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事業再構築補助金　第3回公募　通常枠・大規模賃金引上枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠　採択案件一覧【全国統合版】
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

北海道 北海道 千歳市 株式会社ミナモト 9430001075576 共生型共同住宅、計画相談事業所の開設により新分野に展開 千葉　崇晶

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ジャワティー・ジャパン 5430001008135 輝く女性事業者の交流・発信基地の運営 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社ほしの 4430001015652 販売から買取まであらゆるニーズに対応するジュエリーのワンストップ事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 石狩市 株式会社ジャパンフードサポート 2430001039496 生産性向上および顧客満足度の最大化を実現する無洗米製造ライン内製化事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市南区 有限会社デンタルパートナー・タイトフィット 6430002013298 ＣＡＤ／ＣＡＭ設備導入によるハイブリッドレジンの新分野展開 佐藤　英剛

北海道 北海道 札幌市東区 有限会社サンシャインクリーニング 3430002022756 市内唯一の防炎加工特殊技術を活かしたリネンサプライ業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＭＩＳＫ 7430001038114 テイクアウト特化型　新業態　クレープ専門店と天然酵母の中華海鮮饅頭店 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社クオリア 5430001039948 対面ビジネスから非対面ビジネスへ「オリジナルブランドの製造と販売への挑戦」 株式会社北陸銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社グランドデザイン 9430001076905 新規集客手法転換のための地域密着コミュニティスペース型店舗出店 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市南区 株式会社ＳＡＶＥ 8430001038212 自然環境に恵まれた録音スタジオ併設のホテルでグランピング＆キャンプ 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市南区 へアサロン　バンズ 北海道フォトウェディングを展開するトータルビューティーサロン 菊地　正人

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社桐越 3430001004904 野菜の卸売業から、飲食店とのコラボ商品等の小売業への業態転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 帯広市 有限会社オオミチフーズ 8460102004135 十勝産食材を新たに使い冷凍食品の開発と個室化による低感染リスクへの店つくり 網走信用金庫

北海道 北海道 札幌市北区 合同会社ｇｏｏｄｙ　ｇｏｏｄｙ 3430003010917 道内初！地元で人気レストランが新業態セルフ式レストランへ 半田　武志

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社マドルス 2430002041435 テイクアウトスタンドによる飲食店展開 ＢＤＯ税理士法人

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社南家 4430001012030 北海道素材を使った道外百貨店地下催事場でのコロッケ実演販売事業への新規展開 菊地　正人

北海道 北海道 札幌市東区 リンク 美容室事業からサブスクリプション事業への転換による雇用再生事業計画 空知商工信用組合

北海道 北海道 苫小牧市 株式会社ファームソレイユ 7430001054994 ＥＣサイトと宅配による北海道の食材を使用した冷凍ケーキの販売事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＬＡＮＤ 3430001071804 自家製麺でオリジナルのラーメン　テイクアウト可能なラーメン店の開業 菊地　正人

北海道 北海道 札幌市白石区 合同会社星月 6430003005443 他社のプラットフォームに依存しない自社ＥＣサイトを構築し独自ブランド商品の販売 札幌商工会議所

北海道 北海道 新冠郡新冠町 理容館 日高産魚介類の干物加工業への業態転換とキッチンカーによる海鮮丼の販売 網野　征樹

北海道 北海道 小樽市 ＩＮＣＯＮＴＲＡＲＥ 非対面、完全個室セルフ脱毛で一生清潔で快適ライフ事業 北海道信用金庫

北海道 北海道 室蘭市 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ 9430001057806 セルフ施術でコロナ禍でも安心！脱毛・ホワイトニングサロン開業 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 札幌市中央区 円山ダイエットクラブ モバイルデバイスを用いた『リモート・ダイエット・カウンセリング』の提供と関連商品の販売 株式会社ライトアップ

北海道 北海道 亀田郡七飯町 Оｒｓｏ イタリアン居酒屋が、菓子製造メーカーへ新分野展開 北海道商工会連合会

北海道 北海道 爾志郡乙部町 ささや農園 加工用装置および移動販売の導入とＩＴ活用による６次産業化の実現 小澤　政美

北海道 北海道 斜里郡斜里町 株式会社きんべい 2460301003521 家族の食卓を彩る「からあげ・お惣菜専門店」の新規開業 税理士法人平川会計パートナーズ

北海道 北海道 中川郡幕別町 スタジオＥＪＳＳ 対面レッスンから『非同期オンラインレッスン』への転換 北海道商工会連合会

北海道 北海道 美唄市 株式会社パズルリンクス 9430001071047 障がい児の外食・就業訓練が可能な本格うどん屋への新分野展開 美唄商工会議所

北海道 北海道 旭川市 株式会社北尚 8450001012520 ドローン教習所開校とドローンの産業利用による事業再構築 一般財団法人旭川産業創造プラザ

北海道 北海道 札幌市中央区 ＭＯＮＤＯ 夜の街（すすきの）から脱却するため昼の街への新規参入 空知信用金庫

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社アークネット 5430001000091 法人向け福利厚生施設の運営でコロナ後の新しい働き方をサポート！ 税理士法人フューチャーコンサルティング

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社七代 3430001084566 アフターコロナを見据えた「黒毛和牛の家」多角化戦略 札幌商工会議所

北海道 北海道 室蘭市 株式会社きたがわ 7430001056636 業務用冷凍食品の夜間における正確な即納体制実現のための管理・配送センターの構築 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 滝川市 株式会社楽楽食品 2430001049446 新設備、新商品、新販路、３つの新でＥＣ＆テイクアウト販売！ 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 帯広市 有限会社あいフード 8460102002840 自動販売機で冷凍食品をより身近に 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市手稲区 合同会社アスク札幌 2430003007220 ソフトクリーム販売への参画。道産牛乳・道産山菜を用いたコクがありすっきりとしたソフトクリームの提供。 税理士法人フューチャーコンサルティング

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＯＬＩＶＥ’Ｓ 9430001040101 百貨店屋上の遊休空間を利用した新たな価値の創造 税理士法人スクエア会計事務所

北海道 北海道 札幌市北区 有限会社サンカイエンコーポレーション 2430002022518 お店の味を食卓へ、自販機と通販による老舗焼肉店の地元活性化計画 柳川　英樹

北海道 北海道 帯広市 有限会社スポーツプラス 7460102001678 ２４時間受け渡しを可能とする無人ロッカーによる「ガット張り」事業への業態転換 株式会社ＭＢコンサル

北海道 北海道 旭川市 株式会社鏑木商店 6450001000733 レンタル配信スタジオの構築、動画配信・動画制作についてのコーチング事業 一般財団法人旭川産業創造プラザ

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社ｏｍｏｙａ 1430001067993 オーダーメイドによる自家焙煎コーヒー豆の販売計画 ＦＵＪＩＴＡ税理士法人

北海道 北海道 厚岸郡浜中町 株式会社葛西塗装 6460001004007 既存技術を生かしたＵＶフロアコーティング事業への新規参入 株式会社ＭＢコンサル

北海道 北海道 旭川市 株式会社北海道米菓フーズ 7450001010005 ピューレ・パウダー加工事業の立ち上げによる新市場への進出 税理士法人北海道みらい

北海道 北海道 札幌市東区 ジュブリエ 美容サロンを拠点としたシニア向けビューティー＆ライフサポート事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 滝川市 株式会社ＪＫプロジェクト 5430001080027 とんかつ・かつ丼店フランチャイズで新規出店 原　健之

北海道 北海道 上川郡清水町 スイートピクニック お客様を笑顔に～地域産品を生かしたジェラート販売事業～ 帯広信用金庫

北海道 北海道 北見市 有限会社河村造花店 1460302004032 家族葬ニーズに対応したセレモニーホール新設事業 網走信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社秋吉 2430001035891 高齢者向けオンラインコンテンツのプラットフォーム構築 札幌商工会議所

北海道 北海道 苫小牧市 日商トレーディング株式会社 7430001054788 ペット葬送事業、移動火葬車による火葬及び葬送業務 マネーコンシェルジュ税理士法人

北海道 北海道 美唄市 株式会社美唄自動車学校 8430001046859 自動車学校が地域活性化のために新車中古車・除雪機等販売修理事業へ新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市西区 株式会社加賀谷管設 8430001063466 インバウンド投資の陰りを回避するための「放課後等デイサービス」事業への多角化計画 株式会社シェアードバリュー

北海道 北海道 札幌市白石区 ざんぎバルＨＡＮＡ 北海道のソウルフード“ざんぎ”を全国に発信　飲食業から惣菜製造への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社プレミアム北海道 7430001068251 食品販売事業への挑戦～北海道産大豆を使用した新商品の販売計画 札幌商工会議所

北海道 北海道 小樽市 株式会社アートクリエイト 1430001049595 地域ネットワークを活かした着地型観光商品販売と雪のテーマパーク開催 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社井上技研 9430001001656 細やかな女性目線を活用した、建設業のＢｔｏＣ市場への進出 樋爪　昌之

北海道 北海道 帯広市 お好み焼　なんちゃっ亭 ＩＴ利活用による無添加「ひやしあめ」のネット販売 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 マジョリカ ｗｉｔｈコロナ時代に対応したセルフサービス飲食店への挑戦 札幌商工会議所

＊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。
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北海道 北海道 札幌市西区 Ｓｉｎｃｅｒｅ株式会社 1430001078735 糀製造、味噌製造及び新商品製造、販売による新分野展開の構築 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市西区 株式会社ＴＯＣ 7430003004717 独立起業家や零細企業のニーズを実現したレンタルオフィス 根本　良太

北海道 北海道 室蘭市 株式会社アクトプランニング 9430001059190 地産地消に貢献する地域のセントラルキッチンとなる食品加工工場の設立 伊達信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社タカプランナーズ 4430002012260 設計業から、デザイン力・建材調達力を活かした請負工事業への挑戦 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 旭川市 スプリングランド株式会社 7450001012505 居酒屋からピザ・スイーツの食べ放題、テイクアウト事業へ 舟橋　馨

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＳＵＮ’Ｓ 8430001081542 北海道の自然をオシャレに過ごす！アウトドア用品販売事業への進出 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市豊平区 なんじょう治療院 「治療」から「治療プラス美容ケア」事業への新分野展開 一般財団法人さっぽろ産業振興財団（本部）

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社フロウ 8430002048994 ランチ営業とテイクアウトを主体としたハンバーグ業態の新規展開 税理士法人ミライト・パートナーズ

北海道 北海道 帯広市 北海道キャピタル株式会社 9460101004770 北海道十勝発　生産者と消費者を直接つなぐＥＣサイト運営事業 帯広信用金庫

北海道 北海道 富良野市 ちいさなログカフェ　ふらわ 店舗を増築、中国語教室を開設し新規顧客を開拓する 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市北区 ＢＲＯＣＣＯ 「駅ちか（近）プチ贅沢持ち帰り需要」を取り込むテイクアウト事業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 ＺａＣａＰａ 南米ダイニングバーの独自性を生かしたタコスのテイクアウト販売 札幌商工会議所

北海道 北海道 旭川市 株式会社エービーシー 9450001004533 整骨院×スポーツ×美容の自社トータルプロデュースを実現 一般財団法人旭川産業創造プラザ

北海道 北海道 網走市 ＢｌｕｅＭ株式会社 8460301004134 オホーツクの隠れた魅力を商品にする食品製造・小売事業 北村　耕司

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ロンドマーク 8430001063400 全国から集まるワーケーション型非接触コワーキングスペース事業 菊地　正人

北海道 北海道 札幌市中央区 エデン２１株式会社 5430001073831 北海道ブランドのジェラートで地域活性化事業 税理士法人フューチャーコンサルティング

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社トラベル北海道 3430001076828 旅行業から子供用品の実店舗・オンライン販売への転換 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社エンイノベーションズ 9430001069537 広告業界における経験・メディアとの繋がりを活用したＬＥＤエクステ特化型のまつ毛エクステサロンの運営戦略 幸松　慎太郎

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社マリエーヌ 3430001035156 対面式婚活パーティー事業から非対面の婚活アプリへ業態転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市南区 株式会社じゃがいもはうす 6430001008019 人気デパート北海道物産展実演販売からテイクアウト・デリバリー・通販販売店舗モデルの構築 税理士法人知野・寺田会計事務所

北海道 北海道 小樽市 銘酒角打ちセンター　たかの 専門知識を活かした全国の希少酒を揃えた専門酒屋（小売り）出店計画 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社Ｔｈｅ　Ｓｔ　Ｍｏｎｉｃａ 2430001045817 あなたにあったパーソナルコスメの販売事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市豊平区 ハイアイランド株式会社 2430001067340 冷凍味付肉生産ライン構築 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 石狩市 山加製粉株式会社 6430001017275 十割蕎麦で事業継続を！北海道産そば粉を使った新分野展開事業 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 札幌市中央区 合同会社ＢＵＬＬ 9430003008831 米国発フィットネスジム「パワーハウスジム」のＦＣ店を北海道初出店 札幌商工会議所

北海道 北海道 帯広市 株式会社グランイニシエート 3460102006953 美容室の新たな展開と女性の美しさを追い求めて 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ラクショクフーズ 1430001059223 ベトナムのサンドイッチ「バインミー」販売による新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 合同会社ｓｗｅｅｔ　ｋｉｔｃｈｅｎ 1430003004144 有名店の冷凍パスタソースの販売による高価格帯パスタソース市場の創出 シリウス税理士法人

北海道 北海道 苫小牧市 ＢａｒＫｅｙ テイクアウトにも強いスパイスのカレー専門店事業 金﨑　卓也

北海道 北海道 夕張郡由仁町 株式会社キカク 1430001062805 オリジナルキャラクターグッズ製作販売事業計画 北海道商工会連合会

北海道 北海道 富良野市 株式会社北の恵 1450001006586 ふらのの美味しい食材を使ったちょっと贅沢な料理を全国の皆様へお届け 税理士法人小島会計

北海道 北海道 赤平市 ＭＵＳＩＣＨＯＵＳＥＪＩＧ コロナ禍を生き残るためにライブバーが貸スタジオ事業を開始！ 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市西区 株式会社ＡＧＲＩＳＣＡＰＥ 4430001073254 屋外で体験型農園レストラン 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市西区 株式会社ＰＬＵＳ３ 7430001077764 タピオカ店から「さつまいも専門スイーツ店」への新分野展開 髙田　雅文

北海道 北海道 滝川市 はるゆたかクッキー　いちさか 経験と地産地消を活かし「はるゆたか」うどんからクッキー製造へ 税理士法人小島会計

北海道 北海道 江別市 株式会社花美 1430001043193 新分野展開に挑戦する生花店の熟成地鶏炭焼き店開業計画 北村　耕司

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社シー・ライン・サークル 7430001064878 食卓へ豊かな北海道産海産物を届ける元セリ人と調理人のコラボ事業 Ａｂｌｉｓｓ税理士法人

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社エニーピース 2430001074048 非接触型販売拡大事業（小型汎用自動販売機） 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社アジアンクラス 3430001045114 グローバル事業から地元密着「放課後等デイサービス」への大転換 税理士法人児玉税経

北海道 北海道 川上郡弟子屈町 株式会社川湯観光ホテル 6460001003157 長期滞在プラン新設による温泉ホテルの新分野展開事業 川村　晶彦

北海道 北海道 虻田郡倶知安町 株式会社グラウビュンデン 4430001069434 コロナに負けるな！「Ｍａｄｅ　ｉｎ　ＮＩＳＥＫＯ」を全国に！ニセコひらふの老舗カフェの挑戦 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市西区 有限会社プリントワークス 5430002038214 自動組版システムとデザイン力を活かしたＥＣ事業への進出 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＬＡＭＡＩＲ　ＣＯＭＰＡＮＹ 9430001031835 既存飲食店舗の集約及び身体面の健康を提供できるジムの開設 シリウス税理士法人

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ノースクリエイト 6430001030369 北海道特産品が揃う北海道発越境通販事業とふるさと納税進出事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

北海道 北海道 札幌市西区 ＮＯＲＴＨ　ＳＴＡＲ　ＭＡＲＫ合同会社 2430003008342 広告業・イベント制作業から得たノウハウを活用しＥＣ事業へ業種転換 税理士法人ＢＡＭＣ

北海道 北海道 釧路市 オムライス専門店アロハ ウィズコロナ地域密着型配達代行システム開発と雇用を創出 釧路商工会議所

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社ＦＣ　Ｏｐｅｒａｔｉｏｎｓ 8430001076567 宿泊飲食事業からフードラボ併設コワーキングスペース事業への転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 勇払郡厚真町 ＴＲＥＡＳＵＲＥ　ＴＲＡＤＩＮＧ合同会社 3430003011312 キャンピングカーハウスの販売 坂下　晃庸

北海道 北海道 函館市 有限会社ステージ・カンパニー 4440002002277 ウィズコロナ時代のライブハウスデリバリー事業「おうちｄｅあうん堂」 中村　博信

北海道 北海道 札幌市中央区 Ｔ．Ｉ．Ｐ株式会社 2430001034489 所有からシェアの時代に向けての、アウトドアアイテムのレンタル事業 浪越一幸

北海道 北海道 恵庭市 高田ファシリティーズ株式会社 4430001063701 お家での葬儀がそのまま再現できる「お家葬のレンタル事業」への新たな参入 株式会社ＭＢコンサル

北海道 北海道 札幌市東区 札幌インスペクション株式会社 6430001025658 ドローン測量と３次元レーザースキャナーを用いた次世代３Ｄスキャンによる建設ＤＸシステムの構築 税理士法人エルム会計

北海道 北海道 小樽市 株式会社オルゴール堂 2430001050718 ＲＯＫＵＧＯＵ　ＳＴＡＲ　ＦＯＲＥＳＴ　ＧＬＡＭＰＩＮＧ　ＶＩＬＬＡＧＥ 中川　信喜

北海道 北海道 紋別市 ホクサン株式会社 8450001010499 地元水産物のプラットフォーム事業展開～２次加工による価値向上・地域魅力の発信 北見信用金庫

北海道 北海道 上川郡美瑛町 株式会社本山農場 2450001013094 美味しさそのままに「北海道産野菜」を畑で採れたて新鮮加工。 税理士法人小島会計

北海道 北海道 帯広市 十勝バス株式会社 4460101001145 新規事業「食」　『にくや　大空』 アウル税理士法人

北海道 北海道 北広島市 株式会社彩香 4430001006445 「冷凍弁当」の開発による「事業再建」と「食品ロス対策」の実現 税理士法人五十嵐会計事務所

北海道 北海道 上川郡美瑛町 株式会社東亜運輸 6450001006268 「運ぶ」から「トータル支援」へ　ドローンを活用したスマート農業支援事業 税理士法人中央総合会計
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北海道 北海道 幌泉郡えりも町 瓢六 飲食事業の効率的多角化を実現する業態転換事業 日高信用金庫

北海道 北海道 北広島市 有限会社山田商店 6430002051397 ラーメンの高売りモデルの開発　催事・通販で実店舗の味を道外に販売 株式会社シャイン総研

北海道 北海道 苫小牧市 特定非営利活動法人いぶり自然学校 1430005012475 森のワーケーションによるビジネスマッチング推進とソーシャルビジネス創出 株式会社北陸銀行

北海道 北海道 帯広市 株式会社ＣＬＯＡＫ 3460101003951 ファッションとヘアを楽しもう！アナタの生活をもっと心豊かに。 釧路信用金庫

北海道 北海道 帯広市 食彩酒楽　榊 道の駅でランチを提供する和食レストランの新業態店舗の開店 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市中央区 グローヴエンターテイメント株式会社 7430001029889 新たな結婚式のカタチを創出するフォトウェディング事業への業態転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社いそつー 4430001077965 中華食堂の新メニュー開発およびＤＸを活用したデリバリー事業への挑戦 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 旭川市 株式会社藤井 1450001002585 北海道産大豆を１００％使用した脱脂大豆粉製造事業 一般財団法人旭川産業創造プラザ

北海道 北海道 紋別市 株式会社リテック 1450001009804 未活用の廃材を燃料とした熱供給事業によるエネルギーの地産地消・脱炭素を実現 北見信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社榮馬 6430001078986 居酒屋から焼肉店に華麗なる転換を遂げる「なっきょい」の挑戦 あすか税理士法人

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社エンターリム 4430001067066 ドローン映像プラットフォームおよび国家資格スクール事業 空知信用金庫

北海道 北海道 上川郡新得町 有限会社馬場クリーニング 1460102005965 コインラインドリー併設　非接触型クリーニング店への転換 帯広信用金庫

北海道 北海道 帯広市 合同会社リノケア 9460103000891 障がい者が安心して暮らせる未来へ！社内ノウハウを活用したグループホームの開設 北見信用金庫

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社サンエコ 2430001069337 自社の強みを活用した電気自動車販売による事業再構築計画 日高信用金庫

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社フィースト 9430001038129 製造から小売りまでワンストップで提供！お家ごはんを楽しくする小売事業への展開 札幌商工会議所

北海道 北海道 士別市 マッケンジーファーム 愛犬と一緒！ワーケーション滞在者向け宿泊施設の開設 税理士法人令月会

北海道 北海道 厚岸郡厚岸町 カネヨ越野水産 食品ロスゼロ作戦～全てのロスを一つの製品へ～ 大地みらい信用金庫

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社静岡園 3430001007353 菊芋を使用した健康食品販売による新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 帯広市 有限会社ダイヤ商会 9460102001809 タイヤ事業の強みを活かした自動車整備への新分野展開 帯広信用金庫

北海道 北海道 旭川市 株式会社ササキ工芸 6450001001335 木製小物の加工技術を応用した「エコでエシカルでサスティナブルな活動」プロジェクト 一般財団法人旭川産業創造プラザ

北海道 北海道 江別市 有限会社千田農園 9430002046881 乾燥機導入による小売販売事業への参入計画 丸山　達也

北海道 北海道 札幌市西区 株式会社オリエンタル警備 5430001003417 ４号警備で行う、高齢者の安全・安心・外出エスコートサービス 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市手稲区 株式会社ＢＳＣ 4430001060590 旅行会社から介護観光タクシーへ 札幌商工会議所

北海道 北海道 富良野市字上五区 アートクリーン有限会社 8450002009689 感染性廃棄物・遺品等のお焚き上げ・小型焼却炉等の代理販売事業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社フェイス 9430001061089 富裕層向け新スポット「高級すしオーベルジュ」へ新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 帯広市 トォータルフーズ株式会社 1460101001065 栄養士と事業者の未来を繋ぐ献立・栄養素システムの導入 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社京進機工 6430002006070 放射線医療機器用固定具の製造事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市西区 株式会社ダイホク 6430001009578 海道と台湾を繋ぐコミュニケーションカフェ＆ショップの開設 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 茅部郡森町 株式会社ハマグチ 3440001007443 つぶ貝の新商品開発による鮮魚卸売業から水産加工業への業種転換 サポート行政書士法人

北海道 北海道 紋別郡遠軽町 有限会社４５６ 6460302004028 「中華料理店から食品製造業への転換～お店の味を活かした濃厚コラーゲンを包む“旬の中華まん”の製造・販売」 遠軽信用金庫

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社セブンスギア 3430001034629 フィットネスジムとコワーキングスペースが融合した施設開業による事業転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 登別市 有限会社幸和商事 5430002065308 登別は温泉だけじゃない！「地産地消」と「Ｗｉｔｈコロナ」を見据えた焼肉店への事業転換 室蘭信用金庫

北海道 北海道 岩内郡岩内町 株式会社ホテルいのう 9430001052253 ビジネスホテルがコインランドリーへの新分野展開でⅤ字回復！ 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社参栄 8430001030078 隠れた観光名所の歴史や文化がわかる、ＡＲ観光ガイドサービス 東京中央経営株式会社

北海道 北海道 斜里郡斜里町 株式会社知床第一ホテル 8460301003391 ワーケーション対応ホテル改装事業 株式会社商工組合中央金庫

北海道 北海道 苫小牧市 株式会社久恵比寿 1430001054604 ＨＩＳＡＥ日本語学校北海道とまこまい校の開設 株式会社吉岡経営センター

北海道 北海道 帯広市 株式会社サエキ 3460101000619 次世代シミュレーションゴルフＢＡＲの開業 北見信用金庫

北海道 北海道 函館市 株式会社ウロコマシナリー 3440001003046 国産材の普及を推進、新型ロータリーレースの開発 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社フォーユー 7430001044863 生活保護支援サービス 佐藤淳

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社ダイワ食材 1430001042105 単純加工から高次加工へ製造方法変更を通じた食品卸売業の業態転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市清田区 株式会社スターコンサル 4430001058263 ウィズコロナ時代型ワーケーション施設の建設・運営 税理士法人令月会

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社土肥商店 7430003000096 高加水パンに特化したベーカリーで地域密着型のＳＤＧｓを実現 税理士法人あかり会計

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社Ｓ．Ｕ．Ｇ 5430001077857 シェフが作る”道産素材と和牛のプレミアムバーガー”デリバリー事業 スズカ税理士法人

北海道 北海道 留萌市 株式会社ファミリーケアサポート 8450001009310 児童デイの質を高めるクラウドシステム開発・販売による新展開 税理士法人　中野会計事務所

北海道 北海道 深川市 株式会社はやし果樹園 7450001012604 新型コロナウィルスに対応の三密に考慮した空知Ｎｏ．１の果樹園を作る 税理士法人小島会計

北海道 北海道 江別市 イレブンオート 地域・ポストコロナに対応した自動車整備業務　中古車販売店の新分野挑戦 空知信用金庫

北海道 北海道 亀田郡七飯町 函館生コンクリート株式会社 2440001004516 余りコンをリサイクル！再生骨材コンクリート等の製造・販売事業 道南うみ街信用金庫

北海道 北海道 上川郡清水町 プラウリテール株式会社 1460101004217 ～観光の弱い人口５千人から１万人の町の宿泊ビジネスモデルの創造～ 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社夢創エージェンシー 9430001035019 「宿を運ぶ」軽トラック積載型キャンピングカー事業 北海道信用金庫

北海道 北海道 亀田郡七飯町 株式会社ＴＳＩ 4440001007401 店内飲食メインのカレー専門店がレトルト・缶詰商品製造・販売する業態転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 常呂郡訓子府町 福よし 老舗食堂による、テイクアウトに特化した食肉小売業への業態転換 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社ユキタ 2430001017709 「大衆向け大人数でのホテル宴会・法要から、個食・高級志向の焼肉店への新分野展開」 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 勇払郡占冠村 株式会社ファン 3450001006584 グランピングとワーケーションの融合！「グランピングトマム」の新事業展開 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社ケー・ビー・エス 3430001029298 卓球コミュニティパーク「ピンポンコロシアム」事業　健康卓球で高齢者を元気に！ 上田　健一

北海道 北海道 旭川市 アルティスト株式会社 9450001005424 プラットフォーム運営による美容室コンサルタント事業の展開 株式会社北陸銀行

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社ＶｉｏｌｅｔＦａｃｔｏｒｙ 4430001073279 札幌市郊外過疎地域への買い物難民移動スーパー事業で新分野展開 大岡　勉

北海道 北海道 余市 株式会社ｉｌ　Ｔａｍｂｕｒｏ 3430001059122 余市から世界へ発信する、農家と共に歩む地域性と個性を持ったワイン造り 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 夕張郡長沼町 株式会社長沼あいす 9430001047518 アジア地域からの訪日観光客を見据えたインバウンド対応型新店舗への業態転換 山崎記敬
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北海道 北海道 函館市 株式会社スローティ・ラテ 3440001005455 ポストコロナ社会に対応した非対面・非接触型サービスおよびオンラインサービスの開始 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 旭川市 旭川家具工業協同組合 2450005000072 旭川家具産地を産業観光の新たな拠点とする再構築事業 税理士法人中央総合会計

北海道 北海道 札幌市清田区 株式会社スリーサークル 5430001038388 手打ちそば　さくらのＦＣによるファームレストラン展開事業 苫小牧信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社Ｊａｚ 2430001079303 ウェブスタジオ型新店舗による生花サブスク通販への新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 富良野市 株式会社宝屋時計店 6450001006433 ８０年の時計店（とき）を越え富良野の食材で餃子店開業 旭川信用金庫

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社ベガスタ 1430001039704 アフターコロナのゼロリスク地域活性！リモート型まちづくり事業 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 旭川市 株式会社ｇｌｏｂａｌｌｙ 3450001010512 街と自然の大パノラマと夜景と星空の煌きを創出するＳＰＡが誕生 稚内信用金庫

北海道 北海道 札幌市手稲区 北海道電気相互株式会社 8430001040548 電欠も救う！大容量対応ＥＶ急速充電車の販売と救援サービス事業 北村　耕司

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社ナカノフーズ 4430001034545 逆境を乗り越えろ！スーパーマーケット「カウボーイ」復活計画 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市清田区 株式会社永光農園 2430001045206 サステナビリティに取組む小規模鶏卵農家の新商品・新市場開拓 税理士法人五十嵐会計事務所

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社ブロンソン 4430001052530 ３ＤＣＧシステムを用いたバーチャルスタジオライブ配信サービスによる新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社恒志堂 5430002039393 北海道初！食育×プログラミング　次世代型教育プログラムの提供による新分野展開 株式会社第四北越銀行

北海道 北海道 釧路市 鶴雅観光開発株式会社 8460001004013 団体宴会場から個室レストランへの改修、高付加価値な個室平準化に向けた客室の改修 釧路信用金庫

北海道 北海道 足寄郡足寄町 株式会社グリーン・フィールド 4460101003884 事業再構築のための５つの＂Ｒｅ＂プロジェクトによる新分野展開 北海道商工会連合会

北海道 北海道 滝川市 有限会社魚住産業 6430002051819 北海道札幌市以北初の新工法による杭抜事業参入 税理士法人小島会計

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社遊プラン 5430001038198 ネット予約可能な完全個室の非対面・非接触「旅カフェ事業」 菊地　正人

北海道 北海道 釧路市 株式会社阿寒バス商事 5460001000080 中高年層でもわかりやすい新スタイルのＥＣ通販サービス【お家で全国の美味しいもの巡り】の提供 中村　健一郎

北海道 北海道 砂川市 株式会社カクイチアグリン 6430001079720 農業イノベーション！「農業をやる時代」から「農業もやる時代」へ 北空知信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＲＡＫＵ笑 7430001034204 店舗型飲食業から食肉水産製造・小売業への新規参入～粋な居酒屋が活きな道産食材を全国へ届ける新たな取り組み 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市厚別区 株式会社ツナガリエイト 7430001074150 次世代型教育施設におけるライフスタイルサポートカフェを中心とした地域づくり事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＩＰＪ 3430001032608 根室地区で製氷設備を導入し、近隣の漁業協同組合・加工場に氷を供給する計画 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 江別市 株式会社北進自動車工業 5430001042613 メンテナンスを中心とするキャンピングカー事業への新規取組み 税理士法人池脇会計事務所

北海道 北海道 札幌市中央区 合同会社メディカルオフィスＫ 5430003005931 コロナ対策サウナ＆フィットネスには心と体をととのえる力がある 新宮　隆太

北海道 北海道 紋別郡西興部村 株式会社デプロイネイチャー 7450001013437 グラスフェッドミルクを使用した国産ナチュラルチーズ製品化と地方創生への挑戦 北海道商工会連合会

北海道 北海道 函館市 株式会社プレジデント・コーポレーション 1440001004995 ワーケーション需要対応の簡易宿泊所（ゲストハウス）の新設 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社内池の不動産 6430001064755 地方都市の遊休不動産問題を解決する地方創生型シェアオフィスによる新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 江別市 株式会社タケベ 4430001042878 北海道内唯一！耐火断熱資材を取り扱う専門商社事業への挑戦！！ 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ノースグラフィック 9430001029961 ＢｔｏＢ×ＢｔｏＣによる「ハイブリッド飲食店」への挑戦 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 帯広市 有限会社十勝ミルキー 5460102002422 中国市場向け十勝産輸出用乳加工品の製造と供給によるＶ字回復 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社アントワーカー 7430001061553 冷凍加工工場を併設した、２４時間非接触型の冷凍食品販売事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ｇｃｏｍｐａｎｙ 9430001041900 レモネード製造販売事業へ新規展開 菊地　正人

北海道 北海道 函館市 佐藤木材工業株式会社 9440001000822 北海道苫小牧工場での「鋼製天井」製品新規製造販売事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市西区 株式会社アクア 1430001046238 鍼灸整骨院によるＡＩ・ＩＯＴ機器を活用したリハビリデイサービスの新設事業計画 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 帯広市 株式会社ニュー花嫁センター 3460101004719 フォトウェディング専門スタジオ事業 帯広信用金庫

北海道 北海道 旭川市 株式会社ネクシス光洋 2450001001231 操縦資格取得だけのドローンスクールから、その後のデータ利活用までの実践講座 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 上川郡東川町 株式会社創芸社 6450001001657 内から外へ！屋外用看板製作への新規参入 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社アスクインターナショナル 2430001000508 子どもの健康に配慮したお弁当の開発・サポートと販売と地域社会への貢献 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 帯広市 とかち井上農場 ２年，３年熟成メークイン化への雪室長期追熟庫の整備事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市豊平区 ノックスプロジェクト アフター・ウィズコロナを生き抜くスウィーツの総合プロジェクト 税理士法人常見会計

北海道 北海道 札幌市東区 北海道醬油株式会社 4430001022120 折り畳み式コンテナを活用して粘性の高いタレ類を衛生的かつ大規模に供給する新しい製造方法への挑戦 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 釧路市 くしろキッチン株式会社 7460001004451 釧路の地域資源”霧”をモチーフとしたプレミアムスイーツの展開 釧路信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社デンショク 5430001004101 店内調理業態から、調理即日配送のセントラルキッチン業態への転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 帯広市 株式会社ビゴラス 3460101004371 北海道産の食材でプロが作る冷凍・レトルト食品の非対面型販売 中村　健一郎

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社札建 8430001075544 居住環境ニーズ変化を捉えた、廃木材を有効活用した什器製造事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 虻田郡洞爺湖町 株式会社エアータイムジャパン 3430001060419 イベント業からリトリート（複合的保養施設）運営への挑戦 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市東区 サッチクフード株式会社 2430001026825 外食向け食肉加工・販売から内食向けレトルト市場への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市清田区 株式会社マルニ北海道フーズ 1430001070840 道産水産物の独自の加工技術を用いた一般消費者向け新製品の開発および販売計画 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 標津郡中標津町 有限会社竹下牧場 3462502001286 既存事業の経営資源を活かした宿泊施設開設による新たな酪農モデルへの挑戦 大地みらい信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＡＥＩ　ＩＮＴＥＲ　ＷＯＲＬＤ 7430001027752 北海道初・ペットの総合栄養食の製造販売とヘルスケアサービスを提供するトータルケア事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 帯広市 ノブタ農機株式会社 4460101002052 新たな塗装技術を武器に、食品製造機械分野への新分野展開を図る 株式会社北陸銀行

北海道 北海道 河西郡芽室町 こばとハイヤー株式会社 3460102001145 地域初の自家製ドーナツを提供するランドリーカフェ開設 帯広信用金庫

北海道 北海道 千歳市 株式会社ティーエストレード 5430001044312 農産物出荷の機械化による業務拡大と雇用増幅 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社クライスト・アドヴァン 3430001027351 北海道ブランド特化型アジア諸国向け越境ＥＣサイト開設・運営事業 稚内信用金庫

北海道 北海道 夕張郡栗山町 株式会社木の城たいせつ 1430001047921 フードロスを激減する業務用特殊冷蔵庫（予冷庫）のレンタル事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 帯広市 株式会社プロコム北海道 2460101004538 レンタルキッチンスタジオによるコンテンツ制作サービス事業 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社コバルテック 5430001041920 国内初「手持ち式空冷集塵乾式ダイヤモンドドリルＪＩＮ」製造に掛かる新工場建設 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 枝幸郡枝幸町 株式会社丸高高田商店 7450001007785 高品質・高付加価値の「めじか鮭」スモーク製品の量産化事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ｍｏｏｎｒｉｓｅ 9430001077861 ショウルーミング機能付きアンティークインテリアＥＣ販売事業の新設 スズカ税理士法人
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北海道 北海道 札幌市西区 株式会社札促社 5430001006782 Ｒｅｐｌａｎ住まいナビ計画 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＧＢ産業化設計 8430001059951 食関連コンサルティングから会員企業向け事業機会提供サービスの展開へ 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ミックス 8430001007118 「地域と作り上げるインテリアとインテリアコーディネーターの未来」 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 釧路市 阿寒観光汽船株式会社 5460001000064 阿寒湖周辺のランドオペレーション事業 中村　健一郎

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社ツインベリー 9290001042698 講演マネジメント業から公園運営（体験型公園）業への劇的業種転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 帯広市 株式会社吉祥 4460101004288 十勝名物「豚丼」の販路拡大に向けた新商品開発とＥＣ販売事業 帯広信用金庫

北海道 北海道 旭川市 株式会社高砂温泉 7450001013263 失われた賑わいを再創出。老朽化プールをバイオマス利用露天風呂にする業態転換事業 ロングブラックパートナーズ株式会社

北海道 北海道 北見市 ライズレイン株式会社 3460301003883 北見から世界に羽ばたくトップアスリートを！スポーツ合宿の里きたみの更なる誘致に向けたアスリートヴィレッジプロジェクト 税理士法人アークス

北海道 北海道 天塩郡豊富町 株式会社ニュー温泉閣ホテル 1450001008475 中長期滞在型、湯治テレワーク、観光ワーケーション向け新分野展開事業 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社幸吾屋 3430001037978 製造請負専業から脱却し、メーカーとして独自ブランド商品の全国販売 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 北見市 有限会社杉商 5460302001736 各店秘伝のこだわりを家庭で楽しめる「焼肉のまち北見の生タレ」シリーズの通販事業 中村　健一郎

北海道 北海道 札幌市南区 株式会社古田配管工業所 5430001015412 雇用の維持・拡大を目的とした除雪事業への参入 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市北区 メディカルフォトニクス株式会社 5430001068393 家族を巻き込むパーソナルヘルスで楽しい健康長寿実現サービス 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 石狩市 シンセメック株式会社 6430001029576 ５軸制御立形複合加工機導入による大型部品加工事業への進出 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社ファームフーズ 2430001045759 食肉卸売業の強みを活かした、焼肉事業の新分野展開 税理士法人むらずみ総合事務所

北海道 北海道 札幌市豊平区 丸吉日新堂印刷株式会社 3430001023821 顧客課題の解決に向けた当社ポータルサイトとコンテナハウスを活用した新規事業の展開 井上奈穂子

北海道 北海道 札幌市東区 プラント機工株式会社 8430001015376 廃棄物用湿式比重選別機事業の展開 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 茅部郡鹿部町 平冷プロマリン株式会社 4440001000439 アフターコロナのグローバル市場を見据えた冷凍両貝ホタテ製造の実現 株式会社東京経営サポーター

北海道 北海道 釧路市 株式会社道東車体 4460001001229 大型車両塗装工場およびタフコート（防錆剤）加工作業スペースの新設 大地みらい信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社フジウロコ大橋水産 7430001021160 自社主力海産物商品の製造とＢｔｏＣへの販路拡大 相髙　周三

北海道 北海道 札幌市中央区 ジャパーナプランニング株式会社 7430001065265 インバウンド向け旅行業から、農業を活用したクラフトビール製造業への「新分野展開」 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市南区 有限会社サクセス観光 7430002039615 動物園のワーケーション空間貸出事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 川上郡標茶町 株式会社サトケン 2460001003185 コンテナハウス製造とリモートワーク拠点整備による地域活性化 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市南区 互信ホールディングス株式会社 1430005002146 地域発となる飲食店のテイクアウトサービスを情報集約したプラットフォームサービス展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社マサール 9430001030275 店舗型からＥＣ市場へ！機能性素材で新・北海道健康・美容スイーツ開発！ 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社岡田工業 1430002029332 アフターコロナの官民ニーズを見据えた配管設計・製作部門の新設および高度人材育成事業 北海道信用金庫

北海道 北海道 旭川市 株式会社ＶＯＲＥＡＳ 2450001012229 プロバレーボールチームが地域初の個室サウナとカフェの融合に挑戦 旭川信用金庫

北海道 北海道 札幌市豊平区 有限会社トライベッカ 6460302005240 ＩＴを駆使したマッチング型シェアサロン 税理士法人常見会計

北海道 北海道 札幌市豊平区 有限会社ＲＯＯＭＳ 1430002031445 新商品「賃貸併用型住宅」の開発・販売のための販売促進ツール構築等による新顧客開拓 税理士法人ＦＰＣ

北海道 北海道 函館市 株式会社野口工芸社 4440001001569 落ち込んだ看板需要から、人気の壁材との融合新製品で売上ＵＰ 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社オワゾブルー 4430001071126 エゾシカ利活用～阿寒の森に育むＡＫＡＮ　ＬＥＡＴＨＥＲブランド化事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 旭川市 西野目産業株式会社 8450001002298 旭川エリア初のベーカリーカフェとＦＩＴ対応のレストラン事業 小笠原　一郎

北海道 北海道 釧路市 菱エステイ島本鉄工株式会社 2460001001965 リスク分散型経営のための新分野への展開 株式会社北陸銀行

北海道 北海道 旭川市 株式会社トーテム旭川 7450001002134 道北初となる配膳レーンを活用した非対面型焼肉店への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社ディーアンドエフ 2430002035726 道産食材を使用した人気グルメを３Ｄ凍結して国内・海外に展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市豊平区 北海道プリオン株式会社 4430001038983 スマート認証システムを使った非接触型レンタカー新事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 河東郡音更町 株式会社山本山本忠信商店 9460101001900 ＢｔｏＢビジネスから地域資源、生産者を活かしたＢｔｏＣ向けのＥＣサイト展開による業態転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社ミチウエ 8430001016416 限りある資源を有効に。石膏ボードの資源化事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 河東郡音更町 株式会社笹井ホテル 2460101000636 団体型ホテルから、個人客重視の客室・レストランのあるホテルへ転換。 株式会社商工組合中央金庫

東北 青森県 弘前市 有限会社昭和石材興業 5420002013399 産業廃棄物の廃材から新素材の生コンクリート製造への挑戦！ 福士　昭夫

東北 青森県 八戸市 株式会社フォトセンター惣門 2420001006539 売れる商品にするための広告用調理動画 近田　雄一

東北 青森県 むつ市 有限会社タカ・カンパニー 2420002019713 ピンチはチャンス　若者を魅了するテイクアウト店舗へ業態転換 むつ商工会議所

東北 青森県 青森市 株式会社カクニ吉田 2420001000632 街の酒屋からコロナ対策を施したバー併設店舗への再出発事業計画 青森商工会議所

東北 青森県 八戸市 合同会社エフドットコム 9420003001944 美容室×脱毛×パーソナルジムをワンストップで提供する「トータルビューティー」事業 株式会社青森銀行

東北 青森県 平川市 室内装飾タキコー 事務所内の敷地を改装し、室内及び屋外のドックランのサービスを新たに実施する 井上大輔

東北 青森県 青森市 高橋電気工業株式会社 6420001001305 電気工事業を利点とした振動・騒音・濃度計測と調査業務の立上げ 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 青森市 バー　バック　グラウンド セルフエステサロン開業に向けた施設整備と周知事業 青森商工会議所

東北 青森県 十和田市 有限会社遠田酒店 6420002016450 個人消費者との接点を自ら作る攻めの飲食スペース 十和田商工会議所

東北 青森県 青森市 ミナトフードサービス 地元飲食店と農家のためのレトルト食品ＯＥＭ受注生産事業 株式会社青森銀行

東北 青森県 南津軽郡大鰐町 一斤 食生活見直しから始める体の免疫力強化のための新商品開発と販売計画 青森県商工会連合会

東北 青森県 西津軽郡深浦町 株式会社青海商事 4420001016379 津軽発！新鮮な海の幸を食卓にお届け！水産品のネット販売事業 西河　豊

東北 青森県 黒石市 株式会社鳴海醸造店 2420001009987 三内丸山遺跡の酵母菌を使った「そばつゆ用日本酒」の開発 株式会社マネジメントパートナー・アオモリ

東北 青森県 弘前市 株式会社アルク 2420001010474 県産品を利用した通販事業の挑戦とデジタルイノベーションの取組 弘前商工会議所

東北 青森県 つがる市 ヒラカワ事務器 アフターコロナを見据えた地産地消古民家カフェ事業 青森県商工会連合会

東北 青森県 青森市 株式会社はとや製菓 4420001001728 健康志向型犬猫向けペッドフードの生産・販売システムの構築事業 株式会社商工組合中央金庫

東北 青森県 八戸市 スナック吉里吉里 文化財級の古民家と地産地消　カフェと商品開発事業展開で地域活性化 八戸商工会議所

東北 青森県 青森市 成邦商事株式会社 7420001001205 コロナ禍に対応した青森県産ホタテの高付加価値商品販売促進事業 株式会社青森銀行

東北 青森県 上北郡野辺地町 株式会社ＮＡＭＩＫＩデーリィファーム 3420001015217 乳牛肉牛の飼育と健康管理に不可欠な、敷料の安定的な生産・販売事業 株式会社青森銀行
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東北 青森県 青森市 有限会社龍鳳閣 1420002003156 冷凍食品販売とテイクアウト事業立ち上げのためのセントラルキッチン新設 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 八戸市 有限会社柿崎塗装 8420002006607 橋梁補修におけるコンクリート長寿命化修繕事業の展開 株式会社青森銀行

東北 青森県 黒石市 ななつぼし農園 自家農園のりんごや各種果物等を直接消費者にお届けする販路開拓事業 株式会社マネジメントパートナー・アオモリ

東北 青森県 八戸市 有限会社八戸十全物産 1420002008279 青森県産、北海道産の山と海の幸をコラボした練加工食品製造販売 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 上北郡六ヶ所村 六ヶ所エンジニアリング株式会社 5420001011817 原子力関連施設で使用する国内初の貯蔵容器を製造する事業 株式会社商工組合中央金庫

東北 青森県 むつ市 株式会社大和海商 5420001016675 鮮魚等卸売事業の強みを活かした水産加工事業への新分野展開 石川　大輔

東北 青森県 西津軽郡深浦町 株式会社黄金崎不老不死温泉 2420001008493 地場産品にこだわった「五感」で楽しむレストラン新設による飲食サービスへの新事業展開 税理士法人ＦＰ総合研究所

東北 青森県 八戸市 株式会社木村屋商店 6420001007310 自社ビルの有効活用と入居を促すための焼き肉屋事業 有限会社クレメンティア

東北 青森県 むつ市 有限会社丸山銃砲火薬店 9420002019814 火薬類販売業から、地域に根ざしたクラフトビールの醸造・販売事業 株式会社青森銀行

東北 青森県 八戸市 タクミホーム株式会社 3420001006091 土地の売買の一貫サービスと空き家対策を実現する解体業 有限会社クレメンティア

東北 青森県 五所川原市 株式会社高橋米穀 4420001014614 米卸売業が稲わらの有効活用による新分野展開で稲作農家とコロナ禍に挑む！ 増田　晶夫

東北 青森県 青森市 倉橋建設株式会社 8420001000783 新たな工法で橋梁長寿化修繕計画へ参入 株式会社若山経営

東北 青森県 弘前市 株式会社コーア 2420001010433 Ｗｉｔｈコロナに対応した建材部品への高耐久抗菌めっき加工 株式会社商工組合中央金庫

東北 青森県 八戸市 株式会社工藤 9420001006912 ニューノーマルの環境と物流を守る排ガス浄化装置用高品位尿素水製造事業 税理士法人ＴＡＣ

東北 青森県 八戸市 北日本機械金属株式会社 6420001005751 首都高速道路の耐震補強工事用「摩擦ダンパー」の生産 株式会社商工組合中央金庫

東北 岩手県 北上市 有限会社大坊 1400002009452 居酒屋から盛岡初ザンギテイクアウト専門店へ転換する事業再構築 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 花巻市 株式会社石のセガワ 8400001005215 ライフサポート企業に転換するための新たな霊園運営事業への参入 一般社団法人ビジネスサポート花巻

東北 岩手県 盛岡市 株式会社ＲＥＣＯＬＴＺ 9400001008910 ビンテージ分野の潜在ニーズ喚起によるビンテージリプロダクト市場への進出 盛岡商工会議所

東北 岩手県 北上市 華想苑 高級化粧品・最先端機材のエステサロンによるＶ字回復 森　憲一郎

東北 岩手県 八幡平市 株式会社宿かり屋ドットコム 5400001013385 継続的なアクティビティーでワーケーション事業への参入 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 宮古市 花坂印刷工業株式会社 3400001006936 印刷業の枠を超える多様な情報加工サービスをワンストップで提供し、顧客と地域の課題解決を目指す新分野進出事業 宮古商工会議所

東北 岩手県 花巻市 酒食屋　和ん フランチャイズ参入と地域資源を活用したキッチンカー事業の展開 一般社団法人ビジネスサポート花巻

東北 岩手県 盛岡市 アッカトーネ ソムリエの商品提案力を活かしたワインショップの開業 工藤　健人

東北 岩手県 北上市 株式会社ティートラスト 5400001014425 フランチャイズ加盟によるテイクアウト専門店３店舗の展開 北上信用金庫

東北 岩手県 陸前高田市 合同会社ぶらり気仙 4402703000133 未活用・廃棄地域資源を活用した新商品開発による持続可能な社会構築事業 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 北上市 有限会社ティーエム工業 4400002010151 槽・タンク製造内製化による工場向けプラント配管工事業拡大へ　～いわて半導体関連産業経済成長へ貢献～ 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 有限会社佐々木ボデー 4400002004277 小型～大型車すべてに対応、「架装から鈑金塗装」までの一貫生産体制の構築 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 一関市 株式会社京屋染物店 8400501000970 創業１０３年の染物屋が挑む、東北文化を体感するライフスタイル複合店「里山プロジェクト」 一関商工会議所

東北 岩手県 盛岡市 株式会社フェニックス 5400002002742 「簡易リール巻き上げ機」の自社開発と販売による新たな市場への参入 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 奥州市 県南クレーン株式会社 2400601000950 整備・修理事業でクレーンを極める！クレーンリース会社の挑戦 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 大船渡市 株式会社まるか 7402701000207 ガソリン販売から重油販売への転換でコロナ禍を克服 工藤　健人

東北 岩手県 一関市 株式会社和とわ 6400501000205 優れたクリーニング技術を活かし業界初の着物シェアリングサービスに業態転換する 株式会社第四北越銀行

東北 岩手県 紫波郡矢巾町 ユーロガレージ株式会社 2400001002093 中古車販売業が創造する独自技術力を駆使した新たなイノベーション整備への挑戦 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 有限会社丸基屋 3400002003107 新盛岡バスセンター内飲食物販テナント事業 株式会社東北銀行

東北 岩手県 盛岡市 ダイナステージ株式会社 3400001004700 不動産・建築リフォーム会社向け営業支援システムの販売 株式会社七十七銀行

東北 岩手県 久慈市 下舘建設株式会社 8400001007970 自動車のＥＶ化に対応する整備工場新設による新分野への進出 株式会社東北銀行

東北 岩手県 盛岡市 有限会社戸塚商店 4400002002297 小売向けカット野菜コンシューマーパックサラダ製造への業態転換 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 盛岡市 株式会社真珠苑ホールディングス 8400001003672 自社の経営資源を活用したウィズコロナ時代に対応する事業再構築 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 岩手県 盛岡市 有限会社坂本商店 2400002001350 豊富な品揃えから選べる角打ちとオンリーワンのギフト販売による新規顧客の開拓 岩手県中小企業団体中央会

東北 岩手県 北上市 有限会社泉製作所 6400002009092 微細精密加工機の導入による金型製造プロセスの大幅改革 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 紫波郡紫波町 株式会社青三 3400001003842 漬物製造業者による独自乳酸菌を活用しＢｔｏＢ向け惣菜事業への新たな挑戦 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 一関市 邦技工産株式会社 5370201003834 体積測定によるホタテ貝の貝柱サイズ推定装置の製造・販売 株式会社東北銀行

東北 岩手県 上閉伊郡大槌町 有限会社松橋自動車整備工場 7400002012013 車大好き整備やさんの自動車用中古パーツショップの展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 花巻市 株式会社シカモトウェルディング 1400001013141 装置業界におけるオンリーワン技術の確立による経営基盤の再構築 一般社団法人ビジネスサポート花巻

東北 岩手県 花巻市 ハコショウ食品工業株式会社 4400001005409 お土産屋＋体験施設＋ラボを備えた漬物ミュージアムから始まる地域経済の活性化 花巻信用金庫

東北 岩手県 盛岡市 有限会社アイシンレジヤーシステム 2400002000039 つなぎ温泉に地域と人・人と人を「つなぐ」焼肉事業を新展開 株式会社リョケン

東北 岩手県 下閉伊郡岩泉町 株式会社フロンティアいわいずみ 2400001007241 「岩泉まつたけ」の加工事業で新たな地域産業を創出 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 北上市 株式会社共栄テック 8400001006436 医療機器向け精密金属部品製作のための技術革新事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 岩手県 大船渡市 有限会社システム・ラボ 8402702000221 ＡＩドローンによる鳥獣害対策システムの構築及びデジタル工房の運営 大船渡商工会議所

東北 岩手県 盛岡市 株式会社ふじさわ 9400001001361 次世代型葬祭会館「お別れ邸宅」開発による新分野顧客の獲得 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 宮古市 株式会社トップクルー 3400001013759 ドローン事業の知見を活かしたスマート農機販売分野への本格参入と普及・販売促進手法のオンライン化事業 株式会社東北銀行

東北 岩手県 一関市 株式会社アーアル研究所 7400501000600 内視鏡、低侵襲手術器具等に活用するマイクロレンズ製造事業への進出 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 宮古市 株式会社マルイ舗装 9400001006955 自社の経営資源を最大限活用し異業種に参入し事業再構築を図り永続発展を目指す！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 岩手県 盛岡市 株式会社企作工舎 4400001004385 ５Ｇを利用した高精細で魅力ある４Ｋ動画配信ビジネスの開拓 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 和賀郡西和賀町 株式会社近藤設備 9400001006492 “トロイカの森”再生計画～アウトドア・ワーケーション事業～ 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 盛岡市 株式会社東家 5400003000019 盛岡名物「わんこそば」の冷凍加工で新市場を開拓 工藤　健人

東北 宮城県 仙台市若林区 有限会社櫻井折箱店 8370002011166 折箱屋から飲食店ソリューションカンパニーへの事業再構築 田中　宏司

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社ポラリス 8370001025002 「教育型」×「専門性特化型」の児童療育サービス 株式会社ライトアップ
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東北 宮城県 栗原市 炭火いちば　じゅう。 コロナ禍における収益改善のための店舗改革 株式会社日創パートナーズ

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社ＴＨＲＯＷ 1370001002197 アパレルの服飾小物からペット・インテリア用品へ　ＥＣサイトを利用した新分野展開 仙台商工会議所

東北 宮城県 大崎市 サロンブリーズ 地域住民のコミュニティスペースを提供する新たなカフェ事業の展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社雅流 3370001020255 アフターコロナを見据えた酒類販売による新分野展開 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社ダックス 5370001000908 地産食材と地元ブランド力を活かした食物販業態への転換 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市太白区 Ｋ’ｓフード株式会社 9370001023054 居酒屋事業から、から揚げ持ち帰り店を出店して新分野展開を図る 税理士法人横浜総合事務所

東北 宮城県 石巻市 有限会社Ｈ．Ｓ．Ｊ． 2370302003240 地産地消の貢献へ。非接触型注文システムを活用したテイクアウト専門店への業態転換。 税理士法人会計サービス

東北 宮城県 仙台市青葉区 ＨＲＭ株式会社 9370001023228 プレジャーボートを活用した観光業への新規参入事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 わとな補聴器 聴力測定専用設備完備による信頼と安心の補聴器専門店開店事業計画 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社ノリワークス 9370001022733 「仙台８９ＥＲＳ」ｘ「デザイン技術」のシナジー効果による事業再構築 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 ミモザホメオパシーセンター仙台 非対面オンラインで行うヒーリングセラピー、全国へ拡大！ 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社Ｖｉｃａｍｏ 6370001039821 女性用オーダースーツの非対面型オンライン販売強化のための実店舗展開 秦博雅

東北 宮城県 気仙沼市 有限会社ししおり・きはんせんタクシー 9370502000386 タクシーＤＸを用いた総合交通業務共同化 小山　清之

東北 宮城県 仙台市青葉区 ＲＥｂｏｒｎ　ＰＩＬＡＴＥＳ　Ｓａｌｏｎ＆Ｓｃｈｏｏｌ フィットネスから「食」事業への参入により唯一無二のサロンへ 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市太白区 有限会社アスクシステムズ 5370002018783 プログラミングと学習塾のハイブリットスクールへの転身 株式会社フォーバル

東北 宮城県 大崎市 健身舎 鍼灸マッサージ師が薬草をテーマにした新たな癒し場を温泉街に展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 塩竈市 株式会社八八 7370601002681 手作り感のある総菜（厚焼玉子）製造と小売業界販路開拓による事業再構築 株式会社旭ブレインズ

東北 宮城県 石巻市 株式会社カネキ水産 3370301000386 地域利便性向上のためのイートイン併設水産物等直売店舗運営事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ハナサク 6370001013272 「ハナサク」１００年企業を目指して－３代目の「新分野展開」への挑戦！－ 千葉勇喜

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社ＧＬＯＢＡＬＳＩＴ　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ　Ｏｆｆｉｃｅ 1370001044719 整骨院とパーソナルトレーニングジムの融合による地域の健康のための新規事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社クレセール 2370001047539 障害者雇用を推進するための経営基盤を構築する業種転換事業 公益財団法人仙台市産業振興事業団

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社セカンドステージ 9180001112537 レンタル店舗による飲食店の業態転換サポート事業 税理士法人フューチャーコンサルティング

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社Ｇｒｏｗｔｈ 7370001038814 シミュレーションゴルフの販売と練習場のハイブリッド型運営 有限会社クレメンティア

東北 宮城県 仙台市青葉区 ホシヤマインターナショナル株式会社 5370001010312 東北初！「フルーツ大福×和ベーカリー」　製造販売専門店 タスキー税理士法人

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社共榮水産 4370001002896 新技術のプロトン凍結機を活用した冷凍事業への業種転換 中村　哲也

東北 宮城県 富谷市 有限会社マッフェン 3370002020576 富谷が誇るケーキ店が提供する食のファーストプレイス＠やきとり 株式会社常陽銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 オリーブＢ・Ｂ株式会社 9370001044604 ～「美容室×脱毛×エステ」の新分野～メンズ総合美容サロン事業 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社Ｃｏ－Ｂｕｙ 8370001019631 医業種以外の業種にも対応可能な新規ｗｅｂブランディング業務 株式会社ライトアップ

東北 宮城県 塩竈市 株式会社アートセレモニー 8370001018336 電子書籍の制作・編集・出版・販売のプロデュース！あーと出版 インテグリ税理士法人

東北 宮城県 仙台市泉区 １６ 「犬ヨガ」を通して愛犬とお客様の健康と幸せを実現させる事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 刈田郡蔵王町 有限会社蔵王郷リゾート 4370102000766 販売用別荘（自社所有）を活用したアフターコロナを見据えた宿泊業への転換 小野寺　哲

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社井筒水産 5370001002623 仙台中央卸売市場の魚を活用したペットフード市場と水産品加工品市場への参入事業			 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 石巻市 株式会社希来 8370001043202 飲食業から原子力発電所作業員専用長期滞在宿泊施設への転換 清水　俊雄

東北 宮城県 亘理郡亘理町 仙台ハイテック株式会社 6370801001187 難削材の精密加工に挑む！～ファインセラミックスの新製品製造～ 仙南信用金庫

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社佐々通オンサイト 7370001020053 ＩＴオンサイトワーク　ＷＥＢプラットフォーム事業 税理士法人ユナイテッド・パートナーズ

東北 宮城県 牡鹿郡女川町市 有限会社マルキチ阿部商店 5370302002272 宿泊施設Ｓｗｉｍｍｙ　ｉｎｎ　Ｏｎａｇａｗａ（仮称）運営による業績回復事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 大崎市 ジャパンサイクル株式会社 9370201002551 有機性肥料のペレット化販売計画 ＯＡＧ税理士法人

東北 宮城県 大崎市 株式会社ワンナップ・クオリティ 1370201003821 今すぐに出掛けたくなるトレーラー“マウスポケット”のオンライン販売でアウトドア業界に新しい風を 宮城第一信用金庫

東北 宮城県 栗原市 有限会社イサゴ 5370202004328 最新プラズマ切断技術導入による重量鉄骨向けプレート製造への挑戦 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社イトイン 4370001002608 ＬＥＤ－ＵＶオフセット印刷機導入による新商品・新サービス開発 株式会社北日本銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 本田精機株式会社 8370001006068 半導体デバイス用シリコンウエハーラッピング装置の大径コア部品製造による新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市太白区 有限会社渡信鉄工 5370002004214 高度金属曲げ加工を用いた高精度短納期でのスクリュー製品製造 株式会社秋田銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社総合エステート 8370001008881 不動産業のプロが簡易宿泊所事業へ参入し、衰退が進むリゾート地域を活性化 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社鐘崎 6370001002829 美と健康をテーマとした全く新しいブランドの開発展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 東松島市 貴凛庁株式会社 7010001177367 コロナ時代に求められる宿を奥松島から 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 シビレ株式会社 2020001114687 移住プラットフォームＷＥＢアプリケーション「ソコクラ」の開発 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市青葉区 ゆずりは歯科医院 健康増進とフレイル予防を導くオーラルヘルス＋セルフケアサービス事業 吉田　邦彦

東北 宮城県 名取市 有限会社高橋ボデー 3370802000414 地域における福祉のライフスタイルをつくるお手伝い・車椅子固定装置の製作施工 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 本吉郡南三陸町 一般社団法人南三陸研修センター 1370505000481 オンラインツアー＆ワーケーション受入態勢整備事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 ｈａｕｓｋａａ アレルギーフリー菓子のイベント出店型から自店開業へ業態転換 公益財団法人仙台市産業振興事業団

東北 宮城県 仙台市太白区 日本プラグ工業株式会社 9370001017205 恒久設置型非鉄製水量制御用プラグ生産体制構築事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 石巻市 株式会社リュクス 4370301002480 石巻港における精密機械製品等特殊流通加工倉庫運営事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 石巻市 有限会社アカイ精機 1370302000164 半導体製造装置部品製造への進出による金型製造事業依存からの脱却 北浜グローバル経営株式会社

東北 宮城県 名取市 株式会社松本不動産企画 6370801001253 フィッシングガイドを中心とする、地域資源を有効活用したアウトドアレジャー事業の実施 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 多賀城市 吉田企画 仙台初！メンズに特化した痩身・脱毛の非接触型セルフエステ 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 大崎市 株式会社松倉 4370201000444 「ご褒美スイーツ」市場へ挑戦！非接触型販売による商品の提供 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ホテル湯の原荘 1370001010282 宿泊業に依存した経営体制脱却のためのカフェ＆スウィーツ事業の展開 税理士法人大藤会計事務所
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東北 宮城県 塩竈市 海鮮せんべい塩竈株式会社 4370601003492 海鮮菓子小売業（製造小売）から海鮮専門バーベキュー料理店への新分野展開への挑戦 西岡　昭彦

東北 宮城県 東松島市 東北パイプターン工業株式会社 3370301000956 DX政策推進に不可欠な通信用インフラ向け鋼管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

東北 宮城県 刈田郡蔵王町 株式会社新大忠リゾート 8370101001778 ペットと泊まれる高級貸別荘サービスの提供 福田　治

東北 宮城県 石巻市 一般社団法人はまのね 7370305001030 アフターコロナを見据えた、サブスクリプション型地方創生ワーケーション 日野　一義

東北 宮城県 栗原市 株式会社二上 3370201003695 ［豆乳凝固性酵母ＳＣＹ－０３］を用いた豆乳凝固食品の製造・販売 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 石巻市 株式会社エヌエス機器 8370301000225 電気自動車向け樹脂コネクターの加工技術の高度化による新規事業参入 田中　吉徳

東北 宮城県 仙台市宮城野区 中城建設株式会社 8370001005747 知的資産を活用し、障がい者福祉施設の運営事業に参入する 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 有限会社大平食料品店 8370002010168 業務用鮮魚卸売から小売進出！美味しい魚料理を開発しご家庭へ 公益財団法人仙台市産業振興事業団

東北 宮城県 角田市 佐藤裕貴 台風１９号被害、コロナ禍を経て地域産物活性オンラインサービスの提供 影山　正雄

東北 宮城県 石巻市 株式会社ＧＥＮＫＩＩ 5370001040986 タイヤ整備・小売から再資源活用までの一元管理システムの構築 石巻商工信用組合

東北 宮城県 仙台市若林区 森民酒造本家 老舗酒造による地域密着＆健康志向の「甘酒」カフェへの新規参入 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 大崎市 株式会社折居技研 5370201000071 ３Ｄ造形による製造工程革新で「ＭＡＤＥ　ＩＮ　ＪＡＰＡＮ」をボトムアップ 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 有限会社佐藤重機興業 1370002007534 「揚重事業×設備工事」のシナジー効果による事業再構築 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社チソー食房 8370001013832 特殊急速凍結システム導入！冷凍市場における「牛たん」の新たな試み 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社ＲＤＶシステムズ 7370001011580 「市場動向、顧客ニーズに沿った　機密文章等抹消の新システム確立」 郡山商工会議所

東北 宮城県 遠田郡涌谷町 株式会社ＡＳＫ 4370201003736 スポーツパーク新設と事業間連携・相乗効果による高収益事業化 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 ミリスダイニングバー ダイニングバーから昼のビーガンカフェへの転換 日高見税理士法人

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社メデイカルサイエンス 7370001006226 ＡＩ機能搭載の診断技術向上に向けた内視鏡画像管理システムの開発および販売 税理士法人植松会計事務所

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社アル・エル 2370001041723 シェアオフィス事業の強みと三つ星シェフで創る滞在型飲食店展開 税理士法人あさひ会計

東北 宮城県 登米市 株式会社大一物流 3370401000518 梱包材が使用されていない製品（石灰等）を特殊車両（ＹＴ式粉粒体搬送車）を使って、運搬するサービスの提供 株式会社岩手銀行

東北 宮城県 石巻市 株式会社メビテック 8370601002986 大型設備等向け製品図面作図及びフルリフォーム技術革新事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 宮城郡七ヶ浜町 株式会社七ヶ浜ハーバースクエア 4370601003286 七ヶ浜の観光スポットがオリジナルコーヒーの焙煎加工事業を新分野展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 ライフラボラトリ株式会社 8370001031561 介護・医療分野への入退管理システム展開 仙台商工会議所

東北 宮城県 名取市 株式会社Ｉｎｔｅｒｕｎｄ 2370001016576 最新塗装ブース導入で中古車販売から水性塗装サービス業に業態転換 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 栗原市 株式会社わたなべ総業エコリンクス 9370001042046 新たな再生資源活用促進事業による事業再構築とＳＤＧｓへの取り組み 仙北信用組合

東北 宮城県 東松島市 株式会社カメヤ 4370302000698 中間処理施設建設について 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 ＫＦアテイン株式会社 7370001013858 ～モノ売りからコト売りへ新分野展開～塗料メーカーが最高の塗膜を提供する塗装事業へ 公益財団法人みやぎ産業振興機構

東北 宮城県 亘理郡山元町 メルコジャパン株式会社 4050001023784 精密加工プレート分野への参入 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 陸前総合開発株式会社 4370001004257 廃棄物運搬業からＤＸを駆使した一貫総合産業廃棄物工場に再構築 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ｎａｎｄａｒｙ　ｃａｎｄａｒｙ 5370001041786 催事激減で苦境の公園等屋外スペースにモバイルレンタルオフィスを装備し、企業のリモートオフィスニーズにマッチングさせる事業 表　順一

東北 宮城県 仙台市太白区 ｅｎｊｉ 仙台から全国へ！　ＥＣサイト構築と創作最中キットの通信販売 インテグリ税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社Ｓ・Ｙワークス 7370001014071 日本のワイナリーを集めたプラットフォーム事業 タスキー税理士法人

東北 秋田県 秋田市 株式会社ゆう幸 6410001008747 地域素材の特長を活かした新しいスプレッドタイプのジャムの開発・製造・販売事業 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 大館市 アキタクロージング株式会社 1410001006697 社内一貫生産体制を構築させることによる、オーダースーツスラックス縫製分野への新たな挑戦 株式会社北都銀行

東北 秋田県 湯沢市 株式会社佐藤縫製 8410001005619 社内的資源を活かしたキッチンカー事業と企業向け置き惣菜事業 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 横手市 居酒屋のんのん キッチンカーによる社食の提供と移動居酒屋事業 飼田　一之

東北 秋田県 秋田市 株式会社ワンダーキッチン 3410001009896 スイーツ事業への参入とオリジナル商品のブランディング 秋田商工会議所

東北 秋田県 秋田市 株式会社インフォミディアリ 3410001003841 コロナ渦におけるリモート需要に対応するためのレンタル業種進出計画 株式会社北都銀行

東北 秋田県 大仙市 おこめのさわた まちのお米屋さんから「秋田の仙北平野の米はおいしい！」を全国へ！ 株式会社北都銀行

東北 秋田県 由利本荘市 ＡＩｆｒｅｃｅ　ｃｏｍｐｏｓｉｔｉｏｎ株式会社 7011001118451 新受発注システムで農作物の流通を改善 株式会社北都銀行

東北 秋田県 にかほ市 ＡＹＪ合同会社 7410003003043 設備導入と自社技術開発およびＩＯＴによる医療機器分野への新分野展開授業 一瀬　章

東北 秋田県 由利本荘市 有限会社けやき 7410002007508 光学レンズ加工分野への新規参入計画！　～切削技術の高度化に挑戦～ 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 由利本荘市 有限会社美豊 1410002006944 全製品トレーサビリティ化への思い切った業態転換！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 秋田県 山本郡八峰町 三商物産株式会社 3410001007347 コロナ禍に対応した発泡スチロール製オーダーメイド箱製造と倉庫利活用を融合した新事業の展開 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 男鹿市 株式会社こばと 3410001011489 共生社会の実現「就労継続支援Ｂ型事業所への新分野展開」 河野　隆治

東北 秋田県 由利本荘市 矢島木材乾燥株式会社 6410001005240 国産針葉樹を活用した新機能無垢床材をＥＣサイトで販売 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 秋田市 株式会社イヤタカ 8410001000669 企業ニーズに応えるキッチンサービスプロジェクト 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 由利本荘市 有限会社鈴大工業 7410002006716 超高精度加工とエビデンスに基づく品質保証システムの確立による新分野展開 一瀬　章

東北 秋田県 秋田市 有限会社佐善建設 3410002001729 建設業がカフェと宅配弁当に新規参入！「食」で地域の健康サポート 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 横手市 浅舞酒造株式会社 3410001008956 酒造りの技術で挑む！世界の美食家に向けた新分野の開拓 加賀谷正純

東北 秋田県 秋田市 株式会社平徳本店 2410001002191 婦人服小売業の強みを活かしたコインランドリー事業への新分野展開 秋田県中小企業団体中央会

東北 秋田県 能代市 伊藤鉄工株式会社 5410001007031 溶接ロボットシステムの導入による高難度製品製造工場への業態転換実現 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 Ｂｅｌｇｉａｎ　Ｂｅｅｒ　Ｂａｒ　ＺＯＴ 飲食店併設型ベルギークラフトビール工場による地域活性化事業 有限会社クレメンティア

東北 秋田県 南秋田郡八郎潟町 石井商事株式会社 5410001003377 地域の小さな拠点づくりから脱炭素社会への促進と交流人口増加を図る 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 株式会社双葉住建 4410001010028 脱カーボンに向けた建設業からリサイクル加工・販売への事業転換 長谷川　伸治

東北 秋田県 南秋田郡八郎潟町 有限会社ワタネン 7410002005957 地域生活を支える、ウィズコロナ時代に対応したＩｏＴコインランドリー事業 株式会社北都銀行

東北 秋田県 仙北市 株式会社八柳 7410001008597 伝統工芸の老舗の思い切った挑戦。地域の幸せと笑顔を守る介護事業 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 由利本荘市 菊吉建設株式会社 4410001004780 ドローン事業部新設による測量、調査点検業務及びスクールの展開 秋田県商工会連合会
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東北 秋田県 由利本荘市 株式会社三栄機械 4410001004830 『　秋田産！洋上風車部品製造プロジェクト　』 株式会社北都銀行

東北 秋田県 横手市 有限会社アシスト實務工房 4410002013731 地域資源を循環＆発酵させる健康志向の食品製造による新分野展開 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 由利本荘市 株式会社秋田ニューバイオファーム 1410001005261 秋田初のサツマイモ６次産業化による新分野展開 株式会社秋田銀行

東北 山形県 山形市 ＧＯＯＤ　ＴＩＭＥ株式会社 8390001005051 高齢化社会シニア向けストレッチサロン 阿部　好美

東北 山形県 東田川郡庄内町 鯉川酒造株式会社 1390001006816 日本三大品種「亀の尾」米で、甘酒と、甘酒＋純米スパークリング酒を開発する 山形県商工会連合会

東北 山形県 米沢市 株式会社アイタ工業 7390001009706 ＡＩ・ドローンによる樹種分類・木材サプライチェーン再構築事業 米沢商工会議所

東北 山形県 山形市 株式会社Ｍｏｍｅｎｔ 5390001012389 従業員の雇用維持のための菓子製造業への新分野展開 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 鶴岡市 有限会社達商 3390002009543 山形県産小麦を使用した新たな生地開発による新分野展開 きらやかコンサルティング＆パートナーズ株式会社

東北 山形県 山形市 株式会社勝月 6390001012578 飲食店と病院の連携による両者の価値向上 北郡信用組合

東北 山形県 鶴岡市 有限会社ＲＹＵ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 3390002010559 ポストコロナに対応する車中泊施設オートキャンプ場 株式会社山形銀行

東北 山形県 米沢市 Ｄａｉｚｙ カフェ空間のレンタルスペースと焙煎機を導入し地元玄米を使用した玄米コーヒーの製造販売 米沢商工会議所

東北 山形県 米沢市 株式会社牧野洋酒店 2390001010131 相乗効果が期待できるテナント誘致の為の店舗改装と飲食店連携事業 日本パートナー税理士法人

東北 山形県 天童市 松崎友美 エステ機器の導入によるセルフエステサービスへの業種転換 山形県商工会連合会

東北 山形県 山形市 ボンボイド株式会社 3011301021103 やまがた新名物“山形ぎゅうぎゅうミートパイ”による県民補完計画 山形商工会議所

東北 山形県 酒田市 ＬＵＭＩＮＯＵＳ 非接触型痩身マシンとセルフ脱毛マシンに特化したサロン事業 株式会社荘内銀行

東北 山形県 山形市 株式会社ブライダル大内 2390001001683 一軒家貸切スタイルの「ハウススタジオ」事業への新参入 税理士法人ピアツーピア

東北 山形県 尾花沢市 株式会社滝見館 8390001009283 カウンターダイニングによるマイクロツーリズム向けサービスの展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 寒河江市 有限会社サガエ染縮工場 4390002015648 ニット製品専門染色工場から絨毯製造業への事業転換 山形県商工会連合会

東北 山形県 山形市 山新観光株式会社 3390001002169 「歩行不安」を緩和・解消するユニバーサルツーリズム事業 山形商工会議所

東北 山形県 山形市 株式会社ＩＫＥＤＡ 2390001014685 ポストコロナ時代を見据えた「非接触・完全キャッシュレス型灯油宅配事業」への進出 山形商工会議所

東北 山形県 山形市 株式会社長栄精密 9390001001231 精密部品加工技術を活かし半導体製造装置部品加工事業への参入 株式会社荘内銀行

東北 山形県 東置賜郡川西町 有限会社保科機工 5390002014698 半導体製造装置部品への大型マシニングセンタ導入による新分野展開 一瀬　章

東北 山形県 長井市 株式会社中央会館 7390001011117 ポストコロナと地方の変化、地域への恩返し、脱炭素経営への取組 山形中央信用組合

東北 山形県 米沢市 八千代田精密株式会社 6390001010268 航空宇宙部品製造技術の応用による半導体製造装置部品市場への進出 株式会社荘内銀行

東北 山形県 米沢市 有限会社登府屋旅館 8390002013177 地域初！温泉熱活用サウナとサブスク型ネット通販でＳＤＧｓモデル構築事業 株式会社商工組合中央金庫

東北 山形県 山形市 株式会社ジャプライズ 6390001005284 個人客向け「ペット用畳」でコロナ後のＶ字回復を目指す計画 山形信用金庫

東北 山形県 東村 有限会社渡辺製作所 1390002003374 舶用エンジン部品から半導体製造装置用アルミ単品部品製造への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 株式会社山本建築設計事務所 8390001002180 立地を活かす！憩いの場を提供する最新Ｉｏｔコインランドリー事業計画 山形信用金庫

東北 山形県 新庄市 株式会社ウェルネス新庄 2390001009009 フィットネスから健康寿命増進のための介護予防事業への展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 田村技研工業株式会社 6390001008089 半導体市場に向け工場を一新する思い切った業態転換！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 山形県 上山市 株式会社共進精機 8390001014424 産業用装置の高精密ボールネジ部品加工への新分野進出および販路開拓 米沢信用金庫

東北 山形県 東田川郡庄内町 株式会社ＵＰＳＴＡＲＴ 6390001015795 ブランド構築力を活用したホテル業への挑戦 株式会社荘内銀行

東北 山形県 酒田市 株式会社庄内タイヤ 6390001007066 タイヤ保管業を通じて地域の活性化を図るプロジェクト きらやかコンサルティング＆パートナーズ株式会社

東北 山形県 米沢市 株式会社創成電子 3390001009949 再生医療向けの細胞培養管理装置の製造事業 菖蒲　雅弘

東北 山形県 寒河江市 株式会社みずき 5390001012380 障害児を対象とした通所系事業の展開 山形県商工会連合会

東北 山形県 天童市 株式会社滝の湯ホテル 9390001004424 セントラルキッチンが「旬・地域・人」を繋げるプロジェクト きらやかコンサルティング＆パートナーズ株式会社

東北 山形県 南陽市 エニシオ株式会社 3390001011533 米粉１００％のペットも食べられるバウムクーヘンの製造・販売による新分野展開 山形県商工会連合会

東北 山形県 山形市 有限会社グロリアルプランニング・ジャパン 5390002005177 地域初！ＡＩマシーンを活用した女性専用フィットネス事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 スズモト株式会社 2390001007961 マイクロバブル関連事業への新規参入 株式会社山形銀行

東北 山形県 上山市 有限会社メガネのスズキ 7390002006371 民生用スピーカー事業のリソースを活かしたぎょうむようアンプ事業への新事業展開 山形県商工会連合会

東北 山形県 村山市 株式会社スガイ 2390001009108 特殊編み機部品への設備導入と自社技術開発による新分野展開 一瀬　章

東北 山形県 山形市 武田紙工株式会社 6390001001085 先端技術を取り入れたワークショップ・多品種出力サービスで地域産業貢献企業に 山形商工会議所

東北 山形県 上山市 株式会社旅館古窯 4390001004882 温泉とカフェを融合した、東北初の日帰り温浴施設による新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 株式会社サム・コミュニケーションズ 4390001002688 ｅスポーツ施設の開設と施設メディア運営による事業再構築 山形商工会議所

東北 山形県 上山市 有限会社蔵王ウッディファーム 5390002006175 果樹園とワイナリー経営で６次産業化を推進する農業生産法人が、ヘルス・サステナブルツーリズムに取り組み、宿泊を伴う体験を提 山形県商工会連合会

東北 山形県 東置賜郡高畠町 米鶴酒造株式会社 8390001010456 酒粕・米こうじを活用した健康食品（酒粕・米こうじパウダー）の製造販売事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 株式会社セルヴァンスポーツ 5390001005590 産業医と企業間連携！ＩＣＴでメンタルヘルス事業への新分野展開 税理士法人ＡＭＡＧＵＣＨＩパートナーズ

東北 山形県 酒田市 株式会社菅原鮮魚 7390001006348 セントラルキッチンの開設により地産地消を実現するプロジェクト きらやかコンサルティング＆パートナーズ株式会社

東北 山形県 東田川郡庄内町 株式会社マルハチ 7390001006843 新製法「茄子漬け」によるａｆｔｅｒコロナ時代「個食」ニーズへの新戦略 株式会社山形銀行

東北 山形県 南陽市 有限会社赤湯殖産舘 2390002014164 農業における産業用ドローンの普及に対応する新サービスの提供 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 寒河江市 クサカベ石油株式会社 8390001011768 高齢者の支援サービス及び不便さを解決する有人コインランドリー 山形県商工会連合会

東北 山形県 新庄市 株式会社小野銃砲火薬店 1390001015230 産業火薬ストックポイント新設によるＢｔｏＢ保管業務の展開 新庄信用金庫

東北 山形県 長井市 有限会社山形工房 7390002015018 東北産広葉樹を活用した新分野展開と破材リサイクルによる循環型社会への適応 株式会社山形銀行

東北 山形県 米沢市 東北整練株式会社 4390001009997 化学繊維を代替しＳＤＧｓに資する天然由来繊維生地の製造及び販売 株式会社山形銀行

東北 山形県 天童市 有限会社佐藤工芸 1390002005453 ライブコマース販売と体験型木工施設の建設によるコト「新しい体験」とトキ「特別な時間」の提供 株式会社山形銀行

東北 山形県 天童市 株式会社フルーツ農園大泉 1390001013085 ワイン醸造と受託醸造サービス事業の新構築 丹野　覚

東北 山形県 西置賜郡白鷹町 有限会社ナカヤマ製作所 6390002015183 高精度深穴加工の実現によるＰＣＲ検査等医療用機器部品の製造 株式会社山形銀行

東北 山形県 長井市 株式会社手塚建材 9390001011123 地域の自然を活かした花公園及びレジャー施設整備による砕石事業跡地の再活用 株式会社山形銀行
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東北 山形県 西村 株式会社アサヒ技研 2390001012177 ファイバーレーザー加工機導入による新分野への参入 山形県商工会連合会

東北 山形県 村山市 株式会社エツキ 3390001009081 印刷機からＮＣ加工機に新分野展開、技能五輪と半導体製造装置需要に合わせる 株式会社山形銀行

東北 山形県 南陽市 山形食品株式会社 5390001010698 ペットボトル飲料市場の容器需要の変化による製造業態の変更 株式会社山形銀行

東北 山形県 寒河江市 株式会社ブライト 7390001012379 居酒屋事業から蕎麦事業への合従連衡によるシナジー効果 都筑　正之

東北 山形県 西置賜郡白鷹町 新輝産業株式会社 5390001011630 地域資源（間伐材・支障木）の再利用によるＳＤＧｓの実現に向けた新分野展開 山形中央信用組合

東北 山形県 山形市 株式会社アスク 6390001000095 海外子会社を活用し、インド市場をターゲットとした加工食品及び日本酒等の貿易業務展開 株式会社荘内銀行

東北 福島県 喜多方市 株式会社曽我製麵 6380002034936 老舗製麺会社が挑む新商品「冷凍ラーメン」の開発・製造・販売。 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 福島市 丸善運輸株式会社 5380001001657 土木工事・解体工事・運送事業からポリウレア防水塗装事業への取り組み 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 福島市 株式会社ＧＯＴＯＫＵ 9380001027327 和食の技術と低温調理法を用いた高品質ハンバーガーによる移動型テイクアウトショップと通信販売 株式会社東邦銀行

東北 福島県 会津若松市 株式会社ｔｉｐｕ 7380001028442 コワーキングスペース「ティプ」を活用したテイクアウト・デリバリー・ＥＣ事業 松﨑　陽一

東北 福島県 福島市 ３６ ｂａｒから焼肉屋への挑戦！～食から始まる福島の街の活性化へ～ 日本みらい税理士法人

東北 福島県 いわき市 株式会社矢吹量一酒店 6380001014022 酒屋内で角打ちのできる新業態カフェ！日本酒と福島の魅力を再発進 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 いわき市 株式会社大平 7380001013262 明治時代から続く伝統のカステラ製法を活かしたどら焼きの開発と販路開拓 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 会津若松市 株式会社順風舎 7380001022809 地域活性化に一役買う不動産事業とコミュニティスペース事業 鈴木　憲司

東北 福島県 郡山市 合同会社一縁 3380003004494 着物サブスクリプション事業による若年層の獲得と顧客増加 株式会社東邦銀行

東北 福島県 白河市 有限会社ビージェイ・クリエイティブ 6380002018773 健康重視！コロナ対策！ロハス体験プライベート・オートキャンプ場 白河商工会議所

東北 福島県 耶麻郡西会津町 ＫＵＲＡ． 飲食業から宿泊業へ！古民家リノベーションによるホテル事業展開 福島県商工会連合会

東北 福島県 郡山市 株式会社笑味風 7380001010045 福島と沖縄の果物を使ったフルーツ文化の創造と交流事業の新規展開 税理士法人三部会計事務所

東北 福島県 須賀川市 須永優太 現役競輪選手監修“バーチャルサイクリング”フィットネス・サロン 白川　淳一

東北 福島県 白河市 有限会社幸栄 2380002017754 ブロックチェーン技術を活用したＮＦＴアートやデジタルコンテンツの開発 株式会社東邦銀行

東北 福島県 郡山市 株式会社アールアンドエヌ 1380001030222 アプリを用いた運転代行手配事業 添田　大輔

東北 福島県 白河市 ロッキシステム株式会社 4380001010477 ものづくり大国の復権へ！試作レスによる国内製造業の競争力強化 株式会社常陽銀行

東北 福島県 福島市 洋食居酒屋Ｋａｎｎｏ レストランのノウハウを活かした洋菓子販売およびテイクアウト対応 髙司　浩史

東北 福島県 会津若松市 ＤＵＢ　ＤＥＳＩＧＮ コロナ禍におけるグッズの内製化事業 会津商工信用組合

東北 福島県 二本松市 株式会社大洋メンテナンス 9380001009952 仕入れの強みを活かした新鮮魚介類の卸売・小売業への業種転換 二本松信用金庫

東北 福島県 福島市 株式会社ガンマーサード 3380001004158 古民家レストラン 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 福島市 株式会社東北寝装開発センター 7380001000954 高品質な睡眠を提供できる、工場直販の「寝具小売店」開店計画 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 福島市 株式会社亀岡工務店 6380001000352 福島から世界へ！欧米豪への日本庭園付き古民家輸出プロジェクト 株式会社東邦銀行

東北 福島県 会津若松市 株式会社高橋庄作酒造店 5380001030177 会津娘が挑む　酒粕に新たな価値を見出す純会津産和リキュール 株式会社東邦銀行

東北 福島県 会津若松市 株式会社あいづ換地事務所 7380001018237 ドローンを用いたスマート農業支援サービス 大堀　英一

東北 福島県 会津若松市 株式会社飛鳥 2380001018217 自家源泉高級湯治宿∔新感覚水辺のダイニング＆ワーケションスペース『ＫＡＷＡＤＯＫＯ』事業 会津信用金庫

東北 福島県 いわき市 株式会社朱禧 7380001013650 震災より１０年いわき・湯本に食をテーマに「仕事」の宿を新展開 株式会社リョケン

東北 福島県 郡山市 株式会社トクボー 6380002015449 地域住民の安心安全な生活を担保するアスベスト除去工事への進出 株式会社常陽銀行

東北 福島県 福島市 シオヤユニテック株式会社 6380001003363 高精度・高機能ベンダー導入による精密板金事業への進出 株式会社ゼロプラス

東北 福島県 田村 株式会社コスモコーポレーション 5380001007844 小型の化粧品製造容器製造から、消費財メーカー向け中型の日用品雑貨類の製造への取組み 山子　顕

東北 福島県 福島市 株式会社民報印刷 3380001001691 紙媒体と相乗効果を生み出す動画作成・編集の新分野展開 株式会社秋田銀行

東北 福島県 郡山市 株式会社スタジオレック 4380001005568 テレビＣＭ制作から４Ｋ映像による自治体ＰＲ動画制作への取り組み 山子　顕

東北 福島県 須賀川市 茜精密工業株式会社 3380001011121 ロボットによるワーク脱着の自動化で実現する価格競争力の向上およびプーリー製造への新規参入計画 シェアビジョン株式会社

東北 福島県 郡山市 株式会社丸戸産業 3380002012416 工場の一部撤去によるこだわりの精肉店事業への展開 滝田　薫

東北 福島県 伊達郡川俣町 有限会社せっけんや 7380002005754 町の電気屋さん復活プロジェクト！新店舗開設による家電のお困りごと解決事業 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 白河市 株式会社東工業 2380002018934 「ハード×ソフト」の融合が生み出す“スマート溶接”の実現化！ 株式会社常陽銀行

東北 福島県 いわき市 株式会社タクシン 5380001014254 『複合加工機による医療装置部品加工』精密製造技術を生かした製造業総合プロデュース企業へ転嫁 株式会社福島銀行

東北 福島県 郡山市 株式会社ワイエムシステム制御 4380002013082 自社工場の立ち上げによる付加価値の高い制御盤の開発と市場開拓 滝田　薫

東北 福島県 喜多方市 株式会社ハート・プラザ 9380001021362 ケナフ由来のセルロースを使用したバイオプラスチック分野での新事業展開 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 福島市 有限会社まるい 6380002003478 企業連携による未利用魚を活用した水産加工レトルト・瓶詰商品の製造販売 福島信用金庫

東北 福島県 会津若松市 株式会社会和工務店 8380002030982 仮設リース業への参入・規模拡大による地域建設業の再構築 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 いわき市 有限会社チューダー 9380002024843 いわき市内初！麻雀店＋脳トレ（健康まあじゃん）を活用したデイサービスセンターの連携事業構築 いわき信用組合

東北 福島県 福島市 株式会社ランプハウス 8380001003700 「協働ロボットを活用した装置」の事業化 公益財団法人福島県産業振興センター

東北 福島県 福島市 株式会社イーストプロジェクト 6380001019517 ウィズコロナを見据えた「地産地消お惣菜カレー専門店」への転換 福島商工会議所　中小企業相談所

東北 福島県 二本松市 株式会社糀屋 2380001009380 安達太良高原の湧水池と大草原を貸切り、アウトドア体験とハイクラスグランピング新事業 税理士法人三部会計事務所

東北 福島県 福島市 株式会社アポロガス 9380001000110 アポロハウジング（バーチャルモデルハウス）新設事業 御堂筋税理士法人

東北 福島県 白河市 有限会社さとう総合印刷 4380002017810 関連会社との　組織　再編　を伴う新たなニッチ事業への展開 白河商工会議所

東北 福島県 福島市 有限会社夢形 8380002004573 中古車販売の地域Ｎｏ１事業者がストックビジネス化へ挑戦 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 いわき市 株式会社アクアマリンパークウエアハウス 8380001014697 食のローカルブランドメーカーへの新分野展開 いわき信用組合

東北 福島県 いわき市 株式会社光守興業 6380001015020 地域初！薄物・小物溶接ニーズに、レーザー溶接機導入で高付加価値溶接体制を構築 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 福島市 有限会社安彦染工場 8380002000275 縫製工場の新設および衣料品等製造販売による新分野展開 株式会社東邦銀行

東北 福島県 郡山市 有限会社ひまわり交通 9060002015701 地域に健康と清潔をお届けするクリーニング配送事業 ベストファーム税理士法人

東北 福島県 いわき市 桜電設株式会社 1380001026360 【ウィズコロナに即した「省エネ×ＩＯＴ活用×災害対策」コインランドリーへの展開】 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社
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東北 福島県 いわき市 ＩＷＡＫＩ　ＣＡＬＬ株式会社 4380001027637 地場生産物を食材とした焼き菓子と総菜製造販売のための工場整備 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 田村市 株式会社ＪＡＳＴ 8050001024928 都市再開発や国土強靭化を支える新型地中障害撤去装置の開発 東　幸洋

東北 福島県 白河市 グローリッチ合同会社 4380003003470 糖度２６のイチゴスイーツ＆農園と自然の新・体験型テーマパーク 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 西白河郡西郷村 有限会社オートクラフト草野 5380002019491 自動車産業資源のリサイクルを通した循環型自動車解体事業への再構築計画～動脈産業から静脈産業への転換～ 福島県商工会連合会

東北 福島県 南会津郡只見町 株式会社会津工場 7380001019111 ＦＣＤ精密鋳物を活用した実装ロボット用部品の製造 株式会社東邦銀行

東北 福島県 耶麻郡磐梯町 有限会社ダイケン精機 8380002032293 業態転換による車体部品用金型制作 会津信用金庫

東北 福島県 伊達市 有限会社カート 9380002007006 次世代自動車対応車検・整備センター開設による事業再構築 株式会社大東銀行

東北 福島県 郡山市 トレーディングフーズ郡山有限会社 7380002011100 ブランド肉でつくる高級ペットフード製造販売事業 ニア・コンサルティング株式会社

東北 福島県 伊達市 玉鈴醤油株式会社 5380001003125 発酵ＬＡＢＯスペースを新設し、老舗醤油屋が発酵食品ＯＤＭ市場へ本格参入！ 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 郡山市 西条タクシー株式会社 2380001006097 雨ニモマケズ！全国初、タクシー会社がナポリピッツァをご家庭にお届け！ｉｎ　郡山 株式会社常陽銀行

東北 福島県 福島市 株式会社草野測器社 9380001000416 デジタルトランスフォーメーションによる新たな道路維持管理システムの確立 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 相馬市 有限会社ケントレーディング 5380002028328 食に関するノウハウも活かした体づくり「フィットネス事業」への挑戦 相双五城信用組合

東北 福島県 会津若松市 株式会社岩村製餡工場 2380001017268 １００年続く老舗製餡メーカーによるＢｔｏＣへの挑戦 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 喜多方市 橋谷田商店 ニッチな小ロット生産の食品加工業による事業再構築 会津商工信用組合

東北 福島県 福島市 有限会社高橋工業所 6380002002133 加速する５Ｇ／６Ｇに対応する高精度金型市場へ参入 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 福島市 ふじや食材有限会社 2380002003060 冷凍めんの製造 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 相馬市 株式会社スター精機 5380001015896 新規開発製品を自社製造製品化に対応するための工作機械導入 株式会社七十七銀行

東北 福島県 喜多方市 株式会社プロジェクト会津 2380001022342 農業副産物のもみ殻を原料とする植物由来シリカの製造販売事業 株式会社福島銀行

東北 福島県 双葉郡浪江町 株式会社マツバヤ 6380001016712 国産品、福島県産品素材にこだわった女性向けアンチエイジング事業で地域活性化 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 福島市 株式会社アストラ 5380001000064 ＩＯＴ機能を備えた新型フルーツ皮むき機を開発，レンタル事業 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 郡山市 ライフタイム株式会社 4380001028172 地域高齢者のクオリティオブライフを支援する　コミュニティカフェ付き宅食事業 タスキー税理士法人

東北 福島県 白河市 有限会社キャロット 5380002019442 サブスクリプション型洗車場展開における車のトータルサービス事業 菊地　宏幸

東北 福島県 郡山市 ワンズカフェ キッチントレーラーによる健康をテーマにしたランチ提供事業 ニア・コンサルティング株式会社

東北 福島県 相馬市 株式会社鉾建仏光堂 1380001021477 新型コロナで変容したニーズに対応する「ハイブリッド葬儀」 櫻井　康博

関東 茨城県 取手市 株式会社フューチャーライフ 3050001036985 コインランドリーとゲーム・食事のコラボによる有意義な時間の提案 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 行方市 株式会社サンケー電機工業 9050001022179 自動車部品製造以外の「選別」「メンテ」「製品組立」事業への参入 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 那珂郡東海村 有限会社魚康 1050002007046 飲食店のノウハウと最新冷凍技術を活用した惣菜・菓子製造業へ参入 茨城県信用組合

関東 茨城県 那珂郡東海村 株式会社照沼 8050001004871 干し芋事業者による焼き芋市場進出と直売モデルの立ち上げ 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 株式会社ダステック 6050001001631 デザイン貼り等オプション付「タイルカーペットリネン」の提供 水戸商工会議所

関東 茨城県 下妻市 有限会社キドウファクトリー 4050002017620 オンライン・セルフ・貸切による非対面型トータルウェディングの新展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 有限会社ブリスト 3050002006161 スポーツプレーヤーズカルテシステム開発・販売事業 水戸商工会議所

関東 茨城県 水戸市 有限会社アーキレイ 2050002006360 福祉用具の深い知識を活用した住宅改修販売事業のためのモデルルーム新設と総合工事業への業種転換 水戸商工会議所

関東 茨城県 日立市 マルイアドバンス株式会社 3050001023645 精密加工技術を活かした高精度・高難度加工自動車部品市場への参入 株式会社Ｊ－ＴＡＰアドバイザリー

関東 茨城県 笠間市 株式会社Ｄ．Ｉ．Ｕ． 1050001034207 ライブコマースシステムを導入した産直食材付きオンライン料理教室 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 小美玉市 株式会社山西商店 7050001011968 ＲｅブランディングⅡ「おみたまプリン冷凍化計画」 水戸信用金庫

関東 茨城県 水戸市 有限会社天政 6050002002224 郷土料理のインターネット及び郵送販売 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 那珂郡東海村 酒楽座 当店自慢の鶏唐揚げも取り入れヘルシー性を強調した昼食弁当の販売 湯本　茂

関東 茨城県 つくば市 株式会社レインボーライフ 5050001038955 動画制作とライブコマースを用いた新たな集客サービスによる事業再構築計画 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 有限会社ａｃｃ研究所 7050002007610 葬儀サービスおよびカルチャースクール事業への参入による事業再構築の実現 かがやきコンサルティング株式会社

関東 茨城県 取手市 株式会社翔歩建工 2050001044601 リラクゼーション施設と美容施設の融合によるエステサロンの展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 株式会社扶桑 7050001016109 貸衣裳業の１部店舗を相乗効果の見込める結婚紹介業に業態転換する 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 取手市 株式会社ＴＭＣ 7050001048993 清掃事業、植木管理を主とするグリーン事業への新分野展開 八木　雄一

関東 茨城県 鹿嶋市 有限会社カネチョウ 4050002029938 地元の食材を使用したご当地ラーメン店の開業 生井澤　基博

関東 茨城県 土浦市 三陽用地株式会社 7050001008907 ＵＡＶ（ドローン）測量の導入による測量成果物提供方法の転換 林　敦子

関東 茨城県 牛久市 株式会社チャンス 4050002037387 自社の強みを活かす！遊休所有地を活用した新分野「介護等特化型リフォーム」事業への進出。 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 水戸市 ＯＨ企画 既存の従業員の能力を活用した教育型エステサロンの開業 水戸信用金庫

関東 茨城県 筑西市 有限会社ホーム寝装杉山 1050002042464 ふとん屋が不眠を食事からお助けします！　快眠サポートフードのネット販売 下館商工会議所

関東 茨城県 水戸市 有限会社エヴァンス 2050002000561 ライブレストラン発　３本目の矢（テイクアウト）による事業拡大 Ｅｎ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ　株式会社

関東 茨城県 稲敷郡阿見町 株式会社ジェイアールエス関東 2050001030568 再生原料に寄る生産プロセスを革新しフレキシブルなＥＣＯ再生事業の確立 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 株式会社華まる 7050001027221 有休スペースを活用した焼肉を中心としたＢＢＱ事業 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 鹿嶋市 つぼ八　鹿島スタジアム前店 ウィズコロナに対応した完全個室の非接触セルフエステサロン事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 アクアバイス レンタルアクアリウム業からコロナ禍対応型ドッグランへの転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 茨城県 つくばみらい市 株式会社ＦｕｌｌＨｏｕｓｅ 6050001035670 洋風居酒屋からデリバリー事業への転換 井上大輔

関東 茨城県 水戸市 焼酎ＢＡＲ香音 キッチンカーを利用した移動販売およびテイクアウトによる販売 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 麺処　大木 地粉によるこだわりの麺を使用したラーメンのネット販売による新分野展開 坂入　博

関東 茨城県 古河市 株式会社ナガツカ 4050001018487 働く人の心身の健康増進・支援コミュニティ型オンラインサービス 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

関東 茨城県 つくばみらい市 株式会社Ａｋｉｒａコーポレーション 7050001039927 新しい味わい方が、体験、体感できるラーメン店の開業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 ひたちなか市 麺や赤龍 既存事業「ヘアカラー専門店」の強みを活かした「脱毛サロン」併設への新分野展開 株式会社常陽銀行
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関東 茨城県 守谷市 株式会社知の啓発社 7050001040505 高齢者・障碍者をリバイバルに導く画像デイケアシステムの構築 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 守谷市 シオン株式会社 2050002039113 「安心安全な本物」をコンセプトとしたレザーカフェの展開 林　敦子

関東 茨城県 つくば市 株式会社ＬＡＭＰ 5050001038591 お客様を内面から美しくするトータルビューティーサポートを行うための店舗新設 税理士法人第一経理

関東 茨城県 土浦市 フードブランディング株式会社 1050001033704 コロナ禍におけるテイクアウト事業への展開と、生産性及び収益力向上のためのセントラルキッチン新設 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 つくば技工株式会社 9050001039388 「健康美」（美しく健康に生きる）直接提供事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 かすみがうら市 株式会社かすみがうら未来づくりカンパニー 2050001040930 古民家ゲストハウスを軸としたＢｔｏＢ向け地域価値創造型ワーケーション事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 株式会社ブロードロード 1050001017525 居酒屋からベーカリー事業への新規参入 株式会社足利銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 えり酒店 酒小売店のサツマイモから干しイモ製造直売迄の事業化 株式会社ひたちなかテクノセンター

関東 茨城県 小美玉市 株式会社関川畳商店 3050001011617 空き家問題に対して優秀な留学生と協働、空き家の賃貸・販売事業業への展開 株式会社シャイン総研

関東 茨城県 行方市 リプレイス もう待たなくてもいい　床屋は顧客の待ち時間も脱毛で付加価値化 佐原信用金庫

関東 茨城県 筑西市 株式会社ヒカリ 9050001033011 干し芋加工販売に事業転換し、地域ブランドと６次産業を確立する 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 茨城県 坂東市 マルツ食品株式会社 2050001014505 国産生姜のすりおろし、冷凍加工での食品製造業向け新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 取手市 朝日テック株式会社 6050001027354 大型フィルタープレス用ろ布の革新的製造方法の確立 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常陸大宮市 有限会社ササキモールド 6050002035661 プラスチック金型屋が超精密金属製品製造に挑戦、次世代型低侵襲医療処置具の開発と量産 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 北茨城市 株式会社五浦観光ホテル 2050001024099 地元海産物、農産物を使用した、ホテルの冷凍料理販売事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 茨城県 結城郡八千代町 有限会社高橋食品 3050002017398 豆乳・おからスイーツ商品開発・販売によるニッチ市場の囲い込み 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社河野銅鉄店 7050001007702 産業廃棄物中間処理業で顧客が求めるリサイクルトータルビジネスを提供し循環型ビジネスモデルを構築する 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 下妻市 有限会社スズラン・ロードハウス 9050002017046 コロナ禍で打撃を受けた飲食業から、地域資源を活用した食品製造業への事業再構築 谷口　修

関東 茨城県 桜川市 株式会社東華 6050001030903 リサイクラー工程ロス副産物を再生プラスチックシートに再資源化する新分野展開事業 協同組合さいたま総合研究所

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社佐久間設備 9050001037029 地域密着の設備工事から地の利を活かし地元名産の干し芋製造加工 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 ヤマト精機株式会社 8050001031676 新分野展開を見据えた大型加工部品と５軸加工部品への対応 茨城県信用組合

関東 茨城県 筑西市 有限会社鉄炮塚精工 5050002042295 自動車部品製造メーカーからロボット製造メーカーへの新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 有限会社グリーン交通茨城 9050002007609 愛情溢れる美しい葬儀の創造と人材育成 かがやきコンサルティング株式会社

関東 茨城県 筑西市 株式会社イイダモールド 1050001032846 クリーンルーム環境を構築し高品質プラスチック製造への業態転換 茨城県信用組合

関東 茨城県 土浦市 株式会社長右ェ門 7050001037352 建設資材販売業からさつまいもの食品加工業へ進出し地域振興を図る 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 桜川市 有限会社協栄 2050002043379 配管・修理企業からユニット製造も行うワンストップ企業への転換 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 いそのまい音楽教室 最新の感染対策を施した防音室でひとづくりレッスンを新生児より提供 水戸信用金庫

関東 茨城県 牛久市 株式会社牛久製作所 5050001027990 ユニット組立に対応した一貫生産体制へのビジネスモデルの革新 株式会社商工組合中央金庫

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社西野精器製作所 7050001006976 プレス試作トリミング法の転換による短納期化とコスト低減 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 古河市 永和株式会社 5050001019591 大型立旋盤導入により新規に水処理機器製造事業への展開・事業再構築を行う。 株式会社足利銀行

関東 茨城県 石岡市 三浦紙器工業株式会社 3010601008264 医療系の企業等にオーダーメイド段ボールを即時納品するサービス 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 取手市 株式会社住まい工房ナルシマ 5050001027512 茨城県建築業の業態転換による体感型アトリエと動画での情報発信 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 有限会社谷川クリーニング 8050002027293 フルタイム営業と老健施設の私物洗濯サービスで新規売上を確保する 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 株式会社ヤマグチヤ冷蔵 4050001031671 省スペース省力化を実現した食品メーカー向けニラ加工事業 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

関東 茨城県 つくば市 株式会社梅屋 6050001015400 茨城の郷土料理を活かした日帰り温泉施設への大胆な新分野展開 茨城県信用組合

関東 茨城県 ひたちなか市 清水ノーヅル株式会社 1050001006809 既存事業で培った超精密加工体制を駆使した「宇宙産業：小型人工衛星部品製造」への挑戦！ 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 日立市 株式会社小野瀬製作所 9050001023045 「一品もの」の高精度技術を活かす航空機部品市場への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 飯島プレス有限会社 5050002000278 成長業種である医療機器・半導体製造装置業界への参入による事業再構築 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 小美玉市 株式会社宮内德次郎商店 3050001011930 屑米を選別することで今まで取り扱っていなかった業務用米への新規参入計画 水戸信用金庫

関東 茨城県 牛久市 有限会社サンスポーツ 6050002037690 スポーツ用品店（モノ）から体操教室・ピラティススタジオ運営（コト）への新事業進出 株式会社足利銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社ネクストワークス 2050001035187 地域の子供をバスケットボールを通じた知育・食育・体育で育む地域と共生するバスケ教室×飲食店の事業シナジー 茨城県信用組合

関東 茨城県 神栖市 株式会社ＧＡＫＩ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 2050001033521 感染症を施し、ＤＸによる省力と差別化を両立する焼肉店の運営 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 水戸市 有限会社トツカフローリスト 9050002004779 花の力で内と外から華やかに！セルフエステ・エディブルフラワーカフェ事業 水戸信用金庫

関東 茨城県 筑西市 アーストリンク株式会社 5011201017819 『オンサイトでの破砕処理による機密抹消サービス』の提供 下館商工会議所

関東 茨城県 土浦市 喜作 老舗の割烹料理店ならではの和風カフェレストラン開業による事業転換 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 有限会社ボイス 2050002022589 ポストコロナ時代を見据えた、持ち帰りスイーツ店と非対面型セルフエステ事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 桜川市 株式会社ティック 5050001031919 茨城県を代表するサイクルツーリスト向け宿泊棟の運営 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 古河市 株式会社花新 1050001018507 『飼い主の気持ちに寄り添う　ペットの葬儀から手元供養まで』のワンストップ提供 古河商工会議所

関東 茨城県 牛久市 株式会社ＮＥＸＴ　ＧＥＮＥＲＡＴＩＯＮ 8050001040017 地域交流プラザの建設による“地域の一人一人が輝くステージ”の創造 白川　淳一

関東 茨城県 猿島郡境町 鹿久保運輸株式会社 1050001013929 運送会社によるトラック車両を対象とした自動車整備業への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 有限会社いばらき食文化研究会 9050002004861 業界初！オンラインとリアルの移動式手打ち蕎麦店への業態転換 水戸信用金庫

関東 茨城県 坂東市 株式会社恒奇通商 6010701026592 環境調和型の国内資源リサイクル事業の確立 牛腸　真司

関東 茨城県 水戸市 株式会社イディア・コーポレーション 7050001000401 地域行政・クリニックと連携した水戸市高齢者向けの宅配弁当事業 松井繁忠

関東 茨城県 水戸市 株式会社ハーベストジョイ 8050001003114 新社屋での個人向けに特化したオリジナルペット商品の販売 依田　忠

関東 茨城県 常陸大宮市 株式会社長崎プレス工業 6050001026819 ヘラ絞り加工機導入による製薬工場用タンク製造事業への新規進出 石山　賢

関東 茨城県 水戸市 株式会社エルセルフ 8050001046550 最新ＡＩデジタル技術を活用した水戸市介護施設専門の訪問調剤事業 松井繁忠

関東 茨城県 水戸市 株式会社オオタカ 4050001000585 改正車検制度に対応可能な、大型自動車整備事業への新分野展開 藤原　和江

関東 茨城県 筑西市 有限会社増光製作所 4050002043030 高精度の切断加工技術を活用した生産用機械器具向け精密加工部品分野への進出 株式会社常陽銀行
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関東 茨城県 日立市 小松水産株式会社 4050001024857 しらすひもの専門店による「常陸牛加工品」の開発と一般家庭向けネット販売の推進 公益財団法人日立地区産業支援センター

関東 茨城県 行方市 株式会社高塚製作所 8050001022221 肉厚パイプ加工の生産体制構築で実現する油圧機器市場への新分野展開 株式会社クフウシヤ

関東 茨城県 日立市 株式会社山形測量 7050001024615 最新測量技術を応用した非接触による構造物点検調査事業への挑戦 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 土浦市 株式会社龍介プロジェクト 6050001048524 スープ製造機導入による鶏白湯ラーメン通販事業への新規進出 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 北茨城市 株式会社高砂鐵工所 7050001024227 世界的に需要が逼迫する半導体素材の増産体制の確立と製造環境の改善 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 石岡市 有限会社テイコク 1050002015619 精密複合加工機と歯車測定器導入による高付加価値歯車事業への参入 北浜グローバル経営株式会社

関東 茨城県 鉾田市 農業法人深作農園有限会社 4050002029896 自社生産果実を丸ごと使用したジェラート製造・販売の新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 稲敷郡阿見町 筑波エンジニアリング株式会社 6050001010384 第二工場建設によるラインビルダー事業への新規参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 土浦市 株式会社Ｐｒｅｍｉｕｍ 8050001042376 脱炭素社会への環境負荷低減を実現するバッテリー再生事業への業種転換 水戸信用金庫

関東 茨城県 猿島郡境町 有限会社長野園 1050002020552 茨城県猿島エリア老舗茶屋による紅茶製品の受託加工事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 牛久市 株式会社猛禽屋 1050001043967 再構築事業で動物病院を併設し　猛禽類等のペット生体販売とシナジーを生む 株式会社ビジネスリノベーション

関東 茨城県 下妻市 小口設備工業株式会社 1050001013813 先端デジタル技術を駆使した完全非対面型プライベートエステティック宿泊施設 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 株式会社大塚製作所 3050001000586 低侵襲脊椎手術トラバース器具の開発（世界初）と生産体制整備による医療分野参入 株式会社商工組合中央金庫

関東 茨城県 水戸市 環境美化管理株式会社 6050001000666 地域密着型の有人コインランドリー事業及び洗濯代行事業への進出 北見赳夫

関東 茨城県 つくば市 有限会社盛田アグリカルチャーリサーチセンター 2050002022366 個人消費者向けの熟成した有機野菜及び自社製造の堆肥販売事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 北相馬郡利根町 株式会社神戸製作所 6050001025184 高機能ＣＮＣ自動旋盤の導入と精密切削加工技術を活用した自動車部品・産業機械用部品における新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社茨城中央フラワー 2050001006304 花束製造販売による当社利益の拡大とフラワーロス削減の両立 畠山　佳樹

関東 茨城県 下妻市 株式会社オリオン急配 9050002017979 ドローン遠隔倉庫管理システムの導入による地域内共同輸出プラットフォームの構築 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 龍ケ崎市 株式会社イシダ 8050001025752 建設業から、産業廃棄物の中間処理事業への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 牛久市 株式会社染野製作所 8050001028086 非ＪＩＳ新規天井下地材による耐震天井（商品名ＥＳ天井ＳＳＳ）製造ライン新設 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 取手市 株式会社ベストアローズ 2050001036838 衣料品検品業者だから出来る、今までは廃棄されていた不良在庫の再生販売 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 北相馬郡利根町 株式会社ユニオングローバルソリューション 4050001036984 事業者向け建材塗料販売会社が、ＥＣサイトによるＢｔｏＣ塗装販売事業に進出。 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 石岡市 合同会社ＢＮＷ 8050003004119 リアルな体験空間の整備とオンラインを融合させた高齢者のフレイル予防等の健康増進支援事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 東茨城郡茨城町 日東自動車機器株式会社 8050001002875 自動車の環境対応のため鋳巣改良金型を新規に内製する取組み 滑川義裕

関東 茨城県 石岡市 株式会社総合体育研究所茨城 1050001012328 児童発達支援事業および放課後等デイサービスへの参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社化研 6050001000658 原子力施設の廃止措置等に係る事業（ＤＤ（Ｄｅａｃｔｉｖａｔｉｏｎ　＆　Ｄｅｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｉｎｇ）事業）の立ち上げ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 稲敷市 清水物産関東ＳＰ株式会社 7050001046361 高生産性生産ラインの構築と大手企業との連携等による新製品開発 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社関根鉄工所 7050001023947 大型精密加工機械導入による新規製品展開 株式会社東日本銀行

関東 茨城県 龍ケ崎市 まつ建トータルサポート株式会社 3050001044889 ３蜜回避でストレス発散注目高まるサバイバルゲーム遊戯施設 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 株式会社コルザ 5030001129335 ペット同伴が可能なハンバーガー店の展開 土公　文平

関東 茨城県 日立市 有限会社錦工業 3050002031119 半導体産業向け高精度高強度製品開発による新分野展開 牛腸　真司

関東 茨城県 つくば市 とんきゅう株式会社 6050001015986 飲食事業から、自宅・野外食用の食肉小売事業への新分野展開計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 鹿嶋市 有限会社レジャー・クリエイト 1050002026863 セントラルキッチン導入とオリジナル鳥“シャモチン”のメニュー開発 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社エイブイシー 4050001006616 低温脱ガス装置の製造・販売による半導体製造装置市場への新規事業進出 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 古河市 有限会社白石製作所 1050002024578 自動車部品業界から車載向け半導体部品産業への新分野展開 株式会社足利銀行

関東 茨城県 古河市 株式会社ヒロベジ 7050001019458 野菜卸業者が本気で作る干し芋事業への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 株式会社筑波山江戸屋 3050001017399 日帰り客を取り込め！　―Ｃａｌｍ　Ｃａｆéでオシャレ筑波山― 増山　英和

関東 茨城県 筑西市 Ｏｍｉｆａｒｍ 生き残りをかけた自社農産物の加工品製造業への業種転換 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 株式会社アイジェイエス 8050001003238 リアルとバーチャルで集客するシェアキッチンＭｉｔｏＢａｓｅ 水戸商工会議所

関東 茨城県 つくば市 株式会社一望 3050001034080 温泉旅館の新分野展開　筑波山麓で天然温泉を楽しむグランピング 水戸信用金庫

関東 茨城県 結城郡八千代町 高浪化学株式会社 6050001013503 新型ペレタイザーの導入による、複合材ペレット製造への参入事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 土浦市 株式会社チャンプ・ホールディングス 3050001035500 茨城県初の国産サーモン専門レストランで地域を元気に！ 水戸信用金庫

関東 茨城県 北茨城市 有限会社佐々木食品 2050002032431 シフォンケーキ製造販売を可能とする新規サプライチェーンの構築 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 茨城県 つくば市 有限会社コート・ダジュール 5050002021225 食べることの大切さと喜びを伝えるマルシェ事業の展開 株式会社筑波銀行

関東 栃木県 日光市 有限会社ネクサス 3060002016770 日光のゲートタウン今市で子育て世代を応援する食のプロジェクト 日光商工会議所

関東 栃木県 矢板市 株式会社ブリジック 3060001026465 技術職特化型で実践的な英語力が身につく動画授業システムの開発 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 芳賀郡益子町 島田陶芸苑 アトリエ桜野による新しい体験教室で、陶芸の歓びを味わう新事業 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社Ｃｏｏｋｉｎｇ＆Ｇｌｏｗ 7060001028532 障害者就労継続支援事業の運営による業種転換 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 栃木県 河内郡上三川町 株式会社シーバワークス 4060001030037 労働者人口が減少する日本を救う産業用ロボット教育事業の開始！ 高橋邑伍

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社五光 4060001001649 一貫対応が強みであるディスプレイ業者の、ＤＸ化促進による動画制作、動画広告配信等への取り組み 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 有限会社えんてんか食堂 4060002035010 脱アルコールに向けた世界初の食パン事業 リードブレーン株式会社

関東 栃木県 佐野市 株式会社エクリュ・アート 1060001021022 花・植物のプロショップ、アーティストとしての経験を活かし「フラワーカフェ事業」を行う。 税理士法人こうの会計

関東 栃木県 大田原市 株式会社ＥｖｏＲｅｖｏ 6060001030167 居酒屋からコロナ禍でも生き残るキッチンカー移動販売への事業転換 佐藤　秀紀

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社宇都宮天一 5060001000666 コロナ禍でも安心安全な美食をお届けします！宅配すし専門店への新分野展開 星野　基

関東 栃木県 日光市 合同会社東山閣 1060003001550 ＡＲイベントプラットフォーム事業 森野　英昭

関東 栃木県 さくら市 Ｈｅａｒｔ　ｏｆ　ＴＯＫＹＯ 通勤用から現場で洗って清潔高耐久イヤーパッドカバーへの新展開 東京東信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社ナショナル企画 8060002006890 機器導入による「コロナを乗り切る」新しいリラクゼーション提案 フィネスコ株式会社

関東 栃木県 足利市 株式会社エスト 3060001021598 食品実演販売業で築いた販売経路を活用した菓子製造業への転換 ダブル－ウィン・コンサルティング合同会社
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関東 栃木県 宇都宮市 株式会社なかい 4060001029946 飲酒主体の居酒屋から食事主体の飲食店への新分野展開 塩濱　茂夫

関東 栃木県 宇都宮市 個徹ゼミナール オンライン授業でマンツーマン個別指導を受けるための講師予約サイトの構築と運営 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 日光市 有限会社中禅寺ストアーみむらや 7060002015760 １０ｋｍ圏内に競合店がない山間の観光地でのコインランドリー事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社城北工範製作所 2060001000140 医療機器部品製造分野においての新規参入の実現 株式会社足利銀行

関東 栃木県 日光市 株式会社守田家 4060001008652 ワッペン・刺しゅう品の国内外ＥＣ・実店舗・イベント販売事業 日光商工会議所

関東 栃木県 那須塩原市 日本プレーテック株式会社 5060001012050 目指すべき脱炭素社会を背景に、拡大する再エネ＆電動車の市場への参入 株式会社足利銀行

関東 栃木県 小山市 株式会社サンフーズ 3060001030120 給食ノウハウを活かし弁当へ進出！デジタル化で真心を尽くす！！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 足利市 株式会社荻野合成 8060001019431 ガス対応技術と初導入となる電動成形機にて高精度成形を実現し新分野の大型車両業界へ 竹野谷　周久

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社サンコーソーイング 3060001001798 岩手山の水で洗う循環サイクル社会に適応した羽毛リフォーム事業 株式会社岩手銀行

関東 栃木県 芳賀郡益子町 有限会社サカエ厨房設備 1060002018117 レーザ切断加工機導入による半導体製造用クリーンブース部材市場への進出 真岡信用組合

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社ステップ 4060001025391 豊かな地域づくりに貢献する介護事業者が地域課題に取組む新たな“ステップｋｉｔｃｈｅｎ”事業（新分野展開） 株式会社とちぎんキャピタル＆コンサルティング

関東 栃木県 下都賀郡野木町 株式会社松下通商 3060001014759 フィットネスサービスの参入で多角化経営を開始し、今後の事業リスクの分散化を図る 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社スタッフバンク 1060001005256 人材派遣業が弁当のテイクアウト、日用品・介護用品配達サービス事業へ進出！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 真岡市 株式会社協栄社 3060001009296 抗ウイルス印刷技術を活用した安心・安全なパッケージの生産体制構築 株式会社足利銀行

関東 栃木県 小山市 株式会社ｉ－ＳＨＡＰＥ 8060001014614 アフターコロナに適応し、地域を代表する高品質焼肉事業への転換 小山商工会議所

関東 栃木県 下野市 株式会社前田工業 2060001015114 医療分野展開（ＣＴ及びＭＲＩのＦＲＰ製外装カバー製造） 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 河内郡上三川町 株式会社古口工業 1060001005413 ＥＶ向けのリアピラー製造による製品ラインナップ強化を図る新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 栃木県 那須塩原市 有限会社プランニング洋子 8060002023408 ラーメン店が冷凍餃子を製造し無人販売所で挑戦する！業種転換 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須烏山市 株式会社恵伸精密 1060001023679 小型精密部品製造から高い寸法精度を有する大型部品製造に進出する再構築 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 小山市 株式会社ジアースコーポレーション 4060001014898 工業用塗装ライン設置による金属製品塗装ニーズに応える体制整備 近山　寿博

関東 栃木県 佐野市 有限会社金禄 6060002038903 老舗和菓子屋がつくる「ＳＮＳで映える冷凍和菓子」等のインターネット販売プロジェクト 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 栃木レザー株式会社 9060001017442 栃木レザーオリジナルブランド商品開発プロジェクト 税理士法人山本総合会計

関東 栃木県 小山市 有限会社誠和葬祭 9060002028711 簡易宿泊施設を新設し、ご遺族の想いに寄り添うご遺体ホテルを運営開始！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 さくら市 シンテックス株式会社 7060001006026 高品質な鉄道車両部品等提供のための生産体制の再構築 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社井上総合印刷 7060001000549 「ミウラ折り」による製品開発および全国の印刷業者との連携関係構築による全国展開、売上構造の再構築 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 有限会社仲乃家 6060002032427 老舗料亭に泊まる、小江戸「蔵の町」を感じる宿泊サービスの開発 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社医療福祉人財センター 5060001012232 健康寿命延伸を目指したアクティブなサ高住及びデイサ－ビス事業 岸　広

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社龍華園 9060002009802 中華料理店を廃業し、雷都宇都宮で斬新なラーメン店Ｋａｍｉｎａｒｉ　Ｃａｆéを開業！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 佐野市 有限会社テクニカルタカダ 6060002039265 ステンレス加工専用の製造装置導入による食品製造機械分野への参入 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社薄井工務店 4060001023321 注文住宅の物件管理が『楽になる』打合せアプリ　【ｔａｔｅｔａｒａ】 株式会社足利銀行

関東 栃木県 鹿沼市 共陽精密株式会社 2060001010370 荒加工業者から試作開発企業へ躍進！燃料電池・半導体分野への新展開 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社仁 9060001027103 コロナ禍でも安全に利用できるデジタルフィットネスジムによる、地域の健康増進事業 税理士法人ＧＮｓ

関東 栃木県 さくら市 有限会社戸田鈑金製作所 9060002012764 新型ベンディングマシンによる厨房機器用内部部品・大型部品参入 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 はやぶさ交通株式会社 5060001005789 観光バス企業が葬祭用仕出し及びアレルギー食対応の飲食店に挑戦！ 惠美須丈史

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社ハレルヤ・イズム 6060002010795 インバウンドゴルフツーリズムに特化したポータルサイト事業 ブライトウイル・アドバイザリー株式会社

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社高尾屋 3060001006780 全国初、パラリンピックでのトレーナー経験を活かしたリハビリサービス 株式会社サクシード

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社博報サービス 4060001003637 栃木県初進出！社会人向けクリエイター養成スクール運営事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 栃木グランドホテル株式会社 6060001016505 地方のシティホテルの機能を活かした住宅型有料老人ホーム事業への参入 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社ミササ 7060001010647 地域密着の石材店によるフィットネスジムへの新分野展開 株式会社筑波銀行

関東 栃木県 足利市 有限会社ヤマギシテクノ 8060002037622 高精度・微細加工金型の実現による高成長の航空宇宙、医療機器市場への新分野展開 足利商工会議所

関東 栃木県 那須郡那須町 株式会社Ｄｒｉｆｔｅｒ 4060001031150 リモート制作とネット配信コンサートに特化した音楽スタジオの開設 税理士法人アイ会計事務所

関東 栃木県 大田原市 株式会社トムテック 3060001013868 ハーネス製造企業が医療機器ユニットと鉄道信号の制御装置の受託製造へ進出！ 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 河内郡上三川町 株式会社おかもと 3060001005394 地方発　思い出の味と共に家族のきずなを作る葬祭サービスへの新分野展開 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 日光市 株式会社ホテルサンシャイン鬼怒川 2060001008712 新・鬼怒川観光スタイルの創出に向けた遊休施設リノベーションによる「Ｌａ　ｍａｒｃｈｅ’　Ｎｉｋｋｏ－Ｋｉｎｕｇａｗａ」整 大関　眞一

関東 栃木県 佐野市 株式会社アイ・トライアル 2070001021193 試作製造から完成品へ！ペット用酸素カプセルの商品化とＥＣ等販売事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社チームバリスタ 3060001024543 栃木県及び宇都宮市の活性化を目指す！街づくり飲食事業の展開と地域経済貢献 株式会社サクシード

関東 栃木県 栃木市 株式会社ＯＴＰ 2060001027233 塗装工程の全てを請け負う総合塗装メーカーへの変革による事業再構築 松永　敏明

関東 栃木県 真岡市 有限会社ヨコタ 7060002017757 ＩＴベンダーから脱皮、ＩＣＴネットワークナレッジコンサル企業へ！ 真岡信用組合

関東 栃木県 佐野市 有限会社ホテル三吉野別館 3060002039466 地域に密着した非接触型グランピング施設の構築と運営 株式会社ウィレコンサルティング

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ＯＮＥ　ＳＴＡＲ 3060001021607 オリジナル食品の製造によるキッチンカー出店とうどん店での昼営業による事業再構築 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 栃木市 日本精管有限会社 5060002032444 先端医療と次世代自動車分野に進出する為の同時５軸制御加工技術の確立 栃木商工会議所

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社嶋田屋本店 8060002020248 試飲も食事も楽しめる次世代酒屋スタイル開発による業績Ⅴ字回復 株式会社サクシード

関東 栃木県 小山市 那須スポーツガーデン有限会社 2060002029427 廃校になった小学校の施設をリノベーションしたグランピング施設 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 さくら市 ＨＣＣソフト株式会社 8060002012435 廃校を利用した、ドローンとスポーツテックの実験場を兼ねた研究開発施設の運営 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 有限会社上岡軽合金鋳造所 1060002033529 発泡性ポリメチルメタクリレートを用いた新たなアルミ砂型鋳造方法を確立し高精度の製品づくりを実施する 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 足利市 株式会社宇井精密製作所 8060001018350 医療機器へのプラスチック成形部品製造の新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ＨＡＲＭＡＮ　ＰＲＯＤＵＣＴＳ 5060001028030 冷凍餃子の製造・無人販売方式と障がい者福祉支援の融合 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 那須塩原市 合同会社Ｇｒｏｗｉｎｇ 1060003002680 自社の強みを活かした「レストアサービス」による新業態への挑戦 株式会社足利銀行
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関東 栃木県 那須塩原市 奥那須建設株式会社 8060001011330 キャンピングカーごと楽しめるイベント盛り沢山のキャンプ場の運営 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 有限会社若菜製作所 8060002033118 食品・半導体部品加工への新規参入　複雑形状加工への挑戦！！ 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ワカヤマファーム 1060001029081 体験・飲食施設・ミュージアムの併設による体験型観光体制の構築 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 那須塩原市 深谷建設株式会社 5060001011531 差別化したオートキャンプ場運営による地域活性化への貢献と安定的な収益の獲得 株式会社ゼロプラス

関東 栃木県 日光市 株式会社エイム・クラージ 1060001025584 過疎地域の資源活用による就労機会の創出と過疎地域経済活性化への貢献 株式会社サクシード

関東 栃木県 小山市 株式会社ポーラーズ研究所 6060001014756 陰イオン系難処理有害物質処理剤による土壌事業への新分野展開 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社中央 9060001002766 複合加工機と横型マシニングセンター導入による製造装置分野への新規参入 株式会社筑波銀行

関東 栃木県 小山市 有限会社佐藤機械製作所 7060002028449 大型製缶溶接技術を生かして、通信業界への新規参入事業 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 佐野市 株式会社６月の森 1060001021732 ウェディングチャペルをワーケーション対応・貸切宿泊施設に大改装！ 佐野商工会議所

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社小林酒店 4060001010393 酒屋が酒蔵を事業承継、事業再編で酒蔵の無いまちに酒造りを復活 鹿沼商工会議所

関東 栃木県 小山市 小山鋼材株式会社 1060001014091 新型マシニングセンタの導入による、燃料電池市場への参入 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社銀座園 1060002003085 中華料理店がコロナ禍でも拡大している焼肉市場へ挑戦する事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 田渕工業株式会社 4060001016936 新製品の樹脂素材を用いた、インフラ工事機器の一貫生産 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社サンドライ 3060002004115 ＥＣサイト及びアプリを使った布団クリーニングのデリバリーサービス事業 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社ミツボシフーズ 8060001024002 野生シカ肉ジビエを活用したドックフードの製造と地域イノベーション貢献 大田原信用金庫

関東 栃木県 栃木市 日本データドリブン株式会社 5060001027627 ＩｏＴ向け高精度ＧＮＳＳソリューション提供ビジネスへの転換 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社スキット 4060001005311 コロナ禍を受けた「ＳｃｈＩＴ　どこでも放送局」事業で新分野展開 東　健司

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ＧＲＡＴＩＴＵＤＥ 5060001033170 愛と笑顔で送る、離れていても心寄り添うフューネラル（新葬儀） 株式会社足利銀行

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社ＡＲＩＡ 3060001029393 お客様が持つ『肌』の素材美を引き立てるエステサロンへの転換 斎藤　秀樹

関東 栃木県 小山市 有限会社いせや 8060002027813 無洗剤コインランドリー事業で、皮膚炎減少や地域の水質資源保護に取組む 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社日東コーン・アルム 7010001175932 プレミアム冷凍ケーキのＤ２Ｃプロジェクト 株式会社足利銀行

関東 栃木県 小山市 有限会社大幸製作所 7060002028829 中厚板加工品の製造販売を開始する事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社タケカワ 6060001005581 タケカワＥＣサイトを通じた時計文化・技術の発信 株式会社みずほ銀行

関東 栃木県 芳賀郡芳賀町 株式会社大津屋呉服店 8060001009688 老舗呉服店による『芳賀町特産品×写真×和雑貨』のコラボ商品の販売！ 村田　累実

関東 群馬県 太田市 有限会社蔵庄 2070002029013 自家製低温熟成肉を主体とした惣菜テイクアウトで新規事業 桐生信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社Ｔｕｎｏ 7070001030677 リアルの出会いの場を提供する独自の婚活サポート事業の創設 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 吾妻郡東吾妻町 株式会社プラテック 5070001024086 新型プレス機導入による５Ｇガラスアンテナ製造事業の展開 マーキュリー株式会社

関東 群馬県 太田市 Ｍａｒｒｏｎ 美容サロン（サブスクリプション型ヘアカラー専門店）を新規に開業 桐生信用金庫

関東 群馬県 高崎市 ｅサポートサービス株式会社 9070001011270 塾長１人で年間１０００万円の売上を上げるオンライン学習塾のＦＣ展開 株式会社群馬マーケティングセンター

関東 群馬県 桐生市 有限会社桐生丸由 2070002023172 和風マスクのガチャによる非対面販売方法でコロナ禍からＶ字回復 早瀬　達

関東 群馬県 前橋市 株式会社丸広 3070001029525 コワーキング機能を備えた低価格カプセルホテル事業の新分野展開 関　誠

関東 群馬県 邑楽郡大泉町 株式会社エムエスエー 7070001020769 オリジナルグッズの製造・販売 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 有限会社魚徳 9070002028173 小規模食料品スーパーの生き残りにかける移動販売・弁当販売の事業化 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 邑楽郡明和町 リプラン株式会社 8010501021081 歯のホワイトニング事業 館林信用金庫

関東 群馬県 吾妻郡嬬恋村 Ｐｉｇｇｉｅｓ 別荘・ホテル等滞在者向けリゾートコワーキングスペースの提供 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 有限会社アシマ 7070002036013 ファスティングの専門知識を活用した宿泊施設への新分野展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 館林市 分福酒造株式会社 5070001021975 当社日本酒「分福」ファン向の飲食店「狸庵（りあん）」新事業展開による事業再構築 館林商工会議所

関東 群馬県 北群馬郡榛東村 株式会社プレスタイル 3070001026539 ドローン空撮とＶＲ映像とリンクしたノベルティグッズ制作・販売による新規顧客獲得計画 北群馬信用金庫

関東 群馬県 館林市 スナック峰 スナックから地元食材を使ったアットホームな雰囲気の小料理屋へ 館林商工会議所

関東 群馬県 前橋市 インド食堂　チャラカラ クラッシックバイクのレストア事業 群馬県信用組合

関東 群馬県 館林市 株式会社Ｎｅｘｔｄｏｏｒ 3070001031522 地域初の地域資源を用いたコッペパンの持ち帰り店舗の運営 館林商工会議所

関東 群馬県 高崎市 株式会社まごころ 3070001028015 博多風居酒屋が本場の味を活かした唐揚げの非接触型テイクアウト 早瀬　達

関東 群馬県 桐生市 株式会社ＭＡＤＥ　ＦＲＯＭ 5070001034911 企業の地方移転の受け皿となる産産・産学連携サポート拠点を開業 桐生商工会議所

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社松商 9070001023225 アウトドアＰＡＲＫ新設による旅館外需要の獲得と地域活性化 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 邑楽郡明和町 有限会社風雷坊 8070002030709 居酒屋からテイクアウトを中心としたカフェレストランへ！ 株式会社東和銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社サムライ・ロック・オーケストラ 4070001030408 『池谷直樹』のたこやき屋（大人気店「くれおーる」監修） 浅山　直希

関東 群馬県 前橋市 株式会社マキヤマ 9070001003029 硝子業界初の機械を導入し、安全かつ製品の多様化をはかり、技術者育成をめざす事業 しののめ信用金庫

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 リカーパークシーザー 利き酒師・シニアソムリエが提供する。酒に合う冷凍・チルド総菜の開発販売 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 株式会社エス．クリーニング 1070001018793 既存事業の強みを活かした歩行特化型デイサービスの多店舗展開 株式会社エイチ・エーエル

関東 群馬県 館林市 株式会社カレン 4070001025449 オンライン面談システムを活用したＥＣサイトでの墓石販売事業への業態転換 井上大輔

関東 群馬県 太田市 なんとかなる合同会社 8011003008121 バナナジュース専門店から焼き芋専門店へ転換 株式会社東和銀行

関東 群馬県 富岡市 株式会社ワイテック 2070001011995 水揚げ後の魚介類を１２時間以内にお届けする電子商取引の開発 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社Ｃ＆Ｔ 5070001028962 翻訳字幕付きのビデオチャットサービス『リモートコネクト』の開発 株式会社インスパイヤー・コンサルティング

関東 群馬県 前橋市 有限会社モトイ機械 6070002006636 食品機械メーカーからＳＤＧＳ関連機械メーカーへの転換 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社花のナカムラ 7070001008087 真空凍結乾燥機を用いたフリーズドライフラワーの商品化とフラワーロスの削減 高崎信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 プロファ設計株式会社 7070001013946 ＩＣＴ測量技術の高度化による３次元測量事業への業態転換 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 壱番家 セントラルキッチンを新設し介護施設への食品製造卸事業の新展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 沼田市 株式会社原田農園 5070001023047 観光農園の強みと機会を活用した果実酒製造販売事業 群馬県商工会連合会
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関東 群馬県 前橋市 設楽印刷機材株式会社 7070001001612 前橋発「人とロボットの共存モデル」提案による、地域イノベーション活性化計画 税理士法人林会計

関東 群馬県 伊勢崎市 アライクリーンタオル株式会社 9070001014050 今までなかった小ロットでのレンタル理美容タオル、ユニフォームレンタル事業の開始 アイオー信用金庫

関東 群馬県 利根郡昭和村 株式会社原田ファーム 3070001026968 イチゴ摘み取り園からスイーツショップへの新分野展開事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社なかや旅館 7070001023482 レトルトスープの開発とＥＣサイトでの販売による業態転換 経営サポート株式会社

関東 群馬県 吾妻郡中之条町 星ヶ岡山荘有限会社 2070002036546 複合施設と一棟貸し宿でワーケーション市場獲得による地域活性化 株式会社群馬マーケティングセンター

関東 群馬県 太田市 有限会社ＴＲＡ 3070002032841 縫製業への進出に向け、裁断から輸送までの一貫生産体制を構築 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社大栄龍 5070002014490 非対面型販売の強化に向けた新製造工場建設による長期賞味期限商品の開発 高崎商工会議所

関東 群馬県 太田市 株式会社セガワツールサービス 2070001019543 極小径切削工具の開発による超微細加工の革新 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 群馬県 邑楽郡千代田町 日東部品株式会社 9070001019925 商社から製造業へ参入、需要高まる「流量計」等の多品種小ロット製造販売 株式会社足利銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 三鈴工業株式会社 4070001013767 長尺ハイテン材曲げ加工技術の高度化による特装車両産業への参入 株式会社愛知銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社佐藤塗装 8070001024959 “住まいづくり”を応援するショールームを開設し、総合リフォーム業に挑戦 あかぎ信用組合

関東 群馬県 桐生市 株式会社新和 7070001016156 プラモデルパーツ製作事業へ新規進出の為の最新式射出成形機による再構築 株式会社ビジネスリノベーション

関東 群馬県 高崎市 株式会社ソルテック 6070001029472 ＳＤＧｓを目指した、生ごみ処理機製造への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 甘楽郡甘楽町 株式会社三山精機 4070001011952 次世代自動車向けサーモセンサーの生産体制構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 桐生市 株式会社アーリーホーム 9070001017417 町工務店挑む！コロナによるウッドショックを乗り切る土木事業の新展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 株式会社アイテク 7070001006009 業界では初となる電気設備工事用ケーブル等の事前加工製造・販売への挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 群馬県 太田市 旭鉄工株式会社 7070001018623 大型塗装ライン製造ノウハウを活かした農業機械業界の小～中型の塗装・乾燥ラインへの進出 シェアビジョン株式会社

関東 群馬県 桐生市 有限会社桑原プレス工業所 8070002023332 コロナ禍で需要が伸びるエアコン部品製造に新規参入し、売上の回復を図る 株式会社フラッグシップ経営

関東 群馬県 太田市 暁工業株式会社 3070001018610 インターネット直販を通したスイングドアメーカー事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 みどり市 株式会社稲垣工業 3070001015616 銅など高反射材加工技術の習得による５Ｇ関連産業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 前橋市 株式会社クレイフィールド 1070001005395 ＬＥＤスクリーン関連業務とライブ配信サービス 山口　明

関東 群馬県 吾妻郡草津町 株式会社中沢ヴィレッジ 5070001026371 草津温泉来訪客３３０万人の為の新観光リソース「ベルツの森の花畑」計画 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社茂木製作所 3070001008586 大型精密位置決めテーブル製品の組立体制の構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社ケイエム工業 3070001009733 医療機器部品事業の新規参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 共和産業株式会社 4070001006630 脳外科内視鏡手術用精密鉗子の量産化体制の構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 内外機工有限会社 8070002011262 筐体部品の板金加工から半導体製造ライン部品の大規模量産対応への転換 株式会社東和銀行

関東 群馬県 北群馬郡榛東村 前橋精密工業株式会社 2070001018165 空の脱炭素に向け開発が進む最新航空機部品製造事業への進出 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 みどり市 株式会社協栄製作所 5070001017057 リバースエンジニアリングによる建設業等向けの高品質金型の製造 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社魁 4070001013899 今後も需要の高まる高齢者マンション等向け家具の製造販売に挑戦 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 吾妻郡草津町 株式会社ニューコーポレーション 3070001023924 滞在可能型リモートワークオフィス＆グランピングキャビン 株式会社ライトアップ

関東 群馬県 高崎市 トキオエンジニアリング株式会社 2070001007820 アフターコロナを見据えた物流向けパレタイジング等における省力化及び高付加価値化システムの開発 高崎信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社天武 9070002020279 新型コロナ感染症対策を徹底した最先端のゴルフ練習サービスの提供 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 株式会社アトリエ宮 9070001028125 本格木造注文住宅会社が、住居の概念にとらわれない移動住宅を提供する 小川秀樹

関東 群馬県 太田市 アイエムエス株式会社 7070001018573 塑性コイル加工等の試作及び事業化 株式会社足利銀行

関東 群馬県 桐生市 プライレット お弁当テイクアウト事業 桐生信用金庫

関東 群馬県 太田市 有限会社上田製作所 7070002028175 小ロットな試作品製造業から高付加価値製品の量産に繋がる交通インフラ事業への転換 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 高崎市 株式会社ファースト 8070001033092 焼肉店から事業再構築。食肉加工業への業態転換。 株式会社東和銀行

関東 群馬県 桐生市 株式会社桐生タイムス社 3070001015830 市民ポータルアプリに老舗新聞社が挑戦し、コロナ禍を克服 早瀬　達

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ヨネアイ 3070001014155 自社製品の開発、エクステリア事業へ進出 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 岡部工業株式会社 3070001018916 半導体事業への進出に向けた高速・高精度パイプ加工及び量産体制整備 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 高崎市 株式会社シミズプレス 2070001009734 脱炭素社会実現に向けた再生可能エネルギー事業への参入 高崎信用金庫

関東 群馬県 藤岡市 高陽精工株式会社 5070001012842 航空機エンジン部品製造用治具製作ビジネスから次世代自動車向け鋳造用ビジネスへの挑戦 株式会社足利銀行

関東 群馬県 館林市 株式会社Ｍａｋａｎａ　Ｌｅａ 3060001029542 子育て世代向け惣菜店ビックママーズキッチンの開業 館林商工会議所

関東 群馬県 伊勢崎市 Ｉｎｆｉｎｉ　Ｔ　ｃｏｍｐａｎｙ合同会社 8070003003250 スポーツコート【Ｘ－ＰＡＲＫ】の新設 湯浅　康弘

関東 群馬県 桐生市 株式会社鈴木機械 8070001016171 受託試験事業による金属加工業の新事業展開 小川秀樹

関東 群馬県 吾妻郡草津町 千代田土地建物株式会社 4070001023873 テイクアウト併設の飲食店と１日１組限定の宿の複合施設で新事業展開 株式会社東和銀行

関東 群馬県 前橋市 田村建設株式会社 9070001002071 職人が教える「自分で建てる低価格こだわりの家」販売への挑戦 株式会社大光銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社ナガイエンジニアリング 1070002013934 自動車関連金型・試作型を内製化することで事業の再構築に挑む業態転換 高崎信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 合同会社ＴＵＬＡ 6070003003070 子どもの未来を育む「放課後等デイサービス事業」への転換 アイオー信用金庫

関東 群馬県 渋川市 有限会社玉樹 3070002026521 群馬渋川の複合的観光拠点となる、アウトドア人の為の温浴施設の運営 鴻上まつよ

関東 群馬県 高崎市 有限会社金田金属 7070002009357 自動車部品で培った技術力を活用した、医療分野向け高精度部品加工への挑戦 北浜グローバル経営株式会社

関東 群馬県 高崎市 株式会社味ぐんぐん 4070001010715 冷凍餃子の無人店販売及び自動販売機販売 日本クレアス税理士法人

関東 群馬県 富岡市 株式会社細谷モータース 1070001029386 塗装ブースを利用した板金塗装サービス しののめ信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社渋沢技研 2070002020161 住宅設備向け金属製品分野への新規参入による事業再構築 小林　英伸

