木県 R2091S00030 ブーカもりやま 緊急事態宣言特別枠 お家でパーティー、オードブルにプラスワンさせる菓子販売製造事業 足利商工会議所

関東 栃木県 R2091S00033 株式会社グラン・シャリオ 8060001018549 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈコロナを生き抜く冷凍餃子製造販売業への大転換事業 エヌ・ビー・シー税理士法人

関東 栃木県 R2091S00043 株式会社フク 6060001022800 緊急事態宣言特別枠 シウマイでまちおこし　焼売製造事業への業種転換 鹿沼商工会議所

関東 栃木県 R2091S00045 Ｕ－ＴＥＣ株式会社 7060002030561 緊急事態宣言特別枠
下請依存体制からの脱却！デジタル変革と機能的リノベーションによる営

業戦略
税理士法人アミック＆パートナーズ

関東 栃木県 R2091S00046 有限会社塩原物産製造本舗 2060002023710 緊急事態宣言特別枠 業界初！塩原温泉のそば八が自慢のもつ煮と冷凍自販機で街おこし 合同会社うしお事務所

関東 栃木県 R2091S00047 株式会社外池酒造店 2060001009594 緊急事態宣言特別枠 珈琲豆の取扱い開始による新たな販路開拓 株式会社商工組合中央金庫

関東 栃木県 R2091S00050 株式会社みつわランドリー 8060001011553 緊急事態宣言特別枠 介護施設等向け抗菌加工処理リネン製品供給体制構築事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

関東 栃木県 R2091S00051 恵ＭＥＧＵＭＩ 緊急事態宣言特別枠 餃子の製造及び販売事業 足利小山信用金庫

関東 栃木県 R2091S00052 株式会社麺ズファクトリー鵜の木 1060001007319 緊急事態宣言特別枠 顧客と商品を共創する「体験型飲食店」によるＢｔｏＣ参入 株式会社足利銀行

関東 栃木県 R2091S00053 株式会社アクティブ 6060002030364 緊急事態宣言特別枠 地域密着型、スマホアプリを活用した配達飲食サービスの構築 株式会社歳事記

関東 群馬県 R2101S00002 有限会社しもにた聖苑 6070002017022 緊急事態宣言特別枠 既存の葬祭業に新分野である自動車整備業を加えた事業再構築事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101S00003 株式会社古久家旅館 3070001017629 緊急事態宣言特別枠 「ワーケーション事業」による新たな顧客の取り込み マーキュリー株式会社

関東 群馬県 R2101S00004 株式会社晴観荘 5070001017750 緊急事態宣言特別枠 「新しい働き方」を実現する新規事業の展開 マーキュリー株式会社

関東 群馬県 R2101S00009 メニーセント 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍で生き残るためのオンラインショッピングシステムの構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101S00011 株式会社角弥 4070001033724 緊急事態宣言特別枠 蕎麦専門店の作るふりかけ「ご飯にかけるざる蕎麦」開発販売事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101S00012 キッチン餉 緊急事態宣言特別枠 スペシャルティコーヒーに特化したコーヒー飲料と焙煎豆販売事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101S00013 昭和精工株式会社 7070001007270 緊急事態宣言特別枠 農薬製剤・鉄道業界への新規参入による事業再構築 税理士法人高沼会計

関東 群馬県 R2101S00015 リラクゼーションボディフットケアｅａｓｅ 緊急事態宣言特別枠 発酵バターを１００％使い芳醇でどっしりしたクロワッサンの販売 しののめ信用金庫

関東 群馬県 R2101S00016 有限会社ココア 4070002007405 緊急事態宣言特別枠 学校・公共施設のランドリービジネス 前橋商工会議所

関東 群馬県 R2101S00017 株式会社協進サクセス 8070001006619 緊急事態宣言特別枠 トラックのルーフキャリア製造・販売と作業空間の建設 株式会社八十二銀行
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関東 群馬県 R2101S00020 株式会社羽鳥鉄工所 3070001008082 緊急事態宣言特別枠 脱炭素社会の実現に向けた「小水力発電」分野への新規参入 高崎信用金庫

関東 群馬県 R2101S00024 有限会社北村商事 1070002016805 緊急事態宣言特別枠
アップルパイのテイクアウト及び通販事業への新規参入（飲食事業から菓

子製造業への業態転換）
しののめ信用金庫

関東 群馬県 R2101S00026 有限会社賓館 8070002030626 緊急事態宣言特別枠 中国料理のテイクアウト事業拡大による新規顧客の開拓 桐生信用金庫

関東 群馬県 R2101S00027 たんぽぽ家 緊急事態宣言特別枠 有機・無添加の食材を活かした惣菜のテイクアウト販売・冷凍販売の展開 しののめ信用金庫

関東 群馬県 R2101S00029 株式会社上山織物 3070001016977 緊急事態宣言特別枠 「Ｄ　ｔｏ　Ｃ」に向けた販路開拓のための、超小ロット生産方式の確立 株式会社足利銀行

関東 群馬県 R2101S00030 鳶山田組 緊急事態宣言特別枠 とび工事業「鳶山田組」サツマイモスイーツ専門店への業種転換 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101S00031 旭石材工業株式会社 1070001017440 緊急事態宣言特別枠 社会から求められる採石会社として企業価値の向上・Ｖ字回復事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 R2101S00032 ひかりフォート 緊急事態宣言特別枠 レンタル撮影スタジオ導入による新規顧客開拓 桐生信用金庫

関東 群馬県 R2101S00033 株式会社トータルエス・ケー 4070001015334 緊急事態宣言特別枠
ホタテ貝殻焼成パウダーを原料とした除菌液の開発・製造販売による事業

再構築計画
税理士法人飯島会計事務所

関東 群馬県 R2101S00037 小野塚精機株式会社 1070001000669 緊急事態宣言特別枠 搬送ドローン用モータ及びコントローラ販売計画 株式会社東和銀行

関東 群馬県 R2101S00038 株式会社フォア・ザ・プラネット 6070001005184 緊急事態宣言特別枠
おもちゃリサイクルショップにおける非対面型新規サービス・新商品提供

事業
株式会社群馬銀行

関東 群馬県 R2101S00041 株式会社サンフラワー 9070001008993 緊急事態宣言特別枠 ＰＦＣバランスを考慮した筋力アップの為の冷凍弁当のネット販売事業 高崎商工会議所

関東 群馬県 R2101S00044 有限会社下山製作所 4070002023708 緊急事態宣言特別枠 デジタル技術を活用したオリジナル商品の製作とＢｔｏＣによる販路拡大 桐生信用金庫

関東 群馬県 R2101S00047 有限会社新星 8070002034156 緊急事態宣言特別枠 運転代行部門の介護施設送迎車管理サービスによる再構築 桐生信用金庫

関東 群馬県 R2101S00050 蕎麦　山海酒屋　山人 緊急事態宣言特別枠 粗挽き田舎蕎麦の冷凍蕎麦開発とＢｔｏＢによる蕎麦販売 狩野　要一

関東 群馬県 R2101S00053 ｍｉｎｏｒｕ合同会社 5070003002973 緊急事態宣言特別枠 里山での高付加価値体験付きワーケーション宿泊事業 神奈川県商工会連合会

関東 群馬県 R2101S00054 やたい家 緊急事態宣言特別枠 地域のこだわり産品を展示販売する体験型レストランの確立 高崎商工会議所

関東 群馬県 R2101S00055 アイテック株式会社 3070001018585 緊急事態宣言特別枠 多関節ロボットのデモブース新設による社員教育・営業ツール確立計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 群馬県 R2101S00057 ｗｅｂｅ株式会社 7070001033952 緊急事態宣言特別枠 職業訓練校事業を中心としたＩＴ人材教育プラットフォームの構築 松山　亮樹

関東 群馬県 R2101S00059 株式会社ジャパンアイデアセンター 2070001016152 緊急事態宣言特別枠 顧客の強みをしっかりと発信する広告宣伝事業への進出 桐生信用金庫

関東 埼玉県 R2111S00001 株式会社ゼロジャパン 4030001027911 緊急事態宣言特別枠 業者間オークション運営事業及びジュエリー・サブスクリプション事業 税理士法人阿部会計

関東 埼玉県 R2111S00003 エフ・クリーン興業株式会社 9030001091589 緊急事態宣言特別枠 解体業が心機一転！コロナ禍のニーズに対応した動物取扱業の開始 秩父商工会議所

関東 埼玉県 R2111S00004 株式会社ファンスペースクリエイツ 1030001038291 緊急事態宣言特別枠
イベント・展示会のデザインと施工の事業からオンライン展示会用コンテ

ンツ制作会社への業態変更
税理士法人Ｌ＆Ｃアシスト

関東 埼玉県 R2111S00005 合同会社アンシャンテ 9030003014738 緊急事態宣言特別枠
ＡＩ機能搭載テレワーク用通信機器専用のＥＣサイトシステム構築による

新たなる働き方改革推進事業
グランツ税理士法人

関東 埼玉県 R2111S00006 有限会社ペペタス 5030002117933 緊急事態宣言特別枠
ギターレッスンビデオの英語吹替版の制作とアメリカでのストリーミング

販売
行田商工会議所

関東 埼玉県 R2111S00007 株式会社ＳＯＣＩＡＬ　ＨＯＲＡＩＺＯＮ　ＪＡＰＡＮ 3030001115312 緊急事態宣言特別枠 キャリアアドバイザー事業＆レンタルスペース事業 埼玉県商工会連合会
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関東 埼玉県 R2111S00008 株式会社ＰＨＯＴＯ　ＭＩＯ　ＪＡＰＡＮ 5030001093655 緊急事態宣言特別枠
高ビジュアルを制作できる動画制作およびＷＥＢ制作チームによる新規事

業展開
堀　哲郎

関東 埼玉県 R2111S00009 ヘアーサロンアイア 緊急事態宣言特別枠 ヘアーサロンとセルフホワイトニングで狙う売上の相乗効果！ 奥冨　茂生

関東 埼玉県 R2111S00010 松岡釀造株式会社 4030001071570 緊急事態宣言特別枠 家飲み需要や輸出を見越した日本酒の缶での販売 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 R2111S00013 株式会社エヌケー 8030001068662 緊急事態宣言特別枠 今の想いを未来・大切な人に届ける「ＧＰＭサービス」の展開 株式会社東京経営サポーター

関東 埼玉県 R2111S00014 訪問マッサージｎｏｒｄｉｃ 緊急事態宣言特別枠 店舗オープンによる地域の働く女性のためのフットケア事業の確立 川越商工会議所

関東 埼玉県 R2111S00016 Ｔａｋｕｍｉ　匠 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによるランチ中食弁当の販売 熊谷商工会議所

関東 埼玉県 R2111S00019 株式会社ノウカス 8030001088553 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍で壊れたサプライチェーン再生への積極的な取り組み 深谷商工会議所

関東 埼玉県 R2111S00021 やきとりだいちゃん 緊急事態宣言特別枠 地域の焼き鳥居酒屋から強みを生かしたテイクアウト事業への転換 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 R2111S00023 株式会社旅雲 7030001059761 緊急事態宣言特別枠
子供の国際人材への育成を叶えるシンガポールインターナショナルスクー

ルの開校
株式会社東都経営力向上センター

関東 埼玉県 R2111S00024 山本千春 緊急事態宣言特別枠 親子カフェから認可外保育施設にかわって地域に貢献する 藁　信博

関東 埼玉県 R2111S00026 ａｒｃｈｉ．ｓｔｕｄｉｏ　Ｎａｍｉｋｉ 緊急事態宣言特別枠 持続可能な町造りを目指すリスクマネジメント設計事務所への転換 熊谷商工会議所

関東 埼玉県 R2111S00027 谷沢菓機工業株式会社 9030001020473 緊急事態宣言特別枠 菓子製造メーカーの菓子小売店兼ショールームへの新分野展開 経営創研株式会社

関東 埼玉県 R2111S00028 有限会社岸製作所 9030002072976 緊急事態宣言特別枠 海底開発機械部品製造のための変則的かつ高難度旋盤加工への挑戦 青梅信用金庫

関東 埼玉県 R2111S00031 株式会社アクアデザイン 8030001000278 緊急事態宣言特別枠 中小企業の強みを結集した新商品「フィニッシングオイル」の事業化 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 埼玉県 R2111S00032 株式会社クジライ 3030001087592 緊急事態宣言特別枠 大型建築物の屋根・外装・板金工事への参入 熊谷商工会議所

関東 埼玉県 R2111S00034 有限会社活力工房 2030002112136 緊急事態宣言特別枠 袋詰め機の導入による一般向けラーメンセットの開発・販売事業 川口商工会議所

関東 埼玉県 R2111S00035 株式会社ラック 4030001022284 緊急事態宣言特別枠 旨味・安心安全に特化して育成した「ひとめぼれ」ギフト米ＥＣ事業計画 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 R2111S00036 株式会社サンプラ 9030001026322 緊急事態宣言特別枠 精密医療機器部品加工分野へ新規進出の為の最新鋭機器の導入 飯能信用金庫

関東 埼玉県 R2111S00038 株式会社三裕 7030001067376 緊急事態宣言特別枠
ボトルｔｏボトルに貢献するペットボトル圧縮ベール品生産への新分野展

開
協同組合さいたま総合研究所

関東 埼玉県 R2111S00039 株式会社ヒューマントレジャー 7030001014576 緊急事態宣言特別枠 総菜・弁当の製造販売拠点建設による新規売上と既存事業の効率化 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 R2111S00040 ナック販売株式会社 7011601019909 緊急事態宣言特別枠 障がい者が安心して生活しながら社会復帰を目指す社会貢献事業 金城　敦

関東 埼玉県 R2111S00041 株式会社Ａｔｅｌｉｅｒ　Ｓ 1030001137291 緊急事態宣言特別枠 オンライン販売強化の為のライブコマースシステムの導入 亀有信用金庫

関東 埼玉県 R2111S00042 有限会社ビーンズ 3030002122555 緊急事態宣言特別枠 地産豆類の中食事業開発（観光外消費の獲得） 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 R2111S00045 株式会社リード街路灯 8030001085352 緊急事態宣言特別枠 外部ネットワークを最大限活用したＬＥＤビジョン事業への業種転換 熊谷商工会議所

関東 埼玉県 R2111S00047 株式会社オルタライフ 8030001023213 緊急事態宣言特別枠 独自スタジオで業界初車整備機器オンライン接客販売への業態転換 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 R2111S00048 ティース　ヘイブン 緊急事態宣言特別枠 レーザー溶接技術の導入により金属製義歯のメンテナンス事業への進出 川越商工会議所
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関東 埼玉県 R2111S00052 有限会社とん子 7030002042799 緊急事態宣言特別枠 地域密着ベーカリー＆カフェ「晴れのち晴れ」 みどり合同税理士法人

関東 埼玉県 R2111S00054 有限会社長州 6030002035556 緊急事態宣言特別枠 屋外飲食ブース＆テイクアウト用屋台づくりと貸会議室の新規運営 中村　伸介

関東 埼玉県 R2111S00055 割烹魚豊 緊急事態宣言特別枠 老舗が挑むＥＣ事業～職人が焼くウナギ蒲焼を全国へ～ 行田商工会議所

関東 埼玉県 R2111S00056 株式会社ＤＩＯＮＥ 8030001095500 緊急事態宣言特別枠 ギフト製造業から地元密着型、美容シェアサロンへの新分野展開 川口商工会議所

関東 埼玉県 R2111S00058 株式会社エーワークス 3030001083212 緊急事態宣言特別枠 「製品作りから売り場構築」による売上拡大事業 青木信用金庫

関東 埼玉県 R2111S00059 居酒屋宴 緊急事態宣言特別枠 地域のネットワークを生かした、競合の少ない脱毛エステへの挑戦 株式会社Ｓ・Ｏ・Ａ

関東 埼玉県 R2111S00065 株式会社フーズニジュウイチ 4013301019621 緊急事態宣言特別枠 特徴的な郊外型ラーメン店と独自メニューの開発による新事業展開 角田　光則

関東 埼玉県 R2111S00067 合同会社みんなの保育園 5030003011706 緊急事態宣言特別枠 発達支援・放課後デイサービス事業 税理士法人小山・ミカタパートナーズ

関東 埼玉県 R2111S00068 株式会社リヴ 4030001038990 緊急事態宣言特別枠
高齢化社会のニーズに応えた中食　宅配サービス事業と蜜を避ける為の

ドッグラン付きカフェ化事業
草加商工会議所

関東 埼玉県 R2111S00069 株式会社ＤＣＦ 2030001033184 緊急事態宣言特別枠 有名店との提携商品でデパートの通信販売への新規進出 高橋　利忠

関東 埼玉県 R2111S00072 株式会社チャイルド・フィルム 9010401092544 緊急事態宣言特別枠
劇場映画配給事業から子供向け動画配信サービスに新規参入することで事

業再構築を行う
埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 R2111S00073 株式会社おもてなしＨＬカンパニー 5030001139623 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍の新たなニーズに応える『まぜそば専門店』への事業転換 吉良　俊彦

関東 埼玉県 R2111S00074 株式会社ぴあのっち 4010401114055 緊急事態宣言特別枠 中高生のための仕事情報プラットフォーム「まなびっち」の開発 田中　宏明

関東 埼玉県 R2111S00084 岡田貴弘 緊急事態宣言特別枠 天下星風オリジナルレシピを用いたレトルト食品の実演販売事業 株式会社ビズグランツ

関東 埼玉県 R2111S00086 司工務店 緊急事態宣言特別枠 専門工事業者向け小規模現場仮設足場レンタル事業 秩父商工会議所

関東 埼玉県 R2111S00087 株式会社ＬＡＤ 1030001128258 緊急事態宣言特別枠 子どもを中心としたカフェ開業による食育、地域創生計画 小松原　貴志

関東 埼玉県 R2111S00088 有限会社ミナト商会 5030002107471 緊急事態宣言特別枠 飲食店の物販支援のための売り場展示およびイベントスペース開設 川口商工会議所

関東 埼玉県 R2111S00089 柏産業株式会社 7030001045258 緊急事態宣言特別枠 危険物倉庫建築による危険物含有医薬品・化粧品の受託 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 R2111S00090 ＤＡＩＣＨＡＮフードサービス株式会社 2030001017014 緊急事態宣言特別枠
飲食事業の接客ノウハウを活用した不動産事業への新規参入による持続的

社会の実現
株式会社横浜総合マネジメント

関東 埼玉県 R2111S00092 株式会社紫香楽 3030001034157 緊急事態宣言特別枠 顧客の健康増進に繋がる「こじゃれ餃子」販売事業への業態転換 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 R2111S00094 アクアバー 緊急事態宣言特別枠 地元素材満載！人気バーのキッチンカーによる新規販路開拓事業 株式会社リンケージ

関東 埼玉県 R2111S00096 株式会社べにがま 4030001095611 緊急事態宣言特別枠 ラーメン店から事業再構築。惣菜製造業への業種転換。 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 R2111S00097 わたげ　カフェアンドダイニングバー 緊急事態宣言特別枠 飲食店からバーベキュー場への新分野展開における事業計画書 株式会社Ｓ・Ｏ・Ａ

関東 埼玉県 R2111S00099 エイチティトレーディング 緊急事態宣言特別枠 医者が新型コロナを隔離する方法をＩｏＴで発見！ さいたま商工会議所

関東 埼玉県 R2111S00100 株式会社ハイフード 5290001062782 緊急事態宣言特別枠 居酒屋からから揚げの持ち帰り店を出店し、新分野展開を図る 税理士法人横浜総合事務所

関東 埼玉県 R2111S00104 有限会社こづち商会 7030002097050 緊急事態宣言特別枠
自動車小売業から工場や医療介護業界向け事業用車両賃貸業への転換プロ

ジェクト
株式会社東都経営力向上センター
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関東 埼玉県 R2111S00105 株式会社インティブ 9030001014145 緊急事態宣言特別枠 ブライダル業界ノウハウを活かしたＷＥＢ表示改善サービス構築の取組 髙橋　基貴

関東 埼玉県 R2111S00106 株式会社ワタナベサービス企画 3030001091330 緊急事態宣言特別枠 ドローン撮影を中心とした映像コンテンツ事業への新規参入事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 R2111S00108 滝澤酒造株式会社 4030001086412 緊急事態宣言特別枠 栄養豊富で手軽に食べられる冷凍生甘酒の開発 深谷商工会議所

関東 埼玉県 R2111S00110 ＶＩＳＩＯＮＡＲＹ 緊急事態宣言特別枠 ヘルスケア分野でのデジタル技術とＷＥＢを活用した健康サポート 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 R2111S00113 株式会社サーフクルー 1030001070468 緊急事態宣言特別枠 飲食業の強みを活かした再構築、会社存続を掛けた製造業への進出 株式会社ザイプラ

関東 埼玉県 R2111S00115 ＫＩＺＵＮＡ 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈコロナ非対面型セルフエステ事業 上尾商工会議所

関東 埼玉県 R2111S00116 たち花 緊急事態宣言特別枠 鶏唐揚げＦＣ加盟と既存居酒屋のコラボ型店舗への事業転換 蕨商工会議所

関東 埼玉県 R2111S00117 株式会社ライスセンター金子 2030001057885 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによる移動販売事業計画 税理士法人みらい

関東 埼玉県 R2111S00124 株式会社田島板金 6030001045928 緊急事態宣言特別枠 「安心・安全な環境づくり　新型コロナウイルス感染症対策事業」 原　知世

関東 埼玉県 R2111S00129 リストランテオガワ 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーでのパニーニ等の販売と既存店舗との相乗効果の発揮 株式会社エイチ・エーエル

関東 埼玉県 R2111S00131 株式会社ＳＯＡＬＡ 3030001112185 緊急事態宣言特別枠 予備校経営進出による外食市場依存からの脱却と経営安定化 志賀　達哉

関東 埼玉県 R2111S00133 一般社団法人アプリュス 4011505001362 緊急事態宣言特別枠 アプリュスインキュベーション　街とつながるものづくり拠点 加藤　裕司

関東 埼玉県 R2111S00138 株式会社福登美 8030001055470 緊急事態宣言特別枠 老舗料亭の経験と技術を活かした「福登美の料亭おむすび」 税理士法人ライズ

関東 埼玉県 R2111S00139 株式会社ＭＧＣ 7030001059134 緊急事態宣言特別枠 ベトナム人向けのリサイクル品販売代行を行う 株式会社ハッピー・メンター

関東 埼玉県 R2111S00141 株式会社ジモネット 6030001028172 緊急事態宣言特別枠 自社物件をポストコロナ時代の「複合型シェアスペース」に改修 税理士法人ＹＦＰクレア

関東 埼玉県 R2111S00144 株式会社４Ｕ 5030001106540 緊急事態宣言特別枠 保育士が常駐する託児所機能付き美容室の新規出店 會田　篤

関東 埼玉県 R2111S00145 トラットリア　イ·コントルニ 緊急事態宣言特別枠 地元の農産物を使ったメニュー開発とＳＤＧｓ貢献する事業展開 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 R2111S00148 ハニカム整体院 緊急事態宣言特別枠 既存事業の強みを活かした個室スペースでのエステ脱毛事業の導入 飯能信用金庫

関東 埼玉県 R2111S00150 株式会社オズワン 5030001085512 緊急事態宣言特別枠 囲碁・将棋サロンとレンタルワークスペースのある店舗を出店する 熊谷商工会議所

関東 埼玉県 R2111S00151 リンデンプロモーション 緊急事態宣言特別枠 和太鼓関連の新商品開発販売計画 上尾商工会議所

関東 埼玉県 R2111S00154 株式会社コミュニティコム 2011501013850 緊急事態宣言特別枠 ワーケーション時に活用できるテレワーク施設の運営事業 飯能信用金庫

関東 埼玉県 R2111S00155 株式会社プラスワンライフ 3030001123364 緊急事態宣言特別枠 牛乳販売店の特性を活かしたデリバリー機能付き飲食店開業計画 川口信用金庫

関東 埼玉県 R2111S00157 昭和建設興業株式会社 1030001024325 緊急事態宣言特別枠
最新式三次元レーザースキャナー等を導入するＩＣＴ施工体制による再構

築の実現
株式会社東和銀行

関東 埼玉県 R2111S00159 七二〇 緊急事態宣言特別枠 飲食店ユニホームのエプロン製造販売 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 R2111S00161 株式会社共英測量設計 2030001042516 緊急事態宣言特別枠
三次元測量機を導入し新型コロナウィルスの感染防止に対応した体制を再

構築する。
株式会社東和銀行

関東 埼玉県 R2111S00162 ここくらふと 緊急事態宣言特別枠 キッチンスタジオ開設による点心ハウツーオンライン化事業 シェアビジョン株式会社
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関東 千葉県 R2121S00002 合同会社かんぶつ生活 2040003010164 緊急事態宣言特別枠 食料品店が挑む焼菓子工房の新設と焼きたてタルトのオンライン販売 谷岡　俊輔

関東 千葉県 R2121S00004 東関交通株式会社 9040001044901 緊急事態宣言特別枠 中古バス販売事業への進出による新分野展開 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 R2121S00006 株式会社エフディーきむら 4040001066776 緊急事態宣言特別枠
オンライン会葬システムによる花装飾デザイン技術を活用した葬祭サービ

スの開発
株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121S00008 株式会社わとか食堂 4040001110781 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト専門冷凍自動販売機設置による新販売方式事業 株式会社Ｍｙビジネスパートナー

関東 千葉県 R2121S00010 合名会社山口製菓舗 2040003003449 緊急事態宣言特別枠 スーパー向けＯＥＭ菓子事業の展開による新市場の開拓と事業拡大 銚子商工会議所

関東 千葉県 R2121S00012 株式会社ヒューマン・タッチ 4040001023034 緊急事態宣言特別枠 メンタルヘルス管理システム「ココロクラウド」システム構築販売計画 木船　麻衣子

関東 千葉県 R2121S00015 株式会社一宮製作所 8040001059768 緊急事態宣言特別枠 ハロゲンランプ部品の半導体製造装置市場への参入 房総信用組合

関東 千葉県 R2121S00019 有限会社ベーカリーハイジ 3040002058336 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ時代の非接触型ニーズに応える、独自機能を備えた業態転換 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 R2121S00021 株式会社永光自動車工業 2040001000811 緊急事態宣言特別枠 ＥＶモビリティの無人ショールーム「ＥＶラボ」オープン！ 株式会社ちばぎん総合研究所

関東 千葉県 R2121S00022 株式会社青山英語学院 7040001034714 緊急事態宣言特別枠 オンライン指導のできるシステム開発と販売による新規顧客の開拓 税理士法人大坪・阿部会計事務所

関東 千葉県 R2121S00024 株式会社ディー・アール 8040001023641 緊急事態宣言特別枠 居酒屋店舗の焼肉店舗への一部改装による新分野展開 東京中央経営株式会社

関東 千葉県 R2121S00025 株式会社クラフトリカーズ 2010501033850 緊急事態宣言特別枠 オンラインイベントのプラットフォーム作成 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 R2121S00029 ネイルエヌスタイル 緊急事態宣言特別枠
ＮＡＩＬ　Ｎ－ＳＴＹＬＥ第二の創業「セルフトータルビューティーサロ

ン事業の展開」
佐原信用金庫

関東 千葉県 R2121S00031 有限会社ライフサークル 9040002086240 緊急事態宣言特別枠 新タイプ干し芋製造設備導入による高単価な新商品販売と販路開拓 関谷　満

関東 千葉県 R2121S00034 株式会社ミスターヤナセ 4040001095973 緊急事態宣言特別枠 ＨＯＳＴＥＬ　Ｃｏ－ＥＤＯ敷地内を有効活用したキッチンカー事業 郷古　明子

関東 千葉県 R2121S00035 株式会社関口精機 9040002018532 緊急事態宣言特別枠 特許蝶番を備えた高防犯・高性能大型門扉製造への大胆な業態転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121S00036 株式会社クリエすずき建設 1040001070442 緊急事態宣言特別枠 体感型モデルルームを活用した長期優良住宅化リフォームの取組み 米澤　裕一

関東 千葉県 R2121S00038 トレンディインフォメーション株式会社 4010001142794 緊急事態宣言特別枠 中古車輸出から在庫車両を生かしたカーシェアリングへの新分野展開 マジェステ株式会社

関東 千葉県 R2121S00040 株式会社エコメディ 3040001082972 緊急事態宣言特別枠 非対面化・感染対策を果たす業態転換でＶ字回復を目指す計画 銚子商工信用組合

関東 千葉県 R2121S00041 有限会社エムズダイニング 1040002030767 緊急事態宣言特別枠 グループ会社を活用したこだわり唐揚げテイクアウト販売事業 石井　伸暁

関東 千葉県 R2121S00042 田島梱包資材株式会社 7011501007484 緊急事態宣言特別枠 顧客の翌日配送ニ－ズに対応するための物流体制刷新の取り組み 米澤　裕一

関東 千葉県 R2121S00044 ロード・バイロン合同会社 3040003006104 緊急事態宣言特別枠 ホテルバーの雰囲気を楽しめるカフェバー開店による新規顧客開拓 シード税理士法人

関東 千葉県 R2121S00045 ｔｈｅ　Ｔａｎｄｅｍ合同会社 7010803003200 緊急事態宣言特別枠
東京の広告デザイン業から、ローカル（千葉県いすみ市）をブランド化す

る製造小売業に。
酒巻　竜一

関東 千葉県 R2121S00048 太宰会計事務所 緊急事態宣言特別枠 地元密着型のリアルフリーランスエージェント事業の開始 横山　和志

関東 千葉県 R2121S00049 株式会社マルヨシ商事 8040001030027 緊急事態宣言特別枠
一般家庭（ＢｔｏＣ市場）に対するお手頃和牛のＥＣ小売販売事業による

事業再構築
伊禮　衛

関東 千葉県 R2121S00050 行政書士・土地家屋調査士押尾正一事務所 緊急事態宣言特別枠 コロナに打ち勝つ！活路を拓く戦略的設備導入！ 千葉県商工会連合会
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関東 千葉県 R2121S00051 株式会社ツバメ日吉 5040001004999 緊急事態宣言特別枠
工場併設店舗によるネクタイ、スーツ、シャツ等のオーダーメイド品販売

体制の構築
千葉商工会議所

関東 千葉県 R2121S00055 まるみや 緊急事態宣言特別枠 まるみやの未来型販売方式　～店舗の特性を活かしたブリック＆クリック 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 R2121S00058 株式会社ワールドビジネスサプライ 6010401102859 緊急事態宣言特別枠 中国深圳でのＯＥＭ製造代行サービスとオリジナル商品開発 船橋商工会議所

関東 千葉県 R2121S00059 魚屋食堂　勝浦 緊急事態宣言特別枠 海沿いの立地で観光客・サーファーにテイクアウト料理を提供 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 R2121S00060 株式会社蜂蜜工房 2040001077949 緊急事態宣言特別枠 蜂蜜のお酒（ミード）海外輸出事業 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 R2121S00063 伸栄学習会 緊急事態宣言特別枠 ＡＩ利活用によるキャリア教育システムの構築 市川商工会議所

関東 千葉県 R2121S00064 ビーテック株式会社 1040001060369 緊急事態宣言特別枠 口内溶解フィルム製造計画 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121S00065 かけわ株式会社 8040003012601 緊急事態宣言特別枠 「魅せる醸造」によるクラフトビールで「農業」と「観光」のかけわたし 佐原信用金庫

関東 千葉県 R2121S00067 株式会社ソウルピーナッツ・プロダクションズ 6010001146224 緊急事態宣言特別枠
「あなたの人生を映画化」と「Ｍｕｓｉｃ　Ｖｉｄｅｏ」映像制作のサー

ビス
東京シティ信用金庫

関東 千葉県 R2121S00071 株式会社ブルーシー 1040001077470 緊急事態宣言特別枠 洋菓子の代理販売を伴うティーフリーサービスを主とする飲食店の展開 税理士法人スバル合同会計

関東 千葉県 R2121S00072 有限会社プロモーション 6040002013172 緊急事態宣言特別枠 スイーツ製造に必要な菓子製造業の許可を得て新分野へ展開する事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121S00073 株式会社阿吽 2040001086248 緊急事態宣言特別枠 名店のつゆ無し担担麺を自宅でも楽しめる冷凍食品製造販売事業 中谷　健太

関東 千葉県 R2121S00074 サンエイ航空サービス有限会社 2040002018415 緊急事態宣言特別枠 旅行と介護を組み合わせた“新たな観光・福祉タクシーの創出” 船橋商工会議所

関東 千葉県 R2121S00075 有限会社ＣＬＡ 4040002098678 緊急事態宣言特別枠 通信遮断時でも防災データ受信＆通話可能なトランシーバＡＰＬ開発 野田商工会議所

関東 千葉県 R2121S00076 株式会社六歌撰 3040001037266 緊急事態宣言特別枠 急速冷凍技術を活用　冷やして美味しいお弁当（惣菜）の開発・事業化 株式会社シャイン総研

関東 千葉県 R2121S00077 株式会社シェアテック 2040001053058 緊急事態宣言特別枠 非接触点検調査を活用した大規模修繕需要の獲得と内部工事事業への進出 税理士法人資産税務相談センター

関東 千葉県 R2121S00078 株式会社ルバート 2040001081455 緊急事態宣言特別枠 子育て女性を主対象としたオンラインショッピングサイトの開設 二見　達彦

関東 千葉県 R2121S00079 ベルカント 緊急事態宣言特別枠
フラワースクールがオンライン・レッスンで巣ごもり消費を取り込む業態

転換
石村飛鷹

関東 千葉県 R2121S00080 株式会社ホーユープラン 6040001036802 緊急事態宣言特別枠 ３６０°バーチャル観光とリアル製作体験旅行 松戸商工会議所

関東 千葉県 R2121S00081 クチーナトキオネーゼ　コジマ 緊急事態宣言特別枠 洋菓子テイクアウト・ドッグカフェ事業で新たな顧客層の獲得 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 R2121S00082 有限会社メンオーサービスシステムズ 7040002091845 緊急事態宣言特別枠 新しいヘルシー中華料理を提供するテイクアウト特化店舗のオープン 税理士法人あさひ会計

関東 千葉県 R2121S00083 株式会社コンドウ家電 4040001035434 緊急事態宣言特別枠
ドローン活用による太陽光発電設備の点検・保守事業への進出による事業

再構築
松戸商工会議所

関東 千葉県 R2121S00084 ＬＡＹＬＡ株式会社 6040001116406 緊急事態宣言特別枠 成田近郊における高品質カーコーティング事業 瀬川　浩二

関東 千葉県 R2121S00089 かしわ亭 緊急事態宣言特別枠 果実酒酒類製造免許取得による果実酒製造・卸・販売計画 柏商工会議所

関東 千葉県 R2121S00091 合同会社ＢｉＴＳ　ｅｄｕｔａｉｎｍｅｎｔ． 8040003012122 緊急事態宣言特別枠 新規にドローン教室を開校し、ドローン操縦者を育成する 柏商工会議所

関東 千葉県 R2121S00092 ＡＮＤＯ　ＹＯＧＡ　ＷＯＲＫＳ 緊急事態宣言特別枠 ヨガ教室と宿泊施設からオートキャンプ場施設へ新分野展開 千葉県商工会連合会
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関東 千葉県 R2121S00093 きょなん株式会社 1040001099234 緊急事態宣言特別枠 地域発クラフトビール×桜燻製ベーコンでブランド確立・広域販売 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 R2121S00096 株式会社おおえどポカポカファーム 6040001081492 緊急事態宣言特別枠 草刈りおよび廃棄材の二次利用による加工販売への参入 株式会社大江戸コンサルタント

関東 千葉県 R2121S00097 株式会社シンクリエイト 7040001087027 緊急事態宣言特別枠 安全な店舗環境で、安心の食材を提供する飲食店開業 山本　沖

関東 千葉県 R2121S00098 株式会社Ｃ－ＰＲＯエンターテイメント 3040001109230 緊急事態宣言特別枠 千葉県から新たなエンタメ芸能スクール事業を展開 滝　亮史

関東 千葉県 R2121S00103 有限会社ホテル銀河 6040002067689 緊急事態宣言特別枠 施設の古さと広さを活かしたドラマ・映画撮影スタジオ事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121S00108 株式会社栄蔵 3040001080720 緊急事態宣言特別枠 愛犬を溺愛している家族のための、食体験を中心としたコテージ 浅山　直希

関東 千葉県 R2121S00110 外食計画ホールディングス株式会社 7040001001326 緊急事態宣言特別枠 商業施設内のオリジナルパイ専門店開業による、夜業態からの経営転換 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 R2121S00113 マリポコミュ 緊急事態宣言特別枠 農業から相手先ブランドの設計から製造まで行うＯＤＭ企業への転換 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 R2121S00114 ベイビーズブレス 緊急事態宣言特別枠
高齢者世帯、介護施設利用者及び健康志向の高い共働き世帯対象の夕食宅

配事業への新規参入
株式会社千葉銀行

関東 千葉県 R2121S00118 ＲＫパートナー 緊急事態宣言特別枠 経営コンサルタント業から惣菜製造業への業種転換プロジェクト 金子　清隆

関東 千葉県 R2121S00119 株式会社ｓｍｍｋ－ｗｏｒｋ 9040001087033 緊急事態宣言特別枠 ＣＮＣルーターを使用したオリジナル家具・食器小物の製造、販売 日沢　新

関東 千葉県 R2121S00121 株式会社浜田屋酒店 4040002078498 緊急事態宣言特別枠 日本酒文化を広める酒屋併設こだわりの日本酒ＢＡＲ 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 R2121S00123 株式会社カグラ 9040001049611 緊急事態宣言特別枠 リユース品買取事業への新規展開計画 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 R2121S00124 有限会社時代家 2040002073617 緊急事態宣言特別枠
独自の地域ブランド食材を用いたソーセージ・パン製造・販売による事業

再構築
市原商工会議所

関東 千葉県 R2121S00125 株式会社千葉産直サービス 3040001004720 緊急事態宣言特別枠 食品製造メーカーが着手する小売事業ブランド強化によるシナジー効果 公益財団法人千葉市産業振興財団

関東 千葉県 R2121S00126 昌和プラスチック工業株式会社 9040001059214 緊急事態宣言特別枠 医療施設等のセンサー機器筐体をスピード供給し開発を加速する。 茂原商工会議所

関東 千葉県 R2121S00128 株式会社サングリーン 3040001073798 緊急事態宣言特別枠 飲食スペースを体験工房へ改築。新たな体験メニューで新規顧客開拓！ 館山商工会議所

関東 千葉県 R2121S00129 株式会社ミニオン 4040002018933 緊急事態宣言特別枠
小規模エステサロン向け施術用化粧品内製化による製造業への業種転換事

業
シード税理士法人

関東 千葉県 R2121S00130 有限会社杉山金属製作所 1040002087485 緊急事態宣言特別枠
ＥＶ向け「充電端子」の製造による輸送用機械器具製造業への新分野展開

事業
千葉県商工会連合会

関東 東京都 R2131S00003 合同会社ストーリーマネジメント 5010403015911 緊急事態宣言特別枠 ストーリー動画を活用した、中小企業の採用・販促支援サービス 宮木　恵美子

関東 東京都 R2131S00004 株式会社浜松町リザベーションセンター 5010401042214 緊急事態宣言特別枠 ドローンスクールへの新分野展開 三枝　秀明

関東 東京都 R2131S00007 株式会社森乃園 6010001107993 緊急事態宣言特別枠 ほうじ茶サブスクスタンド出店による新分野展開 税理士法人九段会計事務所

関東 東京都 R2131S00008 コ・ラボ合同会社 5012403003887 緊急事態宣言特別枠 データの非改ざん性を担保可能な簡単分散セキュリティシステム展開 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131S00009 株式会社イルピッコロマガジーノ 3010401136447 緊急事態宣言特別枠 輸入卸売業から輸入小売業へ事業転換し新たな売上の柱を構築 花岡　貴志

関東 東京都 R2131S00011 株式会社いちばんぼし 7010401147606 緊急事態宣言特別枠 アウトドア×ＩｏＴで新しいライフスタイルで新規市場・販路拡大 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 東京都 R2131S00016 未来型漫画Ｆｕｔｕｒｅ　Ｔｒｉｐ株式会社 9010001193701 緊急事態宣言特別枠
災害対策アニメーション専用ＥＣサイトシステム構築によるアニメ教育事

業の推進
グランツ税理士法人
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関東 東京都 R2131S00019 日本シーディーアール株式会社 3010001134207 緊急事態宣言特別枠
新機能（外貨払出・カードリーダー・スキャナー機能）搭載の外貨両替機

の開発
河村　晴雄

関東 東京都 R2131S00020 株式会社プロフェース・システムズ 2010001127112 緊急事態宣言特別枠 偽造防止機能を付加した日中間の新たな越境ＥＣサポートサービスの提供 柏崎　裕介

関東 東京都 R2131S00021 有限会社大津商店 2010802002827 緊急事態宣言特別枠
ＥＣ事業による小売販売と地域活性化につながるテイクアウト事業による

店舗販売計画
原島　秀一

関東 東京都 R2131S00028 株式会社ＢＩＲＴＨ　ＯＦ　ＳＭＩＬＥ 9011101066301 緊急事態宣言特別枠
イベントスペースの縮小・かき氷販売開始によるテイクアウトスイーツの

販路開拓
盛澤陽一郎

関東 東京都 R2131S00029 ＳＫＹ合同会社 5010003016830 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ時代を見据えた新たな観光客に対する外貨両替事業への参入 河村　晴雄

関東 東京都 R2131S00030 株式会社ゲイト 5010601035777 緊急事態宣言特別枠 漁で獲った魚でつくる完全無添加オーガニックペットフード 公益財団法人東京都中小企業振興公社

関東 東京都 R2131S00035 ブルーキャッスル合同会社 2012303001481 緊急事態宣言特別枠
デジタル技術を活用した最先端の鍼灸治療と鍼灸専用のオンライン教育事

業
グランツ税理士法人

関東 東京都 R2131S00040 株式会社あすみ技研 4011801021766 緊急事態宣言特別枠 オゾン濃度測定出張サービス及び空間コンサルティング事業 西武信用金庫

関東 東京都 R2131S00041 株式会社ジュエルサンショウ 4010601034276 緊急事態宣言特別枠
＃ハッシュタグ検索に特化したＳＮＳ新集客システムと連動のストアアプ

リ構築による新規顧客の創出と非対面型での接客手段の創造
千代田税理士法人

関東 東京都 R2131S00047 モーニングエース株式会社 6010002033248 緊急事態宣言特別枠
コロナ対策、生産性向上、人手不足解消等を実現する調理ロボットの販売

事業
昭和信用金庫

関東 東京都 R2131S00048 株式会社Ｏｃｔｏｂｅｒｓ 8011001099492 緊急事態宣言特別枠
海外のトレンドを導入した高画質（８Ｋやドローン）で高音質な　映像制

作を実施
西宮商工会議所

関東 東京都 R2131S00051 株式会社アンダーザライト 7011001049713 緊急事態宣言特別枠
福利厚生としてのヨガレッスン動画（録画）配信サービス「ヨガ学び放

題」
竹谷　一貴

関東 東京都 R2131S00052 株式会社ファルネックス 1010801024724 緊急事態宣言特別枠 生体適合性液晶制御技術を用いた「高度管理医療機器」への新規参入 横浜商工会議所

関東 東京都 R2131S00053 安井孝志 緊急事態宣言特別枠
ＩｏＴネットワークを活用した高音質バイノーラル音響収録・配信サービ

スの提供
ゼノンクリエイツ株式会社

関東 東京都 R2131S00054 和洋折衷料理店　獏 緊急事態宣言特別枠 おもてなしと熱海の自然を堪能できるオーベルジュ風レストラン・旅館 熱海商工会議所

関東 東京都 R2131S00055 株式会社インバウンドグループ 1010001179427 緊急事態宣言特別枠 オンライン動画教育プラットフォーム事業 西宮商工会議所

関東 東京都 R2131S00056 株式会社ＥＧ 5011001043619 緊急事態宣言特別枠 癒しを提供するリラクゼーションから脱毛エステサロンへの新分野展開 株式会社エム．サポーティング

関東 東京都 R2131S00057 一般社団法人日本外食ベンチャー海外展開推進協会 6010405012410 緊急事態宣言特別枠 完全非接触型食事つき宿泊事業への新規参入事業 税理士法人創経

関東 東京都 R2131S00058 有限会社帝国出版リンデン 9010802009650 緊急事態宣言特別枠
講演・研修のオンライン化と電子書籍発行により、収益をめざす戦略的事

業展開
瀬戸　ひろ美

関東 東京都 R2131S00059 株式会社あおい技研 8010401135147 緊急事態宣言特別枠 中小製造業を対象とした業務改善・ＩＴ支援一体化サービス 税理士法人リライト

関東 東京都 R2131S00060 和もと 緊急事態宣言特別枠 持ち帰り・惣菜・ＥＣ販売に向けた朝霞事業所及び銀座本店整備事業 埼玉県商工会連合会

関東 東京都 R2131S00063 株式会社Ｄ－ＷＥＳＴ 8010501023301 緊急事態宣言特別枠 仕入販売専門の店舗小売業から、加工製造を加えた小売業への業態転換 手塚　誠

関東 東京都 R2131S00064 合同会社Ｐｉｅｃｅ 1012403003288 緊急事態宣言特別枠 セルフエステ事業による再構築計画　～非接触型の新感覚エステ～ 髙橋　雅人

関東 東京都 R2131S00071 森下・桑田真似 緊急事態宣言特別枠 桑田真似の宅建試験対策コーチング企画 東京東信用金庫

関東 東京都 R2131S00072 有限会社東京フードサービス 6030002031902 緊急事態宣言特別枠 有限会社東京フードサービスが取り組む「炭火串焼」新業態への転換 飯能信用金庫

関東 東京都 R2131S00074 岡井雄介スタイリスト事務所 緊急事態宣言特別枠 オンラインサロン及びＹｏｕｔｕｂｅによる非対面事業への転換 税理士法人Ｂｌｕｅ　Ｗｏｒｋｓ　Ｔａｘ
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関東 東京都 R2131S00078 株式会社ジー・エー・シード 7010701014489 緊急事態宣言特別枠 グルテンフリーシュークリーム開発による事業再構築 飯田　保夫

関東 東京都 R2131S00080 黒船イノベーションズ株式会社 1011401021211 緊急事態宣言特別枠 ＡＩとＯＣＲを活用した税理士向け会計自動化システムの開発と販売 東京東信用金庫

関東 東京都 R2131S00082 株式会社ベリグリ 8011001048235 緊急事態宣言特別枠 ＡＩを活用した衣服小売業の省力的かつ効率的販売方式への再構築 関　誠

関東 東京都 R2131S00083 スマイルガレージ 緊急事態宣言特別枠 ママ美容師の働きたい時に有資格を生かして働ける場所の提供 上原　航平

関東 東京都 R2131S00086 ＳＤフードマネジメント合同会社 8012803002148 緊急事態宣言特別枠 オンラインを活用した美味しい新食材・半製品販売と料理法指導 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131S00089 計電工業株式会社 7011701002715 緊急事態宣言特別枠 電気工事業者の大胆な事業領域拡大によるワンストップサービスの実現 石村飛鷹

関東 東京都 R2131S00092 株式会社トネパーツ 6012301001694 緊急事態宣言特別枠 変圧器コイル生産ノウハウを活用しＥＶハブモーターコイル市場に進出 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131S00095 株式会社一歩一歩 6011801020155 緊急事態宣言特別枠 足立区エリア初！高付加価値ハイブリッド型青果店の展開 リードブレーン株式会社

関東 東京都 R2131S00097 インディペンデンス株式会社 1011001065212 緊急事態宣言特別枠 千葉県柏市での共同生活援助（グループホーム）事業の事業化 加藤寛治

関東 東京都 R2131S00098 ウエスト・クラウド・ジャパン株式会社 6010001173284 緊急事態宣言特別枠 帳票データをオンラインデータエントリできる新サービスの開発 税理士法人セルボ・クレール

関東 東京都 R2131S00099 株式会社フックアップ 2013301028070 緊急事態宣言特別枠 個別料理提供スペースによる「１組限定飲食店」経営 税理士法人とどろき会計事務所

関東 東京都 R2131S00100 株式会社ＩＰシンフォニー 3010001128241 緊急事態宣言特別枠
海外キャラクターのローカライズ制作・配信を基盤に情報通信事業への転

換
東京商工会議所

関東 東京都 R2131S00101 株式会社三司商事 1010601003060 緊急事態宣言特別枠 下請けのみの受注を脱し、自社で直接提案できる内装工事業への転換 江東信用組合

関東 東京都 R2131S00102 有限会社中村鉄工ガラス機工 1010602007085 緊急事態宣言特別枠
個人向けガラス加工機械「花切子（はなきりこちゃん）」の開発・製造・

販売
東京東信用金庫

関東 東京都 R2131S00103 株式会社ひばりクリーニング 3012701002485 緊急事態宣言特別枠 ネット宅配クリーニング市場進出、及び皮革製品取扱いへの挑戦 西田　秀男

関東 東京都 R2131S00104 萬月 緊急事態宣言特別枠 おうちで調理してお店の味を再現できる半製品の通販、店頭販売 東京都商工会連合会

関東 東京都 R2131S00111 株式会社アコモ 9011101075046 緊急事態宣言特別枠 宿泊施設向け非接触チェックインシステム 東京都商工会連合会

関東 東京都 R2131S00112 株式会社すみれ測量設計事務所 8010601034033 緊急事態宣言特別枠 優しさあふれる令和の伊能図　３Ｄバリアフリーマップ提供事業展開 東京シティ信用金庫

関東 東京都 R2131S00113 モノコトデザイン株式会社 6011001120524 緊急事態宣言特別枠 防犯プラットフォームの開発による事業再構築の実施計画 東京商工会議所

関東 東京都 R2131S00114 ナイスニッポン株式会社 1010501042605 緊急事態宣言特別枠 「最上級のおもてなしサービスと高級体験」による新販売チャネル獲得 青木　義剛

関東 東京都 R2131S00115 散ポタカフェのんびりや 緊急事態宣言特別枠 古民家カフェでのパン製造販売への新分野展開 田本　秀行

関東 東京都 R2131S00118 株式会社サテライトトウキョウ 8011001124622 緊急事態宣言特別枠
テクノロジーで設計を高速化／スマホでリフォームプラン打合せ＋工務店

手配
株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131S00120 株式会社麻布タマヤ 7010401074255 緊急事態宣言特別枠 安全安心の除菌・抗菌サービスで「心地よい空間環境」を提供します 河村　晴雄

関東 東京都 R2131S00121 株式会社つきよ 9010101013305 緊急事態宣言特別枠 業態転換によるデリバリー・テイクアウトサービスの開始 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 R2131S00122 株式会社ディーアンドシー 1010401053553 緊急事態宣言特別枠
ライブコマースによる北海道食材の販売およびビジネスマッチング事業の

展開
佐藤浩史

関東 東京都 R2131S00123 株式会社アイルビーソリューションズ 4010001086281 緊急事態宣言特別枠 ｉｏＴ技術を利用したコロナ禍の３蜜警告ツール 木寅　雅之
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関東 東京都 R2131S00125 株式会社ニューデリカ 2010801017495 緊急事態宣言特別枠 卸売事業者による小スペースのモデル美容室を開設 芝信用金庫

関東 東京都 R2131S00127 株式会社先端美容健康研究所 3011101086577 緊急事態宣言特別枠 新たに抗体検査所を開設する為の内装工事と販路開拓 駒田　裕次郎

関東 東京都 R2131S00128 株式会社寶田堂 3011101047637 緊急事態宣言特別枠
東京から香川への事業転換・移転計画。及び、地場産品を使った餃子と

ラーメンの商品開発。
西宇　好明

関東 東京都 R2131S00129 株式会社ＲＥＩ 2013301037261 緊急事態宣言特別枠 テレワークを活用した派遣契約形態市場の開拓・参入 東京商工会議所

関東 東京都 R2131S00130 株式会社ＭＩＤＯＲＩＥ　ＢＩＯ　ＪＡＰＡＮ 1013202013305 緊急事態宣言特別枠
オーガニックさつまいもスイーツの開発、レストラン事業からからスイー

ツ事業
株式会社シャイン総研

関東 東京都 R2131S00137 株式会社セブン・シスターズ 5010901027714 緊急事態宣言特別枠 オンライン接客機能を伴うＥＣサイト開設事業 宮寺　克和

関東 東京都 R2131S00138 防災計画 緊急事態宣言特別枠 思い切った業態転換への挑戦（予約システムとオンライン講座の導入） 足立成和信用金庫

関東 東京都 R2131S00139 有限会社築地にっしん太助 1010002041073 緊急事態宣言特別枠
築地本店を閉鎖し新たに物流・ＦＣ・ＶＲコマースの３事業を立ち上げ

る。
税理士法人むさしセントラル

関東 東京都 R2131S00144 有限会社福田屋萬兵衛 2013202005499 緊急事態宣言特別枠 海外ブランド品輸入ＥＣ物販業への参入 鹿児島商工会議所

関東 東京都 R2131S00146 有限会社明正 1013302009921 緊急事態宣言特別枠 急速冷凍を活用したお魚弁当の開発・販売に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 R2131S00152 茶の文化フォーラム株式会社 5013101008229 緊急事態宣言特別枠 茶会形式の飲食店で茶の魅力を発信し売上アップ 堀口　勝也

関東 東京都 R2131S00153 三宅島スナッパー 緊急事態宣言特別枠 地魚カフェ事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 R2131S00154 ＬＩＦＥ　ＷＯＲＫＥＲ株式会社 7010501045115 緊急事態宣言特別枠 非接触注文が可能なアートギャラリーのあるカフェバル 野竿　健悟

関東 東京都 R2131S00155 花音合同会社 2011203002350 緊急事態宣言特別枠 映像制作から最新設備の整った貸スタジオへ新分野展開を行う 東京商工会議所

関東 東京都 R2131S00158 株式会社ＮＯＭＡＤＥ 9010401137893 緊急事態宣言特別枠 一般消費者向けＥＣサイトの構築による小売業への業態転換 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 R2131S00159 株式会社ＴＳＵＢＯＭＩ 7010701029495 緊急事態宣言特別枠 シェフの強みを活かした通販向け新商品開発と動画販促でＶ字回復！ 税理士法人　古田土会計

関東 東京都 R2131S00164 株式会社アティックツアーズ 8010401001539 緊急事態宣言特別枠 在日フィリピン人への国内旅行をネット販売 東京商工会議所

関東 東京都 R2131S00165 株式会社キレイライフ 4120001176600 緊急事態宣言特別枠 完全無人個室、２４時間３６５日の定額利用可能なセルフエステサロン マネーコンシェルジュ税理士法人

関東 東京都 R2131S00166 有限会社斉屋 2010002010424 緊急事態宣言特別枠 ＦＣ化・通信販売・不動産収入による事業転換ＰＪ 釜堀　剛

関東 東京都 R2131S00168 株式会社デジタルグローバルシステムズ 8011101061022 緊急事態宣言特別枠 医療機器製造への業種転換と教育事業のＥラーニングへの業態転換 西武信用金庫

関東 東京都 R2131S00169 株式会社ザ・ハミルトン 5010001135161 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトと冷凍技術の活用で銀座の味を世界の食卓へ セブンセンス税理士法人

関東 東京都 R2131S00170 有限会社サンセットウォーター社 7011102028095 緊急事態宣言特別枠 動物カフェ専門ＥＣサイトの構築 千原　真樹子

関東 東京都 R2131S00172 株式会社ソリフクリーニングサービス 2010401117209 緊急事態宣言特別枠 光触媒コーティングの導入によるハウスクリーニング業への業種転換 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 R2131S00173 Ｎｅｗ　Ｇａｉｔｏｍｏ 緊急事態宣言特別枠 学生総合支援事業 横田　昭夫

関東 東京都 R2131S00174 株式会社クラフト 6180001136191 緊急事態宣言特別枠 老舗焼菓子店による独自の新商品開発とＥＣ進出による業態転換の実現 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 R2131S00177 株式会社バリューマーケティング研究所 9010401091397 緊急事態宣言特別枠 コンサル会社が高品質化粧品ＥＣ販売へ業種転換で販促ノウハウ実践 株式会社アクセルパートナーズ
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関東 東京都 R2131S00178 イデアタッシュ株式会社 1010001095608 緊急事態宣言特別枠
３Ｄプリンター試作製造業と自社ブランド生活雑貨製造ＥＣサイト販売事

業
朝日信用金庫

関東 東京都 R2131S00180 株式会社エコリオジャパン 2010901036206 緊急事態宣言特別枠
アニメグッズに特化した物々交換プラットフォーム運営に伴うシステム開

発
宮木　恵美子

関東 東京都 R2131S00182 株式会社チャレンジＷＯＲＬＤ 3010901034299 緊急事態宣言特別枠 サブスクリプション型の小中学生向けオンラインスポーツ教室 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131S00184 東京パック株式会社 3011801010150 緊急事態宣言特別枠 プラスチック使用量削減に貢献する新たな成型品の量産体制の構築 城北信用金庫

関東 東京都 R2131S00185 株式会社ナリゼン 2010401127298 緊急事態宣言特別枠 兵庫県産海産物を世界へ広める海のテーマパーク 株式会社但馬銀行

関東 東京都 R2131S00186 深緋アジア 緊急事態宣言特別枠 省エネ・省スペース下での熱帯植物育苗環境の構築と苗の卸販売 青梅商工会議所

関東 東京都 R2131S00187 スタイルテックス株式会社 8011101065304 緊急事態宣言特別枠 省人化店舗及びＷＥＢを活用したオーダーコートシステムの構築・販売 佐々木　義孝

関東 東京都 R2131S00189 ＯＣＴＡＧＯＮ株式会社 7010501033549 緊急事態宣言特別枠
リユース腕時計・新品中古腕時計に特化したショッピングＥＣサイトの構

築
白根　裕也

関東 東京都 R2131S00191 株式会社立川徽章 6012801006680 緊急事態宣言特別枠 オリジナルクリスタル製作専門店としての新事業分野進出 立川商工会議所

関東 東京都 R2131S00194 株式会社ノイ 1011001018228 緊急事態宣言特別枠 海外ブース施工会社から海外進出総合マーケティング企業への転換 板倉　巌

関東 東京都 R2131S00195 株式会社スイベルアンドノット 7012401021187 緊急事態宣言特別枠 クラフトビールの移動販売車よる小売業への業態転換事業 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131S00196 株式会社佐々木 3011101007780 緊急事態宣言特別枠 飲食店向けの酒類小売事業者から運送業への新分野展開 田中　研二

関東 東京都 R2131S00197 合同会社ブルーミー 3013303004176 緊急事態宣言特別枠
ワーケーション需要掘り起こしのための宿泊施設におけるオフィス棟の併

設
渡部　和広

関東 東京都 R2131S00199 Ｍｙ　Ｓｔａｆｆ株式会社 2010901041354 緊急事態宣言特別枠 コロナをパートナー連携で乗り切る！ゴーストレストラン分野展開 城南信用金庫

関東 東京都 R2131S00204 株式会社ルーツ 7010001135309 緊急事態宣言特別枠 商業施設の内外装設計施工業から不動産売買賃貸管理業の開始 東京商工会議所

関東 東京都 R2131S00206 株式会社朝日 6010001178746 緊急事態宣言特別枠 進学塾運営事業 秋田　耕二郎

関東 東京都 R2131S00211 浅田屋伊兵衛商店株式会社 1010401001363 緊急事態宣言特別枠 料亭「浅田」によるお弁当を中心とした物販事業への新規展開 株式会社みどり合同経営