関東 群馬県 渋川市 有限会社マックス 2070002027693 「「電気×ペット×飲食」強みをつなげるグランピング事業への参入」 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社永井食品工業 8070002014190 群馬梅郷再生事業～特産の梅を新たなカタチで食卓に～ 西巻　忠彦

関東 群馬県 高崎市 有限会社小林製作所 7070002009910 自動車のＣＡＳＥ化による車載通信部品事業への新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 沼田市 株式会社林製作所 6070001023046 プラスチック製品製造業における医療分野への新規参入による事業再構築 北群馬信用金庫
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関東 群馬県 高崎市 株式会社サトキン 5070001007041 洋上風力発電・半導体製造業界への新規参入による売上のゴールデンバランスの確率 高崎信用金庫

関東 群馬県 吾妻郡東吾妻町 ｉ・コンサルティング株式会社 3070001024245 若年層向けＩＴ導入ゴルフ施設事業 松島　圭一

関東 群馬県 前橋市 株式会社ケルン 2070001004504 内食需要に応えた食品の製造を開始する新分野展開への挑戦 かなた税理士法人

関東 群馬県 高崎市 高橋商工株式会社 8070001009472 金属部品加工製造業から最終製品製造の開始による事業再構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 株式会社ワークエントリー 9070001011543 みなかみ町の水資源を生かしたナチュラルミネラルウォーター製造業 かなた税理士法人

関東 群馬県 高崎市 株式会社メイクワン 1070002012366 接触機会を最小限にする新しいスタイルの次世代型焼肉店事業 株式会社足利銀行

関東 群馬県 太田市 アルビテクノロジー株式会社 5070001020481 切削プログラム作成とテスト加工の請負による、技術コンサルタント事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社Ｙ’ｓハウジング 2070001030062 造成・基礎・外構工事への参入及びウェアラブルカメラ導入による安全管理体制の構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社広英 2070001032380 レストランのＭ＆Ａとセントラルキッチン化 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 館林市 株式会社Ｏｒａｌ　ｗｏｒｋｓ 1070001031045 歯科技工から世界に一つだけのファランジリング生産体制の構築 アイアンドアイ株式会社

関東 群馬県 前橋市 株式会社スマイルミッション 6070001034043 地域に特化した自動販売機による冷凍餃子の販売とブランド化 前橋商工会議所

関東 群馬県 桐生市 有限会社ネギシシートメタル 1070002024386 精密板金における製品、製造方法の再構築 松永　敏明

関東 群馬県 太田市 株式会社古川製作所 4070001020400 脱炭素社会実現のための「長尺重量物用ロボット溶接システム事業」立上げ 群馬県中小企業団体中央会

関東 群馬県 吾妻郡嬬恋村 丸栄建設株式会社 2070001023966 移住者支援サービス事業の展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 安中市 株式会社荻野屋 7070001009845 生産者応援と在宅生活充実へ向け新たに精肉加工販売事業への参入 株式会社八十二銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社Ｂｏｄｙ　ｗｏｒｋｓ 4070001029391 動作解析データを使った高度な動作指導／幼児期からの動作指導アカデミー事業 しののめ信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社オーテック 5070001013865 ＣＦＲＰを活用した次世代産業部品の製造事業立ち上げ 桐生信用金庫

関東 群馬県 富岡市 有限会社小板橋産業 6070002016206 金属加工業における新商品への転換による事業再構築 しののめ信用金庫

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 株式会社サイトウーコーポレーション 4070001019285 ペレットで健康管理。栄養管理が出来て安全な小動物用ペットフード開発 松山　亮樹

関東 群馬県 桐生市 有限会社荒井家具製作所 4070002022560 自社開発の空気循環式低温乾燥機を家具製造に並ぶ中核事業にする 桐生信用金庫

関東 群馬県 前橋市 有限会社まるやフーズ 2070002006508 ３分５００円で洗車完了する顧客満足度追求型ドライブスルー洗車場 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社ワイズテクノ 5070001029440 地域活性化のための「食」と「住」がテーマの隠れ家的施設の開業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 富岡市 ＧＬＵＣＫ株式会社 6070001031610 新商品における樹脂製品と樹脂塗装を合わせ新規需要獲得による事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 北海機工 テーブル形横中ぐりフライス盤等の導入による深穴加工の実現と環境分野への新規進出 アイオー信用金庫

関東 群馬県 太田市 株式会社村山製作所 9070001020230 再生プラスチックを活用した容器製造方法の変更による業態転換 株式会社足利銀行

関東 群馬県 高崎市 三幸機械株式会社 2070001006979 横型マシニングセンタ導入による医薬プラント向け大型圧力容器の製造体制確立 高崎商工会議所

関東 群馬県 桐生市 株式会社トップ・クリエイト 4070001025738 外国人でも気軽に求職できる非接触型求人募集検索エンジンの開設 福田　秀幸

関東 群馬県 伊勢崎市 フナダ特殊鋼株式会社 8070001013706 半導体製造装置及び産業用ロボットの部品生産事業の新規構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 安中市 東邦工業株式会社 1070001010016 ワンタッチ・カートリッジ式ルームディフーザーの製造販売 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 利根郡川場村 永井酒造株式会社 3070001023321 記憶に残る究極の酒蔵感動体験～日本酒の新しい市場価値創造への挑戦 利根郡信用金庫

関東 群馬県 桐生市 株式会社正田製作所 1070001017218 電動アシスト自転車市場への進出 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社グットハウス 5070001015201 エアコン取付スクール事業への進出 山崎コンサル株式会社

関東 群馬県 吾妻郡長野原町 株式会社人間牧場 1070001028958 農業体験型宿泊事業（北軽井沢ファームステイ） 株式会社東和銀行

関東 群馬県 藤岡市 有限会社興伸ユハラ 6070002017410 精神障害者向けグループホーム運営事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社松村機械製作所 1070001020964 脱炭素社会の実現！ステンレス部品製造の事業再構築 株式会社東和銀行

関東 群馬県 邑楽郡大泉町 有限会社本田不動産 7070002030916 新しい働き方と産学連携のための施設で地域貢献するワークスペース事業 水谷　弘隆

関東 群馬県 安中市 株式会社プログレイス 5012401018409 新しい軽井沢ソサイエティを構築するゴルフ複合施設運営事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 日本パスコム株式会社 8070001002436 県産果物を使用したフルーツデザート製造業工場（食品製造事業の展開） 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社スイシン 1070001010305 ＲＡＡＳ事業で設備導入スピードの促進を図る事業 群馬県商工会連合会

関東 埼玉県 春日部市 有限会社ディー・ワイマネジメントサービス 7030002071930 希少価値のある「北海道ウトロ産魚介類」の国内向けネット販売及びインドネシア飲食店向け卸売事業 八ツ本　泰之

関東 埼玉県 深谷市 株式会社サンカンパニー 9030002115644 新たなこだわり乾燥うどん製麺のネット通販事業による事業再構築 深谷商工会議所

関東 埼玉県 川越市 いのう接骨院 接骨院に併設する国家資格者によるパーソナルトレーニング事業 上田　曽太郎

関東 埼玉県 児玉郡上里町 株式会社エルテクノ 4030001060474 食品を５０℃～９５℃の低温ミスト加工できる加工機械の開発 ラ・ポール税理士法人

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社モリメ 7030001008462 ＳＤＧｓに沿った成長戦略、総合リユース業への進化 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 志木市 株式会社志木サテライトオフィス・ビジネスセンター 1030001047292 “はたらくを、かがやくに”～相談サイト『キャリア・オアシス』の制作展開 石川　麻子

関東 埼玉県 八潮市 コマースバリュー株式会社 7030001118187 個人・小規模事業主のためのポイント制による物流代行サービス＜ＫＯＭＰＯ＞ 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 埼玉県 深谷市 今井医院 医師の知見と指導で在宅太りを解消する瘦身サービスの構築 深谷商工会議所

関東 埼玉県 所沢市 株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｓｗｉｔｃｈ 9140001077718 居酒屋経験を活かし公共施設での音楽レストラン事業への新分野展開 飯能信用金庫

関東 埼玉県 川越市 株式会社むさしの商産 4030001055689 小江戸川越の地でテイクアウト店　和の職人が本気で作るフルーツサンド 飯能信用金庫

関東 埼玉県 草加市 合同会社ＷＨＳ 6030003008338 コロナ禍で最も需要加速している、保育所と幼稚園のオリジナル商品製造 深坂　祐希

関東 埼玉県 入間市 スカイパーク毛呂山 スカイパーク毛呂山併設キャンプ場整備事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川越市 株式会社アカマツ 6030001054235 介護施設等向け真空包装商品の開発販売による売上拡大事業 川越商工会議所

関東 埼玉県 所沢市 有限会社エス・アイ・ピー 1030002028457 放課後等デイサービス事業 佐々木　康貴

関東 埼玉県 川口市 株式会社ビッグボンズ 7030001093307 ラーメン店による風上事業（めん類製造業）への挑戦。 勝海　やすし

関東 埼玉県 越谷市 有限会社菅生製靴 2030002086603 ニューノーマル時代の新たな「ビジネス＆カジュアル」シューズＵＯＧＵＳ開発 株式会社サクシード

関東 埼玉県 所沢市 手打そば　弥兵衛 自慢の出汁を活かした自然栽培野菜カレー事業への挑戦 田中　貢

関東 埼玉県 川越市 有限会社アクセルプロモーション 9030002079583 独自のノウハウを生かした付帯サービスの提供による中古車販売の競争力強化 川越商工会議所

関東 埼玉県 本庄市 いなか茶屋きんしょう 埼玉県特産品及び水産業者連携の持続可能な缶詰製品製造事業の確立 埼玉県商工会連合会
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関東 埼玉県 所沢市 株式会社ジェイ・エル・シー 6030001106845 ＣＡＦＥぐりーんおうる事業創設による「天恵菇」の新分野展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社ラナーヴェ 4030001112440 地方スノーリゾート　テナント店舗事業展開計画 川口商工会議所

関東 埼玉県 新座市 エム・ジェ・エス株式会社 9030001045792 油圧プレス機を導入し絞り加工の可能性を拡大し対他競争力を強化する 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川越市 スマイルポッド株式会社 7030001108510 写真撮影を行う会社から思い出の総合プロデュース会社へと転換 長岡　勝美

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社モバカメ 8010701037068 五反田地区初のリモートワーク対応のカフェスペースを備えた店舗 蛭田　昭史

関東 埼玉県 越谷市 株式会社丸恵 2030001064808 防音機能とネットワーク環境を強化した多目的ルームの提供 株式会社ライトアップ

関東 埼玉県 北本市 やまがたらーめんきたもと屋 防災機器の定期点検を立ち上げてコロナ禍の雇用を守る 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 春日部市 株式会社シンフォニーユニバース 9030001119662 介護事業のホスピタリティノーハウを活用したマリンスポーツ事業 株式会社イソシエ

関東 埼玉県 所沢市 和ビストロ一歩 オーナーの健康食提供を強みとした安心で安全なプライベートジム開設 山取　　大希

関東 埼玉県 狭山市 アトリエギルドＧＯＳＯＵＴＨ アパレル事業者による３Ｄバーチャルマーケットの提供 狭山商工会議所

関東 埼玉県 比企郡滑川町 きくや 非対面型ビジネスモデルの構築 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 桶川市 アーキダンススタジオ 待機児童の解消、及び女性活躍社会に貢献できる　「放課後児童クラブ」の新規開設 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 三郷市 株式会社スタープロジェクト 2030001130262 転職潜在層の若者を対象とした転職活動アプリの開発による非対面人材紹介サービスの展開 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 埼玉県 所沢市 有限会社エイチ・ピー・エフ 4030002032951 フランチャイズを活用したテイクアウト専門からあげ店の開業 飯能信用金庫

関東 埼玉県 川口市 東旭国際健康医療株式会社 7030001129366 ＳＮＳや動画プロモーションを活用した中国向け越境ＥＣの立ち上げ 木佐谷　康

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社千客万来 2030001015868 卸売・小売業から製造業に業種転換し、世の中に無い新製品の開発に挑む 平山　智史

関東 埼玉県 上尾市 株式会社Ｌｉｅｎ 1020001087249 ベトナムコーヒーを楽しめるテイクアウトカフェとＥＣへの展開 小松原　史雄

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 有限会社小塩製作所 3030002021113 最新レーザ加工ラインの構築による新分野市場への展開 株式会社やまと経営

関東 埼玉県 飯能市 株式会社サンドラコーポレーション 8030001094295 ＳＮＳ×飲食店×建設業のシナジーによるドッグラン・カフェ事業 飯能信用金庫

関東 埼玉県 新座市 株式会社ＳＯＬＩＥ 7030001132799 志木市共同プロジェクト「ＳＨＩＫＩＺＭ」出店による地域活性と売上向上計画 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 埼玉県 川越市 株式会社エイチエフ・パートナーズ 2030001121690 日本酒を海外に発信！シンガポールでの独自販路を活用した日本酒輸出事業の展開 株式会社東都経営力向上センター

関東 埼玉県 戸田市 富士技研工業株式会社 7030001021969 新たな水質管理製品の開発と製造方法の変更による業態転換計画 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 埼玉県 東松山市 株式会社アールエフワン 4030001071876 質店のＳＮＳ集客によるオリジナル石鹸の開発・販売業への展開 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 埼玉県 さいたま市緑区 Ｈ＆Ｔ 高齢者も出勤！？通うと元気になる下町パンカフェ出店 東京シティ信用金庫

関東 埼玉県 東松山市 Ｓｈｏｔｂａｒ　Ｃｌａｎ 東松山初のＧＯＬＦ　ＢＡＲ 株式会社ライトアップ

関東 埼玉県 川口市 株式会社勇馬 4030001108380 ウィズコロナでも安心できる高級和牛焼肉店への新規参入 税理士法人ＧＮｓ

関東 埼玉県 草加市 有限会社セイコー 1030002052820 キクラゲの菌床卸として日本の農業と国民の健康へ寄与 税理士法人日本未来経営

関東 埼玉県 越谷市 柳屋 飲食店コンサルの人脈を活用した業務用冷凍食品のＥＣ販売への業態転換 株式会社東都経営力向上センター

関東 埼玉県 戸田市 篠塚愛貴 サステナブルをテーマにしたアイテムの印刷及び販売 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 越谷市 合同会社プロプラス 3030003012945 イージーオーダーで作る、自分サイズのカジュアルファッション 越谷商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社レ・スリジェ 3030001097501 新規店頭テイクアウト・ネット受注販売着手事業 税理士法人ＣＴオフィス

関東 埼玉県 日高市 株式会社マスターオブライフ 7030001090147 ゴルフ×接骨院＝コロナに負けない心身作り、地域活性化とゴルフの発展 飯能商工会議所

関東 埼玉県 戸田市 ｋｏｋｏｒｏｎｉｅｍｉ 人とのコミュニケーションを活かした生活習慣改善カウンセリング 株式会社やまと経営

関東 埼玉県 川越市 ＲＣＧコーポレーション有限会社 2030002096536 こだわりの味のラーメン店を出店し、アフターコロナを勝ち抜くビジネスを構築する 岩本　恭幸

関東 埼玉県 熊谷市 アトリエ　ｆｉｎｅ 生命の源ミトコンドリア活性スタジオ　生活習慣病予防、免疫力アップを図る 熊谷商工会議所

関東 埼玉県 秩父郡小鹿野町 ＴＮＫ協同組合 5030005018807 秩父・飯能の魅力的な地域情報を発信するウェブサイト運営事業 税理士法人ＭＩＲＡＩ合同会計事務所

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 ｔａｍａｇｏ　ｂｏｙ 地元食材を使った【オールさいたま産】の【高級ロティサリーチキン】販売の業種転換 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 熊谷市 リラクゼーションサロン由（ユウ） 新サービス開発やプロモーション実施よる新規顧客獲得 熊谷商工会議所

関東 埼玉県 川越市 株式会社Ｓｕｔｔｏ 7030001125316 日本の観光資産デジタルデータを世界に伝えよう。ＮＦＴマーケットで収益分配プロジェクト。 川越商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市西区 株式会社アイエスカンパニー 4030001014802 ＡＬＬＳＡＩＴＡＭＡ産！武蔵野うどんを活用したランチ・テイクアウト進出計画 株式会社エクステンド

関東 埼玉県 鶴ヶ島市 有限会社内野 4030002093184 蕎麦のテイクアウトとインターネット販売事業 税理士法人みらい

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 シルクロード株式会社 4050001035581 メイドインジャパンのハラール認証オリジナル健康食品の開発と販売 株式会社エイチ・エーエル

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 株式会社Ｚ 4030001130970 ＳＤＧｓに配慮したバル専門店のテイクアウトおよびデリバリー事業の実施 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 ＲＡＤＩＸ杉戸 キッチンカーからの挑戦！地域魅力創造プロジェクト始動！ 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社ツイスト 9030001093338 自社の経営資源を活用したキーステーション日本語教室の展開 深谷商工会議所

関東 埼玉県 比企郡吉見町 牛っぽ 和食料理人が仕掛ける居酒屋から焼き肉店「牛っぽ」への事業転換 青山裕之

関東 埼玉県 春日部市 株式会社ＫＥＹＶＡ 9030001130248 未来の食材、昆虫食を通して新たな食文化の提案 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社ジョイプロジェクト 9030001100556 好みの珈琲が誰でも見つけやすい。３０のシチュエーションで選ぶ新しい珈琲生活の提案 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 有限会社最上化成 4030002021871 最新射出成形機の導入により生産管理情報システムを再構築し、売上Ｖ字回復を図る 青木信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社アーキグラム 4030001015544 女性建築家が提案する、中古団地のモデル化販売事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社ＧＯＬＤ 7030001101457 内食需要拡大に伴う本田裕樹監修ジャージャーメンの自動販売機販売事業 廣瀬　陽介

関東 埼玉県 朝霞市 エヌエースタイル コロナ禍でも強い光触媒サービスへの転換と転換による事業再構築 原　知世

関東 埼玉県 川口市 アトリエ　ド・オール コロナ禍での市場ニーズに応える、ブライダルジュエリーへの新規参入と事業拡大 川口商工会議所

関東 埼玉県 坂戸市 有限会社フジヤ 3030002092831 老舗の信用力を活かした、クロスセリング可能な新サービス開発計画 福島　悠

関東 埼玉県 幸手市 町家カフェ太郎茶屋鎌倉幸手店 上質なわらびもちなど和スイーツ専門のテイクアウト・デリバリー事業 株式会社ライトアップ

関東 埼玉県 八潮市 有限会社三基錬工 1030002047036 半導体周辺事業部品から水素燃料事業関連部品への新分野展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川越市 株式会社ゴードー 3030001060095 通販用・テイクアウト用極薄段ボール印刷・加工事業への進出 株式会社ＧＩＭＳ

関東 埼玉県 入間市 株式会社テクノ 7030001027132 新たにロボットシミュレーションソフトを開発する事業 税理士法人第一経営
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関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 株式会社アクア・メンテナンス 4030001042290 下水道管調査事業への進出計画 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 秩父市 ＬＡＭＰ 地域初～テイクアウト・ＥＣビジネス複合型焼き肉・精肉店の展開 秩父商工会議所

関東 埼玉県 新座市 株式会社誠フードサービス 4013301018160 日本全国お家で中本 株式会社みずほ銀行

関東 埼玉県 本庄市 株式会社ＡＬＦＡ 9030001060503 新開発の不動車移動装置の製造販売による業種転換の事業化 埼玉信用組合

関東 埼玉県 八潮市 株式会社岩田工作所 5030001126472 “高齢者向けフィットネスクラブ”がコンセプトのデイサービス事業へ参入 野口　和義

関東 埼玉県 戸田市 株式会社メディカルサルーテ 9030001022255 乳房Ｘ線及び胸部Ⅹ線撮影装置を併用搭載したレントゲン車による巡回健診の必要性 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 富士見市 有限会社ひで蔵 8030002067110 和食割烹　創業１７年の実績とノウハウで新規分野、創作うどんへの新規参入 税理士法人Ｋ．Ａ．Ｏ．

関東 埼玉県 蓮田市 アースプラン株式会社 4011801000068 建設の初め（地盤改良）から終わり（事後整地）まで一貫企業への脱皮 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 狭山市 株式会社エムイーエス 8030001026166 大型車両修理点検工場建設による新サービス提供 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 飯能市 株式会社大附製作所 7030001089973 産業用ロボット部品への設備導入とＩＴＯ構築による新分野展開事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社トクヨシ精機 4030001076355 マグネシウム合金の切削加工態勢の整備による新分野展開 久保田　良則

関東 埼玉県 深谷市 株式会社新井機械製作所 2030001086133 米菓製造機の製造ノウハウをベースに、油煙処理装置の開発販売による他業界への進出計画 シェアビジョン株式会社

関東 埼玉県 川口市 東浜工業株式会社 8030001076285 静音、軽量、含油量０の特徴を有する新ルーツブロワの開発・製造による新分野展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 越谷市 株式会社ティーアンドエス 8030001065148 スーツケースメーカーの防災・ペット用品分野国内外ＥＣ展開 株式会社三井住友銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社アートビークルー 1030001073207 バーチャル・スタジオサービスの提供 瀧野川信用金庫

関東 埼玉県 川口市 日型工業株式会社 2030001073197 自動車電動化部品用金型事業への参入計画 魚谷　康行

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 有限会社川内工業 7030002023378 板金工事ノウハウを生かした建築金物加工・販売事業へ新分野展開 川口信用金庫

関東 埼玉県 志木市 株式会社リンク 9030001046898 建機及びアタッチメントの修理、改造事業 みどり合同税理士法人

関東 埼玉県 川越市 倉沢建設株式会社 3030001054956 モデルビルを梃に新工法による環境建築を推進し、脱炭素化社会に貢献する事業 株式会社三井住友銀行

関東 埼玉県 久喜市 エヌパッケージ 巣ごもり需要に対応した郵送用外箱製品への転換 吉川　峻

関東 埼玉県 吉川市 有限会社サンケイジー 4180002051821 地元無農薬野菜を使った健康弁当とお家焼肉セットのテイクアウト事業 増田　考邦

関東 埼玉県 児玉郡上里町 株式会社Ｗ 7030001126454 仕事しながらキャンプも楽しめる、宿泊可能なコワーキングスペースの開業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社相澤鉄工所 8030001073480 使用済み金属加工機械に新たな命を吹き込んでアジア市場に展開！ 株式会社岩手銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社とうげ 3030001085737 地元民が愛するソウルフードであるモツ煮の店舗販売とＥＣ販売の実施 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 蘇力徳株式会社 5010001162882 夢のラーメン店による、よろず屋事業の販路拡大 浅山　直希

関東 埼玉県 川口市 株式会社かねよし 2030001074402 高精度なタップ加工、成型部品加工、難金属（銅）加工事業へ転換し、金属加工業の地域の高性能なハブとなること 川口商工会議所

関東 埼玉県 八潮市 株式会社松伸 9030001036346 移動設備導入による出張型鉄筋加工サービスへの新分野展開 小久保　和人

関東 埼玉県 三郷市 ネオメディカル株式会社 5030001040830 最先端デジタル技術を活用した医療機器開発モデルによる小柄な骨格患者向けシリコーン人工指関節の開発 株式会社みずほ銀行

関東 埼玉県 狭山市 ＳＯＮＩＸ株式会社 1030001026429 自社技術を生かした無人シミュレーションゴルフ練習場への転換 株式会社八十二銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社こまむぐ 8030001114284 集客型製造工場の開設　及び　カスタムオーダーブランドのたちあげ 川口商工会議所

関東 埼玉県 飯能市 無垢工房 一人遊びでも子供が育つ木工知育玩具「Ｍｕｋｕ＋（ムクプラス）」の製造・販売 株式会社シンカ

関東 埼玉県 行田市 株式会社昭栄 2030001086892 ＬＰガスを燃料とする「法定」の非常用発電機の製造・販売 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社東和企画 6030001079827 感染症対策と電気自動車市場に対する工場のクリーンルーム化事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 草加市 竹内セントラル株式会社 1030001036163 橋梁耐震補強新工法（橋脚の波形鋼板巻き立て工法）展開事業の立ち上げ 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 所沢市 三洋テグス株式会社 5030001010429 草刈用ナイロンコードの高度化を実現する世界初の生産技術の開発 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 所沢市 株式会社ＭＩＫＡＭＩ 1030001028045 高品質低価格な半導体製造装置向け空圧部品等を製造する新分野展開 関　誠

関東 埼玉県 川口市 シナジーエンジニアリング株式会社 3030001105024 需要拡大の自転車用部品製造への事業転換 北浜グローバル経営株式会社

関東 埼玉県 比企郡小川町 セキネシール工業株式会社 7030001071519 ＥＶ用リチウムイオン電池向け断熱材開発・製造による新分野への展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 八潮市 日農化学工業株式会社 9030001036263 天然色素／植物素材を用いた新規乳化粉末の製剤化及び事業化 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 加須市 株式会社元木製作所 1030001062515 再生可能エネルギー用発電機製造に必要なベアリング製造事業 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社ロイヤルエンターテインメント 5030001011864 働く環境の変化に応える、コワーキングスペース事業の新展開計画 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 三郷市 株式会社磯谷 1011801000376 最新設備と現有ノウハウの融合　超微細半導体部品の受注獲得事業 亀有信用金庫

関東 埼玉県 桶川市 株式会社まじま機工 5030001042232 精密金型分野への進出と円筒研磨の技術確立による新分野への展開 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 八潮市 ビルド株式会社 4030001117010 車屋が手掛けるオフロードコース付きアウトドア施設事業 亀有信用金庫

関東 埼玉県 新座市 東静工業株式会社 6030001045977 コイル製品の製造工程の再構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社菊地機械製作所 1030001074469 ＥＶ時代に対応する加工ロスのない新工法の金属成型機で市場開拓 竹口　隆美

関東 埼玉県 川越市 株式会社メリット 8011401006354 当社の製本技術を活かした、高付加価値印刷物の製本へ挑戦 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社トゥーアット 2030001012171 ＩＴを駆使したインドアゴルフで科学的なスイング分析を身近にする事業 株式会社エイチ・エーエル

関東 埼玉県 川越市 有限会社筋野 5030002073870 食品原材料の安全性向上に向けた原料選別クリーニング体制の構築 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 八潮市 株式会社石井木工 8030001035811 在宅勤務を快適にする、個人向けリモートワーク個室の製造と販売 草加商工会議所

関東 埼玉県 狭山市 Ｙ’Ｓ　ＳＴＯＮＥ株式会社 6030001028924 事業転換「土地付きトレーラーハウス販売事業」 飯能信用金庫

関東 埼玉県 越谷市 株式会社スリーエス 8030001110267 ゴルフシミュレーターを備えたゴルフカフェバーへの進出 森田　昇

関東 埼玉県 川口市 有限会社ますいいリビングカンパニー 5030002102101 高付加価値の住宅建築で脱炭素事業１００年企業を作る新分野展開 川口信用金庫

関東 埼玉県 比企郡川島町 有限会社清水製作所 6030002073713 高精度測定技術習得によるＥＶモーター試作品開発プロセスの再構築 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 大里郡寄居町 株式会社Ｖｉｅ　ｈｏｕｓｅ 3030001088285 ドローン技術を活用した寄居町の不動産活性化コンサルティング事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 埼玉県 吉川市 有限会社ボーダック 5030002091831 カーボン３Ｄプリンターによる狭隘空間点検ロボット事業への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 埼玉県 さいたま市南区 日榮交通株式会社 4030001006353 遊休地を活用したきくらげ栽培プラントシステムの開発と販売事業 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 比企郡小川町 株式会社創見 9030001137821 築１００年の廃業旅館をリノベーションし、町おこしの起点を提供する事業 岩本　恭幸
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関東 埼玉県 富士見市 株式会社ヒタチ 6030001046942 ＤＬＣコーティング法採用による新分野であるめっき事業への展開 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 上尾市 田中花園 創業５４年の花卉生産技術を活かしたＳＤＧｓ対応の生産直売場による６次産業化計画 白田　陽介

関東 埼玉県 所沢市 寿司ほそ川 新たな顧客層の獲得と売上拡大を図るための、手巻き寿司と玉子サンドのテイクアウト事業 税理士法人シン中央会計

関東 埼玉県 秩父市 有限会社総合美術 3030002121490 蔵を改装し撮影スタジオを始め、秩父市と骨董市場の活性化を図る 税理士法人朝日会計社

関東 埼玉県 川口市 合同会社浩天 5030003006004 高級食材を惜しげもなく使用する繁盛ラーメン専門店への事業転換 山下　康親

関東 埼玉県 所沢市 合同会社ＬＰエデュケーション 9030003005506 完全オンラインによる外国人労働者向け学習コンテンツの提供 株式会社アクセルパートナーズ

関東 埼玉県 行田市 株式会社オープンハウス 6030001087697 宇宙旅行と東アジアの観光拠点へ！宮古島住民が主役の観光まちづくり事業 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社明成自動車 1030001082125 自動車専門知識を生かしたＥＶ専用キャンプ用品の開発販売とキャンピングカーのレンタルサービス 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 草加市 大地ホーム株式会社 5030001038164 癒しと家族団欒をテーマにした無垢材　夢ハウス住宅、薪ストーブの販売計画 広岡　徹也

関東 埼玉県 さいたま市南区 合同会社ボーダーズ 9011503003356 Ｗｅｂメディア構築事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 八潮市 フィットソリューション株式会社 3030001094655 利用者に最適なエクササイズメニューを提供するフィットネスジム展開 亀有信用金庫

関東 埼玉県 入間郡越生町 旭彫刻工業株式会社 7030001069240 精密な樹脂成形と金型設計を活用した不妊医療分野への新展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 ｏａｓｉｓ　ｐｌｕｓ　ｓｐａ合同会社 3030003016005 内側から健康に！ナチュラルフード（有機野菜・無添加食材）を使った料理を提供するカフェの開設 白川　淳一

関東 埼玉県 八潮市 株式会社オグラ製作所 7011801006707 最新加工設備の導入と自社加工技術の開発による生産体制の転換と新市場参入 亀有信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 協栄金型工業株式会社 7030001002093 金型製造の成長する新分野への事業展開による業績Ｖ字回復の実現 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 越谷市 サンライズ工業株式会社 7030001064068 ４分管熱交換器の開発で冷凍・冷蔵兼用のショーケースを生産する 株式会社常陽銀行

関東 埼玉県 志木市 株式会社平成エンタープライズ 5030001048782 観光コンテンツを持つ地方のバス会社等と連携したオープンプラットフォーム化による新分野展開 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 埼玉県 狭山市 西武商事株式会社 3030001026410 自社所有自動販売機によるウィズコロナの買い物ソリューション事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社Ｆｅｓｔ－ｉ＆Ｃｏ　ＪＡＰＡＮ 9030001072977 家族の絆を大切に！育児グッズ販売と非接触写真スタジオの運営 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社日本リメイク 9030001011068 障がい者福祉の社会貢献へ向けたグループホーム事業の新規参入 サン共同税理士法人

関東 埼玉県 入間郡三芳町 有限会社ＡＺＵＭＡ 9030002079880 既存の営業形態から脱却、新ブランドを立ち上げ高級店へと変革 株式会社やまと経営

関東 埼玉県 羽生市 株式会社羽鳥製作所 2030001032913 金属加工業における大型製品分野への新規参入による事業再構築 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 戸田市 光和ネットサービス株式会社 1010001146121 ＩｏＴ　を活用した高齢者見守りサービス提供による次世代介護モデル事業 水戸　脩平

関東 埼玉県 所沢市 株式会社鶴瀬製作所 2030001106386 ポストコロナに向けて電動式刈払機パーツの新製法・新製品でメーカー化に挑戦 渡邉勝次

関東 埼玉県 比企郡吉見町 株式会社ＳＴＬ 8030001097100 抗菌力と安全性を兼ね備えた抗菌ボールの開発・製造・販売事業の展開 新井　秀人

関東 埼玉県 狭山市 大星電機株式会社 6030001026440 リモート診断対応ロボット設備のサービスパッケージ開発 川森　毅

関東 埼玉県 川越市 合同会社ＬＩＥＢＥ 3030003007656 歯科用ＣＡＤ／ＣＡＭを備える歯科技工所の開設による業種転換 坂入　博

関東 埼玉県 行田市 株式会社栗原 9030001086820 食のサプライチェーンを支える一次容器の製造と流通加工への挑戦 株式会社シーダブリューエム総合経営研究所

関東 埼玉県 川口市 アーキリンクス株式会社 4030001139186 シングルマザー向け子育て総合支援施設（シェアハウス）の運営 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 所沢市 株式会社キタイエ 4030001107671 オンラインで全国の若者へ届ける。非対面キャリア塾 株式会社ライトアップ

関東 埼玉県 行田市 さきたま国際学院株式会社 3030001010224 事業再編による福祉・介護分野に強い日本語学校への転換 行田商工会議所

関東 埼玉県 川越市 株式会社Ａｃｈｉｅｖｅ 5030001132438 築地鮮魚店と連携したＮＥＷスタンダード寿司店と連動したＥＣサイトの２事業でＶ字回復。 税理士法人漆山パートナーズ

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社ＹＭＣ 8030001054200 幹細胞移植と同等の効果を持つ幹細胞培養上清液の製造・販売によるＶ字回復 本澤　智

関東 埼玉県 上尾市 株式会社Ｓｏｌｅｏ 3030001072487 地域共存型の障がい者グループホーム事業への業種転換 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 桶川市 株式会社ユニテックギア 3030001042267 新分野用高品質歯車への生産体制及び歯車サービス提供への再構築 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 飯能市 インタナショナルゼネラルフーズ株式会社 9030001090491 美と健康の両方を追求するトータルケア「パーソナル・ジム」事業 北浜グローバル経営株式会社

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社Ｓｕｎｎｙ－Ｆ 9030001124927 飲食店出店に伴う事業計画 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 北本市 日進合成工業株式会社 7030001061825 農機具向けに用いる耐久性に優れたプラスチック製品の量産化 近山　寿博

関東 埼玉県 上尾市 三研光機株式会社 5030001041358 重切削可能なマシニングセンター導入による医療機器分野への参入 中内　善文

関東 埼玉県 戸田市 有限会社エー・シー・サービス 6030002027850 ＷＥＢ通販ＤＩＹユーザーのためのオーダー木材加工及び配送事業 川口信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社エイト 8011501016369 ｗｉｔｈコロナで生き残るＦＣキッチンカー全国地域活性化計画 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 戸田市 関東熱処理株式会社 3030001020132 鉄鋼中間熱処理と金属素材 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 草加市 株式会社サイトー工業 9030001036008 鉄筋コンクリート工事を支える高強度な建築金物の開発・拡販事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 飯能市 有限会社丸本 3030002120922 革新的な生産プロセス革新によるヘビースクラップ材の受注獲得事業 飯能信用金庫

関東 埼玉県 川口市 有限会社倉持プラスチック 4030002102218 クリーンルームと新設備導入でＣＯ２削減型の新素材容器を製造 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 川口市 サクラスポーツ有限会社 9030002103104 スポーツ文化の支えとなるクラブハウスの運営と地域おこし 株式会社高崎総合コンサルタンツ

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社清和工業 1030001019234 建築資材製造業への業態転換のための、第二工場生産体制整備 株式会社ゼロプラス

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 有限会社ウイングクリエーション 4030002091155 規格外野菜を利用したコールドプレスジュースの製造販売 菊池　武広

関東 埼玉県 八潮市 有限会社アベ・インターナショナル 5030002046422 抜き加工の高精度化による化粧品パッケージ製造への事業再構築 株式会社ＧＩＭＳ

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社ティーピーディー 1030001011505 居酒屋などの店舗を、武蔵野うどん専門店を商業施設内に開業することで事業転換 辻下　敏夫

関東 埼玉県 白岡市 株式会社エコバンク 3030001031864 梱包結束用バンドの資源循環によるサーキュラーエコノミーの実践 青山裕之

関東 埼玉県 所沢市 株式会社アールキューブ 1030001027922 データセキュリティセンター構築による新データ消去サービスの提供 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 八潮市 株式会社エイ・ブレイン 2030001037870 「悠悠スタジオ（仮称）」開業による地域包括ケアシステムへの更なる貢献のための介護事業新分野へのチャレンジ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 埼玉県 志木市 有限会社ミカモ精機 4030002060390 眼科医療における最先端手術用処置具の量産実現による医療機器事業への進出 山地　真吾

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 有限会社デルタ・エンタープライズ 7030002009212 １／２サイズの生花輸送用台車は実用新案とＲＦＩＤ対応で低価格 原田　貴史

関東 埼玉県 川口市 株式会社二光製作所 5030001076585 高信頼性溶接と高精度機械加工の融合による鉄道車両事業への参入 角田　光則

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社感謝感激あめあられカンパニー 3030001082395 命や時代をつなげていく地域イノベーションに貢献する焼肉店の新規出店計画 税理士法人アレックスパートナーズ

関東 埼玉県 飯能市 株式会社青木精機 3030002119155 自社の技術を活かした環境機器市場（水素ステーション）への新分野展開 飯能信用金庫
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関東 埼玉県 富士見市 株式会社エコロ 1030001030620 フェイクレザーのマテリアルリサイクルによる循環型経済の促進 青山裕之

関東 埼玉県 さいたま市桜区 有限会社村電工 9030002013443 全自動大型コインランドリー新設事業計画 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 入間市 株式会社モミヤマ 8030001028831 リフォーム工事の適正化を図る低感染リスク型管理システムの開発 株式会社エイチ・エーエル

関東 埼玉県 飯能市 有限会社丸星クリーニング 1030002119850 「最新鋭設備×既存の強みの転用」による新しいコインランドリー事業の展開 飯能信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 ピーエム技研株式会社 6030001011442 ＥＶ空調市場に転換し新部品の売上開拓増大を図る事業再構築計画 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 上尾市 有限会社信濃路 9030002053943 コロナ環境を乗り越える地域に根差したインドアゴルフスク－ル・レンタルスタジオ事業の展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 入間郡毛呂山町 株式会社タカクラベンディング 5030001070687 ステンレス鋼板の特殊加工による新規市場開拓 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 三郷市 栄和化工株式会社 8030001036545 再生ＰＰフィルムのコーティング加工ライン構築による新分野展開 久德　徹

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社インバックス 6030001056784 ＡＩ技術を用いたソイルセメントの最適配合分析システム開発と導入 株式会社エイチ・エーエル

関東 埼玉県 熊谷市 エイトリー工業株式会社 9030001084485 ブロー成形から新技術の発砲成形に挑戦する新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社ＡＣＲＯＳＳ　ＴＨＥ　ＵＮＩＶＥＲＳＥ 5030001106177 洋食居酒屋によるカフェ・予約惣菜販売・飲食不動産事業への挑戦 青山裕之

関東 埼玉県 ふじみ野市 株式会社アスリコ 4011401018584 ストレッチと薬効石ミネラル温浴で高付加価値リラクゼーションの展開 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 戸田市 有限会社苅宿興業 8030002024004 建設発生土（残土）を有効活用した土壌改良と農作物のネット販売事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 戸田市 株式会社アールオーエヌ 4030001022474 ＩｏＴスポーツマウスガードのブランド構築事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 久喜市 株式会社ＤＥＬＩＣＩＯＵＳ　ＳＴＹＬＥ 6030001121349 地域密着型レンタルオフィス・サロン事業への新分野展開 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川越市 株式会社佐々木工藝舎 7030001128401 紙製家具への横展開によりＥＣサイト構築でＢｔｏＣ事業への参入 中内　善文

関東 埼玉県 加須市 株式会社キャステック 7030001033080 最新金属３Ｄプリンタの導入によるダイカスト金型部品市場への参入 株式会社常陽銀行

関東 埼玉県 春日部市 昭和建設株式会社 1030001051088 コロナ対応に向けた業務体制を再構築し、革新的ＩＣＴ施工の実現を図る 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 春日部市 日新精機株式会社 6030001051348 フェムト秒短波レーザー加工機を活用した開発型企業への転換 税理士法人ジェイエムエス

関東 埼玉県 新座市 株式会社シーアールティー・ワールド 1030001047846 有機＆無農薬にんにくを主体とした　有機野菜の加工品製造＆直売事業　～新ブランド“十和田ナチュローブ” タスキー税理士法人

関東 埼玉県 所沢市 株式会社サンナチュラルズ 8030001024203 「Ｏ．Ｉ．Ｌ　ＬＩＦＥ」カウンセリングアプリ構築 さきがけ税理士法人

関東 埼玉県 鴻巣市 株式会社朝日観光バス 2030001062588 観光業から、地域に根差したスポーツ選手等送迎事業への新規参入 野原　哲夫

関東 埼玉県 深谷市 たつみ印刷株式会社 5030001086411 ＷＥＢを中心としたハイブリッド型の販促を支援するクロスメディア事業への業態転換 深谷商工会議所

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 有限会社川本製作所 1030002085647 半導体製造装置関連部品の製造（新分野展開）のための設備導入計画 青木信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市桜区 株式会社石田経営計理 2030001000614 「簡易的な事務作業を行う障がい者の生活介護施設運営事業」への事業再構築 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社ウェイブサイバー 7030001000915 第５世代移動体通信システム（５Ｇ）向け通信用デバイスの製造・販売 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 白岡市 株式会社ファイブ・テック 4030001031046 ドイツ製部品を用いた医療機器用軸受（ベアリング）の製造 インテグリ税理士法人

関東 埼玉県 草加市 全栄物産株式会社 8030001062938 規格外野菜を使った手作り惣菜と乾燥野菜の製造・販売事業 草加商工会議所

関東 千葉県 長生郡白子町 有限会社さぶろや 5040002080362 宿泊業と食品製造業との兼業によるシナジー効果と地域の活性化 関谷　満

関東 千葉県 船橋市 パスエイド 習い事の複合型施設の構築 船橋商工会議所

関東 千葉県 香取市 南石材株式会社 5040001063871 故人亡き後の新しい暮らしを実現する住宅リフォームで事業再構築 佐原信用金庫

関東 千葉県 夷隅郡御宿町 たなか寿司 旬の寿司とゴルフを仲間で楽しめる、新たなサービス空間提供事業 房総信用組合

関東 千葉県 野田市 合同会社イング 8040003011033 大型洗浄機を用いた排水管洗浄事業の開始による経営基盤の強化 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 千葉県 市川市 株式会社ｆ’ｂｌｏｏｍ 8040001098980 独立開業とプラスαの経営ノウハウが学べるネイルスクール事業 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 千葉県 八街市 ロック技研工業株式会社 7040001008032 ５Ｇ通信回路基板等に用いる難接着材への表面改質法ＴＰＳの開発 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 旭市 小久保一椎建築設計事務所 コミュニティラウンジ及び民泊 打越　大輔

関東 千葉県 君津市 有限会社Ｓｔａｙ　Ｄｒｅａｍ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 2040002082163 鶏専門居酒屋が非対面型注文システムを導入し鶏出汁・鶏油を使ったたこ焼き店を立上げ 福永　健二

関東 千葉県 船橋市 株式会社アールリード 5040001110194 こどもとお母さんの心身の健康を一緒にサポートするサービス展開 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社エス・アイ・シー 1040001016833 広告代理店が「（ウエブ版）オートバイ流通新聞」を開設による新分野展開 船橋商工会議所

関東 千葉県 山武郡芝山町 株式会社アルファ交通バス 6040001062600 運送業の運行管理システム及び観光客向けアプリの開発、販売 福永　健二

関東 千葉県 八街市 ステーキ＆ハンバーグ虎太郎 飲食店経営者がお手頃価格でオリジナル料理のテイクアウト販売 坪井　亮

関東 千葉県 市川市 株式会社ほくしん 4040001030303 清掃業務を受託できない事業者への清掃用品と清掃ノウハウの提供 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 君津市 Ａｒｔ　ｔｈｅ　ｇａｒｄｅｎ ヘッドスパ・フェイシャルエステと美容機器を導入してリラクゼーション・訪問美容を新展開 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社リアライズジャパン 5040001055431 パン製造　小売業に参入　、独自の販売網と既存飲食店とのシナジー効果 市原商工会議所

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社ストールマネジメント 7040001013552 駅前立地を生かした飲食店から地元産飲食料品小売業への業種転換 宇都宮商工会議所

関東 千葉県 袖ケ浦市 有限会社スズヒロ 1040002100883 ファストフード店への事業転換による、アフターコロナに向けたＶ字回復 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 富里市 株式会社寿香 1040001045898 ドミナント展開による高級熟成食パンの製造販売 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 薬膳火鍋九里香 薬膳火鍋およびマーラータンのテイクアウト・デリバリー事業の構築 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 千葉県 船橋市 株式会社アポロ堂 4040001086709 コロナ禍でテレワークの需要が高まる中、リユース可能な中古パソコンの買取・再販売。 船橋商工会議所

関東 千葉県 印西市 合同会社原商店 1040003009315 鉄スクラップ卸売業から中古建機卸販売業への事業再構築計画 横山　和志

関東 千葉県 長生郡長生村 にこにこ本舗株式会社 7040001073489 ＩＯＴで無人チェックイン！農業体験が楽しい車いす対応の宿泊所 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 松戸市 株式会社東陽パッケージ 1040001039958 ハニカム構造のセキソー段ボール素材を材料とした自動車用塗装治具の製作販売 村上　康夫

関東 千葉県 木更津市 ギャザー 移動販売で培った強みを活かした飲食店事業への思い切った転身への挑戦 館山信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社Ｍｏｓｈ 4040001034667 テイクアウト＆デリバリーのハンバーガー専門店等でＶ字回復！ 根本　義之

関東 千葉県 印西市 有限会社松山商事 1040002057901 冷凍肉料理の自動販売機事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 木更津市 有限会社ハマダヤ食器 9040002067488 レンタルスペースワーキングスペースでわくわくスモールビジネス 木更津商工会議所

関東 千葉県 船橋市 有限会社スタジオダリ 2040002023051 展示施設のディプレイ製品製造の新分野展開による新市場開拓 城北信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 合同会社ＳｔｙｌｅＵｐ 9040003010892 スムージーとスープを中心としたカップドリンク販売 株式会社千葉興業銀行
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関東 千葉県 大網白里市 株式会社サクセス 4040001107530 地域密着型リフォーム事業で培ったノウハウで高級食パン事業へ参入 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 合同会社ジーオーピー 8040003006743 ステップファミリー向けトータルサポート事業への進出 近山　寿博

関東 千葉県 市川市 株式会社レゾナント・コミュニケーション 8011001044647 映像ビジネスにおける受託から発信型への事業転換および１ストップ化による隙間ビジネスの構築 市川商工会議所

関東 千葉県 銚子市 株式会社野中建設 6040001099171 養生足場事業から希少な犬種に特化したブリーダー業へ新分野展開 銚子商工会議所

関東 千葉県 松戸市 株式会社エーアイ測量設計 6040001107405 ３Ｄレーザースキャナー導入によるＢＩＭ／ＣＩＭサポートの新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 佐藤貴浩 シニアを対象にしたヘアーカラーとネイルサービスの融合店舗の展開 奥田　千栄

関東 千葉県 香取郡東庄町 株式会社山崎製作所 4040001064301 成長性の高い免振部品の製造事業参入による売上拡大と生産性向上 銚子信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社並木商事 3040001100065 キッチンカーによる移動式テイクアウト販売事業への新分野展開 井上大輔

関東 千葉県 千葉市若葉区 有限会社アークス 2040002000067 クリーン環境を強みに放課後デイサービス事業へ新分野展開を図る 税理士法人末松会計事務所

関東 千葉県 流山市 Ｔｒｉｃｋ　Ｒａｃｋ　Ｆｉｌｍ 映像制作技術を活用した企業成長を助けるＹｏｕｔｕｂｅコンサルティングの展開 柏商工会議所

関東 千葉県 勝浦市 株式会社桂プランニング 1040001075029 多様化するワーケーションに向けて新規プライベートキャンプ施設開設 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 習志野市 ギャラリー林檎の木ａｎｄＲ 日本の生活工芸品を世界のファンに届けるための魅せる販売ルート構築 瀬戸川　加代

関東 千葉県 市川市 株式会社マウントフジミュージック 6040001109681 音楽・リラクゼーションで、心・身体の健康を応援する企業へ転換 市川商工会議所

関東 千葉県 市川市 グリーンアップフォーム株式会社 7040001109078 「住宅診断サービス」のボランタリーチェーン構築による全国展開 市川商工会議所

関東 千葉県 いすみ市 株式会社ブラウニー 3011001059427 いすみ市でラグジュアリーブランドの魅力を引き出すデジタルマガジン創刊 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社エンクール 6040001104022 コロナ禍とアフターコロナの市場に対応できる冷凍全粒粉パンの開発により、新たな業態への販路拡大と既存事業の売上拡大を目指す 延島　隆裕

関東 千葉県 松戸市 有限会社イージャズ 4040002050457 ジャズ普及コンテンツ制作事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社スライヴカンパニー 2040001079656 大衆性を追求した新コンセプトの餃子居酒屋への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市花見川区 貴瑞株式会社 3011001127992 レビュー付き店舗・事務所等専用の不動産検索サイトの運営事業 鈴木　正子

関東 千葉県 茂原市 さとう歯科医院 歯科医療業でのノウハウを活かしたデンタルエステ事業への新展開 中村　俊一

関東 千葉県 夷隅郡大多喜町 髪樽ヘアーワークス 理容店が行う「レンタルピット」サービスの係る新分野展開 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 柏市 ノゾミ株式会社 2040001106014 整体院とパーソナルトレーニングのハイブリッドサロンの開発 武石　光弘

関東 千葉県 船橋市 株式会社ＹＵＭＥ工房 2040001111179 アニメやゲームのファン向けコミュニティサイト運営サービス事業 税理士法人熊代事務所

関東 千葉県 柏市 有限会社パーラーナルシマ 3040002091089 「レトロ」×「最先端」を提供する老舗喫茶店 税理士法人みらい

関東 千葉県 市川市 司法書士法人アクシス 1040005004743 公務員ＯＢをターゲットとした開業サポートとネットワークの構築 アクシスコンサルタンツ株式会社

関東 千葉県 千葉市花見川区 Ｕ－Ｇａｒａｇｅ トータルケアを一つの店舗で行える脱毛・美容・鍼・整体サロン 千葉商工会議所

関東 千葉県 船橋市 株式会社サンユウテクノ 6040001021944 汚れず簡単　ワンタッチグリーストラップ清掃ツール開発計画 税理士法人Ｆａｃｅ会計

関東 千葉県 千葉市美浜区 株式会社ケンズ 5040001100682 コロナ禍の市場ニーズに応える飲食業への新規参入と事業拡大 駒田　裕次郎

関東 千葉県 君津市 株式会社鈴木工業 3040001051936 高齢化社会に向けリハビリデイ事業参入及びリフォーム事業の強化 福永　健二

関東 千葉県 銚子市 有限会社フカサク 4040002085932 サメ正肉を活用したペット用ジャーキーの製造・販売事業 銚子商工信用組合

関東 千葉県 佐倉市 株式会社タテノ 1040001056771 医療分野に向けたデジタルＭＣ技術による金属加工の高度化事業 千葉信用金庫

関東 千葉県 南房総市 有限会社与助丸商店 6040002100020 輸出向け煮アワビ、アワビの寿司ネタの製造・販売事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 ＳＯＭＥＸ測量株式会社 7040001072177 障がい者グループホームによる事業再構築 岩瀬　学

関東 千葉県 香取郡神崎町 Ｊｕｎｋ＆Ｃｏ株式会社 4040001111672 ＩｏＴによる効率化で、ベトナムで古紙卸売から資源回収事業へ挑戦 株式会社りそな銀行

関東 千葉県 木更津市 株式会社ＤＹＮＡ 1040002068989 仮設構造物の施工管理ソフト「ＰＲＯＴＢ」で建設現場のＤＸ推進 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 印西市 株式会社ベストエスコート 9040001045296 観光バス事業の強みを活かした差別化でレッカーサービス業への新展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 香取市 株式会社小山田商店 9040002086760 廃棄する落花生を活用したピーナッツペースト等加工製品の製造販売 佐原信用金庫

関東 千葉県 八千代市 株式会社秋葉牧場 5040001021375 動物福祉に基づいたうさぎの繁殖と屋内ふれあいサービスの提供 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 香取市 株式会社ＳＴＵＤＩＯ　ＮＥＭＯＴＯ一級建築士事務所 1040001119999 「香取杉」の台風倒木等を活用した、建材・家具製造販売事業への新分野展開 佐原信用金庫

関東 千葉県 流山市 株式会社ジオグリフ 6040001091921 教育ＤＸを支えるＩＴツールサービス企業への移行 流山商工会議所

関東 千葉県 流山市 株式会社トップライン 2040001039742 運送業が行う大型トラック特化のデジタル化を活用したタイヤ交換事業 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 船橋市 ダイニチ工業株式会社 9040001017873 国内初の長穴複合加工機を導入して化学プラント向け高圧管市場に参入 株式会社きらぼし銀行

関東 千葉県 千葉市稲毛区 有限会社コモン・ディー 9040002014110 美容室とイメージコンサルテイングを掛け算したトータルビューティー事業 大竹　貴司

関東 千葉県 いすみ市 合同会社大谷荘 5040003015037 オーダーメイドのトレーラーハウスを活用したグランピング事業 野木　　亮介

関東 千葉県 鴨川市 食事処しばやま 飲食店としての実績を活かした１組限定の宿泊施設開設計画 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 富里市 有限会社石澤モータース 7040002055998 高齢化社会でニーズが顕在化している福祉車両とセニアカー事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 柏市 株式会社ＥＳＬ研究所 7040001080816 ドライビングシミュレーションを用いた教育で業種転換をする取組 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 成田市 株式会社フジタエアーポートサービス 4040001044138 外国人技能実習生の入国後法定講習受入事業 税理士法人ＢＡＭＣ

関東 千葉県 浦安市 株式会社イイヅカサカエ 3040001029230 コロナ禍における地域の新たなコミュニティ創造を目的としたコワーキングスペース事業 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 匝瑳市 ヤマニ水産株式会社 2040001061300 急速冷凍技術を活用した一般消費者向け『海鮮プチ贅沢食』の製造 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 富里市 株式会社アクティブ・ツアーズ 6040001048954 小規模グループの長距離・高齢者の移動ニーズに対応したハイヤー事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社Ｅプラン 3040001020214 産業用洗浄剤生成器を家庭用に展開する事による企業体力の強化 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 印旛郡酒々井町 株式会社ゼウス 3040001049988 本州初！北海道厚岸町産エゾシカの枝肉の首都圏流通「狩猟肉卸事業」 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 旭市 有限会社宇野澤鉄工 4040002084273 半導体関連製品の量産化に向けたロボットシステムの導入 近山　寿博

関東 千葉県 浦安市 株式会社ウラタ 1040001029298 浅草ホテル事業計画 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社関鉄工所 3040001003722 コンプレッサーの重要部品である羽根車の革新的製造方法の導入 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 八千代市 株式会社ライフラインクリエイター 7040001022009 土木工事とのシナジーを生かせる砕石販売・建設発生土受入業務の展開 合同会社バリューアップ

関東 千葉県 八街市 株式会社ナチュラル・ハーモニー 7010901023158 ＳＤＧｓを生活レベルで実現する！自然と調和する生活様式のＷｅｂ提案事業 城南信用金庫
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関東 千葉県 銚子市 稲荷鐵工株式会社 5040001063070 再生可能エネルギー導入時代に対応した生産体制構築事業 銚子信用金庫

関東 千葉県 船橋市 株式会社山商 5040001018974 地元千葉・船橋市の食材をＰＲ！ＩＴ活用での焼き肉事業へ新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 千葉市稲毛区 ＦｉｒｓｔＳｔｅｐ合同会社 9040003014092 ベトナムと日本の越境人材紹介プラットフォーム構築事業 公益財団法人千葉市産業振興財団

関東 千葉県 館山市 アイデン株式会社 6110001030129 キノコ×福祉、工場生産による障害者を雇用する就労継続支援事業への転換 西河　豊

関東 千葉県 袖ケ浦市 日本緑化株式会社 9040001051179 地元農家（特に高齢農家）と地域住民をつなぐ農産物直売所の新設 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 浦安市 株式会社テラスカンパニー 2011001102419 焼肉の日常化に向けた「専用ロースターによる一人焼肉店」の運営 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 有限会社アチーブメント 6040002088545 バーチャルレストランと福祉施設向け配食サービスの厨房拠点設立 須永　達也

関東 千葉県 千葉市中央区 空間情報サービス株式会社 2040001000522 グリーンレーザーによる革新的な測量システムの構築 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 有限会社ヤタガイ 4040002098224 家族らしい最後の時間を過ごすための提案と実現させる葬送事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 君津市 株式会社富分 6040001051280 千葉内房の地産地消に新風！Ａ５ランク和牛料理店＆特産品も販売 館山信用金庫

関東 千葉県 野田市 株式会社エスディー 2040001071877 アニマルセラピーを取り入れた障がい者グループホーム事業 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 柏市 株式会社井上芳郎美容室 8040001065205 柏市の愛犬家があつまり従業員の雇用を守る柏ドッグラン事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 自家製手打ち麺粋や ラーメン行列店が始める「ラーメンＯＤＭセントラルキッチン」事業 大竹　貴司

関東 千葉県 勝浦市 関水産有限会社 7040002102296 勝浦漁港で水揚げされる海産物を用いた水産物加工への進出 近山　寿博

関東 千葉県 船橋市 新生水産株式会社 8030001093116 鮪を長期保存可能にして水産物輸出拡大とＳＤＧｓを実現する事業 東　俊道

関東 千葉県 松戸市 有限会社サンメイマシニング工業 4040002046100 マシニングセンター導入による半導体製造装置用部品、鉄道用部材参入 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社ＢＮＣ 2010001141947 旧車カスタムカーの制作販売による売上拡大 千葉信用金庫

関東 千葉県 南房総市 有限会社川忠 1040002100272 ペット同伴も可能な貸別荘およびテラス付き開放型カフェ事業への進出 福永　健二

関東 千葉県 香取市 鈴木鉄工所 重量鉄骨事業（大型農家倉庫や工場ラインフレーム建設）への新分野展開 佐原信用金庫

関東 千葉県 館山市 有限会社館山旅館 8040002101388 非接触型宿泊サービス提供によるスポーツワーケーション市場への挑戦 経営創研株式会社

関東 千葉県 松戸市 ｓａｋｕｒａ　ｆｉｔｎｅｓｓ株式会社 7040001106141 ポストコロナ需要に即したパーソナルトレーニングジムへの業態転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 千葉県 山武市 株式会社花縞 2040001085349 ドローンを用いた各種サービス提供の開始 銚子信用金庫

関東 千葉県 市川市 株式会社ふるさとファーム 2040001100768 持続可能な循環型農業による家族オーナー制度と足湯オープンカフェ 館山信用金庫

関東 千葉県 南房総市 有限会社小林クリーニング店 1040002100033 地域に笑顔を。毎日が洗濯日和。複合型有人コインランドリー展開 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 松戸市 特定非営利活動法人誠心会 3040005005665 完全個室型グループホーム事業による児童施設退去者への支援 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 千葉県 千葉市花見川区 吉山プラスチツク工業株式会社 2040001007848 自動化・省人化を促進した生産ラインによる新分野展開 近山　寿博

関東 千葉県 成田市 株式会社ＹＡＳＡＩ　ＳＴＹＬＥ 1040001102856 飲食店メニューの多角展開を実現する食品製造業への進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 習志野市 株式会社ジン・プロダクトライン 1040001016478 非常用発電機の電気・機械点検に液体化学分析を加えた新事業展開 米山　憲一

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社アグメディカル 4040001011484 縮小を続ける獣医療業から国内最大規模のペットホテル運営事業への転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社ＫＯＮＮＯＰＲＯ 8040001015143 半導体製造装置の回転翼の製造 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 茂原市 有限会社石田水道工事店 8040002080756 下水管維持管理サービスの新規事業化による地域の安全・安心向上 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 千葉県 富里市 株式会社成田国際学院 3040001101402 全人類が食せるハラルらーめん事業と、日本語学校事業への相乗効果 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 株式会社せいよう 8040001072507 障害者グループホームによる事業再構築 岩瀬　学

関東 千葉県 銚子市 チョウシ・チアーズ株式会社 1040001105900 銚子の魅力を詰め込んだ地産クラフトビールの自社製造事業 アンパサンド税理士法人

関東 千葉県 富里市 優々ケアサポート株式会社 5040001103289 バンジートレーニングにより健康的な生活に繋げる多世代フィットネスジム事業 横畑　靖明

関東 千葉県 山武市 株式会社彩巧社 9040001058546 ペットと泊まれるホテルにリニューアル。滞在型宿泊リゾートへ大胆に転換 補助金活用支援会合同会社

関東 千葉県 木更津市 株式会社秀英クリエイト 9040001080533 山湖の観光を通して地元主婦のコミュニティを活性化させる観光拠点の整備事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 いすみ市 サーフユナイテッド株式会社 2040001075325 ３密を回避した『いすみリバーサイドレンタルコテージ計画』 税理士法人ロールスパートナーズ

関東 千葉県 八街市 株式会社ＳＫＩ 1040001087115 外壁工事会社のシーリング内製化を支援するパッケージソリューション提供事業 岩崎　充博

関東 千葉県 館山市 若松 割烹料亭から地域資源を生かしたオートキャンプ場へのシフト 下地　貴之

関東 千葉県 鎌ケ谷市 株式会社ウォーター 7040001024608 日本初！ゴルフシュミレータ併設型イタリアンレストランの展開 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 千葉県 松戸市 株式会社太田製作所 7040001040968 最新型ベンダー導入による農業用照明の反射笠への進出 北浜グローバル経営株式会社

関東 千葉県 印旛郡酒々井町 有限会社原田豆腐店 9040002062893 コロナ禍を乗切るＳＤＧｓな環境保全型差別化豆腐による新分野事業展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 成田市 株式会社ＺＥＲＯ 9040001046484 コンクリート破砕機を導入し、再生砕石の製造及び販売事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 香取郡神崎町 萱田運送有限会社 2040002087468 地域農産物・保管・熟成・輸送に寄与する物流事業 銚子商工信用組合

関東 千葉県 野田市 株式会社倉持鉄工 6040001095765 中小企業のリサイクルプラントに特化した中型小型金属製品の製造 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 株式会社ネクストワンジャパン 6011301017255 高品質の洋食冷凍食品を軸とした、消費者ニーズにダイレクトに応える“最終商品”メーカーに向けた事業計画 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 千葉県 千葉市稲毛区 有限会社サイベックス 4040002016961 オリジナル雑貨品の小ロット受注を実現するクラウド型３Ｄ入稿システムの開発 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 千葉県 市川市 株式会社サンドライブ 8030001040290 炭焼きハンバーグ事業の新規展開による事業再構築計画 東京ベイ信用金庫

関東 千葉県 鴨川市 株式会社三水ホテル 3040001074276 鴨川市の持続可能な観光地を実現するためのワーケーション事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市緑区 ランドステージ株式会社 5040001013612 コロナ過に負けない「健康住宅」リフォーム事業への挑戦 菅野　浩司

関東 千葉県 習志野市 サカキ産業株式会社 6040001014469 金属加工技術の大型化を伴う多機能展開による産業機器事業への進出 山地　真吾

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社アルイトコー 3040001102400 「美骨整復」ブランドを活用した健康用品のライブコマース販売 株式会社ビズグランツ

関東 千葉県 千葉市美浜区 株式会社ナピネス 6040001010897 自社運営で新たな取り組み、カフェ＆レストランとパン教室事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 千葉県 千葉市緑区 株式会社ウェル 8040001106966 「ｗｉｔｈコロナモデル－次世代型ハイブリッド２４時間フィットネスクラブ」 タックスパートナー税理士法人

関東 千葉県 南房総市 株式会社Ｊ１ 3040001074516 健康増進のためのヘルスツーリズム客向け貸別荘と館山の未開拓観光スポットツアーの提供 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 合同会社一志創伝 9040003010835 まぐろと和牛の店。完全個室のからだに優しい懐石料理風焼肉店 髙橋　創

関東 千葉県 松戸市 株式会社新松戸造園 6040001035713 液体急速冷凍技術による完熟国産鰐梨（アボカド）の加工・販売事業 株式会社千葉銀行
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関東 千葉県 柏市 フェノバンス合同会社 5020003010725 老化予防や再生医療研究等に有用なマウスの運動機能解析サービスの事業化 和喜田　勤

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社グローフィールド 3040001014133 サッカークラブチームによるフットサルコートの運営 税理士法人木下会計事務所

関東 千葉県 野田市 ゼンキ工業株式会社 4011401003504 再エネ需要を捉えた太陽光パネルリサイクルプラント事業への業態転換 株式会社ゼロプラス

関東 千葉県 柏市 株式会社ありがとう 3040001068674 チョコレートあられ創設事業 株式会社筑波銀行

関東 千葉県 成田市 株式会社Ｆ’ｓ　ＪＡＰＡＮ 4011701019563 ２４時間営業の大型フィットネスジムの運営 税理士法人イーグル

関東 千葉県 習志野市 ヘルメス株式会社 6040001098058 顧客動画の顔・音声をＡＩが作成したコンテンツに変更するＷｅｂサービスの展開 税理士法人オフィス９２１

関東 千葉県 市川市 エスティ株式会社 2040001104018 ワーケーション・リモートワーク拠点『ＦＬＥＸＷＯＲＫ』の展開 株式会社北洋銀行

関東 千葉県 富津市 株式会社新栄プラント 1040001052548 地域初のペット可サービス付き高齢者向け住宅の運営、介護業界への進出 千葉信用金庫

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社マスミフードサービス 5040001016029 ドミナント型のセントラルキッチンを構築しＢｔｏＢへの新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社龍虎 6011701017961 食卓よし！飲食店よし！牧場よし！の鮮度抜群牛肉のＩｏＴ化計画 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 港区 株式会社エニタイムズ 2011001094838 【ＡＮＹＴＩＭＥＳ】ＯＥＭライセンス事業 ＧｒｏｗｔｈＰａｒｔｎｅｒｓ税理士法人

関東 東京都 江戸川区 税所技建株式会社 6011701003193 土木工事業から地質調査事業への進出 東栄信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ＤＬ　ＣＨＡＳＥ　ｊＡＰＡＮ 2030001103169 最先端の人工知能によって分析された脳波計測データを活用したヘルスケアアプリの開発・運用 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ランドマーク 8010901014115 不動産・建設業界の更なる業務効率向上のサポートに向けたＩＴ投資 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＭＵＧＥＮＵＰ 1011101062480 クリエイティブ人材の在宅アウトソーシングで雇用創出・利益拡大 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社アークエッジ・スペース 1010001193527 複数の独自人工衛星による衛星利用クラウド・サービスの立上げ 公益財団法人ふくい産業支援センター

関東 東京都 豊島区 株式会社ステージ 3013301015869 タイムマシン的ハイブリッドイベントの開発とその実施に向けた一貫体制の構築 城北信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社おすすめ屋 6011001112100 飲食店向けＳａａＳ　ＱＲコードオーダープラットフォーム 村田　良一

関東 東京都 文京区 株式会社ディスコ 9010001102075 Ⓐ：留学生等就活イベントのオンライン化投資、Ⓑ：大学内イベント等オンライン化投資 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 港区 株式会社わたしのお教室 8011001103865 革新的なＩＴ技術による競争優位性の高いオンラインレッスン事業（サブスク型動画販売、動画遠隔診断、ＡＩマッチング）への転換 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 品川区 株式会社ＣＨＥＴ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ 6011001070018 アーティストと企業を結ぶＷｅｂプラットフォームの開発と新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

関東 東京都 目黒区 株式会社アキエス 7013201016724 セントラルキッチン事業から、コロナ禍でも収益性ある飲食ブランドへの転換 中谷　健太

関東 東京都 中野区 株式会社ＳＳ　ＭＩＹＵＫＩ　ｓｔｕｄｉｏ 6011201005327 越境ＥＣ・移動クラフト業の新設により、攻めのビジネスに変革。 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 世田谷区 有限会社トゥー・ファイヴ・ワン 5010902010520 Ｃｅｐｔ　Ａｒｃｈｉｖｅｓ　＆　Ｓｔｕｄｉｏ 中村　浩之

関東 東京都 世田谷区 有限会社トランスゲート 8010902026084 特許被服補修方法を活用した被服修理代理店事業 森　憲一郎

関東 東京都 千代田区 株式会社ＶＩＬＬＥＮＴ 9010701036696 神戸で起業する若者をサポートするレンタルオフィスのへの新分野展開 小松　剛志

関東 東京都 世田谷区 有限会社スタンダ 3010902008426 自社ブランドの創設と越境ＥＣによるアメリカ市場への挑戦 株式会社アパレル・コンサルティング

関東 東京都 荒川区 株式会社ｍｉｍｏｓａ 1011501022431 共存社会実現へ、心のケアと言語支援による障がい児自立支援事業 岡本　崇志

関東 東京都 立川市 株式会社コスモテック 6012801000485 フルカラー化した肌用転写シールの小ロット・オンデマンド生産方式の実現 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 中野区 ブレーメンの音楽隊 コロナ禍に対応する「フォトウェディング」事業の新規展開と未来計画 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社映像工房隗 6011001032356 動画制作配信サービスとライブ配信事業 サポート行政書士法人

関東 東京都 千代田区 ＮＨＳ株式会社 9010001107702 金属アレルギー対応アクセサリー専門のＥＣサイトでの販売事業 株式会社ライトアップ

関東 東京都 中央区 株式会社ジヤニス 5010001046937 自社ブランドとリペア事業の立ち上げによる百貨店依存からの脱却 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 東京都 台東区 株式会社増田 9010501012162 革の町の老舗が発信する端材活用レザークラフトへの新分野展開 小林　直人

関東 東京都 葛飾区 株式会社リキフーヅ 5011801005264 豚肉で生産者の想いを消費者へつなぐ架け橋となりコロナに克つ！ 第一勧業信用組合

関東 東京都 港区 ベアーズコーヒージャパン株式会社 9011101067423 店舗からお客様のもとへ！本物のハワイ名店の味をキッチンカーで！ 金城　一也

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｖｉ　Ｌｉｇｈｔ 4013301038803 家族で行けるくつろぎのカフェスペース付リラクゼーションサロン 瑛智税理士法人

関東 東京都 世田谷区 株式会社マジコ 9010901028725 インフルエンサーを広告塔にした非接触型の衣服リユース店舗運営 松山　亮樹

関東 東京都 渋谷区 みやび株式会社 8010401051600 「貸衣裳」×「専門式場のサービス」×「神社」で創るフォトウエディング事業「ＭａｒｒｉｃＨ（マリッチ）」 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 練馬区 有限会社栄光商会 1011602001400 感染対策を強化した新商品（クレープ）の製造販売への進出 巣鴨信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社オリエンタルシナジー 6010101009611 専門治療院の開設による「働く女性」と「外反母趾に悩む患者様」への最適治療サービスの提供 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 有限会社東京北浜 2010002026825 横浜駅前で展開する飲食もできる和テイストなワークスペースへの業態転換の事業計画書 松山　里果

関東 東京都 八王子市 株式会社Ｌｕａｎａ 5010101009117 非接触型最新方式機器による痩身エステで未開拓市場へ進出 多摩信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社精華堂霰総本舗 2010601003282 介護食市場をターゲットにした新商品「有機ＪＡＳ認証のフリーズドライ雑炊」 猪口　建太朗

関東 東京都 中央区 有限会社ＤＳＢ 1010402021798 飲食人の飲食人による飲食人の為のセカンドキャリア創生プロジェクト 新村　中

関東 東京都 港区 エイトネス株式会社 9010401126731 アニマルセラピー効果を持つ保護猫カフェ就労支援施設への業種転換 嶋津幸男

関東 東京都 西東京市 カンパーナ 地域の食卓を豊かにする惣菜料理店事業への業種転換 市川　信之

関東 東京都 足立区 旬菜旬魚よねやま テイクアウト・デリバリー併設型の寿司店の新規出店による既存店舗との相乗効果実現 小林　直人

関東 東京都 杉並区 有限会社ヘヴィーシックレーベル 3011002019941 新分野展開としてのオリジナル楽器製作、録音サービスおよびオリジナル自転車製作事業 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 株式会社三好屋食品工業 1010601007144 下町の老舗ベーカリーが挑戦する病院食向け高付加価値パンの安定製造 株式会社ネクシオ

関東 東京都 渋谷区 有限会社ウフ 1011002023607 キャトル新商品販売及びＥＣプラットフォーム活用による全国販売に向けた新規販売設備等導入計画 林原　均

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｃａｔｃｈ　Ｂａｌｌ 2011101079466 焼肉店をターゲットとしたラム肉卸売業の展開によるＶ字回復 兒玉　洋貴

関東 東京都 港区 原末石鹸株式会社 4290001070480 セルフエステ機器Ｇ－ＺＥＲＯコイルフェイシャルマスクで海外進出 瑛智税理士法人

関東 東京都 調布市 株式会社ＭＮＨ 4012401017650 玄米だけでつくるコーヒー代替飲料の製造小売業への発展 多摩信用金庫

関東 東京都 目黒区 有限会社キャトル 3013202002074 キャトル新商品製造及びＥＣプラットフォーム活用による全国販売に向けた新規製造設備等導入計画 林原　均

関東 東京都 中央区 株式会社ランティエ 4011001065787 デザイン公募型のファクトリーブランドを自社ＥＣサイトにて受注販売 税理士法人イータックス

関東 東京都 練馬区 株式会社ライブエンタープライズ 2011101056044 ママリプ　Ｍａｍａｒｅｐ 戸塚　成樹
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関東 東京都 杉並区 株式会社ＣＵＤ 5011301021893 塗装工事業者が挑戦する世界に「ひとつだけの色」調色サービス 株式会社コンサラート

関東 東京都 豊島区 株式会社キング 5013301003302 洋服のお直しＥＣサイトの開設 山本　正明

関東 東京都 世田谷区 ＡｔｈＲｅｅｂｏ株式会社 6010901044386 元アスリートの最強営業部隊育成事業「リベンジャーズ」 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ディアマントプロモーション 6011101080560 強みを活かしたオンラインスクール開講およびオンライン映像制作 赤城　正孝

関東 東京都 世田谷区 株式会社カフーツ 5010901014968 既存顧客を活用した、ギフト・プレゼントに特化した新規ＥＣサイトの立ち上げ 城南信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社フォーボイス 9012301011559 楽曲作成、ＭＶ作成、動画配信を一気に行う新しい音楽教室の開校 岩瀬　学

関東 東京都 港区 Ｃｙｂｅｒｓ株式会社 1010401144939 クラウド経営リスク診断リリースによるオンライン顧問サービス・動画コンテンツ配信事業 税理士法人リライアンス

関東 東京都 千代田区 株式会社クラウドパートナーズ 5010001182294 バックオフィス職における自分らしい自由な働き方を応援する総合人材システムの開発・運用 村井　隆紘

関東 東京都 町田市 株式会社エスペニア 5012301000417 婦人服小売業から基礎化粧品中心の化粧品小売業への新分野展開 上薗　朗

関東 東京都 世田谷区 株式会社かみ屋 6010901019883 伝統的製法を採用した日本画用紙の一貫生産体制の構築 東京中央経営株式会社

関東 東京都 中野区 株式会社ナカノＦ 7011201013766 キッチン付きパーティスペースからダンススタジオへの業態転換 青葉総合税理士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社ＳＯＮＫ 3011201014826 運転代行事業（りんの代行） 小崎　享

関東 東京都 港区 株式会社アデュール 2010401094968 講師によるコーチング機能を備えたオンライン英会話サービス アンパサンド税理士法人

関東 東京都 大田区 株式会社アイガー産業 8010801017317 「介護用浴槽を兼務したベッド」で新分野の事業化に挑戦 Ｎｏ．１税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ラライフ 6011001110822 派遣事業と配達弁当事業を兼ねた新分野展開による事業再構築について 中村正

関東 東京都 立川市 株式会社ロッソ 6012802007133 パスタ専門店のパスタキットの製造販売事業への新分野展開 荒井　幸之助

関東 東京都 中央区 株式会社フードリンクグループ 6010401076285 「外食企業と飲食メーカーとをつなぐビジネスマッチング」事業 若杉　拓弥

関東 東京都 江東区 有限会社　アトミックハート 8010602028620 ２４時間無人型インドアゴルフ練習場 尾上　正典

関東 東京都 江戸川区 株式会社ＭＥＤＩＫＬＥＣＴ 5011801036367 薬剤師のＩＴエンジニアスクールと副業促進 松﨑　美和

関東 東京都 中央区 有限会社躍金楼 7010002026069 １５０年続く割烹料亭のお取り寄せ 昭和信用金庫

関東 東京都 小笠原村 ボニンエアー 世界自然遺産小笠原の新たな魅力をパラセールで開拓 東京都商工会連合会

関東 東京都 墨田区 ファイブリング株式会社 5011001093985 壺焼き芋製造販売事業 寒竹　淳

関東 東京都 狛江市 株式会社トキ 8012401009207 ドローンによる点検・測量事業、操縦士育成事業と周辺事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 練馬区 ＦＣ株式会社 6011601023606 ＷＥＢサービス「Ｙｏｕ助」開発事業 茨城県商工会連合会

関東 東京都 昭島市 合同会社もりもと 5012803001615 和文化市場における事業者と顧客のマッチングサービス「和のコンシェルジュ」 青梅信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社ＨＣ 8010101008438 非接触型２４時間無人販売所・惣菜製造業を始める 税理士法人けやき

関東 東京都 目黒区 株式会社アロハエージェント 7010401057557 パーソナルビジネススクール運営業への業種転換 世田谷信用金庫

関東 東京都 渋谷区 Ｂｉｓｔｒｏｔ　Ｎｏｂｕ 焼き菓子・サンドウィッチの商品開発とテイクアウト事業 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 有限会社ボンズ企画 5010002041400 文書電子化からクラウド保管・溶解までの一元管理事業の創設 巣鴨信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社トサケン 1012401023313 新規飲食事業カフェダイニングにおける既存事業踏まえたバリューＵＰ計画 岡田　愼一

関東 東京都 中央区 株式会社ソーナ 8010001144085 デリバリー体制構築、１．５次会店舗への展開 ＢＳＰ税理士法人

関東 東京都 港区 Ａパーセント株式会社 5010401138607 映像・音声・文字情報制作分野のサービス業で、新たな格安配信スタジオの事業化。 松永　しのぶ

関東 東京都 渋谷区 株式会社グラントシー 2011301022606 子育てママ＆企業のテレワーク専用マッチングサイトシステム構築事業 株式会社キクチカラ

関東 東京都 北区 株式会社ポールスターコミュニケーションズ 9011501022705 オンラインを活用したセミナー／コンサルティング事業 株式会社ライトアップ

関東 東京都 中央区 株式会社ラトレイユ 4010001157776 宝石の国、山梨の道の駅にて自動販売機で“宝石ペン”販売事業 福島宏和

関東 東京都 足立区 株式会社永井製作所 9011801010632 自販機での販売に最適化したプラスチック商品ケースの製造販売事業への新分野展開。 バリューフォース合同会社

関東 東京都 新宿区 株式会社千野 8011101012883 株式会社千野事業計画・　ビーチサイド音楽館改修計画 琉子　敬仁

関東 東京都 練馬区 合同会社ＯＮＥポイント 4011603002964 Ｖ－ｔｕｂｅｒを活用した映像・音声制作事業 菊池　友義

関東 東京都 武蔵野市 株式会社エスプリ・ゴルフ 7010401083462 Ｅｓｐｒｉｔ　Ｓｅｌｅｃｔ　Ｓｈｏｐ　ｌａｕｎｃｈ　ｐｌａｎ 飯塚　真司

関東 東京都 杉並区 株式会社ＰＡＭＡクリエイティヴ 6011301024292 動画を中心としたマーケティング・コンテンツ制作へシフト、エンタテインメントを織り込んだライブコマースプラットフォーム開発 西京信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ルーセントデザイン 5290001059820 プリズム光学樹脂による独自プロダクトの開発・製造・販売の新規事業化 税理士法人イデアコンサルティング

関東 東京都 千代田区 株式会社カインドウエア 6010001034676 「オーダースーツＥＣサイト」構築計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 足立区 株式会社ＳＧＳ 6011801035995 「健康茶」のネット販売！－おうち時間にぴったりなお茶の提供－ ＡＢＣ税理士法人

関東 東京都 目黒区 ｔｓｕｋａｏ 新時代のハウススタジオ運営とプロの協働による非日常体験撮影会 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社カラーポイント 5010902017350 ニューノーマルで増々需要が見込まれるイメージカラーリモートサービス事業を開始 東京商工会議所

関東 東京都 港区 江夏画廊株式会社 2010001132888 画廊業界初機能を搭載した顧客に寄り添ったＥＣ販売での業態転換計画 大野　秀樹

関東 東京都 江東区 ナビゲーションロジスティクス株式会社 2020001119991 ＢｔｏＣ向け宅配サービスへの参入				 塩津　友輝

関東 東京都 新宿区 株式会社丸正飯塚 9011101020308 創業１００年の目利きを活かしたフルーツサンド市場への業種転換 エキスパート・リンク株式会社

関東 東京都 東村山市 美容矯正サロンサキア マスクを取った時に白い歯で笑顔になれるお手伝いができるサロンへ。 浅山　直希

関東 東京都 渋谷区 アール・イー・アイ株式会社 1011001000631 案内サイン等管理システムの構築とその管理業務 税理士法人落合青山会計事務所

関東 東京都 千代田区 アットハース株式会社 4010001170886 外国人向け生活サポートサービスのＤＸ化による新たな価値の創出 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 渋谷区 株式会社メンテック 1011001111271 建築業の強みを活かしたキッチンカー事業への参入、新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

関東 東京都 調布市 ＲＥＭＩＴＥ　ＳＥＰ　ＪＡＰＡＮ株式会社 1012401015302 刺しゅうとフォト事業で新顧客層へのアプローチと付加価値アップ 多摩信用金庫

関東 東京都 青梅市 武藤治作酒店 青梅の農産物を活用したクラフトビール製造・販売事業への挑戦 株式会社匠コンサルティング

関東 東京都 目黒区 有限会社マイ・トゥエンティーフォー・セブン 6013302021442 自社ＥＣサイトにてＳＮＳ発信を活用した古着商品の小売販売 高木　賢二

関東 東京都 港区 ａｄ　ａｘｉａ合同会社 4010403011102 インバウンド民泊から富裕層ファミリー向け個室貸切型フィットネスジムへ 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 大田区 株式会社慎力 8010801027794 ドローンやＶＲ使用による体験型モデルルームの構築 浅山　直希

関東 東京都 渋谷区 エクステ市場 顧客の自粛疲れを解消するリラクゼーションヘッドスパ事業の転換 金﨑　卓也
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関東 東京都 世田谷区 エルエスピーコーチング オンライン反転授業型＿コーチングスクールの運営 盛澤陽一郎

関東 東京都 港区 有限会社ＲＥＧＡＬＯ　ＳＴＹＬＥ 4010402032801 エステサロン＋アプリで在宅でもスリムに！男性向け痩身サービス 株式会社クロスタウン

関東 東京都 品川区 株式会社電波新聞社 8010701006411 理系学生特化型の求人マッチングサービスの開発と提供事業 塩津　友輝

関東 東京都 立川市 株式会社プロモ 1012801006925 オンラインＨＲ（人材紹介）新規事業 菅野　忠

関東 東京都 葛飾区 肉屋食堂たけうち 店頭における惣菜、精肉小売りとセントラルキッチン設置による精肉の合理化に関する事業 税理士法人日の出事務所

関東 東京都 豊島区 合同会社オールラウンド 9013303005152 料理の力（パワー）で町を元気に！日本初業態への挑戦　みんなのレシピ　惣菜屋　『まめ・にく・やさい』の運営 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社宏昇製作所 3011001007757 家具製造技術を活かし自社ブランドのインテリア家具小売業へ参入 クレアスト株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社車力 2010001019152 ビジネスマン向けの感染対策を徹底したコワーキングカフェへの転換 東京中央経営株式会社

関東 東京都 調布市 流生畳店 ショールーム兼販売店舗の開設と、生活雑貨用品の開発・事業展開 多摩信用金庫

関東 東京都 武蔵野市 大作合同会社 4012403003673 「お好み焼き屋」から「地域密着型日本料理店」への転換事業 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 立川市 ラホヤ 飲食店からテイクアウト専門店への業態転換 税理士法人ＭＩＲＡＩ合同会計事務所

関東 東京都 品川区 労務管理研究改善事務所 ＡＢＡＣＵＳ　ＰＬＡＴＦＯＲＭ　オンラインリアルタイム授業 東京商工会議所

関東 東京都 立川市 株式会社ＮＥＲＯ 3021001065936 生配信ライブ、推しに会える『アーティスト喫茶』による事業拡大 河村　晴雄

関東 東京都 八王子市 株式会社葵製作所 3010101000011 デジタル化による新規顧客開拓と新事業展開 多摩信用金庫

関東 東京都 葛飾区 東京和晒株式会社 9011801003198 本格的な動画配信ニーズに対応したレンタルスタジオの新設 須永　達也

関東 東京都 江戸川区 タイム 子育てママをさらにキレイに！キッズスペース・授乳室完備のエステサロン 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社東野調査事務所 3010901017782 コロナ時代に適応した「非対面型調査業」への業態転換 税理士法人ロールスパートナーズ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ディ・ポップス 9011001067309 スマホ購入のためのオンラインコンシェルジュの開設 佐久間　達也

関東 東京都 葛飾区 合同会社佐藤商店 2011803004143 音楽・伝統芸能等のライブ配信および動画収録スタジオ事業 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 株式会社三洋 3010601036190 廃棄される部位を活用したサーモンミンチ事業 税理士法人ＦＣブレイン

関東 東京都 文京区 株式会社フアモサライフ 2010601040961 ＢｔｏＢ製造事業からＢｔｏＣ小売事業（ＥＣ販売）への業種転換 巣鴨信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ブリッジ 4010001190983 ベトナム南部の麺料理フーテュウを扱う料理店の出店による飲食業への進出 朝日信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社スピーチジャパン 1012301008348 現役アナウンサーが創る！電子書籍特化型オンライン出版社開設 ＫＰＳ税理士法人

関東 東京都 目黒区 サロンドクチュリエ コロナウイルス感染拡大の長期化に伴い美容室内における対面及び非対面型脱毛事業の拡大 伊東　努

関東 東京都 八王子市 ｅｎｄｙ オリジナルマスクの製造・販売への進出による事業再構築の実現 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 杉並区 有限会社オフィスＴ．Ａ． 3011302014411 ＩＴクラウドソーシングマッチングシステム 越智文夫

関東 東京都 渋谷区 メディアフロント・ジャパン株式会社 9011001106181 ＷＥＢの仮想空間を介在させリアルな多地点を連携させた、設置型デジタルアトラクション事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 株式会社ＶＩＳＩＯＮ８ 8010401088881 新技術を活用したデジタル版画を、越境ＥＣを通じてグローバルに販売 税理士法人エム・エム・アイ

関東 東京都 渋谷区 セバスチャン 大人気店シェフプロデュース！『新感覚コッペパン』テイクアウト専門店事業 坪井　亮

関東 東京都 中央区 合同会社Ｌａｎｇｕａｇｅ　ｉｎ　Ｌｉｆｅ 9013303002273 Ｂ　ｔｏ　Ｂ　ビジネスモデルからの脱却　Ｂ　ｔｏ　Ｃ　向けプレミアムバニラスイーツブランドの立ち上げ 西武信用金庫

関東 東京都 目黒区 ユウコプランナーズオフィス オンラインヴァイオリン・オンライン英語レッスン 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 株式会社ビットツーバイト 2012401022529 いつでも・どこでも・誰でも使えるファイル転送・共有サービスの開発 株式会社シャイン総研

関東 東京都 新宿区 テックトランス株式会社 3010001064718 沖縄自由時間企業研修事業計画 岩山　将之

関東 東京都 杉並区 株式会社アームレックス 4011301024022 内装解体専用重機のオペレーター付きレンタル事業による売上拡大 経営創研株式会社

関東 東京都 東大和市 有限会社大和製工 5012802006318 新たな塗装技術（粉体塗装）に取り組み、新分野「建設機械」市場に挑戦 東京都商工会連合会

関東 東京都 青梅市 Ｊーシュール 衣装レンタル・写真撮影のトータルデュース 株式会社ライトアップ

関東 東京都 台東区 株式会社Ｋ’ｓ　Ｆａｃｔｏｒｙ 4010001123828 テイクアウトを主力としたビジネスマン向け食事中心飲食店の展開 東京中央経営株式会社

関東 東京都 文京区 株式会社キャスト 8011101042212 苗場スキー場でたき火とバーベキュー提供サービス 杉崎正義

関東 東京都 新宿区 株式会社プライベート・パーティー 5011101085560 ドレスメーカーが手掛けるドレスの様なエプロンのＥＣサイト販売 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ニート 6011001042834 日本の伝統技法「截金（切金）」細工を用いたジュエリーブランドの開発及び販売 大澤　泰一

関東 東京都 葛飾区 株式会社ケイワールド 3011801025058 広告業の強みを活かしブルーベリー専門店ブランド確立で事業再構築を実現 高田　直美

関東 東京都 大田区 合同会社丸八 2010803002702 人材派遣業から飲食業への業種転換　～ｗｉｔｈコロナ、ポストコロナ社会に向けた飲食店経営～ 税理士法人東京南部会計

関東 東京都 中央区 株式会社ミトオシ 7011803002415 ＩｏＴデバイス向けのＵＩデザイン制作事業 東京シティ信用金庫

関東 東京都 足立区 炭火焼肉　牛匠 既存焼肉店の余剰スペースを有効活用して、日本料理店を創る 税理士法人赤坂共同事務所

関東 東京都 港区 株式会社すもも杏 2010401119576 セルフエステ事業の開始とオリジナル美容食品の開発ＥＣ販売 芝信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｉｎｖｉｔａｔｉｏｎ　Ｊａｐａｎ 4011001099703 宿泊施設起点での現地体験観光の多言語・予約販売ネットサービス 神宮前あおば税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ゼロファーストデザイン 3013201003222 インテリア・デザイン業界のＤＸ化を加速させる、ＤＸサービスとスペースレンタルサービスの立ち上げ 伊藤　文彦

関東 東京都 渋谷区 株式会社長安 3011101057693 コロナ禍に対応した非接触型セルフエステ事業への新分野展開 塚本　康幸

関東 東京都 新宿区 ｃｈｏｃｏｌａｔ． 大自然の中で結婚式が出来るグランピングスペースの構築 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 豊島区 ＷＡＫＵ　Ｉ．Ｋ．Ｄ株式会社 4013301044520 ニシイケバレイにて小売業を兼ね備えたイベントスペースの建設 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ウェンズインターナショナル 8010001126991 飲食店開業者向けの店舗仲介業と店舗関連業者のマッチングＷＥＢサイト構築 特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

関東 東京都 港区 Ｃａｒｅｅｒ　Ｃｈａｎｎｅｌ株式会社 6011001123535 先進的なデジタル技術の活用による就職・転職マッチングシステム 本山惠一

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＩＭＰＬＹ 1011001121023 フラワートラックとＥＣサイトを活用した花、花関連商品の企画・販売 東京商工会議所

関東 東京都 足立区 株式会社多伊夢 9030001039679 ラーメン店を営む当社が新たにテイクアウト専門店を開設する。 足立成和信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社究 3010801020176 中食ニーズに対応する冷凍生餃子の無人販売事業の構築 川崎信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社キベプランニング 4010801003056 三密を回避するセルフ治療器の開発でリンパ浮腫患者のＱＯＬを向上 芝信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社フレッシュタウン 2011701007041 コロナ渦で需要の大きいオンラインイベント専用のスタジオ構築 マジェステ株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社タイムズ 5010701030876 圧倒的な中国人脈を活かし、カゴバッグと共に顧客の店舗を彩る雑貨を卸売り 西武信用金庫
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関東 東京都 新宿区 株式会社ＭＳＤ 1011101086711 社内製造部門の起ち上げによる設計・製造の一貫体制の構築 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社ユービー 9011101051121 ＣＸ型販売（顧客体験型ＥＣ販売）と非接触展示会 税理士法人アーク＆パートナーズ

関東 東京都 世田谷区 株式会社ティエヌ企画 6010901022805 ウイズコロナでの家庭の豊かな生活空間づくり！「ワンストップＳＰクリーンサービス」新事業転換への挑戦！ けいあい税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社プロント 8120001183295 国内向け雑貨製品卸販売から、話題のＮＭＮ健康食品を中心とした越境ＥＣに業態転換！ 株式会社シザコンサルティング

関東 東京都 目黒区 日栄商工株式会社 8013201004406 地域密着型の大規模修繕専門店の参入計画　「　地域で愛され続ける会社を目指して　」 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 小金井市 株式会社バンビーニ 8011301016305 美容室からスキンケアメーカーへの参入を目指す新分野展開計画 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社サイクス 8010401095234 簡単操作で即日＆都度利用が可能なビジネス用ライブ配信システムの構築 松山　亮樹

関東 東京都 新宿区 株式会社ＨＵＧＥＭＯＲＩ商事 2010401131465 中国の再生可能エネルギー市場情報等のメディア事業の展開 株式会社翼コンサルティング

関東 東京都 千代田区 株式会社クロスライトジャパン 7010002043007 日本・フランスの商材マッチング事業とサイクリングロード観光事業 道浦健治

関東 東京都 大田区 岡高志行政書士事務所 ＡＩによる契約書面作成サイトの開発事業 共立信用組合

関東 東京都 港区 ベトナミーズキツチン有限会社 8010402031502 オンラインベトナム料理教室事業への事業再構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 大田区 玉林商事株式会社 7010801022689 エステ・痩身用マシーンの導入による整体業からエステティック業への新分野展開 塚本　康幸

関東 東京都 足立区 株式会社ｇｏｏｄｎｉｃｅ 7011801033602 急速冷却・真空包装機を導入し、テイクアウトに適した環境適応型和食店 東京中央経営株式会社

関東 東京都 小金井市 物袋　遼佑 個室で安全・リラックス　予防と治療の両方を提供する「もみほぐし×治療院」の開業 株式会社シャイン総研

関東 東京都 足立区 株式会社デミータ 4011801035510 事業承継した美容室を核とした多店舗展開による業種転換の実現 瀬尾　公一

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｓｍａｒｔ　Ｌａｂ 4010001185174 腸機能を高める自社商品「ルルミルク」の開発・小売販売 サポート行政書士法人

関東 東京都 墨田区 株式会社リバース 9010601030519 利用しやすさと満足感を両立するセルフエステサロン事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 港区 株式会社エル・アミティエ 3011001031154 地域密着型　ＷＥＢ　動画配信スタジオ「恵比寿近郊篇」 税理士法人　マネイジ

関東 東京都 台東区 株式会社ＢＵＮＢＵＮ 8010501028779 新たな挑戦　～エステティック業に新分野展開してＶ字回復～ 塚本　康幸

関東 東京都 練馬区 株式会社ＷＡＳＳＨＯＩ 1011601019906 ドローン技術で農業支援に新規参入 東京信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社ネモフアー 5010601014104 独自の縫製技術を活かしたペット介護アイテム分野への進出による事業再構築 東京東信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社園部製作所 5010001091438 ファイバーレーザー切断加工機・ＮＣフライス盤導入による治具製造業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 世田谷区 有限会社大坪事務所 3010902003237 経堂の街を元気にする（地域社会応援）事業 昭和信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｑｕｌａｎｉ 8013301037875 「非接触」で美容業の回復を。お肌の悩みを根本解決 税理士法人久賀事務所

関東 東京都 千代田区 株式会社ＳＰＣコンシューママーケティング 8010701027052 災害支援で活躍する「多機能キッチンカー」のレンタル事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 台東区 有限会社Ｄ＆Ｃクリエート 7010502019258 非接触型の新たな形　自社独自のインドアゴルフスクール事業 福島　悠

関東 東京都 中央区 Ｋｅｉ　Ｃｏｍｐａｎｙ合同会社 3010003014332 真空調理技術と急速冷凍を使った冷凍ピザの開発による新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社オートモード 8011001113988 新店舗開設によるオンライン配信とフードデリバリーサービス事業 西河　豊

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＤＥＰＡＲＴＵＲＥ 2011001111469 未経験エンジニアと人材不足に悩むシステム開発企業をマッチングする、ＯＪＴ型のプログラミングサロン 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 文京区 株式会社先端力学シミュレーション研究所 2030001047878 マルチフィッジックス解析環境導入による解析コンサルティング事業の新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 京橋ロジス株式会社 9010001090898 コロナ時代の小ロット販売資料の物流・印刷ワンストップサービスへの挑戦 渡邉勝次

関東 東京都 千代田区 メトロ商事株式会社 6010001030816 レトルト・カレー及ステーキ・カレーパン製造販売事業計画 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社留学情報館 1011101056739 Ｃｈｉｉｋ！子供の成長の可能性を広げるオンラインスクールの提供 フォーセンス・パートナーズ株式会社

関東 東京都 品川区 塚田　耕司 クリエイターが作る多目的型ワーケーション施設「山のアトリエ」 濱野　智徳

関東 東京都 豊島区 株式会社ＭＡＬＩＢＵ 3013301033210 学生をターゲットにした着物レンタル事業　美容院の収益力向上 巣鴨信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ＺＥＲＯＯＮＥ 8010001130639 コロナ禍でも成功できる担担麺・麻婆豆腐専門店のフランチャイズ事業の立ち上げ 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 渋谷区 株式会社ジー・エム・ティー 5011001009958 ＥＣ事業構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社神楽坂五十番 6011101073374 健康志向の消費者に！美味しさと健康を兼ね備えた肉まんのＷＥＢ販売 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 立川市 株式会社根津 1012801001315 東京都立川市公認の飲食店「アダムスオーサムパイ」のＦＣビジネス展開 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 一般社団法人ＭＣＳヤング・アーティスツ 4010405017213 ヒストリカル・ピアノ・スタジオ及び録音録画配信業務への進出 但馬信用金庫

関東 東京都 立川市 有限会社サーチ 3012802011237 ＡＩ画像解析による屋外広告の広告効果可視化プラットフォーム事業 西武信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ヒルトップパートナーズ 1010401085852 八戸を中心とした北東北地域で連携するネットショップ事業 第一会計税理士法人

関東 東京都 世田谷区 ｃｏｒｎｅｉｌｌｅ うつわのセレクトショップとフードのコラボレーションの新店舗 城南信用金庫

関東 東京都 品川区 東邦流通システム株式会社 8010701006873 革新的自社デリバリーシステムの構築　ーコロナの逆風を追い風にー 平野　弘道

関東 東京都 練馬区 株式会社アイエス 4011601011538 高付加価値印刷機・レーザー加工機の導入によるノベルティグッズ製造への新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ユイト 6010701037078 北海道産！厳選した海の食材で調理済冷凍食品を開発。定期宅配で新規顧客開拓。 株式会社シャイン総研

関東 東京都 中央区 株式会社ＰＨＩＬＩＡ 2010401075571 銀座のクラブが提供する「和のこころ」の高付加価値果実の販売 さわやか信用金庫

関東 東京都 千代田区 プロフィール株式会社 8010001166617 「映像制作会社」から小規模企業に特化した「デジタルマーケティング会社」への業種転換 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社ＳＥＤＯＮＡ　ＣＡＭＰ 6010401063011 国内外のプロの美容師向け『オンラインセミナー』の主催 松木　昭和

関東 東京都 中野区 株式会社ＳＫＤ 7011201017965 リサイクルショップ・ＥＣで、建設業で手に入る資材・家具等を販売 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社アイロム 6011001067344 サカナバルの魅力を閉じ込めたご馳走缶とオリジナル缶詰の製造 澁谷　宗紀

関東 東京都 中央区 株式会社Ｒｅｓｍａｒｃｈ 3160003001745 高まるテイクアウトビジネスにマッチした揚げたて唐揚げ専門店 加来　昇

関東 東京都 八王子市 合同会社Ｓｍｉｌｅ　ｌｉｆｅ．ｌａｂｏ 6010103001351 鍼灸院併設の水素・酸素ステーション 株式会社群馬銀行

関東 東京都 大田区 東京幻実株式会社 5010801028325 リアル小売店舗展開に伴う、管理システム構築／ＥＣショップ連携 全東栄信用組合

関東 東京都 世田谷区 ｉｌ　ｖｉｎｖｉｎｏ ミシュランレストランの菓子・惣菜・ワイン販売でコロナ禍を破れ！ 千代田　悟志

関東 東京都 墨田区 有限会社丸 5010602030257 ＳＤＧｓを推進するためのサスティナブルフードへの新分野展開 角田　雅道

関東 東京都 港区 Ｇｒｅａｔ　Ｗａｖｅ株式会社 3010401144292 フィットネス×カフェ＋地方創生 元村康人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ハセガワエスティ 7010401040983 オンライン音響映像技術の活用による新しい形の結婚式需要開拓 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
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関東 東京都 中央区 株式会社Ｃｈａｎｇｅｍｏｄ 6010701030405 専門性を高める中堅ＳＥ向けスキルシェアによるＣｔｏＣ型ＩＴ教育事業 増田　考邦

関東 東京都 千代田区 株式会社ｍｉｅｃｏｕｅｎｏ 4010001151077 既存事業の商品開発力を生かした小規模カフェ向けの菓子・パンの製造・販売事業 増田　考邦

関東 東京都 小金井市 ＭＲフーズ株式会社 9012401024386 山梨県道志村にアウトドア客向けのカフェをオープン 多摩信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社エコロ 8010601022657 食事道実践のためのオンラインショップの開設 税理士法人斉藤税務会計事務所

関東 東京都 新宿区 株式会社だんごＤｅｓｉｇｎ 3012401024318 ウィズコロナに対応した贈答品のオンライン販売事業への展開 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 品川区 有限会社サワ 1010702003637 磯平ブランドを活かした焼肉店立ち上げによる、集客力の回復 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 世田谷区 株式会社ｓｐｉｃｅＭｉｘ 9010901039177 地元客に人気のイタリアンバルから餃子店への新分野展開 尾関　亮

関東 東京都 渋谷区 株式会社グローバルリソースマネジメント 3160001016737 中古船販売会社に向けた「販売・管理プラットフォーム」 中嶋　權治

関東 東京都 荒川区 光商事株式会社 7011501017211 コロナの影響で減少するＬＥＤ照明事業からプリント加工事業への新分野による事業再構築 巣鴨信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社ＹＯＬＯ 1011501025194 アパレルブランドの挑戦！コミュニティカフェ構築事業 西武信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社ＳｔｙｌｅＬｉｆｅ 7013301040095 有機日本茶、茶器、座布団、畳、ゴザをアメリカへ販売する事業計画書 松山　里果

関東 東京都 台東区 株式会社ブルーカラーズ 3011501015359 アジアンテイストの豆乳メニューをデリバリー・宅配で提供 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 台東区 ＳＴＵＤＩＯ　ＵＡＭＯＵ コロナに対応したカスタムソフビのＥＣ販売を実現する彩色工程の内製化 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 豊島区 ブルシナール 健康・痩身の非接触型セルフエステサービスによる思い切った事業拡大 東京商工会議所

関東 東京都 目黒区 株式会社プロッシモ 5011001094109 「撮影機材の導入による動画・ライブコマース配信の受託制作」事業 若杉　拓弥

関東 東京都 台東区 株式会社Ｂｅａｕｔｙ　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ 5010001166891 機械エステマシンによる低感染リスク型の新店舗ビジネス確立事業 エキスパート・リンク株式会社

関東 東京都 台東区 株式会社センシアコスメティック 3040001073328 自社ブランド化粧品の開発と日本・中国向け越境ＥＣによるネット通販事業 魚谷　康行

関東 東京都 豊島区 株式会社リーディング・ウィン 3011401014766 保養所を改修した外部研修の受託とワーケーションサイトの運営 蛭田　昭史

関東 東京都 町田市 ＵＧＬＹ　ＣＡＲＡＶＡＮ株式会社 9010901038955 有機日本茶小売りによる新しい日本茶文化の醸成による事業再構築 岩瀬　学

関東 東京都 世田谷区 株式会社和音人 4011001104264 自然派の調味料を使用した身体に優しい「洋菓子店」の出店計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 足立区 株式会社ｏｆｆｉｃｅ５７ 1011801036619 Ｗｅｂセミナー導入支援、動画広告制作への新分野展開 足立成和信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ＴＨＥ株式会社 9011001072820 自社製品のデポジット回収と二次流通（中古）販売による循環型商流創造 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 江東区 合同会社ガハハビール 9010603008133 缶ビール製造設備の導入により、飲食店から外販への新分野展開を図る 山内　喜彦

関東 東京都 小平市 合同会社ＳＴ．Ｏｎｅ 9012703002123 非接触型・全室個室焼肉・しゃぶしゃぶ店の開業による事業転換 飯能信用金庫

関東 東京都 足立区 株式会社ヴァンデミックシステム 5011801035088 インフラエンジニア・ハードウェアエンジニア向け技術検証用ラボサービスの開設																							 税理士法人水垣会計パートナーズ

関東 東京都 新宿区 ｄｏｔ　ｓｃｉｅｎｃｅ株式会社 8010001186103 ステイホームを豊かに！エディブルフラワーを活用した加工品の開発による新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社グッドサイクルシステム 4011001044411 電子薬歴を活用した対人業務重視型の医薬品在庫管理システム開発 一般社団法人地域マーケティング経営推進協議会

関東 東京都 江東区 ＡＯＥ株式会社 8030001110886 ウィズコロナに対応した非接触型エンターテイメント焼肉業態への新規展開計画書 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 品川区 株式会社宿場ＪＡＰＡＮ 1010701024808 ＤＸクリエイター向けレンタルスペース事業 湊谷航介

関東 東京都 豊島区 合同会社笑う門には福来る 7013303002300 焼肉店オープンによる新市場への挑戦 巣鴨信用金庫

関東 東京都 大田区 エーティーアンドコー 愛犬と楽しめる！シミュレーションゴルフ店とアパレル事業の展開 廣野　希

関東 東京都 国分寺市 株式会社プラスアルファ 3012401018798 不妊専門整体院による女性専用整体＆セルフエステ事業 小松原　史雄

関東 東京都 千代田区 リーフデザインパーク株式会社 9011001072291 地方生産者とのつながりを生かした、デザイン性の高いこだわりおむすび屋の出店 塩津　友輝

関東 東京都 足立区 らーめんしょっぷ中吉 新型コロナに打ち勝つ、２４時間無店舗・自販機での小売販売事業 株式会社Ｍｙビジネスパートナー

関東 東京都 新宿区 株式会社ＳＳＦホールディングス 5011101094306 「正しい自費診療情報と患者」をつなげるマッチングサイトの構築 松井　淳

関東 東京都 港区 株式会社アイビーエス 2010401090141 車両の空席・空車情報、予約システム（配車システム）のオンライン提供事業 原田　貴史

関東 東京都 千代田区 株式会社宮川商店 5010001030255 鉄鋼加工技術獲得による鋼材卸売業から鋼材加工業への業態転換 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 大島町 クオーラ株式会社 1020001113194 離島におけるワーケーション＆移住支援のための新規プラン開設 東京都商工会連合会

関東 東京都 世田谷区 有限会社ボックスクリエイト 5010902019925 ２４時間営業・会員制シミュレーションゴルフ店 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社ｒｅｂｉｒｔｈ　ａｓｓｏｃｉａｔｅ 2011101067504 ヨガインストラクター向け　Ｃ　ｔｏ　Ｃレッスン配信アプリ運営事業 髙司　浩史

関東 東京都 千代田区 株式会社ＣＬＡＺｅｃｔ．Ｐｌｕｓ 3010001186082 ダイバシティ自立支援アカデミー 税理士法人斎藤会計事務所

関東 東京都 世田谷区 アリク マルシェ事業と飲食事業の連携による飲食店の付加価値創出 Ｂｌｕｅ　Ｗｏｒｋｓ　税理士法人

関東 東京都 八王子市 株式会社新栄プランニング 9010101011201 フィットネスクラブの巡回サービスの実現 一般社団法人多摩西部コンサルタント協会

関東 東京都 渋谷区 株式会社マグノリアカンパニー 7011001051479 日本の伝統品を中心とした海外向けのＥＣサイト事業 株式会社ライトアップ

関東 東京都 港区 株式会社ストロングフーズ 6010401140925 徳島県（出身地）の食材を活用した焼肉店の展開 株式会社百十四銀行

関東 東京都 新宿区 うぶか ＥＣサイトによる甲殻類のレトルトカレーと瓶詰め調味料の販売 株式会社ライトアップ

関東 東京都 豊島区 炭火屋１０－１０ ウィズコロナの飲食店デリバリー・フードトラックへの事業転換 巣鴨信用金庫

関東 東京都 武蔵村山市 桃李成蹊株式会社 5012801010213 赤外線付カメラ及びドローンによる建築物の調査 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社タキハチ 8010901038700 男性向け脱毛サロンへの事業再構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 港区 株式会社ハイテンション 8010701024727 事業１種体制から事業３種体制へ再構築計画 鹿島　圭

関東 東京都 港区 株式会社真不同 8010401064098 当社自慢の本格香港点心の味を自宅でも味わえる、非対面式の注文システムを活用したテイクアウト事業の立ち上げ 吉川　一郎

関東 東京都 文京区 株式会社飴やダイニング 4010001165110 本格フレンチビストロがつくる新しいカヌレ専門店（フランス菓子）とゴーストレストラン 株式会社ライトアップ

関東 東京都 足立区 株式会社アーキウェア 4011801014547 ウィズコロナ時代を乗り越え、ポストコロナ時代へ向けてのコーティング剤開発 久保田　昌宏

関東 東京都 立川市 株式会社Ｇ２Ａｇｅｎｔ 8012701014286 男性ビジネスマン専門！セルフホワイトニング・セルフ脱毛の新事業 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ｅスポーツコミュニケーションズ株式会社 5011003006540 ｅスポーツにおけるオンラインスクール道場を開設 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 渋谷区 Ｕｎｉｔ株式会社 2010401138188 リモート運用による完全非対面セルフエステ事業への業種転換 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 八王子市 ジャパンチャイルドブレインホールディングス株式会社 9010101011449 障がい者のためのＶＲを用いたｅラーニング事業 岩見　直茂

関東 東京都 八王子市 株式会社ココロバ 1010101012132 新商品スパイスカレーで挑む！デリバリー事業への新たな展開 特定非営利活動法人たま産業支援センター
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関東 東京都 渋谷区 株式会社キギ 1011001071796 創造性を楽しむアイウェア 「Ｔｗｏ－ｆａｃｅ」の販売事業 税理士法人エーピーエス

関東 東京都 港区 株式会社ビデオマッチング 9010401139634 人材採用支援サービスから、オンライン配信サービスへの業種転換 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ハイクラス 3011001103812 指導者を活かす入浴剤“リカバス”で新規獲得と既存客への新提案 木戸　晶裕

関東 東京都 板橋区 株式会社ウォーク 5011101031366 ホットスタンプによる小ロットからのグッズ製作事業への展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社いい旅 7010401069040 インド・スリランカのスパイス料理を、国内及び訪日需要向けに開発販売 税理士法人アリオン

関東 東京都 渋谷区 株式会社グローバルエナジー 9011001071038 ＥＣサイトとオンライン商談システムの開発 山本　剛

関東 東京都 新宿区 株式会社アイ・ピー・イー 8011101031347 部品メーカーから製品メーカーへ。肌荒れに役立つ美顔用噴霧器を製造・販売 西川貴人

関東 東京都 渋谷区 ＬＩＦＥ　ＳＣＨＯＯＬ株式会社 4012401022262 フライドチキンのテイクアウトと水タバコカフェへのデリバリー店 仲田俊一

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＢＩＲＣＨ 2010401146595 本格中華を手軽に楽しむ！アフターコロナの経済復興に向けた昼営業主体でテイクアウトもできる点心業態新規展開計画書 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 港区 ソムタムカフェ 青パパイヤを使った健康食のスムージー 白川　淳一

関東 東京都 江戸川区 株式会社千城製作所 8011702007464 ドローンによる赤外線外壁調査事業 松井　淳

関東 東京都 港区 株式会社Ｓｏｌｆｅｒｉｏｎａ 8010801026391 逆ＳＥＯのＷＥＢ集客及びオンライン提供 城南信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社ＯＵＴ　ＬＯＵＤ　ＦＡＣＴＯＲＹ 6011201021175 音響効果の見える化コンサルティングによる事業転換 木佐谷　康

関東 東京都 府中市 ゑえやん合同会社 6012403002624 「急速冷凍庫」導入によるセントラルキッチン事業 多摩信用金庫

関東 東京都 世田谷区 スターペグ・ミュージック株式会社 6010401146740 ギター等楽器のレンタル、販売およびレンタル後の販売を可能にするＥＣサイトの構築 税理士法人ベンチャーパートナーズ総合会計事務所

関東 東京都 中央区 シェアーズ 担々麺専門店出店による飲食店事業の事業再構築 金﨑　卓也

関東 東京都 練馬区 明友建設株式会社 9011601006855 価値を大切にするクラシックカー専門中古車販売業の実施 税理士法人フューチャーコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 有限会社爆団 9011002036601 廃材を用いたデザイナーズ家具・インテリアの販売 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 東京都 江戸川区 マザーアース 世界とつながるサーファータウンのコ・ワーキング・スタジオ 東京シティ信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社Ｓｐｈｉａ 9010001201810 汎用型自然言語解析アプリケーションのサブスクリプション提供により、ヘルスケア分野または専門職の生産性向上に貢献する事業 株式会社ライトアップ

関東 東京都 渋谷区 ラフィネリビング有限会社 1010602033536 自社で製造体制を構築し５センチ単位のセミオーダーソファの生産 税理士法人奥山会計事務所

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｊａｎ 1013301044721 安心できる空間づくり　次世代型ウイルス対策事業 原　知世

関東 東京都 目黒区 株式会社ハートアイランド 8010001145934 焼肉店の味を自宅で楽しむための希少部位を充実させた精肉小売店 高瀬　加奈子

関東 東京都 大田区 有限会社インフルエンス 4010802018557 卸売、店頭販売事業からオンラインでのＢｔｏＣ販路拡大への転換 松村　一朗

関東 東京都 中央区 インターネット・ビジネスサービス株式会社 5021001030228 社員の定着率と生産性を向上させるコミュニケーションシステムの提供 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社Ｒｅｓｔ　ａｎｄ　Ｒｕｎ 6010001156751 パティシエが作る本格パンの食物販店の新規事業計画書 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 港区 ＰＲＯＴＥＳ株式会社 6010401138622 インバウンドの旅行業からテイクアウト韓国料理店への新分野展開 清原　輝茂

関東 東京都 渋谷区 有限会社ゴールドバーグアンドサン 5011002021763 輸入商材の日本製造による業態転換 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社プランテーション 9010001056180 ＷＥＢを活用した美術館向けマーケティング支援事業への新分野展開 井上大輔

関東 東京都 目黒区 株式会社ファンタジスタ・ジャパン 9013201015930 テイクアウト・デリバリー機能を強化した高級ハンバーグ専門店出店事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 東京都 杉並区 合同会社カンパイ日和 9011303002649 山梨県勝沼町における産地連携型新商品バレルエイジドビールの開発 嶋津幸男

関東 東京都 台東区 株式会社ＯＮＥ　ＴＲＥＥ 3010001130156 動画制作のアウトソーシングプラットフォームの展開 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ａｎｄｕ　ａｍｅｔ 5040001075644 エシカルファッションの啓蒙・普及を目的とした「エシカル・トランスフォーメーション・プロジェクト」 西武信用金庫

関東 東京都 港区 川原秀夫事務所 専門店情報サイトに既存の予約ツールより使いやすい予約システムを構築する！ 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 旭産業株式会社 1010801021309 ゲージボタルの高精度化とデジタルゲージの開発及びＱＲコード刻印によるＥＣ販売の拡大 佐山　壽一

関東 東京都 練馬区 株式会社ＡＭＧＩ　Ｉｎｃ．Ｊａｐａｎ 8011601016062 航空機用ワイヤレスインターフォン三者会話型システムの開発 東京東信用金庫

関東 東京都 府中市 株式会社エフォート 5012401020001 テイクアウト／デリバリーを主体としたとんかつ屋への業種転換 井上大輔

関東 東京都 練馬区 株式会社はしゅう 6011601020561 Ａ５　ランク黒毛和牛一頭買いと提供方法の拡大で圧倒的差別化を図る 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 北区 株式会社ＲＡＺＵＬＩＴ’ｅ 9011501026391 アフターコロナ時代に対応する　サンドイッチ小売販売店の新規事業展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 Ｙｕｂｕ株式会社 1010401100355 教育ＤＸで子ども向け高品質英語オンラインレッスンの新サービス 白壁　信昭

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社フードマン 6013101001612 外食産業向け、業務用食材の小容量化事業（調合及び、リパック業務） 青空税理士法人

関東 東京都 国分寺市 ホワイトウォーターハウス株式会社 2011001100034 リモートワーク対応型インターネットカフェのへ再構築 西武信用金庫

関東 東京都 豊島区 有限会社杉浦商店 9013302005120 老舗惣菜店による強みを活かした東南アジア麺類専門店への進出 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社エターナルコンボ 5011001108223 既存店の居酒屋撤退及び、焼売テイクアウト専門店への新事業展開 森山　敏雄

関東 東京都 文京区 株式会社未来カ 2011101079045 経営者とフリーランスを繋ぐ、記帳支援プラットフォームビジネス 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 シュエット オンラインでの美容スクール開設で非対面型ビジネスモデルを構築 杉田　浩二

関東 東京都 豊島区 株式会社ＳＨＩＮ－ＫＡ 4011601017964 業界初！商圏データを可視化できる飲食店舗物件専門マッチングサイト構築 早瀨　篤志

関東 東京都 千代田区 株式会社テンプルボーイ 1010001131585 食品加工設備（セントラルキッチン）の新設による卸販売事業 内田　哲夫

関東 東京都 渋谷区 株式会社サンワールド・ツアーズ 5011001009561 顧客が旅行プランをＷＥＢ上で自動組立・予約完結サービスを販売 株式会社ハッピー・メンター

関東 東京都 渋谷区 一般社団法人日本ダイバーシティ・マネジメント推進機構 5011005006910 オンライン動画講座とオンラインコンサルティングサービスによる新市場開拓 株式会社アキュリオ

関東 東京都 文京区 株式会社プロスコープ 3010001007445 専門情報誌をとりまとめた総合プラットフォームサービスの開発 星野　裕司

関東 東京都 豊島区 株式会社ＯＳ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 6013301025948 介護保険制度の代替で理美容をもとにした自費家事代行サービスの提供 イー・マネージ・コンサルティング協同組合

関東 東京都 豊島区 株式会社落合 1013301036248 ＥＣサイト構築でデミグラスソースを全国販売 菊地　正和

関東 東京都 中央区 株式会社藤井不動産 7010001027794 熊本ジビエを中核メニューとした弁当移動販売事業への事業転換計画 朝日信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ｅａｓｅ 1010401150243 飲食・弁当事業を活かした「食育弁当」付き児童発達支援事業所 中田　麻奈美

関東 東京都 港区 モンルーベジャパン株式会社 2010401088549 ヨーロッパから直輸入したカーテンのオンライン販売 伊東　玲彦

関東 東京都 中央区 株式会社Ｌｏｔｕｓ８ 1010001093207 ヨガ総合ポータルと大型犬と宿泊可能な民泊施設による事業再構築 中川　健史

関東 東京都 府中市 合同会社Ｐｒｏｓｐｅｒ 2010903003088 女性向けアミューズメントレストラン事業 塩津　友輝
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関東 東京都 文京区 株式会社ＬＡＭＩＬＡ 8010001201233 画像認識・音声ＡＩを使った動画マニュアルクラウドサービスの提供 鈴木　一貴

関東 東京都 港区 アイマーク株式会社 4010401050614 中古のイタリアブランド家具を買取り、修理・販売する循環型事業 川井　良訓

関東 東京都 港区 株式会社コレリィアンドアトラクト 8020001061759 “泊トレ”旅先で健康になる宿泊施設向けコンテンツ【ＰＬＵＧＦＩＴ／プラグフィット】 坪井　亮

関東 東京都 港区 株式会社ＦＩＥＬＤ 6010401121537 多業態ゴーストレストラン出店で中食産業参入による経営改革プロジェクト 長岡　孝之

関東 東京都 港区 プレジール株式会社 5010601040686 『フェムテック』に特化したオンラインサロンとフェムケア商品の開発 さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 プレジール株式会社 4011001105147 鮮度保持技術を活用した消費期限延長事業と法人販路拡大事業 酒井麻子

関東 東京都 足立区 ヘイセイ寝台サポート株式会社 1011801029481 ワンストップ葬儀に伴う葬祭場の経営 齊藤　恵治

関東 東京都 武蔵野市 ことのはな合同会社 4080103002031 コワーキングオフィス、プライベートサロン、学び場の運営事業 村上　哲也

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｐｏｒｔｌ 5011001126183 合成成分を排した身体にも優しく味も良い天然歯磨き粉の製造販売への業種転換 藤沢商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社インサイト 7010001011047 商店街・ショッピングモール向けポール取付型の両面ＬＥＤディスプレイシステムの販売 特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

関東 東京都 中野区 ウィルムコンサルティング 有機野菜を使ったスムージー専門店出店による新規事業の取組 東京商工会議所

関東 東京都 江戸川区 Ｇｌｏｂａｌ　Ｂｒｉｄｇｅ株式会社 6011701020486 消毒・除菌・抗菌コーティング業務 原　知世

関東 東京都 福生市 ギーベル制作所 自家製什器を配置した貸サロンの提供～美容業界の発展の為に～ 多摩信用金庫

関東 東京都 目黒区 ひとひら 居酒屋から和食屋（テイクアウトあり）へ店舗の業態転換計画 児玉　直樹

関東 東京都 西東京市 株式会社ＴＲＵＥ　ＷＩＮ 2012701011842 自社オリジナル商品の共同購入システム構築による取引拡大 齋藤　信一郎

関東 東京都 青梅市 株式会社ＢＭトランス 8013101005116 運送業からトラック販売へ事業転換 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 アートリフ株式会社 2011101071480 ＩＣＴ化＆エンジニアの輩出を促進するマッチングプラットフォーム開発 松山　亮樹

関東 東京都 江東区 協和電機工業株式会社 6010601001828 システム化されたコンテナプラントによるきくらげ栽培と太陽光発電のプラントへの充電及び充電事業 後藤　公平

関東 東京都 渋谷区 株式会社アンティコ 3011001040717 「テレワークスペース」と「テイクアウト＋」によるコロナ禍に強い店への再構築 平光　史明

関東 東京都 文京区 ゲストハウス東京 シェアハウスの一部を改装し撮影レンタルスタジオを作る計画 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社リアリゼイション 5011001117364 厚生労働省の助成金申請書類作成サポートシステム　ラクリア助成金 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 東京都 板橋区 Ｔ・Ｍ・Ｈ株式会社 1011401016681 整体施術サービス付き障がい者グループホーム事業への転換 小野　孝二

関東 東京都 新宿区 Ｍｏｒｎｉｎｇｓｉｄｅ株式会社 6011101072368 地方と都市部を「複業（副業）」でつなげる新しいスタイルの観光事業 イーグル税理士法人

関東 東京都 目黒区 有限会社九島事務所 9013202013636 ＥＣサイトによるイタリア家具の販売事業 飯島　一郎

関東 東京都 世田谷区 しろくま整骨院 ファイティングフィットネスジムの事業化 上田　曽太郎

関東 東京都 杉並区 合同会社じんから 4011303003404 テイクアウト惣菜販売店の新規出店で地域貢献活動のできる企業となるための事業再構築計画 税理士法人とどろき会計事務所

関東 東京都 練馬区 京縁株式会社 5011601017162 新しい生活様式に対応した無人販売テイクアウト事業 上田　曽太郎

関東 東京都 豊島区 ＷＩＴＨ株式会社 5013301035171 習い事・勉強ができる民間学童保育事業 田中　耕司

関東 東京都 中央区 株式会社Ｈｉｌｌ　Ｈｉｇｈ　Ｂｒｉｄｇｅ 6010001165190 経営コンサルティング機能と連携したデザイン機能の提供事業 上田　曽太郎

関東 東京都 港区 Ｔｒｅｎｂｙ株式会社 5010401105581 ゲームマッチングプラットフォームの提供 株式会社ライトアップ

関東 東京都 港区 株式会社ａｒｏｍｅ 8010401057498 「白金ブランド」を提供する、女性ソムリエによるワインコンシェルジュサービス 税理士法人築地会計

関東 東京都 渋谷区 株式会社アフセンディカ 9011001111223 おいしいね！をいつまでも最新技術導入でオープンイノベーションによる新分野展開事業 城南信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社イストーチニク 4012401034332 経営継続のため派遣業から金属回収業に転換する事業計画書 税理士法人第一会計コンサルタント

関東 東京都 港区 合同会社イージーモード 7010403009416 小学１・２年生のための書道関連商品・サービスの開発・提供 森　滋昭

関東 東京都 新宿区 ＡｎｎａｂｅｌｌＳｅｉｋｏ株式会社 9010001219084 和食のケータリングとレストランへの業種転換 税理士法人井村アンドパートナーズ

関東 東京都 港区 株式会社エムエスディ 4020001031781 ５Ｇを活用したマルチメディア通信・非対面キャッシュレス・超小型自動販売機を活用した自社対面販売チャネルの構築と商品販売 曽田　征

関東 東京都 江戸川区 ヘアカラー＆スキャルプケア専門店　染髪美屋 働く女性のコロナストレス解消と「水」の力で美髪へ導くヘッドスパ事業 東京商工会議所

関東 東京都 武蔵野市 株式会社Ａｙｌｉ 3012401018906 イートイン型飲食店からＥＣサイトを使った通信販売事業への転換 山中朋文

関東 東京都 品川区 Ｔ２ＷＯＲＫＳ株式会社 1010001153530 ブランドとメニューを活かした富士急ハイランドへの出店 アルタス・パートナーズ合同会社

関東 東京都 中央区 楽・活株式会社 2010001200414 法人営業の商機拡大につながる営業ツールサービスの開発 芝信用金庫

関東 東京都 足立区 ケイタリング株式会社 3011801031304 ＦＲＰ成形型の導入による自社製作及びレンタル事業の開始 高山　和子

関東 東京都 中央区 株式会社ロタス 9010001162235 打ち合わせをしながらスピーディーに提供可能なアパレルサンプル製作サービス 朝日信用金庫

関東 東京都 中央区 合同会社Ｆｅｌｉｃｅ 6012803001845 従業員のスキルを活かした出張エステを軸とした美容企業への転身 兒玉　洋貴

関東 東京都 台東区 有限会社アクスト 4010502020367 「くつトレ」の全国ＦＣ展開で靴による足のセルフケア普及を図る 野田　泰永

関東 東京都 新宿区 クレアドルーヌ 既存事業との相乗効果、介護を見据えた脱毛事業 税理士法人佐藤＆パートナーズ

関東 東京都 品川区 協栄企画システム株式会社 3010701026249 ＤＸ人材育成センター事業 城南信用金庫

関東 東京都 あきる野市 株式会社エスアイデル 5013101007783 実店舗の立上げによる家具卸売業から小売業への事業転換 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 杉並区 ディー・エヌ・エー・メディア株式会社 3011301004487 アフターコロナに向けた中小・小規模事業者向けインバウンド需要支援による新分野展開 経営サポート株式会社

関東 東京都 小平市 建物クリーニング株式会社 3012701016072 建造物の養生技術を活かし、アンティーク雑貨小売りへの進出事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 港区 エコマテリアル株式会社 5120101024311 非接触体験型改善サービス事業 鴨下　智法

関東 東京都 文京区 株式会社スーパーグッド 8010001182548 医療従事者向け研修施設におけるオンラインと対面のハイブリット型研修事業の展開 椿　祐輔

関東 東京都 世田谷区 株式会社エガワ 6010901001759 ガス器具販売店から、屋根点検・修理事業への新たなチャレンジ！ 川居　宗則

関東 東京都 中野区 株式会社ＮＯＭＡＬ 7011101074009 生活とアートの関係が深化する新越境ＥＣプラットフォーム構築事業 小松原　史雄

関東 東京都 調布市 株式会社ＬａｂｏＬｉｖｅ 3011101080084 国立情報大ベンチャーによる卓球人口増進化プロジェクト 村田　良一

関東 東京都 墨田区 株式会社東京ヒュッテ 2010401108257 宿泊業からの転換として貸スタジオと生花等の備品物販事業立上げ 田中　和弘

関東 東京都 板橋区 有限会社濱匠 6011402019563 ＳＤＧｓアクション達成を目指した「Ｄボード工法」と「プレカット」事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 有限会社ホワイト．ファット．グラフィックス． 2011002016205 渋谷キャットストリート発！アートクチュール販売の企画展 税理士法人無十

関東 東京都 中央区 和日庵株式会社 7011001128442 特許取得・次亜塩素酸タブレット事業計画 ＡＴ税理士法人
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関東 東京都 台東区 株式会社ホテル蔵前 5010501023709 新サービスのペット移動出張火葬サービスで売上増加を図る 長野県商工会連合会

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＴＯＭＯＺＯＮＥ 1010901040522 空きスペースの自動貸し出しシステムの開発 高橋　英明

関東 東京都 豊島区 有限会社エールハウス 6011402018136 自慢のカレーと、カレーに合うオリジナルビールをキッチンカーで販売 伊東　修平

関東 東京都 港区 株式会社ブルーコネクト 8010401160888 パウダー野菜と冷凍カレー製造の為のセントラルキッチン新設と食品製造卸売事業 椿　祐輔

関東 東京都 渋谷区 株式会社アデッソ 3011001001116 動画広告アプリ＆媒体プラットフォームシステム！ 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 立川市 株式会社ＧＯＯＤ　ＴＩＭＥＳ 3012801006452 各テーブルオーダータブレットを設置する焼き肉店の開業 金﨑　卓也

関東 東京都 港区 有限会社アイオーエス 2030002120634 ７万人の採寸経験を生かし下着販売の研修会、および販売会のオンライン化事業 飯能信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社謄写翻訳事務所 7011401015240 翻訳データベースの作成、音声記録のテキスト化によるＥコマース事業の開始・業態転換事業計画 井上大輔

関東 東京都 千代田区 国際開発株式会社 2010001015928 「海外航空券予約発券Ｓａａｓ」システム販売・普及事業 千葉　晴彦

関東 東京都 港区 株式会社エイジングケア 3010401129574 美容家サービスのデジタル化促進プラットフォーム事業 竹本　和将

関東 東京都 新宿区 株式会社アンク 5011101023743 不正防止機能付きＩＢＴ（インターネット・ベースド・テスト）検定試験の開発 税理士法人後藤会計事務所

関東 東京都 中央区 人形町　ぽんしゅ家 在宅で受けられる日本酒に関するオンライン日本酒教育事業 三村　雄一

関東 東京都 中央区 株式会社ボンマックス 3010001057119 ＡＩ自動採寸導入でユニフォームアパレルにイノベーションを 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 江戸川区 有限会社関東電装サービス 8011702002639 電装整備事業者が先進安全自動車整備の地域一番を目指す 橋本　和代

関東 東京都 目黒区 株式会社マハカラ 1013201017455 ビール業界のＳＤＧｓを解決するクレープ×クラフトビールのテイクアウト 丹羽正裕

関東 東京都 港区 株式会社Ｍ’ｓ　ｖｉｓｉｏｎ 9040003009266 欧米で注目されている低糖質ワッフルを使った新ブランド開発およびフードデリバリーの提供体制の構築 山口慶一

関東 東京都 新宿区 株式会社ＧＬＯＢＡＬＢＲＡＩＮ 6021001045126 再開発で増加する昼間・夜間人口を取り込むヘルシーイタリアン＆バー 株式会社コンサラート

関東 東京都 葛飾区 株式会社日の出 6011801004067 個人アルバム「Ｗｅｂｕｍ」システムサービス事業 亀有信用金庫

関東 東京都 羽村市 ＡＳＩＡＮ　ＶＩＳＩＯＮ　ｐｒｏｊｅｃｔ ウィズコロナ時代のオンラインレッスン及びあおぞら教室 Ｂ´ｕ社会保険労務士法人

関東 東京都 江東区 有限会社大利根工芸 6010602033713 デジタル技術を活用した木材乾燥機の導入により、国産無垢材を活用した木製家具の製造 速水　健二郎

関東 東京都 文京区 有限会社クレセントエルデザイン 8030002004286 スマート農業支援のための新たなサービスの提供 加藤良治

関東 東京都 新宿区 巧流合同会社 3010603007660 着物カフェ事業の実施 井上大輔

関東 東京都 板橋区 肴とお酒　うえだ 居酒屋から美味しい惣菜パンの製造販売へ業種転換に挑戦 澁谷　宗紀

関東 東京都 練馬区 株式会社Ｏｒａｃｌｅ５８ 3010401093457 アカウント別制御機能付き予約システム活用の声優スクール事業 鈴木　正子

関東 東京都 墨田区 株式会社小倉メリヤス製造所 3010601009923 都市型縫製工場の構築による超小ロット受注生産体制の強化 朝日信用金庫

関東 東京都 板橋区 有限会社Ｓ．ｎｏｗ 1011402017761 ヘアカット専門店から脱毛サロン＆シャンプーカット専門店への新事業展開 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 豊島区 株式会社大洋フードサービス 8013301026234 所沢から横浜へ　㈱大洋フードサービスの業態転換事業計画 菊地　正和

関東 東京都 渋谷区 株式会社アティックプラニング 2011001047218 ペット歓迎リゾート宿泊施設ｉｎ沖縄・恩名村 塩津　友輝

関東 東京都 足立区 有限会社天七 9011802028509 洋食のテイクアウト・デリバリー店舗立ち上げ 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 新宿区 有限会社アクト企画 2011202000215 高度なデジタル再現技術を活用した歴史ある着物の文様、友禅染のデザイン障子・行灯の試作開発 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 台東区 株式会社Ｗｏｒｌｄ　ｍａｐ 9010501039123 ウェディング衣装がレンタルできるフォトスタジオの運営 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 渋谷区 ＫＯＫＯＲＯＢＯＸ株式会社 9011001120190 市場価値を高める「大人のフルーツゼリー」の製造・販売事業 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 東京都 豊島区 ＡＱ　ＧＲＯＵＰ株式会社 1013301045257 過剰スペースをコワーキングスペースの構築による地域活性化への展開 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社エルパレス 5010001160820 防音室と専用楽器で生み出す芸術性の高い音楽のユーチューブ配信 特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

関東 東京都 武蔵野市 朝日株式会社 4012401018698 介護見守りシステムＰＢ商品の海外市場を開発する 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｔｒａｄｅ 8010401122946 今後国内市場が大きく伸びることが想定されるＣＢＤの販売事業の立ち上げ 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 豊島区 株式会社アリー・エンターテイメント 3013301028623 ＢＡＳＥ　ＴＨＥＡＴＥＲ用途拡張計画 アイエクシード税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社一十八日 9011101069460 地域資源の香りを活用した複合型サービス業態への進出 斎藤　環

関東 東京都 狛江市 株式会社太乃志 2012401023535 お店の味をご自宅で。真空パックと自動販売機導入によるころな時代の２４時間非接触型サービス 東京東信用金庫

関東 東京都 羽村市 有限会社麦企画 5013102001538 「居酒屋メニューをおうちグルメへ」をテーマとした食品製造業への新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社北村商店 7010501003436 創業１１０年の老舗醸造機器問屋によるプレミアム熟成古酒の販売展開 株式会社阿波銀行

関東 東京都 八王子市 株式会社ＩＭＡＫＥ 2030001109653 在宅学習需要を捉えたオンライン兼用ｗｅｂデザインスクールへの業種転換 井上大輔

関東 東京都 港区 リラクゼーションノンキ リラクゼーションサロンのテナント契約解約に伴う新サービス業態への転換事業 行政書士法人ＩＮＱ

関東 東京都 世田谷区 有限会社ハーモニー 4020002104479 ＩＴシステムを活用したアジア・オーガニック食品卸売への事業転換 秋田　豊

関東 東京都 調布市 Ｒａｉｎｂｏｗクルージング プチ起業女子を応援！人生が自分らしく輝くオンラインサロン 岩井　久典

関東 東京都 板橋区 株式会社やよい 7011401006553 ファッションデザイナーが造った軽井沢の苔とバラのレンタル庭園 小林　暢浩

関東 東京都 港区 アール・ケー・トレーディング株式会社 6011001066263 中国拳法とＩＴ技術を融合させた健康増進サービスの提案 新都税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社さつま骨格矯正 5013201017427 美容術を学びたい方の為の当院の矯正術を生かした養成学院運営事業 ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社コノッド 7010001169967 日本におけるオリジナルのプレミアムスイーツブランド展開 株式会社ライトアップ

関東 東京都 江東区 梅田屋 飲食店経営事業におけるＥＣサイトの新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社炭焼歩ム 5010801018458 飲食店から会津地鶏の冷蔵冷凍食品の製造販売事業への挑戦 布能　弘一

関東 東京都 世田谷区 リサーチコーディネート株式会社 1010901042188 オンライン動作分析サービス 世田谷信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ヘアメイク ヘアアーティストの提供する最高品質のウエディングフォト事業への転換 Ｂ´ｕ社会保険労務士法人

関東 東京都 港区 株式会社日本アドエージェンシー 4010401140423 Ｗｉｔｈ／Ｐｏｓｔコロナを生き抜くための「焼肉居酒屋」　開業での事業再構築 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 文京区 株式会社ＦＬＡＰＴＵＲＮ 2010001124225 デジタル技術によるｗｅｂと飲食店の融合でコロナを乗り切る 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 日本橋三宮デンタルケアクリニック９９ 予防健康サロンの開店 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

関東 東京都 大田区 リミットライン ３Ｄプリンター、スキャナーでのカーパーツ製作と、ＥＣ事業計画 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 有限会社大橋昌治商店 6010802002922 地域密着！海苔屋こだわりの海苔を使ったおにぎり販売事業 工藤　充
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関東 東京都 杉並区 株式会社ＳＩＮＣＥＲＩＴＹ 1011301022672 焼肉店専門求人マッチングサイト「Ｍｅａｔ－＆」の構築 株式会社しのざき総研

関東 東京都 新宿区 株式会社縁ｃｏｄｅ 7011101058845 マグライフ「マグネットのある、おしゃれで便利な生活」 巣鴨信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＭＳプラン 3010901025298 シェアハウスのノウハウを活かした極上の温泉付き一棟貸し民泊事業　Ｉｎ　霧島 岩本　隆一

関東 東京都 世田谷区 有限会社葉楽 3010902021643 ＢｔｏＢモデルの強化とオウンドメディアの構築 丸山　達也

関東 東京都 文京区 株式会社ベアーズコーポレーション 5010001094382 すぐに食べたい・おうちで食べたいニーズに対応する４８時間熟成唐揚げ　熟カラット　新規事業計画 巣鴨信用金庫

関東 東京都 北区 肉骨茶 世界初の肉骨茶自動販売機導入で非対面非接触販売の確立 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 目黒区 にしむらデンタルクリニック 「在宅による口腔ケア指導」による新たな診療にチャレンジ 原口香絵

関東 東京都 清瀬市 株式会社ａ－Ｓｏｌ　Ｊａｐａｎ 7260001024908 オンライン商談＆ＥＣサイトで非対面サービス化へ業態転換事業 東　麻未

関東 東京都 新宿区 株式会社ブレインズ・ネットワーク 2011101059609 不動産管理会社が家賃保証事業を開始するためのプラットフォーム事業の実施 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 東京都 大田区 株式会社ＲＩＫＩＸ 1010801017281 トレーニングとキックボクシングイベントのオンライン配信 鈴木一功

関東 東京都 世田谷区 株式会社リブレボーテ 3180001061665 大切な猫のための国産採れ立て食材使用の安全安心な手作り食 目黒信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社デコール 6013201011321 住居の本質を追求するリノベーション事業への進出 鯉沼　和久

関東 東京都 文京区 ＦｒｅｅＭ，Ｉ株式会社 1013301040596 公認心理師＆臨床心理士による総合メンタルヘルスアプリの開発と運用 コンパッソ税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社Ｔｉｐｐｌｅｒ 3010901022956 テイクアウト、Ｂｒｉｔｉｓｈ　Ｐｕｂからクラフトビアバーへ 増山　俊和

関東 東京都 大田区 ＢＯＤＹ　ＭＡＫＥ株式会社 5011401017180 整体師の職業訓練校を開校 榮田　聡

関東 東京都 港区 株式会社ＶＡＬＵＥＭＥＮ 4010401140027 宮古島で第一号のＲＣ建設によるモデルルーム事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 千代田区 株式会社リスペクト 1010001103122 企業理念を浸透させるためのｗｅｂサイトサービス「理念年報」 税理士法人ほはば

関東 東京都 千代田区 株式会社セイワ 3040001083938 採用リスクを低滅する新ビジネスモデルの医療業界転職サービス事業 株式会社ケーエフエス

関東 東京都 渋谷区 株式会社フィオーレ 9011001101422 エステ店による独自のスキンケア商品による小売事業への新規参入 兒玉　洋貴

関東 東京都 中央区 株式会社ユニゾン 7010001139689 スタジオでのウェディングフォト、スタジオ家族撮影の充実 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 渋谷区 株式会社マジカルハートビート 9011001096324 コロナに打ち勝つ雇用維持のためのテイクアウト型スイーツ店舗ＯＰＥＮ 株式会社アール・ハープ

関東 東京都 港区 ｙｏｃｋｄｅｓｉｇｎ 国産生地とグラフィックを活かした新アパレルブランドの構築 小畑　満芳

関東 東京都 中央区 株式会社ティーシージャパン 4200001018595 「安心・安全な生活」を守る！ＰＣＢ除去事業への新事業展開 株式会社十六銀行

関東 東京都 江東区 ＢＡＮＺＡＩＨＯＵＳＥ 持続可能なアグリ（農業）リゾートの開発 沖縄県商工会連合会

関東 東京都 豊島区 株式会社アクセスオンライン 9013301036728 中小零細企業向け「ビジネス的ＩＴスクール」の開設 辻村　登志子

関東 東京都 千代田区 株式会社メディエイド 5010001091611 国内初ヘルスケア版スーパーアプリ開発による事業再構築 ゼノンクリエイツ株式会社

関東 東京都 江戸川区 ノーウォール株式会社 9011701019385 インタネット番組制作配信事業 上池　宏幸

関東 東京都 千代田区 株式会社経営承継 3011301020708 小規模事業者向け事業承継オンラインサービスのシステム開発と販売 神吉　耕二

関東 東京都 目黒区 株式会社バズったー 3011001118208 ＷＥＢマーケティングのノウハウを活かした、リユース事業への転換 株式会社サークル・ウィン

関東 東京都 港区 株式会社ｃａｎａ 9010401157438 多くの女性に喜ばれる地球に優しいエシカルファッション 佐藤　泰久

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＤｏｇＨｕｇｇｙ 8011101072473 ペット用品のサブスクリプション販売サービス 第一勧業信用組合

関東 東京都 新宿区 株式会社唯愛国際 5010901038760 幼児運動プログラムを主に提供する事業発達支援事業所の開設 中野　智美

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＫＵＳＨＩＤＡ－ＳＨＩＮ 8011001114391 コロナを乗り切る！弁当事業と店舗営業の二毛作業態の開発 西河　豊

関東 東京都 千代田区 株式会社サクラウンジャパン 6010001167947 ライフエンディングに着眼した家族向けＡＩ搭載ＷＥＢ・アプリ開発 東京商工会議所

関東 東京都 練馬区 株式会社ごち魂 7030001083687 業種転換による冷凍食品テイクアウト店とＥＣ直販による全国展開 鈴木　正子

関東 東京都 杉並区 株式会社ＴＹクリエイション 9012401014271 ｗｉｔｈコロナを生き抜く地域に目指したパン製造販売事業 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｉｔａｒｕ　ｐｌｕｓ４０５ 2011001120255 バー事業からフード事業「ロースト・サンド」への新分野展開 青井　卓郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｖａｌｕｅ　ｍａｒｋｅｔ 3030001115915 社内リーダーを育成するオンライン成長プラットフォーム「Ｃｏｍｍｉｔ」 小川　隆義

関東 東京都 北区 株式会社Ａ 4011501023484 健康寿命を延ばす！ピアノレッスンと運動機能訓練デイサービス 塙　健一郎

関東 東京都 足立区 えんむすび 東京の焼き鳥居酒屋が秋田でイノベーションを起こす！ドライブスルー併設カフェ設立による事業再構築プラン 秋田県商工会連合会

関東 東京都 大田区 エーゼットセンター株式会社 8010801019610 高齢者ＧＥＮＫＩプロジェクト 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社イーストメディカル 6011101044020 男性に特化したメンズセラムで中国越境ＥＣに進出！ 長谷　有希央

関東 東京都 大田区 有限会社バッカス・ジージーシー 8010802011533 自販機による自社製造加工肉の冷凍販売 大東京信用組合

関東 東京都 足立区 日商印刷株式会社 9011801010995 「接触」と「非接触」の両方で使えるハイブリッド型ＩＣカードによる新分野展開 株式会社阿波銀行

関東 東京都 千代田区 ＳｏＺｏ株式会社 6010001172385 ＳＤＧｓを推進するためのウェブメディア運営事業と検定事業 株式会社ライトアップ

関東 東京都 目黒区 株式会社ベルマネジメント 7010401066896 祐天寺にて不動産業を営む会社がリフォーム事業等に挑戦 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社スペースマニア 9011001048795 美味しくたんぱく質補給『プロテインスムージースタンド』出店計画 小松原　史雄

関東 東京都 品川区 エレガンテ 未病ヒーリングサロンで健康に美しく！ 城南信用金庫

関東 東京都 港区 グラアティア株式会社 8010401128183 クラウドキッチン情報サービス「Ｇｒｅｅｎ　Ｄｉｎｉｎｇ　Ｋｉｔｃｈｅｎ」 税理士法人イーグル

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｐｌｅａｓｕｒｅ　Ｐａｒｔｙ 3011001102483 世田谷代田店舗再構築事業 牧　修

関東 東京都 千代田区 山口証券印刷株式会社 4010001085151 乗車券製造ラインを活用したカードゲーム製造事業の新規展開 東京商工会議所

関東 東京都 杉並区 株式会社アルダーインターナショナル 6011301023815 児童発達支援・保育所等訪問支援の多機能型事業所の開所 石原恵子

関東 東京都 千代田区 株式会社ＳＭＩＬＥ　ＣＲＥＡＴＥ　ＧＲＯＵＰ 9010001138417 リラクゼーションシェアリングサービス事業 城南信用金庫

関東 東京都 足立区 有限会社大谷商店 5011802010817 テイクアウト中心のマグロ魚介系食堂の開業 足立成和信用金庫

関東 東京都 足立区 株式会社シーセカンド 1011801008403 デリコッペの展開・浸透に主軸を置いた中食・冷食事業 塙　健一郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社シープス 4011001104859 オンラインフィットネス対応型レンタルスタジオ運営 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ｍａｎｉ　ｃｒｅａｔｉｏｎ 4010001210304 ネイルサロン併設のセレクトショップ運営 京都商工会議所

関東 東京都 中野区 株式会社テイスト 4011201010824 ペットと暮らすお家時間 萩生田　富司喜
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関東 東京都 港区 有限会社コンタクト・イースト 4010402030359 女性にも優しい地域密着型、サウナ付きキャンプ施設事業 Ｕ＆Ｉ税理士法人

関東 東京都 北区 ｍｕｓｉｖａ株式会社 7010001173580 小規模チャンネルに特化した企業や個人事業主に対するＹｏｕＴｕｂｅプロデュース事業 西武信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社松浦 8010501012849 問屋からメーカーへ～自社製品　ＰＯＬＹＧＯＮ　ＨＡＩＲ　ＣＬＡＷ　のブランド化計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 足立区 株式会社ボストン 4011801018077 フロービジネスとストックビジネスの融合による経営の安定化計画 唐澤　寛

関東 東京都 江戸川区 株式会社バルビーブロー 2011701016315 ギャラリーを活用した撮影関係者のビジネスマッチングサイトの構築 コンパッソ税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社ＧＥＭＣＯ 8011101045702 ＶＲ動画観光プラットフォーム事業 森　憲一郎

関東 東京都 大田区 株式会社ヒロコーポレーション 5010801026832 シェアオフィス事業の展開 イメージワーキングサービス株式会社

関東 東京都 町田市 株式会社ランフューチャー 7012301011809 自社開発ミリ波レーダによる非接触型ＩｏＴエッジデバイスの製品化 町田商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社ｈＬａｍｓ　Ｂｅａｕｔｙ． 4012401022816 スタジオレンタルから動画企画制作配信事業へ 坂倉　宏次

関東 東京都 世田谷区 有限会社アトリエＳＮＳ 4010902025164 建築家が設計する癒やしの家具製造・販売事業 鴨下　智法

関東 東京都 大田区 株式会社ベルツリー 1010801022694 ヘルスケア／電子部品事業から広告販売／配信事業への新分野展開 中村　健一郎

関東 東京都 杉並区 株式会社Ｊ．Ｄｉｓｃｏｖｅｒ 6011301020481 経営課題の解決に書籍を活用する企業出版サービスへの進出 鯉沼　和久

関東 東京都 渋谷区 株式会社たまき家 3011001057521 飲食店への卸売から自宅用高級焼肉セットの小売への事業転換 合同会社ＫＤＳコンサルティング

関東 東京都 新宿区 合同会社ビヨンドワールド 4011103008891 非対面モバイル注文システム等を持たせた新規ＰＯＳレジ機の開発・販売・設置・メンテナンス 水谷　弘隆

関東 東京都 中央区 株式会社エイチ・ケー・エスジャパン 8010001011806 ＥＣサイトの構築と、ＳＤＧｓに配慮した自社生産アパレル商品の販売 株式会社ライトアップ

関東 東京都 中央区 株式会社ジールアソシエイツ 3010001086282 デジタル・エクスペリエンス事業による事業再構築 青木経営コンサルティング株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＩＩＩ　Ｔｈｒｅｅ 5011001067394 奄美大島　瀬戸内町海底ワイン事業 今橋　英士

関東 東京都 中央区 グローバル・ビジョン株式会社 1010001105597 既存卸売商品の特性、情報力を生かしたＥコマース事業への新展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 台東区 奕和胤仕合同会社 6010003023058 日本商品を販売するＥＣ越境ネットショップの構築、宣伝 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 台東区 株式会社平岡 2010501011162 見積計算のパターン化と外注加工先の最適マッチングのシステム化 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 豊島区 有限会社貴美旅館 5013302002352 老舗旅館が仕掛けるテレワーク＆３密回避に特化した蔵カフェ 大人信一

関東 東京都 目黒区 株式会社グリッターズ 3013201014244 冷凍食品オンライン販売事業計画 江幡　淳

関東 東京都 台東区 株式会社エリー 7011201018658 チャイニーズディッキーズ＆デザート工房の開設による利益拡大事業 細田俊男

関東 東京都 足立区 ジュースバーロケット 動画を中心としたオンラインによる地域コミュニティ活性化事業 足立成和信用金庫

関東 東京都 新宿区 一般社団法人日本リラクゼーション業協会 2011105003694 リラクゼーションセラピスト認定資格試験のＣＢＴ試験転換と会員サポートシステム新規構築 株式会社ｔｚコンサルティング

関東 東京都 新宿区 ココロノビートエンターテインメント株式会社 9011101076713 感染防止と新技術導入でコロナ対応型総合プロデュース企業へ転換 東京シティ信用金庫

関東 東京都 調布市 ＳｍａｒｔＳｗｉｎｇ．Ｐｒｏ デジタル技術を活用した個別指導特化型の室内テニス練習場開設 多摩信用金庫

関東 東京都 西東京市 株式会社ｄ－ｍｕｓｉｃ 5012701011666 アーティストとファンをネットライブで繋げて行う、特典付き商品の販売 東京都商工会連合会

関東 東京都 千代田区 有限会社秦川堂書店 9010002044069 変幻自在なＥＣサイト連動型新古書店 文化産業信用組合

関東 東京都 中央区 株式会社Ｍａｒｉａ 6010001149251 Ｆｕｓｉｏｎ（多国籍）ＦＯＯＤ　＆　クラフトビールのお店！テイクアウト、出前に参入！ 太田英雄

関東 東京都 板橋区 有限会社ウィーズ 1011402001154 軽トラックに特化し着脱可能なシェルを使用したキッチンカー（キャンピングカー）ビジネス 東京信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社つなげーと 8012401021236 学びたいユーザーと専門講師、門業者、個人事業主・フリーランスのマッチングプラットフォーム 小川　隆義

関東 東京都 文京区 名酒センター株式会社 6010401029961 ウィズコロナに向けた日本酒イベント・メディアのデジタル化戦略 東京中央税理士法人

関東 東京都 中央区 ケイレックス・テクノロジー株式会社 4010001086298 開発経緯をリアルタイムに可視化する「エンジニアリングチェーン追跡ツール」の開発 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 江戸川区 株式会社展示会ブース装飾 1011701008783 ＬＥＤ照明を利用した集客効果の高い木製の展示会ブースの装飾 東京東信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社イーフロー 8011001046619 コミニュケーション・ロボットによる介護施設利用者向けサービス 公益財団法人湘南産業振興財団

関東 東京都 中野区 株式会社ＲＡ 2011201021006 テイクアウトをメインとしたフレンチビストロ店の出店 横山　和志

関東 東京都 渋谷区 株式会社ふくまる 1010001132385 脱アルコール　文庫カフェ事業 永野　正剛

関東 東京都 八王子市 有限会社ケーアンドティーデザインスタジオ 1010102002363 富士山を眺望する倉庫を改築し、ギャラリー兼参加型体験施設を新規に展開 西武信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社水雅 7011301012395 富山県魚津市の古民家回収及び宿泊・ワーケーション施設運営事業 銀座スフィア税理士法人

関東 東京都 世田谷区 アベー 東京尾山台の本格フランス料理外販事業計画 税理士法人トップマネジメント

関東 東京都 中央区 グッドジョブ株式会社 7010001185576 ＶＲ／ＡＲ動画コンテンツの企画・制作サービスで業態転換 神奈川県商工会連合会

関東 東京都 杉並区 荒井硝子株式会社 1011301000414 建設会社向け顧客管理／受発注システム提供事業への業種転換 井上大輔

関東 東京都 中野区 株式会社アッカ 7011201020085 隙間時間で受講可能なオンライン型ワインスクールへの進出 石田　智久

関東 東京都 文京区 株式会社ハーテイネス 3010001006323 学習効果を高めるＬＭＳ型フィードバック・オンライン研修サービス マエサワ税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社Ｌｏｉｓｅａｕ　ｏｒ 4010401118980 高級居酒屋から高単価ダイバーシティすし店への事業転換 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＰＯＮ 4011101083516 デリバリーにも対応したクレープ販売店舗出店計画 髙橋　創

関東 東京都 千代田区 リンパ球バンク株式会社 6010001088813 ＮＫ細胞の活性検査によるがん検査事業 ペンデル税理士法人

関東 東京都 青梅市 株式会社内山商事 9013101008241 ～百年以上続くオーダースーツ店の技術を活かして新分野への挑戦～ 青梅商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社花門フラワーゲート 6010001114676 凍結技術を用いた新製品、新市場の開発 豊原弘行

関東 東京都 港区 ＴｈｉｎｋＸ株式会社 6010401116248 ＡＩ＋システムのカスタマイズソリューション販売 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ワイバン 5011601017377 今後を見据えた非アルコール飲食業態への新規取り組み 下倉　紀人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｆｕｎｉｃｕｌａ 8011001098494 朝昼晩と気軽にテイクアウト・宅配、立食できる業態開発 坪井　豊明

関東 東京都 文京区 株式会社ｓｋｙｂｅａｎｓ 1011001052994 国内在住のハイブリッドターゲット（休日レジャー／平日ワーケーション）貸別荘事業への転換 巣鴨信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社ディーシステムズ 7010401053622 自社Ｓａａｓ製品販売事業「ＨＡＣＣＰクラウドソフトウェアサービス」　事業計画 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 杉並区 株式会社ブライト 6011301019540 カフェ＆アジアン雑貨・家具の販売 髙橋　創

関東 東京都 港区 株式会社フライアウト企画 7010401046262 次世代コンテンツを低価格で提供するモバイルクロマキーＶＲシステム 銀座Ｋ．Ｔ．Ｃ税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社近江屋牛肉店 1010001109342 冷凍弁当ダイエット食の開発と会員制定期配送サービス 青山裕之
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関東 東京都 新宿区 株式会社Ｇｏｌｄｅｎｌｉｇｈｔ　Ｔｒａｄｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ 7011101067400 不動産仲介業から日本初「中国無形文化遺産の串焼き・海鮮料理店」への転換 谷田部　智子

関東 東京都 豊島区 株式会社ＯＮＥ　ＳＥＮＣＥ 5013301044247 コンセプトカフェ専門ポータルサイトの構築 川崎みらい税理士法人

関東 東京都 目黒区 株式会社タクティカート 7011001126082 クラシック音楽の新形態プラットフォーム制作による事業再構築 行政書士法人ＩＮＱ

関東 東京都 世田谷区 株式会社ｎａｃｏ 2020001115396 海外不動産事業から“日本の島”の農畜産物の産直販売事業への業種転換計画 安川森平

関東 東京都 豊島区 有限会社百千 6011302016041 地域に密着した、町の精肉需要を一手に満たす精肉店 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社東京日英 8010601036707 語学スクール＆コワーキング・コラボレーション創造事業 あおぞら税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社新宮川 4010401013645 創業１２６年鰻屋の認知度を生かした惣菜テイクアウト店舗事業 城南信用金庫

関東 東京都 北区 株式会社エスティサービス 4011501012751 産直食材・本格フレンチ惣菜・地域名品の小売販売による新分野展開 城北信用金庫

関東 東京都 大島町 大島マリンサービス株式会社 7010001131217 島の船客待合所食堂を、島の食事情を考えた数少ないパン製造工房へ。 東京都商工会連合会

関東 東京都 大田区 株式会社パドマ 6010801022789 海外農場から直接仕入れることで実現するダウンアップ戦略の実現 さわやか信用金庫

関東 東京都 葛飾区 株式会社Ｓ．Ｋ．Ｐ． 4011801033670 「テイクデリ　炭」テイクアウト再構築事業計画 中ノ郷信用組合

関東 東京都 新宿区 株式会社オパルス 5011101068037 非対面ビジネス強化のための動画収録・配信スタジオ経営 相原　恭子

関東 東京都 新宿区 有限会社ハナワークス 1012402021968 男性用頭髪化粧品Ｗｅｂカウンセリング型　ＥＣサイト主力事業構築プロジェクト 水原　英徳

関東 東京都 府中市 株式会社Ｊ　Ｇａｔｅ　Ｄｉｒｅｃｔ 5012401023813 天然酵母を使ったロシアパンの製造及び店舗販売とネット販売による食品販売分野への展開 上田　曽太郎

関東 東京都 江東区 株式会社スイミージャパン 5140001025969 飲食業に関わるオンライン教育事業への参入 東京シティ信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ばさら 1011101090069 創作イタリアンレストランがテイクアウト専門店運営で事業再構築 合同会社エドエックス・ラボ

関東 東京都 杉並区 アンフィー株式会社 4011301020178 リース形式による中小製造業への技術営業サポートの収益スタイルの構築 森口智志

関東 東京都 中野区 株式会社カラーズ 4010601051049 外国人向けオンライン学習事業 岡本　道雄

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ニシムラ精密地形模型 1012401016184 老舗模型会社が挑戦するバーチャルリアリティ事業 多摩信用金庫

関東 東京都 北区 特定非営利活動法人彩結び 5011505001915 多世代が集う遊び場”街のリビングルーム”で遊びを通じた交流を 常住　豊

関東 東京都 品川区 株式会社ウッドテック 9010701011897 どこにいても簡単に見れるリモート展示会 城南信用金庫

関東 東京都 あきる野市 有限会社オウン・ピー 1012402022347 業種転換～アクセサリー販売からアクセサリー制作技術の販売へ～ 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 株式会社ＫｅｙＰｒｏＣｒｅａｔｉｖｅ 8011101047021 職業訓練支援システムのクラウド提供による自治体ＤＸ化の推進 水城　実

関東 東京都 台東区 株式会社セブン新社 4010501006697 出版業からＹｏｕＴｕｂｅ動画製作関連事業への新分野展開 黒瀬賢史

関東 東京都 中央区 ウェイリン・ジャパン株式会社 2010001168486 地域活性化する地域特化型の情報配信プラットホームの運営 株式会社フォーバル

関東 東京都 中野区 株式会社セブンピース 6011201011283 在留フィリピン人の家計に優しいフィリピン産食品のカタログ通信販売事業 みどり合同税理士法人

関東 東京都 板橋区 大西つよし 最小化を遂げた国内最高峰のボーカルディレクションを受けられるレコーディングスタジオ 巣鴨信用金庫

関東 東京都 世田谷区 いずのわさび ウィズコロナ時代の体験型農業サービス 静岡県商工会連合会

関東 東京都 大田区 Ｊ・フロンティア株式会社 3010801019169 最新の美容機器を利用した女性専用のデリケートケア事業の取組み 河村裕司

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＰｌｅａｓｕｒｅＣｒｅａｔｉｏｎ 5011701022079 自学自習型オンライン音楽学校 城南信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社ベスト 8011701022274 加工業からエイジフリーに特化したアパレルブランドへ新規進出 東京東信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｓｐｉｎｃｏａｓｔｅｒ 5011001100964 ブロックチェーンを活用した著作者向け自動収益分配システム 伊東晃集

関東 東京都 渋谷区 株式会社ワクワーク・イングリッシュ 4011001065606 地域と世界とつながるコ・ラーニング拠点創出事業 株式会社八十二銀行

関東 東京都 世田谷区 有限会社下井 1010902025984 頭皮環境改善ヘッドスパで美髪を実現、そして心もリフレッシュ！ 昭和信用金庫

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ＡＳＩＲ 9012401031218 医学部専門チケット制オンライン予備校『メデュチケ』 多摩信用金庫

関東 東京都 国立市 ギャラリー国立 アートギャラリーのバーチャル展示およびライブ配信サービス事業 株式会社クロスタウン

関東 東京都 新宿区 株式会社キッズプロモーション 8011101027948 人形の街・鴻巣でつくる国内産、小ロット、オーダーメイドの動物園向けのおみやげもの製造 真鍋利明

関東 東京都 杉並区 株式会社シー・トゥ・ディ 5011301020235 戦略分析自動化システムを活用した企業情報の提供サービス 東京中央経営株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ワールドツアーズ 4013301018103 医療ツーリズムを代替する「越境画像診断支援システム」の開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 渋谷区 有限会社ショコラ 4011002029535 デザインの経験を活かして、新しい時代に向けた　クリエイティブを発信出来るハウススタジオを設営 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社Ｙｏｕｒｓ 1010403012739 内装付きレンタル店舗・事務所計画 駒田　裕次郎

関東 東京都 足立区 株式会社ｉｎｖｅｓｔ 9011801036000 脱対面販売を目指しポータルサイトを活用したマッチングサービス 吉川　峻

関東 東京都 千代田区 株式会社サイトパスファインダー 9010001129044 固相トランスフェクションによる遺伝子編集細胞作製用プラットフォーム開発 協同組合企業情報センター

関東 東京都 杉並区 株式会社アルマドール 5011301022636 「密」を避けた、ＤＩＹ体験が出来るキャンプ場事業への新分野展開 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 品川区 株式会社三葉製作所 5010701009458 同方向２軸押出機の開発による製品ラインアップの充実と事業拡大 株式会社八十二銀行

関東 東京都 足立区 株式会社恵信工業 8011801013801 建設現場用環状フープ筋の高周波溶接による製造施工 東京中央経営株式会社

関東 東京都 三鷹市 有限会社萬喜商店 4040002036588 業界初・仙川地域の高加水パン製造による不動産賃貸業の業種転換 芝信用金庫

関東 東京都 東村山市 有限会社ディオス 5012702003134 サイクリングフィットネスジム及びサイクリングツアーの新展開 青梅信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ＳｃｉｅｎｃｅＲａｂｂｉｔ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ 9013301035705 配信・収録・撮影がワンストップで可能なアーティスト向けスタジオ提供事業 株式会社ｔｚコンサルティング

関東 東京都 中野区 株式会社アスモ 6011202007561 介護施設紹介業の開業支援・育成プログラムの制作・教育提供事業 税理士法人第一経理

関東 東京都 新宿区 株式会社ＧＩＣ 4011101078152 日本語学校向け業務管理・経営支援プラットフォーム事業 金久保健

関東 東京都 江東区 株式会社ネプチューン 5010601005103 老舗レストランの強みを活かすリアル・オンライン料理教室への進出 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社ＳＵＮ　ｂｅａｕｔｙ　ｓｔｕｄｉｏ 9010001189253 「漢方薬局」×「アニマルウェルフェア」×「鍼灸」で健康にアプローチ 長谷　有希央

関東 東京都 品川区 万屋物産株式会社 7470001005498 タレント／モデルオーディションプラットフォームサイト「ｃａｓｐｌａ」の事業化 日本パートナー税理士法人

関東 東京都 東久留米市 株式会社ＴＯＫＹＯ　ＨＯＫＵＴＯ 8410001010338 リバースエンジニアリングが可能な体制の構築 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 千代田区 株式会社さわ研究所 1030001031899 看護教育におけるＤＸ教育サービス業への業態転換 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 有限会社ストラット 4013102002859 「塗るプロテクションフィルム」に取組み自動車以外の市場に進出する 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 魚熊株式会社 4010501041711 地元・観光客に人気の和風飲食店が惣菜小売・ＥＣ通販に業種転換 落藤　伸夫
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関東 東京都 中央区 株式会社Ｓｕｎｎｙｌｉｖｅ 8010001207932 英語で日本料理技術認定資格を取得出来るＥラーニング事業及び地方創生に貢献するＥＣ事業 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社ｂｌｏｗｏｕｔ 8010401144791 デジタル音楽マーケティングで音楽業界を牽引するプラットフォーム事業 西河　豊

関東 東京都 豊島区 株式会社ＴＳＰ 1013301025878 当社ブランド車上用３６０°カメラの製造販売と画像解析システム 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 大田区 大洋印刷株式会社 7010401017511 国際アパレルブランド向け印刷技術を活かした服飾生地のオンデマンド生産 特定非営利活動法人東京都北区中小企業経営診断協会

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＩＮＧ 6180301021465 軽貨物運送業界の発展に役立つプロドライバー管理サービスの提供 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 江東区 株式会社完熟屋 1010601040748 日本初、蜂蜜含有量６５％の濃厚蜂蜜酒を実現する醸造施設の構築 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 大田区 トク・テック株式会社 2010801016299 平面研削盤での半導体ライン向け超極薄板加工への先進的業態転換 城南信用金庫

関東 東京都 葛飾区 プラスウェイジャパン株式会社 6011801032720 コインランドリーをリラクゼーション事業に取り入れて再起を目指す 藁　信博

関東 東京都 港区 Ｂｌｕｅ株式会社 6010401146476 パブリックからプライベートレストランへ転換、少人数の会員制レストランの開設 鶴間規文

関東 東京都 港区 株式会社ｆｏｒｅｄｇｅ 9010401122722 外国人のための人材紹介プラットフォーム運営 東京商工会議所

関東 東京都 立川市 日本電磁測器株式会社 8012801001259 低価格高性能ネオジム焼結磁石の量産装置製造事業への進出 公益財団法人上伊那産業振興会

関東 東京都 葛飾区 株式会社萬來軒 1011801003981 新商品冷凍ラーメンセットを開発、キッチンカー事業へ業態転換 株式会社シャイン総研

関東 東京都 葛飾区 東産業株式会社 4011801000183 ＩＯＴ機器を用いた焼肉店用排気ファンのメンテナンスサービス事業 朝日信用金庫

関東 東京都 調布市 株式会社手紙社 7012401022499 ビール市場の中で拡大する発泡酒やクラフトビールの製造計画 さわやか信用金庫

関東 東京都 葛飾区 サワ建工株式会社 3011801017856 全国の空き家・空き室を再生する（空き家ＺＥＲＯ） 第一勧業信用組合

関東 東京都 世田谷区 有限会社ゴーチ・ブラザーズ 8010902026225 ＲＧＢスタジオ 東京シティ信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社サーフェステクノロジー 1010001188097 名古屋高速道路公社への技術提案による新分野展開の実施 井上大輔

関東 東京都 昭島市 株式会社奉徳はないけ 5012801008694 デジタル技術の活用による、シェアリングランドリーシステムの構築 多摩信用金庫

関東 東京都 三鷹市 株式会社三鷹金属化工所 2012401013040 電気自動車等に用いられるダイキャスト品のアルマイト処理 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 品川区 株式会社モナミカメラ 7010701009753 Ｗｅｂを活用した中古時計レストア販売 城南信用金庫

関東 東京都 港区 Ｎｅｗ　Ｙｏｒｋ　Ｔｏｋｙｏ　ＴＫＮＹ　ＧＬＯＢＡＬ合同会社 8010403012930 室内での密を回避するため新たにライブストリーミング事業を開始 株式会社ステラコンサルティング

関東 東京都 小金井市 有限会社佐々木工業 2012402014723 積算・図面・埋設の技術を活かした電線埋設工事への参入 西武信用金庫

関東 東京都 青梅市 大和製函株式会社 8013101003788 平盤打抜機導入による段ボール単一素材リターナブル包装用内装部品の開発 特定非営利活動法人たま産業支援センター

関東 東京都 新宿区 有限会社プンクト 6011002035845 デジタルマニュファクチャリングデータ技術コンサルティングサービス 藤田正男

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＯＴＯ 9010901033551 日本初！ 過疎地で自社＋委託醸造のハイブリッド 都市型ワイナリー 城南信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社Ｋ２カンパニー 5011401019053 福島県会津若松市にて会津剱伎道発足 木寅　雅之

関東 東京都 中央区 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｆｕｔｕｒｅｓ 8010001173992 空き家・空き地を活用した地方創生支援事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 千代田区 有限会社江戸ッ子寿司 9010002007777 江戸前寿司でも回転寿司でもない新たな寿司店を展開し復活する。 藁　信博

関東 東京都 港区 株式会社ヒロモリ 8010001102431 ＳａａＳ型プロモーションプラットフォームの開発・提供 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 中央区 株式会社Ｂｒａｉｎ　Ｔｒｕｓｔ　ｆｒｏｍ　Ｔｈｅ　Ｓｕｎ 3013303001958 低炭素技術による防災トレーラーハウスの開発とメンテナンス事業 株式会社東日本銀行

関東 東京都 中央区 株式会社メジャメンツ 7010001141397 デジタルコンテンツも扱うアクセシブルＥＣサイト運営事業 西京信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社ｐｅｒｓｉｍｍｏｎ　ｃｕｌｔｉｖａｔｅ 7010101014437 凍結解凍覚醒法を用いた国産コーヒーの６次産業化事業 西武信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社柏倉建装 4011701016040 戸建て向け外観塗装から商業施設向け遮熱断熱特殊塗装事業へ展開 東京東信用金庫

関東 東京都 新宿区 ザクレス株式会社 6010501040323 ハンドメイドケーブル単品生産から新装置導入後、量産・用途・販路拡大計画 東京東信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社京橋花き 1010801003125 花き仲卸業のＤＸ推進により生産者と消費者を直接結ぶＢｔｏＣ企業へ転換 斉藤　大

関東 東京都 立川市 有限会社チェリーアンドローズ 8011202007790 立川初のニューヨークピザ店によるテイクアウト・昼間需要の開拓 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｓａｌｏｎ　Ｒｙｕ 4010401150298 ＶＲ端末を利用して世界に通用する高い美容技術を体験型で提供するオンラインスクール 事業承継コンサルティング株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社石田金型製作所 2010802001201 金型製造の下請けから、自社製品製造への事業転換 藁　信博

関東 東京都 新宿区 株式会社レッドクリフ 4011101087756 ドローンショーのサブスク化により、最先端のエンターテイメントを日常に 西京信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社アクアプランニング 7011701019560 ペットサロン・ホテル事業を核としたＢｔｏＣ事業再構築 伊禮　衛

関東 東京都 千代田区 株式会社越前興業 4010002007781 自社物件を活用したレンタル収納スペース事業への新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 中央区 Ｖｉｔａ　Ｒｉｃｃｏｓ株式会社 6010401085402 先端技術！ライブＡＲツールを活用した新事業展開による業績回復 北村　亮太

関東 東京都 葛飾区 株式会社タカヤマ 6011801003837 レアメタル加工技術を活用した半導体分野への新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 台東区 株式会社東商會 5010501000006 オンラインサポート付きロードバイクレンタルサービス・小売販売事業 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社梯 8011001053391 会員制食サブスクリプションサービスの提供とオンライン料理塾 ブルーリーフパートナーズ株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＰＢＪグループ 9010701026722 様々な食品原料にリポソーム加工を施し、新たなジャンルのサプリメントの販売、製造、ＯＥＭ提供 田部井　修

関東 東京都 杉並区 株式会社ノーチラス 6012701011203 建築業界に精通したシェアプレスルーム・レンタルスタジオ業へ転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 千代田区 株式会社ヒナタデザイン 2013201015747 商品の『サイズ』情報に特化したアフィリエイトサイトの運営 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 荒川区 株式会社タオ・エンタープライズ 9011501011229 空間リノベーションでカラオケボックスから高品質エステへの転身 税理士法人税務総合事務所

関東 東京都 港区 株式会社ＵＴ・キャリア 5010401124334 Ｗｅｂ完結型のマッチングサービスと連動した研修システム及び職場紹介事業について 城南信用金庫

関東 東京都 大田区 ＤＲＥＡＭ　ＡＳＩＡ株式会社 6010701025495 ワーケーション来訪者と海水浴客に向けた、通年営業の焼肉店の運営 さわやか信用金庫

関東 東京都 品川区 明和電設工業株式会社 2010701009683 電設のプロが拘りぬいた「安心安全設備」「環境配慮」「ここだけの景色」の３拍子揃ったキャンプ場 さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 ＶｅｇａＰｒｏｊｅｃｔ株式会社 2010001138308 新たなスタジオ（バーチャルプロダクションスタジオ）ビジネスの実施 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｉｎｔｅｒ－ｗａｖｅ 7011001071601 ビル屋上でコロナ対策を徹底し安心して利用できるＢＢＱ店の運営 東京中央経営株式会社

関東 東京都 千代田区 真和建設株式会社 2010001144768 「高性能掘削機を用いた地中障害物撤去事業の新規展開」 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 渋谷区 ソルバーネットワーク株式会社 6011001045465 介護分野に特化したカスタマイズ型着手金・保証付サービスでの人材紹介新事業化 小見山　満

関東 東京都 中央区 ストップイットジャパン株式会社 1010801026092 ＳＴＡＮＤＢＹシステム開発 第一勧業信用組合

関東 東京都 豊島区 株式会社ミリネグローバル 9010401107228 機械学習を活用した機関投資家向けリアルタイム情報提供サービス マジェステ株式会社
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関東 東京都 渋谷区 株式会社２８ 8011001068753 中堅企業向けデジタル動画配信用スタジオの運営 小林　孝至

関東 東京都 板橋区 ユーテック株式会社 9011601007127 直下型地震対応耐震通風ドア製造販売事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社影技 9010401130337 長期保存が可能な「からすみ」のテイクアウト・ＥＣモールでの販売 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社アサヒケーティー 7012801000063 コロナ禍に対応した医療等衛生商品クリーニングへの新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社ラリーズ 1011001115792 業界唯一独立系ＷＥＢメディアが挑戦する卓球ＶＲｅＳｐｏｒｔｓによるＤ２Ｃ事業 村田　良一

関東 東京都 品川区 株式会社ＪＯ 2010701027677 豆腐の製造・販売と飲食の複合業態　－アルコールに頼らない新たな食のビジネスモデルの創出－ 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社ヒューマＲ＆Ｄ 6010401065172 コロナ禍に合致したＡＩ分析情報提供付き臨床試験ビジネスの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 渋谷区 有限会社ｅｎ 9011002031973 ｗｉｔｈコロナにおける野外音楽ライブの興行と、そのコンサルティング事業 城南信用金庫

関東 東京都 多摩市 株式会社美多加堂 4013401001611 中小ローカル菓子の市場創出（ＥＣプラットフォーム事業） 株式会社横浜銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＧＣ 7011101061171 料理人を支えるクラウドキッチン店舗マネジメント事業 山本　孝之

関東 東京都 大田区 羽田市場株式会社 7040001087927 鮮魚仕入ルートの強みを活かした一般消費者向け鮮魚通販事業への転換 東京中央経営株式会社

関東 東京都 品川区 富士総合食品株式会社 7010701008433 『冷凍食品』製造、販売による消費者向け冷凍食品市場への展開 千葉県商工会連合会

関東 東京都 三鷹市 三鷹光器株式会社 5012401013038 革新的な抗力揚力ハイブリッド型風力発電システムの開発及び販売 りそな総合研究所株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社メルメクス 3011001049106 世界でブームのｅスポーツ。その選手に応援を送れるオンライン広告事業 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 千代田区 株式会社ソフィアエムジー 4010001116328 日本初の脳刺激デバイスを活用したスポーツテック型フィットネスジム 株式会社東都経営力向上センター

関東 東京都 渋谷区 ジャパンコンテンツエンターテインメント株式会社 8011001127146 有名人コラボ商品の製造工程の内製化による売上・利益の改善 景山　洋介

関東 東京都 品川区 株式会社クラフト 7010701017731 内製化による一貫生産で差別化を実現！真空部品洗浄事業への進出 沼津信用金庫

関東 東京都 北区 株式会社マッチファインダー 8011501011163 音楽がある生活を提案するカフェ「マイリスニングルーム」開業 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 港区 有限会社アヨモット 5010402023519 異なる美容業態を多角展開してコロナに負けない経営安定化を図る事業 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 東京都 千代田区 株式会社アステージ 9010001024757 国際観光都市富士河口湖で観光ＤＸを推進するワーケーション関連事業 東京商工会議所

関東 東京都 品川区 株式会社ロプ 3010701022594 ライブ配信・オンデマンド配信による効果的学習サービスの提供 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 港区 株式会社インターキューブ 6010401064463 栄養・旨味・香に優れた丸大豆ペースト及び関連商品の製造販売 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 品川区 株式会社ワイズフォーリビング 5010701010234 ニューノーマル時代に対応した１．５マイルメンズウェアのＥＣ販売事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 東大和市 合同会社オフィスククリ 6012803000590 自宅でレストランの味を再現出来る冷凍メニューの開発 東京都商工会連合会

関東 東京都 品川区 株式会社アライズ 8010701023142 『Ｎｅｗ　Ｂｉｏｎｌｙ』開発事業 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 東京都 江戸川区 株式会社オーティーエス 3011701001753 アパレル物流のワンストップサービスで産業変革！デジタル印刷機導入計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 港区 株式会社ＦＲＡＮＺ 1010401160333 ＢＯＵＬＡＮＧＥＲＩＥ　ＦＲＡＮＺ 福井敦

関東 東京都 中央区 株式会社ハーツアンドソウル 7010001114790 生鮮食品卸業の受発注業務ＤＸ化支援ソリューションの開発、提供 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 品川区 和饗エコファーム株式会社 9290001033326 楽しくＳＤＧｓに取り組む機会を提供する資源循環システム 平鹿　雅之

関東 東京都 立川市 株式会社ＦＯＲＩＥ 4012801019890 ハンドクラフト（ＤＩＹ）を軸にした複合サービスの開発 税理士法人ＭＩＲＡＩ合同会計事務所

関東 東京都 港区 株式会社ＡＲＴＳ＆ＳＣＩＥＮＣＥ 2010401047174 新規顧客層向け、ＥＣ販売システムの構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 港区 株式会社キューロクゼロ 2010401116540 人脈と地域コミュニティを活かし、医師監修「顔・肌専門エステ」経営へ さわやか信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社アーバン 3013401004490 ポストコロナに対応した外食事業への事業転換計画 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 中央区 ダブルビーホールディングス株式会社 4010001158295 急速冷凍技術の導入による特産品の国内流通および販路拡大事業 東京商工会議所

関東 東京都 足立区 株式会社ヒトノエ 8011801033444 ＡＳＯＶＩＶＡプロジェクト 梅川　貢一郎

関東 東京都 大田区 株式会社栄工舎 7010801001370 日本のものづくりを支える金属加工業者の、技術を最大限生かしたダイヤモンド切削工具等への参入 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 武蔵野市 ネットコマース株式会社 7010001070233 八ヶ岳山麓におけるＩＴ人材向けワーケーション施設による新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 大田区 エスケー工業株式会社 9010801015542 自動車部品加工から半導体製造装置部品加工への新分野展開 一瀬　章

関東 東京都 中央区 汐留プロパティ株式会社 2010401131192 一般消費者の有効な資金運用を可能にする不動産投資型クラウドファンディングシステムの開発 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 目黒区 株式会社ビーズインターナショナル 3013201011828 自社のブランド力を活かしたスポーツ事業（女子プロサッカーリーグ）への新規参入 株式会社りそな銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社プレゼンス 6011001046158 顧客接点拡大のための予約サイトを構築し、新たな顧客開拓を狙う事業 大坪　要

関東 東京都 あきる野市 株式会社オーエスサービス 5013101005993 リサイクル羽毛製造事業の新分野展開とＳＤＧｓへの貢献 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 有限会社アート校正 4011102000131 デジタルプリンタ設備導入による小ロット特殊印刷事業の立ち上げ 坂田　卓也

関東 東京都 墨田区 キップス株式会社 8010601010042 独自の縫製技術を活用したオリジナルワークウェア分野への進出による事業再構築 株式会社千葉銀行

関東 東京都 台東区 株式会社常盤堂雷おこし本舗 8010501013310 飲食業からの撤退、小ロットでのオリジナル製品によるおこしの高付加価値化 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ＳＵＭＵＳ 2010001171473 アウトドアスポーツ好きが「遊ぶ」「働く」「暮らす」街づくり事業 芝信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ＰＲＡＩＡ 7120001132658 ＷＥＢマーケティングを活用した女性靴事業の海外展開 株式会社大三経営事務所

関東 東京都 北区 第一精機株式会社 9011501002566 パイプ・形鋼長尺材の高精度・高付加価値加工分野への進出で事業再構築を図る 株式会社ＡＢＣオフィス

関東 東京都 渋谷区 ＬＩＶＥＲ株式会社 9011803003056 ジャパニーズインフルエンサーに特化したマッチング・サポート事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 府中市 株式会社青木屋 5012401000011 急速冷凍技術の導入と冷凍スイーツ開発による老舗菓子店の業態転換 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社エムアールシージャパン 3010001070880 団体向けホテル民泊＆レンタルスペース事業による地域貢献へ 粕谷　智和

関東 東京都 新宿区 株式会社テーブルカンパニー 5011001057338 高品質おがくずの生産・販売を行い、発酵温浴ブランドの維持向上を図る新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 練馬区 株式会社エコー 6011601010703 高額なセキュリティ用紙を使用しない偽造防止印刷技術で金券印刷分野への進出 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 千代田区 児玉化学工業株式会社 5010501016027 新複合材成形工法の技術確立で、脱炭素・ＩＴ需要を取込む業態転換 株式会社創造経営センター

関東 東京都 江東区 株式会社ピア 5010601024474 ハウススタジオのデジタルハイブリッド型スタジオへの業態転換 青木　章太

関東 東京都 品川区 株式会社おとなり・ともぞう・企画 5010701030083 都内の和楽器奏者のニーズに基づくスタジオ新設と楽器レンタル事業の取り組み 小林伸行

関東 東京都 新宿区 株式会社防災技研 7030001114566 山林を維持管理する点検事業から、山林を楽しむキャンプ事業への進出 東京信用金庫

関東 東京都 三鷹市 中山産業株式会社 1012401012852 コロナ時代の新しい習慣に対応したオンラインテニスレッスンスタート！ 税理士法人フューチャーコンサルティング
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関東 東京都 港区 株式会社太郎 9010401079806 自社養殖鳩（ハト）肉による加工食品製造販売 税理士法人　古田土会計

関東 東京都 台東区 有限会社辻むら 7010502007287 「ふぐ」「すっぽん」通販事業と甘味販売事業による事業再構築 事業承継コンサルティング株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社プロバイドジャパン 9040001022386 住居から就労まで支援する千葉初の障がい者グループホーム・就労移行支援事業 株式会社千葉銀行

関東 東京都 港区 セブンシックス株式会社 9010401068800 プロモーションＤＸで自社・取扱製品のクロスセルを促進して売上高・利益率アップ！ 株式会社りそな銀行

関東 東京都 港区 株式会社魚金 7010401007149 「イートイン＋店頭販売」を行うハイブリッド店舗への業態転換 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社メディアリンク・アイ 5010401041546 最先端デジタル技術を活用した地域密着型の卸市場の変革推進 伊藤　文彦

関東 東京都 世田谷区 株式会社キッチンたかさき 9010901039227 震災地域の酒蔵の「燗」と旬海鮮のペアリングを提案する飲食専門店 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 目黒区 合同会社村田鑑定評価・経営研究所 6011003007570 不動産鑑定士がＡＩツールで拓く地方移住支援不動産ビジネス
株式会社サテライト・フィナンシャル・アドバイザ

リー・サービス

関東 東京都 千代田区 株式会社あさなぎコンサルティング 3010601053855 飲食店×ＤＸを実現する動画配信スタジオ事業 税理士法人東京フィナンシャル会計事務所

関東 東京都 江東区 サクライノベーション株式会社 5010601049819 亀戸から世界へ！光学イノベーティブエンジニアリング関連事業 株式会社京葉銀行

関東 東京都 練馬区 有限会社アキノス 6011602020412 コロナ後に向けた３０坪居酒屋の団体・宴会・アルコール依存からの脱却 西京信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社キヨスミ製菓 4010501017166 浅草と「おこし」の歴史を伝える商品開発並びに店舗／ＥＣの展開 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 青梅市 株式会社鬼塚硝子 3013101003512 ガラスと金属との直接接合技術を用いた気密封着製品の開発 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＮＥＸＴＯＵＲ 8010401121543 ６次産業・自然エネルギーを融合した農村におけるＳＤＧ‘ｓ実現事業 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社隼 3010001121147 設備データの収集及び自動解析サービス 吉田　琢

関東 東京都 江東区 業プロ株式会社 9010601027696 革新的不動産内覧管理サービスの展開とＡＩによる生産性向上 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 中央区 ＣＭＬ株式会社 2011101071828 日本中小企業を中心の中国向け越境ＥＣサイトのブラントホーム事業 東京信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社日吉 9010001094230 『超有名レストランのシェフズチョイス野菜セット』販売サービスの開発 景山　洋介

関東 東京都 大田区 株式会社日本アイジーエム 2010801000939 工業用スイッチやプラグ製造における切削技術を活かしたＰＣ用電子部品分野進出事業 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社ニッシン 6012801003034 医療技術の高度化に資するＭＲＩ部品加工工程を革新する業態転換 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ＥＬＡＴＩＯＮ株式会社 2010401126936 ライブグッズ販売事業からリセール事業への新分野展開 税理士法人ロールスパートナーズ

関東 東京都 港区 キャッシュビー株式会社 6010401122519 「ビッグデータ収集・分析・提供基盤」開発とサービス提供 高橋　利忠

関東 東京都 新宿区 株式会社綱八 5011101013158 老舗天ぷら屋が挑む若者開拓型とり天のテイクアウト＆デリバリー 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 株式会社ｓｍｏｏｔｈ 7010001123478 ビューティー特化型動画制作事業 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 千代田区 一般社団法人日本アミューズメント産業協会 7010005018939 アミューズメント産業のＤＸを推進する業界統一データベース構築事業 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 国分寺市 株式会社ふじなわ 3012401002620 肉の卸売業から、飲食業と小売業併設型のニューノーマル店舗開設の新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 東京都 中央区 有限会社上瀧コーポレーション 4300002005599 銀座の高級中華料理店が挑む、新たなテイクアウトと出張料理 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 東村山市 株式会社秀和 9012701001449 国産クーラーボックスメーカーが挑むホームセンター向けＯＥＭ事業 小松原　史雄

関東 東京都 国立市 松本設計ホールディングス株式会社 7012401010470 構造設計により蓄積された知識と技術力を活かした、ＡＩ耐震診断・ＡＩ維持管理サービスの開発 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社インタークリエイティヴ 3010001037203 ＳＥＳ事業向けＡＩ要員管理及びマッチングシステムの開発 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 新宿区 株式会社ハレおすぎインターナショナル 5011101071255 楽しく英語で遊べる『Ｒｅａｄ　ｉｔ　ＬＯＵＤ！』オンライン教室の開校事業 セブンセンス税理士法人

関東 東京都 杉並区 オーガニックスタイル株式会社 3011301012606 ＡＩを使った売上支援型オンライン予約管理システム 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ＴＨＩＮＧＭＥＤＩＡ株式会社 4011001121276 モバイル中継装置を活用した屋外対応型ライブ配信ソリューション さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社洋星 3010001125321 世界の生鮮魚介類を扱う卸売事業者による「甘えびパウダー」の製造販売 経営創研株式会社

関東 東京都 品川区 株式会社ミライエ 9010701037406 高齢者向け防災情報受信端末製造による統合型サービスへの転換 城南信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社エース電研 6010501021744 設備を１台毎のユニット化することによる設備レンタル事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社オクテック 4013201007957 高輝度高コントラストのコンテンツ体験・実験ルームの整備と運営 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 有限会社マッハゴーゴー 1011002023160 リアルとデジタルを融合させたディープな体験型小売業へのシフト 梅田　泰宏

関東 東京都 大田区 株式会社アジアマテリアルテクノロジー 8010801000396 海外個人顧客向け日本伝統工芸品ライブチャット通販事業 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 千代田区 三葉工業株式会社 5010001030065 秋葉原のワイン居酒屋がカフェ・キッチンカー事業へ新分野展開 税理士法人新宿総合会計事務所

関東 東京都 台東区 株式会社ニユーロンドン 9010501009976 『業界初』総合コーディネートアプリケーションサービス販売事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 文京区 インタアクト株式会社 5010001000662 安心・安全に外出ができる高齢者や視覚障がいのある方に向けた外出支援サービス 田部井　修

関東 東京都 港区 シータグループ株式会社 5010401146774 障がい児受け入れ型の自然体験キャンプ場「ライフベースキャンプ」の運営 中村　健一郎

関東 東京都 千代田区 株式会社ヌーベルバーグ 4010001091356 最新映像配信スタジオ構築による事業再構築 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 板橋区 株式会社Ｓｈｉｎ’ｓ 7011401021503 オンライン料理教室＆食材のＥＣサイト販売事業 山本　孝之

関東 東京都 千代田区 北海イーファーム株式会社 9010001180278 余剰農産物を救え！栃木発クラウドファーム！ 興産信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社森中製作所 4010801020134 ファイバーレーザ溶接機の導入による食品製造装置用部品への新分野展開 さわやか信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社ティー・エス・ティー 8010601024918 高性能大型機械導入による新製造方法等による建築再開発用鐵骨大梁の製造販売。 梅津徹朗

関東 東京都 北区 株式会社日乃本錠前 2011501003934 医療業界や産業機器業界向けの高機能キャスターを製造し、新型コロナの影響を乗り越える 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 目黒区 有限会社ＨＢデザイン 6013202013408 ゴーストキッチンの運営と食品の製造・販売（デリバリー・ＥＣサイト・輸出） 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 ネクストステージアジア株式会社 2010001146954 外国人労働者と企業間のワーク改善（ＡＩ－ＯＣＲ在留管理アプリ） 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ディバイン・ソリューションズ・ジャパン 4010401094603 ワーケーションを目的とした宿泊事業への新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 文京区 株式会社ＡＳＷ 3011001101072 テレワーク時代の健康維持増進に貢献する革新的な福利厚生の実現 税理士法人さくら税務

関東 東京都 新宿区 株式会社ワールドウィン 5011101056082 【訪問看護ステーション立上げ】ｗｉｔｈコロナに対応した低価格型看護住宅事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 みなと青山法律事務所 サービスコミュニティで実現する弁護士特化型シェアオフィス事業 小松原　史雄

関東 東京都 目黒区 有限会社落合製作所 9013202001566 最新技術の導入による医療機器部品の開発・製造と新分野への展開 景山　洋介

関東 東京都 杉並区 株式会社チャンプ 3011301008562 需要が急増中のスポーツＬｉｖｅ配信事業への参入による新分野展開 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ
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関東 東京都 東大和市 有限会社清川 8012802005556 老舗そばうどん店と東大和市地場産業アンテナショップの併設開業 東京都商工会連合会

関東 東京都 千代田区 株式会社キャビネット 4010001127647 グラフィック×アパレルを日本のアーティストと共に アルタス・パートナーズ合同会社

関東 東京都 世田谷区 光高工業株式会社 2010901011695 ＩｏＴ・無人化ＮＣ精密ネジ研削盤で高難度なタスクをこなす業態転換 株式会社やまと経営

関東 東京都 八王子市 有限会社越野ボディー 7010102002589 一般向けの使いやすく高機能な無機質無溶剤塗料開発による事業再構築 東京中央経営株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社フレックス 7013301025146 ＡＩを活用したＷＥＢマーケティングツールの開発 巣鴨信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社あけぼの産業 1012301000073 重量物の移動技術を活用し、トンネル掘削マシンのＵターン新工法に挑む 横浜信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社雄山閣 9010001077623 ふるさと納税の活用による日本文化応援サイトの新規構築事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社ベストワン 1013301018592 需要が拡大しているハウスクリーニング事業への本格参入！！ 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 墨田区 株式会社トーヨーコー 7010601013095 アプリによる鍵の管理サービス事業 スクエアワン株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社信光オールウェイズ 2010001066756 長野県峰の原の大自然を生かした贅沢キャンプ体験　絶景グランピングリゾート 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 荒川区 株式会社ワールド・プリンター 4011501009343 食品パウチ包装への新規参入による業界モデル変革とＳＤＧｓ目標達成の実現 城北信用金庫

関東 東京都 大田区 富士ベッド工業株式会社 1010801010237 内製化による利益改善と次世代オーダーメイド枕の生産体制構築 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 文京区 株式会社アマノクリエイト 3010001187163 ２０年以上のイタリアン経営の技をふんだんに織り交ぜたパン屋事業の確立 巣鴨信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社エーワン 9010701012326 デザイン性と最新特許技術を備えた手指殺菌・検温機器の製造販売 齋藤　義美

関東 東京都 中央区 株式会社サンセリーテ 8011001065156 洋菓子新製品の新規市場への投入による売上高Ｖ字回復と拡大 経営創研株式会社

関東 東京都 足立区 株式会社太陽テント 9011801009492 キャンプ場の企画開発・運営コンサルティングによる大胆な新分野展開 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社レインボーエンタテインメント 1011001040702 ＡＳＩＡＮ　ＧＲＯＯＶＥ　ＰＲＯＪＥＣＴ みなとみらい税理士法人高田会計事務所

関東 東京都 千代田区 株式会社バオバブ 8010401088741 ドローン撮影による画像認識モデルの構築 税理士法人青山パートナーズ

関東 東京都 武蔵野市 株式会社プラス米八 2012401024062 「日本のコメ文化を守る、和スイーツ「冷凍生もち」のＥＣ展開」 木野　敬司

関東 東京都 中央区 株式会社ビルｍｏ 1010001181069 既存ビルのグリーンビルディング化支援事業 山内　真理

関東 東京都 港区 株式会社アスコム 5010401078010 動画コンテンツを利用した新たな出版販売およびリモート配信事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社パル・コーポレーション 5010001127217 ノロウイルス感染防止のための嘔吐物処理キットの開発・製造 興産信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社オプティマ 8010701002154 サブスクリプション型業務支援サービスＷＥＢ販売 城南信用金庫

関東 東京都 品川区 イケダ工機株式会社 9010701000834 アセンブリノウハウを活用した食品トレー自動包装機ユニット生産事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｅ＆Ｙカンパニー 5010001199751 ワーケーション・リモートワーク・ｅスポーツが可能かつ感染症対策を徹底したリラックススペースの運営 大阪商工信用金庫

関東 東京都 港区 ＢＡＭ株式会社 8010401095085 ＩＴを活用した非対面対応・個室サウナ・スパ事業計画 税理士法人タックス・アイズ

関東 東京都 目黒区 株式会社岡部工具製作所 4013201001225 特殊製作センタードリルの再研磨サービス 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 町田市 株式会社アイ・トピア 4012301008097 眼鏡・補聴器の介護施設など高齢施設者向けの訪問販売事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 江東区 株式会社オオサワエンタープライズ 6010601001266 清澄白河カフェリゾート計画 相田　裕郎

関東 東京都 文京区 株式会社ＳＩＸＩＮＣＨ．ジャパン 3011001060590 特許技術を活用したＢｔｏＣ向け規格型ＤＩＹ製品製造及びＥＣ事業への進出 東京中央経営株式会社

関東 東京都 豊島区 有限会社ミコ 4013302015966 突然死・孤独死の社会課題を解決するＩｏＴデバイス製造事業への転換 事業協同組合ｎｅｃｏｎｏｔｅ

関東 東京都 品川区 株式会社エムエスツーリスト 6010701001736 外国人労働者向けの住居・生活サポート事業への進出による事業再構築の実現 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社電気書院 7011001014816 ｅラーニングとＬＭＳで学習形態を変革！出版社の新分野展開事業 京都中央信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社半一 7010501041345 日本文化の発信！日本酒をはじめとする日本産酒類の海外展開事業 西河　豊

関東 東京都 練馬区 株式会社ＣＯＣＯＲＯ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 1020001091688 高齢者介護施設向け形状加工食の開発 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社渋谷西村總本店 1011001044513 健康・環境志向に対応した植物性代替焼き菓子の開発と生産性向上 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社トレジャーライフ 6010401105762 ウィズコロナの時代に即した健康増進のための整体事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 新宿区 晋立印刷株式会社 3011101009760 自社の印刷事業を活かした倉庫・配送業の事業化 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ボールド 1011001065419 既存保有不動産を活かした貸別荘／バケーションレンタル事業への転換 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 ブラボーワークス株式会社 7010001117281 「味わい以上の日本産食材の魅力を世界の人に」 長谷川　聖一

関東 東京都 渋谷区 株式会社エルコンドル 6010001166676 石垣島産モリンガを原料とした加工及び入浴剤の販売 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ＴＯＰ．Ｋ 7020001124087 山参人参を活用した山参マッコリの開発・販売に挑戦、新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

関東 東京都 江戸川区 新生塗料株式会社 6011701003813 培った知見と保有する危険物倉庫を生かして塗料の調色事業への進出 船越　良人

関東 東京都 中央区 株式会社ＺＥデザイン 5130001051751 バイオマス発電の熱電併給による乾燥チップの製造販売 株式会社エクステンド

関東 東京都 豊島区 株式会社グローバルトラストネットワークス 2013301022734 外国人版信用データシステム（スコアリングシステム）の開発及びローン保証による事業再構築 巣鴨信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社葵精螺製作所 4010801000094 平ダイス転造によるプラグネジ成型と微小傷の画像検査体制の構築 東京商工会議所

関東 東京都 調布市 株式会社Ｂ－ＳＴＯＲＭ 4012401033400 物流倉庫・工場内でマイクロ波無線給電システムの実用化に取組む 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 ＷｏｏｏＷ株式会社 1010001202444 健康経営に繋がるサプリボックス事業への思い切った業種転換。 藤原　和江

関東 東京都 墨田区 株式会社ｓｋＭ 8010601028992 究極の空間づくりを目指した宿泊型レストラン事業計画 東京東信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ＪＩＮ　ＤＩＮ　ＲＯＵ 4011001043231 中華台湾惣菜の開発による製造販売業への新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社ジョイシンク 4011001065647 完全ネット予約型個室サウナ施設運営事業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ユニバーソウル 5011001069119 動画ファンを獲得するための音声制作から映像制作への進出 一般社団法人渋谷区中小企業診断士会

関東 東京都 品川区 株式会社Ｌｉａｎｉｄ 1010701032406 産地直送おいしい佐賀牛と野菜を食す、地域に愛される焼肉店の開業 税理士法人平川会計パートナーズ

関東 東京都 中央区 株式会社アドバリュー 3010001098781 ＣＡＴＶ事業者の業務効率化に貢献！　「アドバリュー短工事システム」サービス開始 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 新宿区 株式会社アビー 3011101042927 コロナ禍でもニーズ高まる「ステイホーム用ファミリーケア用品」のＥＣ事業化及び日英中トリリンガルＥＣサイトの構築 ＴＦＳ国際税理士法人

関東 東京都 江東区 株式会社ＯＰＰＯＲＴ 7010601052845 ＩＴに特化したリサイクル事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 文京区 株式会社トータル環境 1010001086631 世界最大の仮設テント「メガＡＴＭＯＳ」事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 墨田区 嶌谷建築設計株式会社 2011201018175 一級建築士事務所の住宅診断事業で住宅リユース促進プロジェクト 東京東信用金庫
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関東 東京都 江東区 株式会社ＬＩＧＨＴ＆ＤＩＳＨＥＳ 7010601052192 最新調光システムによる実演ショールームを備えた照明器具卸販売 Ｈａｙ未来の税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社デザインカフェ 1010001123624 持続可能なリノベーション提供による住空間市場への進出 林　早苗

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｓｔｕ 2010401130830 先端技術を活用したグローバルに通用する映像制作ワークフローの構築 さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社アイフォーカス 2011501020673 ５Ｇ技術を用いたウェアラブルカメラ「ＡＡＡＳ－ＢｏｄｙＣａｍｅｒａ」による新分野展開 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 中央区 株式会社Ｇｏｏｄ　Ｍｏｎｅｙｇｅｒ 7010401117880 化学物質管理のソフトウェアシステム提供事業 東京商工会議所

関東 東京都 八王子市 アールネクサス株式会社 1010001174766 酒販業向けクラウド型販売管理システムの構築によるＡＳＰへの事業転換 石川憲子

関東 東京都 大田区 アメリカン電機株式会社 1010801000626 「環境」を経営戦略の軸に定めて「環境配慮型製品」事業を構築 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社ビザビジョン 1010401024967 インバウンドと健康志向に対応するスマートレストラン出店事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 東京都 練馬区 オブリガッツィオーニ イタリアンレストランが提供する惣菜等の実店舗及びＥＣサイト販売 野竿　健悟

関東 東京都 中央区 株式会社アイ・ディレクション 1011001094715 店頭販売員の派遣事業から遠隔販売員接客サービスへの業態転換 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 新宿区 株式会社情報システムエンジニアリング 8011101009459 顧客の情報資産のＡＩ活用データ変換及び現場支援サービス事業の創出 石川　賢次

関東 東京都 中央区 ダンボネット・システムズ株式会社 1010001065164 ＡＩ睡眠見守りシステムで、医療・介護・保育業界の負担軽減に貢献 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 練馬区 株式会社矢島不動産管理 2011601011762 小規模不動産会社向けサポートセンター 巣鴨信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ＲＯＩ 9010401131566 消費者と顧客の長期関係性を構築！中食・スーパー等の新規顧客開拓事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 台東区 優宿株式会社 3013301041857 海洋立国日本のマリンレジャーを革新するシェアリング事業の展開 廣野　希

関東 東京都 中央区 株式会社いし東 8010001037487 自社製品製造販売開発事業 税理士法人桑原・盛会計事務所

関東 東京都 港区 株式会社幸の會 2010401123479 日本の伝統文化である箏のアンテナショップ開設 東京商工会議所

関東 東京都 葛飾区 株式会社帯刀ギヤー製作所 1011801002653 デジタル３次元製造技術による大型・超高精度な精密加工へ業態転換 東京シティ信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社鎌建工業 8010801002707 「デザイン選択型鉄骨階段」のオンライン受注完結ビジネスモデルの構築 蛭田　昭史

関東 東京都 目黒区 有限会社タクトスキーラボ 1013202012397 東京でスキー・スノーボードのシーズンレンタルと保管サービス 多田　明生

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＭＡＮＧＯＳＴＥＥＮ 8010901018479 既存事業で培った酒類販売のノウハウや、飲食物提供のノウハウを活かし、新たにクラフトビールの製造販売事業に進出する。 城南信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社アンピール 7013201000348 セラピストと箱根のリゾート施設を繋ぐ育成・あっせん事業の展開 城南信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社ナラハラオートテクニカル 5010101002856 光学アルミブレッドボード大型製品拡充と大物受託加工新規開拓による経営強化 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社ダックビル 8011701019535 マンション居住者専用　ＥＶ充電ポート設置工事・管理事業 税理士法人ブレイン

関東 東京都 新宿区 株式会社リロードエッジ 2010001135676 「美味しいものを食べること」と「健康でいること」を両立するフードヘルスケアレストラン 巣鴨信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社庵樹 1010901031100 コロナ禍でも安心の個室トータルアンチエイジングサロンへの転換 金﨑　卓也

関東 東京都 中央区 株式会社ダイヤモンドブログ 1010001130637 ライブイベント企業によるＬＩＶＥ配信システム事業の計画 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 Ｔｗｏ　Ｄｏｇｓ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ合同会社 5010403010689 オリジナルクラフトビール「ＳＨＩＭＯＤＡ　ＢＲＥＷＩＮＧ」醸造事業への参入 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 中央区 一般社団法人Ａｒｔｓ　ａｎｄ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ　Ｍｉｎｄ 6010005028278 Ｗｉｔｈコロナにおける障がい者アートの新たな販売形式への転換 帯広信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社プロントサービス 6010401069693 全自動パスタ調理ロボットを活用したテーブルサービス型パスタ専門店の展開 みらいコンサルティング株式会社

関東 東京都 港区 株式会社アベニール 4011301020483 ペット向け洋服の企画・製造への参入とＥＣサイトでの小売り販売 若杉　拓弥

関東 東京都 中央区 株式会社ドンキー 2010001024805 ウィズコロナ時代の顧客ニーズを捉えた焼肉居酒屋併用店の開発 藤井　光樹

関東 東京都 中央区 源家酒場 天王洲運河を望みエスニック料理を楽しむオープンテラス店の開設 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 有限会社モストキャッツ 5012402022616 ウィズコロナ時代の巣ごもり需要に対応する店舗・スーパー等に特化した内装工事事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 渋谷区 株式会社リップルリンク 8011001072425 ライブ配信スタジオ設置によるオンライン動画市場への進出計画 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

関東 東京都 足立区 株式会社トーケン 2011801017873 廃棄物を使ったサステナブルなインテリア雑貨の製造及び販売 魚谷　康行

関東 東京都 足立区 合同会社ｂｌａｃｋ．ｊａｍ．ｍａｒｋｅｔ 9011803001480 ＜新分野展開＞美容院のフェイシャル美容事業立案による業績回復 北村　亮太

関東 東京都 港区 有限会社ブライトン 9010402033852 事業計画名：スポーツトレーナー・アカデミー事業 山本宏

関東 東京都 小平市 株式会社佐野製作所 9012701009632 長尺加工可能な大型高機能加工設備の導入による新規市場への参入 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ＫＡＣＨＩＡＬ 8011101017107 「メテオ（仮）」賃貸管理会社向け賃貸アパートマンション検索、契約サイト（Webシステム）の開発及びサービス提供 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社セフィーヌ 9010401145062 新ブランド展開による小売・ＥＣ市場へ向けた業態転換！ 稲葉　順一

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｇ－ＴＥＣＨ 9010001158092 太陽光発電向け産業用バッテリーシステムの開発販売による新分野展開 株式会社京葉銀行

関東 東京都 中央区 クラフトバンク株式会社 2011101094234 ロナ禍の影響を受けた内装工事会社によるＩＴ・コンサルティング部門の分社化 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 東大和市 有限会社穂高 9012802006198 最新内装材「Ｄボード」の生産体制構築とリフォームニーズの獲得 株式会社サクシード

関東 東京都 千代田区 株式会社Ａｍａｚｉｎｇ　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｌａｂ　Ｊａｐａｎ 3010001141120 奈良クラブＰＪ！地域コミュニティー連携型のサッカーチームの合宿所運営 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 江戸川区 株式会社山弘 2011701003247 建屋の増改築と超大型機械の導入による調達困難品の自社生産 株式会社千葉銀行

関東 東京都 武蔵野市 ＹＫプランニング株式会社 4012401022403 焼肉店がＥＣ事業に挑戦。超急速冷凍技術で高級焼肉店の味を全国の家庭に届ける！ 株式会社東都経営力向上センター

関東 東京都 中央区 株式会社末広 9010001047460 デジタルクラフト技術を活かしたファッションジュエリー等の製造小売業への業態転換 山下　洋

関東 東京都 中央区 ｘ－ｃｌｉｍｂ株式会社 8180001111044 ＳＮＳ機能を持ち、ゲームに特化した短時間の動画アプリ「ＤｅａｒＧａｍｅｒｓ」の運営 ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

関東 東京都 町田市 株式会社グルメ王国 3012301002919 農産物のフードロスに貢献する産地直送ＥＣサイト運営体制の構築 多摩信用金庫

関東 東京都 稲城市 株式会社グリーンライフ 9013401005302 アウトドアを満喫！手軽に楽しめる都市型キャンプ場への挑戦 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社山室 8010501014168 プラスチックリサイクル事業の新分野展開による事業再構築とＳＤＧｓ及び資源循環型社会構築への貢献 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社上原事務所 7011001067483 カナダ名物料理と山口県産食材が出会う「スモークミートサンドイッチ」 白川　淳一

関東 東京都 江戸川区 株式会社アートブルー 4011701014374 経営者の考え方及び理念浸透の施策展開経営支援ツールの開発及びサービス提供 中川　健史

関東 東京都 港区 株式会社心力舎 9010401034645 小・中学校向けオンラインキャリア教育プラットホームの構築 さわやか信用金庫

関東 東京都 江東区 有限会社エフ・システム 5010002034791 印刷業の強みを活かした異業種進出：セミパーソナルトレーニングジム×格闘技 株式会社フォーバル

関東 東京都 大田区 株式会社大鵬 6010002003606 飲食業からクラフトビール製造業への事業転換 城南信用金庫

関東 東京都 足立区 株式会社パーツワン 5011801017747 安心・安全のメーカー保証付き輸入タイヤのネット通販（ＥＣ）事業 株式会社ソフィアコミュニケーションズ
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関東 東京都 東久留米市 株式会社ササキミート 4012701011287 リラクゼーションサロン店舗開設による個人向け事業の再構築 大西　貴

関東 東京都 中央区 株式会社八木長本店 9010001059340 野菜工場から出た破砕や規格外野菜で食べる野菜だしを世界へ 公益財団法人東京都中小企業振興公社

関東 東京都 港区 株式会社メゾンビー 3010401117208 特産品を使った新製品製造による小売業から卸業への新分野展開事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 港区 エールテック株式会社 7010401093775 富裕層向けオリジナルインテリア製品の開発・販売による業種転換 第一勧業信用組合

関東 東京都 昭島市 株式会社コメット自動車 2012801016246 事業展開による＜中古自動車買取・査定・販売＞ 西武信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社Ｓ・Ｂ・Ｄ 2010001159345 本格タイ料理店によるテイクアウト・デリバリー特化型店舗の展開 東京中央経営株式会社

関東 東京都 足立区 株式会社ラムバリオン 7011801019634 イタリアンバルの挑戦！純生パン等のモーニング＆ランチカフェ 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社工芸社 4010001002528 親子向けＷＥＢコンテンツ×イベント事業で、コロナ後を見据えた新分野展開を図る 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 杉並区 有限会社寿配ぜん人紹介所 5011302003684 スマートフォンアプリ「安否隊」による見守り・安否確認と仕事マッチングサービス 山岡　大祐

関東 東京都 新宿区 株式会社ＷＯＮＤＥＲ＆ＣＬＯＣＫＳ 5011001060325 Ｋ－Ｐｏｐのメソッドによるアーティストアカデミーの立ち上げとアジア・世界で勝負できるアーティストの育成 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 葛飾区 株式会社セベル・ピコ 9011801002480 和の伝統を守る～和楽器の合宿所による伝統の継承と地域活性化～ 亀有信用金庫

関東 東京都 板橋区 合同会社花咲 7011403002542 上質な居住体験を提供するトレーラーハウスを用いた展示場兼宿泊施設の運営 小篠　薫

関東 東京都 町田市 南町田往診専門ペットクリニック 往診専門の経験を活かしたトータルライフサービス展開 町田商工会議所

関東 東京都 台東区 ＣＵＺＮ合同会社 1010503004743 築１２０年の古民家を再生し、体験型農家宿泊サービスを展開 秋田　裕弘

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＷＡＴＯＷＡ 6013201017888 「ＷＡＴＯＷＡ　ＧＡＬＬＥＲＹ事業」 城南信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社テクニカルジャパン 4010401139507 新時代の健康を重視した学校制服と日本伝統工芸の継承・拡販事業 特定非営利活動法人東京都港区中小企業経営支援協会

関東 東京都 中央区 日本大和通商株式会社 1011801023708 オンライン診療システムの構築による遠隔医療サービスの提供 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社ＴＯＦＵ　ＤＥＳＩＧＮ　ＳＴＵＤＩＯ 4140001111860 「企業」と「飼い主」を繋ぐプラットフォーム構築事業 芝信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社ＢＲＣ 6011601022574 書店と京都の地域資源を掛け合わせた書店再生＆地域興しビジネス 文化産業信用組合

関東 東京都 府中市 株式会社村山商事 3012401015977 先進安全自動車に対応する高度化した全板金修理工程の自社完結化 多摩信用金庫

関東 東京都 杉並区 石川　泰 アメリカンカフェが隠れ家的なホワイトニングサロンを新規出店 木更津商工会議所

関東 東京都 足立区 株式会社イブキフーズ 5011801028570 ＜事業転換＞浅草駅より徒歩５分の超好立地での担々麵専門店開業 北村　亮太

関東 東京都 豊島区 ミニッツシステム開発株式会社 1013301011936 史上初！ＡＩによるビックデータを利用した経営・顧客総合分析システムの開発 巣鴨信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社ルービック 9010101012521 介護事業から痩身エステ・脱毛分野への新分野展開 税理士法人大石会計事務所

関東 東京都 荒川区 金山技術株式会社 7011501018713 日本のＩＴ難民と観光業を救う！特許技術で「使える」ポータルサイト構築 野口　和義

関東 東京都 港区 アラウンド・ザ・ワールド株式会社 9040001056913 国内事業者の越境ＥＣを支援する専用ショッピングモールの展開 越沼　康明

関東 東京都 足立区 株式会社しょく 8011801025020 人気もつ焼き居酒屋による肉加工品の製造販売 税理士法人　鳥山会計

関東 東京都 豊島区 Ｃメーカー株式会社 7013301041218 ＩＴ設備とサポートが充実したワーケーション施設で独立起業支援 巣鴨信用金庫

関東 東京都 目黒区 ｐｙｒｕｓ　ｃｏｍｍｕｎｉｓ株式会社 6011001090684 イタリアパンの専門店事業 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 合同会社ＭＹハウス 9011103007609 故郷沖縄での非接触型ワーケーション宿泊事業の新展開 野村　純一

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＭＡＫＡＵ 8011001137260 今韓国化粧品がアツい！～中堅・大手ブランドコンサルティング業からの小売卸参入～ 西川貴人

関東 東京都 大田区 林工業株式会社 3010801009855 下請工場から製品開発を支援する「ものづくりラボ」への業態転換 株式会社足利銀行

関東 東京都 荒川区 エスエスビジネスフォーム株式会社 5011501005671 下請・対面の伝票印刷事業からネット販売による汎用ラベル事業への事業再構築 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 八王子市 株式会社ＳＳパートナーズ 6010101012342 中小企業のデジタル化推進を支援する地域活性・ＳＤＧｓ連携「パソコンリユース事業」 原野　郁巳

関東 東京都 荒川区 株式会社オフィスサニー 8011501012260 セミナー配信システムの活用による書字教材の新規市場展開 税理士法人タクト

関東 東京都 大田区 澄川精密株式会社 9010801016367 最新式５軸複合加工機導入による超大型高精度部品製作体制への業態転換事業 城南信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社成瀬商店 3010601013958 希少ワイン等を飲食店と共同して販売するＥＣサイト事業 長岡　孝之

関東 東京都 港区 有限会社スタジオムーン 1010402007186 自然素材や骨とう品を活かした雑貨新ブランド立ち上げと製造販売 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社エー・ピーホールディングス 6010401066278 生販直結モデルの外食企業が提供するいつでもおうちでレストラン 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 目黒区 株式会社ヨナックスデザイン 6013201012674 複数店舗での注文を１つのアプリで完結できる商店街テイクアウトアプリの開発 森薗　　士門

関東 東京都 世田谷区 エレワール株式会社 7010901014421 美しい自然、茅野市で『ワーケーション×グランピング』による新たな空間の提供 昭和信用金庫

関東 東京都 大田区 丸栄工業株式会社 3010801011241 歯車装置加工能力を新たに獲得し、社会的インフラとしての鉄道の安全確保に貢献する 株式会社クフウシヤ

関東 東京都 目黒区 株式会社馬渕商事 7013201005578 地方の温泉旅館が「ｅスポーツ・ミニスタジアム」として甦る 株式会社大垣共立銀行

関東 東京都 台東区 株式会社オーテクノコーポレーション 9010501020958 学童保育と英語教育の融合「地域型グローバル人材育成」事業化計画 事業承継コンサルティング株式会社

関東 東京都 足立区 株式会社ＧＯＮＺＯ 3011801029455 足立区江北エリア特性を考慮したパン製造による新分野展開事業 朝日信用金庫

関東 東京都 西東京市 株式会社富士精機製作所 5012701009677 得意のアルミ加工を高度化し大型部品や半導体製造装置への進出 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 文京区 株式会社シマント 1010001162390 中堅物流会社向けに共同配送の運営に必要なソフトウェア提供事業 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 台東区 株式会社伊勢音 7010501000862 【江戸ＵＭＡＭＩ場】から和の食文化を発信。 朝日信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社アドヴァンス 8010701000546 自社プロダクト製品の販売による海外販路の開拓と事業継続力強化 中川　健史

関東 東京都 町田市 合同会社ニュービギニングス 3012303000929 トレーラーハウスを活用したグランピング事業による事業再構築 多摩信用金庫

関東 東京都 福生市 株式会社明晴インターナショナル 3013101005434 外国人材雇用企業向けの教育研修サービス 一般社団法人バリューアップジャパン

関東 東京都 小平市 ケイ・アイ・エンジニアリング株式会社 6012701012036 製造業者の英知を結集！研究専用の安価な国産金属　３Ｄプリンターの開発！！ 税理士法人フューチャーコンサルティング

関東 東京都 北区 株式会社ベースフェイス 7011501013755 教育用音楽コンテンツ動画制作事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社エクシス 5011001066842 完全予約制高級サロン　クラシックカー、ヒストリックカーの販売 前田　庄一

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｂｅ 3010401089496 コンシェルジュサービスを伴ったアイサロン『ルナ・クレスタ』展開 城南信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社笹岡製作所 1010701003753 独自金型加工技術を活かした、半導体製造装置向け部品切削加工への挑戦 魚谷　康行

関東 東京都 墨田区 株式会社エス・トラスト 9010601038990 孤独・孤立の問題に苦しむ若者のための教育型シェアハウスの創設 株式会社りそな銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社カルネ 6011001105797 卸売業から新たにセレクトショップの出店とｗｅｂサイト構築で川下進出戦略へチャレンジ 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング



41 / 141 

事業再構築補助金　第3回公募　通常枠・大規模賃金引上枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠　採択案件一覧【全国統合版】
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

＊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。

関東 東京都 千代田区 ジャパンスタイルデザイン株式会社 3010001143950 簡単にＷＥＢサイトが構築できるデザインを重視した独自ＣＭＳの開発 税理士法人Ｃ　Ｃｕｂｅ

関東 東京都 西東京市 株式会社ミリオンスマイル 8012701009641 地域密着ラーメン店による、自家製こだわり惣菜のマルチチャネル小売事業 水谷　弘隆

関東 東京都 新宿区 株式会社タマケン 9011101012619 木の家づくり工務店が挑む！フレキシブルなオフィス空間木質化事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 中央区 三ツ星株式会社 5010001192723 割烹料理の技と心を伝え広める「割烹道」のｅラーニング 株式会社アライブビジネス

関東 東京都 渋谷区 テンキューブ株式会社 2010001193674 中小企業が株式で資金調達する支援を対面からオンラインに移行 原田　貴史

関東 東京都 荒川区 株式会社グランドフリート 9011501022440 軽二輪ライダー向けグランピング場事業 城北信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社ケー・ビー・シー 4011401001920 新フードコンテンツの創造による宴会中心の居酒屋業態からの脱却 梁川　成豪

関東 東京都 港区 居酒屋ニサシ 居酒屋経営からの脱却！昼夜外・中食のうどん茶屋への事業進出 平田　毅彦

関東 東京都 品川区 株式会社ＺＥＮＩＢＡ 6010701019506 コロナ禍でも売上が落ちない担々麺と麻婆豆腐の店のフランチャイズシステム構築 長岡　孝之

関東 東京都 新宿区 リスナーズ株式会社 2011101057026 企業の綿密な取材記事をビジネスマッチングに活かす事業の展開 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 豊島区 有限会社シー・ドリーム 3013302021718 リアルオフ会イベントをオンラインイベント化し、収益をＶ字回復する決済プラットフォームアプリ開発計画 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 港区 株式会社ファインステージ 3010401095395 日本を元気にするプロジェクトの実施、ステージトラック興行の展開 城南信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｓｅａｂｉｒｄ 9011001108269 多くの遊休地を活用した新スタイルキャンプ場の展開による地域活性化事業 髙岸　浩文

関東 東京都 調布市 ティーレックス株式会社 3010901016900 宅配需要の増加に応える業務用４輪の販売・リース・レンタル事業参入 松井　淳

関東 東京都 千代田区 株式会社ジーンサイエンス 4010001102617 がんの遺伝子検査技術を活かした新型コロナウィルスＰＣＲ検査事業の展開 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社真 9010001126561 ヴィーガン料理店が挑む代替肉・代替乳製品の製造販売 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＣＯＲＥＵＳ 6011001064688 ネット通販運営業務に特化した業務自動化（ＲＰＡ）サービス事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 台東区 合同会社ＫＯＧＡＹＡ 4010503004468 多様な嗜好に応えるクラウドキッチン型フードデリバリー 事業承継コンサルティング株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社カノウ商事 6013301003144 コロナ禍における健康志向ニーズに応えるフィットネスジム開設 巣鴨信用金庫

関東 東京都 中央区 有限会社梅花亭中村 3010002017162 伝統和菓子の枠を超えたスイーツと軽食を提供する飲食事業への取組み 由比　茜

関東 東京都 千代田区 メールソリューション・ジャパン株式会社 8010001090081 物流業務受託事業への進出による雇用維持とＥＣ関連需要の獲得計画 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 板橋区 東商事株式会社 6011401000301 ｅスポーツ事業への参入 平鹿　雅之

関東 東京都 豊島区 株式会社ＢｉｇＢｅｌｌｙ 5013301030321 アレンジ可能なアジア料理冷凍食材開発と製造卸売事業への進出 塩津　友輝

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＳｈｕｍＭａＫｅ 3020001124272 トリップマネージャー開発プロジェクト 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 文京区 ＳｍａｒｔＡｕｄｉｔ株式会社 2010001087959 ＡＩによるコンテンツ自動選択ｅラーニングシステム 高木　宏祐

関東 東京都 渋谷区 株式会社ゴーゴー・エンタープライズ 4011001071042 エンターテイメント業界とファンをつなぐプラットフォームサービスの構築 飯島　稔

関東 東京都 中野区 有限会社セブンスリーファクトリー 2011202012573 ＰＲ用写真・動画撮影のための、海外をイメージしたハウススタジオ事業の運営 髙橋　創

関東 東京都 千代田区 株式会社三宗 8010001017183 飲食スタイルの変化に対応、店舗以外での飲食ビジネスを新規展開する。 大澤　泰一

関東 東京都 品川区 株式会社アズール 4011801031798 ペットフォトスタジオ事業による事業再構築計画 石井　整

関東 東京都 新宿区 株式会社シンシア 2011601016431 ネイリスト・アイリスト求人マッチングスマートフォンアプリ事業 鎌田　憲明

関東 東京都 江東区 株式会社ヴォッリオ 7010601052606 食べて応援を一歩先へ、地域振興を見据えるテイクアウトへの新規参入 よつば税理士法人

関東 東京都 武蔵野市 ひとみ眼科クリニック 地域高齢者を対象とした眼科医療高度化のための新分野展開 古賀　雄子

関東 東京都 港区 株式会社Ｂｕｆｆ 4010401116241 セントラルキッチン設立を中核とした新たな商品製造・販売方法への取り組み 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 港区 株式会社Ｙ’ｓ 6013101006537 日本初ＡＲパターシステムが２４時間いつでも使える非接触・非対面を徹底したインドアゴルフ練習場 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社日本アド 9010401066424 レベニューシェアによる「ＳＤＧｓ対応子供用食器」の子育て世帯向けＥＣ物販事業 清和税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社リーディング・ファクトリー 6011101022546 ウイズコロナ対応「障がい者グループホーム（共同生活援助）」事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 葛飾区 アーティスグルーヴ 地元でワンランク上の癒やしを！本格ヘッドスパ事業への挑戦 朝日信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ＳＴＡＢＢＬＥ 4011001124114 安全に飲食ができるコロナ対策特化型の新業態オープン計画 株式会社群馬銀行

関東 東京都 港区 株式会社フォレストフーディング 8010401059940 収益力向上をサポートする飲食店向け統合管理アプリの開発とサービス提供事業 辛島　愛二郎

関東 東京都 中央区 株式会社ＴＭリンク 7010001132297 コロナ禍の非接触化を推進する、業界初の小型非接触スイッチモジュールの開発 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 板橋区 有限会社バースト 9011402019412 移動式無人店舗（プラネット）において冷凍食品販売計画 巣鴨信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社プロジェクトＫ 5010901039643 『揚げず』に提供するとんかつ専門店への新分野展開！ 稲葉　順一

関東 東京都 中野区 株式会社ＤＩＡＭＯＮＤ　ＡＬＬＩＡＮＳ 7011201016637 体験型シアターで人間力を育てる！！　スポーツをツールとした教育プログラム事業 菊地　正和

関東 東京都 渋谷区 株式会社アイフーズ 8011001063548 厳選された名店のレシピを動画で提供するレシピサイトの運営事業 税理士法人Ｃ　Ｃｕｂｅ

関東 東京都 豊島区 薬膳にんにく株式会社 6013301042555 キッチンスタジオを活用した、にんにく惣菜と製品のライブコマースとデリバリーによる販売 下矢　一良

関東 東京都 台東区 株式会社上野亭 6010501010094 コロナを経験したニューノーマル時代に提供するホテルの新しいサービス 朝日信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社大明商事 1011001045362 障がい者グループホーム運営を通じた地域貢献による事業再構築 森　健輔

関東 東京都 杉並区 株式会社ウィルライト 5011301012934 軽自動車専門無人販売所兼ＥＣサイト 株式会社ライトアップ

関東 東京都 目黒区 キーデンタルクリニック 最先端デジタル技術開始に向けた歯科技工所増設 森野　英昭

関東 東京都 中央区 ｔｏｏ　ｅａｓｙ株式会社 8010901034856 飲食業からワーケーション適応型バケーションハウス事業への新分野展開 石井　正吾

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＵＮＩＴＥＤ　ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮＳ 5011003002837 事業再編に伴う撮影機材レンタルサービスへの業種転換 西武信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社オクヨシ 4011001091164 精肉卸が立ち上げるハム・ソーセージ工場で事業を再構築 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ＺＥＲＵ． 6010001197333 特別な日に贈る凍結含侵法を用いた高齢者向け高級介護食品の製造 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

関東 東京都 荒川区 株式会社エム・スタイル 3011801029942 マスク時代の目元・フェイシャル美容に特化した美容事業への新分野展開 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 中央区 錦江国際株式会社 7010001086477 老舗の中華料理店は新たに漢方店舗を設立し、「衣食同源」のサービスを目指します 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社デジニーク 9010401105784 課金型音楽ライブ配信事業 松尾慎祐

関東 東京都 荒川区 有限会社ケア・プランニング 9011502013414 ｅ－スポーツを取り入れた障がい者向け共生型生活介護サービス 税理士法人ａｕｄｉｅｎｃｅ

関東 東京都 港区 株式会社ＬＩＶＥ 1010401111716 焼肉一七三　別邸の出店における計画 神宮前あおば税理士法人
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関東 東京都 国分寺市 有限会社ティー・カンパニー 2012402007108 健康寿命を延ばすメンバー制、駅前型インドアゴルフ場の運営 松井　洋治

関東 東京都 新宿区 株式会社イノーヴェ 2011101063560 生ハム専門店＆ワイン宅配サービスへの業種転換 坪井　亮

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＢＨＹ 7011001043633 お家で体質改善！東洋医学に基づく美容健康製品の製造業への転換 横山　禎一

関東 東京都 千代田区 原本株式会社 9010001204565 創造的な発想を促すナレッジマネジメントＳａａＳ「ＨＡＲＯ（仮称）」 木村　兼作

関東 東京都 あきる野市 有限会社ＫＡＩ－ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 2013102001706 居酒屋から宅配ピザ事業への事業転換による雇用維持と事業再構築 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 Ｍａｋｉ　Ｆｉｎａｎｃｉｅｒｓ　Ｊａｐａｎ株式会社 8010403006775 不動産クラウドファンディングによる地域コミュニティへの貢献と一般投資家への安定収益の還元 下川　和久

関東 東京都 練馬区 株式会社オプティカルボルテックス東京 7011601021427 最先端　ＸＲ　技術を活用したライブチャット型フィットネス事業の展開 金﨑　卓也

関東 東京都 新宿区 株式会社スホ 3010701024384 高齢者見守りサービス事業への、６０ＧＨｚレーダー技術の活用 株式会社東日本銀行

関東 東京都 港区 Ｋｏｒｕ－ｗｏｒｋｅｒｓ株式会社 6010501041081 若手クリエーターのためのＷＥＢ戦略指導付き撮影スタジオの構築 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｄｒｏｏｔｓ 4010001204438 「サイネージ付属型診療ＢＯＸ」の開発による地方医療への貢献事業推進 税理士法人ブレイン

関東 東京都 世田谷区 株式会社七色 6011001113156 「オンラインみまもり保育サービス【ＮａｎｎｙＭＥ】の開発・運営」 樫谷　隆夫

関東 東京都 港区 株式会社麻布しき 7010401147721 低価格日替わり健康弁当の企業従業員向け配達事業への進出 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 東京都 新宿区 天馬諮問株式会社 2011101062158 自社開発動画圧縮技術を使ったインディ映画＆グローバルスターライブ配信事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 渋谷区 クラビス・ジャパン株式会社 1010601046687 外国人材をターゲットとして「中長期滞在型」ホテル事業による事業再構築 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｈキャピタル 4011001129550 顧客ニーズに寄り添う”おもてなし”ホテルワーケーション事業 伊藤　文彦

関東 東京都 港区 株式会社アシェンサスジャパン 7010401090863 海外の釣り人と、日本の釣具を繋ぐ『ユーザー参加型多言語ＥＣサイト』の構築 芹田　弦

関東 東京都 武蔵村山市 有限会社アーテック 8012802004731 超薄型通電プレート（仮称）の量産製造による新分野開拓 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 港区 株式会社Ｃｏａｓｔ 9010401088063 在留外国人向けヘルスケアポータルサイト 税理士法人ゼニックス・コンサルティング

関東 東京都 世田谷区 ラクトン化学工業株式会社 7010901022762 粉末香料・粉末食品の製造への新規進出 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社オギクボマン 2011001047754 ３Ｄバーチャルライブのオンライン配信サービスによる事業転換 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 府中市 野村産業株式会社 8012401001353 高速かつ長時間自動運転できる複合機を導入し、換気設備を超短納期で量産する 多摩信用金庫

関東 東京都 小金井市 有限会社エニシング 5012402022657 伝統のシャトル織機で多様な原糸を活かす新テキスタイル創造 榎本　博之

関東 東京都 板橋区 ひなた株式会社 2011401018149 セントラルキッチン構築によるテイクアウト・通販への多角化展開 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 大田区 株式会社ＤＥＬＩもっと 4011501021488 自然環境を活かした炭濾過式の地ウイスキー製造工場の設立 株式会社東日本銀行

関東 東京都 板橋区 株式会社サードプレイス 3010001144957 浅草発　みそ料理屋の「発酵」レトルト・チルド食品製造販売事業 西京信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社にしきおり 5010401120382 レストランの空きスペースを改装し新規事業を展開する事で再構築を図る 税理士法人　古田土会計

関東 東京都 北区 エーステイスト株式会社 6011501019778 地域の高齢者住宅及び、デイサービス利用者に対する非利用日の弁当宅配事業 西山　優一郎

関東 東京都 台東区 Ｔｅｃｈ　Ｊａｐａｎ株式会社 6010501043680 高度ＩＴインド人材を活用したアジャイル開発 増田　優樹

関東 東京都 港区 認定特定非営利活動法人Ｔｅａｃｈ　Ｆｏｒ　Ｊａｐａｎ 3012705001590 先端技術で人材雇用創出！コロナを見据えた就労支援への新分野展開 河村裕司

関東 東京都 豊島区 アクトトラベル株式会社 1013301020912 ＷｅＣｈａｔシステムを活用したインバウンド手配先の商品群のＥＣサイト販売 板倉　聡

関東 東京都 豊島区 株式会社カーネーション 5013301030916 真の日本語と日本を学ぼう！中国語ネイティブ向けオンライン教室 埼玉縣信用金庫

関東 東京都 千代田区 日本印刷株式会社 3010001005787 自社スタジオを活用した公益法人向けオンラインセミナー支援事業 税理士法人さくら税務

関東 東京都 東村山市 有限会社Ｙ．Ｔ．Ｓ 6012702013933 店舗改装による地域活性化事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 ＭＩＵ株式会社 8011001072094 ＳＮＳでＥＣと実店舗を活性化！「インスタグラム運用代行事業」 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 練馬区 株式会社英光社 2011201013449 オンライン試験・学習システムの開発による新サービスの提供 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 横田アスコム株式会社 5010601006530 個人向け金属製品の製造販売と職人の育成・自立・協働ラボの展開 東京ベイ信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社トライベッカ 5010001196550 ファンとアーティストの交流の場を提供するオンライン配信サービス 東京中央経営株式会社

関東 東京都 杉並区 メイストームインターナショナル合同会社 2011303002003 トライアスロン小売店舗から会員制バーチャライドイベント店舗への展開 増田　考邦

関東 東京都 目黒区 株式会社グローカルネット 6011001109749 中小企業のためのテレワーク環境構築事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ディグ 6010001050987 不動産事業向け郵送ＤＭマーケティング支援サービスの提供 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 千代田区 ファイブリング株式会社 4010401091550 バーチャルショップの展開による新規チャネル開拓 株式会社東日本銀行

関東 東京都 港区 ワインマンファクトリー ｍａｄｅ　ｉｎ　Ｔｏｋｙｏワインの醸造と搾りかすから作る天然酵母パン製造 税理士法人タックスウェイズ

関東 東京都 港区 株式会社アイズプラス 7010801024347 地域初！地域密着型やきそば専門店開店による業績のＶ字回復 北村　亮太

関東 東京都 台東区 株式会社ＲＡＩＮ 1010501038891 国内初！純金特化型販売システム導入による事業再構築 川和　真哉

関東 東京都 港区 株式会社ザート商会 5010401070108 「秒速グルメ」（封を開けて容器を絞れば、それだけで美味しいシェフの味を満喫できる真空パック食品）の製造・販売。 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

関東 東京都 豊島区 ＰＤＸ　ＴＡＰＲＯＯＭ ウィズコロナ、ポストコロナに強いハイブリッド型飲食店の店づくり 西武信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社ベナ 7011401005695 高度な模型製作技術とＶＲＡＲで、イメージが伝わるディスプレイサービス。 巣鴨信用金庫

関東 東京都 大田区 斎藤遠心機工業株式会社 7010801004266 脱炭素市場参入にむけたＣＮＣ精密旋盤導入による大型遠心機の開発と競争力強化 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ピーカチ 5011001058716 リアル店舗向けサブスクシステム 南青山税理士法人

関東 東京都 板橋区 株式会社ダン 4011401003628 繊維関連事業者に特化した空間活用提案型トランクルーム事業の新展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 狛江市 有限会社エフテックス・インターナショナル 8010102010327 ウォータージェット機を用いた工法による各種工事への参入 城南信用金庫

関東 東京都 大田区 田園調布長田整形外科 メディカルサポート事業・子供たちの視覚教育サポートの新規開業 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社ヤマプラス 1010401030016 余剰在庫を用いた鞄の製造と販売及び回収 西武信用金庫

関東 東京都 国分寺市 有限会社ダイチ 1012402003792 駐車場・駐輪場における精算機レスシステムの製造開発 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社エイプリル・データ・デザインズ 6011001043072 「バーチャルツアー」アプリ　～歴史・文化の学習と癒やしの風景～ 昭和信用金庫

関東 東京都 世田谷区 プロファウンドヴィジョン株式会社 5010901048628 パキスタンＩＴ人材と日本企業のマッチングポータルサイトの開発 東京商工会議所

関東 東京都 港区 碌々産業株式会社 3010401032027 ５Ｇ時代に対応する世界標準の純国産超高速穴あけ加工機開発への挑戦 島田掛川信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社百人組 4011101062916 クリエイティブ業界での経験を活かした、低コスト高付加価値の宿坊事業への事業転換 西武信用金庫
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関東 東京都 目黒区 株式会社エンパシ 4010701023518 多機能決済・会計システムを搭載した小型・軽量タブレットの開発 永平　光一

関東 東京都 葛飾区 株式会社ハイカラ 9011801032908 テイクアウト専門ハンバーガー店の開発とフランチャイズ化 税理士法人エンサイド

関東 東京都 港区 エイ・キュー・トラベル株式会社 6012401022244 謎解きアプリによる新たな旅行・誘客事業 有限会社クレメンティア

関東 東京都 渋谷区 株式会社スエノトーキョー 5011001099520 環境と＂食＂が循環する～サステナブルなヴィーガン食品製造／ＥＣ販売業～ 小林　暢浩

関東 東京都 台東区 株式会社ライジンゲート 4010501040820 地縁を活かし、シェアサイクル事業（ストック型ビジネス）への新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 江戸川区 有限会社三裕製作所 3011702005126 新マシン導入と生産環境・規格整備による半導体産業への進出 朝日信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ビークルー 9011001110828 位置情報を活用したマーケティングおよびサービス創出のためのビーコンシェアサービス事業 城南信用金庫

関東 東京都 港区 テイラーアンドクロース株式会社 5010402036660 オウンドメディアを利用した広告戦略と ＤＸプラットフォームベースのＥＣ事業への転換 城南信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社芸文社 6013301013911 全天球画像を活用したＤＸで場の魅力を創出発信する新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 品川区 株式会社ベストリザーブ 6120001095542 旅行業界の非接触化を促進！ プッシュ型事前カード決済システム構築 株式会社りそな銀行

関東 東京都 品川区 株式会社ＨＡＰＰＹ 4010701020845 中古車仕入れ支援ＡＩシステムの導入と販売 坪井　亮

関東 東京都 新宿区 株式会社ルーツ・スポーツ・ジャパン 2010401080241 期間分散型イベントで密を回避してスポーツと地域を振興 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社榛原 6010001054765 渋型紙をデジタル活用した「型紙デジタルデータ事業」と「パネルアート事業」 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 目黒区 シェルビー ブライダル消費の変化に着目した、ジュエリー店舗新規出店事業 税理士法人アクリア

関東 東京都 品川区 株式会社ペンコミュニケーション 9010701020007 遊びで人を繋ぐ街作り「ＥＡＳＥ　ｓｍａｌｌ　ｃｉｔｙ」 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

関東 東京都 台東区 株式会社宮本卯之助商店 6010501013725 和楽器のオンラインレッスンおよび和楽器のサブスクリプション事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 杉並区 マルチピュアジャパン株式会社 9011301015685 漏水探知機付タッチレス水栓浄水器のコンテンツマーケティングによる新規顧客獲得 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 大田区 株式会社ＬＵＸＵＲＹ　ＦＬＩＧＨＴ 3030001097518 最新フライトシミュレーターによるパイロット育成事業 倉石　友美

関東 東京都 中央区 ＥＴＣマネジメントサービス株式会社 1010401138049 ＥＴＣ技術を応用した駐車場の管理サービス事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 中央区 神谷アソシエイト株式会社 4010001143660 在宅テレワークを推進するため、機械式駐車場を活用したレンタル収納「なんどや」を開発 りんく税理士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社小野部製凾所 7010001012805 医療機器、検査機器の特殊部品のプラスチック容器を包装紙器で代替 朝日信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社イノセンスデザイン 3010701031265 グランピングリゾート施設（宿泊業）への事業展開 城南信用金庫

関東 東京都 港区 Ａｕｔｈｅｎｔｉｃ　Ｆｏｏｄ株式会社 5010401122924 健康に特化したお肉とミールキットの定期販売事業の構築 西武信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社京葉メカニック 8011701002664 大型難削材の短納期・高精度加工プロセスの確立による水素発電市場参入 株式会社阿波銀行

関東 東京都 江戸川区 昭和印刷株式会社 8011701003621 「ワンストップ型バリアブル発送サービス」による事業再構築 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 練馬区 株式会社Ｅ－Ｚ－Ｏ 1011601014469 沿線各店のレシピを配達する＂沿線食堂＂事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 杉並区 一般社団法人クレイドル 8010005027542 医療×保育の連携で子育てを連続的に支援する家族支援へ 株式会社ステラコンサルティング

関東 東京都 国分寺市 オーラルデザインアイボリー 最新型ＣＡＤ／ＣＡＭ設備導入による自然な被せ物の供給体制確立 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＴＡＮＤＩＮＧ　ＯＶＡＴＩＯＮ 3010401109774 ＡＩを活用した店舗向け接客ソリューションシステムの開発と提供 株式会社コンサラート

関東 東京都 千代田区 ライズ株式会社 1010001125934 要介護者の歩行能力向上・要介護度改善するためのリハビリに特化したデイサービス事業 天野　公二

関東 東京都 港区 トレーナーズ株式会社 3010401142899 対面式パーソナルトレーナー養成スクールのＷＥＢ・ＥＣサイト・ＬＩＮＥ公式アカウント運用による動画商材の販売とオンライン化 川井　良訓

関東 東京都 江東区 サンエイ通信株式会社 5120001055415 大自然で学ぶグランピング×テントサウナ事業 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 ネットエイジア株式会社 7010001126258 ダイレクトPRクラウド事業の展開 株式会社千葉銀行

関東 東京都 大田区 株式会社トキオテック 1010801008297 研削加工事業への新たな取り組みによる更なる競争力強化 遠藤　仁

関東 東京都 港区 株式会社大和靴店 3010401030055 １９１９年創業の靴屋からアウトドアニーズを満たす宿泊事業へ！ さわやか信用金庫

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ディー・エヌ・ケー 7012401015478 ｅスポーツ業界を志す人材育成に特化した専門施設及びカリキュラムの開設 税理士法人昴星

関東 東京都 港区 株式会社ユニヴィスコンサルティング 8011201017898 オンラインＭ＆Ａコンサルティング　案件プラットフォーム運営に係る事業計画 税理士法人ユニヴィス

関東 東京都 渋谷区 土地家屋調査士法人共立測量登記事務所 1011005005783 土地家屋調査士専門業務のＤＸパッケージ化事業 スクエアワン株式会社

関東 東京都 世田谷区 株式会社石はら 8010901026085 日本初、蕎麦業界初のフリーズドライ製法による医療機関向け流動食製造販売事業 株式会社しのざき総研

関東 東京都 港区 インブルーム株式会社 8010401091588 人材紹介から整理収納グッズの企画開発・販売を行う卸売業への転換 松本　純

関東 東京都 豊島区 株式会社シールドラボ 9013301005154 フリーズドライ技術を用いたオリジナル商品開発とＥＣ事業展開 税理士法人シンシア

関東 東京都 千代田区 株式会社ジェルシステム 2010901005284 既存のソリッドステートリレー（ＳＳＲ）事業の強みを生かした新規パワーモジュール分野への進出 株式会社りそな銀行

関東 東京都 台東区 株式会社ＲＡＤ 5010501026439 新型ＮＢ炉導入によるアルミニウムラジエーターの開発・製造 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社菊廼舎本店 8010001041506 体験体感型の和菓子販売を行う新店舗開店と和菓子ミールキット販売及び自社への誘導事業 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 世田谷区 ＳＴＵＤＩＯ　ＺＥＦＦ コーヒースタンドを併設したフォトスタジオによる新たなサービス展開 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社三輪 6010901024776 ジビエ料理等の急速冷凍での自動販売機等を用いた２４時間非対面販売 木村　壮太郎

関東 東京都 港区 ＫＵＲＯＦＵＮＥ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 5010401139910 グローバル人材との既有のネットワークを活かした人材紹介業の展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 株式会社品川カルチャークラブ 9010401144989 柔軟な移動を前提としたサステナブルなスポーツ施設の運営 稲垣　秀行

関東 東京都 渋谷区 ビヨンデイジ株式会社 9010401112632 メンズ美容・ヘア分野の動画配信事業 西武信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社日刊競馬新聞社 5010701007387 スマホ向け競馬コンテンツ提供サービスのアプリ開発 井川　和美

関東 東京都 品川区 株式会社ビューマックス 5010701019639 ＢｔｏＢプラットフォーム構築による美容業界全体のＤＸ化の促進 曽根　和代

関東 東京都 中野区 株式会社児玉総合情報事務所 8011201011678 老舗探偵社の『探偵プラットフォーム』構築への業種転換！ 稲葉　順一

関東 東京都 中野区 株式会社プラウドコーポレーション 8011201012024 ゴーストキッチン施設の運営 坪井　亮

関東 東京都 品川区 株式会社トリリオン 2010701007142 温浴施設特化型デジタル管理システムを開発し、ＳａａＳ事業を新展開する。 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 江東区 株式会社タカラッシュ 5010601040364 地域（江の島）を元気にするカフェ「ＥＮＯＳＨＩＭＡ　ＴＲＥＡＳＵＲＥ　Ｃａｆé」 ＴＡＯ税理士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社日本人材ニュース社 4010001136986 人材紹介会社の成約ロスを削減するプラットフォーム構築で事業転換 西武信用金庫

関東 東京都 荒川区 株式会社アクセラレータ 2010001187420 コロナによる営業手法への変化を担うＡＩを活用したオンライン営業支援システムの開発事業 立澤　裕明

関東 東京都 足立区 宏龍株式会社 5010001147215 群馬初！プロジェクションマッピングを使用した宿泊事業への参入 足立成和信用金庫
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関東 東京都 新宿区 株式会社音練 3011101079787 新しい食文化を創造するレンタルキッチンの提供 ペンデル税理士法人

関東 東京都 新宿区 合同会社スカイビジョン 2011103008092 サーバーの販売及び管理業からＶＰＳ（仮想専用サーバー）サービス事業に新規参入 塚本　康幸

関東 東京都 台東区 台東部品株式会社 4010501007687 思い切った工場再編で進める！新技術プレス曲げ工法による量産体制の確立 朝日信用金庫

関東 東京都 葛飾区 三神商事株式会社 2011801021594 現場工事１日のコンセプト型ユニットルーム開発による新分野展開 税理士法人井村アンドパートナーズ

関東 東京都 世田谷区 株式会社ニツトク 1010901009344 デジタル印刷＋ＵＶ印刷で新市場の開拓と新サービスの提供 株式会社アイピーアトモス

関東 東京都 品川区 株式会社あすか地所 9010701025815 テレワークを推進する非接触型ワークスペース新事業へ進出 前田　直

関東 東京都 千代田区 株式会社タウンホテル 1010001090311 長期滞在宿泊業参画　事業計画書 興産信用金庫

関東 東京都 葛飾区 株式会社オリタニ 7011801000882 エコ洗剤製造事業開始による新生活習慣対応市場への進出 青和信用組合

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｒｅｓｏｒｔ＆Ｃｏ． 2011001097881 リゾートホテル向けウェルネスブランディング事業「ＮＡＧＯＭＩ（なごみ）」の展開 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 足立区 株式会社ソーリン 4011801013978 画期的な放置自転車対策を提供する独自の自転車情報アプリ開発 株式会社常陽銀行

関東 東京都 台東区 株式会社澤村商店 1010501023885 顧客のブランディングを支援する高機能・高付加価値紙加工品のＥＣサイトでの卸売及び直販事業 八木原　隆

関東 東京都 豊島区 株式会社ｅｉｇｈｔ　ｄａｙｓ 1013301042072 デジタル機器を活用した完全非接触の室内ゴルフ練習場運営事業 野竿　健悟

関東 東京都 大田区 ｍｏｔｏ　ｆｕｒｎｉｔｕｒｅ合同会社 9010803001796 家具販売事業からインテリア雑貨の店舗及びオンライン販売への業態転換 表　順一

関東 東京都 品川区 株式会社マルキ 5010701032526 冷凍自動販売機とＥＣサイトで提携飲食店の業績・客足増加を実現 廣瀬　陽介

関東 東京都 台東区 ＮＳ企画合同会社 5010503003873 浅草初の燻製をメインとしたテイクアウト専門店の実施計画 芦谷義一

関東 東京都 港区 ダーウィンアセットパートナーズ株式会社 3010001138249 不動産特定共同事業法を活用した投資型不動産小口化商品の非対面式販売 税理士法人リライト

関東 東京都 千代田区 有限会社メカノトランスフォーマ 1020002104309 ピエゾアクチュエータ製品の量産体制構築～試作品開発業からの飛躍～ 斉藤卓

関東 東京都 中央区 株式会社インディッグ 8010001120490 バスケコートのレンタル事業とバスケ教室「ドリームアカデミー」の運営 延平昌弥

関東 東京都 港区
株式会社Ｊａｐａｎ　Ｇｅｎｅｒａｌ　Ａｖｉａｔｉｏｎ　Ｓｅｒｖｉｃ

ｅ
9010401097493 法人向けにビジネスジェット（中型・大型）の航空機整備を行う事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 江東区 市村食肉販売株式会社 1010601000470 非接触・非対麺型焼肉店＆グルテンフリー唐揚げと焼肉弁当のテイクアウト事業 株式会社横浜銀行

関東 東京都 中央区 嘉創株式会社 2010001140866 家庭菜園用水耕栽培キット及び栽培支援サービス事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 大田区 中華バル　ＰＡＢＬＯ 蒲田餃子に新風！国産銘柄鶏スープ入り餃子のＥＣ冷凍販売事業 宍戸　智之

関東 東京都 大田区 サニーソフト株式会社 2010801025011 一人暮らしの安心を守る「まもる君」アプリ開発・運営事業 株式会社東日本銀行

関東 東京都 中央区 株式会社三信 6010001044452 ゴルフ用品を個人間でレンタルできるシェアリングサービス「ラビシェア」事業 延島　隆裕

関東 東京都 千代田区 株式会社オフィスオノ 6020002068895 ブライダル音響・生演奏サービスの経験を生かした本格志向の音楽教室運営 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 江東区 有限会社尾粂商店 9010002018080 ウィズコロナ時代に対応する「もんじゃ焼き」店とＥＣサイト展開による事業拡大の実現 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社エムイーテック 7013201005545 非接触　花の無人販売事業計画 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｅｘｐａｎｓｉｏｎ 4011101086469 不動産仲介業者向け物件情報自動抽出入力ＡＩシステムの構築事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 目黒区 株式会社ジンクラモトスタジオ 5011001096121 コロナで落ち込むデザイン業から需要高まる釣用品製造業への転換 藤原勝朗

関東 東京都 渋谷区 株式会社マフィリィズ 2011002034842 企業価値向上と従業員満足度を向上させるユニフォーム事業 星野　裕司

関東 東京都 中央区 株式会社ｍｉｈａｋｕ 8130002022311 日本料理店がＤＸ推進で進化系焼肉店をオープン 響き税理士法人

関東 東京都 大田区 株式会社トランプス 7010801021880 飲食店の多機能キッチン化事業及びそのフランチャイズ事業 茅　毅

関東 東京都 港区 株式会社スギハラサービスクリエイツ 2010401014835 外食機会の減少を本格的な肉料理の移動販売で解決する事業 芝信用金庫

関東 東京都 国立市 アンビシャスプロダクションズ 練習やコンサートで活用できる楽器用カラオケアプリの開発、配信事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 品川区 デザインレーベル株式会社 3010002046467 定額のパターンオーダー型リノベーションのデザイン・設計図の提供サイト「リノベーション　レーベル」の運営 鈴木一郎

関東 東京都 八王子市 株式会社べるつりー 6010101010899 「心と身体のフレイル防止」を目的に運動・健康相談施設を開設 多摩信用金庫

関東 東京都 世田谷区 Ｍａｒｖｅｌ　ＳＴＹＬｅｅ株式会社 1120001185083 サステナブル・ＳＤＧｓファッション向けのプラットフォーム事業 有限会社クレメンティア

関東 東京都 渋谷区 株式会社フォーピープル 8010401105819 アパレル店舗とその店舗に適する消費者マッチング計画 明治通り税理士法人

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社生出 7013101004481 医薬品・医療器材を中心とした輸送機材の開発・販売事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 江東区 株式会社フロンティア 8010601038967 「働く女性を介護離職から守る！デイサービス事業計画」 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社ｄｏｅｒ 7010401097801 見ても食べても体にも嬉しい、エディブルフラワーの６次産業化 税理士法人タックスウェイズ

関東 東京都 中央区 有限会社テイクス 4290002020204 銀座の飲食パーティ店舗がＷｅｂ配信ライブショー貸施設開発事業 古川　勉

関東 東京都 台東区 ＰＸＣ株式会社 1010501012624 販促倍速を実現するセールスプロモーションプラットフォームの構築 青山裕之

関東 東京都 中野区 株式会社ケイエスジェイ 8011201010564 機能安全認証付　協働ロボット内蔵サーボモータドライバ　新事業計画書 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 Ｗａｎｄｅｒ　ｔｏ　Ｗｏｎｄｅｒ株式会社 7010001187267 オンラインサロン構築システム「ＳＴＥＰＳＡＬＯＮ」事業 河合　　真悟

関東 東京都 品川区 庄司電気株式会社 5010701004839 自社技術を生かし開発型製造業としてＢＴＯＣ消費者向け製品の開発製造販売 株式会社横浜銀行

関東 東京都 荒川区 有限会社エス・エス・ティー 4010002034297 橋梁点検業務から橋梁設計への新分野進出 巣鴨信用金庫

関東 東京都 台東区 富沢印刷株式会社 9010501008747 動画公告による日本有数の観光地「浅草」の地域活性化に挑戦！ 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 港区 株式会社ザ・チューブ 4010401011500 海外進出・固定費削減に向けた業界初の映像編集高機能リモート化 ＳＱコンサルティング株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ハートリッチ 5011001073657 お寿司と弁当をお届けする宅配店出店 税理士法人ＴＯＴＡＬ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＡＮＤ　ＡＲＴ 8011001124267 アート作品のオンライン取引を可能とする「プライベートディールオンラインシステム」の構築 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 世田谷区 株式会社ザイグー 1010901031918 イベント型ふるさと納税ポータルサイト運営事業への新分野展開 尾関　亮

関東 東京都 杉並区 有限会社ポマトカンパニー 6011302008501 独自カウンセリングと非接触型サロンによるヘアカラー市場への新分野展開 坂本　晃

関東 東京都 渋谷区 有限会社興正 2011002035106 有名中華店による那須を活かしたワーケーション事業への展開 サポート行政書士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社　イーアンドディー 9010001127295 ＡＩ技術を利用した日本語活字帳票特化型スマホＯＣＲ 福岡　しのぶ

関東 東京都 足立区 株式会社繕 2011801022964 強みを活かした新サービスで事業再構築し、取引先の課題も解決する 株式会社匠コンサルティング

関東 東京都 江東区 有限会社サブロクカンパニー 8010602030394 廃材を再利用した子供向け想像力と発表力を伸ばすＤＩＹ教室 エヌ・ビー・シー税理士法人
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関東 東京都 台東区 株式会社アルテミス 3010501043221 ｅスポーツ・映像制作ノウハウを活用した障がい者向け就労継続支援事業所の運営 中郡　里奈

関東 東京都 品川区 株式会社トゥーザコア 4010701033921 ワーケーションビジネスの発展を目指した沖縄県那覇市におけるシェアオフィス事業 株式会社沖縄銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ＴＡＣＴ 5010601045644 医療系アウトソーシング企業による習い事教室への展開 野竿　健悟

関東 東京都 港区 株式会社カクセイ 6010401117972 空洞化不動産を活かすⅮⅩ対応型リモートワークオフィスへの新事業展開 齊藤　祐一

関東 東京都 台東区 株式会社Ｉｓｌａｎｄｓ－Ｈｏｐ 2010501032489 資源を有効活用した自動車解体及び販売事業 二見　達彦

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｇｏｏｄ　ｍａｒｋｅｔ　＆　ｓｈｏｐｓ 4011001095173 Ｗｉｔｈコロナに適応した完全分離（貸切）宿泊施設事業の展開 株式会社静岡銀行

関東 東京都 豊島区 株式会社ウエマツ 2013301001275 独自技術を活かした抗菌抗ウイルス印刷への参入で圧倒的差別化を実現 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社あどばる 9011001111231 ワークスペースの検索・予約・決済サービス「ワークスペース（仮称）」 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 港区 株式会社ＶＩＣＴＡＳ 1120001022666 卓球ラバー業態転換プロジェクト 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社ジェイ・ダヴリュウ・エー 9010401012477 プロバスケットボールチーム　千葉ジェッツふなばしの公認カフェ・バーの展開 鶴間規文

関東 東京都 江東区 岩上鋼材株式会社 6010601001712 厚板加工技術ノウハウを活用した建築用鋼材「コラム」等の加工販売計画 株式会社群馬銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社福一ホーム 3011001038034 不動産革命！ワンコイン不動産仲介～偽のゼロ円仲介料打破～ 浅山　直希

関東 東京都 千代田区 株式会社イマージョン 9010001136965 オンライン研修向けの配信技術サービスの提供			 若杉　拓弥

関東 東京都 千代田区 ピットデザイン株式会社 8010001094909 駐車場新分野への展開（ハードからソフト主体へ、環境配慮・脱コロナ） 株式会社百十四銀行

関東 東京都 東村山市 有限会社立川造園 8012702003073 緑あふれるカフェとフラワースクールを展開！個人客取込の挑戦 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＭＵＳＵＢＵ 7011001092969 不動産売買仲介プラットフォーム事業への参入による事業再構築 株式会社りそな銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ホビー 9011001021777 デザインストックや生地の経験を活かしたインテリア雑貨への新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社アジアビジネスクリエイト 3010001157249 業務用ＥＭＳシステムのレンタルサービス事業への新分野展開 森藤　啓治郎

関東 東京都 港区 株式会社鶴我 7380001018352 １日１組限定の究極のくつろぎを提供する宿泊サービス事業 会津商工信用組合

関東 東京都 板橋区 株式会社ＡＧ・クリーン・システム 7011401018994 当社の強みを活かした通いたくなるデイサービス事業計画 島本　広幸

関東 東京都 港区 株式会社ラグジュリーク 4010401112538 インバウンド需要増加を見据えた観光ＤＸ／ＵＸシステムの開発 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 清瀬市 合同会社スプリング 8012703001258 合同会社スプリング　ポストコロナ多機能音響スタジオ設立計画 株式会社しのざき総研

関東 東京都 板橋区 株式会社ＵＷＡ 9011401022383 業界初！アニメグッズの新商品開発と短納期製造サービスの体制構築 伊東　修平

関東 東京都 杉並区 日ノ出樹脂工業株式会社 6011301005961 押出機による連続超臨界反応を活用した純国産飼料の開発 西武信用金庫

関東 東京都 杉並区 三昌研磨材株式会社 4011301002878 中古機をベースとしたオリジナルショットブラストメーカーへの転身 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社バウハウス 4010401124707 双方向型生配信サービスによる新たなライブハウスの構築 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 品川区 株式会社イデス 3011001111996 認知症予防に効果をもたらす！ものまね芸人による笑って楽しむ高齢者向けオンラインコンテンツの配信事業 税理士法人熊代事務所

関東 東京都 足立区 株式会社ナーゲル・アオバプレシジョン 6011801019619 砥石製造の内製化による設備販売から消耗品販売への業態転換						 若杉　拓弥

関東 東京都 文京区 エイト印刷株式会社 1010001001045 ＢｔｏＣ領域に対してのＰＯＤを利用した販売計画 梅津徹朗

関東 東京都 千代田区 ＷＯＯＤＭＡＮ株式会社 4010001186858 ニッチな市場に特化　クラウド型高度演算処理サービスの開発・事業化 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 港区 ｒｅ－ｖｕｅ合同会社 6010403012916 イベントラリー総合サポートシステム ひかり税理士法人

関東 東京都 世田谷区 オールスターズフードサービス株式会社 7010901042851 ザンギ、若鶏半身揚げを主力商品としたテイクアウト店の出店事業 Ｃｒｅｄｏ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 有限会社小松屋酒店 1011002006149 親子３代続く老舗酒屋の焼きたてフォカッチャ製造販売と酒屋バーの事業化 税理士法人永川会計事務所

関東 東京都 あきる野市 株式会社さくらなでしこ 3013101005343 有機農産物に特化した収穫・加工・流通販売のアウトソーシング事業 株式会社北海道銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｍｉｎｉｍｅ 9011001107659 生産者とともに食品ロスを解決するＳＤＧｓ型商品のＥＣサイト開設 佐藤淳

関東 東京都 港区 株式会社ＫＩＮＧＢＥＡＴ 8010401064544 ３ＤＣＧテクノロジーを駆使したバーチャル・ヒューマン開発業 税理士法人熊代事務所

関東 東京都 港区 株式会社ＪＯＹ－ＮＥＲ 6010401136717 インフルエンサー・Ｙｏｕｔｕｂｅｒ向け財務的・法務的相談プラットフォームの開設 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 Ｒｉｇｈｔ　Ｂｒｏｔｈｅｒｓ株式会社 6010001194421 上司が選べる転職プラットフォームの開発 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 富士産業株式会社 9180001018123 環境、人に優しい新発想ネイルリムーバー・ジェルネイルの開発で化粧品分野へ新規展開 株式会社十六銀行

関東 東京都 品川区 株式会社ティオス 9010701006195 都市型ワイナリー事業を立ち上げ地元産ワインとして販売 東京商工会議所

関東 東京都 町田市 株式会社ユニテックス 2012301006029 町田・相模原から先進的なストレージ・システムでグローバル進出 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｌｙｃｋａ 8011001068167 世界最速最軽量の増毛エクステ専門店・世界初の美容オンラインスクールへの転換 税理士法人赤坂共同事務所

関東 東京都 世田谷区 株式会社アロハウェイ 4010903002377 小規模ブランド及びｅｃ倉庫事業者向け入出庫在庫システムＷＭＳ／ＴＭＳ提供事業 村田　累実

関東 東京都 新宿区 株式会社ｉｃｏｉ 6011101031167 「いこらぼ」食品モニターサービス事業 ペンデル税理士法人

関東 東京都 足立区 株式会社Ｍ’Ｓ　ＳＴＹＬＥ 3011801022369 アパレルと消費者をつなぐ「ヒト・モノ・情報」の発信基地 林田玲子

関東 東京都 中央区 ニックス株式会社 9010001053327 需要が高まるＰＯＣＴ業界への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 府中市 株式会社竜飛精工 1012402003033 医療用樹脂性マイクロニードルアレイの金型製作事業 株式会社青森銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社デファクトコミュニケーションズ 9011101061426 コンテンツ自動生成ＭＡツールの開発 さくら税理士法人

関東 東京都 大田区 和幸機械株式会社 3010801012818 脱炭素社会を実現する水素パイプライン用継ぎ手の開発 ペンデル税理士法人

関東 東京都 台東区 株式会社Ｚｏｗｉｅ 7010501039356 食肉処理業許可取得による卸売・小売の開始 関口　大介

関東 東京都 港区 株式会社アイディーエス 1010401036780 開発費及び納期を圧縮しＤＸ化を促進するＳａａＳ型マスターメンテナンス事業 野口五丈

関東 東京都 豊島区 株式会社ピュアソン 4013301021453 微生物検査事業新規参入のための研究施設の設立 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 林技研株式会社 1011101060996 当院オリジナル漢方サプリメント全国通信販売事業 杉田　浩二

関東 東京都 港区 株式会社美伸 2330001003917 基幹システムパッケージ化による業界初の従量課金制による販売プロジェクト 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 ソシウム株式会社 9010001186390 創薬支援受託からの創薬ライセンス事業への転換 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 株式会社日本能率協会総合研究所 5010401023057 ビジネス／マーケティング情報自動化プラットフォーム事業 株式会社パートナーズ・コンサルティング

関東 東京都 世田谷区 有限会社フィナンシャル・サービス 4010902017748 オフィスサポートと共用フロントの機能を備えたリゾートワークステーション事業 柴田　裕士

関東 東京都 中央区 株式会社春陽堂書店 4010001047399 創業１４０周年の老舗による、印刷書籍から電子書籍へのダイナミックな業態転換 坪井　亮
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関東 東京都 文京区 株式会社ケーアイイープロモーション 3011101042555 宝塚受験ノウハウとオンラインを活用した幼児教育分野への新規参入事業 大桑　克博

関東 東京都 杉並区 アマニエン 髪と頭皮の健康をサポートするヘッドスパ専門店事業 藤谷　亮

関東 東京都 渋谷区 Ｙｐｅｒ株式会社 9011301023424 自動配送ロボットの開発とそれによるサービス提供 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 株式会社アールジェイ 6010001187532 ＩｏＴ技術でコンテナの位置情報を提供するクラウドサービスの開発 岩崎　彰吾

関東 東京都 港区 株式会社ハイパードライブ 2010401132447 高品質・適正価格を実現するウエディングドレスレンタル事業への業種転換 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ジェー・ピー 6010001046440 平安茶道『淹茶道』の、配信と対面を融合したハイブリッド教室 古屋　健

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＥＩＧＨＴ　Ｏｈ　ＴＲＡＤＩＮＧ　ＣＯＭＰＡＮＹ 6013201016444 子宮内フローラ（子宮内細菌叢の環境）を整え、妊娠成功率を向上させる、乳酸菌ジェル開発と不妊治療施設への販売 税理士法人波多野アンドパートナーズ会計事務所

関東 東京都 練馬区 メリットパートナーズ法律事務所 ＡＩを用いた契約書チェックツール（ソフトウェア）の提供 荻野　直樹

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＡＧＯＪＯ 8011301021899 ＳＡＧＯＪＯスクールによる新分野展開 平野　巧

関東 東京都 千代田区 Ｂｅｓｔ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ株式会社 5010602033409 守りの経営コンサルティングから攻めのＤＸコンサルティングへの転換 北村　浩幸

関東 東京都 中央区 株式会社ｄｏｔ 9180001123369 コロナ禍に対応した新業態　貸切型コンセプトホテル「ＭＡＮＧＡ　ＡＲＴ　ＲＯＯＭ」の展開 小川　隆義

関東 東京都 渋谷区 ＬＥＮＩＳ合同会社 8011003009680 渋谷区にホルモン焼肉店「レモホル酒場」をＦＣ出店 巣鴨信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社サナレ 9011601011665 店内の一部をコワーキングスペースとして貸出、非接触型非対面型店舗の運営 岡　佳伸

関東 東京都 杉並区 株式会社コムウェル 4011301004404 原宿ルアール東郷プロジェクト 株式会社東日本銀行

関東 東京都 杉並区 乃木坂プロパティーズ株式会社 2011301018587 不動産賃貸業から障害者グループホーム事業への大胆な業種転換 伊藤　智史

関東 東京都 練馬区 株式会社ＪＦＲ 2011603001497 エネルギー・資源循環型メタン発酵発電システムの販売 第一勧業信用組合

関東 東京都 荒川区 株式会社三英商会 8011501009942 アッセンブリ機能の内製化による商品企画販売業等への業態転換 みらいコンサルティング株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＥＮＤＲＯＬＬ 8010701035096 ゲームで生活習慣を改善！ＡＲ技術とバイタルデータを活用した生活習慣改善アプリの開発！ 野口五丈

関東 東京都 中央区 テクノブロード株式会社 9010001135455 理科化学物理のＶＲ（バーチャル）実験学習をクラウド提供する 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社ＦＯＵＲ　ＳＥＥＤＳ　ＦＯＯＤＳ　ＥＸＰＲＥＳＳ 9010401059213 ウィズコロナ時代のニーズに沿った、テイクアウト業態への思い切った転換 東京商工会議所

関東 東京都 調布市 株式会社Ｐｅａｃｅ　ａｎｄ　Ｃｌｅａｎ 6012401036319 船舶業界における内装リペア事業 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 エールジャパン株式会社 8011101051997 世界１９０カ国に新たに商品を販売し、国内依存から脱却しＶ字回復を狙う！ 長谷　有希央

関東 東京都 新宿区 株式会社ＰＨＯＥＮＩＸ 4040001089620 日本製品を世界へ発信！ライブコマース配信等のサポート事業を展開 西川貴人

関東 東京都 渋谷区 株式会社レコチョク 4011001048131 ＤｔｏＦソリューション事業への参入について 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 立川市 株式会社ワイテイアイ 5012801001740 航空機部品から産業用マイクロバブル発生装置部品加工への新分野展開 一瀬　章

関東 東京都 渋谷区 有限会社ジェラード 2011002030817 来店型販売から動画配信を活用した特設ＥＣサイト事業への業態転換 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 多摩市 アリス株式会社 3010101000275 卸売事業から大型時間貸し会議室事業への業態転換 川崎信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社風力エネルギー研究所 5010401069538 風力エネルギー資源総合評価サービス 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 セットインターナショナル株式会社 1010001020929 ドローンリアルタイム映像配信プラットフォーム構築事業 ペンデル税理士法人

関東 東京都 東大和市 株式会社エース 6012801018585 ４つの「家庭をもつ３０代向けサービス」で家族を繋ぐフィットネスクラブ事業 西武信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社八王子エルシイ 2010101003072 老舗結婚式場から空間・映像と飲食を活かすハイブリッド型地域貢献施設へ 多摩信用金庫

関東 東京都 葛飾区 ガーデンモール印西歯科 感染対策、非接触対応デジタル機器導入でデンタルエステ業へ進出 前田　直

関東 東京都 江東区 リカシツ株式会社 5010602029365 理化学蒸留器を使った国産クラフトジン事業への新分野展開 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 北区 日成工業株式会社 6011501003641 テントトラス材を活用した屋外作業環境改善コンサルティング 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社グッドウェーブ 2013401004855 マーケティングプロモーションをデータバンク化したシステムの構築 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社フィンスター 7010001173960 不動産テック企業へ進化！ＡＩ　技術を活用した不動産取引サービス開発 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 レアルコンサルティング株式会社 8011101056402 西新宿エリアを中心としたテレワークスペースの新規運営事業 アイアンドアイ株式会社

関東 東京都 八王子市 株式会社奥田染工場 2010101000730 染色工場による高付加価値型の織物サンプル製作システムの構築 内田　雄太

関東 東京都 中央区 株式会社澤石商店 9010001045373 重度障害者向け地域密着型住居の新設・運営および重度障害者向け住居のコンサルティング開始 ペンデル税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社フードナビ 5013301028340 グループ４００店舗のお店の味をＥＣでお届け事業計画 山田　祥雄

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔａｌ 6010901041846 ＳＮＳで思い出を残したくなる東京一映えるスウィーツ店の出店 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 東京都 豊島区 近代産業株式会社 4013301002619 不動産事業のノウハウを活かし、アフターコロナの需要を的確に捉えた新形態のカフェ事業に挑戦 坪井　亮

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＹＯＬＯ 8011001123756 ＹＯＬＯチョコで心も体も健やかに！人を繋げる健康菓子の販売 岩井　久典

関東 東京都 渋谷区 株式会社イブ・コミュニケーションズ 8010701001032 ｅ－ラーニングを中心とした総合学習プラットフォーム事業への転換 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 ａ２ｎｅｔｗｏｒｋ株式会社 5010401059670 国内終端可能なサービスプラットフォーム使用しキャリアニュートラルなｗｉｆｉ通信サービス提供 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社アイビー 3012401032642 農場で測定可能な新規牛血液自動分析システム開発および販売 井上大輔

関東 東京都 港区 Ｐａｃｅｒ株式会社 3010401123957 インバウンドマーケティングのノウハウを活用した海外ライブコマース事業 株式会社池田泉州銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社アーケロンプロダクツ 8011001096119 看護師専用採用ＣＭＳの提供による応募拡大とコスト削減 税理士法人クラフトマン

関東 東京都 千代田区 フィナンシャル・アドバイザーズ株式会社 1010001082127 二拠点居住のモデルケース構築とリゾートワーク推進に関する事業 景山　洋介

関東 東京都 千代田区 アンテナ株式会社 8010401068644 地域ＤＸ・ＩＣＴへ中小情報システム部ニーズを適えるＢｔｏＢコワーキング拠点事業 湘南信用金庫

関東 東京都 新宿区 三信トレーディング株式会社 6011101063284 『ＡＩによる錦鯉価値評価システムを使ったオンライン品評会及び錦鯉価値認定書発行サービス』を構築する事業計画 東京東信用金庫

関東 東京都 渋谷区 鵜山リゾート株式会社 2011001110792 山あいの直売所に海を作る！関東初【釣り堀・ＢＢＱ場・直売所】を融合した「晴れパークたてやま」開業 株式会社東和銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ワークスメディア 8010001122495 人事課題をテクノロジーで解決する、ＷＥＢ　社内報『Ｓｐｏｔｗｒｉｔｅ』 ＴＲＡＤ税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社スピン 3011101057512 コロナ禍の非接触接客を実現。遠隔接客システム「アバターコンシェルジュ」開発事業 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 北区 川金産業株式会社 7011501001058 非鉄問屋がメーカーに転換、五軸加工機とロボットで半導体製造装置業界に進出 株式会社八十二銀行

関東 東京都 目黒区 ミレカーサ 「食」の専門性を高めた多角的サービスへの事業転換 星野　裕司

関東 東京都 豊島区 一般社団法人林創研 6013305002927 環境教育事業から先端技術による自然資源コンサルティング事業への再構築 石塚　憲一

関東 東京都 港区 株式会社ＧＩＡＮＴ　ＳＷＩＮＧ　ＰＲＯＤＵＣＴＩＯＮＳ 2010403012886 完全無人セルフエステ施設「わたしのＢＯＸ」のＦＣ本部事業 城南信用金庫
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関東 東京都 品川区 株式会社京浜工業所 9010701003028 新設備導入による半導体業界とＥＶ自動車業界への新規進出計画 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 文京区 株式会社ティーエッセンス 7010001112299 寿司屋の出店とセントラルキッチンの構築 齋藤　泰行

関東 東京都 新宿区 株式会社モンキー・アドヴァタイジング 5011001063237 「神戸ビーフ」の“おうちｄｅ焼肉”を実現する精肉加工・販売業への業態転換 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 渋谷区 ＳＨＩＮＫＡ株式会社 6011001093472 「医療接遇」学習プラットホーム事業への業種転換 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ノーチラス 3011001056168 Ｗｅｂデザインカメラを利用した“特殊動画撮影システム構築”による新規顧客の開拓 芝信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ハコスコ 1011001101347 ブレインテック事業：脳活動計測デバイスとソリューションの開発販売 株式会社ライトアップ

関東 東京都 大田区 株式会社マイティーカーサービス 5010801018664 ＡＩ新技術（群知能）を搭載した欧州製ＡＧＦ（自律走行型フォークリフト）の拡販事業 株式会社横浜銀行

関東 東京都 新宿区 ライノジャパン株式会社 3011701018368 ポリウレアを建材として製品化する製造業への進出 奈良　洋

関東 東京都 大田区 株式会社ヨシザワ 5010801012444 環境・エネルギー分野への新規参入による事業再構築 さわやか信用金庫

関東 東京都 青梅市 株式会社学光社 7013101003541 電子黒板を使ったオンライン授業と自立型個別指導を用いた業態転換 株式会社りそな銀行

関東 東京都 練馬区 吉見建設株式会社 1011601007241 監視データ分析に基づく効率的太陽光発電所メンテナンス事業 梅川　貢一郎

関東 東京都 東大和市 エンジョイ株式会社 4012801009413 介護事業の基盤を活かし、高齢者向け宅配弁当事業に参入する。 高畑　朋彦

関東 東京都 千代田区 株式会社ソレイユ 5030001014958 補償コンサルタント業務の劇的な効率化を全国へ！ 服部　隼和

関東 東京都 江戸川区 株式会社スガワラ 2011701004245 顧客要求事項に応え、事業を継続し向上させるための新分野（洋上風力発電事業）への進出 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 東京都 世田谷区 株式会社リバティフィール 6010901012855 セントラルキッチンを中心とした食品製造・販売による新販路開拓 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 中野区 株式会社エスピーブレイン 2011201000785 イベントのＤＸ化によりオンライン×リアルの新時代ハイブリッドイベント事業を構築する 株式会社ＮＥＫＯ－ＫＥＮ

関東 東京都 墨田区 興和コイルセンター株式会社 7010601027608 自動車用コイル加工業から鉄骨資材用コイル加工業への転換 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 台東区 オリエース株式会社 9040001089558 プログラミングロボットの製造、販売及びＡＩ、ロボット分野に参入 セントラルクリエイツ税理士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社松富士食品 8010001133492 業態転換による自社製造した冷凍餃子の自動販売機での販売事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 千代田区 スキルアップＡＩ株式会社 2011001122086 問題生成アルゴリズムによる問題作成支援ツールの開発 越川　智子

関東 東京都 渋谷区 Ｓ．Ｈ．Ｎ株式会社 5010401112867 本格ラム肉をお気軽に！昼営業＆テイクアウト可能なジンギスカン店の複数店舗展開による事業再構築計画 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社クレアティブ 1011001092743 テジタル情報技術を活用した焼き菓子・生菓子等製造及びＥＣ販売 新都税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｗｏｒｋｓ 2010001196090 非接触対応個室型ワークブース事業への新事業分野展開 前田　直

関東 東京都 江東区 株式会社三協 7010601001604 オンライン・イベント・マーケティング支援事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｌｅａｄｉｎｇ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 5010401132790 ＴＩＫ　ＴＯＫ　データ分析システム構築事業 植崎紳矢

関東 東京都 墨田区 株式会社大久保製壜所 9010601036672 化粧品用ポストイン配送対応高機能薄型ガラスびんの製造販売への進出 東京東信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社リディアワークス 2010601040136 高性能抗菌抗ウイルス塗料及びフィルム原反開発製造による業態転換 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 株式会社三陽機械製作所 8010801004843 航空機から食品分野へ！！多様化ニーズに即応する工業部品製造の新展開 株式会社さがみはら産業創造センター

関東 東京都 町田市 株式会社ＡＱＵＡ－ＴＲＩＰ 1012401031555 カフェ併設・自家製天然酵母を使用した高級食パン事業への再構築 株式会社コンサラート

関東 東京都 新宿区 東京ケータリング株式会社 3011001030453 飲食店舗を改装した「カフェテリア付きフレキシブルオフィス」事業の実施 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 港区 株式会社エヌワイ 1010401005042 舶用機器部品販売のＤＸ化で海運業界に変革を起こす 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 千代田区 ＡＶＡ　Ｉｎｔｅｌｌｉｇｅｎｃｅ株式会社 5010001195791 旅行提案機能の外部貸出し ＴＲＡＤ税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社アルプロス 5011101054994 『英語学習特化型ソーシャルメディア事業』の開発 野口五丈

関東 東京都 文京区 株式会社アリスマティック 6011001072807 ファンとクリエーターを絆で繋ぐクリエーター応援サービス事業 株式会社東和銀行

関東 東京都 千代田区 ｍｏａｋｓ　ｄｅｓｉｇｎ株式会社 7011001110045 大自然の中の空き家を再活用！「民泊　ｘ　サウナ」が満喫できる民泊事業。 鶴間規文

関東 東京都 荒川区 Ｚｉｐ　Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｔｕｒｅ株式会社 1010901042485 自走型ロープウェイ「Ｚｉｐｐａｒ」の開発に関する補助事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 台東区 株式会社ＦＩＭ 4011801025998 建設業向け工程管理システムの開発・販売～市販モバイルを利用したパッケージ製品～ ＡＢＣ税理士法人

関東 東京都 文京区 株式会社プルーヌス 9010001165824 イベントとの相乗効果を高めた移動式の焼き芋販売事業への転換 アイアンドアイ株式会社

関東 東京都 町田市 ＭＯＴＯ　ＴＯＵＲＳ　ＪＡＰＡＮ株式会社 3012301010632 浅間園プロジェクト 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 品川区 株式会社キング 1010801015450 自動販売機を利用した冷凍ラーメン・牛タン・イクラ丼等の販売による事業再構築の実現 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社ナイスク 6011101015293 原稿のファクトチェック・サービス、ＡＩを用いた自動化プロジェクト 巣鴨信用金庫

関東 東京都 江戸川区 ナダヤ酒店 酒屋と酒蔵で考える究極のおつまみ冷凍食品通信販売事業 渡邉　賢

関東 東京都 足立区 株式会社ＳＤベンディング 7011801022745 ＱＲコード端末を搭載した自動販売機による広告及びマーケティング事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 目黒区 株式会社アトマ 1011001097783 未来を見据えた「サスティナブル・ギャラリーカフェ」 髙司　浩史

関東 東京都 港区 株式会社フードテックキャピタル 9011101052771 デリバリープラットフォームデータ集約システムの開発運営 株式会社千葉銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳａｙｓＭｅ 4012401022188 日本人クリエーターを応援するマッチングサービス事業 昭和信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社ユウヤ 5011201005063 新しい時代に対応したカードショップのリアル店舗とネット販売の融合 西京信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社タニタ食堂 6011401017832
１）健康支援型のコワーキングスペースの開設

２）オフィス向けの冷蔵・冷凍食品の製造及び配送
背戸柳　良辰

関東 東京都 目黒区 株式会社ループ 3013201010227 コアファン向けオンラインライブの超高精細機材での撮影＆配信事業 昭和信用金庫

関東 東京都 世田谷区 有限会社ＮＡＳＨ 1013202014468 ロケバス会社が創る自然光いっぱいの撮影スタジオ 株式会社付加価値ファクトリー

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｈｕｂ　Ｔｏｋｙｏ 3010001146631 ご近所ワーク＆ライフ拠点運営への転換と飲食物販／宿泊／学童等付帯事業開発 北川　知明

関東 東京都 港区 東運ウェアハウス株式会社 8010401019011 アーバンロジスティクスセンター＠ＴＯＫＹＯプロジェクト 株式会社りそな銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社プラグ 2013301019838 ＡＩデザイン生成技術を使った　デザイン会社から包装資材商社への業種転換 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 渋谷区 ヘアーメイクアフロディーテ ＰＨＯＴＯスタジオ兼用美容室 特定非営利活動法人　横浜中小企業診断士会

関東 東京都 渋谷区 株式会社運動会屋 6020001087962 廃校を利活用したキャンプ場で、地域を活性化する事業再構築の取り組み 川崎信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社Ｓ－ＴＥＫＴ 6010601034712 商社に依存しない（Ｓ－ＴＥＫＴの強みを生かした）販売システムの構築と建設業の活性化 高田　直美

関東 東京都 千代田区 合同会社ＰＶＨジャパン 3011001047076 ＣＫ製品の企画及び自社プラットフォーム構築によるＥＣ事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
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関東 東京都 大田区 トープロテクノサービス株式会社 6010801020719 基板設計をＡＩで自働化し開発者のアイデアを超高速に具現化する 城南信用金庫

関東 東京都 港区 エートーキョー株式会社 3010401060886 地域ギャラリー作品を地域で購入できる新小型アートフェア事業 西河　豊

関東 東京都 千代田区 アイピック株式会社 1011801005540 一般消費者向けパーティションの商品開発及びＥＣシステム基盤の開発によるＥＣ事業の確立 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 狛江市 有限会社ＨＥＡＲＴ 4100002008077 家族で楽しむグランピング施設新規事業開設 アイタック税理士法人

関東 神奈川県 厚木市 株式会社七沢荘 3021001021930 ワーケーション環境構築及び日帰り温泉客の滞留時間増加による収益性の向上 税理士法人まもる

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社３Ｄ　Ｐｒｉｎｔｉｎｇ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 4090001014490 最先端の金属３Ｄプリント部品を実現する新構図の製造インフラストラクチャー 横浜信用金庫

関東 神奈川県 逗子市 株式会社プラスシー 4021001064193 「店の味をそのままご家庭へ」通信販売事業へ参入 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ＣＲＡＮＥ 7020001105517 ぶっち屋感染対策リニューアル＆カスタマイズテイクアウト事業開始 柏崎　裕介

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｍ＆Ｍ　ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ．Ｉｎｃ． 6020001053312 料理店による料理教室事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 藤沢市 田むら丸 片瀬江ノ島産生しらす・加工品の直売所事業 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＹＯＲＩＭＯ 8020001093926 「老舗焼き鳥屋」の「テイクアウト事業展開」へ 横浜信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社マッシュアップ 7021001051288 アフターコロナを見据えた洋菓子のテイクアウト・オンラインショップ専門店立ち上げ事業 大和商工会議所

関東 神奈川県 小田原市 株式会社ＷＯＫＩＮＩ 1021001034562 居酒屋経営からテイクアウト・ＥＣ販売・店内飲食３本柱のフレンチレストラン事業へ 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社竹川商会 1021001040701 コロナ禍およびコロナ後も見据えた完全無人クリーニング店舗の開発 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 海老名市 有限会社石山商事 7021002044596 シニア層をターゲットとしたコロナ対応完全個室型の介護脱毛事業 海老名商工会議所

関東 神奈川県 横浜市泉区 ＲＡＶＥＮ株式会社 2020001103954 モビリティパークからバイク・自動車整備サービスへ新分野展開 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 合同会社Ｈｏｒｉｚｏｎ 1021003005909 独自仕入ルートを活かした天然石加工品のＥＣ卸売販売事業 北村　亮太

関東 神奈川県 海老名市 株式会社プゥル・ヴー 9021001029869 環境負荷軽減につなげる地域限定宅配クリーニングシステムの構築 一般社団法人日本経営士会

関東 神奈川県 厚木市 株式会社エミール・ポー 9021001024507 強みであるワインと馬肉小売り専門店出店によるシナジーの発揮 内田　哲夫

関東 神奈川県 横浜市泉区 株式会社小山土木 9020001115638 住宅を支える基礎工事業から工事業者を支える資材販売業への展開 上薗　朗

関東 神奈川県 横浜市中区 有限会社ワールドウィング 4020002076768 横浜ビジネス街の“高級釜めしと串焼き酒房”から名物商店街と大学生で賑わう住宅地で“大衆カレー専門店”への事業転換 末永　浩之

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ＳＳウェブデザイン 8021001070907 難加工素材向け複雑系デザインを半自動化して受注・製造 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社香炉庵 1021001009936 菓子製造技術を応用したクラフト生餅開発及び冷凍流通の為の新規設備の導入 横浜信用金庫

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社ＦＶコンサルティング 8021001008106 ３６０度カメラとドローンを使った、土地の景観シュミレーション及び災害の点検サービス 湘南信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 東湘印版株式会社 1021001009341 ＢｔｏＢ印刷事業からＢｔｏＣプロダクト製造販売業への新展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社ゼノリス 3021001067148 社会貢献事業を第２の柱とする就労移行支援事業の構築と運営 銀座スフィア税理士法人

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社ＨＥＡＲＴＹ 6021001058540 既存のフィットネス設備を有効活用した新サービス構築による新分野展開 若杉　拓弥

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社アスター 7011801023925 地域密着こだわりの冷凍パン製造・販売事業への新規展開 田村　惟人

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 長澤運輸株式会社 1020001018369 物販を主体とする新業態開発および販売チャネル拡充の取り組み 井上　真伯