関東 東京都 R2131S00212 トリニティ株式会社 6010001097013 緊急事態宣言特別枠 ＤＸ高度デザイン教育と地方中小企業マッチングによるエコシステム 税理士法人創新會計

関東 東京都 R2131S00213 株式会社アン・ドゥ 3010601038427 緊急事態宣言特別枠 米農家＆コロナ疲れの人々を救うソンデリスイーツの開発・販売 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 R2131S00218 株式会社三つ星風味 9011601016904 緊急事態宣言特別枠 株式会社三つ星風味「惣菜・弁当」事業進出 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 東京都 R2131S00219 株式会社ＦＵＬＬ　ＡＴ　ＴＡＢＬＥ 6010401135396 緊急事態宣言特別枠 デリバリー＆テイクアウト事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 R2131S00220 ＡＵＳＴＹ　ＰＴＹ　ＬＴＤ株式会社 5010401054655 緊急事態宣言特別枠 表参道（隠れ家）ウェディングフォトスタジオ 安居　謙太郎

関東 東京都 R2131S00222 株式会社プラネタリウムエンタープライズ 9010401068214 緊急事態宣言特別枠 プラネタリウムの部屋 新大和税理士法人

関東 東京都 R2131S00223 株式会社サニーテーブル 6011001047073 緊急事態宣言特別枠 新分野事業「ＰＡＳＴＡ　ＣＬＵＢ」出店計画 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 R2131S00224 株式会社アトムストーリー 1010401106229 緊急事態宣言特別枠 革新的なインタラクティブ動画制作システムの開発及び新サービスの構築 株式会社コンサラート

関東 東京都 R2131S00226 株式会社ジャンボ 9011701012142 緊急事態宣言特別枠
コロナ禍においても負けない、新時代に則したネットビジネスへのチャレ

ンジ
朝日信用金庫
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関東 東京都 R2131S00228 ペイフォワード株式会社 1012701014631 緊急事態宣言特別枠 「回数契約の役務売上管理ができるオンラインツール」販売 東京都商工会連合会

関東 東京都 R2131S00229 アレックス・レッド合同会社 9010903001309 緊急事態宣言特別枠 「銀座のおつまみを全国に『オムニチャネル戦略』でＷＥＢ発信する さくら中央税理士法人

関東 東京都 R2131S00232 株式会社向山商会 3011101020809 緊急事態宣言特別枠 新素材：経木紙（仮称）を活用した文具・雑貨の販売 住田　英夫

関東 東京都 R2131S00233 ＳＭＬ株式会社 6011001072550 緊急事態宣言特別枠
デジタルを融合した「イベント・動画・配信」の企業ブランディングサー

ビス
税理士法人センチュリーパートナーズ

関東 東京都 R2131S00234 株式会社アット 2011801026924 緊急事態宣言特別枠 ＳＮＳを利用したオーダーメイドパーティ事業 黒川　貴司

関東 東京都 R2131S00235 株式会社グローヴディッシュ 8010001101152 緊急事態宣言特別枠 銀座の立地とブランドを活かしたテイクアウト業態の展開事業 北野　孝志

関東 東京都 R2131S00237 株式会社杉浦印房 3010001207961 緊急事態宣言特別枠 贈答品としての菓子製造小売り販売 東京シティ信用金庫

関東 東京都 R2131S00239 ワインバー葉隠 緊急事態宣言特別枠
リスク分散と相乗効果を持たせた三事業による事業再構築～従来型経営か

らの脱却
Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 R2131S00240 株式会社チアリングインターナショナル 1040001024712 緊急事態宣言特別枠 Ｃｈｅｅｒ　Ｉｎ　Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｏｎｌｉｎｅ　事業計画書 ベンチャー支援税理士法人

関東 東京都 R2131S00242 スノウドロップ 緊急事態宣言特別枠
長期保存が可能な調味料やアイスクリームを製造しテイクアウト・通販事

業を強化
内藤　敏

関東 東京都 R2131S00243 合同会社このゆびとまれ 1010403020320 緊急事態宣言特別枠
赤坂のコミュニティバーが提案する、ＳＮＳ映えするラッピング＆ルーム

ウェアのＥＣギフト販売事業
ストラーダ税理士法人

関東 東京都 R2131S00244 有限会社ウィザード 5010502022833 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト・デリバリー事業計画 柳　孝之

関東 東京都 R2131S00245 株式会社トランスコード 2013201015490 緊急事態宣言特別枠 店頭セルフエステ・サブスクおうち美容サービスの提供 西武信用金庫

関東 東京都 R2131S00247 株式会社開拓使 6012801016985 緊急事態宣言特別枠 「鶏の家」～テイクアウト専門店～ 税理士法人アイビイエス

関東 東京都 R2131S00249 ラーナツアーズ株式会社 7011001055422 緊急事態宣言特別枠 イタリア　オンラインツアー　プロジェクト 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131S00251 株式会社にわと蔵 4012701014042 緊急事態宣言特別枠 新しい生活様式に対応した法事の会食を提供するケータリング事業 税理士法人フューチャーコンサルティング

関東 東京都 R2131S00253 株式会社キューブコミュニケーションズ 9011101034159 緊急事態宣言特別枠 新規顧客層開拓のためのから揚げ専門店出店計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 R2131S00256 株式会社シルワ 1020001117831 緊急事態宣言特別枠 企業向けの「謎解き」オンライン研修サービスの提供開始 盛澤陽一郎

関東 東京都 R2131S00257 日常出版株式会社 9010001006169 緊急事態宣言特別枠 居酒屋事業からバーチャルレストランによるデリバリー事業への再構築 末永　浩之

関東 東京都 R2131S00258 もみーたん 緊急事態宣言特別枠 車による移動式店舗によるマタニティ整体・美容サービス事業の開始 盛澤陽一郎

関東 東京都 R2131S00259 株式会社グローバル・ワン 4030001120848 緊急事態宣言特別枠 海外進出企業向け「海外人事管理システムＧＬＯＢＡＬ　ＭＡＮＡＧＥ」 巣鴨信用金庫

関東 東京都 R2131S00260 有限会社商家 3010002049998 緊急事態宣言特別枠 日本酒文化を味わう体験型オーベルジュの展開 株式会社阿波銀行

関東 東京都 R2131S00262 株式会社ラディアス 6010501031999 緊急事態宣言特別枠 ＤＩＡＲＧＥ　インテリア・ホームファッション市場Ｄ２Ｃ進出事業 東京商工会議所

関東 東京都 R2131S00264 田村陽介 緊急事態宣言特別枠 防音・配信設備を取得してのオンライン対応音楽教室事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 R2131S00265 篠田直樹 緊急事態宣言特別枠 美容業からの事業転換！需要が伸びるバーバーの八王子市出店事業 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131S00266 ナカイレインターナショナル株式会社 6010001117745 緊急事態宣言特別枠 表参道ブランドを活かした食品事業 井上　春幸
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関東 東京都 R2131S00270 株式会社ライオンゴム 1011801005177 緊急事態宣言特別枠 新規事業「海外製造委託仲介・包装サービス」による新分野展開 税理士法人第一経理

関東 東京都 R2131S00272 冨士印刷株式会社 4010001121823 緊急事態宣言特別枠 印刷業で培った技術が生かせるカタログギフト市場への事業転換 長田　和弘

関東 東京都 R2131S00273 株式会社ＷｉｓｈＬａｎｅ 1011101068040 緊急事態宣言特別枠 オンライン検定・講座「おひとりさま終活資格」の新事業構築 東京シティ信用金庫

関東 東京都 R2131S00274 尾崎マーケティングコンサルティング株式会社 6011001072724 緊急事態宣言特別枠
「欧米の研究で注目される成分を高配合した不妊治療サプリメント」の製

造および開発
税理士法人イデアコンサルティング

関東 東京都 R2131S00276 株式会社サンコウ電子 4010001101214 緊急事態宣言特別枠 キャッシュレス対応ダンボール製カプセル販売機器の製造 木村俊治

関東 東京都 R2131S00277 株式会社海津屋 1011501000940 緊急事態宣言特別枠 対面が常識だったガラス工芸教室をオンデマンド動画講座で全国展開へ 巣鴨信用金庫

関東 東京都 R2131S00278 株式会社早川製菓新木場工場 3010601006094 緊急事態宣言特別枠 新製品パウダーインキャンディでＯＥＭ専業から脱却し自社商品に挑戦 税理士法人　古田土会計

関東 東京都 R2131S00279 株式会社ＮＥＸＴ 5011101076527 緊急事態宣言特別枠
看板メニューのカレーを用いたカレーパンの開発と、冷凍通販・移動販売

による新規開拓
伊東　修平

関東 東京都 R2131S00280 株式会社Ｐｈｉ　Ｈｏｍｅｓ 6030001122396 緊急事態宣言特別枠
日本人所有フィリピン不動産の賃貸管理・ポータルサイト運営及び内装請

負事業
井上大輔

関東 東京都 R2131S00281 株式会社ＦＩＶＥ　ＳＥＮＳＥＳ 4010001005282 緊急事態宣言特別枠
ルイビ豚によるとんかつ専門店とパーティ用レンタルスペース貸出事業計

画
大谷　周平

関東 東京都 R2131S00283 株式会社Ｍｙ　ＭＥＮＴＯＲ 1010001198071 緊急事態宣言特別枠 ＬＩＮＥ集客システムによる女性事業主向ＰＲノウハウ講座開設 佐藤勝裕

関東 東京都 R2131S00284 アルキテック株式会社 5013303003143 緊急事態宣言特別枠
地盤と建物の振動に関する調査・解析・モニタリングと振動抑制技術の設

置サポート事業
坂田　喜代子

関東 東京都 R2131S00285 株式会社ＯＨＡＮＡ　ＢＬＯＯＭ 3013301037491 緊急事態宣言特別枠 日本人と外国人の国際マッチングシステムの構築 巣鴨信用金庫

関東 東京都 R2131S00286 株式会社Ｓａｔｖｉｃａ 7010001133840 緊急事態宣言特別枠 自宅で楽しめるダクシン南インド料理の冷凍食品の製造及び販売 アンパサンド税理士法人

関東 東京都 R2131S00287 株式会社ベビログ 1120001136037 緊急事態宣言特別枠 ペットロスに対応したペット用手元供養品ＥＣサイトの開設 大西　暁

関東 東京都 R2131S00288 株式会社日本ヴァイオリン 5011001044195 緊急事態宣言特別枠 トップソリストの夢のレッスン！ソロイスツアカデミー事業への展開 アクタス税理士法人

関東 東京都 R2131S00289 株式会社レゴリス 3010901040743 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトを活用した卸販売及び、消費者への販売へ 昭和信用金庫

関東 東京都 R2131S00291 株式会社マイプロファイル 7010401086721 緊急事態宣言特別枠 安否確認システムの構築及び提供 坪井　豊明

関東 東京都 R2131S00293 株式会社Ｔｏｋｙｏ　Ｂｅｎｔｏ　Ｌａｂｏ 4011702016774 緊急事態宣言特別枠
高温高圧調理器を活用した　高級飲食店通販および飲食店デリバリー向け

常温惣菜の製造と供給
ブルーリーフパートナーズ株式会社

関東 東京都 R2131S00294 合同会社セモア 2012303001250 緊急事態宣言特別枠 キッチンカー導入によるスポーツ等野外イベント販売への業態転換 町田商工会議所

関東 東京都 R2131S00295 グロッセ・ジャパン株式会社 7010001081362 緊急事態宣言特別枠 サステナブル・グロッセ 千代田税理士法人

関東 東京都 R2131S00296 株式会社Ｐｏｉｎｔ　Ｗｏｒｌｄ 6010401102891 緊急事態宣言特別枠 法人向けハイブリットイベント開催サービスの創出 税理士法人無十

関東 東京都 R2131S00298 株式会社カネトミ 9050001025834 緊急事態宣言特別枠 浅草の土産屋がＥＣアパレル市場に挑戦する、世界に売込む 朝日信用金庫

関東 東京都 R2131S00300 株式会社河内屋 5010401007365 緊急事態宣言特別枠 マイクロブルワリー事業による自社ブランドの確立と競争力強化 大東京信用組合

関東 東京都 R2131S00304 ジャパンプライズ株式会社 4011301016564 緊急事態宣言特別枠
業界初！超スピード名入れサービスを提供したバーチャルショールーム事

業
昭和信用金庫

関東 東京都 R2131S00308 株式会社ワイズ・スポーツ＆エンターテイメント 1020001114886 緊急事態宣言特別枠 Ｓｐｏｒｔｉｐ－ＰＲＯ当社オリジナル姿勢・動作解析アプリ 駒田　裕次郎



22 / 102　
事業再構築補助金　第1回公募　緊急事態宣言特別枠　採択案件一覧【全国統合版】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。

2023年4月14日時点

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

関東 東京都 R2131S00309 株式会社アーパス 5120001132585 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍での美容ニーズを契機とした新サービスの開発と新市場の開拓 町田商工会議所

関東 東京都 R2131S00310 天婦羅　天鶴 緊急事態宣言特別枠 焼きそばをメインとした「屋台鉄板」料理の提供とコロナ対応店舗の出店 税理士法人あさひ会計

関東 東京都 R2131S00311 ヨーロッパ・ソーラー・イノベーション株式会社 6020001096740 緊急事態宣言特別枠 工事店向けオンライン太陽光設備設計シミュレーションサービスの提供 野竿　健悟

関東 東京都 R2131S00312 株式会社花想容 2011101047927 緊急事態宣言特別枠 ＶＲ撮影スタジオを利用した染色工芸展示サブスクサービスの提供 税理士法人シンフォニア

関東 東京都 R2131S00313 株式会社てら 8012401032225 緊急事態宣言特別枠 焼き鳥居酒屋からテイクアウト・デリバリから揚げ専門店への転換 鯉沼　和久

関東 東京都 R2131S00318 ジパングプロジェクト株式会社 6010001199783 緊急事態宣言特別枠 オフィスビルテレワークルーム　レンタルサービス 東京商工会議所

関東 東京都 R2131S00319 株式会社カオバ 9011301001537 緊急事態宣言特別枠 カオバＷＥＢコミュニケーション支援事業構築計画 谷中　和也

関東 東京都 R2131S00322 株式会社Ｂｅａｌｔｈｙ 9011101086266 緊急事態宣言特別枠 中国人観光客向けサービス　Ｗｅｃｈａｔ内店舗システム構築事業 社会保険労務士法人マッチアップ

関東 東京都 R2131S00324 有限会社東青 3011102008794 緊急事態宣言特別枠
毎朝仕入れる新鮮な野菜を材料とした「八百屋がつくる弁当・惣菜店」事

業
興産信用金庫

関東 東京都 R2131S00325 株式会社中央直販 2013301043706 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍のテレワークに役立つ革新的なＷｉ－Ｆｉのオンライン販売事業 松山　亮樹

関東 東京都 R2131S00326 ＴＨＥ　ＭＡＴＣＨＡ　ＴＯＫＹＯ株式会社 2011001121542 緊急事態宣言特別枠 抹茶粉末加工製造の内製化と‘挽きたて抹茶’新サービス展開 いっしょに税理士法人

関東 東京都 R2131S00331 有限会社アフリカン・ドリームス 9010402030833 緊急事態宣言特別枠 自慢の西アフリカ料理を、通販で全国に！！ 芝信用金庫

関東 東京都 R2131S00333 株式会社青二才 6011301020300 緊急事態宣言特別枠 中野北口食品加工工場設立計画 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 R2131S00338 有限会社ＳＥＣＲＥＴ　ＢＡＳＥ 2011002030825 緊急事態宣言特別枠 記念日の食事シーン用ギフトに特化したＷｅｂショップ運営企画 麹町税理士法人

関東 東京都 R2131S00339 株式会社ＷＡＫＵ　ＷＡＫＵ　Ｆ＆Ｄ　ＤＩＮＩＮＧ 6010001178787 緊急事態宣言特別枠
食材販売やソーシャルディスタンスニーズに対応したハイブリッド飲食手

への転換
ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 R2131S00340 株式会社ＥＳＳＥＮＣＥ 8011001093504 緊急事態宣言特別枠 居酒屋文化を絶やさない！嗜好の多様化に応える横丁ビジネスへの展開 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 R2131S00341 株式会社マチルダ 2020001053844 緊急事態宣言特別枠 最先端ピッキングシステムを活用した青果の個人向け配送事業への進出 東京中央経営株式会社

関東 東京都 R2131S00345 株式会社これポチ 2011101085984 緊急事態宣言特別枠 インフルエンサーとＰＲアイテムをマッチングするサブスクサービス 原田　貴史

関東 東京都 R2131S00346 株式会社ヴァンク 4010001203398 緊急事態宣言特別枠 クリエイター応援！作品販売自社ＥＣサイト作成による新事業展開 塩沢　和佳

関東 東京都 R2131S00350 有限会社アドウィン 8013302018313 緊急事態宣言特別枠 クラフトビアバーを併設したコワーキングスペースの開発・運営 齋藤　利文

関東 東京都 R2131S00351 ＧＣストーリー株式会社 2010601041464 緊急事態宣言特別枠 成人発達理論に基づく自律分散型組織の評価システム・研修事業 小野慎一

関東 東京都 R2131S00356 有限会社鳥繁 5010002022937 緊急事態宣言特別枠 多目的レンタルスペース（教室系）＆業務用キッチンスタジオ 株式会社りそな銀行

関東 東京都 R2131S00357 株式会社ノベル 8011701019543 緊急事態宣言特別枠 「老舗お弁当屋による、安心・安全・安価のおふくろの味レストラン」 税理士法人さくら優和パートナーズ

関東 東京都 R2131S00358 松村設計株式会社 1010801011202 緊急事態宣言特別枠
過去に設計された図面（紙図面）の電子化（デジタルアーカイブサービ

ス）の実現
株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131S00359 株式会社雪野建築設計事務所 1010401030305 緊急事態宣言特別枠 ドローンで空飛ぶ親切建築士の非対面による皆の悩み相談解決事業 山本　文則

関東 東京都 R2131S00363 株式会社グラスフェイス 2011201017474 緊急事態宣言特別枠 イベントプロデューサーによるデジタルライブ配信ワンストップサービス 荒川　一磨
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関東 東京都 R2131S00365 株式会社ナチュラル・スタンス 2011801036106 緊急事態宣言特別枠 独自システム構築アウトドア用品販売への思い切った事業転換事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 R2131S00366 株式会社Ｒａｎｄｏｍ　Ｂｅｌｆｏｒｔ 6020003010468 緊急事態宣言特別枠 オーガニック成分を配合したヘアスタイリング剤ブランドの展開 岡田　愼一

関東 東京都 R2131S00367 ＡＵＲＡ（アウラ） 緊急事態宣言特別枠 オリジナル性を生かしたＥＣサイト構築 アクタス税理士法人

関東 東京都 R2131S00368 株式会社アッツ 7010601035833 緊急事態宣言特別枠 婚活カップリング革新による情報提供サービス業への事業転換 谷田部　智子

関東 東京都 R2131S00369 バリュードライバーズ株式会社 5010001135541 緊急事態宣言特別枠
食品ロス削減のためのＢｔｏＣサブスクサイトおよび無人店舗の立上げ計

画
税理士法人アカウンテック

関東 東京都 R2131S00371 株式会社アッドバディ 4011101058889 緊急事態宣言特別枠 沖縄での油そば専門店立ち上げによる当社の業種転換計画 長田　和弘

関東 東京都 R2131S00373 株式会社アーク・コンサルティング・ジャパン 2011001000143 緊急事態宣言特別枠 焼肉店事業への参入による高付加価値化の実現 原田　貴史

関東 東京都 R2131S00374 ニコバインミー 緊急事態宣言特別枠
新製品によるオンライン販売事業とデジタル技術を活用した非接触型飲食

店事業
東京シティ信用金庫

関東 東京都 R2131S00379 プルント 緊急事態宣言特別枠 神津島プラネタリウム創出事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 R2131S00380 中川株式会社 9010501009514 緊急事態宣言特別枠 地域型ｅコマース事業の展開 睦好　正治

関東 東京都 R2131S00381 株式会社葱善 9010501010232 緊急事態宣言特別枠
自社ブランド葱を活用した加工食品の生産と小売販売により加工食品市場

へ参入
朝日信用金庫

関東 東京都 R2131S00382 ＮＡＹＵＴＡ合同会社 6010703002253 緊急事態宣言特別枠 非対面・非接触型お一人様専門うどん店開業による大胆な事業転換 姫田トラストマネジメント株式会社

関東 東京都 R2131S00384 株式会社ＮＩＲＡＩ 8012402021978 緊急事態宣言特別枠 最新設備を活用したテイクアウト事業とモバイルアクセサリー事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 R2131S00386 セドナグローバル株式会社 5011101055448 緊急事態宣言特別枠 食に関する仕事の特化した安価で利用できる即戦力マッチングサイト事業 内田　哲夫

関東 東京都 R2131S00387 株式会社アイリスエンターテインメント 5011001092987 緊急事態宣言特別枠 新開発の冷凍チーズケーキをＥＣサイトで販売する飲食店の業態転換 星野　裕司

関東 東京都 R2131S00389 株式会社ふたこ麦麦公社 3010901035603 緊急事態宣言特別枠
ビール×パン～健康的で食料廃棄問題も解決するスーパーフード製造販売

事業
アンパサンド税理士法人

関東 東京都 R2131S00390 株式会社エクススタッフ 1011001047929 緊急事態宣言特別枠 支店のＩＴ拠点化と感染症対策商品のＥＣサイト構築事業 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 R2131S00391 株式会社土屋企画 3012401010565 緊急事態宣言特別枠 ＩＰＳ（屋内測位システム）事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 R2131S00393 ＳＫ８ＩＮＳＯＬＬ株式会社 5011001121135 緊急事態宣言特別枠
採寸が必要なオーダーメイドのインソールをオンライン型で製造・販売す

る事業への転換
バリューフォース合同会社

関東 東京都 R2131S00394 ＤｉｎｉｎｇＢＡＲ　Ｈｉｄｄｅｎ　Ｌｏｕｎｇｅ 緊急事態宣言特別枠 ヴィーガン薬膳カレー開発とＥＣ販売及び弁当事業への参入 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 R2131S00396 株式会社ボンドジャパン 1012401030854 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍事業の安定化を図るための配達飲食業へ新事業展開 齋藤　信一郎

関東 東京都 R2131S00398 株式会社インゴビンゴ 6010901031434 緊急事態宣言特別枠 飲食店による本格ドイツソーセージの通販＆ＯＥＭ受託事業の構築 アイアンドアイ株式会社

関東 東京都 R2131S00399 株式会社Ｋ’ｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 4011001107655 緊急事態宣言特別枠 腕利きのイタリアンシェフが調理するお好み焼き×フードデリバリー 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 R2131S00400 株式会社絶好調 3011101048164 緊急事態宣言特別枠 新たな価値の創造！人から人へのバトンタッチ「リユース事業」 服部　亮

関東 東京都 R2131S00402 株式会社ＲＥＴＥＮＴＩＯＮ 6040001086780 緊急事態宣言特別枠 世界レベルのバーテンダーのチーズケーキのＷＥＢ販売 荒井　幸之助

関東 東京都 R2131S00403 株式会社ＳＡＶＯＬＡ 9050001038852 緊急事態宣言特別枠 人脈を醸成する新たな婚活ＢＡＲの運営 吉田　正美
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関東 東京都 R2131S00405 カモミール 緊急事態宣言特別枠 専門的な毛髪カウンセリングと訪問美容を備えた美容院事業 長田　和弘

関東 東京都 R2131S00408 株式会社ウリプカス 6010901035352 緊急事態宣言特別枠
”Ａｅｒｉｅｌ　Ｔｒｅｅｓ　Ｒｅｓｅｒｃｈ＂デジタル技術を活用した

新しいカタチの樹木診断へ
天野　成美

関東 東京都 R2131S00409 Ａｎｙｐｌｕｓ合同会社 4011203003000 緊急事態宣言特別枠 パーソナライズ化されたお米のＥＣ販売 西武信用金庫

関東 東京都 R2131S00412 合同会社ＳＡＭＬＩＦＥ 8011003009879 緊急事態宣言特別枠 空き家を改装して、コロナ禍に対応した短期利用の貸し家事業を行う計画 星　雄仁

関東 東京都 R2131S00413 有限会社神戸 1011002022237 緊急事態宣言特別枠 食事シーンを楽しめるテーブルウェア商品の開発と販売 渡邊　正樹

関東 東京都 R2131S00414 株式会社Ｇ－ｓｔｙｌｅ 1013201015293 緊急事態宣言特別枠
ＢＢＱ業態転換「商品個包装パッケージ化に伴う受発注在および在庫管理

システムのＩＴ化事業」
税理士法人リライアンス

関東 東京都 R2131S00415 株式会社ルチア 3011701008393 緊急事態宣言特別枠 売場を変える！新商品の開発と宅配、卸売の新規販路開拓でＶ字回復 経営創研株式会社

関東 東京都 R2131S00416 株式会社ピコトン 6011201011795 緊急事態宣言特別枠 子供向け工作ブックの開発・販売による事業再構築 株式会社エルニコ

関東 東京都 R2131S00417 株式会社いっぴん 8010601052844 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈコロナ時代に対応したイートイン型はるまき専門店の開店 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 R2131S00419 株式会社スピリッツ 5011001060408 緊急事態宣言特別枠
「企業」と「クリエイター」のミスマッチを解決する「プラットフォー

ム」
本間　昭洋

関東 東京都 R2131S00422 ネバーランド 緊急事態宣言特別枠 体験型居酒屋と驚きメニューのテイクアウト・デリバリー事業 山岸正道

関東 東京都 R2131S00423 ベレール株式会社 8011601016343 緊急事態宣言特別枠 家族写真撮影サービス 税理士法人ティー・ブレイン

関東 東京都 R2131S00424 シンシキコンサルティング株式会社 7360003007264 緊急事態宣言特別枠
ビズネス成功プログラムを活用したＷＥＢ版のお見合い、結婚相談所の開

設
税理士法人イデアコンサルティング

関東 東京都 R2131S00425 株式会社イントロ 2011101002056 緊急事態宣言特別枠
ジャズライブが楽しめるレストランにおけるデジタル活用による非対面

化・省人化
最上学

関東 東京都 R2131S00427 株式会社Ｔｒａｖｅｌ　Ａｉ　Ｌａｂｏ 1010501042919 緊急事態宣言特別枠 小規模でも手軽にライブコマースを配信できるプラットホームの構築 星野　裕司

関東 東京都 R2131S00429 有限会社グッドファット 1012402022215 緊急事態宣言特別枠 居酒屋依存経営からの脱却！昼夜外中内食のハイブリッド飲食店 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 R2131S00430 ゼロプライド株式会社 3010701037147 緊急事態宣言特別枠 マネジメントスキルとＩＴスキルを持つ若手人材の育成と就職支援事業 松山　亮樹

関東 東京都 R2131S00431 合同会社プレシャスステイ 7011003009038 緊急事態宣言特別枠 ホテル複合型次世代レンタルスペース新設事業計画 西新宿税理士法人

関東 東京都 R2131S00432 株式会社オガモトライン 9011201018986 緊急事態宣言特別枠
ｗｉｔｈコロナ　ａｆｔｅｒコロナに対応する訪問型パーソナルトレーニ

ング事業
工藤　聡生

関東 東京都 R2131S00440 株式会社Ｗｅｂ　ＲＴＳ 9010801027810 緊急事態宣言特別枠 「レンタルスペースを活用したスタジオの時間貸しサービス事業」 前田　直

関東 東京都 R2131S00443 ラッシュアンドワックス　ブレイブニューヨーク 緊急事態宣言特別枠 外国人生活サポート事業計画 さわやか信用金庫

関東 東京都 R2131S00445 株式会社アルプスシューズ 7013301000891 緊急事態宣言特別枠 インショップ型のインソール作製ラボ新設 巣鴨信用金庫

関東 東京都 R2131S00446 株式会社ｓｈｅｅｐ 6011501014713 緊急事態宣言特別枠 ＶＲリアル体験型サイト事業計画 巣鴨信用金庫

関東 東京都 R2131S00447 株式会社ｏｎｅ’ｓ　ｗａｙ 9010701030922 緊急事態宣言特別枠 プロ人材教育型オンラインＰＲマーケッター養成講座の開始 鹿島　圭

関東 東京都 R2131S00450 株式会社Ａｎｄ　Ｎａｔｕｒｅ 3010001163718 緊急事態宣言特別枠 国立公園の森で過ごすプライベートキャンプ＠妙高 東京商工会議所

関東 東京都 R2131S00453 株式会社ＣＲＡＺＹ 1013301032379 緊急事態宣言特別枠 夫婦関係を長期的にサポートする「夫婦アプリ」事業 東京東信用金庫
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関東 東京都 R2131S00454 株式会社ＡＩ　ＡＧＥＮＴ 8011001090988 緊急事態宣言特別枠
ＤＪ演奏のライブ配信と連動したライブコマースによる地方の物産販売事

業
ゼノンクリエイツ株式会社

関東 東京都 R2131S00457 アーリーバード・コンサルティング合同会社 2011003006469 緊急事態宣言特別枠 多目的スペース設備、顧客へのｗｅｂ情報システムの構築 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 R2131S00459 株式会社ダイレクトコミュニケーション 4012701008044 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢ心理テストの開発 東京都商工会連合会

関東 東京都 R2131S00460 フィリ 緊急事態宣言特別枠 フギリシャのオーガニック製品をオンライン販売 分銅　雅一

関東 東京都 R2131S00462 ５ｄｉｍｅｎｓｉｏｎｓ株式会社 4012701011238 緊急事態宣言特別枠 学習塾管理システムの法人向け販売に関する事業計画 東京都商工会連合会

関東 東京都 R2131S00463 株式会社高橋水産 6010001119923 緊急事態宣言特別枠 豊洲市場のお魚を最新の急速冷凍機で鮮度そのままにお届け！ 松田　裕

関東 東京都 R2131S00466 株式会社ｄｏ－ｍｏ 4013101007891 緊急事態宣言特別枠 秋川渓谷の大自然を活用したコワーキングスペース事業 西武信用金庫

関東 東京都 R2131S00468 マスターズテック株式会社 4011001114511 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍に対応した業界初のオーダーメイドウィッグ事業の立ち上げ 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 R2131S00469 株式会社Ｋ－ｒｅｌａｔｉｏｎｓ 8011001052939 緊急事態宣言特別枠
非対面でバーチャル集合写真を撮影できるデジタルサイネージシステムの

開発・提供
ゼノンクリエイツ株式会社

関東 東京都 R2131S00470 株式会社イナフアンドコー 4010901041583 緊急事態宣言特別枠 デリバリー、テイクアウト、通信販売による事業再構築 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 R2131S00472 株式会社ルーツ 3010001118647 緊急事態宣言特別枠
急速冷凍機による新商品開発、回転釜による製造効率化を通じた。来店型

から通販型ビジネスへの業態転換
株式会社シャイン総研

関東 東京都 R2131S00473 株式会社ＨＡＴＡＲＡＫＵ 2010001144363 緊急事態宣言特別枠 街のハブスタンドー焼肉と麦ー 税理士法人ほはば

関東 東京都 R2131S00476 株式会社ＰＵＲＦ 5011101090040 緊急事態宣言特別枠 本格的厨房設備を備えたキッチンカーによる事業展開 株式会社匠コンサルティング

関東 東京都 R2131S00478 株式会社ティーピーズ 7010001184875 緊急事態宣言特別枠 ポップアップストアマッチングウェブサービス開発事業 税理士法人ミット

関東 東京都 R2131S00479 有限会社レッド・カーペット 4010902024050 緊急事態宣言特別枠
ミドルシニア層向けカルチャースクール、小学生向け学童・学習施設の運

営事業
井上　雄介

関東 東京都 R2131S00485 有限会社Ｍコーポレーション 1020002077380 緊急事態宣言特別枠 新商品ガトーショコラのテイクアウトサービス事業計画 若杉　拓弥

関東 東京都 R2131S00489 株式会社Ｍａｘ　Ａｂｉｌｉｔｙ 6010401093306 緊急事態宣言特別枠
老舗アイビューティーサロンが開発したまつ毛美容液を販売するＥＣサイ

トの構築
西武信用金庫

関東 東京都 R2131S00490 バイオジェニック株式会社 1010001082564 緊急事態宣言特別枠 健康食品・化粧品原料の効率的な国内生産実現による業態転換 東京中央経営株式会社

関東 東京都 R2131S00492 株式会社ＹｓＬｉｎｋ 6011601019892 緊急事態宣言特別枠 飲食店向け　オフピーク時間帯専用　地域密着型集客システム事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131S00494 株式会社ＣＵＥ　ＰＯＩＮＴ 1180001123467 緊急事態宣言特別枠 訪問営業代行事業からインバウンド（発信）電話営業代行への展開 山本　三四郎

関東 東京都 R2131S00496 レンタルＥＣ株式会社 5011501025348 緊急事態宣言特別枠 脱属人化！ＡＩ型レコメンドシステムで実現する着物業界のＤＸ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 R2131S00497 株式会社ナチュラルスピリット 5011001106326 緊急事態宣言特別枠 温熱美容機器商品の開発およびＥＣサイト構築 株式会社ＯＣＬ

関東 東京都 R2131S00498 株式会社ウェンリッチコーポレーション 5021002025615 緊急事態宣言特別枠 自宅で本格的なハンバーグ等が味わえる、通販事業への参入 町田商工会議所

関東 東京都 R2131S00499 株式会社ＲＯＯＴＳ 2010601044392 緊急事態宣言特別枠 初期費用ゼロで不人気物件を再生化 税理士法人尾藤会計事務所

関東 東京都 R2131S00500 株式会社スプラウト 8011001056782 緊急事態宣言特別枠 地震保険契約者に対しての地震保険申請サポートを行う事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 R2131S00501 ダイニングインターナショナル株式会社 4010001124009 緊急事態宣言特別枠
新たなサンドイッチブランドをビジネスモデルとした経営コンサルティン

グ業
株式会社翼コンサルティング
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関東 東京都 R2131S00502 ＭＩＣＯＴＴＯ　ＥＲＩＣ　ＪＯＳＥＰＨ 緊急事態宣言特別枠 動画広告制作ビジネス計画 木島　圭亮

関東 東京都 R2131S00505 株式会社皐月 2010001114688 緊急事態宣言特別枠 焼肉店の卸売・小売事業進出による事業再構築 道浦健治

関東 東京都 R2131S00506 株式会社ｃｈｉｃｋｅｎ＆ｈｅｎ 7010401136245 緊急事態宣言特別枠 ロスフラワーで染めたシルク商品新開発とフォト事業新展開 越智文夫

関東 東京都 R2131S00510 株式会社皆とクリエーション 9012401019048 緊急事態宣言特別枠 飲食（カフェ）事業から住宅型有料老人ホーム事業への業種転換 税理士法人横浜総合事務所

関東 東京都 R2131S00511 遊音楽企画 緊急事態宣言特別枠 既存事業のノウハウを活かした子供向け音楽教室事業の展開 特定非営利活動法人東京都北区中小企業経営診断協会

関東 東京都 R2131S00512 株式会社フードアソシエイツ 5010501026182 緊急事態宣言特別枠
改装工事や新メニュー開発、デジタル技術の活用等によるテイクアウト販

売
野口　和義

関東 東京都 R2131S00513 株式会社八ベえ 8010601034561 緊急事態宣言特別枠 真空パックした鰻の独自商品を自社ＥＣサイトを構築して販売する 青野　雅恵

関東 東京都 R2131S00514 株式会社ばかたれ 6010701036897 緊急事態宣言特別枠 換気の徹底と、非対面式サービスを導入した焼肉店への事業転換 城南信用金庫

関東 東京都 R2131S00515 ＦＧＣｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 緊急事態宣言特別枠 投資用不動産会社に特化した完全成果報酬型広告代理サービス ９９．９株式会社

関東 東京都 R2131S00516 帝国卓球株式会社 7011701014702 緊急事態宣言特別枠 卓球バー開店と物販スペース設置による卓球道場の新分野展開事業 株式会社千葉銀行

関東 東京都 R2131S00517 株式会社こたつ 1010601048799 緊急事態宣言特別枠 ＥＣを活用したサステイナブル・ハイクオリティ国産アパレル事業 白根　裕也

関東 東京都 R2131S00519 株式会社成城武井商事 7010901006336 緊急事態宣言特別枠 ＢｔｏＣ売上拡大のためのネットショップ開業、及び実店舗出展計画 城南信用金庫

関東 東京都 R2131S00523 株式会社ケンドマネジメント 4011101072155 緊急事態宣言特別枠 中小企業のベトナム食品市場　販路開拓・自立達成パッケージサービス 東京東信用金庫

関東 東京都 R2131S00525 合同会社ホースアイランド 8010403014927 緊急事態宣言特別枠 新橋駅徒歩１分の好立地を活かしたＥＣ連動型のシェアショールーム事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 R2131S00527 株式会社横浜桂林 7010001031664 緊急事態宣言特別枠
百貨店ブランドを生かした、ＥＣ・通販型中食市場向け商品の開発・販路

拡大　～「おうちで楽楽・本格横浜中華」の開発・販路拡大
株式会社シャイン総研

関東 東京都 R2131S00532 大成樹脂工業株式会社 8010001004495 緊急事態宣言特別枠 組立治具／製品モデル内製化による組付製品の短納期化と販売拡大 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131S00533 株式会社菅原印刷 2010601030731 緊急事態宣言特別枠
～紙から紙以外への印刷へ～　各種プリンターによるオリジナルグッズの

製造
株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 R2131S00535 青山きもの株式会社 9010401000168 緊急事態宣言特別枠
ＥＣサイト構築によるきもの小物、出張着付サービス、メンテナンス事業

の販路拡大
補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 R2131S00538 株式会社スターパートナーズ 5010401111951 緊急事態宣言特別枠 脳卒中患者を対象としたリハビリテーション継続プロジェクト 税理士法人アイビイエス

関東 東京都 R2131S00541 株式会社舵社 3010401006699 緊急事態宣言特別枠 マルチメディアコンテンツ配信事業への進出 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 R2131S00542 株式会社アイランドユニヴァース 6011001056553 緊急事態宣言特別枠 Ｆ１層に向けた高感度で着心地の良いデニムを核としたＥＣ戦略 税理士法人ユナイテッドブレインズ

関東 東京都 R2131S00543 株式会社サンライズキッチン 8020001098537 緊急事態宣言特別枠 からあげ原人セントラルキッチン構築事業 廣瀬　好伸

関東 東京都 R2131S00549 株式会社トラベルワークス 5010001186915 緊急事態宣言特別枠
タイ人訪日客に向けたオンラインツアーのサブスク化とその先のインバウ

ンドツアー
東京商工会議所

関東 東京都 R2131S00553 株式会社ヘッドライトジャパン 8012801018121 緊急事態宣言特別枠 リモートモニタリングシステム 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131S00554 株式会社パシフィックリアライズ 3011101067296 緊急事態宣言特別枠 欧米最新理論に基づくゴルフスイング教育事業 瀬川　浩二

関東 東京都 R2131S00555 株式会社つばさコーポレーション 2011301014058 緊急事態宣言特別枠 カギ事業に加え住宅リフォームへの参入、及び取引先依存からの脱却 東京都商工会連合会
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関東 東京都 R2131S00556 株式会社ウシハマ 4013101000038 緊急事態宣言特別枠 非対面型接客サービスシステム構築によるクリーニングの業態転換 大東京信用組合

関東 東京都 R2131S00557 株式会社趣味なび 8010401130354 緊急事態宣言特別枠 先生と企業をオンラインでマッチングするプラットフォームの構築 田邊　敏彦

関東 東京都 R2131S00558 みやこＬａｂ株式会社 2011101083641 緊急事態宣言特別枠 「旅と学」アカデミーツアー 京都商工会議所

関東 東京都 R2131S00559 株式会社アンドラ 8011002006605 緊急事態宣言特別枠
アメリカンダイナースタイルへの転換及び宅配事業開始によるターゲット

層の拡充
さわやか信用金庫

関東 東京都 R2131S00560 株式会社オールアップ 9011801037725 緊急事態宣言特別枠 出前テイクアウト対応システム、人材マッチングサービス開発事業 足立成和信用金庫

関東 東京都 R2131S00562 株式会社エス・ケー・シー 9011101056797 緊急事態宣言特別枠 地域の美味しいもの、安心・安全にこだわった食品関連のＥＣサイト展開 西武信用金庫

関東 東京都 R2131S00563 株式会社フライングサーカス 4010401109419 緊急事態宣言特別枠 「世界の郷土料理」レトルト食品とクラフト清涼飲料の製造・販売 株式会社コンサラート

関東 東京都 R2131S00567 株式会社グロービズ 7011301018087 緊急事態宣言特別枠 オンライン化で空いたスペースをホワイトニングサロンとして活用 蛭田　昭史

関東 東京都 R2131S00570 駒沢かふぇ 緊急事態宣言特別枠 新食感のかき氷とタイ料理デリバリー、テイクアウトへの事業転換 アルタス・パートナーズ合同会社

関東 東京都 R2131S00571 株式会社アルチザンデザインスタジオ 1010501033109 緊急事態宣言特別枠
コロナ禍により急減したソフビフィギュア原型製造から一貫生産体制への

転換
株式会社アルファコンサルティング

関東 東京都 R2131S00573 株式会社ｆｒｅｅｃｌｅ 1010001182686 緊急事態宣言特別枠 騒がしい環境でテレワークを可能にする新商品の開発・販売 西武信用金庫

関東 東京都 R2131S00574 株式会社ｓｏｌｖａ 2012801009927 緊急事態宣言特別枠 空きスペースを高度設計施工で甦らせ商業利用価値を創出する 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131S00579 株式会社ゴーゴープロダクション 1012401018973 緊急事態宣言特別枠 新規製造法を用いた熱中症対策機能を有する着ぐるみによる需要創出 杉本　整治

関東 東京都 R2131S00580 株式会社スーパーボール 6011301017916 緊急事態宣言特別枠 多様な働き方を応援する「おやきと和ハーブ」の販売事業 荒井　幸之助

関東 東京都 R2131S00581 有限会社エイプリル・アンド・パワーズ 1010902023856 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍における非対面型セルフエステの構築 Ｌｅａｆ税理士法人

関東 東京都 R2131S00585 株式会社サムシング・グレート 7010701019100 緊急事態宣言特別枠 店舗の信用性を活かした非・対面型美容サービスへの新展開 さわやか信用金庫

関東 東京都 R2131S00589 株式会社ＤＦＦ 6010001175826 緊急事態宣言特別枠 食品ロスで飲食店がペット食品製造を兼業するサステナブルビジネス構築 齋藤尚樹

関東 東京都 R2131S00592 株式会社エコミナミ 4013401002130 緊急事態宣言特別枠 地震発生時、瞬間的に通電を遮断しても照明は確保できる感震装置の開発 西武信用金庫

関東 東京都 R2131S00593 株式会社テンランド 6010001093747 緊急事態宣言特別枠
デリバリーとテイクアウトの新事業を１店舗の厨房で複数業態を提供でき

る店舗の出店
青野　雅恵

関東 東京都 R2131S00596 一般社団法人プレシャスライフ・ラボ 3010005030237 緊急事態宣言特別枠
海外観光局業務のナレッジを活用し国内旅館向け新ウェルネスツーリズム

発足
宮園　伸吾

関東 東京都 R2131S00597 ＳＯＤＡ株式会社 2010101009813 緊急事態宣言特別枠 住宅リフォーム事業者向けオンラインＷｅｂサイト構築サービス 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131S00602 有限会社昭和食品 9010002020508 緊急事態宣言特別枠 鮭専門店による“天然鮭おにぎり”テイクアウト店への転換 東京シティ信用金庫

関東 東京都 R2131S00604 山忠水産 緊急事態宣言特別枠 個人顧客向けの店舗型販売と移動型販売による小売業への転換 城北信用金庫

関東 東京都 R2131S00607 ＷｅＬｅａｒｎ株式会社 8010001203618 緊急事態宣言特別枠 語学カフェオンライン化プロジェクト 城南信用金庫

関東 東京都 R2131S00609 有限会社京織工房 5010002053222 緊急事態宣言特別枠 アートとクラフト、サステナブル着物の体験ラボ　＠日本橋人形町 東京信用金庫

関東 東京都 R2131S00610 株式会社ＨＡＧＩ　ＳＴＵＤＩＯ 1010501039774 緊急事態宣言特別枠 フードロスをなくすアイスクリーム製造とＥＣサイト販売 西河　豊
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関東 東京都 R2131S00611 株式会社ショップデザイン 5010401137600 緊急事態宣言特別枠 店舗の終活 小林　彰宏

関東 東京都 R2131S00612 株式会社アスフィット 9011801037122 緊急事態宣言特別枠 速圧低酸素運動マシンを活用したオンラインによる自宅型サービスの提供 中野　健太郎

関東 東京都 R2131S00617 株式会社ソーホーズインク 2020001093320 緊急事態宣言特別枠 「ネットサイン会」プラットフォーム構築によるＥＣ販売への転換 一般社団法人熊本県中小企業診断士協会

関東 東京都 R2131S00618 ＲＥＣＹＣＬＥ　ＰＯＩＮＴ　ＴＯＫＹＯ株式会社 3010101009440 緊急事態宣言特別枠 オンラインシステム構築による中古商品の買取促進と販路開拓 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 R2131S00619 エアプラス株式会社 8010801012796 緊急事態宣言特別枠 地域活性化、少子化対策へ寄与する①ＢＰＯサービス②結婚相談所 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 R2131S00620 株式会社ニーズエクスプローラ 5013301044081 緊急事態宣言特別枠 特許ビッグデータとＡＩで新ニーズ発掘サービスのオンライン化 矢口　貴久

関東 東京都 R2131S00622 有限会社ＫｕＲｏＫｏ 7011002034747 緊急事態宣言特別枠 「ＣＯＭＭＡＮＤＶｉＳ」「仙次郎」 佐野　良太

関東 東京都 R2131S00625 サンプロセス株式会社 5010901004894 緊急事態宣言特別枠
形状を柔軟に選べる！ユーザーに合わせた飛沫防止パーテーション販売事

業
川崎信用金庫

関東 東京都 R2131S00627 株式会社エイ・エス・アイ総研 6010001078789 緊急事態宣言特別枠
「ＦＥモデル作成業務」から「ＦＥモデルを用いた高度解析業務」への転

換
城南信用金庫

関東 東京都 R2131S00629 ワオン・ワークス株式会社 2010001193410 緊急事態宣言特別枠 オンラインで音楽ライブやレッスンが手軽にできるレンタル音楽スタジオ 税理士法人ＫＭＣパートナーズ

関東 東京都 R2131S00632 株式会社さくら 4010001128975 緊急事態宣言特別枠 ネット通販システム構築とモバイルオーダー導入による販路拡大 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 R2131S00633 Ｋ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ合同会社 5010403018947 緊急事態宣言特別枠
海外ビジネス経験を活用した、国産鮮魚の海外和食レストランへの輸出事

業
さわやか信用金庫

関東 東京都 R2131S00634 株式会社テイク・フォト・システムズ 6011001060539 緊急事態宣言特別枠
専門デザイナーによる写真加工付きフォトパネルの制作販売「フォトピ

カ」
さわやか信用金庫

関東 東京都 R2131S00637 バイナリーノマド株式会社 5010001189595 緊急事態宣言特別枠 和楽器演奏コンテンツの音楽ストリーミング配信事業 川井　一郎

関東 東京都 R2131S00641 株式会社ジョーズコーポレーション 3011001118042 緊急事態宣言特別枠 Ｂ２Ｂ法人組合向け健康管理事業 東京商工会議所

関東 東京都 R2131S00642 アウタートップ株式会社 7021001047088 緊急事態宣言特別枠 二層式中空構造のパターグリップ開発で新分野の事業化に挑戦 Ｎｏ．１税理士法人

関東 東京都 R2131S00643 株式会社豊島屋本店 2010001024466 緊急事態宣言特別枠 業務用酒類食品卸のアナログ卸からデジタル卸への事業再構築 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 R2131S00644 株式会社ケイオーエックスラジオ 6011001007176 緊急事態宣言特別枠 ライブハウス稼働率向上のためのカルチャー教室事業による事業再構築 Ｌｅａｆ税理士法人

関東 東京都 R2131S00646 株式会社Ｎ．Ｇ．Ａ． 9011001070790 緊急事態宣言特別枠 ライブ配信におけるマネジメント事業 森田　有為

関東 東京都 R2131S00648 ジョイフルトウキョウ株式会社 1010501036482 緊急事態宣言特別枠
３１６ステンレスを用いた犬のリード企画・製造及び一般消費者販売向け

のＥＣサイト導入
増田　浩美

関東 東京都 R2131S00649 アンドビジョン株式会社 5020001049773 緊急事態宣言特別枠 海外音楽大学教授によるオンライン音楽レッスン事業計画 進藤　智裕

関東 東京都 R2131S00655 カガミロック 緊急事態宣言特別枠
オンライン接客と動画配信によるライブコマースを活用した非来店型の古

着販売事業
萩口　義治

関東 東京都 R2131S00656 ＷＯＷ　ＷＯＲＫＳ株式会社 9010501039107 緊急事態宣言特別枠 ５Ｇを追い風に業界初のスマホ無線機でＶ字回復を目指す業態転換 川崎信用金庫

関東 東京都 R2131S00662 株式会社ロボケン 6013301034817 緊急事態宣言特別枠 ＡＩ開発能力を活かした他業種参入（不動産・ＭＡ仲介・職業紹介他） 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131S00663 株式会社エルブズ 5011001109774 緊急事態宣言特別枠 オンラインプロマネ人材育成研修事業 久我　由美

関東 東京都 R2131S00666 株式会社バスターズカンパニー 8011001068084 緊急事態宣言特別枠
ＢｔｏＢ　からＢｔｏＣ　ＥＣへ　オリジナルブランド「ａｕｔｏｍｉｌ

ｌｓ」の自社ＥＣサイトによる販売事業
税理士法人　古田土会計
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関東 東京都 R2131S00669 Ｊａｐａｎ　Ｗｉｎｇ株式会社 8120001203284 緊急事態宣言特別枠 映画を作って・見て・楽しめる動画配信プラットフォ－ムの構築 吉元秀樹

関東 東京都 R2131S00670 コネクティー株式会社 4010401140332 緊急事態宣言特別枠
在留外国人による特定技能ビザ求職者及び雇用主求人情報のマッチングプ

ラットフォーム構想
森　滋昭

関東 東京都 R2131S00672 株式会社諸国美味 7140001024779 緊急事態宣言特別枠 ライフスタイル提案型（日本の発酵食品）企業への転換 アクタス税理士法人

関東 東京都 R2131S00673 株式会社Ｓ－ｐａｌｅｔｔｅ 5011501022543 緊急事態宣言特別枠 動画配信プラットホームサービスを構築し、業態転換を行う。 巣鴨信用金庫

関東 東京都 R2131S00674 ビストロエビテイ 緊急事態宣言特別枠 自宅でプロの味を堪能できるフレンチの冷凍真空パックの試作開発 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 R2131S00678 株式会社ＴＥＰ 4010001115882 緊急事態宣言特別枠 女性活躍。非正規雇用女性労働者への再就職支援事業 税理士法人尾藤会計事務所

関東 東京都 R2131S00680 株式会社ミーティング・インフォメーション・センター 9010001094354 緊急事態宣言特別枠 研修施設管理システムの開発と安全な研修の為のショールーム戦略 株式会社ビジョン・サプライ

関東 東京都 R2131S00681 株式会社ＦｒｏｍＴｏ 3011101084969 緊急事態宣言特別枠 ワーケーション支援サービス『ｆｌａｔｏ　ｙｏｔｔｅ』の開発 小川　隆義

関東 東京都 R2131S00682 株式会社サクセスプランニング 7012301008474 緊急事態宣言特別枠 テレワークやラーメン作りの体験ができる大人数向けの宿泊施設を開設 金﨑　卓也

関東 東京都 R2131S00687 クラゼクト株式会社 7010501037599 緊急事態宣言特別枠 参加者がもっと笑顔になる、劇場型ＬＩＶＥ配信スタジオ！ 税理士法人斎藤会計事務所

関東 東京都 R2131S00689 株式会社イーコミュニケーション 6011101047840 緊急事態宣言特別枠 子供向け『語学のオンライングループレッスン』プラットフォーム 興産信用金庫

関東 東京都 R2131S00692 ワイ・ティー・ティーインターナショナル株式会社 7012401001866 緊急事態宣言特別枠 地域の若年女性向け「音楽×フィットネス事業」への事業転換 長田　和弘

関東 東京都 R2131S00694 株式会社デクノバース 9010401087890 緊急事態宣言特別枠 家飲みを極上体験にする、新食感の魚介類のオイル漬けＥＣ販売事業 税理士法人しらかば綜合会計事務所

関東 東京都 R2131S00696 せいざん株式会社 2010701025879 緊急事態宣言特別枠 寺院・霊園管理事業者向けＳａａＳ型ＣＲＭ「寺務台帳」の開発・推進 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 R2131S00697 アコテ　パティスリー 緊急事態宣言特別枠
実店舗販売のみの洋菓子店がアプリとＥＣサイトを構築し新たに会員向け

全国ネット販売を開始
前田達宏

関東 東京都 R2131S00698 株式会社クラフトダイニング 3010001114679 緊急事態宣言特別枠 飲食提供サービスからイタリアン惣菜のテイクアウトへの業態転換 滝　亮史

関東 東京都 R2131S00701 有限会社クライム 7011602003283 緊急事態宣言特別枠 コラボレーション型のライフスタイルショップによる事業再構築 道浦健治

関東 東京都 R2131S00705 株式会社佐藤電機製作所 7012401012509 緊急事態宣言特別枠 バーチャル・シミュレーションを活用した板金加工事業の再構築 松永　敏明

関東 東京都 R2131S00710 株式会社クイージ 6013401006096 緊急事態宣言特別枠 飲食店卸から食品加工業へ『ジビエ専門レトルト食品加工場設立』 株式会社山陰合同銀行

関東 東京都 R2131S00712 ミユー株式会社 4011001104603 緊急事態宣言特別枠 オンライン旅行業務へのシフト 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 R2131S00717 株式会社エムジェイ 4012801000248 緊急事態宣言特別枠
お一人様・テレワーク利用者をターゲットにした、シーシャ　カフェ＆

バーの開業
多摩信用金庫

関東 東京都 R2131S00718 株式会社三軒茶屋企画 9010901038550 緊急事態宣言特別枠 非接触型を活用した、新しい形のギャラリー型リモートイベント 千葉県商工会連合会

関東 東京都 R2131S00722 日本健身開発株式会社 3012401033145 緊急事態宣言特別枠 「太極エクササイズ」のプログラム開発及びネット教室の転換 花岡　武

関東 東京都 R2131S00724 株式会社オールウェイズ 2010701021795 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍における店舗主導営業からの脱却 芝信用金庫

関東 東京都 R2131S00728 株式会社Ｗｉｔｈ 8021001046436 緊急事態宣言特別枠
おうちで外食！？ＥＣとリアルのマリアージュが生み出すコロナに負けな

い飲食事業！
多摩信用金庫

関東 東京都 R2131S00730 有限会社サステイナブル・デザイン 9010902025424 緊急事態宣言特別枠 ＬＭＳ導入による法人向けＥ－ラーニング研修およびスクール事業 菅原　靖
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関東 東京都 R2131S00731 株式会社ヘルスケア・ホールディングス 3010001172330 緊急事態宣言特別枠 郊外事業用不動産をフレキシブルオフィス及び貸し会議室へ事業転換 相模原商工会議所

関東 東京都 R2131S00736 株式会社Ｓｏｙｍｉｌｋ 4010701028327 緊急事態宣言特別枠 サシイレを通じたファンとキャストをつなぐプラットフォームの開発 鬼塚　明日海

関東 東京都 R2131S00737 株式会社ソーケンメディカル 9013301018949 緊急事態宣言特別枠 スポーツにおける認知・判断能力向上ツール製品開発・事業化 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 R2131S00741 株式会社シェルメール 2120001163658 緊急事態宣言特別枠 オンラインによる＜子ども花育レッスン＞事業の展開 辻　孝生

関東 東京都 R2131S00743 合同会社Ｋリアリティ 9010003031215 緊急事態宣言特別枠
コロナ禍で現地に行けない参列者に石垣島の教会での結婚式の映像をライ

ブ配信
和田　純子

関東 東京都 R2131S00746 ミスサブリナ株式会社 2011001055294 緊急事態宣言特別枠
コロナ禍に対応する記念日ギフトＥＣ事業及びフォトウェディング事業を

展開
株式会社東日本銀行

関東 東京都 R2131S00747 ｍｏｓｓ株式会社 6010901030766 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢイベントおよびライブプロダクション制作事業計画 小室　朋博

関東 東京都 R2131S00751 Ｂ・Ｉ・Ｇ株式会社 8013101001726 緊急事態宣言特別枠 人とペットを快適に運送！日本初のワンちゃん快適バスの開発！ 吉元秀樹

関東 東京都 R2131S00755 株式会社Ｐ４ 1010701013835 緊急事態宣言特別枠 業務用ベトナム料理加工商品製造販売事業計画　他一件 神田　博則

関東 東京都 R2131S00756 株式会社船橋ロッキー 4040001022812 緊急事態宣言特別枠 新技術を組み込んだトレーニングボードを開発して海外市場展開 城南信用金庫

関東 東京都 R2131S00759 ネスグローバル株式会社 6011101065727 緊急事態宣言特別枠 教育メソッド「モンテッソーリ＆バイリンガル教育」のライセンス展開 澁谷　宗紀

関東 東京都 R2131S00762 株式会社三匠 8012701011837 緊急事態宣言特別枠
オンライン専用の注文システム活用によるテイクアウト・デリバリーに特

化した新店舗展開
グランツ税理士法人

関東 東京都 R2131S00768 株式会社ワンダーラスト 9010901041422 緊急事態宣言特別枠 Ｇｌａｎｚ創業計画 税理士法人エムオーパートナーズ

関東 東京都 R2131S00773 合同会社ふたご座 1010903004293 緊急事態宣言特別枠
ライブ配信向けスタジオ事業及び、国内、欧米及中華圏向けオンライン配

信サイトを構築する事業
豊島絵

関東 東京都 R2131S00779 株式会社ｉｔ　ｗｏｒｋｓ 4010401132445 緊急事態宣言特別枠 リアカー導入による地域食材を利用したフードロス削減事業への進出 林　恭輔

関東 東京都 R2131S00783 虎ノ門カイロプラクティック院 緊急事態宣言特別枠
在宅勤務を快適にする「座るだけで身体の不調を解消できる椅子」の開発

事業
尾﨑　素之

関東 東京都 R2131S00784 株式会社チームビルディングジャパン 2010701023445 緊急事態宣言特別枠
～組織の分断を整え直す～　『Ｗｉｔｈ／Ｐｏｓｔ　コロナ　チームビル

ディング事業』
ＴＲＡＤ税理士法人

関東 東京都 R2131S00786 株式会社ＰＵＢＬＩＣ　ＳＴＡＲＴＥＲ 2012401034433 緊急事態宣言特別枠 オンライン配信によるＰＲイベントの総合支援サービス事業計画 大渕　隆

関東 東京都 R2131S00788 土田宣隆 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによる移動販売実施 井上大輔

関東 東京都 R2131S00792 株式会社和光 6010001131176 緊急事態宣言特別枠 新分野展開によるワーケーション事業への参入 東京都商工会連合会

関東 東京都 R2131S00798 株式会社ビジュー建設 3010001027303 緊急事態宣言特別枠
地方移住及びオフィス移転の支援。在宅勤務環境とウィズコロナ対策も兼