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 シゲル精範株式会社 5020001097599 高精密部品製造で積み重ねた技術力を活用したオリジナル時計制作による業容拡大 株式会社フロウシンク

関東 神奈川県 横浜市青葉区 プロテック株式会社 8020001080552 換気も万全！安心安全な国産ブランド肉を使った焼肉屋に事業転換 井下　佳郎

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 株式会社フィールド 3020001090639 コインランドリーを新設、インバウンド頼みの需要から脱却するゲストハウス。 ＴＡＯ税理士法人

関東 神奈川県 小田原市 日本ジャンボー株式会社 8021001033483 オンライン配信型ヨガレッスンと予約制個人ヨガスペースの提供 経営サポート株式会社

関東 神奈川県 大和市 株式会社ケイ・システム 6021001057609 廃棄物の伝票（マニフェスト）データをオンラインデータ化できるシステム 大和商工会議所

関東 神奈川県 横浜市南区 株式会社Ｈ＆Ａ 2020001061293 健康を意識したオーガニック商品の販売と販売インフラの提供事業への展開 伊藤　文彦

関東 神奈川県 横浜市泉区 有限会社ファースト・バリュー 5020002071636 当社の強みを活かした新分野展開、「冷製芋」の製造販売 マエサワ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 有限会社北川デンタルラボラトリー 4020002011592 超高齢化社会で訪問診療を支援！新しい義歯による歯科技工所の新分野展開 株式会社東京経営サポーター

関東 神奈川県 横浜市港北区 ラクトピール株式会社 4090001015381 自社の特許製品と新たに行う医療機器レンタル業への業種転換 税理士法人長谷川＆パートナーズ

関東 神奈川県 横浜市旭区 ＪＵＮＥ　ＬＩＧＨＴ　ＧＡＲＤＥＮ アフターコロナ　人と犬、繋がりと癒しを再興するドッグカフェ作り 町田商工会議所

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 エヌ・エイ・アイ株式会社 3020001037160 ＴＲＡＤＯＳ、ＡＩを駆使し、速い安い良質な翻訳提供と動画多言語化 井出　秀一

関東 神奈川県 藤沢市 シェン・ヒーロー株式会社 1021001006009 リアルタイム自動入出在庫システムのサブスクリプションへの業態転換事業 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 大和市 株式会社アドライナー 9021001073842 焼き鳥屋のエキナカ出店計画 平塚信用金庫

関東 神奈川県 川崎市幸区 山口　由美 登録有形文化財である住宅の新たな有効活用 馬場　章嘉

関東 神奈川県 平塚市 株式会社創新工業 9021002061128 中古コンテナハウスの外装・内装を顧客ニーズに応じてリフォームし販売する 髙橋　理泰

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 合同会社ウィンミン 3020003011592 キッチンカーによる「ふすま粉」を使った低糖質パンの販売 伊藤　央

関東 神奈川県 綾瀬市 有限会社ワイアールエス 2021002049559 段ボール型設計・製造事業計画 濱野　真一

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ブリッヂウィン 9040001114035 食品工場と連携したテイクアウト・デリバリー事業への進出 近山　寿博

関東 神奈川県 横浜市中区 スモーキンフィッシュ デジタルコンテンツ向け音楽録音と放送局向け番組制作スタジオレンタル事業 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社リライト 3020001096314 「低廉不動産に特化した不動産のマッチングサービス」の提供 須永　達也

関東 神奈川県 横浜市港南区 株式会社サザンクロススタジオ 6020001003936 アフターコロナ時代を生き抜くＤＸによる「３６０度３Ｄスキャニング撮影」と、「テイクアウトカフェ」で事業再構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 神奈川県 横浜市緑区 ＨＤ　Ｉｍｐｒｅｓｓｉｏｎ合同会社 4020003009066 『「ヘッドフォンコンサート」＋「Ｌｉｖｅ　Ｅｘｔｒｅｍｅ」ＤＳＤ動画配信　』 横浜商工会議所

関東 神奈川県 川崎市川崎区 イーマート 韓国料理（惣菜）の持ち帰り・配達サービス業 税理士法人エフプラス

関東 神奈川県 相模原市緑区 とこはむ 野生鳥獣の皮革産業から食用肉の活用への事業再構築 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ゼオシステム 9020001023519 家庭に普及できる通信機能を持つ適正価格な福祉機器尿流計の開発 税理士法人友和会計

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ジャムコム 6020001042711 シルバー人材センターとの提携によるお墓参り代行受託の事業化 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 イーライフ株式会社 1011101075334 システム開発を活かした中華食材のＥＣサイト、アプリでの販売へ 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 Ｆｒｅｅ　Ｓｔｙｌｅ　Ｃｏｍｐａｎｙ有限会社 6020002071692 居酒屋からＢＡＲ業態への新規参入と、和食店２店舗がコラボした通販部門の事業化の二毛作。 春田　祐輔
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関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社けんこう総研 6020001094034 産学連携スポーツ科学に基づくメンタル疾患予防プログラムの提供 株式会社Ｓ・Ｏ・Ａ

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ともクリエーションズ 3020001093864 美術館等に対する汎用バーチャル展示スペース運営事業による新分野展開 横浜商工会議所

関東 神奈川県 小田原市 ひろそう 地元食材を活用しあ介護食製造・宅配事業への進出 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ヤマケン 3020001127878 ハウスクリーニング及び表具張替え修理業の最大手業者２社とのフランチャイズ契約 三浦商工会議所

関東 神奈川県 川崎市宮前区 Ｅａｔ＆Ｓｍｉｌｅ 既存事業の強みを活かした新スイーツの開発によるテイクアウト、ＥＣ販売の販路開拓 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＭＯＮＴＥ　ＧＲＡＮＤＥ 6020001133460 横浜ビストロの挑戦！観光地でのキッチンコンテナ新分野開拓事業 米森　達也

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 株式会社ｈｏｌｉｄａｙ 3021001050616 湘南ポモロンを使用した食品の製造販売と付随するツールの作成。 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社タケヤマ 8021001062359 高齢者を置き去りにしないタケヤマの「地域の配達屋さん」 東京中央経営株式会社

関東 神奈川県 川崎市川崎区 型無株式会社 4013201013402 天ぷらテイクアウトと冷凍加工食品の小売りによる「家でも居酒屋化計画」 川崎信用金庫

関東 神奈川県 逗子市 Ｏｒｉｃｅ　オリーチェ オンラインワークショップ手縫い革小物製作 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 平塚市 ＲＯＵＮＤ 地域密着型テイクアウト専門からあげ屋の開業 平塚商工会議所

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社リトルモア 7020001104031 働く女性のためのオンライン画面映えするマツエクサロンの展開 越沼　康明

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社潮田商事 2020001124463 地産地消の原材料を活用した総合スイーツファクトリーの新設と食品製造卸売による販路の多角化 湘南信用金庫

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社ＫＯＺＡＫＩＫＡＫＵ 6021001063251 デザイン・ライブコマースによる事業再構築 岩瀬　学

関東 神奈川県 横浜市中区 ミルピグ ナチュラルチーズの卸・販売への業種転換 一般社団法人神奈川中小企業診断士会

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社心 2020001082851 横浜から全国へ！「フレンチ×和食材×ラーメン」の新展開 東京中央経営株式会社

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社オリテックス 3020001036708 スポーツ用途に特化したハンドケア製品の新規販売事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 相模原市緑区 トロン合同会社 6021003005235 コロナ禍需要にも対応できる中古品買取事業の展開 中村　健一郎

関東 神奈川県 三浦市 有限会社じこう 7021002072119 和食料理店による野菜の未利用部位を活用したスイーツ販売事業 三浦商工会議所

関東 神奈川県 横浜市港北区 ジャンボ株式会社 3020001090746 新たな極小（３ｍｍ）ドライアイス製造・提供で販路拡大 松戸商工会議所

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社イーストラル 1020001128498 小口配送を付加サービスとする調剤薬局事業への進出 辻　徹

関東 神奈川県 秦野市 有限会社Ｘｉｎｇｆｕ 2021002039329 アフターコロナを見据えた「非接触型育毛エステ事業」への新分野展開 山口　翔

関東 神奈川県 逗子市 株式会社山や 2021001056317 新メニューテイクアウト及び冷凍自販機での非対面販売・ＳＮＳでの販路拡大事業 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 相模原市中央区 有限会社菅原塗装工房 6021002028195 ウィズコロナ時代の住環境、職場環境改善の提案を行うインテリアデザイン事業の展開 相模原商工会議所

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社イーキューブ 4020001044791 横浜から全国、全国から世界へ飲食デリバリーアプリ事業 木村　祐司

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 有限会社井定工務店 1020002047508 最新加工設備とオリジナル配送在庫管理システムによる新分野展開 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 神奈川県 川崎市高津区 オーエムオー株式会社 8020001079198 廃材となる古材の再利用・付加価値化による循環型事業へ再構築 川井　良訓

関東 神奈川県 横浜市南区 株式会社ヒラタ工業 8020001100764 サブマリンスライサー工法を用いた高速道路改修工事の受注拡大と売上アップを目指す 澤口　洋輔

関東 神奈川県 横浜市旭区 ビースタジオ テイクアウト専門のおにぎり販売店 吉川　徳男

関東 神奈川県 中郡二宮町 合同会社ＴＦＳ 1021003007203 二宮町に愛されるからあげテイクアウト専門店 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 丸山クリーニング 地域に貢献できる不動産賃貸業へクリーニング業からの事業再構築 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 足柄下郡真鶴町 株式会社はまゆう 3021001067750 テラスを活用したバーベキューの提供 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社サウンド・エム 6020001008687 高品質の音響による、オンライン配信専用のレンタルスタジオの運営 伊藤　圭佑

関東 神奈川県 座間市 株式会社服部工業 6021001059638 建築防水工事業から焼肉店への新分野展開 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社インフューズ 2021001028778 本厚木のコワーキングスペース及びＩＴサービスによる最適化事業 大坪　要

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 有限会社アシストホーム 6021002068662 ドローンと赤外線カメラを使ったインスペクション事業 ベイヒルズ税理士法人

関東 神奈川県 鎌倉市 ディーワークス株式会社 3021001010165 事業再構築、出張バーベキュー事業への転換 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 川崎市麻生区 株式会社ＩＮＳＰＩＲＥ　ＬＥＡＤＥＲＳＨＩＰ 5010401110334 自社ノウハウを使ったフィービジネス「ファシリテーター認定事業」の構築 森野　英昭

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社クロスウェル 2020001043515 スマートウォッチユーザーに向けた自律神経解析エンジンアプリの開発 川崎信用金庫

関東 神奈川県 海老名市 有限会社バッフィングコム 3021002048667 農業用ドローンを使った農薬散布等受託事業 平塚信用金庫

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 有限会社椿建設 7021002054240 建設業で築いた機動力と技術でエクステリア管理の分野へ新規参入 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社レック 9020001111918 家族対応型ワーケーション事業 椿　祐輔

関東 神奈川県 横浜市中区 バーフォーティーフォー スポーツファンに向けたオンラインサービスを盛り込んだ飲食店への事業転換 株式会社エヌアンドエスコンサルティング

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ティークエクシード 2020001054801 ＥＣ事業及び店舗による小売販売と自社高齢技術者（体力的に厳しくなった者）の職種転換事業 税理士法人及川会計事務所

関東 神奈川県 横浜市青葉区 ハート・ネット有限会社 6020002074539 化粧品販売代理店の育成ノウハウを生かした化粧品検定受験校の運営事業 Ｃｏｌｏｒｚ国際税理士法人

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 仁屋 貸ボート事業進出による飲食店との相乗効果向上計画 山本　文則

関東 神奈川県 横浜市西区 クリエイトヘア　フレア 美容で学んだ毛髪理論を活かし美容室内で男性専用のセルフ脱毛をメインにした新分野展開 株式会社イクルスマネジメント

関東 神奈川県 海老名市 株式会社ＳＡＩｐｌｕｓ建築設計事務所 8021001053275 建築士が体系的に設計する学びのための動画配信事業への事業転換 神宮前あおば税理士法人

関東 神奈川県 足柄下郡真鶴町 有限会社竹林石材店 1021002049824 本小松石の石風呂など自社ブランドの開発と製造販売の展開 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 ＴＡＮＯＪＩ株式会社 7010002018371 横浜港の大型客船のクルー向けキッチンカーサービス事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社若竹 7020001057188 飲食店舗に新たな風を巻き起こす（時代）に合わせた新業態開発化計画 新井　省三

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社ラ・モードコンドー 4021001009652 国内外へ！日本発・日本産生地販売とオンライン接客サービス事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社一凛堂 9021001050668 和紙を使用した書籍出版事業「ＪＡＰＡＮ　ＣＲＡＦＴ　ＢＯＯＫ」 株式会社ライトアップ

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社テイクプラン 1021001046533 子供・シニア向けドローン教室に係る事業再構築計画 税理士法人ＦａｒｒｏｗＰａｒｔｎｅｒｓ

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社うさぎの骨 5020001106715 医療×最新非接触型マシンエステでコロナに打ち勝つボディメイク 大槻　恭頌

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 塚越技研 水中ドローン事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社リベルタ 4020001134254 自社修理した中古プリンター販売のためのシステム構築による新分野展開 株式会社神奈川銀行
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関東 神奈川県 厚木市 有限会社Ｍ＆Ｍ 8021002027906 インターネット動画配信特化貸し音楽スタジオ事業 税理士法人りんく

関東 神奈川県 藤沢市 モア　イズ　フレンズ 高齢者向け訪問カット・リラクゼーション理容室の展開 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 逗子市 株式会社ＵＮＩＱＵＥ　ＨＯＭＥＳ 8021001059000 「まちのもったいない」資源が地域循環経済を作る　ＳＤＧ＇ｓな惣菜製造・販売で地域にコミットする新分野展 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 海老名市 ドリーメイク株式会社 8021001072845 ボディメイクのノウハウを活かしたキッズダンススクールへの進出 ウィズ経営コンサルティング株式会社

関東 神奈川県 相模原市南区 セイワ歯科 予防診療サービスの開始 原口香絵

関東 神奈川県 伊勢原市 株式会社リトルクルー 8021001073034 整骨院の経験を経て創るウェルビーイング事業 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

関東 神奈川県 鎌倉市 カイラニインターナショナル合同会社 3020003012533 サーフィンスクール事業。及びボード、ウエットスーツ、レンタルサービス事業。 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 藤沢市 トーエ治療院 オリジナルマッサージ器の製造、販売とその販路拡大。製作器具での院内新メニュー導入。 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＢＩＢＬＥＯＮＣＬＵＢＨＯＬＤＩＮＧＳ 7020001121480 タピオカ店頭販売飲食店から農産物直売併用飲食店、旅館業へ 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 大和市 株式会社リフォーマル 6021001054589 ポストコロナに対応したレジャー船舶の内装工事業への事業転換 鈴木　一貴

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 三拍子 近隣に住むファミリーをターゲットとした写真スタジオの開業 税理士法人みなと東京会計

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｂｅｙｏｎｄ 7010901040533 在留外国人向けグローバルレンタルオフィスの新規開設 板山　翔

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 スプーン有限会社 9010402020041 簡単に料理ができる、健康ＳＯＹ－ＭＩＬＫ（豆乳）加工食品の開発、ネット販売 特定非営利活動法人東京都港区中小企業経営支援協会

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 ＳＴＥＡＫ　ＨＯＵＳＥ　ｓａｎｄｂａｒ （併設）高齢者向け配食事業 相原　聡

関東 神奈川県 足柄下郡真鶴町 株式会社アセンダント 3011701014838 外見からはわからないハンディキャップを持つお客様にやさしい宿 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市青葉区 カラオケハウス銀の夢藤が丘店 近未来ＡＩピアノＢＡＲ展開による事業再構築 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市高津区 Ｇｌｏｂａｌ　Ｂｒｉｄｇｅ 「教養講座」と「お茶会事業」～日本の女性パワーと伝統文化で、世界を元気に！ 川崎商工会議所

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 一般社団法人こどものそら 3021005011085 保育士ダイレクトの「オンライン相談窓口×養成研修」への業態転換事業 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市中区 セグウェイジャパン株式会社 8020001060026 シェアリング用電動キックスクーター事業を地元企業が主体となり、ＩｏＴ技術を利用した健康で安全な都市移動とＭａａＳを実現 税理士法人グローバル・パートナーズ

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社天＿ 1021002003434 小規模葬儀社で実施していない湯灌サービスを提供し売上ＵＰ！ 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｄｅｆ　ｅａｔ 5020001095751 新型コロナ禍の克服を目指す、『ネオ街中華』業態の店舗の新展開 齊藤　光介

関東 神奈川県 相模原市中央区 特定非営利活動法人ＦＣコラソン 8021005002930 快適なスポーツ環境と指導を提供する総合型地域スポーツクラブへ 鈴木　峰陽

関東 神奈川県 平塚市 大塚たかし ミュージカル俳優による地域密着型ミュージカルスクール事業 平塚信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 有限会社出羽藥品 2021002032507 温活・妊活・膣活『日本初！膣ケアメディカルサロン』運営事業 青木昌一

関東 神奈川県 横浜市西区 はりきゅうラフ キッチンカー事業　「横濱うま手羽屋」の新規開業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 鎌倉市 串武 ２４時間販売！生ホルモン冷凍自動販売機設置で　新分野展開プラン 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社ＨＧＹ 1020001126964 ＤＸの活用とともにお客様に感動をもたらす体感型「ヤンコチ」専門店 青松　伸幸

関東 神奈川県 川崎市多摩区 Ｓｏｕｎｄ　Ｓｔｕｄｉｏ　Ｄａｗｎ ライブ映像を高音質・４Ｋ画質で録音・録画し、音楽映像コンテンツを制作するサービスの新設 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 有限会社榎亭 4020002041747 滞在型から街歩き型へ　横浜山手人気洋菓子店の新規市場開拓「食べ歩き＆テイクアウト」店舗を開業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社樫乃屋 7020001135613 中小企業の課題を解決！フォローアップも万全なＣＲＭシステム開発 株式会社ビズグランツ

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 ｓ．ｓｔｏｒｙ株式会社 4011001105320 日本の技術で再生したリユース商品を発展途上国へ 税理士法人ＫＭＣパートナーズ

関東 神奈川県 川崎市中原区 大衆鉄板たこ一はなれ コロナ禍・アフターコロナを見据えた次世代型飲食店の展開 平野　俊輔

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｂｏｎｈｅｕｒ 4020001118513 離婚のリスクから女性を守るための専門家マッチングアプリ事業 高尾将嘉

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社エーアイ 2020001088378 住宅宿泊事業による、既存建物のフルリノベーション計画 保坂　弘達

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 ヒロガルセカイ株式会社 8020002076327 動画の所有権を売買できるプラットホームビジネス 株式会社企業参謀

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ほっこりケアサポート 5020001050616 ほこサロＣａｆｅ～ずっと生活を愉しむための足のいたわり処～ 松村　一朗

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 岩瀨メツキ株式会社 3020001016668 脱炭素社会に対応した二酸化炭素圧入用ＣＣＳ継手合金メッキ加工への事業転換 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社Ｔｈｒｅｅ　Ｐｅａｃｅ 7020001079637 アスベストアナライザー導入による、含有建材の即時判定と調査結果をクラウド上で閲覧可能にする新分野展開事業計画 井上大輔

関東 神奈川県 横浜市旭区 武田設備株式会社 4020001085010 「空気質見える化提案書」をもとにしたベストな空調設備を販売 須永　達也

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 ＫＯＮＡＲＡ　ＨＯＵＳＥ株式会社 9021001049272 住宅建設で培った内装デザイン力を生かしたオリジナル家具の製造販売事業の立上げ 一戸　雅行

関東 神奈川県 鎌倉市 エイチエフユナイテッド株式会社 5012701011352 複合型コワーキングスペース出店とコワーキング管理システム販売 株式会社Ｉｄｅａｌ　Ｗｏｒｋｓ

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 水信商店株式会社 3020001024539 地場の旬な青果物を使った半生加工食品製造販売による新分野展開 小久保　和人

関東 神奈川県 中郡二宮町 株式会社ＳＷＡＴ 3021001065151 既存内装業の経験を活かしたドライガーデン専門造園業への進出 三輪　篤史

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社コンフィデンス 5020001094984 ＷＥＢアプリケーションを使ったエンターテイメント人材マッチング事業 税理士法人キャシュモ

関東 神奈川県 小田原市 有限会社ますや 4021002053105 小田原の地産食材を使った飲食事業への転換 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社湘南クリーニング 4020001090836 共働き用２４ｈ稼働クリーニング＆ミシュランとんかつデリバリー店 浅山　直希

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社コネクト 6021001072847 配管設備工事業から半導体製造装置用クリーン配管製造業への転換 平塚信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社ムカエテクノ 5020001122638 事業承継を見据えた、神奈川初のｅスポーツカフェへの新事業展開 株式会社エム．サポーティング

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社山下鈑金工業 3021002005148 鉄道車両での感染リスクを軽減させる抗菌運転台の製品化 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 株式会社スリーエース工業 7021001022140 ＩＯＴとＡＩ機能を活用した大型筐体の効率的製造による業態転換 相愛信用組合

関東 神奈川県 横浜市南区 株式会社信和商会 6020001013084 特許取得の革新的な縫製機械の製造販売によりコロナ危機を乗り越える 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 藤沢市 モモ 藤沢市鵠沼海岸前という立地条件ならではのコインランドリー事業 東京中央経営株式会社

関東 神奈川県 相模原市南区 相模コンベヤー工業株式会社 1021001012171 唯一無二の小型コンベヤーの製造をラボから発信するプロジェクト 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社海老名鋼材 3021001027259 厚板切断加工を可能にする最新設備の導入で、付加価値向上と利益創出 景山　洋介

関東 神奈川県 川崎市高津区 有限会社粋人 6020002101680 ペットも共存社会に 税理士法人及川会計事務所

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社ピュアステップ 6020001118008 放課後等デイサービスに特化した業務効率化を支援するシステムの開発 東京中央経営株式会社

関東 神奈川県 横浜市青葉区 有限会社あおい運輸 3020002003707 大型自動車用ディスクブレーキのキャリパーリビルト事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 中田商事株式会社 5020001010347 対人接触を減じたスタッフ不在型ホテルの運営 東京中央経営株式会社
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関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＩＴＳグリッド 7020001089834 プレシジョンアプローチレコーダー・ＰＡＲシステムの開発 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 川崎市幸区 丸岡建興株式会社 4020001071547 鎌倉の地で地域密着型のカフェとデザイン性重視の民泊施設を経営 横浜信用金庫

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 有限会社丸幸商事 2021002012145 個人宅向け定額会員制の水まわりの点検及び補修 湘南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社ユニオン産業 5020001070366 完全脱プラ、脱炭素の世界へ：１００％植物由来のバイオプラスチック製品開発と里山資源の循環 川崎信用金庫

関東 神奈川県 秦野市 株式会社インテグレートテイン 3021001024784 自動制御ノウハウを活かし、自動殺菌消毒器『ハンドルディスペンサー』の開発と全国販売展開への取組み シェアビジョン株式会社

関東 神奈川県 横浜市南区 横浜商事株式会社 2020001110694 中華料理店をターゲットとした国産合鴨加工卸売業への新分野展開 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社Ｆｌｙ 4020001111518 元旅館を使ったキッチン付き撮影スタジオ兼多目的スペースの運営 大庭　康孝

関東 神奈川県 相模原市中央区 関門工業株式会社 8021001011737 コロナの影響で減少する産業用機械等向け分野から移動販売車両分野への新分野展開による事業再構築 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 吉浜エンジニアリング株式会社 5021001062964 コロナ禍の温泉施設を救う！ミキシングバルブによる大胆な業種転換 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 小田原市 株式会社田代吉右衛門本店 5021001032901 最新ＩｏＴ技術を活用した２００年老舗かまぼこメーカーの業態転換 スルガ銀行株式会社

関東 神奈川県 海老名市 有限会社日本金属製作所 4021002045416 レーザ加工の刷新・高度化による物流倉庫関連部品加工への新分野展開Ｖ字回復計画 シェアビジョン株式会社

関東 神奈川県 横浜市港南区 株式会社金岩ホリスティックオフィス 4020001054097 日本初！パラアスリートに向けたメンテナンス付き障がい者グループホーム かながわ信用金庫

関東 神奈川県 秦野市 株式会社ティーワン 6021001046157 フィギアスケート界を一新させるスケートシューズの開発・販売 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 ハーゼスト株式会社 9020001080320 妊婦向けアプリによる少額短期保険販売への新分野展開事業 税理士法人ＴＨＲＥＥ

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社ウチヌキ 8021001027246 パンチング技術を活かした「アルミ樹脂複合板建材の製造」事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 大和市 株式会社Ｎ－ｌｉｎｋ 8021001053234 食品製造販売事業への新規進出 大和商工会議所

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社佐藤船舶工業 7021001040415 製造工程請負業から製品製造業への工場変革と金属製品市場への参入 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社Ｄｌａｌａ’ｅｎｃｈａｎｔｅｄ 8020001095971 大衆酒場の新規出店による事業再構築計画 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市緑区 有限会社串田設備 3020002046714 横浜産エキストラバージンオリーブオイルの製造販売事業 株式会社フォワード・グッド

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社川崎第一ホテル 8020001069125 川崎発、テレワークスペース、レンタルオフィス事業への展開 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市多摩区 有限会社五十畑製作所 7020002091517 最新の溶接設備の導入で顧客の要求品質を満たし、新市場へ展開 景山　洋介

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社サークル 2020001051988 自然体験＆学習型グランピング施設 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社佐藤製作所 2020001017502 最新のレーザ設備導入による燃料電池部品の開発・製造への挑戦 景山　洋介

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社マキシマム・テクノロジー 8020001081690 セラミックを利用した燃料電池車用部品の開発・製品化 飯島　伸博

関東 神奈川県 川崎市川崎区 日崎工業株式会社 4020001074285 オフグリッド型トレーラ・ハウスの製造・販売事業への新規参入 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 リブレ株式会社 4020001114280 不動産業から建設業に新分野展開し、コロナ禍の生き残りを賭ける事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社グロータック 4020001104455 自転車用変速機分野への進出 芝信用金庫

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社森製作所 6020001051456 最新設備導入と量産向け新工場建築による革新的量産体制構築と医療分野への大胆な新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 有限会社坂田精文堂 9020002038243 拡大する精密機械部品向けプラスチック包装市場への大胆な挑戦 芝信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社常盤産業 4021001013349 食品添加物色素を原料とした「酸素検知剤」の製造・販売により、ＳＤＧｓに貢献する事業 株式会社ライトアップ

関東 神奈川県 平塚市 株式会社日の丸 6021001066782 高級食パンに特化した製造販売事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 小田原市 ウェディングエキスパーツ株式会社 7021001046668 レンタル衣装サロンの新規開設 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 川崎市幸区 カラオケのトーヨー デリバリー予約アプリを利用し即日返却する寝具クリーニングサービス。 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 武夷商事株式会社 3020001046608 黒毛和牛一頭買いの焼肉店進出で事業再建と和牛消費拡大を実現 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社小島屋酒店 5020001064070 国酒である全国地酒の価値・文化を体験を通じて地域の消費者へ発信する店舗の構築 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 神奈川県 藤沢市 セルプロジャパン株式会社 5021001067195 凍結乾燥したヒト幹細胞由来培養上清液を化粧品メーカー等へ販売する業態転換 株式会社三井住友銀行

関東 神奈川県 足柄上郡開成町 ＴＫ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 5021001035012 プラント配管のプレファブ加工製品の生産と提供 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 海老名市 株式会社スモット 6021001029343 焼肉店事業計画 海老名商工会議所

関東 神奈川県 相模原市緑区 ツツミ産業株式会社 8021001012982 エレクトロニクス製品試作開発品の製造業から、超小型ロケット用燃料タンクの製造業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 神奈川県 秦野市 有限会社なんつッ亭 5021002039160 チャーハンテイクアウト専門店の新分野展開による新規顧客開拓 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 秦野市 ｃｏｎｏｗｏｒｌｄ株式会社 2021001031328 飲食店の強みを活かした食を楽しむグランピング事業の新分野展開 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 川崎市宮前区 吉田建工株式会社 2020001068660 職人大工の丁寧な選別による残置物、建築廃材のリサイクル及び資源化事業 税理士法人ファシオ・コンサルティング

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社クロスライフ 1020001090252 お母さんを笑顔にする『育児型グランピング施設』の運営 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 伊勢原市 株式会社竹内型材研究所 3021001021170 自社超精密研削加工技術の活用による電子部品用部材製品の新展開事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市金沢区 有限会社佐久間電機商会 5020002008068 インターネットを駆使した大型建設機械等の「非対面販売」プロジェクト 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 フィスコインターナショナル株式会社 8020001031134 ５Ｇ需要向け新分野展開！新商品「高圧絶縁シート」開発展開事業 米森　達也

関東 神奈川県 横浜市西区 有限会社スタジオヒロ 5020002050895 眼に特化した施術の「眼の救急サロン」ＦＣ事業 清水　貴之

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社景泉機器 8020001038939 ポストコロナで必要とされる新型建機用シリンダ製造による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社八脚門 8020001115564 日本料理店から鉄板焼きとそのテイクアウトへの新分野展開 下山　秀雄

関東 神奈川県 小田原市 株式会社中村建設 9021001063843 高付加価値注文住宅によるライフステージ伴走型の住宅提案事業 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社荒川屋 7020001088902 新たな顧客ニーズである「釣り＋料理＋飲食」セットの提供 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 有限会社翠葉商事 5020002060696 餃子の無人餃子自動販売機の設置及びキッチンカー事業の開始 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 豊裕通商株式会社 9020001103444 太陽光パネルモジュールを低コストでリサイクルする新事業への転換 馬場　正博

関東 神奈川県 藤沢市 ＰＹＺＥＬ　ＳＵＲＦＢＯＡＲＤＳ　ＪＡＰＡＮ株式会社 3021001065011 工場新設とシェイプマシン導入によるサーフボードの自社生産 白田　浩幹

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社メゾンドヌック 8010701035162 ステイホームのテレワークをもっと快適に！サウナ付きマンション賃貸事業への転換 株式会社東都経営力向上センター

関東 神奈川県 秦野市 小澤技業 リフォーム業から「くつろぎ」「こだわり」を満たす家具製作販売への参入 平塚信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社渡辺土木 8020001074950 千葉県富津市の絶景サウナ付きグランピング施設の運営事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社フジエンタープライズ 2020001134157 Ｗｉｔｈコロナ時代に最適なリモートプロダクション対応映像配信スタジオ 小野　郁子
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関東 神奈川県 足柄上郡開成町 株式会社佐藤組 9021001034118 風力発電ブレードメンテナンス用作業台の製造・販売事業 マイティ・エーアイ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 小林商工株式会社 4020001017319 信頼あるＮＡＳ規格準拠の高強度ボルトを製品化し新分野展開を図る 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社トーイズ 4020001027895 旧竹田宮別邸の貸しスタジオ化による芸能事業サービスの提供 中村　誠治

関東 神奈川県 平塚市 株式会社ピラティスライフ 7021001063267 テイクアウト専門から揚げ実店舗の開業 中南信用金庫

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社Ｓｉｂｌｉｎｇｓ 9021001064602 鎌倉市テレワーク応援プロジェクト　次世代シェアオフィスの開発 山岸　次郎

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 一般社団法人日本トータルフットマネジメント協会 3010405011951 日本初！感染防止対策を徹底した未来型（ＩＴ化）フットケア専門のシェアサロン事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 大和市 有限会社マサミ製作所 2021002039774 高品質・低コスト・短納期の伸銅品加工体制を築き、電子機器分野へと新たに進出する 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社住建情報センター 5020001091387 生体データ×ＤＸによる先進的パーソナルジム事業への新分野展開 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社駒井工業 1010901032032 中小建設業向け資格管理アプリの開発・販売による新分野展開 税理士法人エンパワージャパン

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社三江産業 8020001113989 ＡＩで一元管理するフードデリバリーのセントラルキッチン設立 加藤　敦子

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社テイ．エス．エス 8020001080255 ＰＯＳレジから半導体製造装置市場に方向転換でＶ字回復を目指す 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 ブルースカイテクノロジー株式会社 4021001064383 小型電気自動車（以下、小型ＥＶ）の開発と販売への新分野展開 横浜商工会議所

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社東邦エンタープライズ 9020001073902 上山初！ヘルスケア型ワーケーションホテルへの挑戦「豊かな自然環境の活用」 山形信用金庫

関東 神奈川県 綾瀬市 茅ケ崎工業株式会社 1021001027483 次世代通信用石英硝子の加工技術確立と量産化に向けた生産体制構築 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社青伸 3020001114364 全社ＤＸ化計画から展開されるデジタル技術を活用した業態転換 経営標準化機構株式会社

関東 神奈川県 横浜市泉区 横浜油材株式会社 3020001001133 縮小する燃料販売事業から業務用洗浄剤製造業への業態転換による新分野展開 株式会社三井住友銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｎｏａｈ’ｓ　Ａｒｔ 6020001051852 中温炉で砂の滅菌を行い、環境保護と低コストを実現する砂場の衛生管理工事の実現 村上　航平

関東 神奈川県 厚木市 株式会社希望ランカ貿易 7021001030416 重機・トラックレンタルサービス 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 鎌倉市 センルーカス株式会社 8021001031371 アウトドアレクリエーション施設整備による地域活性化への取組 インターグロー税理士法人

関東 神奈川県 三浦市 有限会社丸石製作所 1021002071753 地域初の複合カフェへ転換、地産商品を揃え、三浦市を活性化 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 座間市 ＳＴＦ株式会社 5021001063509 ３Ｄプリンタによる絶版部品の販売 原口香絵

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 協三工業株式会社 9020001022826 自動化を進め次世代自動車部品・ロボット部品の製造を開始する 株式会社筑波銀行

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社荏原精密 6020001068954 住宅地内の工場敷地を生かしたフィットネスクラブの開業・運営 株式会社阿波銀行

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社晴海梱包商会 6020001015790 人と人とをつなげるゴルフを広めるため、手軽に始められるインドアゴルフレッスン事業の体制構築をおこなう 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社ワイズ・リンク 6021002039572 飲食＋体験型宿泊施設でシナジーを、飲食業から宿泊業への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 高座郡寒川町 株式会社エコロテックス湘南 7021001055297 地域の子供から大人まで生涯集えるスポーツと学習塾の事業化 湘南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 日東亜鉛株式会社 4020001074021 新設備導入と工場内気流解析による意匠材市場への新規参入 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市磯子区 株式会社金港スポーツ 4020001026096 地域コミュニティ型の無人運営インドアゴルフ事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 伊勢原市 株式会社トーシンホーム 8021001021216 自社研修施設から新型コロナ対応プライベートリゾートホテルへの新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社神奈川フェンス土木 6020001007268 高速道路安全通行促進化事業対応「車線区分柵工事」進出計画 川崎信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 東洋インテリアサービス株式会社 1021001020190 外国人技能実習生の研修・教育・試験の内製化で安心な人材を提供 平塚信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社共明製作所 6021001011838 「薄板板金」金属部品の製造販売事業への進出 株式会社シンカ

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 アースエンジニアリング株式会社 1020001037765 Ｐ・Ｃ・Ｇ排水管ライニング工法による配管再生事業 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社友電設 3020001063280 南米・東南アジアに特化した食品スーパー事業への進出 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市緑区 藤中工業株式会社 3020001002387 機械加工と一貫生産体制を活かした工作機械部品の生産体制構築 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 川崎市高津区 上代工業株式会社 6020001066025 ３次元ＣＡＤ設計専門業務の新設による販路拡大計画 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社土田製作所 7020002034756 大物・長尺チタン製品の製造と新規顧客開拓 北浜グローバル経営株式会社

関東 神奈川県 相模原市緑区 相模螺子株式会社 6021001012217 ＣＮＣ設備の導入による小型精密部品の量産技術確立と防衛産業への新分野展開 西武信用金庫

関東 神奈川県 横浜市南区 株式会社ニュールック 3020001038860 冷凍無添加ペットフード等を新たに製造しＥＣ市場に参入 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市青葉区 夢団株式会社 3020001105165 自社スタジオと配信を活用した多用なイベントスペース計画 横浜信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 株式会社レンブラントホテルマネジメント 2021001020660 長期滞在型宿泊施設として、住める・働ける・遊べるアパートメントホテル 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 伊勢原市 合同会社クリエイティブキャッスル 5021003009674 教育現場の個別要望にも対応可能。教育機関に向けた本質的なＩＣＴ支援 松山　亮樹

関東 神奈川県 川崎市宮前区 アイマトリックス株式会社 6020001119393 デジタル社会に対応した新しいクラウド型セキュリティサービスの事業展開 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 有限会社原精工 7021002032832 日本初となる中古工作機械のマッチングアプリ開発事業 相愛信用組合

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社キョーワハーツ 1020001055791 金属プレス加工における電子機器の小型・軽量化に向けた新分野展開による事業再構 城南信用金庫

関東 神奈川県 小田原市 有限会社ユーキ建装 2021002053957 薬品を使用しない木材長寿命化器具「エアー鉋」を利用した寺社等保護事業 株式会社ライトアップ

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社日新製作所 1020001007834 金属製品製造業から鉄道産業向け部品製造業への事業転換 株式会社浜銀総合研究所

関東 神奈川県 川崎市幸区 共進精機株式会社 8020001001970 成形機用大型スクリュ－生産体制のＮＣ機への転換で技術承継問題を解決する 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 足柄上郡山北町 株式会社二階堂製作所 9021001034200 新型マシニングセンタ導入による大型部品の受注を取り込む新分野展開 スルガ銀行株式会社

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 株式会社喜之助 1021001059849 和食店からご当地食材を活かした炭火焼きステーキ店への新分野展開 水谷　弘隆

関東 神奈川県 川崎市高津区 ユニック産業株式会社 7020001067204 ラベル製品製造による消耗品市場への進出 公益財団法人川崎市産業振興財団

関東 神奈川県 鎌倉市 有限会社エヌシーエス 7021002014120 街のクリーニング店から衣類の高付加価値トータルケア企業へ転換 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社レインズインターナショナル 5010401071849 食×ＩＴ化～ＤＸ化推進による新たな飲食サービスの価値提供～ 株式会社みずほ銀行

関東 神奈川県 平塚市 有限会社湘南音響 8021002058026 映像と音質に特化したデジタル配信スタジオへの事業展開 株式会社三井住友銀行

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ユニバーサルスペース 6021001006020 従来の在宅介護リフォーム事業を改革するＩＴ化への挑戦 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社不動マネジメント 5021001031283 アスベスト分析・アスベスト除去事業の内製化 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 ＣＨＲＯＮＯＳ 「整備ガレージ併設ライダーズカフェ」で整備業及び飲食業の統合再構築事業 秋元　学

関東 神奈川県 横浜市港北区 有限会社富岡工業所 1020002035025 多目的利用可能なスチール家具製造プロジェクトの推進 川崎信用金庫
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関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社フォーシーズンジャパン 7020001039070 フレンチレストランの古民家再生による宿泊事業への進出 株式会社阿波銀行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社ミヨシ 4020001018944 人目を気にせず洗濯ものの依頼と引取りが可能で、最短即日渡しを実現する洗濯代行サービスへの進出 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社藤本分子化学 1020001041552 有機合成のプロが指導するシェアラボ事業 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 横浜市磯子区 有限会社白亜建設 1020002076085 日本のファンづくり！多文化共生社会を実現するハブステーション運営事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社晝間工務店 4020001084433 ＩＴ技術を活用したオーダーシステム！建築業界と主婦を中心としたテイクアウト食店の新分野展開 菅野　浩司

関東 神奈川県 平塚市 株式会社サイトウ・ミート 4021001036580 地域の飲食店とコラボ商品を開発し、通信販売によって事業再構築 景山　洋介

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社アカリエ 3020001105859 介護業界特化型採用ソリューション事業 税理士法人ＡＫＪパートナーズ

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ディスクシティエンタテインメント 9020001041999 ボルダリングジム事業の展開 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社ＨＯＵＥＩ　ＴＥＣ 9020001130686 沖縄でコロナで追い風のシミュレーションゴルフ付民泊と民泊管理業への進出 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 有限会社ＳＴＥＡＤＹ 2020002077231 【健康経営にアプローチ】横浜の地域に密着して野菜中心　のお弁当を法人に配達しＴｏＣからＴｏＢへ 坪井　亮

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 株式会社アイ・シイ・エス 1021001023937 新製品の硬質皮膜コーティング加工取り込みによる事業再構築 株式会社足利銀行

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社冲セキ 2020001073669 石材を素材にした新たなキャンプグッズ・テーブルウエアの販売事業 公益財団法人川崎市産業振興財団

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社イスズ 6020001068863 脱炭素オフグリッドトレーラーハウス組立製造事業・レンタル事業 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 横浜市南区 日本ホールシステム株式会社 6020001061604 防犯カメラをつないで地域を守る人検索サービスの構築 税理士法人あすなろ

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社リバーランズ 6020001082030 音楽配信サービスとオンライン楽器レッスンサービスの提供 株式会社ライトアップ

関東 神奈川県 横浜市南区 株式会社シュターク 6020001083383 日本初となるＥＶ（電気自動車）の特化した整備・板金・改造のための専門工場事業の展開 伊藤　文彦

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社Ｈ＆Ｈ 2020001094665 医療的ケア児向け保育園事業 株式会社ケーエフエス

関東 神奈川県 川崎市川崎区 早来工営株式会社 5020001075019 リサイクル処理事業　混合処理によるセメント原料製造のプラントエンジニアリング事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社湘南オートカツト工業 4021002002185 新素材アルボロンの加工に特化した製造環境の構築 横浜信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 川崎鍛工株式会社 4020001072487 Ｅアクスル鍛造品製造のための生産体制確立による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ワイエムピー 1020001119902 「食×自然×農」持続可能な生き方を体験出来る循環型テーマレストラン 宮崎　敦史

関東 神奈川県 横浜市泉区 有限会社横浜藤よし 7020002056858 広大な自然で味わうグランピング施設事業　－グランピング利用顧客に、藤よしの料理や入浴施設を利用可能とすることで、付加価値 工藤　裕徳

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 株式会社奥邑 8021001049959 西熱海　ＳＡＬＯＮ　ＰＲＯＪＥＣＴ 三田　薫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社菊伊歯車 1020001008485 半導体業界向けロボット駆動部品製造体制の構築による新分野展開 城南信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 スクリーンプロセス株式会社 8021001012685 デジタル社会の実現に貢献する高性能基板製造による新分野展開 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 横浜市中区 一般社団法人ＡＯＨ 1020005010520 古民家レストランの福祉事業所への再生とチョコレート工場のＩＴ化 馬場　正博

関東 神奈川県 横浜市中区 有限会社スタジオ・ファンデーションズ 5011002035367 デザイン施工会社による韓国コスメのデジタル技術活用の非対面販売 野江　泰介

関東 神奈川県 川崎市宮前区 二子玉川三好デンタルクリニック 歯科と関連性の高い耳鼻科新設で上顎部因症のワンストップ治療を実現 さわやか信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社ヤベ自動車工業 4021001019197 老舗整備工場が取り組む超スピード非接触車検システムの導入と検査スタッフの育成強化 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 鎌倉市 有限会社サン・タナカ 6021002014708 快適な空間でアウトドアを体験できるグランピングとキャンプ事業 沼津信用金庫

関東 神奈川県 横浜市瀬谷区 株式会社ダイレクトハウス 9020001051957 地域住宅リフォームシェアリング事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 伊勢原市 株式会社カーコレ湘南 6021001066857 車両付きの多国籍キッチンカーフランチャイズ本部「Ｍｍｍ　ＫＩＴＣＨＥＮ」の運営 鈴木一郎

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社尾島商店 8020001002754 老舗精肉店が冷凍惣菜パン等の製造販売事業に新規参入！ 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 川崎市麻生区 みこと株式会社 2020002101692 もの作り科学教育用の組立玩具とデジタル教材の製造と販売事業 公益財団法人川崎市産業振興財団

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社言語サービス 7010001132108 人材サービス企業向け営業支援ツールの開発 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＴＯＲＵＬＡＢＯ 3020001138685 トルの楽しさ～機能と価値観を満たすスタジオが創造の場となる～ 税理士法人小林会計事務所

関東 神奈川県 小田原市 株式会社菜の花 3021001033042 新たな生産体制により箱根・小田原の定番土産を全国展開する計画 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社オンデザインパートナーズ 7020002068647 センシング技術を利用した効果測定と一体で行う公共空間の設計 税理士法人あすなろ

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社ブリコルールホールディングス 4010701030753 急増するメンタルヘルスケアニーズに対応した声診断アプリの開発 株式会社ＹＨ経営研究所

関東 神奈川県 横浜市泉区 有限会社円行電設 2020002002528 インフラ事業者の生産性向上に寄与するドローン合宿教習所の運営事業 星田　康之

関東 神奈川県 横浜市都筑区 東京精密発條株式会社 6020001059029 汎用型切削くず・切削液分別フィルターで、環境に優しい金属加工を実現 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社ワイ・ケー電子 7021001027676 金属板への印刷・エッチング加工による新事業展開 舟生　俊博

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 有限会社強羅クリーニング 3021002050482 観光地箱根における居場所的無人型宿泊施設の建設・経営と地域活性化 スルガ銀行株式会社

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社ウィルフォワード 7010701025858 出張治療プラットフォームサービス 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 平塚市 相模石油株式会社 4021001036564 コインパーキング運営事業から駐車場データプラットフォーマーへ 平塚信用金庫

関東 神奈川県 三浦市 株式会社三崎恵水産 6021001043542 三崎まぐろを使用した無添加かつオーガニックなペットフード製造 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 逗子市 満室経営株式会社 7020001093514 創業１００年の写真館の特性を生かした地方創生空き地再生事業 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 足柄下郡真鶴町 有限会社亀川石材店 2021002049773 安価で手に入れやすく環境負荷の少ないＳＤＧｓの墓の開発と小売進出 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社Ｋｅｎｉｕｓ 1020002083098 和牛関連テイクアウト商品の販売事業 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ＷｉｓｅＶｉｎｅ 8010901041670 ＥＢＰＭ支援サービス 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 富澤商店株式会社 4021001067411 インバウンド向けゲストハウス事業からワーケーション市場への進出 さがみ信用金庫

関東 新潟県 新発田市 株式会社ひさご莊 7110001012860 地域との共生へ、温泉ワーケーション、客室高付加価値化、サブスクリプションによる新たな販路を構築 新発田信用金庫

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ウメザワドライ 8110001006143 衣類再生技術を前面に出したネット宅配クリーニングサービスによる全国展開 つばさ税理士法人

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社南雲織物工場 5110001026433 塩沢織と藍染との複合加工（コラボ）による新商品開発（洋服・ファッションの試作） 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社東海林健建築設計事務所 3110001009943 カフェ・コワーキングスペース事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 魚沼市 株式会社友家ホテル 3110001027276 過ごすを豊かにする生活雑貨の企画開発、セレクトショップ事業 佐野　盛也

関東 新潟県 新潟市西区 Ａｍｏｕｒ美容室　寺尾店 美容室で出来る手軽な光脱毛で新たなニーズの創出と拡大 新潟商工会議所

関東 新潟県 長岡市 株式会社青善 1110001022007 魚惣菜を冷凍で販売 つばさ会計税理士法人
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関東 新潟県 新潟市東区 株式会社ヨネカ 3110001005769 １７０年の歴史と信頼のある呉服卸の、着物リメイク服等事業へのチャレンジ 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市東区 新潟照明技研株式会社 1110001003898 ５Ｇも見据えたリッチかつプロ品質のライブ配信事業 時田　辰利

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社大成ライフサポート 2110001018615 マッサージ分野の一本足打法からウナギ屋併営による多角化 株式会社ゼロプラス

関東 新潟県 三条市 有限会社坂井工業 9110002017114 生産管理体制のＤＸ化と溶接・研磨部門の立上げによる新市場の開拓 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ワイズ・シンフォニー 9110002011918 エステサロンに完全個室の美容室を併設した本格トータルビューティー展開 新潟商工会議所

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社善丸コーポレーション 9110001027361 地産地消の焼肉業態で新潟の町を元気にする新規事業計画書 新潟縣信用組合

関東 新潟県 新潟市東区 Ｂｕｎｎｙ’ｓ　ｓｔｕｄｉｏ 「マツエク×着物レンタル×エステ」新潟県古町の街歩き活性化事業 つばさ税理士法人

関東 新潟県 十日町市 株式会社吉田商会 3110001021337 ＩｏＴを活用したＯＳＳとエーミング対応車検による事業再構築 ゼノンクリエイツ株式会社

関東 新潟県 村上市 株式会社Ｎ－ＴＥＣＨＳ 2110001030272 自動車分野のアルミホイール用異物検査治具の事業化 村上信用金庫

関東 新潟県 見附市 有限会社割烹柳屋 7110002031554 老舗割烹によるセルフレジを導入した無人惣菜ショップの新規出店 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 南魚沼市 特定非営利活動法人南魚沼もてなしの郷 2110005013819 着地型観光の新挑戦！地元料理の加工製造販売で食を通じた地域魅力のＰＲ 新潟県中小企業団体中央会

関東 新潟県 新潟市江南区 株式会社ＨＯＴ　ＳＴＡＮＤ　ＡＬＯＮＥ 1110001029043 遊休資産と提携企業との関係を活用した自動車整備事業への展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 新潟県 長岡市 スミヤキ　ハイカラ　ダイニング　とりい セントラルキッチン併設型店舗の新設と内食・中食市場への参入 税理士法人ソリマチ会計

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ＳＨＡＯ 5110001009958 メンチカツや唐揚げを主とした総菜のテイクアウト店舗の開設 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ｈａｐｐｙ　ｓｍｉｌｅ　ｅａｔ 5110001032902 さつまいもスイーツ小売業態の事業再構築計画書 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 新潟県 南魚沼市 ＤｏｎＢｏｕ　ｃｏｌｏｒ　ｗｏｒｋｓ ＤＩＹ需要に対応した塗装ファクトリー開設による新分野展開事業 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 新発田市 株式会社ハレハワイイ 8011501015420 服飾生地の内製化と裁断工程のデジタル化の導入による業態転換 小林　義明

関東 新潟県 新潟市西区 オトノハコ株式会社 6110001010766 エビデンスに基づいたデータをセールスポイントとした防音パーテーションを開発 加茂商工会議所

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社越季 2110001026683 一般消費者向けの食品小分けパックによる新商品開発と業態転換。 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 燕市 株式会社エス工房 8110001029425 土砂災害防止用ワイヤーネット製造における「かしめ作業」の効率化とリードタイム短縮化計画 シェアビジョン株式会社

関東 新潟県 長岡市 株式会社アサヒプレシジョン 6110001023941 ターボポンプ用”動翼一体シャフト”の切削加工技術の開発 株式会社商工組合中央金庫

関東 新潟県 佐渡市 ＹＯＳＡＢＥＩ 幅広い職種の施術者が自由に使用できる独立支援型シェアサロンの提供 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 長岡市 中靜産業株式会社 6110001023181 最新鋭冷凍技術を顧客に体感いただく「フローズンラボ」の立上げ 株式会社匠コンサルティング

関東 新潟県 三条市 観光開発嵐渓株式会社 8110001014856 新潟県〝燕三条エリア〟で〝仕事創りの宿〟を新展開する。 株式会社リョケン

関東 新潟県 新発田市 株式会社ホテル泉慶 4110001012905 地域ナンバー１ブランドを生かした温泉ワーケーション市場進出による個人客拡大戦略 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 上越市 株式会社エム・エー・シー．テクノロジー 1110001019928 半導体製造ラインに使用される新たな特殊支持台の洗浄事業への進出計画 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 自然派ライフ住宅設計株式会社 6110001033585 空き家で使用されていた古材の修繕・加工および販売事業 樋口　圭治

関東 新潟県 上越市 有限会社明新工業 8110002023591 機械加工部新設による建設機械ユニット部品の全工程内製化計画 シェアビジョン株式会社

関東 新潟県 柏崎市 星野商事株式会社 8110001017941 ライブコマース導入によるアウトドア用品販売への参入計画 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 フローリストタカノ ”リアルシューティング体験ゾーン”／サバイバルゲームスクエア「ストライフ燕三条」の設立 つばさ税理士法人

関東 新潟県 南魚沼市 高速紙工業株式会社 1110001026296 ビジネスフォーム印刷から紙製パッケージ印刷への新市場への構造転換 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 有限会社上村製作所 5110002019114 試作品製作業への事業転換による難削材加工業とのシナジー効果創出 株式会社フロウシンク

関東 新潟県 三条市 マルモ建設株式会社 6110001014726 対面・非体面での販売体制構築による、カスタマイズ可能な小屋の製造販売等への業態転換 株式会社エフアンドエム

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社リブウェル新潟松崎 7110001008883 オンライン教育多機能サービスアプリケーションプロバイダーへの業種転換計画 株式会社北陸銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 ダッシュスポーツマッサージ 高齢者向け「ひざこし元気プログラム」の開発・事業化 株式会社シャイン総研

関東 新潟県 長岡市 株式会社シンワ 4110001023844 新工場設立と５軸マシニングセンタ導入によるテイクアウト用の飲料水ボトルキャッパーの製造と開発 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社柴山機械 7110001015905 鍛造設備開発ノウハウによる医療機器用設備の開発・製造事業 協栄信用組合

関東 新潟県 新潟市江南区 株式会社新研基礎コンサルタント 7110001002440 新たな山間部土木工事市場への参入による国土強靭化の実現 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社酒麺亭潤 3110001018597 豊かで多様な食のシーンを楽しめる「食の複合型新業態」の開発 燕商工会議所

関東 新潟県 新潟市中央区 霜鳥 他店との共存を目指すサプライヤーとしてのワインバー併設のパン製造 アイシスネオ会計税理士法人

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社江口設備工業 6110001026201 自社源泉を利用した大規模日帰り温泉施設 塩沢信用組合

関東 新潟県 長岡市 吉乃川株式会社 4110001023662 老舗酒蔵の技術と設備を活用した乾燥食品及び発酵食品製造事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新発田市 さくら製菓株式会社 7110001012596 新潟米菓さくら堂のブランドを活かし自家用品・菓子卸売業へ進出 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 株式会社後藤鉄工所 9110001014863 高精度加工室（恒温室）新設と高精度自動研削盤導入によるサブミクロン精度分野への挑戦 三条信用金庫

関東 新潟県 燕市 新潟精密鋳造株式会社 7110001015806 自社工場生産販売業態から商品卸売業への新分野展開事業計画 新潟大栄信用組合

関東 新潟県 新潟市南区 株式会社丸富五十嵐製作所 7110001007646 鍛造業者が新たにロボット等新市場の部品を金型製造から一貫して製造する事業再構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市北区 株式会社マルサン 1110001005309 大型精密加工の内製化によるステンレス製を中心とした次世代製品生産への挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社慎研工業 6110001016697 有機ＥＬディスプレイ製造におけるレーザー溶接加工の国内回帰計画 三条信用金庫

関東 新潟県 燕市 株式会社新武 8110001015854 プレス金型製造業から半導体製造装置用小ロット多品種部品加工業への新分野展開計画 協栄信用組合

関東 新潟県 妙高市 株式会社コバネン 8110002025076 ガソリンスタンドの隣接地を活用した１００円ショップとカフェ事業への新分野展開 だいし経営コンサルティング株式会社

関東 新潟県 上越市安塚区 横尾建設工業株式会社 2110001019687 中古不動産仲介とフルリノベーションのワンストップ事業 株式会社八十二銀行

関東 新潟県 上越市 株式会社コスモ 2110001029926 再生可能エネルギーを活用した発電所建設に伴う送電線接続事業 税理士法人経営ブレイン

関東 新潟県 上越市 株式会社越善 2110001028283 宅配弁当製造による就労継続支援Ａ型事務所の設立 上越信用金庫

関東 新潟県 長岡市 株式会社大新産業 8110001022768 コインランドリーと焙煎珈琲の併設店舗 株式会社にいがた事業承継サポート室

関東 新潟県 糸魚川市 株式会社能水商店 8110001033138 道の駅からまちづくり！新潟海洋高校発ベンチャー企業の挑戦 糸魚川信用組合

関東 新潟県 新潟市西区 マルシン食品株式会社 9110001005334 「コロナ禍のニーズに合致した安心・安全な常温総菜加工品事業」 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ＡＣ１５ 3110001008929 体験型ショールームを活用した住宅用オーダーキッチン市場の開拓 川畑　高一

関東 新潟県 阿賀野市 越つかの酒造株式会社 6110001011327 海外直接販売及び通販ピッキング受託による販売チャネル変革 株式会社第四北越銀行
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関東 新潟県 南魚沼市 株式会社雪国リゾートインフオメーシヨン 3110001026609 団体向け鮮魚センターから個人客向け地域産品販売への完全リニューアル 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社スタジオ嶋田 5110001006749 写真スタジオがドローン等による新たな映像商品で市場の川上へ展開 税理士法人高志会計

関東 新潟県 上越市 新井電機株式会社 1110001018772 大型車向けエーミング作業、及びＥＶ車向け電装品整備体制の構築 新潟県中小企業団体中央会

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ＳＴ商事 1110001032435 廃車となる日本車のリユース・リサイクル事業 森　憲一郎

関東 新潟県 新潟市南区 ルーツ 生ハムから食パンへ！地域とつながる田舎のこうつう拠点にベーカリー出店計画 だいし経営コンサルティング株式会社

関東 新潟県 長岡市 株式会社丸山石油店 1110001024531 従来の来店型販売から軽油灯油配送販売の新分野でＢｔｏＢを新規開拓 協栄信用組合

関東 新潟県 長岡市 株式会社朔 2110001027335 焼肉×中食×郊外、畜産農家との連携を最大限活かした直売所併設の焼肉事業 つばさ税理士法人

関東 新潟県 新潟市中央区 アサヒアレックス新潟株式会社 2110001028085 「在来軸組木造パネル」による職人不足解消と伝統技術の承継 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 上越市 クオルス株式会社 5110001018975 クラフトビール製造工場建設及び製造販売 株式会社八十二銀行

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社システムサポート 3110001026996 豪雪地域でも一年中プレー可能な室内ゴルフ倶楽部　ｗｉｔｈ　ｅスポーツ 株式会社大光銀行

関東 新潟県 柏崎市 株式会社米谷製作所 6110001017670 高品質・低コストの金型技術を用いたアルミボディ用金型への進出 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 三条リネンサプライ株式会社 2110001014259 抗菌・抗ウイルスの特許技術を活用したクリーニング事業による新分野展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市秋葉区 うめやんＫｉｔｃｈｅｎ 移動販売車のトータルサポート事業 新津商工会議所

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社アトム不動産管理 7110002008651 不動産管理ノウハウを活かした新時代が求めるゲストハウス事業構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市江南区 株式会社ハナザワ化学ドライ 9110001006514 オンラインシステム（ＥＣサイト）を利用したクリーニング・洗濯代行のネット宅配サービス 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 ハートランドエンジニアリング株式会社 4110001016245 旋盤加工の内製化と生産効率の改善で新製品・新市場に展開 芦田　恒志

関東 新潟県 柏崎市 株式会社メルシス 3110001017987 長期保管向け重要書類保管サービス 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 五泉市 株式会社ルック 9110001011786 自社ブランドのＤｔｏＣビジネス展開による高い成長率の実現化 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ＬＩＦＥ　ＫＮＯＷＬＥＤＧＥ 7110001010187 巡る～いらないを欲しいに、伝統文化を繋ぐ・紡ぐ～ ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社特殊技研興業 1110001003576 建物内装のＵＶフロアコーティング・光触媒塗布事業 株式会社大光銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ニューズ・ライン 9110001004526 一人ひとりの人生に伴走するＯｎｅ　ｔｏ　Ｏｎｅ地域情報配信サービスの構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 魚沼市 株式会社大島自動車整備工場 4110001026698 貨物自動車及び特装車を中心とした「鈑金塗装」「架装」及び「架装部補修」サービス つばさ税理士法人

関東 新潟県 燕市 株式会社タケダ 3110001016015 新ブランド展開のよるアウトドア製品の開発販売を通じたＳＤＧｓの実現 山口　英世

関東 新潟県 長岡市 株式会社オオイ 8110001022223 金属加工業における新規製品分野への参入による事業再構築 長岡信用金庫

関東 新潟県 長岡市 株式会社ｅｃｃｏ 7110001028535 美容サロンがサスティナブルヘアカラー専門店を新展開する事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 山松木材株式会社 5110001014784 空き家等中古住宅を活用したリノベーション事業への進出 三条商工会議所

関東 新潟県 佐渡市 以成自動車販売株式会社 4110001027481 佐渡初、「ダブルウォッシュ」で２つの生活密着サービスの提供 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 佐渡市 こすぎや 新しい佐渡（小木地区）の名産品となる水産加工品（練り物製品）を作る 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 西蒲原郡弥彦村 有限会社櫻家旅館 2110002019067 観光利用の宿から地域利用者のための複合施設への新分野展開 協栄信用組合

関東 新潟県 村上市 有限会社板垣鉄工所 7110002022033 大型品の高精度加工内製化による鉄道製品へ挑戦と除雪機部品の一貫生産 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市南区 株式会社山内葬祭 3110001009877 お寺とコラボした樹木葬「さくらの碑」事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 五泉市 株式会社吉田印刷所 5110001011781 業界初！【極薄紙×抗菌】独自技術を活かした新たな包装紙の商品開発 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社マキノ 4110001006766 「思い出を直す」をコンセプトとした中古ブランド時計販売事業へ進出 株式会社大光銀行

関東 新潟県 長岡市 ＬＵＣＫ　ＤＩＲＥＣＴＩＯＮ　ＳＥＲＶＩＣＥ オンライン配信に特化した映像企画配信支援兼映像制作の提供 長岡商工会議所

関東 新潟県 新潟市北区 アイビス技建株式会社 3110001007708 サーマルリカバリープラント建設による廃棄物処理業への転換 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 有限会社魚兵 8110002016868 料亭に併設したキッチンウエア体験型セレクトショップ開業 三条商工会議所

関東 新潟県 十日町市 高三商店 十日町シルク×伝統技の新規事業を地域ブランドへ、世界へ 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 株式会社Ｎｅｏｎ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ 1110001033029 飲食店からＡｆｔｅｒコロナ時代のニーズに合致するセルフエステを行う事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 柏崎市 株式会社小田 7110001017182 メモリアルアルバム制作 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社富井工業所 2110001003600 革新的な分電盤で県外に進出 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 南魚沼市 なにわ茶屋 最新調理技術で作る地元食材を使ったテイクアウト＆バリアフリーカフェ 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 三条市 株式会社帝樹園庭正 4110001034684 シェアする庭で快適度アップ！会員制・新テレワーク事業 つばさ税理士法人

関東 新潟県 新潟市北区 有限会社平松測量事務所 1110002005555 ＩＣＴ建機（３Ｄドローン）を用いた森林経営管理事 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社Ｂｉｔ 3110001030841 燕三条のさらなる知名度向上に資する「小売販売用惣菜等の製造・販売」による事業再構築 新潟信用金庫

関東 新潟県 新潟市北区 株式会社瀧澤 6110001028305 契約農家と始めた環境に優しい新潟産コシヒカリから日本を元気にする！ 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西区 株式会社一富 7110001001302 コロナに負けない！日本料理店がセントラルキッチンへの業態転換に挑戦！ 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 三条印刷株式会社 2110001014218 ＰＬ（製品安全情報）シールとデジタル技術を用いたリスク情報管理サービス事業への転換 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社玉川堂 8110001015631 研修施設「玉川堂セミナーハウス」を活用した産業観光事業 三条信用金庫

関東 新潟県 長岡市 株式会社中越 4110001022961 平面から立体へ！新技法導入によるオリジナルグッズ企画・制作・販売事業 株式会社大光銀行

関東 新潟県 十日町市 株式会社たまきや 9110001031520 松之山温泉酒の街宣言！日本酒グランピング＆日本酒スイーツプロジェクト 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 西蒲原郡弥彦村 弥彦総合開発株式会社 9110001016265 露天風呂付客室とセルフシステム導入による非接触型宿泊サービス事業 武石　聡之

関東 新潟県 長岡市 有限会社住吉屋 3110002030964 海辺の老舗観光旅館が提案する「働く大人のための健康と癒し」事業 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社Ｍ＆Ｍ 4110001031888 婚活事業を開始することによる飲食店への相乗効果と新規美容事業 株式会社大光銀行

関東 新潟県 南魚沼市 株式会社自遊人 1010001040290 町の空洞拠点と獲れたて農産物を活かした『食の駅』。　「自遊人の食卓」配達事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市南区 有限会社白根グレープガーデン 9110002010168 自社産果物を利用したスイーツ等の製造・販売及びカフェ営業事業 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 燕市 株式会社和田助製作所 9110001016463 ３Ｄプリンタによる試作請負事業の開始ならびに福祉市場への参入 燕商工会議所

関東 新潟県 新潟市中央区 真友グループホールディングス合同会社 4110003003241 不動産賃貸業から若年層に特化したグループホームへの転換 税理士法人　石田経理事務所

関東 新潟県 阿賀野市 株式会社お茶の紫香園 8110001011333 ペットボトル茶を飲む若者世代に本格ブレンド茶を飲んでもらう為の体験型カフェの新設とそれに伴う新ブランド立上げ 株式会社第四北越銀行
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中部 富山県 富山市 株式会社桑原 9230001005545 主力受注産業への依存脱却に向けた高難度素材射出成形対応生産体制の構築 富山県信用組合

中部 富山県 富山市 有限会社西部トラベル 9230002001790 地域の人々と創る「地域の祭り」をテーマにしたオンラインツアー事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 氷見市 氷見ラーメン 地域に根差したキッチンカー飲食事業への進出 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 アンドライフ株式会社 1230001016120 ヘッドスパ＆ヘアカラー専門のオーガニックサロンの展開 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 居酒屋　艶次郎 富山県産　夏ブリのブランド化事業 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 本格手打ち蕎麦福籠 八尾産蕎麦を活用したスイーツ含む新商品展開による売上獲得 富山商工会議所

中部 富山県 富山市 ル　グルトン うなぎ業態の開業による新しい売上の獲得 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 Ｔ．Ａ．Ｃ　ｍｅａｌｓ株式会社 4230001016919 富山県産白身魚のあらを利用したラーメン店、ラーメン卸売業の展開 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 株式会社島田木材 5230001009434 日本産ウイスキーの高付加価値化を実現する熟成樽と管理サービスの提供 越澤　勝

中部 富山県 砺波市 株式会社ふたつわ食品 3230001008396 健康志向に合わせた付加価値の高い「冷凍弁当」事業の展開 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 中新川郡上市 ＪＶＳ株式会社 5230001017775 測量で培った安定操縦技術を活かし新たにドローン運送事業に挑戦 アシステム税理士法人

中部 富山県 富山市 株式会社塗元 1230001014974 大型設備の点検・修理時の塗装需要を獲得するため、工場を新設し機械塗装分野に進出する。 株式会社商工組合中央金庫

中部 富山県 氷見市 有限会社美人家 6230002013211 富山駅前で富山湾氷見産の原材料を使った寿司、弁当が買える小売店開発事業 税理士法人田中会計

中部 富山県 射水市 株式会社笹川建築 8230001013821 ～心のバリアフリーａｃｃｏｍｍｏｄａｔｉｏｎ～ 富山信用金庫

中部 富山県 富山市 株式会社とやま健康生きがいセンター 8230001006156 日本産ウイスキー業界初となる独立系瓶詰事業展開による産業構造変革 株式会社富山銀行

中部 富山県 南砺市 日嶋精型株式会社 4230001008767 超硬材加工事業立ち上げに向けた専用自動化生産ラインの構築によるコロナ禍脱却の事業再構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 高岡市 有限会社タイキ 1230002013595 半導体分野参入に向けた高精度・低コストロボットアルミ溶接接合技術の確立 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 中新川郡立山町 ヒロタ自動車販売株式会社 1230001006518 整備工場の増改築及びライン再編による大型トラック整備分野への進出事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 魚津市 北陸開発公社有限会社 4230002007834 脱炭素社会に貢献する廃材を利用した「ウッドチップ」販売と「薪」無償提供型薪ストーブ販売 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 株式会社シーアール 8230001001149 熱・傷に強くデザインの自由度を上げた大判セラミックカウンター開発事業 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 富山製鋲株式会社 2230001003761 風力発電産業参入に向けた線材切断・成型プロセスの改善による頭部形状成型精度の向上 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 小矢部市 株式会社宇川農産 4230001017784 ＩｏＴ自動環境制御型イチゴ栽培施設の観光農園化及び加工直売事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 富山市 株式会社ＡＢＬトラスト 2230002004370 介護サービス面的展開に向けた介護事業と介護施設向け配食事業への進出 株式会社北國銀行

中部 富山県 富山市 株式会社でんそく 5230001001787 エネルギー分野における存在感強化のためのオリジナル省力化・効率化機器開発・生産体制の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社林インターナショナル 5230001004699 日本語学校事業への新規参入による高付加価値日本語教育サービスの提供 富山信用金庫

中部 富山県 富山市 杉政貿易株式会社 1230001001329 建設機械修理整備技術もフル活用して、次世代電気自動車含めた新整備モデルの実現へ。 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 Ｋ＆Ｓ　Ｇｒｏｕｐ株式会社 9230001006799 居酒屋経営から強みを活かした鮮魚店への業種転換 富山信用金庫

中部 富山県 中新川郡立山町 株式会社宝水 1230001006526 主事業をフル活用した立山の天然水及び業界初！機能水でのウォーターサーバー事業への進出 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 株式会社国際有機公社 3230001008719 有機液体肥料の製造事業 株式会社富山銀行

中部 富山県 中新川郡立山町 称名土木株式会社 8230001018052 災害対策・災害復旧工事における省人化・低コスト化に向けた建設プロセスＩＴ化の推進 株式会社北陸銀行

中部 富山県 小矢部市 株式会社棚田建設 5230002010060 リアルとバーチャルを融合した新たな高付加価値木造住宅提案プロセスの確立 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 高岡市 長沢自動車総合センター 大型トラックボディ製作・部品製造、取付け、改造への新分野展開 株式会社富山銀行

中部 富山県 高岡市 石丸工業株式会社 3230001012209 陳列棚用製品一貫受注生産ラインの構築と低コスト生産体制の構築による販路開拓 新湊信用金庫

中部 富山県 富山市 有限会社大山技研 3230002006556 産業用ロボット用精密部品完品一貫生産に向けた技術開発体制の構築 富山県商工会連合会

中部 富山県 高岡市 上下興業有限会社 7230002012369 インフラ事業へ受注再構築計画 富山県商工会連合会

中部 富山県 下新川郡入善町 エヌツール 切削工具メーカーへのステップアップを実現する低コスト生産体制とその販路の構築 にいかわ信用金庫

中部 富山県 高岡市 日本海酒販株式会社 5230001010664 酒販の卸売業から食品製造・卸売業への新事業展開 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 高岡市 有限会社Ｗ－Ｌｉｆｅ 8230002013507 「ハレの日」ニーズに応えた焼肉店の新規開業のよる事業再構築 中田　祐輔

中部 富山県 高岡市 藤原金属株式会社 5230001010805 地域に密着した製造業への新分野展開をし、事業の多角化を目指す 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社エヌ・ピー・シー 8230001005653 主要材料を内製化して原価削減に取り組むための生コンプラント設置事業 あおぞら経営税理士法人

中部 富山県 富山市 エムアールティ株式会社 9230001000439 産業分野分散化に向けた大型スリワリカッター製造工程の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 砺波市 株式会社山田商事 6230001008435 生粋の庄川鮎の圧倒的なブランド化とオンライン販売を実現する 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 富山市 橘開発株式会社 2230001001625 廃石膏ボードリサイクル技術の確立によるコロナ禍での収益安定とＳＤＧｓの加速化 富山商工会議所

中部 富山県 砺波市 株式会社林交易 5230001015102 生産用機械器具製造業への業種転換のための高品位・低コスト・短納期ウレタン材精密加工技術の確立 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 カナディアンホーム株式会社 4230001004428 介護施設運営事業への進出による新たな提案スタイルの構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 株式会社ナカニシ 8230001002345 新たな住生活のニーズを捉えたＤＸによる総合建築リノベーション事業 あかねパートナーズ株式会社

中部 富山県 富山市 有限会社真木工業 9230002006864 ドローンを利用した地域農業の活性化推進事業 三上　拓真

中部 富山県 高岡市 株式会社ＫＯＫＩ 9230001015346 自動車分野参入のための大型薄肉鍛造銅合金における高精度・低コスト全自動化ラインの構築 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 滑川市 株式会社沢田製作所 7230001007799 高精度・低コスト次世代自動車部品製造ラインの構築とその品質保証体制の強化 株式会社北陸銀行

中部 富山県 黒部市 株式会社喜泉閣 2230001007639 温泉旅館で行う、キャンピングとワーケーション事業の融合 黒部商工会議所

中部 富山県 高岡市 株式会社ブルーコムブルー 8230001010819 実店舗・オンライン融合型ＥＣサイトの開発による新たな地方アパレルショップビジネスモデルの構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 株式会社コラレアルチザンジャパン 3230001017100 井波彫刻の木片を利活用した「木の香り」の開発製造及び体験拠点の新設 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 射水市 泰平アルミ有限会社 4230002014062 創業以来こだわってきたアルミの曲線加工ノウハウを活用した新分野展開事業 高岡信用金庫

中部 富山県 南砺市 株式会社スケダ 1230001008588 小規模特化型リモート葬儀サービス提供体制構築による顧客満足度向上と生産性向上の両立 富山県信用組合

中部 富山県 富山市 株式会社清水工務店 3230001001236 高付加価値化ニーズの拡大を捉えた新たなライフスタイル総合提案企業への脱却 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 魚津市 株式会社石﨑製作所 2230002007448 環境変化に強い企業への進化を目指し高難度加工部品事業へ進出 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 玉旭酒造有限会社 5230002006736 玉旭ＭＯＴＨＥＲ製造ストーリーＡＲ３６０°動画による体験提供企業へのステップアップ 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 五十嵐建設株式会社 5230001000211 一般個人をターゲットとした低価格化のための低コスト生産ラインの構築 株式会社北陸銀行
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中部 富山県 富山市 富山熔断株式会社 7230001002214 超肉厚部材高精度・高品位・高生産性切断加工技術の確立 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 高岡市 第一物産株式会社 1230001010288 精密加工能力の向上による５Ｇ関連分野への新分野展開事業 株式会社富山銀行

中部 富山県 高岡市 協和マシン株式会社 7230001009936 パネルベンダーメーカーによる革新的な複合加工機の製造・販売体制構築事業 株式会社富山銀行

中部 富山県 高岡市 キタムラ機械株式会社 5230001009905 大型難削材加工分野での世界シェア奪取に向けた大型横型５軸マシニングセンタ生産体制構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社タアフ 1230001001519 手術支援ロボットメーカへ高品質部品を提供する新分野事業の展開 富山商工会議所

中部 富山県 高岡市 ミセスコーヒー株式会社 2230001015823 人気喫茶店の技術を伝えるスクール事業と、調理加工品の卸売事業 株式会社アクティブ・フォー

中部 富山県 氷見市 株式会社半七 8230001015198 巣ごもり需要とベビーフード開発でコロナ禍を生き抜く事業 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 富山県 高岡市 十栄商事株式会社 7230001010514 コインランドリーとたい焼き店の複合化による、ショッピングセンター活性化計画 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 富山県 高岡市 北陸レジン工業株式会社 7230001010943 プラント精密ダクト高効率化設計の高度化とその低コスト提供体制の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 射水市 株式会社鍋島製作所 8230001013078 多サイズ専用加工体制構築による自動倉庫システム分野の新規開拓 高岡商工会議所

中部 富山県 高岡市 山の季食彩工業株式会社 2230001013307 高付加価値水煮商品の製造業へ新分野展開し事業再構築を図る 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社速星精工 7230001013938 薄物リング形状油圧部品に関する高精度・低コスト化を達成する全自動生産工程の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 高岡市 炭谷三郎商店 ポストコロナ時代に向けた、人々の心と暮らしを豊かにする新商品の開発と、小売店舗およびＥＣサイトの新設 高岡信用金庫

中部 富山県 富山市 平野電業株式会社 6230001005192 ボルダリング人材の育成と雇用をまもる新規事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 小矢部市 岩田ニット株式会社 6230001008939 医療用装具製造業界への本参入のための新技術開発プラットフォームの構築 石動信用金庫

中部 富山県 滑川市 株式会社サンブランチ 8230001015792 整形外科病院との連携及びＩＣＴの活用で「未病」の改善に取り組むフィットネス 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 射水市 ゆうあい株式会社 4230001017594 フレキシブルオフィス型インキュベータ施設による起業支援事業へ 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 株式会社ふくみつ華山温泉 2230001008777 ワーケーションスペース完備の高付加価値型施設でインバウンドの新分野展開 株式会社北國銀行

中部 富山県 富山市 総合通信サービス株式会社 7230001001422 最新ＩＴを駆使した、個室貸切型トレーニングジムのサブスクリプション事業 株式会社商工組合中央金庫

中部 富山県 砺波市 株式会社斉藤木工所 1230001008258 目利き力と技術を活かし、建具製造業から最終消費者向け独自ブランドを展開 大丸経営コンサルティング株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社ダイショウ 5230001006340 全国的に事例の少ない『”熱々らーめん”を提供するドライブスルー事業』への挑戦 株式会社富山第一銀行

中部 石川県 小松市 有限会社長池製菓 3220002010971 地元の食材を使った目でも楽しむカラフル団子の開発事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 珠洲市 合同会社ＫＡＮＥＭＯＲＩ 3220003002274 生地と地元食材にこだわった薪窯冷凍ピッツァを地域外に提供する新事業 珠洲商工会議所

中部 石川県 加賀市 株式会社ホテル・アローレ 9220001013714 グランピング＋ドローンの体験型観光ツアーで加賀市の魅力発信 加賀商工会議所

中部 石川県 金沢市 有限会社ジャパンサービス 6220002014763 北陸初！『健康と学び』を提供するＶＲ設置型レンタルオフィス事業の展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 ルーチェワーク株式会社 4220001010278 企業向け、運動機会の増進に向けたサービスのオンライン化事業 海本　慎二

中部 石川県 白山市 株式会社フェルム 8220001021791 建設機械部品製造に対応した３軸ポジショナー導入による新分野展開 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 羽咋市 有限会社西村瓦工業 9220002015197 瓦屋根工事業との相乗効果を発揮できる金属製屋根工事業への新分野展開 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 金沢市 株式会社こはく 4220001022240 金沢、近江町市場のお取り寄せグルメ×カタログギフト事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 七尾市 有限会社夢華 8220002014167 着物レンタルからスタジオ記念撮影までをワンストップ化！次世代の呉服屋イノベーション 七尾商工会議所

中部 石川県 金沢市 北陸恋活ねっと オンライン予約制の個室型カフェ＆バーの開業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 加賀市 アッラ　コンタディーナ 新時代に向けた多用途キッチンカーでのイタリアンバールの開業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 珠洲市 有限会社あさ井 7220002016073 コワーキングスペースを活用した地域連携インキュベーション事業 珠洲商工会議所

中部 石川県 金沢市 株式会社ＩｎｔｅｒＧａｔｅ 2220001008472 業界初！３Ｄプリンターによる障碍者用車椅子背もたれ成形事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 有限会社丸高商会 1220002005577 中古自動車の越境ＥＣを活用したマレーシア向け輸出の取組 株式会社北國銀行

中部 石川県 河北郡内灘町 株式会社ＨｅａｒｔＬａｎｇｕａｇｅ 7220001020786 公園施設のＤＸを推進するＩｏＴ機器とソフトウェアの開発・販売事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 ダイニングバー　ジョイニング フライドチキンのテイクアウト専門店での新分野展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 白山市 合同会社山立会 2220003002416 ジビエと羊肉の新展開！焼肉店と食肉製品製造業からなる複合飲食店事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社みつ和 5220001006861 地域における顧客地盤を活かした非接触型婚活事業への新分野展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社フアーストモータース 5220001005574 もとぶ牛１頭買い！余すことなく和牛を味わうセルフオー　ダー焼肉店開業での事業再構築 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 石川県 金沢市 山岸工業株式会社 3220001021961 金属加工工場の新設による製造から据付までの一貫サービスの構築 小林　弘昌

中部 石川県 金沢市 株式会社ＷＩＮＧ 9220001021163 飲食事業から美容エステ事業への多角化。北陸初のエステ機器を導入した痩身・脱毛エステ事業 税理士法人地藤会計事務所

中部 石川県 河北郡内灘町 プラスナチュラ 古都金沢の景観と一体となる、日常に潤いを与える花屋カフェ事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 鹿島郡中能登町 お好み焼ｋｉｋｉ お好み焼き屋が始める「飲食宅配を兼ねた除雪サービス」 のと共栄信用金庫

中部 石川県 河北郡津幡町 旅する料理 資源循環型モロッコ料理レストラン開業計画 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社　Ｔｈｒｅｅ　Ｗｏｏｄ　Ｄｉｎｉｎｇ 1220001022276 レストランウエディング展開による新規顧客の獲得 税理士法人のむら会計

中部 石川県 金沢市 ビッグカントリージャパン株式会社 2220001018208 飲食やります！健康志向の国産マカサプリメントと新業態ラーメン店へのチャレンジ！ むかい税理士法人

中部 石川県 金沢市 能崎物産株式会社 5220001005203 小売事業、コンサルティング事業参入による業態再編 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社ＦＵＮ 6220001022916 地元食材を活用した体にも優しいカレー店舗への新分野展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 ＳＡＭＵＲＡＫＩ　ｄｅｓｉｇｎ デザイン事務所が運営する女性向けＷｅｂデザインスクール 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 株式会社松本解体工業 8220001010233 ＳＤＧｓの地球環境配慮型の新たなニーズに対応するため、ダストボックス（コンテナ）収集運搬事業への進出 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 中山歯科医院 歯根データを活用した革新的マウスピース矯正治療の導入 塩津　友輝

中部 石川県 小松市 有限会社マルフジ 4220002011192 地域密着型洋菓子店のパン・ショコラ・ジェラート専門店による新分野展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社アヅマ 6220001000797 需要増加が見込まれる工作機械部品製造への進出 株式会社北國銀行

中部 石川県 七尾市 勝雄館 旅館からゲストハウスへ事業転換による１人旅客獲得事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 まゆ月 実店舗とネットを融合した新たなお茶屋ビジネスモデルの構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 石川県 加賀市 日樽建設工業株式会社 8220001013327 コロナ禍後の観光業・商業の新しい価値創造に貢献する新ユニットハウス 加賀商工会議所

中部 石川県 金沢市 北川工業株式会社 8220001010571 解体事業参入！「建てる」と「壊す」でシナジー創出 税理士法人畠経営グループ
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中部 石川県 野々市 株式会社ヴェリテ 7220001019746 外観的美容支援でガン患者対応トータルビューティーサロン新分野展開 石川県商工会連合会

中部 石川県 小松市 株式会社北菱 3220001012408 外注依存を高利益体質に革新！下水道ロボット製造の業態転換戦略 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 疋田産業株式会社 5220001005483 ロボット導入に対する教育的課題を解決したＥＶ車向けハーネス製造業へのロボット化推進事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 かほく市 株式会社沢野建設工房 8220001017567 大工が手加工・木組みした唯一無二の家具製造への進出事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 白山市 株式会社清水金属 2220001009157 厚物ステンレス、高純度アルミの高精度加工で新分野進出 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 有限会社スロー・ライフ 6220002006661 ワイナリー開設による自社生産オリジナルワイン販促事業 金沢商工会議所

中部 石川県 金沢市 株式会社カナザワファクトリー 8220001022170 加賀野菜と魚の食材乾燥事業と自社ブランド和菓子製品の開発計画 税理士法人中山会計

中部 石川県 金沢市 株式会社ＳＡＩＮＯＭＥ 5220001021786 金沢の本物素材と工芸を取り入れたショコラティエに係る新規事業開発 株式会社迅技術経営

中部 石川県 金沢市 株式会社リトルハンズ 2220001023760 ハンドメイドアクセサリー教室運営、実店舗運営事業 魚谷　康行

中部 石川県 金沢市 株式会社高林製作所 4220001004073 建設機械、航空機向け油圧バルブから水素産業向けバルブへの新分野展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社小林製作所 9220001002808 省エネルギー型コンパクト自動粉体塗装プラントによる業態転換 株式会社商工組合中央金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社カツユキ 8220001000936 新分野進出での多様なサービス向上による顧客層拡大と地域貢献 株式会社富山銀行

中部 石川県 能美市 辰口観光株式会社 4220001012893 ワーケーション対応及び旅館に来られない方にまつさきの味を届ける事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 竪町びぁばぁる×まるしぇ　きにつちに 「古都金沢の囲炉裏茶屋」和カフェ×レンタルスペースへの事業転換 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 パトリ合同会社 5010003017110 通信制高校の資料請求事業及びオンライン合同相談会 金沢商工会議所

中部 石川県 金沢市 有限会社改建工業 7220002010092 一貫技術サービス開発と提供体制の構築による下水道管敷設スペシャリストへのステップアップ 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社安達電設 7220001010481 地中送電ケーブルを短期間かつ低コストで交換、社会インフラ分野へ参入 株式会社ＢＡＵＭ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ

中部 石川県 白山市 金沢東工鋼材株式会社 4220001009064 インフラメンテナンス需要に向けた橋梁・建築向け鋼材加工品の製造に進出 株式会社北國銀行

中部 石川県 能美市 株式会社テムザ北陸 1220001014059 建設業とのシナジー効果を創造する学習塾事業 半田　武志

中部 石川県 能美市 株式会社中島鎔断 6220001012801 ファイバーレーザー切断機の導入による建機等の外装部品市場への進出 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 有限会社エイトテクニカルサービス 5220002006670 倉庫業進出による自動車整備機械のサプライチェーン最適化 浅田　章大

中部 石川県 白山市 株式会社イトウ紙工 4220001008990 ＥＣ需要に対応する段ボール製レターパック製造ラインを構築 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 有限会社光希 9220002015461 新しい生活様式に対応する建築リフォーム工事事業 税理士法人金沢セントラル会計事務所

中部 石川県 金沢市 ジェムインターナショナルフーズ株式会社 1220001011411 レトルト事業進出による事業の柱構築と地域飲食店の販売支援 浅田　章大

中部 石川県 金沢市 岡田研磨株式会社 5220001001623 高精度研削・自動生産体制の導入による精密部品対応工場への転換 株式会社北陸銀行

中部 石川県 小松市 株式会社栄食 5220001011779 高齢者向けチルド総菜製造への業種転換 株式会社福井銀行

中部 石川県 小松市 株式会社ダイモール 5220001012158 三次元形状コンサルティングを含む樹脂３Ｄプリンティング事業の起ち上げ 株式会社北國銀行

中部 石川県 白山市 株式会社笠間製本印刷 4220001000270 郵送ダイレクトメール（ＤＭ）を活用したマーケティング支援事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社サカイダ・フルーツ 7220001002941 事前注文制ドライブスルー型八百屋の新設事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 加賀市 株式会社ＢｉｇＧＢＭＯＵＮＴＡＩＮ 3220001022381 自社プラットホームを活用した国産車の海外輸出と地域を牽引するエーミング整備事業による新分野展開 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 石川県 野々市 インディゴ 『素材』『相性』『幸福感』に特化する“１人焼肉専門店”の開業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 小松市 有限会社小六庵 6220002010572 老舗料亭の「コワーキングスペース」並びに「大人のたしなみ教室（華道・茶道・着付け）」事業 小松商工会議所

中部 石川県 加賀市 株式会社我戸幹男商店 4220001013561 海外需要拡大に対応した産地再構築施設の開業 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 株式会社わくわくプロダクション 1220001022656 デリバリーや会席料理等の食事付プラン商品化による事業再構築の展開 興能信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社ターニングポイント 2220001021640 特許製品を活用したゴミ処理事業への事業転換 ブライトウイル・アドバイザリー株式会社

中部 石川県 金沢市 株式会社翔泰 5220001022925 ポストコロナの人材需要に応えた県内初の日本語学校機関の設立 小倉　悠治

中部 石川県 白山市 株式会社ボデーショップ米光 4220001009403 高年式サポカーの事故・破損車の完全修理実現が切り開く事故車再生販売ビジネス はくさん信用金庫

中部 石川県 羽咋郡宝達志水町 有限会社西岡自動車鈑金塗装 3220002014774 今までにない塗装までする自動車リサイクルパーツ販売への転換 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 ｍａｒｋｅｔｉｎｇ　ｗｏｒｋｓ　ｙａｍａ株式会社 1220001022425 テイクアウト・宅配・通販専門店の新業態の開設 金﨑　卓也

中部 石川県 金沢市 株式会社アスモーター 8220001021899 移動販売の新たな選択肢「キッチントレーラー」事業の展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 能美市 株式会社北陸園芸 4220001012919 能美市の森林を活用した自然共生型フィールドアスレチック事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 加賀市 守田漆器株式会社 8220001013599 山中漆器の製造卸業から製造卸小売業への転換による売場確保と技術継承 石川県商工会連合会

中部 石川県 七尾市 有限会社ラックス 3220002014700 廃瓦の処分・リサイクル事業と自社処分の利点を活かした解体事業で地域課題を解決 のと共栄信用金庫

中部 石川県 鹿島郡中能登町 有限会社リカーショップかんやま 6220002014499 『お布団丸洗い』等の地域に密着した新サービスによる事業再構築 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 フッドトレーニング ｈｏｏｄ　２４　Ｃａｒｄｉｏ～２４時間セルフ有酸素特化型ルーム～ 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社ポラリス 7220001008666 こども施設職員の各々のキャリア形成の支援のための、オンデマンドによる研修受講サービス 新大和税理士法人

中部 石川県 金沢市 株式会社カガノト 6220001020969 非接触型ドライブスルーを併設し　た焼肉店開業での事業再構築 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 石川県 金沢市 有限会社綾商店 6220002000994 鉄屑を高品質鋳造材料へと昇華させる業態転換事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社嗜季 5220001014781 フレンチレストランによる複合型事業転換「まち食」と「まち宿」 金沢信用金庫

中部 石川県 小松市 太陽キャスト株式会社 7220001018302 超精密極小ロット大カスでで実現する半導体及び医療機器への新分野展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社ＥＳＳＣＨ 7220001019267 訪問看護現場の生産性向上と地域医療介護連携のＩＣＴ化支援事業 金沢信用金庫

中部 石川県 小松市 ＳＰＰ株式会社 1220002011880 無縫製生産システムとｅコマースの連携による犬服業界への新規参入 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 小松市 株式会社サイエン 2220001012053 コロナ等の感染症でも「普通に」お別れが出来るホールを作りたい 公益財団法人石川県産業創出支援機構

近畿 福井県 福井市 株式会社岡本吉之亟商店 1210001000794 業務用酒類卸での余剰物件撤去と英語表記による地酒ネット販売運営システム構築による業態転換 福井商工会議所

近畿 福井県 越前市 もてなしや絆 地域資源を使った多様なテイクアウトスイーツによる街中活性事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 アクティライフ株式会社 2210001008531 服飾品及び貴金属等を含めた一品査定買取の取組による事業再構築 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社アドヴァンス 2210002008563 業界初　ダイバー人口増加と活性化に向けたサブスクリプション事業 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 福井市 福井商事株式会社 2010001103716 アフターコロナにおける新しいライフスタイルに対応する小屋（オリジナル個室）の制作、販売事業の立ち上げ 株式会社福井銀行



59 / 141 

事業再構築補助金　第3回公募　通常枠・大規模賃金引上枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠　採択案件一覧【全国統合版】
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

＊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。

近畿 福井県 小浜市 株式会社兵左衛門 3210001014009 「兵左衛門」の上質で安全な「漆１００％の箸」を中国市場に広める︕ 長谷　有希央

近畿 福井県 福井市 株式会社身のこなしラボラトリー 9210001008640 スポーツ指導者等への運動指導業種から個人向け筋活動センサー製造販売業種への業種転換 福井商工会議所

近畿 福井県 越前市 ＨＡＭＡ庵 こだわりの越前そばのネット販売事業進出のための工場設置事業 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 越前市 テラオライテック株式会社 6210001011812 設備工事事業からアウトドアギア事業への新分野展開 株式会社大三経営事務所

近畿 福井県 三方上中郡若狭町 有限会社秀徳 4210002010690 新たなラーメン開発（冷凍・乾麺）と地域産品のネット販売及び飲食店向けオーダーシステムの全国販売事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 大飯郡高浜町 田舎家そらしど 昔の火鉢とかまど再活用。管理栄養士がプロデュースする「昭和の田舎」体験型飲食店 京都府商工会連合会

近畿 福井県 福井市 株式会社ＭＡＣＲＯ 2210002009289 日本初のチーズ料理専門店による小規模飲食ＦＣパッケージ事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 鯖江市 松原蝶製作有限会社 7210002013410 眼鏡部品工場が経営する材料再生小売店販売事業 公益財団法人ふくい産業支援センター

近畿 福井県 福井市 株式会社ブライダルスポツト 2210001003202 多様化するお客様ウェディング実現支援へのＷＥＢ構築 税理士法人上坂会計

近畿 福井県 福井市 下野陽子 テイクアウト事業の新分野展開による夜間営業体制からの脱却 税理士法人ＭＯＶＥ　ＯＮ

近畿 福井県 敦賀市 有限会社つりや 9210002010422 鮮魚卸売業の経験を活かした鮮魚等加工品製造への取り組み 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 坂井市 日本ディシーフーズ株式会社 3210001002632 冷凍保管能力拡大でのウニの産地別・ヴィンテージ熟成を軸とする新分野展開 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社ホテルあけぼの 4210002003389 「福井を、美味しく、華やかに」和から高品質フレンチでＶ字回復 株式会社福井銀行

近畿 福井県 あわら市 株式会社エムシー 5210001016548 高品質な消毒液スタンド商品化とブランド展開で事業再構築を実現 大丸経営コンサルティング株式会社

近畿 福井県 坂井市 北陸マシナリー有限会社 2210002003936 競争相手が少ない大型金属製品（２０００～１４００ｍｍ）加工事業への展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 福井県 鯖江市 株式会社アメニティウエルネス 2210001012665 太陽光パネルリサイクル装置導入による太陽光設備の回収・リサイクル推進事業 福井信用金庫

近畿 福井県 あわら市 近藤建設株式会社 4210001007110 再生可能エネルギー促進に貢献するＩＣＴ活用型地盤改良工事一括施工体制の構築 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 マーレ株式会社 6210001009575 日本海の新鮮な旬を堪能できる越前海岸の浜焼小屋事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 株式会社リバーフォレスト 2210001008770 福井県初！　日本海に沈む夕日が絶景である三国町のプール付き貸別荘事業 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 小浜市 有限会社大手ビル 2210002013695 「健康の街・小浜」実現のためのフィットネスジム開業事業 小浜商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社デライト 6210001017082 高性能ドローン機による新事業の展開 福井商工会議所

近畿 福井県 坂井市 日東開発株式会社 6210001007050 地域の守り手として！ＩＣＴ技術を活用した港湾事業への参入 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 ラニイ福井貨物株式会社 4210001002895 ＷＭＳシステムと定温倉庫導入による「運送業」から「トータルロジスティクス業」への転換 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 ダイコー建装株式会社 2210001011709 建設業であることの強みを活かした店舗設計によるコロナ禍に強い飲食事業 株式会社北國銀行

近畿 福井県 鯖江市 株式会社奥田精工 4210001012746 高精度金属切削加工を用いた高価格高品質キャンプ用品の製造 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社フードサービス福井 6210001003041 コンテナハウスえを使用した全天候型高規格グランピング施設の開業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 マエダセイカ株式会社 3210001003713 マイクロツーリズムをターゲットにした新ジャンルスイーツの開発 福井信用金庫

近畿 福井県 丹生郡越前町 株式会社スカイ 3210001013539 ５軸大型加工機導入よる自社開発研磨機の商品化展開事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 アイダプランニング株式会社 1011001063819 フランス料理店が手掛ける惣菜と酒粕スイーツのテイクアウト事業 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 あわら市 株式会社清風荘 5210001007241 温泉旅館での「新たな経験・体験・感動」を提供するローコスト「おもてなし」オペレーションの開発 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 鯖江市 玉木鈑金株式会社 2210001016988 トラックの高機能化による重量化に対応した次世代軽量架装の製造事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社大協 5210001001979 「食品用フィルム印刷事業」から「角のないチャック製袋事業」への新分野展開への挑戦 西岡　昭彦

近畿 福井県 福井市 有限会社サービスクリエイト 8210002009127 飲食事業とのシナジーを追求した高級輸入車販売による新分野展開 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社福栄倉庫 7210001003346 地域の要、繊維業をＤＸ型物流サービスでバックアップ！！ 福井信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 榊原建設株式会社 5210001012902 空き家解体参入から始まる環境循環型ビジネスモデル構築事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 鯖江市 株式会社藤田製作所 3210001013233 メスハンドル製造に伴う機械設備導入及び設置場所の改装 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 鯖江市 株式会社吉﨑鈑金 5210001016374 地域初の「エーミングセンター」開業による高年式サポカーの完全整備と「適正車検センター」開業による低年式車の路上安全を確保 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 富士観光事業株式会社 9210001003154 不動産業から２４時間型フィットネスジム運営による業種転換計画 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 坂井市 株式会社森土建 5210001007695 地域唯一の「民間除雪スペース」整備によるクラウド型除雪管理体制の構築 福井信用金庫

近畿 福井県 越前市 株式会社カワチュウ 2210001011568 商社としての部品調達力を生かしてＦＡ設備製造業への業種転換を図る 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 坂井市 株式会社エイト 3210001016112 世界唯一のチロルリボン量産工場見学及び「地域×観光」交流カフェスペースの整備 株式会社北國銀行

近畿 福井県 坂井市 有限会社ランチサービス 6210002008015 連続フライヤーシステム導入による増加する中食向け業務用総菜卸事業への参入 福井信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 株式会社オルフ 3210001015428 中国製眼鏡フレームの優位性を取り込んだｍａｄｅ　ｉｎ　ＪＡＰＡＮ眼鏡フレームの製造 鯖江商工会議所

近畿 福井県 福井市 北陸三木商事有限会社 3210002003935 福井県初ドックラン併設型コインランドリー事業への新分野展開 萩原　佳

近畿 福井県 吉田郡永平寺町 伊酒屋バル　ジーモ 学生街の居酒屋からペットと楽しめるイタリアンレストランへの転換 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 株式会社美和 3210001008563 フォトジェニックな洋菓子製造販売進出事業 税理士法人上坂会計

近畿 福井県 坂井市 越前竹人形協同組合 8210005004587 観光業の新たな挑戦！高級食パン専門店の立ち上げによる事業転換 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 鯖江市 有限会社中松 6210002013221 料亭の伝統と新世代の革新が生み出す「料亭カフェの和パスタ」事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 基商事株式会社 1210001016147 循環型社会への移行に貢献、回収資源からペレット製造への展開 藤野　恵子

近畿 福井県 福井市 バーワイダッシュ Ｂａｒからカレー専門店への業態転換で福井発のカレーをブランド化し全国に展開 福井商工会議所

近畿 福井県 鯖江市 株式会社北成 4210002013388 施工性向上で建設業界の人手不足に対応する「せん断補強鉄筋」製造 藤野　恵子

近畿 福井県 坂井市 憩い処　みなみ 港町の居酒屋が名物メニューをＯＥＭ商品化　食品製造業に進出 福井県商工会連合会

近畿 福井県 敦賀市 株式会社ミヤゲン 1210001010793 バーガー袋・揚げ物袋等の食品用紙袋の製造装置及び施設整備事業 敦賀商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社ＢＬＵＥＭＡＮ 7210001009153 名車再生「コンバートＥＶ専門」次世代認証工場整備による革新的レストア事業の展開 株式会社福井銀行

近畿 福井県 坂井市 株式会社ケーアイ 1210001007534 業界革新アルカリイオン電解水による無洗剤クリーニングシステムの構築 藤野　恵子

近畿 福井県 福井市 エネックス株式会社 5210001000535 北陸唯一！アルコール食品防腐剤の開発・生産・販売に取り組む 公益財団法人石川県産業創出支援機構

近畿 福井県 三方上中郡若狭町 いち福 日本料理店→蕎麦専門店の事業転換による福井県若狭町への地域貢献 水戸　脩平

関東 山梨県 北都留郡丹波山村 株式会社アットホームサポーターズ 2090001015417 「狩猟」をテーマにした体験型イベントプラットフォーム事業の運営 山梨県商工会連合会
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関東 山梨県 西八代郡市川三郷町 株式会社寺田ニット 8090001012053 ファクトリーブランド立ち上げとＥＣサイト新設によるＢｔｏＣへの参入 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 ナチュラルグレース有限会社 6090002002294 コロナ禍における生産性向上と地域活性化に寄与する給食事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡道志村 株式会社モック犬橋 7090001008531 森と清流の木工カフェＯＰＥＮによる直販の強化 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡忍野村 有限会社魚芳 4090002011669 「食」と「日光」の幸せを尊重した通所介護事業「ブルーゾーン心愛（ここあ）」 池谷　正志

関東 山梨県 甲府市 株式会社中込宝飾 6090001001561 ＤＸ活用による製造技術革新と新たなビジネスモデルの構築 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社美創 4090001001778 ＥＣサイトを活用したシリコンジュエリーの販売網拡大 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 山梨市 有限会社パークスフーズ 7090002011030 飲食業からキムチの製造、販売への新分野展開 甲府信用金庫

関東 山梨県 南アルプス市 有限会社藤和機械設計 2090002002141 ３Ｄプリンタによる試験・評価部品短期納品事業 吉野　康太

関東 山梨県 南アルプス市 松の屋 山梨初！自動販売機によるどら焼き等和菓子の小売業の新分野展開 飯田　伸司

関東 山梨県 笛吹市 相互印刷株式会社 1090001006243 コロナ禍でも安心して学びを継続できる学習塾ビジネスへの進出 後藤　公平

関東 山梨県 北杜市 花白州 サイクリストへの総合的サービス提供の為のベース（拠点）の設置 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲州市 菱山中央醸造有限会社 9090002011425 スクリューキャップの小瓶ワインの新規開発・製造・販売 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 有限会社スタジオキヨタ 6090002001734 ジュエリーの展示会販売中心の事業から《メイキング・オブ・ジュエリー》の発信へ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 ケイカンパニー有限会社 5090002005364 アセアン市場に向けてのスキンケアセラピストによるオリジナル化粧品の開発 藤原　一正

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 有限会社ひまわり亭 4090002012469 食パン専門店が手掛ける「ご当地プリン」の製造販売 池谷　正志

関東 山梨県 大月市 濱野屋ティートラスト有限会社 4090002009440 プロトン凍結技術等を活用し「山梨の山川の幸」を通販提供する取組 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 ペンションＺｏｚａｎ（ぞうざん） 地元客から愛される食堂兼カフェを新たに開業 河野　恭秀

関東 山梨県 甲府市 有限会社ジュエル・ハヤカワ 7090002005321 新規購買層獲得の為、ＥＣ販売とブライダルショップの開設で小売業へ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 富士吉田市 株式会社Ｌａｎｄ－ｋｎｏｔ 9090001015534 ジビエ・デリカテッセン店の開発・展開事業　事業計画書 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 有限会社外川荘 8090002012317 トレーラーハウスを活用したワーケーションで新分野展開 渡邊　松氏

関東 山梨県 甲府市 麺屋　我流 唯一無二のまねのできない麻辣を強みに昼を拉麺で夜を惣菜で集客する事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲斐市 株式会社スモールズ 3011101056241 地域資源を活用し、山梨県道志村の地域活性化をさせる貸別荘 税理士法人　古田土会計

関東 山梨県 山梨市 アサヤ食品株式会社 4090001009276 一般消費者向けストレートタイプ炭酸ワインビネガーの開発と販売 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南巨摩郡南部町 有限会社レンタルエンゼル 3090002015448 地域初！全天候型高規格ＲＶパークの新設による　富裕層への販路開拓 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲斐市 有限会社スタジオアンビエンテ 7090002006798 寒冷地の省エネ・再エネへの建物リノベーションに伴う暖房販売事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 韮崎市 株式会社ｃｉｔｙ　ｆａｒｍ 6090001011627 山梨県北杜市小淵沢町へのワイナリー開業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 海の幸　こうたろう 魚料理が自慢の居酒屋が鮮魚店に挑戦 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 ホワイト　ウイング ウィズコロナ時代に対応したワーケーション施設運営事業 都留信用組合

関東 山梨県 南都留郡西桂町 ソーワカートン株式会社 6090001010554 ＥＣ販売事業を行う中小企業等向け美粧性段ボール箱の製造・販売 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲斐市 有限会社マルサン食品 2090002003916 『生・煮・焼・揚』の魚の食文化を多様な食事シーン「内食・中食・外食」に提供 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南アルプス市 株式会社山十産業 5090001005092 フルオーダーで輸送車両等の特装・二次架装製品の製造展開 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲斐市 株式会社パールハンズ 5090001003237 オリジナルブランド構築によるＤ２Ｃの実現 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南巨摩郡富士川町 大森厨房サービス 地域を救う！宅配コインランドリー×山梨応援カフェ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 西八代郡市川三郷町 有限会社栄進ケアサービス 9090002015244 新たなターゲットに対するトレーニングと飲食の複合施設運営 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 長田仁有限会社 7090002011716 「絶景」と「快適」を提供するグランピング施設の新規販路開拓 米倉　徹

関東 山梨県 甲府市 株式会社吉字屋穀店 8090001000504 製粉技術と県産米を利用した半生米麺製造とグルテンフリー工場の新設 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 株式会社レークサービス 3090001013130 井出家古民家ホテル事業 池谷　正志

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 株式会社ワークショップリゾート 2090001010475 森林資源を活用した木材の加工販売事業とログビルダースクール事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 株式会社山梨社 7090001004415 起業家向けコミュニティオフィス及び大学生と結ぶアカデミー事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社アルス 2090001003545 ５－ＡＬＡと特殊光源を組み合わせた癌検出セミディスポ膀胱鏡 中込　敏彦

関東 山梨県 甲府市 有限会社イトウ特殊工業 8090002005543 特殊建設事業の技術を生かした新しい機材リース事業への事業転換 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲府市 富士印材工業株式会社 6090001001909 浸透印章をアプリでデザインしその場で作る新しい体験の創造事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 株式会社Ｇｏ　ｏｎ 3010401103686 富士山の麓で農業・アクティビティ体験型富士山展望宿泊リゾート施設の建設 株式会社商工組合中央金庫

関東 山梨県 南アルプス市 有限会社ホテル桃の木 3090002007858 北岳登山・アウトドア需要に対応したグランピング施設プランの開設 税理士法人山梨中央パートナーズ

関東 山梨県 大月市 株式会社吉村味噌糀店 5090001015257 味噌スイーツ商品の製造販売による新需要開拓 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 有限会社菊岡まつ乃 9090002004569 三味線製造・販売会社の「三味線スクール事業」による事業再構築 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲斐市 有限会社ミスティックプランニング 2090002004162 定住型トレーラーハウスの製造販売によるレジャー目的外用途の開拓 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲府市 株式会社ハートラスト 1090001014304 インターネットを通じて、無添加・低糖質スイーツの製造・販売事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲斐市 株式会社ＭＪＳ 2090001007380 業界初！移動販売車向け排水槽一体型流し台開発事業 甲府商工会議所

関東 山梨県 北都留郡小菅村 Ｆａｒ　Ｙｅａｓｔ　Ｂｒｅｗｉｎｇ株式会社 7010401097933 クラフトビールの製造設備とロスを活用した多様な酒類・発酵飲料の製造 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社サンワ総合サービス 3090001006324 企業向けの清掃業者が挑戦する「屋内型総合ラジコンパーク」の運営 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 上野原市 株式会社プリモ 8090001008167 ダンボール圧縮設備導入に伴う業容拡大および当社事業地位の確立 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲州市 Ｄ．Ｍ．Ｃ株式会社 6090001013697 大型車両塗装で培った技術を生かした金属製品塗装業への業種転換 池田　哲郎

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 一般社団法人日本野外研修ワークショップ協会 2090005006049 大自然を満喫する女子旅専用コンシェルジュグランピング事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 有限会社Ｏｌｉｏｌｉ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 6090002002385 居酒屋から山梨県産食材を活かした日本料理店への事業転換 山梨県民信用組合

関東 山梨県 富士吉田市 株式会社ぱんじゃ 5090001010786 主婦の味方！コインランドリー＆お惣菜屋を展開 池谷　正志

関東 山梨県 富士吉田市 眞田織物 ノウハウを活かした情報発信型コインランドリー事業に挑戦する 原野　郁巳

関東 山梨県 富士吉田市 ヨネバヤシリース株式会社 5090001011000 マイクロツーリズム対応型の一棟貸切施設に特化したリネンサプライ 池谷　正志
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関東 山梨県 甲州市 株式会社東夢 1090001009031 再生可能エネルギーを活用したワイナリー併設コテージの建設・運営 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲府市 内田内装 建築業職人によるドローンを活用した構造物管理および農業・環境分野の問題解決 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 富士吉田市 株式会社井出商店 8090001009553 観光地の富士吉田市で山梨県の銘菓を製造販売する地域活性化事業 都留信用組合

関東 山梨県 笛吹市 有限会社一ノ瀬瓦工業 4090002008178 地域農産資源を活用したレディーミール（冷凍弁当）製造のためのキッチン新設と食品オンライン販売への新事業展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 山梨市 株式会社Ｒｉｔｓｕｃｏ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｌｉｎｅ 7090001017103 エステティックサロンの大幅ＤＸ。メンズ美容液の開発とＤ２Ｃへの挑戦 甲府信用金庫

関東 山梨県 北杜市 有限会社ファームオブ清里 6090002014257 清里高原の草原で楽しめるグランピング＆屋外カフェ新規事業 飯田　伸司

関東 山梨県 甲府市 株式会社武藤呉服店 7090001002138 空き家を活用したＳＮＳによる呉服事業の非接触型営業の展開 税理士法人すばる

関東 山梨県 南アルプス市 和ふうる株式会社 6090001014571 山梨産フルーツの旬を通年味わう瞬間冷凍した新商品の開発・販売 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南アルプス市 富士生コンクリート株式会社 1090001005022 透水性コンクリートを利用した減災エクステリア事業への挑戦 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲斐市 株式会社メディケア 8090001017003 整骨院での臨床経験を生かした機能訓練型デイサービスへの事業転換 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 マイン オンライン販売（ＷＥＢサイト構築）の開始による、卸売業から小売業への参入 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社ＲＩＦＯＲＭＡ 2090001015425 来店せずとも遠隔であっても、オーダーパンツを購入できるという新たなサービスを開始する 株式会社ＴＲＥＥ

関東 山梨県 甲府市 株式会社少國民社 3090001001110 ＵＶオフセット印刷機の導入により、紙以外への印刷と抗菌印刷で新製品の開発販売ビジネスへの転換 株式会社山梨中央銀行

関東 長野県 長野市 長野アルプス株式会社 3100001002247 オーダーメードパンツ製造の新規事業開始による業態転換 長野商工会議所

関東 長野県 木曽郡木曽町 七笑酒造株式会社 1100001017809 ファンを増やして売上Ｖ字回復！氷温貯蔵によるプレミアム日本酒製造 山田　盛史

関東 長野県 長野市 有限会社パン屋です 2100002004136 地域活性！お山を走るハンバーガーショップ 長野信用金庫

関東 長野県 須坂市 株式会社ｉｆ 4100001027805 お客様のことを１番に！トータルビューティサロンで地域１番に！ 桑原　仁

関東 長野県 茅野市 四季の宿　すばる 体験型レジャー・海上クルージング事業 茅野商工会議所

関東 長野県 岡谷市 株式会社ツカダファイネス 2100001019647 設計から製造までの一貫生産体制を活かしたキャンプギア市場への進出計画 長野県信用組合

関東 長野県 長野市 マルベリーデリカテッセンカフェ 持続可能な地域循環社会に貢献する＂地域の食の缶詰”開発・販売事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 松本市 株式会社ノーススター 3100001024968 ケータリングサービスとリトリート型ワーケーション施設の運営 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 飯田市 株式会社ＣＵＢＥ 9100001023584 研ぎ澄まされた音を届ける！最先端映像機器を活用したライブ配信 小林　和博

関東 長野県 南佐久郡南牧村 有限会社リゾートイン黒岩荘 5100002012152 アパートメントホテル対応施設＆カフェギャラリー設置運営 長野県商工会連合会

関東 長野県 中野市 株式会社ロングフェイス 8100001028130 ３密を避け、健康増進を目的とした個室サウナの新規展開 長野信用金庫

関東 長野県 上高井郡高山村 わらび野観光株式会社 7100001005790 予約管理システム導入による旅行事業への本格参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 企業組合山ノ内米穀 2100005005263 米屋が営む、北信州の安心安全な食材を使用したおにぎりの販売 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 上田市 株式会社協和食品 5100001009728 信州産高級フルーツを使った新商品企画開発・製造・販売事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 長野市 株式会社コスモ商事 6100001000999 外出困難者へ「訪問・送迎美容サービス」を通じ非日常の提供 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社おきな堂 1100001012883 老舗洋食屋による信州産農家の食材を活用した新商品開発を実施し、通販事業に進出する。 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡立科町 あかりや 信州立科町で古民家サウナとＢＢＱ！心と体を癒す日帰り施設を運営 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 Ｙａｍａｉｒｏ　ｇｕｅｓｔｈｏｕｓｅ 宿泊施設併設のちょい呑み屋から別店舗ラーメン店への事業転換 飯田商工会議所

関東 長野県 長野市 ＡＬＴＥＲ　ＣＨＩＬＩ’Ｓ 信州ジビエを活用した「ペット用ジャーキー」の製造・販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 ミヨシヤ 作って、観て、語れる　大人のプラモデルカフェの開業 松本信用金庫

関東 長野県 東筑摩郡朝日村 宇賀神拓也 空き家を活用したアナログ写真サービスで朝日村を活性化プロジェクト 長野県商工会連合会

関東 長野県 佐久市 有限会社桃花 1100002011703 食を通じてコロナに負けない免疫力を！中華料理店によるカフェへの事業展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 やきそばよっちゃん テイクアウト＆委託販売強化・店舗移転でＢＢＱスペース設置 長野県商工会連合会

関東 長野県 上水内郡信濃町 株式会社松野製作所 3100001004037 絶景を１組だけで楽しむコロナ対策抜群のサウナ事業への挑戦！ 長野県商工会連合会

関東 長野県 千曲市 畑野商店 当店と地域の強みを生かした杏シフォンケーキ製造・販売事業 岡本　洋平

関東 長野県 長野市 合同会社ｋｍｍ 5100003005080 新事業として地元食材を中心とした小売業の開始とテイクアウトの強化 ９９．９株式会社

関東 長野県 松本市 株式会社エフエス・リノベーションプランニング 3100001016924 生パスタ麺の製造による地域活性化と売上向上計画 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

関東 長野県 長野市 有限会社セキ理容所 4100002002682 街の老舗理容室による女性向けフェイシャルサロン事業への進出 長野信用金庫

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 株式会社大阪スペースデザイン 4120001092888 軽井沢で貸別荘事業の立ち上げ・ワーケーション対応ルームの増築 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

関東 長野県 長野市 エムケイユー株式会社 4100001031732 インターネットを使ったリモートによるコンサルティングへの業態転換 ９９．９株式会社

関東 長野県 佐久市 株式会社ナイト工芸 8100001007464 感染症対策を施した高齢者を元気にする健康支援用品分野への事業再構築 佐久商工会議所

関東 長野県 長野市 そば処　仁王門屋 地域資源磨き上げ、戸隠のメイン通り沿いでの初のカフェ開業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 株式会社プラスフォレスト 9100001028831 果実酒生産体験プログラムによるアグリツーリズム展開 小諸商工会議所

関東 長野県 千曲市 有限会社新世紀 6100002010130 顧客共同で創り上げるキャンピングトレーラーの製造販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社日商印刷 5100001005256 一般個人向けの子育て世代に特化したオリジナルグッズの制作 長野信用金庫

関東 長野県 飯田市 有限会社五十君商店 9100002035760 社会の多様性・健康・環境に配慮した古民家ブックカフェのオープン ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 長野県 松本市 株式会社ＲＩＣＨＰＬＡＮＥＴ 8100001031803 冷凍自動販売機による信州味噌だれ餃子の販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 埴科郡坂城町 ひしこタクシー株式会社 7100001011541 デマンド型交通システムの提供 長野県信用組合

関東 長野県 東御市 プレジャークリエイティング 波動調整器及び健康状態測定器を活用した健康データビジネス 長野県商工会連合会

関東 長野県 長野市 株式会社ａｎｇｅ 8100001002886 新生活様式に対応したライフイベント記念撮影及びまち歩き貸衣裳事業 長野信用金庫

関東 長野県 東御市 チャイハネケバブ ハラル専用キッチン導入で本物のハラル料理を販売するＥＣサイト事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下高井郡野沢温泉村 Ｎ‐ＤＲＩＶＥ合同会社 8100003005185 スキーレンタル及び飲食業から宿泊業業種転換に向けた新規プランの開設 長野県商工会連合会

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 株式会社ズイカインターナショナル 5100001012319 事業成長の実現、ブランド認知度の拡大、サステイナブルなモデルの確立の三方良しのビジネスモデルを実現するマウンテンリゾート 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡立科町 有限会社佐研フーズ 8100002010665 高品質セミドライフルーツの開発と新たな販売ルートの構築 長野県商工会連合会

関東 長野県 長野市 信州頭痛整体院雨のち晴れ 美歯口ホワイトニングと頭痛の整体の相乗効果による収益の安定 宮澤　徹
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関東 長野県 須坂市 有限会社ひまわり 4100002008705 健康とＳＮＳを意識したフルーツサンドやコールドプレスジュース販売　事業計画 萩生田　富司喜

関東 長野県 伊那市 株式会社ＡＩＣ 7100001028890 特定技能人材向けオンライン対応型日本語教育サービスの提供 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 有限会社鹿鳴荘 6100002016474 ペット同伴が可能なレストランカフェの開業 長野県商工会連合会

関東 長野県 佐久市 有限会社和泉屋菓子店 1100002010317 生涯食べられる機能性・嗜好性の高い和菓子を提供、明るい健康長寿社会に貢献 柳澤　智生

関東 長野県 松本市 株式会社ＢＨＭ 6100001033669 身体づくりに高い関心を持つ男性に向けた専門脱毛サービスの開発 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 飯田市 株式会社日本トレッキング 7100001022670 馬術競技会場の運営事業進出で新たなマーケットを創出する 株式会社八十二銀行

関東 長野県 東御市 コトヒラ工業株式会社 4100001010760 金属加工技術を活用した大型セラミックス加工事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 ミカドテクノス株式会社 6100001021599 低炭素社会実現に貢献するスタンプ式めっき装置の開発・事業化 公益財団法人上伊那産業振興会

関東 長野県 上高井郡小布施町 一般財団法人北斎館 4100005010823 北斎館事業再構築計画：アートに気軽に触れ合えるギャラリーカフェとデジタルギャラリーの創出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 千曲市 有限会社ワンビット 6100002009627 ＥＶ・ＦＣＶの主動力となるモーターと一体化した冷却する熱交換装置に使用する金型製造 長野県信用組合

関東 長野県 諏訪郡原村 有限会社栄信代行 7100002030714 一時預かり施設による工業用部品・ワインの保管と管理事業 篠原　仁志

関東 長野県 塩尻市 株式会社薗部技研 8100001032462 炭酸ガスレーザー加工機の導入による新分野展開 佐野　良太

関東 長野県 大町市 有限会社Ｆ＆Ｍカンパニー 3100002027227 「道の駅」における革新的なオートキャンプ場事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 上水内郡信濃町 ディーアイシージャパン株式会社 2100001004021 クラウド型整備業システムの開発・販売事業 株式会社ライトアップ

関東 長野県 茅野市 有限会社情熱大陸 3100002030057 ラーメン店から事業者向け食肉加工製造業への業種転換 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 長野市 株式会社クボタ工務店 6100001030071 新工法実施と広報体制確立による「環境に優しい建設会社」づくり 長野信用金庫

関東 長野県 北安曇郡白馬村 ペンションあるむ 「テイクアウトキッシュカフェによる新規顧客獲得と収益拡大」 アイソニック税理士法人

関東 長野県 千曲市 有限会社中澤製作所 2100002009804 医療用コネクタ製造専用の精密部品製造加工ラインの導入事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯山市 有限会社コエル 1100002017023 排水管清掃業及び農業サポートサービス（施肥等）業への展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 株式会社アース・グリーン・マネジメント 7100001022860 企業連携でＳＤＧｓを推進する硬質プラスチック再資源化事業への挑戦 青山裕之

関東 長野県 長野市 有限会社フリースケール 1100002010226 ３次元点群データを活用したサブスクリプションサービスの開発 長野信用金庫

関東 長野県 諏訪市 株式会社ミスズ工業 8100001018684 時計用コイルブロック製造の国内回帰と自動化改造による精度及び生産性の向上と他分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 株式会社乾光精機製作所飯田工場 4100001025313 培ってきた建築用金属製品の製造技術を活かし半導体関連事業への事業転換をめざす ひまわり経営サポート株式会社

関東 長野県 諏訪市 株式会社ＪＹＰ 2100001031742 信州諏訪味噌ラーメン出店希望者を支援する食料品製造業への業種転換 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 下伊那郡高森町 小恋路 地域農産物の付加価値向上とＷｉｔｈコロナ時代の地域振興につなげるベーカリーカフェの開業 内山　拓己

関東 長野県 下伊那郡高森町 飯田精密株式会社 3100001022352 新たな分野展開、リモートセンシング部品製造への取り組み 飯田信用金庫

関東 長野県 飯山市 フジオペンション ペンション廃業からレジデンスホテル＋レストランへの業態転換 飯山商工会議所

関東 長野県 上田市 株式会社佐藤商会 6100001009677 土質改良機を用いて建設残土の土質改良を施し加工土販売する事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 塩尻市 有限会社丸山化成 4100002025287 先端研究開発事業の本格事業化と地域産業を支える新事業への進出 小原　恭子

関東 長野県 岡谷市 有限会社横河計＿製作所 7100002032041 新市場進出に向けた難削材加工技術向上と生産環境改善への取組み 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡富士見町 協和運送株式会社 4100001024439 バイクガレージ倉庫を起点とした新規事業創出と地域経済の活性化 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 株式会社ミクロン精工 1100001019243 次世代車・自動運転車に使用する高精度モーター軸の新分野展開 株式会社長野銀行

関東 長野県 北安曇郡小谷村 株式会社Ｅａｇｌｅ 8100001028304 自動車板金およびラッピング事業への展開による総合的な自動車サービス拠点化計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 合資会社親湯温泉 5100003002524 高齢、障がい者の安心安全な温泉旅行を可能にするユニバーサルサービス事業 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 長野市 ザ・シザーハンズ 全てのストレスをフリーへ・５感に響く髪質改善特化型マンツーマンサロン 長野県信用組合

関東 長野県 松本市 有限会社草菴 7100002020467 信州食材を活かした仕出し弁当の製造受託と、蕎麦等の通信販売・小売販売 株式会社長野銀行

関東 長野県 諏訪郡原村 シンメー工業株式会社 1100001019045 超精密金型とプレス技術による半導体基板加工への新展開 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 上田市 株式会社みつみ 7100002014857 時間に縛られない高い利便性を提供するクリーニング店への転換と、生産性向上への取り組み バリューフォース合同会社

関東 長野県 諏訪郡下諏訪町 二十四節氣　神楽 信州発・地元食材を活かした新しい和風バームクーヘンの製造販売 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 長野市 株式会社川瀬工務店 8100001000691 新たな下水道補修工法の実用化 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社フリークラウド 7100001006566 大型屋外デジタル依サイネージを活用した地域活性のための広告マッチング事業 税理士法人成迫会計事務所

関東 長野県 上田市 有限会社ウスザワ 4100002013630 五感で満足・三世代で集える新ジャンル「花火×焼肉店」事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 飯田市 有限会社タカハ 3100002036681 廃棄物処理業から新分野の倉庫業・運送業へチャレンジ！ 飯田信用金庫

関東 長野県 岡谷市 ワイ・ケイ・マテリアル株式会社 2100001019829 センサ用極薄ニッケルクロム箔を用いたＩｏＴ市場の活性化 株式会社八十二銀行

関東 長野県 岡谷市 株式会社中部テクノ 6100001019643 ＥＶ車向けバスバーの新規製造によるＥＶ車業界への参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 埴科郡坂城町 柳屋商事株式会社 4100001011560 コインランドリー設置事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 大沢電機株式会社 4100001000506 新規事業「水にこだわる高級食パン」を製造・販売し、新たな顧客を獲得する。 長野信用金庫

関東 長野県 駒ヶ根市 株式会社みずほ 4100001021411 無足場アンカー工法を用いた法面工事分野への新規進出及び業態転換 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 三井木工製作事務所 下請けからの脱却を目指したオリジナル木工製品の製造・販売 藤巻　雄司

関東 長野県 佐久市 戸塚酒造株式会社 6100003000667 全国の地域資源を活用したスピリッツ製造のための蒸留器購入と循環型農業構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 白馬綜合開発株式会社 8100001017356 「みそら野キッチン」別荘／貸別荘利用者に対する夕食デリバリー（飲食業）への多角化展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡辰野町 小野工業株式会社 3100001021643 二種の電解水で衛生管理をサポートする電解水衛生環境システム事業新規進出 長野県商工会連合会

関東 長野県 木曽郡木曽町 木曽カントリー株式会社 8100001017975 木曽御岳観光の復活に向けたホテル併設グランピング施設・キャンプ場運営による新分野展開事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 岡谷市 株式会社長野日高産業 9100001018535 ブラスト加工の密着性を活用した医療機器分野への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 キノシタ開発株式会社 9100001026364 地域の魅力を発信する「温泉付き体験型グランピング施設」への事業展開 内山　拓己

関東 長野県 上田市 プチホテル　ゾンタック ワールドカップ・オリンピックを目指すトップアスリート向け低酸素室　ＡＬＴＩＣＵＢＥ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 株式会社アメック 7100001015014 ロボット向けアクチュエータの開発と製造 株式会社長野銀行

関東 長野県 上田市 株式会社緑屋旅館 4100001010356 最新テクノロジーを活用した新たな宿泊施設運営モデルの構築 株式会社八十二銀行
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関東 長野県 長野市 大豊開発有限会社 5100002002830 静穏な時間を飯綱高原で！飯綱高原グランピング計画 長野信用金庫

関東 長野県 飯田市 株式会社サンリエ 3100001022468 樹脂加工技術を導入してモータコアの一貫製造事業を構築する 飯田信用金庫

関東 長野県 松本市 ハイファイブコーヒースタンド コーヒードリップバッグ製造設備の導入及び製造請負事業 松本信用金庫

関東 長野県 北安曇郡小谷村 株式会社ジャムリゾート 7100002026877 体験農園付き手ぶらキャンプ事業の展開計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社こづまや 9100001012579 ペット同伴可能な完全プライベート空間の提供を強みとしたキャンプ事業 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 ココノホップ株式会社 7100001027579 ビール醸造設備導入によるブルワリー開設と新商品開発、販路多様化事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下伊那郡高森町 株式会社こもれび 4100001027516 障害者就労支援事業Ｂ型事業所に加え新たに生活介護事業へ展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 有限会社シンコーポレーション 6100002015633 セントラルキッチンでの精肉加工とＥＣサイト販売事業の創設 株式会社長野銀行

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 有限会社志賀一井ホテル 2100002018557 業界初！新分野展開による観光滞在型ＳＴＥＡＭデジタル施設事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下伊那郡松川町 有限会社米山金型製作所 4100002038479 微細成形ラボ設立による高難易度微細成形品の量産化支援事業 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

関東 長野県 長野市 エイ・エス・カンパニー株式会社 6100001024825 「体験型」バーベキュー事業の新分野展開による就労支援とのシナジー効果創出 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 長野市 株式会社アールエスティ 1100001000079 コロナ禍でニーズが高まる市街地型スポーツジム併設温浴施設への転身 長野県信用組合

関東 長野県 長野市 はる真 コスパ抜群のテイクアウト・デリバリー寿司店への業態転換 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社アイシンク 9100001012637 外構工事の見える化展開による元請受注拡大と若手左官職人の育成 松本信用金庫

関東 長野県 諏訪市 関モータース 車屋発の自転車・車中泊ニーズに特化したＲＶパークと特殊車両レンタル事業 諏訪信用金庫

関東 長野県 上水内郡飯綱町 ヘアーサロンノムラ 女性も床屋に！新メニュー導入による新規顧客層獲得。 長野信用金庫

関東 長野県 佐久市 マルカフェ 癒し空間「一棟貸し宿」で楽しむ地元健康食材と自然派ワインのペアリング 佐久商工会議所

関東 長野県 長野市 安長電機株式会社 6100001003564 ロボット導入前後のサポートをパッケージ化した　提供方法の確立 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 生麦みなみ風 長野市特産品を使用し地域を代表するクラフトビール醸造への進出 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 有限会社丸富自工 7100002004899 ワンストップ化への新たな挑戦。危機をプラスに変える再構築事業 長野信用金庫

関東 長野県 上伊那郡宮田村 ブルーポイント 地域初、非接触型ビジネスのセルフ脱毛を取り入れたサロン事業 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 上田市 株式会社関口商会 5100001009901 日本初！“シルバーパス×ＩｏＴ導入型”抗菌特化コインランドリー 上田信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社マル直ムラマツ水産 5100001016749 業務用魚介類卸販売業者が国産高級魚を安価に店舗販売する新事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 巴工業株式会社 2100001010036 希少性・付加価値の高いコーヒー豆加工・販売事業への進出 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 上伊那郡南箕輪村 スノーリンク株式会社 1100001029580 椎茸の菌床栽培による就労支援事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 スノーソリューションズ株式会社 6100001029535 人工降雪機の輸入販売・レンタルから、新たに人工降雪サービスに参入する 株式会社八十二銀行

関東 長野県 岡谷市 株式会社やまびこスケートの森 6100001019809 コロナ禍を乗り切る健康増進合宿事業とワーケーション宿泊事業の展開 諏訪信用金庫

関東 長野県 長野市 オーガニックリゾートホールディングス株式会社 2100001006926 信州小布施を楽しむ、個室完結型の宿泊施設事業 長野信用金庫

関東 長野県 佐久市 株式会社新製作所 2100001007585 医療機器分野への展開を目的とした高精度加工機械の導入及び製造環境の整備 上田信用金庫

関東 長野県 諏訪市 株式会社タキワ工業 5100001018786 モーター駆動装置需要獲得によるポストコロナに対応した新事業展開 諏訪信用金庫

関東 長野県 岡谷市 株式会社アイ・コーポレーション 7100001019320 高品質なリサイクル堆肥生産事業への進出により、諏訪・伊那地域における「食品リサイクルループ」の創出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 伊那市 有限会社北野屋精肉店 8100002032692 保有する経営資源を最大活用したキャンプ場経営への新分野展開 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社裾花観光バス 8100001006846 ＡＩ・ＤＸ技術活用による多言語ツアーコンシェルジュサービスと、安全・快適・開放的なバス輸送による新しい旅行体験の提供 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡御代田町 有限会社御代田工機 3100002011313 新製品生産を機会として捉え生産自動化と多品種少量生産への転換 株式会社八十二銀行

関東 長野県 須坂市 株式会社時空の杜ＯＣＴ 1100001027923 「自分を生きる」ソースリトリート施設への展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 降旗興業株式会社 7100001027554 ＩＣＴ施工の社内一貫体制構築による土木工事進出と施工管理サービスの提供 株式会社ビーワン・クリエイト

関東 長野県 上田市 株式会社和楽座 6100001011699 生糸繰糸後の「さなぎ」を活用した冬虫夏草生産の画期的システムの構築 長野県信用組合

関東 長野県 伊那市 有限会社長野県リサイクルセンター 9100002033574 自社開発オリジナルプラントを導入し、空調用被覆銅管から有価物を抽出・販売事業 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 須坂市 ペンション＆レストランＨＩＲＯＳＴＲＡＤＡ ペットと過ごせるプライベートキャンピングコテージの建設と運営 須坂商工会議所

関東 長野県 諏訪市 有限会社湖泉 8100002029400 旅館業における火災等発生時の避難誘導を支援する防災アプリの開発・販売 森藤　啓治郎

関東 長野県 上伊那郡飯島町 株式会社大成 1100001021281 スライス加工馬刺しの開発による新たな需要の取り込み 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 赤だすき白馬製麺所 ピンチをチャンスに！　製麺業から宿泊業へ大きなチャレンジ！ 長野県商工会連合会

関東 長野県 上水内郡信濃町 パワフル健康食品株式会社 1100001002876 「肌健康」にフォーカスした化粧品と健康食品のメーカー転身事業 長野県信用組合

関東 長野県 下高井郡野沢温泉村
Ａｎｇｌｏ　Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｂｒｅｗｉｎｇ　Ｃｏｍｐａｎｙ合同会

社
8100003003560 ビール醸造技術を活かした蒸留酒の新商品開発と新規販路開拓 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡富士見町 株式会社キャトル・セゾン 2100001028796 密封包装食品製造販売への進出による地域発素材の消費拡大 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡辰野町 有限会社日進ウェルディング 6100002035301 ＦＡ機械装置メーカーをターゲットとした板金加工の高付加価値化 公益財団法人上伊那産業振興会

関東 長野県 安曇野市 株式会社カクミズ 8100001015104 「睡眠の悩み解決」を合言葉にカウンセリングがメインの寝具販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 有限会社朝倉石油 3100002029644 有人から無人へ、ポストコロナに対応した業態転換による新サービス構築 株式会社長野銀行

関東 長野県 埴科郡坂城町 株式会社菱田工務店 9100001025515 日本初の木組み規格住宅の開発販売及び同商品のＢｔｏＢへの事業展開 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 上田市 株式会社おとぎの里 3100001026477 地ビール醸造による地域づくりの新たな展開 浅香　文孝

関東 長野県 松本市 株式会社石井味噌 1100001018113 味噌醸造蔵元の信州三年味噌煮込みうどん専門店開業計画 小林　正樹

関東 長野県 大町市 株式会社信濃大町糸屋自動車 7100001027026 自動車整備業へのシフトチェンジ計画 松本信用金庫

関東 長野県 埴科郡坂城町 株式会社イケダ 3100001011462 旋削技術構築とフォトクロミック技術を使用したＢｔｏＣ市場進出事業 長野県信用組合

関東 長野県 松本市 有限会社徳澤園 6100002022522 アフターコロナの山岳観光における革新的な滞在価値の提供 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡飯島町 ＪＣマイクロ株式会社 1100001026198 半導体検査部品プローブピン新規市場への挑戦～「ファイナルテスト用」から「ウェファーテスト用」へ～ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 有限会社菅平スイスホテル 8100002015128 菅平高原を盛り立て世界へ飛躍させるホテルに！ 桑原　仁

関東 長野県 飯田市 抗菌美装株式会社 1100001023336 既存のリソースを活かした食品添加物市場と食品原料・異物分析市場への進出 株式会社ＩＳＴコンサルティング
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関東 長野県 伊那市 ｈｅａｒｔｌｅａｆ　ｍｕｓｉｃ　ａｃｔｉｖｉｔｙ 音楽スタジオからアウトドア型飲食分野への業種転換 伊那商工会議所

関東 長野県 佐久市 株式会社森角建材店 5100001007863 地域の希望～コロナを越えて新型ライフへの新たなるチャレンジ～ 佐久商工会議所

関東 長野県 長野市 松代工業株式会社 9100001003223 既存技術と新製品の融合。新たなシナジーの創造へ！ 長野税理士法人

関東 長野県 上田市 株式会社はたらクリエイト 7100001026812 長野県移住者支援事業！託児所付きサテライトオフィスへの新分野展開 髙司　浩史

関東 長野県 上田市 ダイイチ株式会社 9100001011242 運送業界に特化したクラウドサービス事業とデータセンターの設置 長野県信用組合

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 有限会社ホテルさかえや 3100002018688 新しい柱として日帰り施設を増やし、地域活性化へ！ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 佐久市 スタンダード　マーカー コロナ渦による経営危機脱出のための建設機械板金修理への新分野展開 美斉津　晃

関東 長野県 長野市 株式会社ＴＯＳＣＯＭ 4010901022030 自社ブランド製品の売上比率を高め、最終消費者向け新製品を展開 岡本　洋平

関東 長野県 長野市 有限会社大峽建設 2100002000936 解体業へ参入し土木工事との一貫受注を狙う。空き家問題解消にも貢献！ 長野税理士法人

関東 長野県 岡谷市 有限会社山田スポット 8100002031967 ファイバーレーザー溶接によるＥＶ車部品及び半導体への溶接加工 諏訪信用金庫

関東 長野県 安曇野市 株式会社エスケー・シナノ 3100001026411 新型コロナウイルス感染症治療に資する医療機器部品製造への新分野展開 松本信用金庫

関東 長野県 東御市 有限会社三井金属 3100002016015 廃プラスチックを貴重な再生エネルギーとし有効活用する事業 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 飯田市 明和工業株式会社 6100001022812 独自開発した全身除菌装置の製造・販売事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社ウェルケアビューティー 5100001026707 過疎地域のＱＯＬの維持・向上に寄与する移動型理美容室の開設 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 ホテルタキモト株式会社 6100001027043 「ウエルネスライフステイ」ココロとカラダを再生するホテル 長野信用金庫

関東 長野県 南佐久郡佐久穂町 佐久チツプ産業有限会社 4100002011972 木材チップ製造業から薪及びバーク堆肥製造の林業に業態転換する。 佐藤哲也

関東 長野県 諏訪市 有限会社ノースドール 5100002028669 新しい非接触型コテージと、蓼科ブランド路面店舗への業種転換 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 諏訪郡下諏訪町 Ｇａｒａｇｅ８２６Ａｍｍｕｎｉｔｉｏｎ 最新デジタル技術を用いたオリジナルパーツ開発および完成車販売事業への進出 株式会社長野銀行

関東 長野県 岡谷市 株式会社エグロ 7100001019353 業界最先端の「同軸精度１０μｍの鋼材両端加工機」の新開発によるＥＶ用途市場開拓 特定非営利活動法人諏訪圏ものづくり推進機構

関東 長野県 長野市 有限会社八光食品工業 7100002004081 県内初の豆腐自動販売機で製造卸から２４時間非接触直販への転換 長野信用金庫

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 株式会社フォンス 9100001008924 焙煎機導入による、新規コーヒーブランドの立ち上げとコーヒー製品販売への新分野展開 株式会社みずほ銀行

関東 長野県 塩尻市 株式会社キヨメタ 6100001031755 溶接工程中心の精密板金事業から、精密板金の総合加工への挑戦 税理士法人大沼田経営会計事務所

関東 長野県 上田市 株式会社ハルタ 8100001011177 エアコン暖房不要！デンマーク基準の高性能規格住宅及び建材の販売事業 松田　亮

関東 長野県 長野市 高田産業有限会社 2100002008153 福祉住環境をコーディネートできる地域介護トータルケアの実現 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社リリーフ 6100001012598 正常分子栄養学による正しい食生活を提案する２４時間フィットネスジムの運営 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 有限会社八幡屋礒五郎 6100002005329 低価格で携帯性に優れた七味唐辛子の新商品投入。コンビニで新需要を喚起する！ 長野税理士法人

関東 長野県 茅野市 株式会社サンヨー 1100001019029 物流・半導体市場への新分野展開によるポストコロナ化での差別化 諏訪信用金庫

関東 長野県 千曲市 有限会社テクノリンク 3100002010182 自社オリジナル製品「定量給油装置（仮称）」の開発・生産・販売 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 長野印刷商工株式会社 9100001002233 主催者も受験者も安心できる受験を！地方都市で印刷、データレス、抗菌による試験改革！ 長野税理士法人

関東 長野県 北佐久郡御代田町 大井建設工業株式会社 8100001007910 建設業から建設の川上事業の不動産業へ業態転換を図る。 佐藤哲也

関東 長野県 北佐久郡御代田町 マイクロストーン株式会社 9100001007950 アフターコロナの健康長寿社会を見据えた「ＴＨＥ　ＷＡＬＫＩＮＧ」事業の事業再構築 公益財団法人長野県中小企業振興センター

関東 長野県 須坂市 千日みそ株式会社 9100001005608 顔が見える生産者のお米を使用した、高品質で安心安全な甘酒を世界へ！ 長野税理士法人

関東 長野県 飯田市 株式会社Ｆ．Ａ岡島 4100001023317 低価格と高品質を両立した住宅型有料老人ホームへの参入 税理士法人河野菅沼

関東 長野県 茅野市 太陽精工株式会社 2100001019102 工業用プラスチック製品製造から木工製品製造への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 有限会社ノア 8100002003990 創造力、自主性、協調性を育む！ＩＣＴを活用した次世代の学びを子どもたちに。 若林健史

関東 長野県 松本市 株式会社ナルピー 9100001013791 「真空冷凍炭火焼肉パック焼肉」販売による新分野展開で集客強化！ 松本信用金庫

関東 長野県 千曲市 株式会社山崎屋木工製作所 6100001006699 ウィズコロナ，カーボンニュートラル実現に向けた新素材サッシの製品化計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 株式会社エージェンシー広宣 7100001022266 地域に特化した人材紹介事業とＷｅｂ求人広告事業の展開 飯田商工会議所

関東 長野県 諏訪郡富士見町 株式会社みのり建設 6100001018884 自社開発バイオマス燃料プラントでバイオマス燃料の製造・販売事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 ますや有限会社 3100002018721 ＂宿泊しなくても入りやすい＂宴会場の和食レストラン化～ますやテラス付き～ あがたグローバル税理士法人

関東 長野県 小諸市 天狗温泉浅間山荘 トレーラーハウス設置によるコロナ感染予防及び新規顧客開拓 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡原村 株式会社丸建 5100001020478 移住促進地域におけるパッシブ型平屋建てＲＣ造住宅事業への進出 長野県商工会連合会

関東 長野県 上高井郡高山村 株式会社藤井荘 1100001005846 国内・海外の富裕層に特化した日本文化の香り溢れる日本旅館の構築 長野信用金庫

関東 長野県 千曲市 株式会社コスモデータ 7100001006426 自然を楽しむレジャー・自己肯定感向上の学び、両方を体験できるグランピング事業 ９９．９株式会社

関東 長野県 大町市 マイマイ プロ講師陣の揃った専門性の高いクラシックバレエ学校の開業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 有限会社茅野観光 3100002030189 地域密着型の旅行会社による、地域の皆様の『美』アップのお手伝い 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 有限会社リトルグリーブ 1100002030686 エリア初！新生活様式に対応した滞在型外遊び／学びプログラム 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 ヘアーサロン　アルファ 長野県初となる、一部セルフ方式を取り入れたウェットヘッドスパ専門店 長野信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社長良ういろ 6200001003901 米粉の可能性を追求！「ういろ」から「フォー」へ新規参入 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社丸善グループ 9200001005003 電子パネル看板開発とサイネージ事業の確立による売上平準化 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 多治見市 日比野陶器株式会社 6200001020954 業務用食器として名高いＨＩＢＩＮＯ　ＪＡＰＡＮの食器を一般消費者向けに店舗＆ＥＣ販売 東濃信用金庫

中部 岐阜県 恵那市 ベルエアー コロナと高齢化に打ち勝つ！商店街コミニティのコアとなる飲食店の開業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 岐阜県 多治見市 株式会社ライゴア 7200001023155 土岐市初！サブスクリプションを用いた非接触セルフ脱毛サロン事業 鈴木　勇二

中部 岐阜県 郡上市 株式会社丸三 8200001026545 自動車整備士が行うトラックの二次架装業務 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 ｎａｎｏ　ｗｏｒｋｓ株式会社 9200001008699 アナログメディア（紙媒体）からデジタルメディア（ＷＥＢ媒体）への転換 長屋　宗孝

中部 岐阜県 可児市 リッシュ 【コロナ禍における新提案！サブスクリプションを用いた非対面型セルフ脱毛サロン】事業の展開 鈴木　勇二

中部 岐阜県 高山市 ルナソル株式会社 8200001031371 複合型ペットショップの開設によるＢｔｏＣ事業モデルへの業種転換 丸山　学

中部 岐阜県 岐阜市 ＴＩＡ 新分野に生き残りをかけ飲食業からの挑戦 岐阜商工会議所
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中部 岐阜県 大垣市 中華山本 ワンストップで地域密着型の中華フードデリバリーサービス事業 大垣商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社中和旅行 2200001031625 中国観光客依存からの脱却！中国語教室＆内モンゴル料理専門店 税理士法人　市川会計事務所

中部 岐阜県 可児市 美シンデレラ 男性をターゲットにした非接触型の脱毛エステ事業の開始 荒川　紳示

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社サンワールド 1200001034348 行楽地の高級パン屋がバーチャルレストランでデリバリーを展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 下呂市 飛騨漬物食品株式会社 4200001025880 岐阜のええもんを手軽に！漬物屋が新たに作るお惣菜製造販売事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 下呂市 株式会社ミツ工機 5200001034864 介護分野に新展開し、強みを活かしてチャンスを勝ち取る「手摺り」製造事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 大垣市 株式会社ＣａｓａＨｏｍｅ 4200001030410 集客手段を獲得し、独自ブランド住宅販売で脱・下請けを目指す 岩本　秀巳

中部 岐阜県 各務原市 有限会社えんがわ 2180002060031 オンライン部屋の建築によるオンラインセミナーや動画コンテンツ配信等といった新たな販売方法による事業転換 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 森のくまさん接骨院 地域密着型の接骨院からエステサロンへの業種転換 税理士法人創経

中部 岐阜県 岐阜市 丸長産業株式会社 3200001005082 衣料小売事業から、インターネット受注によるデリバリー飲食店事業への業種転換 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 インネット株式会社 5200001000420 業界初、ペット格安カットサロン参入によるペット関連市場の拡大と自社業容拡大 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 高山市 中坪造園有限会社 4200002025649 日本一「安心・安全なスプライスロープ」を提供し、高所作業者の命を守る ＭＭＰＣコンサルタンツ株式会社

中部 岐阜県 可児市 株式会社大竹商店 4200001017655 確かな目利きで地域に新鮮・上質な魚を提供する「魚屋」への業態転換 東野　礼

中部 岐阜県 岐阜市 サイクリングジャパン ガイド付きサイクリングツアーからセルフガイドツアーへの転換 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 各務原市 株式会社ナベヤ製作所 3200001007120 脱・航空機依存プロジェクト 各務原商工会議所

中部 岐阜県 各務原市 株式会社グリーントラスト 4200001037208 民間患者等搬送事業者認定に基づいた介護タクシー事業への業種転換 各務原商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社三商トレーディング 5200001009008 ホルミシス療法を用いたアンチエイジングルームの運営事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 株式会社さくら 8200001023212 パンの製造小売「日常の食卓から健康を創るパン」事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 郡上市 西脇建設株式会社 2200001026468 地域資源を活用したワーケーション施設展開事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 瑞浪市 株式会社平子商店 7200001022652 陶磁器卸売業からＥＣサイトでの木製玩具等企画販売事業への展開 東濃信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 有限会社ジュウバン 6200002022933 地元恵那どりに特化したランチ営業とテイクアウトによる業務転換 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 中津川市 横井社会保険労務士事務所 変形労働時間制対応の給与計算システムによる医療機関のＤＸに挑む 伊藤　智史

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ネオパルバー 4200001012598 モーターコイル製造用ダイスへの新分野展開 関信用金庫

中部 岐阜県 関市 株式会社ハネル 5200001037413 オリジナル韓国料理のＥＣ販売事業 関信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 ととのえ 引きこもりの就労支援、失業者の自立などのサポートができる空き家を利用したカフェの運営 中津川商工会議所

中部 岐阜県 郡上市 しょうりゅう　本田昇司 アフターコロナの社会に対応した中華料理店の新事業創出の取り組み 関信用金庫

中部 岐阜県 郡上市 民宿　しもだ 身体実感から学び、つながる！！木と水に包まれた新たな体験事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 恵那市 株式会社ゼロワンカンパニー 8200001024466 古民家と自然環境を活かした十割蕎麦処「かしや」を開業する 髙木　利彦

中部 岐阜県 美濃加茂市 Ｄｉｏｎｅ コロナ禍でも負けない！　メンズ・レディース兼用美肌事業で再構築 菅原　由一

中部 岐阜県 中津川市 株式会社ビーワークス 2200001036822 自社で培ったノウハウを活かしカーラッピング事業分野へ参入 税理士法人柘植会計事務所

中部 岐阜県 多治見市 株式会社エクシィズ 8200001020507 溶融スラグを使った新たなコントラクト向け大型プランター等製品開発、及びＴＡＪＩＭＩ　ＣＵＳＴＵＭ　ＴＩＬＥＳの製造販売事 東濃信用金庫

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 有限会社リサイクル・クリーン神原 8200002015794 環境産業機器を活かした３Ｒへの取組みによる新分野開発 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 高山市 有限会社トラスト・ワン 2200002026302 焼肉店フードロス活用の食品製造とデリバリーのプラットフォーム計画 飛驒信用組合

中部 岐阜県 中津川市 株式会社クレー興産 6200001032099 自社生産した米、野菜を中心に惣菜加工し販売する弁当屋への新分野展開 都竹基己

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ひょうたん姉妹 6200001027702 岐阜の天然食材とジビエの加工食品製造販売業への事業再構築 多田　武志

中部 岐阜県 揖斐郡大野町 株式会社ひでぴょん 8260001016292 シート加工会社から全く異なる点字事業の立ち上げと進出事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ミユキデザイン 6200001031258 まちなか空きビル活用モデルとしての若者・起業向けシェアハウス＋コミュニティ事業 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 海津市 有限会社田中漬物食品 3200002014818 ピクルス好きによる満天オンラインコミュニティーの創造 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 土岐市 株式会社カネス 9200001023104 美濃焼テイクアウト容器による環境対応型事業への取り組み 東濃信用金庫

中部 岐阜県 郡上市 有限会社郡上八幡自然園 4200002027793 動物樹木葬園事業 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 高山市 柏木工株式会社 9200001024762 住空間と家具をオーダーメイドするメーカーブランド直営店の事業化 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 各務原市 伊神建設株式会社 4200001006856 地方工務店が木造住宅に工場生産ユニット工法を導入するプロジェクト エー・アンド・パートナーズ税理士法人

中部 岐阜県 可児市 株式会社ゴイス 8200001024656 『幼稚園と保護者をつなぐ動画配信サービス事業』 東濃信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 山水物産株式会社 7200001007100 グルメ缶詰製造業への新分野展開とＥＣサイトでの販売 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 美濃市 株式会社トーヨーパック 9200001019382 医療機器市場向け輸送パッケージの生産体制構築と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

中部 岐阜県 羽島市 株式会社ｂｏｄａｉｊｙｕ 6200001028535 人とのつながりや思いの「共感」を洋服でつなげるコミュニティ型販売事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 下呂市 株式会社下呂魚介 4200001025781 卸売業の仕入力の強みを活かした旅館従業員向けの弁当製造・配達事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 恵那市 嵯峨乃や 健康をコンセプトとした下駄工房がはじめる地産地消カフェ 恵那商工会議所

中部 岐阜県 不破郡垂井町 株式会社杉山製作所 5200001013752 食品廃棄物処理プラント製造事業への進出によりＳＤＧｓ目標の達成に貢献 株式会社ゼロプラス

中部 岐阜県 土岐市 星山運輸有限会社 1200002021568 運送事業者のノウハウを活かしたミネラルウォーター宅配事業。 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 揖斐郡大野町 中央スチール株式会社 5200001016128 ファイバーレーザー切断機導入による短納期・調達リスク対応型工場への転換 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 瑞穂市 有限会社杉原商運 3200002010123 運送業からの転換！金属製建築資材加工業への参入とワンストップサービスの提供 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社ミート丸一 2200002009182 精肉店が営む、ちょっと贅沢なお惣菜・お弁当の製造販売事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 豊田工業有限会社 6200002007884 レーザー加工機と製缶技術を活かしたレトロフィット分野への展開 株式会社ピースマネジメント

中部 岐阜県 中津川市 株式会社豆の匠中島豆腐 2200001024414 自社製造した豆腐・豆乳を活用した古民家風カフェ運営による事業再構築 中津川商工会議所

中部 岐阜県 郡上市 株式会社おくみの園グループ 4200001026747 レストラン・宿泊経営からバームクーヘン製造業へ新分野展開する 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 大垣市 日電精密工業株式会社 8200001014095 ＥＶリレー部品の一貫生産による電気自動車分野への新規参入 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 各務原市 株式会社鵜飼 7200001006853 世界初の３Ｄ金属光造形複合加工機を活用した医療機器業界への進出 株式会社市岡経営支援事務所
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中部 岐阜県 郡上市 株式会社ヤスモク 9200001026577 クイックレスポンスＥＣシステムによる個人へのオーダー木製品製造販売 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 養老郡養老町 株式会社ハートフルクック 3200001014991 加熱後に急冷する新調理法導入による老人保健施設向け食事宅配 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 高山市 コクフ工業株式会社 3200001025411 下請依存脱却のための無垢材家具製造への新分野展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 各務原市 株式会社庭遊館 2200002007269 ドッグカフェを中心とした愛犬のための新事業 関信用金庫

中部 岐阜県 関市 ふくすけ代行 会員制システム導入で差別化するプール付全天候型ドッグラン開設 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 恵那市 ＪＩＭＣＯＭ 移住しても安心︕仲間と仕事に出会えるコワーキングスペース事業に挑戦 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 恵那市 株式会社セキュア・ペーパー・リサイクル 7200001024434 リサイクル固形燃料ＲＰＦ製造請負サービス確立による事業再構築 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 京陶窯業株式会社 3200001020585 新焼成炉による新技法を用いた和洋飲食器の製造と海外販売の開始 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 可児市 株式会社Ｋｓ　Ａｒｔ 9200001027617 「ＡＩＲ鉋工法」導入による新たな木材再生・長寿命化サービス体制の構築 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 株式会社油喜 2200001010728 ＧＳから指定工場車検を中心とした総合カーケア事業者に転換！！ 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 養老郡養老町 マツハルテック株式会社 9200001015084 最新デジタルシステムによる製造「スピード加工」と「商品化」 牧口　晴一

中部 岐阜県 各務原市 有限会社深尾鉄工所 7200002008147 技術力を強みに小規模町工場のＴｉｅｒ１向け電動車部品試作製造への挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 有限会社政友商事 3200002007631 解体工事業界の今後を見据えた新分野展開 杉本　貴浩

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ａｃｔ 6200001034806 コロナ等感染症対策を考えたオリジナル設計のサ高住運営 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 株式会社水野鉄工所 1200001005217 航空機産業で培った加工技術を新たに装置産業分野へ展開する。 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社松栄堂楽器 4200001002558 駅前教室の統合新店舗における、新しいスタイルのレッスンの提供 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ　ｉｌ　Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔｅ 飛騨高山の厳選された原材料を使用した高原生食パンによる事業再構築 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社イシュー 9200001000342 自然光撮影スタジオによる新サービスとライブコマースＥＣ販売事業 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 セーフティーサービス株式会社 4200001016260 環境緑化材製造分野への進出による持続可能型企業への変革 税理士法人永遠会計

中部 岐阜県 本巣市 大洞印刷株式会社 8200001010391 パッケージの新たなニーズと環境保護に向けた革新的製品生産計画 株式会社エフアンドエム

中部 岐阜県 各務原市 株式会社Ｔ．Ｍ．Ｄ 6200001008207 ファイバーレーザー加工機によるアルミ・ステンレス部品加工事業による新たな顧客開拓 小倉　裕樹

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社ヴォロンティエｉ 3180001081721 ＥＣ販売・自動販売機によるフローズン高級洋生菓子のＢｔｏＣ販売サービス 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社蓑島刺繡 1200001010183 最新の刺繍・プリント加工設備により、新規ＢｔｏＣ事業展開の為の大口から小口までの多様なオーダーに応えられるシステムの構 株式会社エフアンドエム

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社岐阜文芸社 6200001001450 巣ごもり需要に応えるパーソナライズ化された高付加価値ＤＭの製造 税理士法人タックスアンドマネジメント

中部 岐阜県 美濃加茂市 株式会社エコソニック 1200001035511 在宅時代のニーズにスポットを当てた趣味空間のプロディース 東濃信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 八州製作株式会社 5200001011632 切削工程に新設備を導入し新分野ＥＶ車用大型金型分野へ進出する 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 高山市 有限会社舩坂酒造店 9200002025900 旧小学校施設を活用した岐阜県初のウィスキー専門蒸留所の設立事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 安八郡神戸町 株式会社カートラージインベスト 2200001031204 地元密着型の多目的ショールームによる一般顧客販売への新分野展開 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 有限会社関口商店 4200002024205 災害対策とＩｏＴで地域インフラを支えるコインランドリーの事業展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 スエナミ工業株式会社 1200001002692 業界初の自動仕上機能付き板金加工仕上装置で省人化およびコロナ対策に貢献する事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社タクト・エフ・ピー・オフィス 3200001003144 地方創生！サテライトオフィス等を完備した宿泊可能な総合型中小企業支援センター建設 税理士法人ＴＡＣＴ高井法博会計事務所

中部 岐阜県 揖斐郡大野町 株式会社山辰組 2200001016246 ハイブリッド・サイフォン送水装置のリース事業への新分野展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 株式会社あんしんネットワークス 5200001035235 生の喜びを提供する障がい者向け自然共生グループホーム事業展開 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社桔梗屋 9200001001547 食材提供事業で培ったノウハウを活用し、冷凍餃子事業に挑戦する 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 加茂郡八百津町 株式会社ＴＡＣＣＹ 9200001034753 新型コロナ禍での抗菌意識の高まりに応じ「無光触媒抗菌コート」サービスの提供 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 飛騨市 山荘しげり 一家で大挑戦！流葉地区を盛り上げるカフェ＆日帰り貸切風呂事業参入 高山信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 有限会社うさぎや 5200002024699 観光地「馬籠宿」内の好立地を活かした国内客向けそば店への事業転換 中津川商工会議所

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社ＢＲＥＫ 5200001038849 地域美容業界での美容師教育事業とオンラインカウンセリング事業 清水　裕雅

中部 岐阜県 高山市 マキノウッドワークス 睡眠市場に向けた新製品開発とＥＣ販売網構築による売上向上事業 小山　武仁

中部 岐阜県 山県市 株式会社エーエスジャパン 6200001029822 アウトドア商品の製造販売による、新標準への変革と地域活性化策 税理士法人永遠会計

中部 岐阜県 土岐市 有限会社宗山窯 8200002021314 陶磁器に漆（蒔絵・螺鈿）を施した洋食器の開発と海外市場開拓 久野　恭裕

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社リアルＧＬＯＢＡＬ 2200001010653 コロナ禍で激化する焼肉事業から食肉小売りを新規展開する計画 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 高山市 高山米穀協業組合 3200005009699 御用聞きに特化したインターネット注文アプリの開発および販売事業 高山信用金庫

中部 岐阜県 可児市 ディンプル 非接触オーダー・テイクアウトなどのコロナ対策システムを備えた焼肉店事業の構築 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 飛騨市 株式会社イバタインテリア 2200001025494 直営店を作り、新たな繋がりと新しい顧客層を創出する。 飛驒信用組合

中部 岐阜県 美濃市 有限会社キャリッジ 8200002018649 『Ｗｉｔｈ－コロナ』の時代を見据えた新分野（コインランドリー）への参入事業 美濃商工会議所

中部 岐阜県 各務原市 株式会社円相フードサービス 2200001008359 セントラルキッチン工場新設によるフローズンミール製造販売計画 税理士法人創経

中部 岐阜県 高山市 御嶽鈴蘭高原観光開発株式会社 1200001026114 飛騨地域最大級のキャンプ場事業への進出 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 岐阜県 羽島市 長谷虎紡績株式会社 2200001011395 環境配慮された材料による糸を二層構造糸にする技術の確立と販売を行う 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 中津川市 株式会社上見屋 4200001023876 目指せコロナ禍からのＶ字回復！飲食店から洋菓子製造小売への新分野展開 福井　健

中部 岐阜県 羽島市 佐藤産業有限会社 8200002010688 専用ソフト開発でトラック駐車場シェア事業に進出する事業再構築 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 株式会社岐洗 9200001024523 抗菌・殺菌加工を施した医療用ユニホームを低価格で提供できるクリーニングシステムの構築 佐藤　吉英

中部 岐阜県 郡上市 有限会社まるや石油 5200002028106 「郡上市高鷲町の魅力を伝えよう！移動式宿泊事業への参入」 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 瑞穂市 ケアケア接骨院 患部の治療から健康維持強化・免疫力向上サポート事業への進出 馬渕　智幸

中部 岐阜県 中津川市 カーバンプール 岐阜県産材で作るオリジナル家具をスケートボードショップで販売 中津川商工会議所

中部 岐阜県 関市 株式会社東洋化学 5200001019411 再生原料を使用したオリジナル商品の製造・販売による売り上げ拡大 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 有限会社さとカンパニー 4200002008570 テイクアウト・ＥＣ商品の開発による事業再構築 各務原商工会議所

中部 岐阜県 瑞浪市 中工精機株式会社 4200001021830 製缶板金加工技術を用いた大型部品製造による新分野展開の実施 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング
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中部 岐阜県 大垣市 エナジーフロー 制御盤・自動化設備の設計・製造・電気工事の一括請負体制構築 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 瑞穂市 有限会社新月バラ園 3200002009520 ポストコロナの収益拡大を目指す家族で楽しめる観光農園事業への進出 馬渕　智幸

中部 岐阜県 可児市 株式会社御嵩建築 3200001027341 文化財を活用したテイクアウトカフェとレンタルオフィス事業計画 東濃信用金庫

中部 岐阜県 下呂市 天領酒造株式会社 8200001025836 新製法の天然発酵スパークリング日本酒で高級酒市場を再構築する 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 日本水機工株式会社 4200001035392 道路舗装工事にワンストップで対応できる企業を目指し、新たに区画線の設置工事に参入 岐阜商工信用組合

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社トオヤマ 6200001003678 医療分野の廃棄物収集運搬事業の立ち上げによる地域貢献事業の展開 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 キャトル・セゾンＭＯＲＩ 店舗型レストラン事業からデリバリー飲食サービス事業への転換 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 岐阜県 加茂郡富加町 株式会社ドリームバンク 2200001018837 水栓バルブ発祥の地岐阜の技術力を全国へ！新機構搭載の浄水、洗浄機器の展開 税理士法人タックスアンドマネジメント

中部 岐阜県 関市 株式会社エコピア平成 6200001018981 地域に密着した食品メーカーとして新分野展開を図る「道の駅平成」 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 美濃市 有限会社佐藤鉄工所 9200002018714 大型複合加工機を利用した工作機械業界から、半導体関連業界への新分野参入 関信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 ＭＵＳＥ有限会社 9200002012155 特許取得の「目地溝の形成方法」を活用した外構工事の代理店展開 山田　直人

中部 岐阜県 岐阜市 ＪＥインターナショナル株式会社 9180001103073 ロールｔｏロール３次元外観検査装置の開発 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 岐阜市 福寿堂 既存居酒屋の強みを活かす和食の要素を取り入れた焼肉店事業 山田　直人

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社森建材 6200002004857 砂利採取場跡地での６次産業型観光農園カフェ及びデイキャンプ場の設立・運営計画 山田　直人

中部 岐阜県 各務原市 鳥羽工産株式会社 1200001007345 ファイバーレーザー加工設備導入による次世代自動車試作事業への新分野展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 下呂市 株式会社コムズ 4200001025947 レーザー加工機を使った新商品開発で強固な経営基盤づくり 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 関市 東海理研株式会社 3200001019405 食の流通イノベーションを実現するオーダリングサービス新規展開 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング

中部 岐阜県 高山市 株式会社太田商会 6200003003817 地元の観光資源を活かした地域にとって革新的な観光サービスとなるガイド事業 税理士法人ゆびすい

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社快フードプロジェクト 2200001033316 「癒食集」を具現化した岐阜ランドマーク施設で地域活性化を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 岐阜県 高山市 株式会社坂本 1200001024836 ステンレス・鉄材からアルミへ新規参入し製品種類の拡大と特許製品の改良 株式会社北陸銀行

中部 岐阜県 可児市 広見ガス株式会社 8200003002065 ＬＰガス会社が考える、災害にも備える次世代型住まいの提案 東濃信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 檜創建株式会社 4200001023851 新たなコミュニティを創造する看取り型シェアハウスの開設 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 揖斐郡大野町 株式会社田中屋ＦＯＯＤ　ＳＥＲＶＩＣＥ 1200001016511 「田中屋　マルシェ」創設　ＥＣ小売市場へ参入 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社大洋舎 7200002002744 岐阜県初！宿泊・介護施設に向けたセル方式リネンサプライサービスの展開 株式会社ダイワマネジメント

中部 岐阜県 中津川市 有限会社フラット 3200002023257 デジタル技術と低炭素技術を活用した外国人向けの賃貸事業への転換 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 郡上市 株式会社マツダクリエイト 2200001028332 再構築に向けた「中古キャンプ用品買取・販売、レンタル事業」の新展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 ＡＩＭＳ株式会社 5200001030582 リフォーム業×不動産売買仲介業による事業再構築 四ヶ所　十郎

中部 岐阜県 羽島市 不二商事株式会社 4200001011443 香りを纏う私だけのシャンプー＆コンディショナー事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 大野郡白川村 有限会社城山館 2200002026293 宿を起点としたニューツーリズム造成・ＤＸ化事業 小山　武仁

中部 岐阜県 中津川市 エスケーホーム リフォーム業で培った技術を活かしてコンテナハウス製造業へ転換 中津川商工会議所

中部 岐阜県 土岐市 有限会社妻木日陶産業 3200002021368 陶磁器産地ならではの資源を活かした、ボディケア用品開発への新分野展開 土岐商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 林金属工業株式会社 4200001004257 一貫加工を活かし新分野で金型・プレス加工受注獲得事業 関信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社トヨコー 2080101010566 レンタル事業開始のための建設分野で世界最高出力のレーザークリーニング装置開発 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社白岩モータース 8080002002789 軽自動車をキャンピングカー仕様やテレワーク仕様に改装 浅野　哲司

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社ゴールドライフ 4080001012743 寿司職人が創る　由比産桜えびコロッケ 静岡県中小企業団体中央会

関東 静岡県 榛原郡吉田町 Ｎ・ＧＲＯＵＰ 飲食ＦＣ事業への新分野展開による障がい者地域雇用の積極的創出 村越　誠也

関東 静岡県 賀茂郡東伊豆町 いちごらんど中西 いちご狩り農園が行うドッグラン事業への挑戦 原野　郁巳

関東 静岡県 富士市 望月加工紙株式会社 6080101009844 おうち時間応援「レシピ付き紙バンド」で販路拡大 税理士法人トップ

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社リュクスタイル 6080401018289 ＩＣＴ技術による学習機会を子どもたちに提供するための新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 駿東郡長泉町 株式会社ＩＳＬＥ 5080101017105 生花卸から花装飾や空間演出を絡めたフォトスタジオへの業種転換 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 袋井市 株式会社ＴＨＥ　ＢＬＵＥ　ＯＣＥＡＮ 7080401017876 「カフェ感覚。気軽に使える美容サロン」に地域密着の飲食店が挑戦 村越　誠也

関東 静岡県 袋井市 プラネットクライミング株式会社 9080401019276 クライミングホールド輸入販売業への進出 村越　誠也

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ＣＪ 6080001018870 ポストコロナ市場を開拓するボルダリング事業の新分野展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 熱海市 株式会社久遠 4080101012734 食べる時間と仕込む時間、そして焼く時間が自由自在なパンの業態転換事業 株式会社ネクシオ

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ふれあい 3080001020318 エステティックサロンにおけるメンズ脱毛サービスへの新事業展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社サンクチュアリ 4080002012610 ＩＴ制御した舞台装置のあるラウンジ形式・少人数制大衆演劇場の運営 静岡商工会議所

関東 静岡県 浜松市浜北区 エムアイ電機株式会社 7080401023148 「制御盤設計技術」を活かし「医薬品製造装置の検査・校正」分野へ進出 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士市 有限会社ふるいや旅館 7080102014834 ヴィーガン（肉・魚・卵・乳製品などの動物性食品を食べない人）向けシャーベットの開発と製造 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 浜松市東区 ファミリーヘアサロン　ギュネシ 美容×エステで憩いの場を提供！トータルビューティーサロンへの転換 浜松商工会議所

関東 静岡県 熱海市 有限会社大松商店 2080102018105 豆腐屋の技術を活かしたスイーツ事業参入で全国展開！！ 熱海商工会議所

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社城山製作所 4080001011844 安全性とデザイン性を両立する天井壁パネル開発による新分野展開 株式会社ピースマネジメント

関東 静岡県 菊川市 有限会社開利 5080402018363 ベトナム料理・食品のテイクアウト販売、デリバリー販売への転換 山脇保生

関東 静岡県 三島市 ふたつめ三島 店内飲食事業から唐揚げ事業（持ち帰り飲食）への新分野展開による事業再構築 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 三島市 ペンション飛遊人 富士山を望むペンションによるジビエフルコースＢＢＱ施設の提供 山梨県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 焼肉芳龍 焼肉屋から精肉とお弁当販売への新分野転換 清水　進矢

関東 静岡県 浜松市東区 氏原株式会社 8080401000641 新商品ブランドを立ち上げ、オンラインでの小売業に転換 山脇保生

関東 静岡県 浜松市北区 原田精機株式会社 7080401013066 宇宙開発を促進する超小型衛星システムの商業化のための事業再構築計画 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 ヨツメグサ 遠赤外線サウナ導入によるセルフリラクセーションサービスへの転換 静岡商工会議所
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関東 静岡県 静岡市駿河区 ふくがうち合同会社 5080003002287 次亜塩素酸水対応加湿器による感染症対策を徹底した児童発達事業所の開所計画 静清信用金庫

関東 静岡県 熱海市 有限会社アカオ商店 4080102017971 創業５０年老舗チーズケーキのブランド化で新名物スイーツを開発 三島信用金庫

関東 静岡県 焼津市 ＥＢＯＳＨＩ 遊休不動産を活用し、既存飲食事業とのシナジーが期待できる３つの新事業を開始 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社ウィットラボ 5080402013793 工程毎リアルタイム測定による技術コンサルへの転換 税理士法人ヤマダ会計

関東 静岡県 伊豆市 塩谷吉栄 輸出向けわさび加工品の生産・販売 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 伊豆の国市 フルヤ商事合同会社 1080103001903 ドライブスルー可能な電子システムを導入したテイクアウト事業再構築計画 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 ＪＧＡ株式会社 3080001012612 ＳＮＳを活用したアクティビティ紹介サイトで観光客獲得に貢献 株式会社アクセルパートナーズ

関東 静岡県 藤枝市 有限会社岡むら 5080002018318 老舗居酒屋の焼肉店転換による従業員事業承継・百年企業への取組 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社ジェスＴＷ 1080001010576 中古住宅のリノベーションハウス事業 戸越　裕介

関東 静岡県 静岡市葵区 合同会社Ｋｅｔｎｏｉ 7080003002327 売上のＶ字回復を狙うテイクアウト専門店への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社ＬａＬａカレージャパン 7080401018593 ＨＡＣＣＰ対応による長賞味期限チルドカレーの製造事業 アアル株式会社

関東 静岡県 熱海市 株式会社シーサイドクラブ 8080101013992 セントラルキッチン構築により地元食材を使ったお弁当事業を新展開 景山　洋介

関東 静岡県 磐田市 マルデン伊藤農園 自家栽培の果実を使用したテイクアウト商品の開発による新分野展開 清水　進矢

関東 静岡県 富士宮市 有限会社ワラシナ自動車サービス 6080102017482 高機能デジタルフィットネス機器を使った地域の健康サポートサービス 富士宮商工会議所

関東 静岡県 浜松市南区 ＡＣＥ個別指導塾 学習塾による待機児童向けホームワーククラブの新分野展開 浜松商工会議所

関東 静岡県 御殿場市 株式会社ウエストノイカンパニー 3080101016463 共働き＆シングル家庭全面支援　英語放課後児童クラブの設立 石渡　清和

関東 静岡県 静岡市清水区 清水冷凍株式会社 6080001008203 冷凍食品のオリジナル製品開発と自社ＥＣサイト『ＴＯＲＩＣＨ』による新市場開拓 株式会社清水銀行

関東 静岡県 富士宮市 行政書士あかつき法務事務所 士業による士業のための創業支援事業 富士宮商工会議所

関東 静岡県 袋井市 味の吉 寿司・うなぎメインの和食飲食店からテイクアウト専門ジェラート販売部門の開設 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社串の木グループ 4080401014067 飲食店から浜松市を拠点とする教育事業参入 浜松商工会議所

関東 静岡県 伊東市 有限会社ハッピー 6080102020602 ウィズコロナ時代に対応したオンライン体験学習サービスで売上のＶ字回復を図る 株式会社ＴＲＥＥ

関東 静岡県 島田市 ＺＥＲＯ デジタルサイネージによる広告業への進出 村松　昭宏

関東 静岡県 三島市 有限会社ダイエー物産 2080102010747 地域密着型のオンライン求人媒体の構築とその運営 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

関東 静岡県 静岡市駿河区 訪問マッサージはづき 訪問鍼灸診療から女性専門の美容鍼灸治療院開設による業態転換 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 うなぎいも協同組合 1080405006534 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへの転換による「うなぎいも」及び浜松市のＰＲ 遠州信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社就職情報センター 1080001002103 防音スタジオ構築による静岡県に特化した就職活動支援イベントのオンライン化 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 熱海市 株式会社リアライズ・コーポレーション 1080101015616 ポストコロナ時代に対応した伊豆地域不動産業の展開 Ｃｒｕｘ税理士法人

関東 静岡県 島田市 キネティックデザイン 非接触で２４時間営業　無人店舗でのリユースアパレル販売 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社ＩＣＥＥ　ＩＣＥ 8080401020697 持ち帰り専門飲食店の新規出店、及びそこを拠点としたキッチンカーの運営 袴田　淳

関東 静岡県 下田市 株式会社ＳｅａＷｏｏｄ 6120001154744 シルバージュエリーのデジタルＤ２Ｃブランド事業への事業転換 井上大輔

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社長谷 9080001004216 「滞在型・無人非対面型ホテル」運営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 熱海市 中華点心天天 多店舗展開を目指して　中華料理店から中華ファストフード店への移行 熱海商工会議所

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社スリーエム 9080402016974 料理人を派遣する事業から自社店舗運営への新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 ＢＵＩＣＨＩ 本格和食料理屋の素材の味を最大限に引き出し、異業種と連携したカレー専門店への転換 静岡商工会議所

関東 静岡県 熱海市 水谷カメラ店 撮影業と旅行業のハイブリッドによる、個人旅行客に向けた新事業展開 熱海商工会議所

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社青島グレース日本 7080401019749 若者層向け新ジャンル寝具のネット販売力強化による事業の再構築 静岡県中小企業団体中央会

関東 静岡県 浜松市中区 エイチワイ産業株式会社 7120001139521 ベトナム料理を手軽に利用するための注文システム構築と店舗改装 遠州信用金庫

関東 静岡県 焼津市 株式会社マーベラス 2080001017793 緑茶タブレットを活用したホテル業界の高付加価値化 静清信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社静新電設 7080001020272 人財を活かした「変圧器内の絶縁油交換業務」の事業化 鷹匠税理士法人

関東 静岡県 富士市 納得住宅工房株式会社 8080101010057 不動産事業への進出と空き家大型リノベーションへの挑戦 原野　郁巳

関東 静岡県 浜松市天竜区 有限会社間渕溶接 2080402015594 新たな生産体制で新分野である「建機業界」へ進出 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 賀茂郡東伊豆町 株式会社ニュー熱川プリンスホテル 6080101014679 宿泊客と住民が館内で学びながら交流できるカルチャー事業「ミジカル」の運営 三島信用金庫

関東 静岡県 伊豆の国市 天 アフターコロナ時代に適合したクッキングスクール開設による事業再構築 西村伸郎

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社アキュー 9180001002481 ゲームセンター専業店が新たな遊べるクレープ店に挑戦！ 浜松商工会議所

関東 静岡県 富士宮市 有限会社土橋電気 8080102017654 シーケンス制御技術の実務教育事業 一般社団法人日本経営パートナーズ

関東 静岡県 熱海市 株式会社釜鶴 3080101012974 新たな観光体験を提供する「温泉１１号」リブランドプロジェクト 熱海商工会議所

関東 静岡県 沼津市 東海ウエルド株式会社 3080101007454 モノづくりの技術を生かし新たに組立を取り入れ販路拡大を目指す。 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 藤枝市 株式会社萬惣 1080001017613 地域連携を通じた介護施設給食事業への参入 藤枝商工会議所

関東 静岡県 沼津市 有限会社はごろも 5080102002873 ダイビングをより安全・快適に！減圧症を防ぐナイトロックスの製造へ進出 沼津信用金庫

関東 静岡県 磐田市 有限会社大井製作所 3080402021162 高難易度ハイテン材のプレス成形加工体制構築による次世代自動車分野等への進出 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 磐田市 有限会社ファインテクニカ 3080402021303 リバースエンジニアリングによる新たな試作品生産体制の確立 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社弁天島山本亭 5080401006294 日本料理店が作る浜名湖名産スッポンを具材とした浜松餃子の製造販売 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社ＮＨアグリ 6080401019080 当地の隠れた名産品「遠州落花生」の復活を目指しての事業展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 沼津市 有限会社アスカ研磨工業 9080102000122 新分野進出による新たな企業価値創生 三島信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社シングウ技研 2080101007042 ワイヤ放電加工技術の獲得と当社加工技術の強みを活かした半導体系精密部品加工対応 シェアビジョン株式会社

関東 静岡県 袋井市 株式会社共立電機製作所 1020001082687 水素ステーション向け部品市場への切削加工事業の再構築 株式会社横浜銀行

関東 静岡県 駿東郡長泉町 日商産業株式会社 8080101006039 プラスチック製品「組立」分野への参入について 沼津信用金庫

関東 静岡県 田方郡函南町 有限会社福祉サービス栄 3080102012189 軽度要介護者の機能訓練を行うリハビリ特化型デイサービスの展開 三島信用金庫
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関東 静岡県 浜松市東区 株式会社エスエヌティーアール 1080401019754 高品質カーコーティング事業への新規参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 株式会社ヤマシタ 8080001014380 外食産業依存からの脱却と、新商品開発による個人向け販売強化事業 株式会社ケレス

関東 静岡県 牧之原市 株式会社ハチマル 8080001013705 厳選材料に奇跡の酵母を加えた木桶天然醸造醤油【希望の光】の商品化 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士宮市 株式会社池田油店 1080101011243 次世代自動車の普及による、車両の長期保有に向けた新事業展開 富士信用金庫

関東 静岡県 三島市 伊豆技研工業株式会社 3080101005342 ロボット・ＡＩ技術活用による高密度化・高品質化が求められる次世代自動車産業への進出 三島信用金庫

関東 静岡県 駿東郡長泉町 有限会社金子精機製作所 7080102000909 サブミクロン研削技術での業態転換！ナノ加工工作機市場への挑戦 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 下田市 丸吉水産商事株式会社 7080101014570 専用フロアを設けた滞在型ワーケーションサービスの提供 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社富士の国渡邉農園 3080101021513 自社製造の「浅漬け胡瓜」と「茹で落花生」の開発と農産物直売所の販売強化 清水　進矢

関東 静岡県 藤枝市 株式会社ビーエスエム 8080001017160 次世代自動車に対応する整備環境の構築 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 株式会社ナツヤマ 8080401016373 既存の不織布とは性能の異なる製品の量産への取り組み 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 駿東郡長泉町 株式会社カワセ 1080101005476 地球温暖化を抑制する中小水力発電機向けカバーの生産体制構築 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 天仁株式会社 3080001020037 地域の福祉事業の充実を目指した入浴特化型デイサービスの新事業展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 佐藤ライトモールド株式会社 7080001000472 高度な自動車用金型製造技術の応用による企業再編の強みを活かした新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士市 東伸紙工株式会社 8080101009140 印刷技術を応用したプラスチックの紙代替および広告需要に対応した新たな印刷需要市場への参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 牧之原市 株式会社カーメイト松下 6080001014151 自社で整備・再生するレッカー車輛再生製造販売の取組み 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 儀三丸造船所 休閑地を活用した造船業からマリーナ事業への業種転換 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 熱海市 有限会社ノイエピナコテーク 1080102018931 箱根の森を活かしたドームテント型商業店舗の構築と地域活性化 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士宮市 株式会社富士総合設備 5080101011751 最新設備と現有ノウハウの融合！産業用ロボット部品の受注獲得事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 駿広産業株式会社 9080101008777 民間建設向けコンクリート製品の内製化と新たな販路開拓 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 裾野市 ペンションふんわりこん 新たな生活様式に対応したビジネス顧客の獲得に向けた宿泊サービスの転換 株式会社清水銀行

関東 静岡県 磐田市 ナックフィーディング株式会社 9080401015944 画像認識を用いた新たな微細部品の自動選別機の製造を通じた半導体・ロボット分野に対応した新分野展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 小島歯車工業株式会社 8080001001494 成長産業の新市場に対応した新たな試作開発段階でのオーダーメイド製品の提供 株式会社清水銀行

関東 静岡県 富士宮市 Ａｙａｍｉ建築工房 空間デザイン心理学に基づいた、新たなワーケーション施設の展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 有限会社晃永製作所 5080102001198 公共性の高い防災インフラ設備に対応した新たなスマートポールの製造 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社覚堂 5080401011195 建設重機解体用アタッチメントのレンタル事業参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社半田工業所 2080101009311 公共インフラに対応した鉄骨工事技術の応用による新たな技術伝承サービスおよび建物付随製品製造サービスの参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 富士市 梅沢鋳工株式会社 4080101008204 産業用ロボット向け鋳物製品の生産プロセス再構築と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 浜松市中区 有限会社グーこぎく 3080402002526 ドライブスルー・イートイン方式によるおこわと和生菓子等の販売 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社タイシン 1080101010385 最新設備と現有ノウハウの融合！高精度大型半導体部品の受注獲得事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 裾野市 有限会社スギタ 4080102004350 キャッシュレス・ランドリーによる新しい日常への対応　ラーメン付きＩＴランドリー 小野　翻陽人

関東 静岡県 浜松市南区 有限会社ベアー工業 8080402007165 超低歪み成形を実現する高精度金型開発による新分野での売上拡大 株式会社市岡経営支援事務所

関東 静岡県 下田市 伊豆海鮮瀧 アプリで注文　チョイスできる学校給食弁当 下田商工会議所

関東 静岡県 富士市 エフピー化成工業株式会社 2080101019327 植物由来の次世代素材「セルロースファイバー複合樹脂（グリーンチップ®ＣＭＦ）」生産体制構築事業 株式会社ジャストコンサルティング

関東 静岡県 富士宮市 株式会社関東精工 8080101011377 精密板金加工技術を活用した、電車床下用機器収納箱等の交通インフラ部門への新たな進出 尾関　俊寿

関東 静岡県 浜松市東区 キタガワ工業株式会社 9080401012792 ステンレス加工専用の新設工場による食品加工機械・医療機械製造への新分野展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 榛原郡川根本町 合同会社Ｒｉｖｅｒ　ｒｏｏｔｓ　ｒｅｓｅａｒｃｈ＆Ｌａｂ 1080003001680 キャンプ場内での飲食店の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市浜北区 花の舞酒造株式会社 2080401010282 酒蔵見学と浜松の食材を使った飲食業とを組み合わせた新たな観光事業の創出 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社協和製作所 4080101000490 超高真空チャンバー製造による真空機器製造業界への新規参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市南区 遠州工業株式会社 7080401011706 次世代自動車向け高品質な無酸化熱処理技術の構築 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 掛川市 株式会社ウッドベル工業 3080402018968 現場ノウハウを活用した溶接事業の新規展開と域内経済の活性化 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 藤枝市 株式会社サンパーツ 9080001017011 高精細レーザー加工技術の確立による軽量高強度素材加工への挑戦 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 袋井市 株式会社ココチ・ヒロオカ 5080402021739 無垢材家具に特化した加工製造直販事業によりココチブランドの強化 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 沼津市 Ａｌｌｉｅｄ　Ｃａｒｂｏｎ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ株式会社 8011101060684 天然系界面活性剤の受託製造サービス構築と低環境負荷商品の開発 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士宮市 有限会社石川商事 1080102016431 新たな機能を有した加工機導入による紙製品加工新分野への展開 藤原　日士人

関東 静岡県 磐田市 有限会社ホソヤ 1080402020686 磨いてきた切削技術と修行で得た金型製作技術を活かし、金型製造業への進出 遠州信用金庫

関東 静岡県 下田市 横川温泉株式会社 6030001120549 源泉供給業から、ウィズコロナに適合した完全個室貸切温泉への転換 株式会社シャイン総研

関東 静岡県 裾野市 みつつき株式会社 7080101017714 地産地消「無添加パッケージスープ」等のインターネット販売計画 株式会社エフアンドエム

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社梅薫楼 9080002004578 レンタル商業施設を核とするガーデンマルシェ日本平香る丘の開発 静岡商工会議所

関東 静岡県 賀茂郡河津町 株式会社ＺｅｎＶｅｎｔｕｒｅｓ 9080101014965 貸切風呂と個室休憩室がある日帰り温泉施設のレンタルスペース事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市浜北区 株式会社アイベス・コーポレーション 3080401010050 グローバル教育推進を実現する、国内小・中・高生対象の各種オンライン教育プログラムの構築 株式会社シンカ

関東 静岡県 富士市 株式会社伊藤電気 8080101021517 脱炭素社会実現に寄与するバイオマス発電機向けタービン架台製造による業種転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 三島市 有限会社飯田ピアノ 9080102012373 独自のピアノ調律技術を応用した据え置き音響機器のトータルコーディネートサービスの展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社アイワ茶業 9080001000108 インバウンド市場に向けた独立型施設化と地域資源の観光活用事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社アイアイダイニングス 8080101015931 お家時間を楽しく！酒と食を届ける。 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 賀茂郡河津町 相沢荘 貴重な資源である”伊豆石”の蔵を活かしたレンタルビレッジ事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 袋井市 株式会社小羽皮革 4080401017177 保管付布団クリーニング及び保管商品管理のデジタル化 株式会社清水銀行

関東 静岡県 三島市 有限会社エイチエムクラフト 7080102012193 ロボットを含むシステム構築のワンストップ対応を可能とする事業再構築 三島信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社アイ・ブロード 4080101010440 ＥＶシフトに対応した新たな技術者養成と設計業務の自社事業化に向けた新分野展開 株式会社清水銀行
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関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社本目浅吉商店 8080001004753 国産紅茶の仕上げ加工製造、商品化、国内外への販売 静清信用金庫

関東 静岡県 焼津市 株式会社久保山工業 3080001020994 デザイン性豊かな養生シート制作による新たな足場広告の提案事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社ベイシン 6080101000605 適正な金型管理に基づいた金型長期保管サービスの事業化 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社魚秀 4080401006262 新ジャンルの練り製品の開発及びクックチル調理方式等に対応し、事業再構築を図る 遠州信用金庫

関東 静岡県 富士市 有限会社京昌園 6080102013820 「熟成肉」メインの通販事業によるＷｉｔｈ／Ａｆｔｅｒコロナに対応したビジネスモデル確立 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 賀茂郡西伊豆町 株式会社大村商会 5080101014837 ＶＲショールームを活用した住宅設備機器及び新規商品商談システムの構築 丸山　悠由

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社中村米作商店 9080001008828 健康・癒しをコンセプトにした、リラクゼーションサロン併設の健康ドリンクテイクアウト事業の実施 静岡商工会議所

関東 静岡県 下田市 タビタビジャパン 地域を盛り上げる菓子製造とアプリで繋がるシェアキッチン事業 下田商工会議所

関東 静岡県 焼津市 エスエーエンタープライズ 安心・楽しい新時代カーライフをサポートする自動車整備事業に転換 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社大羽 1080401001027 ２４時間パンを届ける！ニューノーマル時代の次世代型パン屋さん革命 株式会社名古屋銀行

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社日下農園 7080401022249 自社製造のドライフルーツ開発とインターネット販売の強化 静岡県信用農業協同組合連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社カクニ茶藤 3080001011572 飲料原料用仕上茶の専用ライン新設による新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市浜北区 株式会社ａｍｏ 7080401024063 「治療×予防」地域の健康作りを支える整骨院が行うフィットネスジム事業 アリアス税理士法人

関東 静岡県 御殿場市 株式会社勝亦商店 7080101004010 包装資材取扱いによる新たな視点からの営業活動事業計画 水口　克巳

関東 静岡県 磐田市 遠州熱研有限会社 8080402019425 熱処理歪（ひずみ）の補正技術を生かし先端分野への新展開 遠州信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 ガレージ　グロリアス エーミング事業の開始と新規顧客開拓 天野　敏彦

関東 静岡県 伊東市 株式会社ＮＥＸＩＴ 3080101013923 建機レンタルから伊豆（伊東）ワーケーション＆ブレジャーへ 税理士法人横浜総合事務所

関東 静岡県 沼津市 株式会社カワグチ鉄工 2080101007760 最新デジタル技術による溶接ロボット他を導入しＨグレードの市場に新規参入 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 沼津市 株式会社ビーライン 8080101003779 カフェ遊休スペースを活用したトリミングサロンの新規事業展開 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 Ｇｒａｍｏｄｅ 広告デザイナーが居住空間を演出するリノベーション事業 漆間　聡子

関東 静岡県 三島市 株式会社サトウ 7080101005628 同時５面加工機導入による振動試験装置用カスタム治具製作への業態転換 三島信用金庫

関東 静岡県 湖西市 株式会社ナカジマ 8080402009401 機械工具卸売業者による児童発達支援事業所の運営 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市浜北区 有限会社坪井商事 9080402022436 運送事業依存からの脱却と、新たな倉庫事業への新分野展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 伊豆市 有限会社ウェスト・クリエイティブ社 3080102008848 高級旅館からグランピング＆貸別荘複合アウトドアリゾートへの新展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 駿東郡清水町 株式会社ＢＲＩＣＳ 8080101016517 ものづくり技術向上に資するエキスパート即戦力人材の育成を図る実践型の職業訓練サービス提供 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社篠原印刷所 7080001002048 後糊圧着加工新技術とオンラインダイレクト入稿で大手系列へ進出 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 熱海市 かね哲水産株式会社 1080101014139 水産分野における新たな鮮魚養殖の事業化（養殖魚の生産とブランド化） 仲田　剛

関東 静岡県 富士市 有限会社雨森新聞舗 9080102013256 高齢者をターゲットにした会員制「オフラインサロン」の提供 富士商工会議所

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社伊藤油圧 1080002009213 高性能複合加工機の導入による精密医療関連部品の製作に挑戦する新分野展開 尾関　俊寿

関東 静岡県 藤枝市 株式会社沖友 5080001016537 セルロースナノファイバー（ＣＮＦ）濃縮品の製造・販売による事業再構築 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 駿東郡小山町 Ｓクラフトシステム有限会社 1080102007851 高精度３Ⅾレーザー技術導入による板金加工の高度化・自動化計画 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 沼津市 勝亦精密工業株式会社 6080101000415 クランクシャフト専門メーカーへの飛躍と下請けからの脱却 三島信用金庫

関東 静岡県 島田市 株式会社村岡商会 6080001013319 プラスチック製品の射出成形加工事業への新規参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 島田市 株式会社大川金属工業 9080001013365 「医療向け電動チェアのフレーム製作」への新分野展開の取組み 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社エクセルジャパン 1080101007092 「ＳＤＧＳ」を意識した廃プラスチックのリサイクル事業の取組み 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社アーサー 7080401000056 「在庫を持たないショップ」という新たなビジネスモデルの創出とSDGsへの取組 税理士法人ＢＥＴＴ

関東 静岡県 袋井市 株式会社和いち 8080401023048 次世代農業を体感できる複合観光施設 杉山　将太

関東 静岡県 藤枝市 はれ晴れ建設株式会社 1080001020154 お庭でステイホームを楽しめる自社独自設計ガーデン施工販売 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社東海汽缶 9080001008737 地域活性化を目的としたＳＬ動態保存とＳＬボイラー新造の実現 あさひコンサルティング株式会社

関東 静岡県 静岡市清水区 望月鉄工所 美容と健康両面の効果を持つ米ぬか酵素風呂サロンの運営 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市中区 ヤワラマキナス有限会社 5080402021111 自動車部品製造における金型製造業からゴム製品製造への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社創造舎 9080001011055 伝統工芸体験施設運営会社による駿府の伝統と文化に触れられる宿泊施設の開業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 伊東市 株式会社天城の森工房 1080101020095 伊東（天城高原）型「脱炭素木質バイオマス産業」の確立 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社ＣＲＥＡ　ＦＡＲＭふじのくに 8080001020040 「食と農のツーリズム」による交流促進を目指す農園カフェ等の運営 玉置　久倫

関東 静岡県 島田市 特定非営利活動法人クロスメディアしまだ 7080005006169 ゲストハウス事業をハブ拠点とした関係人口増加への取り組み 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 佐藤精工株式会社 7080001001743 次世代自動車向けランプの金型製造による新たな事業領域の創出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 駿東郡小山町 日本祥栄株式会社 1011201015900 富士山麓のホテルとの相乗効果を生み出すグランピングへの新分野展開 萩口　義治

関東 静岡県 浜松市浜北区 千曲精密工業株式会社 6080401010254 次世代自動車向けクリープレス軸受外輪の加工開発～量産　その後他業界に進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市北区 愛管株式会社 5080401000033 ３Ｄスキャナーを用いた現地調査代行および３次元図面作製サービスの構築 株式会社清水銀行

関東 静岡県 富士宮市 株式会社ウッドマスター 9080101019659 エアストリームキャンプ場及びエアストリームの輸入販売業への転換事業 富士宮商工会議所

関東 静岡県 掛川市 有限会社小原建装 4080402018042 事業所等の神棚に供える榊の定期販売事業による新事業展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社ＺＡＩＴＥＱ 6080101018300 こどもから大人まで～「夢をかなえる」キャリアスクール事業 島岡　裕也

関東 静岡県 三島市 有限会社大原工業所 2080102009780 再生可能エネルギー発電設備に必須となるスペーサー製造による事業転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 磐田市 大弥精機株式会社 7080401016151 リユースにより脱炭素社会に貢献する工作機械用スピンドル修理事業の展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社オレンジハウス 3080001000963 二拠点ライフスタイルを実現できる戸建住宅の賃貸事業への進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 佐政水産株式会社 5080101000663 深海ＶＲアトラクション スルガ銀行株式会社

関東 静岡県 磐田市 有限会社門鈴建設 9080402020704 郊外型ペット共生建築モデルハウスを兼ねたドッグランおよびカフェ事業の展開 株式会社フロウシンク

関東 静岡県 榛原郡吉田町 横井農園 乳製品製造業への業種転換による事業再構築と地方創生への取組み 島田掛川信用金庫
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関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社葉桐 9080001004208 有機栽培ウーロン茶の新規製造と国内外への販売 有限会社アイ・リンク・コンサルタント

関東 静岡県 富士市 株式会社佐野組 7080101008614 富士市内で唯一富裕層特化の高級個別パーソナルジムへの進出 富士信用金庫

関東 静岡県 袋井市 丸益産業株式会社 2080401017328 ＩＣＴ対応解体機導入による低炭素解体工事業への進出 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 焼津市 株式会社かしはる 6080001014762 「できたてお菓子」と「憩いの場」・菓子屋がつくる新しいコミュニティ 焼津商工会議所

関東 静岡県 静岡市葵区 北極しろくま堂有限会社 3080002012132 子育て支援・母親活躍の促進を図る為の体験＆交流支援事業の運用 静岡商工会議所

関東 静岡県 富士宮市 富士大洋株式会社 1080101011763 マイクロフルートによるＳＤＧｓを意識した１００％リサイクル可能な段ボール容器の提案製造販売 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市浜北区 イノベーティブ・デザイン＆テクノロジー株式会社 1080401010928 業務用電解除菌水生成装置の製造事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社ウエストトラスト・ライフサポート 5080101016866 多機能レンタルスペース付きデイサービス事業への新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 磐田市 株式会社スカイ 9080401016595 構造躯体製造の強みを活かしたパネル製造事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士宮市 株式会社ふじさん企画 2080101018832 事業継続への第一歩を踏み出し、成長軌道に乗るチャンスを掴む！ 武田　侑也

関東 静岡県 富士市 ヨネヤマサービス有限会社 3080102015860 フットサル上の運営 富士信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社とらや 1080001008793 オン・オフライン融合による顧客体験の最大化を実現する新たな小売事業の構築 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 株式会社ウエスト１ 7180001064581 価格競争を回避するサウナ新設と、高齢ドライバーの雇用延長先の確保 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 三島市 株式会社協立 3080101000491 中小企業連合で挑む、クーラーボックス国内生産ＯＥＭプロジェクト 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社ユーエス 4080401005636 精密板金加工技術を活かした医療機器向け板金パーツ製造による事業再構築 静岡県中小企業団体中央会

関東 静岡県 静岡市清水区 丸長鍍金株式会社 2080001009139 意匠性の高い新たなめっき処理技術導入による住宅業界向けの新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 藤枝市 共和成産株式会社 2080001016374 ＲＦＩＤを活用した内装パネルの事業化 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 藤枝市 株式会社エンドウ技研 8080001017210 大型金型の修理改造サービス展開による事業再構築への取組み 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 伊東市 株式会社伊豆シャボテン公園 2080101013668 「伊豆に来なくても楽しめる」　創業６０年老舗動物園～動物ふれあうことで癒しという新たなサービスを提供する～ 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 伊豆市 有限会社長倉書店 6080102008507 伊豆の歴史・文学・自然を発信するブックカフェと泊まれる書店事業への展開 三島信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社マクス 8080101009677 住宅用サウナの啓蒙販売による健康住宅の促進と地域経済の活性化 株式会社清水銀行

関東 静岡県 掛川市 チャンス株式会社 7080402018163 コロナ禍を乗り切るための歯のセルフホワイトニング事業への展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社マルモ森商店 1080001005031 茶業界のＤＸ推進を図るプラットフォームシステムのベース開発 静岡商工会議所

関東 静岡県 袋井市 株式会社アート総合設計 1080401017824 水陸両用グリーンレーザードローン活用による新規顧客開拓 村越　誠也

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社さんわ 4080001021505 お茶職人の焙煎・選別技術を応用したナッツ製造販売「緑茶」×「ナッツ」フードシナジー創出 静岡商工会議所

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社ルート 6080001009416 地域の顧客のために全力！販売会社がキャンピングカー製造に挑戦 大原　健佑

関東 静岡県 熱海市 株式会社ユトリエ 1010501043719 これからの時代に即したワーケーション合宿施設と、地域に根ざした喫茶店の運用。 畑下　典昭

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社ゴールドクラブ 6080401021391 自社生産の野菜を使用した粉砕加工商品開発による新たな販路開拓事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 袋井市 株式会社イクト 8080401019038 太陽光施設建設における一貫対応の大規模化と測量データの活用事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 焼津市 岸萬塗装株式会社 5080001014788 溶剤塗装からＳＤＧｓに配慮した粉体塗装への思い切った業態転換 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 賀茂郡河津町 株式会社天城カントリー工房 5080101014754 災害時も使えるオフグリッド型トレーラーハウスで体験する「河津まるごとグランピングパーク」事業 石渡　清和

関東 静岡県 御殿場市 株式会社ノースゲイト 7080101018019 労働者派遣業から教育業（フリースクール・個別指導塾の開設、教材及び指導法のパッケージ販売とコンサル）の実施 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社創源社 1080001012746 建築の内外装施工やデザインの知見を活かしたコンテナハウス販売事業への進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 有限会社インターフェイス 2080102013320 設計業からコンテナ型シェアハウスの設計・施工・運営への進出！ 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 静岡県 静岡市葵区 大五通商株式会社 9080001003077 地域資源を活用した体と心と環境にやさしい植物ミートの製造・販売展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社大和工機 3080001003173 災害に強いショールーム兼オープンカフェスペースの活用をしたリノベーション事業への取り組み 静清信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社浮月 6080001004540 日本庭園に新たな付加価値を与える花屋事業 中村　光太

関東 静岡県 沼津市 株式会社みらい建築工房 1080101020145 短工期で設置可能な建築用コンテナで構成される住宅の設計施工事業 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社大野木荘 2080001017678 個人のお客様の声に最大限に応える高満足度旅館へのＲｅブランディング しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社入河屋 7080401010674 オーガニックをコンセプトに地域の魅力を集めた衣食住空間の創出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 有限会社ハギワラ 4080102014696 一般から職人まで自由に使えるＤＩＹコミュニティスペースの開設 富士商工会議所

関東 静岡県 静岡市葵区 静活株式会社 2080001001987 ホログラムシアターを併設した複合エンターテイメント施設運営 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社マリン・スポーツ・オフィス 7080101009760 地域密着型未利用資源「うずわ」の冷凍食品化及び全国展開 小黒　耕太郎

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社小林ダイヤ 2080401005919 ＥＶ・ＨＶ車をターゲットとした自動車産業分野への参入 東京中小企業投資育成株式会社

関東 静岡県 富士宮市 有限会社佐藤商会 7080102017597 電気自動車（ＥＶ）総合ステーションの設立 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 島田市 島田テクノロジー株式会社 9080001014553 高速スピンエッチング・乾燥による「レアメタルリサイクル装置」の開発 株式会社静岡銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＣＵＲＵＣＵＲＵ 7180001068582 スポーツファッションＥＣに特化したマーケットプラットフォーム展開事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社三明工作所 4180001024373 自動車部品製造から半導体製造装置用部品製造への新分野展開戦略 山中　勝彦

中部 愛知県 日進市 有限会社三嶋商事 3180002062423 〝販売〟から〝製造〟への大転換！「業界初のマイクロ３ダイス転造盤」の開発 坪井　亮

中部 愛知県 高浜市 Ｃａｆｅ　Ｇａｒｄｅｎ　Ｐｏｔ 「地元フルーツ使用シフォンケーキドライブスルーＰｏｔ」新事業計画 株式会社森田経営

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社Ｓｕｎ　Ｆｒｉｅｎｄ 2180001088957 ウィズ＆アフターコロナに適応し成長し続けるリフォーム事業で再構築 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 名古屋市東区 エーオーシー　ル　モノポール リユース食品の「汁なし担々麺」開発における環境啓蒙事業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社清心社 5180001037341 テイクアウト・ＥＣ市場への高級クレープ新規販売による新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊川市 酒菜膳 飲食店が「だし」で内食をサポート！椎茸粉末の六次産業化事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 海部郡大治町 株式会社プランシャン 5180001098185 高機能・低価格な「らくちんおしゃれ」介護服（患者着）をＥＣで販売する 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社エブリシング 7180001101756 スマホ中古市場端末への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ブラッカー 1180001132451 多様化する脱毛に対応。子供や高齢者も安全に施術可能な脱毛サロン運営 松山　亮樹

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社油屋 6180001024660 フードロス防止にもつながる！小袋包装加工への挑戦 株式会社愛知銀行
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中部 愛知県 一宮市 マルハチ工業株式会社 6180001084622 自動車部品専門商社から福祉関連商品企画・販売企業への転換 尾西信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社アース・トラベル 3180001073578 旅行業からの転換、コロナ禍に対応した非接触型ラーメン店の開業 春日井商工会議所

中部 愛知県 知多市 竹新製菓株式会社 2180001094724 お米の総合加工食品メーカーとして、米を原料としたヌードルを製造販売する。 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社やぶやグループ 9180001059101 水産加工品販売における新分野展開及び売上の獲得 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社コレクト 9180001103973 小規模飲食店向けＯＥＭセントラルキッチンによる新しい生活様式推進事業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市西区 Ｒｅｐｒｏｄｅｓｉｇｎ株式会社 5180001137678 ＷＥＢメディア・冊子発行・イベントスペース設置で那古野の魅力向上 權田　成悟

中部 愛知県 江南市 株式会社エヌイーティ 7180001102770 ３Ｄプリンタを活用した試作品製造業への参入と小学生向け教育商品の開発事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊橋市 有限会社エスバイエス 1180302012550 建築内装・エステサロン事業者がハイブランドコスメ小売事業で既存事業の強みを磨く！ 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ＨＡＺＩＭＥ 3180001121361 自社の製造技術を強みとした製麺等の製造卸売事業への参入 株式会社エベレストコンサルティング

中部 愛知県 春日井市 フロンティアマネジメント株式会社 2180001089105 既存飲食店との相乗効果を活かした菓子製造事業計画 東濃信用金庫

中部 愛知県 豊川市 まちの洋食屋さんキッチンいまい ランチに絞った専門店化とキッチントレーラーを活用した移動販売機能の追加 豊橋信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社木下一二商店 2180301023110 ドローンによる獣害被害防御ネット配送サービス事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社ウェルテック 2180301026162 最先端のハイブリッド高周波ウェルダーを導入し、既存事業、新規事業で新たな商品に挑戦をすることで高収益企業へ転身する 西尾信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社ゆたかサービス 9180301024639 遊休資源となっている空きスペースを活用したレンタルスペース事業の展開 豊川商工会議所

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社プライムサービス 4180001090259 接触機会を抑えるセルフ型店舗へ、提供方法の変更による業態転換 有限会社えんがわ

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ドリームボックスジャパン 7180001058328 コロナ禍で高まる駄菓子の大人買い需要にオンライン販売で応える 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 マルキチ商事有限会社 9180302009861 ボードゲームをもっと楽しく快適に！関連グッズ製造販売 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社かまくら屋 4180001139857 シニア・シルバー世代の憩いの場「健康麻雀サロン」の新規出店 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 一宮市 有限会社浦山工業 1180002078710 オンデマンドデザイン印刷建材生産とＤＩＹ工房でのデザイン建材加工 水野　正勝

中部 愛知県 一宮市 横山ワッシャー株式会社 6180001084465 保育園開園のための環境整備と保育園のＤＸ化計画 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社くすむら 8180001016524 豆腐事業者が、ファストフード形式「菜飯田楽専門店」への挑戦 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 Ｐｒｉｅｒ株式会社 7180001103570 業界初！温熱療法を取り入れた育毛のトータルケア事業を確立する 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 碧南市 司法書士法人まさき事務所 8180305008663 相続手続の非対面オンライン相談と専門家ワンストップサービス化 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 名古屋市中区 エステート・プランニング株式会社 6180001108133 オーガニックハーブティーカフェと不動産業のシナジーの実現 森藤　啓治郎

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社ブロズ 9180001070165 ポリカーボネート製炭酸洗顔用ボウルの開発による新分野への展開 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市昭和区 ｔｒｉｐａｓｓ 体験型完全オーダーメイドのオリジナル楽曲制作 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 アメニティージャパン株式会社 9180001046818 非対面・非接触の無人インドアゴルフ施設の運営事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊橋市 豊信建設株式会社 9180301007024 ＩＣＴ搭載建機の導入による民間建築工事の基礎工事請負と椎茸ハウス販売代理を通じた市場開拓 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 ハンズプロ株式会社 1180001115241 非認知能力を育む、ＳＤＧｓ対応型「知育玩具」の開発・製造・販売 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 名古屋市中村区 ハウスリッチ株式会社 7180001111887 不動産事業に展開し「脱下請」して「住まいや店舗なんでもサポート企業」へ転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社Ｔａｖｅｌ 6180001071942 レトルト商品のネット販売事業 稲川　喜之

中部 愛知県 犬山市 おでん酒場作 コロナ禍の居酒屋経営から地元スーパーマーケットや観光地のキッチンカー販売へ新分野展開 犬山商工会議所

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社赤壁 3180001129867 ネットシステムを利用したテイクアウトと店内の換気・空調システム強化 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 ステーキ家シーエスグリル 老舗ステーキ店の味を特別な人に贈るＥＣ販売事業の確立 伊藤　誠悟

中部 愛知県 豊田市 株式会社ＶＥＲＥＳＳＡ 5180301034286 イタリア料理店を活かした自家製シロップのかき氷店舗で売上増を図る 豊田商工会議所

中部 愛知県 安城市 合同会社モンステラ 6180303004518 コロナ禍におけるハイブリッド運営エステの展開 安城商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 中山不動産株式会社 4180001069996 コロナ不況に負けない職業訓練校で売上アップと地域経済に貢献する事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社東海 2180001061798 家庭で再現できる本場韓国料理のテイクアウト事業による一般消費者の取り込み 伊藤　誠悟

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社オール出版 3180001053596 音楽情報紙「月刊Ｍｕｓｅ」のＷＥＢマガジン化で活路を開く！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 名古屋市南区 世界印刷販売有限会社 5180002009744 電子回覧板システムの開発による印刷業から情報サービス業への進出 大橋　誠

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ＥＦＦＯｒＴ 6180001103217 肉料理特化型デリバリー専門キッチンの展開 伊藤　央

中部 愛知県 一宮市 トータルサービス　ノルド ご当地有名ラーメン店のＦＣ加盟により夢の飲食店を実現する！ 東春信用金庫

中部 愛知県 豊川市 株式会社アイビス 2180301029917 三河一色産「炭火焼き鰻」と比内地鶏の卵黄を使った鰻専門店の開業 豊川信用金庫

中部 愛知県 一宮市 有限会社アートスペースプロジェクト 3180002079979 ウィズコロナ・アフターコロナに対応！「大型ＬＥＤビジョン」導入で事業再構築！！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社トーセン 9180002047294 放置空き家を活用したバイクガレージ賃貸事業への新分野展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社明星 9180001041190 ストック型ビジネスのノウハウを生かした中長期レンタカー事業の挑戦 株式会社マックコンサルタンツ

中部 愛知県 名古屋市千種区 サロンドパリス 美容技術を活用した、お肌と財布に優しい脱毛サービス事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社Ｓｐｌｅｎｄｏｒｅ 7180001109741 障害者も利用できる痛くない高級脱毛サロン事業 青山　泰長

中部 愛知県 愛西市 有限会社なかしま 1180002090847 オリジナル縁畳をはじめとした、オリジナル和室のトータルコーディネート商品販売事業 株式会社ライトアップ

中部 愛知県 蒲郡市 株式会社ＶＩＯＬＥＴＴＥ 8180301024350 小売のためのスタジオ出店とオンライン販売導入による自社ブランド品の構築 蒲郡商工会議所

中部 愛知県 知多市 ＣｒｙｓｔａｌＣｌｏｖｅｒ 密を避けた完全個室での電磁波痩身フィットネス事業の展開 塩出　貴臣

中部 愛知県 豊田市 有限会社オレンジハウス 8180302025083 ウィズコロナを生き抜くトータルビューティサロンへの進化 山本　文則

中部 愛知県 春日井市 株式会社ＡＦＦＥＣＴ 4180001132903 マスク生活の肌荒れ対策のシミケアと美肌脱毛で業種転換 東春信用金庫

中部 愛知県 春日井市 有限会社スポルト 6180002068104 コロナ禍でも安心のマンツーマン型療育による児童発達支援事業 東春信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社エージェントジャパン 1180301027888 キッチンカーで培った！テイクアウトに強い複合飲食事業へ進出！ 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社オフィスパーク 5180001056374 東海地区企業初！貸したい企業×借りたい企業　オフィス未活用スペースのマッチングとサイト構築 株式会社みらい経営

中部 愛知県 海部郡蟹江町 プチ・ポンレヴェック パン教室をドーナッツ専門店に 桑名商工会議所

中部 愛知県 西尾市 エスエスケイ株式会社 6180301023189 ビルダーと創るオリジナルガレージ”オレガレ”の製造販売 ＭＭＰＣコンサルタンツ株式会社
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中部 愛知県 名古屋市中川区 有限会社チャイナ企画 6180002047099 地方の子供向け新分野のエンターテインメントの恐竜ショーへの挑戦 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市昭和区 ＧＡＲＡ コロナ渦でも衰えない美容需要を満たす、エステ・セルフ脱毛事業 山田　英裕

中部 愛知県 名古屋市中区 ＹＵＥＮ株式会社 2180001059834 ジビエ肉の解体加工施設の整備による食肉小売への進出 服部　貴行

中部 愛知県 小牧市 丸菱工業株式会社 5180001076505 医療・介護福祉向けのベッドカバー等の高難度縫製事業への参入 クレアスト株式会社

中部 愛知県 一宮市 サクセス 事業継承を見据えた事業転換、ナイトクラブから焼肉店へ 馬渕　智幸

中部 愛知県 名古屋市名東区 ヘンリーモリス株式会社 8180001068417 賃貸住宅「＆ガレージ」の企画設計と創作家具の開発による「巣ごもり天国」の家づくり 宮野　壽明

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社Ｍａｕｉ 3180001138158 熟練アイリストが開発したアイラッシュサロン向け顧客管理システムの販売 髙橋　正

中部 愛知県 名古屋市中区 ベストテック株式会社 4180001042169 航空機業界から新事業展開への挑戦 名古屋商工会議所

中部 愛知県 愛西市 株式会社ケーズカーペントリー 2180001110299 建築施工技術を活かし美容室に消毒サービスを新たに提供する新分野展開 フォワードシップ経営株式会社

中部 愛知県 名古屋市名東区 東恒株式会社 4180001122128 中国ブランドＡＰＩＹＯＯの日本総代理店として日本国内での販売計画書 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社昭和写真工業所 8180001053253 商業向け印刷技術活用のオーダーメイドプリント製品によるＢｔｏＣ市場の新規開拓 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社タイガアソシエイツ 3180001125008 マッチングシステムを搭載した小規模店向け開業支援パッケージ 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 豊橋市 プロジェクト・キュー ＩｏＴ　ＬＥＤ　デジタル機器の活用による新規仮設イベント事業への販路拡大 豊橋信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 株式会社ケーイーシー 8180001085783 制御盤製作及び工業用パソコン修理内製化事業 稲沢商工会議所

中部 愛知県 安城市 有限会社ディーウェーバー 8180302017634 世界的デザイナーが挑む地域密着型「ものづくりデザイン駆け込み寺」事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 北名古屋市 かけや 夜需要の居酒屋に依存せず、新たな生活様式に合わせたテイクアウト事業 税理士法人　Ｂｒｉｃｋｓ＆ＵＫ

中部 愛知県 清須市 株式会社一文字グループ 9180001125662 清州信長！清州信長からあげの無人販売店への業態転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 小牧市 有限会社ギッシュ 1180002068397 アフターコロナに向けた「女性のトータルビューティーサポートサービス」展開プロジェクト 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 合同会社佐藤美容研究所 4180003014298 コロナ禍でも気軽に通えるエステサロンの展開 坂上　洋子

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社鶏工房 2180001058860 オリジナル餃子の量産＆無人販売体制の構築による業態転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 小牧市 株式会社Ｊａｐａｎ　Ｓｔｙｌｅ　Ａｒｒａｙ　Ｃｏｉｋｉｙａ 6180001146620 飲食・フォトサービスを組合せた新しいウエディングプロデュース事業 中日信用金庫

中部 愛知県 碧南市 株式会社浅井商店 4180301017440 子育て支援製品の開発・市場化による下請け事業からの脱却 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社林屋 9180001083448 尾張一宮産クラフトビールの開発・製造・物販による事業再構築 一宮商工会議所

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ケー・エム・プランニング 9180001025318 ワークシェアによるキッチンカーと無人店舗の運営～ＡＩロボットによる新たな接客～ 愛知信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社日本システム 8180001055308 ＳＮＳやクラウド型ＣＴＩを活用した男性の生活の質を上げる脱毛サロン 權田　成悟

中部 愛知県 海部郡大治町 株式会社章心 4180001126938 飲食店を始めコロナ禍を乗り切るための販路開拓及び新分野へ進出 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 半田市 株式会社カネマタ 3180001091621 ブライダル事業を転換して新分野によるオンライン着付け教室事業 知多信用金庫

中部 愛知県 豊川市 株式会社ジョガーマン 2180301034355 豊川初！韓国スイーツキッチンカ―事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ＫーＢＵＩＬＤ 4180301026821 地域密着型シミュレーションゴルフ施設の運営事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 豊田市 有限会社ＩＫテクノ 2180302005553 労働者派遣からノウハウを活かした自社製品製造による事業再構築 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社仁 4180001130799 名古屋ご当地鍋の「台湾もつ鍋」の冷凍商品化とＥＣサイトによる全国販売 ＡｒｒｏｗＳ株式会社

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ユニバーサルオート 5180001119040 ビンテージカーを蘇らせる塗装設備の導入 伊藤静政

中部 愛知県 西尾市 株式会社丸十竹内 9180301030991 エビを見た目も美しく急速冷凍３Ｄスキンパック 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 西尾市 創作和食風雅 宴会対応から魅せる調理で付加価値の高い飲食空間の提供への転換 西尾商工会議所

中部 愛知県 田原市 大衆酒場ｔａｍａｒｉｖａ 田原発！地元観光に寄与するクラフトビール製造販売事業への参入 豊橋信用金庫

中部 愛知県 田原市 株式会社オレンジボックス 2180302011964 ＩＰリモート配信システムを使った農業用ドローンによる農薬散布代行サービス 豊橋信用金庫

中部 愛知県 春日井市 ＧＳＰスタジオ 業態転換によるリアル配信新規飲食店「レイノセレステ」のオープン 春日井商工会議所

中部 愛知県 一宮市 ＧＭ総合事務所 空き家対策に資する測量技術の高度化による新サービス提案事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 りんご歯科 治療から予防へ。地域住民の健康を守る歯科ドック事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 大地と海の　おぜん屋 大衆居酒屋から「上質なおもてなしをおすそ分け」する日本料理店への転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社内藤食品 4180301022564 弁当・惣菜の受託製造から外食業に進出し、新たな経営基盤を確立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＴＲＡＶＥＬ　ＣＲＥＡＴＥ 4180001107005 オンライン配信対応の多目的デザイナーズレンタルスペース事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 刈谷市 株式会社Ｔａｂｌｅ２ 5180301031960 名古屋コーチンを使った地鶏の黒焼きテイクアウト事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 ちゃんこ割烹四季味茜 元力士が作るちゃんこ鍋のＥＣ商品開発販売事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社名鈴社 6180001059756 １組貸切型のフォトスタジオ開業で新分野展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市港区 有限会社Ｉ・Ｓガード 6180002056703 警備業者による一般消費者向けカステラ製造販売業への挑戦 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ズイス 8180302004649 好立地の大規模店舗を活用した個人・ファミリー層向け焼肉事業 サポート行政書士法人

中部 愛知県 知多市 カフェプリュス 惣菜製造許可を取得し、市の７施設利用者向け弁当類販売事業開始 半田信用金庫

中部 愛知県 豊川市 鳥山塗装 地域に密着した新技術を活用した木材加工販売への新事業展開 豊川信用金庫

中部 愛知県 豊田市 アイ、デイ、ワークス 母子家庭従業員を支える為のエステサロン開業 平家　勉

中部 愛知県 豊橋市 有限会社カランタス 8180302006587 解体業への進出と古材の利活用による木製家具製造業の新分野展開 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市北区 辛麺屋　輪 商圏内で初の「本格京ラーメン・唐揚げ専門店」（新分野展開）の体制づくり 西岡　昭彦

中部 愛知県 半田市 株式会社丸真建設 6180001093813 ４つの美と健康の複合サービス提供への新分野展開 半田商工会議所

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社日興電気工事 7180001089645 まごわやさしいテイクアウトで子育てママ・単身赴任・老人を幸せに 座間　裕史

中部 愛知県 岡崎市 ちゃのまのごちそう 心も身体も元気になる移動式青空レストラン 税理士法人　ＴＭＣ

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社Ｒ　ＡＲＴ 9180001144019 自家焙煎カカオ豆で製造した高品質チョコレートとドリンクの販売 吉野　康太

中部 愛知県 安城市 株式会社しゃもじや 2180302016542 テイクアウト・デリバリー専門業態の構築と展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 バーボンストリート バー経営から惣菜・弁当販売＆精肉の小売業への思い切った再構築プラン 税理士法人アクセス
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中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社キャプテン 5180001109256 多様な雇用ニーズに対応する求人広告事業へ新分野展開を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 長久手市 株式会社マムハウス 1180001002968 店舗開発力を生かした「選べるセルフエステ」進出計画 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 未来デザイン 地方の隠れた名品をライブショッピングで販売代行する新分野展開 西村伸郎

中部 愛知県 豊橋市 信建 環境やリサイクルを意識した家具雑貨の制作販売。大工と元アパレルが提案する古き良き新しい商店街の１店 豊川商工会議所

中部 愛知県 豊田市 ＰＥＡＣＥ ＰＥＡＣＥ　の世界観を活かしたドライフラワー販売でのインテリアコーディネート事業 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＢＳＪ 8180001116051 自社アイドル・スクリーンを活用したワンストップの広告代理業 中井　一

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ｅ．ｐａｒｔｎｅｒ 7180001120277 シングルマザーの多能工職人育成（オンライン教育事業） 税理士法人アクロス

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ＥＭＣ 8180001088514 音楽練習スタジオから最新クラウドサービスを利用した音楽オンライン教室 株式会社アクセス・イノベーション

中部 愛知県 名古屋市中区 ミュージックマルシェ 音楽とアートのコラボライブ配信・ピアノレッスン動画ネット配信事業 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市守山区 有限会社みずのかぐ 8180002001533 廃材の一枚板を利用した、リノベーション用システムキッチンの製造・販売 西塔　隆二

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ヨコイ工業 2180001027584 精密なシャフト製造の実現に向けた新たな加工方法の確立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 網走委員会 機械学習アルゴリズム及びチャットシステムの構築 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中川区 丸善印刷株式会社 6180001020932 美味しさとおしゃれを両立したキューブパン事業への進出 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 名古屋市中村区 つけ麺丸和名駅西店 シミュレーションゴルフ施設運営で新分野展開を！ サポート行政書士法人

中部 愛知県 日進市 ＬＥ　ＳＡＶＯＩＲ 子どもと親向けの「パーソナライズ体験（学び）提供アプリ」開発事業 安城商工会議所

中部 愛知県 犬山市 下町人情屋台夢ノート 職人が特産品を使用し作り出す本格おつまみと厳選日本酒を合わせた唯一無二の晩酌セットのネット通販 犬山商工会議所

中部 愛知県 小牧市 有限会社愛光園 2180002068545 地域内初！採蜜体験ができる養蜂場での１００％純粋国産蜂蜜関連商品の製造販売 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 愛知県 小牧市 株式会社ケー・ワイ・ビー 4180001052960 駐車場リフォーム用塗料「リメイックス」を代理店制度活用で拡販 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 安城市 株式会社ケーエスケー 5180301012845 精密自動旋盤導入による遠隔手術ロボット部品を含む医療分野への新分野展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 犬山市 株式会社近藤鉄工所 3180001081589 最新技術で部品工場の事業承継を図り産業機械のサプライチェーンを守る 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 弥富市 グリーンハウス コロナ禍に負けないヘルシーカレーのテイクアウト事業に新規進出 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市名東区 有限会社チャコール・フードシステム 3180002059155 愛知県産の食材を使用し、家庭の中食に貢献する食品製造業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社東海アドエージェンシー 4180001038489 交通広告ポータルサイト開発による直接営業からネット営業への転換 株式会社みらい経営

中部 愛知県 名古屋市北区 合同会社テラスクリエイト 8180003015747 都心の真ん中で手ぶらで楽しめるバーベキュー事業への新分野展開 西村伸郎

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＢＬＩＳＳキッチン 9180001127238 年間１０万個売れた無添加フルーツケーキサンド店が手掛ける本格ケーキ店 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 北名古屋市 ＡＦｕＲｅｋｉｔｃｈｅｎ 「ウィズコロナ時代の非接触・完全個室型セルフ脱毛サロン事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 リンゴボーイデザイン株式会社 9180001102959 感染対策・安全に拘ったホテル事業への新規参入で売上向上 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社ヘアークリエイションナカオ 1180002026487 美容のトータルコーディネイト提案型貸衣装業の展開 株式会社みらい経営

中部 愛知県 清須市 有限会社はやかわ 7180002040557 （贅沢をひとり占め！本格ひとりうな重） 折口　隼耶

中部 愛知県 岡崎市 中野　太智 ハンドセラピスとパーソナルストレッチを取り入れた法人向け健康増進パーソナルトレーニング施設の開業 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 有限会社ＳＧ・Ｓ 8180002079314 話題の「おうちカフェ」を充実させる冷凍パンケーキの製造販売 税理士法人大樹

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社はやみ 7180001101509 都度払いＯＫ！完全予約制メンズ脱毛サロン事業の展開 伊藤　央

中部 愛知県 海部郡大治町 株式会社ワニナル 5180001124445 福祉事業から市場規模が拡張する医薬品通販事業を行う新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社マツミ 2180001002959 事業所の個性が光る！オリジナルユニフォームの自社ブランド立ち上げ 林　千尋

中部 愛知県 名古屋市千種区 クロスワン 少人数クラスホットヨガ教室の開校 小倉　裕樹

中部 愛知県 半田市 きょうわ接骨院 産後の骨盤矯正での女性向け施術実績を活かした美容脱毛への進出 西尾信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 オートスクエア　ユーズ リモート販売とカラーシャンプー洗車からなる二本柱での事業展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊田市 株式会社Ｌｉｎｏ 9180301031379 顧客の悩みに寄り添った商品提案をするホームケア推進の総合エステサロン 高橋　英明

中部 愛知県 春日井市 快ケア合同会社 3180003022120 接骨院から送迎付き高齢者デイサービスへの事業転換 春日井商工会議所

中部 愛知県 愛知郡東郷町 からだの恵み 非接触　寝たまま座ったまま筋力トレーニング計画 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 栄林商事株式会社 2180001109894 自社製造の中華鍋等の調理食材セットのスーパーマーケットへの直販 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 ジーティーケイ 家庭用ゲーム機の高性能加工サービスで巣ごもり需要にアプローチ サポート行政書士法人

中部 愛知県 安城市 嶋名海雲合同会社 6180303004261 ドローン撮影と動画作成をコラボした研修で企業動画を製作する新事業への参入 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 ケイズカンパニー テイクアウト専門のベビーカステラ販売を行い販路開拓を図る。 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ＯＮＯＣ 8180001112281 ＳＤＧｓとＤＸを組み合わせた新時代の建材リサイクル事業 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社西川 8180001004974 自社直営のN-Styleオンラインフィットネスジム事業構想 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社アヴァンサ 9180001072351 日本最大級の下着総合オンラインサービス事業 名古屋総合税理士法人

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社朱麗貿易 4180001110520 物産展のつながり　「うまいもの」をご近所に 伊藤静政

中部 愛知県 半田市 株式会社ブランディング 5180001093839 インスタ映えするオシャレな韓国バル事業に新規進出 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社ティーエスケー 1180001079998 ３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による加工精度の高度化と新分野開拓の実現 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市名東区 北海炙屋 コロナを乗り切る！売上激減の居酒屋から個室ダイニング・　テイクアウト専門韓国風チキン店への転換 株式会社みらい経営

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社未来縫製 6180002020329 老舗縫製業によるお直し店への進出でＢｔｏＢからＢｔｏＣへ転換する 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社プレジャー 1180001080139 配膳ロボットを活用した完全非接触型焼肉店開設事業 河村裕司

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社旅企画 2180001123978 フードトラックで手軽に気軽に海外＆国内旅行気分をご提供 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社トリフォリオ 5180001115700 外食から中食マーケットへ「シェフたちの無人販売所」 税理士法人コスモス

中部 愛知県 江南市 株式会社Ｇｌａｎｚ 8180001108800 結婚式場のシェフが手掛ける３Ｄフードプリンタを活用した冷凍調理食品の製造と販売事業 江南商工会議所

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社プラスアルファ 3180001088709 運輸業の多角化による鉄板焼き店出店で経営資源再分配と安定収益を実現 近藤　紀幸

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社バンズヘア 9180002042510 がん患者・脱毛症の女性が病と戦うための医療用ウイッグの販売			 西塔　隆二
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中部 愛知県 名古屋市緑区 一般社団法人発達障害改善サポートＪｕｎｏ 9180005018532 発達障害改善セミナーサービスから医療分野まで含めた障害者福祉事業への業種転換 加藤康夫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社平井減速機製作所 1180001020706 老朽化したダムの水門用減速機の設計製造による新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社アイシーエー・アソシエィツ 2180001050891 アフターコロナにおける志摩市英虞湾での高級古民家旅館の運営に向けて 株式会社ＧＣパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ＨＩＦＵＭＩ 6180001131515 認知症グループホームの事業承継と訪問介護による事業再構築 桑名商工会議所

中部 愛知県 安城市 東南精機株式会社 5180301016004 大型３Ｄ溶接の高精度自動化による、高歩留り金型補修サービスの市場化 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社テレサイト 2180002028383 婦人服製造業から希少性の高いアパレル製造小売業への事業再構築 須永　達也

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社雄進建築 9180001104518 宮古島初！国内最先端のコロナ対策に最も有効なＩｏＴスマートホテルへの新分野展開 村上　創太

中部 愛知県 豊川市 石国産業株式会社 2180301009761 クリーン合成燃料ＧＴＬの産業用重機へのデリバリー販売 豊川商工会議所

中部 愛知県 安城市 大見工業株式会社 5180301012738 特殊精密部品加工事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 清須市 株式会社放電エンジニアリング 4180001001174 超大型放電加工機導入による発電事業用大型ガスタービン部品加工への参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 有限会社セイザン 4180002076678 グループホームと整骨院での就労支援を組み合わせた障碍者福祉事業への転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 有限会社茅根工業 8180002076856 建設現場改革を目的とした配管ユニット受託製造業への新規進出 羽根田　隆弘

中部 愛知県 名古屋市港区 ソブエクレー株式会社 5180001006668 リサイクルＣＦＲＰ事業への新分野進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社アイアン工業 7180001081899 デザイン・設計力を活かしたＯＥＭアウトドア用品分野への展開 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 小牧市 株式会社ＹＫＭ 6180001143972 美と健康を追求する総合ボディメイクサロンの開設 ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中村区 萬屋住宅株式会社 3180001033375 配膳ロボットを活用した焼肉店への事業転換で収益の安定化を図る 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 安城市 株式会社シンワサービス 3180301013556 電気・ガス・水廻り住宅設備アカデミーの開設とオンライン受注・　ワンビジット施工によるＦＣビジネスモデルの開発 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 石原ニット株式会社 2180301005075 地域貢献を目指した洗濯代行・コインランドリーの両立事業 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 合同会社ＴＨＲＥＥ　ＰＩＥＣＥＳ 8180003016621 地域活性化につながる商圏限定ECモール事業への業種転換 税理士法人ウィン

中部 愛知県 海部郡飛島村 櫻井木材加工株式会社 2180001097347 新様式生活に向けた木製品開発製造とＥＣ販売での個人市場への新事業展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 有限会社カワイ 6180002011179 ３５年来愛されたラーメン屋による、豚蒲焼き料理事業のＦＣ展開 伊藤　浩之

中部 愛知県 豊田市 東海工業株式会社 2180301018837 門型マシニングセンタ導入による、溶接ロボットの開発・一貫生産事業 小倉　裕樹

中部 愛知県 豊橋市 トヨネン株式会社 4180301006443 洋上風力発電の基礎部における洗堀防止用「袋体土木ネット」の新規製造・販売事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 刈谷市 株式会社丸新 9180301017254 「この時代だからこそ、家族みんなの健康を守る会社へ！」フィットネスクラブ事業参入による地域の健康増進を目指して 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ネットフィールド 3180001054685 ベーカリーカフェの新規事業展開による経営基盤の安定化 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知多郡武豊町 株式会社風 6180001093904 環境省認定里地里山５００選定地で過ごす体験型里山複合観光事業 半田信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 おぎ乃 日本古来の伝統商品である麹関連の新商品開発と生産・販売体制の構築 岡崎商工会議所

中部 愛知県 名古屋市守山区 ビーチ株式会社 8180001130234 高齢者住宅等の「買い物難民」を支援する、新鮮食材の移動販売事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 有限会社べっぴんエンタテイメント 8180302009598 移動美容室への転換で、山間地域のニーズとｗｉｎ₋ｗｉｎな事業展開 豊橋商工会議所

中部 愛知県 知多郡南知多町 有限会社ホテル晴快荘 5180002085711 大宴会場を再構築し、コロナ対応の個室ステーキ・海鮮鉄板焼事業に転換 株式会社アトリオン

中部 愛知県 豊田市 有限会社みさと寿し 4180302023611 感染リスク低減と多様性を重視した、個室かつ非接触型の寿司・日本料理提供事業への挑戦 朝日税理士法人

中部 愛知県 豊田市 株式会社光生 4180301018216 介護医療ロボット分野進出計画とＤＸ化への取り組み 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 有限会社テクノタウン 2180002040529 機械加工の高度化による治具製造業からアッセンブリ事業への新事業展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊川市 株式会社エスエスモールド 7180301010005 住宅外装用金型製造業から非住宅向けデザイン壁材の小売施工事業への新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ダイヤニウム 5180001133867 室内空気質モニタリングセンサーＩｏＴデバイス＆システム「Ｄｉａｎｕｍ　ＡＩＲ　ＰＡＴＲＯＬ」 和田　義弘

中部 愛知県 豊田市 中日本精研株式会社 8180301020622 シェアファクトリー実現に向けたロボット設備部品製造事業への参入 豊田信用金庫

中部 愛知県 大府市 株式会社シモヤ 3180001092537 店舗屋内外看板製造から高度道路交通システム（ＩＴＳ）用ケース製造への新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社エヌイーホールディングス 8180001016177 自宅受講と学習効率向上を実現！ＡＩ搭載の学習システム開発事業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ株式会社 3180001050123 派遣求人検索サイトの開設及び自社求人の登録データベースの開発事業計画 坂本　晃

中部 愛知県 江南市 株式会社ＳＨＯＵＴＥＣ 2200001012773 産廃業界のＤＸ化促進のための「収集運搬業者によるソフトウェアＭｕｓｕｂの開発」 坪井　亮

中部 愛知県 安城市 有限会社アマノ工業所 5180302016226 機械加工精度を向上し半導体製造設備中枢部品量産による新分野への展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社アイチ・ジェー・ブイ 7180001047685 原料保管倉庫業への新分野展開による事業再構築 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 岡崎市 ソニックシステム株式会社 7180301003768 自動化生産設備に携わる技術者育成キャリアアップ教育事業 丸山　達也

中部 愛知県 名古屋市西区 浄心工業株式会社 7180002023586 鉄道産業分野に依存した事業構造から小売業コロナ対策分野への新分野展開 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市港区 有限会社増田木工所 9180002019343 愛知認証材と抗ウィルス化粧板を使ったテレワーク用ワークブースの製造 藤榮幸人

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社木村製作所 2180001057648 精密切削加工技術向上によるＥＶ、半導体製造装置の部品製造分野への新分野展開 株式会社中京銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社那須鉄工所 4180301019040 生産設備部品の精密切削加工からプラスチック射出成型金型製造への新分野展開 豊田信用金庫

中部 愛知県 豊川市 株式会社太飛 3180301011849 若き力をフル活用。ＩＣＴ土工の施工技術獲得による大型公共工事の受注開始 豊橋信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社エムアイシーグループ 7180301022347 三河地域に無いデジタル媒体を導入し、総合デジタル推進サービスで三河地域のデジタル化を推進する事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社こうら 7180001021814 産業用ロボットを中小企業生産ラインに積極導入する販売手段構築 ひまわり経営サポート株式会社

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社久門精機 4180001028762 次世代自動車向けハーネスの結節金属部品金型への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 合資会社尾張屋 6180003004925 自社ビルの空きスペースを活用した室内型トランクルーム事業の展開 長岡　雄二

中部 愛知県 豊橋市 株式会社アーキＨＩＬＯ 6180301009163 独自技術を活用したＩＨ式橋梁塗膜剥離工事への事業転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 知多市 桟生工業株式会社 3180001095267 大型組み付け技術と溶接技術を生かした、大型・長尺ＦＡ設備メーカーへの昇華 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 一宮市 大昌工業株式会社 4180001086389 ＭＲＩ装置のステンレス部品生産による、医療機械分野への新事業の進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 ラ・カボット ジビエの解体から加工・製造、販売まで 巽　俊樹

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社イオタ 6180001099819 非対面でネットワークシステムのトラブル原因を解析できるソフトウェアの開発・販売 伊藤　誠悟

中部 愛知県 名古屋市北区 有限会社丸音商会 8180002012638 老舗精肉店が肉の知識を活かしてファミリー向け和牛焼肉屋に参入 中日信用金庫
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中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社メディー 9180001129317 一般消費者向け市場（ＢｔｏＣ）へ販路拡大のための当社初の製菓出店及びＥＣ販売の事業計画 佐藤　元美

中部 愛知県 尾張旭市 ジーオブイー株式会社 2180001080419 無垢材へのこだわりと建築技術の融合で切り拓く製材加工への進出 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 八木鋼材株式会社 7180001021153 「鋼材カンバン方式」の開発による一次加工分野への参入による事業再構築 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 ＭＢ株式会社 8180001029666 商社から協働ロボットシステムインテグレート事業への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 丹羽郡大口町 株式会社日章 3180001081093 次世代自動車向け完全自動運転に必要な電子部品金型への新分野展開 いちい信用金庫

中部 愛知県 常滑市 合同会社井上屋 5180003017102 一般消費者向け飲食料品販売強化を目指すおにぎり専門店構築事業 常滑商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社フローラ 5180001110016 コロナ下で障がい者雇用創出を実現するドッグラン併設カフェ 株式会社みらい経営

中部 愛知県 知立市 スズデン工業株式会社 8180301016257 工場自動化（ＦＡ）に対応した機械製造の一貫製造体制の構築 税理士法人名南経営

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社フジカ 6180001013309 印刷会社様向けオリジナルオーダーサイズの印刷用紙製造事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ハロー赤ちゃん 6180301001327 国内裁縫セミオーダーのベビー服ブランド立ち上げとリモート接客システム構築 岡崎信用金庫

中部 愛知県 清須市 清洲櫻釀造株式会社 4180001045312 異物除去技術の向上による「果実の濁り酒」製造事業への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市中区 合同会社ＢＥＡＰ 5180003020782 精神障碍者向け保護動物共生型グループホーム事業 高橋　英明

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ｅ－Ｌｉｆｅ 7180001073285 地域包括ケアシステムの実現！医療一体型のナーシングホーム事業への参入 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社タック 1180001037849 中小企業の生産性向上を確約するロボコンサルティング業発足事業 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング

中部 愛知県 日進市 有限会社カットスペースケイズ 5180002062140 理美容室の運営から、がん患者向けに特化した医療用ウィッグ製造・販売への進出 神谷　隆生

中部 愛知県 名古屋市東区 有限会社Ａ．Ｄ．Ｋ 7180002055712 『空想を現実にする場所』～リノベーションでかなえる自分空間～ 株式会社中京銀行

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社くら 6180001107655 コロナ過において需要が高まるインドアゴルフ場の運営に進出し経営の安定を図る 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 一宮市 クリーニング・はじめ 非対面を中心としたクリーニング事業への業態転換 いちい信用金庫

中部 愛知県 田原市 株式会社渥美魚市場 9180301007825 魚市場を皆さんに開放します。「伊良湖港お魚ひろば」へようこそ 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 豊田市 豊田水建株式会社 6180301030318 災害時に電力と水を自給できる設備整備パッケージによる新分野展開 公益財団法人中部科学技術センター

中部 愛知県 一宮市 株式会社東榮マシナリー 8180001083176 生産設備製造業からＥＶ用モーター部品の精密切削加工への新分野展開 佐原　啓泰

中部 愛知県 常滑市 齋田炉材株式会社 3180001093163 コロナ禍におけるフィットネスクラブへの業種転換による事業再構築 常滑商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＧＲＯＯＶＥ・ＬＩＮＥ 8180001113131 ペット可のテラス席を併設した焼肉屋開業で、居酒屋から焼肉屋に進出 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社Ｕ－ＭＡＰ 5180001125922 「放熱樹脂向け添加剤の合成技術を応用したセラミックス基板事業」 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 安城市 株式会社ＩＭＰＡＣＴ 8180301027304 デジタル技術を活用した省人化と非接触化を実現する協働ドリンクロボット開発事業 株式会社森田経営

中部 愛知県 愛西市 株式会社山田軽金属製作所 9180001097225 技術力を強みにした、電動車向けアルミ鋳造製品の切削加工への挑戦 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社オオバ 7180301005269 食品業界向けＨＡＣＣＰ対応不織布製品製造・販売への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 愛知郡東郷町 曉技研工業株式会社 2180001066616 自動車部品用金型技術を活かし橋梁・高架道路用伸縮装置の製造へ進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 余白文化株式会社 9180001123014 保育業界のデジタル化を促進！午睡チェックサービス事業に進出 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 豊橋市 株式会社徳田家具店 2180301006404 ＡＩを使い快眠志向のニーズに応える体感型ベッド専門館計画 判治　章男

中部 愛知県 豊田市 井桁堂株式会社 1180001023238 独自製法でアーモンドを主役に置き換える新商品ラインナップ投入 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 新城市 昭典木材株式会社 4180301024131 ウッドショックを乗り越える！複雑な木材加工の内製化による製材品質の向上と即日納期の実現 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社元祖鯱もなか本店 2180002030331 老舗和菓子屋における顧客接点強化としての地元密着型テレワーク施設の運営 堀江コンサルティングオフィス株式会社

中部 愛知県 刈谷市 株式会社クイックス 8180301013931 商品情報管理（ＰＩＭ）システムの開発・提供 宮﨑　陽平

中部 愛知県 名古屋市港区 十一屋工業株式会社 7180001019742 鉄骨の安定的な海外調達実現に向けた物流網構築計画 株式会社ＡＧＳコンサルティング

中部 愛知県 日進市 荒川工業株式会社 2180001066624 ウルトラファインバブル発生装置の開発、生産、販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知立市 株式会社加藤製作所 3180301014686 樹脂系廃棄物炭化技術の獲得による素材製造事業への参入 豊田信用金庫

中部 愛知県 一宮市 有限会社坂口工業 9180002080097 浅井町に待望のベーカリーを！下請け製造業による新事業チャレンジ 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 有限会社ピーズグリーン 4180002044718 鮮魚×発酵料理の新店舗オープンで「熟成刺身」のテイクアウト・デリバリーを実現 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 江南市 株式会社米庄 5180001087428 コメ卸からＨＡＣＣＰ準拠真空包装専用ライン導入でギフト市場へ本格参入 江南商工会議所

中部 愛知県 犬山市 株式会社城東製作所 7180001081032 難削材加工技術を武器に精度・生産性向上による半導体製造機器への事業転換 東濃信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社セーフコート東海 7180301008387 ドローンを活用した新サービスの開発と事業シナジー最大化による大規模市場への進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 新城市 有限会社サカイフーズ 4180302027645 奥三河の魅力を再発見！幻のブランド牛「鳳来牛」を堪能できる「クルマ旅の目的地」をつくる事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社大羽ミシン 5180301005270 自社の強みを生かしたオリジナル製品の製造で新たな市場で事業展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 岩倉市 すずき不動産事務所株式会社 7180001088432 観光拠点におけるゲストハウス・ワーキングスペースの新事業展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社オフィスライジング 3180001110694 子どもの可能性を探究する障害児通所支援事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社山宝 6180001028174 極小部品開発による医療用部品のワンストップ製造体制の構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 弥富市 株式会社花井製作所 7180001097029 レーザー加工技術を活かした高炉用大型ダクト部品への新分野展開 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 新城市 株式会社豊栄工業 3180301024074 金型、医療機器分野から半導体製造装置分野への新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 碧南市 株式会社板倉製作所 5180301015039 大型金型の設計・製造を可能とする、ＩｏＴ連携された生産ラインの構築 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中村区 ナカノアビエーション株式会社 4180001031915 航空機部品の一貫生産で培ったノウハウを活かした冷凍シーラント製造への挑戦 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 豊橋市 有限会社ササノ 2180302007533 機械部品専業メーカーがカスタムカー向けパーツの製造で消費者市場に新展開を図る事業 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 豊田市 幸和工業株式会社 5180301018231 次世代モビリティである歩行領域ＥＶの樹脂部品の生産体制構築 豊田信用金庫

中部 愛知県 額田郡幸田町 株式会社カンドリ工業 6180301025821 高精度の新技術を活かしパートナーと連携し新型熱交換器を事業化 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社サイトー 7180001008316 新技術で、より高品質な炉の製造を通じ日本のものづくりに貢献 税理士法人ファミリィ

中部 愛知県 名古屋市港区 大誠精機株式会社 1180001006696 航空機分野からＥＣ通販向け物流分野への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊明市 山秋鋼業株式会社 1180001069529 ブリケッティングマシンの活用による金属粉の圧縮加工技術の確立事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 大府市 信正鋼材株式会社 9180001092531 穴あけ加工の内製化と薄板溶断加工の高度化による建築・土木業界への進出 株式会社名古屋銀行
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中部 愛知県 大府市 滝瓦工業株式会社 8180001092565 良好な自社立地環境を有効活用したペット関連事業への新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社アン・インターナショナル 8180001048856 既存事業とのシナジーを活かし　心と身体の健康をテーマにした　ヨガスタジオの立ち上げ みらいコンサルティング株式会社

中部 愛知県 安城市 株式会社花の店友楽園 6180301013223 リハビリ特化型デイサービス開設と花の魅力発信による地域内ＱＯＬの向上 碧海信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社中部研磨 8180001074480 卓越した研磨技術を活用したセラミックス部品超鏡面研磨への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 西川コミュニケーションズ株式会社 7180001004975 小ロット・パーソナライズＤＭの課題解決！連続可変印刷圧着ＤＭ事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 瀬戸市 有限会社日比野製作所 4180002072157 プレス業で培った金型ノウハウを転用したリサイクル金型製造販売事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 春日井市 ミノキン株式会社 7180001076767 リサイクル率を向上させ循環社会の実現を目指した買取り販売業への新規参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 有限会社ＩＫＤ 6180302025952 コロナ対策を徹底した室内ゴルフ練習場で新たな事業の柱をつくる 豊田信用金庫

中部 愛知県 半田市 株式会社リブコーポレーション 1180001093371 自然な環境で高生産量を確保する有機木耳の栽培事業への進出。 株式会社十六銀行

中部 愛知県 一宮市 Ｎｙｐ株式会社 4180001117508 人々の美の追求を支え、地域貢献を目指すボディケア関連事業への転換 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ゼアズライツ 1180001109664 オフィス街でできる最新ゴルフシミュレーターを用いた室内ゴルフ練習場 永野　淳也

中部 愛知県 名古屋市西区 ＭＡＲＵＪＯＵ株式会社 6180001027168 短納期一貫生産体制でＶ字回復！『メイドインジャパン』の板ガラス加工の未来を創る！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社ブライド・トゥー・ビー 2180001054273 サプライズカンパニーが創る！今、本当に飲みたいクラフトビール 中部税理士法人

中部 愛知県 安城市 株式会社タカミインダストリー 5180301013050 自然災害に強い特別高圧受変電装置の塗装を実現するハイブリッド粉体塗装セミラインシステム開発 株式会社森田経営

中部 愛知県 西尾市 ビー・ワン工業株式会社 5180301023669 ポストコロナ時代に対応するための半導体製造装置部品製造業への事業転換 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 フジサービス株式会社 6180001046985 再生可能エネルギーを利用した、パン屋ＳＵＮによる新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ＨＹＢＲＥＥＤ 2180301025866 海外のおしゃれで高級感のある「カフェ」×「スタンド」を大規模ショッピングセンターに出店する新たな挑戦 林　和夫

中部 愛知県 半田市 株式会社ＩＭＡＺ 2180001133473 汚泥処理技術の導入から改良土へのリサイクルによる地域循環型社会実現に向けた新事業展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社丸菱製作所 1180001075007 大型昇降機依存からの脱却！既存技術を活かした精密加工部品進出 株式会社十六銀行

中部 愛知県 丹羽郡大口町 株式会社ラ・カーサ・デリ 1180001100532 セントラルキッチン方式導入による非対面ビジネスモデルへの転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社サンビーノ 1180301026361 食品ロス問題を解決する廃棄食材活用冷凍ミールキットの製造販売による再構築 糸川　純平

中部 愛知県 長久手市 青春貴族 飲食店の強みを活かし、食事指導を取り入れたヨガスタジオ設立へ 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社アドバ 6180001033926 サービス管理責任者など特定専門職種の有料職業紹介事業の新分野展開 事業承継コンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 ジオミックモータースポーツ株式会社 8180301029440 三密回避で地域イノベーションに貢献「新時代オンライン自動車レース大会」の開催 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社喜楽梅むら 3180001140394 鍼治療院を甘味処喜楽茶寮へ大変貌計画 瀬戸商工会議所

中部 愛知県 一宮市 株式会社ネッツトラスト 2180001101496 建材小売事業進出により、コロナ禍の影響を受けている建設業に寄与する 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社ＥＳＭ 7180001103083 田原市の雇用と観光人口を創出する体験型宿泊施設の開業 尾西信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 株式会社ワールド・クリーン 8180001086253 食品加工に由来するプラスチックごみの焼却処理からサーマル原料化への転換 尾西信用金庫

中部 愛知県 大府市 Ｆｉｎｅ　Ｇｒｏｕｐ株式会社 1180001096060 独自の非対面型ｗｅｂ査定買取システムによる地産地消の自家用車買取販売事業 ＳＭＣ税理士法人

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社シード 3180001071482 内装工事業での技術を生かし「平面板・成形板」等の内装材製造販売業への展開 愛知商工連盟協同組合

中部 愛知県 江南市 安井建設株式会社 7180001087723 新たな価値を創出するリノベーション事業へ進出し、顧客創造を行う 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社エーオー 8180001055274 業界初！医療分野に特化したサブスクリプション型求人募集業務の展開。 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社岡文 1180001034978 味覚情操教育ができるアカデミーレンタルルーム事業構築による新分野展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 中部マシナリー株式会社 2180001099624 顧客ニーズに応える専用機開発・製作工場の稼働と技術者育成事業 小倉　裕樹

中部 愛知県 一宮市 エル・ダブル株式会社 4180003016047 再生可能資源の精製加工と輸出販売の卸売業への新分野展開を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社力組 7180001054351 解体工事から排出される瓦のリサイクル事業で地域社会に貢献！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 三恵工業株式会社 7180001010222 建築業だから出来る建設費を抑えたテイクアウト専門の非接触型レモネード店の開業 株式会社百五銀行

中部 愛知県 春日井市 愛和基礎工業株式会社 2180001073612 コロナで需要が急増する小規模店舗の解体に特化した杭抜工事事業 東濃信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 合資会社かどやホテル 9180003000888 陸前高田市の食材をウリにした日本料理店新設による事業再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 丹羽郡大口町 名成電機株式会社 7180001081164 社会的コストダウンに貢献する「インフラ用検針メーターＢＯＸ」の製造・販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 半田市 株式会社陽山 7180001116317 地域資源を活用したセントラルキッチン方式による点心等製造販売 小島　靖弘

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＣＲＥＡＴＩＶＥ　ＤＥＳＩＧＮ　ＰＬＡＴＦＯＲＭ 8180001110319 クリエイターを育成する次世代型職業訓練オンラインスクール事業 中日信用金庫

中部 愛知県 常滑市 有限会社とり伊 9180002086177 地元有名モツ料理で挑む父の惣菜店の復活による事業転換策 半田信用金庫

中部 愛知県 東海市 サカモト乳販株式会社 8180001094306 地域密着の牛乳宅配業者による新鮮、健康で美味しい弁当宅配事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社日本エコ・ケア・サービス 5180001086693 サトウキビで地域を元気に！健康食材を活用したカフェ・弁当事業の展開 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 豊橋市 有限会社根上建築 6180302009105 木造住宅のノウハウを活かし、移動店舗やテレワーク用トレーラーハウスを提供 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社希光 5180001057430 高所作業用荷台昇降機の導入による高速道路施設の保全・改修事業への参入 株式会社中京銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ヒビヤ設計 7180301026769 新築設計事業からオーダーキッチン販売への業種転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 あま市 萱津工業株式会社 4180001097849 Ｗｉｔｈコロナ時代に技能実習生受入を効率的に行うリモート研修施設運営 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 稲沢市 株式会社ＴＧＶサービス 9180001100698 ＲＦＩＤを活用したレンタル品物流サービスの新展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 知立市 株式会社コムライン 8180301014707 ご家庭に「美味しい」と「楽しい」をお届けします！回転寿司店が挑む事業再構築 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 新城市 株式会社戸田工務店 6180301024039 地方の空き家古民家を都市部での暮らしの空間に変える、古民家再生事業における新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社Ｍ．Ｉ．Ｃオートサービス 8180001071049 自動運転付き車両整備で次世代修理工場へ再構築 株式会社中京銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社エフトス 4080401011386 介護業界に特化したグループウエア事業への思い切った業種転換 櫻井　賛

中部 愛知県 大府市 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｙｏｕ 革新的ＡＩカウンセリングアプリを活用した男性向け美容健康促進事業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社貴洛 4180301018166 ステーキ店から顧客と地域に寄添う新しい外食サービスへの事業転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 昌和染工株式会社 8180001082847 バスケット専用施設とオリジナル商品販売による事業再構築事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 大日印刷株式会社 4180301001221 スマホ・タブレットで描いたデジタルイラストの印刷＆製本サービスの展開 西尾信用金庫
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中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社オカダエンジニアリング 7180001118437 新たに半導体市場向け専用装置の組付け製造部門を立ち上げ 小倉　裕樹

中部 愛知県 豊橋市 株式会社フォルテプランニング 6180301025747 家具製造内製化による廃業予定先の職人受け入れとその技術承継 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 一宮市 有限会社ライプカラー 1180002079642 障がいに関わる「すべての人」を情報で支える地域密着型ポータルサイトの運営 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社マルワ 1180001024335 オンラインイベントの運営事業とバナナペーパーを使った新市場開拓計画 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社Ｋｅｎ 1180301029587 北陸の新鮮海産物が売りの店舗併設型バーベキュー場で新分野展開 坪井　亮

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社アスモック 2180001111116 加工する機械と場所を提供する会員制のシェアファクトリービジネス【アスモシェア】 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社ＯＦＡ 2180001112122 社長の想いと経験を活かした就労支援事業による地域貢献への転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 ホリデイズ株式会社 1180001124465 ライフスタイルマーケティングによる、スポーツ・アパレル事業への挑戦 株式会社十六銀行

中部 愛知県 小牧市 有限会社笹井電気工事 6180002069085 配線工事会社の搬送設備組付け事業進出による事業再構築計画 株式会社エモーサル

中部 愛知県 一宮市 株式会社ユニセレクト 9180001109418 時短で美と健康を。スキンケア化粧品・健康食品を国内＆海外で販売 税理士法人大樹

中部 愛知県 西尾市 有限会社文寿 6180302027536 地域密着調剤薬局の強みを活かした訪問看護事業への新展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊川市 株式会社金田塗装 7180301029912 塗装事業を活かしたＤＩＹ教室及び映像システムの構築事業 豊川商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 ＴＳＵ　ＣＯＵＮＴＲＹ　ＭＥＭＢＥＲ’Ｓ　ＮＥＴＷＯＲＫ株式会社 7180001106747 日本初のゴルフ場一体のメディカルフィットネス（健康増進施設）開設 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社ホウセイ開発 6180001011023 産業廃棄物処理業の収集運搬業と中間処理業へ進出し、業種転換を図る 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 稲沢市 有限会社和陽館 4180002081455 新型コロナ禍の日帰り・テイクアウト利用及び感染対策強化事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ユタカペイント 6180001112036 地域発！体験型施設による自社ブランド化で新分野展開を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市中区 ＭＩＲＡＩ株式会社 8180001137246 体幹トレーニングで運動不足の子供たちに元気になってもらう事業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社ユメシンクリエート 7180002005543 地元老舗の味を受け継いだから揚げテイクアウトによる売上回復策 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 一宮市 中野建設株式会社 4180001083312 地域福祉向上と既存事業との相乗効果を図る児童発達支援事業への参入 いちい信用金庫

中部 愛知県 津島市 株式会社Ｐｒｏｕｄ 1180001123186 近隣の住民に愛される知名度ＮＯ．１のカフェを目指して 安藤　朝将

中部 愛知県 豊橋市 合資会社テックアドバン 7180303001613 周辺経済活性化に伴うベーカリー店舗新設による事業転換 豊橋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社カーキ 4180001136400 『歩ける医療的ケア児』のための児童発達支援・放課後等デイサービス 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 東海市 株式会社カーネーション 2180001131254 個人向け家事料理代行の経験を生かして、飲食店の『プチ』セントラルキッチンを展開 座間　裕史

中部 愛知県 刈谷市 株式会社ＭＯＮＤＩＡ 6180301032859 現状の１０倍の清浄度を必要とする半導体配管工事分野への進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 有限会社島田金型製作所 3180002013938 射出成形機導入による一気通貫ラインで挑む未来牽引型新分野展開 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社シーエーシ 2180001082729 新聞販売店の強みを活かした「ラストワンマイル」配達ビジネスとカフェ事業の展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 愛西市 山忠本家酒造株式会社 7180001097227 明治の日本建築を利用したイベント事業による日本酒と伝統産業の普及 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 エグチホールディングス株式会社 8180001063376 ゼロエネルギーリゾートホテルの運営　～「自分で創って」「自分で使う」未来のカタチ～ 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 協同組合ハーモニー 5180005005955 実技充実で介護現場の即戦力に！外国人材研修事業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社海部架設工業 6180001096717 次世代レーザークリーニング法による有害物質除去・クリーニング事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社エビスジャパン 3180001100943 クラシックバイク整備業からクラシック自動車エンジン整備業への事業転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊明市 株式会社毛受建材 6180001069524 安心・楽しいＤＩＹを提供する愛知県産の砂利・セメントの小分け販売 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 有限会社高木工業 9180002011894 金属加工から木製玩具へ　ＳＤＧｓに適う未来への展開 税理士法人スマッシュ経営

中部 愛知県 豊川市 アップデイト株式会社 8180301027519 飲食店からＡＩを使った非接触型フィットネス事業への新分野展開 豊川信用金庫

中部 愛知県 碧南市 アイスケ鋼材株式会社 3180301015024 低炭素・低エネルギーの生産方法による次世代自動車向け部品加工分野への進出 西尾信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社だるま 8180301014161 ＤＸを駆使した斬新な焼肉店を営業開始し、経営基盤を盤石にする 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ウィルプラス 6180001139772 ２社連携で取組む就労継続支援Ｂ型を活用したリネンサプライ事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 有限会社山甚クリーニング商会 8180002078456 クリーニング品の自動受付機・引取機の導入とドライブスルー方式の構築 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社スパ大和 4180001062233 東海初！自動ロウリュウ及び非接触型受付を備えた大型温浴施設リニューアル計画 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 高浜市 鈴木包装株式会社 2180301015289 ２０年積み上げたレーザー加工技術を活用し、スマート農業資材分野への新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 エーキュー 多様性における情報社会の国内外販路拡大に特化したデジタルシステム開発運営 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ジョイハンズ 6180001052868 ２社連携で取組む就労継続支援Ｂ型を活用したリネンサプライ事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社オノテック 9180001060934 建設業界の職人不足を解決する教育支援事業への新分野転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市中村区 エイム株式会社 2180001046790 自動車開発技術を応用した閉鎖循環式陸上養殖装置製造による新分野展開 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 豊田市 株式会社ライフタイム 3180301026038 まち・ひと・しごと創生支援を目指したプロ人材向けワーケーション事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社アンイーブン 4180002058404 リメイク商品にフォーカスしたアパレルのオムニチャネル販売 渡邉　幸道

中部 愛知県 安城市 中華料理ヤマヨ 冷凍料理の自動販売機による地元名物料理のバーチャル百貨店 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社豊橋ビジネスホテル 9180301006612 ホテルの全面改修に合わせた新事業への進出によるウィズコロナに適合した新たな事業構造の構築 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 名古屋大橋ボクシングジム＆フィットネス 地元のスポーツ業界とコラボ！動画配信の出来るレンタルスペース 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 有限会社アガティ 1180002036585 気軽に入れるポップアートギャラリーを新規出店し、若い顧客層を開拓する。 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ピーチ 5180001104430 那古野・四間道エリアに地産地消イタリアンレストランを開業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 豊田市 有限会社豊田煙火 8180302022881 花火を作ることで日本の花火の仕組みを知る「花火職人体験」 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 弥富市 有限会社加藤工業所 9180002090006 新分野製品の生産による生産部品の多角化と経営の安定化 齋藤　厚志

中部 愛知県 名古屋市中区 ライフレボリューション セントラルキッチン及びテイクアウト専門店舗の構築による事業再構築 景山　洋介

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社セサ・ジャパン 9180001059712 健康美容ビルによるシナジー活かしたサポート付きセルフ脱毛事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 愛知郡東郷町 有限会社高木製作所 8180002061908 新工場を取得して自動車のＥＶ化に向けた部品生産の新たな取り組み 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 シーズンクリエイト 自社の設計・デザイン力のノウハウを生かして仕掛けの多いアートギャラリーを運営する。 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社Ｐｒｅｓｔｏ 9180001068358 建築会社が挑む！地球環境に配慮した産業廃棄物処理事業への参入 伊藤　央
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中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社キーマン 8180001069092 デリバリーと黒毛和牛骨スープの強みを最大限に生かすパスタの新商品開発 廣瀬　陽介

中部 愛知県 知立市 有限会社はるみこ 4180302019618 日本初！テレワークスペース＆コインランドリーで買い物・仕事・家事の一所完結事業 坪井　亮

中部 愛知県 海部郡蟹江町 株式会社レイズ 9180001137187 テレワーク化したい企業のためにリユースＰＣを非対面保守付きサブスクサービスでの提供 伊藤　誠悟

中部 愛知県 海部郡飛島村 株式会社楽創 4180001119157 国立公園内で地元食材を生かした食事が楽しめるキャンプ場施設へ新分野展開 足立　剛

中部 愛知県 豊橋市 株式会社大空エンターテイメント 9180301004442 ＬＧＢＴＱの強みを活かした流行最先端テイクアウト飲食事業への事業転換 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 岡崎市 ニッポー工業株式会社 9180301001638 バイオウレタン製造技術の開発によるグリーン調達製品への進出 岡崎商工会議所

中部 愛知県 豊田市 有限会社タクミ工業 5180302025739 工場の生産性と品質の向上に資する業界初の通函の最適化サービス 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 東海市 鳩山鉄工株式会社 5180001096296 繊維強化樹脂部品の切削加工・精密研磨への新規参入 株式会社投資育成総合研究所

中部 愛知県 大府市 株式会社アイム 7180001101483 大企業開発設計部門からの直接受注による新たな開発試作市場開拓 大府商工会議所

中部 愛知県 東海市 株式会社井上デンキ工事 6180001094191 新工法ＩＨ式塗膜剥離方法を使用した塗膜剥離業及び塗装事業への新分野展開 株式会社イワサキ経営

中部 愛知県 名古屋市中村区 名古屋オーシャンズ株式会社 3180001056839 フットサルクラブチームの運営経験を活かしたフットサルアリーナ・コート・ジム・フットサルスクールの運営事業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 Ｌｅａｓｉｎｇ　ｐｌａｎｎｅｒ株式会社 4180001090408 賃貸マンションの現状回復で培ったリノベーションノウハウを使った中古物件リノベーション事業 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＷＥＳＴＲＡＩＮＳ 8180001128105 海岸沿い大自然の中で強みを活かした貸別荘事業開業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 ハッコー商事株式会社 1180001007216 空きスペースを有効活用した地域密着型コワーキングスペースの展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 稲沢市 株式会社氣凰堂 2180001102718 医師＆鍼灸師監修のオンラインカウンセリング健康商材販売事業 いちい信用金庫

中部 愛知県 春日井市 ニワ株式会社 4180001078147 ホカホカを届ける！オーダーメイドおにぎりの店舗・キッチンカー販売 吉野　康太

中部 愛知県 名古屋市港区 藤工業株式会社 7180001007284 ＥＶ車用グラファイトと超硬加工向け粗粒ＰＣＤ切削工具の開発及び展開 株式会社中京銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社フジコン 8180001083589 介護・終活・葬儀の循環サービスによる安心して暮らせる地域づくり 税理士法人大樹

中部 愛知県 田原市 合同会社美乃 9180303004127 「プログラミング教室」新規開校プロジェクト 和田　祐一

中部 愛知県 名古屋市港区 福義徳有限会社 7180002056818 飲食店の挑戦、中華加工食材の製造と販売事業への再構築 税理士法人中央総研

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社セイクン 5180001014720 風力発電機用雷保護システムの測定装置製造・販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 西尾市 株式会社エボリューション． 6180301023544 中継輸送と中ロットの混載輸送を可能にするシステム構築による社会問題解決 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 愛知郡東郷町 株式会社Ｋクリーン 5180001067693 子供たちの未来のために。持続可能な社会のための産廃再資源化事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 安城市 株式会社八百芳商店 9180301034076 地元農家・卸売市場の食品ロスを解決する野菜加工製造業への進出 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社マタドール 2180001105555 最高のパーソナルトレーナーになるための養成スクール事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社デコンス 7180001121234 宴会型の団体需要から脱皮。ポストコロナを見据えた店舗への再構築。 東濃信用金庫

中部 愛知県 小牧市 二葉化成株式会社 6180001075357 グラビア印刷等に特化した基幹業務システムを開発し、ＩＴサービス業へ進出する。 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 合資会社野田味噌商店 3180303002474 世界のベジタリアン、ヴィーガン市場へグルテンフリー対応のＧＩ八丁味噌を 碧海信用金庫

中部 愛知県 みよし市 株式会社ＳＫＥ 1180301021387 拡張現実機能訓練と新しい憩いの場を提供する通所介護施設の開設 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 春日井市 株式会社Ｍ＆Ｍソリューションズ 9180001108709 テイクアウト予約サイト構築支援ツールの提供と運営事業 税理士法人コスモス

中部 愛知県 小牧市 株式会社チェリオ中部 4180001076118 顧客ニーズを組み合わせて開発した新商品で挑む新市場開拓 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社エヌエムシー 1180002042088 中華居酒屋からファミリー層・会社員・観光客をターゲットとした鰻料理店への事業展開 株式会社プロシード

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ａｅｄａｍ 6180301008545 アエダムキッズプロジェクト 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 アイチマイクロ株式会社 3180001018731 ３Ｄ計測サービスで建設現場のＩＣＴ化を促進 山田　幸成

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ツーリストラボ 3180001120693 鹿児島県産の「さつまミライ」を使用したおいもカフェ「ｉｍｏｍｉ」展開 株式会社みらい経営

中部 愛知県 名古屋市守山区 木下工業株式会社 6180001059772 最新のリモート式菅内調査システムを使った「道路を掘り返さない」上下水道工法導入による生産性向上と渋滞緩和による地域貢献 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 大府市 有限会社矢田化学工業 6180002085215 電解水衛生環境システム販売事業および電解水を使用したコインランドリー事業への新規参入 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 一宮市 株式会社ソトー 8180001084265 機能性素材抽出事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ギミックス 6180002070431 本場韓国風豚焼肉店の新規開業 米倉　徹

中部 愛知県 名古屋市中区 宮地楽器株式会社 5180001041211 老舗楽器店がプロデュース！多種多様なニーズに応える「ミュージックスペース（仮称）」！！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 名古屋市南区 丸山建設株式会社 5180001015561 建設業の経験を生かした建設業特化型ドローンスクールの立ち上げ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｎｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ 8180001134367 地域居酒屋が冷凍加工食品製造業に進出し事業再構築 愛知信用金庫

中部 愛知県 安城市 有限会社シンケン 7180302016752 誤薬投与等を防止するための「配薬ワゴン」試作開発への参画と医療・介護用品市場への新分野展開 尾関　俊寿

中部 愛知県 名古屋市港区 有限会社花のウチダ 8180002006929 生花店が営むお花畑のテイクアウト喫茶店の開業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 刈谷市 有限会社都築工業所 3180302018587 自動車部品向け金型製造技術を活用し、家を災害に強くする建築部品分野への新規参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 瀬戸市 中島産業株式会社 1180001079115 小型オゾン発生装置向け板状複雑形状等のオゾン発生無声放電体の製造 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社カナオコーポレーション 8180001080280 建築工事における強みを活かした土木分野への進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 ワタナベフードソリューション株式会社 6180001113199 簡単に自宅でプロの味。高級介護食で利用者も飲食店も元気に！ 松田　裕

中部 愛知県 一宮市 株式会社エコ建築考房 8180001086559 健やかな家をつくる住宅メーカーの人と人をつなぐ木製プレイランド事業展開 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社クリエイティブハウス 7180001132710 塗装請負業からの転換、塗料販売へ！～ＤＩＹ塗装ワークショップの運営でポストコロナを生き抜く～ 杉江　麻希

中部 愛知県 愛知郡東郷町 株式会社コミット 6180001137966 保温工事の経験実績からの高い技術力を生かした板金加工への進出 碧海信用金庫

中部 愛知県 蒲郡市 有限会社ファーム 2180302015825 観光都市から住みよい街へ　障がい者福祉を通じた街づくり計画 サポート行政書士法人

中部 愛知県 清須市 株式会社ツーリスト中部 4180001052928 旅行サービス分野から、介護、医療サービスへの新分野展開 株式会社百五銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社Ｓｔａｒ’Ｑ 4200001026895 自宅でＯＫ！女性や高年齢者向けの仙骨刺激装置の開発及び販売 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 有限会社鈴清土木 4180302001609 イチゴ農家の生産性向上を実現する革新的農業ハウスの設計・施工 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 一宮市 株式会社アルファライズ 3180001085425 保険相談窓口・衛生管理を一体化した、地域密着型コインランドリー　事業の展開 株式会社プロシード

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社イーロジス 3180001116320 ＥＣ運営代行ワンストップサービス事業による新分野展開 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社エイジェイ 1180001089725 電気自動車時代に向けて、環境も考えた超省エネ住宅リフォーム業 株式会社愛知銀行
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中部 愛知県 蒲郡市 千賀農園 いちご農園から農業資材の販売＆加工品ショップによる六次産業化と法人化計画 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊川市 岡本建設株式会社 7180301009253 建築事業から新生活様式での飲食事業を支えるキッチンカー製造への新分野展開 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社クレイド 6180001122035 就活向け撮影アプリの開発 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社三恵社 2180001012231 中部地区初の本格的絵本教室事業への進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社クリアコーポレーション 5180001091339 障がい者の社会進出を支援するグループホーム事業への進出 税理士法人ＦｏｒＹｏｕ

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社オフィスパフォーマンスラボ 6180001101526 ＫＩＤＳサーカススクール　～エンターテイナーが指導する体育教室～ 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市緑区 中京車体工業株式会社 6180001022235 カーボンニュートラルに向けたＥＶコンバージョンバス分野への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ヱフビー 5180001029636 ＥＣサイトの構築による自社ブランド製品の企画・生産・販売計画 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 日進市 一般社団法人みらい学びクリエイト 8180005016462 不登校児のためのフリースクール「ハーベスト」 株式会社みらい経営

中部 愛知県 一宮市 株式会社オンテック 8180001085081 車両ＥＶ化の拡大による通電を要する衝撃及び温度上昇評価事業の構築 税理士法人名南経営

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社マキテック 4180001022765 再生可能エネルギー設備のリサイクル・リユースを見据えた、太陽光発電パネルの破砕事業 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ポラリス 4180001131293 外国人労働者の適正雇用の推進から働き方改革を支援 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社松枝衣裳店総本店 3180001005408 Ｗｉｔｈ　コロナに適応したフォトビジネス 山田コンサルティンググループ株式会社

中部 愛知県 東海市 株式会社東海レーベン 3180001102527 地域初のリハビリ付き有料老人ホームへの新分野展開で既存サービスの付加価値向上 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 碧南市 株式会社サンアドバンス 4180301015254 製造業ＩｏＴからスマート農業への転換～農作業効率化のトータルサービス～ 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社アリス 3180001011538 高齢者の健康に貢献する「脳トレコミュニティ空間事業」の新規展開 株式会社プロシード

中部 愛知県 東海市 有限会社久鐵 2180002087644 観光農園型ＢＢＱ場の開設により取引先に依存したビジネスモデルからの転換を図る 知多信用金庫

中部 愛知県 西尾市 福きたる株式会社 4180301028784 他社が行っていないテイクアウト・デリバリー専門の「うなぎ専門店」の新規オープン事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 豊田市 Ｔ３Ｄｉｎｉｎｇ株式会社 1180301031584 和と洋を合わせたハイブリットな和牛ハンバーグ店の展開 豊田信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社高部鉄工 2180301022938 大型の金型加工品技術を活かした半導体装置分野への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社モナヴェール 1180001091458 最先端設備を導入した歯科技工所の新たな展開 兵庫太和税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＯＶＥＲ 2180001113954 低価格＋小ロット！障がい者による粉末塗装のパイプ製品の販売 中部税理士法人

中部 愛知県 みよし市 マインテックジャパン株式会社 9180001116983 自社の強みを活かして「開発機の量産事業」と「オーバーホール事業」への参入を実現する 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社かぶらやグループ 3180001046798 和食居酒屋のべこたん刈谷店を事業再構築補助金を利用した韓国料理専門店への業態変更計画 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 みよし市 株式会社侘蔵 4180301026235 都市近郊型ワーケーションサイト“わびくらの里”運営事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 麻益株式会社 4180001033845 発電所向け特殊フィルター製造事業の展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 ＣＳＪ株式会社 1180001073266 商品をかわいくおしゃれに演出する塩ビクリアパッケージ製造事業 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社アルバ 4180001051839 薬剤配送スタッフ紹介プラットフォーム　ｍｅｄ　ｃａｒｒｙ 関西みらい銀行

中部 愛知県 半田市 みつまる自動車株式会社 2180001092067 新自動車の自動車サービスへの挑戦 半田信用金庫

中部 愛知県 みよし市 ＫＭＣ スーパーカー向けの点検・修理サービスの新たな展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 高浜市 株式会社鍔本幸鉄工 7180302020127 電気自動車に搭載される駆動モーター内の平角巻線の巻線機製造を行い電気自動車業界へ参入 株式会社森田経営

中部 愛知県 半田市 株式会社コハマテックス 7180001096212 精密機械部品を生産から加工までワンストップで 税理士法人　Ｂｒｉｃｋｓ＆ＵＫ

中部 愛知県 春日井市 豊洋コンクリート株式会社 1180001074917 環境負荷の軽減に寄与する路上路盤再生工事への進出 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社渡辺電設 9180002059463 空き倉庫、店舗を活用したインドアゴルフ場／ゴルフパークの提案販売施工受託事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ベースオン 7180001057206 簡易宿泊施設からレンタルオフィス・コワーキングスペース事業への事業転換 株式会社静岡銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 東邦運輸合資会社 3180003001454 飲料品残渣などを利用したバイオマスプラスチック用原料ペレットの量産化事業 公益財団法人中部科学技術センター

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ラ・カーサ 4180001088971 注文住宅の企画立案手法を活かして、建売住宅事業へ進出する 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社不動産パートナーズ 4180001123159 「Ｗｉｔｈコロナ時代の新しい不動産取引のカタチ」不動産仲介業務のＤＸ化による業態転換 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｋ・プロパティ 8180001121340 新しいライフスタイルが求める機能を完備したコインランドリー経営 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 安城市 株式会社エピ 9180301017502 セルフ脱毛、オンラインエステを導入した新しいエステ事業 井上大輔

中部 愛知県 一宮市 株式会社青山 6180001081941 事業用ユニフォームレンタル業への新分野進出 三嶋啓一

中部 愛知県 知多郡美浜町 有限会社紅葉屋 2180002087231 「いちご観光農園」の運営と「キャンプ＆ＢＢＱ施設」を融合した美浜町観光振興事業 税理士法人岩田総合会計事務所

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社富士 4180001001125 ラッピングカー等の曲面・立体広告による看板広告業の新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社トレス８１７ 4180001058578 廃棄物を資源へ！金属スクラップ品のリサイクルによる非鉄金属の販売 税理士法人大樹

中部 愛知県 春日井市 株式会社西山鉄筋 6180001119452 小規模建物に対する鉄筋加工から組立を行う社内一貫体制の構築 アイアンドアイ株式会社

中部 愛知県 清須市 特定非営利活動法人セブンデイズ 3180005016186 フードロス削減と障がい者就労支援を実現する「コロナ対応型セルフカフェ」の開業 ビューロ・ネットワーク税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中川区 合同会社カスタムエイド 9180003014104 メンバーズカードアプリ作成サービス「ＣＡＲＤ　ＢＯＸ」 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市熱田区 高齢社会街づくり研究所株式会社 3180001101248 先端技術「ＢｌｏｃｋＣｈａｉｎ」を用いたオンライン診療構想 東濃信用金庫

中部 愛知県 田原市 居酒屋てげてげ おっかさん弁当キッチンカー導入及びテイクアウト店新設計画 税理士法人ひまわり

中部 愛知県 名古屋市中区 つばめ交通協同組合 2180005004431 タクシー業界再興を実現するＩＣＴを活用した新交通インフラ創造事業 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング

中部 愛知県 名古屋市中村区 新日本実業株式会社 9180001030648 コロナ対応の障害者グループホームとデリバリー併用型飲食店運営 市竹　敦

中部 愛知県 名古屋市中川区 余合ホーム＆モビリティ株式会社 2180001021281 スマートホーム・スマートモビリティ部品の量産事業展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ａｒｎｅ 5120901013224 材料搬入から切削加工までの完全オートメーション化による短納期フルオーダー家具製造事業 株式会社北陸銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社アスケ緑化 9180301017808 ＰＦＩ案件の元請け化を目指した経営力向上計画 ミッドランド税理士法人

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社中部ＥＥＮ 8180001100014 空港舗装の走行式劣化調査システムの開発・実用化 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 八洲工具株式会社 2180001024433 最新型の工具研削盤導入による特殊工具の新規顧客獲得 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社松岡鉄工所 1180001028864 精密鍛造金型の技術構築による次世代自動車モーターコア部品及び異業種への新規参入事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 ヒノトインスペック株式会社 3180001045494 水素ステーションメンテナンス分野への新規進出 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社
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中部 愛知県 愛知郡東郷町 株式会社マルホウ 3180001067464 アスベスト除去工事から、アスベスト調査分析事業への進出 株式会社十六銀行

中部 愛知県 清須市 株式会社エムエス製作所 8180001045184 金型技術を活用した、移動式金型保守点検サービス事業への展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 大府市 有限会社ＮＥＯ　ＪＡＰＡＮ 5180002087071 循環式エコクリーンブラスト工法によるブラスト工事事業 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市港区 三重電気工事株式会社 2180001007454 照明実験施設を生かした設計・制作業務、販売業務への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社きよしホーム 3180301027275 建築リフォーム　マッチングポータルサイトの開発 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 一般社団法人海外人材サポート協会 7180005018055 外国人就労者を対象とした講習および就労・転職支援事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 一宮市 カンツバキ新生産業有限会社 2180002076077 冷凍健康スイーツ等を開発し、ＥＣ市場に新規参入する事業再構築 大垣西濃信用金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社ＳＨＩＭＡＤＡ 9180001060967 業界初、廃食用油を工業用油に再製し利用する社内循環事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社アーバニティー 9180301012156 飲食店経営のノウハウを生かした、障害者就業支援事業の実施計画 岡崎商工会議所

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ヒカリファミール 8180301006860 地方都市から、未来の食糧問題へ挑戦。昆虫食で地域イノベーション。 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＨＫホールディングス 3180001120561 ポストコロナ時代対応ヴィラ施設＋個性適応型セラピー施設ハイブリッド事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社エノア 7180301021687 宇宙産業の低コスト化に寄与する高性能・高耐久性ロケット燃料パイプの開発製造 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社相互運輸 2180002028103 コインランドリーとドライバー人材を活用した便利な代行サービス 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 サニーシーズン 気軽に手軽に簡単に、そうだバーベキューしよう！全天候型まちなかバーベキュー施設の開設 木野　宏紀

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ティダ 4180301003977 八丁味噌とレアハンバーグの地域メニュー・テイクアウト店の展開 岩本　大輔

中部 愛知県 名古屋市中区 オフィス早耶香 動画配信設備付きレッスンスタジオと資格取得支援サービスの運営事業 酒井　康行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ＰＡＣＩＦＩＣ　ＲＡＣＩＮＧ　ＴＥＡＭ 7180001133733 オンラインゲーム事業への業種転換 岐阜信用金庫

中部 愛知県 海部郡蟹江町 ティーエヌエス株式会社 8180001099577 ＡｄＢｌｕｅ®供給をシステムで自動化＋収集データ解析による新たなＡｄＢｌｕｅ®製造事業 株式会社りそな銀行

中部 愛知県 西尾市 相生ユニビオ株式会社 5180301022233 遠心分離機を用いた新たなみりんの製造方法によりコスト削減しシェア拡大を図る 西尾信用金庫

中部 愛知県 知多市 株式会社名南ゴム工業所 8180001094826 レーザー複合機にイノベーションを起こす高耐久クリーニングブレードの事業化 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 山眞産業株式会社花びら舎 9180001027520 新たな製造ライン等を導入して卸売業から製造業へ業種転換を図る計画 名古屋商工会議所

中部 愛知県 稲沢市 ナザテック株式会社 1180001085996 真空炉導入による接合技術の獲得を通じた燃料電池市場進出 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 蒲郡市 株式会社銀波荘 6180301010955 従来の団体温泉旅館から個人特化旅館へ刷新するための特別個室食事処の設置等によるブランディング事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 ラリーニュクレール株式会社 3180001130387 地域環境に配慮し、こだわって作られた全国の農作物を生かした　アイスクリーム菓子の製造・販売。 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊川市 株式会社ロンド・ベル 2180301027334 デジタル技術活用のライトアップと顧客管理システムによる集客支援事業 豊川商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社オールパーパス 5200002026720 障がい者の自立と共生社会を目指すＢ型作業所への進出 税理士法人　Ｂｒｉｃｋｓ＆ＵＫ

中部 愛知県 名古屋市中村区 アート・ホーム株式会社 9180002049002 ポストコロナ時代の非接触型＋提案型メンタルセラピーシーズン対応施設二毛作事業 ＲｅＨｕｇ株式会社

中部 三重県 松阪市 有限会社牧野商店 5190002014405 新たな市場での展開を可能にする強みを活かした新食感蒟蒻の開発 松阪商工会議所

中部 三重県 四日市 株式会社プラトンホテル 9190001019186 地域に新たなビジネスの機会を！地域密着型のビジネスマッチング＆オンラインサロン事業 税理士法人決断サポート

中部 三重県 松阪市 有限会社長井米生活農場 8190002015887 米作りひとすじ、地域の為に新たな課題であるＳＮＳマーケティングに挑戦する農場 三重県商工会連合会

中部 三重県 伊勢市 信和企画 レーザー加工機を使ってハンドメイド製品の開発及びインターネット活用で売上拡大 伊勢商工会議所

中部 三重県 松阪市 クルーズ 既存のオンライン販売のノウハウを活かした植物小売業への新分野展開！ 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊勢市 クローバー電子株式会社 2190001006604 電気機器製造・販売体制を活かしたＴシャツ等オリジナルグッズ製作販売 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市 琉球ダイニング　風と島人 移動式ビアガーデン事業による顧客獲得＆広告効果を通じたＶ字回復計画 岡田　悦子

中部 三重県 度会郡玉城町 株式会社ゼロ 7190001007622 ＥＣサイトのプラットフォームで地域社会を活性化する 株式会社ライトアップ

中部 三重県 鳥羽市 株式会社丸愛 1190001007529 市場ニーズに応える「缶詰」の新商品を開発して売上回復を目指す 税理士法人リンクス

中部 三重県 伊勢市 株式会社海老勢 8190001026687 ５Ｇ規格の到来で巨大マーケットに膨らむ動画市場を睨んで動画制作事業に参入 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊勢市 Ｇｒａｎｄｊｅｔｅ １度で効果抜群のお腹周りのダイエットに特化した完全個室専門店開設 松阪商工会議所

中部 三重県 四日市 株式会社今野商事 4190001024793 セルフサービス型の海鮮食堂×高齢者層の需要に対応した「街の魚屋」出店計画 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 伊賀市 株式会社心和総業 9190001022751 建設業から飲食業への新分野展開による売上回復計画 秦博雅

中部 三重県 伊賀市 株式会社アイシス 8190001008314 技術センターの土地と建物を利用し、新規にキャンプ場とコワーケション事業を始める 上野商工会議所

中部 三重県 津市 特定非営利活動法人もりずむ 4190005010088 「天然乾燥木材板」を”健康資材”としてリフォーム分野で普及拡大する 株式会社三十三銀行

中部 三重県 津市 株式会社Ｊコーポレーション 3190001003609 コロナ対策自動換気ギャラリーとサブスク絵画事業の新分野展開 宇治商工会議所

中部 三重県 津市 ダコンパーニョ 「行く」→「来る」への新分野展開！無限の可能性のある移動イタリアレストランでその場で合せた空間とスロフードの提供 津商工会議所

中部 三重県 伊勢市 人力車にじいろ リアル人力車からオンラインで旅する人力車へ業態転換 伊勢商工会議所

中部 三重県 四日市 株式会社ア・ビュー 6190001014231 介護人材の離職防止とモチベーション向上に貢献するプラットフォームの構築 四日市商工会議所

中部 三重県 志摩市 ｐａｂｌｏ デザインからアフターフォローまで、花屋が手掛ける庭園事業。 三重県商工会連合会

中部 三重県 四日市 株式会社いちばんフードサービス 1190001018550 食を通じた子育て世帯サポート事業 四日市商工会議所

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社マルヨシコーポレーション 1190001006233 固体水素を燃料とした水素発電機による発電システムの提供 鈴木　熙

中部 三重県 四日市 ＦＬＯＲＡＩＳＯＮ ローカルでも夢を叶えられる美容所兼撮影スタジオ設備で事業転換！ 四日市商工会議所

中部 三重県 多気郡多気町 株式会社Ｍａｅｓｔｒｏ 7190001011566 海上釣堀（マリンレジャー）の釣果の買取・販売・下処理サービスの事業化、臭わない魚加工食品の開発販売 梅村　彰

中部 三重県 多気郡大台町 美容室エスポワール ヘア・サロン（Ｈａｉｒ・ｓａｌｏｎ）を、地域のサロン・ド・テ（Ｓａｌｏｎ・ｄｅ・ｔｈｅ）に 桑名三重信用金庫

中部 三重県 四日市 ヒストリクス株式会社 6190001024387 外国人労働者の生活環境を支えるシェアルームサービスの事業展開 桑名三重信用金庫

中部 三重県 鳥羽市 若杉工機有限会社 9190002010763 同時５軸加工機の導入による複雑形状部品の精密加工分野への展開 株式会社中京銀行

中部 三重県 四日市 グリーン中部株式会社 8190001014741 飲食店ＦＣ事業からノンアルコール型ホットサンド店への新分野展開 経営創研株式会社

中部 三重県 いなべ市 株式会社ベアプロ 9190001019599 高硬度加工技術の開発により洋上風力発電市場への参入をめざす計画 桑名三重信用金庫

中部 三重県 四日市 萩野メタルワークス株式会社 4190001015917 コロナ禍で増えている非鉄金属に対応するためのレーザ加工技術の刷新事業 シェアビジョン株式会社

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社きのこ鈴鹿 9120101055609 営農型太陽光発電を用いた純国産椎茸の乾燥椎茸への加工事業 税理士法人和
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中部 三重県 四日市 株式会社富洋組 4190001016106 ＩＣＴ機器を活用したｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎへの挑戦 株式会社三十三銀行

中部 三重県 松阪市 株式会社ダイギ 8190001010773 産直カタログギフトの開発によってコロナ禍で多様化するギフト需要に応える 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 マーフィー幼児教室 幼児教室から高齢者や子育てが終わった保護者世代を中心とした大人・シニア教室への転換 津商工会議所