ね備えた住宅の販売及び賃貸管理業計画。
一ノ瀬　智子

関東 東京都 R2131S00799 株式会社エイタブリッシュ 5013202013796 緊急事態宣言特別枠 ヴィーガン向けレトルト食品の製造による販路開拓と多角化の実現 株式会社エイチ・エーエル

関東 東京都 R2131S00801 株式会社ティーエーエムインターナショナル 1010001064380 緊急事態宣言特別枠 故人様のご遺骨を粉骨サービス・海洋散骨サービス業務 一般社団法人荒川区中小企業経営協会

関東 東京都 R2131S00802 株式会社ゴールドキッズ 7011201021100 緊急事態宣言特別枠 オンラインでの子供向け本格的スポーツ選手指導サービスの開始 大八木　勇毅

関東 東京都 R2131S00804 株式会社昇文堂 5010001018894 緊急事態宣言特別枠 社内リフォームによるＢｔｏＣ小売りへの事業転換 表参道税理士法人

関東 東京都 R2131S00805 アクセラレーテッドラーニングジャパン有限会社 1011002031361 緊急事態宣言特別枠 名門指導会　オンライン授業・セミナー事業 藤本　和久
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関東 東京都 R2131S00808 株式会社スカイピーク 6010401131651 緊急事態宣言特別枠 次世代のドローン人材育成のためのオンライン３ＤＭａｐ生成講座 小川　隆義

関東 東京都 R2131S00810 代官山　蜜香 緊急事態宣言特別枠 軽井沢　森のアフタヌーンティー貸切制ラウンジ計画 風間　孝三

関東 東京都 R2131S00811 株式会社ＳＯＺＯＮＥＸＴ 4011101075645 緊急事態宣言特別枠 コロナに負けない「旅しながら働く」新しいライフスタイル空間を創造 Ｇ．Ｓ．ブレインズ税理士法人

関東 東京都 R2131S00813 株式会社グローバルクリック 1010401143627 緊急事態宣言特別枠 大学生向け国際人材育成プラットフォームの構築 日下　大輔

関東 東京都 R2131S00814 株式会社シー・エム・エス 3011001039908 緊急事態宣言特別枠
ニューノーマル時代における疑似リアル体験型オンライン写真教室への業

務転換
北岡　慎吾

関東 東京都 R2131S00820 ＡＸＥＬＬ株式会社 4011001131300 緊急事態宣言特別枠 ＩｏＴ謎解きイベント 服部　峻介

関東 東京都 R2131S00823 株式会社フロム 2011501021341 緊急事態宣言特別枠
ナチュラルペットフードの開発・販売事業および個人向けお肉の小売り事

業
鈴木　潤

関東 東京都 R2131S00826 ＥＮＣＯＮＴＲＯ株式会社 4011001126754 緊急事態宣言特別枠 ｗｅｂサイトを活用したプリントアパレル事業 椿　祐輔

関東 東京都 R2131S00827 ＮＰＯ法人ＭｅＲＩＳＥ 5011005007495 緊急事態宣言特別枠
戸別訪問ニーズの高まりに応える摂食嚥下面でサポートする在宅ケア事業

への進出
椿　祐輔

関東 東京都 R2131S00828 アールシーソリューション株式会社 3011101034016 緊急事態宣言特別枠 総合防災アプリ「ＰＲＥＰ」ビジネスプランの新規開発と運用 ペンデル税理士法人

関東 東京都 R2131S00830 Ａｒｔｉｃｈａｕｔ 緊急事態宣言特別枠 レストランの縮小と併設ワインショップ開業による事業の再構築計画 税理士法人ＫＭＣパートナーズ

関東 東京都 R2131S00831 株式会社澤乃井ままごと屋 1013101003654 緊急事態宣言特別枠 老舗料亭の再起をかけた若年層をターゲットとした新規カフェ事業 青梅商工会議所

関東 東京都 R2131S00832 株式会社アリストンホテルズ 9140001077701 緊急事態宣言特別枠
宿泊特化型ビジネスホテル客室の非宿泊用途への事業転換に向けたＩＴＣ

整備事業
高木　延子

関東 東京都 R2131S00834 有限会社豊田組 3011602007362 緊急事態宣言特別枠 重機導入により自社の関与工程を大幅拡大し、新規顧客を開拓！ 吉元秀樹

関東 東京都 R2131S00836 株式会社レティクル 8013301035986 緊急事態宣言特別枠 贈る人、贈られる人が楽しめる安心・安全なＥＣギフトへの業種転換 株式会社イクルスマネジメント

関東 東京都 R2131S00837 日本健康管理株式会社 6011101016283 緊急事態宣言特別枠 新ブランド構築と集客方法拡充による新規顧客開拓 税理士法人Ａｒｚｔ

関東 東京都 R2131S00841 株式会社國屋 7011101077052 緊急事態宣言特別枠 新規顧客層開拓のためのから揚げ専門店出店計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 R2131S00843 株式会社Ｔｏｋｙｏ　Ｏｎｉｇｉｒｉ　Ｌａｂｏ 2010401125780 緊急事態宣言特別枠 高気密炊飯蓋と高対流炊飯リングを用いた炊飯コンサルティングサービス ブルーリーフパートナーズ株式会社

関東 東京都 R2131S00846 株式会社ｃｉｅｌｏ８ 7010401149635 緊急事態宣言特別枠 飲食業で培った空間デザインスキルを活かしたサブスク事業参入 兒玉　洋貴

関東 東京都 R2131S00855 シュハリ株式会社 3010001137580 緊急事態宣言特別枠 オンライン学習型の社員育成サービス提供に向けた事業再構築 小見山　満

関東 東京都 R2131S00861 株式会社Ｄａｌ－Ｆｉｓｈ 8013301033585 緊急事態宣言特別枠 「まぐろ」をテーマとしたキッチンカー事業 税理士法人エンサイド

関東 東京都 R2131S00864 株式会社ＴａｂｌｅＩｎｃ 6011101062303 緊急事態宣言特別枠 カフェが始める『だれもが笑顔になるお菓子屋さん』プロジェクト 小松原　史雄

関東 東京都 R2131S00866 ルパシオン 緊急事態宣言特別枠 コロナに克つ！事業再構築でＶ字回復をめざす経営者交流会システム 株式会社ビズグランツ

関東 東京都 R2131S00868 株式会社デザインウィズ 8030001130760 緊急事態宣言特別枠 代表のルーツである農家・地域への貢献による新たな収益機会の獲得 兒玉　洋貴

関東 東京都 R2131S00870 株式会社ＧＡＳＨＵＥ 4010901042301 緊急事態宣言特別枠 ”日本酒を楽しむお店”から”日本酒で愉しむお店”への変革 税理士法人イデアコンサルティング

関東 東京都 R2131S00871 ＭＡＩＳＯＮ　ＤＥ　ＴＥＲＲＥ 緊急事態宣言特別枠 産前産後の母親が安心して施術できる安全個室エステ事業 東京商工会議所
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関東 東京都 R2131S00872 マーシュ株式会社 2013201017784 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト販売の開始 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

関東 東京都 R2131S00875 砂原一茂 緊急事態宣言特別枠 インターネット映像配信スタジオ 星野　裕司

関東 東京都 R2131S00876 ナチュラルコスメ株式会社 1010001117469 緊急事態宣言特別枠
ＥＣサイトでの化粧品販売（モノの販売）から、オンラインワークショッ

プの開催及びキットの販売へ
税理士法人白井会計事務所

関東 東京都 R2131S00878 株式会社ＢＯＳＣＯ 9010001198510 緊急事態宣言特別枠 少人数制パーソナルジム運営による新分野展開 城北信用金庫

関東 東京都 R2131S00879 住環境建設株式会社 6010901031450 緊急事態宣言特別枠
不動産オーナー向け、小規模マンション、アパートなど収益物件の新築工

事
巣鴨信用金庫

関東 東京都 R2131S00880 シーエムワン株式会社 1010001158505 緊急事態宣言特別枠 日本酒トランプの開発とアプリ導入、国内海外ＰＲと販売 松田経営センター税理士法人

関東 東京都 R2131S00883 有限会社峡西商事 6011102003677 緊急事態宣言特別枠 飲食事業の無人化で、ウィズ、ポストコロナに向けた非対面・非接触 株式会社ＰＱＭ総合研究所

関東 東京都 R2131S00885 ミヂカナ株式会社 7011001119937 緊急事態宣言特別枠 資料を一本化してオフラインでも使えるプレゼンテーションツール 藤岡　俊和

関東 東京都 R2131S00888 株式会社ヴァンクラフト 7011001036769 緊急事態宣言特別枠
インスタフォト広告活用新サービス「フォトフライヤー」日本市場展開プ

ロジェクト
藤原　一正

関東 東京都 R2131S00890 株式会社アビリティアソシエーション 9011101063281 緊急事態宣言特別枠 勤務シフトサポートをする中小企業向け生産性向上システム 東京商工会議所

関東 東京都 R2131S00891 株式会社Ｅｘｃｅｌｉｏｎ 5012401035544 緊急事態宣言特別枠 ミートテーラー東京業態転換プロジェクト 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131S00893 株式会社丸喜 5010501013379 緊急事態宣言特別枠
業務のデジタル化で情報共有環境を整備しニーズに応じた製品生産の仕組

構築
合同会社エドエックス・ラボ

関東 東京都 R2131S00899 株式会社陽銘 4011601015002 緊急事態宣言特別枠
コロナ禍での中食需要に対するテナント店での中華惣菜・弁当の製造・販

売
巣鴨信用金庫

関東 東京都 R2131S00904 株式会社オマツリジャパン 4011601020480 緊急事態宣言特別枠 物産・観光体験販売を通じた祭り応援ＷＥＢプラットフォーム事業 株式会社企業参謀

関東 東京都 R2131S00906 日本システムクリエイト株式会社 5010801009003 緊急事態宣言特別枠 治療院向けハガキＤＭ制作・発送代行Ｗｅｂサービスの提供 澁谷　宗紀

関東 東京都 R2131S00909 ｅａｔｊｏｙ 緊急事態宣言特別枠 移動販売飲食事業からレトルト食品のオンライン販売事業への転換 多摩信用金庫

関東 東京都 R2131S00912 株式会社Ｆｏｒ　Ａ－ｃａｒｅｅｒ 4011001121623 緊急事態宣言特別枠 介護業界を劇的に変化させる採用コンサル事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 R2131S00914 株式会社スタジオハル 1011301008606 緊急事態宣言特別枠 特許技術を活用した拡声機能付きパーティションの開発・製造・販売 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 R2131S00918 株式会社ＲＩＣＣＩ　ＥＶＥＲＹＤＡＹ 3080001020474 緊急事態宣言特別枠
誰もが体験することができる、作り手と消費者を透明な関係で結ぶバー

チャルストア構築
税理士法人ブラザシップ

関東 東京都 R2131S00923 株式会社Ａｎ　ｐｒｏｊｅｃｔ 5011101072096 緊急事態宣言特別枠 美容師アシスタントに対するスクーリング事業 税理士法人西川会計

関東 東京都 R2131S00928 株式会社ｐｏｆｍ 9012401033602 緊急事態宣言特別枠 飲食産業から放課後等デイサービスへの新市場進出 西武信用金庫

関東 東京都 R2131S00929 飯田電子設計株式会社 1011601000519 緊急事態宣言特別枠 防水防塵で温度管理型の農業用ＩＴ機器専用収納ボックス製造 税理士法人松澤会計事務所

関東 東京都 R2131S00930 ＵＭｓ合同会社 8040003010539 緊急事態宣言特別枠 Ｉｏｔ技術を活用した低管理コストによる食品自動販売機の運営 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 東京都 R2131S00935 株式会社クロスインターナショナル 5011101049870 緊急事態宣言特別枠
オンライン形式による英語学習プログラムと英語能力テストサービスの開

発
株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 R2131S00936 株式会社プラチナスタイル 2010401073773 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢプラットフォーム×ＳＮＳ世代に向けた「スタジオ前撮り撮影」 くすのき税理士法人

関東 東京都 R2131S00939 フォーテック株式会社 7012801009468 緊急事態宣言特別枠 車両部品少量製作サービスを一般消費者に提供するビジネスモデル構築 東京都商工会連合会
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関東 東京都 R2131S00943 株式会社アートボード 4012701012938 緊急事態宣言特別枠 撮影・編集を基軸とした新しいサービスの提供 税理士法人イデアコンサルティング

関東 東京都 R2131S00946 株式会社スタートアップアカウンティング 9010401115115 緊急事態宣言特別枠 会計事務所向けクラウドサービスシステムの構築 森口智志

関東 東京都 R2131S00951 株式会社ビーアンドテーマリンプロダクツカンパニー 3010001054999 緊急事態宣言特別枠 豊洲仲卸直営すし店「つきじ鈴富」によるイーコマース参入事業 高岸　諭生

関東 東京都 R2131S00952 ＫＥＩ株式会社 3010401111185 緊急事態宣言特別枠 『新規市場開拓／オーダースラックスＷＥＢ販売開始』 東京商工会議所

関東 東京都 R2131S00954 メイド・イン・ジャパン・プロジェクト株式会社 9010401083584 緊急事態宣言特別枠 ティー・Ｏ・ブレイク・プロジェクト（お茶と器の運命的な出会い） 近藤　宙時

関東 東京都 R2131S00955 トリミングラボラトリー 緊急事態宣言特別枠 ＵＬＦ写真館 むさし府中商工会議所

関東 東京都 R2131S00958 有限会社木村コーヒー店 7013302002342 緊急事態宣言特別枠 顧客の好みに合わせたＰＢコーヒー豆製造販売による業種転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 R2131S00965 株式会社松楽産業 8011201002578 緊急事態宣言特別枠 種子のカウンターからパーツカウンターへの新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 R2131S00969 株式会社１０ＤＯ 9013301031076 緊急事態宣言特別枠 カフェマルシェ及び農産物生産者の六次化サポート事業 栗城慎一

関東 東京都 R2131S00980 株式会社アークフィリア 3010401093424 緊急事態宣言特別枠 キルト雑誌の創刊と全国の愛好家向けＥＣ販売 塩津　友輝

関東 東京都 R2131S00984 ハッチ 緊急事態宣言特別枠 愛犬同伴の日帰りファミリーＢＢＱ　事業 千葉県商工会連合会

関東 東京都 R2131S00985 ジェイ・マックス株式会社 3011001068782 緊急事態宣言特別枠 医療従事者向けオンライン英語学習情報サービス事業 樫谷　隆夫

関東 東京都 R2131S00986 株式会社ユーボ 9010001191110 緊急事態宣言特別枠 試供品や景品等の受け渡しを対面無人化自動システムにする事業 第一勧業信用組合

関東 東京都 R2131S00987 株式会社ＳＤＲ 7011001011788 緊急事態宣言特別枠 クリエーターズマッチングプロジェクト事業計画 川渕　純治

関東 東京都 R2131S00991 株式会社リエイジ 8010001193529 緊急事態宣言特別枠 一般消費者向けの商品開発と販売を行っていく、ホームケア事業 税理士法人原会計事務所

関東 東京都 R2131S00993 青山学院ヒューマン・イノベーション・コンサルティング株式会社 5011001058971 緊急事態宣言特別枠 マルチメディアに対応できるハイブリッド型学習プラットフォームの開発 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 東京都 R2131S00994 株式会社ジースポート 9010501021782 緊急事態宣言特別枠
テレワーク・自宅学習のオンライン姿勢環境評価と作業・学習空間提案事

業
株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 R2131S01000 株式会社ｂサーチ 5040001080017 緊急事態宣言特別枠 完全非対面型の法人向けＷＥＢブランディング事業への転換 小川　隆義

関東 東京都 R2131S01003 リトルフォレスト 緊急事態宣言特別枠 宅配おかゆ養生食　和養食膳 東京シティ信用金庫

関東 東京都 R2131S01007 株式会社エサンシエル 2010801020879 緊急事態宣言特別枠 いつ・どこでも学べるマナー講座の動画コンテンツ配信 井上大輔

関東 神奈川県 R2141S00003 田中空手クラブ 緊急事態宣言特別枠 空手教室・ヨガスタジオ経営から障害児童の為の療育福祉事業へ 城南信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00007 上原産業株式会社 7020001012556 緊急事態宣言特別枠 ３Ｄスキャナーを活用した物作りに於けるリバースエンジニアリング事業 加藤　丈博

関東 神奈川県 R2141S00011 株式会社ＣＫ　Ｆｏｏｄ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 7021001009303 緊急事態宣言特別枠 鎌倉の地産地消食材を使ったキッチンカー出店 湘南信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00012 アゼウス株式会社 6020001062016 緊急事態宣言特別枠
インターネットなどのデジタル技術活用により、販路拡大と業務効率化の

実現
かながわ信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00016 小林豊春 緊急事態宣言特別枠
打上げ花火をやりたいユーザーと花火師が繋がるマッチングサイトの運営

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 R2141S00019 Ｔ－ＲＥＫ 緊急事態宣言特別枠 草体生産事業への新規参入 横浜商工会議所
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関東 神奈川県 R2141S00020 きたがわ　あんど　かんぱにー 緊急事態宣言特別枠 マイクロドローンによるバーチャル空撮映像制作及び点検空撮事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00022 Ｇｏｓｐｅ　Ｔｒａｄｉｎｇ 緊急事態宣言特別枠 国内需要を発掘したネットショップへの転換 横浜商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00023 株式会社ホテル精養軒 8020001070165 緊急事態宣言特別枠 大胆なＤＸ構築による「老舗ホテルまるごとオンライン化」事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00025 株式会社アイデアル 2020001058372 緊急事態宣言特別枠
ピンチをチャンスに変える自社独自の研修教材を活用した非対面型ＷＥＢ

研修ビジネス
辻井　賢博

関東 神奈川県 R2141S00027 フリーズ・フレーム・ジャパン株式会社 1010001124052 緊急事態宣言特別枠
アフターコロナのテーマパークにおけるＶＲシミュレータを活用したマス

クをしながら楽しめる仮想現実体験の提供
かながわ信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00028 有限会社東弘商事 6021002043962 緊急事態宣言特別枠 妊娠中における“つわり”サポートアプリ「ｔｅｔｏｔｅ」 城南信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00030 株式会社ＴＣ 9020001047856 緊急事態宣言特別枠
ＳＤＧｓに取り組みたい企業とＳＤＧｓに関連した商品サービスを持つ企

業をマッチングするＷｅｂサイト構築
横浜商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00033 株式会社将星 3021001048940 緊急事態宣言特別枠 商標戦略支援及び営業支援のクラウドサービスの提供 蛭田　昭史

関東 神奈川県 R2141S00035 株式会社あたた 4020001048363 緊急事態宣言特別枠 三浦野菜を使った手作りペットフードの製造とＥＣサイト経由での販売 湘南信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00036 白石商店合同会社 5021003006548 緊急事態宣言特別枠
弁当の卸売り向け販売から高齢者向けを中心とした個人向け販売への業態

転換
福田　幸俊

関東 神奈川県 R2141S00037 合同会社わざあり 6021003005920 緊急事態宣言特別枠 新品種唐辛子「香辛子」を使ったハーブティーの製造販売 公益財団法人川崎市産業振興財団

関東 神奈川県 R2141S00038 株式会社ＫＭＣ 4020001084375 緊急事態宣言特別枠 生産設備・機器向け無線型送受信・給電センサの開発と事業化 川崎商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00039 カフェくもい 緊急事態宣言特別枠 待ち望まれていたベーカリーの新規開業と知的財産による差別化 公益財団法人川崎市産業振興財団

関東 神奈川県 R2141S00048 ＇Ｏｌｕ＇Ｏｌｕ 緊急事態宣言特別枠 新分野「メンズ専用脱毛サロン」立ち上げ事業 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 R2141S00049 株式会社千里 8020001000246 緊急事態宣言特別枠 地物の旬を健康志向で提供する非接触テイクアウト店での新分野進出 齊藤　肇

関東 神奈川県 R2141S00050 ＳＴａｒｔ　ｃｒｅａｔｉｏｎ株式会社 2020001129314 緊急事態宣言特別枠 コロナの影響で疲弊した事業者の魅力を広げる「動画作成編集」事業 新酒　芳斗

関東 神奈川県 R2141S00051 癒し工房ゆらぎ 緊急事態宣言特別枠
健康寿命を意識した水素、酸素、チタンカプセルを使用したサブスクサー

ビス
横浜商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00053 株式会社ＧＯＲＯＣＵＢＡ 1021001046723 緊急事態宣言特別枠 マヤカカオを使ったクラフトチョコレートの開発、製造、販売 香川県商工会連合会

関東 神奈川県 R2141S00057 株式会社ネットプロ 4020001032482 緊急事態宣言特別枠 【受託開発】から【サブスクリプション】モデルへの事業再構築 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 R2141S00062 株式会社ラトリエ１９５９ 1020001100119 緊急事態宣言特別枠
プロ品質で料理熱中族の創作支援。食卓ＥＣセレクトショップの環境整備

事業
公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 R2141S00063 株式会社ＫＲＡ 3020001118191 緊急事態宣言特別枠 若年層向けの脱毛に特化した「セルフエステ」の新事業展開 株式会社コンサラート

関東 神奈川県 R2141S00064 ハッピーバーバーマツノ 緊急事態宣言特別枠 髭を扱うプロの理容師による髭脱毛事業とネット広告販売促進事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00069 株式会社アンジュ 8021001061583 緊急事態宣言特別枠 イベント主催・企画に伴うキャラクターロードトレイン導入 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 R2141S00071 株式会社Ｂｉｃ　ｃｏｍｐａｎｙ 1020001100944 緊急事態宣言特別枠 アパレルブランド発足事業計画 横浜信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00072 有限会社おむろ・アカデミー 2021002051382 緊急事態宣言特別枠 ＡＩマーケ機能付無人スマート予約システム「ドアれぼ」の試作開発 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00073 株式会社体験入社 7021001068745 緊急事態宣言特別枠
「リアル体験入社」を「オンライン体験入社」で再現できる採用動画プ

ラットフォーム構築
公益財団法人神奈川産業振興センター
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関東 神奈川県 R2141S00074 株式会社マイルストーンジャパン 3020001097452 緊急事態宣言特別枠 「現場を止めない」建設重機の油圧ホース出張修理サービスの展開 須永　達也

関東 神奈川県 R2141S00075 黄土よもぎ蒸しサロンミナルナ 緊急事態宣言特別枠 ドライヘッドスパ施術者と顧客マッチングのプラットフォーム化 横浜商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00076 株式会社Ｈａｐｐｉｎｅｓｓ 8021001052608 緊急事態宣言特別枠
児童福祉法に基づく障害児通所支援サービスと体操教室を融合した児童福

祉事業
平塚信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00078 有限会社片倉商店 6021002037683 緊急事態宣言特別枠 酒屋の強みを活かしたこだわりの漬物製造・販売事業 中栄信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00079 合同会社ＳＡＫＵＲＡ 3080103001538 緊急事態宣言特別枠 着付専用サロンから、完全個室型セルフ脱毛サロンへの転換 横浜商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00081 株式会社ＧＦＳ 6021001057699 緊急事態宣言特別枠 既存事業とのシナジー効果を生む、生活支援ワンストップサービス 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00082 州凰堂治療院 緊急事態宣言特別枠
針灸マッサージ店による「ＮＥＷＳＣＡＮ」を使った新しいビジネスモデ

ルの構築
山梨信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00084 子母口みどり薬局　 緊急事態宣言特別枠 サプリメントの新規製造を促進する、情報公開型プラットフォーム構築 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 R2141S00085 株式会社リバーヘッド 8010901022282 緊急事態宣言特別枠 デジタル署名を用いた現代陶芸作家作品のＥコマースサイトの構築 川崎信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00086 株式会社Ｄｒａｐｏｃｋｅｔ 8010901031812 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナを見据えたジュース・スムージー事業のビジネスモデル変革 横浜信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00089 株式会社サーフ・エンジニアリング 3021002036688 緊急事態宣言特別枠 ３Ｄ測定機活用による品質保証もつけた一気通貫加工サービスの提供 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00090 株式会社静科 4021001039716 緊急事態宣言特別枠
ＤＩＹ向け防音材を販売するＥＣサイトの構築とＷＥＢマーケティング体

制の構築
柏崎　裕介

関東 神奈川県 R2141S00093 株式会社エール 8021001038573 緊急事態宣言特別枠 癒やしを求める人達が釣りをしないでも楽しめる管理釣り場事業 平塚信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00095 あさだ歯科医院 緊急事態宣言特別枠 歯科医院におけるエステ部門立ち上げ さがみ信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00096 箱根ベーカリー株式会社 6021001067640 緊急事態宣言特別枠 商品開発力と冷凍技術を生かした新規チャネルへの進出 長田　和弘

関東 神奈川県 R2141S00097 ゴールドステーキハウス 緊急事態宣言特別枠 ステーキ店から加工肉小売店への業種転換 長谷川　聖一

関東 神奈川県 R2141S00099 株式会社Ｊヒルズ 6020001056109 緊急事態宣言特別枠 エステサロンカーの導入により来店型から訪問型へ大胆な業務転換 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 R2141S00100 有限会社エンスロール 5021002061841 緊急事態宣言特別枠
健康志向とＣＯＶＩＤ－１９に対応した一人キノコ鍋の提供による収益力

向上計画
あがたグローバルコンサルティング株式会社

関東 神奈川県 R2141S00102 有限会社パルファン 8020002044572 緊急事態宣言特別枠
テストキッチンとプロ仕様レンタルキッチンの“ダブル活用”、委託販売ス

ペースの提供
ベイ・タックス税理士法人

関東 神奈川県 R2141S00103 株式会社Ｐｒｉｍｅ　ｎｕｍｂｅｒｓ 7020001131091 緊急事態宣言特別枠 廃車二階建バス改造多目的スペースのレンタル事業 税理士法人ＯＫＪ

関東 神奈川県 R2141S00105 合同会社ＨＡＺＡＭＡ 7020003016126 緊急事態宣言特別枠 フランチャイズで新市場・新規出店に挑む事業転換計画 市川　信之

関東 神奈川県 R2141S00106 株式会社リアルページ 1020001091416 緊急事態宣言特別枠
コロナ禍の運動不足による不健康を解消！完全個室ダイエット特化型パー

ソナルトレーニングジム
山本　務

関東 神奈川県 R2141S00111 株式会社田中製作所 4021001029337 緊急事態宣言特別枠 社会インフラ向け脱臭装置製造事業 城南信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00112 有限会社ファイブ・アイランド 5020002104833 緊急事態宣言特別枠
宿泊業・店舗向けＷＥＢシステムを活用した盆栽リースサブスクリプショ

ン事業
公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 R2141S00114 株式会社Ｂｕｔｃｈｅｒ 7020001093877 緊急事態宣言特別枠
飲食店舗を２店閉店して、高級食パン専門の製造・テイクアウト専業店の

出店
株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 R2141S00115 Ｐ＆Ｈ株式会社 9011601014874 緊急事態宣言特別枠
音楽好きが集まるコミュニティとなるヴァーチャル・オンライン音楽ス

クール事業
アアル株式会社
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関東 神奈川県 R2141S00117 有限会社シティー・ライフ 3021002041151 緊急事態宣言特別枠
クリーニング業の資産を活かした地域顧客へのリユース・遺品整理業の展

開
横浜信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00118 有限会社キャセロール 2430002029496 緊急事態宣言特別枠 民生委員の強みを活かした高齢者向けコミュニティカフェへの業種転換 寺田　政弘

関東 神奈川県 R2141S00121 株式会社ＳｋｙＩｓＬｉｍｉｔ 5021001054061 緊急事態宣言特別枠 店舗移転を伴う衣類レンタル事業への参入 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00123 中央測量コンサルタント株式会社 4021001023521 緊急事態宣言特別枠 個別指導塾スクールＩＥフランチャイズ加盟計画 福井　紀之

関東 神奈川県 R2141S00124 株式会社伍乱 5021001047924 緊急事態宣言特別枠 ＬＥＤ水耕栽培で店内野菜生産【アフターコロナの次世代型飲食店】 厚木商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00126 合同会社ｆｏｒｍｏｓａ 1020003016429 緊急事態宣言特別枠 台湾のソウルフード「麺線」を食品製造専用キッチンから食卓へ急送！ 河村　晴雄

関東 神奈川県 R2141S00127 有限会社トージツ 7020002034946 緊急事態宣言特別枠
美味しい焼肉を提供することでみんなを元気にし、換気の優れた店舗への

転換
川崎信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00128 株式会社ＳＨＯＵＴＥＣＨ 2021001062042 緊急事態宣言特別枠 新規事業の展開による利益率アップと業界での優位性向上を目指す 澤口　洋輔

関東 神奈川県 R2141S00129 株式会社ＦｏｒＭ 5020001139772 緊急事態宣言特別枠 プレミアムバーガーのテイクアウト・デリバリー販売の実施 株式会社コンサラート

関東 神奈川県 R2141S00130 弥仙 緊急事態宣言特別枠 ブームを活かしてピンチを脱出　日本刀職人達の起死回生の一手 川崎信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00134 株式会社アコモ 3020001115899 緊急事態宣言特別枠 【テレワーク】をメインターゲットとした多目的レンタルスペース事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00138 株式会社大裕工務店 2021001066423 緊急事態宣言特別枠 宮大工を増やし伝統技術を伝承するための動画作成及び養成塾講座 内山　崇行

関東 神奈川県 R2141S00141 株式会社ビジュアルプラネッツ 9030001117146 緊急事態宣言特別枠
独自デザイン、ものつくりノウハウを活用した、自社完結型ＤｔｏＣ支援

事業
ローズマインド株式会社

関東 神奈川県 R2141S00144 株式会社クリエイトストラクチャー 7020001100435 緊急事態宣言特別枠 戦略人事機能を備えたデジタル基幹システムの開発 川崎信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00146 株式会社りくつな 9020001113484 緊急事態宣言特別枠 プロレス業界向けＷＥＢチケッティングサービス 川崎信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00147 Ａｓｔｒａ　ｗｏｒｋｏｕｔ 緊急事態宣言特別枠 パーソナルトレーナーへ向けた起業促進オンラインスクール 株式会社ビズグランツ

関東 神奈川県 R2141S00148 株式会社海老名鞄 6021001030805 緊急事態宣言特別枠 アフリカ市場向け　調味料・農産物の輸出ビジネスへの業種転換 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 R2141S00152 縁結び懐石　瑞亭 緊急事態宣言特別枠 テクノロジーはでデザイン化した『健康食デリバリー＆カフェ』 横浜商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00154 有限会社ＫＰＰ 4020002105015 緊急事態宣言特別枠 コ！ピーピーデリ～タイ料理だけじゃないデリ Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 神奈川県 R2141S00155 株式会社ＣＳＳ・マーケティング 4021001031680 緊急事態宣言特別枠 障害者の自立を支援！グループホーム運営事業に転換 井下　佳郎

関東 神奈川県 R2141S00157 株式会社産和工業 5021001012424 緊急事態宣言特別枠 デジタル印刷機導入による商業系印刷分野への新規参入 ＳＱコンサルティング株式会社

関東 神奈川県 R2141S00158 株式会社東洋ランドリー 4021001040806 緊急事態宣言特別枠 非対面型店舗ビジネスモデルの確立とオンラインサービスへの進出 東京中央経営株式会社

関東 神奈川県 R2141S00160 株式会社浜田屋 1021001007304 緊急事態宣言特別枠
職人が手作りした弁当惣菜を冷凍・チルド加工し、ＥＣ販売をする事業計

画
木戸真智子

関東 神奈川県 R2141S00161 ビア・ドリンキング・インターナショナル株式会社 4020001046887 緊急事態宣言特別枠
新設備導入による省力化とグラウラー（通い瓶）によるビールの量り売り

の実施
横浜信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00163 株式会社青山プラスチック塗装 5020001065754 緊急事態宣言特別枠 無線部品対応設備導入による塗装業から電子部品製造業への進出 公益財団法人川崎市産業振興財団

関東 神奈川県 R2141S00166 株式会社ＮＧＫ 3010401062965 緊急事態宣言特別枠 対面コンサルティングと研修からＨＲテック事業への事業転換 神奈川県商工会連合会
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関東 神奈川県 R2141S00167 株式会社３７３ 8021001069131 緊急事態宣言特別枠 小田原市福祉貢献に寄与する利用送迎サービス事業 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00168 株式会社ブライズ 8010001101904 緊急事態宣言特別枠 医療介護福祉分野へのサブスク型（月額定額制）人材紹介事業計画 大東京信用組合

関東 神奈川県 R2141S00169 有限会社ポンド・パディー 1020002055997 緊急事態宣言特別枠 ストレスを癒し心身を健康に導く西洋の自然療法フラワーレメディー事業 税理士法人青木会計

関東 神奈川県 R2141S00171 株式会社円座フーズサービス 4020001042580 緊急事態宣言特別枠 から揚げのテイクアウト専門店の新規展開による事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 神奈川県 R2141S00172 箱根強羅グアムドッグ 緊急事態宣言特別枠
平日長期滞在仕様特別室でペットと安心、多様な働き方リモートワーク支

援事業
小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00176 株式会社アイオーフィット 9021001061129 緊急事態宣言特別枠 ＩｏＴを活用したフィットネスサービス向けのシステム開発事業 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00180 株式会社アルテリーベ 3020001025264 緊急事態宣言特別枠
プライベートジェット専用のケータリング事業、及び専用ＥＣサイトの立

ち上げ
小松　裕伸

関東 神奈川県 R2141S00181 株式会社ヨコショク 7021001043228 緊急事態宣言特別枠
新分野として食パン製造販売に参入。フランチャイズにより多店舗展開を

図る。
藤尾　芳彰

関東 神奈川県 R2141S00184 株式会社ノリ・コーポレーション 9021001005317 緊急事態宣言特別枠 おうちをレストランに変えるイタリア料理のミールキット販売 馬淵輝之

関東 神奈川県 R2141S00185 有限会社クレッセント 4021002005799 緊急事態宣言特別枠 ケータリングサービスと自家焙煎豆販売への新規取組 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00187 株式会社がくう 8021001047120 緊急事態宣言特別枠 横浜唯一の地元醸造無添加醤油とマッチした唐揚げ特化事業 ベイヒルズ税理士法人

関東 神奈川県 R2141S00192 ニューヨークニューヨーク 緊急事態宣言特別枠
コロナ禍により激減した売上をⅤ字回復させる為新たな顧客獲得を目指す

積極的事業計画
平野　俊輔

関東 神奈川県 R2141S00197 有限会社ハックルベリー 7021002029705 緊急事態宣言特別枠 インドネシア伝統料理テンペによる食品製造分野への展開計画 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 R2141S00198 有限会社きなり 7020002031092 緊急事態宣言特別枠 専門家への非対面による健康教育サービスの提供 平塚信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00199 合同会社ｓｏｌｅｉｌ 1020003006801 緊急事態宣言特別枠 調剤薬局コンサルティング事業から放課後等デイサービスへの業種転換 畑下　典昭

関東 神奈川県 R2141S00200 株式会社チック 1020001086721 緊急事態宣言特別枠 ふっくらお好み焼きの宅配とスイーツメニューの開発・提供 横浜信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00202 清和電資工業有限会社 1021002058445 緊急事態宣言特別枠 ワイヤーハーネスの対面販売からＥＣ販売への転換による新分野進出 平塚信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00205 株式会社サンワ 5021001057477 緊急事態宣言特別枠
日本語教育の新市場開発ーー国内の多様なニーズへの対応と北東アジア市

場への参入
相模原商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00207 ブルーリーフ合同会社 8020003019243 緊急事態宣言特別枠 チャ”伊”ナバルＶ字回復事業計画 川崎信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00208 Ｋ＆Ｆ合同会社 3020003016625 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチン導入による焼肉屋とイアリア料理屋の新規展開 米倉　徹

関東 神奈川県 R2141S00209 株式会社レイメイコンサルティング 6021001021390 緊急事態宣言特別枠
古民家を活用した、郊外におけるアウトドア風ジビエ専門レストラン事業

の展開
小川　隆義

関東 神奈川県 R2141S00210 西尾大介 緊急事態宣言特別枠
配信音源に特化したマスタリングオンラインサービス（Ｙｏｕｔｕｂｅ，

Ｓｐｏｔｉｆｙ等）
川崎信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00212 熊本馬料理　うまかつ 緊急事態宣言特別枠 地域初！本格熊本馬料理専門のテイクアウト店による事業再構築の取組 森　健輔

関東 神奈川県 R2141S00214 合同会社ＦＬＡＴ 2021003004463 緊急事態宣言特別枠 リラクゼーション　リフレクソロジー及びクリエーション 坂本　博史

関東 神奈川県 R2141S00216 点心ファクトリーケイ 緊急事態宣言特別枠 趣味の菓子・パン作りを本業化するシェアキッチン 棈木　順一

関東 神奈川県 R2141S00218 株式会社ＮＥＯＦＬＡＧ 2010901030951 緊急事態宣言特別枠
日本初「フレッシュフードを使ったオンラインパーティー企画」による中

小企業の意識改革促進
株式会社ヒューマンネット・コンサルティング
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関東 神奈川県 R2141S00221 真鶴　ペンションアルハンブラ 緊急事態宣言特別枠
真鶴産の新鮮魚料理とテイクアウト提供、オリジナル特産品販売の飲食店

事業への進出
神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 R2141S00222 株式会社ＳＳＳ 8021001052954 緊急事態宣言特別枠 飲食店からＳＮＳマーケティング事業への転換計画 株式会社ビズグランツ

関東 神奈川県 R2141S00223 株式会社きんぎょカンパニー 2020001118580 緊急事態宣言特別枠 焼肉店オープンによる、新市場への挑戦 城南信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00224 株式会社グッドエイジングカンパニー 9021001056178 緊急事態宣言特別枠 無カビ熟成肉の端材肉を活用したペットフードの開発・販売 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 R2141S00225 株式会社ＮＥＯ　ＪＵＤＯ 3020001108440 緊急事態宣言特別枠 道場再建のための「和柄スーツ販売・ボディメンテ」コラボ事業 坂田　喜代子

関東 神奈川県 R2141S00227 株式会社バリューテーブル 9020001132443 緊急事態宣言特別枠
販売チャネルを多数持ち、リスク分散をした新しい飲食店の形を具現化す

るための新規飲食事業
特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 神奈川県 R2141S00231 株式会社クォリティアンドクリエイト 6021001018230 緊急事態宣言特別枠 セルフレジ・セルフオーダーシステムを使用した３毛作飲食店 多摩信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00235 スリーアローズ経営サポート株式会社 8020001097118 緊急事態宣言特別枠 ビジネス創造拠点となるシェアオフィス及びビジネスサポートサービス 吉川　徳男

関東 神奈川県 R2141S00237 株式会社暁の蔵 3020001120701 緊急事態宣言特別枠 「焼肉すだく」へのＦＣ加盟による焼肉事業への進出 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00239 株式会社ドミトリーム・エンターテインメント 6020001093234 緊急事態宣言特別枠 店舗改装による配信スタジオ事業への再構築 鵜澤　周矢

関東 神奈川県 R2141S00240 有限会社大道武牛乳店 1020002052747 緊急事態宣言特別枠 移動販売車による地域買い物支援及び新規顧客開拓 山口　良明

関東 神奈川県 R2141S00243 株式会社キャドネット 4021002036084 緊急事態宣言特別枠
バーチャル住宅展示場とデジタルサイネージのコンテンツを３ＤＶＲで開

発
特定非営利活動法人ＮＰＯ厚木診断士の会

関東 神奈川県 R2141S00244 ＶｉｌｌａｇｅＩｎａ　 緊急事態宣言特別枠
地域資源を活用したワーケーション＆出張休暇に特化した古民家一棟貸Ｉ

ＲＯＲＩ（囲炉裏）
アルプス中央信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00245 株式会社ＨＩＧＡＳＨＩ－ＧＵＭＩ 9021001046996 緊急事態宣言特別枠 空間プロデュース業から肉筆デジタル現代絵画販売業への業種転換 株式会社Ｉｄｅａｌ　Ｗｏｒｋｓ

関東 神奈川県 R2141S00246 石渡あきの 緊急事態宣言特別枠 ゴルフシミュレーター導入による室内ゴルフ練習場事業への参入 井出　秀一

関東 神奈川県 R2141S00247 株式会社由紀精密 2021001007518 緊急事態宣言特別枠 生産用機械装置組み立て工場の構築 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 R2141S00252 有限会社河合商事 3020002033010 緊急事態宣言特別枠 和食居酒屋の使われない宴会スペースを焼肉店に変更する 城南信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00253 株式会社ＳＨＯＮＡＮ　ＴＡＢＬＥ 3021001005710 緊急事態宣言特別枠 職人の目利きによる鮮度抜群の果物で作るフルーツサンド販売事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 神奈川県 R2141S00254 ポズダイニング 緊急事態宣言特別枠 「ＰＯＺ　ⅮＩＮＩＮＧのこだわり食材で作る」　オンライン料理教室 佐藤浩史

関東 神奈川県 R2141S00255 有限会社ダブルピーシー 5021002015095 緊急事態宣言特別枠 子ども向けボードライディングスクール 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00257 株式会社ｉ－ぽっぽ屋 3021001045649 緊急事態宣言特別枠 キッチンカー事業者の組織化とトータルサポート事業への転換 大和商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00258 株式会社命の授業 9021001054470 緊急事態宣言特別枠 心についての相談、道徳コンテンツの購入ができる「命の保健室」 井上大輔

関東 神奈川県 R2141S00264 イチバンライフ株式会社 1020001048589 緊急事態宣言特別枠 国内外向けＥＣサイトの構築と物流センターの建設 横浜商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00265 Ｗｅｅｋｌｙ 緊急事態宣言特別枠 接骨院事業追加による『治療と筋トレのワンストップサービス』 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00266 有限会社大畑鮮魚 8021002071367 緊急事態宣言特別枠 すぐ食べられるお魚シリーズによる事業再構築 三浦商工会議所

関東 神奈川県 R2141S00268 リノフト株式会社 7020001121605 緊急事態宣言特別枠 時間貸し会議室の統合運営ＩＴプラットフォーム事業への新分野展開 川崎信用金庫
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関東 神奈川県 R2141S00270 株式会社エウレカキッチンアンドラボ 4020001124981 緊急事態宣言特別枠
コロナ禍及び今後の災害に負けない飲食サービス！ひとりファストフード

焼肉店の展開
髙橋　俊雄

関東 神奈川県 R2141S00271 株式会社バイオクロマト 8021001001787 緊急事態宣言特別枠 「脂質に特化した」新たな受託分析サービス事業の構築 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 R2141S00278 ｂｉｉｄ株式会社 7021001046494 緊急事態宣言特別枠
マリーナでのキャンピングカー・クルーザー等を活用した宿泊・飲食施設

を運営する新分野展開
神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 R2141S00280 株式会社スタディパーク 8021001046873 緊急事態宣言特別枠
教育業界に特化した、ＤＸ促進による労働生産性の向上を目的とする　ビ

ジネスマッチング専門プラットフォームの開発・運営
湘南信用金庫

関東 新潟県 R2151S00003 株式会社ｅ－ｔａｂｌｅ 6110001033858 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーを連れて行くガストロノミーツーリズム事業 新潟信用金庫

関東 新潟県 R2151S00005 株式会社長岡計器 7110001022991 緊急事態宣言特別枠
防災車両向けカスタマイズセンサー開発と分析システム導入による防災市

場進出
株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151S00006 株式会社長吉 3110001010364 緊急事態宣言特別枠 農村から全国の料理店へ！　良質な野鴨肉の発送事業 株式会社大光銀行

関東 新潟県 R2151S00011 株式会社ホテル摩周 8110002015515 緊急事態宣言特別枠
非接触フロントサービス「在宅チェックイン・どこでも一括精算サービ

ス」
新潟県商工会連合会

関東 新潟県 R2151S00012 株式会社ナカヤ 1110001014466 緊急事態宣言特別枠 ユニバーサル型集塵カバーの開発およびその生産体制の構築 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151S00014 空飛ブウサギ 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーで飲食業の強みを生かしテイクアウト需要を取り込む 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 R2151S00015 株式会社機電 4110001022350 緊急事態宣言特別枠 無線制御盤製造設備による製造請負から自社製品製造販売への転換 長岡商工会議所

関東 新潟県 R2151S00016 有限会社グラン・ブーケ 8110002002109 緊急事態宣言特別枠 レトルト食品製造と自販機で２４ｈ無人販売、新プランで店舗売上↑ 新潟商工会議所

関東 新潟県 R2151S00017 株式会社ＥＮＣＯＵＮＴＥＲ 8110001029755 緊急事態宣言特別枠 焼肉店の新規展開による事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 新潟県 R2151S00018 株式会社バイオテックジャパン 8110001011507 緊急事態宣言特別枠 食事療法のための献立作成及び食事記録ＷＥＢサービスの開発 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151S00019 イタリア料理＆バール　たんと 緊急事態宣言特別枠 中食産業への挑戦（もう一つの経営戦略、地域への貢献） 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151S00020 大和電建株式会社 5110001019817 緊急事態宣言特別枠 上越発最新プレスブレーキによる厚物の建機板金製造への業態転換 上越信用金庫

関東 新潟県 R2151S00021 高橋ニット株式会社 6110001011673 緊急事態宣言特別枠
アンテナショップ開設による小売進出、及び当地ニット製品認知度向上機

会の創出
株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151S00023 有限会社あかつき印刷 3110002033703 緊急事態宣言特別枠 世界に誇る日本のサブカルチャー「オタク文化」を再構築 株式会社大光銀行

関東 新潟県 R2151S00024 有限会社ＮＨＳ・ＪＡＰＡＮ 2110002011008 緊急事態宣言特別枠 ペット用シャワーバスタブの開発によるペット用品市場への参入 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 R2151S00025 有限会社神田板金 4110002017829 緊急事態宣言特別枠 黒板と小屋でニューノーマル時代の生活を提案する再構築事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 新潟県 R2151S00026 株式会社関哲 7110001029112 緊急事態宣言特別枠
自社及び燕三条の飲食店メニューのレトルト化、缶詰加工により燕三条地

域の飲食店の賑わいを取り戻す
つばさ税理士法人

関東 新潟県 R2151S00031 匠の厨房あづみ家 緊急事態宣言特別枠 中食事業展開とテイクアウト販売所設置による販路開拓 三条商工会議所

関東 新潟県 R2151S00032 新和メッキ工業株式会社 8110001019145 緊急事態宣言特別枠 チタン陽極酸化新ブランド「ｉｒｏｉｒｏ２２」の立ち上げ 株式会社八十二銀行

関東 新潟県 R2151S00033 株式会社サイト 8110001006820 緊急事態宣言特別枠
オンライン型新商品（主要イベントのオンライン開催・動画投稿コンテン

ツ）の制作と販売用ＷＥＢサイト構築
新潟商工会議所

関東 新潟県 R2151S00034 ｔａｎｅ　ＣＲＥＡＴＩＶＥ株式会社 6110001028057 緊急事態宣言特別枠 Ｗｅｂ制作会社によるオンラインプログラミングスクール事業の展開 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151S00035 プチリュクス 緊急事態宣言特別枠 老若男女の美意識アップ。脱毛新分野展開でお肌も地域も活性化！ 捧　みちる
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関東 新潟県 R2151S00037 合同会社アレコレ 7110003002562 緊急事態宣言特別枠 古民家を活用した複合的な機能を持つ拠点カフェ事業 新潟商工会議所

関東 新潟県 R2151S00039 高の井酒造株式会社 1110001025414 緊急事態宣言特別枠 酒蔵資源を活用した事業再構築で実現する収益拡大と地域貢献 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151S00044 有限会社村将軍 4110002018463 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍で気づかされた時代を生き抜く事業再構築『焼肉店』 ピュア・ハート・コンサルティング株式会社

関東 新潟県 R2151S00045 有限会社Ｍ２ｈａｉｒｌｉｎｅ 9110002018665 緊急事態宣言特別枠 理美容師向けオンラインセミナー事業の開業 捧　みちる

関東 新潟県 R2151S00046 株式会社幸源 4110001026715 緊急事態宣言特別枠 魚沼市発「超減塩・冷凍漬物」の開発と、新たなニッチ市場の開拓 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151S00047 ＩＭＴエンジニアリング株式会社 1011101068734 緊急事態宣言特別枠 エビ陸上養殖における稚エビ孵化・生産の内製化 新井商工会議所

関東 新潟県 R2151S00049 永桶康子 緊急事態宣言特別枠 レンタルスペース活用による音楽を中心とした生涯学習機会の提供 つばさ税理士法人

関東 新潟県 R2151S00051 株式会社ＧＮＳ 3110002012236 緊急事態宣言特別枠 飲食店コンサルティング企業の運送事業参入計画 尾身　武

関東 新潟県 R2151S00055 株式会社ミューズ・コーポレーション 4110001006849 緊急事態宣言特別枠 オンライン句会システム構築によるオンライン出版サービス 株式会社第四銀行

関東 新潟県 R2151S00056 新潟古町而今 緊急事態宣言特別枠 旬の食を通じ、感動の機会を提供するコース仕立てのテイクアウト 新潟信用金庫

中部 富山県 R2161S00001 株式会社ヨネダ 7230001008806 緊急事態宣言特別枠 新たなサプライチェーンの確立と無駄のない魚介類の活用 株式会社北國銀行

中部 富山県 R2161S00002 なかやす酒販株式会社 5230001010615 緊急事態宣言特別枠 飲食店連携による新たな販売手法と宅飲み客をつなげる交流拠点事業 高岡信用金庫

中部 富山県 R2161S00004 Ｖｉｖａ富山駅前店 緊急事態宣言特別枠 富山県の地産地消食材を使った冷凍ピザ開発による事業再構築 富山商工会議所

中部 富山県 R2161S00007 株式会社ニュージャパン・トラベル 5230001002397 緊急事態宣言特別枠 着地型観光商品のネット販売等による複合的な新規事業展開 株式会社北陸銀行

中部 富山県 R2161S00008 エアーストリーム 緊急事態宣言特別枠 無添加の富山名物ブラックラーメンの商品開発と卸売、通販市場への参入 富山信用金庫

中部 富山県 R2161S00009 ＡＮＤ 緊急事態宣言特別枠
子供服事業を生かした非接触フォトスタジオと撮影小物販売への新分野展

開
株式会社北陸銀行

中部 富山県 R2161S00010 株式会社ＬＬＣｔｏｙ 1230001017936 緊急事態宣言特別枠 家族や友人等との小規模披露宴等をトータルプロデュース 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 R2161S00011 有限会社角久旅舘 1230002010849 緊急事態宣言特別枠 旅館から非接触型個室すき焼き店へ 高岡商工会議所

中部 富山県 R2161S00013 株式会社ビーライン 7230001005638 緊急事態宣言特別枠
飲食店から、小売、宅配・テイクアウト、食品製造の多業態型への事業再

構築実施
富山商工会議所

中部 富山県 R2161S00015 株式会社フォーシーズンズ 4230001011333 緊急事態宣言特別枠 食品の「健康志向ニーズ」に対する商品提供と生産体制の構築事業 株式会社富山銀行

中部 富山県 R2161S00016 有限会社大黒家 5230002009326 緊急事態宣言特別枠 強みを活用、住民の暮らし・お店の運営をサポートする便利屋事業 株式会社アクティブ・フォー

中部 富山県 R2161S00017 株式会社徹優 8230001014852 緊急事態宣言特別枠 持続可能な地域資源活用型製薪炭業への業種転換事業 富山県商工会連合会

中部 富山県 R2161S00018 福野タウンホテル株式会社 9230001008531 緊急事態宣言特別枠 ビジネス需要特化型からあらゆるシーンに対応できる施設への転換 株式会社アクティブ・フォー

中部 石川県 R2171S00002 株式会社石川プレート 9220001001009 緊急事態宣言特別枠 新型プロペラガードの実用化によるスマート漁業の実現と船舶市場進出 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171S00004 世戸国際産業支援株式会社 4220001021317 緊急事態宣言特別枠 産業ドローン市場への新規参入とドローン整備請負業への挑戦 石川県商工会連合会

中部 石川県 R2171S00005 株式会社石川県水 2220001000933 緊急事態宣言特別枠 日本海産水産品の「１．５次加工」加工事業への進出 株式会社北國銀行
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中部 石川県 R2171S00006 合同会社クリクリエイト 1220003002680 緊急事態宣言特別枠 万能スタジオ兼コワーキング＆マッチングスペース事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171S00008 合同会社ゼローム 4220003002546 緊急事態宣言特別枠 出張型ＳＡＭＵＲＡＩ　ＴＨＥ　ＲＩＤＥの実施 池水　龍一

中部 石川県 R2171S00010 株式会社ゼック 4220001000378 緊急事態宣言特別枠 地方の移動販売車と出店場所のマッチングポータルサイト運営事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 R2171S00012 株式会社ゴールドフーズ 7220001018442 緊急事態宣言特別枠 新しい生活様式に対応した多用途キッチンカーによる新分野展開事業 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 R2171S00014 白山お宿さかい 緊急事態宣言特別枠 ご当地スイーツの開発と屋外販売で観光客集客を図る旅館業の挑戦 石川県商工会連合会

中部 石川県 R2171S00017 株式会社ライブステージ 9220001010736 緊急事態宣言特別枠 イベント会社がプロデュースする地場特産品を利用した移動販売 西田　基博

中部 石川県 R2171S00018 輪島塗ぬり工房　楽 緊急事態宣言特別枠 能登の里山で輪島塗を満喫する「まるごと輪島塗・漆体験教室」事業 輪島商工会議所

中部 石川県 R2171S00020 ファブールののいちサロン 緊急事態宣言特別枠 メンズ美容サービス新設による男女兼用エステサロン展開事業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 R2171S00021 山﨑商事株式会社 8220001000011 緊急事態宣言特別枠
一里野スキー場におけるキャンプ場の開発・Ｂｅｙｏｎｄ　Ｉｃｈｉｒｉ

ｎｏ
税理士法人畠経営グループ

中部 石川県 R2171S00022 有限会社わくわく手づくりファーム川北 9220002008671 緊急事態宣言特別枠 宅飲み需要に向けた地域の果実を副原料としたフルーツ発泡酒の製造 大丸経営コンサルティング株式会社

中部 石川県 R2171S00023 ＬＥＰＩＡ 緊急事態宣言特別枠 脱毛専門エステサロン事業計画 山本　兼三

中部 石川県 R2171S00025 株式会社高野商店 1220001013267 緊急事態宣言特別枠 北陸老舗駅弁メーカーによる自宅への刺身もある冷凍惣菜販売事業 株式会社迅技術経営

中部 石川県 R2171S00026 株式会社クラモト・氷業 8220002002386 緊急事態宣言特別枠 老舗氷屋によるお酒・飲み方・グラス・氷のベストマッチサブスク事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171S00029 株式会社ティーズ・モービレ 5220002009269 緊急事態宣言特別枠 日本初「全天候型チタンフレームソファ」で世界市場に挑戦 税理士法人中山会計

中部 石川県 R2171S00030 Ｂｅｓｓｅｒａ株式会社 7220001010192 緊急事態宣言特別枠
お客様が大切にしたい想いを丁寧にくみ取りカタチにする小さなウエディ

ング
株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 石川県 R2171S00032 農家レストラン＆チーズケーキ専門店　ソリッソ 緊急事態宣言特別枠 能美市の観光資源を活用しコロナ禍ニーズに応える新商品開発事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 R2171S00035 イナホ舎／古民家まれびと 緊急事態宣言特別枠 ストレスフリーなスローライフを里山の古民家で満喫 加賀商工会議所

中部 石川県 R2171S00036 株式会社ぶどうの木 1220001005669 緊急事態宣言特別枠 イタリアンカフェの映像コンテンツ付き冷凍総菜商品通販への業態転換 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171S00037 株式会社ＭＯＲＩＴＡ　ＭＴＣ 8220001007106 緊急事態宣言特別枠 抗菌性のあるアウトドア用品の開発 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171S00039 株式会社スガモトテント 1220001013242 緊急事態宣言特別枠 屋外ＰＣＲ検査対応時に最適な緊急受付テント「救護キーパー」の開発 加賀商工会議所

中部 石川県 R2171S00041 株式会社アイネックス 3220001000635 緊急事態宣言特別枠 メンズコスメ事業新規参入 税理士法人マネジメント

中部 石川県 R2171S00042 ゲストハウス　カドヤス 緊急事態宣言特別枠 オンラインショップ立ち上げ 金沢商工会議所

中部 石川県 R2171S00043 株式会社冨士タクシー 1220001005768 緊急事態宣言特別枠 地域交通を支えるオートガススタンド事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171S00044 ここーね 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによる移動調理販売の展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 R2171S00047 株式会社舟楽 2220001003457 緊急事態宣言特別枠 店舗内飲食による事業分野の拡充 株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171S00048 有限会社橋爪商店 9220002017053 緊急事態宣言特別枠 結婚式を予定するカップルを対象としたセルフエステ事業 株式会社北陸銀行
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中部 石川県 R2171S00049 株式会社ストアインク 5220002013221 緊急事態宣言特別枠
おうち時間が増える昨今「旅する気持ち」を「ギフト」として贈るサービ

ス
のと共栄信用金庫

中部 石川県 R2171S00052 株式会社あかめ寿し 4220001010757 緊急事態宣言特別枠 飲食事業と連携したレンタルスペース事業 税理士法人地藤会計事務所

中部 石川県 R2171S00055 株式会社花組 4220001018668 緊急事態宣言特別枠
“コロナ禍における巣篭もり需要”と“家事負担軽減”を目的とした食の宅配

サービス
公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171S00057 株式会社森八 4220001007118 緊急事態宣言特別枠 餡を活用した自家需要チョコレート・パン・アイス等他分野進出計画 中部経営・辻・本郷税理士法人

中部 石川県 R2171S00059 有限会社一里野高原ホテル 4220002000006 緊急事態宣言特別枠
ＳＤＧｓ　ＶＩＬＬＧＥ　ＩＣＨＩＲＩＮＯ　ＳＴＡＲＴ　ＵＰ　ＰＲＯ

ＪＥＣＴ
石川県商工会連合会

近畿 福井県 R2181S00002 株式会社やなぎ町 4210001009247 緊急事態宣言特別枠 感染症対策と客単価増を両立する全室個室カニ・フグ料理店への事業転換 福井商工会議所

近畿 福井県 R2181S00006 まちＤｅｌｉかくれわ食堂 緊急事態宣言特別枠 食品製造業として展開するテイクアウト・デリバリーによる事業再構築 山原　治

近畿 福井県 R2181S00007 味くらべ 緊急事態宣言特別枠 元居酒屋だから出来る福井ブランド肉の楽しめる焼肉店展開事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 R2181S00008 ぶちでざいん株式会社 2210001008894 緊急事態宣言特別枠 お客様のニーズを顕在化する、在庫を持たない製造業へ新分野展開 福井商工会議所

近畿 福井県 R2181S00011 有限会社内田撚糸 1210002000430 緊急事態宣言特別枠 地域の強み等を活かした、米加工品製造業への事業転換 福井県商工会連合会

近畿 福井県 R2181S00013 加畑水産株式会社 3210001000751 緊急事態宣言特別枠 ３Ⅾフリーザー導入による新商品開発、生産性、品質向上及び販路拡大 福井商工会議所

近畿 福井県 R2181S00015 浜本建設株式会社 9210001002734 緊急事態宣言特別枠 建築ネットワークを活用した家電小売・コワーキングスペース運営事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181S00016 株式会社めん遊館 5210002011977 緊急事態宣言特別枠 キッチンカー導入による飲食事業展開 武生商工会議所

近畿 福井県 R2181S00017 株式会社ハッピートラベル 6210001007397 緊急事態宣言特別枠 コロナ渦需要に対応するパーソナルトレーニングジム開設による事業転換 福井県商工会連合会