中部 三重県 伊賀市 森大建地産株式会社 1190001019648 建築ノウハウを活かした地域密着型障害者グル－プホ－ム事業 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 津市 株式会社マルゴ水産 7190001001014 美味し国伊勢の漁業を支える貝のスペシャリストの鮮魚への新展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 エム・ケー・パビック株式会社 2190001000177 金属プレス機を活用した金属加工部品事業への進出と独自製造技術提供による事業転換 株式会社りそな銀行

中部 三重県 四日市 株式会社伊勢森建設 1190001017899 ｗｉｔｈコロナ時代を生き抜くためのＩＣＴ活用計画 株式会社百五銀行

中部 三重県 伊勢市 産経印刷工芸社 一般商業印刷からペットグッズを軸とした製造販売への新分野展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 鳥羽市 上野観光株式会社 8190001007340 観光旅館がワーケーションという新たな付加価値を提供していく為の新分野転換 浮島　達雄

中部 三重県 桑名市 株式会社カントリーイノベーション 8190001013883 地元神社敷地内の遊休施設活用！新たに結婚式・個室宴会・お食事処・喫茶を設けた複合施設オープン計画！ 株式会社百五銀行

中部 三重県 伊勢市 株式会社原田組 5190001006923 地域課題を解決！除草作業で発生する刈草の堆肥化事業参入による新分野展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 伊勢市 倭庵黒石 ＤＸによる脱皮伊勢えびの量産化とＥＣ・卸販売による経営力強化 伊勢商工会議所

中部 三重県 三重郡菰野町 神崎産業株式会社 7190001014560 再生エネルギーレジリエンス・カーポートシステム事業 株式会社大垣共立銀行

中部 三重県 名張市 澤佐酒造合名会社 2190003001157 麹発酵技術と地元農産物を利用した新名張名物スイーツの製造販売 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 有限会社窪田モータース 6190002006269 三重県初！地域に貢献！中古車及び所有車両の特装車への架装・改造 鈴鹿商工会議所

中部 三重県 四日市 グライドデザインラボラトリーズ株式会社 3190001014911 キッチン付スタジオ【撮影×配信】のレンタル事業の新規立上げ 四日市商工会議所

中部 三重県 伊賀市 伊賀越株式会社 4190001008359 天然醸造醤油をベースにした高付加価値調味料開発によって醤油２次加工品市場への参入を実現 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 鈴鹿市 ベジキューブカフェ 自家製自然酵母、無農薬野菜を使ったベーカリーカフェ ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

中部 三重県 伊勢市 株式会社萩原建設 6190001006906 空き家を利活用するシェアスペース事業への挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 桑名市 株式会社ドリームプロモーション 7190001012770 強みを活かして顧客ニーズに対応！ワーケーション事業への新分野展開！ 桑名三重信用金庫

中部 三重県 員弁郡東員町 旭金属株式会社 9190001013387 自動車の車両軽量化に貢献する部品の製造ラインを新規構築し新分野進出を図る 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 株式会社光機械製作所 7190001000882 循環型社会に向けて当社の強みを活かした工具の再生事業への進出 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 ホームステーションスズカテン 在日外国人向け人材育成施設運営のための既存施設改修及びシステム構築 髙橋　康郎

中部 三重県 名張市 株式会社対泉閣 3190001009382 ワーケーション環境整備により新たな需要創出による収益の拡大 田附　貴章

中部 三重県 桑名市 有限会社葉村屋 6190002017002 建物から家具まで設計士が創るオーダーメイド家具と非接触型家具！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 三重県 伊賀市 名阪開発株式会社 7190001008959 遊休地を活用したゴルフ場・キャンプ場・アドベンチャーパークを併設した複合施設 株式会社フラッグシップ経営

中部 三重県 いなべ市 株式会社ピー・エフ・エムコーポレーション 7180001047198 ～造り手の思いを伝える場所～透明性の高い商品・文化を提供する拠点作り 桑名三重信用金庫

中部 三重県 桑名市 あっちっち 松阪牛を使用した健康志向型ＳＮＳ映えハンバーガー開発事業 廣瀬　陽介

中部 三重県 伊勢市 ひまわり不動産株式会社 8190001023065 ＩＣＴ導入による見守り支援！人とつながる『障がい者グループホーム』 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊勢市 なかむら珈房合同会社 9190003003007 三重県初となるカカオ豆から焙煎するチョコレート専門店の立ち上げ 伊勢商工会議所

中部 三重県 松阪市 株式会社高杉アトリエ 8180001104139 地域資源を活かした民泊施設と飲食事業の立ち上げ 三重県商工会連合会

中部 三重県 四日市 ＬＡＮＤ＆ＨＯＭＥＳ株式会社 5190001018357 顧客ニーズを捉えた「屋上収益化」による新分野への挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市 株式会社加藤建築 5190001023282 窯によるお米の炊き上げ体験ができる！地産地消の安全食材を使ったおむすび屋 中野　幸一

中部 三重県 桑名市 有限会社大倉スーパー 6190002017497 地域に密着したコインランドリー＆カフェ運営による事業再構築 三重県商工会連合会

中部 三重県 名張市 株式会社ベルウイング 4190001009299 地域住民のライフステージに取り入れる、「住宅型有料老人ホーム」の開発 株式会社みらい経営

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社よつば不動産 4190001023829 健康二次被害の解決と新しい生活様式に適合した「通い放題」スポーツジムの展開 菅原　由一

中部 三重県 三重郡川越町 株式会社ダイコウ 1190001018807 建設業が再構築のため地域貢献に繋がるコインランドリー事業に挑戦！ 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 ３７ワインズ ワイン・食・農業をテーマとした宿泊事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 松阪市 有限会社伊勢和 1190002015258 業務用鰹節卸店から大型商業施設での店舗運営ならびにＥＣ販売開始 桑名三重信用金庫

中部 三重県 津市 中桐石油株式会社 2190001001357 創業７０年のガソリンスタンドが総合自動車サービス業へ大転換！ 株式会社商工組合中央金庫

中部 三重県 三重郡菰野町 有限会社こもの花苑 3190002023754 花の芸術を暮らしに展開してゆく植物のアート空間。こもれびの！ 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 四日市 フードサービス三重有限会社 3190002023481 食品卸売販売事業からカットフルーツ等の食料品製造業への転換 後藤　越郎

中部 三重県 松阪市 株式会社イセオリ 3190001010943 ガラスクロスの圧倒的品質と量産化により、需要が急拡大する世界の高品質半導体クッションボード（ＰＣＢ）芯材市場へ進出する 株式会社百五銀行

中部 三重県 多気郡多気町 株式会社うおすけ 9190001010888 個食対応新ブランド構築と真空包装機導入でネット通販市場へ進出 三重県商工会連合会

中部 三重県 鳥羽市 有限会社扇芳閣 2190002010530 森のアスレチックパークを軸にした、子連れワーケーション事業 鳥羽商工会議所

中部 三重県 四日市 九鬼肥料工業株式会社 3190001014721 海外向け新製品の開発と海外市場の開拓・輸出 株式会社百五銀行

中部 三重県 伊賀市 有限会社アイジィエー 5190002012714 未来志向のモビリティサービスを支えるＥｌｅｃｔｒｉｃ　Ｖｅｈｉｃｌｅの製造販売 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 下津醬油株式会社 3190001000465 老舗醤油屋の総合提案型オリジナル惣菜・調味液への転換事業 津商工会議所

中部 三重県 四日市 内藤製餡株式会社 4190001015743 老舗あんこ屋が糖類ゼロでおいしい革新的な新製品の開発に挑戦。 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 伊勢市 株式会社ゼクト 7190001007663 内航船業界における健康管理ソリューション 株式会社百五銀行

中部 三重県 三重郡菰野町 株式会社アクアイグニスアートマネジメント 8010001188388 ＶＩＳＯＮへの店舗出店（Ｄ＆ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ　ＭＩＥ　ＢＹ　ＶＩＳＯＮ／ミナペルホネン） 株式会社愛知銀行

中部 三重県 四日市 大栄水産有限会社 8190002023320 楠漁港の再開発、地域活性化に向け、マリンレジャー産業への進出 税理士法人決断サポート

中部 三重県 松阪市 有限会社ミスズ 4190002014505 ｗｉｔｈコロナ時代の新しい結婚式「写真館で挙げるガーデンウェディング」 山口　耕平

中部 三重県 津市 ワンスインアライフタイム株式会社 4190001003987 現代美術作家がはじめて手掛ける絶景温泉　専門料理店から小規模高付加価値旅館への新分野展開 熱海商工会議所

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社マエダクリーニング 8160001010231 丁寧な接客で地域先行的に開始する寝具コインランドリーサービス ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 近江八幡市 有限会社中江産業 5160002010737 ガラス容器検査から飲食店のポストコロナ時代を支える倉庫業への新分野展開 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 高島市 株式会社アゼット 3160001017140 業者向け惣菜卸売事業から和食惣菜のＥＣ小売事業への新分野展開 京都信用金庫

近畿 滋賀県 守山市 株式会社Ｂｌａｎｃ　ｄｅ　Ｂｌａｎｃ 7160001016196 完全個室のパーソナルジム運営により健康と体力作りをＴＯＴＡＬサポート ウィズ経営コンサルティング株式会社
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近畿 滋賀県 湖南市 株式会社エヌコーポレーション 9160001019461 コロナ禍でも安心して遊べるｅ－ｓｐｏｒｔｓゲーム特化型ゲームセンターの開業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 ロンロヌマン 食肉加工技術を活かしサブスク事業と業務委託による販路拡大を実施する 草津商工会議所

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ラ・ナチュール 3160001021968 冷凍チーズテリーヌのブランド化によるオンライン販売事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 彦根市 Ｐａｓｔａ　＆　Ｃａｆｅ　Ｃｏｃｏｔｔｅ 地域に愛される事業が音楽の力でコロナに打ち勝ち地域経済に貢献する 三須税理士法人

近畿 滋賀県 草津市 淡海陶芸研究所 陶芸の全工程を５日間で体験する宿泊型陶芸体験事業で付加価値を創出 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 近江八幡市 マルハチＤＥＮＫＩ 電器店の新展開！ドローンによる農業支援＆次世代スマート農業へ 近江八幡商工会議所

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 カレーダイニングアジアン カレー専門店が挑むキッチンカー事業と未来を見据えた再構築 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ＥＡＳＵ 9160001018356 無人型レンタルルームでコロナ禍でも会食の場を創出する 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社中島仏壇 3160001016571 仏壇仏具販売から宝石やブランド品買取事業への新分野展開　事業 髙司　浩史

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社ぼっこ 8160001022202 資格で自立できるヨガ講師が育つオンライン養成講座の開発 山本　哲郎

近畿 滋賀県 湖南市 ＣＩＣＥＲＯ 「ウイズコロナ×イタリアンテイスト（洋風だし）新感覚ラーメン」による居酒屋からラーメン店への事業転換 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ビイサイドプランニング 9160001013092 介護業界での就業を希望する外国人人材に対する教育事業の展開 行政書士法人ＩＮＱ

近畿 滋賀県 大津市 株式会社エコグリーン 3160001018782 既存事業の利益率も高める非接触型不動産事業の新展開 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社Ｎａｚｕｎａ 4160001020903 ブランド拡張・Ｎａｚｕｎａブランドの商品開発とＥＣの構築 株式会社ナレッジラボ

近畿 滋賀県 米原市 タノシニア合同会社 3160003000887 ＩＴのプロによるパソコンのホームドクター事業 三須税理士法人

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＷＩＹＮフードサービス 7160001022293 コロナで外出を控えてる皆さんにご家庭で外食気分を味わっていただくテイクアウト・デリバリー事業 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 近江八幡市 華建築株式会社 1160001009206 宿泊体験で実感！空き家対策・ヒートショックを防ぐ断熱改修リフォーム事業 藤　崇之

近畿 滋賀県 大津市 炭楽屋とりうめ 窯元新設、オリジナル陶磁器食器の製造販売及びワークショップ開催による伝統文化発信事業 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 東近江市 有限会社鮒清 8160002009834 日本料理店からランチ営業及び居酒屋営業への事業再構築事業 税理士法人ランドマーク

近畿 滋賀県 大津市 株式会社プライムサンズ 3160001003801 体験型×訪問式移動カフェ！地域活性、アウトドアで日本を元気にプロジェクト！ 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ワイ・エス・メディア 5160001012429 少子高齢化に伴う社会問題を解決する非接型不動産事業の新展開 西村　剛史

近畿 滋賀県 守山市 株式会社Ｊｉｄｏｒｉｙａ 3160001019145 自社製造の生餃子で居酒屋から生餃子専門店への事業転換 ＭＧＳ税理士法人

近畿 滋賀県 彦根市 リュウセイ 漁獲物・水産加工品の製造およびオンラインでの通信販売 豊田商工会議所

近畿 滋賀県 大津市 株式会社スタンドアウト 5160001022147 働く・生きるをデザインする　コワーキングスペース新規事業 京都信用金庫

近畿 滋賀県 草津市 アルゴブレイン株式会社 5160001013757 ＡＩによる業務システム自動開発のクラウドサービス事業開始 公益財団法人滋賀県産業支援プラザ

近畿 滋賀県 彦根市 有限会社Ｄ・Ｊａｎｃｔｉｏｎ 1160002009196 「美と健康のトータルサポート」“セルフパワーフィットネス”事業の確立によるブランド力強化への挑戦 大辻税理士法人

近畿 滋賀県 甲賀市 コトリゴルフ ゴルフパターシャフトへ蒔絵（漆）を施し、ｅＢａｙと自社ＨＰで全世界へ販売 関西みらい銀行

近畿 滋賀県 大津市 Ｐｅｔｉｔｅ　Ｆｒａｎｃｅ　プチフランス 国内語学留学をベースとした体験型複合施設への新分野展開 大津商工会議所

近畿 滋賀県 大津市 株式会社どこでも介護 5160001017428 どこでも介護の「リハビリショートステイ事業」 大津商工会議所

近畿 滋賀県 長浜市 荒木電子工業株式会社 1160001007192 電子回路基板実装事業にて培った信頼の技術力を活かし、血液透析装置等の医療機器完成品組立分野への新規参入計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 江州計器工業株式会社 2160001000691 江州計器工業株式会社樹脂切削事業新規参入計画 大津商工会議所

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社松本経営開発 3160001007315 遊休地を利用したコンテナトランクルーム事業 株式会社大垣共立銀行

近畿 滋賀県 栗東市 淺野運輸倉庫株式会社 7160001013243 準低温温度帯での保管サービス分野展開及びＡＥＯ取得による保税機能強化 株式会社商工組合中央金庫

近畿 滋賀県 草津市 草津たわのした 商品開発力活かし食品販売業へ！Ｗｉｔｈコロナに強い冷凍餃子製造販売へ業種転換 関西みらい銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社湯元舘 8160001002055 創業１００年旅館を目指して、強みを活かした愛犬と泊まれるラグジュアリーな旅館で新分野に挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 合同会社カフェトレ美塾 2160003001779 食べて健康に痩せるカフェでダイエットをＴＯＴＡＬサポートする事業 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 東近江市 中川吉兵衛商店 地元農家と連携して新たなブランド米を創造し，ＥＣで全国展開 八日市商工会議所

近畿 滋賀県 長浜市 有限会社河瀬鐵工所 1160002006383 ＦＡ市場の拡大に伴う、食品・医療分野等のロボットを活用した生産設備の提供 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 野洲市 マスダ商事株式会社 4160001016372 植物細胞水の新たな有効成分を活用したスキンケア製品原料等の生産販売 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社クリスタル 5160001010366 葬儀シミュレーションシステム及びリモート葬儀システムのＡＳＰ提供 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 長谷金属株式会社 1122001005915 自動倉庫部品製造のための自動化工程構築による業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 滋賀県 高島市 ＣＯＦＦＥＥ　ＷＯＲＫＳ　ＰＬＵＳ コーヒートレーニング事業の開始による研修施設の整備 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 草津市 山一産業株式会社 5160001013195 高性能設備導入による医療・食品加工関連分野への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社かもしかリゾート 6160001020463 キャンプ初心者のための自然共生体験型アウトドアパーク事業 ひかり戦略会計株式会社

近畿 滋賀県 彦根市 有限会社名神彦根オート 3160002008667 認証工場取得による地元に密着した環境配慮型自動車整備業の確立 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 犬上郡豊郷町 みさか工業株式会社 6160001008797 手術台の部品製造を通じた医療機器業界への新規参入事業 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社プロスペリティ 7160001020314 ハンドワーク専門会社による障害者への就労継続支援および放課後等デイサービス事業 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 株式会社近江工業 6160001009176 先進的な金属加工技術の導入による自動化装置市場への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社ひょうたんや 3160001010946 和食調理ノウハウを活用した魅力あるブランド近江牛ギフトへの挑戦 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 長浜市 高橋金属株式会社 9160001006765 コンタミレスを可能とするＩＳＯ　Ｃｌａｓｓ７相当のクリーン鈑金事業への再構築 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 近江八幡市 有限会社駒吉 4160002010564 日本料理店のノウハウ・仕入れルートを活用した和風焼肉店への転換 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 草津市 株式会社プロテック 8160001014686 拡大成長するデジタルサイネージ等を取り入れた独自の建築金物を製造 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 株式会社花好 6160001009564 新しい生活様式に対応するペット用品専用ランドリー併設型コインランドリー事業 三須税理士法人

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社湖北製作所 3160001007240 一貫生産を行う金属加工業の、地の利を生かした新技術習得による低炭素エンジン部品製造への進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 守山市 株式会社仁礼物流 3160001016134 倉庫取得で下請運送から脱却し地域と共に物流事業に挑戦する 関西みらい銀行

近畿 滋賀県 大津市 カフェレストラン　アドリア 滋賀の食材を使用した老舗カフェレストランの中食市場向け商品製造販売 株式会社イソシエ

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社サンファミリー 7160001006651 人材会社によるコロナ失業人員を再教育・活用した複合型アクティビティ施設事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 中島商事有限会社 8160002008407 付加価値の高いキクラゲ栽培を通じた健康増進と地元雇用創出 滋賀中央信用金庫
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近畿 滋賀県 彦根市 アクアシステム株式会社 9160001008002 液体残量のリモート管理ができる液面計とそのシステムの開発 彦根商工会議所

近畿 滋賀県 守山市 林フォーム工業株式会社 6160001015414 デジタル技術と精密スリットを融合したクリーンルームでの衛生関連加工分野への進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社大地 5160001015638 感染症対策されたプライベート向け「和牛料亭」事業への進出計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 カーオフィスレボ 新たな顧客層獲得のためのエステ事業への進出 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社品川 5160001000929 近江牛を使用した本格的肉棒寿司専門店の開業事業計画 大津商工会議所

近畿 滋賀県 草津市 サーガス土地販売株式会社 6160001014663 コンテナハウスのモデルハウスを活用した新たな住宅価値の提案事業 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 湖南市 上西鉄工所 当社保有の遊休資産を活用した新分野事業への進出 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 株式会社アイズネクスト 3130001047124 「大家さんも喜ぶ！次世代インターネット設備革命」 川村　啓輔

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社輪 7160001017608 揚げたてカレーパンをドライブイン方式のテイクアウトにて提供 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 守山市 西口左官株式会社 2160001019492 ｗｉｔｈコロナ時代の新しいショールーム開設と住のＤｔｏＣブランド構築 京都信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 スカイオーシャンキャピタルパートナーズ合同会社 3160003001621 ３次元計測技術を用いたプラント点検 大津商工会議所

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社タナベエナジー 2160001010047 飲料水の製造プラントを新たに構築し、その製造販売事業への業態転換 関西みらい銀行

近畿 滋賀県 東近江市 川口設計管理事務所 大規模営農事業者向け土壌改良事業による高収益野菜の栽培支援 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 大津市 オステリアバールコジコジ イタリアンのシェフが作る具材に拘った創作パン屋さん ウィズアップ税理士法人

近畿 滋賀県 甲賀市 有限会社オートショップビッグワン 3160002005557 「地域貢献をテーマに」自動車販売修理業から訪問看護事業への進出 滋賀県信用組合

近畿 滋賀県 長浜市 なかや 過疎地の高齢者を元気に！天然大豆の高栄養価健康弁当の移動販売 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社ばんば農産 3160001022248 乾燥調整事業と卸販売で持続可能な地域農業の発展 税理士法人吉永会計事務所

近畿 滋賀県 草津市 こう接骨院 接骨院が提供する継続型パーソナルトレーニングジムとオンライントレーニング事業 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 皿そば渚庵 滋賀の皿そば屋が大人気鯖寿司を冷凍化。ＥＣサイト構築し通販等に挑戦！ 大津商工会議所

近畿 滋賀県 高島市 ホリゾン・インターナショナル株式会社 3160001012050 地域に根差した複合業態型施設建設と新規事業展開 京都信用金庫

近畿 滋賀県 守山市 大橋歯科クリニック 「高齢者施設歯科支援サービス」への新分野展開 京都信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社トレゾアプラスカンパニー 5160001014986 店舗での学校制服のリユースショップ事業への進出 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 有限会社辻野自工 4160002008352 お客様のニーズに応えた業務用車両の塗装板金で地域の絆を強化 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ウィリアムレーシング 1160001014635 北海道の大自然内での競走馬育成牧場とファームステイ宿泊施設の併合事業 三浦　優

近畿 滋賀県 大津市 アワノコーティング クラシックカー業界への進出のための作業スペースの建設 鯉淵　拓真

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社メッツワールド 6160001007114 セントラルキッチンを活用したキッチンカー事業への新分野展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 草津市 株式会社南洋軒 4160001013023 急速冷凍技術を活用した新たな製造方法による冷凍おせち・冷凍駅弁製造事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社アイテス 1160001016292 ２４時間不良解析サービス　＂解析　ＥＸＰＲＥＳＳ＂　の立ち上げ 清水　奈津

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社共和製作所 3160001009872 ＩｏＴ時代に突入！半導体製造装置のフレーム加工市場へ進出で売上アップ 有限会社あんしん会計

近畿 滋賀県 大津市 有限会社　キャッツ 8160002004447 ランドリー事業への参入による新分野展開と経営リスクの分散 関西みらい銀行

近畿 滋賀県 高島市 保木機料株式会社 5160001012049 スーパーニッチ分野「ロボット用電線保護繊維」製造への参入 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 守山市 株式会社Ｒｅａｌ 1160001016268 テレワークでの住替え需要をターゲットとした不動産仲介事業 守山商工会議所

近畿 滋賀県 高島市 田中建材株式会社 3160001011952 木質アスファルト再生合材による脱炭素への貢献と解体の新たなモデル構築 税理士法人小畑会計事務所

近畿 滋賀県 米原市 滋賀オート株式会社 7160001006726 大型特殊重機／クレーン／大型車両等へ進出し車両分野における総合コンサルティング事業に挑戦 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社ヤマト精工 6160001008863 最新ＣＮＣ旋盤装置の導入による電気自動車部品受注を取り込む新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社芝山タイヤ工業所 6160001000886 地域の法人と連携し、タイヤストックサービスに挑戦 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 甲賀市 相撲茶屋　賀位の山 ちゃんこ屋の大将が厳選した近江牛ヘレ肉とちゃんこ鍋の通販事業計画 滋賀県信用組合

近畿 滋賀県 犬上郡豊郷町 株式会社牧村製作所 3160001008775 新分野展開　新エネルギー用バルブの製造 株式会社商工組合中央金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社アドインテ 5130001029070 非対面接触による物販と広告配信が可能なスマート自動販売機「ＡＩＩＣＯ」 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社イワタ 9130001019902 高級寝具の月額制利用サービス等によるＯＭＯの新展開 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 一般社団法人森のようちえんどろんこ園 4130005015266 託児付き　コワーキングスペース 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 宝本商事株式会社 1130001001256 リボンの特性を活かした雑貨製品を製造し、消費者に販売する事業 新井・松原コンサルティング株式会社

近畿 京都府 亀岡市 株式会社ドゥオモ 5130001035713 既製品に直接刺繍できる機械を導入し，刺繍対応製品を大幅に広げるプラン 京都税理士法人

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社西洋舎京都 9130002017715 大豆及び京都伝統昆布だしを用いた高級生食パン専門店の製造・販売 猪口　建太朗

近畿 京都府 京都市西京区 有限会社万殿建設 3130002009362 建築リフォームでの地域密着営業を活かし高齢者向け配食を提供 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 グリーングラス 地域に愛される喫茶店から、コロナ禍での焼肉を主とした喫茶、惣菜テイクアウト複合事業への転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社辻しば漬本舗 4130001066825 生しば漬けチーズケーキの開発・販売および　「発酵スタジオ大原」　施設の開設 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 やゝ 大柄な女性でも着られるアンティーク着物を着て京都で写真を撮影 小松﨑　哲史

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社時代屋 6130001028014 テイクアウト餃子専門店の開発及びセントラルキッチン構築による展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社Ｊ・Ｆ・Ｓ 9130001034224 セントラルキッチンの構築による冷凍総菜のＥＣ販売とＯＥＭ事業への同時参入 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市中京区 にほん酒食堂しずく 日本酒・ワイン専門家の酒販店経営とサブスクリプション販売による業種転換 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社丸や 8130001049000 七味とうがらし専門店による新たな漬物用粉末調味料の開発・製造・販売 ミカタ経営株式会社

近畿 京都府 京都市北区 アイカム株式会社 1130001002403 ビジネスホテルのアフターコロナに備えたリニューアル 井谷吉宏

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社らくよう総合研究所 5130001052948 京野菜を活用した発酵食品の製造販売業への挑戦 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社京都かもがわ会計 3130001006864 ヘルスケア等を介して経営者が集う、コミュニティスペースの運営事業 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市中京区 ほいっぽ 肉割烹から市場ニーズを捉えたラーメン店への転換計画 シェアビジョン株式会社

近畿 京都府 京都市南区 株式会社マツウラ 3130001011699 寺社仏閣の京金物建築業が挑む納骨堂向け集合墓製造の業種転換 株式会社ＡＮＥＭＯＳ

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ラズワール 2130001030964 自社環境にて白生地に昇華転写プリント加工を出来る設備を構築 京都信用金庫
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近畿 京都府 京都市左京区 洛北ビニール有限会社 2130002006427 京都の職人で挑む超ニッチなオーラルケア等商品事業展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社ロジック 6130001033261 本物のオーガニック商品開発により真の○○フリー市場へ切り込む 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 光洋軒 京都駅南ホテル街宿泊者をサポートするテイクアウト店の開設 ミレ信用組合

近畿 京都府 京都市南区 有限会社トリッキーパンダース 4122002012817 バドミントンスクール事業から卓球スクール事業への参入で地域活性化 サポート行政書士法人

近畿 京都府 京都市左京区 地球の幸せを夢みるバク 現レストラン事業の技術をいかした冷凍ケーキのＥＣサイト販売の展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 有限会社湯浅商店 8130002010308 楽只苑ブランド戦略として東京日本橋にアンテナショップの設置事業 西口　末和

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社山一洋菓子 6130002015168 主要得意先を喪失した洋菓子製造からパン製造に事業転換を図る事業の柱の再構築計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社ＤＡＦＦＹ 3130001069853 ラグジュアリーアイウェアの企画開発と製造販売 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ＺＥＮＮＡ 1130001047704 ゲストハウス売上減対策としてカレーパン事業の新規展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 ＮＩＣ株式会社 4130001045523 ＩＴ・ＩＯＴを活用した新しいスタイルの不動産管理事業 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市伏見区 トーホーメイク スキンケアに特化した中古化粧品の買取販売事業、２次流通市場への新規参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社作島 8130001017378 仏教ファン向け小売店舗「こころを癒やし整えるセレクトショップ」の立ち上げ 鷲尾　裕二

近畿 京都府 京都市中京区 新染苑廣田株式会社 8130001021165 世界遺産二条城近辺の観光客対象のキモノ関連作品の小売販売 税理士法人京都経営

近畿 京都府 京都市左京区 Ｒプランニング 映像配信に特化したプロレス中継番組の定期配信事業 清水　仁志

近畿 京都府 京都市下京区 美濃与食品株式会社 4130001008744 漬物や惣菜の包装から食品業界を変える加工受託事業 株式会社ライトアップ

近畿 京都府 京都市下京区 Ｍｏｌｆｏ合同会社 2130003003968 音の問題をデザインとアートを用いて解決する吸音製品開発事業 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 近畿オート株式会社 1130001010430 幅広い業界に進出できる鉛バッテリー延命事業開始による新販路開拓 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市南区 ＹＵｒｉエステサロン 美容業から飲食業への業種転換 田中　久晶

近畿 京都府 京都市中京区 有限会社京フーズ 2130002021640 社食宅配サービス進出による増収計画 新経営サービス清水税理士法人

近畿 京都府 木津川市 くにみ鍼灸整骨院 エステサロン事業計画 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市上京区 有限会社小川金正堂 7130002002140 最新のレーザーマーカーの導入によりＱＲコードを製品に直接刻印し、商品販売ページへと誘導する広告サービスによる新分野での売 立野　靖人

近畿 京都府 京都市北区 アレゴ 京都初・トータルビューティーサロンでのハリウッド眉毛パーマ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 丸福 ダシが自慢。老舗そば屋が手がける「京風おばんざいおむすび・京風スープ」のテイクアウト 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 ＳＳ 「絶品洋食」×「コーチング」でコロナに打ち勝つレストラン事業 税理士法人キーストーン

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社一杢 5130001019856 京都発「薬膳ハーブ茶」の開発及びマーケティングＤＸによる事業改革 猪口　建太朗

近畿 京都府 京都市中京区 高倉工房有限会社 1130002020701 世界中の人が購買対象。全く新しい京漬物チップスの製造販売。 豊原弘行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社Ｎ＆Ｌ 4130001058070 起業者のための都心から離れたシェアハウス型レンタルオフィス 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市伏見区 スギトラ ジェラート専門店を経営するパティシエの世界大会準優勝者が、新たに焼き菓子専門店を立ち上げる 竹内　雄一

近畿 京都府 木津川市 ナカムラポートリー 卸売から一般小売へ転換する手捌き鶏肉小売と惣菜販売店舗運営事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 八幡市 京都三条大橋歯科診療所 デジタル技術を活用した総入れ歯の即日提供システム 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社萬丹屋 6130001053342 ドローン及びロボットマシーンを活用したスクール事業 南　博光

近畿 京都府 京都市西京区 ウナテ工房 京都の宮殿師が造るやすらぎの木製の家具、雑貨のＥＣサイトでの販売 清心税理士法人

近畿 京都府 長岡京市 谷川海事代理士事務所 将来必要とされる人材育成を。英語教育に特化した民間学童保育事業。 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市上京区 洛陽織物株式会社 6130001004106 手織ミュージアム開設と手織帯活用新商品の工房販売 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 日本リフレクト化学工業株式会社 7130001012256 非接触ニーズを掴み新市場展開を図る遠隔操作対応屋外ＬＥＤディスプレイ（スマートダース）の開発 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社黛 8130001022725 新分野展開「飲食業⇒食品製造業（惣菜、弁当、通販商材）」へ新規事業化 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社フォレストホームサービス 1160001004272 「エシカル消費」ＥＣサイトの開発とＳＤＧｓリーディングカンパニーへの挑戦 アイネックス税理士法人

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社北斎 7130001009657 低温調理による労働生産の向上と、地元顧客の集客事業。 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社たきものゑびす 2130001031335 職人知識を生かした、菓子事業への参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 巍Ｇ．Ｒｃｏ合同会社 9130003003326 キッチンカー事業への進出に伴うセントラルキッチン整備事業 田中　隆文

近畿 京都府 綴喜郡井手町 喫茶ラポ 喫茶店再構築計画 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 轡 京都、京北の魅力を生かした馬とふれあうリトリート事業 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社Ｒｅ－ａｌ 2130001062306 地元密着型“婚活サポートサービス”新事業 京都信用金庫

近畿 京都府 城陽市 有限会社京都八百忠 9130002031823 老舗料亭の新設サブブランドによる店舗展開及び通販事業用セントラルキッチン設立計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社Ｔ－ＳＴＹＬＥ 1130001051557 子育て世代に優しい美容院　観光客も旅先で気軽に予約可能！ 岩本　博至

近畿 京都府 京都市北区 株式会社西栄 3130001004777 西陣職人技術によるオリジナル雑貨でコロナ禍に癒しを与える事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 あらい農園 自社生産サツマイモを使用した天日干し芋の製造・販売事業 関西経営コンサルタント事業協同組合

近畿 京都府 木津川市 焼亭ＪＵＪＵ 鉄板焼店から大和牛専門焼肉店への転換による、おひとりでも大和牛焼肉を　のプランの開設 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市上京区 鉄板焼　草庵 お好み焼屋さんから、京都発「健康弁当」のテイクアウトへ～京都産もみじ肉を使用した新感覚弁当 西河　豊

近畿 京都府 京都市山科区 餃子の朝日 中華料理店から焼き魚・豚肉・かしわ（鶏肉）専門の炭焼き弁当店へ 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市山科区 ＨＫ’ｓ　ＷＯＲＫＳ Ｏｒｔｈｏ　Ｄａｎｃｅ　Ｓｔｕｄｉｏ　事業 税理士法人　三宅事務所

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社西利 3130001018372 業務用製品販売による経営基盤再構築計画 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 京都府 京都市北区 コントラバス工房　角本 ＫＡＤＯＭＯＴＯブランドの立ち上げによる、高付加価値コントラバス国内内製化事業 藤井　明登

近畿 京都府 京都市伏見区 陽美那 拡張現実を活用したヨガ教室とレンタルスペースへの新分野展開。 小山　富央

近畿 京都府 京都市山科区 有限会社丸重屋 5130002021142 最新鋭３Ｄ化機材による橋梁等のデジタルアーカイブ事業への進出 株式会社ＦｏｒＹｏｕ

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社さわらぎ 7130001004807 古都京都×現代アニメ文化で作るハイブリット文化事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 高杉総合会計事務所 飲食店向け音声店舗運営アシストサービス 大平豊

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社創美社 1130001036351 医師管理下による基礎疾患のある人の新型コロナに負けない健康増進の為の運動治療推進機関 税理士法人第一会計
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近畿 京都府 京都市上京区 植村行政書士事務所 学生・社会人・教員が交流できる、大学前コミュニティスペースの開設 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 リュードゥルポ 喫茶事業を縮小し低糖質・京野菜をコンセプトにテイクアウトとＥＣへの転換 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市下京区 イマージュレール ヘッドピースをメインとした日本初の路面店を開業することによる業態転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 ステーキハウス次朗 体、皮膚に優しく、利便性の高い、美容関連の小売事業 しんせい綜合税理士法人

近畿 京都府 京都市下京区 エッグバータマゴ 京都たまごの神髄！公式ＬＩＮＥを活用した三ツ星卵ソムリエによるテイクアウトカフェ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 株式会社フラット・エージェンシー 9130001005398 次世代担い手人材紹介・育成プラットフォーム“フラットｓｐａｃｅ”の構築事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 ゲストハウス　トゥ・カサ 環境と社会にやさしい持続可能な「量り売り店」と「カフェ」事業！ 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社雅工舎 2130001053305 地域ビルダーが取組むインターネットビジネス、新築リフォーム業者紹介サイト「みんなの工務店さん」 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社ＨＣＫＹＯＴＯ 7130001060932 新しいライフスタイル・プレミアム」ｃｏｆｆｅｅ　ｓｔａｎｄ 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市北区 お料理めなみ 朝からテイクアウトで滋味深いお粥を提供する事業 有田　耕介

近畿 京都府 京都市下京区 ダーツカフェガーデン京都 スマートフォンで対戦できる新たなゲームサービスの導入 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 工房かみ之 新たなニーズを取り込んだ神具の製造事業 株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 長岡京市 平井鍼灸整骨院 地域に根差した鍼灸院が展開するトータルビューティーサロンの運営 税理士法人ほはば

近畿 京都府 舞鶴市 Ｔ－ｃａｒｅ エステ事業からパーソナルトレーニング事業へ。コロナ感染対策のパーソナルジム・デジタルヘルス管理で、働く女性の健康問題解決 齋藤　由宇

近畿 京都府 京都市中京区 Ｇａｌｌｅｒｙ　Ｇ－７７ シルクスカーフ開発・作成、販売 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市右京区 いっ福ｃａｆｅ 思い切って郊外へ移転！カフェから菓子製造小売業への業種転換計画 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社アプリネット 1130001046929 顔検索システムを使った卒アル原稿　業務効率化システムの開発 ファミリービジネス税理士法人

近畿 京都府 京都市南区 新食工業株式会社 4130001010898 京野菜加工食品製造事業 洛陽税理士法人

近畿 京都府 京都市中京区 アンジュ株式会社 1130001053314 かわいい！袴で人気の企業が写真館に進出、幸せの絆の記録をお手伝い 金井　崇憲

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ＲＥＡＬ　ＧＡＴＥ 9130001046285 就労継続支援Ｂ型事業所「ワーク工房　ココブリッジ」の開所 吾郷　泰佑

近畿 京都府 京都市北区 イタリア食堂ガロッパーレ 手頃な価格でプロの本格イタリア料理を再現可能なテイクアウト販売 乾　裕彦

近畿 京都府 京都市左京区 合同会社ＡＲＫ 3130003006045 ウィズコロナ時代に合わせた新しいペットホテル事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 乙訓郡大山崎町 株式会社Ａｓ　Ｇｌａｕｇｈｔｙ 5130001059456 郵送買取及び預かり査定等の非対面での買取に対応する古物商の買取店舗設営 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社アンドワウ 1130001049691 お肉が大好きな人のためのサンドイッチ店出店計画 京都あおい税理士法人

近畿 京都府 京都市左京区 有限会社ハイライト 1130002005909 コロナに打ち勝つチキンカツ！百貨店催事で「おふくろの味」を全国展開！ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社葉桜 8130001057201 無添加オーガニック惣菜の店舗販売事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社みると 9130001028548 猫と人間が安心安全快適に暮らせる住空間作り猫インテリア事業 根井　大樹

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社香凜 9130002020792 デザインは自分、職人が形に。ニーズに応じて珠数が作れる環境の提供 荒尾税理士法人

近畿 京都府 京都市伏見区 移動する竹村商店 行列のできる高級干し芋ＥＣサイト販売 前川　高志

近畿 京都府 亀岡市 株式会社悠翔 4130001035895 無垢材家具のインターネット通信販売によるＢｔｏＣへの進出 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社ロイヤルマジック 9130001027938 “コミュニケーションツール”としての魅力を伝えるマジック教室 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市山科区 ミキモト化粧品新京都営業所 ポストコロナを踏まえ、成長産業である脱毛分野で地域社会に貢献 京都信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 ぷるらる ＰＲ誌の経験を活かし、店舗デザイン塗装事業への転換 税理士法人イデア

近畿 京都府 城陽市 株式会社モリタ 2130001038611 ＳＮＳマーケティングを活用した自社ブランドの確立・ＥＣサイトでの販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 シモムラ 外出自粛の疲れを解消！家族や若者向けフィッシングスクールサービス レンタルＥＣ株式会社

近畿 京都府 宮津市 いなかよし 納屋改築による満天の星の見える田舎風宿所の新設とバイラルマーケッティングによる新規顧客の獲得 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社エル・シャン 6080101014175 第一次生産者ＰＲ支援事業～美味しい！が届く「ＴＶトラック」～ 德元　利貴

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社大興電気 6130001014914 ドローンと画像診断ＡＩを用いた革新的スマート農業支援事業の展開 吉元秀樹

近畿 京都府 綾部市 ｌｉｍａｉｌｏ 新婦の夢を叶える！ウェディングコンサルティングへの業態転換 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社呑寄亭 8130002010118 京野菜ジェラートの商品開発、居酒屋からカフェレストランへの転換 京都信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 株式会社ｇａｒａｇｅ　ｓｍｉｌｅ 9130001069146 家具、備品のリペア・抗菌コーティング事業 吉尾　正巳

近畿 京都府 京都市南区 株式会社カマテック 2130001030980 電気工事業から太陽光発電検査事業への新規参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 今井美容株式会社 1130001046202 自社企画高付加価値化粧品の自社ＥＣサイトによる販路拡大事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社オノウエ 2130001016798 人と地球に優しい京惣菜（オーガニック）を高品質冷凍で全国へ販売 松成　文貴

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社やちよろず 9130001062225 有人ゲームのマッチングプラットフォーム運営による新展開 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市北区 株式会社桝屋高尾 8130001005449 着物コンサルティング及びレンタル販売までのサービス提供 前野　芳子

近畿 京都府 京都市中京区 竹田株式会社 9130001029174 ワンルームマンションの空室を利用した「着物預かりサービス」 京都商工会議所

近畿 京都府 宇治市 早川電化株式会社 4130001032975 高齢者のデジタルデバイドを解決する相談型店舗の開設 アイネックス税理士法人

近畿 京都府 京田辺市 大住よつばはりきゅう整骨院 整骨院運営の強みを活かした、障がい児を預かる放課後等デイサービスへの新規参入 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ナカモト 1130001013111 金属加工業務の開始に伴う、新たなシナジーの創出 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 北澤造園 造園技術を生かした庭造り教室とバーチャル商談ルームの開設 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 一志進ゼミナール 個人指導型学習塾からプレミアム牛を取扱う焼肉店への業種転換 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社キャリアアップ 1130002024157 コンパニオン派遣事業から障がい者グループホーム、福祉事業への事業転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 綾部市 アヤベックス株式会社 5130001051561 海外旅行会社連携、日本伝統工芸品のＰＲ・販売プラットフォーム構築事業 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社クロッシェ 6010401098610 京飴ブランドを活かしたウィズコロナ対応新商品の開発販売計画 川崎みらい税理士法人

近畿 京都府 京都市南区 株式会社エコフィールド 1130001027111 バイオクリーンシステムによる排出汚泥削減計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 ＨＡＲＩＣＡ 既存の美容業を活かして、新たにコスメ事業をＥＣ化 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 山崎紙工株式会社 3130001004018 伝統的な製本技術による１冊から請け負うオリジナル文具・雑貨のＢｔｏＣ事業への進出 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス
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近畿 京都府 京都市東山区 ラオンイン株式会社 3130001058600 ホテルで疲れをフットバス（吹っ飛ばす）！「ラオンのほぐし」出店計画 南　博光

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社エコロ２１ 3130001024049 洋菓子業界参入計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 烏丸ダイナーＦｌａｔ 立呑み屋が新たに取り組むフードロスを防ぐキッチンカー事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社菊岡夫婦社 1130001046540 アジア料理のバーチャルレストランＦＣ化構想 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 レストラン里 アウトドアやバーベキュー時においしくてインスタ映えする料理が簡単に調理できる冷凍冷蔵食品製造事業 服部　真和

近畿 京都府 船井郡京丹波町 株式会社京都ものがたり 4130001060225 京丹波町竹野集落農村体験グランピング事業及び農産加工品の販路拡大 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ハチノジ 9130001052639 収益性と社会性の両立を実現させた共用コワーキングスペース付きレンタルオフィスの開設 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社エミュ・ラクサイ 7130001010128 洋服二次加工を特徴にしたアウトドア用品ブランドの展開 毛利　隆志

近畿 京都府 京都市中京区 近藤健一 和スイーツの開発・生産体制の整備およびテイクアウト販売の強化 アアル株式会社

近畿 京都府 船井郡京丹波町 なやカフェ 放置森林を利用した住宅リフォーム工事業 株式会社ライトアップ

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社平八茶屋 2130001007236 日本文化の「学び」の提供を通じたお客様との新しい関係づくり 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社京はやしや 9130001015620 介護業向けロールケーキキットの開発で新分野へチャレンジ Ｎｏ．１税理士法人

近畿 京都府 京都市下京区 亀井珠数店 非対面での珠数販売（Ｂ２Ｂ）と御守りとしての珠数販売（Ｂ２Ｃ） 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ｈａｃｈｉ 7130001062193 サステナブルなアパレルブランドの立ち上げ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 有限会社招楽 6130002012314 急速冷凍装置を用いた中華料理の通信販売と自動販売機での販売事業 奥村　能丈

近畿 京都府 京都市中京区 有限会社起福 1130002022210 無添加北海道産小麦を使用した安心安全のパン製造・小売店の事業計画書 税理士法人ミライト・パートナーズ

近畿 京都府 京都市左京区 ジャングルケイブ 肉食飲食店から加工肉製造メーカーへの挑戦。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 松幸不動産株式会社 6130001001895 士業の相談サポート付き・地域貢献型シェアオフィスの開設 富山　竜二

近畿 京都府 京都市左京区 こしぶ オンリーワン「こしぶ」藍染製品を京都から世界へ 三浦　優

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ライオンズ旅行企画 7130001016050 近未来のグローバルツーリズム、旅行者に最新の画像と観光情報を 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社マリベルジャパン 8130001048927 フリーランスとワーケーションを対象としたコワーキングスペースの２店舗同時展開 株式会社但馬銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社Ａ・Ｓｃｏｍｐａｎｙ 4130001046959 パーソナルジム進出によるフィジカルビューティーラボの完成・強化 アイネックス税理士法人

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社冨田屋 2130001003433 歴史的建造物で頂く「京風創作中華料理店」開設事業 税理士法人ベストパートナー

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社京鐘 1130001006247 京都の寺社仏閣にて健康・長寿を祝う「還暦の祝」への新分野展開 根井　大樹

近畿 京都府 京都市左京区 Ｓｗｉｎｇ－Ｂｙ合同会社 9130003006196 全国の地ビールを最高の形で届ける。クラフトビールサーバー製造事業 西山　智久

近畿 京都府 京都市左京区 Ｃｏｌｏｒｅｄ　Ｗｅｄｄｉｎｇ 野外結婚式プロデュース業から新分野展開を通じて貸テント業へ 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社黒田装束店 1130001020636 装束文化を後世に正しく伝える装束店による着付け文化体験事業への挑戦 税理士法人優和

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社Ｋｙｏｔｏ　Ｎａｔｕｒａｌ　Ｆａｃｔｏｒｙ 4130001020988 Ｏｒｇａｎｉｃ＆ナチュラル＆京都素材で作る掃除用洗剤の開発 谷口　純一

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社茎屋 2130001020569 沢庵製造時の無農薬残米糠を有効活用した、発酵熟成ぬか床の製造 登尾　源一郎

近畿 京都府 宇治市 山城農産株式会社 9130001033184 生産者が直で伝えたい真の味「アンテナショップ」 京都中央信用金庫

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社恵庭金属工業 3130001047306 長尺物を含むアルミ部品加工の強みを活かした、半導体製造装置向け部品の製造事業 花岡　貴志

近畿 京都府 長岡京市 株式会社山田製作所 7130001030506 電気自動車に対応した金型の高精度化とＩｏＴの活用によるＶ字回復策 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社一文字 9130001062101 飲食業として、店内飲食営業だけからを脱却する事業転換計画 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 宇治市 有限会社エヌ・テイ・ビイ製作所 8130002026130 リフォーム建築関連製品製造における新分野展開で事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社ＳＨＯＴＥＣ 6130001034128 Ｍグレード認定工場としての高い技術力を用いたコンテナハウス市場への参入計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社伊藤軒 5130001009997 新製法の菓子を用いた国内流通菓子専業から観光菓子及び輸出菓子への多角化 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社詩の小路 5130001021309 サブカルチャーを支援するライブ配信型動画撮影スタジオサービスの提供 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＴＯＡＩ 5130001021770 実店舗の強みを活かしたオンラインサービス領域への新規展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 大本染工株式会社 4130001014057 染色素材の多様化を実現するクラウド型受発注ハブ工場への転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社アルク 1130001051301 世界最大の家具ポータルサイトの日本版運営による販路拡大戦略 株式会社京都銀行

近畿 京都府 城陽市 株式会社城陽モータース 6130001038442 地域の経済成長を牽引する次世代車整備へのチャレンジ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社丸弥太 3130001022705 液体急速冷凍機を活用した魚の小売向け商品の開発とＥＣサイトの開発及び海外展開への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社シーエープラント 2130001017490 規格外品を含めた京野菜の特殊加工による資源活性化ビジネスの展開 東京中央経営株式会社

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社アイプランニング 1130001013706 ドローンを活用した調査・測量ビジネス 平松　孝朗

近畿 京都府 京都市南区 株式会社Ｋｉｔｃｈｅｎ京都 7130001050297 ゴーストキッチン開業でコンサル業から一般小売業への新分野展開 宇治商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社アライ 5130001005856 生分解性吸水マルーンシートの展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社オーワンコーポレーション 1130001029207 久我地域の課題解決に向けたリフォーム事業と快適空間を提案する屋上設計、小売事業の開始 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社田中製作所 4130001028908 地球温暖化防止に貢献する自然冷媒冷凍機部品への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 巧美堂印刷株式会社 2130001000711 クリーンルームの新設で従来の印刷＋商品を預かり封入梱包発送までをワンストップサービスで行う 株式会社京都銀行

近畿 京都府 八幡市 株式会社アドバン理研 5130001038278 脱炭素社会に貢献する二酸化炭素回収装置を活用した農業分野展開事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市南区 ＫＡＮＯ株式会社 1130001053363 日本産の杉、桧の原木および製品を中心とした国産木材の輸出計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 一般社団法人京都府あおぞら会 4130005014020 日中サービス支援サテライト型グループホームの開発 京都商工会議所

近畿 京都府 宇治市 株式会社ハッピー 1130001033761 服飾中古品の不満市場を満足市場に変える 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社山本鉄工 6130001034251 ＦＡ事業向け架台製造における溶接から切削までの一貫生産体制構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 株式会社ナガオカ 4130001030351 大型構造物向け鉄骨溶接の自動化設備導入による業態転換 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ＪＰ　ＲＥＳＥＲＶＥ 9140003011253 高齢者にやさしいベッドメイキング付きリネンサプライ事業 中谷　浩一

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社プラチナファーマ 6120001188354 遺伝子検査技術を利用した化粧品、栄養補助食品市場の開拓 豊原弘行

近畿 京都府 宇治市 株式会社創研社 1130002026582 クリーンエネルギー事業に進出し事業再構築 京都信用金庫
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近畿 京都府 京都市南区 寿フォーム印刷株式会社 6130001010624 ＤＰＳ事業の一貫受注メリット享受による顧客・地域企業の業務効率促進事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 株式会社ハシモト 3130001035764 観光土産物菓子製造を縮小し、機能性食品及び防災備蓄食等の新たな製造体制を構築する 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社なかむら 8130001034357 「体感型」日本茶ティーサロン・ＥＣサイト立ち上げによる販路開拓 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 三木竹材店 竹の伐採・加工を通じて日本文化を体験できる世界唯一の竹専門施設の構築 花山　和士

近畿 京都府 京都市中京区 双和化成株式会社 6130001031769 ファイバーブラシ量産化のための専用工場建設により事業再構築を実現 京都中央信用金庫

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社兵藤製作所 7130001048572 ４０パレットＭＣ導入による自動立体倉庫装置の部品製造への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社嵯峨青果食品 6130001017371 京都市民の台所「中央市場」を商圏に含む次世代ランドリー事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 相楽郡和束町 京和あずま株式会社 8130001036675 茶園ツーリズム事業の拠点施設（仮名称：ティーナリー『茶想庵』）の建設 紫野税理士法人

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社奥村製本 7130001034770 新ジャンル製本の実施によるニッチトップへの取組み 株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 京都市伏見区 龍豊窯 日本の伝統工芸士認定の京焼清水焼陶芸家による陶芸体験教室事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 株式会社Ｏｅ－ｓｏｌｕｔｉｏｎ 6130001044878 ドライブスルー・非接触イートイン提供による韓国丼＆スープ専門店の新規出店 京都府商工会連合会

近畿 京都府 福知山市 株式会社谷英建築 1130001046994 数寄屋造りとゼロエネルギーの融合住宅の建築販売 中川　正茂

近畿 京都府 京都市中京区 巴製糊工業株式会社 9130001021841 製造プロセスの変更及び経営資源活用による高付加価値生地の製造計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 城陽市 京都リフレ新薬株式会社 8130001038630 非加熱製造・間欠作動・虫よけプラスを軸とした家庭用新型芳香剤 宇治商工会議所

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社福永工業 5130001046917 舞鶴初、ドッグラン併設のお洒落カフェ。愛犬と共に楽しいひと時を。 久保　憲司

近畿 京都府 京都市右京区 ブルーガーデン株式会社 7180001110617 糖尿病患者が安心して食べることができる「健康パン」を開発・自社製造し、全国に届けるネット通販事業 花山　和士

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社坂製作所 4130001000825 ロボット市場へ本格参入するためのスクロール型真空ポンプ開発 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社トダコーポレーション 8130001011273 箱を脇役から主役へ～世界でたった一つ、自分だけのオリジナル箱の製造～ 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社魚政 5130001043195 活・鮮魚の未加工品販売からの脱却による新・魚食文化の提案 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社乃研 4130001015360 廃棄物運搬車両を利用した建設資材の販売事業 税理士法人ＳＢＬ

近畿 京都府 京丹後市 有限会社すずらん 3130002033981 常設の飲食店営業を開始する新分野展開での弊社事業の再構築 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社寺子屋 2130001001379 和の要素を取り入れた洋菓子開発・製造販売により新規開拓をはかる 京都信用金庫

近畿 京都府 八幡市 株式会社大登工業 1130001039593 コロナ禍における収益基盤強化に向けた半導体製造装置部品事業への進出 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社三笑 3130001027935 京都ブランドの京赤地鶏を活かした食肉卸売業及び小売業への新分野展開に向けての取組み 税理士法人アチーブメント

近畿 京都府 京都市北区 有限会社ウインドベル 5130002023064 機会損失を防止するハイブリッド型フレキシブルオフィス事業 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社コンポジットクリエイションジャパン 8130001005878 カーボン技術を活用した災害対策品の製品開発と量産化に向けた設備投資 京都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 有限会社東月堂 5130002034458 焙煎あずきパウダーで和菓子屋から食品原料製造業への転換事業！ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 喫酒幾星 提供者から作り手へ　日本初ノンアルコールスピリッツ蒸留所開設 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社コムス 1130002003730 洛北・京北の四季の庭　運営事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 株式会社ビッグ・シー 5130001042908 京丹後市の廃校を活用し、雇用を守り新規就農者のロールモデルとなるスマート農業へ参入 株式会社京都銀行

近畿 京都府 綾部市 株式会社村上運送 6130001057905 運送＋倉庫新設で、地元企業、農家が求める新たなサービスを提供！ 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社圖司穀粉 2130001010925 アルファ化米粉の生産体制の構築による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 有限会社田丸 5130002016811 画像認証を活用した音の出るハンコ事業で業績をＶ字回復させる事業計画 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 中村精鈑 精密板金技術を活かした包装計量器部品の新分野開拓による事業再構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社沖潮開発 6130001006102 地域の異業種協働によるグランピングリゾート事業の展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社カタヤ 9130001053141 和中友好！飲茶と漢服で目新しい京都の楽しみ方の提案事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市西京区 宮島工業 建設業の従業員定着率アップに係る福利厚生サービス事業への進出 京都信用金庫

近畿 京都府 与謝郡伊根町 株式会社油屋 8130001040776 体験型素泊まり温泉プラン及び長期滞在型素泊まり温泉プラン 伊藤久人

近畿 京都府 京田辺市 株式会社システムクリエイト 1130001039651 災害時にドローンで安心・安全・スピーディに屋根点検！記録化できるシステム 株式会社ティナ・コンサルティング

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社忠伸工芸 3130002022183 当社オリジナル木製収納ケースのセミオーダー商品化で新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ＹＳＩ 8130001056574 焼肉店の新分野展開～京都の「酒」と東北の「肴」「食」は人を笑顔にする魔法～ 德元　利貴

近畿 京都府 宇治市 株式会社花萬 8130001049140 先端設備での輸出対応京料理の開発と国内外ＥＣ　販売の新分野展開 宇治商工会議所

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社賞嵐観光 4130002000816 おばんざいバイキング廃止！急速冷凍機を導入し、新スタイルの京おばんざい屋へ 芦田　勝博

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ｖａｌｏｒ 4130001058681 完全非接触入退館・２４時間営業ＧＹＭ　大人のためのプレイパーク 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 三共精機株式会社 5130001012737 機械工具商から脱却し、製造現場～経営・人材育成まで「ものづくり企業の課題解決プラットフォーム」への成長 税理士法人京都名南経営

近畿 京都府 京都市南区 株式会社タナカテック 9130001011140 既存製品と異なる新たなバイオガス生成装置等を製造して多角経営化を図る再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社小西リボン 3130001002970 非接触の収納スペースとＥＣサイトを取り込んだコミュニティ活性化に向けた新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 綾部市 株式会社匠工務店 9130001051236 「宮大工」伝統技術継承へ向けた技術者の育成と伝統建造物修繕による地域貢献 京都北都信用金庫

近畿 京都府 与謝郡伊根町 農園ねずみのすもう シーカヤック！フィッシング！収穫体験！薪風呂！自然の魅力満載の体験型農家民宿への新分野展開 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 有限会社成謙工房謙蔵 9130002003178 京友禅の流通チャネルを変えることで後継職人育成と存続を図る再構築事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社石原接骨院デイサービスセンター 9130001011041 パーソナルコンディショニング事業で克服する、地域の健康増進！ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社安本商店 1130002001692 卸売業から斬新な京和菓子の自社製造、小売り、ＥＣへの業態転換 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 株式会社カワムラ 3130001067931 最新の工作機械導入による医療機器の部品加工参入による事業再構築 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社畑製作所 6130001015400 コロナ禍で分断される半導体関連及びメディカル処置具の新分野グローバルサプライチェーンへの貢献 株式会社京都銀行

近畿 京都府 城陽市 有限会社小西製作所 1130002031178 移動型エックス線医療機器向け収束電極部品の新規受注に対応する新分野進出計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社ｍｏｍｏｎｃｈｉ 4130001050408 コロナ禍でも子供たちに最高の学びを提供できる学習塾への業種転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 福知山市 株式会社スリーエス 8130001041923 低炭素社会づくりに貢献する省エネ廃棄物リサイクル装置の製造・販売事業への進出 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 宇治市 株式会社トモコ・グローバルスタイル 7130001034275 飲食店ノウハウを活用し、新商品開発を行い、中食市場へ新分野展開 京都信用金庫
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近畿 京都府 京都市下京区 京才機株式会社 5130001062930 金型肉盛用―自動積層溶接システムロボット開発への挑戦 西河　豊

近畿 京都府 京都市伏見区 レミューズカフェ 配信型レンタルスペースとオンラインの音楽教室 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 電算紙株式会社 3130001001709 「不可視コード」を用いた偽造防止システム及び関連製品群の新規開発 松本　慎太郎

近畿 京都府 京都市下京区 田原はり灸整骨院 鍼灸整骨院が、運動＆食事指導用フィットネス教室を新設 株式会社京都銀行

近畿 京都府 久世郡久御山町 有限会社明新 6130002010499 レーザ加工を中心とした新生産体制による半導体製造装置の部品製造への新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社ＭＯＮＡコーポレーション 2130001006023 新塗工設備の導入により高粘度厚膜塗工に対応し、半導体分野等へ新規参入 新井・松原コンサルティング株式会社

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社ローリング 3130001051687 飲食事業の提供方法の変更　及び　食品小売業への新たな取り組み 株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社リグリード 2130001060020 ポストコロナ対応型の高級食パン専門店および非対面セルフ型カフェサービスの開始 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社美十 8130001010218 “土産品依存からの脱却”焼きたての最高な状態を急速冷凍し美味しさを閉じ込めた「焼成調理後冷凍パン」の製造 税理士法人ＫＴＳ

近畿 京都府 京都市西京区 ライジングウエスト レーシングカーを用いたドライビング技術向上スクール 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社海空 2130001049014 映像スクールの開設および撮影・編集・動画配信スタジオ事業 税理士法人アドヴァンス

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社Ｅｌ　Ｐｕｅｎｔｅ 5130001063870 長期滞在に特化したホテルのオンライン予約サービスによる再構築計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 いちよしエンタープライズ株式会社 9130001053323 焼肉店による「惣菜とコッペパンサンド」のテイクアウト事業 大西　森

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社京都清華園 9130001063784 美味い！安い！超早い！即飲みレモンチューハイと絶品ホルモン焼き　食べ飲み放題店！ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 久世郡久御山町 有限会社エス・エヌテック 7130002027641 弊社超硬加工技術を活かした医薬品向け錠剤金型への進出 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社山口商店 8130002008079 京都の「食」を伝える食品製造・加工拠点設置による事業再構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ランプ 9130001059155 中食産業（テイクアウト・デリバリー）に取り組む飲食店を助けるツール開発 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社スカイ企画 4130001042776 食・温泉・ワーケーション「天空（ＳＫＹ）グランピング＆ＲＶパーク」カラオケ店の挑戦 岩浅　公三

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社ウェルアグリ 4130001048617 障碍者向けグループホーム設立・農業６次産業化（加工・販売・飲食）による農福連携事業への挑戦 京都北都信用金庫

近畿 京都府 城陽市 エムデザインアソシエイト 発達障害児童が安心と豊かな生活を送る為の療育プログラム型支援事業 白井　一馬

近畿 京都府 京田辺市 株式会社共栄製作所 7130001038706 先進的な金属加工の設備導入による食品関連の自動搬送装置及び食品加工機器市場への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京田辺市 住江工業株式会社 1130001038760 電動車用新型プラットフォーム製造のための生産体制確立による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 京都府 京都市伏見区 大島元 幕末風情溢れる龍馬ゆかりの寺田屋前遊休施設活用による酒蔵の町伏見の商店街を活性化に資するスタイリッシュスペース創設 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市伏見区 日本蚕毛染色株式会社 6130001016282 シルク織物のウォッシャブル加工と販売 京都信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 株式会社Ｓ．Ｔ．Ｆ 5130001049705 従来の歯科技工所の枠を超えた歯科機器販売に伴う技術指導事業への進出計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 向日市 勇輝フードサービス株式会社 3130001057651 セントラルキッチンでの安全性の高い加熱済み調理食材の製造販売事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 Ｂ．ｃｌｉｍｂ 『脱毛のできる美容室』・男性向け美容脱毛サービス 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 有限会社オフィスサービスあだち 2130002010635 文具配達から調剤薬局オンライン服薬指導の挑戦 西岡　幹博

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社向陵 9130001014481 デジタルインクジェット捺染機導入による絹・ナイロンを中心としたプリント事業の構築 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社Ｏｚ　ｌｉｎｋ＆ＳＴＹＬＥ 8130001026767 オンラインカウンセリングとＡＩで肌悩みを解決する電話注文・ネット通販事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市西京区 有限会社宮坂製作所 7130002009391 クリーンルーム設置による半導体及び自動車業界への新規参入 鯉淵　拓真

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社岡忠 5130001002671 全学校販売のオンライン化・新商品販売拡大に向けての設備投資 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社浅見水産 2130002008308 鮮魚仲卸の強みを活かした、料理人による割烹総菜の開発・販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 合同会社ＲＥ．ライフ 7130003002379 自動車資産価値を向上させるプロテクションフィルム、抗菌フィルムの施工サービス 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市北区 ＦＯＵＲＳＩＤＥ株式会社 2130001068872 ラウンジカフェ併設型カークリーニング事業 税理士法人たいよう総合会計事務所

近畿 京都府 舞鶴市 ＧｒａｎｄＢｅｒｒｙ　Ｆａｒｍ株式会社 5130001067194 自社生産のいちごを活用した洋菓子を製造販売する新分野展開 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社坂下鉄工所 6130001025317 物流のＤＸ化に必要な「自動倉庫」システムの部品製造に向けた新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社椎口工務店 4130001057881 オーダーメードで実現する新たな生活空間創出事業 米田　大作

近畿 京都府 宮津市 株式会社山一水産 1130001050880 京都府宮津を中心に水揚げされる朝どれ鮮魚等の冷凍加工品ＥＣ販売 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社建築事務所楊梅 2130001040146 旅館経営・意匠設計業から「足場」構築業への多角化事業 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市中京区 朝陽物産株式会社 4130001006822 冷凍餃子である「近江餃子」の新たな製造及び無人店舗による販売 関西みらい銀行

近畿 京都府 相楽郡精華町 株式会社プロキダイ 9190001005343 ＡＩを用いたデータ解析トレーニング管理を行う水泳競技者向け新サービス 株式会社南都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社こだま印刷所 3130001020774 印刷品質の映像字幕作成サービスによるアクセシビリティ向上計画 税理士法人イデア

近畿 京都府 京都市中京区 トヨタカローラ京都株式会社 1130001021849 京都府の伝統工芸品を全国展開し、日本の伝統産業を活性化 オーナーシップ株式会社

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＨａｔａＩｒｏ． 6130001066006 ロースト野菜のデリカテッセンで、自宅等で楽しむ惣菜の市場へ参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 福知山市 株式会社京都庵 2130001041409 冷凍いなり寿司の開発及びＥＣ市場参入による売上増加計画 株式会社紀陽銀行

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社岡村竹材 1130001006098 木工工場の新設　木製品の内製化により斎及び式場のリフォーム、内装業への進出 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 京都府 乙訓郡大山崎町 ノーブルトレーダース株式会社 7130001030365 ＤＸによるＥＣと実店舗の融合 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 堀口歯科医院 高解像度３次元データを用いた矯正用マウスピースの院内ＣＡＤ／ＣＡＭ環境構築 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市山科区 ＡＬＵＳＴＡ セルフ脱毛プラン導入！メンズ脱毛と痩身・キッズ脱毛への新分野展開 清心税理士法人

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社マオ電工 2130002022366 国内唯一の“淡水”ラグジュアリーリゾート運営への業種転換事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社Ｊ．ＲＯＯＭ 3130001064128 地域とコラボした設計・施工のデコレーションハウスでの直営店経営 株式会社ラディカルソリューション

近畿 京都府 京都市南区 石山テクノ建設株式会社 4130001002508 「伝統構法古民家耐震リフォーム事業・断熱改修モデル住宅」事業計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 城陽市 有限会社城陽葬祭杉村 3130002030707 新しいライフスタイルに則した供養方法の提案と関連商品の販売 松本　慎太郎

近畿 京都府 京都市南区 ＭＡＳＵＩＣＨＩフードサービス株式会社 9130001048819 ユッケ（牛生肉）製造を行うセントラルキッチンの新設と拡販 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 宝ケ池興産株式会社 4130001006764 ＩｏＴ活用による２４時間営業・非対面型ゴルフ練習場への転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社クラスタ 9130001031725 道の駅を活用したキャンプ用品レンタル事業による地域活性化事業 京都信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 株式会社西田建材 7130001035752 農地の石礫処理による地域農業の活性化事業 京都北都信用金庫
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近畿 京都府 宇治市 株式会社大門かんばやし 4130001034468 「宇治茶」と「かんばやし」の海外販売拡充に向けたブランディングとお茶の文化交流 株式会社京都銀行

近畿 京都府 亀岡市 古一漆工 仏具職人による伝統工芸教室 ＫＡＮＳＡＩ税理士法人

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社エムズレント 7130001054463 ペットサロン事業と不動産事業の連携によるペットの衣食住のトータルケア 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社レオタニモト 1130001002238 京都老舗バイク店によるウィズコロナ時代のニューツーリズムへの挑戦 アイネックス税理士法人

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社精好 7130001017734 販促物のデザイン・印刷業から環境関連事業への業種転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社Ｃ＆Ｍ 7130001056385 茶道具商が取り組む「ＡＲＴＣＡＦＥ」事業 ひかり戦略会計株式会社

近畿 京都府 京都市中京区 二傳株式会社 1130001022021 京都の老舗料亭の目利き力を活用したオープンイノベーション型中食（テイクアウト・デリバリー）事業 京都信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 有限会社木崎製作所 7130002028862 銅・真鍮・アルミ等の非鉄金属分野へ進出することによる事業再構築 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社杢兵衛 5130002010269 ミシュラン１２年連続星獲得の名店による京懐石中食事業 若杉　拓弥

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ＦＵＫＵＤＡ 9130001013260 新型センサー開発及びシステム開発で、あらゆる液体に対応した新分野への挑戦 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社レ・コネクション 4130001057262 ３Ｄプリンターによるプライベートヴィラ開発事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 有限会社中央パック 8130002025990 段ボール＋αの提案に向けた、多様な素材が加工可能な設備導入事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 カネヨシ商事株式会社 3130001012508 クリーニングとコインランドリーを合体させたハイブリッド店舗の展開 中川　正茂

近畿 京都府 亀岡市 株式会社ＭＯＴＨＥＲＳ 1130001066786 食パン専門店と、併設の飲食店とを開業することによる事業再構築計画 京都信用金庫

近畿 京都府 福知山市 株式会社ユニワーク 1130001041376 飲食店ＤＸ ウェブ活用およびテイクアウト支援事業 但馬信用金庫

近畿 京都府 城陽市 キタザワ産業株式会社 9130001038340 地域密着型のグリーン雑貨カフェを併設したガーデン・外構工事事業 御堂筋税理士法人

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＫＡＳＨＩＲＯ 4130001036175 祗園町南側で始める宿泊施設と連携した高級うどん店 ウィズアップ税理士法人

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社鳴海屋 5130001001525 地元京都の農産物を使用した糖尿病患者向けヘルシー菓子事業 西田　和倫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社ワイズコーポレーション 2130001028645 「誰も取り残さない」時代に向けた自動車用部品製造業への新分野展開による事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社タビノネ 3130001066669 菓子製造拠点の構築とオリジナルブランドの強化と製造 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 ココロパーク株式会社 6130001036545 キッチンカー出店業者向けトータルコーディネート事業と地産地消商品の製造卸業態への進出 税理士法人林事務所

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社みたて 5130001053599 コンテンツ提供と実体験プログラムの融合による会員制オンライン観光事業 株式会社イソシエ

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社マーブル 8130001036221 デザイン事務所が手掛ける『スイーツ＆ビール製造と京都・西陣の観光拠点』 左近　照麗

近畿 京都府 京都市北区 有限会社古代新 9130002022228 機能とデザインを両立したエレガント介護服の製造販売 税理士法人　えびす会計

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社暁の星工芸 9130001002420 キリスト教信者向け宗教用具から新感覚インテリア雑貨等への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ジャパンナヴィゲイト 5130001033948 医療支援従事者への就業教育機関事業 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京田辺市 株式会社プロモートワン 5130001039350 日本最大級のコミュニティから始まる新しい中古車取引 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 五明金箔工芸 箔押し伝統工芸士による縁付け金箔専門店の開設とオンラインショップの展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 中路製作所 ターニングセンタ導入による生産能力強化と医療機器ユニット製造への事業転換 森井　義英

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社全笑 3130001037604 地域のランドマークの再生と地域農業の課題解決を組み合わせた施設運営 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ＯＮＯ　ｐｌｕｓ 9130001037887 大型液晶ＴＶ向け偏光板用フィルムスリット（裁断）加工へ新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 エス・ケイ・ホールディングス株式会社 4120001041721 産業機械等重量物専門倉庫業としての新たな市場への進出計画 福本茂樹

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社稲治造園工務所 2120001060756 ゴルフ場の造園事業での強みを生かしたゴルフ場及び宿泊施設経営への進出 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 福康メディカル有限会社 9120002006090 鍼灸整骨院と介護のノウハウを活かした機能回復リハビリ施設の開設 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 けむり屋 既存事業で培った精肉解体、肉加工品製造の技・ノウハウを活用した精肉等卸・小売り事業 野田高士

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社アーバーガーデン 9120101047911 郊外美容室でニューノーマルな動画＆フォトウェディングを開始 野村　早希

近畿 大阪府 高槻市 クアドエム 薄毛対策メニューで理美容の枠を超え、安定的な男性客を獲得する。 茨木商工会議所

近畿 大阪府 東大阪市 アシストライン株式会社 6122001027401 デジタル技術活用による効率的な配送網の構築事業 芦谷義一

近畿 大阪府 守口市 株式会社藤家 7120001159874 テイクアウト用冷凍ピザ・ドルチェの新商品開発・販売 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社サンシティ 2120001177063 セルフホワイトニングサービス提供による業績のＶ字回復 大阪信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 ラクフル株式会社 6120901035630 自社開発サプリメントを融合したオンラインサロンとレンタル事業 豊中商工会議所

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ミツヤ商会 2120901039478 競争力強化を図る事業拠点の集約とオーダーメイドサービス事業 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社大阪の駿河屋 1120001092949 老舗和菓子屋の歴史を伝える新・旧ブランド商品販売店舗の立ち上げ 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 堺市西区 タイホー株式会社 5120101004676 ゴルフスクールが高機能設備導入！２４時間練習場一体化事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ケント 1120901029620 オーダーメイドケーキ・洋菓子のＥＣ販売及び店頭販売事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社奥村商店 5120101001401 洋菓子の製造とＥＣサイト利用での非接触型販売 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社菱屋 6120001087795 一本歯下駄型ルームシューズ内製化事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社上野鉄工所 8120101021388 自社ノウハウを応用した新分野としてのプレス機刻印事業の開拓 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社Ｍ＆Ｅ 2120001135558 居酒屋による大学生勉学応援プロジェクト～食う寝る所に働く所～ 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市北区 大宝青果株式会社 1120001176925 野菜卸問屋が提供する有機野菜料理＆飲料で近隣エリアを健康に！ 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市生野区 ゲーミングディバイセス有限会社 2120002077873 「遊ぶ」「泊まる」、に「食べる」も追加し環境変化に再対応 廣岡　茂男

近畿 大阪府 岸和田市 有限会社アペティ 3120102022943 冷凍商品の生産および提供方法変更による思い切った業態転換！ 稲葉　順一

近畿 大阪府 大阪市中央区 ジャパンブロードキャストソリューションズ株式会社 6120001130530 最新のデジタル機器と自社技術を用いた本格派の撮影編集スタジオ 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市淀川区 リリーレザーデザイン 革製品オーダーメイド店がアウトドア商品開発と製造販売の事業化 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ジョンスッ 8010001151453 酒売上割合の高いお好み焼き店からヴィーガン料理店への転換 ミレ信用組合

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社ヴェルソー 5120001220679 完全個室対応！大人の女性向ビューティアンドアイラッシュサロン事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社ケイフーズ 6140002017089 地元農業者と共に取り組む健康的な和食専門店への新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ワイ・イー・ブイ 4120001127413 工場移転改装で植物育成プランタースパイクスポット新製品開発と観葉植物レンタル市場への新分野展開 大阪信用金庫
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近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ビーウェーブ 1120001126525 国内から国外へ。多言語対応、外国人向け旅行と特産品販売で日本の魅力を広めよう。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 辻鉄工株式会社 6120101040448 スマート農業化が進む農業機械業界への新規参入による事業の再構築 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社ニューコマンダーホテル 7120001148398 ホテルの美味しい料理を家庭に届ける惣菜ＥＣ事業への新分野展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社宝永起工 2120001016188 鋼材管理の合理化と厚鋼板への対応力強化により実現する新分野展開の取組 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ＢＯＮ　ＣＨＩＣ　ＢＯＮ　ＧＯＵＴ 9120001164880 フラワーデザインチーム発信「花×レンタルスペース×飲食」事業 廣岡　茂男

近畿 大阪府 豊中市 魚佳水産株式会社 7120901027965 いいものをリーズナブルに、高級鮮魚店の青果事業への挑戦 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市福島区 Ｄｅ　Ｈｏｒａｎｇ株式会社 3120001164052 コロナ禍における「テイクアウト」×「立ち飲み」新業態への進出事業 明和マネジメント税理士法人

近畿 大阪府 大東市 株式会社アジズ 4122001016892 機能性素材を配合した米粉によるバームクーヘンの製造販売 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 交野市 株式会社ライフ・ミッション 2120001204172 学童向けのファイナンス学習塾を自社開発教材で親子むけに展開 杉本　友彦

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社Ｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ 5120001226206 新市場開拓（通販）と新商品開発（惣菜）による多角化事業再構築 廣岡　茂男

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社創 4120101053914 モデルハウスを活用した断熱リフォーム事業の展開 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社玄武 5120002057352 ゴルフシミュレーターを備えたパーソナルジムへの事業展開 武田　一

近畿 大阪府 大東市 ジェネレーション ドッグカフェを軸とした事業多角化計画 太田　真行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社インクリメント 4120001185551 シェアハウスの共用部を活用した新たなコーワキングスペース事業 吉田英太郎

近畿 大阪府 大阪狭山市 有限会社リッジインターナショナル 1120102016550 「肌診断アプリ」および「漢方パック」販売事業 菊池　友義

近畿 大阪府 門真市 ジャングルゴリラ コロナ対応の個室化と門真市初のブルーシールアイス専門店出店計画 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社幸コーポレーション 6120001222105 飲食業から小売業への業種転換～フレンチと貧血問題の取り組み～ 関西みらい銀行

近畿 大阪府 枚方市 Ｂｅｅｒ　Ｈｏｕｓｅ　Ｈｏｂｂｉｔ クラフトビール専門の酒販店を新たに開業 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 福光外雄 酵素風呂屋が始める新たに始めるこだわり酵素商品の　ＥＣ　販売の開設 酒井英昭

近畿 大阪府 高石市 有限会社かっさんラーメン 4120102007051 「あたたかいごはんと時間」をテーマにしたテイクアウト専門店による事業再構築 高石商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 ダイナー空亀 燻製食材を提供できるキッチンカー事業への進出と収益のＶ字回復 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 南河内郡太子町 ｖｅｇｇｉｅ　ｔｅｍｐｏ株式会社 4120102017744 赤坂レストランの撤退と、惣菜免許、菓子製造業の取得。ＥＣサイトや百貨店の販売絵の強化。 望月　俊伸

近畿 大阪府 枚方市 ブラッスリータムタム バームクーヘン製造販売店舗の開業及び既存店販売戦略の再構築 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社セオリー 9120001215155 エステサロン経営から美容機器販売＆サロン経営コンサルへの業種転換 櫻井義之

近畿 大阪府 東大阪市 ＳＡＴ株式会社 5122001027476 道路標示事業新規参入計画 栗山　健一

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社Ｄ－ＣＬＵＢ 2122001023404 バイクの修理販売から体験型スポーツクライミングへの転換 矢本　浩教

近畿 大阪府 大阪市城東区 ワカバハウス 旅を味わうカフェ＆雑貨店 武田　智宏

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＶＥＱＴＡ 7500001018141 ペット用のＰＣＲ検査サービスの構築計画 近藤　新次郎

近畿 大阪府 大阪市浪速区 虎ばん 虎ばん再生計画 仲野　容司

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社インバスケット研究所 9120101028762 シンプルインバスケットによるオンラインアセスメント 宮本　和雄

近畿 大阪府 羽曳野市 ＩＷＡＭＡＲＵ 飛沫感染防止用アクリル板を再利用した、看板製作、記念品等の販売事業 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 池田市 馬肉料理　ばにっくん 馬肉と無添加ペットフード専門店＋ペットグッズ印刷新規出店事業 株式会社ライトアップ

近畿 大阪府 岸和田市 Ｋｉｓｈｉｗａｄａ扇屋 新たな需要と顧客を生み出すオンライン併用の着付教室を運営する事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 大阪市平野区 サロンドブランス ネイルサロンがセルフエステを開始。女性の美容は当店にお任せ！ 大平　洋平

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ジムフィールド 3120001223527 オンラインで健康経営を育む「法人向けオンラインフィットネス」事業 大久保　明信

近畿 大阪府 池田市 日本料理　くろ川 非対面式のモバイルオーダーを利用した日本料理のテイクアウト＆デリバリー販売 池田商工会議所

近畿 大阪府 枚方市 株式会社アトリエＭａｙ 8120001185226 ヨシ繊維製造とヨシ繊維を使った天然繊維との混紡糸の開発 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社くるみの森 3120001222090 独自オンライン言語リハ活用、オンラインリハビリ専門家育成事業 岡田　明穂

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社オカサン 4122002001217 モロヘイヤを原料とした化粧品、お茶の通信販売事業（Ｍｅｅｋｏ） 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 スマイルトレーディング株式会社 6120001230347 スマイルトレーディング株式会社　光触媒コーティング部　事業計画書 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 有限会社義経 5120102005054 脂分の少ない韓国フライドチキン事業 株式会社ライトアップ

近畿 大阪府 和泉市 ブレイク・スルー 資格取得を徹底的にサポートする通信講座の構築 和泉商工会議所

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ジョウショー 5120001178430 一般家庭向け精肉店の新規開設による精肉店事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＩＴＡＤＡＫＩＭＡＳＵ　ＦＩＮＥ　ＦＯＯＤ 9120001199662 フードコートプロデュース・管理運営事業からの変革　新しい飲食サービス事業の構築 竹田　憲司

近畿 大阪府 富田林市 株式会社エムスリージャパン 1120101035576 中古車販売事業から障碍者向けグループホーム運営及び就労支援事業への新分野展開 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 大阪市淀川区 酒菜家ペッシェロッソ オンライン教室を核とするオリジナル冷凍ソースのネット販売事業 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 はつえダイニング プロの料理人向けのオンライン教室の実施と自店のファン層をターゲットに置いたリアル形式の料理学校の実施で日本料理の魅力を発 松井　孝允

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社イチマルキュー 4120001004785 ミュージアムでの経験を生かしたお茶事での体験型新事業 澤　眞次

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 焙煎と珈琲織の花。 焙煎技術を活かし地域資源を活用したクラフトチョコレートの新商品展開 株式会社マドック

近畿 大阪府 大阪狭山市 泰成工作所 形鋼バンドソーの導入による消火器用ブラケット製造事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 豊中市 株式会社エース 7120901030168 モルタル造形と防蟻工事への新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社誠和 9140001074616 介護ロボットを活用したサービス付き高齢者向け住宅「夢楽庵」の運営 益塚　友和

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ｒｏｕｎｄ 5120901042355 ヘルスケアに特化した福利厚生サービス事業への事業展開 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社じゃけぇ 7120001214943 業界初。移動・体験型焼肉サービスによる業界モデルケースへのチャレンジ						 若杉　拓弥

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社Ｔ．Ｍコーポレーション 6120001183982 セントラルキッチン方式を採用し製造工程を効率化！ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市中央区 えむすび株式会社 7011001118278 集客術を活かしたハワイスイーツ販売への新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 大帝リビング株式会社 6120101052575 中低価格商材（害虫害獣駆除）市場への新規参入と集客システム構築による営業活動のＤＸ 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社よしみや商事 4120001209888 日本発！ＥＣサイト活用による国産生鮮食品の海外展開 株式会社わかば経営会計
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近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ティー・エー・ティー 7120001142483 ＰＣＴ（自動工程制御）モジュールによるウィズコロナ時代の生産現場への提案 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＳＯＵＲＣＥ　ＣＯＭＰＡＮＹ 4120001189874 隠れ家的夜型「鉄板食堂」店から昼型「カジュアル食堂」への転換事業 永安　武

近畿 大阪府 大阪市西成区 たこ焼　ぽち ＳＮＳ映えするカラフルなポップコーンの店舗販売事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｉ　ｐｒｏｊｅｃｔ 3120001184645 飲食店開業支援事業から旅館運営業への新分野展開 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市浪速区 天ぷらたろじろう 「ウィズ・コロナ」の実践。テイクアウト・デリバリーに特化した屋台風居酒屋を開業 浦田幸一

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＯＳＵ　Ｈｅａｌｔｈ　Ｓｕｐｐｏｒｔ　Ａｃａｄｅｍｙ 8120001113145 オンライン健康増進指導の構築 中谷　悦造

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ジーダブリューシー 4120001139103 店舗改装と運営体制構築による高級ロールパン市場への新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社山富士 7120001040349 非接触型無人販売所における冷凍餃子の販売及び製造 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ジ・アースプロダクション 1120001169508 フォトウエディングＢｔｏＣへの新分野展開 岡本　亮

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＰＡＺ 5120001173638 酒類小売業者が酒のＷＥＢメディアサイト事業へ展開 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 松原市 株式会社ルートナイン 9120101050659 雑誌やテレビで取材を受けた人気シェフが監修するクレープの移動販売事業 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社プロスペック 7120001146617 オンライン語学学校ポータルサイト構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 桝井建設工業株式会社 2120001102319 介護サービス事業とバリアフリー化工事事業による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社メニューデザイン研究所 5120001117132 飲食店の収益力を改善する販売促進コンサルティングシステムの開発 東京中央経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社アトラス 9120001216566 オンライン留学体験を通じて、グローバル人材育成 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社エムズプランニング 3120001103729 スマホで食品スーパー従業員の健康・業務管理と教育サービス マネーコンシェルジュ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社スポーツネット 8120001032931 転倒しにくくなるゴーグル及びヘルメットの発明 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社いつき 6122001031436 酒売上割合の高い焼肉店から国産牛生ホルモン宅配店への業種転換 ミレ信用組合

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 林田株式会社 4120001024932 ニット製品のオーダー事業のＥコマース化 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 サロンエバー ネイル事業の新展開 ＩＮＧ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＯＵＴＳＴＡＮＤＩＮＧ　ＷＯＲＫＳ 2120001207695 キッチンカーを用いた移動販売業 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 酒井商事株式会社 9120001055337 深夜のアイスクリーム「ナイトアンドスイーツ　アンビリーバボー」 益塚　友和

近畿 大阪府 大阪市都島区 有限会社上田 2120002004068 酒米を用いた「麹」食品の製造販売 古家後　達郎

近畿 大阪府 大阪市北区 めがね製作所カフェ　藍丸 日本初、オンラインでのオーダーメイド眼鏡注文サービスの新規事業立ち上げ 末信　公平

近畿 大阪府 大阪市北区 一般社団法人日本食医食美研究会 1120005016846 独自開発カリキュラム「和学薬膳®」講座の非対面型フルオンライン化で全国展開 黒田　智紀

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ｇｌａｓｓ 4120001189817 地域の農園の中の貸切型小規模キャンプ場（ＡｇｒｉＣａｍｐ） 物種　健吾

近畿 大阪府 茨木市 株式会社オフィスカワサキ 2120901017095 地域に密着した新しい生活スタイルを提案するデザインオフィスの構築 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 日本フィールド・プロパティ株式会社 1120001223628 非対面型セルフエステ事業で新たな収益の柱による構築で業種転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 羽曳野市 ｅｆｕ 地域の女性のお悩み事相談窓口「地域コミュニティネイルサロン事業」 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ジェイクリエイト 5120001082327 外食から内食への抜本的な販路改革に向けた食肉小売・卸売業の立上げ 田坂　隆司

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社サツマプラント 4120101002945 アパレル実店舗及びＥＣサイトによりグローバル進出 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社ジー・エヌ・オー 4120001169034 ＣＯＦＦＥＥ×就労支援×セントラルキッチン 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 マーメイドＢｏａｔＳｃｈｏｏｌ 事業再編を伴う、小型船舶教習所への業態転換 ＫＶＩ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社豊川装飾 6120001114293 持ち帰り主体の韓国料理店の新規開業による事業リスクの分散と事業全体の成長 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社オックスフォード広島屋 1120001076563 ベルト卸１００年企業が靴・鞄事業に挑戦し紳士雑貨総合販売業への転換を図る 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社登利菊 5120001039228 人流の回復へ！ワインスクールとテイクアウト店で街に活気を！ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 池田市 株式会社ギア 3120901029321 池田市で初めてのダーツスポーツカフェの運営 池田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｄｅａｒ　Ｌａｕｒａ 2120001131714 コロナの借りはコロナで返せ！既存枠にとらわれない新分野展開 税理士法人マークス

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社クラマ計画 2120001170448 業態開発で培ったオペレーション効率化提案で厨房機器事業の収益向上を図る 荒巻税理士法人

近畿 大阪府 岸和田市 合同会社グルーン 2120103002144 地元泉州野菜をコアメニューとした企業向け仕出し弁当事業への進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ダイアンサス 1120001206590 和食の心のクッキング みどり合同税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＮＲＣ 4120001185568 手軽に買える低糖質プチ贅沢スイーツ販売事業への転換 湯川直樹

近畿 大阪府 大東市 株式会社ビトケン 8180001075347 新製品（ビビカル酵素）開発で短期発酵食品の啓蒙と新販売網確立 大東商工会議所

近畿 大阪府 泉大津市 ヘアーメイク　ヤマカワ 新たにメンズ脱毛サロンの新規事業展開による事業再構築 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ギャレークルー 6120001143053 ウクレレ教室およびウクレレショップ開業事業 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市浪速区 有限会社ＢＥＡＴＬＥ 9120002068635 デザイン性の高いパーテーション等飛沫拡散防止の店舗什器の製作 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 合同会社ＬＡＳＴ　ＳＵＭＭＥＲ 8120003015629 高級プレミア酒類のＥＣ販売を開始し、事業基盤の安定化を実現させる 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社リアルナ 5120001146742 従業員の生活ログに基づき支援する企業の健康経営支援サービスの展開 リトラス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社ブライトブライズ 7120001167464 花嫁レッスン®	のオンライン化とフォトウエディング事業展開 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社デュオ・ヴェロス 8120001016901 米沢牛の魅力を地域に発信、地域密着型「精肉・焼肉二毛作事業」 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 高石市 株式会社Ｖｒａｉ　Ｐａｓ 9120101049164 健康飲食事業と着物レンタルＥＣ化事業で思い切った事業再構築 税理士法人ライカブリッジ

近畿 大阪府 豊中市 ハピネスエクゼ田中知里 エステティシャン養成のスクール、オンライン施術による経営改善 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 つむぎ 本格スイーツバー事業でカフェタイムへ進出し売上拡大 花岡　貴志

近畿 大阪府 大阪市中央区 ｎａｄｅｓｈｉｋｏ １日１組！薪サウナ付き高級民泊型コテージ事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ｂａＲｂａ 5120901032793 訪問鍼灸マッサージマッチング事業、非接触治療サービスの立上げ 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社モンゴルセイ 2120001200312 自社冷凍食品工場で作るモンゴル家庭料理のテイクアウト販売 大阪商工会議所

近畿 大阪府 富田林市 リラクシングスペース　ローブド セルフ脱毛＆ハイフ＆ハイクオリティネイルの次世代型サロンに挑戦 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 江綿興産株式会社 6120001113436 コロナに負けないニューエイジのグリーンサポート事業 株式会社みずほ銀行



93 / 141 

事業再構築補助金　第3回公募　通常枠・大規模賃金引上枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠　採択案件一覧【全国統合版】
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

＊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。

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社ＳＴＡＲ・ＣＯＭＥＳ 7120001196059 積替え保管を含む産業廃棄物収集運搬事業で更なる循環型社会を目指す！ 山本　義範

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社中尾商店 9120001018335 野菜卸業から、地域と発展するＢｔｏＣスイーツ事業への転換 福井　正嗣

近畿 大阪府 大阪市北区 近畿産業株式会社 8120001063043 ウェブ立会可能な機密情報メディアのデータ破壊サービス事業 税理士法人ＦＰ総合研究所

近畿 大阪府 豊中市 Ｄｉｎｉｎｇ　ＩＫＩＮＡ 真空調理法を活用した鶏ガラ濃厚スープの中華そばの事業展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 カトマンドゥカリープジャ 冷凍食品自動販売機で食卓にスパイスカレーを提供 大城　真樹

近畿 大阪府 大阪市住吉区 有限会社ピーアンドエス 2120002018019 ガーメントプリンター導入によるオリジナルウェア生産及びＥＣ事業 髙司　浩史

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社フランス屋本部 2120101037571 収納保管サービス「フランボックス」による新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 合同会社フェレット 3120003015617 ＩＴサービス事業者が障がい者と展開する猫カフェ事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 日野歯科医院 「ワンデイトリートメント」で気軽に健康＝白い歯へ──高精度ＣＡＤ／ＣＡＭ機による歯科技工の内製化 山形　輝雄

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｍａｒｔｉａｌ　ＡＣＥ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 5120001195855 産業用蓄電池業界の住宅マーケットへの参入とリモート営業による新市場への参入 税理士法人ＴＡＣＴ高井法博会計事務所

近畿 大阪府 大東市 有限会社大道電気工業 9122002012440 電気通信工事業におけるＣＡＤルーム新設による設計業務への展開 北本　寛之

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社あゆみコーポレーション 3120002021062 事務局代行から会員管理システム販売への新分野展開 曽我部　聡

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ボックス・ツー 7120001047336 一般店舗市場への新たな進出を果たすサイン・トラス事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 岸和田市 ＰＯＮＯ整骨院 既存顧客を中心としたターゲットへの新サービスの展開 税理士法人トライアングル

近畿 大阪府 大阪市浪速区 スタジオワイズ リモートシステム＋ＶＲバーチャルリアリティソフト開発及び運用 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社未知インターナショナル 9120001110496 コロナ禍の焼肉繁盛店の構築。焼肉マニア層を囲い込む。 関西みらい銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社八風 3120101023620 飲食業からＤ２Ｃ事業への業態転換 伊藤　武展

近畿 大阪府 茨木市 株式会社英コーポレーション 2120901018143 事業計画名　居酒屋事業から「働く女性向け」のフライドチキン店への事業転換 山根　知典

近畿 大阪府 大阪市淀川区 西中島海岸　海の家 コロナ禍に対応したサンドイッチ業態の新規事業計画書 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 やきとりまたたび 飲食事業経験を活かした自然・農業体験付き農家レストラン運営と近隣施設連携による地域活性化 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 枚方市 株式会社悠愉自適 4120001181328 外食と中食とＥＣを包括するリアル店舗で、地域共創の起点となる 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｓｍｉｌｅ 3120001193084 東洋医学を活用した障害福祉施設利用者等の健康増進 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 焼肉工房つるまさ ウィズコロナを実践、完全非対面での冷凍生餃子テイクアウト専門店事業 浦田幸一

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＫＭＧ 1120001187963 鍼灸整骨業から、生絞りモンブランケーキ専門店への業種転換 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 カネセイ食品株式会社 6120001224233 冷凍自動販売機を活用した冷凍生餃子販売業への業態転換について 岡　正

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社タツミヤインターナショナル 3120001095529 寺子屋から学習塾へ。誰でもどこでも受けられる新しいライブ配信型集団学習塾。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社宇奈月本館 6120001022414 都心のビジネスホテルにわんわんプレイルーム＆ドッグラン開設 古屋敷　博文

近畿 大阪府 松原市 ＳＴＵＤＩＯ　ＥＸＴＲＡ 遠隔撮影による映像制作と音楽の融合で販路拡大事業 松原商工会議所

近畿 大阪府 大阪市都島区 薩摩のくら 居酒屋業態から市場ニーズの高い焼肉店への業態転換 税理士法人アクセス

近畿 大阪府 寝屋川市 有限会社アイアンドマイ 6120002076806 地域活性化を目指すウィズコロナ、ティクアウト型非接触飲食事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 有限会社たつみ 4120902020674 居酒屋経営から料理のＥＣ販売に新分野展開し、大阪の味を全国に発信する 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 ＷＯＭＡＮＳ株式会社 1120001187988 モデル経験を基に「美と健康」をテーマに指導者の育成体制を構築 株式会社ロジヤ

近畿 大阪府 豊中市 カプリス 冷めても美味しい鉄板焼きテイクアウト事業 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市平野区 中村屋紙工株式会社 2120001021139 ウィズ／ポストコロナにおいて需要が見込めるリング綴じ製品への参入計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 おとな食堂 体にやさしい手作り惣菜と健康食品の開発・販売による業績向上と地域社会貢献の実現 福田芳昭

近畿 大阪府 松原市 株式会社ＴＡＳ 5120101061156 既存の人材紹介事業と新規のドローン農薬散布事業を並行して運営する事業再構築計画 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＴＯＲＩＫＥＮ 6120001209283 チキンの中からタルタル！？人類タルタルマニア化計画！！ 鈴木　康一郎

近畿 大阪府 大阪市福島区 ランジュヴァン 古酒の抜栓などのサービスを付加したワイン小売業 福井　正嗣

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社スエヒロコーポレーション 4122001003908 キッチンカーを活用した自社商品の移動販売およびキッチンカーのレンタル事業 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社カナロア 9120001184350 新しい生活様式へ対応した新店舗・新商品開発で飲食店業界を牽引 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 株式会社エーセツ 9120901005630 小規模カラオケ店を対象とした非接触システムの商品化戦略 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ジョージハウス・ジャパン 9120001065195 カフェをプラットフォームとするＯ２Ｏ（Ｏｎｌｉｎｅ　ｔｏ　Ｏｆｆｌｉｎｅ） イーエムイーコンサルタンツ株式会社

近畿 大阪府 堺市北区 さきわい工房株式会社 6120101053292 個人消費者向けにお鍋用の牛骨スープ焼肉のタレの開発・ネット販売！ 堺商工会議所

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ユニックス 8122001009001 ＣＯ２排出零に繋ぐ充電式「道路補修転圧機」製造販売で事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社なおらい 2120001178037 新たに独自性の高いラーメン店を運営し、事業の再構築を行う。 浦田幸一

近畿 大阪府 柏原市 株式会社Ｐｌｕｍ　Ａｂｉｌｉｔｙ 5122001031313 美容室が運営する地域初の非対面・非接触・２４時間対応のフィットネスジム事業の展開 山本　高久

近畿 大阪府 枚方市 阿部塗装 塗装・建築技術と既存顧客データを活かしたオーダーメイド家具製造販売業の実施 株式会社ＮＳコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 楽かん株式会社 5120001171609 次世代メンズエステ「ＢＵＢＵＴＡＮ　近鉄百貨店上本町店」オープン 西山　英志

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社トータルヘルスケア 7150001005043 多角的施術サービスへの業態転換 水原　慶治

近畿 大阪府 大阪市北区 ＳＡＹ株式会社 8120003012353 巣ごもり高齢者を救出！オンライン＆対面のハイブリッド型レッスン事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社エルズセレクト 5120001197372 不動産仲介を行う不動産店舗にカフェを併設する新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 片町バルフィンガーファイブ サラリーマンを元気に！新形態の日本食バル提供店 高野　敬太朗

近畿 大阪府 八尾市 岡本建材 建築廃材の収集運搬業から、家庭資源ゴミの収集運搬業への新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 株式会社まるこん 9120901036758 これからの時代はうどんだ！大阪北摂地域うどん推進ＰＪ 貞方　建吾

近畿 大阪府 門真市 Ｈａｒｅｆａ株式会社 9120001145204 飲食店で築いた基盤を活かしつつテレワーク対応型居酒屋へ 片山　敏彦

近畿 大阪府 大阪市中央区 ゆまる株式会社 7120001135520 エスニックチキンのテイクアウト事業の開始 佐藤　健二

近畿 大阪府 枚方市 友瓦 瓦の良さを全国・世界に向け発信するための新たな取り組み 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社昆北 3120001223485 コロナ禍を考慮した佃煮・弁当販売のデリバリー事業への進出 株式会社ライトアップ
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近畿 大阪府 吹田市 クレールアサヒ株式会社 5120901006211 サロン経営と技術講習の経験を生かして、美容電気脱毛機を新しく開発し販売、事業再構築を図る。 山形　輝雄

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社昌月堂 1120001038563 単品スィーツ専門店開業支援セントラル・ラボ事業 山科　和彦

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社縁日 9120001226986 弱みを強みに変える串カツ屋からラーメン店への事業再構築計画 税理士法人アクセス

近畿 大阪府 池田市 ヨネマル商事株式会社 6120901039631 靴に見える草履「シークレットぞうり」の開発およびネット販売強化 齊藤　直子

近畿 大阪府 泉大津市 株式会社ＹＡＳＵＤＯ 1120101060252 最新鋭機器と非対面対応による脱毛エステ事業への業種転換計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＮＥＸＳＵＳ　ＯＮＥ 4120001198660 吹田市ＳＳＴ内における自然栽培の野菜専門店 中西武重

近畿 大阪府 高槻市 ここ整骨院 セルフエステの導入で非労働集約型の収益柱を新たに構築する 長谷　有希央

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社シュクラン 6120001217848 ペット同伴のプライベート宿泊施設事業 金園　英也

近畿 大阪府 大阪市生野区 合同会社Ｈｉ－ＪＹ 6120003010953 卸売食材の在庫を調理加工しテイクアウト及びデリバリー専門のチキン店開業 大北　明花

近畿 大阪府 大阪市中央区 谷９バックパッカーズ大阪 都市部の交流型ホステルから自然豊かな淡路島でのサウナ併設の貸切宿泊事業へ 山本　佐代子

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社ＨＡＳＩＭＯＴＯ 7120101057136 キノコ生産からキノコを使った惣菜販売への転換 池田　寛太

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社アッシュ 8120001116197 「サステナブル・ウエディング」プランの自社開発と販売 経営サポート株式会社

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社イーナ 4120001186120 秘密の高級洋菓子をネットで拡販する為、アンテナカフェへ事業展開 金井　崇憲

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社プルルンラボ 2122001029797 化粧品企画製造販売から、ＯＥＭ製造メーカーに業態転換 青石　吉司

近畿 大阪府 豊中市 キッチン＆バーＺＥＮ シェアキッチン・撮影用キッチンスタジオ等、様々な「食」をテーマとした多目的レンタルスペース事業 住田　匡史

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社陽あたり 1120101055946 就労支援利用者が作るオリジナルブランドで障がい者雇用の仕組みを変える 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 枚方市 平松賢則 優秀な美容師を育成するスクール事業の展開 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社朋有 5120101040507 アプリを活用した非対面のパーソナルクリーニングサービスの提供による事業再構築 ＣＲＥＳＴ税理士法人

近畿 大阪府 門真市 日新フードサービス株式会社 9120001157942 売上ゼロの宴会場から老若男女が毎日利用できる地域コミュニティスペースへ再生 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社パケナビ 7120001227796 コロナ禍をチャンスに、本業を続けながら夢を実現する自学自習塾経営 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社アイズ 8122001022524 「広告業」から中小企業の事業成功までサポートする「コンサルティング業」への新分野展開 倉田　晃

近畿 大阪府 高槻市 高槻あつ整体院 飽和状態にある整体業界から、躍進し続ける美容ダイエット業界への進出事業 塚田　清美

近畿 大阪府 吹田市 有限会社キクイ 5120902005856 食の分野から美と健康を応援するロースイーツ等製造販売とコミュニティキッチン・スペース事業 角谷　雅子

近畿 大阪府 大阪市城東区 金田真祐子 コロナ禍で注目されるクラウドキッチン事業への進出！ 西岡　幹博

近畿 大阪府 大阪市東成区 前田印刷紙工株式会社 5120001013629 世界に一つだけの香りでコロナを乗り越える 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 Ａｒａｋａｗａ　Ｏｆｆｉｃｅ ドローンスクール開校による「新たな教育的活用」と「人材育成支援」 野田　暢之

近畿 大阪府 摂津市 カリナリーデザインひとはし 非接触型のオンライン調理研修への挑戦 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市中央区 ｌｉｔｔｌｅＢｉｒｄｓ 料理にまで昇華したオリジナリティ溢れるサラダをボタン一つでお届け 税理士法人アクセス

近畿 大阪府 大阪市北区 紅谷 北新地からご自宅へ元気を届けるレトルト極上キーマカレー 田中　宏明

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社縄芳 8120001117451 水産物卸売業からＥＣ販売に業態転換し、ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ進出する 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 河内長野市 ラ・ジュール 開業１年で９割閉店のエステ業。オンライン活用で技と経営を学ぶ講師業へ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社吾妻屋 1120001011611 オシャレ古民家を活用して、羅臼昆布の体験販売 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社モノマル 3120001181923 自社ＥＣサイトを活用した日本食品の一般消費者向け販売事業の展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 有限会社無名屋 4120002076205 シェアキッチン運営と飲食店開業サポートサービスによる新事業展開 税理士法人五十鈴経営サポート

近畿 大阪府 守口市 株式会社Ｍｓ　ｄ・ｅ・ｅ・ｐ 8120001160088 全天候型照明システムにより屋外イベント参入への事業展開 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｆｕｎｗｒｉｔｅ 2120001198670 アフターコロナでも勝ち抜く業態開発～居酒屋業態からの脱却～ 税理士法人アクセス

近畿 大阪府 箕面市 ブラン 箕面でセルフ脱毛事業 箕面商工会議所

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 有限会社コスモ広島 9120002024984 「唐揚げテイクアウト販売と餃子無人販売による事業再構築」 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｒｅｐｌａｃｅ 8120001196776 フードデリバリー機能を持ったコンテナハウス型の貸店舗経営 北條　明宏

近畿 大阪府 高槻市 大同機械製造株式会社 7120901011317 工程内の無駄を排除した現場の工夫を商品化し、業種をまたぐ、共存への招待状 大阪商工会議所

近畿 大阪府 枚方市 株式会社学志館 3120001152742 教育・学びが行える空間提供による新分野展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 大西美貴 歴史ある駅前で家業を再興、新事業として花店併設の喫茶店を開業 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社矢田健商店 9120001004450 飲食店への卸売業から中食に対応した小売業への業態転換 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社サティスファクション 5120001131406 専用アプリケーションを利用した一般消費者向けのオリジナルプリント製品製造企業への転換 高見亮

近畿 大阪府 大阪市西区 有恒産業株式会社 4120001048171 海外市場を中心とした国産中古自動車の輸出販売事業の新分野展開 朝日税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社川端屋商店 8120002068339 夜中心の「居酒屋業態」から、昼中心の三毛作を図れる店舗の出店 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ライゼスト 1122001027620 グランピング事業への進出による事業の安定性並びに競争優位性の向上 森下　勉

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社松坂屋 2120001148667 ＥＣサイトを活用しブランド牛「美しの黒毛和牛」販売で業態転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社サーブリィ 3120001181709 焼肉店から「ゴーストセントラルキッチン事業」への新分野展開。夜間営業依存型からの脱却で事業を多角化。 エース税理士法人

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ネクスト 7120901033831 建設業からパーソナルジムへの業種転換に関する事業計画書 北浦　諒一

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社ｕｐ　ｓｔａｒｔ 6120001238753 ウイズコロナに対応「カフェバー」から「パフェバー」への転換 コンフロント税理士法人

近畿 大阪府 大阪市都島区 合同会社アイディーテックス 6120003006893 ステンレスを使った製品の製造及び開発事業 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社湯木 4120001136117 不景気にも強い、ローコストオペレーションなカレー店の開店 山田　秀明

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ナニワ 9122001019486 ながら充電可能な楽々設置大型のぼり旗とＥＶ車充電スタンドの融合 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 エンジョイユーアルティー株式会社 5130001054812 「環境に優しい高機能床材（ＳＰＣ）」の輸入、小売＆卸売の挑戦（業種転換） 竹内　友章

近畿 大阪府 東大阪市 インジェクト 広告業から餅を使った和菓子製造への業種転換 税理士法人清正

近畿 大阪府 高槻市 株式会社エブリワンダイン 7120901040836 飲食店によるデリバリー専門ハンバーガーのフランチャイズ事業 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＢＩＧ・Ｍ 1120001172461 モクテル、シーシャを楽しめるプライべート空間完備バーの開店 株式会社シザコンサルティング
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近畿 大阪府 大阪市生野区 カラオケ居酒屋一福 ウィズコロナでも安心して食事を楽しめる！「鶏専門焼肉店」でＶ字回復。 小幡　兼志

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ウェイバック 4120001221232 人混みを避けてトレーニングしたい人向けレンタルジム事業 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ミダイ 2120001192962 独自製品販売の旗艦店設置し地域密着のＦＣ展開を見据えたテイクアウト・通販事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社ＭＡ興産 4120001129608 元パチンコ店だからできる地域の健康寿命を延ばすデイケアサービス 尾﨑　公彦

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ブルーストーク 6120001161939 メンズ／学生を主ターゲットにした美容事業への新分野展開 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 豊中市 Ｆｒｏｎｔｉｅｒ２４株式会社 5120901027851 日本製品の輸出を目的とした海外向け越境ビジネス 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 ワールドツアーシステム株式会社 1120001094730 旅行会社がバス運行事業に参入することによる営業から運行までの自社一貫体制構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ｋｉｔｅ　ｄ’ｏｒ 2120901030404 小売業から地域の健康寿命をのばす更年期対策ボディケア事業への進出 税理士法人ＦｏｒＹｏｕ

近畿 大阪府 大阪市西区 横山　勝 自社ブランドを活かした地域密着型、家庭用ワンポンドステーキ配送販売への新事業転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ナセール 9120001018319 オンライン上でのコンサルティング接客の事業化 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社イマイ 9122001000652 革職人が作るペットグッズと、有りそうで無かったディスプレイケース 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社エン 5120001221941 成長分野であるアスリート・若年層向け最先端美容サロンの展望 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 ＬｉｌＹｕｕ　Ｐｈｏｔｏｇｒａｐｈｙ 『飲食業×レンタルスペース業×写真業の３つの柱の組み合わせによる相乗効果』 初山　賢次

近畿 大阪府 大阪市西区 ＴｈｅＮｅｘｔ．．． ネイルサロンがサステナブルフードとＤＸを取り入れた焼肉店展開 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｃｉａｔｅｒ 7120001170237 新たな「未来美容」「健康美容」を提供する地域の癒しのヘアサロンへ 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ＧＢ 9120001192114 画面の向こうが物産展、全国の名産品をライブコマースで販売 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社ＬＯＨＡＳ 4120001211167 外食のプライベート化という変化を的確に捉えるための、既存店改装と新規プライベートレストランの出店 山田　秀明

近畿 大阪府 吹田市 リョウ株式会社 2120901015090 非対面型に転換したＥＣ事業参入とＢｔｏＣビジネスの確立 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 摂津市 ペット葬儀本舗 キッチンカーによるＳＤＧＳに取り組んだサツマイモスイーツの販売 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市住之江区 ＤＯＬＣＥ１０４ 飲食業のノウハウを活かした、就労継続支援Ｂ型作業所の開設 税理士法人スリースター

近畿 大阪府 大東市 Ｔｏｍｏｋｏ パフォーマンス業経験を活かした地域活性＆にぎわいプロデュース業への新分野展開 松井　孝允

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ワタセ工業 2120001185702 コロナ禍明けへ　人気店の味を継承し外食に笑顔を 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社ＢＵＲＧ 3120001196896 不自由な時代に皆様の思いを形に！ 税理士法人城会計事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｈａｐｐｉｏｕｓ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 2120001190116 少人数のボーダーレス保育園が現場で行う外国人講師養成研修事業 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市淀川区 一宮物産株式会社 2120001053834 個人向けに特化したコーヒーＥＣサイト作成及びテイクアウト強化 伊藤　淳

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社エクソン 6120001161278 既存宿泊施設の国内利用者向けリモートワーク対応オフィスへの転換 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 大阪市都島区 ＣＪエフォート合同会社 8120003012304 コロナ禍における障がい者就労支援事業 秋山　和久

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社ひふみ 2120001235192 ネット販売に特化した在宅ワーク対応の新しい就労支援事業所 山田　雅夫

近畿 大阪府 大阪市中央区 ポライトサポートシステム株式会社 9120001175250 医学部特化の受験予備校による資格試験と社会人向け教育スクール 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 貝塚市 かねしん蒲鉾株式会社 1120101038042 高級かまぼこの消費者向け小売及びインターネット販売 森田　敏裕

近畿 大阪府 泉大津市 株式会社グッドガンインターナショナル 5120101056453 自動車カスタムパーツの知見を活かしたｅモータースポーツ製品の企画・販売 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ＣＲＯＷＮ 9120001167719 就労継続支援Ｂ型『ニュープレイス』　～新しい自分に生まれ変わる～ 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 鶴橋いちごいちえ 鶏料理専門店が手掛ける安心安全の持ち帰り専門店 北伊勢上野信用金庫

近畿 大阪府 四條畷市 プラスアーツ 医療専門職が事前予防、介護予防を実践する、リラクゼーションサービス 青木　孝之

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 お好み焼き鉄板焼き春夏◯冬 日常のストレスを心身ともに癒すリラクゼーション　事業への業種転換 廣瀬　裕幸

近畿 大阪府 柏原市 株式会社堀商 7122001021221 ＥＣサイトと独自ブランドを立ち上げＢｔｏＣ市場へ進出 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大東市 ル・ソレイユ 飲食店がエステサロンを併設しコロナ禍で疲弊した地域経済と雇用を立て直す 中井　学

近畿 大阪府 柏原市 株式会社伸光 4122001020985 伝統工芸と国際特許を活用した家具の販売及び人材派遣事業 株式会社あけぼの経営

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｏ－ＺＯＮＥ 1120001219394 飲食業界における古民家をリノベーションした新たな焼肉店の事業化 クレア税理士法人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社匠 4120001203461 お肉の加工場とお肉の無人販売所による精肉・小売り事業へのチャレンジ 税理士法人アクセス

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社イップ 8120002029308 業界初の特許技術を活用したＬＥＤ発光看板製造事業 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社大貴スタジオ 6120001066444 効果音コンテンツの配信アプリの開発および運営 中野　郁三

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社フォーディ 6120001088257 広告企画、制作で培った圧倒的なノウハウを活かした企業向け動画編集制作事業 株式会社Ｎ総合会計コンサルティング

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社讀賣連合広告社 3120001071843 ＹＯＭＩＲＥＮ×ＤＸ　デジタルシフトへの対応と、営業プロセスの転換 税理士法人松岡会計事務所

近畿 大阪府 堺市中区 イロタス建築工房株式会社 4120101048740 店舗、住宅の「内装工事に特化」した、「人材育成」を兼ね備えた、事業構築。 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社船場エステート 1120001166018 不動産事業と相乗効果がある居抜き物件を活用した焼肉店舗 金園　英也

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 オカダ鍼灸整骨院 鍼灸院がスポーツ志向の強い若年層向け脱毛サービスへの新分野展開 細川　恵司

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ｓｅｃｏｎｄ 7120001236715 原価ウリを実現！焼肉店の新規展開による事業再構築計画 税理士法人アクセス

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ＳＱＵＡＲＥ 6120001140612 生産者と消費者をつなぐブランド豚肉専門店通販サイトの構築 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｐｅａｃｅ　ａｐａｒｔｍｅｎｔ 6120001208310 店内販売から通信販売事業への業態展開のためのセントラルキッチン設立 青石　吉司

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社さかもと 9120101034166 健康的なお弁当のデリバリー・テイクアウト事業　新ブランド【ｄｅｌｉ　ｓｔａｎｄａｒｄ】の発足 秦博雅

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＦＰＯ 2120001117250 個人投資家のためのコミュニティスペース兼カフェ＆バーの開業 中本　悠介

近畿 大阪府 大阪市中央区 オーエムカラーコピー株式会社 2120001076091 サスティナブルな材料を活用した印刷物の新事業展開 釡中　利仁

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社オルカム 2120001230318 「ストアライブ」コミュニティーサイトシステムの開発による非対面ＥＣ販売の仕組みの構築 山本典之

近畿 大阪府 寝屋川市 有限会社アール・ビー・エフ 7120002072176 地域食材で医療関係者や患者様を幸せにするセントラルキッチン！ 若狭　浩子

近畿 大阪府 摂津市 ＨＡＲＫ 遠隔でも靴磨きサービス・靴リペアサービスを提供できる体制を確立させる 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 和泉市 ニシケン株式会社 3120101059631 赤外線ドローンを利用して外壁調査、屋根調査サービス事業 和泉商工会議所

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 アジアンバルグロー 居酒屋から換気設備を強化した室内ＢＢＱ店舗（小売併設）への事業転換 松川　浩士
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近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社グラサイ商会 4120001167896 ワンちゃんの健康にこだわったペットグッズ専門店の新規立ち上げ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 岸和田市 ＵＥＴＡＮＩＳＨＯＴＥＮ 非接触３Ⅾスキャナー計測する、出張型インソール事業展開 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 和泉市 株式会社ＲＩＧ 1120101049816 セントラルキッチンの新設とキッチンカーレンタル事業 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 池田市 酒肴商店アジト テイクアウト＆デリバリー専門店出店及び出張料理サービスの提供 倉田　晃

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社レイオール 8120001132120 ＩＴ人材育成を支援するプログラミング教室の開校 門田　知也

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｍａｘｆｉｅｌｄ 8120001177330 美容機器販売から非対面のセルフ直営店を開業し売上、収益向上図る。 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 第一工芸株式会社 9120001005820 地域と企業を繋ぐ景観サイン事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 松原市 株式会社小松屋 3120101025195 飲食業向け酒類販売業から個人向け自然派ワイン販売業へ拡大事業 島吉　正人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社島田事務所 9120001213571 都市公園内におけるグランピングレストラン事業への新分野展開　【無店舗から実店舗へ】 辻野　浩史

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ＡＬＢＥＲＯ 6120001211347 舞洲発！１日に彩りを添えるジェラートとワンコインイタリア料理開発事業 アアル株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 ユーロライフスタイル 新たな中之島スイーツの生産、ブランド確立による収益向上 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 食堂タボリノ テイクアウト事業及びＥＣサイト事業の拡大と収益の向上 大阪信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 村居株式会社 4120101010031 美容事業部立ち上げ　革新的美容室経営 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社住まい工房　集 1120101023226 工務店のものづくり・情報発信拠点の新設 東俊夫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ゑびすや金物店 7120001075774 タイ向け厨房機器の海外卸輸出販路開拓／多言語越境ＥＣサイトの構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社タケミ・コーポレーション 5120101024369 当社の強みを活かし官公庁の入札情報配信サービスを開始する 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社三阪総合事務所 2120101021781 ３Ｄ測量の導入からＢＩＭの検討 税理士法人Ｂｒａｉｎ　Ｔｒｕｓｔ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＩＯ．Ｓｔｒｕｔ 5120001185947 中小企業や個人向けＩＴオンラインサロンの開設 辻村　登志子

近畿 大阪府 八尾市 岡田機工株式会社 9122001017993 中古機器のカスタマイズ事業 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＧＲＡＺＩＥ 5120001117727 自由で自分らしく生きるＬＧＢＴ全ての方にセルフエステの集大成を提供。自分でなりたい自分を創る大人のアミューズメント空間。 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 茨木市 ヘアサロン　エース 安心・安全！美容室が展開する髪にも優しいキッチンカー事業！！ 平山　とうき

近畿 大阪府 大阪市中央区 ｅｎｎ株式会社 5120001220142 美容と健康をトータルでサポート地域密着型ヘルシー鍋事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 キャシャーン サスティナブルなＤ２Ｃアウトドアブランド立上げによる業種転換 野村　早希

近畿 大阪府 大東市 一般社団法人大東倶楽部 3122005003079 小学校跡地を利用し、地域文化に根ざした食ガストロノミーの提供 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 羽曳野市 有限会社㐂多八 6120102018955 大阪市の飲食店が生き残りをかけてアフターコロナを見据えた新事業 秋山　和久

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ヒロウミ 1120001221508 ５軸加工による立体確認とネットを利用した宝飾品受注事業計画 山田　裕一

近畿 大阪府 大阪市東成区 有限会社エイチジー 1120002054551 介護現場で手間なく提供！完全予約制の安全安心宅配事業 廣岡　茂男

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＣＲＯＳＬＡＮ 5122001030307 特定技能の人材マッチングのクラウド「ＳＭＩＬＥマッチング」の開発 大阪信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社グルメカンパニー 1120101046763 焼肉店舗事業からテイクアウト・通販・卸売事業への転換 税理士法人ファインブレーン

近畿 大阪府 豊中市 ミューズ・インターナショナル有限会社 8120902019812 直輸入ジュエリー小売店から海外を対象とした日本人アーティスト育成に寄与するエージェント業の事業転換 五十嵐　真司

近畿 大阪府 羽曳野市 有限会社スタジオテック 1120102019462 不動産業界向けバーチャルモデルルーム作成サービス及び、家具・人物合成サービスの提供 株式会社ライトアップ

近畿 大阪府 枚方市 株式会社浦和 4120001152881 使用済タイヤを再生し活用へ！持続可能事業への転換 京都府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社プルソワン 5010701008781 化粧品の企画製造における障壁を取り除く、化粧品製造プラットフォーム事業への進出 花岡　貴志

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アクアリンク 1120001099622 ＡＩカメラモニタリングによる生産性向上コンサルティングへの業態転換 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市旭区 有限会社テーラー尚美堂 8120002000524 非接触採寸システム導入によるオーダーメイドスーツ顧客層の拡大 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 栄幸食品株式会社 6120001160676 ＶＲショールームや食レポＷＥＢサイトを活用した、新興国への菓子輸出 太田　晶久

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社伝耕 8120001135734 コロナ禍で成長が見込める男性向け基礎化粧品の製造・販売 盛澤陽一郎

近畿 大阪府 河内長野市 株式会社小笠原金属 8120101033565 使用済み超硬工具の国内リサイクル実現のための処理工程の新設 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＦＡＳＣＩＮＡＴＥ 2120001123629 中小アパレルメーカーの販売活動を活性化するためのＥＣサイトを活用した「販売支援・代行」事業への新分野進出 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市生野区 ＨＵグループ　梅津　洋 テイクアウト型飲食店併設型整骨院への新事業展開 武田　一

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社Ｎ’ｓ　ｌｉｎｅ 5120101057484 近畿圏の交通要所美原区における倉庫業への参入 ＮＸ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＢＡＴＯＮ 4120001145423 小売・飲食事業からオリジナルギフトのオンライン通販事業への転換 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｔｒｕｔｈ 2120001125716 高水準の接客を提供する古民家を活用した宿泊・飲食・研修施設の開業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市東区 合同会社マウスフィールド 5120103002323 看護が充実したナーシングホーム（看護特化型高齢者住宅）の設立・運営 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社浪速興産 7120003010226 自然環境・施設に恵まれた非接触対応障がい者グループホーム開設 関西みらい銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社Ｇｏｌｄ　ｓｔｕｆｆ　ｆｌｏｕｒ 6100001025427 地元大阪の食材を使った、こだわりの大阪グルメを全国に届けるＥＣサイト開設 税理士法人マスエージェント

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社有拓 2140001099941 野田阪神カラオケボックス兼個室型ファミリーレストラン事業 西川　隆清

近畿 大阪府 高槻市 ｓｔｕｄｉｏ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｌｉｌｙ ヨガスタジオによるヴィーガン・カフェ事業への新分野進出 株式会社八咲

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社萬野屋 7120001105746 コロナ禍に対応するおひとりさましゃぶしゃぶ業界への新規展開 大澤　悠

近畿 大阪府 摂津市 大阪サニタリー株式会社 4120905001705 既存技術を活用した試薬製造及び細胞培養装置製造事業の構築 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 大東市 株式会社ウチダ 2122001015087 「リユース金型」によるサスティナブルな金型の循環 並木　正次

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社エアーテック 7120001108402 「配管延命工法」によるマンション配管の交換事業への新分野展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市住吉区 Ｌａｕｇｈ　Ｐｌａｃｅ株式会社 6120001192760 マッチングサービスのノウハウを活用した不動産仲介業への新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社パスレル 7120001208664 自動車整備士　出張サービス 児玉　明子

近畿 大阪府 大阪市此花区 大元気株式会社 2120001171058 「食・遊のテーマパーク」海陽王国により地域と共存共栄を目指す 税理士法人ウィン合同会計事務所

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社すずやこにし 7122002002575 文化的景観である石切参道の魅力を堪能できる古民家再生事業 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 和泉市 有限会社市川工業 5120102026661 コロナ禍でも安心して｀｀美｀｀を追求できるオンラインヨガ配信等、セルフ脱毛サロンの進出計画 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 高槻市 協和株式会社 9120901010754 高い技術力と徹底した品質管理によるリチウムイオンバッテリー部品等製造への参入計画 株式会社滋賀銀行
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近畿 大阪府 東大阪市 太子精工株式会社 5122001004450 高精密ＣＮＣ工具研削盤等で新規分野の超硬ドリル事業への展開 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 有限会社こだま製作所 7120002009475 新たな設備導入と超精密加工技術の応用で、宇宙研究分野への参入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 グリルヤマモト グリルヤマモトの第二店舗は移動可能なシェアキッチントレーラー 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社大阪かに源 3120001217116 「許しのかに源」シリーズ第１弾、蟹を使ったレトルトカレー製造とＥＣ事業への展開 ＮＸ税理士法人

近畿 大阪府 八尾市 清和金属株式会社 7122001022632 材料供給装置付主軸台移動形ＣＮＣ自動旋盤で半導体真空部品へ展開 堀田　幸男

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ヴィレッジ 2120901005513 地域密着型介護リフォーム事業の立ち上げによる新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社シャリオ 5120001217444 工場新設と溶接機導入による医療・食品用アルミ製台車製造への新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社富士製作所 7120001088628 新たな製造方法の導入による海外競争力の高い製品製造の実現 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 ユーワ・クリエート株式会社 7120001107718 衣を通して高齢者に笑顔を。老人ホームへの出張販売業へ事業転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社石井文泉堂 9120001011694 当選くじ付き新コンセプトニュースレターでの新業種展開 寺島　義雄

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社大同工業所 3120001083558 防爆試験所としての国際認証取得のための耐候性試験装置導入 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 門真市 株式会社カジテック 9120001157249 ５軸制御立形マシニングセンタの導入による加工精度の向上と、航空宇宙分野への新規進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市中区 マツシタ精工 マシニングセンタ導入で加工対応範囲拡大とワンストップ化 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社竹中庭園緑化 7122001004408 テレワークで需要が高まる個人向け観葉植物生産による販売までの一貫体制構築 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社進功ブラスト工業所 3122002009962 半導体分野や新素材電池分野等の大型化需要に対応した新分野展開によるＶ字回復計画 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 羽曳野市 Ｓ．Ｋ．Ｔ．株式会社 9120101060567 携帯型アスベスト除去装置の開発で、適法除去の推進と悪徳業者の排除 新酒　芳斗

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＪＯＹＸ 4140001072186 プロ監修ゴルフスクールを開講し、コロナとゴルフ業界の低迷による影響を打破する 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 門真市 アートウインズ・シートメタル株式会社 7120001210612 レーザ加工機とサーボプレスによる電気自動車等の板金部品への新分野展開 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市住之江区 昭和機械商事株式会社 4120001030880 新たな防錆技術によるスチール製カラーチェーン等製造技術の確立 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大東市 冨田建設株式会社 6122001015645 ＩｏＴ（Ｉｎｔｅｒｎｅｔ　ｏｆ　Ｔｈｉｎｇ）技術を使用したＺＥＨ（Ｎｅｔ　Ｚｅｒｏ　Ｅｎｅｒｇｙ　Ｈｏｕｓｅ）の販売促進 井上大輔

近畿 大阪府 羽曳野市 プロセスｅ株式会社 5120101055785 当社独自の超高精度ネジによって、透析装置等の新分野に参入する事業再構築計画。 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 松原市 株式会社テック・ワン 2120001033209 ファイバーレーザー複合機導入による新規対応の銅素材加工、大型製品加工及び一貫生産を実現させる業態転換 株式会社伊予銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ユナイテッドワークス 5120001102497 郊外型住宅ストック再生を目指す民泊施設「ＵＮＩＴＥＤ　ＨＩＬＬＳ　ＧＡＲＤＥＮ」の運営 東京中央経営株式会社

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社堀田ハガネ 9120101006677 最新設備を組合せた新生産方式による『水素エネルギー業界』への新規参入事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 有限会社浦田建設 2120002026327 橋梁工事のモルタル工事事業参入による業態転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 千代田興業株式会社 2120001067165 海外子会社のノウハウを活用した食品業界向けロボットシステム事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アプリズム 8120001167059 ＡＩを活用した高齢者見守り介護用システムの構築 株式会社但馬銀行

近畿 大阪府 泉佐野市 ナンカイ滋賀株式会社 2120101040963 レーザー加工分野への進出による事業付加価値の向上 株式会社滋賀銀行

近畿 大阪府 東大阪市 ビッグ精工株式会社 6122001006066 最新の放電加工機と平面研削盤導入による電動自動車部品の量産体制確立 村上　晃司

近畿 大阪府 大阪市旭区 田中電工株式会社 1120001000770 最新鋭加工機による医療機器分野への進出 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市住吉区 住吉販売株式会社 4120001208717 電子新聞購読者向け地域密着型情報ポータルサイト「タウンサーチ」サービス事業 橋本　博

近畿 大阪府 大阪市平野区 有限会社聖テック 5120002064968 血液撮影システムの部品製造を通じた医療機器業界への新規参入事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社堀之内自動車工業 5120101021754 環境問題やＳＤＧｓへの対応のため、水性塗装およびプロテクション技術の習得をはかり新事業への進出をはかる 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 大阪市東成区 インプルーブ株式会社 6120001134382 ＜人材派遣会社向け総合基幹システム＞の開発及び販売、運営 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 有限会社林製作所 5120002015839 プラント現場に特化した金属くずの買取・解体・販売事業 株式会社そだてる

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｂｕｉｌｄ－ＵＰ 7120001122774 ｅスポーツ施設を開業することによる事業再構築計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社ビィーエイト 3140001074753 大阪千林、触法障害者人生改革プロジェクト 西宮商工会議所

近畿 大阪府 枚方市 有限会社クレイズ 2120002074012 既存事業を活用したアウトドア市場への事業展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 東大阪市 大阪包装株式会社 5122001024259 生産廃材を活用したプラスチックリサイクル事業による新規事業の展開 世古　建一

近畿 大阪府 大阪市西区 日本経営支援税理士事務所 税理士間の土地評価に関する情報共有プラットフォーム開発 貞方　建吾

近畿 大阪府 大阪市西区 サンキン株式会社 1120001043596 電動車に使用する回転角センサ用鋼管生産事業への新分野展開計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社木田鹿興産 8120002030067 テナント事業の収益向上に繋がるスペシャリティコーヒースタンド事業 株式会社八咲

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社三信商会 6120001080511 脱プラ化・ＤＸ推進を両輪として、ニューノーマル対応企業へ転換 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 松井製靴株式会社 5120002052956 アトリエでセミオーダーの婦人革靴を提供する「Ｍｙ　ｃｈｏｉｃｅ」 株式会社ライトアップ

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社岡井鉄工所 5120101039499 ハイブリッド車向け超精密機能部品の量産体制構築による新分野展開事業 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社ｓｍａｔｔ 4120001182540 【「メディア」＋「ＥＣ」の一体型ＷＥＢサイトで点と点をつなげる事業】 松﨑　真則

近畿 大阪府 大阪市中央区 木村アルミ箔株式会社 6120001077904 低炭素素材を活用し環境に配慮したカップを製造 関西みらい銀行

近畿 大阪府 松原市 株式会社丸一発條製作所 9122001021500 新分野である建機用油圧部品の油圧ばね製造事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 大阪石材工業株式会社 8122001008399 オンライン現場体験ツアーを通じたＤＸ営業スタイルの構築 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 大阪府 大東市 有限会社からだ健康一番 3122002012702 低所得者対応　医療介護連携型　有料老人ホーム事業 Ｆ＆Ｍパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 ダイワ光芸株式会社 6120001024245 製造方法のデジタル化と新サービス提供による事業再構築の実現 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 大阪府 東大阪市 イコマ工業株式会社 8122001000273 金属加工業のＤＸ化による半導体製造装置分野への進出 合同会社照参会

近畿 大阪府 枚方市 高山建材興業株式会社 8120001149940 ＩＣＴ建設機械の導入によるＩＴＣ施工への業態転換と無人化施工 渡辺　裕

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社三和エステート 2120001161711 大阪府農業公園におけるグランピング事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大東市 有限会社新生スチール 8122002012697 レーザー材料問屋から、鉄骨一貫生産ファブリケ―タ―への業態転換 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社クレア 6122001002429 親子が共に入居できる有料老人ホームの開設による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ニウ・アンド・パートナーズ 4120001165371 コロナ禍で活性化した市場をターゲットとした小規模な複合商業施設の運営 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 吹田市 スペクトロニクス株式会社 8120901013287 微細加工用途レーザ発振器・光学モジュールの開発およびソリューションの提供 株式会社三井住友銀行
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近畿 大阪府 大阪市港区 有限会社篠原熔接所 3120002015551 建設業界向け製缶加工業から自動車アフターマーケット向け部品製造業への転換 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市大正区 大長金属株式会社 2120001235622 「ＰＣＲ検査＆医療用ロボット」向け超高精密部品でコロナに打ち勝つ 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 株式会社ＬＥＧＡ 1120901038927 ４０代～５０代・女性をターゲットにした髪・肌のトータルケアサロンの開業 寺岡　剛

近畿 大阪府 大東市 石切精機株式会社 2122001015046 金属板金加工試作品を、最短依頼当日にお届けするサービス 青木　孝之

近畿 大阪府 堺市西区 八木惣株式会社 1120101007583 １７８８年築の旧屋敷大改修による地域活性化ｐｒｏｊｅｃｔ 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 和泉市 株式会社鉄屋 3120101043577 リモートワーク時代の住空間を演出するオーダーメイドコンテナハウス販売 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＡＳＳＯ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 5120101035696 移動店舗型ワンストップ・フットシューズ・ショップによる顧客接点づくりとＢｔｏＣ事業拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 光洋企業株式会社 8120001005284 ビアガーデンから非日常的な空間における出会い・婚活の場への転換 徃西　弘恭

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社沖宮工業 2120001146687 大型門型ＮＣフライス盤導入による金属加工の脱外注・完全内製化 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＫＳクオリティ 3120901027060 国内外靴ブランドメーカーと協業し、靴修理インフラ事業へ参入する 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社エクスカイト 1120001195264 特定の専門分野に特化した建設業者を目指す事業構築計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社関西金属工業所 6122001018185 固溶化連続炉の導入による新製品の生産と新規成長分野への参入 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社くだら 2120001116450 シャトレーゼＦＣ事業による新規事業展開 森田　寛子

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ワークス・ワン 6120001093918 木造設計・建築のプロだからできる！超おしゃれな木造賃貸マンションの販売プロジェクト 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 岸和田市 コスモ建設株式会社 4120101036679 人材派遣業による新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 日本タルク株式会社 5120001040648 グローバル展開を視野に入れた世界初を含む３つの新事業を通じたコモディティ脱却 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社アーバン 2120001014225 大阪文化服装学院とのコラボによるファクトリーショップ事業 児玉　文人

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社桜井鉄工所 9120001003403 再生可能エネルギーの普及拡大に貢献できる「小型風力発電機部品等」の製造計画 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 八尾市 森島精工 ３次元ＣＡＤ／ＣＡＭシステムと放電加工機の導入による事業再構築 のぞみ信用組合

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社アソシエーション 5120001040879 舞洲から発信！マルシェを基点とした新飲食サービス アアル株式会社

近畿 大阪府 八尾市 株式会社三笠鉄工所 5122001020183 自動車分野への依存度低減に向けた一般産業用部品の一貫生産体制構築 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 富士鋼材株式会社 3120001047050 高付加価値建築用鋼材新分野展開事業 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 有限会社Ｄ．Ｓ．Ｓ 6120002060264 石垣島における完全プライベート空間のワーケーション事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＣＨＡＭＰＩＯＮ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 8122001005041 マシニングセンターを導入し半導体装置関連部品への事業進出を実現する 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 ジツフジ歯科医院 歯科医院による歯周病に特化した多面的な診断・治療サービスの構築と感染症対策の強化 有限会社竹内総合研究所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社エアーテックシステム 8120001104029 業界初！ペット対応空調サービス×ドッグラン等の新業態 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社レザック 6122001020645 高精度・多品種少量生産加工機による新分野展開 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 河内長野市 株式会社伊西電気工業 9120101034372 洗濯代行を伴うコインランドリー関連事業で地域住民のお困りごと解決に挑戦 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社華桂 1120001123530 和カフェ・イベント企画を通じた呉服よろず相談企業へ転換―呉服営業チャネルの大改革― ジェイシス税理士法人

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社カツラギロジテム 3120101038040 リーズナブルでＢＣＰ対応可能な航空輸出貨物の取扱事業の確立 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社まんねん 3120001096444 オンライン専用のデリバリー兼ＥＣサイトの通販専門店の新店舗開拓 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 田村薬品工業株式会社 3120001084226 アルミパウチ包装による医薬品・食品を中心とした流通プロデュース企業への転換 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 大阪府 豊中市 株式会社セイホー 2140001049450 高機能フィルム製造を支える「高精度Ｔダイ」の短納期生産実現に向けた超研磨加工内製化事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ウッドトップ 9120001121444 木工技術・生産能力を活かし資源循環型素材製品で多角化を実現 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 大阪建物株式会社 1120001165606 フィットネス事業による新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 河村電機株式会社 8120001049422 配線革命で社会課題を解決！「強みを活かしたワイヤーハーネス提案型企業への変革」 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 枚方市 昭和工業株式会社 4120001154184 ロールブラシ製造からディスク鋼板の金属プレス加工業への新分野展開 経営創研株式会社

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ツボイ 4120001150118 街の電気屋さんからデジタル・リフォーム業へ！３Ｄ／ＶＲ技術を活用した非接触サービスの実現！ 酒井　敏行

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｂ ペット専門整体師、栄養士によるペットと人間の共存支援サービス事業 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社イオックス 4122001009541 高周波用銅張積層フィルム（ＦＣＣＬ）の商品化 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 佐山鉄筋工業株式会社 9120001153958 溶接閉鎖型フープ筋生産による鉄筋工事市場への新分野展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社ディー・インプレス 6120001137278 ボリュームたっぷりアメリカンホットドッグ専門店 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 高槻市 株式会社東和製作所 4120901011591 ＳＳＢ工法に対応した型枠資材「セルキャッチャー」の開発・量産化事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 ダイコロ株式会社 8120001066319 コロナ後の学校を取り巻く環境の変化を見据えた卒業アルバム事業の再構築 株式会社愛媛銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 Ｆｕｌｆｉｌｌ株式会社 3120001189982 時代に適合した役割を果たすＩＴ・ＤＸ人材を輩出する人材紹介 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ハンワ 9120901001745 ＧＰＳ技術を利用したリアルタイム配送追跡サービスによる物流革新と売上拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 ヤマサク株式会社 9120001110125 国内初、サロン仕上げ品質、ジェルタイプネイルシールの製造販売 ＢＴＪ税理士法人

近畿 大阪府 貝塚市 有限会社ティグクラフトジャパン 3190002008061 日本の半導体を支える「超高精度タイミングプーリー」の製造 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 しもたや 日本初出店のロイヤルチャイナグループの飲茶専門店をオープンさせ、コロナ禍に強い業態への転換を実現 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 八尾市 株式会社安成板金工作所 8122001020354 板金から製罐へ新分野展開し、送風機部品の一体設計・一貫生産体制の構築 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 門真市 井上樹脂工業株式会社 3120001157089 協働ロボットを利用した切削加工の自動化技術開発による事業再構築 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社太皷正 2120001038926 伝統工芸で培った加工技術を応用し、備え付け家具市場へ新規進出を行う事業再構築計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社栄紙業 5122001017535 「脱プラスチック」を実現させる「紙」を材料とした新製品の製造への進出 八文字　正裕

近畿 大阪府 大阪市中央区 北浜商事株式会社 5120901023454 コロナ禍における事業拡大へのＭＯＴＯ　ＣＯＦＦＥＥ新規プロジェクト 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 泉佐野市 泉州の郷 業界最高水準の換気体制を整えた焼き肉店とコワーキングスペース・貸し会議室のハイブリット店舗 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社マスタニテック 2120002046119 半導体製造装置用の超高精度部品の製造要望に応えるため新設備を導入する事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社ラッシュカンパニー 6120101035919 関西初のＶＲを活用した完全個室型フィットネスジムの開業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社ＳＨＵ建築 1120002015545 建築事業で培った加工技術とインテリアの知識を応用し、家具市場へ新規進出を行う事業再構築計画 大阪信用金庫
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近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社クィーンズジュエリー 8120002035322 国内初ジュエリーリフォームのＥＣ事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社サンヨー・シーワィピー 4120001080604 ＡＲ／ＶＲコンテンツの制作とそれらのクロスメディアソリューション事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 東大阪市 桝田機械株式会社 5120001089611 中古機械の販売業から、予防保全データを含む大胆な「リストア事業」に業態転換！ 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社三共晒 8120101001885 ニューノーマル時代における和晒需要の開拓 中澤　悠平

近畿 大阪府 堺市東区 株式会社丸田工業 7120101061798 左官・外構工事業を継続しつつ、建築リフォーム業への進出を行う新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 高槻市 真亜興産株式会社 8120901019235 解体業者が取組む大気汚染防止法改正に対応したアスベスト除去工事業 株式会社イソシエ

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社由松総本店 9120101046376 インバウンド団体専用の宿泊所から旅館ホテル業への事業転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＧＲＡｐＰ 1120001181256 ホテル運営の無人・省人化を実現する独自システム開発による業種転換 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＵＲＵＢＵＧＡ 7120901042378 ＷＥＢ制作・システム開発会社に向けた業務改善サービスの提供事業 仲田　芽衣

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社川村鉄工所 1120101031988 水素圧縮機の部品製造を通じた水素エネルギー業界への新規参入事業 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 日本ＨＭ株式会社 8120001195605 ヨガ瞑想サポート健康食品製造＆販売 大阪商工会議所

近畿 大阪府 東大阪市 マツヤ産業株式会社 8122001006568 人協働ロボットの卸売と導入支援事業を通じて製造業の課題解決を目指す 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社ａｍｓｅｔ 4120101053716 ＡＲ・ＶＲ技術を活用した販路開拓支援とＶＲ展示場の運営事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社コーニッシュ 5120001063946 弊社独自の専用ＡＩ不動産査定システムの開発・導入による事業再構築計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社ハイタイド 4120101050985 医療・介護人材紹介サービスの運営による地域包括医療への貢献 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社Ｓ－ＴＥＣＨ 8120001199085 大型、高速、高性能ファイバーレーザー切断加工機の導入による道路機械設備製造分野への進出 松下　隆信

近畿 大阪府 東大阪市 ＮＰＯ法人夢 1122005002917 社会のニーズに応える生活介護・グループホーム事業の立ち上げ 水谷　弘隆

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社土新建材 2120001012988 持続可能な都市開発を目指した高機能エクステリア商品群の製造 御堂筋税理士法人

近畿 大阪府 守口市 アベックス物流有限会社 1120002077965 倉庫業に新事業展開し「丸ごと物流」で持続性のある高付加価値経営を実現 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社日本セーラ 3120001088490 アウトバウンド健康管理士フォローアップ型通販マーケットの実現 水貝　清

近畿 大阪府 柏原市 株式会社永光工業 7120001115217 内食・中食の需要拡大に向けた産直のカット野菜等生産体制の構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭＥＥＴＳＨＯＰ 5011001115244 対面式で展開していた体質改善サービスのオンライン通販事業化 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社プリンセスガルテン 3120001039808 ウィズコロナ対応全面開放テラスカフェへの業種転換の事業再構築 安達　隆久

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社明日香園芸 3120001006840 都市型総合ＦＡＲＭ『Ｆａｒｍ　ｏｆ　ＡＳＵＫＡーいちご観光農園×グリーンカフェ』 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社Ｆａｎｔａｓｉｓｔａ 1120101062694 整骨院・トレーニングジムから放課後等デイサービスへの事業転換 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社永野製作所 9120101041757 再配達削減に貢献する宅配ボックス等の生産工程自動化に向けた新分野展開 関西みらい銀行

近畿 大阪府 和泉市 有限会社木蓮 5120102027081 葬送から想送へ、葬儀のデジタル化による新たな葬儀スタイル展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ＨＱＳ 1120901015629 里山の隠れ家　魅力あふれる一棟貸し宿泊施設の開設 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 ＳＯＵＴＨＥＲＮ　ＰＥＡＳ コロナに克！冷凍ケイジャン料理を多チャンネル販売で全国へ 松田　裕

近畿 大阪府 枚方市 株式会社テクニス 1120001150137 アルミ高性能締結リベット開発によるシステム建築業界への参入 京都信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社キヨモ 3120101036572 独自のサーフィン・飲食事業と連携し、グランピング運営に挑戦 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 大阪市中央区 太陽製麵所株式会社 5120001083721 消費者と飲食店に新たな機会を。冷凍ラーメン自販機網の関西展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社ホマレン 2122002009575 トレーニングからケアまでワンストップで提供する総合卓球場 税理士法人廣木会計社

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ユーズテクノ 5120001149084 最新ファイバーレーザー切断機による特殊金属加工で事業の再構築を目指す 久保　憲司

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社アイジーエンジニアリング 9120101000044 高精度旋削設備導入によるＥＶ自動車モーター部品分野への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社ウノ・ファクトリー 3120001095611 一貫した製造ライン構築により新たにプラント部品を製造する事業再構築 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 サンファイン有限会社 7120002064132 バイオマス発電向けリサイクル燃料製造への新規参入による売上拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アート・ブリッジ 9122002000197 デザイン性の高い紙パッケージでテイクアウトできるレストランへの新分野展開 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 茨木市 株式会社光柱屋 9120901036304 最新マシンを活用したＡＩフィットネスジムの運営 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社大一製作所 5122001012313 新しい金属加工技術の獲得による医療機器業界への新分野展開 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 守口市 株式会社長寿堂恵佳 7120001156236 菓子製造業から他社製品の梱包加工を介する卸販売への新分野展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社アッシュワークス 5120001223500 和歌山県初！空き家を活用した全室個室の「コロナ対応型美容室」 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社イシダ印刷 6120001134556 無版化印刷への製造方法転換による、可変ＱＲコードを活用した個別ダイレクトメッセージ市場への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社トゥーズ・プランニング 4120001144425 「いま・これから」の食事シーンに対応した新業態「ぐるめダイニング」の開発 大阪信用金庫

近畿 大阪府 門真市 株式会社永建設 7120001196166 足場設営技術を活用した屋外テラス「ＡＢＩＨＳＡ　アビーサ」 山本　慎二

近畿 大阪府 羽曳野市 東野精肉店 コロナ禍の消費者ニーズにマッチする食肉加工製造業への進出 リトラス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社Ｋ．Ｃ．Ｐ　ＦＰオフィス 5120001175873 日本初！ミシュラン星付きシェフがプロデュースするグランピング施設 田中　裕之

近畿 大阪府 大阪狭山市 株式会社Ｍａｃｓｗｅｌｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 1120101029727 自動車販売・整備業の技術、顧客を土台にした、自動車解体業への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社エルライフ 3122001023015 健康・美容サロンの運営によって地域密着型企業への転換を図る事業計画 関西みらい銀行

近畿 大阪府 東大阪市 宝伸有限会社 1122002006623 運送監視システム「物流革命」展開し物流運送業界を改革 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 茨木市 Ｌｏｕｎｇｅｎａｏ 自分の親を通わせたくなるデイサービス施設 特定非営利活動法人関西事業支援機構

近畿 大阪府 大阪市旭区 合同会社インプレスビルド 7120003012569 不動産仲介業に新規に進出を考えている企業向け、自社ブランドで進出できる、不動産仲介業進出システムパッケージ販売 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 関西木材工業株式会社 2120001037795 最新の５軸ＣＮＣマシンを使った木工、及びシェア工房への新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社大枝建機工業 4120101001162 場所打ち杭を低負荷・短工期で撤去できる新装置の開発と特許申請事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社大阪工作所 2122001008355 大型切削機導入による新分野開拓により、航空機産業依存体質から脱却 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社小林新聞舗 8120001020201 老舗新聞販売店による地域密着型フードデリバリー事業の実施 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社松山 4122001006571 コロナ禍の需要をとらえた業務用エアコン等新分野への展開 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 和泉市 株式会社ＣＯＭＯＮＩＮＯ 5120101058078 高い独自性の美容室の強みを活かして実現する、ヘッドスパ・アイビューティーサロン 株式会社池田泉州銀行



100 / 141 

事業再構築補助金　第3回公募　通常枠・大規模賃金引上枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠　採択案件一覧【全国統合版】
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

＊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。

近畿 大阪府 高槻市 株式会社藤本工務店 1120001211418 空き家問題の解消に少しでも貢献を！空き家解体事業への参入。 小幡　兼志

近畿 大阪府 枚方市 株式会社テイク・システムズ 2120001150128 電子工作設備のあるテック系シェアオフィス・コワーキングスペースの運営 西田　昌司

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ホリデー 2120001039916 将来の日本の福祉を支える、福祉用具・介護用品の貸与・販売事業 吉田　健吾

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｎｏｅｎ 1120001194638 リアル店舗とネットを融合したインテリアアイテムの販売 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ビジネスラボラトリー 5120001106192 既存のＩＴサービス事業と異なる空き家管理サービス事業の実施による事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社シェルパ 9120001180779 ＰＲ力を活かす、肌と環境に優しい「コールドプロセス石けん」製造計画 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市此花区 株式会社栄和機工 3120001049253 アフターコロナに対応した小型部品機械加工新規進出の事業計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社白宝水産 6120001036083 ＨＡＣＣＰ準拠の加工場設置による高品質なマグロ販売のグローバル展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社平井製作所 2120101005917 新型レーザー加工機導入とグレーチング枠製作による新分野展開計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社Ａｒｔ１ 4120901040772 大道具製作の商材を、木材から段ボールに変換する事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社ＳＰハウジング 2120101054311 Ｗｅｂ配信に特化した高品質なレンタルスタジオをＩＣＴ導入で非対面運営する新事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 守口市 株式会社ベイリーフ 5120001177449 海外向け高級セーターの開発によるアパレル事業の売り上げの回復 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社平建 1120001125064 工事廃棄物をリサイクルして持続可能な社会づくりに貢献する事業 坪田　亮介

近畿 大阪府 吹田市 ＦＩＥＬＤ　ＤＯＯＲ株式会社 3120901033926 『３Ｄ計測』活用による日本のＳＤＧｓ進展戦略 吹田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 サンライズパブリケーション株式会社 2120001064476 ユーザーデザインによるオンリーワングッズ制作サービスの確立 関西みらい銀行

近畿 大阪府 岸和田市 有限会社五宇商店 5120102021068 新鮮さ（鮮魚）と楽しさ（ライブコンサート）で差別化した飲食事業の新規立ち上げ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大東市 河陽電線株式会社 6122001015208 ロケーティングワイヤー製造ラインを導入し管工事業界への新分野展開を目指す 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社クリエイト 6120002065073 デザイン力と新たな設備導入によるオリジナル紙袋製造業への事業転換 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 大阪府 大阪市北区 大日運輸株式会社 9120001066623 建築業界の人手不足解決とＳＤＧｓの両立を実現するサプライチェーンマネジメントの構築事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社エニースタンダード 6150001021784 働く女性をサポートする、デリカフェ＆靴販売＆ボディセラピーの複合店開業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社アポロン 7120001011622 不動産の経験を生かした発展途上である移動販売車ビジネスの考案 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社出原 2120001014290 野菜の専門特化と宅配サービスによるドミナント展開 西川　哲也

近畿 大阪府 富田林市 株式会社入谷製作所 1120001060831 歯周病菌検査装置の試作開発及び量産体制構築による新たな事業分野展開 荒井　裕貴

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＥＳ＆Ｃｏｍｐａｎｙ 3120001209609 ＩＣＴ活用×専門性による海外リゾート不動産事業への参入 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社悠翔 7120001177579 働き方改革に合わせた次世代の働き方と次世代型最新美容機器の導入 中川　晋輔

近畿 大阪府 八尾市 株式会社旭陽 6122001018268 最先端のレーザー切断加工機導入による新規製品製造のための事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ｅ－プロス 1122001022852 販路の強みを活かして食品問屋からメーカーへの事業再構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 東大阪市 大阪スリッター工業 イートインスペースがある惣菜・丼物販売店への進出 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社第一関西 4120001177136 従業員とお客様をコロナから守り『歌わないカラオケルーム』を投入し　た新カラオケボックスの開店 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ジー・エス・フーズ 8120001111231 ＤＸ化に対応した焼肉業態及びネット通販事業への業態転換 ミレ信用組合

近畿 大阪府 八尾市 薩摩ッ子ラーメン 古都奈良で築１７０年古民家を再生し、地域貢献に資する新たな事業展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 有限会社山田製作所 7120002019334 歯切技術を活用して新たに介護用分野に進出し第二の柱を構築する 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 泉南郡岬町 株式会社琉和 3120101054640 とび事業者向けの足場架設資材のリース事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 高石市 株式会社松本商店 3120001031657 新たな化粧品等販売方法提供による思い切った新分野展開への挑戦 田中　道彦

近畿 大阪府 高石市 株式会社小林塗料産業 3120101008299 職人用塗装道具及びＤＩＹ資材に特化した小売店舗の展開 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＲＩＣＣＯ 7120002068331 イタリアンバルから進化型飲食店の多角化経営への挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ダリ 4120001222833 セントラルキッチンでのパンの製造と新商品開発 株式会社エルニコ

近畿 大阪府 豊中市 共栄機械株式会社 3120901023472 油圧部品単品オンリーの生産体制から部品嵌合によるユニット化製品生産に伴う新市場への進出計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 株式会社メイクプレイ 8120001164782 「特注設備の導入による少人数指導のスポーツクラブへの転換」 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社津川プロ 9120002031592 臨場感・一体感を改善、コロナに苦しむ音楽等の業界を救う高品質オンライン配信事業 塩尻　明夫

近畿 大阪府 大阪市大正区 株式会社大坂不動産事務所 8120001124828 １８歳以上を対象とした障害者介護福祉事業において新分野展開する計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社エアープロジェクト 6120001037429 デジタルサイネージ事業計画 中西武重

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社乾レンズ 7120001099914 レンズ屋の挑戦！新、観光資源「れんずミュージアム開発事業」 鯖江商工会議所

近畿 大阪府 松原市 合同会社イングルウッド 4120103003842 ポストコロナの新しい旅のカタチであるキャンピングカーのレンタル事業 税理士法人パートナーズ関西

近畿 大阪府 守口市 株式会社福島製作所 3120001142537 超高温度空気加熱装置に応用する新熱源を内製し従来設備の燃料転換を促し脱炭素社会を目指す計画 京都信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 ノースヒルズ溶接工業株式会社 6122001029075 金属加工業から卸売販売に業種転換することにより新たな事業軸を構築する 髙砂　吉孝

近畿 大阪府 富田林市 株式会社きらく 2120101030790 人気商品の冷凍食品を開発し、通販・小売事業で再構築を図る 景山　洋介

近畿 大阪府 茨木市 株式会社末永新聞舗 5120901036844 ヘルシー冷凍弁当と新鮮野菜の宅配事業への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社Ｋ．マネジメント 1120001131401 ポスト（ウィズ）コロナを見据えた、誰でも住める健康住宅づくり 大阪協栄信用組合

近畿 大阪府 大阪市西区 明興工業株式会社 2120001050781 フッ素樹脂ベローズにおける低コスト・ボイドレス成形技術の確立 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社ＳＴ－ＰＲＩＤＥ 4120101048030 プレハブ加工設備の導入によるプレハブ関連製品への市場参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社榮精工 5120001169735 将来へのリスク分散も兼ねた難削材部品の精密加工を手掛ける新規高収益事業の構築 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社フレームワーク 6120001154637 「大阪・堺」ご当地餃子をコンセプトとした、冷凍餃子製造販売 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社香西製作所 5120001226197 量産・高精度加工が必要な新製品の製造・販売事業の新規立ち上げ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市城東区 有限会社オオタ印刷 8120002010812 オンデマンド印刷への転換及び幼児向け知育玩具、オリジナル絵本等の商品開発・販売事業への新規参入計画 荒井　裕貴

近畿 大阪府 大阪市淀川区 トラットリア　チェーロ レストラン事業からテイクアウト専門のデリカテッセン事業への転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社やまもと 5122001007957 飲食×福祉の新分野展開　グループホーム事業への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 ｐｌｕｓ　ｅｓ株式会社 4120001144557 ネット配信用の動画撮影向けのレンタルスタジオの運営に参入する。 株式会社池田泉州銀行
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近畿 大阪府 大阪市西成区 三和精工株式会社 8120001003486 人工関節部品の製造・販売による事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社プロフィットバンク 3120001208338 ＩＴを活用した非対面・非接触型焼肉店開業による大胆な業種転換 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 河内長野市 ルージブラン有限会社 3120102020352 自社アクセサリー顧客を土台にした、健康カフェ、ＤＩＹ事業への転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市住吉区 有限会社中尾電設 8120002017915 制御盤設計・製造への進出による社会インフラ盤石化への貢献 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社クレーザ 3120001184208 沖縄に関する強みを持つ旅行会社が挑戦する沖縄発祥のステーキ店 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 豊中市 株式会社２ｎｄ　Ｅｆｆｏｒｔ　Ｐｒｏｄｕｃｅ 7120901041090 郊外の住宅街で上質な音楽・空間・飲食を楽しめる地域密着型の大人カフェ 税理士法人浅田会計事務所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社日本売上アップ研究所 1120001161407 ２４時間・自動受渡ロボ＆ＤＸを活用した洗濯代行サービスの全国展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社エイジ化成 5122001023005 クリーンルーム環境での射出成形設備導入による医療用プラスチック製品事業への新分野展開 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社岡山ホーユー 5120002029888 アウトドアテラス滋賀高島～メタセコイア並木の森林リゾート～（仮称） 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｐｌａｎｎｅｒ 6120001187868 これまでにない「成功体験」を与える野球オンライン会員サイトの構築 税理士法人ファーストオピニオン

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社マルテン商会 8120001036461 企業合併による子会社のクラフトビール事業の拡大と収益の向上 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 キュイジーヌドオオサカリョウ 飲食店の経営効率を向上させる次世代型プラットフォームビジネス 税理士法人ＧＬＡＤＺ

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ラ・ブレス 6120001167250 安心安全に、アイラッシュでワンストップのトータルビューティー 五味田　匡功

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社小倉商会 6120001009758 紙器什器製作で培った摂家力のノウハウを生かし、印刷事業の体制構築をおこなう 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 特定非営利活動法人ピープルアクティブライフ 7120005011718 ミニチュア野菜農園キットの開発・販売、および育成アプリの開発 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 ＥＮＷＡ株式会社 1120001076217 ４Ｋ対応の防災用映像伝送システムを活用した事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 岸和田市 関西車輛 新事業キッチンカー・キャンピングカー製造・販売・営業非対面化と災害時貢献 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 ＦｉＢ株式会社 7120001170492 地域住民と苦しい飲食店を助けたい！地域活性化に繫がるパン工場新設 株式会社東京経営サポーター

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｂｏｎｄ 7120001174329 都心でのウェディングプロデュース経験と和歌山の観光資源とを融合させて取り組むフォトウェディング事業 山田　秀明

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 Ｄｅｍｏ 大規模な教職員アンケートパネル構築と集積データを活用したＢｔｏＢ事業への転換 井上大輔

近畿 大阪府 大阪市城東区 Ｓｈｉｒｏ’ｓ本舗株式会社 7120901019046 デジタルサイネージ広告運営事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 南河内郡太子町 奥田建築設計事務所　太子堂 和歌山県龍神村の銘産、龍神材を使ったぬくもりのあるユニットハウス「小さな森の家（仮称）」 木村　兼作

近畿 大阪府 大阪市生野区 日本書道芸術院 オンライン書道教室による生産性向上と販路拡大での芸術継続事業 仲下聖治

近畿 大阪府 大阪市浪速区 合同会社オフィス博雅 5120003014815 伝統芸能「雅楽」における新規ビジネスソリューションの提案（雅楽裏方サービス事業への新分野展開） 宅野　善郎

近畿 大阪府 豊中市 株式会社大川歯車製作所 9120901023095 歯車製作技術を応用活用して挑戦するニッチな精密ネジの新分野展開 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＴＷ　ＰＬＡＮ 4120001211720 原状回復工事専用業務管理アプリの開発・販売。簡単計測・見積管理 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 豊中市 株式会社オオタテクノス 1120901027500 多品目一括金型段取り等の生産合理化により医薬品業界へ新分野展開を図る 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 堺市中区 カネマサ鋼材株式会社 9120001019845 ラミネート鋼板の全く新しい用途展開による産業機器部品開発及び新事業の構築 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 貝塚市 塔筋織布株式会社 7120101038292 繊維業界に受注生産で革新を起こし寝装品やカーテンの生地製造分野に新規展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 北勢工業株式会社 8122001007087 ２０５０年カーボンニュートラルの実現に向けた再生可能エネルギーの主力電源化事業に参画 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社ネクスト・プレシャス 6120101005541 食料品（餅巾着・牛すじ）の製造による事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社山西熔工所 7122001012906 レーザ切断加工機の導入による加工精度の向上と、医療機器分野への新規進出 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社金沢国際サービス 1120001179060 従来のインバウンド旅行関連業とは異なる、近隣住民の需要を狙ったレストラン業・銭湯業への展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 サンテクノ株式会社 7120001103790 最新鋼管回転圧入機の活用による中層建物市場への新規参入計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＡＩＡＤ 9140001032508 国内外３４ヶ国の特許・意匠技術を利用した化粧品販売業。 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 交野市 株式会社山下鍛造所 6120001147244 鍛造製品の高品質化技術の確立による医療分野への参入 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 東大阪市 日本スチール工業株式会社 5122001002009 建築用部品の設計工程の内製化による、顧客ニーズの取り込み 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 東大阪市 ケイエヌエス株式会社 1122001029187 製造卸業から新たに製造小売事業への進出による事業再構築展開 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 八尾市 丸昭機械株式会社 1120001108647 カーボンニュートラルに利するオールベンダ工法によるコイル成型機開発事業 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社彩匠堂 1120001143413 地域印刷関連会社の受皿となる色校正出力と大判印刷への事業の新規展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 有限会社フジヤ金属工業所 3120002024239 高品質半導体製造装置業界への新分野展開事業 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＷＩＬＬ 4120001183828 補助事業「高級店の味と雰囲気が味わえるお手頃価格な寿司店への事業転換」 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社誠商会 5122002010092 ＡＩ無人撮影カメラ導入及び映像配信による事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 バイオニクス株式会社 8120001097917 血流認証技術を応用したＰＣＲ検査や健康診断等のヘルスケア事業の展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 サンプレ株式会社 8120001080212 カプセルホテル事業から都市型ビジネスサポート事業への新分野展開 川本　真語

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社エープライアンス 9120001190836 広告代理事業から新たにロボットを用いた建物清掃業に参入する新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＡＭＢＥＲ 4122001027139 Ｈｅａｌｔｈ　Ｃａｒｅ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 税理士法人松岡会計事務所

近畿 大阪府 茨木市 有限会社エイワオートサービス 8120902000276 高精度修正機や水性塗料等の最新技術を活用した、高級輸入車の整備への参入による事業再構築 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社美想空間 7140001080822 空き家を活かしたワーケーションサービス「ワーホリジャパン」 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 リフレッシュハンズ株式会社 8120001093742 無人セルフエステと２ＷＡＹ施術台による美と健康サービスの融合 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社グランイズム 9120001189390 投資用不動産販売から、ＡＩコンサル・マッチングシステムを活用した仲介事業への転換 本澤　智

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社ポジティブライト 6120001144745 ドローンによる空撮と調査点検サービスによる撮影部門の強化 武田　誠次

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社山本機工 9120001019168 自社ショールーム新設と三次元測定代行サービスによる提案型営業への転換 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 エイケイテクノス株式会社 4122001014921 ２Ｄ／３Ｄ　ＣＡＤソフトウェアのＯＥＭ開発及びＳａａＳビジネスの構築 関西みらい銀行

近畿 大阪府 東大阪市 高島工業株式会社 9122001004554 金属表面処理事業で培った技術を活かし、機能性塗料製造事業を展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ステラエイト 3120001232750 レンタルスタジオ経営への業種転換 吉田尚矢

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社炭焼笑店陽 5120001167672 大和肉鶏の自社ブランド（やまとみどり）の商品をＥＣサイトで販売する計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 豊中市 株式会社中新 6120901032784 遊休資産（土地）をペットホテル兼ドッグランとする計画 北おおさか信用金庫
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近畿 大阪府 大阪市城東区 大栄印刷紙器株式会社 9120001083288 繊維廃材を再利用したオリジナル紙を使い高付加価値エコパッケージ提案 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 堺市中区 有限会社高橋鉃工所 3120102002920 排管フランジ技術を活用した発電所大型耐震フランジへの新分野進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ミライロ 4120001144623 自社独自の民間資格であるユニバーサルマナー検定のｅラーニング化 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

近畿 大阪府 門真市 株式会社トイフーズ 8120001165070 感染問題の長期化を見越したスーパー向け和菓子製造事業への進出 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社中本鉄工所 3120001057371 青銅・真鍮製インペラー（プロペラ）の生産でスマートシティ実現に貢献 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 大阪府 四條畷市 平和電子工業株式会社 3122001016357 信頼厚い日本製の安心・安全な「おうち美容」器を中国広東省へ 株式会社ブレインリンク

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ワイマックス 5120001136801 Ｗｉｔｈコロナ時代にふさわしい日本文化の発信基地となる新タイプホテルの建築 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社オーエスコーポレーション 7120001195102 配管の自社製造による供給不足の解消とスムーズなサービス提供 吉川　広崇

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社レガーロ 8120001184244 「美味しく安全」に拘る「ジェラート工房」事業で新たな挑戦。 大阪信用金庫

近畿 大阪府 松原市 リブウェル株式会社 9120101026865 空き家対策！シーン展示とＶＲを活用した中古不動産販売×ＬＤＫリノベーション 御堂筋税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社オフィスシャッツ 8120001111108 ホテル敷地を活用した進化型ＢＢＱ場、フードデリバリーへの展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 株式会社サンエース 3120001149631 ハイブリット葬儀により地域経済を活性するＷＥＢ葬儀システムの導入 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社とりだん 3120001207538 テイクアウトのローストチキン販売事業によるポストコロナ時代における安定的な売上確保を図る 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 有限会社アーティス 6120002075758 理美容室が行うトリミングサロン・ペットホテル事業 本倉　淳子

近畿 大阪府 八尾市 シルバー株式会社 2122001018791 次世代エネファーム向け電磁ポンプの試作開発および製品化事業 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 箕面市 株式会社タカシイトウ 3120901042423 カカオ豆からつくる心も体も満たすチョコレート専門サロンづくり 大阪信用金庫

近畿 大阪府 泉大津市 タイセイ電気工業株式会社 6120101045711 遠隔監視技術をコア技術とした新事業への進出による工事事業依存からの脱却と事業再構築の取組み 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 有限会社森宮製作所 3120902009272 複合加工機導入による製造工程の改善と内製化及び電気自動車用充電スタンド事業への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 堺工機株式会社 5120101002515 ３次元ＤＩＧＩＴＡＬ技術による提案型メンテナンス事業 税理士法人Ｉ　ｄｏ

近畿 大阪府 泉大津市 澤田株式会社 5120101042346 ニット開発技術を活かしたニット商品の消費者直販事業への参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 高槻市 イーエムイーコンサルタンツ株式会社 2120901010439 地域を活性化するこだわり商品の価値創造流通ビジネス 株式会社アズマネジメントコンサルティング

近畿 大阪府 吹田市 ＡＳＨ株式会社 2120901041310 ドローン導入における生産効率の向上や一般消費者への直販を可能にする「農業支援システム」の開発 合同会社Ｇ＆Ｎ

近畿 大阪府 高石市 株式会社山田 9120101058578 コンテナハウスを活用した飲食事業進出による事業再構築 田中　俊英

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社美華道 5120001197067 「道」のデザイン舗装に特化したノウハウを生かし、デザイン性・耐久性に優れた路面シートへ挑戦！ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 羽曳野市 丸福精肉店 地域素材を活用し、鮮度管理の徹底、メニュー開発による付加価値の高い焼肉店の開店 名張商工会議所

近畿 大阪府 枚方市 香里まつだ整骨院 療術業から無人での運動施設提供業への一部業態転換の開設計画 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｖｉｎｃｕｌｕｍ株式会社 1120001126483 人材派遣から鉄板焼きへ！シナジー発揮による飲食派遣業への新分野展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＦＡＩＴＨ 8120001164989 先端デジタル技術・ＡＩを駆使したインフルエンサーマーケティングのサポート事業 永山　寛正

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社伸和鉄工所 4120001020485 大型難切削材の加工技術確立による産業用ガスタービン部品への新分野展開 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＡＪＰＣ 5120001179726 競技ポーカービジネスにおけるライブイベントからオンラインへの転換 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市都島区 ドクター・オブ・ジ・アース株式会社 9120001122731 シェフ×生産者　産直野菜を活用した、食品加工品開発と販売 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社グルーヴ 5120001107471 しまなみの観光資源を活かす地域プラットフォーム型グランピング事業 但馬信用金庫

近畿 大阪府 松原市 松原油業株式会社 8120101025752 コロナ後の自動車電動化にも対応した車販／車検専門工場の新設 小澤　康宏

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社東大阪技研 5122001015002 最新型５軸マシニングセンタ導入による、半導体市場への進出 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社エイト 1120001016965 アフターコロナに向けた先端工具向けビットの国内増産体制の構築と内製化による六角レンチの増産体制の構築 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社ニシカゼ 1120101025528 かばんＯＥＭ製造業から成長市場の家具・インテリアＳＰＡ事業へ 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 クマライティングりとぴあくらぶ 幼児向けオンライン併設のリトミック＆幼児教室事業 枚方信用金庫

近畿 大阪府 守口市 有限会社ジェイ・ビーアンドジャスト 9120002078485 自社理念を柱に専門性高いＦＣ制を活用した児童発達支援事業 齋藤　壽彦

近畿 大阪府 大東市 株式会社ユース 2122001032090 高齢者向け中食事業のニーズ取込によるＶ字回復 兒玉　洋貴

近畿 大阪府 池田市 株式会社Ｍ２プランニング 5120901022101 環境プラント分野から再生医療関連産業への設計開発力を生かした事業転換 梅原　清宏

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 ＹＡＭＡＫＩＮ株式会社 3120001025691 地域医療の課題解決につながるデジタルデンチャー事業への新規参入 高知県中小企業団体中央会

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社ティー・エヌ・ピー 9120002037136 ＰＥＴ素材等への印刷技術を活用したグッズ制作の内製化による事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 守口市 株式会社岩根工業 1120001202846 ドローンを使用した空中写真測量による新規市場開拓 野村　早希

近畿 大阪府 大阪市北区 関西デジタルソフト株式会社 6120001047147 ＡＩコミュニケーションロボット事業の新規展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 門真市 オーエム工業株式会社 2120001157189 産業機械部品塗装に加え需要が見込める燃料電池製造ライン・建築関連部品の塗装事業に進出 京都信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 前田木材株式会社 3120001150721 モノを大事にプロジェクト 谷　隆之

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社イデア 7120001053838 馬の療養・リハビリテーション施設「ＩＤＥＡ　ＥＱＵＩＮＥ　ＰＨＹＳＩＣＡＬ　ＴＨＥＲＡＰＹ　ＣＥＮＴＥＲ」の新設計画 杉田　一弥

近畿 大阪府 東大阪市 プラハード株式会社 2122001009048 ブロー成形機導入による健康食品用樹脂ボトル一気通貫生産事業への新分野展開 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社交通システム研究所 7120001099195 通所施設等共同送迎支援システムの開発・提供 森　省三

近畿 大阪府 池田市 丸石物産株式会社 8120901020011 心も体もキレイになれるフィットネスクラブ＆フードプログラム 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 大阪市浪速区 Ｙｏｕｓｅｉ株式会社 5120001187175 特殊印刷技術を活かしたＴシャツ印刷サービスへの参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ジャストリンク 3120001128180 クラウドＳＩＭ　によるＯＡ　事業の収益改善、ビジネスモデル改革 五味田　匡功

近畿 大阪府 守口市 マークオプト株式会社 3120001156685 ベアファイバの被覆加工と光ファイバ素線販売への新事業展開 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 泉佐野市 阪南鉄工株式会社 5120101040085 新規グライディングセンタ導入による、高精度な研削加工品の製造 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 吹田市 株式会社丸西 2120901008482 食肉卸業から、キッチンカー事業への参入 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 和泉市 株式会社ＮＨＴＫ 1120101045682 溶接機械の導入により業務用大型冷蔵庫部材の製造計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市大正区 株式会社エス・ケイエンジニアリング 7120001027180 新分野展開による新たな未来と無限の可能性 関西みらい銀行

近畿 大阪府 堺市西区 堺自動車ガラス株式会社 5120101002663 電子制御装置整備業新分野進出による自動運転用ガラス交換作業即日体制の構築 株式会社池田泉州銀行
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近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社アンビション 3120001141679 企業買収による産廃処理事業への進出とバイオマス燃料生産計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市港区 カネミ運送株式会社 8120001003148 軟弱地盤の改良時に使用する固化剤の製造受託事業の新規展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 守口市 進和産業株式会社 2120001155894 異形加工を活かした新分野展開と効率化による余剰時間の有効活用 廣岡　茂男

近畿 大阪府 門真市 株式会社ヤマトウ 3120001158335 最新鋭設備導入とリモート製造の構築により次世代産業分野への参入実現。 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 箕面市 株式会社ファンテック 2120901021725 狭あい地施工技術を活かした、都市部のビル・マンション建て替えの地盤復元工事業への進出 グロースリンク税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 松尾産業株式会社 1120001047481 繊維卸売業から緑化内装業への新分野展開事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社富士珈機 7120001039779 バーチャル店舗サービスの新展開による事業再構築 関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 国栄シールシステム株式会社 8120001017379 デジタル印刷機、複合積層体製造機導入による高付加価値製品分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 大同化成工業株式会社 6120001050068 高度な形成加工技術を活かした検査キット製造事業戦略 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 東大阪市 清家鉄工株式会社 6120001012101 職別工事業から長尺部品に特化した精密板金の加工請負事業へ進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 八尾市 合同会社思いやり 7122003000958 障がい者施設が運営する『心と身体』を健康にする思いやりスポーツセンター事業 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社モモヤシステム 1120001127993 職人のキャリア評価制度に基づく受発注プラットフォーム事業への参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 有限会社三嶋工業 6120102020630 新規事業としてマスク製造販売事業を開始 森　健輔

近畿 大阪府 箕面市 北摂オート株式会社 3120901021518 ＤＸ活用による新ロードサービス事業の展開 御堂筋税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 グリーンサイエンス株式会社 8120001063349 新ＪＩＳ規格準拠「感染防止用」レスピレータマスク製造への新分野展開 一般社団法人首都圏産業活性化協会

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ファンデイト 2120003014090 就職準備型の放課後等デイサービス事業所開設 髙司　浩史

近畿 大阪府 吹田市 リーガルネットワーク株式会社 6120901015731 人事評価・目標管理・賞与・給与体系を一元化したシステム構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 會通株式会社 8120001111958 個室型、米ぬか酵素風呂・エステ・痩身・脱毛、トータル美容事業 三村　淳司

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社叶丸工芸 6122001032921 造作家具の製造工程における生産性を向上させる装置導入による業態転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 株式会社アカナスホールディングス 8120002043779 吉野の自然と活かしたアクティビティと心地よい芝生が楽しめるグランピング！ 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 豊中市 有限会社Ｊ－Ｓｕｐｐｏｒｔ 7120902022115 革新的歯科向け総合支援システムを展開する業種転換 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社Ａ－ＬＩＮＥ 4120101048187 当社の強みを活かし外壁洗浄や外構洗浄や下水管洗浄工事業へ進出する 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ヤマナカゴーキン 8122001007839 センシング技術を活用した金型周辺装置事業による電子部品業界への参入 株式会社エモーサル

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ＬＯＵＶＲＥＤＯ 4120001107530 育成光線技術を活かした「ペット専用ドライヤー」の開発・販売 税理士法人　えびす会計

近畿 大阪府 大阪市大阪市東成区 松貞接骨院 丁寧な診たてとＡＩ技術の融合で実現！青少年に向けた体づくり 若狭　浩子

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＨＧＮ　ＪＡＰＡＮ 2330001008214 大阪南船場発ジュエリーブランドのＤ２Ｃライブコマース事業への転換 野口　義幸

近畿 大阪府 大阪市福島区 丸石ラボ株式会社 8120001187569 人にも自然環境にもやさしいものを目指す　日焼け止め指数測定試験（ＳＰＦ）への新事業展開 税理士法人ＦＰ総合研究所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ 4120001189239 伝統工芸の製品開発、技術展開プラットフォーム事業 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ゴーズウェル 6120001143986 安全・快適な施設で仕事も休息も充実する宿泊施設併設型コワーキングスペース事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社中島大祥堂 2122001005526 コロナ後を見据えた新商品ロカボクッキーの製造設備を導入する業態転換 経営創研株式会社

近畿 大阪府 豊中市 株式会社リープエーシーシステム 6120901024930 製造業分野の強化による外部環境へ依存しない事業構造のへの転換 大串　智之

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＡＰＳジャパン株式会社 4120001113231 水中光触媒除菌脱臭機　水中ａｒｃの製造・販売事業の開始 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社コウエイ 8120001223530 設計力と提案力を活かした微細加工金型による新分野展開計画 島本　昌一

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社磊輝 7120001106686 自動車整備だけではなく、自社独自の販路を構築する車載機器小売事業へ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社西尾木材工業所 6122001005613 化粧シート貼り木質造作建材のプレカット化による高付加価値化製品の製造 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社マルキ 4122001020102 サービスエリア・パーキングエリアをメインとした地域有名飲食店監修商品の販売（卸売） 税理士法人ＦＩＡ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社美々卯 9120001090516 業態転換による冷凍うどんすきの全国販売 山田コンサルティンググループ株式会社

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ハッピー＆スマイル 5120001183447 「今里焼きそば」を全国的知名度のある大阪のご当地メニューにする計画 株式会社あけぼの経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社オルソダイニング 1120001189134 オルソグループ理念の５つの柱で笑顔と元気が溢れる“究極の健康宿”を目指す！ 但馬信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 恩地冷蔵株式会社 5120001076691 下請け型から脱却。市場隣接の地の利を生かし食品製造・ネット販売・宅配サービスへ進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｓｈｏｉｃｈｉ 3120001161628 廃棄処分の洋服を粉砕した繊維くずを原料としたダンボールの卸売 三橋　心

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ケイズファクトリー 2120001095190 販売エリアを全国展開に拡大した、オンライン受注システムの導入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 外部空間デザイン・グラン株式会社 1120001166190 顧客の満足度を向上させるために外構から内装へ。建設事業から建築事業へ進出する 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 南野商店 働く人に優しい建設廃棄物リサイクル事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社娯楽総合研究社 4120001139359 遊技機の在庫管理システムと連携した売買システムを提供し、業務を自動化・効率化する。 柴田将芳

近畿 大阪府 大阪市西区 アリスタソリューション株式会社 1120001170770 物流ロボット導入における機械化シミュレーション、エンジニア派遣サービスの提供 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 和泉市 株式会社イズミカンコ 8120101046105 高周波ウェルダーの川下産業分野（衛生関連用品生産）への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社ヒューテック 5120001138806 ＰＣＤ工具の生産技術実現でレンズ工具市場に参入する事業再構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＰＰＦパートナーズ 3120001192227 システム開発会社がＩＴ専門の求人サイトを運営し、企業のＩＴ人材不足を解決する。 柴田将芳

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ノチダ 6122001019695 専用生産ライン設置によるクリーンロボット分野への参入 妙中　茂樹

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社小椋工業 6120001109013 成長が期待できる白物家電用順送金型の製作に進出し成長発展を果たす 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 有限会社タイガーオート 3120002013225 二輪車整備業専用の車両・顧客管理システムを販売する事業 新都税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社近藤商店 5120001043394 電磁波によるイメージング・センシング技術とＡＩによるドローンと自動制御技術の融合 税理士法人カオス

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭｏＴ 3120001196013 隠れ家的古民家風レンタルミーティング事業 税理士法人ＦＰ総合研究所

近畿 大阪府 藤井寺市 株式会社アイテックス 6122001026238 ２色異材成形の技術確立と提案型営業による事業再構築の取組 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社ＪＩＮ 3010001133076 社内開発した管理システムを製品化し、新規事業として新分野展開 古谷　玲

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社壮栄社 1120001098707 アクリルパーテーション加工・販売事業への展開による新事業分野の構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社メディプレナー 5120001194519 大阪から世界へ、最先端の再生医療技術で高齢化社会日本を救え ＭＳＣ税理士法人
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近畿 大阪府 羽曳野市 アイエス産業株式会社 3120101035145 同業者の要望に応えたニッチな足場レンタル業 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 東大阪市 デザインエッグ株式会社 8122001023712 「文豪プラン」執筆ワーケーションサービスの提供 中央会計株式会社

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社新梅田研修センター 7120001109004 地域の社会的課題に解決の一翼を担う学童保育施設「ＧＡＫＵ＆ＤＯ！」の開設 大西　雅也

近畿 大阪府 東大阪市 本州印刷株式会社 2122001006904 化粧品箱メーカーが提供するアッセンブリ（梱包）事業 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 東大阪市 一英電機株式会社 8120001144009 医療機器向け電線加工品の製造への挑戦 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 大阪府 茨木市 下野精密株式会社 1120901000993 超硬合金精密加工技術を活かした医療機器分野への事業進出 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社青戸金属 9122001017548 コロナで急増する店舗・施設向けの大型換気設備用の複合金属部品への新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 日澱化學株式会社 9120001057580 新分野展開に向けた新規製品の製造を可能とする設備導入のための工場整備事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 豊中市 株式会社アイセイ 2120901028885 新たな目元用化粧品による、Ｄ２Ｃサブスクモデルによる新規事業構築計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 交野市 共栄金型株式会社 6120001146972 モビリティ革命「ＣＡＳＥ」で新しい社会へ向けた、新しいモノづくりへの挑戦 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社大阪園芸社 1120001092759 大阪園芸社　ギャラリー展開化計画 髙添竜二

近畿 大阪府 池田市 株式会社Ｎ・Ｉ 1120901029240 セントラルキッチン新設における、最大活用計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 藤井寺市 株式会社松屋 8120101033053 レストラン事業から肉専門の食品製造小売業への新分野展開 税理士法人ときわ会計

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ショウ空間 7120001129126 Ｓｈｏｐデザインの発想で住環境をショウ（笑・省・承）空間に　～住み続けられるまちづくりの為に～ 永和信用金庫

近畿 大阪府 富田林市 株式会社プリズム 9150001020593 次世代型フードデリバリーブランド運営とＥＣ販売事業について 株式会社ライトアップ

近畿 大阪府 大阪市此花区 ハラキリフィルムズ合同会社 1120003014505 インディペンデント映画の劇場配給／ネット配信事業　ＦＯＧＧＹ 株式会社コスモ経営

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社三興製作所 8120101036758 国内最大のスプロケット類メーカーが挑む大型焼入コンベアホイルの一貫生産ライン新設計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 三木市 有限会社アライド 9140002031426 先端的なデジタル技術を活用し新規事業で事業再構築を図る 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社サカイハラ 2140001084704 建設現場への移動販売による顧客の利便性提供と収益性向上 洲本商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社ＩＬＢＯ 9140001109438 神戸からあげイルボチキンを冷凍自販機で２４時間販売 北御門　孝

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社アヌシ 1140001080571 生活用品事業から釣り用品事業への新分野進出 株式会社大三経営事務所

近畿 兵庫県 宍粟市 秋武林業株式会社 9140001038926 日本の製造現場を支える機械移設事業へ参入！下請体質からの脱却 愛知商工連盟協同組合

近畿 兵庫県 加古川市 ハナフサ洋菓子店 老舗菓子店が作る「ローストビーフシリーズ」のテイクアウト事業 多田　やす子

近畿 兵庫県 神戸市中央区 Ｌｕｉ カフェ事業へ進出！ヘアサロン併設の　”至福の時間・場所”　を提供する事業 税理士法人メイト会計事務所

近畿 兵庫県 姫路市 クロダコーポレーション株式会社 9140001087618 非接触・非対面の食品自動販売機の導入で新たな販路を拡大 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西脇市 レイティス 衣料品等製造の強みを活かし、ドライフラワー等の製造とレンタル事業を新展開 株式会社東京経営サポーター

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社フィール 8140001073841 ジュエリー製造会社による彫金教室の新設とオンラインコミュニティの創出 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社ベル 5140001033856 異業種連携によるヘルスケア商品の開発とＤＸを活用した販売 塩飽　直子

近畿 兵庫県 加古川市 やき笑フードサービス株式会社 9140001106567 脱コロナ！お酒が主体の飲食店から食が主体の飲食店に転換！ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 三豊工業株式会社 1140001001619 企業や団体と地域をつなぐギャラリー事業への新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 西宮市 はる鍼灸整骨院 地域住民の健康と美をトータルサポートするエステ事業への新分野展開 中村　天彦

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ジィール 9120001126286 人工樹木と観葉植物を同時に体感できるショールームを新設 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区
Ｂｏｄｙ　Ｍａｉｎｔｅｎａｎｃｅ　＆　ＩＮＤＩＢＡ　Ｌａｂｏ　Ｋａ

ｏｒｉｎ
エステ事業から、ピラティス事業に「事業転換」する。 福谷　重俊

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ４丁目はり・きゅう・整骨治療所 アフターコロナ対応型脚のむくみ専門エステサロンへの事業再構築 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ピッコロッソ 1140001112548 キッチンカーによる焼きたてピザ及び冷凍惣菜の製造販売 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 神戸ハーバーランド免疫療法クリニック 脂肪由来間葉系幹細胞を用いた肝臓病及び皮膚再生治療事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 明石市 台湾料理群ちゃん 台湾焼肉と台湾鍋で台湾料理群ちゃんの魅力発信計画 日新信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社テムス 3140002049721 装置の機械本体の製造から敷設までを施工する一貫受注体制への転換と事業拡大 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市長田区 ダンスファクトリー 【コロナ渦を乗り越えるオンラインによる非対面のレンタルスタジオ事業への新分野展開】 茨木商工会議所

近畿 兵庫県 三木市 藤枝左官工業 左官業で培った左官技術を活用したエクステリア事業への新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 宝塚市 サンタストリート 動物病院との連携も。「飼い主立ち合いＯＫ」なドッグサロン事業 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＴＳ　ＴＲＵＳＴ 1140001092146 野菜を中心とした食材の仕入れノウハウを活かして惣菜、弁当を製造販売 星　雄仁

近畿 兵庫県 三田市 株式会社かね庵 5140001067318 既存のガーデン展示場を、地元食材のバーガーショップと地域交流スペースに利活用 株式会社ヒース

近畿 兵庫県 宝塚市 宝塚　こうだ整形外科　スポーツ・関節クリニック 長尺撮影システム導入による特発性側弯症患者診療計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 スタイリングオフィスドロワ 健康意識の高まりをキャッチしたスタイリストが提供する酵素風呂 中廣　琢二

近畿 兵庫県 豊岡市 大原製作所 鉄骨製造業者から設計・図面作成コンサルタントへの業態転換 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社ＶｉＡ 7140001087405 地域密着型のトレーニングジムで経験豊富なトレーナーによる運動特化型療育事業の業態転換型 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社Ｇｅｅｋ　Ｏｕｔ 4140001114566 多目的型ワーケーションチェアの開発及び販売 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神崎郡神河町 株式会社藤原工業 4140001063598 測量事業への新規参入～ＩＣＴを導入し外注から自社化へ～ 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 バール　アーチェロ イタリアン料理人の新たな挑戦！：レモンケーキの製造販売と事業の多角経営 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 明石焼　焼肉　樂 新開発の和風テールスープや焼肉用の肉セットのネット販売 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 イナサンバル コロナの荒波を乗り切るセルフ業態への新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社衣笠 9140001058494 店舗型ワンストップサービスで小ロットの印刷、製本需要に応える計画 星　雄仁

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 有限会社ＧＰＳ 2140002011624 非接触型キャンプ場運営と古民家を活用した田舎体験民泊施設運営への新分野展開 坪井　亮

近畿 兵庫県 神戸市中央区 エルフグラノーラ ＢｔｏＢ拡大のためのＥＣサイト開設とデリバリー開始事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社Ａｗａｊｉ＆Ｃｏ． 5140001120266 しあわせ介護・生活支援サービス　まねき～ｍａ－ｎｅｋｉ～ 花岡　貴志

近畿 兵庫県 姫路市 まあみぃー 未利用魚を活用したペットフードの製造による、事業再構築計画 兵庫県商工会連合会
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近畿 兵庫県 洲本市 農園レストラン夢蔵 淡路島「自家栽培季節野菜」入りスイーツ開発と「製造・販売」事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社Ｄ－Ｗｏｒｌｄ 6140001100572 イベント会社から抗ウイルス加工を施した中古車販売・整備業を展開 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 神戸市中央区 太伯株式会社 3140002003570 楊枝甘露（ヤンジーカンルー）の新商品開発／Ｗｅｂサイト販売 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社トアセイコー 6140001016496 体験型スポーツギアラボ＆ファクトリーの設立 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社プライムウィル 7140001071598 コロナ禍において需要が拡大しているウェルネス事業への挑戦 税理士法人Ｂｒａｉｎ　Ｔｒｕｓｔ

近畿 兵庫県 西宮市 うおひろ 海鮮浜焼き・幻の一年牡蛎、寿司定食テイクアウト・デリバリー事業 佐藤　寛

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ライフシャイン 5140001062252 介護事業の経験を生かし、高齢者の見守り等、地域に密着した新しい移動販売事業を展開 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 美方郡香美町 マルコ山本商店 新たな販路「ＥＣ販売」の開始と独自の商品開発で活路を見出す！ 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 エテクルール メディセル筋膜療法による専門的なリラクゼーションサロン展開 伊藤　昌代

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社エープラス 7140001030637 神戸の都心で手軽にゴルフを楽しめるインドアゴルフ練習場開業 浦田幸一

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社キオッチョラ 7140001110579 宅配寿司専門店とテイクアウト海鮮丼専門店による、コロナ禍における中食産業参入事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市灘区 エイッチズゴルフ 英会話ゴルフレッスン新規事業開拓 魚谷　康行

近畿 兵庫県 姫路市 ＰＭＡ合同会社 9140003010197 コロナ禍に即したシミュレーションゴルフカフェ事業への転換 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 西宮市 西野　誠 科学的レッスンを用いたプログラム導入による室内ゴルフ練習場の運営 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 明石市 つる一 「明石地産の漬け活魚」による新流通市場の開拓 税理士法人いちはら会計

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社太陽タック 5140002058935 写真館システム開発・販売事業 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社神戸港開発 5140001103808 高い接客ノウハウを駆使した、高付加価値な脱毛サロンへの新事業展開 株式会社エフアンドエム

近畿 兵庫県 尼崎市 有限会社ウエグシステム 8140002041797 地域密着型の家庭用エアコン販売サービスによるＢｔｏＣ市場への参入 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 Ｔｈｅ　Ｇｒｅｅｎ＆Ｃｏ．株式会社 2140001122546 ”本質を追求する”事業で大学受験業界への進出を果たす計画 吹田商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 じゅげむ 台湾ファーストフードの発信！台湾カステラ専門店で売上Ｖ字回復を目指す。 浦田幸一

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社Ｐｒｉｍａｖｅｒａ 6140001117963 子育てママもちょっと一息。きれいと癒しを提供する託児ルーム 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 ワンダカレー店 地域のめぐみを訴求する多種多様なレトルトカレーを商品化 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 林商店 新事業への展開に向けたシェアキッチンの設置 林　浩嗣

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 リックヘアー 美容室の挑戦。マツエクサロン開始で、髪・まつ毛のプロになる！ 大平　洋平

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社アイデアルスマート 5140001092191 対面による保険代理業からオンラインによる金融教育サービスへの進出 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 ＬＫＪ 美容訓練校の強みを活かし、コロナリスクに対したセルフ脱毛サロン事業 藤原　覚

近畿 兵庫県 加古川市 ｖａｓｅ 生花店が挑む紅茶とハーブコーディアルの飲食事業への新分野展開 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 豊田　幸俊 ３Ｄプリンター活用！建築模型の製造販売。情景模型の技術を生かした建築模型の製造販売を行います。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 有限会社ワンダ 5140002022676 「韓国料理店が卸売業者へ」２０年の集大成 税理士法人Ｔ・ｍｉｎｄ

近畿 兵庫県 姫路市 にしやま整骨院 オンライン対応パーソナルトレーニング事業の新規開始 井上　裕光

近畿 兵庫県 芦屋市 芦屋家族そうざいや 芦屋の老舗惣菜屋が始める高齢者向け宅配弁当サービス 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 南あわじ市 北岡商店 地元食材を利用した食料品を個人向け商品としてＥＣサイト等で販売を展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 三田市 株式会社Ｋ’ｓ　ｆｒａｇｒａｎｃｅ 4140001121579 兵庫県三田市　執事がもてなす「非日常的空間」アフタヌーンカフェ出店計画 くじら税理士法人

近畿 兵庫県 西脇市 オートショップタートル 自動車販売業から休日深夜対応可能なレッカーサービスへの新規参入 篠原　正裕

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社植野工務店 5140001085195 職住融合・「癒しの空間」施工による古民家リノベーション事業への新規参入 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加古川市 おじぎ屋 既存事業の多層階を活かした改装によるフランチャイズ加盟へのチャレンジ 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社大和 5140001026471 男性も女性もみ～んなまとめて美人化事業計画 伊原　百合枝

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＷＡＲＡＫＵ 8140001072323 居酒屋業態からＳＮＳ映えする【韓国料理専門店】への業態変更！ 税理士法人アクセス

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ヤキトリゴッチ こだわりの兵庫食材を使った＜地域と人をつなぐ＞真鯛そば専門店 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 匠叡技研株式会社 7120001211577 不燃・耐熱の素材及び機能素材による商品開発、製造、販売事業 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社Ｍｉｒａｃｔｉｖｅ 7140001105703 地元に密着した健康産業ビジネスとして、訪問ケアバス事業の展開 ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 鮮魚と焼とり酒場　花火 コロナ後を見据えたアミューズメント型大型居酒屋への業態転換 兵庫太和税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市西区 アスティナ 非接触のセルフ型のよもぎ蒸し・岩盤浴サロン 大内　武洋

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社みなもと 4140002057995 居酒屋で培った深夜営業をスイーツ店に展開し地域のニーズを満たす ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社誠進産業 1140001049435 高品質確保による安心かつ効率的な「手作業」仲介プラットフォーム 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 合同会社ワークコンチネンタル 7140003013061 こどもたちの可能性を見守る放課後等デイサービスへの参入 井川　雅博

近畿 兵庫県 豊岡市 トヨオカ自動車工業株式会社 4140001056008 自動車販売及び自動車リースの非接触ライブ営業及び通信販売事業 西村　和彦

近畿 兵庫県 加西市 株式会社クールバンク 2140001077278 ブランド古着買取販売システム導入による売上創出と既存事業の強化 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社愛棋京蘭 6140001089823 自家製秘伝ダレを使った味付け淡路ビーフを取り扱う精肉販売・ＥＣ事業の業種転換計画 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 川西市 ココロカンパニー ペットが飼い主と共にリラックスできる酵素浴事業の展開 朴　成哲

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 サンギ株式会社 6140001090673 ソフトシェルクラブの多段式陸上養殖設備の活用による６次産業化 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 廚　おとと 日本料理店だからできる、素材の美味しさを引き出す「焼き芋専門店」 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社Ａ．Ｄ．Ｄ 2140001086378 地域初！福利厚生サブスク事業で地域内循環型経済を実現 中西武重

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社肉ゲキジョー 9140001087320 手軽においしく食べられる肉料理でエッセンシャルワーカーを食で支援する 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市北区 喫茶ポエム 喫茶店経営からコーヒー豆大型焙煎機導入による卸売事業へ進出 久保田　修

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社Ｈ＆Ｋ 1140001109511 フィットネス指導及びフィットネスシェアスペース運営事業を開始 みなと神戸税理士法人

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社ＴＲＩＮＩＴＹ　ＦＥＥＬ 1140001093937 セラピスト養成講座のオンラインスクール開講による事業のオンライン化 杉田　浩二

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社エンケイ 8140001088360 施工要望に合わせた断熱材およびメンテナンス性向上一体型ケーシングの製造販売 安村　摩耶
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近畿 兵庫県 神戸市東灘区 有限会社高嶋機工 2140002014791 個人消費者向けＤＩＹ工具の販売・レンタルと実体験工房の提供 今井　健一郎

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ｎｅｗｔａｌｋ英会話 対面型英会話教室のオンラインサービス転換による　顧客シェア・市場シェア拡大 矢嶋　聡

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ＣＡＳＡ・Ｍ 8140001054759 「外食レストラン業態」から物販部門併設の「外食及び食品販売業態」への業態変換 川上　章夫

近畿 兵庫県 洲本市 淡路どり上原 鶏肉専門店が、小売りから唐揚げ専門店への、事業業態転換に挑戦！ 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市北区 ピエール 自宅で外食の味が気軽に楽しめる冷凍食品の製造販売 大原　健佑

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 ベルフォーム コロナに負けない！無人セルフ韓国コスメ店への業種転換 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社ＴＯＮＹ’Ｓ 2140001113256 配達飲食サービスの専業から持ち帰り飲食サービス業等への業態拡大 若松　敏幸

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 マルドルメ ウィズコロナ社会に対応した飲食店とテイクアウト事業の両立化案 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ｔｈｒｅｅ 8140001067777 自慢のもつでニッチトップを目指す！焼肉事業への新分野展開 税理士法人Ｔ・ｍｉｎｄ

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社ブラウン 2140001109386 デザイン会社が発信する持続可能なユーザー参加型Ｗｅｂショップ 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社アイ．ワールドカンパニー 7140001064313 「心と体と食」の三位一体で「癒しと美と健康」を提供するプライベートエステサロン事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 西宮市 Ｊ－サーキット株式会社 3140001072022 足裏の著者が提唱する「歩き方」「足の悩み」「姿勢」に特化した個別対応ジム 外村　弘樹

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 有限会社梅香堂 6140002011934 新たな自社開発製品（ストロープワッフル）の製造と販売。 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社Ｈ＆Ｋ 7140001074568 柔道療育に特化した発達障害児童の放課後等デイサービス新規開校 金園　英也

近畿 兵庫県 神崎郡市川町 一般社団法人グラビューハート 3140005022353 犬の保護活動の新分野特化とドッグカフェの新展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 鯨肉 ニッチな鯨食品をパブリックにする為の鯨肉販売店の開業 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 大和農園洋蘭部 温室跡地の駐車場利用並びに月極駐車場への展開 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 三木市 ｉｌｏｕ コロナ禍で感じた“ローカルの強み”を最大化したフォトスタジオ事業。 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 公認会計士藤本豊事務所 社福会計特有の知識ゼロでもできるクラウド会計ソフト開発・販売 安福　雅彦

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 誠工株式会社 9140001100792 自社工場を建設しステンレス建築資材の溶接事業へ新規参入する。 肱岡　直美

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社旅館白山 8140001056219 自家製ハーブパンの製造と明治の町屋でワーケーション事業 瀧上　直人

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 アークアンドトークアソシェイツ １００％国産小麦を使用したパンでネット販売を新たに展開 金園　英也

近畿 兵庫県 伊丹市 ほっこり家うさぎ 居酒屋から焼肉店への事業転換 伊丹商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市西区 静祥貿易株式会社 6140001093040 廃プラスチック輸出から自社で高品質な再生加工プラスチック製造事業 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 尼崎市 ナッツ ハンドメイド作家自立支援のための生産～販売一貫サービス事業 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 合同会社Ｒｈｕｍｂｌｉｎｅ 6140003007931 まるで魔法の絨毯の様に海上を飛ぶ、＂ｅ－ｆｏｉｌ＂スクールの開始！ 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ビストロＷＡＫＵ リスクを分散しつつ三宮の老舗ビストロの味を広める新店舗展開 日新信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社アイエルピー 2140002060712 卸売業として新型コロナウイルスの影響で減少した売り上げを小売業でカバーする。 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 合同会社エイコーンイングリッシュアカデミー 6140003014358 対面とオンラインのハイブリッドレッスンを実現する英会話スクール 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 たつの市 ヤスハラ家具 富裕層のおしゃれな４０代以上女性をターゲットにした美容院 龍野商工会議所

近畿 兵庫県 美方郡香美町 旬の宿尾崎屋 余部橋梁を生かした新しい顧客層の獲得 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 天ぷら・水炊き　天かす 来たれおしゃれ神戸男子。メンズ脱毛でさらにおしゃれに磨きをかける。 市山　優

近畿 兵庫県 姫路市 大盛商事合同会社 9140003013547 ウィズコロナを生き抜くセルフエステでの新事業の展開 山本　文則

近畿 兵庫県 神戸市西区 横田美装株式会社 9140001073114 脱炭素事業に向けた太陽光発電事業のメンテナンスの新たな取り組み 岩佐　修二

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社遊心企画 3140002031803 地域のデジタル動画メディア発信サポート「ＤＸスタジオ」の運営 日新信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ハートフルコミュニケーションズ 9140001120279 子供の未来と社会に貢献する企業を目指し、放課後デイサービス等への転換 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社政田工業 1140001055656 金属加工業で培った技術・販路を活かし、産業廃棄物の破砕処理業に参入、地域循環型社会の実現に貢献する 弓手　宏亮

近畿 兵庫県 川西市 吉永建設株式会社 2140001080356 空き家再生ビジネス 杉田　一弥

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社ＹＡＳＵＩ 5140001099914 特製タレで調味した完全個室焼肉店の開店 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市西区 ＰＬＵＳ　ＯＮＥ 産地と国産にこだわった化学調味料を一切不使用の蕎麦専門店開店 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 揖保郡太子町 ポンコツ商店 オンラインとオフラインを融合した「地域課題を解決する」新マルシェ事業 木藤　紀宏

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社アマミ 2140001073582 コロナ禍におけるエステ×飲食事業の無店舗型事業再構築 税理士法人河田タックスマネジメント

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社Ｒａｄｉｃａｌ 1140001073220 居酒屋運営会社が特殊ミキサーで作る健康野菜スープ専門店の展開 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社エド・インター 9140001068122 卸売業から自社での直接販売事業への再構築 森口智志

近畿 兵庫県 加古川市 エーアジア 地域資源の温泉源泉を活用したスキンケアブランドの構築・製造・卸販売 駒田　裕次郎

近畿 兵庫県 神戸市灘区 ボニークチュール キッチンカーによる地元飲食店との共同型移動販売事業 中原　俊男

近畿 兵庫県 神戸市長田区 吉岡興業株式会社 8140001017055 生産改善コンサルティング及び地場商社マッチング事業への進出 ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社

近畿 兵庫県 三田市 株式会社Ｓ＆Ｙフード 5140001090377 脱居酒屋スタイルによる高級食パン屋併設のカフェ経営事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 ＨＯＳＴＥＬ　ユメノマド モンテッソーリ教育を導入した保育事業 税理士法人ベストパートナー

近畿 兵庫県 神戸市灘区 柏木 ミシュランガイド掲載のレストランが創り出す洋菓子店の新規開店 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ロコ・フィールド株式会社 9140001100768 美容業界の人手不足や労働環境改善に寄与するマッチングアプリの開発 吉川　祐介

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社ペコリーノ 1140001097260 事業計画書“窯”も自作、本場認定のナポリピッツァ　～　繁盛店への道のりをＷｅｂ配信　～ ＳＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 ＦＮＳ株式会社 8140001012618 台車移動式ロボットによる自動供給搬送システムの開発 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 加東市 モンブランド イベント販売から、非対面非接触型実店舗への転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 三木市 株式会社ヒロノテック 1140001036549 新分野展開のための新規設備導入による生産効率化 田中　洋介

近畿 兵庫県 洲本市 ケーズテクノホーム株式会社 2140001086171 非対面型モデルハウスによるニューノーマルな豊かな暮らしの提案 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 姫路市網干区 株式会社大坪鉄工所 8140001058116 レーザークリーニング技術導入によるメンテナンス事業への参入 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社プロアクティブ 9140001021386 オンライン学術集会のための短納期・低価格・高機能サービスの提供 兵庫太和税理士法人
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近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社いづみや本舗 8140001081209 和菓子の技術を生かしたオープンカフェ開業 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社エスアール 3140001056231 コロナ禍の市場ニーズを踏まえたＢＰＯサービスの提供 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 有限会社章陽工作所 8140002037713 成長性の高い新分野展開に向けた生産効率化の実現 田中　洋介

近畿 兵庫県 加東市 株式会社フクイ金属 8140001075094 最新複合機導入による工程集約で大幅な生産性向上を図る 日新信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ブロード・ヴァレイ 9140001106170 調剤薬局の限界を超え、患者様の幸せに寄り添うトータルケアへの挑戦 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ロペ積木 2140001062354 高齢者や身体が不自由な方の為の介護服のパターンオーダー事業 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ワークス 1140001054609 新たな生産体制を構築し、コンクリート分野への大型展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 洲本市 グッドピープル株式会社 7140001085986 他の唐揚げ専門店にない独自メニューを提供するテイクアウト・デリバリー事業 洲本商工会議所

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 株式会社ＢＮ－リブート 8140001066201 水門・インフラ分野参入のための生産体制構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 宍粟市 オマエ自動車工業 エーミング対応した最先端指定工場への転換で地域ナンバーワンへ挑戦 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 美方郡香美町 株式会社いまご荘 2140001056876 ジオパークの極上海鮮バーベキュー！遊びも満載グランピング事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加古川市 有限会社ごえ門 1140002038817 巣ごもり需要に向け、焼肉店経営で培った調理技術を活用した中食事業 税理士法人辻田会計事務所

近畿 兵庫県 伊丹市 パスカル大分株式会社 6140001078784 超高精度「ロボットツールチェンジャーＲＨＡ」の開発と製造 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 兵庫県 姫路市大津区 東和建設株式会社 2140001060250 循環式プラスト工法習得による橋梁補修工事への参入 播州信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 株式会社関西マシンアンドコントロール 6140001097231 ＦＡ機器製造のノウハウを活かした樹脂製品曲げ加工機等の製造販売 株式会社阿波銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 マック株式会社 7140001010944 移動販売車を活用した「神戸百貨店」による増収計画 冨松　誠

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 横田技研株式会社 2140001113586 将来の自動車市場を支える製品製造を実現する新分野市場への挑戦 株式会社エフアンドエム

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社Ａｎ．ｄ　ｙｏｕ 1140001101121 サブ観光エリアに於ける感染予防対策を考慮した需要の創造と雇用の創出 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 加古川市 オメガオイル株式会社 1140001042547 廃油の完全再資源化によるスラリー燃料の製造販売 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市灘区 神戸鈑金工業株式会社 9140001004341 企業買収・設備導入を通したＩｏＴ特装車の塗装・部品製造事業の実施による事業基盤の安定化 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 宍粟市 長田産業株式会社 3140001039095 組織状小麦たん白の製造・販売 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 夢前プラスチック 高機能木材加工機導入による木材加工業への新分野進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 豊岡市 浮田産業株式会社 5140001055818 『たった一つの特別を身近に』～一緒にものづくりをします 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社舞フーズ田中 6140001061674 単身・共働き・子育て世代をターゲットとした中食事業への参入 播州信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 日新産業株式会社 9140001060533 精密切断・穴あけ加工技術導入による建設業界向け金属製品製造業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 たつの市 有限会社高島測量設計 9140002032102 ドローンによる工場・プラント・高層ビルの調査・点検事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 丹波篠山市 株式会社丹波篠山食品 8140001057258 地元特産品「丹波黒大豆」の加工及び小売販売業への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 丹波市 氷上エンタプライズ株式会社 8140001041419 地域雇用の拡大に貢献するサードパーティ・ロジスティクス事業 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 神戸市中央区 アルファテクノロジー株式会社 9140001006040 葬儀業界に特化したクラウド＆サブスク型営業支援システムの開発 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 キンキスチール株式会社 3140001058434 棒鋼自動曲げ加工技術の獲得による曲げ加工済み棒鋼販売事業の新規展開 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社神戸マテリアル 6140001090392 新たな再生骨材の製造・販売開始によるコンクリート二次製品市場への進出 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社青山商会 8140002047191 連綿と需要が続くビルメンテナンス事業へ進出し既存事業とのシナジ 株式会社エフアンドエム

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ワンズ 2140001092095 引越屋の第二章　～地域住民を虜にするコミュニティショップ開設～ 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 姫路市 ツカサ精工株式会社 2140001060077 新たに電気自動車向け製品への進出を実現させる事業 松下　隆信

近畿 兵庫県 神戸市中央区 Ｇａｄｏｌ株式会社 4120001224540 会員制カフェ＆スタディスペースとオンライン学習コンテンツ提供サービスを融合させた「Ｇａｄｏｌ　Ｃａｆｅ＆Ｓｔｕｄｙ」事業 池田　和史

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社トーマス 6140001013683 神戸のお土産を買いたい人に薦めたい自社製造のはちみつお菓子事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

近畿 兵庫県 神戸市西区 ジャパンレントオール株式会社 3140001027042 オフィス家具レンタル事業 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 たつの市 伊森商店 革仕上げのプロが今までにない革素材・革製品を産み出す。 兵庫太和税理士法人

近畿 兵庫県 明石市 株式会社ＨＩプランニング 9140001037085 空調及防水技術を活かしてメンテナンス業から製造業への事業転換 山本　文則

近畿 兵庫県 姫路市大津区 株式会社尾池機械製作所 8140001058066 バランシングマシン等で半導体レジスト撹拌装置メンテナンスへ展開 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社八瀬鉄工所 3140001062023 新たな柱事業構築のための新分野展開への取り組み 田中　洋介

近畿 兵庫県 尼崎市 有限会社モンドリアン 3140002044417 プロが焼く本格炭火焼鳥を家庭で実現する「アワジバード」のＥＣ事業 株式会社東都経営力向上センター

近畿 兵庫県 洲本市 有限会社新東 7140002068858 旧市街の放置空き家等のリノーベーションと移住を促進する体験施設の建設 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 多可郡多可町 株式会社ニステム 6140001075732 クリーンルームと高性能射出成形機による高精密医療用製品製造 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 洲本市 有限会社豊生ケアサービス 2140002069101 既存事業の技術を活用した地産地消のデリカテッセン及び配食事業 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 加西市 株式会社内藤精密 7140002062480 ５軸対応複合加工機を用いた産業機械向け複雑形状部品への参入 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 株式会社平野組 7140001061228 下水管調査用最新設備導入による下水道事業向け新規総合サービスの事業化 一般社団法人城西コンサルタントグループ

近畿 兵庫県 豊岡市 拡運建設株式会社 7140001056252 国内・東南アジア富裕層に向けた神鍋ツーリズムへの進出 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ミノルサービス 2140001020221 異物混入のない製造・加工を実現する設備を導入し安全性と生産性を向上する計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 松年 明石の現役若手漁師が始める、本格的かつ次世代型「船釣り」体験事業 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市西区 佐々木電機工業株式会社 7140001004789 テーブル形ＣＮＣ横中ぐりフライス盤で大型真空チャンバー等への展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 宝塚市 同栄商事株式会社 5140001112858 新型コロナ患者の命を救うバイタルサインモニター装置の開発・製造 宝塚商工会議所

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社ウィズエステート 7140001086118 『釣る・捌く・食べる』を楽しめるリゾート施設と専用釣り船の提供 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社エスティー産業 2140002047692 新分野である食品加工分野へ新事業を展開して事業の再構築を図る 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 三ツ豆珈琲 喫茶店・無人店舗・ＷＥＢによる珈琲体験のオムニチャネル展開 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社新免製作所 2140001056257 建築用鉄骨の製造業から設計サービス業への業態転換 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＭＳ＆Ｃ 9140001072842 地域の顧客に対応したフィットネス事業への挑戦！ 株式会社阿波銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社Ｓａｋａｎａ　Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌｓ 8140001108151 日本の魚と食文化を日本国内及び世界の消費者と事業者に提供する 姫路信用金庫
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近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ヤカグループ 8140001061994 当社の強みを活かした新事業展開（食品一次容器への進出）による事業再構築とコロナからの再起の取組み 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 明石市 関西超硬合金株式会社 2140001034691 最新ワイヤー放電加工機を用いた建機分野向け高精度ツールの製造 株式会社みずほ銀行

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社ローム 6140002052466 高齢者・単身者向け家庭用洗濯のデリバリー事業での新分野展開 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社中筋鉄建 3140001060340 物流倉庫の建設需要獲得に向けた、鉄骨製造業への新分野展開事業 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市北区 あさひケアサービス株式会社 4140001032297 地域密着型の配食事業およびスマートコインランドリー事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社大辰 7140002045469 吊り足場設置工事市場への新規参入 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社キド 7140001084666 高耐圧性ディンプルジャケットを用いた抗体医薬品培養タンクの開発・提供 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社宝角合金製作所 5140001061502 革新的船舶エンジン向け大型部品の生産体制構築による新分野展開 山本　高久

近畿 兵庫県 加東市 株式会社稲坂歯車製作所 6140001074874 ロボット用歯車分野への進出と航空機歯車製造方法の変更 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 多可郡多可町 日藤ポリゴン株式会社 8140001075730 工場の増設及び改築を行うことで新しい精密機械の製造に挑む 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社三電社 3140002041026 ウイズコロナ時代のニーズに応えるための非接触型デジタルサイネージの製造販売への業態転換 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 宍粟市 株式会社ミヤビ 3140001039194 「ＥＶやクリーンエネルギー分野」などへの新分野展開を行うための製造体制構築計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 ニホンローソク株式会社 4140001016630 オリジナル廃油キャンドルの開発を通じたＳＤＧｓプロモーション活動の推進 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 黒木工業株式会社 7140001058620 分解整備分野への事業拡張とタービン発電機向け事業の参入 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社タワヨシ 3140001069448 木材加工の精度・生産性向上によってＶ字回復を図る業態転換 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 小谷運送株式会社 3140001058839 既存事業のつながりとノウハウを活かした物流倉庫事業 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市灘区 甲南ダイカスト工業株式会社 2140001003341 ０．５μレベルの精度での量産を実現するダイカスト部品の超高精度鋳造・加工 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社ハンシン 9140001013887 医薬製造装置部品で難素材テフロン加工へのロボット導入に取組む ひまわり経営サポート株式会社

近畿 兵庫県 丹波篠山市 フルヤ工業株式会社 6140001041833 難加工樹脂の成形を実現する３次元冷却配管金型製造への新規参入 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社甲南地産 5140002028005 古民家再生と「農業＋宿泊＋ワーク＝グリーンワーケーション」事業 柴田　壽徹

近畿 兵庫県 南あわじ市 平川瓦工業 文化財修繕需要開拓のための新たな瓦修繕サービスの展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社フリースタイル 3140001088076 駅近の立地を活かしたテイクアウト及びデリバリー対応を強化したレストラン事業展開による事業再構築 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 高砂市 丸山印刷株式会社 3140001044269 印刷請負から、デザイン思考型による販促支援業への進出 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ヤスヒラ 7140001062028 機械・部品組立工場の建設による組立製造業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 明石海峡大橋開発株式会社 8140001012386 漁港の仕入れルートを活用した、水産加工業への新分野展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社西宮立正物産 3120102017233 中小の青果仲卸業者向けの受発注・在庫・商品情報管理のＷＥＢサービス（ＤＸ）提供 播州信用金庫

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社寺尾自動車 2140001075496 オンライン商談システムと特定整備の導入による事業再構築と競争力の強化 前﨑　暁彦

近畿 兵庫県 姫路市大津区 株式会社江渕工業所 6140001058027 金属部品加工ノウハウを用いた、医療用空調製品の一貫製造計画 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 南あわじ市 みなと瓦産業株式会社 5140001085807 瓦で演出する和のテイストを活かした日本初！和風グランピング施設 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社竹内工業所 9140001049799 既存の設備工事業から、新たに設計事業に参入し、建築設備設計を含めた包括的な設備工事業に転換する 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 たつの市 株式会社日伸電工 2140001038453 ５Ｇ、ＥＶ社会に対応した技術力で新市場に進出を図る 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社池本設備工業 2140001014801 コロナ禍における新しいカタチのレジャー地域密着型マリーナ•釣り船事業 一般社団法人認定支援機関

近畿 兵庫県 姫路市 合同会社Ｐｅｎｅｔｒａｔｅ 8140003014513 芸術家が作るアートな日用品の製造販売と新事業展開への拠点整備 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 伊丹市 三功印刷株式会社 1140001079977 シリコンアルミホイルの需要増に対応したシリコンコーティング加工技術の獲得による業態転換 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＺＡＰＰＡ 9140001066134 遊休区画活用による木綿生産・美容院・コーヒー焙煎事業の立上と障がい者就労支援 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 合同会社つくも窯 3140003015532 陶器製食器から内装などの装飾品タイル製作への展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 赤穂市 有限会社光栄水産 4140002034169 養殖事業から冷凍加工業参入で売上向上を目指す再構築事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社大西電設 3140001098513 電気工事で培った技術を活かした電力制御装置等製造への参入計画 播州信用金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 大上観光バス株式会社 6140001041676 観光バス事業からバス・トラック整備事業への新分野展開 篠原　正裕

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社岡本精工 9140001096172 ５軸マシニング加工機導入による小ロット多品種部品の一括受託体制の構築 株式会社ユニバー経営サポート

近畿 兵庫県 神戸市北区 有限会社銀水荘 2140002009841 奄美大島におけるワーケーションを目的としたホテル計画 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 赤穂市 株式会社パルシーズン 4140001039854 産業廃棄物処理残渣を肥料に有効利用することで持続可能な事業を実現 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 サンナイト株式会社 2140001016129 子供靴の試作と子供靴の製造を行い、子供靴をＥＣサイトで販売する事業再構築計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社コウキフーズ 2140001065588 食品加工製品プロデュース企業になるための小売ブランド戦略 日新信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 Ａｌｔｅｒ　Ｅｇｏ 鞄の町でレザークラフト体験型鞄屋併設のテイクアウトカフェ開設 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 有限会社神戸工作所 9140002012517 複雑形状および高精度加工体制の構築による小型建機分野への進出 株式会社エフアンドエム

近畿 兵庫県 淡路市 関西淡路島市場 水産物仲卸業から水産食料品製造業へ業態転換し販路拡大を図る 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 イル　クアドリフォリオ ものづくりとＩＴ技術指導で障がい者の自立支援を促進！就Ａ事業への参入 株式会社紀陽銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ｃｏｆｆｅｅ　ｕｐ！ トップバリスタ集団が手掛ける、コーヒーショップの可能性 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市北区 有限会社有馬設備 5140002009624 有馬温泉の客室改修で培った技術を活かした住宅リフォーム業への進出 吉川　祐介

近畿 兵庫県 三木市 株式会社小西商店 4140001036265 青果卸売業から加工食品通販事業への進出による、地元農家の活性化 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社古西商店 6140001013048 営業譲渡による造作材加工業への進出とワンストップ対応力で成長を実現 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社ＫＡＮＡＥ 9140001105874 感染対策を施したゴルフ練習場とコインランドリーで地域活性化 星　雄仁

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社典 9140001108497 アンテナショップ運営を中心とした高知料理専門店の新たな挑戦 高砂商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社あっと・はんど 7140002023210 非接触型モデルハウスの建築及び非対面注文住宅システムの導入 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 東洋事務器工業株式会社 2140001060234 新分野への参入を可能とするパンチファイバーレーザ複合加工機の導入 株式会社中国銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社アクロス 9120001206468 介護サービス事業から障害者福祉事業（グループホーム）への業種転換 株式会社紀陽銀行

近畿 兵庫県 豊岡市 Ｕｎ　Ｂｏｉｓ株式会社 5140001100441 農薬散布用ドローン事業への事業展開 但馬信用金庫
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近畿 兵庫県 美方郡新温泉町 株式会社ＩＭＫ．ＳＴＹＬＥ 7140001104655 ＴＯ－ＪＩ　ＳＴＹＬＥ～ＮＩＳＨＩＮＯＧＩＹＡ再興プロジェクト～ 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社リハケア 1140001055400 事業再編で再生医療の社会実装を推進し、健康長寿社会の構築に貢献 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市灘区 ＨＡＬデータ研究所合同会社 9140003013324 買ったあとの気持ちを数値化し製品開発に活かすサービス 松浦　睦子

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社ケーニヒスクローネ 9140001003302 製造小売系洋菓子会社の直営店・百貨店からコンビニ・スーパーへの販路拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社にしむらコーヒーサービス 3140001033197 珈琲＋洋菓子＋パンの３業態のノウハウを融合したスイーツの開発で食べ歩き市場へ進出 花岡　貴志

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社ＡＢＣ　ｐｌｕｓ 9140001101510 医師監修による自社コスメの開発、販売 松井　淳

近畿 兵庫県 養父市 株式会社ヒュッテやまなみ 4140001046586 自然の中の次世代レストランを目指して 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 大地商店 焼肉店発の地域飲食店の課題解決型精肉卸事業による事業再構築 ミカタ経営株式会社

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 坂上建設株式会社 7140001059032 障がい者の『住まい』に目を向けたグループホーム事業への参入 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社裕多加 5140001014006 酒屋が発信する『地域に根差す、体験型の西洋風古民家レストラン』事業への挑戦 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 明石市 株式会社あかし海産 6140001093874 水産加工品製造業者向け「小ロットＯＥＭ」受託の開始と中食商品開発 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＡＫＩＮＤ 4140001093389 地域ブランド活性化に寄与する「着地型ＣＸプラットフォームＷＥＢアプリＬＯＣＡＬＥ（仮）」の開発 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社阪口製作所 5140001048887 東南アジア進出へ向けた新型充填機の開発及び製造 ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 伊丹市 有限会社ａｒｓ 4122002017163 空手体験×観光でオモテナシ！クールジャパン戦略 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ｒｉａｌｔｏ 7140001087603 新規事業「トレーラーハウスの製造／販売」を開始 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社エコリカル 8140001095794 未利用不動産の活用による非対面型、ワーケーション貸別荘事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社陵楓閣 1140001015569 業界初のライフスタイル提案型旅館の構築【旅館丸ごとショールーム化計画】 日新信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ＴＮＫ田中接骨院 6140001087629 怪我やフレイルの予防に資するシルバー向けトレーニングジム開設 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 有限会社フアミリーレストランササキ 5140002029572 テイクアウト設備導入とトリミングサロン併設による新規顧客開拓 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ファーストフェイス 3140001089396 新規に沖縄に拠点を立ち上げフクギ並木発ブランドを世界に発信 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 南あわじ市 緑窯業株式会社 8140001085936 瓦の大量生産会社が，コロナ渦で新たな瓦作りの可能性を求めて 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ディレクト 5140001072326 建装材の高品質・高生産性の新製法開発で内装ディスプレイを高度施工 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 洲本市 味燈舎 空き倉庫を活用した、柔軟性に富んだコンテナショップ活用事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加古川市 エムテック株式会社 7140001042624 注文を受けてから〆て出荷する先端的技術を活用した鯖（サバ）の卸売事業 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 三木市 ロジカ株式会社 3140001037999 整備部門の事業化とオートボディプリンターによる看板書き業へ参入した、トラックのトータルサービスの提供 税理士法人あおば

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社アパートメント 5140001089824 飲食店から「カフェ機能を備えたパティスリー事業」への新分野展開 エース税理士法人

近畿 兵庫県 養父市 株式会社谷常製菓 3140001046546 ＯＥＭ事業参入と菓子づくり体験ラボのコラボによる新事業展開 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社十二也 1140002054046 地域の内食・中食需要を支えるための肉の小売店事業 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社ムーブメント 5140002059925 自動車整備業界の変革期に対応した新技術サービスのセンター化 北野　孝志

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社ＣａｒＳｅｒｖｉｃｅ　ＦＲＩＥＮＤＳ 1140001046176 地域で唯一のカーラッピング事業の構築 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 豊岡市 角谷製菓株式会社 5140001055859 和菓子の製造販売におい冷凍保存を可能にし、長期保存とフードロスの軽減を可能にする。 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 川西市 株式会社アーバンクリエイト 2140001080075 ドローンを使ったレーザー測量による、高精細立体土地測量への参入 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 株式会社井澤商店 8140001044470 肥料販売と主食米穀集荷事業者として、実需要量に大幅不足している飼料用米の作付け委託販売事業を新たに展開する。 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社モンテロッサ 3140001108593 イタリア料理店が作る自家製・無添加のジェラート専門店 ウィズアップ税理士法人

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社浜工務店 3140001043452 新たなシナジーを創出する中古住宅リノベーション販売事業の構築 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 明石市 株式会社ゆうとみー 6140001037360 コインランドリー併設のブルーシールアイスクリーム店舗事業の新規立ち上げ 日新信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 日本ラミー株式会社 8140001060591 クリアファイルとＷｅｂを組み合わせた大学生向けフリーペーパー事業 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社イトー 1120901035973 「町工場の挑戦！」長年蓄積された加工技術を活用し金型業界に参入。 北おおさか信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社湯のまち城崎 1140001087815 空き家問題解決のためのリノベーション型シェアハウス・モデル事業 作花　良祐

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社レスポンスエンジニア 1140001038215 関東圏における新規宿泊事業と併設型サーフィンプールを中心としたレジャー施設の一体運営 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社タクミ製作所 7140001054025 高精度の加工・検査を行う３装置導入による錠剤印刷機用部品の量産体制確立 北おおさか信用金庫

近畿 兵庫県 美方郡香美町 株式会社香陽 1140001111467 安置室エンディングルーム事業計画 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＩＴＳＵＫＩ 6140001105423 ドライブスルー導入・大型ドライバー層集客の為の駐車場整備及び屋外休憩スペースの設置による事業再構築 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 淡路市 淡路島　鼓や 淡路島の食材を知り尽くした和食料理人貸切プランによる宿泊事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 丹波市 氷上物流株式会社 4140001041298 荷物を弊社倉庫に短期保管しつつ運送することで運送効率の向上を図る計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 Ｒｉｐｐｌｅ　ｃｏ－ｃｒｅａｔｉｏｎ株式会社 7140001107963 ヘッドスパ立ち上げによるトータルビューティーサロン 税理士法人アクトライズ

近畿 兵庫県 神戸市長田区 神戸モールド株式会社 5140001017173 高精密加工技術確立による、高付加価値製品への取り組み 笹倉　宣也

近畿 兵庫県 明石市 木戸食品株式会社 1140001037786 OEMによるだし類やたれ等の調味料製造 日新信用金庫

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社ユーウィン 5140001104938 旅行者にも地元にも嬉しい免疫増進ワンストップ施設の新規立ち上げ ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

近畿 兵庫県 加東市 株式会社カンベ自動車 9140001094382 自動車の性能に係る知識を生かした「アウトドア用品」の通販 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西脇市 有限会社中央産業 1140002061785 地域に先駆けて特定整備に対応した車両整備事業への業態転換 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 多可郡多可町 テイ・アイ・イー株式会社 2140001075505 モータージェネレーター部品最終仕上げ工程の自動化設備導入による電動自動車部品市場への新分野展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社真優 8140002023110 業界初、真珠の特性を生かし海洋成分にこだわった化粧品販売の新規事業 関西みらい銀行

近畿 兵庫県 川西市 株式会社ファシリティ２１ 3140002065818 人間×ロボットの協業による新しい清掃、見回りサービス事業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 養父市 株式会社堀谷 8140001086604 葬儀サービスにおける経営戦略転換に向けた事業再構築計画 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 加西市 株式会社Ｍａｙｗａ 3140001077021 新設備導入による歯科技工物及び高精度実験器具製造事業への参入 播州信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社丸五商会 1140001061695 アナログからデジタルへ飲食店まるごと開業サポート事業！！ 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 相生市 株式会社ＬＩＣＴＨ 5140001101299 化学プラント設備を支えるフレークライニング施工事業でニッチトップをめざす 西兵庫信用金庫
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近畿 兵庫県 姫路市 有限会社葡萄屋 1140002050664 喫茶店とコインランドリーのコラボレーション　業界の垣根を越える店舗融合プロジェクト 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 日中近海ロジスティクス株式会社 5140001107949 国際海上輸送物流業務の長き経験を活かした業界のＩＴ化促進 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 宍粟市 株式会社マルテツ仮設 1140001077824 建設用足場運送に特化したトラック運送事業への新分野展開 湯浅　達志

近畿 兵庫県 神戸市長田区 有限会社マルト製靴 1140002024288 消費者直接販売事業への業態転換 石川　克則

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 ミナト建設工業株式会社 3140001044681 宿泊機能付トレーラーによる運送事業への新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 宍粟市 株式会社オーエスエム 5140001039606 カーボン・ニュートラル社会を目指すコンパクト創電事業 白石　信三

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社トーシン・アソシエート 8140001094020 建機テクニカルセンター　・オンライン管理システム事業 ＣＲＥＳＴ税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ケーエスエム株式会社 7140001031445 高温反応樹脂製造（１２０℃→１８０℃）による新市場進出 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 美方郡香美町 株式会社ユースランド 3120001058964 スカイバレイフェニックス計画 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社シャルマンリッチ 5140001024938 日本一早い優勝マジック１４３が点灯する野球の聖地　尼崎市で行うバッティングセンター事業！ 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社創建社 8140001101354 遊休地を使った総合バーベキュー施設の運営 千代　整了

近畿 兵庫県 多可郡多可町 株式会社ハセガワ 9140001075597 建設副産物の受け入れ事業（建設発生土受け入れ）への参入 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 南あわじ市 有限会社四国レジャー企画 2480002011185 ふるさと納税、洲本市返礼品の熟成肉の加工工場新設計画 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 芦屋市 芦屋日記 バーテンダーが創る本格カレーと洋食を楽しめる新たな昼ＢＡＲへ挑戦 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 朝来市 あさご整体 地域を元気に！竹田城跡の麓でこだわりの米ぬかを使った「米ぬか酵素風呂」を提供 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社ウップスコーポレーション 6140002053415 既存フィットネスジムから個別リハビリに重点を置く介護サービスへの業種転換 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 ワンライディング・インターナショナル株式会社 4140001088496 平行輸入品への負のイメージを打ち破るオンライン高級時計販売事業への挑戦 税理士法人ＦＩＡ

近畿 兵庫県 明石市 新興金型工業株式会社 8140001034950 タイヤ金型事業からタービン製造部品事業への新規展開 日本経営ウィル税理士法人

近畿 兵庫県 姫路市 フジコー株式会社 5140001061353 めっき加工会社がリチウムイオン電池の生産機器部品を製造する計画 尾﨑　公彦

近畿 兵庫県 明石市 株式会社はなうたデザイン 4140001102298 非日常体験の創造を提案する　古民家宿泊施設＆コミュニティスペース 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ジーホワイト 6140001073570 ビルメンテナンスのプロこだわり～完全プライベートな快適ヴィラ～ 熊谷　悟

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＣＯＳＹ 5140001083521 日本全国リモートワーク拠点を実現できる、どこでもオフィスシステムの開発販売 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社アームテックパブリシャーズ 4120002071040 大学軽音団体が利用できるアウトドア音楽施設の構築と運営 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社クリナン 9140001087007 海外拠点のネットワークを活かした外国人投資家専用バーチャルオフィス及びバーチャル従業員提供事業 表　順一

近畿 兵庫県 多可郡多可町 有限会社英樹建設 1140002062049 西脇初！コワーキングスペースの開設による新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社ピージェイ 1140001056084 ＩＴ人材育成の為のプログラミング教室事業の立ち上げによる収益改善計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 ＣＨＥＮ　ＪＩＮＧ　陳　静 オンラインを活用した新たな取り組み「陳静カンフーアカデミー」 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社三木鐵工所 3140002051058 数値管理による新製法を土台とした新領域への展開 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ＫＥＹＴＥＣ株式会社 1010001101092 ワイヤレスコンクリートセンサーの構造物モニタリングシステム 湯本　與三

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社城洋 5140001059430 発電機部品製造事業への新規参入 兵庫県信用農業協同組合連合会

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社バンディ 6140001027007 チャンネル文字看板の需要増加に伴う、新規看板製作における一貫体制の強化 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社神戸ポートピアホテル 6140001012099 ～地域との共生～立地を活かした観光（展望）施設事業・旅行業への　参入による新たな市場の開拓 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社Ｍｏｒｒｏｗ　Ｗｏｒｌｄ 1140001099950 法人向けビジネスコーチングサービスの構築 澁谷　宗紀

近畿 兵庫県 川西市 株式会社大智鍛造所 1140001079201 自社使用ハンマ鍛造用金型の設計・製造ノウハウを活かした、鍛造用金型の外販事業の立上げ 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社北星社 7140001056104 ＶＲ・デジタルコンテンツ技術とアクリル印刷商品販売の融合による紙印刷依存からの脱却 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社ＰＧＪ 5140001110795 グローバルビジネスサポート型インキュベーション事業 塔筋　幸造

近畿 兵庫県 たつの市 けんたろう農園 自社農園で栽培する旬の野菜をふんだんに使った地域密着の農家食堂の運営 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 養父市 株式会社Ａｍｎａｋ 5140001099740 コロナで傷つく産地の復活に向けた「産地の野菜セット」販売事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社アートフィアー 9140001056531 ポストコロナ時代を見据えた新生活スタイルの提案（パーソナルオーダーと機能性ウォレットの開発）によるＢｔｏＣへの展開 税理士法人Ｔ－ＧＡＩＡ

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 西播商事株式会社 5140001063250 処理困難廃棄物を処理可能とする高度分析設備の導入計画 亀山　勝幸

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社ファスト 8140001056425 自動車工業用ファスナーの目視検査技術を医療へ活かす新たな挑戦 京都府商工会連合会

近畿 兵庫県 芦屋市 Ｏｃｔｒｏｌｌ株式会社 5140001109854 自社ブランドによる子供用サプリメント商品販売事業 青木　孝仁

近畿 兵庫県 明石市 田中運送株式会社 4140001035127 運送業から倉庫業への思い切った事業再構築 税理士法人ＦＩＡ

近畿 兵庫県 多可郡多可町 株式会社イマナカ 5140001075312 ＩＣＴ建設機械を活用した残土処分場開設し新分野展開を行う 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市長田区 三和油業株式会社 5140001016167 先端デジタル機器導入による効率的なカーケア事業の実現 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社花梨 9140001086644 高級フルーツショップが作るフルーツたっぷりのジェラートの製造・販売 福井寛之

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社タニキカン 3140001049929 流動層技術を応用した『オール電化鋳物砂再生装置』の開発・製造 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ハルモニアＫＯＢＥ株式会社 5140001102933 神戸六甲山で国際レベルの音楽セミナー企画運営アテンド 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社庄司圭介アトリエ一級建築士事務所 3140001045192 リゾート感ある「コンパクト別荘」宿泊体験により顧客層を拡大する事業再構築 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 太洋アルミ鋳造株式会社 8140001049742 ３Ｄプリンタ導入で画期的な３Ｄ樹脂木型内製による新分野展開 一般社団法人ヒューリットＭＦ

近畿 兵庫県 加古川市 有限会社大濵 9140002035402 工場および加工ラインの新設による、加古川海苔加工事業への進出 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社レストランバンク 5140002045553 セントラルキッチンを併設した非接触店舗と小売事業の展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ナカムラ 1140001050426 防災・防火に優れた建材製品を開発し、新分野の一戸建住宅への参入 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社正建工業 6140001020168 無人インドアゴルフ練習場事業 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 そふと工房 過疎地域における持続型観光土産開発及びリスク分散事業改革計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西宮市 合名会社眞島商店 8140003007574 老舗鶏卵卸業等や灘の特色を活かした長屋カフェと簡易宿所への挑戦 吉川　祐介

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社イデア 4140001004445 設備導入で完全内製化を図り、匠の技で研究支援事業に新規参入 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社ＭＩＫＩＲＩ 5140001026042 身体の健康と美へのサポートとしてのトレーニングジム事業 湯浅　達志
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近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社ケシオン 2140001081461 ＺｅｒｏＢｅｓｅを活用したＬＤＯサービス事業 税理士法人ＦＩＡ

近畿 兵庫県 神戸市中央区 西部商工株式会社 5140001029029 インダストリー４．０技術スクール 税理士法人ガルベラ・パートナーズ

近畿 兵庫県 芦屋市 お肉屋きっちん 定食屋から商店街と連携した新しい生活様式対応の「相撲ちゃんこゲストハウス」への挑戦 ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＨＯＯＰ 9140001089903 光触媒の技術を利用して建築物件に除菌・抗菌・防カビの機能を付与・施工する建設工事業 湯浅　達志

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社デミック 8140001052291 牛乳屋の定期宅配ルートを活用した、地域密着の宅配する高級食パン事業 田中　寿夫

近畿 兵庫県 伊丹市 Ｎａｔｕｒａ鍼灸整骨院 個室による感染対策に取り組んだ健康予防に特化した美容サロン事業 中村　實

近畿 奈良県 奈良市 サンホワイト太陽炭株式会社 3150001002928 外国人人材の教育・育成・紹介事業 京都中央信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 株式会社なら町長屋 3150001002556 奈良「餅飯殿（もちいどの）」に伝わる民話から生まれた菓子作り事業計画書 奈良商工会議所

近畿 奈良県 葛城市 シンコーフーズ株式会社 9150001012839 食べながら美味しく美しく！ＤＸを意識した新設備で作る健康と環境に配慮した冷凍惣菜 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 生駒市 株式会社ドルチェ・クォーレ・ジャパン 5150001012231 ＦＣ　からの脱却！国産小麦を使用した無添加食パンの　ＥＣ　販売事業 髙瀬　哲也

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 仕出し津川 老舗仕出し屋のテイクアウトメインの本格弁当事業への挑戦 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 大和郡山市矢田町 株式会社まつもと 5150001016439 地域と密着した主観的幸福感とストレスコーピングと日常生活を楽しくサポート 奈良信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 赤べえコーポレーシ 非接触型オーダーシステム・換気・除菌に特化した安心・安全を提供できる「焼き肉・ホルモン・韓国料理店」に新分野展開 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 桜井市 株式会社よしおか 4150001009617 飲食店卸業務を通し得た繁盛店情報を最大限に生かし韓国料理店に進出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 大和郡山市矢田町 株式会社ＯＳＫ 1150001018257 ウィズコロナにおけるリモートワーク用レンタルスペース業の実施 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 葛城市 仲内株式会社 9150001013143 ＯＥＭ事業からの自社ブランドの立ち上げ及び国内外へのオンライン販売による事業再構築 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

近畿 奈良県 奈良市 とことこ ＥＣサイト・テイクアウト開設事業 山口　秀秋

近畿 奈良県 奈良市 ブライトンティールーム／Ｊｕｍｐ　ｔｈｅ　Ｇｕｎ イギリスの”住”に焦点をあてた事業への新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 奈良県 大和郡山市矢田町 アミック株式会社 9150001005537 月額料金のみで実現できる、施設、訪問看護ステーション利用者向け見守りシステムの販売 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 葛城市 プレミアムラボ 輸入総代理の獲得と国内販路開拓を目的としたクラウドファンディングの活用 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 株式会社エビス堂 9120001182701 クラウド型業務一元管理システムの提供で中小企業のＩＴ・デジタル化 大阪シティ信用金庫

近畿 奈良県 橿原市 株式会社カプリ 2150001012151 不要なものを必要な人につなぐ循環型社会に貢献するリユースショップの新規開業事業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 コココーヒー スペシャルティコーヒー・豆自販機とワークショップによる業態転換 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 天理市 カフェサマナラガーデン サステナブル・体験ニーズに対応した五感で満足するピッツァ工房の開設 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 レディライクウーマン 日本にない世界で闘う日本発ライフにまつわるクラウドファンディングサイト 大阪商工会議所

近畿 奈良県 奈良市 晴和工業株式会社 4150001021241 コロナ渦で高まる清掃ニーズに応え地域の快適な暮らしをサポート 前田　康伸

近畿 奈良県 生駒市 サンティエ プライベートサロンの強みを活かし男性ヘアケア対応に転換する 北おおさか信用金庫

近畿 奈良県 大和郡山市矢田町 フジエダ珈琲株式会社 2150001006070 コロナ禍で縮小する外食市場から消費者向け通販事業で事業再構築 清水　和也

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 株式会社中部トータルサービス 9150001010719 排水管逆流事故ゼロを目指す雑排水管温水高圧洗浄工法システム 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 奈良県 五條市 バリマジック　リラクゼーションスクール ハーブの精油製造・販売事業への業種転換 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 株式会社彩工舎 6150001000912 自社ビルを使った「未来へ繋げる家庭料理専門店」運営の挑戦！ 廣田　省二

近畿 奈良県 大和高田市 瀬川靴下株式会社 5150001012917 要介護者、下肢障害者向け　フット・ケア＆サポーター用マルチ生産体制の構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 奈良県 五條市 石井物産株式会社 6150001015646 観光みやげ依存からの脱却。「柿の糖」で健康寿命日本一の町づくり。 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社慶信 3150001022050 土木資材事業者とのパイプを活かした地元建設事業者向け土木資材販売・配送サービスの展開 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 大和郡山市矢田町 キョーワテクノ株式会社 9150001016716 テレワークの課題解決と安定収入の確保を図る、倉庫＆オフィス賃貸業への展開 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 有限会社皆倉建設 2150002009709 九州・四国の有名ブランドさつまいも専門スイーツ販売店の出店 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 吉野郡天川村 久保治 コロナに負けない！全天候型バーベキュー場の開業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 天理市 山本松産業株式会社 5150001006778 高齢者の予防医学に基づくベットマットレスでインテリア新規事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 オンワ グルテンフリーの新商品を軸に製造業へ業種展開に挑む 髙瀬　哲也

近畿 奈良県 香芝市 有限会社Ｅｎｇｌｉｓｈ　Ｈａｎｄｓ 5150002010845 地球環境をテーマに出会いやつながりを生み出す飲食事業への転換 ソアネクスト合同会社

近畿 奈良県 御所市 ｎａｎａｎ 淡路島地産を生かした出張型料理および販売 株式会社シェアード・コンサルティング

近畿 奈良県 天理市 株式会社マスターリング 9150001006741 県内初のサブスク型「美と健康のトータルファッションサロン」分野への展開 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 有限会社ロードサイド 5150002006075 主たる事業を変更せず新たなレンタルオフィス事業を展開 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 橿原市 有限会社ワーク 2150002008099 垂直多角化戦略による発掘調査事業の拡大 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 生駒郡斑鳩町 シンコー食産株式会社 4150001007018 世界遺産の町を盛り上げる新たな観光スポットの創生 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 吉野郡大淀町 有限会社みなとテント工業 9150002011162 国際有害物質指令規格準拠の独自基準による、医療用製品製造の専用ライン構築 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 生駒市 もりやま整骨院 コロナ禍で増加する心身のストレスを整調する完全個室パーソナルトレーニングサービスの運営 株式会社フラッグシップ経営

近畿 奈良県 大和郡山市矢田町 有限会社コーフテック 4150002004971 同業他社向け金型設計請負業務への展開によるサプライチェーン再構築 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 大和化学工業株式会社 1150001013745 日本初となる半導体製造装置専用フッ素樹脂製カバーを成形加工で量産化 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 桜井市 株式会社ニシダ 1150001009470 「外国人の髪色髪質にあった色付・無光沢ボビーピン」の海外販売 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 天理市 株式会社マイスター 1150001008051 画期的なオートボディープリンターを活用したサービスで広告業界への新分野展開 税理士法人あおば

近畿 奈良県 香芝市 株式会社そまもと 9150001012946 奈良県の地域資源を使用した焼肉店とお弁当を通じた地域とコミュニティの活性化。 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ＩＷＣ 7150001010043 半導体及び医療分野への進出に向けた「薄肉山高フレキシブルチューブ」の製造 株式会社池田泉州銀行

近畿 奈良県 香芝市 株式会社丸國林業 4150001013420 フリーランス職人と自社の内部資源とのシナジー形成による非住宅領域に向けた新たなビジネスモデル構築 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 吉野郡川上村 株式会社東谷製作所 1150001016104 ビル空調向け大型熱交換器用アルミパイプ部品の事業化による新分野展開 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 大和協同ガス株式会社 3150001013751 地元密着ＬＰガス販売事業者が高齢者向け運動型リハビリサービスを展開 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 株式会社平松塗装店 2150001019097 屋根にも強い最先端の塗装屋さんが提供する信頼と安心の屋根事業 奈良信用金庫

近畿 奈良県 葛城市 葛城金属工業株式会社 4150001015086 ベンディングマシンの新規導入による新たな厚板・長尺の建築部材製造 大和信用金庫
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近畿 奈良県 天理市 株式会社未来鋼業 6150001020324 鉄骨製作から現場建て方工事まで総合的に行う事業者への転換 森下　陽子

近畿 奈良県 吉野郡川上村 有限会社池田鉄建 5150002011348 川上村キャンプ等複合レジャー施設の建設運営による地域活性化事業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 株式会社ＴＲＩＯ 5150001018757 日本料理店、弁当宅配、食品通販で、大和牛を使った美味しい料理を提供 升谷道教

近畿 奈良県 吉野郡川上村 有限会社菊谷木工所 2150002011326 「吉野杉・吉野桧」と「技術」の融合で木のぬくもりのある生活を 株式会社ブレインリンク

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 株式会社Ｓｏｐｒａｎｏ 4150001023956 障害者福祉ニーズに対応した社会的課題解決のためにグループホーム事業への参入 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 桜井市 株式会社Ｓ．Ｉ 8150001018440 アクアリウムと取引先ルートを活かした新たな食の複合施設の創出 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 五條市 アム 休業中・フリーランス美容師の活用による人材不足解消・シャアサロン型美容室への事業転換 加藤　永俊

近畿 奈良県 橿原市 株式会社ズーノ 4120001212215 地域特化型でお仕事創出　コワーキングスペース事業 山野　展弘

近畿 奈良県 吉野郡大淀町 株式会社森本製作所 4150001015929 精密加工設備の導入による業務用高品質ラック事業の新規展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 奈良県 香芝市 エイ．アンド．エス．システム株式会社 8150001017582 新製品開発を契機に市場開発型企業へ飛躍する取組み 大和信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ラインシステム 1150001002888 物販・軽飲食・ロッジのログハウス型多目的複合店「釣り人達の基地」の出店 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 葛城工業株式会社 2150001012523 サポイン事業「新嵌合技術」の事業化及び燃料電池架台事業体制の構築 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 磯城郡三宅町 株式会社鈴木靴下 1150001011195 業界初アンチエイジングサポーター開発と、直販店・通販事業の立ち上げ 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 磯城郡三宅町 吉田株式会社 2150001011368 新工場のクリーン環境を整え、新たに医療用検査容器の製造を開始 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 吉野郡天川村 西本建設 攻めの経営へ！アウトドア需要を捉えたキャンプ場への新分野展開 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 桜井市 ＭＯＯＮ＆ＳＴＡＲ 整備技術とカーレーサーの経験を活かしたレーシングカーの製造事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 香芝市 アトリエＥＭＢ　サトイ 靴下業界初の「立体刺繍」機を導入し新製品、新市場開拓と社内体制の高効率化 水上　和之

近畿 奈良県 大和高田市 ワキ製薬株式会社 6150001013716 配置薬業界に新風を！リモート営業を可能にするＣＲＭ開発 松尾　基司

近畿 奈良県 橿原市 ヌーベル化学工業 医薬品向け製造機能を有する新工場新設による業態転換 大和信用金庫

近畿 奈良県 桜井市 株式会社中和コンストラクション 6150001010069 アフターコロナの住環境の在り方に対応した「高気密高断熱」省エネ住宅への事業展開 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 有限会社井上企画・幡 1150002002020 井上博道写真美術館が奈良地域観光のプラットフォームになる 奈良商工会議所

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 ハイドアウト 美容師と顧客と美容院を繋ぐマッチングアプリの開発・提供 トーマス株式会社

近畿 奈良県 大和高田市 三喜グループ株式会社 7150001013483 データ送受信ポストサービス 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 葛城市 梅乃宿酒造株式会社 8150001012402 「新しい酒蔵体験」から見るＢｔｏＣ事業の可能性を具現化する新事業展開 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 葛城市 株式会社ワカクサ 5150001013733 環境対応型・市場優位性のあるプラスチック製品を製造販売し社会インフラ業界へ進出 株式会社紀陽銀行

近畿 奈良県 吉野郡天川村 玉井銘木店 コロナ禍でアウトドア需要が高まる中、木を活かしたＢＢＱ場開業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 有限会社エヌティワイ 6150002002577 新製品開発で切り開く、スマート農業市場への新分野展開 田川　智洋

近畿 奈良県 奈良市 株式会社御菓子司鶴屋徳満 7150001000432 観光客を対象とした喫茶事業への新規参入による、Ｖ字回復へのチャレンジ！ 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 奈良市 株式会社北浦商会 4150001018452 外構施工展示場を兼ねた「ドッグラン＆キャンプ場」事業への展開 大和信用金庫

近畿 奈良県 橿原市 ダイヤ製薬株式会社 8150001010661 フィルム製剤の開発及び製造販売事業の構築 株式会社南都銀行

近畿 和歌山県 伊都郡九度山町 有限会社南横手商店 5170002010637 青果卸売×食品加工のシナジーで新たな食品ニーズに対応する企業への転換 湯川　直樹

近畿 和歌山県 和歌山市 食堂ことぶき 和歌山の魅力を白浜町から発信し、全国のお客様を町へ呼び込む 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 和歌山市 城北スタンド 地元和歌山県産フルーツを使ったベイクドグッズとオリジナルエスプレッソ販売事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 有田市 株式会社エデュケーションリンクス 3170001007537 地域密着型宅配弁当とピザの宅配が出来る洋食料理店を開始。モーニングからディナーまでの売上の確保を行い、事業の再構築を図り 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ＢＵＦＦ　ＣＲＥＡＴＥ 1170001016291 体験型カフェバーへ転換 海南商工会議所

近畿 和歌山県 伊都郡高野町 高野山ゲストハウストミー 世界遺産　高野山の魅力を発信するホットサンドカフェの開設 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 岩出市 味村造園 瀬戸内海国立公園で楽しむ、安心、安全、快適　フィシングボートサービスの提供 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 御坊市 花舞 郷土料理の多様性に貢献する手作り料理弁当店への転換 ミレ信用組合

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ＹＳサーチ 2170001015359 訪日できない海外観光客の買換えをサポートする鞄類のＥＣ販売 ミレ信用組合

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社ＫＣＲ 2170001013032 観光地を支える新しいカタチのＷＥＢ観光ＭＡＰ製作事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 むすび家 ウィズコロナの食生活に対応した、キッチンカーでの移動販売による業態転換計画 古田　倫子

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社コムラ 3170001001176 紀州材窓の改修を高齢者住宅・医療福祉施設に提案し直接販売する事業 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 橋本市 株式会社まごころ 5170001013054 カウンター設置によるテイクアウト事業展開による業態転換事業 奥田　崇喜

近畿 和歌山県 橋本市 株式会社三ツ星ファーム 2170001013916 地域の廃棄物を再利用した持続可能な菌体資材事業の立上計画 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 御坊市 せちごおて屋 ショットバーからＩＴほっとステーションへ 税理士法人きしゅう会計

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社三八波 4170001006612 最新の急速冷凍技術を活用した和食冷凍食品の製造販売 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 新宮市 株式会社アドホック 1170001012002 看板製作会社のドローン導入事業 新宮信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 長栄物流株式会社 9170001004363 大型車両向け塗装およびメンテナンス事業への進出 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 海草郡紀美野町 大十バス株式会社 6170001005967 アフターコロナを見据えた貸切バス事業の収益力向上計画 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ＲＩＺＨ 7170001015610 紀和味ブランドアワビの製造内製化による収益強化と新商品製造計画 速水　愼一郎

近畿 和歌山県 和歌山市 ビリヤードソーホー リアルと融合。リモート参加可能なポーカーシステムの開発 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 株式会社モリカワ 9170001011839 カーボンニュートラル企業へ転換！ＥＶ充電スタンド事業への進出 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 株式会社島田建設 9170001014024 六宝焼で地域活性化。コロナに強い和菓子店への新分野展開 山本　智之

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 三恵自動車株式会社 5170001007196 ドローンを使用した農薬散布事業に進出 水城　実

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社ＭＯＴＨＥＲ 6170002005982 美と健康をお届けするリハビリ型デイサービス事業への進出 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 ＨＵＧ 出逢い結婚に繋がるコンセプトカフェＨＵＧ＆古着ショップ新規開店！ 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 海南市 塗り工房ふじい デザイン性が高い装飾アクリルパネルの事業化 海南商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社フリータウン・ジャパン 2170001014749 既存事業実績を活かした実店舗への新分野展開とオリジナル新商品の販売 和歌山商工会議所
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近畿 和歌山県 橋本市 ダラドス カクテルジェラートをメインにしたアミューズメントバーの開業 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 錦斗雲 和歌山の食材を使った本格中華の餃子事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社和歌山リビング新聞社 8170001003894 次世代の地域密着型デジタルメディア構築（動画メディア・サブスクメディア） 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 伊都郡高野町 すずめのかくれんぼ 夜営業の居酒屋からテイクアウト・カフェ・ＥＣ事業への進出 水城　実

近畿 和歌山県 紀の川市 チリ化成株式会社 1170001007844 観光客に果樹王国「和歌山」の魅力をフルーツパーラーを通じて提供 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社野嶋運送 9170002002960 運送会社によるアウトドアスパイス瓶詰加工事業への挑戦 福井　茂

近畿 和歌山県 海南市 澤株式会社 2170001014113 自社製造の高付加価値商品による越境ＥＣを含む新市場進出～卸売業から製造業へ展開 海南商工会議所

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 株式会社セキネ 6170001007492 コロナ禍においても行列ができる地元和歌山県産のフルーツを使用した飲食事業 北畑　米嗣

近畿 和歌山県 和歌山市 スミカ株式会社 9170001013439 コロナ禍における新しい住宅会社探しのスタイル　注文住宅相談窓口 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 岩出市 井上　友美 スポーツと学童保育を融合した野球道場への転換 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 日高郡みなべ町 株式会社池田土木 9170001009164 地域貢献を実現する「低価格・全天候型」残土処分場新設計画 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 有限会社柳屋 4170002009647 長期滞在型ワーケーションの実現と、必要な客室の整備 竹内　央

近畿 和歌山県 新宮市 味斗 地元を知り尽くした居酒屋店主が行うアウトドア体験型複合ゲストハウス 三重県商工会連合会

近畿 和歌山県 西牟婁郡上富田町 株式会社英興 6170001012897 放射線ホルミシスルームｄｅ地域健康づくりサポートプロジェクト きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 岩出市 ペットハウスアン ドッグラン＆カフェ『和歌山ねごろの里』の開業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 橋本市 株式会社千乃恵 8170001012193 県内初大型自動車の洗車・オイル交換が可能なトラックステーション 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 橋本市 寺本パイル織物株式会社 8170001011022 革新的撚糸技術の開発による高付加価値パイル織物市場の新規開拓 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 海南市 ホンシュー包装株式会社 8170001005908 農家ブリッジプロジェクトと初心者に優しいキャンプ場 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社シガ木工 6170001001479 生産、販売、展示、育成を包括した伝統工芸桐箪笥スタジオの構築 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 日光染業株式会社 2170001002522 化学繊維の染色加工をスタートし、天然繊維と合わせて二刀流工場となる。 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 ザ・リアルマッコイズ　スタジオディーワークス 下取制度とＡＩを導入し、透明性・安心感のある絵画販売 下津　正也

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 桜井鉄工株式会社 9170001010980 半導体製造装置向け精密バルブ部品製造事業への進出 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 太洋工業株式会社 9170001002004 銅メッキ全自動ライン導入による新製品開発と新市場開拓 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 御坊市 株式会社ＦＬＡＰ 2170001012315 すし店舗事業者による法人および高齢者向け宅配弁当事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 田辺市 有限会社よし平 5170002009167 よし平の知名度活かして、牛かつを和歌山ケンミン食とする事業！ 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 有田郡湯浅町 主井農園 主井農園による新しいチャレンジ　『ｍ．ｃｉｔｒｕｓ』柑橘に特化した飲食サービスの展開 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 和歌山市 おやつラボ紀の国株式会社 6170001006858 カステラ饅頭の外販・テイクアウトを中心とした「ポストコロナ」の新しいカフェ経営 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社エスエムエス 6170001000448 静脈産業支援事業開発による事業再構築 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社和み 9170001015708 観光拠点開設と地元協力者を巻き込んだ観光サービスの提供による地域活性化 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社松牛 5170002006214 精肉販売事業者による自動販売機での冷凍コロッケ販売事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社観潮 4170001006496 低稼働宴会場をレンタルスペースへ。オーシャンビューカルチャースクール＆ワーケーション対応会議室でイノベーションを実現。 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 株式会社吉本 9170001009627 おもてなし介護を白浜から！デイサービスからサ高住まで包括提供 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 バンドー設備工業株式会社 5170001002718 軽量で施工時間を短縮できるプレハブ工法を用いた消火設備の施工販売事業への新たな展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 和歌山県 橋本市 株式会社Ｇｒｏｗ　Ｅａｒｔｈ 5170001013475 高級食パン販売によるテイクアウト市場参入への事業再構築計画 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社浅井良工務店 9170001000081 ＣＮＣルータを用いた建築木材有効活用による家具・雑貨の製造販売事業 水谷　弘隆

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社華新 8170001012508 ユーザーの多様なニーズに応える多目的レンタルスペース事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 海南市 プロイェクトジーオフィシナ 和歌山県の魅力を満喫し、コロナ禍でも語り合えるキャンプ場運営 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 和歌山市 南光染布株式会社 5170001002429 染色前加工業から最終製品製造によるネット販売への進出 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社三愛エステート 9170002001665 様々な人のニーズを満たすプラットフォームカフェを和歌山県と大阪府に出店 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 ｓｔｅｌｌａｔｏ 廃業した旅館を買い取り、地元密着型宿泊施設への新事業展開 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社ベルクライン 4170001006587 日本初！地域資源商品を包餡する三層ワッフル開発と冷凍技術の確立での全国展開 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 ＫＯＲＶＡＰＵＵＳＴＩ 当店発北欧のオンリーワン商材をネット×リアルで販売 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 伊都郡高野町 株式会社角濱総本舗 6170001010785 ポストコロナを見据えた高野山の魅力向上新店プロジェクト 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 有田市 株式会社ＯＤＥＣ 1170001007563 これまでにない新しい金属と樹脂の３Ｄプリンティング事業の展開 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 有田市 株式会社サザンクロス 9170001012069 「８０－５０」問題解決の一助となる障害者グループホームの開設 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社神戸屋 7170001000819 食肉卸事業から非対面型バーベキュー事業を新規展開しＢｔｏＣ事業を革新 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社和歌山印刷所 8170001003696 製造工程のＤＸ化により、顧客ニーズに寄り添う高付加価値印刷の開発・販売 株式会社Ｎ総合会計コンサルティング

近畿 和歌山県 新宮市 居酒料理　Ｒｅ：茶 地域を支えるコインランドリー事業 新宮信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社長谷川冷機 1170001002647 快適空館！業務用換気・空調ショールーム開設による新たな顧客開拓事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 田辺市 有限会社中田 3170002009375 樹木葬・海洋散骨を活用した１人世帯向けの「自分の供養サービス」及びペット葬分野への展開 若杉　拓弥

近畿 和歌山県 海草郡紀美野町 前西農園 農家のつながりを活かしたドライフルーツ製造による業種転換 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社美麗書院 4170001013831 『一流の書道体験』をリアルとデジタルのハイブリッドで提供する 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社信濃路 1170001001491 アートをコンセプトとしたグランピング施設の運営 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 和歌山市 伏虎金属工業株式会社 8170001002896 産業用移送ポンプの対面販売からリモート販売へ転換するために必要なテスト用設備を設置する事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 御坊市 有限会社樽の味 3170002010184 世界初・玄米発酵エナジードリンク製造販売 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 和歌山県 和歌山市 居酒屋くろしお 愚直な居酒屋くろしおの「うどんの大田萬」開業計画 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社宮建 1170001012407 下請けからの脱却、お客様に安心・安全を提供するリフォーム事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 橋本市 株式会社インクライエル 6170001011247 地域食品物流の合理化に貢献する新分野（貸倉庫業）への進出 株式会社南都銀行
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近畿 和歌山県 海南市 健康研究所鉄板ダイニングベンケイ 健康研究所ＢＥＮＫが提案する複合型ホスピタリティ事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社咲楽 6170001006560 自家農園で育った野菜を使用した、こだわりメニューのデリカッセン事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ドリームコーポレーション 5170001006322 ペットの悩みを総合的に解決する安心安全の老犬ホーム、ペットホテル、２４時間Ｗｅｂ視聴可能な保護猫カフェの開設 瀬藤　啓司

近畿 和歌山県 伊都郡高野町 一ノ橋観光センター株式会社 2170001010780 世界遺産高野山に新ランドマーク「天風カフェ（仮）」をオープン 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 和歌山自動ドア販売株式会社 1170001003752 先端ＩＴ機器で、建築現場に実測業務に革命を起こす！ 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 岩出市 ハマコー機械株式会社 6170001014126 無人自動機械などに使用される精密加工部品の製造及び販売 株式会社南都銀行

近畿 和歌山県 紀の川市 株式会社和歌山双信 1170001008017 より高速の通信に対応する光ケーブルコネクタ製造に係る新規事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 勝浦第一海産物協同組合 3170005005454 観光施設のノウハウを活かした水産物加工・卸売業への転換 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社インテリックス 7170001000298 コロナ後の人材不足対策として「ライブコマーススタジオ」＆「リモート接客」の拠点構築 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 海草郡紀美野町 株式会社近畿Ｋ．Ｎ．Ｍ． 9170001005403 地域活性と福祉に貢献する住宅型有料老人ホーム事業計画 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 美滝山荘 那智山味噌を使用したランチ・テイクアウトメニュー・お土産物の開発販売及びデイユースサービスの開始 水城　実

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ザ・パートナーズ 6170001006791 不動産賃貸事業者向けの物件入居者専用家具販売サイトの構築 ９９．９株式会社

中国 鳥取県 米子市 有限会社ＴＨＩＮＫ＆ＣＯ． 6270002008991 オリジナル冷凍チーズケーキの開発とネット販売開始による新市場展開 株式会社アルマ経営研究所

中国 鳥取県 倉吉市 株式会社佐々木 6270001005024 羽毛布団リフォームのネット通販によって持続可能な快眠を提供する 税理士法人うつぶき

中国 鳥取県 米子市 やきとり大八 「蟹取県」から発信する『絶品カニラーメン』の開発・提供 米子信用金庫

中国 鳥取県 東伯郡琴浦町 あきたの整体院 感染対策環境下での運動療法提供によるコロナ禍打破経営への転換 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 米子市 有限会社エフエスエーシステムズ 5270002005486 ＩｏＴ対応の厨房機器を用いたキッチンスタジオと調理レシピのデータ販売計画 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社結円 7270001003002 介助サービス提供とブランド豚の加工販売による新分野展開 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 鳥取市 有限会社カワケン工業 9270002000517 コンクリート塊リサイクル事業新規展開 柳元尚喜

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社マルテＳＦ 4270001002592 小ロットに対応可能な冷凍食品製造事業への展開　～食品産業の下支えに～ 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社テラファーマ 6270001002954 コロナ禍にも負けない「環境に配慮した持続可能な事業」アスベスト除去事業への新規参入 駒田　裕次郎

中国 鳥取県 境港市 株式会社モリイ食品 3270001003864 ２事業同時完遂により、みやげ物特化から脱却しコロナに打ち克つ 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 東伯郡北栄町 株式会社ジェミニ物産 9270001005038 モデルルームを活用したローリスク型コインランドリー出店支援サービス 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 西伯郡伯耆町 ＴＯＭＯＮＡＲＩ株式会社 9270001007356 総合グランピング・キャンプ施設「ラピュタ－ＤＡＩＳＥＮの舶」 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 米子市 東京印刷株式会社 4270001003434 新たな製本工程の導入による環境にやさしい製本事業の創造 株式会社ＧＩＭＳ

中国 鳥取県 東伯郡琴浦町 原商店 Ｗｉｔｈコロナを踏まえた校庭整備事業の展開による経営の再構築 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 岩美郡岩美町 菓子工房　野いちご 既存事業との相乗効果創出を目的にしたカフェ事業計画 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 米子市 株式会社ＴＡＩＮＥＲ 1270001007693 米子のカフェから全国に「地元新鮮素材のチーズケーキ」ネット通販 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社ワールドウイングエンタープライズ 3270001000853 ＮＣ加工機増設により内製率を飛躍的に向上させて行うコンパクト型トレーニングマシン展開事業 公益財団法人鳥取県産業振興機構

中国 鳥取県 八頭郡八頭町 郡家コンクリート工業株式会社 3270001002172 特殊コンクリートの不燃、耐火認定の取得を通した外壁材としての新分野展開 株式会社アルマ経営研究所

中国 鳥取県 米子市 株式会社Ｌｅｓ　ｌｉｅｎ 7270001006590 カラーリングに特化した非対面型サロンの構築 坪井　亮

中国 鳥取県 倉吉市 有限会社イワマ商会 6270002009825 脱炭素化・ＩｏＴ化を推進する世界初ＺＥＨ設計ソフトの開発事業 牧田　宗大

中国 鳥取県 倉吉市 有限会社呉島組 7270002010022 無煙突型熱分解装置によるマテリアル・リサイクル事業への参入 株式会社　ＱＵＯＮ

中国 鳥取県 米子市 有限会社トシ・コーポレーション 4270002006527 障がいを持つ子どもの発達を支援し、居場所を提供する「放課後デイサービス」の運営事業 株式会社ライトアップ

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社ＮＥＸＴ　ＭＯＴＩＯＮ 1010401079243 「空の事業が持つ可能性」を地域で展開　～鳥取初ドローン総合訓練・実証実験施設の創設～ 鳥取商工会議所

中国 鳥取県 米子市 株式会社ウチダレック 7270001003142 不動産業者向け経営効率化ＤＸのクラウドサービス事業 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 八頭郡八頭町 株式会社トリクミ 9270001006688 日本初「クラフトノンアルコールビール専門ブリュワリー」Ｄ２Ｃ販売事業 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 西伯郡伯耆町 エムケイ開発株式会社 1270001004617 自然災害への知識習得、防災教育を重視した新キャンプ事業の進出 岩田　広幸

中国 島根県 浜田市 株式会社ファン・テーブル 1280001004756 島根県西部で初の高級食パンプロジェクト 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 松江市 有限会社山笠 7280002004997 持ち帰り専門店のみの生餃子販売、松江市等ドミナント出店 株式会社商工組合中央金庫

中国 島根県 隠岐郡海士町 茶蘭花 次世代ＣｌｏｕｄＩｏＴシステムを活用した地域初コインランドリー事業への新展開事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 浜田市 株式会社ブルーコーンズ 6280001007143 地域の課題に、技術で貢献！福祉車輌も自由な選択！ 島根県商工会連合会

中国 島根県 浜田市 有限会社大起社 6280002008339 「浜田にシャトレーゼを！」住民待望の人気スイーツ小売業への挑戦 日本海信用金庫

中国 島根県 大田市 有限会社福花園 2280002007765 生花店のなかで新たに洋菓子製造販売を開始する新分野展開事業 大田商工会議所

中国 島根県 松江市 株式会社松葉本舗 5280001002979 日本料理店で培ったノウハウを活かしたグルメ回転寿司店への転換 株式会社商工組合中央金庫

中国 島根県 雲南市 株式会社田部 8280001005681 「デジタル体験」と「自然体験」を組み合わせた顧客の経験価値を高めるアスレチック事業 松江商工会議所

中国 島根県 出雲市 有限会社井山屋製菓 5280002006698 美肌を軸とした新シリーズ＆新店舗による内食需要獲得事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 出雲市 有限会社中田製作所 3280002006386 多種多様な単品加工ノウハウを活かした工作機械向け大型高精度量産部品への新分野展開 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 出雲市 株式会社エースサービス 4280001003805 ＯＬＤ　ＭＯＵＮＴＡＩＮが手掛ける日本初、移動式グランピング施設の運営事業 島根中央信用金庫

中国 島根県 松江市 ｋ＇ｓｔｕｄｉｏ 地域に愛されるセルフトータルビューティサロン事業への事業転換 島根県商工会連合会

中国 島根県 益田市 ワンズクリエイト株式会社 6280001007069 大人の発達障がい支援で個々が個性を生かし挑戦できる社会を創る。 益田商工会議所

中国 島根県 益田市 株式会社ひょうま 9280001005094 シニアビジネスのワンストップ化と地域のプラットフォーム構築 株式会社島根銀行

中国 島根県 出雲市 有限会社池工作 2280002007030 同時５軸制御による曲面形状加工が必要な分野への進出 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 大田市 株式会社昊粋 4280001008102 漁師が営む総合マリンレジャーサービス事業への新規参入 大田商工会議所

中国 島根県 松江市 株式会社あやまち 4280001008498 ヤギ文化の発信拠点に！ヤギの六次化事業による新分野展開 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 益田市 シマネ益田電子株式会社 2280001005035 電子デバイス請負から特殊計測システム製造販売等への事業転換 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 隠岐郡隠岐の島町 隠岐汽船商事株式会社 4280001005405 離島港町の賑わい創出～空き家／既存店舗／店舗人材／顧客アプローチ資　産を活用したテレワーク施設併設型ビジネスホテル展開事 株式会社島根銀行

中国 島根県 雲南市 特定非営利活動法人おっちラボ 3280005006978 山林資源活用等の地域課題の解決に貢献するデータプラットフォーム事業の構築 株式会社山陰合同銀行
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中国 島根県 安来市 アトムカンパニー株式会社 6280001002400 建築内装資材及びインテリア商品のＶＲ手法による新たな市場開拓 安来商工会議所

中国 島根県 出雲市 株式会社ＨＩＲＯ産業 6280001006434 ＨＩＲＯマリーナ事業 株式会社広島銀行

中国 島根県 出雲市 須山木材株式会社 6280001003225 ＥＣ施設整備による新たな木製品製造から販売までの一貫体制構築 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 松江市 エステック株式会社 5280001000850 独自のプラズマ処理による５Ｇ／６Ｇ対応高周波基板用フィルム加工業への進出 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 松江市 アイム株式会社 6280001000024 地域中小企業ＩＴ支援のためのＷｅｂコンサルティング事業計画 株式会社島根銀行

中国 島根県 出雲市 株式会社Ｏｗｌｐｅｅｐｓ．ＣＯ．ＬＴＤ 1280001003857 夜の飲食から昼間の飲食への転換 島根中央信用金庫

中国 島根県 出雲市 株式会社ブリッジプラス 1280001007750 新商品開発と新店舗販売による近隣住民・近隣市への認知度向上と販路拡大事業 出雲商工会議所

中国 島根県 松江市 ハリエル 健康に拘る美容室が、国産小麦で無添加のパン販売で地域の健康と安心に貢献 島根中央信用金庫

中国 岡山県 岡山市東区 タイセイ株式会社 6260001011881 地域の人手不足を解消する【レンタル重機スペシャリスト事業】 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 玉野市 株式会社スポーツドリカム 5260001022574 地域アスリート向け販売店併設少人数スポーツ施設の開設 玉野商工会議所

中国 岡山県 久米郡美咲町 有限会社Ｒｅｍａｋｅ 1260002027659 ウィズコロナに向けてバイクカスタム事業でＶ字回復 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 ＳＧクリエイト株式会社 8260001024964 飲食店の自動化機械とシステム導入による提供方法の刷新と、リサイクル事業の質事業への新展開 水島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 サトウオートサービス 時短ドックによる車検のスピード化・カーサービスバイキング 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 瀬戸内市 創作おもてなし料理　美膳 発芽酵素玄米を中心としたテイクアウト商品の通販対応、ＥＣサイト構築、販路開拓 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市南区 アトリエ　タケダ 高齢者及び下肢障害者を対象とした送迎対応の完全個室美容室への業務転換 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中国 岡山県 津山市 有限会社蔵 6260002029898 居酒屋営業からテイクアウト事業への新分野参入 津山信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社エナジーフロント 4260001025487 竹を用いた抗菌等機能性物質の製造販売 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社真技巧 5260001029033 世界に一台のトラックを！建築金物加工からトラックカスタムに挑戦！ おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 トリオ倶楽部 レストラン等メニューの「レトルト商品化」加工請負サービスの展開 岡山商工会議所

中国 岡山県 久米郡美咲町 バー　クリュ 飲食業が遊漁船業に挑戦し「食と遊」で家族や地域をつなぐ 津山信用金庫

中国 岡山県 総社市 タイメック株式会社 6260001015957 自動車部品等の試作品製造ノウハウを活用した半導体分野への挑戦 株式会社フロウシンク

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ナショナルフーズ 2260001014277 特急レーンを使用したテーマパーク型焼肉店の新ブランド店舗開発 玉島信用金庫

中国 岡山県 笠岡市 有限会社魚宮 2260002024853 鮮魚小売業から旬の魚を保存食に加工する缶詰等製造事業への新分野展開 株式会社シェアードバリュー

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社新製品開発研究所 4260001033606 アフターコロナの新生活様式を提案する車載用多用途ＢＯＸの製造 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 高梁市 株式会社ムネオカ 2260001018988 農業機械総合管理ワンストップサービスの提供 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 赤磐市 ひろまる整骨院 整骨院事業の強みを生かしたリユース事業新規参入計画 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社１９ｊｕｕｋｕ 1260001009278 オリジナル商品（ペット用品とフィギア）の製造とＥＣサイトでの販売 笠岡信用組合

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社クリエイテイヴカンパニー 2260002003262 美容コンサルタント業がコーヒー、ご当地フルーツを使ったジュースをキッチンカーで提供する 村上　亮

中国 岡山県 岡山市中区 ウエストジヤパン興業株式会社 6260001021484 新分野『ＰＣＲ検査センター』展開事業 ＩＴプラン株式会社

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社山下体育社 5260001006759 「健康寿命を高めるフィットネスクラブ」を開設して新分野へ展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市北区 大原アセットマネジメント株式会社 6260001027390 不動産賃貸業者が場所の目利き力や空間プロデュース力の強みを活かしてトランクルーム事業に参入する新分野展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 倉敷市 あまみね 創作和食居酒屋店からテイクアウト事業の新分野展開事業 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社御南塗装工業 6260002012945 中小型集合住宅大規模修繕事業への新規取組と企業グループ再編 おかやま信用金庫

中国 岡山県 総社市 オーガ ハーレーダビッドソンに特化したオートバイ整備修理業への新分野展開 須山　淳

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ラピス 9260001017257 在留外国人日本語教育事業 倉敷商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社山脇山月堂 8260001006797 観光業一極集中からの脱却、和の食材を生かした店舗経営への新規事業展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ゴールド・ヒル 5260002014959 テイクアウト需要の満足度を高める焼肉店併設型産直市場の開設 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 玉野市 株式会社メタルカネダ 3260001022485 屋根材の個人住宅向け提供による新市場開拓事業 玉野商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 岡山電気軌道株式会社 6260001001189 地域に根差した事業基盤を活かした飲食事業への新展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 山県化学株式会社 6260001015057 オリジナル和包丁等を海外エンドユーザーへと直接販売するＤ２Ｃ事業による事業再構築 株式会社香川銀行

中国 岡山県 津山市 株式会社アイリス 1260001024748 「つやま」の魅力を乗せて走るキッチンカー～未来への道を繋ぐ～ 津山商工会議所

中国 岡山県 都窪郡早島町 有限会社ニコー光斗 2260002020233 菓子製造へ業種転換しヴィーガン市場参入による事業再構築の展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 株式会社サンパチ 3260001034134 「待ち」から「攻め」へ！キッチンカー導入による新商圏拡大計画 松浦　哲雄

中国 岡山県 倉敷市 有限会社ソレイユ 3260002024638 コロナ禍で増大するうつやストレス改善のための東洋医学カフェの併設 倉敷商工会議所

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社シーワン 5260001011008 グルテンフリー米粉麺の製造によるＢｔｏＣ事業の展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 ジーピースタッフ株式会社 6260001027077 急速冷凍サービスを通じた販促拡大・食品ロス支援サービス事業 税理士法人ＳＴパートナーズ

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＳＷＩＴＣＨ　ＷＯＲＫＳ 5260001026559 オンライン・ＡＩツール活用による、自律自転する組織・人を開発するメソッド 守安　直之

中国 岡山県 井原市 有限会社山室組 4260002026071 ドローン技術による総合的な農業サービス業の地域拠点を目指す星天事業 笠原　弘孝

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社桜梅桃里 6260001009091 老人福祉事業の強みを活かす育児支援事業（遊び場提供×玩具販売）への挑戦 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社アイ・サポート 8260001008587 防災（耐震化及び災害復旧）に役立つ上水道の水理解析データ提供 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市東区 合同会社グリーンサポート 2260003002916 デジタルサイネージを活用した中小企業のための広告宣伝事業 税理士法人久遠

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ココピア 4260001028036 アロマテラピーと環境衛生コンサルで快適空間のプロデュース 税理士法人久遠

中国 岡山県 美作市 尾崎食品 豆腐・豆乳を原料とした加工食品の開発販売による新市場への参入 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 笠岡市 鶴田石材株式会社 3260001017816 北木石魅力発信！による観光事業及び原石販売強化事業 笠岡商工会議所

中国 岡山県 赤磐市 カナミツ事務所 遊休資産とＩＴを活用した企業向けワーケーション施設の開発運営 岡山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 有限会社ふく仙 2260002020786 下津井ブランド海産物を活かしたオリジナル商品の開発とネット販売を通したコロナ禍からのＶ字回復 水島信用金庫

中国 岡山県 岡山市中区 グルマン　ソノワ 飲食店から食肉製品製造販売業に事業転換します 税理士法人アライズ

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＧＹＡＯＺ　Ｊａｐａｎ 2260001033789 冷凍しそ軟骨焼売・豚まん、全国インターネット販売事業 岡山商工会議所
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中国 岡山県 岡山市中区 株式会社ＷＹ 2260001026058 岡山市で木製品の製造工場を立ち上げて木製品の製造販売を始める おかやま信用金庫

中国 岡山県 浅口郡里庄町 株式会社エストライブ 7260001018034 せとうち地域産品、規格外農産品等を利用した氷菓事業への新分野展開 森下　裕子

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社カウンターカルチャー 5260001034553 コロナの収束を期待して創業した飲食事業のピンチを救うグランピング事業への事業転換計画 吉田　正人

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社丹羽建築設計事務所 5260001004218 小さなエコハウス分離発注事業の要となる体験型実験住宅の建設 株式会社中国銀行

中国 岡山県 赤磐市 株式会社コアズ・コーポレーション 4260002012831 既存技術を活用した、コンパクトシティ時代に特化した自動杭打ち事業 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 久米郡久米南町 月本果樹園 海外インバウンドに対応した体験・宿泊型観光農園への展開 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ナイスコーポレーション 3260001014202 縫製工場の新たな挑戦～下請けデニム製造業から、オリジナル製品小売業へ「攻め」の業種転換～ おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市東区 エムテック株式会社 5260001000902 マルチアイテム自動搬送システム【Ｍ－ＴＲＡＸ】の開発　（新たな事業分野である半導体市場に進出する） 税理士法人岸本会計事務所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社アンセム 6260001012228 ポストコロナに向けてヴィーガン料理の開発（ＥＣ、テイクアウト） 株式会社中国銀行

中国 岡山県 津山市 有限会社ファインアートかわばた 1260002029250 膜素材を使った建物天井の自社開発防災対策商品の生産システムの構築 津山信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 Ｒｅａｌ　Ｆｏｏｄｉｎｇ株式会社 7260001029857 テイクアウト事業・デリバリー事業開始で駅前商店街にイノベーションを！！ 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 赤磐市 株式会社フロンティア貿易 7260003001418 国内の家畜堆肥を原料に混合堆肥を製造し海外へ輸出販売 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 備前市 株式会社伊知建興業 4260001021916 新たな不動産サービス業への展開による地域貢献サービスの拡充 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社クレスコ 2260001002199 医用機器部品加工事業への参入とＩｏＴを活用した一貫加工体制の確立 株式会社伊予銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ソレイユ・コーポレーション 1260001027437 児童発達支援・放課後等デイサービスの提供　事業 みどり合同税理士法人

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ダイキフーズ 2260001003916 潜熱蓄冷法を用いた果物の凍結加工による冷凍フルーツの販路拡大 岡山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 株式会社サプライ 9260001013537 中小事業者向け３Ｄ・ＩＣＴ活用支援を目的とした３次元測量事業への進出 税理士法人きび合同会計

中国 岡山県 倉敷市 株式会社玉島ナンバ 9260001013834 地域の認知症予防に貢献！アクティブシニアを増やす事業 ウインク株式会社

中国 岡山県 井原市 花田工業株式会社 6260001018101 新たにプラスチック再生原料に取り組むことによる環境リサイクル貢献事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ヨコヤマ 1260001006886 コインランドリー並びにドライブスルー洗車の複合店舗の開店 株式会社商工組合中央金庫

中国 岡山県 玉野市 ウンプテンプ菓子工房株式会社 3260001029786 和菓子の強みを活かしたパンの販売開始と店舗の移転 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社魚宗フーズ 5260001000621 在宅勤務者及び買い物弱者向け管理栄養冷凍弁当の製造と品質向上 株式会社中国銀行

中国 岡山県 津山市 有限会社高山モータース 6260002028751 地域農業の課題解決に挑戦し持続可能な地域の実現を目指す 津山信用金庫

中国 岡山県 瀬戸内市 有限会社盛備企画 9260002031372 持続可能な地盤環境の再生事業、廃棄物ゼロとする杭抜き事業の挑戦 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 アクート岡山合同会社 1260003002966 アクート岡山フットサルコート施設運営事業 平松　荘介

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社レーザマックス 5260001002493 最新鋭レーザパンチプレスの複合加工機で食品機械の量産製造に進出 株式会社伊予銀行

中国 岡山県 岡山市南区 備福電気通信建設有限会社 8260002008280 ２４時間３６５日保守・メンテナンス対応が可能な環境整備 みどり合同税理士法人

中国 岡山県 倉敷市 日本被服株式会社 5260001014316 ＳＤＧｓ達成に向けて取り組む学生服のリユース・リサイクル（循環）事業 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 井原市 坂川建設鉱業株式会社 2260001018088 建設業から製造業へ。焼却炉製造業への再構築。 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社かつら木 6260002002640 葬祭贈答用果物専門店が挑む本格欧風ビストロのデリバリー事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社キシケン 5260001029256 ウォータージェット工法導入による一貫した受注体制の構築 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社トンテンシ 1260001028476 撮影機材の導入でカメラマン不在のセルフ写真館事業への進出 株式会社香川銀行

中国 岡山県 倉敷市 松井精機有限会社 2260002021173 治工具の自社製作体制と複合加工技術の結合で半導体製造装置市場へ新規参入 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ロア産業 3260001007123 鋼管回転圧入機の導入による大口径鋼管杭工法工事の受注獲得 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社Ｊｕｉｃｙ 8260001024551 ウエディングサービスを活かした趣味特化型通所介護事業所の開設 岡山商工会議所

中国 岡山県 瀬戸内市 長瀬石油株式会社 5260001021428 新サービス導入で小売業とサービス業の兼業へ 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社畠平電気 6260001032779 お客様がコロナ禍でも安心して楽しめる遊漁船事業へ事業再構築 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社フォーリーフ 8260001010535 特許製品の健康器具が医療機器認証を取得し医療の新市場に挑戦 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 有限会社田中鉄工所 8260002019542 部品修繕加工業からオリジナル装置の設計製作販売事業へ 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 美作市 株式会社湯郷グランドホテル 2260001021158 高付加価値、高収益性の新商品による新たな市場開拓事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 玉野市 玉野魚市場株式会社 2260001034283 魚市場ならではのキャットフード製造販売事業への進出 玉野商工会議所

中国 岡山県 井原市 株式会社インテリア川井 6260001018167 女性職人育成と基幹業務管理をシステム化しクラウドサービス提供 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 倉敷市 株式会社Ｊコーポレーション 2260001027733 肉加工工場にて発生した「定形外の肉」の直売実施による収益拡大 株式会社宮崎太陽銀行

中国 岡山県 岡山市中区 岡山ワイズ小児・矯正歯科 小児の口腔機能向上に挑むデジタル歯科治療への転換 税理士法人森田事務所

中国 岡山県 倉敷市 有限会社京ひろ 1260002017651 老舗割烹レストランが地元食材を活かしてテイクアウト事業へ進出 阿久津　公一

中国 岡山県 岡山市北区 山陽精機株式会社 5260001002634 半導体製造装置部品分野への新規参入（事業転換）に向けた新規設備導入および生産工場・生産ライン整備 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 有限会社ココロ 4260002018102 デニム加工技術を活かし、インテリア製品・ペット用品市場へ参入 クレアスト株式会社

中国 岡山県 岡山市東区 アップロード 運送業から配達を中心とした弁当屋ビジネスへの転換 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市中区 荒木運輸倉庫株式会社 4260001000366 運送事業者による２４時間・緊急対応可能なタイヤ交換事業の展開 株式会社商工組合中央金庫

中国 岡山県 玉野市 株式会社合田機工 3260001022196 船舶エンジン用排ガス規制対策システム部品製造による新市場参入 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 和気郡和気町 有限会社カナミツ工務店 8260002031002 最新式成型機導入による新製品の製造及び生産効率の向上 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 倉敷市 桜技研株式会社 9260001034698 インターネットによる最適化３Ｄ選定・受注・販売システム構築 倉敷商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 株式会社アクアコーポレーション 6260001023943 自社リソースを活かした中間処理場への新分野展開による収益構造の改善 株式会社広島銀行

中国 岡山県 津山市 有限会社峰南運輸 1260002029853 倉庫業への進出で新たな取引先拡大と自社と地域の物流拠点を確立 津山商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社吉田金属工業 7260001010759 新事業となる介護・医療関連製品のパイプ加工部品を新工法にて製作 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社フレッシュ寿 7260001014677 深絞り包装機の導入による高齢者施設給食、ＯＥＭ生産への新分野進出 水島信用金庫

中国 岡山県 赤磐市 有限会社仙助 6260002011402 中華そば専門店による、顧客の心に寄り添う多肉植物の育成・販売事業 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社パック・ロード 3260001005399 開発力・デザイン力、‘遊び心’　を生かし　導光板（看板／照明＆オブジェ）製作事業へ挑戦！ 株式会社中国銀行
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中国 岡山県 玉野市 株式会社Ｌａ　Ｍａｈａｌｏ 6260001028950 カフェ併設型コインランドリー事業 玉野商工会議所

中国 岡山県 加賀郡吉備中央町 株式会社カヨーメカニカル 5260002014538 下請けからの脱却　自走小型電動ウッドチッパーの開発及び製造販売 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 サロンドリックス バーテンダーによる事業譲渡予定の「登録有形文化財に指定された蔵」を活かしたワーキングスペースと食料品製造への参入 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 新見市 有限会社光タクシー 9260002027445 「光生活サービス」事業の展開による経営改善と住みやすい地域づくりへの貢献 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 勝田郡勝央町 Ｒａｆｔ 高度な塗装技術を活かした建築用金属製品塗装業への転換 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市南区 Ｃｌｏｖｅｒ　ｉｐｓｅ株式会社 8260001009354 美容や健康に携わるプロの独立開業を支援する「美容オフィスのレンタルサービス」事業 株式会社愛媛銀行

中国 岡山県 倉敷市 大松機工株式会社 1260002018121 パイプレーザ加工機導入により１００％国外で製作されている生産設備架台の国内回帰を目指す 株式会社商工組合中央金庫

中国 岡山県 新見市 井倉運輸株式会社 3260001019119 岡山県の魅力を県外に発信！画期的なプリンター施工事業・トラック広告事業の新規展開 税理士法人あおば

中国 岡山県 苫田郡鏡野町 池田精工株式会社 5260001019538 水素サプライチェーン参画による新分野展開でカーボンニュートラル実現への貢献 津山信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社祥喜 6260001030147 【牛窓】の海と人を知ってもらう。リゾート型宿泊施設　新規事業への参入 税理士法人ＦＩＡ

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ナカダ 8260001014239 産業廃棄物処理業への新たな進出によるリサイクル事業への新分野展開 水島信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ＨＩＤＥコーポレーション 9260001019377 町のシンボルを復活　公有地を活用した三原市の地域創生グランピング事業 但馬信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 有限会社栗元 3260002017906 コンテンツと共に場所を提供するシェアサロン事業の開始 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社アートコーポレーション 2260001015382 生食用ブドウ及びワインの生産販売と農地等開発支援の事業化 朝銀西信用組合

中国 岡山県 総社市 有限会社栢原商店 4260002023589 仕出し屋が作る郷土料理の冷凍食品化とカフェ事業による集客拡大 総社商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 幸観堂薬品株式会社 5260001013268 福祉施設への訪問薬剤サポート事業 株式会社シェアードバリュー

中国 岡山県 倉敷市 有限会社立龍美掃 1260002019516 自社で作ったオーガニック野菜とブランド豚を使った総菜をＥＣ小売・店舗販売することによる新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 瀬戸内市 ａｃｃａ 専門料理店から地域に寄り添った庶民派食堂への事業転換 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 総社市 株式会社渡辺組 5260001016031 建設残土のリサイクル施設建設 株式会社広島銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ハーモネート岡山 2260001005342 イートイン・テイクアウト・デリバリーに対応する次世代の飲食複合ビル事業 税理士法人ＦＩＡ