近畿 福井県 R2181S00018 福井旅行株式会社 3210001003119 緊急事態宣言特別枠 旅行会社の教育事業への挑戦　旅育と雇用創出産業への発展 福井商工会議所

近畿 福井県 R2181S00020 ラジット 緊急事態宣言特別枠 既存店舗を活用した料理教室事業による既存事業と新事業の共生共栄 福井商工会議所

近畿 福井県 R2181S00022 ボヌールヴィエント株式会社 6120101029879 緊急事態宣言特別枠
ＣｔｏＣ市場を開拓する越前和紙アートフラワーキットとオンライン教室

事業
株式会社福井銀行

近畿 福井県 R2181S00023 有限会社ホームドライ 4210002003348 緊急事態宣言特別枠
完全無人個人ロッカー設備導入による非接触・会員制デジタルクローク

サービスの提供
福井県商工会連合会

近畿 福井県 R2181S00024 ユニックス株式会社 2210001004274 緊急事態宣言特別枠 熱可塑性ポリウレタンの販売及びレーザー加工機による加工 税理士法人日本綜研

近畿 福井県 R2181S00025 フーズサポート株式会社 5210001009139 緊急事態宣言特別枠
独創的な唐揚げ専門店を創業し、事業再構築と高齢者の雇用機会を創出す

る
株式会社北陸銀行

近畿 福井県 R2181S00029 株式会社カサ川 7210001010012 緊急事態宣言特別枠 繊維技術と地域文化を活かしたスカーフブランド立ち上げと店舗運営事業 勝山商工会議所

関東 山梨県 R2191S00002 株式会社常磐ホテル 8090001014875 緊急事態宣言特別枠 新分野展開（ステーキハウス）による事業再構築 甲府商工会議所

関東 山梨県 R2191S00003 株式会社アトラス測量 8090001009537 緊急事態宣言特別枠 ドローン空撮技術の活用による送電設備保守点検事業（新分野）への展開 瀬戸　正人

関東 山梨県 R2191S00004 秘境わくわくエンジン 緊急事態宣言特別枠 山人文化をテーマにした会員制体験型サービス構築事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 R2191S00008 株式会社ブライダルセンター寿屋 6090001001891 緊急事態宣言特別枠
国内・海外向け非対面型オンライン販売によるアニバーサリー・日本文化

体験ツアー企画運営
甲府商工会議所

関東 山梨県 R2191S00009 有限会社グローイング 7090002007276 緊急事態宣言特別枠 焼き肉専門店の新規開業 山梨信用金庫
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関東 山梨県 R2191S00010 株式会社ツリーヘッズ 7090001008795 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢでの提案と顧客の実体験による創注型ビジネスモデルへの転換 小口　一策

関東 山梨県 R2191S00011 冨山音楽教室 緊急事態宣言特別枠 「家族音楽ウエディング」展開による新しい結婚式スタイルの提供 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 R2191S00013 株式会社萬屋醸造店 4090001012148 緊急事態宣言特別枠 地元富士川町産の契約酒米を使用した新規顧客向け日本酒の商品開発 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 R2191S00015 鶏っこ 緊急事態宣言特別枠 おうち時間に向けた「松阪鶏焼肉」のレトルト商品製造販売事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 R2191S00018 ベジモア・ガーデン 緊急事態宣言特別枠 農園カフェの敷地内にクラフト（手作り）チーズ工房を新設 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 R2191S00020 株式会社ＢＵＬＬ　Ｖｅｎｔｕｒｅｓ 4090001015852 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍でも安心して楽しめるペットと遊べるキャンプ場事業 甲府信用金庫

関東 山梨県 R2191S00022 株式会社若菜味 6090001007402 緊急事態宣言特別枠 米飯加工業に進出する為のいなり寿司の製造設備の導入 小川昌志

関東 山梨県 R2191S00023 株式会社トーレイ 7090001003557 緊急事態宣言特別枠 オゾン発生器とナノバブルを用いた水質浄化事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 R2191S00024 株式会社ＯＦＦＩＣＥ　ＴＡＫＡＮＯＲＩＯ 6011001121811 緊急事態宣言特別枠
ｗｉｔｈコロナ時代を生き抜くため非対面での撮影様式の確立と静物、動

画部門への事業拡大計画
高岸　諭生

関東 山梨県 R2191S00025 株式会社中島鶏卵市場 1090001005138 緊急事態宣言特別枠 たまごやさんのスイーツ、オーダーメイドの玉子焼等の開発と販売 山梨県中小企業団体中央会

関東 山梨県 R2191S00028 株式会社巨摩ファーム 1090001011755 緊急事態宣言特別枠 企業向けバーベキューのケータリング事業で山梨を元気に 株式会社アクセス・イノベーション

関東 山梨県 R2191S00030 サンデイズフード 緊急事態宣言特別枠 中食市場向け新商品開発（通販）と生産体制の構築による業態転換 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 R2191S00032 ペンションあるびおん 緊急事態宣言特別枠 ワーケーションの需要に対応した客室の新設と顧客支援体制の整備 有限会社アイ・リンク・コンサルタント

関東 山梨県 R2191S00034 株式会社ウェル二十一 2090001003479 緊急事態宣言特別枠
ケガや病気を防ぐ未病に特化した「パーソナルトレーニングジム」による

事業再構築
前田晋吾

関東 長野県 R2201S00003 ＮＥＷ　ＣＯＮＣＥＰＴ　ＲＥＳＯＲＴ有限会社 7100002023107 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から『食事付リモートワークステーション』への変革 中田　麻奈美

関東 長野県 R2201S00006 株式会社初谷温泉 2100001007387 緊急事態宣言特別枠 日本の温泉文化を継承し、１客室１食室の癒しの小宿へ 佐久商工会議所

関東 長野県 R2201S00007 有限会社九九九匹の羊プランニング 1100002031164 緊急事態宣言特別枠 世の中に必要とされる、皆が笑顔になれるレストランの再出発事業計画 諏訪信用金庫

関東 長野県 R2201S00008 有限会社穂高養生園 2100002024019 緊急事態宣言特別枠 無農薬・自家製有機肥料で作った野菜の加工所・機械設備導入計画 長野県商工会連合会

関東 長野県 R2201S00009 Ｏ　Ｐａｒｔｓ　Ｂｏｘ 緊急事態宣言特別枠 未来につながる希望のモノづくり 諏訪信用金庫

関東 長野県 R2201S00010 有限会社竹田の里 8100002022322 緊急事態宣言特別枠 “畑から食卓まで”そば農家の製麺事業参入による一貫生産体制構築 中田　麻奈美

関東 長野県 R2201S00011 株式会社中部メンテナンス 8100001009312 緊急事態宣言特別枠 歴史と文学をテーマとした新しいスタイルのワーケーション事業 小諸商工会議所

関東 長野県 R2201S00012 有限会社古島屋 6100002034055 緊急事態宣言特別枠
Ｗｉｔｈコロナの葬儀は多様化へ。和紙製棺のＥＣを通じ”新しい家族葬

の容”を啓蒙する。
駒ヶ根商工会議所

関東 長野県 R2201S00013 アズール株式会社 3100001004854 緊急事態宣言特別枠 エステティシャン用オンライン講習と店舗運営支援による新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201S00014 ノル 緊急事態宣言特別枠 事前注文システムを活用した、アジア料理のお惣菜・お弁当専門店 伊那商工会議所

関東 長野県 R2201S00015 梅蔵 緊急事態宣言特別枠
ガーデンファーストフード事業を創出！ＩＴと冷凍技術でスマートサービ

ス
株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201S00016 株式会社フジサワクリエイティブ 7100001011954 緊急事態宣言特別枠 地域の特産品を利用した商品開発による新分野展開 美斉津　晃
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関東 長野県 R2201S00018 株式会社エルドラド 2100001016553 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から手作り燻製体験もできる燻製専門店への業種転換計画 あがたグローバルコンサルティング株式会社

関東 長野県 R2201S00021 株式会社ＥＲＵＫ 8100001032636 緊急事態宣言特別枠 アウトドア事業を活かした気象観測事業 伊那商工会議所

関東 長野県 R2201S00023 株式会社寿十八番 3180001076119 緊急事態宣言特別枠 朝ピザ付き！ペットと泊まれるグランピング事業の展開 伊藤　央

関東 長野県 R2201S00025 株式会社ネクスパイア 8100001012588 緊急事態宣言特別枠 デザイン性、強度に優れた小型鉄骨製倉庫の製造販売事業 有限会社エス・エム・エスコンサルティング

関東 長野県 R2201S00026 モイモイ 緊急事態宣言特別枠 開放的な土蔵を活かした城下町松本にまちなかカフェをオープン 税理士法人橋詰会計事務所

関東 長野県 R2201S00027 あめいろ 緊急事態宣言特別枠 本格鉄板料理の新メニュー開発と「ライブ型」提供による集客強化 米倉　徹

関東 長野県 R2201S00028 サンライズＤ・Ｌ 緊急事態宣言特別枠 歯科技工所の、歯科治療としても効果のあるエステサービスの展開 有限会社竹内総合研究所

関東 長野県 R2201S00029 ワンチエケール 緊急事態宣言特別枠 【外食】から【中食】へ　街（待ち）から出ていく攻めの集客 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201S00032 株式会社スパーゴ 4100001006593 緊急事態宣言特別枠
自然豊かな奥山田の魅力を伝えるための新規事業【キャンプ場（グランピ

ング施設）】参入
株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201S00034 酒井慎平 緊急事態宣言特別枠
廃墟になっている旧小田切園（長野市所有の旧障害者施設）を再利用した

長期熟成生ハム「ハモンセラーノ」製造事業
長野信用金庫

関東 長野県 R2201S00035 レイドバック 緊急事態宣言特別枠 五感で楽しい、食べて美味しい！フリフリチキンテイクアウト事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201S00036 ビジョンクリエイツ株式会社 3100001008921 緊急事態宣言特別枠 非対面対応型飲食、及びテイクアウト対応型店舗の展開 エー・アンド・パートナーズ税理士法人

関東 長野県 R2201S00041 有限会社ラジエル 4100002015610 緊急事態宣言特別枠 ＣＲＭ経営のためのセルフリノベ体験施設設置　事業計画 三井　和典

関東 長野県 R2201S00042 子安温泉株式会社 3100001005811 緊急事態宣言特別枠
オートキャンプ場及び釣り堀の新規開業による日帰り温泉施設の複合施設

化計画
株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201S00043 ｅｔｅｒｎａｌ　ｓｔｏｒｙ株式会社 2100001030827 緊急事態宣言特別枠 機能拡大と交流拠点化を進める新たな「道の駅」事業への業種転換 長野信用金庫

関東 長野県 R2201S00044 庭園そば処みさと 緊急事態宣言特別枠 そば屋の娘のりんごジャム計画－瓶詰製造許可取得からの展望－ 長野県商工会連合会

関東 長野県 R2201S00045 有限会社山崎屋旅館 9100002018757 緊急事態宣言特別枠 木づちマッサージ（トークセン）によるカラダとココロほぐし 長野信用金庫

関東 長野県 R2201S00046 株式会社ホテルロッソ 1100001031009 緊急事態宣言特別枠
Ｗｏｒｋ　Ｗｉｓｄｏｍ　ｋａｒｕｉｚａｗａ　コワーキングオフィス事

業計画
笠間　浩明

関東 長野県 R2201S00047 合同会社Ｕ．Ｉ．ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 6100003004172 緊急事態宣言特別枠 地産農産物を活用した「贈答用フルーツタルト」の開発と通販事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201S00048 オートモービルサービス　ツースタイル 緊急事態宣言特別枠 自分だけのオリジナル制作と、手ぶらでＤＩＹ環境の提供事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 R2201S00049 有限会社名取鶏卵 8100002028666 緊急事態宣言特別枠
“焼きたて”のお菓子を全国のお客様に届けたい！通販用商品の開発とデジ

タル化への挑戦
株式会社シャイン総研

関東 長野県 R2201S00050 株式会社ｊｕ－ｋａｎ 8100001029830 緊急事態宣言特別枠 地域に根ざす！コロナ疲れを癒やす送迎付きマッサージ店の開業 松本信用金庫

関東 長野県 R2201S00052 株式会社オフセット 3100001005489 緊急事態宣言特別枠
ウィズコロナ時代を見据えた「消毒液用マット」の独自サイト構築による

「地域限定受注製造」から「全国展開ネット販売」への転換
長野信用金庫

関東 長野県 R2201S00053 株式会社スナガ 7100001009429 緊急事態宣言特別枠
セミオーダー家具開発と店舗兼フォトスタジオ「ｌａｇｏｍ」の新規出店

計画書
株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201S00054 カイロプラクティックわん 緊急事態宣言特別枠 子どもから大人を対象に最新の脱毛器を導入し新規顧客を獲得する。 長野県商工会連合会

関東 長野県 R2201S00055 ゲストハウスしましま 緊急事態宣言特別枠 本格派フィンランドサウナ導入による新分野展開 長野県商工会連合会
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関東 長野県 R2201S00059 株式会社７ｓｅｎｓｅ 2100001028458 緊急事態宣言特別枠 信州ブランド豚肉を取り扱う小売店舗オープンによる事業再建 株式会社シャイン総研

関東 長野県 R2201S00060 善光寺屋酒店 緊急事態宣言特別枠 量り売りサービス導入による来店相談型酒類小売店への業態転換 長野信用金庫

関東 長野県 R2201S00062 有限会社小菅亭 9100002001746 緊急事態宣言特別枠 「小菅亭絶品の鴨そば」オンライン全国直販事業 山岸正道

関東 長野県 R2201S00063 株式会社グリーンスタイル 5100001028538 緊急事態宣言特別枠 ワイン醸造用ブドウの栽培家を育成する「ワインブドウの学校」 大川原　隆

関東 長野県 R2201S00064 グローブ　イン　スカラ 緊急事態宣言特別枠 宿泊施設内倉庫を改装し、石窯パンの製造販売事業を新規に展開 長野県商工会連合会

関東 長野県 R2201S00065 株式会社太陽と大地 3100001027244 緊急事態宣言特別枠 米生産者が「酒蔵と生きる未来を創る」酒販売事業 税理士法人小山会計

関東 長野県 R2201S00067 梅の屋リゾート松川館 緊急事態宣言特別枠
ファスティングとサウナ温浴療法による予防医学人材育成施設への再構築

事業
株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201S00069 昇龍株式会社 5100001024066 緊急事態宣言特別枠 インバウンドにも対応できるターミナル設置のサイクルツアー事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 R2201S00072 ＧＮＵ 緊急事態宣言特別枠 松本駅前ゲストハウス＆シェアオフィス開設事業 松本商工会議所

関東 長野県 R2201S00073 株式会社テナントリユース 5100001028554 緊急事態宣言特別枠 撤退店舗の在庫及び什器をリユースするマッチングサイト事業 松本信用金庫

関東 長野県 R2201S00074 極りんごふるはた農園 緊急事態宣言特別枠 ハイエンドとアップサイクルでニーズに合った付加価値を提供 株式会社八十二銀行

関東 長野県 R2201S00076 牛山貴広 緊急事態宣言特別枠
競輪選手（元五輪選手）による自転車を使ったガイド付き観光・サイクル

ツーリズム事業
株式会社八十二銀行

中部 岐阜県 R2211S00001 有限会社永江技術工作所 8200002020480 緊急事態宣言特別枠 生産プロセスの抜本的な見直しと短納期対応による新分野への展開 株式会社フラッグシップ経営

中部 岐阜県 R2211S00002 エフイーエム有限会社 8200002008955 緊急事態宣言特別枠 新型エレキギター企画開発ならびに海外販売事業 株式会社名古屋銀行

中部 岐阜県 R2211S00003 株式会社ＳＡＲＡ 1200001028044 緊急事態宣言特別枠 屋内外一体型サロンへの業態転換による呼吸メソッド普及事業 関信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00004 岩崎模型製造株式会社 8200001026297 緊急事態宣言特別枠
ＤＸ（ＡＩ・ＡＲ）技術を用いた食品サンプルの新たな情報コンテンツ

サービス開発
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 R2211S00005 大衆ビストロポテ 緊急事態宣言特別枠 脱・居酒屋　ラーメンの新規展開とテイクアウトの開始 東濃信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00006 株式会社リビングプラザ 5200001015121 緊急事態宣言特別枠 プレミアムブランドの開発とモデルハウスの施工による新分野展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00007 株式会社巧報社 6200001019121 緊急事態宣言特別枠 Ｍａｄｅ　ｉｎ　ＪＡＰＡＮを中東ＵＡＥへ　新規販売を図る事業計画 関信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00009 株式会社フューダック 5200001005576 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢ完結型オンライン住宅販売システムの構築 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00010 株式会社中山道大鋸 5200001024502 緊急事態宣言特別枠 身内で楽しめる施設として、屋外屋内で楽しめる癒しの場所を提供 中津川商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00011 株式会社トライフィット 5200001007408 緊急事態宣言特別枠 新事業学童型学習塾の開校により、各務原市の女性雇用促進を図る 東濃信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00013 株式会社東進 1200001017220 緊急事態宣言特別枠 ４０年の教育ノウハウを活用した放課後等デイサービス事業への展開 株式会社アクセルパートナーズ

中部 岐阜県 R2211S00014 株式会社ゆがふ 6200001018619 緊急事態宣言特別枠 完全独立型ペット共生貸別荘による新分野展開事業 可児商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00015 小島工業株式会社 5200001030384 緊急事態宣言特別枠 プレスブレーキ高精細な曲げ加工で工作機械フレームの売上獲得 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 R2211S00016 株式会社馬場十一商店 4200001011402 緊急事態宣言特別枠 美容師向け革製シザーケースＥＣ販売による事業再構築 岐阜信用金庫
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中部 岐阜県 R2211S00018 株式会社アプリコット・オーブ 4200001029056 緊急事態宣言特別枠 長良川温泉地域活性化　和装なりきり体験プロジェクト 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00019 たら福 緊急事態宣言特別枠 居酒屋業態から食堂業態への転換～ウィズコロナのご褒美外食の提供～ 宗宮　健治

中部 岐阜県 R2211S00020 正栄金属工業株式会社 4200001007136 緊急事態宣言特別枠 ヘルスケア産業への進出による事業再構築 川村　貴浩

中部 岐阜県 R2211S00021 株式会社ＳＷＡＮ　ＳＴＹＬＥ 1200001029570 緊急事態宣言特別枠 感染症対策を考慮した個室エステサロン運営による事業再構築 税理士法人青葉会

中部 岐阜県 R2211S00022 ツムギボシ 緊急事態宣言特別枠 物販と持ち帰り・配達飲食業態への参入に伴う改装と設備 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00023 中央金型株式会社 7200001023411 緊急事態宣言特別枠
金型製造・射出成形のワンストップ体制を活用した金型補修ビジネスへの

新分野展開
株式会社フロウシンク

中部 岐阜県 R2211S00024 株式会社アビックス 5200001007985 緊急事態宣言特別枠 自社ＥＣサイト構築と基幹連携による営業利益と作業効率の向上 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00025 株式会社黒龍 5200001032819 緊急事態宣言特別枠 冷凍食品によるイートイン業態転換と食料品製造業への進出事業 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 R2211S00026 Ｃａｆｅ　Ｎａｔｕｌｌｙ 緊急事態宣言特別枠
こだわり調理×楽しくテイクアウトを軸とした自慢のスイーツで新分野展

開
岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00028 株式会社みわ屋 3200001021930 緊急事態宣言特別枠 地産の飛騨牛と鰻料理の冷凍食品化による店頭販売およびＥＣ販売事業 近藤　智也

中部 岐阜県 R2211S00029 株式会社将矢 2200001030461 緊急事態宣言特別枠 循環型地域経済を目指した協創型プロモーション事業の開始 篠田　陽子

中部 岐阜県 R2211S00030 有限会社彦河屋 9200002027946 緊急事態宣言特別枠 料理旅館を廃業し、世界農業遺産の長良川鮎を主にした居酒屋経営に転換 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 岐阜県 R2211S00031 ガレリア 緊急事態宣言特別枠 ＳＤＧｓにもなる、地産地消　非対面型東濃ひのき酵素風呂事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00032 有限会社ベビブレ 5200002009171 緊急事態宣言特別枠 新規事業・新製品・新チャネル創出による飲食店の事業再構築プラン 芦田　恒志

中部 岐阜県 R2211S00033 大和食品株式会社 6200001023825 緊急事態宣言特別枠 高齢者向け小口切り食材の製品化に向けた生産・販売管理システムの刷新 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00034 有限会社ＦＫマルヨシ 7200002008329 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍の新生活様式に対応する地域密着生活充実事業への展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00036 一般社団法人ヒガシミノ団地 3200005012488 緊急事態宣言特別枠
地域内の魅力ある商品の販路開拓　・販売【使用用途（オケージョン）に

コミットした販売方法の提案】
東濃信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00037 Ｈａｙａｓｈｉ 緊急事態宣言特別枠 機械製造業分野での主に液体に関する技術を活用した大規模機械設備戦略 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00038 株式会社楽 9200001028103 緊急事態宣言特別枠
和食を極めた大衆居酒屋から、ファミリー向け、こだわりのラーメン店へ

事業転換
末永　浩之

中部 岐阜県 R2211S00041 鱒蔵 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ時代の成長戦略！釣りキャン事業で新市場を開拓！ 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00042 ガルーダ 緊急事態宣言特別枠 創作居酒屋で培った強みを結集し、料理で勝負できる焼肉店への事業転換 東野　礼

中部 岐阜県 R2211S00043 ヒトノネ 緊急事態宣言特別枠
ビジョントレーニングと個別学習に特化した放課後等デイサービスの開始

事業
岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00044 有限会社アンスリープ 7200002009153 緊急事態宣言特別枠 台湾式シャンプーを中心とした総合美容スペース事業 河合正尚

中部 岐阜県 R2211S00045 石安株式会社 1200001033275 緊急事態宣言特別枠 石材を活用した家庭用品の新製品開発による新分野展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00046 株式会社石榴 1200001002197 緊急事態宣言特別枠 奥美濃　郡上みそラーメン　あづまや　新規出店計画 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00047 松屋食品株式会社 5200001004867 緊急事態宣言特別枠 環境変化に適応するためのミールキット加工の受託 菅野　守
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中部 岐阜県 R2211S00049 牧口晴一税理士事務所 緊急事態宣言特別枠 一般向けの啓蒙書の出版・映像販売と本の内容の支援サービス 牧口　晴一

中部 岐阜県 R2211S00051 株式会社ネクストホーム 7200001033699 緊急事態宣言特別枠
ジェラート製造機器導入による無農薬減農薬「野菜ジェラート」の開発・

販売
中津川商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00052 吉安商事株式会社 2200001014448 緊急事態宣言特別枠 化学薬品事業に参入して、洗浄用シンナー等の危険物を販売する 税理士法人おおがき会計

中部 岐阜県 R2211S00053 有限会社サカイ食品 5200002026522 緊急事態宣言特別枠 高付加価値な大福の商品開発によるＢｔｏＣ市場の開拓 丸山　学

中部 岐阜県 R2211S00056 株式会社グッドホーム 9200001029729 緊急事態宣言特別枠 注文住宅建築からアウトドア事業と不動産業へ 明和マネジメント税理士法人

中部 岐阜県 R2211S00057 家田紙工株式会社 6200001000304 緊急事態宣言特別枠
既存ノウハウと新規設備投資を活用したオリジナルペットアイテム事業の

展開
税理士法人長尾会計

中部 岐阜県 R2211S00058 コリアンダイニングキムチェ 緊急事態宣言特別枠
コロナを乗り切る打開策！完全個室でいただく韓国伝統薬膳料理とテラス

席での韓国スイーツ提供事業
関信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00059 株式会社リバークレス 7200001028088 緊急事態宣言特別枠 地域資源活用の柿酢をテーマとしたショップ併設茶房の新規開設 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 R2211S00060 株式会社長良川観光ホテル石金 9200001027195 緊急事態宣言特別枠 ワーケーション用客室改修によるハイブリット型旅館への挑戦 税理士法人ＮＥＸＴ

中部 岐阜県 R2211S00061 けいちゃん・からあげ　香月 緊急事態宣言特別枠 「レンジでチン・香月のけいちゃん」による業種転換に向けた新工場設立 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00062 株式会社４４－ｐｒｏｊｅｃｔ 2200001032400 緊急事態宣言特別枠 人手不足業界への海外人材の採用支援・定着支援事業 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00064 株式会社エスアールティワールド 8200001032543 緊急事態宣言特別枠 健康食品「菊芋プレミアム」の通信販売事業開始 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00066 有限会社下呂ロイヤルホテル雅亭 7200002027205 緊急事態宣言特別枠 地元特産を利用したファミリーレストラン（感染対策防止型） 古田　喜久雄

中部 岐阜県 R2211S00067 株式会社イチタスイチ 6200001030607 緊急事態宣言特別枠 スイーツブランド構築事業 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00070 株式会社つぎもり 9030001121783 緊急事態宣言特別枠
農林漁業体験型ワーケーション対応小規模複合施設の開発と運営（民泊管

理とシェア事業）
岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00071 有限会社宮川中華そば 1200002026022 緊急事態宣言特別枠 飲食店３店舗から２店舗プラス１オンライン店舗への再構築事業 遠藤　隆浩

中部 岐阜県 R2211S00072 合同会社キャトカム 3200003002417 緊急事態宣言特別枠 サービス業における機材内製術の転用による製造業への業種転換 多治見商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00073 株式会社山愛 3200001024842 緊急事態宣言特別枠 国内ＥＣ向けＳｈｏｐｉｆｙマーケティングアプリの開発・販売 山下　英一

中部 岐阜県 R2211S00074 株式会社ジャストライフ 5200001023000 緊急事態宣言特別枠 顧客管理と顧客向け契約管理台帳を兼ね備えた保険管理システム 東濃信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00075 株式会社本郷 5200001026853 緊急事態宣言特別枠 常連客との繋がりを深める！地域産食材にこだわる食品製造業への進出 飛驒信用組合

中部 岐阜県 R2211S00076 アンチエイジングカフェヒナタ 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチンによるテイクアウトの拡充と販路拡大 愛知県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00077 Ｚ－Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 8200001012925 緊急事態宣言特別枠 カフェスタイルのたこ焼き専門店 坪井　敦

中部 岐阜県 R2211S00078 有限会社日本料理鳥安 8200002022097 緊急事態宣言特別枠 脱宴会　自社の条件特色を活かした効率の良い持続可能な飲食業の形成 瑞浪商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00079 株式会社ネバーランド 9200001011934 緊急事態宣言特別枠 若者が活躍できる、イメージを一新した高速道路警備業の取り組み 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 R2211S00080 株式会社曽我商店 4200001025889 緊急事態宣言特別枠 急速冷凍技術を使って個食に対応する「冷凍おせち」の製造販売 ＭＭＰＣコンサルタンツ株式会社

中部 岐阜県 R2211S00081 メリメロ 緊急事態宣言特別枠 通販事業に業態転換のための厨房の改装、及び飲食スペースの縮小。 東濃信用金庫
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中部 岐阜県 R2211S00082 Ｅ・Ａ・Ｐ合同会社 9200003004382 緊急事態宣言特別枠 訪問介護事業（ホームヘルプ）への参入の為の拠店作り 中津川商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00083 喫茶　茶夢 緊急事態宣言特別枠
高齢者から若年層への顧客移行と観光客を取り入れたテイクアウト事業へ

の参入
岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00085 有限会社礎 7200002008527 緊急事態宣言特別枠 既存技術とスタッフ教育のカリキュラムを活かしたオンライン教育事業 羽島商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00088 有限会社森瓦店 2200002026046 緊急事態宣言特別枠 地域農産物を生かした共創型製造業へのチャレンジ 高山商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00090 ほたる 緊急事態宣言特別枠 ジビエ料理の振興及び普及拡大に向けた流通構造の構築事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00091 焼き肉章 緊急事態宣言特別枠 地産地消型食肉販売店経営への進出 工藤　玲司

中部 岐阜県 R2211S00094 クーデター 緊急事態宣言特別枠 絆とワクワクを創造する新しい食の楽しみ方の提供 岩本　大輔

関東 静岡県 R2221S00004 有限会社フォレスト 4080102005101 緊急事態宣言特別枠
地方創生に貢献し、既存の結婚式場経営の売上に寄与できる結婚相談所の

開発
松原　克巳

関東 静岡県 R2221S00006 合同会社フジエダオガワホテル 3080003002322 緊急事態宣言特別枠 ホテルの和室を改装し、レンタルオフィスとして提供する 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 R2221S00007 株式会社共栄商会 8080401001433 緊急事態宣言特別枠
地場産品や地産地消の原材料を使用した食べきりサイズのミニカップ漬物

類商品シリーズの開発販売
浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 R2221S00011 有限会社椎木写真館 7080402019616 緊急事態宣言特別枠
家族単位等少人数で行うお祝い会と貸切スタジオによる屋内外ロケーショ

ン撮影をセットにした新規事業展開
浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 R2221S00013 株式会社あやみ屋 3080101016843 緊急事態宣言特別枠 飲食店スペースの部分廃業並びにネット販売による小売業の新規展開 三島信用金庫

関東 静岡県 R2221S00014 東海ガス圧接株式会社 7080101001189 緊急事態宣言特別枠 鉄筋架台の製造販売による新分野展開 平野　巧

関東 静岡県 R2221S00016 株式会社アイム 9080101007465 緊急事態宣言特別枠 ダイビングスクールからマリンスポーツ用品貸出業への業態転換 三島商工会議所

関東 静岡県 R2221S00017 中澤製函所 緊急事態宣言特別枠 イラスト入りボックスの製造開始による事業再構築 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 R2221S00020 株式会社ライズ・アップ 2080101015664 緊急事態宣言特別枠 コロナに負けない自販機設置予定システム 三島信用金庫

関東 静岡県 R2221S00022 有限会社玉翠館 1080102021299 緊急事態宣言特別枠
竹細工工芸品「竹あかり」と、自社ブランドアメニティのオムニチャネル

販売
株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221S00023 株式会社かやはら 4080101011158 緊急事態宣言特別枠 地元飲食店の冷凍冷蔵商品の店頭販売とＥＣサイトからの全国販売 富士商工会議所

関東 静岡県 R2221S00024 株式会社木八 4080101014342 緊急事態宣言特別枠 冷凍自動販売機導入による非接触型ビジネスへの挑戦 株式会社清水銀行

関東 静岡県 R2221S00028 焼肉ＫＵＲＵＭＩ 緊急事態宣言特別枠
焼肉事業（店内飲食）から唐揚げ事業（持ち帰り飲食）への主たるの事業

転換による経営改善
沼津信用金庫

関東 静岡県 R2221S00031 おしゃれ工房ルーベラ 緊急事態宣言特別枠
思いを彫刻！オリジナルパワーストーン」販売による観光土産物店からの

脱却
浜松商工会議所

関東 静岡県 R2221S00032 株式会社プレジャーシップ・ダイニング 4080402015485 緊急事態宣言特別枠
飲食業で培ったノウハウを活かし、食を通した療育を特色にした放課後等

デイサービスの開業
株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221S00033 株式会社コイケ 3080101005540 緊急事態宣言特別枠
シミュレーションを用いた専門店らしいＥＣサイトの立上による販売機会

の拡大
三島信用金庫

関東 静岡県 R2221S00034 株式会社ミホミ 2080001005138 緊急事態宣言特別枠 「こっこのパン」による持続可能なビジネスモデルへの転換 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221S00036 エヴォ 緊急事態宣言特別枠 ドローンパイロットアライアンス事業 公益財団法人静岡県産業振興財団

関東 静岡県 R2221S00037 株式会社エムロード 6080401000924 緊急事態宣言特別枠 最高のセキュリティと商談機能を備えたオンライン展示会システムの開発 株式会社ワイビーエム経営研究所
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関東 静岡県 R2221S00039 株式会社山本食品 3080101006349 緊急事態宣言特別枠 自家消費ニーズに合わせた商品開発による観光依存型経営からの脱却 三島信用金庫

関東 静岡県 R2221S00043 あんじ窯 緊急事態宣言特別枠 新たに陶器オンラインショップ開設及びオンライン陶芸教室に取組む計画 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 R2221S00045 田辺晃一ピアノ教室 緊急事態宣言特別枠 ピアノ教室施設を活用した多種文化教室レンタル事業 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 R2221S00048 有限会社宮崎蒲団店 3080102017320 緊急事態宣言特別枠 小売りからの脱却と商品のアフターメンテナンス体制の確立 富士宮商工会議所

関東 静岡県 R2221S00049 株式会社アドバンスト・カルチャー・センター 8080101011229 緊急事態宣言特別枠 自律学習管理システム開発による新市場開拓 富士信用金庫

関東 静岡県 R2221S00051 オーベルジュフェリス 緊急事態宣言特別枠 冷凍惣菜の製造販売業とワーケーション事業への進出 新創監査法人

関東 静岡県 R2221S00053 シーラック株式会社 2080001015509 緊急事態宣言特別枠 自社の強みを活かした“わくわくする”即席ラーメン商品の開発 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 R2221S00055 有限会社丸新柴本製茶 2080002015268 緊急事態宣言特別枠 日本全国の茶を集めた日本茶専門のモール型ＥＣサイトの構築 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 R2221S00056 株式会社栄商会 2080401001876 緊急事態宣言特別枠 卸売り（ＢｔｏＢ）のＥＣサイトでの遠隔非接触による販売方法への転換 鍬竹教男

関東 静岡県 R2221S00057 株式会社石川園 9080401017651 緊急事態宣言特別枠
コロナ太りを解消　老舗製茶業者が手掛ける地元農産物を使用した「機能

性表示食品」の開発
浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 R2221S00060 フィットフォーハー 緊急事態宣言特別枠
会員制動画配信システムを活用した安価なパーソナルトレーニングサービ

スの提供
天野　敏彦

関東 静岡県 R2221S00061 株式会社黎明社 2080101002043 緊急事態宣言特別枠 高品質・低価格「ブックスキャナー」サービスの構築 三島信用金庫

関東 静岡県 R2221S00064 カレーハウスブータン 緊急事態宣言特別枠 ウイズコロナ時代に合わせたレトルトカレーのネット販売市場への参入 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 R2221S00069 三和酒造株式会社 7080001008037 緊急事態宣言特別枠 日本酒と静岡の恵みを余すことなく活用するエコシステムの構築 平野　匡城

関東 静岡県 R2221S00071 株式会社ひしや三島プラザホテル 5080101006108 緊急事態宣言特別枠
『老舗ホテル×地域資源』による高付加価値商品の開発を通じた地域活性

化とコロナからの復活
三島信用金庫

関東 静岡県 R2221S00074 ＧＫＢ株式会社 4080101004070 緊急事態宣言特別枠 肉とクラフトビール！飲食店の味をテイクアウト 沼津信用金庫

関東 静岡県 R2221S00075 ウイングス 緊急事態宣言特別枠 娯楽業の経験を活かした通所介護所向け賃貸業への業種転換事業 藤巻　かな江

関東 静岡県 R2221S00078 やはた接骨院 緊急事態宣言特別枠 スポーツ選手向け施術の開始と非面型セルフ治療への転換 原野　郁巳

関東 静岡県 R2221S00080 株式会社水野アルミ 8080001013309 緊急事態宣言特別枠 新規製造製品の製造に必要不可欠な設備投資とシステムの整備 原野　郁巳

関東 静岡県 R2221S00081 ｃａｎａｒｉ 緊急事態宣言特別枠 信用調査業から観光農園業への業種転換 中村　健一郎

関東 静岡県 R2221S00083 エデュケーショナル・デザイン株式会社 3080001018849 緊急事態宣言特別枠
小中高校向けＩＴ＆クリエイティブ授業「Ｔｅｃｈ　Ｌｅａｒｎｅｒ　カ

スタム」
小川　隆義

関東 静岡県 R2221S00084 すけろくどりーむ株式会社 8080001017887 緊急事態宣言特別枠 高齢者向け配食サービス事業で自社と地域の課題を解決 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 R2221S00085 株式会社クックランド 3080101014970 緊急事態宣言特別枠 仕出し料理市場から葬儀・法事の御礼品市場への事業再構築事業 下田商工会議所

関東 静岡県 R2221S00086 有限会社大田呉服店 3080102000714 緊急事態宣言特別枠
自社ブランドをオンライン上で販売、着せ替えアプリでわくわく度、満足

度アップ
株式会社イワサキ経営

関東 静岡県 R2221S00090 株式会社ＵＮＮＯ十番 3080001020029 緊急事態宣言特別枠 解体業向け「解体工事・原価管理アプリ」導入及び保守サービス 原野　郁巳

関東 静岡県 R2221S00093 合同会社セイコーオゾン 6080103001717 緊急事態宣言特別枠 カレー専門店のフードダイバーシティ対応による業態転換と販路の拡大 沼津商工会議所
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関東 静岡県 R2221S00096 ヒノキ塗装有限会社 1080102007356 緊急事態宣言特別枠 ＤＸにより塗装業からＥＣ販売事業者へ業種転換する取り組み 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 R2221S00097 ＡＬＣ 緊急事態宣言特別枠
オンライン販売・オンラインサポートシステム構築による小売業への業種

転換
静岡商工会議所

関東 静岡県 R2221S00099 株式会社レイライン 1080101008504 緊急事態宣言特別枠 リアル店舗型旅行会社からＯＴＡ型との融合店舗への展開 静岡商工会議所

関東 静岡県 R2221S00100 株式会社Ｏｔｏｎｏ 2080001022389 緊急事態宣言特別枠
ＧＰＳ連動音声ガイドプラットフォーム構築による非接触型観光サービス

の展開
静岡商工会議所

中部 愛知県 R2231S00003 もふりこっと名古屋今池店 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト可能な飲食店の併設でフクロウカフェの競争力ＵＰ 株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231S00004 有限会社片浦建機産業 2180002027393 緊急事態宣言特別枠 パーソナルトレーニング事業 名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231S00005 株式会社ナチュール・メイ 4180001108341 緊急事態宣言特別枠
生産効率化システム導入によるフランチャイズ展開用セントラルキッチン

への転換を行う事業
廣瀬　陽介

中部 愛知県 R2231S00007 株式会社そよ風 3180002079616 緊急事態宣言特別枠
オンライン葬儀事業の実現で地域経済の発展を目指す　～関わる方々の想

いをつなぐ～
本間　健一

中部 愛知県 R2231S00008 有限会社アカトク 5180302012646 緊急事態宣言特別枠 完熟菌床しいたけ栽培・販売事業への新規進出計画 豊川信用金庫

中部 愛知県 R2231S00010 永月まんねん 緊急事態宣言特別枠 自前のマイクロバスを活用した移動販売事業による事業再構築 川村　貴浩

中部 愛知県 R2231S00011 株式会社Ａｃｔ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ 2180001117897 緊急事態宣言特別枠 名古屋コーチンレバーの加工食品を製造・ＥＣ販売し新事業を開発 株式会社中京銀行

中部 愛知県 R2231S00013 アトリエ　アヴァンセ 緊急事態宣言特別枠 業種転換における「美・食・住」創生計画 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231S00014 株式会社桧家住宅名古屋 5180001102590 緊急事態宣言特別枠 注文住宅で培った自社の強みを生かしコンテナハウス事業へ参入 廣瀬　陽介

中部 愛知県 R2231S00016 株式会社Ｍ＆Ｍコーポレーション 8180301004451 緊急事態宣言特別枠 シェフの総菜と地産の食材があるフードコート型セルフ飲食エリア 岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231S00017 合同会社ＤＹカンパニー 9180303004374 緊急事態宣言特別枠 焼肉店と牛タン加工食品のＥＣ販売へ挑戦し事業構造を再構築する 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231S00018 Ｙｔｏｕｒｓ株式会社 5180001051292 緊急事態宣言特別枠
法人向け旅行業と店舗運営の知見でお客様の夢を追求する児童発達支援

サービス事業への進出
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00019 株式会社Ｌｙｎｘ 7180001118544 緊急事態宣言特別枠 スーパーマーケット内装工事業への新分野展開計画 税理士法人創経

中部 愛知県 R2231S00020 和洋旬彩くらう堂 緊急事態宣言特別枠
居酒屋の遊休時間を有効活用。オリジナル五平餅などの軽食をテイクアウ

トで提供
豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231S00021 尾関農園 緊急事態宣言特別枠
顧客ニーズを捉えた「贈答用高級ぶどう品種」の生産体制の構築による新

分野展開への挑戦
西岡　昭彦

中部 愛知県 R2231S00022 Ｐｉｓｔｅ 緊急事態宣言特別枠 プロテインアイスの新規製造・販路開拓 碧南商工会議所

中部 愛知県 R2231S00023 瑞穂タクシー株式会社 7180001024354 緊急事態宣言特別枠 障がい児通所支援事業進出のよる新規顧客獲得と経営の安定化 後藤　公平

中部 愛知県 R2231S00024 ゲストハウスますきち 緊急事態宣言特別枠
民泊から旅館業への転換による、ビジネス・ファミリー層向けた新規プラ

ンの開設
瀬戸商工会議所

中部 愛知県 R2231S00025 株式会社リーン・スタイル 8180001136586 緊急事態宣言特別枠
複業パーソナルトレーナー養成事業と個室ジムレンタル事業への参入によ

る事業再構築
碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231S00026 株式会社ミレーヌ 4180001018391 緊急事態宣言特別枠 社会貢献と収益性が両立する発達障害者の就労移行支援事業 税理士法人コスモス

中部 愛知県 R2231S00027 株式会社ユニクス 4180001134305 緊急事態宣言特別枠 システム開発の競争力を高める専用マッチングプラットフォームの構築 岐阜信用金庫

中部 愛知県 R2231S00028 株式会社飯田商店 6180001029370 緊急事態宣言特別枠
家庭用市場向け魚惣菜の開発によるＤｉｒｅｃｔ　ｔｏ　Ｃｏｎｓｕｍｅ

ｒ事業への進出
株式会社名古屋銀行
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中部 愛知県 R2231S00029 株式会社Ｍｏｕｎｔ＆Ｓｅｅ 6180001054955 緊急事態宣言特別枠 アパレルショップ向け韓国からの輸入仕入サポート事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231S00030 株式会社Ｆｏｏｊｉｎｒｏｃｋ　Ｍｕｓｉｃ 4180001128752 緊急事態宣言特別枠
創作ハンバーガー店の新規出店によるライブハウス企業の地域中食市場へ

の参入
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00031 株式会社トライアーティスト 1180301024729 緊急事態宣言特別枠
スマホアプリと地域観光資源を活用したスポーツイベント「ＦＤＧ」企画

運営
愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00032 美ら海不動産 緊急事態宣言特別枠 沖縄のやんばるの森に包まれた貸切ラグジュアリーキャンプ場！ 名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231S00033 株式会社ＣＩＲＣＬＥ　ｏｎｅ 7180001139251 緊急事態宣言特別枠 １店舗複数業態／真空包装機の導入による新たな商品提供への実現 名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231S00034 株式会社鳥丸フードサービス 1180001077440 緊急事態宣言特別枠 「瞬鮮やきとり」製造拠点建設計画 株式会社中京銀行

中部 愛知県 R2231S00035 株式会社ｋｅｎｓｏｈ 9180001120036 緊急事態宣言特別枠 整骨院からビューティー＆ヘルスケアサロンに業種転換 末松　昌樹

中部 愛知県 R2231S00037 株式会社ケイアイコン 6180001112878 緊急事態宣言特別枠 ピンチをチャンスに変える、コロナ禍生き残りのための一手！ セントラル税理士法人

中部 愛知県 R2231S00038 株式会社リクエストプロ 1180001033402 緊急事態宣言特別枠 一般建設市場へ進出「おうち時間を充実させるプチリフォーム事業」 杉山　正和

中部 愛知県 R2231S00039 株式会社ＬＩＧＧＩ 5180001138437 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによる移動型販売及び店舗でのテイクアウト 税理士法人ＴＡＣＴ高井法博会計事務所

中部 愛知県 R2231S00040 株式会社センスオブファン 1180001087118 緊急事態宣言特別枠 マイクロツーリズムの拠点となる自然と移動を楽しむ宿泊業への進出 税理士法人ベストフレンド

中部 愛知県 R2231S00041 堀博貴 緊急事態宣言特別枠 ドラム演奏業から音楽制作業へ業種転換 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00042 株式会社Ｐａｒａｇｏｎ 1180001065412 緊急事態宣言特別枠 日本初のコイン式バスケットボール専門シューティングハウス 税理士法人アクロス

中部 愛知県 R2231S00043 彩芽 緊急事態宣言特別枠 ハイブリッド屋台（ホットドッグ＆ハンドメイドＳＨＯＰ） 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00044 株式会社ｆｏｒ　Ｔ’ｓ 3180001133209 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈコロナに対応したデリバリー型マリッジ事業の展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 R2231S00045 株式会社加とう 5180001121995 緊急事態宣言特別枠
セルフメディケア時代における「地域の”食”と”健康”推進ステーション」

事業
株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231S00046 有限会社串タツ 3180002053307 緊急事態宣言特別枠 居酒屋業からファミリー向け大衆焼肉店への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 R2231S00049 小島鈑金 緊急事態宣言特別枠 板金折曲サービス提供による地域板金事業者との共存共栄事業 犬山商工会議所

中部 愛知県 R2231S00051 株式会社味仙本店 3180001142366 緊急事態宣言特別枠 創業６０年名古屋名物台湾料理店が挑む中食産業・大型受注への挑戦 税理士法人スマッシュ経営

中部 愛知県 R2231S00052 有限会社ケーアンドエム 6180302019979 緊急事態宣言特別枠
ＥＣサイト構築による自社ノウハウと消費者ニーズを融合した一般消費者

向け食品販売事業
碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231S00053 株式会社辻喜 9180001031423 緊急事態宣言特別枠
老舗鮮魚問屋が開発した特級品質の白みそ漬け～卸売市場からオンライン

販売への展開～
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00055 セットサロンエイト 緊急事態宣言特別枠 男性美容や介護脱毛に貢献する中高年男性向け脱毛サロン事業 宇佐見　紘且

中部 愛知県 R2231S00057 富士コーヒー株式会社 7180001040228 緊急事態宣言特別枠 ｗｅｂマーケティングを活用した家庭向け量販店マーケットへの進出 株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231S00058 株式会社ＮＡＳＫＥＹ 9180301026032 緊急事態宣言特別枠
実環境／実ワークでのロボット搬送システム検証サービスと自動設備の製

造販売
碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231S00059 バイクバンク 緊急事態宣言特別枠 中古バイク分解による部品の非対面販売・海外展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 R2231S00063 株式会社Ｓ．Ｉ．Ｍ 3180001127565 緊急事態宣言特別枠
強みを活かしたマンション大規模修繕工事市場への事業転換による再構築

戦略
末松　昌樹
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中部 愛知県 R2231S00064 株式会社ａｌｔｏ＆Ｃｏ． 8180001118436 緊急事態宣言特別枠 フードトレーラーを導入し移動販売事業による事業再構築を図る 税理士法人コスモス

中部 愛知県 R2231S00068 有限会社ビーボ 2180002081168 緊急事態宣言特別枠 ＩＴ企業による、自社ビルの、先進的なレンタルスペースへの転用 稲沢商工会議所

中部 愛知県 R2231S00070 イー・バレイ株式会社 6180001048767 緊急事態宣言特別枠 自社製品（枝打ちロボット）開発製造と販売を行う事業 安藤　宣貴

中部 愛知県 R2231S00071 株式会社エゴスキュー・ジャパン 9180001064497 緊急事態宣言特別枠 エクササイズのオンライン化と有料配信管理システムの構築事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 R2231S00073 大米水産株式会社 2180001008659 緊急事態宣言特別枠
最新の凍結技術による新商品開発の製造業への挑戦、そしてＢｔｏＣへの

拡大
名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231S00077 有限会社アブランテス 6180002081552 緊急事態宣言特別枠 『待ちの事業』から『攻めの事業』へ！　キッチンカーで業態転換 株式会社エクステンド

中部 愛知県 R2231S00078 株式会社豊箸 7180301027404 緊急事態宣言特別枠 ３Ⅾフリーザー加工によるアップルパイ＆ロティサリーチキン販売 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 R2231S00079 株式会社メックシステム 9180001057930 緊急事態宣言特別枠 ３Ｄプリンタ導入と環境制御技術の活用による野菜育成装置開発 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00081 株式会社エアロ 5180001046375 緊急事態宣言特別枠 航空機部品組立技術を活用した新分野事業再構築計画 名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231S00082 有限会社ベルビー 2180302026608 緊急事態宣言特別枠 オンラインによるエステスクール事業 西尾商工会議所

中部 愛知県 R2231S00085 株式会社建商 8180001090676 緊急事態宣言特別枠 住宅解体特化を活かす処分保証サービスと工具管理アプリの新展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231S00086 株式会社ＳＥＳＳＩＯＮ 4180001128199 緊急事態宣言特別枠 美しくなりたい人を応援する『非接触型セルフケアサロン』事業の展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00087 有限会社和さび 9180002048326 緊急事態宣言特別枠 営業時間外の飲食スペースを活用した貸し会議室事業への展開 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 R2231S00089 株式会社成陣 9180301009169 緊急事態宣言特別枠 地元食材や三元豚を使用したこだわりの企業弁当宅配事業 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 R2231S00090 有限会社来た佐 7180302010714 緊急事態宣言特別枠
地方の居酒屋から「弁当の来た佐」へ、法人向けに特化した弁当事業の確

立
豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231S00091 株式会社リバースジャパン 1180001112742 緊急事態宣言特別枠 放課後児童施設、子供食堂、学習塾開設による地域の子供育成事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 R2231S00092 株式会社トリクトラック 4180001113366 緊急事態宣言特別枠 インターネット出願システムのパッケージソフトウェア販売 西垣　哲雄

中部 愛知県 R2231S00093 株式会社ブローニュ 2180301013284 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトプロモーション強化・Ｄ２Ｃ販売による販路拡大事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231S00098 株式会社Ｈｏｐｂｕｄｓ 5180001121590 緊急事態宣言特別枠 ３密回避「キッチンカーによる持ち帰り飲食サービス業」事業計画 名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231S00100 合資会社瀬戸本業窯 3180003010703 緊急事態宣言特別枠
瀬戸・ものづくりと暮らしのミュージアム（瀬戸民藝館）の開館にかかる

敷地の動線、展示整備
瀬戸信用金庫

中部 愛知県 R2231S00104 ラウレア 緊急事態宣言特別枠
美容店舗と連携してシナジー効果を発揮できる「非接触型エステ」による

新分野展開
豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231S00105 株式会社アクアケア 1180001109573 緊急事態宣言特別枠 高度特化型無人フィットネスクラブ運営を通じた事業再構築の実現 株式会社中京銀行

中部 愛知県 R2231S00106 ほどほど家一宮グルメ通り店 緊急事態宣言特別枠 居酒屋⇒しゃぶしゃぶお寿司食べ放題への業態転換事業再構築 いちい信用金庫

中部 愛知県 R2231S00109 有限会社大富商会 9180002073431 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト専門店の衛生環境整備におけるロールモデル事業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 R2231S00110 有限会社どてや 8180302020778 緊急事態宣言特別枠 焼肉店から中華料理店への新分野展開における事業計画 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 R2231S00111 株式会社Ｔ－Ｒｅｘ 6180001138403 緊急事態宣言特別枠 新たな魚食スタイルの発展　魚丼刈谷店「Ｔ－Ｒｅｘ飲食事業」 近藤　了三
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中部 愛知県 R2231S00113 べースコーヒー株式会社 3180001133919 緊急事態宣言特別枠 コーヒーパックのデザインおよび製造を請け負うＯＥＭ事業 一宮商工会議所

中部 愛知県 R2231S00115 株式会社桔梗 2180002048605 緊急事態宣言特別枠 門外不出の蕎麦を全国へ　ＥＣサイトでスイーツ＆蕎麦をお届け 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231S00117 サンライト株式会社 6290001079842 緊急事態宣言特別枠 うどん屋から現場向け昼の宅配弁当及び夜の日本料理店への事業転換 鍬竹教男

中部 愛知県 R2231S00119 有限会社篠島観光ホテル 7180002085627 緊急事態宣言特別枠 ワーケーション施設整備による稼働率改善に伴う売上向上事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00120 株式会社Ｍｉｒｉｓｅ 4180001125824 緊急事態宣言特別枠 全国×地域ブランドを活用した焼肉セット＆サービスのネット販売 税理士法人ＦｏｒＹｏｕ

中部 愛知県 R2231S00123 株式会社梅金商店 6180001034461 緊急事態宣言特別枠 商品・サービスの電子カタログの作成とオンライン販売システムの導入 齋藤　讓一

中部 愛知県 R2231S00124 株式会社浅野屋 6180001033785 緊急事態宣言特別枠 オンライン＆３６０度カメラで実現！眼鏡のカスタムショップ事業 西河　豊

中部 愛知県 R2231S00125 ファースト 緊急事態宣言特別枠 ３次元ＣＡＤと、ものづくり技術によるオリジナルトレーラーの開発 山田　雅夫

中部 愛知県 R2231S00126 ＣＯＮＩＣ株式会社 4180001131211 緊急事態宣言特別枠
日本初の「冷凍食肉自販機」を設置し、サスティナブルな銘柄肉を販売、

普及する
株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 R2231S00127 株式会社タイヨー 7180001017218 緊急事態宣言特別枠 ノベルティ事業の強みを活かした縁日イベントキット販売の新規展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 R2231S00128 株式会社ラルース 9200001012759 緊急事態宣言特別枠 「とまとチーズヌードル」の開発と販売形態の多様化 Ｒｉｋｙｕコンサルティング合同会社

中部 愛知県 R2231S00130 株式会社上々 8180301017164 緊急事態宣言特別枠 ソーシャルコマースを活用した顧客本位の新たな鮮魚販売事業展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231S00131 牡蠣とワインの飲み放題サンビーノトト 緊急事態宣言特別枠 飲食店の調理技術を発揮するブランド生菓子製造販売への展開 糸川　純平

中部 愛知県 R2231S00132 シーシーエスコーヒー株式会社 7180001004703 緊急事態宣言特別枠 一杯抽出型コーヒーの小ロットＯＥＭ、及びオフィスコーヒー事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 R2231S00133 株式会社ＡＣＱＵＩＲＥ 7180301011886 緊急事態宣言特別枠 コロナ対策が徹底された完全半個室型美容室の開業 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 愛知県 R2231S00134 株式会社ジェイライズ 5180002082601 緊急事態宣言特別枠 ＩＴを活用した非接触ＤＩＹ型サービスによる焼肉店事業の展開 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 R2231S00135 有限会社池田屋 8180002074265 緊急事態宣言特別枠 新規に冷凍餃子の販売ツールを構築し地域のウィズコロナ時代に貢献する 犬山商工会議所

中部 愛知県 R2231S00136 株式会社Ｊメンテナンス 1180001073332 緊急事態宣言特別枠 ビル清掃ノウハウを活用したセルフ脱毛サロン開発 岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231S00137 ＧＲＯＷＩＳＨ 緊急事態宣言特別枠 花の販売で気付いた相見積もりサイトの重要性に伴う業種転換 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00138 株式会社ライティングブルーム 3180301029544 緊急事態宣言特別枠 プロジェクションマッピング技術を活用した新しいイベントの提供 岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231S00139 カグラ 緊急事態宣言特別枠 オリジナルデザインの家具制作と販売のできるオンライン木工教室 尾西信用金庫

中部 愛知県 R2231S00140 エースメディア株式会社 6180001006361 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈコロナを前提とした収益と付加価値の向上に向けた戦略 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231S00141 愛知バス株式会社 5180001049592 緊急事態宣言特別枠 貸切バスツアー発着場となるオリジナルカフェ事業への展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 R2231S00142 株式会社小川 9180001034979 緊急事態宣言特別枠
企業の福利厚生としての傘の『シェアリング・サービス（仮称：エアカ

サ）』を提供する。
松本　宜久

中部 愛知県 R2231S00144 株式会社ＹＭプランニング 1180001123252 緊急事態宣言特別枠 国土交通省認定のドローンスクールの運営及びドローンサービス事業 加藤　寛

中部 愛知県 R2231S00145 株式会社エヌブリッジ 1180001119151 緊急事態宣言特別枠 中小金属加工業のＤＸを実現する生産性改善指導サービスの開発 名古屋商工会議所
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中部 愛知県 R2231S00148 株式会社Ｌ＆Ｅ 7180001048997 緊急事態宣言特別枠 高齢を理由に惜しまれつつ閉店した名店の味を蘇らせる 税理士法人　Ｂｒｉｃｋｓ＆ＵＫ

中部 愛知県 R2231S00150 株式会社近藤板金工業所 6180001094282 緊急事態宣言特別枠 高耐久「ミニボックスオフィス」の製造販売事業 知多信用金庫

中部 愛知県 R2231S00151 ＦＬＡＧ株式会社 3180001105884 緊急事態宣言特別枠 店舗のフードコート化および当社をブランド構築する店づくり 株式会社中京銀行

中部 愛知県 R2231S00152 ティアラ株式会社 5180001121392 緊急事態宣言特別枠 美と健康をトータルサポートできる、本格派サロンへの転換 一宮商工会議所

中部 愛知県 R2231S00153 有限会社ゆめぼん 9180302020926 緊急事態宣言特別枠 美容と健康商材の販売のため自社でのエステサロンの開業 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231S00156 有限会社庭安造園 6180302014848 緊急事態宣言特別枠 造園技術と地域資源を活かした特産品販売と体験施設の新規展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 R2231S00157 株式会社まきやす 3180301010231 緊急事態宣言特別枠 【新分野展開】フォトウェディング事業による事業再構築 岡田　淳

中部 愛知県 R2231S00159 株式会社ジェーピーマネジメント 2180001065345 緊急事態宣言特別枠
サスティナブルな暮らしそれに該当する商品を提案し、ＥＣ（通販）販売

する事業の構築
坪井　豊明

中部 愛知県 R2231S00160 株式会社ＴＨＥ　ＢＯＲＤＥＲ 2180001125405 緊急事態宣言特別枠 地域の食材を活かしたソース・惣菜の製造販売事業へチャレンジ！ 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00161 有限会社ムーンライト 9180302004251 緊急事態宣言特別枠 ちょいモテおやじの厳選屋（物販・飲食・教育複合店）設立計画 岡崎商工会議所

中部 愛知県 R2231S00163 有限会社ＪＹＴ 4180002059848 緊急事態宣言特別枠
コロナ対策を機にこれまでにない思い切った猫×コワーキングスペース事

業
末松　昌樹

中部 愛知県 R2231S00164 中京建設株式会社 7180001087905 緊急事態宣言特別枠 新規学習塾運営事業 いちい信用金庫

中部 愛知県 R2231S00166 リンクスパートナーズ株式会社 4180001068552 緊急事態宣言特別枠 オンライン接客によるセルフ美容・脱毛事業への業態転換 中日信用金庫

中部 愛知県 R2231S00167 有限会社亀屋 9180002013552 緊急事態宣言特別枠 老舗料理処による備長炭炭火焼きうなぎの真空冷凍商品開発及び通販事業 税理士法人青葉会

中部 愛知県 R2231S00168 有限会社太田紙工 3180302015155 緊急事態宣言特別枠 ものづくりの技術を活かした新しい釣り道具の開発 岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231S00169 有限会社グランツ 6180002087649 緊急事態宣言特別枠 豊富なお酒の知識・品揃えを最大限に活用したネット販売事業 座間　裕史

中部 愛知県 R2231S00170 株式会社Ｅ－レクト 8180001105070 緊急事態宣言特別枠
革新的なＹｏｕｔｕｂｅｒやパフォーマーをターゲットにした「動画配信

サービス」
岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231S00171 有限会社トライプーム 7180302028104 緊急事態宣言特別枠 ドローン最先端技術を活用した空撮及び運航管理事業への進出 豊川信用金庫

中部 愛知県 R2231S00172 株式会社ジェイブリッジ 6180001133981 緊急事態宣言特別枠 コロナに負けない自社開発のアニメーション動画作成サービス 末松　昌樹

中部 愛知県 R2231S00173 株式会社ミナクル組織研究所 5180301034336 緊急事態宣言特別枠 組織の人材マネジメントの課題を手軽に解決するアプリケーションの開発 林　高史

中部 愛知県 R2231S00175 のら 緊急事態宣言特別枠 新規メニューの開発とテイクアウトの導入による事業再構築計画 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00176 株式会社マストポール 1180001109986 緊急事態宣言特別枠
来店客自身がエステ装置を利用し施術するセルフエステ店舗を２４時間営

業で運営する事業の新規構築
株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 R2231S00177 株式会社もみＫＩＮＧ 3180001139081 緊急事態宣言特別枠
２４時間営業店舗の強みを活かしたサポート付きセルフエステで事業再構

築
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00178 クリーンタニ有限会社 8180002013644 緊急事態宣言特別枠 ２４時間営業を可能とする非対面受付・引取システムの構築 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 R2231S00179 有限会社関西 2180002074774 緊急事態宣言特別枠 和食料理人の技術を活かした、介護・やわらか食の宅配事業の新規参入 犬山商工会議所

中部 愛知県 R2231S00180 フィーチャリング・ビー 緊急事態宣言特別枠 病医院・従業員・患者向け「ＩＴ・資産管理塾」事業計画書 中日信用金庫
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中部 愛知県 R2231S00181 合同会社Ｔｓｕｍｕｇｕ 緊急事態宣言特別枠 ０歳児から預けられる児童発達支援事業所・放課後デイサービスの開設 春日井商工会議所

中部 愛知県 R2231S00182 竹本染色巧 緊急事態宣言特別枠 豊川市ＦＣ一号店となる唐揚げのスズヒロ豊川本野店出店事業 豊川商工会議所

中部 愛知県 R2231S00183 株式会社僕らのゆめ 4180001069988 緊急事態宣言特別枠 若年層向けの和装体験型サービスによる着物文化の新しい形の継承 名古屋総合税理士法人

中部 愛知県 R2231S00184 鉄生 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から和牛とホルモンを提供する焼肉店・精肉店への事業転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00185 株式会社タカハシ美掃 4180001144378 緊急事態宣言特別枠 光触媒ハイブリッド銀チタンコート剤抗菌サービスのメイン事業化 いちい信用金庫

中部 愛知県 R2231S00189 株式会社ＭＯＴＨＥＲ’Ｓ・Ｉ 9180001107181 緊急事態宣言特別枠 月額会員制オンライン料理教室とレンタルキッチンスタジオの展開 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 R2231S00191 株式会社アトリエはるか 9180001134317 緊急事態宣言特別枠 女性スタッフ比率９８％ヘアメイク専門チェーンの再構築 森　知樹

中部 愛知県 R2231S00192 株式会社ナカエクステリア 6180001127257 緊急事態宣言特別枠 一般顧客への卸売業の開始　ＤＩＹニーズに答える建材キットの販売 名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231S00195 株式会社アプロディテ 4180301016574 緊急事態宣言特別枠 エステ店がセルフ介護脱毛のサービスを提供する事業再構築 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 R2231S00196 株式会社鮨井 6180001116912 緊急事態宣言特別枠 インドアゴルフスタジオ開業計画 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 愛知県 R2231S00197 有限会社サクセス 8180002069100 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ時代にあった男性専用短時間理髪店で挑む事業再構築 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 R2231S00201 有限会社とら家グループ 9180002058804 緊急事態宣言特別枠 低温調理や地産地消の特徴ある焼肉店へ！コロナを乗り越える！ 株式会社フライングサポート

中部 愛知県 R2231S00204 テトッチオ 緊急事態宣言特別枠 顧客共創型ジュエリーの実店舗化と生産効率による満足度向上計画 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00205 株式会社大煌 7180001124170 緊急事態宣言特別枠
個人向けＢｔｏＣ足場市場から大規模修繕向けのＢｔｏＢ足場市場への業

態転換
末松　昌樹

中部 愛知県 R2231S00206 今枝メリヤス株式会社 2180001082159 緊急事態宣言特別枠 医療腹巻の生地の開発、製造、および縫製とエンドユーザーへの販売事業 一宮商工会議所

中部 愛知県 R2231S00207 スペースシステムズ株式会社 6180001027267 緊急事態宣言特別枠 パッド印刷前後の手作業工程を自動化するロボット製造開発事業 宇佐見　紘且

中部 愛知県 R2231S00208 株式会社味和居 8180001058707 緊急事態宣言特別枠
ＢｔｏＢ　の食肉加工業者が挑む「金賞テイクアウト店」での　ＢｔｏＣ　

分野への新規参入
坪井　亮

中部 愛知県 R2231S00209 有限会社浅野木工所 8180002010633 緊急事態宣言特別枠 自社オリジナルブランドのドラムスティック開発 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231S00210 株式会社バックスペース 2180301033737 緊急事態宣言特別枠 飲食店の出店リスクを低下させる、移動可能な専門店出店事業 岡崎商工会議所

中部 愛知県 R2231S00211 森本商會株式会社 9180001120993 緊急事態宣言特別枠 リスクを低減！！通常営業に＋ＯＮするデリバリー事業 小牧商工会議所

中部 愛知県 R2231S00213 株式会社ナリタテクノ 8180001079133 緊急事態宣言特別枠 カーボンニュートラルエネルギー燃焼技術の確立と工業炉への展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 R2231S00215 株式会社エイトスペース 7180001137107 緊急事態宣言特別枠 オンラインデリバリーに特化したシェアキッチン＆コンサルタント事業 野中　隆文

中部 愛知県 R2231S00216 株式会社伊藤工業 5180301026432 緊急事態宣言特別枠 造船からシミュレーションゴルフによる新しい事業の柱の構築 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 R2231S00218 ベトナムキッチン　アンヴィエット 緊急事態宣言特別枠 最新の中食需要傾向に応える本格ベトナム料理の惣菜・通販事業の展開 座間　裕史

中部 愛知県 R2231S00219 珈琲幸房Ｂ　ＺＥＲＯ 緊急事態宣言特別枠 モーニング戦争に終止符を。アフターコロナに向けた事業転換 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00221 株式会社ノーブルシステム 4180301030559 緊急事態宣言特別枠 コロナ影響下において個人・小規模事業者を応援するＳＮＳ事業 宮島　崇彰
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中部 愛知県 R2231S00224 ジェイピーネクスト株式会社 9180001051669 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナの時代に生き残る　製品デモと感染防止を両立してＶ字回復 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00225 有限会社タイプ・エービー 1180002059470 緊急事態宣言特別枠 美味しく賑わう街をつくる『デザイン力×食』事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 R2231S00228 株式会社ツーリズムデザイナーズ 6180001110312 緊急事態宣言特別枠
スペースシェアサービス、テイクアウト事業参入と、ＡＩカメラによる生

産性向上
西尾信用金庫

中部 愛知県 R2231S00229 蒲郡観光株式会社 4180301010899 緊急事態宣言特別枠 海と温泉の街・家族でワーケーションプラン！ようこそ蒲郡へ 蒲郡商工会議所

中部 愛知県 R2231S00230 ダイビングサービスリバティー 緊急事態宣言特別枠
ヨガスタジオ建設、看護師のインストラクターが教える完全予約制ヨガ教

室を開業
岐阜信用金庫

中部 愛知県 R2231S00231 クリーンラボＡＳＡＩ 緊急事態宣言特別枠
ＩＴを活用した買取システム導入で「貴金属・高級時計」に特化したリ

ユース業を立ち上げ
座間　裕史

中部 愛知県 R2231S00232 有限会社人形の川秀 6180002085017 緊急事態宣言特別枠
子供の笑顔と働き方改革を推進！節句人形専門店の出張撮影マッチング事

業！
座間　裕史

中部 愛知県 R2231S00237 株式会社メカメイト 3180301027192 緊急事態宣言特別枠 ロボットシミュレーションサービスの確立 西尾商工会議所

中部 愛知県 R2231S00238 有限会社メイヨー 8180002081212 緊急事態宣言特別枠 世界初の医療機器開発で切り拓くグローバルトップへの道 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00239 や．フードサービス株式会社 5180001113893 緊急事態宣言特別枠 弁当専用ホームページの制作と業種転換による新規顧客開拓計画 大東　孝司

中部 愛知県 R2231S00240 株式会社不動産ＳＯＳ 4180001099201 緊急事態宣言特別枠 結婚ＳＯＳプロジェクト 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231S00241 株式会社エム・ティーデリバリー 1180001056584 緊急事態宣言特別枠
フチ糊圧着ＤＭ（メーラー）加工機の導入によるＤＭの生産性向上と新製

品等の拡販
後藤　佳良

中部 愛知県 R2231S00243 株式会社エコ・ネルフ 4011101078945 緊急事態宣言特別枠
女性の強みを昇華させる家事代行・生活支援マッチングプラットフォーム

の構築
豊橋商工会議所

中部 愛知県 R2231S00245 本郷接骨院 緊急事態宣言特別枠 超音波画像診断装置を導入して、新たに『スポーツ健診』に進出！ 名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231S00247 サンスマイル株式会社 5180001134997 緊急事態宣言特別枠 シミュレーションゴルフ事業 税理士法人岩田総合会計事務所

中部 愛知県 R2231S00248 東山ガーデン株式会社 4180001062167 緊急事態宣言特別枠 卸売用ＨＡＣＣＰ製品製造のためのセントラルキッチン構築 林　千尋

中部 愛知県 R2231S00252 ダイナマイトハーレム 緊急事態宣言特別枠 アパレルの新時代を築く！顧客ニーズに合わせ多様性を追求！ 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00253 宮商事株式会社 8180001022919 緊急事態宣言特別枠 神宮「宮まんじゅう」プロジェクト 税理士法人中央総研

中部 愛知県 R2231S00254 株式会社葵 8180301017759 緊急事態宣言特別枠 移動販売車を導入し、食品や食材の販売を行い、商圏拡大を図る 豊田信用金庫

中部 愛知県 R2231S00258 有限会社音羽屋 5180002004448 緊急事態宣言特別枠 いろり料理店のいろりを活かした台湾茶レッスンおよび台湾茶販売 税理士法人中央総研

中部 愛知県 R2231S00259 株式会社まるみや 4180001121848 緊急事態宣言特別枠 地元産の安心食材にて健康志向の弁当を提供し、日本の食を支えます 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00266 Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ－ｈｏｕｓｅ 緊急事態宣言特別枠 カーテン屋さんが本場イタリア仕込みのピザ移動販売で事業再構築 豊川信用金庫

中部 愛知県 R2231S00271 株式会社ＭＯＡＴ　ＷＩＤＥ 6180001131317 緊急事態宣言特別枠 地域の子供と主婦をお助け！本格肉料理のお弁当お惣菜専門店 座間　裕史

中部 愛知県 R2231S00277 ＬＩＮＫグループ 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト事業とコワーキングスペース設置による集約営業 豊田信用金庫

中部 愛知県 R2231S00279 株式会社愛知ハム販売 3180001104432 緊急事態宣言特別枠
「いま食べたいがきっと見つかる」デリバリー・テイクアウト専門店の開

業
監査法人コスモス

中部 愛知県 R2231S00283 うお寅 緊急事態宣言特別枠 うお寅版『近所の頼れるお魚屋さん』プロジェクト 株式会社中京銀行
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中部 愛知県 R2231S00285 有限会社日間賀観光ホテル 3180002085696 緊急事態宣言特別枠 魅力ある新商品を開発し当社と地域の活性化を目指す新規事業展開 服部　貴行

中部 愛知県 R2231S00286 株式会社ジー・エム・ジー 2180001006539 緊急事態宣言特別枠 ビジネスセミナー付きコアワーキングスペース事業の展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231S00287 合資会社宮治 2180003003988 緊急事態宣言特別枠 通販用総菜製造設備導入による、鴨しゃぶ生産ライン構築および販売事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00288 株式会社Ｓｉｇｎ 4180301026895 緊急事態宣言特別枠
マイカーアフィリエイトによる『動く広告』の実現に資する、専用アプリ

ケーションの開発
碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231S00290 ビヘイビアチェンジフィットネス 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ時代も安心【会員制貸切型２４時間プライベートジム】 東海商工会議所

中部 愛知県 R2231S00293 株式会社イーグルコーポレーション 9180301000103 緊急事態宣言特別枠
スポーツカーの改造技術を活用し、軽・乗用車の旧車市場に挑戦する為の

ショールーム兼カフェの建設
岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231S00295 株式会社テッシン 7180301029053 緊急事態宣言特別枠 コロナ成長市場である抗菌コーティングビシネスへの業種転換を図る 末松　昌樹

中部 愛知県 R2231S00297 東洋産業株式会社 7180301010351 緊急事態宣言特別枠 地域特化型の医療・介護業界への人材紹介事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231S00298 まつもと接骨院 緊急事態宣言特別枠 省力化セルフエステ事業による事業再構築でコロナ禍を乗り切る 東濃信用金庫

中部 愛知県 R2231S00300 株式会社Ｍｅｒｃｉｍｍｏ 5180001115543 緊急事態宣言特別枠 最新のネイル・アイトレンド及び癒しを提供する美容サロンの開業 株式会社百五銀行

中部 愛知県 R2231S00305 株式会社Ｂｆｕｌｌ 7180001088424 緊急事態宣言特別枠 ３Ｄプリンター生産技術を応用した自動車部品試作品への事業展開 株式会社シーピーエーコンサル

中部 愛知県 R2231S00318 株式会社ＤＲＥＡＭＳ　ＦＯＯＤ　ＣＯＭＰＡＮＹ 1180001130538 緊急事態宣言特別枠 お家のなかにも安い！旨い！楽！という名のハピネスを。 一宮商工会議所

中部 愛知県 R2231S00319 株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｄｅｓｉｇｎ 6180001128684 緊急事態宣言特別枠 機能性とデザイン性を備えたテレワーク用プレハブハウス販売事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 R2231S00323 ｓａｌｏｎ　ｍｏｎａ 緊急事態宣言特別枠 接触時間を減らした時短脱毛事業参入と男性顧客の獲得 知多信用金庫

中部 愛知県 R2231S00326 お手入れサロンノコン 緊急事態宣言特別枠 ネイル歴２５年、銭湯内テナントから自宅改装店舗へ、送迎出張も開始 丸山　幸治

中部 愛知県 R2231S00327 株式会社Ｓｉｎｚａｎ 1180001121454 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト・デリバリーで和洋折衷の創作スパイスカレーを提供 近藤　紀幸

中部 愛知県 R2231S00331 合同会社ＷＯＲＬＤ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ 3180003018325 緊急事態宣言特別枠 愛知の医療・福祉業界に特化した有料職業紹介事業への挑戦 近藤　紀幸

中部 愛知県 R2231S00332 ＳＴａｎｄ 緊急事態宣言特別枠
ライブコマースを活用した高品質オーダースーツのオンライン接客・販売

システムの構築
豊田商工会議所

中部 愛知県 R2231S00334 株式会社シーエンジ 3180301011064 緊急事態宣言特別枠
ＳＤＧｓに基づいた製品開発・製品販売・販売事業への体質・製造理念転

換
蒲郡信用金庫

中部 愛知県 R2231S00335 株式会社梅村 1180301021420 緊急事態宣言特別枠
サブスクサービス「安心。安全。徹底除菌・消臭革命。」を提供。ドライ

噴霧による、除菌作業の時間短縮・工程削減・コスト削減
豊田商工会議所

中部 愛知県 R2231S00337 株式会社ドゥーイット 7180001100403 緊急事態宣言特別枠 映像配信に立ちはだかる「壁」を突き崩すワンストップ配信サービス 押田篤

中部 愛知県 R2231S00339 有限会社味の集会場魚信 7180302000137 緊急事態宣言特別枠 テイクアウトスウィーツ需要取込のための事業構築 岡崎商工会議所

中部 愛知県 R2231S00340 東梅坪七丁目兆路 緊急事態宣言特別枠 居酒屋からうなぎ料理店への事業転換 高橋　英明

中部 愛知県 R2231S00342 ＥＳＰＲＩＴ 緊急事態宣言特別枠
ワイン専門販売店でのワインソムリエがコーディネート販売する（ＥＣサ

イト含む）積極販売戦略
豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231S00343 株式会社Ｒｉｓｈｕ 3180001105307 緊急事態宣言特別枠
飲食店経営の実績と強みを活かした非対面型テイクアウトとＥＣへの業態

転換
Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

中部 愛知県 R2231S00347 株式会社ＴＡＧ 3010401106598 緊急事態宣言特別枠 観光雑誌を発行する広告代理店がビーチで行うサウナイベント事業 後藤　公平
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中部 愛知県 R2231S00348 株式会社五郎田 6180301023858 緊急事態宣言特別枠
鰻専門店の開業による、テイクアウト、ネットショップ、イートイン事業

の立ち上げ
西尾信用金庫

中部 愛知県 R2231S00349 株式会社ＧＡＲＤＥＮ 6180001116334 緊急事態宣言特別枠 ネイルスクールのオンライン事業化計画 木野　宏紀

中部 愛知県 R2231S00350 株式会社エール 4180003017490 緊急事態宣言特別枠 接触サービスから住サービスへの転換 豊田信用金庫

中部 愛知県 R2231S00356 株式会社ピスタチオ 9180001108601 緊急事態宣言特別枠 業種転換（飲食キッチンカー）計画 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00358 株式会社おぎす商事 2180001000228 緊急事態宣言特別枠 中国からの輸入・調達ノウハウを活かした会員制ポータルサイトの提供 名古屋総合税理士法人

中部 愛知県 R2231S00360 株式会社マルスギ捺染 4180003001866 緊急事態宣言特別枠 シルクスクリーンによるＴシャツ２次プリント事業への新規参入 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231S00362 株式会社インターナショナルプロデュース 2180001034184 緊急事態宣言特別枠 ＳＤＧｓ、食品ロスに関心の高い消費者向けのオンライン食品販売 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 R2231S00366 ａｔｅｌｉｅｒ　Ｅｎｋｉ 緊急事態宣言特別枠 フラワーデザイナーが作るどこにもない洗練された癒しのカフェ 中部税理士法人

中部 愛知県 R2231S00368 ＳＵＧＩ　ｓｔｕｄｉｏ 緊急事態宣言特別枠 コロナ渦で激変する音楽ビジネスへの新サービス提唱と改革 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00369 翠窯 緊急事態宣言特別枠 上絵磁器アクセサリーの開発及び新規マーケットへの挑戦 瀬戸商工会議所

中部 愛知県 R2231S00370 株式会社天野クリーニング 3180003000613 緊急事態宣言特別枠 クリーニング店の挑戦。保健所基準を満たすサービスの開始 監査法人コスモス

中部 愛知県 R2231S00372 株式会社ホームドライ栄 5180301031283 緊急事態宣言特別枠 日本初！布団の即日クリーニング専門店の立ち上げ 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 R2231S00374 株式会社アルスト 4180001091100 緊急事態宣言特別枠 レシートの申請でお得にお買い物ができるサービス事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00375 ヤマヤマ株式会社 7180301023163 緊急事態宣言特別枠 酒販店の空き店舗を活用したコインランドリーカフェ 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00381 株式会社ｉ　ｍｅｍｏｒｉａｌ 3180001120999 緊急事態宣言特別枠 位牌等の販売をサポートし、コロナ禍の寺院・石屋の客単価向上を支援 名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231S00385 株式会社みかわ屋 6180301028519 緊急事態宣言特別枠 リユース店頭買取　販売　事業とインターネット販売事業 税理士法人　ＳＨＩＰ

中部 愛知県 R2231S00386 株式会社ｐｈｏｎｅｍｅ 7180301025449 緊急事態宣言特別枠 メイドインジャパン生地をインドネシアに販売する越境ＤＸ事業 株式会社第三銀行

中部 愛知県 R2231S00389 株式会社エイプラン 4180301015097 緊急事態宣言特別枠 無人店舗設立によるＩＴ重説への対応、空き家問題の解消に 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 R2231S00393 株式会社アイキューラボ 5180001061936 緊急事態宣言特別枠 直営店舗の完全無人販売店化事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00394 株式会社オフィスＴＫＢ 9180001122957 緊急事態宣言特別枠 オンライン独習型コンテンツ販売の新規事業化による業態転換 中央会計株式会社

中部 愛知県 R2231S00398 株式会社かやん 8180001064119 緊急事態宣言特別枠 分野特化型オンラインエステ講習 株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231S00399 美ＷＡＳＨランドリーＦＵＷＡＬＩＳ 緊急事態宣言特別枠
感染予防対策と清潔安心安全の「ふわりす」大物洗濯代行サービス売上販

路拡大計画
いちい信用金庫

中部 愛知県 R2231S00400 株式会社Ｈ＆Ｓ 3180301009422 緊急事態宣言特別枠 高齢者向けの弁当、惣菜の製造販売事業 税理士法人　ＳＨＩＰ

中部 愛知県 R2231S00403 株式会社柴ふく 5180001130690 緊急事態宣言特別枠 柴ふくセントレア店出店計画 櫻井　康雄

中部 三重県 R2241S00001 リストランテ・ラミア・ヴィータ 緊急事態宣言特別枠 大衆向け「和洋中デリカテッセン製造販売」事業 伊勢商工会議所

中部 三重県 R2241S00002 有限会社二軒茶屋餅角屋本店 1190002009375 緊急事態宣言特別枠 伊勢志摩初！！クラフト缶コーヒー実現のための設備導入事業 鳥羽　史郎
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中部 三重県 R2241S00003 株式会社ＭＯＬＡＴＵＲＡ 5190001025345 緊急事態宣言特別枠 オンライン料理教室と食材のサブスクリプションによる小売業への新展開 熊本　直純

中部 三重県 R2241S00004 株式会社テイクパート 2190001024473 緊急事態宣言特別枠 「ｗｉｔｈコロナ時代でも収益があがる飲食店モデル」の構築 株式会社第三銀行

中部 三重県 R2241S00005 株式会社エムズリアライズ 1180001072029 緊急事態宣言特別枠 ３Ｄデータ編集技術を応用したドローン点検測量サービス 桑名三重信用金庫

中部 三重県 R2241S00006 株式会社美建 7190001005972 緊急事態宣言特別枠 製造プロセスの変革・Ｗｅｂマーケティング活用による新分野展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 R2241S00007 グリーンライフ株式会社 9190001004948 緊急事態宣言特別枠 既存販路とのシナジーを発揮する商品を開発するための製造業参入 亀山商工会議所

中部 三重県 R2241S00008 株式会社ブリオカフェカンパニー 1190001003148 緊急事態宣言特別枠 生産性向上のためのモバイルオーダーを含むオーダーシステム等の再構築 津商工会議所

中部 三重県 R2241S00010 株式会社松治郎の舗 3190002015149 緊急事態宣言特別枠 観光地実店舗中心の販売からライブコマース併用への業態転換 松阪商工会議所

中部 三重県 R2241S00011 株式会社住まいリング 2190001025232 緊急事態宣言特別枠 既存事業とのシナジー効果を生み出す生活支援サービスの提供 桑名三重信用金庫

中部 三重県 R2241S00012 増田園芸 緊急事態宣言特別枠 圃場の立地を活かした子供向けの新しい体験スポットの構築 三重県商工会連合会

中部 三重県 R2241S00013 たこのすけ 緊急事態宣言特別枠 １日１組限定のアウトドア体験型グランピング施設の開業 三重県商工会連合会

中部 三重県 R2241S00014 株式会社ニューポート 2190001015860 緊急事態宣言特別枠 『食べる楽しみ』で地元高齢者の健康寿命を延伸するレトルト事業 イシズム株式会社

中部 三重県 R2241S00015 有限会社賢島グランドホテル 5190002011303 緊急事態宣言特別枠 新規お客様獲得ための設備投資 三重県商工会連合会

中部 三重県 R2241S00017 蒼築舎株式会社 3190001004796 緊急事態宣言特別枠
地域の土を活かす‼左官職人舎が、土壁材料製造と土ひとづくり塾展開で

事業再構築
四日市商工会議所

中部 三重県 R2241S00018 ５５カフェ 緊急事態宣言特別枠 ヘルシーテイクアウトの導入で若年層と子育て世代にサービス提供 桑名三重信用金庫

中部 三重県 R2241S00020 マララテット 緊急事態宣言特別枠 父親を実施主体とした菓子販売店および菓子教室の開業 津商工会議所

中部 三重県 R2241S00023 有限会社伊勢志摩冷凍 3190002011206 緊急事態宣言特別枠 新たな温度帯商品の取り扱いによるマーケットの構築 桑名三重信用金庫

中部 三重県 R2241S00024 伊勢くすり本舗株式会社 8190001019030 緊急事態宣言特別枠 ＯＴＣ医薬品単味製剤ブランド商品開発と薬育推進カフェ併設の薬店事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 R2241S00026 合同会社ｉｙコーギー 緊急事態宣言特別枠 ビジネス需要から単身者が猫と安心して暮らせる住まいへの転換 四日市商工会議所

中部 三重県 R2241S00028 株式会社ＩＮＳ 9190005009654 緊急事態宣言特別枠 農作物の生産廃棄物を高付加価値商品に変換する循環型食品生産の実践 イシズム株式会社

中部 三重県 R2241S00031 株式会社多湖農園 2190001022394 緊急事態宣言特別枠
『６次産業化』で未来志向の強い農家となり、ウィズコロナ時代にさらな

る飛躍を目指す
三重県商工会連合会

中部 三重県 R2241S00032 グレイスキタムラ株式会社 7190001003729 緊急事態宣言特別枠 デジタルグラフィックブライダルジュエリーの導入 広岡　徹也

中部 三重県 R2241S00035 ＬＡＮＩ　ＨＯＫＵ 緊急事態宣言特別枠 空き家改装でセルフケアレッスン動画制作と独立エステサロン開設 伊藤　健介

中部 三重県 R2241S00037 有限会社現場サイド 6190002004462 緊急事態宣言特別枠
ウィズ、ポストコロナの新しい舞台公演を目指した配信・収録スタジオの

構築
津商工会議所

中部 三重県 R2241S00038 オステリアバルロッツォアズーロ 緊急事態宣言特別枠 イタリアンシェフプロデュースの「ラーメン店」新規出店事業 中井　豊

中部 三重県 R2241S00042 八島旅館 緊急事態宣言特別枠 海藻や魚介類の食品加工販売と離島でのレンタルサイクル事業の開始 鳥羽商工会議所

中部 三重県 R2241S00043 麻福株式会社 9010001194501 緊急事態宣言特別枠
麻の実を用いた健康志向食品製造業（冷凍および菓子製造業）への事業転

換
伊勢商工会議所
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中部 三重県 R2241S00045 番じゃ屋敷 緊急事態宣言特別枠
食生活、生活環境の改善でアレルギー、病気を予防、改善！！～日本人が

日本人であるべき食生活を取り戻そう～
名張商工会議所

中部 三重県 R2241S00046 株式会社Ｂ２ＭＡＴＳＵＭＯＴＯ 7190001003290 緊急事態宣言特別枠 「バイカーズカフェ」での新規収益拡大 株式会社百五銀行

近畿 滋賀県 R2251S00001 クラブライオン 緊急事態宣言特別枠
ラウンジ業がテイクアウトも行う日本料理店を開業することで売上拡大を

目指す事業
ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 R2251S00006 守山タクシー株式会社 9160001015485 緊急事態宣言特別枠 全国初！タクシー会社のノウハウを活かしたカークリーニング事業 守山商工会議所

近畿 滋賀県 R2251S00007 ｋｅｄｏｍｏ 緊急事態宣言特別枠 職業紹介のオンライン化による業務効率向上と遠隔・非接触対応 福岡商工会議所

近畿 滋賀県 R2251S00010 ビジネスホテル西大津 緊急事態宣言特別枠 ホテル事業から撤退し、新たな場所でうなぎ専門店を開店する事業計画 田畑　一佳

近畿 滋賀県 R2251S00011 美冨久酒造株式会社 8160001005223 緊急事態宣言特別枠 蔵カフェによる新規顧客創出と認知度向上事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251S00012 株式会社ウェザーリポート 2160001016044 緊急事態宣言特別枠
心地よい住まいを提案する家具店のリモート販売事業による事業再構築事

業
守山商工会議所

近畿 滋賀県 R2251S00015 株式会社旬食いただき 7160001017343 緊急事態宣言特別枠
「京風・幕の内弁当の販売」健康志向の女性層に向けた自家製味噌を組合

せた生麩の販売
ウィズアップ税理士法人

近畿 滋賀県 R2251S00016 株式会社石川技研 7160001007955 緊急事態宣言特別枠 無縫製製法のオーガニックコットン肌着の新たな製造・販売事業 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 R2251S00021 エルアイビーリゾート株式会社 5120001142361 緊急事態宣言特別枠
琵琶湖畔の自然空間マリーナ施設で新たな働き方追求“大自然×ワーケー

ション”で新分野の開拓計画。
株式会社りそな銀行

近畿 滋賀県 R2251S00022 有限会社第一ツーリストビクトリー 9160002013513 緊急事態宣言特別枠 旅行代理店からＪＲＡ関係者向けサブスク空間洗浄へ新たなチャレンジ ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 R2251S00023 ワークピース株式会社 5160001018450 緊急事態宣言特別枠 「飲食店向けＥＣサイト専用動画撮影サービス」による新分野展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251S00024 Ｎダイニング株式会社 1160001019519 緊急事態宣言特別枠 中食・内食需要に対応するための食品通販事業部の新設計画 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251S00026 しゅん・ブラン 緊急事態宣言特別枠 飲食店の取り組むペットフード製造、販売への事業再構築事業 守山商工会議所

近畿 滋賀県 R2251S00027 株式会社ＢＷＧ 9160001021830 緊急事態宣言特別枠 ペットブリーダー業の強みを活かし福祉事業への新たな取り組み ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 R2251S00029 有限会社新近江別館 1160002000857 緊急事態宣言特別枠 他店にはない眺望と日本料理技術を活かしたカフェ事業への進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251S00031 ハマゼン和装 緊急事態宣言特別枠 ハンガーの消毒設備を備えた物流建屋建築 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 R2251S00035 株式会社ダイワ住研 3160001014897 緊急事態宣言特別枠 子育て世代への情報発信コミュニティカフェの開設とサービス提供 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251S00037 バンブーヘアークリエーション 緊急事態宣言特別枠 美容室における男性客をターゲットにした新サービス展開事業 岡﨑　敬史

近畿 滋賀県 R2251S00040 Ａｔｅｌｉｅｒ　ｋｅｙ－ｍｅｎ 緊急事態宣言特別枠 体験型「スタジオ・ショールーム」を活用したリフォーム事業への参入 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251S00043 株式会社ｏｆｆｔｏｎ 6160001021643 緊急事態宣言特別枠 子どもの個性と創造性を育む「クリエイティブスクール」 大津商工会議所

近畿 滋賀県 R2251S00044 有限会社至誠庵 3160002000252 緊急事態宣言特別枠 湖国所縁のうなぎ料理で地域に笑顔と元気をお届けする店づくり 西田　隆行

近畿 滋賀県 R2251S00046 サルティンボッカ 緊急事態宣言特別枠 レストランの枠組みを超え、「食」ビジネス全体をとらえた取り組み。 草津商工会議所

近畿 滋賀県 R2251S00047 株式会社ビーエスシー・インターナショナル 4160001002216 緊急事態宣言特別枠 子供向けイベント・キャンプのポータルサイト構築 京都信用金庫

近畿 滋賀県 R2251S00048 ジャパニーズ株式会社 7160001017673 緊急事態宣言特別枠 学生から大人までを対象にしたプログラミングスクールの開講 滋賀県商工会連合会
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近畿 滋賀県 R2251S00050 合同会社みっきーらぼ 8160003001278 緊急事態宣言特別枠 写真画像の断捨離を支援するアプり開発と販売 草津商工会議所

近畿 滋賀県 R2251S00051 有限会社やま重 4160002013583 緊急事態宣言特別枠 卸しの利点を活かし、安価で美味しい国産うなぎが食べられる店の開業 草津商工会議所

近畿 滋賀県 R2251S00055 株式会社ＲＥＡＬ‐ｆ 8160001009645 緊急事態宣言特別枠 Ｆｕｎ　Ｔシャツ事業計画書 大津商工会議所

近畿 滋賀県 R2251S00057 佐治タイル株式会社 7160001011916 緊急事態宣言特別枠 タイル工事業からの新たにタイル加工業への事業展開進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 R2251S00064 田中　雄裕 緊急事態宣言特別枠 セルフホワイトニングサロン事業 山本　悦司

近畿 京都府 R2261S00001 株式会社人財バンク 9130001027277 緊急事態宣言特別枠 ＤＸ事業　バックオフィスの合理化支援サービス 京都税理士法人

近畿 京都府 R2261S00002 株式会社花洛 4130001020328 緊急事態宣言特別枠 実演販売付き持ち帰り寿司専門店の新規出店計画 ひいらぎ税理士法人

近畿 京都府 R2261S00005 アムール 緊急事態宣言特別枠 非対面で安全に利用できるセルフエステ店への転換による増収計画 冨松　誠

近畿 京都府 R2261S00006 株式会社久世 4130001046380 緊急事態宣言特別枠 通販専用商品の新規開発、通販市場への新分野展開 洛央税理士法人

近畿 京都府 R2261S00007 株式会社負野薫玉堂 6130001016712 緊急事態宣言特別枠 「海外向けＥＣ販売事業の開発」事業計画 毛利　隆志

近畿 京都府 R2261S00008 リアン有限会社 9130002020900 緊急事態宣言特別枠
コロナ禍でも減少が少ない男性客に向けた、美容院内での脱毛ビジネスの

展開
株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261S00009 株式会社洛斗 9130001058157 緊急事態宣言特別枠 Ａｌｉｂａｂａ．ｃｏｍに出展し、海外バイヤーへの販路を開拓する 三浦　優

近畿 京都府 R2261S00010 ＫＲＮ株式会社 7130001063217 緊急事態宣言特別枠
新たなライフラインとして「居場所」を提供する『価値創造型コワーキン

グスペース』の運営
株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261S00011 有限会社市與 9130002003335 緊急事態宣言特別枠 農村現場と八百屋の店舗を繋ぐ簡易宿泊事業への新分野進出 西河　豊

近畿 京都府 R2261S00012 株式会社三木鶏卵 8130001022733 緊急事態宣言特別枠 地元住民に親しまれる老舗名物を使った商品開発及びブランディング事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261S00016 高田勝株式会社 6130001017925 緊急事態宣言特別枠 京友禅体験商品の開発と体験工房の設置 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00017 株式会社高田商店 5130001017926 緊急事態宣言特別枠 拡本業による本業とのシナジー効果への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261S00027 ペットシッター・トコトコ 緊急事態宣言特別枠 保護犬譲渡も行うトータルサポート型ペットショップの開設 角谷　雅子

近畿 京都府 R2261S00029 株式会社関製菓本舗 3130001004975 緊急事態宣言特別枠
Ｂ２Ｃ販路開拓に向けた新商品販売と地域企業連携に対応する組織体制の

再構築
税理士法人広瀬

近畿 京都府 R2261S00030 合同会社Ｔ 4130003004361 緊急事態宣言特別枠
オーセンティックバー併設のウイスキーを中心とした酒類のセレクト

ショップ
丹野　亮

近畿 京都府 R2261S00031 株式会社たなべ洋装店 8130001041130 緊急事態宣言特別枠 店舗販売で培った技術を基にネット販売に新参入し売上を増強する。 福知山商工会議所

近畿 京都府 R2261S00033 株式会社ＳＤＩ 6130001025309 緊急事態宣言特別枠
装置開発の強みを生かし「立体物に特化した防汚・抗菌、抗ウイルス薄

膜」の受託加工業への転換
由良　雅之

近畿 京都府 R2261S00035 満き 緊急事態宣言特別枠
所有する経営資源（建物）に改修を加えることで既存宿泊業から　飲食事

業へ新分野展開を図る事業計画
税理士法人久保田会計事務所

近畿 京都府 R2261S00036 株式会社京都絞美京 1130001057736 緊急事態宣言特別枠 京鹿の子絞新製品の直販体制構築とＳＰＡ機能確立による流通革命 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00037 奥ジャパン株式会社 4130001054573 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍での日本人向けアドベンチャーツーリズムの新規開発 税理士法人ＬＩＮＫ

近畿 京都府 R2261S00038 ホルモン処じゃまん 緊急事態宣言特別枠 一頭仕入・セントラルキッチン化による肉料理中心のプラットフォーム 京都信用金庫
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近畿 京都府 R2261S00039 ＮＩＫＵ　ＢＡＲ　ＪＩＧＯＲＯ 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍における惣菜販売業への新事業展開 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00040 エルアイティ株式会社 8130001028301 緊急事態宣言特別枠 携帯ショップ隣接地でのカフェ事業と物販開始による販路拡大事業 アクセルコンサルティング株式会社

近畿 京都府 R2261S00041 イタリア料理Ａｏｎｏｎｅ 緊急事態宣言特別枠 飲食店が手掛けるソムリエ厳選イタリアワインショップの新規開業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 R2261S00043 料理旅館松本亭 緊急事態宣言特別枠 笠置山自然公園内でのワーケーション＆テイクアウト事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 R2261S00044 株式会社タケダ 2130001009439 緊急事態宣言特別枠 材料屋発、独自ブランドの伝統工芸品の開発とギャラリーの開業 藤井　良一

近畿 京都府 R2261S00045 株式会社京都ダイナー 3130001055416 緊急事態宣言特別枠 切り売りピッツアと惣菜のテイクアウトとイートインもできる店づくり 曽我部　聡

近畿 京都府 R2261S00047 株式会社仲久 6130001001482 緊急事態宣言特別枠 光学ガラス表面検査ロボットの開発 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00052 株式会社どんぐり 4130001000940 緊急事態宣言特別枠
自社製造の冷食事業を新たに構築！ＥＣサイトでお店の味を多くのご家庭

に届けます
株式会社東京経営サポーター

近畿 京都府 R2261S00053 合同会社游鈴 1130003004950 緊急事態宣言特別枠
セントラルキッチン新設による通販事業への新規参入と中食市場の売上拡

大
京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261S00055 株式会社ＬＡＸ 7130001065312 緊急事態宣言特別枠 移動式キャンピングトレーラ製造事業 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00058 博多炙りもつ鍋わらじや京都駅前店 緊急事態宣言特別枠 もつ鍋屋店主プロデュースによるパーソナルトレーニングジムの開設 中谷廣幸

近畿 京都府 R2261S00060 株式会社京都マテリアルズ 2130001048775 緊急事態宣言特別枠 事業再構築による超硬合金精密金型の新製品製造と新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261S00061 ｏｎｉｎｏ． 緊急事態宣言特別枠 生花業のノウハウを活かした新しい花器製造・流通・販売計画 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00062 有限会社豊明 4130002025689 緊急事態宣言特別枠 最新デジタル販売方法を駆使したオリジナルインドアグリーン事業 税理士法人ｂｅ

近畿 京都府 R2261S00063 京西陣菓匠宗禅有限会社 3130002002284 緊急事態宣言特別枠 ＯＭＯを活用し海外展開へ。他社商品の卸売事業への業態転換 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00065 吉本 緊急事態宣言特別枠 会いに来てくれる割烹屋～キッチンカーで季節の京料理を～ 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00069 株式会社フェイス・ジャパン 7130001054926 緊急事態宣言特別枠 腸活健康管理アプリ「はぴが（仮称）」の開発 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261S00070 株式会社マスターメソッド 5130003005202 緊急事態宣言特別枠 ルームウェア業界への大胆な事業の転換 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00071 乾隆校前整骨院 緊急事態宣言特別枠
独自サービスを付随させた、サブスクリプション方式によるセルフエステ

メニューの導入
株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261S00074 Ｂｉｓｔｒｏ　Ｈａｎａ 緊急事態宣言特別枠 スキマ時間活用とシナジー効果をもたらすエステ事業の進出 川口　裕士

近畿 京都府 R2261S00083 株式会社Ｌａｎａｉ 6130001051115 緊急事態宣言特別枠
サブスクリプション型のＥＣシステム「一人一人に合う最適な寝具提案。

個人向け寝具リースサービス」への業態転換計画。
京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261S00084 株式会社キャピタル東洋亭本店 1130001004614 緊急事態宣言特別枠 創業明治３０年老舗洋食店の味を家庭に届ける外販事業への挑戦 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261S00086 株式会社ｕｔｕｗａ 8130001062341 緊急事態宣言特別枠 雇用を守り地域需要にあったテイクアウト唐揚げ専門店による新展開 シェアビジョン株式会社

近畿 京都府 R2261S00087 株式会社カムデン 8130002022591 緊急事態宣言特別枠 真珠入札会のデジタル化による新市場開発 萬　隆幸

近畿 京都府 R2261S00088 ゲストハウス雅順 緊急事態宣言特別枠 京都の素材で作るイタリアンジェラートの製造・販売 京都紫明税理士法人

近畿 京都府 R2261S00090 ＰＬＥＨ．チニアシツケル 緊急事態宣言特別枠 若手作家支援と地域経済発展に向けたカフェ併設ギャラリーの開設 京都商工会議所
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近畿 京都府 R2261S00091 株式会社ジー・アール・インターナショナル 4130001045787 緊急事態宣言特別枠
ＥｄＴｅｃｈを取り入れた革新的な英会話教室でＳＴＥＡＭ教育を行う事

業
辻野　浩史

近畿 京都府 R2261S00092 小山醸造株式会社 9130001014473 緊急事態宣言特別枠 ネット販売の構築と見学・体験できる醤油製造業への業態転換 小山　富央

近畿 京都府 R2261S00094 ガウチョ 緊急事態宣言特別枠 【ＢＡＲガウチョ】深夜バー事業からダイニング事業への事業転換計画 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00095 有限会社豊和食産 2130002004307 緊急事態宣言特別枠 店舗におけるカフェから高級食パン分野への進出 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 R2261S00096 株式会社凡愚 9130002034966 緊急事態宣言特別枠
セントラルキッチン建築にて高性能冷凍を活用した水産２次加工製品の

メーカー機能をもつ製造の提供
株式会社福邦銀行

近畿 京都府 R2261S00097 有限会社如意プロデュース 1130002001263 緊急事態宣言特別枠 大学等と連携した企業向けアートシンキング研修事業 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00098 マルシン飯店株式会社 5130001055587 緊急事態宣言特別枠 冷凍生餃子自動販売機事業 服部　真和

近畿 京都府 R2261S00099 株式会社五十家コーポレーション 3130001029205 緊急事態宣言特別枠
飲食店の本格的農業進出。京都大原野での“ベビーリーフ”水耕栽培事業の

開始。
京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00101 株式会社植田 3130001051233 緊急事態宣言特別枠 実演塗装が可能なリモートショールームの新設による業態転換事業 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00103 株式会社ラブリープロダクツ 2010401068204 緊急事態宣言特別枠 和装商材　販売／レンタルサイト運営事業 税理士法人優和

近畿 京都府 R2261S00105 株式会社Ａｐｅｒｉｏ 1130001063957 緊急事態宣言特別枠 京都祇園発の野菜とお酒を使った大人のドレッシングの製造 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261S00106 上世屋獣肉店 緊急事態宣言特別枠 ジビエ処理施設の食肉市場からペット市場へ転換を図る事業計画 宮津商工会議所

近畿 京都府 R2261S00107 佐々木酒造株式会社 9130001003014 緊急事態宣言特別枠 京都洛中酒蔵ツーリズム事業への取り組み 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00112 株式会社ＡＷＯＭＢ 2130001056968 緊急事態宣言特別枠 健康的な食生活を手軽に続けられる宅食プログラムへの新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00113 株式会社ステップ 3130001004950 緊急事態宣言特別枠
京風総菜「おばんざい」を全国のご家庭に届ける冷凍食品製造事業への新

分野展開
京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00114 サフイ　ヘアー　リゾート 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍を乗り切るトータルビューティーサロン 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00117 有限会社双葉堂 4130002014840 緊急事態宣言特別枠 ベビー用品レンタル事業における非対面ビジネス化による営業形態の変革 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00120 ＣＨＩＢＡ－ＣＨＵＰＳ 緊急事態宣言特別枠 小規模ＤＪイベント機材設営及びレンタル事業 城陽商工会議所

近畿 京都府 R2261S00121 ぞろんぱ 緊急事態宣言特別枠 安心・安全・健康にこだわったパン製造小売り店舗の新規出店 吾郷　泰佑

近畿 京都府 R2261S00122 株式会社ＢＭターゲット 6010701018813 緊急事態宣言特別枠 中小のＥＣ運営事業者特化型のワンストップロジスティクス事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

近畿 京都府 R2261S00123 株式会社ジェイエムユウ 6130001023485 緊急事態宣言特別枠 店舗の移転縮小・事務所拡大により非接触型販売システムの開発 野﨑　智仁

近畿 京都府 R2261S00125 ＭＩＣＥコーヒーサービス株式会社 3130001065704 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト構築によるコーヒーのＤ２Ｃサブスクリプション販売 株式会社南都銀行

近畿 京都府 R2261S00127 有限会社リンクス 2130002027506 緊急事態宣言特別枠 最先端ＩｏＴ音響機器導入による高音質のライブ音声配信サービスの提供 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00129 ツバクロすっぽん食堂 緊急事態宣言特別枠 ツバクロ新事業プロジェクト 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00131 丹菱株式会社 4130001040755 緊急事態宣言特別枠 海の京都で衣・食・体験の観光地点型ファクトリーショップの開設 京都府商工会連合会

近畿 京都府 R2261S00132 株式会社京の舞妓さん本舗 4130001050853 緊急事態宣言特別枠 肉や魚も漬けられる「ぬか床」を量産化し、調味料市場に参入する 京都商工会議所
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近畿 京都府 R2261S00134 株式会社カナザワコーポレーション 3130001010271 緊急事態宣言特別枠 革新的なスチコン設備の導入による新たな店舗型スイーツ事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261S00135 高瀬川フーズ株式会社 8130001048381 緊急事態宣言特別枠 高瀬川インドアゴルフクラブ事業 中谷　健太

近畿 京都府 R2261S00136 株式会社土屋念珠店 2130001018101 緊急事態宣言特別枠 手にする方が心豊かになるために、珠数の選び方の新提案 荒尾税理士法人

近畿 京都府 R2261S00139 スター食堂株式会社 3130001024949 緊急事態宣言特別枠 洋食商品のテイクアウト専門店の開店及びオンライン、卸販売 八田　泰孝

近畿 京都府 R2261S00141 豊竹工芸株式会社 7130001001837 緊急事態宣言特別枠 新商品とショールームでエンドユーザーへの販路構築 徳村　拓希

近畿 京都府 R2261S00142 ＡＧ株式会社 6160001017468 緊急事態宣言特別枠 スタディ型動画レシピと食材キットのオンライン販売事業 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00143 株式会社兵藤 2130001039898 緊急事態宣言特別枠 食品製造業への挑戦及び製造設備を活用したフード店舗展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261S00144 株式会社大幸 6130001045595 緊急事態宣言特別枠
丹後地区のドローン活用した農薬散布による農業の省力化とサービスの提

供
株式会社福邦銀行

近畿 京都府 R2261S00145 スペース壬生 緊急事態宣言特別枠 「アートｘ公文」を用いた独自の教育ベースの創生 税理士法人らくよう綜合研究所

近畿 京都府 R2261S00147 ＧＲＥＥＮ　ＦＡＲＭ 緊急事態宣言特別枠 季節の果物と、放牧牛乳のミルクジャムで食品メーカーへ挑戦 税理士法人イデア

近畿 京都府 R2261S00148 株式会社インセンティア 8130001017931 緊急事態宣言特別枠 ”目新しさ”と”京都らしさ”を一度で体感できる非日常空間の提供 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261S00149 株式会社神戸珠数店 3130001016888 緊急事態宣言特別枠 ＢｔｏＢ販売サイトの創設 長谷川　正治

近畿 京都府 R2261S00150 株式会社出立木工所 7130001060429 緊急事態宣言特別枠 業界初持上げレール付き裁断機による薪が移動制限社会に火を灯す 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 R2261S00151 有限会社丸福水産 8130002007964 緊急事態宣言特別枠 オリジナル加工商品を実店舗及びネットを利用する販売事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 R2261S00155 竹之内工務店 緊急事態宣言特別枠 先端建築技術を用いた低感染リスク型飲食店開業による新分野展開 京都府商工会連合会

近畿 京都府 R2261S00157 株式会社クロスメディカル 1130001033596 緊急事態宣言特別枠 ポスト新型コロナ時代を見据えたオンライン医師教育システムの構築 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00158 株式会社ＤＣＴ 9130001048570 緊急事態宣言特別枠
イートイン飲食業からテイクアウト専門店・プログラミング教室への業態

転換
洛央税理士法人

近畿 京都府 R2261S00160 株式会社アタッチメント 3130001060432 緊急事態宣言特別枠 シェアキッチンを主とする亀岡シェアリングスペースの運営事業 松本　慎太郎

近畿 京都府 R2261S00165 株式会社ＩＭＡ 2130001042233 緊急事態宣言特別枠
セルフオーダーシステムの導入および韓国宮中薬膳料理と現代式焼肉の組

み合わせ事業
京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00166 有限会社ノット 7130002018839 緊急事態宣言特別枠 ＢｔｏＣ事業の展開に向けた家具と雑貨のショールーム設備構築 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00167 有限会社セイワ・ホテル 7130002033565 緊急事態宣言特別枠 レンタルオフィスで新たに経営の柱 川人　基司

近畿 京都府 R2261S00170 リリーレース・インターナショナル株式会社 6130001003561 緊急事態宣言特別枠 男性用レース製品の向上を目指す、レースミュージアム事業 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00172 シャフテックツチハシ株式会社 9130001039363 緊急事態宣言特別枠 ドローンを用いた農薬散布をはじめとするスマート農業分野への進出 城陽商工会議所

近畿 京都府 R2261S00173 石川つゞれ株式会社 3130001004315 緊急事態宣言特別枠 西陣爪搔本つづれ織の新商品を開発して美術市場に進出 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00178 有限会社Ｋ－ｎｅｔ 7130002021850 緊急事態宣言特別枠 薬膳で免疫力アップと経営基盤強化！掴む女性客と女性雇用の拡大 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00179 株式会社京屋総本舗 6130001050835 緊急事態宣言特別枠 焼肉店のＥＣ・テイクアウト事業に最適な真空冷凍精肉の卸事業推進 株式会社大三経営事務所
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近畿 京都府 R2261S00180 株式会社Ａｌｉｖｅ 9130001061045 緊急事態宣言特別枠 もつ鍋専門店から換気のよく集客力の高い焼肉店への業種変更 辰市　祐洋

近畿 京都府 R2261S00182 中道佳司美 緊急事態宣言特別枠
宿泊用空きスペースを活用し、テイクアウトカフェ＆ショップヘの新分野

展開
京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00185 株式会社ＭＡＳＯＯ． 9130001057472 緊急事態宣言特別枠
３Ｄプリンタを使い、型をはめたまま紙を貼り付けるハイブリッド張り子

の製作事業
京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00186 株式会社山政小山園 3130001033207 緊急事態宣言特別枠 山政小山園六次産業化（小売業展開）プロジェクト 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261S00187 株式会社朝日堂 7130001008972 緊急事態宣言特別枠 京焼・清水焼のブライダルギフト分野への進出、新規需要開拓事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 R2261S00189 橘屋物産株式会社 2130001005074 緊急事態宣言特別枠 「紫芳軒＜Ｗａカフェ＞（仮称）」新規飲食事業展開による事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00191 株式会社三味洪庵 5130001009312 緊急事態宣言特別枠 蕎麦の健康成分を活かした蕎麦屋が作るそば雑穀、そば会席の開発・販売 株式会社シャイン総研

近畿 京都府 R2261S00194 株式会社マルケーオガワ 5130001022661 緊急事態宣言特別枠 健康増進を多角的にサポート！地域活性化めざす運動施設の運営 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00195 株式会社ベルテックコーポレーション 8130001051501 緊急事態宣言特別枠
クラス１００００のクリーンルーム導入によるレーザーを用いた自動化シ

ステム製造の開始
株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 京都府 R2261S00196 株式会社國枝商店 1130001028943 緊急事態宣言特別枠 よーじやカフェお茶のクレープ 株式会社みずほ銀行

近畿 京都府 R2261S00198 有限会社グッドウッドＫＹＯＴＯ 1130002029998 緊急事態宣言特別枠 取引先に依存しない経営のためのＩＴプラットフォームの構築 鯉淵　拓真

近畿 京都府 R2261S00203 有限会社シンコウ美装 8130002018730 緊急事態宣言特別枠 新分野展開による総菜製造及び販売事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 R2261S00205 株式会社アドプランツコーポレーション 1130001047349 緊急事態宣言特別枠 サテライトショップ展開（販売・営農活動）による事業の再構築 森井　裕明

近畿 京都府 R2261S00208 株式会社Ｌｅ　Ｒ．Ｄ．Ｒ． 8130001036320 緊急事態宣言特別枠 夜はバーで昼はカフェ、「映え」新メニューで差別化！ 税理士法人細川総合パートナーズ

近畿 京都府 R2261S00211 株式会社ティアレス 6130001056782 緊急事態宣言特別枠
クラウド型システム導入による、士業の紹介システムと学生の教育システ

ムの構築
株式会社シャイン総研

近畿 京都府 R2261S00213 株式会社ビックスマイル 8130001036114 緊急事態宣言特別枠 薪ストーブ販売と付随サービス提供による事業再構築 税理士法人イデア

近畿 京都府 R2261S00217 宮ノ後鍼灸整骨院 緊急事態宣言特別枠 美容施術ノウハウを活かしたエステサロン開設計画 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00220 株式会社よしむら 5130002019129 緊急事態宣言特別枠 本物の手打ちそばを高齢者福祉施設へ。「料理を届ける」事業転換 奥村　能丈

近畿 京都府 R2261S00221 株式会社どこ・いこ 4130001025269 緊急事態宣言特別枠 富裕層向けの高級飲食店会員システム 森井　義英

近畿 京都府 R2261S00223 ギャラリー　ナナ 緊急事態宣言特別枠 水中スクーターのトレーニングプログラムとナビゲーションシステム開発 伊村　睦男

近畿 京都府 R2261S00224 株式会社オフィスエムワン 6130001036322 緊急事態宣言特別枠 エンターテイナー特化型ポータルサイト事業計画 山田　祥雄

近畿 京都府 R2261S00225 ｓａｌｏｎ　Ｅａｒｔｈ　サロンアース 緊急事態宣言特別枠 「ヘナヘッドスパ」の全国展開に向け「ヘナヘッドスパニスト」育成 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00227 株式会社はり清 5130001009584 緊急事態宣言特別枠 京料理の経験を活かしたケーキの製造・販売新規事業 京都紫明税理士法人

近畿 京都府 R2261S00230 有限会社フリークス 3130002010205 緊急事態宣言特別枠 独自焼肉「ホルモン千葉」を家庭・アウトドアで楽しむ商材開発と販売 ひかり戦略会計株式会社

近畿 京都府 R2261S00232 鎮星株式会社 2130001059797 緊急事態宣言特別枠
外国人投資家向けバーチャルオフィス及びバーチャル従業員提供サービス

始動計画
辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 京都府 R2261S00233 セキズ 緊急事態宣言特別枠
トルコブランドのフレーバーを購入したい分野に、デジタル技術を活用し

た販売戦略
京都商工会議所
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近畿 京都府 R2261S00234 株式会社エテリオル 2130001056035 緊急事態宣言特別枠 ご当地キャラを使った日本史・地理を学べるアプリ 京都商工会議所

近畿 京都府 R2261S00235 トラディ合同会社 4130003005129 緊急事態宣言特別枠 日本の文化／伝統の国外向けＤ２Ｃ販売 京都府商工会連合会

近畿 京都府 R2261S00238 薄伽梵ハヂメ 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から焼肉屋への事業転換 京都信用金庫

近畿 京都府 R2261S00242 ソリレス 緊急事態宣言特別枠 チューハイ専門店から「女性向け立ち食い蕎麦屋」への転換事業 徳村　拓希

近畿 大阪府 R2271S00002 バランス整骨院 緊急事態宣言特別枠 リハビリに重点を置く予防介護事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271S00003 株式会社サンフラワーアート 8120001001903 緊急事態宣言特別枠 オリジナル・プレミアム・ドライフラワーによる市場創造＆事業構造転換 岡田　明穂

近畿 大阪府 R2271S00006 株式会社ＢＯＡ 4120001194288 緊急事態宣言特別枠
展開飲食店舗各店の特長・立地を最大限に活かした経営資源再配分による

売上拡大
花岡　貴志

近畿 大阪府 R2271S00008 希望新風　長瀬近大前店 緊急事態宣言特別枠 ラーメン店ならではの商品を活かした新規テイクアウト販売開始計画 井関　新吾

近畿 大阪府 R2271S00009 Ｐｉｚｚｅｒｉａ　Ｓｕｏｎａｒｅ 緊急事態宣言特別枠
新時代アフターコロナの次世代店舗とデジタル化による新しいワイン酒場

の展開
松川　浩士

近畿 大阪府 R2271S00010 株式会社ＲＥＢＡＲＧＥ 7120001221444 緊急事態宣言特別枠 ＩＴを活用した次世代店舗による接客方法の変革と新たな売上の構築 花岡　貴志

近畿 大阪府 R2271S00011 グラティフィープラスイー 緊急事態宣言特別枠 強みを活かした痩身・脱毛エステ事業への新規参入による売上拡大 花岡　貴志

近畿 大阪府 R2271S00014 株式会社イクシム 2120001218783 緊急事態宣言特別枠 イベント会社による循環型経済の事業化 深野　裕二

近畿 大阪府 R2271S00016 株式会社Ｙ＆Ｎｏｂｕｙａフーズ 9120001145591 緊急事態宣言特別枠 コロナに打ち勝つため、餃子・唐揚げ専門の中華料理店へ業態変更 税理士法人ＬＩＮＫ

近畿 大阪府 R2271S00023 株式会社堺十字屋 5120101002671 緊急事態宣言特別枠 小規模医療施設向けユニフォーム等の宅配クリーニングサービス 関西みらい銀行

近畿 大阪府 R2271S00025 株式会社ＳｕｎＫｙｏコーポレーション 3120001187631 緊急事態宣言特別枠
送り主が登録した動画を再生・閲覧することができる、「動画メッセージ

付きフラワーギフト」サービス
澤井　美香

近畿 大阪府 R2271S00026 株式会社ハイエンドミュージック 7120001202915 緊急事態宣言特別枠 オンライン受注によるギター高精度スキャン・修理サービスの開始 土岡　信祐

近畿 大阪府 R2271S00028 株式会社チアフルフーズ 6120001084289 緊急事態宣言特別枠 鮮度抜群の鶏肉を使った自社オリジナル商品の開発と通信販売の事業化 岸本　圭祐

近畿 大阪府 R2271S00029 蛍窯 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト＆オンライン螢窯陶芸倶楽部新規開設 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 R2271S00031 株式会社萬通 1120001139774 緊急事態宣言特別枠 日本商材を扱う中国人富裕層向け越境ＥＣサイトの構築及び運営 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 R2271S00033 まぐろ小屋別邸 緊急事態宣言特別枠 現役プロ料理人がお伝えする初心者安心のオンライン料理教室開講 西馬　宏和