中国 岡山県 玉野市 株式会社瀬戸中央建設 7260001022110 環境を配慮した、低炭素移動式建設発生残土リサイクル事業 税理士法人きび合同会計

中国 岡山県 岡山市南区 有限会社ニノコ 9260002020342 デジタル技術・設備を活用した個性的ファッション特化型ＥＣサイト事業 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 岡山市北区 ロア・ハウジング株式会社 4260001007130 場所打ち杭工法による大規模施設基礎杭打ち工事の受注体制確立 株式会社中国銀行

中国 岡山県 井原市 クロキ株式会社 3260001018211 革新織機による１００％パーフェクトオーガニックデニムの提供 有限会社エヌティ・クリエイト

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ビザビ 7260001001320 瀬戸内・中四国を舞台としたグランピング型「地方創生プラットホーム」事業 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 ゆかり整骨院 「健康」をテーマに中国地方初のソロサウナ事業で新分野開拓 笠岡信用組合

中国 岡山県 岡山市南区 有限会社オートステーションＲ 7260002013505 最新型の自動車買取・販売のカーステーション構築への挑戦 株式会社商工組合中央金庫

中国 岡山県 倉敷市 ＴＲｕＮＫ株式会社 1260001035860 世界に誇るデニムの聖地”児島ジーンズストリート”に１７３坪の複合店舗施設を創る 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社関西エクセル 3260001001761 「冷凍生餃子」の無人販売所及びインターネット販売事業の展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 松正工機株式会社 7260001014776 溶接職人の経験とノウハウを３Ｄプリンターで製品化、溶接治具を全世界に販売 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 倉敷市 有限会社桝口工事 4260002021155 大人も楽しめる高品質グランピングリゾート施設の建設、運営 風早　昭徳

中国 岡山県 倉敷市 株式会社アンビエンテック 6260001017383 笑顔を守り笑顔を増やす！安全強化人工芝事業　及び　遊具併設型カフェ 玉島信用金庫

中国 岡山県 津山市 はなうり 男性専用セルフ（非接触型）エステ店 株式会社中国銀行

中国 岡山県 加賀郡吉備中央町 有限会社ｎａｐ 9260002015359 ポストコロナに向けた「本物のものづくり体験と人・文化の交流の旅」の提供 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 倉敷市 株式会社大和エス・イー・シー 7260001015072 究極の便利屋への道～究極のキレイを提供するため、ビルメンテナンスのプロ集団がリフォーム事業へ参入～ 株式会社広島銀行

中国 岡山県 倉敷市 Ｋ－Ｌｉｎｅ株式会社 5260001030528 新庄村の大自然を活かしたグランピング事業による地域イノベーションの実現 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社長山鉄工所 6260001015379 医療機器製造装置に対応する課題解決型の機械製作企業への進化 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 岡山市東区 カーツ株式会社 1260001009187 芝・草刈機械メーカーから次世代動力源メーカーへの業態転換 株式会社広島銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社サンエフ 4260001025727 無添加の安全なドッグフード販売 大倉　宏治

中国 岡山県 総社市 株式会社レジンテクノ 2260001025902 韓国現地法人との連携による韓国カルチャー特化型複合施設の運営 澁谷　典彦

中国 広島県 廿日市 株式会社タナカホームズ 9240002024865 １人・２人暮らし向けコンパクト企画住宅販売を完全オンラインで 山本　文則

中国 広島県 東広島市 西條鶴醸造株式会社 1240001023215 有料テイスティングサービス及び有料酒蔵見学への業態転換事業 呉信用金庫

中国 広島県 福山市 株式会社サンロック 7240001035989 ドローン屋内練習場「福山ドローン・エアポート」開業による新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 岡田産業株式会社 1240001034633 県内産米粉・野菜を使い地産地消を目指したオリジナルパンによる新事業展開 福山商工会議所

中国 広島県 広島市南区 株式会社Ｃ＆Ｅコーポレーション 1240002007299 広島県の地元が誇る神石牛を売りにした小売販売の新規事業計画 広島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 だるま寿し 職人技とデジタル技術を応用して鮮度を活かす仕出し／窓口販売事業 イーエムイーコンサルタンツ株式会社

中国 広島県 広島市南区 株式会社フジカラー広島中央 1240001012845 衣装・撮影予約からフォトブックの注文まで非対面で対応する事業 特定非営利活動法人ＩＴコーディネータ広島

中国 広島県 広島市南区 株式会社イトー宝飾 7240001045765 宝石店が運営する宝石をテーマにしたパフェ専門店の開店 海本　慎二

中国 広島県 呉市 株式会社ジィー・ワン 1240001026028 ダンススタジオから、映像分野の推進による、ダンスの総合プロデュース・イベント企業への転換 淺井　公子

中国 広島県 広島市佐伯区 天ぷらまめすけ 飲食店・小売店とのシナジーを活かしたレンタルスタジオ運営 金田　賢二

中国 広島県 広島市西区 株式会社ソル・レヴァンテ 7240001052860 キッチンカーを使用した、テイクアウト専用のお弁当販売を行う店舗の出店 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 上林建設株式会社 6240002026658 建設会社が作るイノベーションを創出するレンタルオフィス 須永　達也

中国 広島県 広島市中区 Ｌｏｔｕｓ．株式会社 5240001029290 免疫力を高め健康増進！人も街も元気になる高気圧酸素ルームの事業化 光廣　昌史

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＰＲＢＡＮＫ 8240001041342 新しい形の地方創生へ、サービスのプロが挑む非接触型ホテル 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市西区 笑和 飲み切り量の量り売りで新しいニーズに対応。日本酒を中心にした酒類小売店を展開。 石田　浩一

中国 広島県 尾道市 畑中紫臣 起業チャレンジができるシェアハウスにおけるキッチン新設 あすか税理士法人

中国 広島県 福山市 株式会社きもの工芸西陣 6240001030363 ＷＥＢ完結型きものレンタル事業 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 有限会社フォトランドトクナガ 9240002042586 写真の新たな可能性を追求する５つの新事業の実践を通した事業再生と成長戦略の具現化 山根　敏宏
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中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社コセ 6240001044578 ＮＣルーター導入による立体看板事業の完全内省化計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 株式会社呉山城屋 4240001025539 ５つの販路をもつハイブリッド型餃子専門店への事業再構築 呉信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社松田製袋 7240001014877 折り鶴再生紙を利用したＥＣ梱包材市場への参入 公益財団法人ひろしま産業振興機構

中国 広島県 広島市中区 株式会社イミプラン 2240001015302 Ｍ＆Ａによる宿泊事業の新規展開でコロナを克服できる事業再構築 森若　壽英

中国 広島県 広島市中区 株式会社ファルベ 3240002000038 ブライダル事業で培った「想いをカタチにする」ＥＣサイト事業者支援事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 中華そば　陽気 テイクアウト実施及び新規商品開発によるコロナを乗り越える事業展開 森若　壽英

中国 広島県 尾道市 ゆう家 セントラルキッチンの導入で和食調理技術を活かした包丁レスの焼肉店を展開 株式会社シャイン総研

中国 広島県 広島市佐伯区 サンビー株式会社 3240001017826 「どこでも行けます！実店舗と同じサービスを提供」出張包丁研ぎ及びキッチン用品移動販売車導入 株式会社広島銀行

中国 広島県 竹原市 大広観光株式会社 7240001037283 買い物難民に向けた総菜・スイーツ製造および常設マルシェの開始 竹原商工会議所

中国 広島県 東広島市 有限会社やまにし 5240002029439 ペット用移動火葬サービスの開始と、パートナーシップ店の開拓 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 こだまベジフル株式会社 7240001030866 カット野菜原料から冷凍カット野菜原料製造への事業再構築計画 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 尾道市 ハンドベル株式会社 5240001054347 瀬戸田レモンを使った「瀬戸内レモンジュエリー」の企画・製造・販売 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社地域ブランド研究社 5240001051237 高齢者にできたてのお弁当を届ける配食サービス事業 東広島商工会議所

中国 広島県 福山市 Ｆ－ｃｒｅｗ株式会社 7240002038784 広島福山で一番を目指す！大山どりを使った独自ラーメン店の展開 森藤　啓治郎

中国 広島県 広島市西区 有限会社狄・ＳＡＩＴＯ 1240002026794 ファストフード型の串＆カップフード「ピンチョス・タパス専門店」の出店 菊池　孝太郎

中国 広島県 三原市 八光株式会社 5240001039744 循環型社会を支える建設発生土リサイクル事業への新たな取組み 呉信用金庫

中国 広島県 福山市 エス・エイチ・エスサービス有限会社 7240002044980 既存仕入れルート・自家農園を活用し、自社商品をブランド化した冷凍食品のＥＣ販売 福山商工会議所

中国 広島県 廿日市 有限会社オールクラフト 8240002038255 大型魚に特化したアクアペットサービスへの事業再構築 中森　優太

中国 広島県 広島市安佐南区 有限会社パンダライフ 1240002026002 個室店舗に移転し　産後骨盤矯正、脳卒中片麻痺改善の新事業に挑戦 吉田　稔徳

中国 広島県 呉市 株式会社ローカルズオンリー 8240001042448 アパレルショップが有名うどん店と連携して新規開業する飲食事業 呉信用金庫

中国 広島県 安芸郡海田町 株式会社ＲＯＳＡＴＯ 3240001045538 ｍｅｎ＇ｓ　ｌａｄｉｅｓ＇　脱毛美容サロン事業へ業種転換 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 株式会社リマック 3240001012604 受注型システム開発企業からＩＴを活用した小売業進出による自立企業への転換 小畑　進

中国 広島県 広島市佐伯区 中国シンワ株式会社 5240001006703 新商品開発とＥＣサイトでのＢｔｏＣ事業開始による事業再構築 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 株式会社ビオール・コーポレーション 3240001029227 ポストコロナ時代の開業支援型シェアサロンと出張サービスの開始 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 福山市 ニュースイ商事株式会社 9240001043560 ニーズに応える駅前好立地「焼肉×ドッグカフェ」への事業再構築 税理士法人未来経営

中国 広島県 安芸郡府中町 鉄板焼　ｚａｚａ　Ｃａｓｕａｌ　Ｄｉｎｉｎｇ ｚａｚａ　シュミレーション　ゴルフ　プロジェクト 清水　俊介

中国 広島県 広島市西区 合同会社ビルド 3240003002248 再生エネルギー保守ＤＸ化の推進 本間　健一

中国 広島県 呉市 有限会社ドゥーアオキ 5240002033523 美容院内にフォトスタジオを設置し、写真事業への進出による非日常体験の提供 南迫典昭

中国 広島県 広島市中区 株式会社新米 5240001042426 中華「まぜ麺」とスイーツ店のコラボレーションによる新発想の店舗開発 株式会社サークル・ウィン

中国 広島県 東広島市 有限会社インアンドユウ 8240002028693 美容室経営からの新しい挑戦！経営支援型シェアサロン事業 中嶋　克已

中国 広島県 広島市安佐南区 猫本タタミ工業株式会社 5240001008699 オーダーサイズペット用防水フチなし置きタタミ開発とＥＣサイト開発 広島県商工会連合会

中国 広島県 呉市 山陽興産株式会社 9240001025897 機械修理業から土木工事業進出による総合建設企業への転身～変わりゆく呉で～ 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 有限会社アイム 4240002039067 デッドスペースを解消するオーダーメイド家具製造でコロナ禍からの脱却 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社酔心 5240001005127 女性の単独客をターゲットにしたテイクアウト専門店舗の出店 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 コドウワークス 現代アートのギャラリー事業及びサブスクリプション型貸出サービスの実施 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社アサヒエンタープライゼス 7240001014506 新サービス提供方式を実現するｗｅｂパーキングシステムの開発による事業再構築 株式会社西京銀行

中国 広島県 広島市中区 有限會社ＦあんどＨ 6240002021106 手打ち冷麺を看板商品とするユニークな焼肉店への業態転換 山根　謙二

中国 広島県 安芸郡海田町 外国 目指せＶ字回復！地域資源を活かした古民家民泊事業への新分野展開 広島信用金庫

中国 広島県 尾道市 株式会社備装 7240001038471 新手法（機器導入）による建築物点検調査の効率化・可視化 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社黒焼 3240001043888 テイクアウトやギフト対応への精肉販売事業の展開 広島商工会議所

中国 広島県 廿日市 有限会社清水ぶつだん 1240002037940 新型コロナ禍でも集客ができる室内ゴルフ練習場への新分野展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 株式会社ＣＯＲＥ　ＣＨＡＲＭ 5240001055551 完全個室の非接触型のフィットネスジム事業に進出する事業再構築計画 藤井　慎也

中国 広島県 廿日市 ハキモフ香川　有加 宿にシェアキッチン（持ち帰り飲食営業可）増設による新分野展開 竹原商工会議所

中国 広島県 東広島市 元創株式会社 6240001052572 モバイルメッセンジャーアプリを使用した販売形態で小売から卸売業へ転換 東広島商工会議所

中国 広島県 呉市 清水開発株式会社 7240001027004 くびれサーキット呉店出店計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 府中市 株式会社松創 2240001034434 東京銀座にショールームを開設し、小売事業（ＢｔｏＣ）展開を図る 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社仲心 7240001035337 人財力を最大限に生かす新規事業による、飲食事業再生及び地域活性化計画 税理士法人たけむら

中国 広島県 広島市中区 株式会社サンドアーズ 4240001020944 保険業から住宅紹介業へ、住宅購入トータルコンサルティング開始 広島商工会議所

中国 広島県 福山市 株式会社フューレック 6240001034876 急速冷凍技術を活用したセントラルキッチン化と異業種連携による薬膳商品の開発と冷食事業の展開 森島　重樹

中国 広島県 福山市 ちいちゃんち 地域の方々の健康と交流を目的とする室内ゴルフ練習場を開設する事業 占部　圭祐

中国 広島県 広島市中区 株式会社近代社 5240001002586 屋外広告業からプロテクションフィルム分野への進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＭＬＩＦＥ 9240001050433 コロナ対策型トータルビューティサロンの開発計画 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 三原市 桜南食品株式会社 2240001039508 地域と環境を活かした調味料用塩の製造 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 合同会社ポートリーハウス 7240003002995 広島・呉の焼鳥屋が挑む事業再構築プロジェクト“日本ワイン特化型酒販ビジネス” 税理士法人高松経理事務所

中国 広島県 福山市 株式会社シギヤ精機製作所 4240001030852 高精密加工対応の新工場導入による超大型建設機械等への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 光工業株式会社 3240001022603 日本初の食用油・調味料フードスプレー製造における新分野展開・付加価値創出事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 竹原市 せとうちクルーザー 多島美溢れる瀬戸内海の絶景をひとり占め”１日１組限定”グランピング事業への転換 竹原商工会議所

中国 広島県 広島市中区 合同会社楽空 6240003002187 夜業態中心飲食店から昼業態中心の飲食店への業態変更事業 広島信用金庫
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中国 広島県 呉市 有限会社鳥徳商店 7240002033471 ＢｔｏＢ専門の食肉卸売業者による急速冷凍加工を用いたＢｔｏＣ販売への新分野展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 呉市 ますだ電設株式会社 9240001055936 製造の内製化による再構築事業 呉信用金庫

中国 広島県 広島市南区 株式会社江波工作所 7240001001487 本社工場増築による修理事業への業態転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社ｂｅｎｌｉ 3240001050892 修理・整備作業の内製化による売上・収益性の向上 金田　賢二

中国 広島県 広島市中区 丸榮株式会社 4240001011118 牡蠣殻を水稲用肥料に製造する業態転換事業 広島商工会議所

中国 広島県 福山市 永和電設有限会社 4240002039587 太陽光をエネルギー源としたＥＶ充電施設の運用 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社ヤマテック 3240001019062 生産体制再構築による成長分野の新製品獲得で経営多角化、売上増加を実現 中村　清悟

中国 広島県 広島市安芸区 株式会社デルタツーリング 7240001007294 高付加価値金属プレス製品量産化事業及びその金型販売の事業化 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 広島市西区 株式会社朝島組 2240002018865 ＩＣＴを活用した工事管理及び床版取り替え工事 賀川　将彦

中国 広島県 広島市安芸区 有限会社保崎組 2240002020441 掘削工事業参入によるとび工事業者から総合土木工事業者への転換 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市中区 平賀金属工業株式会社 1240001009957 生産体制革新で大型部品製造を強化し、成長市場の新製品受注による事業再構築を実現 中村　清悟

中国 広島県 福山市 株式会社ダイフク工業 5240001033929 医療やヘルスケア市場向け大型非鉄鋳造製品の量産加工の実現 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 サンセイジェネリック株式会社 1240001033247 太陽電池に係る大型高周波プラズマ電源製造事業への業種転換 井下　佳郎

中国 広島県 福山市 北斗電機工業株式会社 4240001034060 ３Ｄスキャナーと３Ｄプリンターの導入による図面作成及び機械修繕部品試作品製造の実現による新分野での売上形成 立野　靖人

中国 広島県 東広島市 株式会社永興産業 9240001041762 再生プラスチック原料製造から成形品製造に至るリサイクル製品一貫生産体制の構築 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 廿日市 協産紙工株式会社 4240001027931 工業製品の梱包資材設計で培った技術を活用し食品用分野へ参入 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市南区 株式会社かなわ 4240001002323 広島かきの本物の美味しさを全国に届ける 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市 黒田運送有限会社 6240002037093 ドローンスクールを主体としたドローンビジネス 呉信用金庫

中国 広島県 安芸高田市 株式会社山口製作所 1240001024840 エネルギープラント向け製品の受注による事業拡大 株式会社ゼロプラス

中国 広島県 尾道市 ピー・エム・ワーク有限会社 7240002052240 先端デジタル技術と自社加工技術を融合したフルオーダーメイドアイアンの製品化 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 有限会社熊谷ステンレス工業 5240002040321 クリーンルーム対応の部品製造を可能とする複合機の導入による新分野展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 三原市 エフスタイル デザイン力を生かした看板製作事業への挑戦！ 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 有限会社大谷金型 9240002039748 生産体制再構築で電気自動車等の成長市場へ新分野展開 中村　清悟

中国 広島県 府中市 有限会社藤木工作所 2240002047022 非鉄複雑３次元加工等による付加価値の創造により、超多品種対応町工場へ進化 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 福山市 ティ・エムケンセツ株式会社 4240001047434 測量・土木工事・残土運搬の一括受注体制を構築し、事業構造の変革を目指す 株式会社香川銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 アドヴァンス工業株式会社 9240002024444 新工法のハイブリッジ工法を導入し、災害復旧や地域インフラの早期回復を図る事業。 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 株式会社木村工業 5240001027410 電気自動車向け革新的生産設備の量産体制の構築 呉信用金庫

中国 広島県 呉市 株式会社銀の汐 7240001025701 中小企業による特殊素材カッティングビジネスへの挑戦 呉信用金庫

中国 広島県 福山市 メタルスター株式会社 3240001035720 高精度微細加工機とＣＮＣ３次元測定機導入による難削材微細加工へのチャレンジ 株式会社中国銀行

中国 広島県 庄原市 有限会社ビホク 4240002031817 先進的な新設備の導入による半導体業界への新規参入 広島みどり信用金庫

中国 広島県 東広島市 古川精機株式会社 5240001023756 海の環境改善ができる機械（牡蠣肥育装置）による水産業界の経済循環と機械メーカーの成長促進化 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 三次市 有限会社渡辺精進堂 5240002030512 和洋菓子技術の強みを活かし、広島県産の農産物の素材を活かしたジェラートの販売 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 ピアパッコ株式会社 1240001041753 海外販売対応と新たな商品ＰＲ方法構築のための新建屋建設による業態転換実施事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 有限会社三徳熔接所 9240002040904 新型レーザ加工機の導入による生産体制の強化、新製品の製造と新市場に向けての事業再構築 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社七宝丸 4240001050512 江田島市内においての地魚の水産加工品の製造事業への業種転換 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 ダイホーコンサルタント株式会社 4240001031207 災害対応など地域貢献度の高い測量調査設計の高度化 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社オーパス 8240002031342 空き工場を活用したスポーツ施設提供業への業種転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 竹原市 株式会社森川鉄工所 2240001037379 「食の安全」や「環境意識の高まり」に応える食品機械の開発と内製化 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 株式会社コアテック 9240001027605 コンクリート内部探査機器の導入により非破壊検査業への新規展開を図る 株式会社広島銀行

中国 広島県 尾道市 尾道造酢株式会社 5240001037896 地域資源を活かしＳＤＧｓに沿った新製品の発売とＥＣサイトでの販売事業（小売業）への業態転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 有限会社いしだクリーニング 5240002038571 ２４時間営業の構築と生産力強化による新規売上の獲得 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社モラブス 6240001032401 お値打ちスイーツ＋α（プラスアルファ）で地域に感動と笑顔を創出します 元木　康人

中国 広島県 広島市西区 おかだや　岡田敬之 感染対策に優れる個室型の低酸素トレーニングジムによる新分野参入 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 廿日市 共立工業株式会社 2240001028709 環境配慮型メッキ塗装導入による顧客層拡大と架装トラック除菌推進 株式会社伊予銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社タカトープリントメディア 4240001006241 布団洗いは専門家におまかせ、広島初カフェ併設コインランドリー 株式会社ビジネスブレイン

中国 広島県 広島市西区 奥田商事株式会社 5240001001869 防犯カメラを活用した顔認証技術連動システム（電子カルテ・入退管理・映像解析等）開発 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社ピリカ 9240001031805 障がい者を支援する就労支援事業への新分野展開 広島県信用組合

中国 広島県 広島市中区 株式会社マエダハウジング 9240001036696 住宅リフォーム事業のリソースを活用してリサイクル事業へ新規参入 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 アクト中食株式会社 6240001014911 業務用食品卸売業から、設備機器等を含めた業務用総合提案販売事業への転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社恵心社 1240001044814 放課後等デイサービスから発展した『未来が見える』就労継続支援Ｂ型の開設 税理士法人藤原会計

中国 広島県 広島市佐伯区 橋本　雅已 新型コロナに対応した勉強用シェアスペースの開設による業種転換 中森　優太

中国 広島県 呉市 株式会社トーキン 8240001026269 ロボット周辺装置の製造技術等を活かした建設機械部品製造への進出 呉信用金庫

中国 広島県 広島市南区 淡路電気工事株式会社 3240001000625 自社施工で克服する、業界の就業人口減少課題と当社の人材不足 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 株式会社Ｂ・ＭＯＲＥ 1240001046793 自分だけのアパレル製造を応援！！『個人向けアパレルＯＥＭ事業』 福岡商工会議所

中国 広島県 広島市西区 株式会社サイレンサー 3240001054258 広島産レモンと水の美しさを味わう！超天然レモンサワー缶製造事業による全国展開 北野　孝志

中国 広島県 広島市東区 株式会社恵実 5240001045701 足場組立工事と足場資材のレンタル事業開始で事業拡大 株式会社広島銀行

中国 広島県 庄原市 株式会社ＭＡＳ 5240001025166 生産システムの改革により下請事業者からの脱却を図る 加藤　一当四

中国 広島県 広島市南区 株式会社イノテック 9240001000933 健康状態管理セキュアシステム事業 上浦　遼
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中国 広島県 福山市 高陽建機株式会社 5240001029497 地域における中小建設業の生産性向上へ向けたレンタル事業進出による事業再構築 株式会社中国銀行

中国 広島県 府中市 若葉家具株式会社 9240001034485 「府中家具」会社が提案するこだわりの空間！木製ユニットハウス展開事業 税理士法人あじさい会計

中国 広島県 尾道市 吉原建設株式会社 5240001048051 滞在型観光客向け非対面宿泊サービスで尾道・向島の活性化を実現 広島県信用組合

中国 広島県 呉市 株式会社吉村店内創美 2240001027529 土地＋住宅建売＋リノベ＋インテリアのワンストップ事業 呉信用金庫

中国 広島県 広島市西区 株式会社大工堂 4240001051097 グランピング・ワーケーション対応型プライベートサウナ新設計画 二又　郁男

中国 広島県 尾道市 株式会社レストレーション 6140001108401 グランピング施設の新たな経営 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安芸区 株式会社日留田製作所 3240001010038 最新設備導入で実現する半導体製造装置用剛性床事業への新分野展開 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 安芸郡熊野町 株式会社松月堂 9240001036390 ＷＥＢ基軸としたＰＲ活動・システム導入によるＢｔｏＢからＢｔｏＣへの業態転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 和産業有限会社 7240002039997 高周波接着機導入で量産体制を敷きＧＩＧＡスクール構想を支援する 府中商工会議所

中国 広島県 広島市中区 有限会社ケアネット広島 6240002018556 重症心身障害児の支援に特化した児童福祉法に定める障害児通所支援事業 税理士法人長谷川会計

中国 広島県 尾道市 株式会社功機 7240001038884 尾道市向島地区における瀬戸内の「シマライフ」提案拠点の構築 公益財団法人ひろしま産業振興機構

中国 広島県 安芸郡海田町 株式会社みト 3240001057789 Ｐｉｚｚｅｒｉａが始めるＧｅｌａｔｅｒｉａ 広島県商工会連合会

中国 広島県 呉市 有限会社栄進機工 9240002035086 ＥＶ化・ハイブリッド化の進む自動車部品や半導体製造部品に対応した直径３ミリ未満の小径切削工具の製造に取り組む ＭＧＳ税理士法人

中国 広島県 福山市 有限会社衣笠商店 5240002040214 景勝地　鞆の浦の古民家を活用したゲストハウスとカフェで地域交流の場づくり 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 金藤工業株式会社 2240001030276 個人宅・集合住宅向け二段リフト式立体駐車場の製造・販売事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 呉市 株式会社ケイビーエクセル 8240001026871 各種商品販売業から養鶏場ＵＦＢ装置を開発し自社製造販売の業種転換 公益財団法人くれ産業振興センター

中国 広島県 広島市佐伯区 クリエイティブ・エージェント株式会社 1240001042090 既存事業を生かして建設業の職人不足を解決するＤＸ現場職人養成スクールの新規事業開設 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社ＦＴ 8240001053809 家族全員が美味しく食べられる食物アレルギー対応食品の開発提供 岸本　実

中国 広島県 呉市 相原酒造株式会社 4240001025456 新たな製造設備導入による海外新規市場向けの新商品開発と販路拡大 呉商工会議所

中国 広島県 江田島市 有限会社伊勢屋コンサルタント 9240002035862 既存事業のＰＲノウハウを活かしＥＣ販売事業者に対するＰＲ代行事業の開始 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 広島市安佐南区 バロ電機工業株式会社 1240001009040 ロボットシステム事業に取組み新規分野での顧客獲得 特定非営利活動法人ＡＴＡＣひろしま

中国 広島県 広島市中区 Ｂｅ株式会社 5240001029274 医師が監修する安心・安全でおいしい冷凍食品の製造・販売 広島総合税理士法人

中国 広島県 尾道市 クラフト中国株式会社 4240001039381 介護事業参入による地域共生社会への貢献と少子高齢化時代の適切な不動産管理・利活用 広島県信用組合

中国 広島県 福山市 大和工業株式会社 9240001033693 旋盤、穴あけ、平面フライスの同時加工体制の構築による新たな市場への参入 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 安芸郡府中町 新和金属株式会社 2240001036991 カーボンニュートラル実現に向けた環境対応型の電気自動車のパーツ受注を可能とする表面処理ラインの新設 税理士法人あおぞら会計事務所

中国 広島県 広島市西区 株式会社ニシキプリント 1240001008323 就労継続支援Ｂ型事業所を開所し「布製品印刷」市場へ進出し地域を支える社会貢献事業を行う 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社握手カフェ 2240001049432 ～老舗旅館の再生～地域に密着した複合型旅館業の展開 広島総合税理士法人

中国 広島県 大竹市 永安土建株式会社 6240001047234 複合アミューズメント施設への再構築事業 株式会社山口銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社クウェル 5240001044125 大手お弁当販売チェーンを活用した就労継続支援による新たなサービス開発 広島商工会議所

中国 広島県 尾道市 有限会社安西工業 7240002052281 鉄骨製造の生産体制及び品質管理体制の確立によるＭグレード市場への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市南区 合同会社ＳＵＮＤＡＹ　ｄｒｉｖｅｒ＆ｃｏ． 3240003002834 １日１組限定！有名温泉地に１棟貸し切り無人旅館事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

中国 広島県 広島市中区 株式会社ジブランド 5240001021958 広島のお好み焼業界を元気にするための開業支援の実施 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 広島市中区 株式会社中本本店 6240001007931 特殊紙を使ったパッケージ制作業への進出 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 アスタック株式会社 2240001012869 電気自動車搭載リチウムイオン電池のセパレーター断熱材部品製造事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社セカンドオピニオン 7240001045369 規格外農作物を活用した乾燥・粉末加工事業の展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 博多ラーメンはりがね 「海のプロ」がプロデュースする遊漁船と魚の流通のハイブリッド事業 伊藤　壮平

中国 広島県 東広島市 平本産業株式会社 2240001022620 新型自動車の開発フェーズにおける部品の試作開発事業への進出 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社エィディエム 2240001001269 高い清浄度のクリーンルーム導入による「電子部品・デバイス・電子回路業界」への挑戦 広島信用金庫

中国 広島県 三原市 安芸典礼有限会社 9240002052916 オンラインと新しい生活様式対応のリアルによるコロナ対応ハイブリッド型葬儀を展開する事業 株式会社シェアードバリュー

中国 広島県 広島市西区 株式会社ＲＩＤＥＲＳ 1240001051629 過疎地域の復活！スキー場整備事業参入でＢｔｏＢビジネスの構築 広島信用金庫

中国 広島県 東広島市 株式会社ポリテクノ 2240001023874 事業転換によりウォータージェット工法を活用した新規市場開拓 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 廿日市 有限会社宮島白栄舎 5240002036955 世界遺産の島で始める環境配慮型コインランドリーサービス 広島信用金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社ウッドスタジオ 1240001020773 建築リフォーム業での経験を活かしつつ、広島市内初の本格的インドアゴルフ場を運営 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 福山電業株式会社 1240001032744 地場の事業者と地元住民を『コト・トキ消費』体験を通じてつなぐプラットフォーム事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 有限会社めぐみフードサービス 2240002028889 非日常の車・バイク・シアター付スペースをレンタルし、思い出作りや特別な日をエスコート 東広島商工会議所

中国 広島県 広島市西区 三光電業株式会社 4240001003973 協働ロボット専用コーチング設備導入による新分野（食料品製造業）開拓 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社ｅｎ．ｃｏｍｐａｎｙ 9240001050251 自然に囲まれた森の中の別荘型グランピング施設によるリトリート事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 有限会社武蔵サービス 7240002028505 建設廃材の木材チップへの再資源化事業 呉信用金庫

中国 広島県 呉市 株式会社こっこー 6240001025859 循環型社会の実現に向けた挑戦・破砕機設備の導入による総合リサイクル業への事業展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 株式会社１９８４ 7240001051565 既存事業とシナジー効果が期待できる自動車ディテイリングの展開 小橋　倫太郎

中国 広島県 広島市南区 株式会社京都嵯峨野 4240001002736 ＷｉｔｈコロナおよびＡｆｔｅｒコロナを見据えた新様式のフォトウエディングの提供 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社フリーセンス 2240001023379 電気自動車や自動運転車用のエーミング、ＥＣＵ整備事業への展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 三原市 シンバイオス研究所 病原菌に特化したオーダーメイド遺伝子分析を事業し社会に貢献する。 広島県商工会連合会

中国 広島県 安芸高田市 カーショップテラド ワンストップサービスに対応した地域密着型自動車整備工場の設立による業態転換Ｖ字回復事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 安芸郡坂町 株式会社ハナブサ 3240001036561 立体駐車場のリノベーション需要への対応 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 有限会社久保鉄工 9240002038700 金属加工業における新製品分野獲得による事業再構築 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社タマダ 2240001014683 スポーツランドタマダキャンプ場計画 税理士法人あおぞら会計事務所

中国 広島県 広島市南区 株式会社ミヤケン 7240001011511 新工法で新規取引先の開拓を実現するウォータージェットロボットの導入 川上　正人
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中国 広島県 広島市安佐南区 アオイテクノサービス株式会社 5240001014202 自然から学びを得る唯一無二の通年型リゾート施設の運営 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社フアミリーレストラン大学 3240001010236 美味しい山賊焼きを全国へ！ 品川　充洋

中国 広島県 安芸高田市 株式会社オキタ石油 1240001024741 地域の『住民拠点・災害対応サービスステーション』としてのインフラ投資 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社ファイン 6240001043737 工場新築および生産設備導入による再構築事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 山県郡安芸太田町 淡野製作所有限会社 9240002029708 金属加工の高度化による関連多角化戦略として、建設業界向け製品の製造への進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 株式会社平本工業所 2240001026464 既存の旋盤加工技術を活かした防衛関連産業への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 竹原市 株式会社ＣＫＫサポート 1240001043015 ビジネスホテルから日帰り温泉施設への転換による地域コミュニティーエリアの創出 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社アシバックス 4020001042878 仮設足場職人の長期雇用につながる敷鉄板レンタル事業 株式会社北海道銀行

中国 広島県 呉市 株式会社ヒロコージェットテクノロジー 4240001026470 高能率・高品質を可能とする高速切削加工技術を用いた半導体製造装置部品製造への新規参入 呉信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 平岡工業株式会社 7240001009919 アフターコロナのイベント主催者ニーズに答えるオリジナルグッズの開発 川上　正人

中国 広島県 広島市中区 株式会社ゲンバカンリシステムズ 4240001016406 建設会社が開発運営する「源泉掛け流し温泉の露天風呂付グランピング事業」 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 ユウベル株式会社 4240001012090 美容と健康増進に特化した、温泉カフェワーケーション施設への事業転換 株式会社肥後銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社Ｃｌｅａｒ　Ｂｏｘ 1240001057031 非接触型瀬戸内海クルージングと民泊施設の運営 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社弐会ホールディングス 3240001017421 お値打ち価格で昼時のサラリーマンの心をつかむ本格的日本そばの提供 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＴＲＵＭＰ 3240001050785 コロナ禍で需要の高まるクルージング事業への進出 駒田　裕次郎

中国 広島県 神石郡神石高原町 株式会社神石高原ティアガルテン 2240001045373 ＤＸ化によるゴルフ場再建並びに神石高原ティアガルテンの総合リゾート化計画 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市佐伯区 再生本舗合同会社 9240003003166 低炭素化社会を目指した再エネ１００％を利用したグランピング場事業 広島市信用組合

中国 広島県 広島市西区 有限会社小田松商店 9240002003464 老舗鮮魚卸業者が行うＬＩＮＥを用いた鮮魚の消費者への直接販売事業 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社エムテック 2240001017653 コロナ禍のビジネスリスクを回避するため半導体製造装置に関する新製品受注に取り組む 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市東区 株式会社トムズエンジニアリング 9240001019940 社会人向けプログラミングスクールの開校 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 有限会社ホテルマリンブルー 5240002034075 若いパパママが気楽に泊まれる託児所付きホテルへ事業転換 公益財団法人くれ産業振興センター

中国 広島県 呉市 音戸工業株式会社 6240001025603 ＡＢＳ樹脂を使用したトラック架装事業への新規参入 広島県信用組合

中国 山口県 下松市 株式会社Ｋｙｏ　Ｔｏｍｏ 3250002014276 賃金・処遇改善につながる外国人技能実習生講習施設の設立 東山口信用金庫

中国 山口県 山口市 有限会社ハート・アンド・ハート 3250002001217 事業再編及び瀬戸内の幸をＤ２Ｃで届ける「潮彩市場直送便」の全国展開 萩山口信用金庫

中国 山口県 下関市 有限会社松琴堂 4250002009366 ＩＴと店舗改修でコロナ対策、老舗の茶寮開業計画 西中国信用金庫

中国 山口県 光市 中村印刷株式会社 7250001013705 一般顧客獲得に向けた撮影スタジオ新設事業 河野　啓太郎

中国 山口県 下関市 市村蒲鉾有限会社 2250002008130 ご当地練り物屋さんによる新しい観光スタイルの提供 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 宇部市 株式会社伸和精工 2250001013379 一般生産用機械部品の多品種少量生産型から、汎用機械部品を主力とする量産型への事業転換 株式会社西京銀行

中国 山口県 岩国市 株式会社がんね栗の里 8250005007371 共存同栄「ショールーム建設と情報発信力の強化」と利益率向上 山口県商工会連合会

中国 山口県 山陽小野田市 株式会社優美 7250001007905 業績Ｖ字回復に向けたフォト成人式への新分野展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 株式会社吉田エンジニアリングサービス 4250001015803 自社工場新設で配管加工サービスによる新分野展開 中村　清悟

中国 山口県 宇部市 有限会社お茶々 5250002004440 当店の美味しさそのまま真空パック商品のネット販売でＶ字回復を図る取組み 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 株式会社アラドモ 7250001013721 地産地消のハンバーガーでウィズコロナの店舗展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 株式会社ａｍｂｉｔｉｏｎ 2250001017248 山口県初「トレーニングジム×ヘア×癒し」の定額制サービス 清水　敦也

中国 山口県 下関市 Ｔグループ　まごころキッチン 中食・個食・備蓄のニーズに応える食品製造業に参入して売上回復 市竹　敦

中国 山口県 山陽小野田市 ジェイトラベル山口株式会社 2250001004031 高齢者、身障者の方に手厚いサポートを！福祉介護タクシー事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 株式会社ル・ギャルソン 1250001009741 優良顧客向け会員制コミュニティスペース運営事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 岩国市 株式会社道仁 7250001013093 ポストコロナに対応した多機能飲食店の新店舗展開 東山口信用金庫

中国 山口県 大島郡周防大島町 カフェミサキ 一日一組限定、周防大島のオーシャンビューを独り占めできる未来型ゲストハウス 中田　哲也

中国 山口県 岩国市 有限会社窪田建築アトリエ 5250002018787 学生から実務家を対象にした建築アカデミー事業 西村　史也

中国 山口県 下関市 極東興産株式会社 3250001005342 ＩｏＴデバイスを活用した異常検知システムの開発 株式会社西京銀行

中国 山口県 光市 株式会社伊藤 6250001010158 加工技術を活用し、今までにない軽量で強度があるグレーチング製造への進出事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 岩国市 有限会社ＹＯＵＳＨＩＮ 3250002019416 複合ＮＣ旋盤の導入による新分野展開 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 株式会社卯 2250001007380 地域ブランド米及び米の加工食品の小売業と複合型商業施設の新設 株式会社山口銀行

中国 山口県 大島郡周防大島町 山根　浩己 瀬戸内のハワイを救え！！～ｄｒｏｐ－ｉｎ大島販路拡大計画～ 株式会社西京銀行

中国 山口県 光市 株式会社芳川鉄工所 5250001010365 大型機械のメンテナンス事業への取り組み 株式会社山口銀行

中国 山口県 下松市 株式会社日柳製作所 5250001009465 レーザー加工機導入における革新的生産方法の実現 株式会社もみじ銀行

中国 山口県 下関市 株式会社西日本テクノ 6250001006635 全自動電線加工機と加工データ作成ソフトを用いた制御電線に特化したハーネス事業 株式会社山口銀行

中国 山口県 宇部市 有限会社梶谷工業 6250002006980 未利用木質材を用いた低コスト・高品質（高発熱量・高耐久性）バイオマス発電用燃料の開発 株式会社西京銀行

中国 山口県 防府市 株式会社扇屋 1250001002382 割烹の調理技術を活かした自社レトルト・冷凍食品ブランドへの展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 ダイニチ株式会社 8250002009354 ウォータージェットによる高速道路の斫り・補修工事への新分野展開 清水　敦也

中国 山口県 山口市 株式会社うめのや 7250001016096 海産物加工品の製造販売・オーガニックレストランによる旅館の事業再構築 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 株式会社ＲＡＩＺＩＮ 2250001016984 山口県内の中小企業に対して現場改善のためのＩｏＴデータ収集・分析・改善提案ができるツールの開発 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 株式会社ＭＩＨＯＲＩ 6250001000753 非接触／非対面型飲食店舗への転換による新常態への対応 株式会社西京銀行

中国 山口県 山陽小野田市 さくら ちいさなまちの隠れた魅力を発信するジェラート店の開設 一般社団法人山口県中小企業診断協会

中国 山口県 下関市 株式会社谷口商工自動車 9250001005865 遊休資産と新たな経営リソースを活用した新分野展開でＶ字回復 市竹　敦

中国 山口県 萩市 有限会社第五良栄丸 1250002013239 高付加価値水産加工品製造・販売への新分野展開 萩商工会議所

中国 山口県 柳井市 株式会社Ｒ＆Ａ 5250001013005 場所と時間に捉われない最先端の高機能ゴルフシュミレーター事業 株式会社西京銀行
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中国 山口県 山口市 株式会社ＲＮＳ 7250001016922 市内初の生肉を提供する焼肉店とつけ麺屋の併設店舗 松本　唯明

中国 山口県 山陽小野田市 株式会社ファイブス 7250002006204 看板屋からデジタル屋外広告業へ！デジタルサイネージ広告事業による事業再構築 株式会社西京銀行

中国 山口県 岩国市 有限会社幸生 5250002017987 薬局が始める地域密着型の高齢者住宅事業（新分野展開） 亀山　俊彦

中国 山口県 周南市 株式会社徳山マリン 2250001009105 多様化するマリンライフをトータルにサポートする企業へ 株式会社山口銀行

中国 山口県 萩市 波多野建設株式会社 9250001008133 『世代を超えて住み継がれる家　オーガニックハウス建売事業 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 周南市 株式会社グリーンハート 1250001009790 妊娠時系列に特化した学術的な動画情報サイトとＥＣサイトの構築 石田菜緒

中国 山口県 山口市 赤瀨石材工業株式会社 4250001000029 自社所有海岸と地域の自然をオリジナルアクティビティで満喫するグランピング事業への進出 小林　昭康

中国 山口県 周南市 福春波男 地元山口の食材をＥＣサイトで全国へ！！！！！！！ 株式会社西京銀行

中国 山口県 宇部市 有限会社アイテックス 6250002006683 板金加工事業への参入による新分野展開 西中国信用金庫

中国 山口県 防府市 株式会社キヤツスル 2250001001945 衣類小売及び軽プリント加工業から先端設備を擁する大規模印刷製造業へ 株式会社山口銀行

中国 山口県 宇部市 株式会社ローズ 3250001003726 婦人服小売業からシリカを用いた商品開発、施工への新分野展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 熊毛郡平生町 丸三食品株式会社 3250001012669 地元産品を使ったギフト・テイクアウト商品の単品量産体制確立による事業再構築 株式会社商工組合中央金庫

中国 山口県 美祢市 大洋パッキング株式会社 3250001018641 医療医薬食品バルブ製造・販売事業転換 林　修一

中国 山口県 山口市 株式会社ユニエンタープライズ 9250001002722 ＥＣに特化した物流倉庫事業への業態転換 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 株式会社フォルト 9250001006293 コロナ禍における環境問題に対応した、現代の空間づくり ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 光市 白井興業株式会社 2250001010236 脱炭素社会の到来を見据えた、総合プラントメンテナンス事業への進出 株式会社山口銀行

中国 山口県 長門市 有限会社にこにこサービス 1250002012851 リゾートヴィラ海来里（みくり） 重松　祐樹

中国 山口県 防府市 株式会社サウンドテック 7250001001981 音響関連機材小売業から、家庭内エンターテイメント空間創造事業への転換 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 サン・ロード株式会社 9250001000239 ウォータージェット工法によるはつり工事への取り組みによる業績のＶ字回復 はら経営株式会社

中国 山口県 下関市 ＡＳＴ株式会社 5250001016511 ライフデリ配食サービス事業計画書 廣瀬　博山

中国 山口県 宇部市 株式会社田辺商会 9250001004041 脱炭素化社会に適応した廃棄物活用の固形化燃料製造による新分野展開 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 下関市 株式会社コンチャレ 1011001128159 中華圏バイヤーと日本メーカーを結ぶＢ２Ｂプラットフォーム事業 ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社

中国 山口県 光市 株式会社テクノウェル 1250001009758 水素社会に向けて、高付加価値化を実現する建設業による製造業への業種転換 株式会社山口銀行

四国 徳島県 三好市 株式会社原製作所 7480001007568 コロナ禍を乗り越える！製造指示図面作成支援サービスへの挑戦 山田　盛史

四国 徳島県 徳島市 有限会社エミール・ソフト開発 6480002000639 コロナ禍におけるフォトウェディング需要に対応する撮影スタジオ開設 徳島商工会議所

四国 徳島県 板野郡藍住町 株式会社阿波麦酒 9480001008622 巣ごもり需要に対応し、新たにクラフト缶ビールの製造販売を行う 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 徳島市 阿波木偶人形会館 阿波人形浄瑠璃のＰＲと会館入場者増のための広告戦略 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 小松島市 ふん和りごはんおはな 地元に愛される和食惣菜屋経営者が挑む、徳島キッチンカー事業 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 ｋｉｔｃｈｅｎ　ｓｎａｃｋ　ｂａｒ　　ｍｏｃｈａ 冷凍食品の無人販売店舗を、徳島市中心部で新規オープン 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 株式会社プラスナイス 5480001006480 当社仲介物件へのリフォーム事業進出 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 徳島市 株式会社アニバ出版 9480001009232 シニアや女性等の働く環境と起業を支援、地域の新しい居場所づくりで　ポストコロナ社会の緩やかなコミュニティを創造する。 税理士法人アクシス

四国 徳島県 板野郡松茂町 株式会社Ｇｏｏｄ　Ｐｒａｃｔｉｃｅ　Ｐａｒｔｎｅｒ 4480001010277 シニア向け　ＩＴ　教育コミュニティスペース立上事業 株式会社ライトアップ

四国 徳島県 徳島市 株式会社ＭＯＲＩ　ＦＡＲＭ 7480001010150 自治体や一次産業系組織を対象としたＢｔｏＢ六次産業化研修事業 小松島商工会議所

四国 徳島県 三好郡東みよし町 有限会社西村自動車 5480002015737 徳島県西部地域での脱毛・エステサロンの展開 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 有限会社スタジオ・エース 6480002002420 ブライダル撮影をメインとする写真館のおもてなし力を活かした動画制作サービス 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 龍鳳飯店 中華専門店が作る本格中華飲茶の非対面セルフ式店頭販売事業 徳島信用金庫

四国 徳島県 徳島市 株式会社Ｓｈａｒｅ　Ｃａｆｅ　Ｌａｂ． 8480001009794 映像と個別授業で子どもたちの可能性を引き出す！ 徳島信用金庫

四国 徳島県 板野郡上板町 株式会社藤井製材所 6480001005572 新型コロナを克服する木材屋さんが行う地域密着型ＤＩＹサービス事業 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 徳島県 徳島市 株式会社ＡＲＡＴＡ 3480001007869 手作りフレッシュバター製造販売事業の新規展開 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 吉野川市 株式会社山文 8480001004564 プラスチック製が主流であった食品容器の紙製食品容器へ移行計画 徳島県中小企業団体中央会

四国 徳島県 名西郡石井町 株式会社松家製作所 7480001006330 地域住民の健康増進と地域経済発展に貢献する２４時間フィットネスクラブ事業の展開 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 徳島市 合同会社しあわせ工房 6480003000687 とくしま沖洲の心地よい環境を活かした、健やかに成長できるグループホーム 税理士法人アクシス

四国 徳島県 阿波市 わんさんぼん 日本古来の和三盆を継承・発展させるための販路開拓プロジェクト 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 板野郡板野町 有限会社大西鉄工 1480002011467 複合加工機と自動化ロボット導入による新製品製造ラインの構築 長岡　弘晃

四国 徳島県 美馬郡つるぎ町 有限会社松原電器 6480002015042 リフォーム事業への新事業展開 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 美馬産業株式会社 3480001002481 和三盆ラム酒を中心とした商品の製造事業開始による経営基盤強靭化 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社城東フード 3480001008132 四国初！常温型弁当自動販売機による非対面販売 税理士法人アクシス

四国 徳島県 三好市 有限会社前田食糧 2480002015847 残留農薬未検出米・麦を使用し、高機能米・麦として製造・発売する事業 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 浦車体整備工場有限会社 4480002000491 技術優位性を活かし同業者からの自動車特定整備請負事業に挑む新分野展開 株式会社みどり合同経営

四国 徳島県 名西郡石井町 四国リサイクル株式会社 8480001002568 自社の資源を活かした木くず処分「バイオマス燃料」の製造・販売による新分野への挑戦		 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 阿南市 株式会社橘コーポレーション 6480001007189 徳島県産の食品を商材とするインターネット通販事業の開始 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 板野郡藍住町 株式会社漆原商事 7480001008608 土木工事業から一般廃棄物再生利用事業に新分野展開を図る事業 徳島信用金庫

四国 徳島県 徳島市 猪本農園 ヴィンテージバイク専門販売・修理業への業種転換 税理士法人アクシス

四国 徳島県 板野郡藍住町 株式会社アセット 7480001005778 自社工場設置による機械部品等の内製化と付加価値額の向上 長岡　弘晃

四国 徳島県 鳴門市 株式会社福丸水産 7480001008442 海に囲まれた鳴門の自然の中で、天然の魚を釣る「釣り堀」 長尾　辰彦

四国 徳島県 徳島市 公美商事株式会社 6480001008377 当社の調理力×料理人の育成×シェアキッチンで新たな収益柱を構築 長谷　有希央

四国 徳島県 美馬市 井口鉄工所株式会社 5480001007660 新分野進出に向けた、次世代型加工機の導入による加工前段取りの大幅効率化と事業再構築の実現 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社成島建設 9480001001833 地球環境保全と災害防止への挑戦 株式会社伊予銀行
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四国 徳島県 徳島市 有限会社ナイス 3480002008676 グランピングを中核とした複合施設による小松海岸周辺地域の活性化 税理士法人アクシス

四国 徳島県 美馬市 株式会社栄工製作所 7480001007279 集合型のテイクアウト専門店を新築、開業する新分野への展開 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 板野郡松茂町 株式会社ヤマサス工業 7480001009853 デジタル機能搭載設備の導入で食品加工機械業界へ参入する新分野展開 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 板野郡板野町 株式会社ハートフルコープとくしま 8480001008160 紙類主体のリサイクル事業から　資源循環・脱炭素社会に向けたプラスチック類のリサイクル事業への新分野展開 朝日税理士法人

四国 徳島県 徳島市 株式会社寺内製作所 4480001001350 ニット編み機部品製造から靴下編み機部品製造へ進出して新規販路開拓 株式会社ゼロプラス

四国 徳島県 吉野川市 有限会社あけぼの 4480002008898 “日本初”エディブルフラワーでブライダルと農業の融合 吉野川商工会議所

四国 徳島県 徳島市 株式会社エーテック 5480001004344 ファイバーレーザ切断加工機導入導入で蓄電池市場への進出を実現 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社日野店舗建築 3480001001954 ３Ｄ加工機と職人技術の融合による特注家具等の製造と施工方法の転換 税理士法人後藤会計事務所

四国 徳島県 徳島市 吉田商事株式会社 2480001002128 プラ製から紙製へ！プラスチックフイルム専門工場の新たな挑戦！ 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 阿波市 有限会社籠谷鉄工 4480002009541 待ち工場からアウトドアメーカーヘ 藤井　太資

四国 徳島県 徳島市 有限会社ビューティさわ 8480002004381 美容室が展開する、テイクアウトカフェとレンタルスペース 長尾　辰彦

四国 徳島県 名西郡石井町 有限会社丸徳 8480002005693 フリーランス美容師と店舗オーナー、お客様の３者マッチング事業 株式会社阿波銀行

四国 香川県 高松市 元祖わかめうどん　大島家 飲食店主体から脱却する独自冷凍うどんの製造販売 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社アクトジャパン 2470001000314 産地証明書付き農畜海産物の粉末を少量受注製造及びＥＣサイトの構築 株式会社中国銀行

四国 香川県 坂出市 有限会社花工房 4470002015227 リテールサポート型花き仲卸事業へのチャレンジ 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 香川県 小豆郡土庄町 特定非営利活動法人アイランド・ネット 1470005005046 【小豆島】ワーケーション対応宿泊施設＆セルフカフェ事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 有限会社ハロータクシー 1470002002260 小規模タクシー事業者の生産性向上・業務効率化のためのタクシー配車業務受託サービス事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 東かがわ市 株式会社味道源 7470001015588 焼肉店だからできる『ローストビーフ』をＥＣサイトを通じて全国展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ＰＣＲ 9470001014464 魚病早期発見を可能とする養殖業支援ＡＩの開発 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 株式会社Ｇｏｕｒｍａｎｄ 4470001012869 当店自慢の料理を冷凍商品として新たに開発し、卸売事業に展開する 景山　洋介

四国 香川県 高松市 株式会社福生 6470001003552 宗教用具専門ＥＣサイトおよびカタログ販売事業の経験を活かす実店舗連携アフィリエイト型ＥＣ事業計画 株式会社池田泉州銀行

四国 香川県 小豆郡小豆島町 有限会社長瀬工務店 1470002019032 小豆島における『チルな家』を活用した民泊事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社ノイス 2120001183012 「撮ってシェアしてカタチに残す」みんなのスタジオ 折原　麻衣子

四国 香川県 小豆郡小豆島町 有限会社京宝亭 7470002019299 ＷＥＢショップ強化に伴う戦略的マーケティイングによる顧客関係構築事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 有限会社フレアデザイン 8470002010380 空き部屋を利用したシェアルームの多目的活用事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 三豊市 株式会社エフディアイ 5470001010418 和菓子製造のための急速冷凍設備導入と新たな販路獲得に向けた新事業展開 香川県商工会連合会

四国 香川県 丸亀市 株式会社味彩 8470001015744 和食料理人が本気で作るスパイスカレー専門店出店計画 みどり合同税理士法人

四国 香川県 三豊市 ｎｕｃｏ． 運動療育システムを活用し多様化する児童と家族に寄り添う塾 観音寺信用金庫

四国 香川県 丸亀市 有限会社香月 4470002014427 地場製品ポータルサイト運営による増収計画 冨松　誠

四国 香川県 仲多度郡まんのう町 仕立屋 ｗｉｔｈコロナの時代に安心して撮影できるセルフ写真スタジオを設立 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 香川県 仲多度郡多度津町 株式会社牡蠣屋りょうせん 1470001014026 ６次産業化でコロナに打ち勝つ販売形態を形成 多度津商工会議所

四国 香川県 高松市 株式会社トラベルビジョン 3470001003035 店舗のデジタル化及び感染症対策、オンラインシステムの購入 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社トフラップ 9470002008655 飲食サービス業から半ファブレス化による食品製造業への新分野展開 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ＡＭＡＴＥＲＡＳ 8470001016486 地産地消グルメをイートイン＆デリバリー！ドミナント戦略事業 權田　成悟

四国 香川県 観音寺市 北野鉄工有限会社 4470002015904 半自動旋盤導入により紙工機械の製造という新分野展開に挑戦する 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社すずや 8470001002239 コロナに負けるな！　新分野展開　食物販業への挑戦！　「古都果」出店計画 株式会社百十四銀行

四国 香川県 仲多度郡多度津町 合同会社Ｓ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 3470003001383 四国初、健康維持に向けたワンストップ型コンディショニング事業 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 香川県 坂出市 株式会社ア・ル・ク 6470001008832 独自メソッドにおける幼児指導資格のオンライン講座化で業界を革新 片岡　令

四国 香川県 高松市 セブンラノイ株式会社 1470001013333 オーダーメイドの背景の開発及び販売 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 香川県 三豊市 株式会社光工作所 2470001008729 ファイバーレーザ溶接システム導入による半導体製造装置分野への進出 株式会社ＪＡＰＡＮ　Ｂｒａｎｄ　ＨＡＬ

四国 香川県 高松市 株式会社オキオリーブ 7470001014268 オリーブ葉パウダーという新たな健康商品の生産・販売により健康寿命革命企業へ転身する 株式会社香川銀行

四国 香川県 小豆郡小豆島町 創作料理　野の花 地域の活性から小豆島の活性へ　～暮らしを営みながら創作と発信ができる家～ 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 株式会社ＮＢＭ 8470001016643 強みの「人的サービス力」を活かした。新展開「攻めの全社戦略」 岩本　大輔

四国 香川県 丸亀市 合同会社ライズ 6470003000374 ヘアサロン経営に加えて若年層に向けたレンタルサロン事業への多角化により経営を安定させる新分野展開計画 株式会社シェアードバリュー

四国 香川県 綾歌郡宇多津町 有限会社ウエディングボックスみつわ 8470002013929 ｗｉｔｈコロナ時代に対応したフォト事業への新たなチャレンジ 株式会社四国銀行

四国 香川県 丸亀市 株式会社エスシーエー 8470001007262 リモート検証に対応した、協働ロボット検査装置の開発と販売 税理士法人シーピーエー

四国 香川県 木田郡三木町 いちご家めい株式会社 5470001016019 産地存続のため自社・近隣のいちごを使った冷凍果実製造業へ転換 株式会社森の経営コンサルタント

四国 香川県 丸亀市 株式会社グローイングカンパニー 1470001012640 新聞配達の宅配ノウハウを活用した乳製品配達への新分野展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 さぬき市 フォトスタジオヒロセ株式会社 4470001017257 当社強みの撮影技術を活かした法人向け広告コンサル事業への転換 岩本　大輔

四国 香川県 綾歌郡綾川町 黒川土建有限会社 9470002010974 ドローンを使った農薬散布事業による新分野展開 税理士法人合同経営

四国 香川県 高松市 株式会社フソウリブテック 3470001003571 コンパクト・エコシティにおける空き家リノベ住宅事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 山英電機株式会社 1470001005388 先端塗装設備の導入による高品質の製品の実現で、脱炭素社会のリーディングカンパニーへ進化する 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社アルモ 5470002010490 新たなライフスタイルを提供するガレージハウス住宅販売・施工事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 三豊市 株式会社富山総合建築 3470001010766 総合建設業からトレーラーハウスの製造・販売業へ進出 株式会社ゼロプラス

四国 香川県 高松市 小松印刷株式会社 8470001005357 印刷ソリューションＥＣで営業のコロナ対策とＤＸ化、Ｖ字回復を図る 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 石丸製麺株式会社 1470001005339 業界初の全粒粉１００％乾麺の大量生産方式の確立および新市場の開拓 株式会社百十四銀行

四国 香川県 東かがわ市 有限会社松井自動車 8470002018622 オンリーワン・カスタムカーの販売事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 丸亀市 杉山紙業有限会社 5470002011803 香川県初！紙卸売から印刷加工までの一貫生産体制構築による新規顧客の獲得 税理士法人合同経営
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四国 香川県 高松市 有限会社新英興産 3470002003422 ＩｏＴ技術を搭載した次世代型コインランドリーと温泉施設の融合 株式会社香川銀行

四国 香川県 善通寺市 株式会社ＹＯＴＳＵＢＡ 4470001016309 ＩＣＴ施工での若手の活躍と未来への挑戦 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社プロテック 7470001003675 超難削材（ハステロイ）精密加工技術の確立による新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 香川県 坂出市 有限会社村上興業 9470002015453 新分野の人材派遣業への新規展開による事業再構築 株式会社愛媛銀行

四国 香川県 三豊市 株式会社エポック 1470001012608 地域活性化を目指す物流と倉庫の連携した新事業展開 観音寺信用金庫

四国 香川県 東かがわ市 株式会社メドレックス 3470001011509 貼り薬から新型コロナウイルスワクチン・マイクロニードル製剤への新分野展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社日本総険 3470001003159 インシュアテック事業分野への進出による事業再構築計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 有限会社岩村鉄工所 6470002001126 建設機械部品への新進出によるＶ字回復事業（事業転換） 株式会社百十四銀行

四国 香川県 坂出市 有限会社協和鉄工所 5470002014806 脱炭素社会への対応！世界的に注目されている電気自動車分野への新事業展開 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社タクテック 4470001002663 特殊用途建設機械の販売により、修理業から販売業に転換する 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 合同会社くまでんディレクション＆デザイン 2470003000956 非対面式のテンプレート提案＋定額型・顧客ごとに内容の異なるパーソナル広告 高松信用金庫

四国 香川県 観音寺市 有限会社藤田製作所 3470002016390 地場産業である食品製造機器部品製造への転換による増収計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 丸亀市 中西産業株式会社 4470001006631 香川県坂出市でグランピング施設およびレストラン運営する事業 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社ニュー・ポパイ 4470001005393 日本初となる「オリーブ地鶏の唐揚げ専門店」への挑戦 ベンチャープラス税理士法人

四国 香川県 三豊市 石井興産株式会社 1470001008853 坂出市発、外国人向けシェアハウス事業による地域貢献 坂出商工会議所

四国 香川県 坂出市 岡田鉄工有限会社 5470002014715 環境資源を活かしたＳＤＧｓ貢献事業への新分野進出 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社ジャパンモールド 9470001011627 低レベル放射線廃棄物一時保管ボックスの生産・販売による事業再構築 株式会社香川銀行

四国 香川県 東かがわ市 株式会社山西組 7470001011513 社長が特許取得。建設会社が行う工事車両タイヤ洗浄機製造事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 三豊市 株式会社パートナーズチック 5470001010236 国産初の自動卵内ワクチン接種機導入での作業省人化及び炭化鶏糞販売事業 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 カルメラＦｌｏｗｅｒ＆ｃａｆｅｓｈｏｐ 生花でインスタ映えするフォトスタジオ事業 高松信用金庫

四国 香川県 丸亀市 株式会社田中建築設計工房 6470001011794 住人のいない既存住宅の再生・利活用の推進事業 愛染　美智子

四国 香川県 高松市 ストロングポイント株式会社 2011601019582 「中小企業向け“やる気を下げない”人事評価システム（ジンヒョウ仮）」の開発 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社アハティ 9470001014258 中古軽自動車の介護式福祉車両改造サービス 高松信用金庫

四国 香川県 観音寺市 有限会社山本ステンレス 3470002016259 ３次元切削加工技術高度化による環境・ワクチン関連産業への新分野展開 観音寺信用金庫

四国 香川県 木田郡三木町 株式会社三森 6470001006753 コア技術を活かした、製紙用ワインダー装置への新進出事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 東かがわ市 日生化学株式会社 9470001011453 医療介護用手袋の開発上梓 株式会社中国銀行

四国 香川県 丸亀市 株式会社春瀬建設工業 2470001008332 新世代足場普及のためのストックヤード建設 折原　麻衣子

四国 香川県 観音寺市 株式会社ＲＡＫＵ 4470001014163 飲食業、小売り業の強みを活かしたまちぐるみ一棟貸宿泊施設 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社リンクストア 7470001014433 結婚相談所データを活かした社会人男性身だしなみＵＰのための美容室 高松信用金庫

四国 香川県 観音寺市 株式会社富商 2470001010296 惣菜の加工品事業への進出により、巣ごもり需要の獲得・高付加価値化事業 株式会社香川銀行

四国 香川県 三豊市 有限会社瀬戸内急便 9470002017045 倉庫内他社製品とのコラボ企画付き小口集積型営業倉庫「倉庫本舗」開設 高松信用金庫

四国 香川県 丸亀市 鰻城 厳選した「極上の鰻」の通信販売事業 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 西日本ステンレス株式会社 1470001003169 金属製建具製造業から段ボールシート自動供給装置製造への新規展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ウエストアライアンス 1470001006015 既存事業とは違った新機能・新取扱商品を導入する事により差別化を図り、新分野での事業再構築を目指す 株式会社高知銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ｅｖａｎｃｅ 6470001015176 音響オンラインスクール事業への新規展開による事業再構築 株式会社百十四銀行

四国 香川県 木田郡三木町 株式会社高松ホツトスタンプ 2470001006955 看板（アートサイン）と建築板金の融合　「アートサイン板金」市場の創造と拡張へ向けた事業展開 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 ひまわり介護有限会社 9470002007995 最先端な感染症対策と高度な介護サービスによる有料老人ホーム事業 株式会社中国銀行

四国 香川県 三豊市 合同会社茶茶 1470003000643 テイクアウトサービスを活用したワンランク上の寿司店経営 観音寺信用金庫

四国 香川県 丸亀市 有限会社ダイゲン自動車 2470002011871 地域活性化のための「ショールーム型マルシェ」の運営 折原　麻衣子

四国 香川県 高松市 株式会社コトバス・コミュニケーションズ 9470001002114 地方から新たな旅のスタイルを提案！ワーケーションゲストハウス 黒川　一也

四国 香川県 綾歌郡綾川町 株式会社サンテック 1470001006857 ＦＲＭＰ（乾燥式ミニプラント）の生産体制を構築し、フードロス削減事業（ＳＤＧｓ）への新分野展開 吉川　和良

四国 香川県 丸亀市 株式会社ライフサポート 1470001009752 「宿泊型展示場」を活用した水まわり設備販売への業態転換 株式会社愛媛銀行

四国 香川県 三豊市 株式会社大矢根利器製作所 8470001010448 明治から受け継がれる刀鍛冶の技術！コロナを超えて技術革新への挑戦 税理士法人山田アンドパートナーズ

四国 香川県 高松市 香川シームレス株式会社 8470001000960 オーダーメイド対応の超小ロット商品製造ライン・ＥＣサイトの構築 株式会社商工組合中央金庫

四国 香川県 高松市 株式会社四国中央観光 5470001004675 キッズスペースを併設したレンタルスペースを整備する事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 観音寺市 株式会社三宅設備 1470001010108 ３次元ＣＡＤ導入し見やすく分かりやすい住宅リフォーム業への参入 観音寺信用金庫

四国 香川県 綾歌郡宇多津町 勇心酒造株式会社 1470001007806 海外顧客向け化粧品の製造・販売 デロイト　トーマツ税理士法人

四国 香川県 高松市 中商事株式会社 9470001014225 サブスクによるリユース衣料品のレンタルサービス等の循環型事業 高松商工会議所

四国 香川県 高松市 味処がむしゃら ２０年続いた讃岐コーチン中心の居酒屋のノウハウを活かした卸売・小売業への事業展開 吉川　和良

四国 香川県 高松市 有限会社石川設備 1470002000933 災害発生時、地域に貢献する公共インフラ工事業への業態転換による事業再構築 安岡　和孝

四国 香川県 丸亀市 株式会社福岡商会 7470001008600 ＥＶ・観光・地域をキーにした付加価値重視型の新モビリティステーションの展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 セカンドキッチン 森のチャペル「おもてなしに特化したスモールウエディング」 株式会社香川銀行

四国 香川県 小豆郡土庄町 株式会社元屋商店 5470001012232 醤油蔵の歴史資産と地元木材を活用した新たな建築技術による民泊事業 香川県信用組合

四国 香川県 高松市 株式会社木村建設 8470001001232 自分の家を持ちたい若者を応援する規格型住宅販売事業への進出による業態転換 安岡　和孝

四国 香川県 さぬき市 飯田農園 桃と李の特級果実を使った長期保存可能なお菓子づくりで新分野展開 香川県商工会連合会

四国 香川県 観音寺市 讃岐煉瓦株式会社 8470001009911 既存の日帰り温泉施設を核にした、密を避けられる形態の宿泊事業への進出 株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社サンマルシェ 5500001017319 農家、大学との連携による柑橘類等のブランディング・流通革命！ 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西条市 有限会社山之内刺繍 7500002015294 衣類分野進出によるタオル刺繍加工依存度の低減 税理士法人あおば
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四国 愛媛県 今治市 株式会社原田印刷社 2500001013056 アクリルグッズの製造とＥＣサイトによる販売 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西条市 合同会社シー・ハー 3500003001677 キッチンを核としたシェア＆レンタルスペースで地域初のサービス提供 志賀　公治

四国 愛媛県 松山市 株式会社プリプリ 8500001006756 屋外型写真スタジオ新設による、家族の一員であるペットのための思い出動画サービスの開始 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 八幡浜市 八幡浜日整自動車工業株式会社 2500001008477 車検検査機器導入による検査業務の内製化と、顧客データを活用したフォローアップ体制の構築 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 松山市 株式会社濱﨑組 6500001003350 国土強靭化に寄与。大規模コンクリート補修工事への参入に向けた新工法の確立 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社オオアサ 1500002022263 地産地消！健康促進中華そばで、身体も地域も活性化！！ 川之江信用金庫

四国 愛媛県 松山市 有限会社あかり 5500002000620 愛媛の食材にこだわった老舗居酒屋の新たなテイクアウト改革 税理士法人藤本会計事務所

四国 愛媛県 松山市 有限会社ホクヨ 1500002006035 地域農水産物を活用した高付加価値加工食品の製造 中西　雄二

四国 愛媛県 伊予郡砥部町 ウインドリペア愛媛 オリジナル刺しゅうグッズのネット販売事業による業種転換 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社伊藤被服 3500002015827 高い縫製技術・ノウハウを活かしたキャンプ用品市場への進出 道浦健治

四国 愛媛県 松山市 株式会社Ｋｉｚｕｋｕｒｉ屋 6500001021063 地場工務店が事業再構築により下請からの脱却を目指す事業 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 Ｇｒｉｎ 地元繁華街を活性化させるためのサブスクリプションサービス事業 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 愛媛県 松山市 整骨院　かわぐち元氣堂 整骨院の強みを生かした機能訓練デイサービス事業への進出展開 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 松山市 株式会社ＧＯＯＤ　ＦＩＥＬＤ 7500001006286 「笑顔の食卓、愛媛への愛を深める」愛媛県食材を使ったＥＣ事業と非接触型販売事業による新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社いたや 7500001016541 コロナ禍での非接触型肉料理専門店で新分野展開し売上拡大を目指す。 株式会社さくら会計事務所

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社アイワ 6500002015551 コロナ禍でも安心して過ごせるうなぎ屋店舗事業 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 松山市 株式会社サン愛ヘルストロン 9500001001707 移動販売及び体験車を活用し「健康づくりを楽しむ街づくり」へのサポート展開 朝日税理士法人

四国 愛媛県 松山市 株式会社あさつき 7500001019206 食卓をハッピーに！冷凍自販機を用いた地産地消餃子販売事業の展開 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 そらしと珈琲 飲食業界に待ったなし！珈琲サブスクで愛媛の働く人を元気に！ 坪井　亮

四国 愛媛県 松山市 株式会社グラスプクリエーションズ 1500001017074 「ＷＥＢ業界の現場で活躍出来る人材育成」を目的としたオンライン個別指導 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社ジーライン 8500001005766 紙の配車表不要！複雑な配車業務を快適なテレワーク環境へと実現するシステム販売事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社トップエージェント 8500002022224 オンラインハンドメイドスクール 株式会社ライトアップ

四国 愛媛県 松山市 ＴＭトミオカ株式会社 1500001002919 大型テント膜材の広告資材への活用による観光事業等「街」の活性化事業 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 今治市 トリコ 愛媛県今治産の食材で企業向け商品・レシピ開発、料理教室の運営 今治商工会議所

四国 愛媛県 今治市 株式会社トップファクトリー今治 2500001012529 新しい生産技術を活用し新市場の介護市場で事業化を達成する エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 宇和島市 株式会社松本真珠 9500001016622 新規事業として直販店開設によるＢｔｏＣ市場開拓での売上拡大 上田　保

四国 愛媛県 西条市 株式会社小松協同企業 7500001010668 特殊車両対応認証工場設立による自動車整備業への新分野展開 高田　勝人

四国 愛媛県 宇和島市 株式会社ダイニチ 9010001210968 スマート養殖による飼料アドバイザリー事業の展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 大洲市 株式会社アイテック 8500001007630 大型撹拌導入による新事業展開 中津　藤信

四国 愛媛県 松山市 株式会社オノダ 2500001001151 デザイン建材事業向け新分野展開のための設備導入 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 東温市 北米産業株式会社 7500001007276 ゼロエミッション確立で木材木製品製造業が挑むペット商品開発 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 有限会社杉山輪業 4500002003673 地方活性化！自転車利用による新たなる観光拠点の開発事業 森　貴弘

四国 愛媛県 北宇和郡鬼北町 株式会社スカイ・ジョイント 9500001020211 米の乾燥・精米請負と、品質・売価向上に向けた精米・小売事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社七福ホーム 4500001006479 低炭素・健康という社会ニーズに対応した住環境提供への挑戦 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 西条市 いよせき株式会社 3500001008897 石材加工技術を活かした新商品のＥＣ販売プロジェクト 株式会社大三経営事務所

四国 愛媛県 松山市 株式会社アイテツ 5500001000266 免震装置生産体制構築のための新たな切断加工方法導入による業態転換 倉智　武彦

四国 愛媛県 松山市 株式会社大可賀造機 8500001001047 非鉄金属素材を使用した高精度部品への新展開とグローバル市場への挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社ケイアンドケイコレクション 9500001008644 雇用創設と既存事業の売り上げ拡大を可能とする、　新分野コインランドリー事業への進出 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社愛和架設 2500001017180 コンクリートガラ破砕機を導入し、コンクリートガラの処理により「ＲＣ４０」を製造する 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 今治市 株式会社藤高 5500001012245 新販路開拓に向けたジャストインタイムを目指した縫製工場のスマートファクトリー化 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社シーネット 3500001014664 シール・ラベル製造の専門業者から脱却し、新たにパッケージ製造分野に進出する 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 松山市 新日本建設株式会社 4500001002098 ＬＣＣＭ住宅（ライフ・サイクル・カーボン・マイナス住宅）普及推進のために必要となる愛媛県木材を用いた製材の製造販売事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社石村住建 2500002020919 循環経済の促進・低炭素社会の実現を目指した泊まれるモデルハウス 川之江信用金庫

四国 愛媛県 今治市 株式会社大三乾物 8500001011839 海産物乾物原料の選別と新商品製造販売事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 東温市 株式会社ジョイ・アート 6500001007285 劇場の空き時間を有効活用し観光客を呼び込むＤＸ化プロジェクト 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 白方興業株式会社 5500001001801 伝統民芸品（伊予かすり）のリサイクルシステムの構築に繋がるリサイクル事業とＥＣサイトを通じた地域活性化への挑戦 株式会社ロジヤ

四国 愛媛県 宇和島市 株式会社ウォンズ 6500001015981 国内初の”顔が見える”ＩＴコンシェルジェサービスへの業態転換 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 北宇和郡鬼北町 株式会社あう農園 2500001020630 玄米保管サービス並びに精米加工サービスの提供 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社オレンジフーズ 7500001013712 製造現場のＤＸ化による生産性の向上及び衛生管理強化による業態転換 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社ワシ屋グループ 3500001012957 地域社会に寄り添い豊かな暮らしを支える「洗濯代行サービス」の展開 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 西条市 株式会社クリタ 1500001008949 高強度銑鉄材料ＡＤＩ１２００によるスマート農業市場への参入 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 有限会社マオ 7500002019907 長期滞在型宿泊施設建設による地元今治地域の観光活性化事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西条市 成龍酒造株式会社 5500001009290 老舗酒蔵による「酒粕仕立ての味噌」作りを通した事業再構築 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西予市 佐藤真珠株式会社 7500001013984 スジアオノリの陸上養殖事業計画 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 三和紙工株式会社 4500001014309 大量生産・衛生管理に対応したパッケージの製造のための新ライン構築 株式会社中国銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社大石工作所 1500001009708 特機工場を新設し、高精度加工が要求される新分野（水素製造装置関連部品）へ展開 公益財団法人えひめ東予産業創造センター

四国 愛媛県 松山市 有限会社エンゼル調剤薬局 5500002007962 在宅訪問とＤＸを強化したドライブスルー対応薬局の新設で地域のかかりつけ薬局へ転換！ 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 宇和島市 横山建工有限会社 9500002023279 高齢者向けサービス強化により、やさしい家造り、街づくりを実現 一ノ宮　康嗣
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四国 愛媛県 今治市 四国溶材商事株式会社 4500001011677 ＬＰガス販売事業におけるスマートメーターと見守りサービスの新規事業 山田コンサルティンググループ株式会社

四国 愛媛県 松山市 リベラル 地域特産品の柑橘を活用したオリジナルシロップ製造販売事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 アシスト株式会社 4500001021825 「Ｗｉｔｈコロナ」時代の新しいクラウドアプリ管理システム活用型フィットネスジム事業 白山　晃嗣

四国 愛媛県 今治市 株式会社ミヤノ 5500001012402 流通経路の改革による短納期化・高付加価値化の実現 株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 西条市 くらしとごはんリクル がんもどきブランディングで日本の食文化を守りコロナに打ち勝つ！ 高田　勝人

四国 愛媛県 四国中央市 大成薬品工業株式会社 1500001014699 既存商品群と異なる新商品開発販売のための新ラインを増設し、経営体質の強化を図る。 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社ＫＩＲＩ 4010401130085 愛媛をクラフトビールの聖地に！飲んで泊まれるブルワリー 齋藤　利文

四国 愛媛県 西宇和郡伊方町 株式会社中田水産 6500001008531 ＨＡＣＣＰ対応工場建築計画 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社白石設計 7500001014074 設計会社が挑むウィズコロナ時代のダイバーシティ構想 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 ゼロハウス株式会社 2500001015127 体験型モデルハウスを建設することにより、新築住宅事業へ進出する 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 西条市 株式会社豊和工業 8500001009395 強度向上のためのショットブラスト導入による小型ＥＶ乗用車部品量産への進出 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 喜多郡内子町 有限会社下元自動車整備工場 8500002012860 高性能林業機械のアタッチメント架装による新分野展開 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 四国中央市 ジャスティン株式会社 1500001014815 研修事業「　Ｓｅａｌ　Ｓｋｉｌｌ　ｕｐ　Ｓｃｈｏｏｌ　」の導入 株式会社四国銀行

四国 愛媛県 八幡浜市 小山水産有限会社 3500002013211 小売業への新事業展開！地域の出荷量を増やす高性能氷の販売事業 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 有限会社奥村ストアー 6500002001799 地域農家と連携！店舗改築で産直プレミアム青果物小売へ業態転換 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西条市 藤岡生コン株式会社 8500001009387 地域課題解決と循環型社会に向けたセメント・コンクリート製品への進出 株式会社百十四銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社森薫 4500001012436 地域密着！脱炭素・防災社会への挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西条市 有限会社エムエスイー 6500002015519 射出成形機市場を中心とした自動省力装置製造施工の新分野展開 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 愛媛県 松山市 Ｔａｉｙｏ運輸建設株式会社 7500002004082 建設重量物のサプライチェーン構築による地域中核企業への挑戦 株式会社阿波銀行

四国 愛媛県 宇和島市 築地木工有限会社 4500002022896 地域にやさしい林業で長く愛され続けるモノを創る 一ノ宮　康嗣

四国 愛媛県 西条市 有限会社こめとみ 3500002014911 フトンが洗えるコインランドリー経営による新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社愛新鉄工所 2500001009566 運搬・自動機器等の鉄製品製造から銅・チタン等特殊素材を用いた環境配慮型製品の製造業への業態転換 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 有限会社エスペランス 3500002020422 お家で簡単「魚料理ミールキット」の開発による事業再構築 丸山　達也

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社木代建築工芸 6500001022623 木製家具・木製建具製作販売事業計画 田窪　滋記

四国 愛媛県 西予市 宇和土建株式会社 9500001007893 建設残土処理場の運営 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 東温市 株式会社サカワ 6500001007277 黒板メーカーによるアフターコロナの教育を支える新しいソフトウェアの開発 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 万里ａｎ Ｗｅｂショールームと造花アートの組合せによる新事業展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 ホテルエコ道後 簡易宿所から無人ホテル業への新分野展開 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 今治市 越智源株式会社 7500001011336 タオル染色加工業の新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 有限会社ヒロワークス 3500002005646 ４軸加工を要求される新製品製造の引き合いに対応する事業再構築計画 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 有限会社川又タオル 7500002018074 今治ブランドを活用した日用品分野への進出により経営強化を図る 一ノ宮　康嗣

四国 愛媛県 松山市 有限会社スタジオ・ツーワン 2500002003700 挙式ができるフォトスタジオ開設による新分野展開 株式会社高知銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社エイガカン 6011501024365 多目的グランピング施設の新設 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社栴檀 9500001006169 新規西洋料理店の経営 五十﨑　清

四国 愛媛県 宇和島市 有限会社エヌ・スタイル 9500002024194 ロードサービス事業の拡充と車輌運搬事業への進出 宇和島商工会議所

四国 愛媛県 松山市 株式会社開商店 9500001003447 四国初！モーションキャプチャー設備を有するシェアリングスタジオ運営事業 エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 西条市 越智機械工業株式会社 1500001009245 脱炭素向け消費電力抑制のための高効率モーター部品製造事業の構築 株式会社商工組合中央金庫

四国 愛媛県 宇和島市 有限会社清家組 2500002023351 国内未導入の建設機械の活用により、愛媛のみかん栽培をサポートする農地整備事業に特化する。 中山　勇希

四国 愛媛県 東温市 株式会社重信総建 1500001020615 防災・減災と建設業のＩＣＴ化を若き力で加速度的に推進し笑顔あふれるまちづくりに貢献 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社ハートウエル 6500001012137 瀬戸内の地場産品をブランド化し販売する生活雑貨事業 株式会社四国銀行

四国 高知県 高知市 有限会社泉家 8490002000446 コロナ禍における地方飲食店のイノベーション 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 サンクゼール・久世福商店 レッドオーシャンのエアポケットに出店！新時代の喫茶・カラオケスナックの挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 四万十市 四万十ぶしゅかん株式会社 9490001007953 熱処理工程の内製化による新商品開発および県外への販路開拓事業 濱本　健太朗

四国 高知県 香南市 合同会社Ｂｅｎｉｆａｒｅ 3490003001084 一次加工品の製造及び販売という野菜ソムリエの資格をいかした付加価値を加えた新分野への進出。 小川　博行

四国 高知県 四万十市 いちじくｄｅｓｉｇｎ ものづくり擬似体験！デザイナー×レーザー加工で贈り物 伊藤　央

四国 高知県 四万十市 合資会社平和観光 1490003000419 非対面システム導入とロケーションを活用した宿泊事業の展開 中村商工会議所

四国 高知県 高知市 ｔｅｔｅ　ａ　ｔｅｔｅ コロナストレスによる自律神経の乱れを解消！セルフ式のエステサロンに事業転換 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社大藤 4490002000796 ３次元データの活用によるＩＣＴ活用施工の推進 松永　敏明

四国 高知県 四万十市 ブライダル　シャルール 「貸衣しょう業」から「ウェディングプロデュース」にシフトする 中村商工会議所

四国 高知県 高岡郡四万十町 丸正水産株式会社 7490001005876 老舗鮮魚卸売が目利きしたカツオのたたきと定置網の一船買いによるＢｔｏＣへの挑戦 株式会社高知銀行

四国 高知県 香美市 合同会社高知カンパーニュブルワリー 9490003001153 顧客関係構築を目的としたブランド体験型施設と本格ビール工場の新設事業 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 田村プラント工業株式会社 9490002008117 金属加工事業から新たな挑戦！！　金属加工から布生地特殊加工へ 高知商工会議所

四国 高知県 吾川郡いの町 株式会社近澤建設 7490001005389 地球にやさしいエコ資材「スーパーソル」製造事業への新分野展開 みどり合同税理士法人

四国 高知県 高岡郡日高村 有限会社イワイ 4490002009400 除菌効果の高いウェットティッシュの製造販売事業計画 みどり合同税理士法人

四国 高知県 高知市 株式会社中繁 6490002003764 老舗家具店の新たな挑戦！中古家具販売・修理事業への参入 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 川北印刷株式会社 9490001006162 従来の商業・出版印刷から厚紙印刷の新分野に進出、事業再構築を実現 株式会社四国銀行

四国 高知県 宿毛市 彩食や一期一笑 新分野展開、四国西南部の一次産品を中心にした販売用商品の開発と販売所の設立 宿毛商工会議所

四国 高知県 高知市 有限会社蔵多堂 1490002007910 新規顧客を取り込むコロナ感染症対応徹底型の個室焼肉店への挑戦 高知商工会議所
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四国 高知県 南国市 グッドラックカンパニー株式会社 8490001006650 屋上グランピング・室内フィットネス対応のワーケーションホテル 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 株式会社Ｃｌｉｍｂ　ｔｈｅ　ｓｔｅｐｓ 1490001008587 “家族で楽しめるプチアミューズメントパーク”キッチンカーと中古車販売店との新たな飲食業態の展開！ 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 株式会社野本精工舎 8490001006460 ３次元レーザ加工機導入による半導体製造装置の高精度部品への新事業展開 株式会社商工組合中央金庫

四国 高知県 安芸郡田野町 西岡養鰻 鰻養殖業の６次産業化。食品製造加工業進出への挑戦！ 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 株式会社東洋技研 1490001001600 環境に配慮した新たな分析手法「環境ＤＮＡ調査」のへ進出 濱本　健太朗

九州 福岡県 北九州市小倉南区 曽根金属工業株式会社 5290801002120 脱炭素に対応　破砕機・粉砕機による銅・アルミリサイクルの高精度化 株式会社シャイン総研

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社アルタス 9290001079773 Ｗｉｔｈコロナ対応、非対面型営業ツールによる新規優良顧客の獲得 キークレア税理士法人

九州 福岡県 福岡市南区 オフィスプライマリー コロナ禍時代の集客「ＳＮＳインスタグラム」オンラインスクール 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 ジャンケンポン ～脱コロナ時代に贈る～【全世代向け頭脳スポーツＮＥＷ麻雀応援事業】 税理士法人Ｄｒｅａｍ２４

九州 福岡県 北九州市小倉北区 山﨑　真吾 ミシュラン福岡掲載店が行う本格スープ・テイクアウト専門店 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 大野城市 株式会社ライフネクスト 3290001066892 「障害者のための障害者による」障害者の生活支援用品の通信販売 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市東区 ホームテック株式会社 4290001019239 蓄電池などのＳＤＧｓに貢献できる市場への参入計画 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 北九州市小倉北区 とみ川商店株式会社 4290802004406 高圧殺菌窯を活用した今までに無い高付加価値商品の創生 中川　聡弘

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ランドリープレス 4290801017425 九州初上陸、牛骨ラーメン店の出店による飲食業への業種転換 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 柳川市 株式会社新々 4290001073797 懐石日本料理店から本格的出汁を使った惣菜店への業種転換 柳川商工会議所

九州 福岡県 田川市 アボンド オリジナル商品の開発力を活かし、調理済み冷凍食品を製造 廣門和久

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｍ＆Ｍフュージョン 4290001060275 新鮮なオーガニック野菜＆九州地鶏の串焼きテイクアウト専門店 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 中華料理旬 ヘルシー美味しい「グルテンフリー肉まん」等の製造・通信販売 瑛智税理士法人

九州 福岡県 久留米市 株式会社ＥＢＭ 7290001075320 オーナー向けスクール事業展開による新たなビジネスモデル構築と業界連携促進事業 税理士法人ユース会計社

九州 福岡県 春日市 株式会社ニッシン 2290001041533 アパレル３Ｄキャドソフトを活用した婦人服セミオーダー衣料を消費者へ直接販売する事業 西岡　隆

九州 福岡県 久留米市 鯉の巣本店 当店自慢の川魚料理の商品化及びネット通販事業の開始 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 福岡県 柳川市 紅茶の店ＲｉｖｅｒＦｌｏｗ 上質紅茶と焼き菓子のサブスクリプションサービスによる販路開拓 柳川商工会議所

九州 福岡県 飯塚市 株式会社プランニングエン 1290001045717 心理士向けオンラインカウンセリングルームのレンタル事業 株式会社福岡中央銀行

九州 福岡県 糟屋郡篠栗町 株式会社ルート６０７ 4290001072436 居酒屋メニューを活かしたパン屋事業・カフェ事業への進出 齋藤　由宇

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＣＨＡＭＢＥＲＳ 4290001085355 「宿泊施設×シーシャカフェ」によるクロスセルで売上Ｖ字回復事業 平　了輔

九州 福岡県 北九州市門司区 有限会社ラ・メール雅 8290802011332 海鮮レストランの活魚・惣菜・加工品販売及び、釣り向け釣魚惣菜加工サービス事業 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 飯塚市 株式会社ＴＲＩＡＲＴ 3290002046902 実証型イノベーション施設の構築による産学連携コンサル事業の展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ａｔａｍａｎｉ 8290001092538 マンションオーナーとリフォーム業者のマッチング事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 ゾウタ衣料 買い物難民の高齢者を救うＭＡＩＤＡＳＩコミュニティ 福岡県信用組合

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ディック 9290801010301 ＩｏＴ技術を活用した非接触型オリジナル顔認証システムの開発・提供事業 古賀　光雄

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ピーアイエス 7290001072755 女性客の肌ケアの需要を「フェイシャルエステ」で開拓 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ヴォーカス 1011101085481 コールセンターを内製した通販事業への再構築 株式会社コンサラート

九州 福岡県 福岡市博多区 Ｆｕｔｕｒｅ　Ｃｏｎｎｅｃｔ株式会社 2290001078385 留学カフェ出店計画 松尾　雅人

九州 福岡県 福岡市早良区 手あてびと マッサージ師を、ピンポイントで個人検索できるｗｅｂサービス事業 福岡信用金庫

九州 福岡県 福岡市早良区 ビーズパーク 農薬散布ドローンを用いたコントラクター事業で農薬散布請負事業への進出 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ツカサ印刷株式会社 7290801002408 若年層をターゲットとする脱毛サロン開業による印刷会社の再構築 髙村　英子

九州 福岡県 久留米市 有限会社牟田鉄工所 1290002050443 高精度加工製品をＪｕｓｔ　ｉｎ　ｔｉｍｅで提供できる提案型鉄工所へ 松代　和也

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社マリングループ 8290001026413 カラーコンタクトレンズのオンライン販売チャネルの開設 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社三ヶ森タクシー 2290802014134 全国初！タクシー会社の御用聞きビジネス 中村　啓一郎

九州 福岡県 糟屋郡篠栗町 有限会社Ｃ－ＮＡ企画 9290002037978 福岡県初　無人２４時間営業「男性専用脱毛サロン」の開業 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社エフ・ソルト 2290001035188 地域特化の住宅ポータルサイト運営による販路開拓事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 久留米市 安全タクシー有限会社 8290002048316 クラウド型タクシー配車システム導入による共同配車サービス事業 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 しばた整骨院 団塊ジュニア以降を対象とした出張整体事業 西村　治雄

九州 福岡県 北九州市八幡東区 株式会社千草 1290801009301 特殊急速凍結機によるホテルメイド惣菜＆スイーツ販売事業 前田　俊雄

九州 福岡県 三潴郡大木町 クリーニングの白鳥 宅配クリーニング事業開始によるウィズコロナ・アフターコロナに対応した事業体制の構築 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 古賀市 株式会社朝日プロモーション古賀 5290001036282 さつまいもの６次産業化によるいもスイーツ専門店への事業転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 行橋市 大池鉄工 行橋市の自然を活かした体に優しい無添加のハチミツ製造、販売 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社カマタテクナス 6290001019550 これまでの開発経験・当社の強みを生かして３Ｄプリンターなどの設備を準備して行う開発支援事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

九州 福岡県 春日市 有限会社洗光舎 1290002040873 クリーニング技術を活かした高品質リユース学生服販売事業へ展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社ＨＳＣ　ＪＡＰＡＮ 4290001062420 日本・ベトナム全域で自社製造商品をはじめ、電子商取引（ＥＣ）事業による販路拡大と新商品開発 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 佐々木　正利 九州初！入浴施設＆ＩＯＴの体験・販売と宿泊等の複合事業 一ノ宮　康嗣

九州 福岡県 柳川市 株式会社カネヤス 7290001057748 自社開発の特殊冷凍による魚介等地産品を使用した冷凍調理食品の商品化 柳川商工会議所

九州 福岡県 飯塚市 株式会社アンドワン 7290001046511 ユーザーとセラピストを繋ぐリラクゼーションデリバリーサービスの展開 西岡　隆

九州 福岡県 糸島市 風天農園 無農薬・有機栽培野菜を使った新たな糸島の観光資源づくり 山田　周作

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社八百光 9290001086423 八百屋が選んだ、こだわり野菜によるサラダとスープのテイクアウト販売 福岡県信用組合

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社サンエー 9290001007577 ヨーロッパ買付先の在庫情報を共有　オンラインショールーム事業 株式会社シャイン総研

九州 福岡県 糸島市 合同会社イマチュウ 1290003007500 中国顧客に向けた独自性の高い日本旅行サービスアプリの開発事業計画書 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 ごはんや飯すけ 福岡でしか食べられない魚を全国へ。魚を通じた食の豊かさの実現！ 株式会社西日本シティ銀行
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九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社夢花 1290002003946 ＳＤＧｓ－フードロスに取り組む鉄板焼きの店 福岡商工会議所

九州 福岡県 大牟田市 株式会社十八食肉 4290001054698 強みの商品力を活用したＢｔｏＣ市場向け商品開発とＥＣ展開 大牟田商工会議所

九州 福岡県 豊前市 株式会社くぼて鷹勝 5290801021500 鷹勝３０年の味を食卓で！『オリジナル商品の製造販売事業』 鈴木　秀信

九州 福岡県 北九州市小倉南区 メンバーズ　朧 自家製焼立カヌレが主力のテイクアウト・デリバリー対応カフェバー事業 室井　孝文

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 株式会社みしま 7290001039151 自社製造食品を主体とした食品小売業への展開 株式会社福岡中央銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社アイリス 2290001070557 シングルマザーを応援！アイリスアプリを使った非接触サービスの提供 石井　一行

九州 福岡県 福岡市中央区 エイキュウリンクス株式会社 1290001063925 非接触型電子クーポンを活用し、従業員満足度の高い福利厚生サービスによる地域活性化事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 久留米市 有限会社大石クリーニング店 6290002048573 コロナ環境下需要のあるウイルスや菌の除菌清掃事業への業種転換 井上大輔

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ボディボックス 1290001057588 オンラインレッスン・ＥＣサイトによる、お客様の健康増進計画 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社ゲリシゥムマーブル＆カーペット 3290001036243 日本初のトルコのステッキ直輸入ネットショップ販売事業 杉野　泰雄

九州 福岡県 福岡市博多区 モモ焼き百百ちゃん スイーツ作る顔してない！空手家居酒屋店主が作る濃厚プリン！ 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 中野興産合同会社 4290003008801 カフェバーからテイクアウトメインのたこ焼き店への転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 糟屋郡志免町 有限会社幸桜 4290002038287 引越屋がリサイクル業を兼務、引越時の新たなお悩みを解決します 山田　周作

九州 福岡県 福岡市南区 ろじ屋 日本初！厚焼きだし巻きたまごサンドの通販事業の開始 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社ファタ 8012401019759 国内外消費者の美と健康を内から外までサポートする小売業への事業転換 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

九州 福岡県 福岡市西区 ヨクト株式会社 1290001076794 介護事業者のオンラインリハビリ指導が可能になるアプリ開発への新分野展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社西宣 3290001000439 老舗販促製品製造企業が挑む！　一般消費者向けオリジナル商品の販売事業 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 飯塚市 ケーズクルー有限会社 7290002045462 店舗営業が困難なため機材を購入し新メニューを増やし通販の販路を拡大したい 飯塚信用金庫

九州 福岡県 久留米市 居酒屋　はっちゃん コロナ禍を乗り越え各種イベントに食の楽しさをお届けするキッチンカー 中田　眞二

九州 福岡県 福岡市中央区 濱崎　綾子 断熱材施工販売　新規立ち上げによる新たな事業基盤構築（業種転換） 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市西区 有限会社オリーブ 9290002030594 地元食材を活用した『おうち時間を楽しむパンと洋菓子』の販売 株式会社フォーバル

九州 福岡県 福岡市中央区 コリアンダイニング　Ｇｏｎｃｈａｎｇ 福岡から全国へと本格的韓国料理をお届けする為のＥＣサイト作成 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市東区 Ｔｉｔｔｌｅ 美容室支援オンラインサロン「Ｔｉｔｔｌｅ」の構築 株式会社ビズグランツ

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社アーバンクリエイト 9290001000697 不動産業から大型店内うどんテナントへの新事業展開 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 行橋市 ラプレススクレート 福岡県、県東部エリア初　自律神経改善型「ハンドセラピスサロン」の新規開業 杉田　浩二

九州 福岡県 久留米市 ＣＡＦＥ　ＳＴＹＬＥ フルーツの断面を見せる「断萌えフルーツクレープ」の販売事業 三和税理士法人

九州 福岡県 福岡市南区 優 遊漁船とエンジンクリーニングの両事業での事業再構築 寺崎　兼司

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ｉ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆｆｉｃｅ デザインと実用性を兼ねそろえたキャットタワーの製造・販売事業 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市南区 Ｂｅａｃｈ株式会社 8290001064454 新メニュー「車両ラッピング」で当社印刷事業の再構築 寺崎　兼司

九州 福岡県 大牟田市 ダンススタジオ　サイファー ホワイトニング・脱毛施設＆レンタル美容室の新規事業開始 青石　吉司

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社パライット 3010902020001 地域文化の象徴「ライブハウス」存続・繁栄のためのプラットフォーム構想 福岡商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 合同会社ココロス 3290003008034 強みの地域ネットワークを生かし精肉直販店に新分野展開する事業 坂本　淳

九州 福岡県 福岡市中央区 定次郎商店合同会社 4290003007423 福岡県で唯一！中型犬と泊まれる宿＆ペットシェアオフィス 一ノ宮　康嗣

九州 福岡県 福岡市南区 リラクゼーションルームランプ コロナ禍での非接触・非対面化によるセルフエステ新事業展開 西口　信三

九州 福岡県 久留米市 株式会社湖月 4290001051885 店舗中心の営業から、直売所を併設した工場を再構築し売上拡大を図る。 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社然コミュニケーションズ 9290002021973 農業用ドローンによる防除の受託作業を含むスマート農業支援事業計画書 尾家　旬子

九州 福岡県 久留米市 株式会社ＧｌｏＣａｌ　Ｂｒｉｄｇｅ 1290001051574 英語４技能＋アクティブラーニング型英語学童保育の展開 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ＨＬＤ 8290001073455 経営者や若者、障害を持つ方の出会いを提供する飲食店の開業 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社アンパサンド 7290001034045 服飾雑貨の卸からＥＣを活用した生活関連雑貨の販売への売上拡大とブランド確立。 山下　直勝

九州 福岡県 大牟田市 有限会社バイクショップ三井 2290002055747 バイク車検指定工場への業態転換による顧客サ－ビス向上と事業安定化 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社Ｂ．Ｃｏｎｔｉｎｕｅ 3290001048263 ビーガン・ベジタリアン・オーガニック食品の自販機販売 瑛智税理士法人

九州 福岡県 久留米市 鮨処　厨 ネットで注文できる簡単調理キットのテイクアウト販売 筑後信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 ４０２１３．Ｆｉｌｍ クリエイティブ事業者や飲食店及び撮影趣味層へ向けたスタジオレンタル事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ｆｏｕｒ　ｓｅａｓｏｎｓ 3290801019736 北九州市初のシウマイ専門店でデリバリー・テイクアウト業への新展開 古賀　光雄

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社みどり工業 5290001024535 解体工事のノウハウを活かした旗竿地空き家のリフォーム事業進出 新大和税理士法人

九州 福岡県 北九州市八幡西区 スイングリノベーション 完全個室型リラクゼーションマッサージ界へ参入し既存事業との相乗効果を図る 上村　昌毅

九州 福岡県 太宰府市 有限会社斉藤園芸 8290002039208 一般廃棄物を再利用した高品質・低価格の薪の製造販売による新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｗｏｒｋｓｐｌｕｓ 6290001079941 店舗を改装し半個室空間でのネイルサロン事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社椿 3290801018696 新型コロナの不安を限りなく取り除く、新しい形態の飲食スペースの提供 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 香港 中華料理レストランでのパンの製造販売への新分野展開 内田　友壱

九州 福岡県 福岡市博多区 合同会社全国災害建物損害リサーチ 3120003015492 商材は培ってきたノウハウ、新電力の営業代行で事業拡大！ 税理士法人細川総合パートナーズ

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社メディカル・ケアセンター 7290001019822 「除菌・感染予防」衛生用品などを扱う医療に特化したＢ２Ｂプラットフォームへの事業再構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

九州 福岡県 久留米市 ＡＤＡＹこころの灯り家 イタリア料理店併設　ニードルレスインジェクター「ＡＱＵＡ　ＤＥ　ＡＩＲ」によるエステ 田中　憲治

九州 福岡県 北九州市若松区 和風ダイニング何処！？ 飲食店の空きスペースを活用したレンタルスペース事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉南区 リヤン 美容・衣装レンタル・撮影まで一貫して行える「セルフスタジオ」 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社ＥＮＭ 2290001027301 老舗弁当屋の冷凍「極旨明太サバ棒鮨」にて福岡より世界市場へ！ 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 久留米市 株式会社ｓｕｇ 9290001088238 北海道の牧場から直接仕入により鮮度の高いラム肉を使用したラム焼肉店！ 黒岩　延峰

九州 福岡県 福岡市博多区 合同会社ＩＷ 6290003010326 酒蔵から地域創生！日本初の超短期型『酒蔵留学』サービス！ 福岡商工会議所
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九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社トラヤチエーン 8290001009137 ヴァーチャル方式のファッションコーディネートサービス事業 河津　祐二

九州 福岡県 糸島市 ピノックス レストランを、フォトジェニックなスペースとして新たに活用 森　博己

九州 福岡県 北九州市小倉南区 ビューティーサロンキセキ 美容院の空スペースでトータルビューティー脱毛とアンチエイジング（ハイフ）で事業再構築 坪井　亮

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 株式会社キャッシュ 2290001038199 アウトレット衣料の市場運営から古物販売への業種転換 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 北九州市若松区 マーク若松株式会社 4290801013317 軽キャンピングカー販売計画 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 北九州市門司区 株式会社ＰＬＵＳ　ＹＯＵ 8290801026934 コーヒースタンド店の出店 原賀　侯爾

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｔｈｉｎｋｉｎｇｆｏｒ 9290001082125 企業弁当宅配という分野で今までなかった映えるスープと食べるお弁当宅配事業「見ても食べても幸せ弁当」 藤浦　敏明

九州 福岡県 北九州市八幡東区 ＯＦＦＩＣＥ　ＧＯ　ＳＥＥ 飲食店コンサルティング事務所による現役ソムリエ運営のワインショップ建設 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社ＭＤＳ 9290801008114 新分野展開でのカフェ併設のジェーラート販売事業へ参入 市竹　敦

九州 福岡県 大野城市 株式会社駿河コーポレーション 8290001041478 高速道路上トンネル内における車両安全対策工法（スチールショットブラスト工法） 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 福岡市東区 有限会社花山 9290002005670 屋台が製造！博多／地域文化体現屋台『花山』名物の商品化計画 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 有限会社香楽 1290002008020 早良伝統鳥料理を広めるため、ＥＣサイトでオンライン販売事業 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 京都郡苅田町 有限会社五光建設 6290802023874 地域発信型イベントスペース並びに、地場産直マルシェの運営 苅田商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社ピアソラ 4290801007673 ＱＲ　コードで人やペットをリンクするデジタル服＆オンライン名刺 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社カシムラホールディングス 8290001071987 個室型美容スペースｓｈａｒｅ　ｓａｌｏｎ　Ｏ．ａ．Ｋの運営 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市中央区 石挽き手打ち蕎麦地酒　木曽路 日本初　胴搗き蕎麦をＥＣサイトで全国へ販売する事業 新大和税理士法人

九州 福岡県 筑紫野市 ゑびす醬油株式会社 6290001042478 まちの醤油屋からＯＥＭ食品製造メーカーに転換し、巣ごもり消費需要にアプローチする 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社アニマール 9290001062622 コロナ禍を乗り切るために飲食コンサル業で培ったノウハウを活用してフードコートに出店 鈴木　秀信

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ラヴィータ 6290001019740 ユニセックス向けシェアドコスメのブランド化と越境ＥＣ事業への挑戦 井上　伸一

九州 福岡県 小郡市 サロン　リベカ セルフ脱毛機器、セルフ痩身機器を導入し客層幅拡大開拓事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ＨＯＡ 8290801022727 北九州の郷土料理『鯖のぬか炊き』を食べやすくアレンジした商品（保存食品）の製造販売事業 本間　利嗣

九州 福岡県 みやま市 株式会社ズッペン 9290001063959 地元野菜で作る「冷凍スープ」と「ピクルスサンドウィッチ」の新規製造直売 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社光ハウジング 8290801010624 児童そして保護者に寄り添った児童発達支援・放課後等デイサービス事業への新規参入 中村　有輔

九州 福岡県 うきは市 伊東農園 心と体のヘルスケアの新定番！自家有機野菜ソルベ 金園　英也

九州 福岡県 福岡市中央区 一般社団法人口腔機能向上推進協会 6290005016180 訪問歯科サポート事業とのシナジー効果と地域イノベーションを生み出すオンライン検定事業への参入 森　健史

九州 福岡県 嘉穂郡桂川町 株式会社ｓｔｕｄｉｏ．ＦＥＬＩＺ 4290001046217 美容室がすべて提案！衣装選びからヘアメイク、エステまで贅沢な１日を体験できるフォトウェディング事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 太宰府市 株式会社オルト 5290001040540 Ｗｉｔｈコロナへ挑戦、テイクアウトのたい焼き販売へ業種転換 小菅　良助

九州 福岡県 うきは市 旬菜弁当 地元特産農産物を活かしたスムージー事業への転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉南区 有限会社井上木型製作所 9290802000689 木型保管問題を解決！スキャンによる測定・リバースエンジニアリング事業 楠本　拓也

九州 福岡県 大牟田市 株式会社シティプランズ 5011301016332 シュウマイや唐揚げなどのお惣菜テイクアウト専門店の回転 大牟田商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 北九州駅弁当株式会社 5290801000834 北九州の名産をいつでもお手軽に！レトルトパック製造事業 楠本　拓也

九州 福岡県 北九州市八幡東区 株式会社ミヤビ 2290801013764 北九州市河内区域の自然環境を生かしたペット産業への参入 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 大川市 株式会社丸庄 5290001053229 「木の魅力」・「匠の技術」で感動を届ける、新ブランド【ｂｏｋｕ】製造・販売事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 豊前市 焼肉・もつ鍋　平壌屋 老舗焼肉屋が創る新たな、からあげ市場 中津商工会議所

九州 福岡県 北九州市門司区 ビストロダイニング和菜 飲食事業リソースの強みを活かした会員制フィットネスジムの展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 大牟田市 株式会社平尾自動車商会 6290001054028 地場自動車業界のピンチを救う新事業　　部品卸から電子制御装置整備へ展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ｇ－ｌｉｆｅ 3290001066059 プチ贅沢に料亭の味を自宅にて再現するテイクアウト・デリバリー店の運営事業 税理士法人プロネットＮｅｘｔ

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社トミタ 3290801004300 食肉卸売業のノウハウを活用したＢｔｏＣ展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社友添本店 2290002012038 酒の醍醐味を伝承する体験型エンターテインメント施設　新・友添本店運営事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社エイムズ 9290001031668 ドローン活用によるスマート農業推進と次世代ＩＣＴ技術者輩出の取組 金﨑　卓也

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＭＥＡＴ　ＰＬＵＳ 6290001092300 精肉加工卸売の強みを活かした地域密着型小売業への展開 翠税理士法人

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社ＳＢＳＣ 4290001065365 Ｗｉｔｈコロナ対応！「おうちで本格イタリアン」を楽しむ商品製造・テイクアウト事業 藤浦　敏明

九州 福岡県 福岡市中央区 日本レストランアカデミー株式会社 7290001081310 ゴルフをもっと身近に！無人型シュミレーションゴルフ場の運営 Ａｌｖｉｓコンサルティング株式会社

九州 福岡県 福岡市博多区 オングリット株式会社 3290801025379 ＡＩとロボットによる民間ビルメンテナンスへの新分野展開事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社ばさろＣｏｍｐａｎｙ 3290001091008 お酒から食事へ。コロナで打撃を受けたお酒主体の飲食店を脱却！ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社鳳 2290001041681 既存事業とシナジー効果の高い非破壊検査サービスの提供 株式会社筑邦銀行

九州 福岡県 筑後市 有限会社鶴荘 9290002047564 中食ニーズ向け本格冷凍スープカレーのオンライン販売事業 株式会社ソフィアコミュニケーションズ

九州 福岡県 嘉麻市 株式会社久衛組 1290001046624 数寄屋造り建築役務の事前仮組工法確立とポストコロナ海外市場展開 林　幸一郎

九州 福岡県 北九州市小倉北区 新興電機株式会社 4290801001817 Ｖカット工法技術導入に伴う自動車用部品製造事業 楠本　拓也

九州 福岡県 八女郡広川町 立石ステンレス工芸有限会社 7290002048085 新分野展開としての製造業向け金属加工品提供に向けた取り組み 松代　和也

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社高秀エンジニアリング 9290801001325 金属加工技術を活かした洋上風力発電事業への新規参入 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 京都郡みやこ町 株式会社福森工業 3290801015495 老朽化建物の解体工事で増加する産業廃棄物を再利用する事業に進出 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市東区 正晃テック株式会社 2290001003376 サービス提供型事業のための新技術、新製品の開発 税理士法人たかはし事務所

九州 福岡県 大川市 料亭・旅館　三川屋 老舗　料亭・旅館が焼肉店に挑戦　ファミリー層・若い男女に向けた新規事業 大川商工会議所

九州 福岡県 豊前市 伸力工業株式会社 7250001018167 多品種少量生産に特化した手吹き部品塗装＆機能性塗装事業 有限会社マネジメント・オフイス・マスダ

九州 福岡県 北九州市若松区 自見産業株式会社 1290801012247 新規に孔あけ加工事業へ取り組むことによる余剰人員の活用と、新たな事業売上の獲得 株式会社ライトアップ

九州 福岡県 三潴郡大木町 カネックス刃物工業株式会社 8290001052756 産学官連携で挑む、先端材料加工用ダイヤモンド刃物の製造・販売 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 柳川市 万榮堂 地元の食材を活用した地産地消の燻製事業による地域イノベーションに資する取組 大牟田柳川信用金庫
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九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社嬉藏 1290802011041 こだわり鉄なべ餃子のＥＣ化事業 市竹　敦

九州 福岡県 宗像市 大倉興業株式会社 2290001036938 地元漁師と地域復興を目指し、老舗旅館が屋台村を創設 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ラドバリュー 5290001034385 リーズナブルでオールインワン　ＡＩ顔認証無人店舗システムの開発・販売 税理士法人山下総合会計

九州 福岡県 北九州市小倉北区 八祥産業株式会社 1290801003031 「自動車・半導体製造装置業界　」への新規参入による事業再構築 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 大川市 もりた住機設備株式会社 2290001053272 技術会社が叶える生涯安心・安全の自然素材にこだわった新築事業 大川信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社たんか 4290001057874 イートイン事業の売上減少を打開する供給能力増加による卸売事業への取組 松代　和也

九州 福岡県 古賀市 株式会社Ｓｍｉｔｈ　Ｄｅｃｏ 5290001061818 建築技術を活用した新規分野オフロードバイクコース運営事業　への進出 松本　宏之

九州 福岡県 遠賀郡水巻町 株式会社九北 9290801012108 感染症の対策をしたグランピング施設、焼肉・牡蠣、宿泊事業計画 佐野　良太

九州 福岡県 福岡市南区 Ｔ＆Ｋ株式会社 8290001073950 既存事業の強みを活かし、ウィズコロナに対応した佐世保バーガー店の福岡出店計画 税理士法人創研

九州 福岡県 福岡市東区 有限会社イチロウ 6290002026158 来店不要でスマホアプリを使った軽中古車リースで新規顧客を獲得 株式会社富士経営

九州 福岡県 田川郡福智町 株式会社ＦｕｋｕｏｋａＤＡＩＫＯＫＵ 5290801024288 ドライバー派遣での経験が活かせる一般貨物運送業を新たに展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社宝屋商事 6290801002152 ＩＯＴ技術を活用し地域の生活に密着するコインランドリーの経営 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 福岡市城南区 株式会社グローバルセレクション 3290001047001 会員制システム＋付加価値でストック型ビジネスへの転換成長戦略 林　直輝

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ラック 8290001017395 人生１００年時代のデジタルを活用した自立支援型介護事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 大牟田市 株式会社ウェルラボ 2290001056606 学校教育下の園・小中学校の水泳授業受託事業計画 大牟田商工会議所

九州 福岡県 糸島市 いきさん自動車 デジタル技術の活用による非接触対応の自動車整備業の構築 井上　明彦

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社アダル 9290001011389 家具業界における革新的提案システムとＢＩＭ対応システムの事業化 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 古賀市 有限会社福岡フィックスサービス 5290002034871 短納期・審美性の対応を強化した焼付塗装による金属製品市場への進出 松代　和也

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ケアルプラス 7290001058259 コロナ禍における外国人顧客向け日本製品の供給体制および今後の旅行手段の変更を見据えた販売体制の構築 アネーラ税理士法人

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 ナサ工業株式会社 1290001038431 省エネを実現するアルミ製調光パネルの独自開発 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社テクノブレイン 4290001026813 美術鑑賞やショッピングを３Ｄで体験できるバーチャルコンテンツを提供する新分野展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 鞍手郡鞍手町 株式会社第一工業所 7290801012274 一貫生産体制構築での事業拡大 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ビートルエンジニアリング 8290801012546 脱炭素化へ向けた廃プラスチック燃料化のリサイクル事業 公益財団法人北九州産業学術推進機構

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社フクユー緑地 9290001002173 特許技術の改良土・改良砕石～水害を防ぐグリーンインフラ構築～ 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社筑紫の郷 6290001042511 家族風呂等の新設及び管理システム導入より密を避けた温浴事業計画。 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ケントテクニカルサービス 1290801004079 最新３次元データ取得技術導入による業態転換 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社エムシームラカミ 2290802012294 洋上風力発電機の構成部品加工による再生可能エネルギー分野への参入 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社和 7290001038038 おひとり様大歓迎！黒毛和牛にこだわった１人用無煙ロースター設置の焼肉店の開始 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 福岡県 豊前市 株式会社ムクノ 1290801015134 高齢者福祉施設向けの冷凍食材の開発と高度な生産管理システムの導入 内場　幸広

九州 福岡県 久留米市 株式会社ミセス・コーポレーション 6290001049903 美容商品専門ショップの新設　～自宅で出来る美容商品専門店！～ 黒岩　延峰

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ｍｅｍｂｅｒ’ｓ蒼 フルーツ王国九州のブランド果実を用いた高級フルーツ大福の製造販売 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社日本総合希画 1290801018236 ＷＥＢを活用したドローンスクール事業 太田　範雄

九州 福岡県 福岡市博多区 マイホームタウン株式会社 4290001079209 地域コミュ二ティ活性化へ！ミシュラン獲得店と連携したテイクアウト・デリバリー・通販事業 キークレア税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社イーエスケイ 1290001022542 愛犬との充実した休日を過ごせるドッグラン併設のピッツェリア　【ｗｉｔｈ　ｄｏｇ　ＣＯＦＦＥＥ　ｐｉｚｚａ＆ｄｏｇｒｕｎ】 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 朝倉市 時川建設有限会社 2290002044007 地場建設業者の新事業・温泉浴場事業による事業再構築・地域活性化計画 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社スプラウト 4290001027365 保育園隣接惣菜デリ＆カフェショップ開業企画 税理士法人織田会計経理センター

九州 福岡県 糸島市 山口食品工業株式会社 1290001033184 糸島産柑橘果汁を世界に。次の半世紀も世界中のプロに信頼される企業に。 松代　和也

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社地栄不動産 3290001062768 地域に根差した不動産会社が、地域に配慮した造成事業を開始 税理士法人トライウィンコンサルティング

九州 福岡県 田川郡福智町 有限会社弁天 2290802025214 オリジナルケーキの提供とデリバリーを行う菓子製造小売業への業種転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 アールジービー株式会社 3290001026459 スマートディスプレイを活用した介護施設向けクラウドシステム 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

九州 福岡県 大野城市 三省製薬株式会社 5290001040714 工業用コウジ酸製造事業 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社ＴＯＢ 4290001076346 バケーションレンタル及び派生事業の構築 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

九州 福岡県 北九州市小倉北区 汐彩物語月下美人 海鮮料理屋の強みを活かした遊漁船経営への新分野展開 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社風と表現社 9290001016462 「発達障がい」だけど、大好きなマンガを創って社会参加 税理士法人石川小林

九州 福岡県 福岡市西区 ＨＯＵＳＥＯＲＩＧＩＮ株式会社 7290001062310 在宅時間を快適にする　❝ライフスタイル提案❞　事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 飯塚市 有限会社佐藤技建 4290002046372 住宅基礎工事の一括受注による競争力強化のための土木工事業参入 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 コチネレ株式会社 5290001082673 地域飲食サービス業と消費者の架け橋となるミールキット製造業への業種転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 飯塚市 株式会社ワイ・ビー・エム 9290001059032 ３ＰＬにプラスの付加価値を！！ワンストップ部品管理ＢＰＯサービス事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 柳川市 株式会社オーツボ 9290001052697 ＡＩ技術を活用した「海苔の等級判定自動化検査システム」の開発 柳川商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＡＣＬＡ 4290001048163 折りたたみ電動バイク販売と買い物弱者向け宅配事業で事業再構築 福岡信用金庫

九州 福岡県 八女市 株式会社主計物産 4290001047644 調理の手間と時間の削減につながる素材を活かした惣菜製品の製造 株式会社富士経営

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社エスティ環境設計研究所 2290001020586 ｗｉｔｈコロナ時代における、かなたけの里公園を拠点とした新サービス「農×アウトドア」による地域活性化事業 増本　東久

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社店舗’ｚ 6290001030318 シェアリングエコノミー活用でで美容師の課題解決事業 中村　勇樹

九州 福岡県 福岡市博多区 アジアフューチャー株式会社 1290001030149 職業紹介会社向け　身元保証・リスク低減型人材教育システム事業 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市博多区 リアルアセット株式会社 7290001029482 健康維持推進型のトレーニングジムで挑戦する事業再構築計画 株式会社筑邦銀行

九州 福岡県 大川市 よしまる株式会社 5290001054771 仏壇販売１３０年の知名度と顧客網を活かした遺品整理事業 みかさ税理士法人

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社英真トランスポート 1290001038902 化粧品・医薬品ＥＣ事業者向けクラウド型３ＰＬサービスの提供 福岡商工会議所

九州 福岡県 久留米市 有限会社ミスタージョージ 4290002050110 冷凍ミンチ加工商品によるＢｔｏＣ市場からＢｔｏＢ市場への進出 安武　美歩
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九州 福岡県 北九州市小倉北区 ＰＡＤＥＡＲ合同会社 9290803003047 障がい者が育てたセラピー犬を新サービス付き販売事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＰＬＥＡＳＴ 4290001025245 不動産テックで実現する、非対面かつ超効率的な営業・販売モデルの確立！ 税理士法人翔和会計

九州 福岡県 田川郡福智町 株式会社おし組 7290801019575 お庭づくりの技術を活用した、注文住宅事業への展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 ＴＭＴ株式会社 9290001086282 ジェンダーレスの非対面高級セルフエステスタジオへの事業転換 株式会社ワイコム・パブリッシングシステムズ

九州 福岡県 飯塚市 ココロン株式会社 5290001087243 低糖・無添加・天然素材のパンで安心・安全の生活を『健康パン製造・販売事業』 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社はねや 1290001018342 持続可能な社会に向けたクックチル調理の高齢者給食事業への転換 株式会社富士経営

九州 福岡県 八女市 八女紙工有限会社 4290002047701 第３のペーパー「ユポ紙」を活用した高機能脱プラ容器事業の展開 新飼　賢郎

九州 福岡県 三井郡大刀洗町 株式会社ヤマニ 1290001077462 「ウィズコロナ」に向けた「一貫低温精米加工」開発 宮川　譲

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ＢＨコーポレーション 5290801025435 徹底した無添加にこだわった高級食パンの製造販売ならびにカフェの経営 北九州商工会議所

九州 福岡県 みやま市 株式会社笑和 1290001054684 帆布製品製造を通じた災害・医療現場への貢献プロジェクト 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市西区 合同会社ＣＨＵＭＡ．ｃｏ 1290003006956 タンに特化したコロナに強い焼肉店と精肉店 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 北九州市八幡西区 縁月 福岡もつ鍋専門店の味をご家庭に届けるための通販製品工場整備事業 ＷＩＮＧ税理士法人

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ランズメタル 9290801017164 製鉄の町　北九州の「金属スクラップのコンテナ積込」請負事業 株式会社伊予銀行

九州 福岡県 北九州市門司区 中ち 特許取得機器を導入したシニア層向け少人数フィットネスジムの開業 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 メンバーズ　ラメール 飲食業から地域コミュニティを活かしたインドアゴルフ事業へ参入 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 福岡市早良区 かに聖 店内飲食需要の激減に対応するテイクアウト用のオリジナル弁当の開発 松代　和也

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社Ｖｏｉｃｅ 8180001100328 美容業界から食品業界へ。強みとデジタルを活用した業種転換計画 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市南区 博多らーめんちゃんぽんひるとよる 自慢の味を福岡から全国へ！ラーメンを製品化しＥＣ販売事業開始 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

九州 福岡県 鞍手郡鞍手町 独楽 日本料理店から秘伝の出汁を用いた冷凍調理食品製造業への新分野展開 河本　真希

九州 福岡県 久留米市 有限会社梅乃家 2290002048486 老舗豆富料理店が挑む健康に配慮した高品質中食事業への参入 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社まきもと 2290001026781 医療的ケア児（者）に対応した日中一時支援事業への進出 西岡　隆

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社リユース 5290001034105 リユース業界に特化したオンライン教育とシステムで多様な働き方を支援する 林　幸一郎

九州 福岡県 北九州市八幡西区 マインドフォーヘアー 新生活様式対応の「次世代の理・美容室事業」 太田　範雄

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 株式会社新輝運輸 2290001038331 中継倉庫敷設による重量物・軽量物預かりサービスへの進出 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 八女郡広川町 有限会社原野製茶本舗 6290002047492 スチームラックオーブン等導入による海外向け抹茶スイーツ生産体制構築による新分野展開 筑後信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社ひしむら 4290002017084 老舗日本料理店が作る「あごだし煎餅」販売による物販事業の拡大 丈下　博美

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 株式会社太陽工機 9290001038382 洋上風力発電向け難切削材大物部品等の製造体制獲得による新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社高級婚礼衣裳はなだ 1290802014028 人生の節目を鮮やかに映し出すフォトウェディング事業 株式会社ライトアップ

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社西津製作所 5290001036638 ＣＮＣターニングセンタ導入による海外向け空調機械丸物部品等加工体制構築による新分野展開 株式会社福岡中央銀行

九州 福岡県 福岡市早良区 東販産業株式会社 3290001005446 抜本的設備改善による医療機械部品加工の新分野展開 川渕　義也

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社ヘンミ企画 7290001032395 斜面階段リニューアルとビジネスモデル特許申請の販促アプリ開発事業 江﨑　貴一

九州 福岡県 北九州市若松区 京都技研株式会社 4290801024371 ５面加工機導入による半導体製造装置部品等の製造能力獲得による新分野展開 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 黄昏 コロナでも外食気分、シェフにおまかせ！おうちレストラン事業 株式会社ビズグランツ

九州 福岡県 福岡市中央区 カフェ＆アロマ百福 飲食事業からハーブを活かしたオンライン料理教室へ業態転換 株式会社ビズグランツ

九州 福岡県 飯塚市 有限会社山田建巧 5290002046082 一貫体制が強みである建設業の、ゴルフ練習場運営経験を活かした、ドックラン＆カフェ施設への進出 飯塚信用金庫

九州 福岡県 北九州市若松区 三和金属株式会社 1290801012214 脱炭素社会に向けネットワークで取り組む蓄電システム筐体大量生産 北九州商工会議所

九州 福岡県 八女市 株式会社喜多屋 7290001047179 創業２０１年の老舗日本酒焼酎蔵が造るジャパニーズウイスキー 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 大川市 有限会社福湯すし 6290002053887 地域資源と和の技術を融合させた老舗料亭の洋菓子カフェ事業 大川信用金庫

九州 福岡県 うきは市 石橋餅加工所 「創作和菓子カフェ事業」の展開による新規顧客層の開拓 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 株式会社ＢｏｏＦｏｏＵｏｏＪＡＰＡＮ 6290001050365 地域のＳＤＧｓを牽引するエコカーに係る総合サービス企業への事業再構築プラン 江﨑　貴一

九州 福岡県 那珂川市 株式会社ＧＯＮＺＯ 1290001027814 飲食店舗メインの設計施工事業からリノベーション×住宅販売事業へ 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 久留米市 有限会社エコアシスト 5290002052469 産業廃棄物の再資源化技術により排泄物を肥料化する仮設トイレの製品化 熊本　保弘

九州 福岡県 大川市 株式会社井上企画 2290001053529 端材やチップ、林地残材を使用したリサイクル型素材の開発・販売での新分野展開 大川商工会議所

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社ＴＨＩＲＤＰＬＡＣＥ 2290001078971 高齢バイクユーザーの需要を喚起するハーレーのトライク（三輪バイク）整備事業への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市博多区 合同会社クローバー 6290003005598 内装工事請負事業への進出 税理士法人羽生会計事務所

九州 福岡県 久留米市 株式会社シマブン 9290001048968 新型頭手足洗浄器（医療・理美容器具）部品製造・組立に関する機械導入及び建屋改修 株式会社佐賀共栄銀行

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社博栄 7290001001978 神社・寺院等の衣裳に特化した新しい洗い張り業で新分野展開を実現して企業の復活を目指す事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ヨシダカッポウ 新たな環境下における現代和食店の収益構造改革　～「健康的で本当に良いもの」を通信販売、配達販売、キッチンカーでお届け～ 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社やまやコミュニケーションズ 1290001017815 腸まで届く乳酸菌を活用した九州野菜の惣菜事業への挑戦 株式会社ＡＧＳコンサルティング

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ＯＣＥＡＮＳ カーリースを軸とした保険、整備、車検のワンストップサービス 加藤　圭示

九州 福岡県 三井郡大刀洗町 株式会社ツルク 5290001049904 定温物流市場参入による高付加価値サービスの提供開始（レッドオーシャン市場からの脱却） ＳＢＣパートナーズ税理士法人

九州 福岡県 糟屋郡篠栗町 西村ステンレス工業株式会社 2290005006219 生産工程の刷新を通じた直接受注の増加と高付加価値分野の強化 大串　智之

九州 福岡県 飯塚市 いけす鯛吉 来客減少からの脱却！老舗海鮮割烹の物販サービス 飯塚信用金庫

九州 福岡県 八女市 株式会社星野民藝 4290001047487 孫の代まで使えるこだわりの家具を宿泊体験により販売する新事業開発 菊池　哲

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ダイケン 9290801008709 人類を救う次世代食材【大豆ミート】の事業化 太田　範雄

九州 福岡県 那珂川市 株式会社コックスインターナショナル 9290001069147 カヤックフィッシングと癒しを目的の滞在型マリンスポーツ事業 オルケスタ税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社稚加榮 3290001008721 博多料亭稚加榮　新ブランド「稚加榮茶寮」が地域を元気にする 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 みやま市 串屋せん アフターコロナに向けた免疫力向上効果の高い清涼飲料の普及と経営基盤の再構築 福岡県信用組合
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九州 福岡県 太宰府市 株式会社ＨｏｐｅＦｕｌ 1290001065764 フルラインナップ直営店による売上回復への挑戦 グラーティア税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 レイジーフーズ株式会社 3290801017038 飲食業のノウハウとネットワークを生かした医療事業への取り組み　～株式会社レイジーフーズによる細胞培養加工施設の建設～ 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社Ａｒｔ 9290801022354 サブスクリプション型トータルビューティーサロン計画 税理士法人ＡＫＪパートナーズ

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ＦＡサポート 1290801007379 クリーンルーム導入による梱包・貼付装置の開発及び半導体業界への進出 株式会社広島銀行

九州 福岡県 糸島市 合同会社こっから 7290003006356 次世代経営幹部向けリーダーシップ教育プログラムの提供 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社ＴＡＩＨＥＩ 1290001008500 空き家を再利用したリノベ展示場の運営 中村　勇樹

九州 福岡県 福岡市博多区 芙蓉開発株式会社 4290001019783 トリアージ（医療の優先度）を出すＡＩ搭載型電子カルテの商用化事業 松本　勝巳

九州 福岡県 福岡市中央区 高千穂産業株式会社 8290001008642 小規模事業者向け業務用備品のコンシェルジュ型ネット通販事業の確立 廣木　鑑治

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社Ｇｏｈ 2290002029825 コロナを踏まえた「アウトドア－インドアハイブリッド店舗」の出店計画 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ネオ倶楽部 9290001022691 企業・自治体の課題を大学生と一緒に解決していくプラットフォームビジネス 株式会社フォーバル

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 安河内建設株式会社 2290001039321 破壊的技術“エアー鉋工法”による木材建築の再生工事事業への進出 株式会社ことづくり

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社大徳 5290802014552 打設工の人材確保・育成によりニッチ市場のシェアを勝ち取る！ ＷＩＮＧ税理士法人

九州 福岡県 八女市 株式会社黒木建設 9290001048027 地域建築業の底上げとなる産業廃棄物中間処理場の新設 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 神威Ｇｒｏｕｐ 整骨院の業務効率化システムサポートサービス 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社プライム福岡 6290001023313 海鮮居酒屋からファミリー向け回転寿司店への転換 みかさ税理士法人

九州 福岡県 久留米市 大和コンサル株式会社 1290001049098 最先端３次元設備を活用した水中測量調査業務開始による新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ユニゾンシステムズ 3290001010900 ＤＸによる営業革新～オンライン営業のワンストップサービス 税理士法人ＹＣＡ

九州 福岡県 福岡市博多区 西研グラフィックス株式会社 2290001014092 画像処理を活用したＦＡ装置の開発と生産 佐賀県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社スタンス 4290001069259 宮地浜海水浴場　複合型商業・レジャー施設開発計画 アネーラ税理士法人

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社是永商会 2290801001380 最新機械の導入による太陽光発電機の架台製造参入による事業再構築 小倉中央税理士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社山口油屋福太郎 6290001017100 チョコレート・スナック菓子新規開発による新市場への進出 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 京都郡苅田町 株式会社三九 9290801015969 「食」を通じ、地域ブランドを創出する。非日常空間ビジネス ワイエムコンサルティング株式会社

九州 福岡県 福岡市博多区 河野産業株式会社 9290001012313 強化ダンボール内装ソリューションの製造販売とＥＣ事業への進出 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 田川市 犬の美容室　卑弥呼 コロナ禍におけるペット需要に対応したトリミングスクールの開始 田川商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ステンレスサービス株式会社 8290801008874 新型レーザー加工機導入による高付加価値製品の生産体制構築 大串　智之

九州 福岡県 福岡市中央区 マンダリンマーケット セントラルキッチン導入で生産性向上と店頭・ネットで販路拡大 本田　隆博

九州 福岡県 福岡市博多区 峰観光開発株式会社 6290001029260 福岡初『アフタヌーンティー大型専門店』地元の食材や日本伝統文化を取り入れた和フタヌーンティーで事業再構築 税理士法人織田会計経理センター

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社Ｈｏｓｔｙ 3010401118635 ウィズコロナ、ポストコロナの市場ニーズに応えるレンタルスペース業への新規参入と事業拡大 駒田　裕次郎

九州 福岡県 福岡市中央区 農業生産法人株式会社ＮＩＫＵＹＡ 9360001019251 経産牛向け食肉加工場新設による、通信販売事業への事業転換 株式会社肥後銀行

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社ＪＩＮ建設 9290001069361 ロブスター専門の高級飲食店と建設業との相乗効果が見込めるオーダー家具製造業 税理士法人創研

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社九州男児 3290001066496 専用設備付きシェアリングスペース提供事業への転換 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 北九州市八幡東区 株式会社大新製作所 1290801009276 樹脂製品加工の技術を活かし半導体製造装置部品への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社スリーアイランズ 7290001000303 ラーメン店主が最新シミュレーター活用にてゴルフ事業進出 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社大濠オートサービス 8290001056121 ＢｔｏＣ向けの電気自動車の販売及び整備サービス事業開始の取り組み 株式会社フォーバル

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社三江工業所 1290802016197 半導体製造装置の部品加工事業への新分野展開 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 飯塚市 樹建設株式会社 4290001045912 土木建築業の設備や経験を活かして持続可能な環境リサイクル事業及び森林事業を構築する 松岡　秀利

九州 福岡県 久留米市 株式会社ベストアメニティホールディングス 7290002050677 複合型レジャーヴィレッジ 吉野　恵子

九州 福岡県 久留米市 株式会社ワールド・ハッピネス 3290001078392 新築住宅販売事業から「健康・低炭素住宅」リフォーム事業への挑戦－地域活性化・低炭素社会の実現－ 筑後信用金庫

九州 福岡県 八女市 有限会社矢部川城観光 9290002047688 ウィズコロナ対応の地域活性化型カフェ＆マルシェ事業 宮川　譲

九州 福岡県 久留米市 三原自動車 近くて親切をモットーに地域の掛かりつけとしての民間車検工場へ 菊池　哲

九州 福岡県 糸島市 株式会社ＫＬＤ 9290001075401 スマホ一つでオンラインリユースショップオーナー 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 ｎｏｎ－ｃｌａｓｓｉｃ株式会社 3290001074714 宿泊施設のＤＸ支援事業　～室内環境を遠隔自律制御し高付加価値化～ 木戸真智子

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社ライフプロジェクト 6290802013941 利用者の機能回復に注力した複合型介護福祉事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社鳥安 2290001052200 創業７１年の精肉販売店が仕掛ける名物鶏めし「肉弁当」 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社エフ・ブイ・シー 9290001006554 ドローンを活用した農薬散布、測量、点検・検査等の新分野展開 税理士法人創研

九州 福岡県 福岡市西区 円合同会社 8290003010786 「日本文化を再構築する」アンティーク着物フォトスタジオの運営 株式会社ライトアップ

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社トリッププラス 4290001072361 語学が堪能な人材と中小企業との「人材シェアリングプラットフォーム」 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社Ｄ－ｐａｒｔｎｅｒｓ 5290001082888 中単価高品質！郊外だからこそできる焼肉店への事業転換計画 安田　雅彦

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社シュトウ 6290001087242 ドローンを活用した外壁・屋根・屋上の検査事業への進出 鈴木　尚

九州 福岡県 太宰府市 有限会社ハシケン商事 8290002039926 こだわりの無農薬有機野菜を使い、地域の方々に笑顔と美味しさをお届けする惣菜店 田中　憲治

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社井上建設 8290001002645 郊外ロードサイド店舗における飲食店経営から、パン小売業への業種転換 税理士法人サムライズ

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社コスモサプライ 2290001022541 高集客エリアに精通した不動産業が時代の求める飲食事業で再構築 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 北九州市戸畑区 株式会社岩﨑製作所 7290801007927 金型製造完全内製化体制の構築による精密機械部品・医療分野への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市博多区 エイテックス株式会社 1290001011792 ＣＬＯＵＤ　ＡＲＴ　ＮＥＴ（クラウドアートネット） アネーラ税理士法人

九州 福岡県 久留米市 ＩＺＵＭＩＹＡ株式会社 1290001048372 消費者向け通販事業とアンテナショップを軸とした事業ブランディング 市竹　敦

九州 福岡県 大川市 株式会社ウッドサークル 4290001052652 強化段ボール家具の開発・製造・販売 株式会社ワイコム・パブリッシングシステムズ

九州 福岡県 直方市 有限会社中山組 7290802020482 病院・介護施設・薬局を一体化させた在宅特化型の調剤薬局センター運営 直方商工会議所

九州 福岡県 北九州市若松区 松田建設工業株式会社 6290801011946 南九州の地域住民の安全を守る少数精鋭クレーン事業で事業再構築 税理士法人アップパートナーズ
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九州 福岡県 福岡市中央区 レイナ株式会社 7290001011085 企業や学校が際立つ、着こなす個人が際立つ、ハイブランド制服製造・販売事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社フーデリジェンス 3290001075613 全国から集めた素材で主婦が作るユニークな弁当の宅配事業 阿部　勇行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社日報 8290801004056 ＱＲ付バリアブルＤＭを展開し総合情報発信企業としての事業の再構築計画 小倉中央税理士法人

九州 福岡県 糸島市 レストラン糸島 環境保全と食品加工により無駄をなくし地域の活性化 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 第一施設工業株式会社 2290001037151 「高鮮度維持低温保管庫の開発と製造・販売」と革新的な低温物流への挑戦 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社三笠 6290001041224 ＥＤＭ（新型放電加工機）導入による次世代素材加工への挑戦 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 うず コロナに左右されない為に　居酒屋からラーメン屋への挑戦的事業転換計画 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社トモミ 7290001082127 「トラック向けの新動態管理システム」開発と運送会社への展開 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ブリッジジャパンメディカル 3290001080613 新規商品マイクロ波　処置具　の開発による治療器市場への進出 小川　重彦

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社エコ・ロケーション 9290001060766 地域と連携したポータルサイトの一元管理による新しい空家管理 内田　義行

九州 福岡県 朝倉市 株式会社原鶴温泉観光ホテル小野屋 2290001044346 旅館でワーケーション【おこもりステイで１日中満喫できる宿】への転換へ再構築する計画 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

九州 佐賀県 唐津市 明和セロファン株式会社 7300001007370 多種多様な顧客ニーズに対応した多品種少量生産の包材販売事業 中村　晃

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 光商店 苦境のイベント催事から小規模インスパイア系ラーメン店への業種転換 北九州商工会議所

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社ＬＥＧＧＯ 6300001012371 佐賀の地産地消をグランピングで楽しむ政策公園レストランの開設 松岡次弘

九州 佐賀県 伊万里市 有限会社伊万里スイミングクラブ 3300002007869 ～　地域の皆様を”健幸”に繋げる∞ベーカリー事業　～ 株式会社西日本シティ銀行

九州 佐賀県 神埼市 株式会社プロジェクト 7290001067301 高齢者に優しい健康志向の定食屋に転換 林　猪佐男

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社グリルさが 1300002001717 快適なくるま旅を実現する「街中（まちなか）ＲＶパーク」事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 島内啓次海苔店 佐賀の海苔漁師が有明海から発信する上質な海苔ソサエティの形成 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 民宿有田 宿泊施設のテレワーク、写真・動画撮影向け貸しスペースへの改修事業 有田商工会議所

九州 佐賀県 佐賀市 ロールプレイングコーヒー 菓子製造の為のキッチン新設と非接触型商品販売への業態転換 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 唐津市 株式会社ワイビーエム 6300001007578 新たな販売チャネルの構築によるＤＸ企業への業態転換 飯田　隆人

九州 佐賀県 藤津郡太良町 株式会社夜灯見荘 9300001005059 余剰空間を積極活用したウエディング事業への参入 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 藤津郡太良町 有限会社鶴荘 8300002007113 前菜ビュッフェを活用した高収益型＆利益最大化を目指した日帰り商品の造成事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 つかさ旅館 鮎を使った冷凍食品のオンライン販売による業態転換と全国への販路拡大 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社エルブリッジ 3300001000131 ノウハウ提供で独立希望者の育成支援！低予算での美容健康独立「支援事業」 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 伊万里市 有限会社京風串揚げ柊 7300002007758 居酒屋からお届け料理製造にて「仕出し・デリバリー事業」へ！ 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 嬉野市 有限会社牛丸 1300002006162 洋食レストランによる冷凍加工食品製造業への進出とＥＣサイト構築 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 ＭＥＣＳ株式会社 8300002009778 ３９０種類の産業機械等を製造してきた優れた開発力を活かし第四世代ＡＧＶへの進出計画 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 小城市 ミナノ精工株式会社 3300001003349 産業用ロボットアーム部品等の生産能力獲得による新分野展開への挑戦 松代　和也

九州 佐賀県 鹿島市 有限会社石橋製麵所 3300002006672 佐賀県内での「小倉名物肉うどん（どきどきうどん）」店のＦＣ店舗展開 佐賀西信用組合

九州 佐賀県 小城市 有限会社菊前 1300002004447 地域で送る葬儀・法事・法要ワンストップサービス 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 小城市 株式会社イケモク 3300001003316 地域住民の食の楽しみ、選択肢を増やすための飲食店づくり 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社タクマ 8300002001264 ジビエ肉を活用したドッグフード製造とＥＣサイト構築による事業再構築 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社サードプレイス 7300001008534 長年取り組んだ「食の地産地消」から「木材の地産地消」への新たな挑戦 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社環境ＳＴＲ 1300001005272 中間処理施設の設置による産業廃棄物処理業への進出計画 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 武雄市 株式会社ナチュラルフーズ 9300001005273 銘柄豚と食品ロスの地産玉葱で飲食業から製造業への新分野展開 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社九州カーラ商事 6300001000228 ギフトショップから高級食パン製造販売業へ新分野展開 ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

九州 佐賀県 鹿島市 鹿島印刷株式会社 6300001004897 紙素材以外への印刷物に挑戦する企画商品製作・販売事業 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 多久市 有限会社真栄土木開発 2300002005023 運送事業者が彩る新サービスの構築 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 杵島郡江北町 株式会社Ｇ・Ｄ 4300001011490 駅前の賑わい創出のためコロナ対策を徹底した焼肉店の出店計画 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社前田 3300001000172 世界品質の空間を体感できるレンタルオフィスとゲストハウス展開 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 鳥栖市 有限会社キューシボ 4300002008882 高度な金型溶接技術を活かして、水素事業を中心とした先端部品分野への新展開 株式会社グッドパートナーズ

九州 佐賀県 唐津市 株式会社ナラタ 1300001007244 洋上風力を見据え、風力発電市場への参入を目的とする事業再構築計画 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 佐賀県 鳥栖市 株式会社はなぶさ 8300001007031 食品専門商社が実用新案権を活用した高付加価値の製袋業への進出 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 有限会社フジクラ 1300002009198 都市部製作企業に負けない価格競争力を高めた九州北部圏域の市場開拓 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 唐津市 株式会社栄信グループ 7300001007742 産業廃棄物の収集運搬業、中間処理業の新展開。自社売上のみならず、脱炭素化や雇用創出の一助となることを目指す。 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 佐賀県 唐津市 有限会社清力旅館 6300002011050 ワーケーション利用客に適応するための施設改修による新分野展開 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社山本鐵工所 2300002001583 洋上風力発電向け１０ｍ級ローター軸部品等の製造能力獲得による新分野展開 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社谷田建設 7300002005308 ＳＤＧｓの達成に大きく貢献する「建設混合廃棄物」再現化事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 嬉野市 有限会社三根自動車 6300002006562 九州初！ドローン用の一発肥料散布・販売にてスマート農業を支援 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社匠和美建 6300002005481 中古住宅に「高断熱＋耐震性能」を搭載した住宅を流通させる体験型モデルハウス戦略 柿原　剛人

九州 佐賀県 伊万里市 株式会社ラインシステム 1300001009166 中小企業のスピードを活かし物流業界を支えるサステナブルな架装 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 伊万里市 株式会社オリオンセラミック 2300001005453 日本初！　落下しない超大型タイル加工　再開発需要に即応し業界の活路を開く 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 有限会社宝泉窯 1300002008555 コロナ禍脱却する人と窯のものづくり　リソース活かす有田焼タイル生産 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 神埼市 有限会社実松製作所 6300002000557 美しい溶接金網が実現するフェンス事業の開拓と同時多角展開 株式会社商工組合中央金庫

九州 佐賀県 多久市 株式会社太田電気 3300001005444 空調換気設備リース・レンタル事業進出によるコロナのない快適な空間・社会の実現 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 伊万里市 有限会社伊万里自動車教習所 9300002007847 新時代対応型『自動車教習所』への事業リノベーション計画 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 鹿島市 株式会社アルファ建築空間 7300001004822 建設会社がアウトドア商品で魅せる！新たなライフスタイルの提案 税理士法人アップパートナーズ
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九州 長崎県 松浦市 森石材工業有限会社 7310002019926 石材の再資源化で「家族の絆」を新たな形にする新事業展開 松永　千登勢

九州 長崎県 佐世保市 アカウントリンクス株式会社 2310001015212 対面コンサルから非対面サブスクコンシェルジュへの新分野展開 森　健史

九州 長崎県 壱