近畿 大阪府 R2271S00035 株式会社岡本マテリアル 3120001217933 緊急事態宣言特別枠 新型コロナ感染症に対抗するエステサロン事業への参入 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 R2271S00041 株式会社ＣｈａｒｍｅＲ 8120001193377 緊急事態宣言特別枠 現役ヘアメイクアーティストによるハイセンスなフォトスタジオ 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 R2271S00042 株式会社スズヤ 3120101036911 緊急事態宣言特別枠 放課後等デイサービス分野での地域密着経営戦略 岸和田商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00044 株式会社アプローズ 5120001161411 緊急事態宣言特別枠 オンライン展示会運営による新規開拓と事業規模の拡大 西川　哲也

近畿 大阪府 R2271S00045 Ｉｒｏｄｏｒｉ　ｓｈｉｐｓ 緊急事態宣言特別枠 ネットでの衣類・靴販売業から個別学習塾への業種転換で事業再構築 税理士法人高橋資産会計事務所

近畿 大阪府 R2271S00046 ウェルフェアービーシー 緊急事態宣言特別枠 福祉・介護車両に特化した自動車販売・整備工場の開業 土岡　信祐
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近畿 大阪府 R2271S00047 株式会社泉州訪問看護ステーション 6120101059595 緊急事態宣言特別枠
既存事業（訪問看護事業）とのシナジー効果も期待できる住宅型戸建てホ

スピスの開設
土岡　信祐

近畿 大阪府 R2271S00050 株式会社ＭＩＪ 2120001138791 緊急事態宣言特別枠 フランチャイズを活用したブランド品・貴金属等の買取業への参入 横田　慎一

近畿 大阪府 R2271S00051 株式会社ちよ松レストランマネージメント 2120101052026 緊急事態宣言特別枠 飲食店が挑む小売酒販売・世界的な需要が膨らむウイスキー専門店 泉佐野商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00054 鎌倉音楽製作所 緊急事態宣言特別枠 プロによるコンテンツのオンライン配信業務サポートサービス 堺商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00055 株式会社Ａｎｉ－Ｍａｄｏｎｎａ 2120001107656 緊急事態宣言特別枠
婦人靴製造卸からＤＸを活用したリアル店舗／ウェブによる製造直販への

業態転換
株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271S00056 株式会社Ｓｎａｉｌ　ｔｒａｃｋ 2120001163220 緊急事態宣言特別枠 名店の味を安価で楽しめる大衆焼肉店の展開 東京中央経営株式会社

近畿 大阪府 R2271S00057 Ｐｒｏｊｅｃｔ佐野槌 緊急事態宣言特別枠 新型コロナウイルス感染症に対抗する新分野展開による事業再構築 京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00058 株式会社ｃｒｏｓｓ　ｂｅｎｃｈ 2120901039742 緊急事態宣言特別枠 コワーキングスペースの個室シェアオフィスへの業態転換計画 山本　高久

近畿 大阪府 R2271S00059 株式会社丸二製作所 2120001028191 緊急事態宣言特別枠 バルブ加工技術を生かし、ＩｏＴ化をはかり混錬機の自社一貫生産 コンフロント税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00063 ＮＳＤトラスト株式会社 3120001192730 緊急事態宣言特別枠 「ＬＥＤ　デジタルサイネージ」パネルのレンタル・施工事業の展開 コンフロント税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00068 株式会社ＡＹＡ製作所 1120001209585 緊急事態宣言特別枠 新型コロナに負けるニャー！猫とともに癒しのお手伝い 小松　和也

近畿 大阪府 R2271S00074 ミニティ 緊急事態宣言特別枠 コロナ時代に安心安全な職人の技シャンプー専門店で新分野展開 池田商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00075 株式会社キングプリンターズ 1120001122177 緊急事態宣言特別枠
『最新デジタル印刷機＋バリアブルソフト』の導入により『シール・ラベ

ル印刷』事業へと新業態にチャレンジ！
三木　朋晴

近畿 大阪府 R2271S00077 株式会社ＫＨＳメディカルサポート 1120001205543 緊急事態宣言特別枠
業界初、医療機関の経営改善を可能にする医療機関専門のＷＥＢプラット

フォーム構築
花山　和士

近畿 大阪府 R2271S00078 株式会社エースキューブ 9120001138356 緊急事態宣言特別枠 複合レンタルスペース・スタジオ事業計画 碧山　雄貴

近畿 大阪府 R2271S00080 株式会社オートグラスジャパン 3120001200435 緊急事態宣言特別枠 新規事業として中古車販売を開始 江口　晋平

近畿 大阪府 R2271S00081 株式会社関西経営管理協会 5120001062527 緊急事態宣言特別枠 自社コンテンツ作成とオンラインサービス提供のためシステム改修 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00083 株式会社白光 6120001021325 緊急事態宣言特別枠 部活ユニフォーム及び体操服の即日仕上げ洗濯事業（個別対応） 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00084 株式会社トリノホームズ 9120001150162 緊急事態宣言特別枠 新分野展開：中古バイク販売事業の新展開 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 R2271S00085 有限会社モンスターサウンドシステムズ 7120902011472 緊急事態宣言特別枠
高槻市のアーティストと事業所を結びつけ、地域振興を目指す新音楽レー

ベルの設立
高槻商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00086 株式会社ベスメモ 7120001175649 緊急事態宣言特別枠 しまなみ海道旅行への写真撮影サービス 井関　新吾

近畿 大阪府 R2271S00087 株式会社ファンスパイア 6120001184295 緊急事態宣言特別枠 教育意識の高いエリアにおける１歳半～の子どもを対象とした幼児教室 矢野　修平

近畿 大阪府 R2271S00090 有限会社杉村工業 2120002071645 緊急事態宣言特別枠 万能試験機による、新規市場開拓及び事業拡大への挑戦！ 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00091 相光電子株式会社 4120001155141 緊急事態宣言特別枠 ＡＩ深層学習による画像処理技術開発 京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00092 千房ホールディングス株式会社 1120001084343 緊急事態宣言特別枠 新たな時代に対応した新規事業～居酒屋業態の冷凍加工ＥＣ販売～ 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 R2271S00095 株式会社天満大阪昆布 5120001067534 緊急事態宣言特別枠 新だし昆布開発と動画カタログ・動画レシピ制作による新分野展開 税理士法人平岡会計事務所



68 / 102　
事業再構築補助金　第1回公募　緊急事態宣言特別枠　採択案件一覧【全国統合版】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。

2023年4月14日時点

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

近畿 大阪府 R2271S00097 株式会社ノボル電機 6120001147161 緊急事態宣言特別枠
昭和レトロな意匠性と重厚感を持つスピーカーとセットアンプのＤｔｏＣ

事業
北大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00098 中徳 緊急事態宣言特別枠 新鮮な魚介を使った弁当のテイクアウトサービスの実施 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271S00100 株式会社ロマン 7120001092456 緊急事態宣言特別枠 ハンドクリームを中心としたボディケア商品の輸入販売業 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 R2271S00104 ｐｉＣＡＴ 緊急事態宣言特別枠 ひとり親サポートｐｌａｃｅ“Ｓｍｉｌ”の開業計画 八尾商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00105 株式会社リジカーレン 4120001162848 緊急事態宣言特別枠 通販用お取り寄せ冷凍食品のＯＥＭ製造事業への進出 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 R2271S00106 松本印刷株式会社 8120001089831 緊急事態宣言特別枠 ｗｅｂマーケティング分野進出による新市場の開拓 山上　益弘

近畿 大阪府 R2271S00107 日新プリント株式会社 1120001052606 緊急事態宣言特別枠 インクジェットプリントによる独自Ｔシャツの小ロット・即日納品の実現 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 大阪府 R2271S00108 株式会社アソシア貿易 8120001201379 緊急事態宣言特別枠 ＤＸによるＥＣ店舗構築とコスメのサブスクリプションサービスの融合 佐野　良太

近畿 大阪府 R2271S00109 株式会社笠谷ｓｉｇｎ 1120001198201 緊急事態宣言特別枠
リトル沖縄をイメージしたスムージーとタコスがウリの飲食店舗の開発運

営
株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 R2271S00112 株式会社ダンク 1120001126038 緊急事態宣言特別枠 ランチタイムを中心とした飲食店～個食とテイクアウト分野の開拓～ 松本　常裕

近畿 大阪府 R2271S00116 オオサカチャオメン 緊急事態宣言特別枠 先端的なデジタル技術による飲食店非対面接客システムの構築 原島　健彰

近畿 大阪府 R2271S00125 株式会社ヨコオ 7120001134910 緊急事態宣言特別枠 ビーフカツサンドのセントラルキッチン化による中食市場への業態転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271S00129 カフェボンボヤージュ 緊急事態宣言特別枠 自家焙煎珈琲豆の卸売・小売の開始による新分野展開 甲能　知樹

近畿 大阪府 R2271S00131 株式会社ＧＬＯＢＯ 4120001120913 緊急事態宣言特別枠 高品質な希少種類のプロポリスを投入し健康食品事業に参入 小澤　惠子

近畿 大阪府 R2271S00133 たからセカンド株式会社 2120101047075 緊急事態宣言特別枠
コロナ対策で個別対応による新たな食のエンターテイメントを創出する新

店舗で事業再構築実現
大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00134 エス・ピー・エム株式会社 2120001167543 緊急事態宣言特別枠
国策であるＣＯ２削減・節電効果抜群のエコジュードを改良・コストダウ

ンを伴う内製化事業
税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 R2271S00135 株式会社遥翔 2120101052686 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト・ＥＣ販売等に対応した餃子専門店 小池　知明

近畿 大阪府 R2271S00136 株式会社清水 3120001081256 緊急事態宣言特別枠 既存店舗を縮小しテイクアウトメインの店舗に改装する計画 近藤　新次郎

近畿 大阪府 R2271S00137 株式会社リーフ 7120002061534 緊急事態宣言特別枠
工務店向けオーダー家具キッチンのオンライン受注サイトを活用した販売

戦略
大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00138 株式会社デバイスエージェンシー 9120001191363 緊急事態宣言特別枠 「不動産の短期賃貸借契約」のマッチングサービスの運営 コンフロント税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00143 有限会社リバイブコーポレーション 4120002068598 緊急事態宣言特別枠 新たな飲食店舗として、高級寿司店の開業と職人育成を行う。 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00145 よつばしフーズ株式会社 6120001176953 緊急事態宣言特別枠 巣ごもり需要に向けテイクアウト専門店による新たな収益の柱を構築 花岡　貴志

近畿 大阪府 R2271S00149 株式会社ＯＳＫ 9120101043704 緊急事態宣言特別枠 経済社会の変化とニーズに対応したネット型宅配クリーニング事業の展開 山本　高久

近畿 大阪府 R2271S00150 株式会社ムーラン 2120001090670 緊急事態宣言特別枠 生絞りモンブランの企画・製造と実演による店舗販売 東　徹男

近畿 大阪府 R2271S00151 特定非営利活動法人メディカル指南車 4120005011745 緊急事態宣言特別枠 専門医による画像症例解説ビデオの制作・配信市場への参入 新居　誠一郎

近畿 大阪府 R2271S00152 株式会社ジーケーパートナーズ 5120001105120 緊急事態宣言特別枠 オンライン活用による常時サポート型廃業支援サービス ほんまち税理士法人
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近畿 大阪府 R2271S00153 株式会社デューリング 3122001025449 緊急事態宣言特別枠 眼精疲労等の緩和に特化した施術を美容院に向けて教えるスクール事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00154 酒やのまえだ 緊急事態宣言特別枠 守口市に天然魚を～生産設備導入による外食から中食への転換～ 京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00155 健菜天　佳川 緊急事態宣言特別枠 健康志向の天丼のテイクアウト 門田　知也

近畿 大阪府 R2271S00156 株式会社スターチェーン 6120001220397 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト・デリバリー・ネット通販の開始 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271S00157 株式会社ウィンカンパニー 6120101034433 緊急事態宣言特別枠
外出自粛で低迷する鞄市場から手土産需要「和菓子」の店舗運営でＶ字回

復
税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 R2271S00161 Ａｓ　ｉｓ　ｍｕｓｉｃ合同会社 5120003007414 緊急事態宣言特別枠 セルフレコーディングと４Ｋ対応動画編集スタジオの新設事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00162 ｊｏｉｎｔ 緊急事態宣言特別枠 スイーツキッチンカーのレンタル事業 大松　祐介

近畿 大阪府 R2271S00163 オビカワ株式会社 4120001019750 緊急事態宣言特別枠 自社のノウハウと強みを活かした防カビ製品への新分野展開 関西みらい銀行

近畿 大阪府 R2271S00164 合同会社ＪＡＰＡＮ　ＫＩＤＳサービス 5120003015623 緊急事態宣言特別枠
年齢別・独自カリキュラムで真の自立を目指す障がい児向け施設運営への

参入
関西みらい銀行

近畿 大阪府 R2271S00167 株式会社すまいるぴーぷる 9120901028887 緊急事態宣言特別枠 【新事業】大阪産しらす拡販に伴う水産製品製造業 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00169 なかはら整骨院 緊急事態宣言特別枠 コロナ過に対応、アプリを活用したシェアオフィスへの出張施術 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00173 株式会社みずしま 9120001165004 緊急事態宣言特別枠 お持ち帰りとお一人様立ち飲みスタイルの出汁料理屋の新業態開発 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00174 草田康博 緊急事態宣言特別枠 ケージフリーエッグの生産（放し飼いの鶏の卵）と竹パウダーの販売 堺商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00175 有限会社一期一会 6120002066369 緊急事態宣言特別枠 映像制作業務を標準化する制作会社向けＡＩ自動編集システムの開発 ヒッドワークス合同会社

近畿 大阪府 R2271S00179 もつマニア　旧かしら屋 緊急事態宣言特別枠 沖縄そばをメインにこだわりのめん類製造販売業を新たに営む 大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00185 合同会社ＭＤＩ 9120903002114 緊急事態宣言特別枠 食の力で全国制覇！アフターコロナは鉄板焼でみんなを笑顔に！ 貞方　建吾

近畿 大阪府 R2271S00188 株式会社ドリーマーズ・クリエイション 1120001200387 緊急事態宣言特別枠 ビジネスラボＴＥＮＢＩＮプロジェクト 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 R2271S00190 和Ｄｉｎｎｉｎｇわだち 緊急事態宣言特別枠 イタリアンバルが換気能力を改修強化し焼鳥屋に業態転換する事業計画 株式会社八咲

近畿 大阪府 R2271S00191 有限会社村中金属 1120002010380 緊急事態宣言特別枠 板金・金型製造業のライトアウトドア市場への新分野進出 須﨑　保弘

近畿 大阪府 R2271S00194 トラベルエステート株式会社 1120001199785 緊急事態宣言特別枠 アフターコロナにおける賃貸仲介事業への挑戦とＤＸの実現 美藤　直人

近畿 大阪府 R2271S00197 カフェピケ 緊急事態宣言特別枠
コロナ禍で生き残るため飲食店を閉鎖し冷凍ケーキの通信販売へと業態転

換
京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00198 合同会社アワーズ 4120003013611 緊急事態宣言特別枠
コロナ禍を乗り越える、居酒屋業態から、地域に根差せる蕎麦屋業態への

事業転換計画。
北大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00199 株式会社ランジュ 3120101057602 緊急事態宣言特別枠
地域住民へ「美」と「健康」を提供する、理美容業からエステティック業

への新分野展開
北村　真吾

近畿 大阪府 R2271S00200 株式会社ひろひろ 3120001166305 緊急事態宣言特別枠 削り節加工業者を買収「自社食品製造工場」を新設し販路拡大 森川　優

近畿 大阪府 R2271S00203 株式会社キャリアナビ 9120001115958 緊急事態宣言特別枠 クラウドファンディング・プラットフォーム運営事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271S00204 株式会社くらすむーぶ 1120001031023 緊急事態宣言特別枠 引越事業者による整理収納や掃除の知識習得のための教育事業 近藤　新次郎
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近畿 大阪府 R2271S00205 堀内鏡工業株式会社 4120001021632 緊急事態宣言特別枠 特許のミラーを利用してオーラルケアの新分野・新市場へ挑戦 田川　智洋

近畿 大阪府 R2271S00207 株式会社メタモルフォーゼビューロー 4120001073161 緊急事態宣言特別枠
ロリータファッション企画制作会社の撮影スタジオ運営と衣装レンタル事

業への進出
株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 R2271S00208 大橋広幸 緊急事態宣言特別枠 高付加価値型の治療院の構築で、顧客開拓・リピート率向上を図る 滋賀県商工会連合会

近畿 大阪府 R2271S00209 長岡京中央整体院 緊急事態宣言特別枠 整体院が営むサブスクのエステで、内からも外からも美しく 京都府商工会連合会

近畿 大阪府 R2271S00210 日本紙器株式会社 7120001031991 緊急事態宣言特別枠 フ－ドトラック、キャンパ－バンのレンタカ－事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00211 株式会社オーシス 6120001165345 緊急事態宣言特別枠 高速かつ堅牢なインターネット環境を持ったテレワークスペースの貸出し 税理士法人Ｎ総合会計

近畿 大阪府 R2271S00212 株式会社ミスターブレーン 1120101029636 緊急事態宣言特別枠 気軽にＩＴを学べる「ＩＴ講座」サービスを構築！ 堺商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00213 有限会社山正西村商店 9120002019340 緊急事態宣言特別枠 新鮮・安全な鮮魚料理を一般消費者へ、テイクアウトおよび配達にて提供 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

近畿 大阪府 R2271S00214 キヒラサービス株式会社 1120001014647 緊急事態宣言特別枠 清掃業者がロボット掃除機の物品賃貸業へ業態転換し売上増加を図る 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 R2271S00215 株式会社ワインハーツ 2120101053544 緊急事態宣言特別枠 店頭販売からの誘導で「試飲ができるネット販売」のワイン専門店 丸山　千寿

近畿 大阪府 R2271S00216 株式会社明来エンタープライズ 4120001120046 緊急事態宣言特別枠 テラス活用コロナ対策型演出レンタルスペース事業への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 R2271S00218 株式会社本きもの松葉 4120101034014 緊急事態宣言特別枠 きものコンサルティング事業構築計画書 ＴＳＡ税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00219 株式会社ＺＥＮ 2120901019050 緊急事態宣言特別枠 Ｗｅｂ等を使い地域住民の健康管理とコミュニティの場になるジム計画 髙見　典尚

近畿 大阪府 R2271S00222 株式会社南薩食鳥販売 2120101004019 緊急事態宣言特別枠 受発注システム活用による「飲食店動向データの収集・販売」事業 柴田　壽徹

近畿 大阪府 R2271S00223 株式会社アボス 1120001130642 緊急事態宣言特別枠
ウイルス対策を完備した新型ヨガスタジオを開設し地域住民の健康増進を

図る計画
大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00224 株式会社ＲＯＯＭＩＮＧ　ＳＹＳＴＥＭＳ 4120001205425 緊急事態宣言特別枠 トレーラーハウス（レンタカー）レンタル事業 小野　晋平

近畿 大阪府 R2271S00225 東邦宣伝株式会社 3120001024586 緊急事態宣言特別枠 日本ブランドで地域創生・海外展開を目指す日本名産品ＷＥＢ販売事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00229 カドヤ 緊急事態宣言特別枠 健康的なメニューの開発・フードデリバリーサービスで販売 大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00230 ケイ・エイチ工業株式会社 7120101002050 緊急事態宣言特別枠 脱炭素を実現するバイオマス発電向け設備のＩｏＴ化事業 堺商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00231 株式会社野乃鳥 9120901022502 緊急事態宣言特別枠 卵の調達力を活かした「スイーツ製造販売」への新分野展開 倉田　晃

近畿 大阪府 R2271S00233 ペイントプレイスコム 緊急事態宣言特別枠
鈑金塗装技術を活かした、インテリア補修とアンティーク家具のネット販

売事業
松原商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00235 濱洲拓矢 緊急事態宣言特別枠 ３ＤＣＧ（３次元）制作を始めＡＲ・ＶＲを取り入れたコンテンツの提供 大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00239 ストーリーテラー株式会社 4120001000611 緊急事態宣言特別枠 法人向け動画撮影・配信事業 税理士法人森之宮会計センター

近畿 大阪府 R2271S00245 吉良遼太朗 緊急事態宣言特別枠 ダーツイベント事業参入のための店舗移転とダーツマシン複数導入 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 R2271S00247 富澤自動車 緊急事態宣言特別枠
新サービス「ユーザー車検サポート」開始により整備の適正化透明化を図

る
大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00249 株式会社大安 6120001201686 緊急事態宣言特別枠 指導者がいるフィットネスジムで、コロナの健康二次被害をＳＴＯＰ 株式会社アサユナイト
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近畿 大阪府 R2271S00251 食堂ペロ 緊急事態宣言特別枠 ネットショッピング参入における補助事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00252 泉州工機株式会社 9120101003906 緊急事態宣言特別枠 新たなＳＣＲの開発・製造による部品サプライヤーからメーカーへの転換 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 R2271S00257 焼肉　由兵衛 緊急事態宣言特別枠
国内流通一割の国産牛タンの廃棄部分を使用したソーセージを全国にお届

け！
堺商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00258 株式会社プラスランゲージ 7120001217145 緊急事態宣言特別枠 ネオ立ち飲みスタイルのバル　～ウィズコロナ、ポストコロナの生活～ 株式会社ジョインビジネスサポート

近畿 大阪府 R2271S00259 ピッツェリアオーソーレミーオ 緊急事態宣言特別枠 業務用ナポリピッツァ生地を製造し飲食店から製造業へ新分野展開 やまと税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00260 株式会社福純 2120001058040 緊急事態宣言特別枠 ベジタリアン・ビーガン健康食宅配「台湾ベジーキッチン」 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 R2271S00261 有限会社たこ梅 3120002016582 緊急事態宣言特別枠 日本一老舗おでん店のブランドを活かした「外販事業部」の立ち上げ 税理士法人トップ財務プロジェクト

近畿 大阪府 R2271S00262 株式会社梅豊 7120001184609 緊急事態宣言特別枠
対面型の料理提供のコロナ影響を凌駕するために非対面型飲食物の販売に

業態転換しＶ字回復する計画
大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00263 ヘアーアンドリビングモモ 緊急事態宣言特別枠
美容師が故郷で作るご当地サンドの非対面販売店「ｍｏｍｏｍｅａｌ（モ

モミール）」の開業
箕面商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00264 株式会社ＦＩＶＥＳＴＡＲＧＲＯＵＰ 5122001027030 緊急事態宣言特別枠 ｗｉｔｈコロナに対応した「トータルボディサロン」への展開 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

近畿 大阪府 R2271S00265 株式会社ヤギセイ 8120001091102 緊急事態宣言特別枠 新製品開発・ブランディングとＥＣ商流開拓による事業再構築 瓶内　栄作

近畿 大阪府 R2271S00270 キングオート 緊急事態宣言特別枠 キッチンカー１台で様々なお店の味を楽しめる移動式飲食販売 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 R2271S00273 炭火焼鳥ひよこ家 緊急事態宣言特別枠 中食用オリジナル焼鳥メニューの開発と調理動画で事業再構築を図る 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 R2271S00274 株式会社テクノフード 7120001221915 緊急事態宣言特別枠
飲食事業で培ったメニュー開発と、神戸牛の特徴を活かした総菜事業を展

開する。
荒巻税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00276 株式会社ＳＴＹ 8120002012560 緊急事態宣言特別枠 デジタルライブで演奏会や動画投稿が出来るプラットフォーム構築 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00278 株式会社オーディナリーズ 3120001209955 緊急事態宣言特別枠 洋食店の技術を活かしたスープと自家製麺によるラーメン店の開業 山本　義範

近畿 大阪府 R2271S00280 有限会社ボンドストリート 5120902021440 緊急事態宣言特別枠 家庭用の健康美容機器の販売を店舗とネットで構築 溝口　房典

近畿 大阪府 R2271S00281 株式会社オフィスＥＭＰ 3120001198653 緊急事態宣言特別枠 就労継続支援Ａ型事業所で行う会計事務所を顧客とした記帳代行事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 R2271S00283 六和化成工業所 緊急事態宣言特別枠
海外向けバイオマス樹脂化粧品容器ニーズ拡大に基づく事業再構築への取

り組み
株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 R2271S00287 株式会社Ａｔａｍａ 9120001129891 緊急事態宣言特別枠 ＢｔｏＢ向け紹介キャンペーンアプリのシステム開発による事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271S00288 城東印刷株式会社 4120001012565 緊急事態宣言特別枠
制作・印刷会社による同業「印刷会社」向け営業コンサルティング業への

展開
大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00289 暁喜株式会社 5120001167607 緊急事態宣言特別枠 越境ＥＣと自社サイトを利用した海外向け販売事業及び新商品開発 山本　文則

近畿 大阪府 R2271S00290 ＣＲＥＭＯＮＡＬＡＢＯ 緊急事態宣言特別枠 音楽とコーヒーのマリアージュ・サブスクリプション 池田商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00294 株式会社ＵＲＡＲＡ 2120101058650 緊急事態宣言特別枠 再現可能な施術指導！整体院向けオンラインサロンサービスの運営 石　光仁

近畿 大阪府 R2271S00295 中国采　老饕 緊急事態宣言特別枠 シルバー・イノベーション 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00296 株式会社ＧＲＯＷ 4120101058401 緊急事態宣言特別枠 移動型スポーツパーク事業　～地域の子供たちに笑顔を～ 堺商工会議所
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近畿 大阪府 R2271S00297 株式会社アルチエ 8120101049479 緊急事態宣言特別枠 中東エリアＥＣ販売支援プラットフォームビジネスへの業種転換事業 大谷　宗宏

近畿 大阪府 R2271S00298 ビューティサロンジュエル 緊急事態宣言特別枠 男性専門脱毛サロンで「傾聴」接客により「介護脱毛」市場開拓 福井　規之

近畿 大阪府 R2271S00299 株式会社クロト 7120001183123 緊急事態宣言特別枠 デザイン力を活かした非対面型ＥＣ事業参入とＤ２Ｃビジネスの確立 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271S00300 有限会社紋珠 4120902011459 緊急事態宣言特別枠 弊社独自の移動式密閉ユニット型無煙炭化炉の商品化に向けた開発事業 高槻商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00302 株式会社ヰゲタ 1120001113812 緊急事態宣言特別枠 業務用コーヒーマシーンの開発、製造、リユース事業 中田　聡

近畿 大阪府 R2271S00303 合同会社ハイ・フレンズ 4120903001970 緊急事態宣言特別枠 新規カフェ開設による収益向上と地域還元を図る教室活用事業 吹田商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00304 株式会社Ｃｏｚｙ 8120001192610 緊急事態宣言特別枠 コミュニティスペースを兼ねたチャレンジショップ運営での新展開 廣岡　茂男

近畿 大阪府 R2271S00307 株式会社てりとりー 7120001175054 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト事業の立上げによる新名物創生プロジェクト 税理士法人ＦＡパートナーズ

近畿 大阪府 R2271S00308 株式会社ＦＩＥＬＤ土香 9120901017064 緊急事態宣言特別枠 おうちレストランに華を添える高級陶芸品の小売り販売とサブスク事業 柴田　壽徹

近畿 大阪府 R2271S00309 株式会社ファストエー 9120001216839 緊急事態宣言特別枠 プログラミング教室を差別化要素とした児童デイサービスへの新分野展開 株式会社八咲

近畿 大阪府 R2271S00310 株式会社プロアス 7120001055297 緊急事態宣言特別枠 ＮＭＮ由来の革新的フェイスマスクの開発・販売計画 島本　昌一

近畿 大阪府 R2271S00315 ＫＡＧＡＭＩ株式会社 7120901042007 緊急事態宣言特別枠 キラルアミノ酸の新規診断・創薬技術サービス事業の開発 茨木商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00316 株式会社正晃 2120001140194 緊急事態宣言特別枠 心技体のプログラムにより職人の未来を確保する新分野展開挑戦 廣岡　茂男

近畿 大阪府 R2271S00319 宮本和雄税理士事務所 緊急事態宣言特別枠 コロナ融資後のＷｅｂシステムによる経営計画グループコンサル 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 R2271S00324 株式会社明和真空 6122001007428 緊急事態宣言特別枠 付加価値の高い機能性メッキ加工技術であるハーフミラー蒸着加工 明和マネジメント税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00326 一般社団法人全国仏教カウンセリング協会 2010005028257 緊急事態宣言特別枠 オンライン上で認定カウンセラー資格の取得ができる講座の開設 株式会社ヒース

近畿 大阪府 R2271S00330 七穀ベーカリー 緊急事態宣言特別枠 オンライン販売用の菓子生産施設の新設 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00331 ペトリス 緊急事態宣言特別枠 対面型飲食店から非対面型の冷凍フード製造及び通信販売へ業態転換 堺商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00334 北村製本株式会社 9120001020019 緊急事態宣言特別枠 オリジナルフォトブック製作ＢｔｏＣ向けの個人受注の新規獲得 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 R2271S00335 株式会社ノンバーバル 1120001142316 緊急事態宣言特別枠 飲食・小売店のブランド価値を高める新規事業の実施 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 R2271S00336 Ｆｕｌｌ　Ｂｅｌｌｙ株式会社 9120001149766 緊急事態宣言特別枠 大阪名物！千日焼き（鶏焼き） 吉良　賢司

近畿 大阪府 R2271S00337 株式会社インプリージョン 6120001134606 緊急事態宣言特別枠 ワーケーションしながら関係人口になる宿　プロジェクト 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271S00340 一般社団法人日本ライフオーガナイザー協会 7120005011412 緊急事態宣言特別枠
資格認定講座にデジタル技術を活用し、対面型からオンライン形式への転

換
リードブレーン株式会社

近畿 大阪府 R2271S00343 ぎんれいカラー 緊急事態宣言特別枠 ドローンなどを使った写真・動画撮影事業及び測量事業 関西みらい銀行

近畿 大阪府 R2271S00345 浜弥鰹節株式会社 9120001018509 緊急事態宣言特別枠 鰹節屋と飲食店と宅食業者との三方よしマッチングの新構築と展開 藤本　賢治

近畿 大阪府 R2271S00346 株式会社ミラフ 5120003006110 緊急事態宣言特別枠 壁紙・ウォールステッカー・障子紙等建具のオリジナル商品の開発 ＭＳＣ税理士法人
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近畿 大阪府 R2271S00347 株式会社Ｄｏｕｂｌｅ　Ｄｏｏｒｓ 7120001212526 緊急事態宣言特別枠
ａｆｔｅｒコロナ、ｗｉｔｈコロナの時代に向けて　飲食事業を最大限に

活用した販路拡大
當麻　知一

近畿 大阪府 R2271S00349 株式会社ＷＯＭＢ 9140001033167 緊急事態宣言特別枠 海外向けＥＣサービスシステムの構築 大川　真司

近畿 大阪府 R2271S00352 株式会社花安 7120101031132 緊急事態宣言特別枠 葬儀をしない葬儀社への業態転換 税理士法人藤岡池田事務所

近畿 大阪府 R2271S00354 株式会社ＧＲＡＮＤ・Ｃ・ＳＥＶＥＮ 5120001210746 緊急事態宣言特別枠 地域に根付くスポーツ施設～日本のバスケットボールの可能性～ 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 R2271S00356 株式会社山神 6120001115432 緊急事態宣言特別枠 刺繍技術を活かしたオリジナルキャラクターとグッズの開発 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00357 株式会社エヌエスイーエデュケーション 7120001173784 緊急事態宣言特別枠 障害者就労継続支援Ａ型を活用したオンライン学習塾事業 西河　豊

近畿 大阪府 R2271S00361 株式会社ボンズ２１ 3120001173862 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによる揚げ物専門の移動販売事業 税理士法人マネイジブレーン

近畿 大阪府 R2271S00362 ブレス・ヘア・デザイン 緊急事態宣言特別枠 セルフエステ併設型美容室 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 R2271S00365 株式会社エヌ・ディー・シー 7120001075725 緊急事態宣言特別枠 リアルタイムコミュニケーションで海外市場開拓 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

近畿 大阪府 R2271S00372 株式会社せのや 5120001082649 緊急事態宣言特別枠
既存事業ドメインを活用したＥＣおよびアフターコロナを見据えた製造業

分野への展開
大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00373 マルは呉服店 緊急事態宣言特別枠 非日常的な戦国武将等の体験企画と和風建築を活かしたスタジオ撮影 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00374 鶏と創作お台所　おはこ 緊急事態宣言特別枠 デリバリー事業の取り組みのための厨房設備の刷新 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00378 ワールドイベントリンク株式会社 5120001175634 緊急事態宣言特別枠 越境ＥＣとジャパン・イベントを使った＂和もの＂デュアル販売 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00379 キムラ塗装株式会社 3120101001898 緊急事態宣言特別枠 赤外線カメラ付きドローン導入で、高精度かつ非対面型工事の提供 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 R2271S00382 ＫＡＪＩＫＡＷＡ企画 緊急事態宣言特別枠 環境に配慮した設備を導入し、利用者負担を軽減し差別化を図る 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00384 株式会社ＬＡ　ＢＯＤＹ 6120001107074 緊急事態宣言特別枠 営業活動のデジタル化　ＢｔｏＢ　ＥＣサイト開設＆スマホアプリ運用 税理士法人たいよう総合会計事務所

近畿 大阪府 R2271S00385 株式会社Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｉｎｏ 5120001141280 緊急事態宣言特別枠 北浜・中之島エリアを活性化させる新飲食サービス事業 木下　孝祐

近畿 大阪府 R2271S00387 広昇株式会社 7120101057961 緊急事態宣言特別枠
日本の地酒をアジア諸国（まずは中国市場）の人々に楽しんでいただくた

めの輸出プロジェクト
竹内　友章

近畿 大阪府 R2271S00388 株式会社ヴエロ 5120001129375 緊急事態宣言特別枠 人材育成マネジメントシステムＶＡＩＳの開発 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271S00392 Ｄ．Ｎ．Ａ 緊急事態宣言特別枠 在宅時間にひとときの幸せを！トレーラー型キッチンカーでスイーツ販売 山田　雅夫

近畿 大阪府 R2271S00394 株式会社Ｔ’Ｓ－ＳＴＹＬＥ 7120001190152 緊急事態宣言特別枠
窯焼きピザ等を美味しさそのままにネットで販売して巣ごもり需要を

キャッチ
大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00406 株式会社アート・ファーマー 7140001019275 緊急事態宣言特別枠 「会場設営：ＢＡＳＥ事業部」事業 税理士法人松本会計事務所

近畿 大阪府 R2271S00412 株式会社恒和プロダクト 4122001014194 緊急事態宣言特別枠 印刷業の強みを活かした抗菌おりがみ事業参入による新市場開拓 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00413 株式会社つみきリース 1120101004110 緊急事態宣言特別枠 今後、増加が予測される直送及び火葬待機者に対応する遺体安置所 近畿税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00416 ＡＬＬ　Ｆｏｒｔｕｎｅ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社 2120001216333 緊急事態宣言特別枠 非接触×本格ｅモータースポーツで非日常体験！宿泊施設の集客力向上 岩﨑　良子

近畿 大阪府 R2271S00422 株式会社三嶋フーズ 9122001013613 緊急事態宣言特別枠 アウトドア料理を簡単に楽しめるミールキットの開発及びＥＣ販売 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室
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近畿 大阪府 R2271S00423 橋本鋳造工業株式会社 8120101042789 緊急事態宣言特別枠 優位性のある造型方法を確立し、試作品市場へ新規参入 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 R2271S00425 株式会社グッド・プランナー 9122001014693 緊急事態宣言特別枠 ラーメン飲食事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00429 有限会社磯一フードサービス 2120902005272 緊急事態宣言特別枠 関西飲食店のＥＣ通販ポータルサイトへの新分野展開 小池　知明

近畿 大阪府 R2271S00430 株式会社ＫＯＶ 1120001218272 緊急事態宣言特別枠 無農薬玄米カレーのテイクアウト・デリバリー業態への参入 井下　佳郎

近畿 大阪府 R2271S00433 岡山英株式会社 1120001004920 緊急事態宣言特別枠 老舗卸問屋が届ける、非対面ＥＣ販売による小売新規参入事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271S00434 株式会社ポポラーレ 2120001132786 緊急事態宣言特別枠 若者向け韓流商品の店頭販売事業で人々の笑顔を再構築 安　柄植

近畿 大阪府 R2271S00436 株式会社ヘソプロダクション 4120101052313 緊急事態宣言特別枠
駅ナカＰＯＰ　ＵＰ　ＢＯＸ「駅箱　ＥＫＩ　ＨＡＫＯ」エキマルシェ新

大阪出店事業
滝　亮史

近畿 大阪府 R2271S00437 株式会社アートマネージメント 3120001203999 緊急事態宣言特別枠
ＡＲ（拡張現実）を活用した集客技術のパッケージ化に向けたシステム開

発
株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 R2271S00439 有限会社ラパン 7120902008072 緊急事態宣言特別枠
ＳＤＧｓ食品かつ高機能食品“ＯＫＡＲＡＤＡシリーズ“の輸出卸売に関す

る計画
京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00443 株式会社大山コンサル 4120001226314 緊急事態宣言特別枠 モバイルアプリによる新しい飲食店向けコンサルティングの提供 景山　洋介

近畿 大阪府 R2271S00445 インタラクションヘアーデザイン 緊急事態宣言特別枠 地方から世界に通用する一流の美容師を育成する美容アカデミー 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 R2271S00447 バーシックスブルー 緊急事態宣言特別枠 バーテンダーのスキルを活かした広島焼専門店への事業転換 佐木　俊一

近畿 大阪府 R2271S00449 株式会社ｂｏｎｄ 9120001188500 緊急事態宣言特別枠 「旅」から「食」へ接客のトランスフォーメーション 森井　裕明

近畿 大阪府 R2271S00450 株式会社オンデオマ 4120001125474 緊急事態宣言特別枠 クラウド型バリアブル印刷サービスの開発・提案事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00452 株式会社江綿キリンド 8120001079196 緊急事態宣言特別枠 商業店舗運営ノウハウを活用した新しいクリーンサービス事業 北村　慶和

近畿 大阪府 R2271S00454 株式会社ＵＳＨＵＡＩＡ 5120001212197 緊急事態宣言特別枠 セルフまつげエクステ販売事業に進出しコロナを乗り切る！ 株式会社アクセルパートナーズ

近畿 大阪府 R2271S00455 株式会社フラヴ 1120001176818 緊急事態宣言特別枠 美容オンラインコンテンツ展開による大胆で思い切った事業再構築 税理士法人ＦＩＡ

近畿 大阪府 R2271S00456 エースバー 緊急事態宣言特別枠 “バー”から“料理店”へ。その日の「１軒目」に選ばれる店づくり 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00457 株式会社ザ・テーブル 2120001185000 緊急事態宣言特別枠 肉のスペシャリストが作る確かな味のハンバーガー店へ事業転換 大城　真樹

近畿 大阪府 R2271S00458 シェリーク株式会社 7120001186258 緊急事態宣言特別枠 コロナ対応型店舗の新設と自社オンライン物販システムの構築 税理士法人ファーストオピニオン

近畿 大阪府 R2271S00461 有限会社松博 9120002004862 緊急事態宣言特別枠 量販店向けのもつ鍋レトルトセットの開発及び販売計画 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 R2271S00464 株式会社ナチュラルクリエイト 7120001168578 緊急事態宣言特別枠
世界初の自宅で使用できる水中運動器の開発・製造及びサプライチェーン

改革
株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

近畿 大阪府 R2271S00466 赤壁　優子 緊急事態宣言特別枠 婦人服小売業が美容機器を導入しエステ業を併設。売上の回復を図る 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 R2271S00467 アースセキュリティ株式会社 6120001132923 緊急事態宣言特別枠 サイバーセキュリティを含む総合セキュリティ会社への転換計画 矢倉　義之

近畿 大阪府 R2271S00468 魚居酒屋あぷちゃ 緊急事態宣言特別枠
人気の居酒屋メニューを鮮度と質の高い魚料理とともに食卓へ。持ち帰り

専門店
ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00471 株式会社モデリア 5120001136537 緊急事態宣言特別枠 縫製加工業（Ｂ２Ｂ）から古着リメイク・リペア事業（Ｂ２Ｃ）への進出 株式会社ゼロプラス
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近畿 大阪府 R2271S00472 株式会社和や 9120001214900 緊急事態宣言特別枠 飲食店と生産者をつなぐプラットフォームアプリの開発・運用 折原　麻衣子

近畿 大阪府 R2271S00478 株式会社Ｊ．Ｃ．Ｆａｃｔｏｒｙ 2120001176775 緊急事態宣言特別枠 ほうじ茶カヌレ冷凍化による新分野（ＥＣ販売）展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 R2271S00484 株式会社Ｗｉｓｆｉｔ＆Ｃｏ． 4120001121944 緊急事態宣言特別枠 輸入フリーズドライチーズを使った　食品の企画製造販売事業 本川　雅啓

近畿 大阪府 R2271S00486 いばらき和牛倶楽部 緊急事態宣言特別枠 いばらき和牛倶楽部とスイーツファクトリー 松川　浩士

近畿 大阪府 R2271S00490 ＦＩＫＡＨＯＵＳＥ 緊急事態宣言特別枠 民泊物件を活用したテレワークスペースの提供 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 R2271S00491 株式会社Ｇｒａｃｅ　Ｂ３ 1120001216994 緊急事態宣言特別枠
メンタルヘルスを主軸とした１８０日間のｅ－ラーニングプログラムの構

築
税理士法人ほはば

近畿 大阪府 R2271S00492 さくら薬品 緊急事態宣言特別枠 ＢｔｏＣから、ＢｔｏＢ＋Ｄ２Ｃへ。小売店から製造卸業への展開 やまと税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00494 合同会社パルプンテ 1120003008886 緊急事態宣言特別枠
若手デザイナーの収入増加とｅコマースを活用したアパレルブランドの立

ち上げ
税理士法人ほはば

近畿 大阪府 R2271S00496 ペインレス　ラボ 緊急事態宣言特別枠 健康と機能性に特化したインナーシャツの開発と広告宣伝 和泉商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00498 エイプグループジャパン合同会社 3120003016739 緊急事態宣言特別枠 なにわ野菜の勝間南瓜が奇跡の復活！クラフトビールで世界へ！ 白川　淳一

近畿 大阪府 R2271S00501 株式会社藤沢食品 1120001018714 緊急事態宣言特別枠 プライベート空間で精肉店だからこその上質肉をセルフ焼肉 谷川　勝信

近畿 大阪府 R2271S00502 白石封筒工業株式会社 1120001020414 緊急事態宣言特別枠
コロナ後もデジタルや他に代替されない商品包装や流通用箱製造事業等に

挑戦する取組
新田　博之

近畿 大阪府 R2271S00503 株式会社ルーツロックサウンド 8120001210347 緊急事態宣言特別枠 レコード販売から芋の販売へ。ライフスタイル提案企業への転換 溝川　裕也

近畿 大阪府 R2271S00504 ウエダ印刷株式会社 4120001125722 緊急事態宣言特別枠 小ロット容器の加飾サービスの生産体制構築 竹内　友章

近畿 大阪府 R2271S00505 有限会社福ずし 3120002000644 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト設備とイートイン設備の刷新による事業再構築 税理士法人土肥会計事務所

近畿 大阪府 R2271S00507 上山紙業株式会社 7120001155312 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍における多種多様な商品への付加価値付け 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00510 株式会社ハジメフーズ 9122001017044 緊急事態宣言特別枠
ＨＡＣＣＰ認定冷凍食品工場の設備で、自社商品の向上と地域のシェアリ

ングキッチンの展開
松井　孝允

近畿 大阪府 R2271S00511 株式会社ＳＡＮＴＥ　ＧＲＯＵＰＥ 4120001164150 緊急事態宣言特別枠 「プティフランスの食卓」赤白 税理士法人スリースター

近畿 大阪府 R2271S00512 ｉＳＥＫＡＩ　Ｇｒｏｕｐ株式会社 2120901040163 緊急事態宣言特別枠 移動型スクール及びリアルＥｎｇｌｉｓｈＣａｍｐとピアノで英会話 吹田商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00516 株式会社システムブレーン 7120001064950 緊急事態宣言特別枠 ５Ｇ対応のオンライン研修運営代行と、動画研修コンテンツの提供 合同会社ウイン・アクション

近畿 大阪府 R2271S00518 おばた司法書士事務所 緊急事態宣言特別枠 新型コロナ感染症の影響におけるオンライン型の相続業務の獲得 竹本　和将

近畿 大阪府 R2271S00521 アクト経営会計事務所 緊急事態宣言特別枠 富良野地域のインバウンド需要獲得に向けた旅館業への進出 平地　晃

近畿 大阪府 R2271S00523 株式会社ケリコ 5120001165354 緊急事態宣言特別枠
ポストコロナの市場ニーズに応える自社直営型ゴーストレストランへの業

態転換とＥＣ事業の拡大
駒田　裕次郎

近畿 大阪府 R2271S00526 不動産のエデン株式会社 3120001183754 緊急事態宣言特別枠 不動産業界の健全化とウィズコロナに対応した物件検索サイトの作成 税理士法人セルボ・クレール

近畿 大阪府 R2271S00528 有限会社レストハウス．ルー 5120002014452 緊急事態宣言特別枠 業務用オーブン導入による焼き立てパンの提供とテイクアウト窓口設置 大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00532 株式会社Ｅ・Ｃ・Ｒ 1120001074435 緊急事態宣言特別枠
インフラメンテナンスにおける、予防保全が可能なドローン国産化への挑

戦！
祐盛昭佳
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近畿 大阪府 R2271S00534 合同会社スプリング・オブ・ライフ 7120903001332 緊急事態宣言特別枠 脳と筋力のトレーニングとリハビリの提供により脳梗塞リスクを低減 京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00535 株式会社楽笑家 2120001188110 緊急事態宣言特別枠 麺・丼ぶり・揚げ物テイクアウト専門店開業とフランチャイズ事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00536 株式会社由苑 9120001161408 緊急事態宣言特別枠 撮影スタジオ、シェアキッチンを主としたレンタルスペース事業 小川　栄一

近畿 大阪府 R2271S00537 有限会社グッド・エヌエー 8122002010016 緊急事態宣言特別枠 コロナリスクに対応したセルフエステ・セルフジム・キッチンカー事業 安　柄植

近畿 大阪府 R2271S00538 草野食品株式会社 4120001063088 緊急事態宣言特別枠 新感覚のお麩を提供！～老舗麩屋が展開するお麩カフェとお麩菓子～ ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 R2271S00541 ビューティードア株式会社 2120101022359 緊急事態宣言特別枠 高性能充填機とライブ配信ソフトで新商品のまつ毛美容液への展開 堀田　幸男

近畿 大阪府 R2271S00543 株式会社ソーノ 4120001212421 緊急事態宣言特別枠 Ｓｏｃｉｅｔｙ５．０社会に向けてのドローン事業参入計画 綿引　智美

近畿 大阪府 R2271S00544 サンフードシステム株式会社 8122001020949 緊急事態宣言特別枠 新型クラウドキッチンの運用で飲食店とともに成長する事業 森下　勉

近畿 大阪府 R2271S00549 株式会社ユージー・グローイングアップ 6120001125951 緊急事態宣言特別枠 リモート会議システムを利用した非接触型新会食サービス 石原　美保

近畿 大阪府 R2271S00554 株式会社昴 7120001065536 緊急事態宣言特別枠 ダイニングバーから燻製ＢＡＲ専門店への事業転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00555 エンジェルキッス 緊急事態宣言特別枠 カラーＸ。労働生産性の向上を主題とした仕組みの構築と運用。 税理士法人グローバルマネジメント

近畿 大阪府 R2271S00557 株式会社山大防商 5122001032179 緊急事態宣言特別枠 非対面化や介護の未来を機会に捉えるレンタルスペース事業 廣岡　茂男

近畿 大阪府 R2271S00559 株式会社Ｐｉｎｋ　Ｒｏｓｅ 7120001220850 緊急事態宣言特別枠 外国人プロアスリートのための「コンプライアンスセミナー事業」 桑野　秀朗

近畿 大阪府 R2271S00564 袋谷タオル合資会社 2120103001245 緊急事態宣言特別枠 和紙糸とリサイクルコットン製エシカルタオルの開発・海外展開 泉佐野商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00569 クライシスリレーションズ株式会社 6120101057789 緊急事態宣言特別枠 ＡＩを使った提案と防災用品管理システムの構築 税理士法人細川総合パートナーズ

近畿 大阪府 R2271S00570 メイセイアドバンス株式会社 8122001016006 緊急事態宣言特別枠 串カツ酒場えん満が始めるデリバリー弁当で新顧客とも円満に♪ 京都信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00571 株式会社絆フレンズ 5120001190724 緊急事態宣言特別枠 陸上自衛隊ブランドのレトルトカレーによる食品販売事業への進出 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00572 株式会社Ｓ－ＦＩＥＬＤ 7120001161450 緊急事態宣言特別枠 ３０代女性に特化した仕事と家庭の両立がしやすい人材紹介サービス 田中　祥宏

近畿 大阪府 R2271S00573 株式会社鳳凰 6120001089214 緊急事態宣言特別枠 お洒落な釣り堀と屋外で楽しめる和菓子スイーツで道頓堀を活性化 若狭　浩子

近畿 大阪府 R2271S00574 株式会社昆虫食のｅｎｔｏｍｏ 4120101057213 緊急事態宣言特別枠 卸売・小売業から多品種少量生産可能な製造業への業種転換事業 和泉商工会議所

近畿 大阪府 R2271S00575 株式会社キリンジ 8120001205157 緊急事態宣言特別枠 中小宿泊事業者向け基幹業務システムの開発・販売 税理士法人Ｙ．Ｓパートナーズ

近畿 大阪府 R2271S00576 上田水産株式会社 3120001034346 緊急事態宣言特別枠 水産加工卸業のリソースを活かした高級料理店を運営して販路拡大 廣岡　茂男

近畿 大阪府 R2271S00582 株式会社コドモインターナショナル 7120001201529 緊急事態宣言特別枠 移動販売方式店舗とテイクアウト事業で地域再建を目指す計画 中川　一之

近畿 大阪府 R2271S00584 松崎食産株式会社 6120001006433 緊急事態宣言特別枠 松崎食産株式会社　新規ギフト商品開発事業 税理士法人ＫＴＳ

近畿 大阪府 R2271S00589 株式会社Ｗ　Ｓｔａｔｉｏｎ 7120001203624 緊急事態宣言特別枠 拡大する留学需要に対応した国際交流ビルでの宿泊を伴う国内留学事業 吉川　祐介

近畿 大阪府 R2271S00600 合同会社ソリトンＯｎｅ－Ｊ 4120003008685 緊急事態宣言特別枠
自社生産有機農産物等による「食卓改善提案型」カフェレストラン兼サロ

ンの運営
松井　孝允
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近畿 大阪府 R2271S00603 株式会社ＫＩＥＫＯ 8120001219314 緊急事態宣言特別枠
書斎・インテリア需要獲得に向けたトレーディングカード専用ケース商品

開発
冨川　和將

近畿 大阪府 R2271S00606 株式会社ディーラリエ 6120901031357 緊急事態宣言特別枠 健康寿命を延ばす更年期愛作施術パッケージ販売事業 税理士法人ＦｏｒＹｏｕ

近畿 大阪府 R2271S00607 朝日電材株式会社 2120001034165 緊急事態宣言特別枠 卸売業が協業＆ＩＴ利用で実現する中小事業者への建材直接販売 廣岡　茂男

近畿 大阪府 R2271S00608 翔家フードサービス株式会社 2120001136688 緊急事態宣言特別枠 飲食店が手掛ける味よし人よし地域密着型の宅配弁当事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 R2271S00612 株式会社インス 8120001060866 緊急事態宣言特別枠 アパレル専門店の口コミを中心とした情報サイト運営事業 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00613 スタジオユー株式会社 5120901006938 緊急事態宣言特別枠 老舗音楽スタジオによる「コロナ禍に対応した録音事業の再設計」 中央会計株式会社

近畿 大阪府 R2271S00618 檜垣将二郎 緊急事態宣言特別枠 豊富な人脈を活用したキッチンカー事業の開始 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 R2271S00621 株式会社ＨＩＴ 3120001126597 緊急事態宣言特別枠 サウナブームの到来に逸早く対応するサウナグッズの開発・販売 濱崎　恭明

近畿 大阪府 R2271S00623 華宝株式会社 2122001028568 緊急事態宣言特別枠 老若男女・国籍を問わない暖かみ溢れるレンタルスペース事業 廣岡　茂男

近畿 大阪府 R2271S00625 合同会社ＭＴ　Ｅｓｔａｔｅ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 1120003014372 緊急事態宣言特別枠 空き家問題と不動産賃貸に関する外国人人権問題の解決プロジェクト 濱崎　恭明

近畿 大阪府 R2271S00627 株式会社実身美 3120001115286 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ・人口減少社会に生き残る健康貢献型飲食事業再構築 税理士法人　古田土会計

近畿 兵庫県 R2281S00001 株式会社森昌食品 5140001056725 緊急事態宣言特別枠 「ｗｉｔｈコロナ」の暮らしに向けた新規販路開拓と新商品の開発 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 R2281S00003 株式会社ｍｅｓ 1140001110031 緊急事態宣言特別枠 ＦＣ加盟を伴う内職市場進出による経営の安定化 後藤　公平

近畿 兵庫県 R2281S00004 　虎屋吉末 緊急事態宣言特別枠 最新の冷凍技術を活用した和菓子のＥＣ販売による売上の柱の構築 花岡　貴志

近畿 兵庫県 R2281S00006 株式会社日進 4140001023676 緊急事態宣言特別枠 国内漁港と協働で日本産ハモの浮袋を初の商品化 日新信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00007 株式会社Ｔｒａｄ　Ｓｔｙｌｅ 1140001034032 緊急事態宣言特別枠 呉服事業から、不器用な男のための結婚記念ギフトのＥＣ事業に転換 日新信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00008 株式会社ヤマゲン 2140001027150 緊急事態宣言特別枠
生パスタ店から生モンブラン専門店への改修による喫茶モンブラン需要獲

得事業
税理士法人佐藤会計事務所

近畿 兵庫県 R2281S00009 南川音楽事務所 緊急事態宣言特別枠 音楽教室の開業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00010 株式会社大孝 3140001107851 緊急事態宣言特別枠 未利用魚を活用した新商品の開発と販売 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00011 株式会社八角 6140001046345 緊急事態宣言特別枠
夜営業中心の鉄板居酒屋系の店舗から昼営業中心の洋食屋へ新装オープ

ン！
岸本　圭祐

近畿 兵庫県 R2281S00013 有限会社ターニングポイント 8140002069467 緊急事態宣言特別枠 ペンション×ワーケーション＋（プラス） 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00014 特定非営利活動法人しゃらく 8140005004405 緊急事態宣言特別枠 家族代行！身元保証サービスの提供による地域の安全・安心構築事業 村上　純二

近畿 兵庫県 R2281S00015 株式会社クロカワキッチン 5140001104194 緊急事態宣言特別枠 カレー専門店から食品製造事業所への転換による事業再構築 細川　祐三

近畿 兵庫県 R2281S00016 株式会社高谷工務店 7140001115058 緊急事態宣言特別枠 新事業の一枚板テーブルによる事業規模拡大計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00017 津田宇水産株式会社 5140001067334 緊急事態宣言特別枠 自社水産物を用いた燻製チルド総菜の開発事業 みそら税理士法人

近畿 兵庫県 R2281S00018 株式会社エキスパート 7140001057993 緊急事態宣言特別枠
顧客ごとの独自システムに、テレワークで直接アクセスする事を可能にす

る事業
泉　正道
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近畿 兵庫県 R2281S00020 有限会社いわや 4140002046569 緊急事態宣言特別枠 高齢者・障がい者にターゲットを絞った高級旅館への転換 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 R2281S00021 合同会社ラサンテ 7140003012377 緊急事態宣言特別枠 女性向けのフィットネスジムから地域密着型介護サービスへの業種転換 内藤　敏

近畿 兵庫県 R2281S00026 株式会社藤井ポンプ製作所 7140001061351 緊急事態宣言特別枠 大型キュービック型塗装設備で新規分野として大型車塗装市場へ展開 堀田　幸男

近畿 兵庫県 R2281S00027 動画総研株式会社 1120001107764 緊急事態宣言特別枠 非対面・低価格・量産型動画制作サービスの構築と運用 税理士法人平岡会計事務所

近畿 兵庫県 R2281S00028 レイディバグ 緊急事態宣言特別枠 喫茶事業部門の洋菓子製造小売業、ネット販売事業への転換 細川　祐三

近畿 兵庫県 R2281S00032 ＢＯＤＥＧＡ　ｄｅｖｉｓ 緊急事態宣言特別枠 飲食スペース縮小し、テイクアウトでの販路拡大 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00035 株式会社ココ加ラ 6140001108450 緊急事態宣言特別枠 オムライス専用ソースの製造及びＥＣサイトでの販売 田中雅大

近畿 兵庫県 R2281S00037 プラスムーブ 緊急事態宣言特別枠 緊急事態宣言特別枠「業種展開型」子どもの姿勢教育市場への展開 奥村　量之

近畿 兵庫県 R2281S00038 いえしまコンシェルジュ合同会社 3140003009708 緊急事態宣言特別枠 島暮らしを楽しむための家島初となるゲストハウスの運営 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00041 有限会社モンテ・ジョイ・フーズ 8140002020272 緊急事態宣言特別枠 居酒屋業態から焼肉業態への事業転換　アフターコロナ対策と業績向上 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00042 株式会社Ｅ．Ｉ．エンジニアリング 3140001024122 緊急事態宣言特別枠 エネルギーシミュレーションソフト海外版の開発及び海外市場展開 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 R2281S00043 株式会社フードピクト 1140001104834 緊急事態宣言特別枠
野菜ってこんなに美味しいんだ！100%植物由来でつくる冷凍料理キット

のD2C販売
株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 R2281S00046 味心晶 緊急事態宣言特別枠 専用設備導入よる大量生産の構築と新分野展開及び販路拡大 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00048 まりもマッサージ治療院 緊急事態宣言特別枠 移動店舗（サロンカー）での出張リラクゼーション事業 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00049 株式会社有馬片山幹雄商店 8140001014787 緊急事態宣言特別枠 珈琲自家焙煎事業への参画を図り、事業拡大と地域の活性化を創出 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00050 株式会社エントワールド 3140001087251 緊急事態宣言特別枠 低稼働のフロアを活用したニューノーマル時代のふぐ専門店出店について 播州信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00051 北斗星 緊急事態宣言特別枠 弁当宅配サービス・高齢者向月極弁当宅配サービス 其浦　正幸

近畿 兵庫県 R2281S00054 かめライフサポート 緊急事態宣言特別枠 医師監修！看護師が運営するシニアを元気にするレンタルスペース 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00056 萬葉庵 緊急事態宣言特別枠 コーヒー豆をオーダー焙煎してＥＣサイトでの販売計画 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00057 ＩＮＴＥＲＡＣＴＩＶＥ 緊急事態宣言特別枠 オンラインショップ事業者へ向けたレンタル撮影スタジオ事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00058 株式会社Ｐｒｏｊｅｃｔ　Ｌ’ｉｎｓｉｅｍｅ 8140001096867 緊急事態宣言特別枠 ブライダル向け飲食店からテイクアウト用パン製造業への業務転換 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 R2281S00060 株式会社ＧＯ　ＧＯ　ＢＲＡＮＤ 4120001145927 緊急事態宣言特別枠 宅配買取事業計画 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00064 株式会社リサブレア 4140001002787 緊急事態宣言特別枠
世界に広がるシノワズリデザイン、ガラスフィルムの新たな可能性への挑

戦
立野　靖人

近畿 兵庫県 R2281S00065 株式会社ＳｙｎｅｒＧｙｍ 6140001054249 緊急事態宣言特別枠 オンオフ両立会員システム確立のための一括管理システムの開発 明和マネジメント税理士法人

近畿 兵庫県 R2281S00069 志知カフェ 緊急事態宣言特別枠
地元のファミリー層や働く世代をターゲットとした、ドライブスルー付

き・セルフサービス焼肉丼の定食屋事業立ち上げ
兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00070 佳肴　ひさ松 緊急事態宣言特別枠 地元食材を使った持ち帰り商品でウィズコロナに対応した飲食店開業計画 亀山　勝幸
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近畿 兵庫県 R2281S00072 ｚｕｃｃａ　ｚｕｃｃａ 緊急事態宣言特別枠 レーザー溶接機導入によるジュエリー用金具開発と異業種修理業務 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00073 株式会社伸洋サービス 9140001059410 緊急事態宣言特別枠
自販機設置業務の経験を活かした自販機用広告物の製造販売事業の立ち上

げ
株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 R2281S00076 明石の魚　嵜 緊急事態宣言特別枠 嘘偽りない、ホンモノの明石の魚を届けるプロジェクト 兵庫太和税理士法人

近畿 兵庫県 R2281S00079 セントラル　フットウェア　サービス 緊急事態宣言特別枠 整形靴製作で培ったノウハウを生かした鞄・袋物の製造分野への展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00080 魚問屋うおまさ 緊急事態宣言特別枠 さかな屋さんの品揃えで造った漁師メシで飲食事業へ新事業展開 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00082 株式会社日開 7140001090763 緊急事態宣言特別枠 不動産マッチングサイトを活用した不動産仲介業 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00083 有限会社繁栄皮革工業所 5140002033467 緊急事態宣言特別枠 新分野へチャレンジするためのレザー素材製造工程の新設 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 R2281S00084 ねこのて運送 緊急事態宣言特別枠 お母さんをサポートするクロワッサン専門店（テイクアウト） 日新信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00085 株式会社小牧 4120901036705 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトによる魚介類を中心とした福井県産品の販売事業 山田コンサルティンググループ株式会社

近畿 兵庫県 R2281S00087 株式会社ＹアンドＭオンリーフーズ 4140001067302 緊急事態宣言特別枠 ｗｉｔｈコロナに打ち勝つ革新的な１店舗３業態事業 原島　健彰

近畿 兵庫県 R2281S00088 ワールプール 緊急事態宣言特別枠 淡路島の築１００年の古民家によるワーケーションスペースの開業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00091 メンバーズ　キャリー 緊急事態宣言特別枠 産地直送！地元の新鮮素材を使用したドリンク＆フード事業の展開 小川　裕右

近畿 兵庫県 R2281S00095 有限会社市場印刷 8140002047472 緊急事態宣言特別枠 画期的な画像提供システム構築による新たな広報支援事業 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00096 有限会社松浦興業 5140002050917 緊急事態宣言特別枠 遺跡発掘調査を通して歴史を地域に伝えるメッセンジャー事業 江尻幸雄

近畿 兵庫県 R2281S00097 有限会社ストラダーレ 1140002025402 緊急事態宣言特別枠 芦屋サンドボックスのテイクアウト販売及びＥＣサイト立ち上げ ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 R2281S00100 有限会社有馬千成屋 4140002017198 緊急事態宣言特別枠 観光地の土産物店から脱却！独自商品開発と全国販売でＶ字回復を実現！ 吉元秀樹

近畿 兵庫県 R2281S00102 ソールドアウト株式会社 5140001026496 緊急事態宣言特別枠 ＤＭＯ及び観光協会向け「地域観光予約システム」の企画開発、制作販売 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00103 有限会社総合ブライダル館いのうえ 4140002062392 緊急事態宣言特別枠 終活・相続に関する「地域プラットフォーム」事業 加西商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00104 株式会社ビズカレッジ 2140001104759 緊急事態宣言特別枠
収益不動産の経営管理を通して、長期的な経済的安定を提供する収益不動

産の経営管理専門会社
小林　優子

近畿 兵庫県 R2281S00107 丹波チキンの洋食レストランペサパロ＆ピアノと薪ストーブ小倉Ｃａｆｅ 緊急事態宣言特別枠
丹波あじわいどりを用いた新商品をメインとしたテイクアウト専門店の出

店
兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00108 まつしたあやこ不動産合同会社 2140003012159 緊急事態宣言特別枠
長期入院している患者の付き添い家族のためのオンライン相談業務付き

ファミリーハウス運営事業
北岡　慎吾

近畿 兵庫県 R2281S00109 株式会社ＹＡＮＥＳＥＫＯ 7140001089517 緊急事態宣言特別枠
整骨院が挑む、キッチンカーと冷食自動販売機による健康事業との地域共

創
株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 R2281S00112 合同会社坪内美樹事務所 6140003005357 緊急事態宣言特別枠 オンラインを活用した新しいスタイルのスピーチレッスン 山科　和彦

近畿 兵庫県 R2281S00117 割烹　白瀬 緊急事態宣言特別枠
日本料理店のブランディングを活かした地産地消・創作カステラの製造販

売
姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00118 ＡＬＯＨＡ’Ｓ 緊急事態宣言特別枠 キャンプ需要の高まりに対応するキャンプ用品のサブスクリプション事業 みなと神戸税理士法人

近畿 兵庫県 R2281S00121 株式会社ｋｔ－ｐｒｏｄｕｃｔ 1140001094407 緊急事態宣言特別枠 広告代理店から店舗運営コンサルティング業への転換 税理士法人クリアパートナーズ
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近畿 兵庫県 R2281S00123 灘菊酒造株式会社 3140001060407 緊急事態宣言特別枠
酒蔵飲食部門が通販事業に参入し、来店型ビジネスから通販事業へ転換す

る
但陽信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00124 有限会社桃源郷 7140002043885 緊急事態宣言特別枠
液体急速凍結機を用いた冷凍餃子がメインの持ち帰り専門店及びセントラ

ルキッチンの開設
尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00126 株式会社ビビッド 2140001064185 緊急事態宣言特別枠 エステとストレッチで、Ｖｉｖｉｄな女性の「美」と「健康」支援事業 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00127 株式会社日本グロワーズ 1140001101996 緊急事態宣言特別枠
自家栽培の野菜の活用と管理手法を応用して加工食品の製造販売を新たに

展開
兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00128 タイムハック株式会社 2140001077501 緊急事態宣言特別枠 ＧＰＳ位置情報提供サービス「トレランＧＰＳ」で選手の安全管理 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 R2281S00130 株式会社グリーンヒルホテル 8140001024274 緊急事態宣言特別枠 ホテルから新規外販事業の構築や新たな社内プラットフォーム構築 永沼　猷彦

近畿 兵庫県 R2281S00131 株式会社竹岡農園 9140001109900 緊急事態宣言特別枠
農業主体の経営から会員制サービスを導入した体験事業主体の経営への転

換
兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00132 株式会社ＹＵ－ＳＨＩＮ 8140001113630 緊急事態宣言特別枠 飲食店と製薬会社の架け橋となる新しいプラットフォーム事業計画 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 R2281S00133 株式会社神戸装具製作所 4140001090221 緊急事態宣言特別枠 子どもやスポーツ選手へ。自社開発インソール提供による新規事業展開 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 R2281S00134 株式会社シュネッケ 2140001094133 緊急事態宣言特別枠 お弁当宅配事業による障害者の雇用創出および売上Ｖ字回復事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00135 株式会社海蓮丸 3140001107991 緊急事態宣言特別枠 釣人が便利で快適に利用できる憩いの場「釣人の駅」新設事業 河合　良昭

近畿 兵庫県 R2281S00137 株式会社たこまる 8140001120040 緊急事態宣言特別枠 たこ焼き居酒屋から中食の食品製造に向けての事業再構築計画 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00140 有限会社キョーヒメ 5140002048267 緊急事態宣言特別枠 インテリア事業から総合園芸サービス事業への新分野展開事業 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00141 士縁 緊急事態宣言特別枠
「経営コンサルが「買取専門店」開始。地域の家庭・企業の資金繰り改

善」
伊藤勢津子

近畿 兵庫県 R2281S00142 井上茶寮 緊急事態宣言特別枠 菓子製造業から宿泊業への多角化展開・中長期的企業体力の強化 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00144 株式会社梵天 4140001087218 緊急事態宣言特別枠 店舗型飲食サービス事業から食料品製造業への業種転換計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00145 株式会社Ｓｔｅａｄｙ 7140001030876 緊急事態宣言特別枠 靴のＯＥＭ企業によるＥＣサイト専売の自社ブランドの創設 岩﨑　良子

近畿 兵庫県 R2281S00146 株式会社日本ツアーサービス 5140001014682 緊急事態宣言特別枠 ｗｉｔｈコロナ対応の市民参加型スポーツ事業の構築 三木　保宏

近畿 兵庫県 R2281S00147 伊福精密株式会社 6140001015738 緊急事態宣言特別枠
海外企業との戦略提携によるエアコンプレッサー及びマイクロブロアー完

成品の製造
藤丘　有紀

近畿 兵庫県 R2281S00151 心幸フーズ株式会社 9140001099555 緊急事態宣言特別枠 肉加工技術を活かすオンライン専門「高級肉弁当」プロジェクト 協同組合阪神商工共済会

近畿 兵庫県 R2281S00157 エイチ・ワイ・ホスピタリティ・エンタープライズ株式会社 1140001021641 緊急事態宣言特別枠 「テイクアウト・通販」市場への参入計画 エアーズ税理士法人

近畿 兵庫県 R2281S00158 有限会社花田設計事務所 3150002010995 緊急事態宣言特別枠 ３Ｄ設計技術を活用したＶＲ／ＭＲコンテンツ制作による新分野への挑戦 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00160 ニコウェーブ株式会社 6140001092117 緊急事態宣言特別枠 《ＥＣ事業への業態転換》瞬間冷凍機を活用した韓国料理のＥＣ販売 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00162 株式会社老虎菜 4140001057344 緊急事態宣言特別枠
①弊社の料理と共にブランドイメージとなっている器や調度品の来客者へ

の販売　②通販での食品（料理、菓子）の製造・販売
今中　明子

近畿 兵庫県 R2281S00163 株式会社住田商店 2140001046340 緊急事態宣言特別枠 お酒にスイーツ！コロナ禍で増えた家飲み需要向け対面販売事業 森井　義英

近畿 兵庫県 R2281S00168 株式会社コーシン 6140001092892 緊急事態宣言特別枠 観光客向けから近隣住民向けへ、熟成技術と薪火が織り成す逸品グルメ 株式会社イソシエ
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近畿 兵庫県 R2281S00174 有限会社井上商店 9140002070060 緊急事態宣言特別枠
製麺工場に製麺体験、製品実食、製品直売空間を付加する事により市場深

耕
兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00175 株式会社ＫＯＴＯＮＡＳ 4140001093637 緊急事態宣言特別枠 独自の商品開発・マーケティング手法を用いたＥＣ事業への業種転換 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00179 株式会社エルユーエス 7140001027583 緊急事態宣言特別枠 直接採用活動の側面支援システムの開発及び提供事業 税理士法人ほはば

近畿 兵庫県 R2281S00180 光洋製瓦株式会社 2140001058781 緊急事態宣言特別枠 いぶし瓦製造技術から生み出された超軽量化素材でＤＩＹ市場へ展開 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00181 Ｓｐｒｉｎｇ株式会社 6140001082761 緊急事態宣言特別枠 ＤＸを先取りするオンライン活用によるベトナム人職業紹介システム 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00184 コバコ株式会社 1140001108587 緊急事態宣言特別枠
ＣＮＣマシニングセンタ導入によるデジタルものづくりへの参入および特

別注文家具加工の内製、直販
西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00186 株式会社フルリール 5140001107453 緊急事態宣言特別枠
レディースエステ業者が都心部の店を撤退し、地方にメンズエステ店を開

店
株式会社トウマトータルビジネス

近畿 兵庫県 R2281S00189 アイグレー合同会社 4140003012495 緊急事態宣言特別枠 緩和ケア・トレーニング機器のレンタル付きオンライン講座の提供 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00190 モリタ製パン所 緊急事態宣言特別枠
パンの特殊加工技術を武器に、パソコン周辺機器市場で新たな顧客価値を

生み出す
大京システム開発株式会社

近畿 兵庫県 R2281S00191 北政株式会社 5140001111208 緊急事態宣言特別枠 新たな製品で在宅飲食 ジー・エフ税理士法人

近畿 兵庫県 R2281S00192 カトマンドゥカリーＰＵＪＡ三田 緊急事態宣言特別枠 香りそのままに！冷凍スパイスカレーＥＣ販売へ業種転換 大城　真樹

近畿 兵庫県 R2281S00195 和モダンたけなわ 緊急事態宣言特別枠 但馬牛の郷！地元日本料理店が手掛ける焼き肉店への業種転換事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00196 丸福精肉店 緊急事態宣言特別枠 お客様の生活環境に応じた市場の需要に冷凍食品でアプローチ 黒田英利

近畿 兵庫県 R2281S00197 株式会社ビートラベル 3140001113214 緊急事態宣言特別枠 カップル支援プランの特化ポータルサイト運営と日本語教室の開設 税理士法人池上会計

近畿 兵庫県 R2281S00200 株式会社ＷＧＳｃｏｍｐａｎｙ 2140001094760 緊急事態宣言特別枠 じゅん亭ＪＲ尼崎駅前プロジェクト 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 R2281S00202 マーノビューティ 緊急事態宣言特別枠 ＴＡＳとラジウムを使った完全自然の石鹸販売事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00203 野菜割烹あき吉 緊急事態宣言特別枠 弁当と真空包装機を使用した惣菜の販売計画 ＫＶＩ税理士法人

近畿 兵庫県 R2281S00207 やきとり串揚げ　かつ 緊急事態宣言特別枠
日常のストレスを心身ともに癒すバリ島リゾート感覚のリラクゼーション

事業
姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00210 居酒屋ちぎり 緊急事態宣言特別枠 既存の飲食店を縮小し、からあげ弁当のテイクアウト専門店を開業 株式会社アルマ経営研究所

近畿 兵庫県 R2281S00211 ｃａｌｉｄａｄ　ＭＵＫＯＮＯＳＯＵ 緊急事態宣言特別枠 美容室が作るオーガニック成分にこだわったペット用の新商品展開 金園　英也

近畿 兵庫県 R2281S00214 ＨＡＮＡＭＵＳＵＢＩ 緊急事態宣言特別枠 電気ピッツァ窯導入によるテイクアウト販売拡充計画 みっきぃ税理士法人

近畿 兵庫県 R2281S00215 キッチンニトロ 緊急事態宣言特別枠 カフェサービスの導入及びイタリアン弁当の提供事業 高橋稔

近畿 兵庫県 R2281S00218 馬崎　泰成 緊急事態宣言特別枠 ご当地レシピ及び鳴門オレンジポン酢の開発・販売 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00219 マル運送株式会社 3140001114253 緊急事態宣言特別枠 道路貨物運送業から遺品整理業への新分野展開への挑戦 税理士法人ＭＦＭ

近畿 兵庫県 R2281S00220 株式会社パパコーポレーション 4140001026472 緊急事態宣言特別枠 地場の人気グルメと新商品のオンライン販売転換と販路拡大事業 日新信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00221 株式会社力丸 8140001021511 緊急事態宣言特別枠 毎日の食卓が外食気分になる宅配サービス事業 ＭＧＳ税理士法人
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近畿 兵庫県 R2281S00224 株式会社ファイブスクエア 5140001101563 緊急事態宣言特別枠 コロナ下において安心安全と豊かさを提供するベーカリーの出店 原野　大輔

近畿 兵庫県 R2281S00228 スタニング株式会社 9140001056952 緊急事態宣言特別枠 国内外を対象にした新規ショッピングサイトの立ち上げ 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00232 株式会社三晃カメラ商会 7140001007825 緊急事態宣言特別枠 新型高温耐性菌による酵素風呂運営で健康寿命の延伸に貢献する 佐藤　美子

近畿 兵庫県 R2281S00236 株式会社テキスタイル来住 1140001075506 緊急事態宣言特別枠 テーブルクロス製造・販売からテントや防災用品の製造への新分野展開 篠原　正裕

近畿 兵庫県 R2281S00237 株式会社ワールドプラス 4140001024716 緊急事態宣言特別枠 社会問題解決型の商品等を工房型カフェにて製造・販売 日新信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00238 ヘアーデザインアール 緊急事態宣言特別枠 完全個室！髪質改善と自まつ毛改善サロンの新規出店 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 R2281S00240 株式会社フレッシュグループ 1140001097624 緊急事態宣言特別枠 農産物の生産から、特殊野菜ミックスパックの加工製造へのチャレンジ 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00241 株式会社中田 7140001079526 緊急事態宣言特別枠 キッチンカー導入計画 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 R2281S00243 有限会社ハル 2140002046686 緊急事態宣言特別枠 デザイナーが教えるデザイン提案型陶芸教室事業への新分野 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00246 有限会社ケインズリカー 9140002027250 緊急事態宣言特別枠 業務酒販卸業から新たに提案スタイルの飲食料品小売業を展開する 山本　文則

近畿 兵庫県 R2281S00248 株式会社駅前 5140001030911 緊急事態宣言特別枠 通信販売における超冷凍商品の開発 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 R2281S00249 株式会社マッセル 1480001009058 緊急事態宣言特別枠 オリジナル商品「揚げピザ」の新種開発と百貨店への出店 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 兵庫県 R2281S00250 株式会社平井商店 1140001061200 緊急事態宣言特別枠 コンサルティング×デザインで実店舗向けサポート事業の立ち上げ 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00251 株式会社笑波 9140001097526 緊急事態宣言特別枠 不妊にお悩みの方を笑顔にする妊活サポートメニューの提供 北おおさか信用金庫

近畿 兵庫県 R2281S00253 オゾンヘアー 緊急事態宣言特別枠 眉毛・まつ毛のケアを行うアイデザイン事業による新規顧客獲得 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 R2281S00257 花柚 緊急事態宣言特別枠 地域交流と情報発信拠点としてのレンタルスペースへの新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 R2281S00260 株式会社なゆた 6140001032329 緊急事態宣言特別枠 アプリを用いたデリバリーサービスによる仮想商店街計画 山本典之

近畿 兵庫県 R2281S00264 ｇｏｏｐａａ合同会社 6140003011529 緊急事態宣言特別枠 美容室と併設の脱毛サロンオープン 井谷吉宏

近畿 兵庫県 R2281S00266 株式会社山澤工房 6140001074585 緊急事態宣言特別枠 トヨタ・ハイエースの内装、外装のカスタマイズ事業 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 R2281S00268 藤田美菜 緊急事態宣言特別枠 科学とデザインの力で究極のビール造りに挑戦 池田　寛太

近畿 奈良県 R2291S00001 ヒロティーナレッジ株式会社 1150001022589 緊急事態宣言特別枠 日本経済の不可欠な中小企業経営者を助ける「知識」をＤＸ化させる事業 片岡　令

近畿 奈良県 R2291S00003 特定非営利活動法人宇陀の街づくり研究会 8150005004098 緊急事態宣言特別枠 奈良県宇陀市の資源を活用したアウトドアレジャー事業への挑戦 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291S00004 吉野土地管理合同会社 5150003001918 緊急事態宣言特別枠 古民家を改修した薬草檜風呂・農村体験付き農家民宿事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291S00005 株式会社ロイヤルツーリスト 9150001002641 緊急事態宣言特別枠 発地型旅行会社から着地型旅行会社へ新分野展開 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 R2291S00007 有限会社ハタ 8150002006428 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢで募集を行い、ＷＥＢでレッスンを行うバレエ講座の運営 東口　哲夫

近畿 奈良県 R2291S00010 北嶋製靴工業所 緊急事態宣言特別枠 海外展開に向けたＥＣショップの開設とｅｂａｙを活用した販売拡大 公益財団法人奈良県地域産業振興センター
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近畿 奈良県 R2291S00012 ａｍｕａｍｕＲ．Ｎ．ｅｓｓｅｎｃｅ 緊急事態宣言特別枠 ハンドメイド雑貨ハイブリッド型ワークショップでおうち時間充実 大阪府商工会連合会

近畿 奈良県 R2291S00013 株式会社Ｃ’ｓ 2150001021375 緊急事態宣言特別枠 全国初！新体験！お酒とグラスを試飲できるテラスでコロナに勝つ！ 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 R2291S00015 株式会社クボテック 2150001021210 緊急事態宣言特別枠
国土交通省認定工場Ｍグレード取得による中低層用鉄骨から高層用鉄骨へ

の進出
株式会社ゼロプラス

近畿 奈良県 R2291S00016 株式会社桝忠銘木店 1150001016062 緊急事態宣言特別枠 ＤＸ推進によるノウハウの資産化により、新市場開拓を目指す。 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 R2291S00019 サントウニット株式会社 2150001015360 緊急事態宣言特別枠 ファクトリーブランドによるアンテナショップを活用した直販推進 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291S00021 ＨＡＩＲＭＡＫＥＲＯＯＭ　ＬＡＵＬＥＡ 緊急事態宣言特別枠 オリジナルミシン刺繍を施した「帆布とヴィーガンレザーで作る鞄」 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 R2291S00022 桑メリヤス株式会社 8150001012666 緊急事態宣言特別枠
完全非対面・非接触の新たな営業形態を基軸とした事業の立て直しと新事

業の開拓
公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 R2291S00023 太陽食品株式会社 1150001004109 緊急事態宣言特別枠
発酵ハトムギ食品からの、「発酵健康食品」製造受託ソリューションプロ

バイダへの展開
公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 R2291S00024 株式会社ＥｖｅｒＧｒｅｅｎ 3150001020211 緊急事態宣言特別枠 奈良県初！ＩＯＴを活用したピクニック型いちご農園 山田　雅夫

近畿 奈良県 R2291S00025 アップ株式会社 2150001021177 緊急事態宣言特別枠 お家でピラティスボディ～お内から健康管理を～ 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291S00026 あったかほーむ 緊急事態宣言特別枠 農業とＩＴの融合！都会での水耕栽培を通じて農福連携！！ 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291S00029 岡本かしわ店 緊急事態宣言特別枠 宅配販売とインターネット販売で、豪華な鶏さんをオウチにお届けします 柴田　壽徹

近畿 奈良県 R2291S00031 ＧＪダイニング株式会社 8150001021386 緊急事態宣言特別枠 外食・中食・内食すべてのニーズに対応できる事業形態に変革 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 R2291S00032 株式会社八宝 7150001001926 緊急事態宣言特別枠
餅製造工程の内製化によるＢｔｏＣからＢｔｏＢへのビジネスモデルの再

構築
株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 R2291S00034 ＶＩＤＥＯはーと 緊急事態宣言特別枠 ドローンを活用した「農家サポート」事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291S00036 株式会社大倉本家 9150001012509 緊急事態宣言特別枠 お酒の楽しみ方を提案する場づくりから始まる売上・顧客増大計画 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 R2291S00037 株式会社キタイ 7150001012634 緊急事態宣言特別枠 ニット成型無縫製アッパーを活用したパンプスのカスタムオーダー 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 R2291S00038 西垣靴下株式会社 6150001013237 緊急事態宣言特別枠 奈良の高機能靴下をＥＣ市場や通信販売を使ってＤｔｏＣ販売を開始 水上　和之

近畿 奈良県 R2291S00040 株式会社岡本フードサービス 8150001000448 緊急事態宣言特別枠
ウィズコロナ対応！「テイクアウトでも美味しいおかずピザ」専門店への

挑戦
一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 R2291S00041 Ｔ－ＷＯＲＬＤ株式会社 8150001017681 緊急事態宣言特別枠
災害用プラスチック製品の試作開発事業への参入による企画販売型企業へ

の転換
株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 R2291S00042 泥谷産業株式会社 4150001005046 緊急事態宣言特別枠 吉野杉を全国に！オリジナルプロダクトの新規開発とネット販売 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 R2291S00043 株式会社早真空設 2150001022010 緊急事態宣言特別枠 業務用中古空調設備の販売とメンテナンス業務の新サービス提供 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 R2291S00044 株式会社庵フーズ 3150001016457 緊急事態宣言特別枠
バナナジュース専門店ＯＰＥＮ・ドライブスルー型焼肉弁当販売及び精肉

販売事業
西山　正彦

近畿 奈良県 R2291S00045 株式会社ＪＩＴＳＵＧＹＯ 3150001018008 緊急事態宣言特別枠
業界初。予防歯科を広めるために、アニメーション動画をサブスクリプ

ション形式で提供する。
公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 R2291S00047 株式会社久保本家酒造 9150001009728 緊急事態宣言特別枠 新市場獲得のための超長期熟成酒の製造に必要な貯蔵庫の改修事業 大阪商工会議所

近畿 奈良県 R2291S00048 高井辰株式会社 3150001012992 緊急事態宣言特別枠 靴下の製造技術を活かした新分野展開となるペット関連商品製造 奈良中央信用金庫
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近畿 奈良県 R2291S00049 有限会社ひかりドライ 4150002007669 緊急事態宣言特別枠
洗濯ニーズの拡大に対応した通所型ランドリー事業参入による売上拡大計

画
株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 R2291S00052 摩波楽茶屋 緊急事態宣言特別枠
インドネシア料理をコア・コンピタンスとしたチャネル拡大政策による新

たな顧客創造
株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 R2291S00054 株式会社ファーストペイント 2150001021318 緊急事態宣言特別枠 建築塗装屋が新商品開発する塗装用具持ち運び用容器の全国販売展開 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291S00056 株式会社ミルツル 4150001021605 緊急事態宣言特別枠 ライフスタイルブランド化事業 安生　誠

近畿 奈良県 R2291S00057 株式会社小谷商店 4150001000807 緊急事態宣言特別枠 サステナブル・ツーリズムに取り組む梅スイーツの開発及び甘味処の開設 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291S00058 御魚処さくら茶屋 緊急事態宣言特別枠 高齢者向け無添加食材のファストフィッシュ製造及び全国個配事業 税理士法人りとく

近畿 奈良県 R2291S00059 カルダ　ダイニングカフェ 緊急事態宣言特別枠
木津川市カフェによる、地域初出店となるエステサロン開業への新分野展

開
株式会社ジョインビジネスサポート

近畿 奈良県 R2291S00065 焼肉工房もく 緊急事態宣言特別枠 焼肉店から、加工業にチャレンジ！希少部位をもっと手軽に食卓へ 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 R2291S00067 寿司　いこー屋 緊急事態宣言特別枠
当店の強みを活かしたリピート顧客増加策とコロナ対応のための業態転換

計画
金田　紘典

近畿 奈良県 R2291S00070 濔風 緊急事態宣言特別枠 古民家を活用した「鶏焼肉店」新規事業展開 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 R2291S00071 株式会社地域活性局 6150001007742 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ時代に立ち向かえ！総合観光業への新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 奈良県 R2291S00072 ファーストホスピタリティ株式会社 6120001154901 緊急事態宣言特別枠 既存事業と最大限の相乗効果を生む高級焼肉とテイクアウトに進出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 R2291S00076 株式会社ＡＲＵＫＡＭＡＮ 4150001021571 緊急事態宣言特別枠
ブランド牛の近江牛を訴求した新屋号焼肉店でスィーツも提供して新市場

開拓を展開
株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 R2291S00077 株式会社箸源 7150001016049 緊急事態宣言特別枠
吉野産の割箸のブランディング及び、国産箸の炭化、農地改良の循環によ

るＣＯ２削減事業
株式会社南都銀行

近畿 奈良県 R2291S00078 有限会社アトゥ 9150002005577 緊急事態宣言特別枠 店舗縮小を伴う新商品のインターネット通販で業績回復と地域貢献 亀山　勝幸

近畿 奈良県 R2291S00080 美吉野木材株式会社 3150001016003 緊急事態宣言特別枠 コロナ対策万全！「ペットと泊まれるゲストハウス」の開業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 R2291S00081 株式会社ウエダ 7150001020224 緊急事態宣言特別枠
アウトドアに最適な「超ハイループ編みソックス」の開発で新分野への進

出
水上　和之

近畿 奈良県 R2291S00082 ブランコ 緊急事態宣言特別枠
映像制作業の強みを活かしてラーメン店から地域Ｎｏ．１のスイーツカ

フェへ挑戦
株式会社Ｓ・Ｏ・Ａ

近畿 奈良県 R2291S00084 Ｇｒａｃｅ－Ａ 緊急事態宣言特別枠 銅板製電気グリドルを導入した新商品専門店の開業と露店販売事業 森村　文則

近畿 奈良県 R2291S00089 おおとり 緊急事態宣言特別枠 日本料理伝統の技！神経締めによる高鮮度・高品質なジビエの提供 奈良県商工会連合会

近畿 和歌山県 R2301S00001 ＬＡＰ 緊急事態宣言特別枠 完全個室レンタルジム業態変更 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 R2301S00002 ライスフィールド 緊急事態宣言特別枠
ミニハウス設置による無農薬野菜・果物テイクアウトメニュー・小売販売

事業
紀州有田商工会議所

近畿 和歌山県 R2301S00003 ワケン株式会社 5170001003609 緊急事態宣言特別枠
ＥＣサイト構築によるリフォーム工事業から無店舗小売業への新分野展開

事業
小野　佳弘

近畿 和歌山県 R2301S00004 株式会社ＪＨＣ 3170001006563 緊急事態宣言特別枠 サテライトオフィスレンタルサービス事業 宮脇　康成

近畿 和歌山県 R2301S00005 所　順子 緊急事態宣言特別枠 天空の聖地　高野山にて観光客に食と住と心よりのおもてなしを 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 R2301S00006 株式会社中心屋 9170001005444 緊急事態宣言特別枠 飲食店で培ったおもてなしの心とノウハウ活かす高齢者配食事業へ新展開 岡　京子
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近畿 和歌山県 R2301S00007 株式会社ＳＫＢＣ 8170001006385 緊急事態宣言特別枠 和歌山の絨毯・布団クリーニング事業の復活・継承計画 岸　友子

近畿 和歌山県 R2301S00008 ダイブステーション 緊急事態宣言特別枠 ダイビングサービスからＤＩＹ教室への新分野展開 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 R2301S00009 奥畑公康 緊急事態宣言特別枠 来店困難者に向けた移動販売型飲食サービスの展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 R2301S00010 株式会社森明商店 9170001005808 緊急事態宣言特別枠 店舗販売を行う家具製造小売事業者によるオーダーソファＥＣ事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 R2301S00012 有限会社Ｍｏｖｉｎ’ｈｉｇｈ 2170002006101 緊急事態宣言特別枠 トータルヘルス＆ビューティーで、顧客の美と健康をサポートする事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 R2301S00013 株式会社ちひろ 1170001002102 緊急事態宣言特別枠
最先端冷凍技術と地元食材を使用した冷凍弁当と冷凍鍋セット、オイル漬

け食品を全国販売する地方創生事業
北畑　米嗣

近畿 和歌山県 R2301S00014 福田　由佳 緊急事態宣言特別枠 女性美容サービスから気功機器導入による療術サービスへの進出 株式会社南都銀行

近畿 和歌山県 R2301S00015 杏亭 緊急事態宣言特別枠 仕出し店から「日常食に利用できるテイクアウト専門店」への事業転換 細田　宏

近畿 和歌山県 R2301S00016 民宿亀の井 緊急事態宣言特別枠 地元顧客獲得宣言！まぐろ自慢の民宿が運営するテイクアウト事業 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 R2301S00018 株式会社中紀バスＩＮＴ’Ｌ 1170001005212 緊急事態宣言特別枠 位置情報を活用した新規ソリューションサービスの開発 テントゥーワン税理士法人

近畿 和歌山県 R2301S00019 株式会社千里庵 9170001009189 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ対応新商品「梅酢から揚げ」「ミールキット」販売。 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 R2301S00020 株式会社中紀バス観光社 1170001010105 緊急事態宣言特別枠
和歌山県内道の駅フリーペーパー発行事業及び道の駅周遊アクティビティ

ツアー商品開発事業
株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 R2301S00021 有限会社松房電機 7170002004835 緊急事態宣言特別枠 家の中の引っ越し請負事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 R2301S00022 ぼくらの食卓 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍における新しい飲食業スタイルの確立とモデルの構築 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 和歌山県 R2301S00023 味菜　うまいもんや　芳文 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ・ポストコロナに対応した飲食店の業態転換計画 大西　省悟

近畿 和歌山県 R2301S00024 株式会社クレイシア 6170001006643 緊急事態宣言特別枠 地域初のベーグル専門の製造販売プロジェクトによる事業再生計画 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 R2301S00025 レイズ・エンタープライズ株式会社 2170001012273 緊急事態宣言特別枠
急速冷凍とフードデリバリーを活用した食品ロスのでない無店舗パン屋運

営
きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 R2301S00028 株式会社ＵｍａＵｍａキッチン 8170001014025 緊急事態宣言特別枠 新しい時代の地域を活かした地域に生きる地産地消レストラン 田中　康麿

近畿 和歌山県 R2301S00029 相－ａｉ－整体院 緊急事態宣言特別枠
「１００歳まで動ける」介護予防のためのパーソナルトレーニングジム事

業
和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 R2301S00030 有限会社フィールドハウス 5170002005091 緊急事態宣言特別枠 子供向けロボット・プログラミング教室の開設 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 R2301S00031 株式会社紀ノ國フーズ 2170001008412 緊急事態宣言特別枠 甘酒プリンと発酵食品のＥＣショッピングモール構築による業態転換計画 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 R2301S00032 株式会社ＭｉＬＬ 6170001000638 緊急事態宣言特別枠 対面と密を避けた２４時間リモート受注システムと無人販売機 奥田　崇喜

中国 鳥取県 R2311S00003 北溟産業有限会社 5270002010924 緊急事態宣言特別枠 海岸漂着ごみ運搬ドローンの開発とそれによるごみ回収方法の確立 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 R2311S00004 ブリリアントアソシエイツ株式会社 7270001002706 緊急事態宣言特別枠 鳥取発「華麗なるジェンダーレスコスメで一緒に綺麗」驚きの事業再構築 鳥取県中小企業団体中央会

中国 鳥取県 R2311S00006 株式会社オールラウンド 1270001005961 緊急事態宣言特別枠 ナポリタン専門店の新展開及びテイクアウト拡充によるコロナ対応力強化 鳥取県中小企業団体中央会

中国 鳥取県 R2311S00007 ＭＩＲＡＩ　ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ＆ｃａｆｅ 緊急事態宣言特別枠 来店客だけに頼らない、ケータリング事業及び就労支援事業計画 鳥取県商工会連合会
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中国 鳥取県 R2311S00008 エレット 緊急事態宣言特別枠
エレット　移動式店舗オリジナルフルーツパフェ・フルーツサンド提供事

業
株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 R2311S00009 ＰＲＯＰＲＯ株式会社 7270001007259 緊急事態宣言特別枠 登録支援機関として特定技能所属機関を支援サポートする事業 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 R2321S00003 株式会社玉造温泉まちデコ 3280003000256 緊急事態宣言特別枠 オンラインイベント開催とノウハウ販売で収益確保と観光客回復へ 島根県商工会連合会

中国 島根県 R2321S00004 有限会社松浦鮮魚店 3280002003061 緊急事態宣言特別枠 島根の新鮮魚介類で作る惣菜のテイクアウトによる販路拡大事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 R2321S00005 有限会社瀧川商店 6280002008842 緊急事態宣言特別枠 キャンピングカーのレンタル・製造・販売・修理 高橋克行

中国 島根県 R2321S00006 有限会社フリースタイル 3280002002006 緊急事態宣言特別枠
３Ｄ振動による骨粗鬆症・認知症・介護予防のための新しいシニアトレー

ニング
長谷川　浩之

中国 島根県 R2321S00007 株式会社はなもめん 4280001007145 緊急事態宣言特別枠 居酒屋業態から焼肉業態への業態転換 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 R2321S00008 有限会社正和 8280002005573 緊急事態宣言特別枠 飲食業のノウハウを活かし、そうざい製造業へ参入する 株式会社山陰合同銀行

中国 岡山県 R2331S00001 ナノグラフィカ 緊急事態宣言特別枠
イベント企画、映像製作事業からＸＲ（クロスリアリティ）バーチャル撮

影合成スタジオ事業へ新分野展開計画
岡山商工会議所

中国 岡山県 R2331S00002 株式会社広栄堂武田 9260001002300 緊急事態宣言特別枠 人気イラストレーター起用の桃太郎キャラクターグッズ群の発売 株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331S00003 有限会社京の味桜川 3260002013368 緊急事態宣言特別枠 店舗を移転縮小し、オンライン予約での京風テイクアウト用商品の販売 岡山商工会議所

中国 岡山県 R2331S00004 盃酔の陣 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から岡山県産和牛にこだわった焼肉店への事業再構築 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 R2331S00005 みのるホテル事業株式会社 4260001006495 緊急事態宣言特別枠 新規レストラン事業計画 岡山商工会議所

中国 岡山県 R2331S00006 株式会社ログリンク 9260001032867 緊急事態宣言特別枠 情報通信事業の強みを活かしたオンライン不動産事業への業種転換 岡山商工会議所

中国 岡山県 R2331S00009 株式会社ｒ－ｇｌａｄ 6260001032564 緊急事態宣言特別枠 髪を切るだけはじゃない、美容室流リラクゼーションサービスの展開 税理士法人アストラスト

中国 岡山県 R2331S00010 倉敷ステーションホテル株式会社 9260001013099 緊急事態宣言特別枠
倉敷駅前阿知３丁目東地区再開発に伴う公共空地を活用した屋外飲食サー

ビス提供プロジェクト
税理士法人おかやま創研

中国 岡山県 R2331S00011 Ｌｅ　ｍｉｌｉｅｕ株式会社 7260001031862 緊急事態宣言特別枠
コロナで壊滅的打撃を受けたラウンジ事業からまつエク・ネイルサロン事

業への事業転換計画
岡山商工会議所

中国 岡山県 R2331S00012 有限会社ぼんくら 7260002012614 緊急事態宣言特別枠
居酒屋メニューの多彩さと店舗の好立地を活かした弁当デリバリー事業へ

の新分野展開計画
株式会社シェルパコンサルティング

中国 岡山県 R2331S00013 守屋信道 緊急事態宣言特別枠 甘いものを健康に、発酵あんこ食パンの開発とテイクアウト販売 倉敷商工会議所

中国 岡山県 R2331S00014 ペガサス・キャンドル株式会社 5260001014695 緊急事態宣言特別枠 キャンドル商品の選択と集中による新分野展開のチャレンジ事業 岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 R2331S00015 エイチダブリューティーミュージック 緊急事態宣言特別枠 アパレル店舗運営と音楽スクールによる人材育成及びプロデュース事業 澁谷　典彦

中国 岡山県 R2331S00016 ｃｏｌｏｒｆｕｌ　ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ 緊急事態宣言特別枠 オンラインを活用した小規模園を含む全国保育研修事業の展開 岡山商工会議所

中国 岡山県 R2331S00018 フローリスト萬 緊急事態宣言特別枠 新開発ブーケと個展開催による売上倍増計画～花屋を観光地～ 笠岡商工会議所

中国 岡山県 R2331S00019 株式会社音茶屋 9260001027594 緊急事態宣言特別枠 “コーヒー豆”ローカルデリバリーサービス屋外感染対策スタイル 岡山商工会議所

中国 岡山県 R2331S00020 株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｌｕｎｃｈ 9260001022637 緊急事態宣言特別枠 コロナ渦の中飲食店からのデリバリー・宅配事業転換 二垣　幸広

中国 岡山県 R2331S00021 株式会社オーネスト 5260001001470 緊急事態宣言特別枠 ログハウスメーカーによる北欧式家庭用サウナ通販事業展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合
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中国 岡山県 R2331S00022 株式会社アチーブインターナショナル 2260001029457 緊急事態宣言特別枠 新ブランド服飾雑貨を中心とした小売店舗の新設 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 R2331S00023 魚仙 緊急事態宣言特別枠 新分野展開の昆虫ビジネス事業開発による多角化と事業再構築 児島商工会議所

中国 岡山県 R2331S00025 株式会社上神食糧 2260001000616 緊急事態宣言特別枠
湿式無洗米機の導入により高品質の無洗米を提供し、大口顧客からの受注

拡大を目指す。
株式会社トマト銀行

中国 岡山県 R2331S00026 株式会社道楽 6260001033397 緊急事態宣言特別枠 瀬戸内「釜飯１０選」特別テイクアウト弁当開発による新分野展開 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

中国 岡山県 R2331S00029 岸本石材工業株式会社 7260001001956 緊急事態宣言特別枠 県下唯一である建築用石材の多品種小ロット製造・販売事業の実施 株式会社香川銀行

中国 岡山県 R2331S00030 有限会社晴れ屋プロジェクト 3260002014663 緊急事態宣言特別枠 岡山蒜山高原の自社保養施設を改修し「自然体験型ホテル」を開業 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 R2331S00032 ＧＥＮＴＬＥ　ＭＡＬＴＥＳＥ 緊急事態宣言特別枠 ブリーダー経験を活かした改良メダカ繫殖・販売事業 税理士法人ゆびすい

中国 岡山県 R2331S00036 青木被服株式会社 1260001018139 緊急事態宣言特別枠
デニム素材で和の特徴を洋装に採り入れた新ジャンル製品の開発と美観地

区出店による市場開拓と認知拡大
井原商工会議所

中国 岡山県 R2331S00037 有限会社倉敷システムデザイン 3260002017732 緊急事態宣言特別枠 コロナ対策用手洗い装置システムのレンタル事業 玉島信用金庫

中国 岡山県 R2331S00038 株式会社ＫＫＭ川崎 1260001026653 緊急事態宣言特別枠 飲食事業から地ビール製造メーカーへの転換 岡山商工会議所

中国 岡山県 R2331S00039 株式会社サムシングフォー 8260002019880 緊急事態宣言特別枠
「夫婦や家族の幸せ、倉敷への愛を深める」倉敷野菜を使った半調理・調

理品ＥＣ事業による新分野展開
株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331S00040 ＧＯＣＣＯ株式会社 9260001011243 緊急事態宣言特別枠 既存事業とのシナジー構築！お城パフェテイクアウト専門店事業 田口　友和

中国 岡山県 R2331S00042 株式会社ケイプラビジョン 3260002022360 緊急事態宣言特別枠
カーボンニュートラルに対応した低炭素・脱炭素の新素材の部品製造・加

工による新分野展開
水島信用金庫

中国 岡山県 R2331S00046 株式会社のぞみ 1260001014402 緊急事態宣言特別枠 仕出し弁当を普及させる顧客ニーズ・業界連携対応型Ｗｅｂサービス運営 倉敷商工会議所

中国 岡山県 R2331S00047 株式会社アガペスワールド 4260001011041 緊急事態宣言特別枠
既存店にテイクアウト店舗の併設と県内初のｅ－ｓｐｏｒｔｓ専門施設を

開設
岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 R2331S00050 株式会社小町メディカルグループ 7260001016483 緊急事態宣言特別枠 岡山県倉敷市児島の人口約７万人の小さな町で行う美容脱毛事業 児島商工会議所

中国 岡山県 R2331S00051 株式会社いぶき 2260001026537 緊急事態宣言特別枠 規格外野菜を使った野菜パウダーの製造 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 R2331S00052 ワクワクキッチン 緊急事態宣言特別枠 女性に好まれるヘルシーで健康的な中食（惣菜）の製造販売 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 R2331S00053 翠宝商事株式会社 9260001013677 緊急事態宣言特別枠 倉敷　新観光スポットｐｒｏｊｅｃｔ 税理士法人吉井財務研究所

中国 岡山県 R2331S00054 すぐり 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から焼肉店への事業転換 倉敷商工会議所

中国 岡山県 R2331S00055 フラッグシップ株式会社 5260001024769 緊急事態宣言特別枠
セントラルキッチン化による経営効率の向上と中食市場への新展開を通し

た業態転換
株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 R2331S00057 有限会社岡山県食 1260002022420 緊急事態宣言特別枠 ウェブ活用ノウハウを活かした新規事業開発による事業再構築 児島商工会議所

中国 岡山県 R2331S00060 有限会社想庵 1260002015317 緊急事態宣言特別枠 茶製造業者が挑む化粧品製造業への事業転換 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 R2331S00063 Ｇｌａｓｓ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＴｏｏＳ 緊急事態宣言特別枠
観光地のお土産屋から文具店へ業態転換、継続的な売上確保に向けたチャ

レンジ
岡山県商工会連合会

中国 岡山県 R2331S00064 遊・膳　活力商店 緊急事態宣言特別枠 「学びと癒しの“渚の交番”カフェ」 株式会社中国銀行

中国 岡山県 R2331S00067 株式会社ＴＲＹ 9260001016647 緊急事態宣言特別枠 観光地の郷土料理店が新分野で展開するテイクアウト中心の薬膳バー 上野　創造
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中国 広島県 R2341S00001 株式会社アリビオ 1240001050028 緊急事態宣言特別枠 幼児向け発達支援事業開始による売上の柱を構築 花岡　貴志

中国 広島県 R2341S00002 バルールコーポレーション有限会社 2240002030770 緊急事態宣言特別枠 とろうまっプリン製造事業 三次商工会議所

中国 広島県 R2341S00003 米米食堂 緊急事態宣言特別枠
農家から直接仕入れる高品質な米を自社ＥＣサイトを通じて消費者に販売

する事業
広島市信用組合

中国 広島県 R2341S00004 株式会社ＥＶＥＮＴＯＳ 8240001000942 緊急事態宣言特別枠 「コト売り」ノウハウを活かした新しいテイクアウト専門店へ転換 株式会社山陰合同銀行

中国 広島県 R2341S00005 有限会社アウトサイダー 7240002023415 緊急事態宣言特別枠 コワーキングスペース開設による新事業展開 金田　賢二

中国 広島県 R2341S00006 有限会社ホワイト急便 9240002042999 緊急事態宣言特別枠 工場の可視化による安心・安全の宅配クリーニング事業の展開 しまなみ信用金庫

中国 広島県 R2341S00007 ジョンバーガー＆カフェ 緊急事態宣言特別枠
２Ｆの空きスペースに宿泊施設「ＨＯＴＥＬ　ＫＡＩＧＡＮＤ○ＲＩ」

オープン
尾道商工会議所

中国 広島県 R2341S00009 株式会社センゴク木材 8240001005470 緊急事態宣言特別枠 建築端材を有効活用した木製玩具や小物類の開発・販売事業 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 R2341S00010 ハティハティ 緊急事態宣言特別枠 尾三地区初！非接触型脱毛サロンによる「令和イケメン」育成事業 三原商工会議所

中国 広島県 R2341S00014 クオート 緊急事態宣言特別枠 完全個室型による半無人型オンライン美学フィットネス・エステ事業 呉商工会議所

中国 広島県 R2341S00015 合同会社フォーユー 4240003002643 緊急事態宣言特別枠 日本酒と廣島の食材を使った料理が届くサブスクリプションサービス 税理士法人あおぞら会計事務所

中国 広島県 R2341S00017 ハーベスト　 緊急事態宣言特別枠 紋桜餃子 税理士法人あじさい会計

中国 広島県 R2341S00021 株式会社マグノリア 5240001043878 緊急事態宣言特別枠 広島一期　焼肉屋化計画 山口　明彦

中国 広島県 R2341S00026 株式会社おこめん工房 4240002054355 緊急事態宣言特別枠
米農家が中山間地で作るアレルゲンフリー・グルテンフリーのスープ製造

事業
広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 R2341S00030 有限会社ユニリース広島 8240002051943 緊急事態宣言特別枠 生成水装置「我電創水」導入による革新的ユニフォーム除菌洗濯の実現 西河　豊

中国 広島県 R2341S00032 アイアンドネイルアンドビューティーラクシュミー 緊急事態宣言特別枠 美容サロンによる業種転換事業、非対面型一棟貸し貸別荘 広島県商工会連合会

中国 広島県 R2341S00033 有限会社いっとく 7240002051993 緊急事態宣言特別枠 新製品「赤酢寿司酢」と地元海産物でＥＣ販売・新メニューで寿司店開業 西河　豊

中国 広島県 R2341S00036 株式会社みつぎ交流館 3240002052269 緊急事態宣言特別枠 蕎麦の自家製麺技術導入によるテイクアウトと蕎麦屋への新規展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 R2341S00037 株式会社キャピタルコーポレーション 5240001012841 緊急事態宣言特別枠 おうち外食で廣島焼鳥食べてみんさい！冷凍串ＥＣ販売へ業態転換 橋口　滿

中国 広島県 R2341S00038 帝国マリン誘導有限会社 3240002026784 緊急事態宣言特別枠 小型携帯用オゾン発生器の製造・販売事業へ業種転換でＶ字回復 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 R2341S00042 株式会社島ごころ 2240001043550 緊急事態宣言特別枠 スイーツとドリンクのテイクアウト専門カフェ及びその卸売 七川　雅仁

中国 広島県 R2341S00045 株式会社大盛センイ 4240001034291 緊急事態宣言特別枠 製造卸売業から異業種コラボパンツを起点にした製造小売業への業態転換 ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社

中国 広島県 R2341S00048 株式会社スサキ 7240002016955 緊急事態宣言特別枠 創業３２年の焼き肉店　ブランド力を活かした業態転換 広島県商工会連合会

中国 広島県 R2341S00053 株式会社竹名屋 2240001051636 緊急事態宣言特別枠 広島の高級魚を東京の飲食店にネット販売する事業 広島信用金庫

中国 広島県 R2341S00057 株式会社ｃｏｌｌａｂｏ 6240001055757 緊急事態宣言特別枠 新規店舗で、昼と夜の業種を変える飲食店の「二毛作ビジネス」への挑戦 清水　博文

中国 広島県 R2341S00058 行政書士フォリス法務事務所 緊急事態宣言特別枠 行政書士事業を活かした新規健康麻雀店事業の新分野展開 公益財団法人くれ産業振興センター
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中国 広島県 R2341S00060 株式会社エル・コ 2240001001590 緊急事態宣言特別枠 地域コミュニティ紙のネット媒体への移行 株式会社広島銀行

中国 広島県 R2341S00062 株式会社ラグドール 1240001018900 緊急事態宣言特別枠 食品アレルギー対応新商品で取り組むＥＣ販売による事業再構築 田久保　普三

中国 広島県 R2341S00064 ＨＡＣＯＮＩＷＡ 緊急事態宣言特別枠 柔軟な発想と堅実な計画と折れない心で事業継続を目指します 竹板　宏樹

中国 広島県 R2341S00066 スターテクノス株式会社 7240001044619 緊急事態宣言特別枠 電気自動車（ＥＶ）用充電スタンドのレンタル事業 青野　雅恵

中国 広島県 R2341S00068 マルケイ木工株式会社 3240001034425 緊急事態宣言特別枠 対面販売オンラインショールームの開設 府中商工会議所

中国 広島県 R2341S00069 株式会社ゆんたく 3240001039325 緊急事態宣言特別枠 ①働く人を元気にする町のお弁当屋さん　②瀬戸内レモネードスタンド 株式会社中国銀行

中国 山口県 R2351S00001 有限会社篠澤酒舗 6250002004927 緊急事態宣言特別枠
待つビジネスから攻めるビジネスへ！中小企業全国発となるクラフトカー

の展開
株式会社西京銀行

中国 山口県 R2351S00005 ノガアル 緊急事態宣言特別枠
自社ブランドアクセサリーの開発、廃棄生花を活用した商品の開発及び注

文のオンライン化
株式会社西京銀行

中国 山口県 R2351S00006 株式会社ＫＧコーポレーション 9250001015807 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーを利用した県内都市部の中食需要へ参入 株式会社西京銀行

中国 山口県 R2351S00010 株式会社大隅タクシー 2250001000105 緊急事態宣言特別枠
小規模グループの観光客やビジネス客に対応する付加価値型「都市型ハイ

ヤー」事業の創出
はら経営株式会社

中国 山口県 R2351S00012 二象舎 緊急事態宣言特別枠
山口市の文化・歴史を遊びながら学べる木製ゲームと　オートマタの

ミュージアムの設立・運営
西中国信用金庫

中国 山口県 R2351S00013 株式会社セブンシステム 1250001000337 緊急事態宣言特別枠 不動産業参入計画 株式会社山口銀行

中国 山口県 R2351S00014 有限会社村田豊商店 2250002011225 緊急事態宣言特別枠 新規アレルゲンフリー食品の製造と新規市場開拓による事業再構築 株式会社山口銀行

中国 山口県 R2351S00018 株式会社エヌティーエー旅行 9250001008141 緊急事態宣言特別枠
地域商社型ビジネスモデル「ＡＲＴＴＲＩＰ　山口（仮称）」メディア・

ＥＣサイト構築
株式会社山口銀行

中国 山口県 R2351S00019 雷鶏 緊急事態宣言特別枠 鹿児島産黒毛和牛の地域料理の開発とオンライン注文による物販事業展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 R2351S00020 有限会社大和 4250002003939 緊急事態宣言特別枠 放課後等デイサービス（チャイルドハートＦＣ事業） 株式会社グッドパートナーズ

中国 山口県 R2351S00024 キッチンカフェさわ 緊急事態宣言特別枠 ｗｉｔｈコロナの時代「山口のぶち美味しい」を届けるための事業転換 株式会社西京銀行

中国 山口県 R2351S00026 株式会社ＧＨＩＢＬＩ 6250001014687 緊急事態宣言特別枠 オンラインを活用したＥＣサイト構築による新たな販売方式の確立 株式会社西京銀行

四国 徳島県 R2361S00002 株式会社ぴあ 2480001005790 緊急事態宣言特別枠 テレワーク用レンタルスペースサービスによる飲食事業からの脱却 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 R2361S00003 有限会社エイブルフーズ 6480002007287 緊急事態宣言特別枠 特殊冷凍による、刺身・寿司等冷凍仕出し料理の開発及び全国通販事業 徳島商工会議所

四国 徳島県 R2361S00006 ｖａｃａｔｉｏｎ　ｈｏｕｓｅ月ｙｕｅ 緊急事態宣言特別枠
マイクロツーリズムやワーケーションに新たな商機を見出すことのできる

『キッチン併設型レンタルスペース』
徳島商工会議所

四国 徳島県 R2361S00007 インボイス株式会社 7480001009614 緊急事態宣言特別枠 子どものためのロボットプログラミング教室の開設事業 税理士法人アクシス

四国 徳島県 R2361S00008 株式会社自然計画 6480001006918 緊急事態宣言特別枠 「新食感」ハワイ・ロコパンの製造で新分野開拓、攻めの経営を目指す 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 R2361S00011 有限会社安福 7480002005240 緊急事態宣言特別枠 遊休資源となったスペースを活かしたレンタルスペース業への参入 長尾　辰彦

四国 徳島県 R2361S00013 ポッポ亭 緊急事態宣言特別枠 町の飲食店の美容サービス提供開始による新たな顧客層獲得事業 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 R2361S00014 Ｗｅｓｔ　Ｈｉｌｌｓ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ株式会社 3400001009773 緊急事態宣言特別枠 地域にないそうざい製造販売、鳥の丸焼き専門店で新市場開拓 徳島県商工会連合会



90 / 102　
事業再構築補助金　第1回公募　緊急事態宣言特別枠　採択案件一覧【全国統合版】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。

2023年4月14日時点

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

四国 徳島県 R2361S00018 株式会社オリガミ・キャリアデザイン 8480001009357 緊急事態宣言特別枠 企業の魅力をシネマチックに表現するＰＲ映像制作事業 株式会社阿波銀行

四国 香川県 R2371S00001 有限会社合田石材 7470002017344 緊急事態宣言特別枠 デザインコンクリートをつかったリフォーム・エクステリア事業 愛媛信用金庫

四国 香川県 R2371S00002 丸八商工株式会社 2470001003894 緊急事態宣言特別枠 古紙リサイクルの経験を活かし産業廃棄物の収集運搬事業を行う計画 星　雄仁

四国 香川県 R2371S00003 銭形マルシェ合同会社 7470003001215 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト市場参入で、道の駅とよはまご当地バーガーの開発 観音寺信用金庫

四国 香川県 R2371S00004 有限会社さぬき家本舗 8470002010463 緊急事態宣言特別枠 お土産卸売業者が初めて取組む独自ＥＣサイトによる通販事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371S00005 株式会社ワイケーエス 1470001009249 緊急事態宣言特別枠 医療患者、介護患者、及び身体障害者向け衣料分野の開発と販売事業 株式会社中国銀行

四国 香川県 R2371S00006 株式会社門入カメリア 5470001011622 緊急事態宣言特別枠 カメリア温泉キャンプ場 西谷　隆昌

四国 香川県 R2371S00007 株式会社久保田麺業 1470001008580 緊急事態宣言特別枠 個食型高級本格生讃岐うどんの開発および販売事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371S00013 株式会社インテグラル設計 8470002001000 緊急事態宣言特別枠
３Ｄ　ＣＡＤ導入により新規分野である配管設備の設計業務販路拡大事業

計画書
日野　潤一

四国 香川県 R2371S00015 千金丹ケアーズ株式会社 8470001005225 緊急事態宣言特別枠 練りごまなど油分が多いペーストのパウダー化技術による新商品開発 株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371S00016 ツジセイ製菓株式会社 9470001002808 緊急事態宣言特別枠 冷凍高級菓子のインターネット通販による直販への新分野展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 R2371S00017 株式会社八栗 9470001004804 緊急事態宣言特別枠 長期保存可能な新しい商品つくりで新分野展開を目指す 香川県商工会連合会

四国 香川県 R2371S00019 有限会社おちあい 6470002000276 緊急事態宣言特別枠 爽快な空の下で最新機器を使った最上質のゴルフレッスンを 香川県信用組合

四国 香川県 R2371S00025 株式会社ＤａＲＥＴＯ 9470001016221 緊急事態宣言特別枠
２１世紀型・小豆島での食育＆木育の島遊びプログラム（コロナに対応し

た屋外型観光教育）
株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371S00026 日新タクシー株式会社 9470001003285 緊急事態宣言特別枠
他のタクシー業者にクラウド型システムによる配車業務代行サービスを開

始する
みどり合同税理士法人

四国 香川県 R2371S00030 直島ガーデン株式会社 2470001006658 緊急事態宣言特別枠 直島産農産物を使用したジェラートの製造小売販売 株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371S00032 合同会社ｏｆｆｉｃｅ　ＰＪ 2470003001038 緊急事態宣言特別枠 アートの島「直島」でワーケーション 株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371S00036 有限会社湊屋 1470002006716 緊急事態宣言特別枠 「新しいドリンク」と「和菓子」の組み合わせを提案できるカフェの新設 株式会社百十四銀行

四国 香川県 R2371S00039 株式会社中野屋高松 2470001015287 緊急事態宣言特別枠
体験型観光うどん店が新たに冷凍うどん製造事業を立ち上げ、非観光客向

けに新商品販売を開始
株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 R2381S00001 安全基地 緊急事態宣言特別枠 四国内の子どもたちを主対象とするデリバリー式地元劇団の立ち上げ 公益財団法人えひめ東予産業創造センター

四国 愛媛県 R2381S00003 株式会社サプライズワン 5500001016452 緊急事態宣言特別枠
小規模製麺所が作る地産の美味しい麺「地ｅｅ麺」の小売及びネット販売

戦略
宇和島信用金庫

四国 愛媛県 R2381S00004 麺や鐵 緊急事態宣言特別枠 中心市街地のラーメン店による郊外型焼肉店舗への転換 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 R2381S00005 株式会社ふく紗 9500001004569 緊急事態宣言特別枠 デジタル機器を活用し増築店舗でウィッグ販売、業種転換を図る 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381S00006 株式会社昇 7500001019024 緊急事態宣言特別枠 ＦＣ「ラーメン店」への加入による新規顧客開拓と売上拡大 上田　保

四国 愛媛県 R2381S00007 ワールド・ウィング 緊急事態宣言特別枠 猫と癒しの時間を過ごす猫カフェ開業の新分野展開 株式会社香川銀行

四国 愛媛県 R2381S00008 マルマツ紙業株式会社 9500001014469 緊急事態宣言特別枠
高性能レーザー加工機導入による水引細工付加価値製品の開発およびオン

ライン取引の拡充
川之江信用金庫
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四国 愛媛県 R2381S00009 新居浜ジャンドール 緊急事態宣言特別枠 劇団「灯音舎」の運営、公演企画、それに付随する業務全般 東予信用金庫

四国 愛媛県 R2381S00010 株式会社クリエ 1011001131278 緊急事態宣言特別枠 「旅」をテーマに地場産業・特産品をＰＲ支援するライブコマース配信 坪井　亮

四国 愛媛県 R2381S00012 有限会社鈴木住宅設備 3500002021148 緊急事態宣言特別枠
街の小売店が目指すこれからのニューノーマル　～地域の為のＥＣサイ

ト・親しみやすいお店に～
観音寺信用金庫

四国 愛媛県 R2381S00013 株式会社ケイテック 6500001020486 緊急事態宣言特別枠
船舶配管用図面データ検索システム「ＰＳＳ」の設計・構築・改良及び販

売
大伴　直人

四国 愛媛県 R2381S00014 株式会社さかえ屋 1500001006077 緊急事態宣言特別枠 氷温熟成技術を活用したジビエ端材肉による加工食品の開発・販売 株式会社シャイン総研

四国 愛媛県 R2381S00015 アッツコーポレーション 緊急事態宣言特別枠 宅配弁当製造販売拠点建設によるコロナ禍からのＶ字回復 株式会社商工組合中央金庫

四国 愛媛県 R2381S00016 株式会社トータルペイメントサービス 3500001021082 緊急事態宣言特別枠
ウィズコロナ・アフターコロナの地元商店街を支える非接触型端末販売分

野への進出
株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 R2381S00021 株式会社久万山 8500001022448 緊急事態宣言特別枠 果実小売店としての経験を生かしたテイクアウト店舗への業態変換 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 R2381S00024 株式会社幸せのたね 2500001010821 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナを見据えた飲食業から総合型セルフエステ業への業種転換 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 R2381S00025 道後プリンスホテル株式会社 2500001002835 緊急事態宣言特別枠 愛媛県に点在する魅力ある観光コンテンツを結ぶ二次交通サービス事業 中西　雄二

四国 愛媛県 R2381S00026 企業組合こもねっと 1500005007261 緊急事態宣言特別枠 大人の知的好奇心を満たす体験型キャンプ場事業 高鍋　勝彦

四国 愛媛県 R2381S00028 有限会社うしろのしょうめんだあれ 2500002014796 緊急事態宣言特別枠
西条市産食材にこだわった瓶詰ピクルス製造による販路開拓と付加価値額

増加
高田　勝人

四国 愛媛県 R2381S00029 合同会社ＯＨＡＮＡ 5500003002236 緊急事態宣言特別枠 アクティビティ（レンタル）業務及びオリジナル製造品販売展開 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 R2381S00030 有限会社湯き国 4500002009844 緊急事態宣言特別枠
ツアー観光客向け旅館から、ペット同伴での館内滞在＆体験型旅館への変

革
三浦　良昭

四国 愛媛県 R2381S00033 ＩＫＥＵＣＨＩ　ＯＲＧＡＮＩＣ株式会社 6500001011097 緊急事態宣言特別枠 タオルメンテナンスでタオルの品質改善サービスで業態転換を行います 今治商工会議所

四国 愛媛県 R2381S00034 株式会社三日月とカフェ 5500001013796 緊急事態宣言特別枠
地域社会に貢献できる就労支援施設を開所し、人にやさしいパイ専門店を

新たに運営する
舛田　希仁

四国 愛媛県 R2381S00035 まる屋 緊急事態宣言特別枠 冷蔵の今治焼き鳥の製造卸売業への転換を地域活性に繋げる取組 布能　弘一

四国 愛媛県 R2381S00038 有限会社石川テント 7500002021516 緊急事態宣言特別枠 高付加価値エアシェルター、エアポップアドバルーン製造・販売事業 観音寺信用金庫

四国 高知県 R2391S00001 うさぎ畑 緊急事態宣言特別枠 嗜好品から必需品へ！日本初のうさぎ用乳酸菌入り乾燥牧草の開発 高知商工会議所

四国 高知県 R2391S00002 株式会社カンキョー 6020001033041 緊急事態宣言特別枠 低温域において高効率な産業用除湿機製造販売への事業転換事業 株式会社四国銀行

四国 高知県 R2391S00004 ＯＵＴＥＲ　ＫＯＣＨＩ 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍におけるオンライン映像撮影配信を中心とした通信事業 高知県商工会連合会

四国 高知県 R2391S00005 八百バル 緊急事態宣言特別枠 八百バル特製！自家栽培“無農薬野菜”ソースの製造販売による業種転換 高知商工会議所

四国 高知県 R2391S00006 株式会社ひなた 6490001008640 緊急事態宣言特別枠 元一流イタリアン店シェフが作る高知野菜を使ったテイクアウト店 須崎商工会議所

四国 高知県 R2391S00007 猪鹿工房おおとよ 緊急事態宣言特別枠 超極！高級肉系「煮だし」節による新規全国展開事業 高知県商工会連合会

四国 高知県 R2391S00008 ケーエス販売株式会社 4490001000541 緊急事態宣言特別枠 障がい者雇用を増やしプラスチックリサイクル（地球環境）に取組む事業 川崎信用金庫

四国 高知県 R2391S00009 畑の食堂コパン 緊急事態宣言特別枠 加工食品（おうちでＣｏｐａｎシリーズ）の製造販売による事業再構築 高知県商工会連合会



92 / 102　
事業再構築補助金　第1回公募　緊急事態宣言特別枠　採択案件一覧【全国統合版】　＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。

2023年4月14日時点

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

四国 高知県 R2391S00010 エターナルクリエイト 緊急事態宣言特別枠 デジタル技術を活用した地域密着型農家応援マッチングサイト事業 高知商工会議所

四国 高知県 R2391S00012 おりや 緊急事態宣言特別枠
自社オリジナルブランド加工品の制作・販売による新分野展開と付加価値

額の向上
中村商工会議所

四国 高知県 R2391S00013 四国メーコー株式会社 9490001005115 緊急事態宣言特別枠
最小（５０ｔ）射出成型機事業の開始による、顧客ニーズ（国内調達）対

応および新分野への進出
碧海信用金庫

四国 高知県 R2391S00014 有限会社セラー 5490002008145 緊急事態宣言特別枠 高知初！男性や親子向け非接触型エステで挑む事業再構築！ 高知商工会議所

四国 高知県 R2391S00015 株式会社四万十トラベル 8490001007293 緊急事態宣言特別枠 新商品「四万十うがらし（仮称）」製造プロジェクト 中村商工会議所

四国 高知県 R2391S00017 グレイジア株式会社 1490001004743 緊急事態宣言特別枠 体験型販売による収益強化と地域伝統工芸品の発信力強化再構築事業 高知商工会議所

四国 高知県 R2391S00018 有限会社イワサキ・コーポレーション 1490002000626 緊急事態宣言特別枠 土佐のうまいもの地産地消で商店街復活！地域と共存共栄する新しいお店 株式会社四国銀行

九州 福岡県 R2401S00001 有限会社自然薯王国 1290002020826 緊急事態宣言特別枠 製造技術を活かした「自然薯アカモクとろろ」による新市場進出 河上　康洋

九州 福岡県 R2401S00003 マルソー産業株式会社 3290801005711 緊急事態宣言特別枠
ユニフォームレンタル事業者向け耐熱性プラスチック製ハンガーの商品開

発及び量産化
アネーラ税理士法人

九州 福岡県 R2401S00009 シーアイユー 緊急事態宣言特別枠 シーアイユー　録音部門事業　新規開拓プロジェクト 宮若商工会議所

九州 福岡県 R2401S00010 株式会社ダイユウ 6290801024667 緊急事態宣言特別枠 地域の空き家問題解決！建設機械導入による解体業への参入 楠本　拓也

九州 福岡県 R2401S00011 飯屋　楽 緊急事態宣言特別枠 新しい技術で実現できる、活サバの魅力 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00017 株式会社ハンドスタンド 1290001080615 緊急事態宣言特別枠 スポーツと放課後等デイサービス及び児童発達支援サービスの融合施設 大川信用金庫

九州 福岡県 R2401S00019 株式会社足立マシナリー 2290001000745 緊急事態宣言特別枠 高精度治具の製造技術を活かした新規オリジナル商品製造事業の展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 R2401S00020 稲吉　久徳 緊急事態宣言特別枠 地元美容専門学校と連携し美容サロン事業への進出 筑後信用金庫

九州 福岡県 R2401S00021 メンバーズシンデレラ 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ時代の流れを捉えた台湾茶専門カフェ事業への参入 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 R2401S00025 株式会社クリエイティブオフィス・ビーム 3290001076438 緊急事態宣言特別枠 養蜂で新たな資源の創出と地域を元気にするプロジェクト 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00027 クリエイトバリュー 緊急事態宣言特別枠 新スタイルの動画広報戦略による博多伝統産業等の経営力強化支援 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00029 株式会社クレイン 9290001083809 緊急事態宣言特別枠 居酒屋客席から総菜販売窓口への改装およびテイクアウト開始の取組 奥山　慎次

九州 福岡県 R2401S00031 株式会社高橋商店 2290001047324 緊急事態宣言特別枠 長期サイクル型の「新しいヴィンテージ日本酒」による新価値創造 八女商工会議所

九州 福岡県 R2401S00033 株式会社本吉屋 3290001053263 緊急事態宣言特別枠 創業３４０年の伝統を受け継ぐうなぎの冷凍調理食品の製造と全国販売 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 R2401S00034 合同会社ｃｏｒｅ　Ｄｅｓｉｇｎ 1290003005339 緊急事態宣言特別枠
商業デザインの実績・人脈を活かし、団塊Ｊｒ．に響く「蒸留酒」の開

発・販売
福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00035 たこやき大王 緊急事態宣言特別枠 地元農家と連携、規格外野菜を活用した冷凍食品販売事業への進出 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401S00037 株式会社味王本店 4290001032935 緊急事態宣言特別枠 スマホを使用し利用者の試行に合せた学校給食事業の構築と展開 武石　誠司

九州 福岡県 R2401S00038 有限会社ジット 7290802021415 緊急事態宣言特別枠 自社のＩＯＴを活用した品質・生産性向上ノウハウの商品化 直方商工会議所

九州 福岡県 R2401S00040 ＴＷＥＥＮＥＲ 緊急事態宣言特別枠 コーヒーショップの自家製商品ＥＣ化及び店舗縮小による業態転換 福岡信用金庫
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九州 福岡県 R2401S00042 株式会社大幸組 7290801002358 緊急事態宣言特別枠 地元土木会社に対するＩＣＴコンサルティングサービスを新規展開 中村　清悟

九州 福岡県 R2401S00045 株式会社アミューズプラネット 1290002019827 緊急事態宣言特別枠
ドローンを活用した土地測量事業やゴルフ場管理測量事業等を展開し新し

い事業分野を確立する
中野税理士法人

九州 福岡県 R2401S00046 株式会社アストンデザインワークス 4290001037835 緊急事態宣言特別枠 和食店奏づから会員制料理教室への業態転換計画 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00048 中村自動車鈑金塗装 緊急事態宣言特別枠
医療福祉業界を助ける！福祉車両抗菌サービスと設備導入による業務効率

化
大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 R2401S00050 有限会社しまや 7290802020318 緊急事態宣言特別枠 仕出しから中食市場をターゲットとした総菜テイクアウトへの転換 直方商工会議所

九州 福岡県 R2401S00051 株式会社ランドアンドヒューマン 1290001017393 緊急事態宣言特別枠
アロマテラピーサロンからウェブを活用したオーガニック製品製造販売業

への転換
福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00052 有限会社Ｇ＆Ｇ 1290002052522 緊急事態宣言特別枠 アロマ料理店による酵素風呂＆オイルマッサージ事業への進出 筑後信用金庫

九州 福岡県 R2401S00053 株式会社クレーンズ 6290001051181 緊急事態宣言特別枠 弁当製造及び地域住民・施設への宅配による事業再構築 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401S00054 株式会社ＥＶＯＲＩＳＥ 3290001065952 緊急事態宣言特別枠 先進デジタル技術導入を伴った業態転換による新たな挑戦 西嶋　俊成

九州 福岡県 R2401S00055 ｈｏｗｌ 緊急事態宣言特別枠 五感で食べる鉄鍋麻婆豆腐を自宅で実現。テイクアウト事業展開 中山　翔

九州 福岡県 R2401S00056 ノエルの樹 緊急事態宣言特別枠 地域ブランドを活かした似顔絵等の創作ケーキ開発及びネット販売事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401S00058 炭火焼肉　絆繁 緊急事態宣言特別枠 『久留米市で話題の炭火焼肉絆繫の味をご家庭に、全国に』 古賀　一之

九州 福岡県 R2401S00059 株式会社ピース・ユアーズ 5290001020971 緊急事態宣言特別枠
カウンセリング型、小規模施設対応のセントラルキッチンによる配達飲食

サービス
福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00060 クマノス 緊急事態宣言特別枠 酒類とバーベキューグリルおよび製材所端材を使った商品の販売 八女商工会議所

九州 福岡県 R2401S00061 株式会社新美 3290801010067 緊急事態宣言特別枠 冷凍食品製造販売事業の拡充によるレストラン事業の再構築 髙村　英子

九州 福岡県 R2401S00062 株式会社古里 9290001002223 緊急事態宣言特別枠 飲食店による新事業展開（小売・ＥＣ事業へ参入） 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 R2401S00063 株式会社ａｎａｌｏｇｕｅ 2290001035634 緊急事態宣言特別枠
日本の伝統発酵食品の健康機能性に着目した　製造・販売・啓蒙のコンセ

プトショップの企画
福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00065 株式会社ジョイクリエイト 7290001066105 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢ指名ができる個人宅ベビーシッターサービス 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00066 システムフィックス株式会社 3300001010436 緊急事態宣言特別枠 国内分散型マイニング事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00067 Ｌｏｃａｌ　Ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ株式会社 5290001070744 緊急事態宣言特別枠 地域商品の体験サービスの提供（個室・長時間）とＥＣサイト構築 福岡県信用組合

九州 福岡県 R2401S00073 王様のチャーハン 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト拡充による販路拡大と非対面型店舗への改装 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401S00080 株式会社きのした 7290001087679 緊急事態宣言特別枠 ギフト事業とのシナジー発揮！ペット訪問火葬サービスの新規開発 大川信用金庫

九州 福岡県 R2401S00083 コンセプトライズ株式会社 1290003003029 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ時代に対応した宅配弁当事業への再構築 久留米商工会議所

九州 福岡県 R2401S00084 小竹正株式会社 1290001003096 緊急事態宣言特別枠 ＥＣ強化に向けたオムニチャネル・スタジオ新設と福祉衣料の新分野開発 株式会社シザコンサルティング

九州 福岡県 R2401S00086 株式会社フカノ楽器店 2290001002171 緊急事態宣言特別枠 オリジナル介護予防プログラムの開発と新たな事業フィールドの開拓 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00090 株式会社タケマン 2290001064030 緊急事態宣言特別枠
飲食店に向けた自動発注アプリケーションサービスを提供する新たな事業

展開
福岡県商工会連合会
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九州 福岡県 R2401S00092 アイスタイル 緊急事態宣言特別枠 デザイン広告業から耕作放棄地の開拓による養蜂事業への転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401S00093 有限会社ショーマンシップ 9290002020827 緊急事態宣言特別枠 デジタル技術と舞台芸術による地域共創の事業化 福岡県中小企業団体中央会

九州 福岡県 R2401S00095 株式会社Ｇｒｅｅｎ　Ｃｕｌｔｕｒｅ　Ｌｉｎｋ 5290001076510 緊急事態宣言特別枠 地域循環型ポイント制度（仮称：Ｈａｐｐｙ　旅　Ｐｏｉｎｔ）の推進 一法師　隆行

九州 福岡県 R2401S00099 株式会社グスク 7290001080634 緊急事態宣言特別枠 外国人起業家向けレンタルオフィス業 福岡信用金庫

九州 福岡県 R2401S00100 株式会社はつしろ 4290801011155 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイト導入による活魚料理および高級仕出し弁当の宅配事業 遠賀信用金庫

九州 福岡県 R2401S00101 株式会社峰松本家 7290001016919 緊急事態宣言特別枠 新分野展開における急速冷凍機を活用した事業計画書 西野　龍太郎

九州 福岡県 R2401S00105 東家グループ株式会社 8290001082373 緊急事態宣言特別枠
居酒屋グループが挑む自社で栽培した無農薬野菜を使った農家レストラン

への初進出
福間　武士

九州 福岡県 R2401S00106 株式会社ＦｏｏｍａｎＬＡＢ 7290001059232 緊急事態宣言特別枠 鮮魚の仲卸業ブランドを活かした居酒屋から寿司店への事業転換 安田　雅彦

九州 福岡県 R2401S00108 株式会社トータルプロデュース 4290801002534 緊急事態宣言特別枠 映像配信事業 前田　俊雄

九州 福岡県 R2401S00112 ＨＩＲＯ　ｗｏｒｋｓ株式会社 9290001080252 緊急事態宣言特別枠
障がい者の生きがいづくりを目指すペット共生型グループホーム設置・運

営事業
福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00113 株式会社ハコブネ 9290001035594 緊急事態宣言特別枠 廃校を活用した植物工場施設の観光利用としての再利用化 株式会社筑邦銀行

九州 福岡県 R2401S00115 株式会社シビルウェブ 6290001050984 緊急事態宣言特別枠 建設工事書類作成代行サービスのオンライン化による販路拡大 久留米商工会議所

九州 福岡県 R2401S00116 株式会社京屋 7290001032478 緊急事態宣言特別枠 セルフスタジオ新設によるビジネスモデル構築及びマーケット創出 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00118 Ｄ－ＦＩＴ 緊急事態宣言特別枠 低感染リスク型の１対１のパーソナルジム開業により健康づくりへ貢献 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00119 有限会社立野企画 4290002028214 緊急事態宣言特別枠 移動販売からテイクアウト・デリバリーへの業態転換 森　健史

九州 福岡県 R2401S00120 株式会社ｂｌａｎｋ　ｍａｐ 9290001065501 緊急事態宣言特別枠 バイオリズムをビジネスに役立てるための新分野展開プロジェクト 村田　佑樹

九州 福岡県 R2401S00125 カフェソネス 緊急事態宣言特別枠 個食オードブル、デリの通販事業とホテル・イベント事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00127 バー　グロース 緊急事態宣言特別枠 オーセンティックバーマスターが提案するお酒に合う持ち帰り焼き鳥 緒方　芳伸

九州 福岡県 R2401S00128 ＴＭＪ株式会社 9290001063050 緊急事態宣言特別枠 ＤＸ推進による映像・コンテンツ制作事業 株式会社筑邦銀行

九州 福岡県 R2401S00130 株式会社五合 5290801021533 緊急事態宣言特別枠 口福多笑プロジェクト　美味しいモノで一人でも多くの笑顔を！！ 間宮　秀直

九州 福岡県 R2401S00131 株式会社スペックス 8290001070774 緊急事態宣言特別枠 ネットと店舗を組み合わせた、新たなアロマ商品製造販売事業への参入 池田　優子

九州 福岡県 R2401S00132 株式会社ＣＡキャリア 6290001060265 緊急事態宣言特別枠 診療所の人に関する課題解決を行う経営支援サービス業への業種転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00133 株式会社カシマ製作所 8290001046601 緊急事態宣言特別枠 鉄と木材を用いたハイブリット構造の組立式移動販売店舗の製造と販売 アストル税理士法人

九州 福岡県 R2401S00134 株式会社フルトラック 6290001086558 緊急事態宣言特別枠
最先端ＩｏＴ音響機器を用いた音響収録・インターネット配信サービスの

開発・提供
ゼノンクリエイツ株式会社

九州 福岡県 R2401S00135 株式会社ＳＣＡｉ 5290801019825 緊急事態宣言特別枠 話し方教室・検定試験のオンライン形式への業態転換 税理士法人サムライズ

九州 福岡県 R2401S00137 セルドラ 緊急事態宣言特別枠 車中泊車の制作および販売 遠賀信用金庫
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九州 福岡県 R2401S00140 株式会社キャリーオン 2290001007055 緊急事態宣言特別枠 「給与週払いクラウドサービス　ｅｅｅｓｙ（イージー）週払い」の開発 篠原・植田税理士法人

九州 福岡県 R2401S00142 味処源六 緊急事態宣言特別枠 巣籠もり女子のハートを狙い撃ち！自社加工商品による事業拡大策 柳川商工会議所

九州 福岡県 R2401S00148 ファクトリーサンライズ 緊急事態宣言特別枠 輸入トレーラーを国内仕様に改造後キッチンカーとして販売 筑後商工会議所

九州 福岡県 R2401S00150 プチ・レストラン　やながわ 緊急事態宣言特別枠 新商品開発でＳＤＧｓと新分野転換によるポストコロナへの挑戦 大牟田商工会議所

九州 福岡県 R2401S00151 ナレ・インターナショナル株式会社 5290002030383 緊急事態宣言特別枠 サブスクリプション形式の語学講座動画ＷＥＢアプリの開発 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 R2401S00152 株式会社アイエイシーアカデミー 7290001044606 緊急事態宣言特別枠 大学や専門学校教育機関向け留学プラットフォームで新しい販路開拓 有馬誠治

九州 福岡県 R2401S00153 有限会社喜一プロジェクト 5290002030904 緊急事態宣言特別枠 みんなの学校　さくらんぼ先生のひみつ基地 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00154 株式会社九秀製本ドットコム 8290002029992 緊急事態宣言特別枠 ノリトジックマガジンＤＭによる新展開と業界生き残り計画 黒岩　延時

九州 福岡県 R2401S00156 ワンスター 緊急事態宣言特別枠 複数の美容業種を集約したワンストップサービスの構築 飯塚商工会議所

九州 福岡県 R2401S00159 てば咲けいすけ 緊急事態宣言特別枠 焼肉店への転換でウィズコロナ・ポストコロナに対応 日髙　強

九州 福岡県 R2401S00161 太陽の船株式会社 6290801017233 緊急事態宣言特別枠
サブスクリプション形式を取り入れた「肉をはじめとした九州うまかもん

食材」の通信販売事業
税理士法人プロネットＮｅｘｔ

九州 福岡県 R2401S00162 株式会社Ｍ・Ｔ企画 9290001062911 緊急事態宣言特別枠 長期滞在型ワーケーション対応プレミアム客室の整備事業 藤浦　敏明

九州 福岡県 R2401S00175 株式会社オフィス亜細亜 7290802023477 緊急事態宣言特別枠 新しい生活様式に対応した宿泊型家族葬専門ホールの展開 みやこ町商工会

九州 福岡県 R2401S00180 株式会社ＡＹＵＭＩ 9290001085697 緊急事態宣言特別枠 オンラインサロン計画 税理士法人九州パートナーズ

九州 福岡県 R2401S00182 株式会社三協舎印刷所 5290001007671 緊急事態宣言特別枠 デリバリー／テイクアウト用小冊子を小ロット、短納期で生産・販売 児玉　泰雄

九州 福岡県 R2401S00183 株式会社やますえ 9290001017634 緊急事態宣言特別枠
厳選かつ新鮮な糸島産野菜を使用した惣菜・ヴィーガン用食材の製造販売

事業
株式会社福岡銀行

九州 福岡県 R2401S00184 株式会社光タクシー 4290801009380 緊急事態宣言特別枠 ＤＸを活用した北九州発おでかけ交通システムでコンサル事業進出 北九州商工会議所

九州 福岡県 R2401S00185 株式会社ヤマトバイオレッツ 2290001020958 緊急事態宣言特別枠 塩抜きタラコを原材料にした内食・中食市場進出に向けた新分野展開 吉水　宏

九州 福岡県 R2401S00186 スタジオ２３ 緊急事態宣言特別枠
オンラインパーソナルトレーニング並びに動画のサブスクリプション販売

の開始
北九州商工会議所

九州 福岡県 R2401S00191 株式会社キュリアス 5290001075710 緊急事態宣言特別枠 『食』のＯＥＭ事業、地域飲食のセントラルキッチンへ 大牟田商工会議所

九州 福岡県 R2401S00194 みつき屋 緊急事態宣言特別枠 多肉植物「うさ耳モニラリア」を活用した新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401S00195 ＩＬグローバル株式会社 2340001019086 緊急事態宣言特別枠
観光業に関わる各旅行業者の業務効率化を支援する手配管理システムの開

発と販売
富永　一也

九州 福岡県 R2401S00199 ザシップ 緊急事態宣言特別枠 窯元と世界を繋ぐプロジェクト・地方力創造支援事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00200 株式会社Ｔｙｌｉａｎ 9290001065105 緊急事態宣言特別枠 団塊の世代に美しさを！髪と頭皮のお悩みに増毛技術を！ 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00202 ふれあい補聴器柳川店 緊急事態宣言特別枠 補聴器販売の常識を打ち破り、「非接触型対面方式」へのチャレンジ！ 柳川商工会議所

九州 福岡県 R2401S00207 株式会社チェック 2290801018879 緊急事態宣言特別枠
筑豊初！物件価値向上による空室対策を目的としたリフォーム事業への進

出
西岡　隆
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九州 福岡県 R2401S00215 いくた精肉店 緊急事態宣言特別枠 国産食肉使用のお惣菜と高ランク食肉の小売販売についての再構築計画 アイ・グローバルサービス税理士法人

九州 福岡県 R2401S00217 プランツフードシステム 緊急事態宣言特別枠 高付加価値オーガニック製品の創出に向けた有機農産物原料製造販売事業 株式会社タスクールＰｌｕｓ

九州 福岡県 R2401S00220 株式会社ネクサス 5290001028899 緊急事態宣言特別枠 ＩｏＴ化による一括集中型農業環境管理システムの構築で農業支援 賀口　裕史

九州 福岡県 R2401S00228 株式会社山方屋 2290001017104 緊急事態宣言特別枠 自社開発ＥＣサイトを用いた高品質商品による巣籠需要対応事業 嬉野・本村税理士法人

九州 福岡県 R2401S00230 てっぱん雅家 緊急事態宣言特別枠 「雅家」の味を気軽に自宅で。ＥＣサイト構築による新分野展開。 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00232 株式会社ワイズ 8290801007091 緊急事態宣言特別枠
食肉加工場が地元食材中心の惣菜直売所を開設して新分野に事業進出する

計画
アスモア税理士法人

九州 福岡県 R2401S00233 甘木屋 緊急事態宣言特別枠 冷凍菓子の開発及び卸売業への新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401S00235 井上　知子 緊急事態宣言特別枠 低迷する民泊からコロナ渦でも成長するグランピング事業への転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401S00243 若戸整骨院 緊急事態宣言特別枠 北九州の健康メディアサイト「めぐるめぐる．ｃｏｍ」の運用 北九州商工会議所

九州 福岡県 R2401S00246 株式会社いわた 6290001011648 緊急事態宣言特別枠 レンタルドレス事業 伊東　秀志

九州 福岡県 R2401S00249 株式会社エイド 2290001027664 緊急事態宣言特別枠 ＤＸ時代対応型放課後等デイサービス新規事業参入 木原税理士法人

九州 福岡県 R2401S00250 リンケージ株式会社 7290001085063 緊急事態宣言特別枠 安心見守り支援システム　リンクアイ　ＬＩＮＫ　ＡＩ 福岡商工会議所

九州 福岡県 R2401S00251 株式会社岡野 3290001017937 緊急事態宣言特別枠 老舗織元の挑戦！オンラインで和のライフスタイル提案 辻本　聡

九州 福岡県 R2401S00252 合同会社シンプルトレーディング 2290003004868 緊急事態宣言特別枠 国内＋全世界発送対応型ギフト専門店事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 R2401S00253 株式会社伴蔵 6290001080032 緊急事態宣言特別枠 社会情勢に対応した新たな飲食ビジネスモデルの展開と市場開拓 税理士法人ユース会計社

九州 福岡県 R2401S00256 株式会社博多程よし 1290001025438 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト、ＥＣサイトで販売、舞台付個室の貸しスペース事業を行う 株式会社ハッピー・メンター

九州 福岡県 R2401S00262 コーヒーとバーのカイト 緊急事態宣言特別枠 コーヒー豆とお酒のネット通販とテイクアウト販売の強化 福岡商工会議所

九州 佐賀県 R2411S00002 ハタナカ電通株式会社 2300001008324 緊急事態宣言特別枠 「電気・通信・土木」の一括施工体制への新事業展開と販路開拓 大川信用金庫

九州 佐賀県 R2411S00004 日本薬品株式会社 9300001006800 緊急事態宣言特別枠 薬用炭・天然ケイ酸アルミニウム配合軟膏剤の承認取得、製造販売 立野　謙介

九州 佐賀県 R2411S00007 有限会社ファニー企画 9300002008705 緊急事態宣言特別枠 男性客の肌ケアの需要を「髭脱毛」と「フェイシャルエステ」で開拓。 井上　明彦

九州 佐賀県 R2411S00010 ｃａｆｅみちくさ 緊急事態宣言特別枠
移転とテイクアウト専門店へのリニューアルオープンによる事業再構築計

画
佐賀商工会議所

九州 佐賀県 R2411S00011 タイマーの宿 緊急事態宣言特別枠 ５０人分の家庭菜園を造り、契約者に”有田からの手紙”を定期配送 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 R2411S00012 ピラティススタジオミューク 緊急事態宣言特別枠 古民家運動施設を癒しの施術室へ改修とピラティス指導者養成事業 唐津商工会議所

九州 佐賀県 R2411S00013 ＬＡＮＤＲＥＣ 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍におけるイベント事業から映像関連事業への再構築計画書 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 R2411S00014 旅館　大和屋 緊急事態宣言特別枠 今日はどれ？佐賀の恵みたっぷり届けるドレッシング事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 R2411S00015 古伊万里酒造有限会社 6300002007800 緊急事態宣言特別枠
日本酒蔵が目に見えない環境の変化に負けない為の配信基地づくりと酒蔵

の環境整備
伊万里商工会議所
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九州 佐賀県 R2411S00017 ＴＩＰＳ　ＨＯＳＴＥＬ 緊急事態宣言特別枠 ゲストハウスの新しい活用「ペアレンティングハウス」 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 R2411S00018 株式会社ホテルマネジメント 4300001007836 緊急事態宣言特別枠 温泉の魅力を活かした、宿泊日帰りを含むワーケーション事業 佐賀県商工会連合会

九州 長崎県 R2421S00001 株式会社ニル 8310001002460 緊急事態宣言特別枠
仮想空間上のｆａｂ　ｃａｆｅ　［ｎｉｌｌ　ｆａｂ　ｃａｆｅ］という

Ｗｅｂサイトを作る
如水税理士法人

九州 長崎県 R2421S00003 有限会社華豊 8310002018670 緊急事態宣言特別枠 老舗中華料理店の大宴会場改装による冷凍食品製造販売新分野展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 R2421S00005 炉端大和 緊急事態宣言特別枠 長崎地鶏と島原産肉巻き野菜を活用し、本格炭火でテイクアウト 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 R2421S00008 うえはら株式会社 9310002020089 緊急事態宣言特別枠 雲丹の陸上蓄養及び販路開拓事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 R2421S00009 是枝動物病院 緊急事態宣言特別枠 従来型にはない特許技術を持たせたペット用車椅子の海外展開。 株式会社十八親和銀行

九州 長崎県 R2421S00010 株式会社新栄建設 2310001009627 緊急事態宣言特別枠 建設工事業のノウハウを活かしたキャンプ用品製造販売 島原商工会議所

九州 長崎県 R2421S00014 Ｆ．デザインＮＡＧＡＳＡＫＩ株式会社 6310001014276 緊急事態宣言特別枠 自社調理技術を活かした急速冷凍機導入による食品製造事業の展開 長崎商工会議所

九州 長崎県 R2421S00016 バーンズ 緊急事態宣言特別枠 軽食テイクアウト喫茶＂Ａｌｌｅｚ　ｂｉｅｎ！＂ 税理士法人ＡＳＰＩＲＥ

九州 長崎県 R2421S00018 有限会社医療福祉評価センター 3310002004898 緊急事態宣言特別枠 クラウド、フィンテック等を活用した経理代行サービス 税理士法人内田会計事務所

九州 長崎県 R2421S00020 株式会社東洋軒 4310001008420 緊急事態宣言特別枠
最新の設備・システムを導入しコロナ禍で低迷する県内ＢｔｏＢ市場から

全国のＢｔｏＣ市場へ参入。
中村　良治

九州 長崎県 R2421S00022 有限会社さんえい堂本舗 1310002018504 緊急事態宣言特別枠 自宅で島半島ＭＩＲＹＯＫＵ発見～島原半島と全国への架け橋～ 島原商工会議所

九州 長崎県 R2421S00024 イートジャパン株式会社 2310001014057 緊急事態宣言特別枠 非対面営業を前提として新商品と新店舗を新たな軸とした業態転換 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 R2421S00027 おてらごと 緊急事態宣言特別枠 お寺を活用したリラクゼーション事業への再構築計画 伊藤　壮平

九州 長崎県 R2421S00029 株式会社エスプランニング 7310001011256 緊急事態宣言特別枠 佐世保スター商品「佐世保開港ロールケーキ」等手作り工房新設事業 島浦　誠

九州 熊本県 R2431S00001 株式会社でんきのサントップ 5330001009779 緊急事態宣言特別枠
ＩＯＴ家電で『スマートライフ』を提供する新たなビジネスモデルの再構

築
熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00002 株式会社ｐｅａｒｌ　ｐｅａｃｈ 7330001026319 緊急事態宣言特別枠 セルフエステ事業の新分野展開を図るべく、最新設備機器導入計画 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 R2431S00003 株式会社中米屋本店 4330001012718 緊急事態宣言特別枠 店舗面積の縮小と顧客資源を活用した着物レンタル事業 山田　崇博

九州 熊本県 R2431S00004 株式会社ディカーナ 2330001011309 緊急事態宣言特別枠 インターネットライブ配信・オンライン生番組制作（映像配信）事業 熊本信用金庫

九州 熊本県 R2431S00006 水前寺時雨 緊急事態宣言特別枠 ビジネスモデルの再構築／ライセンスを活用した本格料理教室事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 R2431S00007 有限会社阿蘇はなびし 3330002023013 緊急事態宣言特別枠 阿蘇ブランドを生かした専門店での新市場進出による再構築事業 税理士法人碓井会計

九州 熊本県 R2431S00009 ビストロパザパ 緊急事態宣言特別枠 地域素材を活かしたイタリアンチルドミール通販事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00012 有限会社親和商事 6330002005297 緊急事態宣言特別枠 自宅・事業所等で開催される会合向け本格的仕出し弁当配達事業 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 R2431S00017 やおっぱ 緊急事態宣言特別枠 凍結代行で食材ロス削減できるモン！地域全体Ｗｉｎ－Ｗｉｎ 熊本商工会議所

九州 熊本県 R2431S00018 ＹＥＳ・ｆｏｏｄｓ有限会社 2330002015688 緊急事態宣言特別枠 自動販売機を利用した冷凍餃子と中華炒めダレ専門店の展開 熊本商工会議所
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九州 熊本県 R2431S00022 有限会社安坐 1330002014245 緊急事態宣言特別枠 免疫力向上，基礎疾患予防食材　クルマエビ陸上養殖事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 R2431S00023 新和精機株式会社 3330001015201 緊急事態宣言特別枠
微細加工技術と研磨レス加工技術構築による燃料電池用薄肉樹脂セル参入

事業
田河　定茂

九州 熊本県 R2431S00025 ロッコ 緊急事態宣言特別枠 シーカヤックレンタルベース事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 R2431S00026 株式会社ステイブル 2330001019343 緊急事態宣言特別枠
オンライン配信ビジネス時代を後押しするカラオケボックス新たなサービ

ス提供で事業再構築
上野税理士法人

九州 熊本県 R2431S00028 炭焼屋　阿呆鳥 緊急事態宣言特別枠 コロナ対策を踏まえた居酒屋から焼肉店への事業転換 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00031 合同会社Ｌ５Ｄｅｓｉｇｎ 7330003006244 緊急事態宣言特別枠 最新ＵＶプリンターを用いた、高デザインの贈答用生花販売事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00032 大仁産業株式会社 6330001012369 緊急事態宣言特別枠 地場産菊芋を活用したグルテンフリーのバームクーヘン製造事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00035 スカイベアー合同会社 4330003007641 緊急事態宣言特別枠 ドローンによる空中測量及び空中点検業務への進出 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00037 合同会社けやき工房 7330003006054 緊急事態宣言特別枠 こだわりの無添加パン屋から地域色豊かなケーキ屋への事業転換計画 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00038 ＫＩＴ－ＣＣ株式会社 7330001022251 緊急事態宣言特別枠 ＩＣＴを活用したインクジェット遠隔開発支援システムの構築 島村　美礼

九州 熊本県 R2431S00040 株式会社くませれ 9330001024394 緊急事態宣言特別枠 食肉加工場兼店舗の整備と卸売業参入による焼肉店の新分野展開 熊本商工会議所

九州 熊本県 R2431S00041 株式会社小田商店 8330001013209 緊急事態宣言特別枠 簡単に食べることができるお惣菜、おつまみの開発と販売方法の確立 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 R2431S00042 株式会社ゼネラリスト 6330001008598 緊急事態宣言特別枠 既存店舗からのたこ焼き業態（テイクアウト）店舗への転換 税理士法人近代経営

九州 熊本県 R2431S00044 有限会社ニュー草千里 8330002022885 緊急事態宣言特別枠 コーヒー焙煎機の導入による珈琲卸売業への新分野展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 R2431S00045 食家あすなろ 緊急事態宣言特別枠 カフェ営業ホットドッグ販売による新規顧客への販路開拓事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 R2431S00046 あすあか整骨院 緊急事態宣言特別枠 地域密着型、産後ママが安心して通院したくなる整骨院づくり！ 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00047 やまが中央整骨院 緊急事態宣言特別枠 コロナに負けるな、新機器導入で新たな市場を開拓！ 山鹿商工会議所

九州 熊本県 R2431S00049 有限会社白水クリーニングセンター 8330002023462 緊急事態宣言特別枠 非接触型の個別包装によるコロナ対策と個人向けクリーニング展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00050 株式会社ファンラボ 2330001026174 緊急事態宣言特別枠 地域経済活性化のコンセプトに根差した動画制作教室展開事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00052 ヴェゼルワークス株式会社 9330001023859 緊急事態宣言特別枠 コロナ対応の完全個室型セルフエステ店の構築による新分野展開 智原　翔悟

九州 熊本県 R2431S00057 株式会社さだめ 7330001023200 緊急事態宣言特別枠 低糖質料理専門食品ブランドの構築及び販売での業種転換 熊本商工会議所

九州 熊本県 R2431S00058 美鈴不動産有限会社 8330002021219 緊急事態宣言特別枠
ウィズコロナ時代の新しい生活様式を応援し、地域顧客の獲得を目指す事

業計画
税理士法人アークス

九州 熊本県 R2431S00060 合同会社くまもとフードプロジェクト 7330003006822 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーセットレンタル＆出店立地紹介事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 R2431S00062 ぱせり 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍飲食店における新トレンドを盛り込んだ焼肉店の新規開業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 R2431S00063 一般社団法人キャリア育成振興協会 5330005010048 緊急事態宣言特別枠 エステティシャンが常駐する人材育成型セルフエステ立ち上げ 熊本県商工会連合会

九州 大分県 R2441S00002 合資会社穐吉商店 7320003000495 緊急事態宣言特別枠 小売機能の集約、本店でＥＣサイト等で事業再構築 清末　敬弘
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九州 大分県 R2441S00003 株式会社ａｍｕｏｏｌ　ｗｏｒｋｓ 9320001014594 緊急事態宣言特別枠 「仕事」と「遊び」を大満喫　～別府ワーケーションプロジェクト～ 別府商工会議所

九州 大分県 R2441S00004 カーサ 緊急事態宣言特別枠 新分野への挑戦　本格イタリアン惣菜と保存菜のテイクアウト事業 別府商工会議所

九州 大分県 R2441S00005 ななはち 緊急事態宣言特別枠 猫と過ごすスローライフカフェと、猫をモデルとした雑貨販売 大分信用金庫

九州 大分県 R2441S00011 株式会社フェローワールド 5320001002347 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチン用設備機器のバックアップ電源の開発・製造 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 R2441S00012 有限会社東條青果 4320002009937 緊急事態宣言特別枠 大分県産地場野菜の新たな産直ビジネスによる販路拡大戦略 税理士法人ＩＭＣ

九州 大分県 R2441S00013 株式会社Ａ－ＣＡＳＴ 4290001064879 緊急事態宣言特別枠
地域限定予約ポータルサイト及び飲食店向けスマートオーダー×ＡＩＣｈ

ａｔｂｏｔの開発
株式会社豊和銀行

九州 大分県 R2441S00015 ユニコエンタープライズ有限会社 6320002008887 緊急事態宣言特別枠
他にない飲食店メニューを完全出来立て提供し家呑み需要に対応するテイ

クアウト専門店の開設
大分みらい信用金庫

九州 大分県 R2441S00016 ＫＵＲＵ 緊急事態宣言特別枠 名物『三の宮まんじゅう』の事業継承によるテイクアウト新規顧客獲得 株式会社大分銀行

九州 大分県 R2441S00017 合同会社ＲＳＢ 7320003002194 緊急事態宣言特別枠 動画制作・配信と動画活用マーケティング、ライブコマース 別府商工会議所

九州 大分県 R2441S00020 Ｎｅｘｔ　ｆｉｅｌｄ有限会社 8320002001436 緊急事態宣言特別枠 大分県初「室囲炉裏専門店」出店計画 木津　俊彦

九州 大分県 R2441S00022 琴音庵 緊急事態宣言特別枠 自社のノウハウにクリエイティブコンテンツを活用した新分野への挑戦 日田商工会議所

九州 大分県 R2441S00024 株式会社笠岡商店 2320001007225 緊急事態宣言特別枠 人気のステーキ＆ドレッシングをオンライン販売で全国各地へ！ 遠藤　真太郎

九州 大分県 R2441S00025 株式会社インパクト 6320002009373 緊急事態宣言特別枠 コロナ渦における飲食店の開業をキッチンカーでサポート 大分商工会議所

九州 大分県 R2441S00026 株式会社ＶＳＤ 6320001011933 緊急事態宣言特別枠 まるで化学実験・驚きの新感覚ドライフルーツで事業再構築 大分商工会議所

九州 大分県 R2441S00028 ＮＯＯＤＬＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ　ＬＩＦＥ 緊急事態宣言特別枠
ラーメン店から転換！通販やテイクアウトの「商品開発施設の開設」と

「ＥＣサイトでの販売促進」
公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 R2441S00029 Ｗａｋａｋｏ　Ｃｅｒａｍｉｃｓ 緊急事態宣言特別枠 ＡＬＬ　ＯＩＴＡ×〇〇シリーズで店舗オープン～陶芸家の新分野挑戦～ 大分県商工会連合会

九州 大分県 R2441S00030 株式会社こつこつ庵 1320001005254 緊急事態宣言特別枠 バーチャルレストランによるバーチャル多店舗デリバリーサービスの運営 ミントコンサルティング株式会社

九州 大分県 R2441S00034 ヴァージン・アトム九州有限会社 9320002013100 緊急事態宣言特別枠
宿泊者と地元の名店を繋ぐ地域特化型フードオーダーシステムの開発によ

る業種転換
大分みらい信用金庫

九州 宮崎県 R2451S00001 株式会社パシック 6350001006963 緊急事態宣言特別枠 旅するひなた事業～ライブコマースを取り入れたＥＣサイトへの挑戦～ 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 R2451S00002 株式会社ひむかファクトリー 8350001010939 緊急事態宣言特別枠 宮崎県北地域における唐揚げ専門テイクアウト事業への事業転換 辻・本郷税理士法人

九州 宮崎県 R2451S00004 株式会社一平 4350002000414 緊急事態宣言特別枠 コーヒー焙煎直販事業、FCビジネスの創出 中山　達

九州 宮崎県 R2451S00005 株式会社教育情報サービス 9350001010442 緊急事態宣言特別枠 ニューノーマルに対応するオンライン個別学習塾「スマートゼミ」の開発 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 R2451S00008 南九州物産株式会社 2350001015456 緊急事態宣言特別枠 惣菜の自社製造及び移動販売展開による事業再構築 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 R2451S00010 株式会社ユウエス 7350001016986 緊急事態宣言特別枠 独自の販促で農産物を販売し西都市の魅力を全国に発信するＥＣ事業 寺田　政弘

九州 宮崎県 R2451S00011 株式会社ホテル林荘宮崎 5350001001585 緊急事態宣言特別枠 多様なニーズに応えるマルチレンタルルームでＶ字回復を目指す！ 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 R2451S00016 有限会社幸福温泉ハッピーユー 1350002015902 緊急事態宣言特別枠 特殊車両のレンタカー事業とドライウォッシュのカーコーテイング事業 池上　成満
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九州 宮崎県 R2451S00019 株式会社顧客創造研究会 8350001014642 緊急事態宣言特別枠 オンライン自動車講習事業による事業再構築計画書 前田達宏

九州 宮崎県 R2451S00020 株式会社えびの高原ドライビングスクール 1350001010227 緊急事態宣言特別枠
自動車教習所における機能訓練型デイサービス事業展開による事業再構築

計画書
前田達宏

九州 宮崎県 R2451S00021 有限会社平成商事 6350002017142 緊急事態宣言特別枠 空き店舗を活用したバーチャルゴルフ場による事業再構築 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 R2451S00023 株式会社宮崎ツアーサービス 4350001009902 緊急事態宣言特別枠
オンライン接客導入とコミュニティ・コワーキングスペースの提供による

新たな顧客創出
小林商工会議所

九州 宮崎県 R2451S00024 株式会社ＣＨＡＭＥＬＥＯＮ 1350001014293 緊急事態宣言特別枠 コロナ時代に即したファミリースタジオ店舗展開事業 北野　孝志

九州 宮崎県 R2451S00026 芽ぐむ和合同会社 6350003003034 緊急事態宣言特別枠 農業用ハウスでのきくらげ栽培とＥＣサイトでの売上拡大 都城商工会議所

九州 宮崎県 R2451S00028 株式会社Ｖｉｌｌａｇｅ　Ｆｉｅｌｄ 6350001015270 緊急事態宣言特別枠 既存飲食店と連携できる飲食料品小売業の出店事業 都城商工会議所

九州 宮崎県 R2451S00029 ジュンクオーレ 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナを見据えて働く女性の為の模擬訓練型新スクール事業 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 R2451S00030 株式会社あとひき本舗 5350001010495 緊急事態宣言特別枠 高規格キュアリング設備の導入 株式会社タスクールＰｌｕｓ

九州 宮崎県 R2451S00032 有限会社大野屋 8350002008635 緊急事態宣言特別枠 自社工場によるアイスクリーム製造・販売による小売りの強化 明石　守

九州 鹿児島県 R2461S00003 和食バル　ジャポン 緊急事態宣言特別枠 ゴルフシミュレーション付専用車によるゴルフ関連商品の移動販売 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 R2461S00004 株式会社福山物産 1340001007736 緊急事態宣言特別枠 旅行客向け「土産品」から地元「総菜・弁当」への事業再構築 税理士法人武内総合会計

九州 鹿児島県 R2461S00005 德田志帆 緊急事態宣言特別枠
フラメンコ教室から「レンタルスタジオ、カフェバー、ギャラリーの３つ

の機能を持つ複合施設」運営事業
鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 R2461S00006 アップビレッジ 緊急事態宣言特別枠 自然素材のクラフトデザイン商材の開発製造と空家古民家改修事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 R2461S00009 さつま馳走　舞田 緊急事態宣言特別枠 飲食業において人気のある商品を製造販売する事業 向江　隆行

九州 鹿児島県 R2461S00010 株式会社ノギエボ 4340001006462 緊急事態宣言特別枠 イタリアン専門のデリカテッセン・冷凍商品の製造販売 税理士法人れいめい

九州 鹿児島県 R2461S00016 ＳＯＬＭＵ 緊急事態宣言特別枠
ＳＴＡＹ　ＨＯＨＥの日常を豊かにする作品を購入できる販売店舗へ事業

再構築
鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 R2461S00017 焼酎とおでん　りんご 緊急事態宣言特別枠 鹿児島の新ソウルフード「茶ぶし」のキッチンカーによるイベント販売 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 R2461S00019 有限会社尾﨑技研 3340002022278 緊急事態宣言特別枠 建設現場発生土　処分場開設事業 阿久根商工会議所

九州 鹿児島県 R2461S00022 発酵食ＬＡＢ 緊急事態宣言特別枠
日本一の遠洋マグロの郷で発酵ツナを新たな特産品に！加工場兼直売所の

新設
あさひ税理士法人

九州 鹿児島県 R2461S00027 有限会社馬場製菓 7340002019700 緊急事態宣言特別枠 店舗アプリ連動型自社オリジナルモバイルＥＣサイト事業 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 R2461S00030 株式会社ニューバッグワカマツ 6340002007490 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトにおける商品ページ作成に係る支援システムの開発及び販売 税理士法人甲南総合会計

九州 鹿児島県 R2461S00031 株式会社ｄｅｌｑｕｉ 5340001021626 緊急事態宣言特別枠
「リアルなアンサンブルを再現するジャズ練習アプリの開発」と「音楽業

界以外への高品質なウェビナーイベントの提供」事業計画
株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 R2461S00033 有限会社高山三幸観光 1340002025480 緊急事態宣言特別枠 サーモンの陸上養殖・加工による生鮮食料品市場への新規参入事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 R2461S00035 有限会社八千代 5340002019438 緊急事態宣言特別枠 新たな惣菜専門店の創出とＦｏｏｄ　Ｔｅｃｈによる新市場の開拓 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 R2461S00036 フクチオートサービス株式会社 7340001006369 緊急事態宣言特別枠 可愛いペット犬販売繁殖ブリーダー・正しいペット保護事業計画 鹿児島県商工会連合会
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九州 鹿児島県 R2461S00037 株式会社九州の宝 9340001021333 緊急事態宣言特別枠 三密回避もできて楽しめるグランピング機材レンタル事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 R2461S00038 株式会社亜希和味 9340001018940 緊急事態宣言特別枠 食をキーワードにした体と心を健やかにする拠点整備事業 鯵坂　健太郎

沖縄 沖縄県 R2471S00001 株式会社ラプラス 2360001020496 緊急事態宣言特別枠 撮影技術と旅行業を活かした新分野展開　ドローンの産業利用 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 R2471S00005 グランブルーインターナショナル株式会社 4120001099784 緊急事態宣言特別枠 ネルビーチＯｃｅａｎＷｏｒｋＳｐａｃｅでのワーケーション推進事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 R2471S00006 株式会社プロジェクト・コア 3360001009365 緊急事態宣言特別枠 新概念のビジネスウエア開発による沖縄県内市場の開拓 嘉陽田　洋平

沖縄 沖縄県 R2471S00007 おいしいおきなわ株式会社 2360001025355 緊急事態宣言特別枠 地元客に向けた新規飲食店事業計画 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 R2471S00010 株式会社ハートボイルド 2360001020884 緊急事態宣言特別枠 沖縄北部（ヤンバル）移住希望者向けトータルサポート ＲｅＨｕｇ株式会社

沖縄 沖縄県 R2471S00016 合同会社ふわり 6360003006060 緊急事態宣言特別枠 長時間デイサービスの提供可能施設整備と食事販売サービスの開始 安里　匡平

沖縄 沖縄県 R2471S00021 合同会社８エンタープライズ 8360003007271 緊急事態宣言特別枠 施設改装を行う事による「リゾートワーケーション」事業への進出 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 R2471S00023 ビストロ食堂ＣｈｅｚＮｏｒｉ 緊急事態宣言特別枠 飲食店を経営しながらワイン専門店を新たにオープンする事業計画 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 R2471S00024 株式会社ながまれ 3360001026022 緊急事態宣言特別枠 当店自慢のオリジナルレシピによるＢｔｏＢ販売の取り組み 柿原　泰宏

沖縄 沖縄県 R2471S00026 リーファーズ 緊急事態宣言特別枠 船舶を使用した海洋散骨サービスを沖縄の美ら海で 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 R2471S00027 グランジュテ 緊急事態宣言特別枠 オンライン講座を基軸にした健康サポート事業の全国対応 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 R2471S00028 ｓａｌｏｎ　ｆｕｒｕｆｕｒｕ 緊急事態宣言特別枠 まつ毛エクステ専門店から美容の総合サービスへの新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 R2471S00029 ＫＯＴＥＮ 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーの移動販売で、密を避けテイクアウトの新規販路開拓 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 R2471S00031 玉手箱弁当 緊急事態宣言特別枠 地域伝統食文化を継承する、出汁とスープが魅力の移動販売車へ 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 R2471S00032 具志堅高 緊急事態宣言特別枠 ＥＣ販売事業の開始とセントラルキッチン導入による新商品開発 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 R2471S00033 オフィスＹＯＲＩＫＯ 緊急事態宣言特別枠 沖縄音楽芸能キャリアを活かした沖縄伝統芸能および工芸品の通信販売業 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 R2471S00036 株式会社フードリボン 8040001101950 緊急事態宣言特別枠
沖縄県産パイナップル葉残渣の活用と葉を捨てないＫＩＳＥＫＩのパイ

ナップルブランディング
那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 R2471S00037 シママル　マミムメモ 緊急事態宣言特別枠 これまで無かった沖縄土産で観光土産、地元、学校、企業へ参入 株式会社沖縄海邦銀行

沖縄 沖縄県 R2471S00038 ＪｅｗｅｌｒｙＳａｌｏｎＰｌａｎｅｔ 緊急事態宣言特別枠 需要増加のペット産業に日本唯一の新規商品を展開した市場の開拓 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 R2471S00043 有限会社キャプテンリゾート 4360002009719 緊急事態宣言特別枠 当社の強みを活かした新分野展開による事業再構築 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 R2471S00044 多幸山株式会社 3360001012328 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈコロナで新サービス！【ドライブイン店舗】の新事業運営 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 R2471S00045 合同会社シーズファーム 4360003007440 緊急事態宣言特別枠 コロナに打ち勝つビジネスモデルの構築 宮古島商工会議所

沖縄 沖縄県 R2471S00046 株式会社矢摩斗 6360001023487 緊急事態宣言特別枠 児童福祉サービス ＲｅＨｕｇ株式会社

沖縄 沖縄県 R2471S00048 株式会社カイコス 2360001017740 緊急事態宣言特別枠 ステーキ店の端肉で作ったキャットフード販売および量り売り惣菜事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社
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沖縄 沖縄県 R2471S00050 有限会社梯梧 9360002009227 緊急事態宣言特別枠 ひめゆり観光地域活性化『アグリ＆マルシェ』プロジェクト 宮沢財務管理オフィス株式会社

沖縄 沖縄県 R2471S00051 株式会社うちなーうぇぶ 2360001015083 緊急事態宣言特別枠 沖縄県内コンテンツの動画配信による事業再構築 ＲｅＨｕｇ株式会社

沖縄 沖縄県 R2471S00053 株式会社かわまん商店 9360001010251 緊急事態宣言特別枠 畜産加工品への進出とＷＥＢとリアルの融合による販路拡大 税理士法人やまたい税務会計事務所

沖縄 沖縄県 R2471S00054 名護自然動植物公園株式会社 6360001012119 緊急事態宣言特別枠 新分野展開：心と身体を癒すアニマルカフェ運営 有田　貴治

沖縄 沖縄県 R2471S00055 株式会社東南植物楽園 8360002012074 緊急事態宣言特別枠
屋外ガーデンレストランへの事業転換、　安心・安全な食事提供が可能な

レストラン運営
有田　貴治

沖縄 沖縄県 R2471S00056 合同会社Ｏｎｅ　Ｓｕｉｔｅ 1360003007641 緊急事態宣言特別枠 沖縄県飲食業を牽引する密を避けた店外空間の活用による業態転換 シーアンドエイチコンサルティング合同会社

沖縄 沖縄県 R2471S00057 山将株式会社 7360001021102 緊急事態宣言特別枠 デリバリー・テイクアウト事業開始による業種転換 補助金活用支援会合同会社

沖縄 沖縄県 R2471S00058 ＤＯＴＥ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ株式会社 2360001017518 緊急事態宣言特別枠
映像撮影編集設備導入による企業等向英語教材開発及び広告代理業へ新分

野展開
沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 R2471S00061 株式会社ハンズオンカンパニー 7360001022587 緊急事態宣言特別枠
沖縄ご当地グルメ厚切りステーキを簡単に家庭で調理できるミールキット

の通信販売
税理士法人グローアップサポート

沖縄 沖縄県 R2471S00067 有限会社沖繩ガス圧接 8360002000005 緊急事態宣言特別枠 農業・飲食分野の事業再編・バナナスムージーの移動販売 尾関　亮

沖縄 沖縄県 R2471S00069 お好み焼き工房「やっぱ好きやねん」 緊急事態宣言特別枠 沖縄食材を使った低糖質冷凍食品の通信販売 沖縄商工会議所

沖縄 沖縄県 R2471S00070 株式会社みそのコーポレーション 6180001109585 緊急事態宣言特別枠 沖縄初！フルーツ大福専門店出店と紅いも餡大福製造販売への挑戦 おうけい税理士法人

沖縄 沖縄県 R2471S00071 Ｔｈｅ　Ｔｏｐ　Ｆｉｅｌｄ株式会社 1360001023392 緊急事態宣言特別枠 飲食店を救うキッチンカーへの事業転換モデル化事業 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 R2471S00074 合同会社Ｋａｎｏａ 9360003009589 緊急事態宣言特別枠
コロナ禍による観光客減少に伴う既存事業の縮小と新規テイクアウト飲食

事業への参入
那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 R2471S00075 ファンコネクト株式会社 7360001025219 緊急事態宣言特別枠
居酒屋から宮古島初となるカフェ併設型のワーケーション、コワーキング

スペースへの多角化による新規顧客層拡大モデル
株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 R2471S00076 株式会社ＲＬ 4360001026351 緊急事態宣言特別枠 不特定多数からの脱却。会員制バーでコロナに挑戦する。 有銘　寛之

沖縄 沖縄県 R2471S00078 株式会社Ｒ．ＯＶＥ 5360001024668 緊急事態宣言特別枠
旗艦エステ店をアフターコロナ仕様に転換、独自性を出し他社との差別化

を図る
岡本　安功

沖縄 沖縄県 R2471S00081 ＡＸＩＳ 緊急事態宣言特別枠 脱毛サロンから波動治療を使った運動・健康サポートへの新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 R2471S00083 有限会社渡嘉敷商会 5360002003051 緊急事態宣言特別枠
カラオケルームを改装し、新たに多目的に利用可能なレンタルルームの事

業化を図る
株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 R2471S00084 有限会社宗建リノベーション 7360002008461 緊急事態宣言特別枠 きれいで人にも環境にも優しい地域還元の「ちゅらさんトイレ」 沖縄県商工会連合会


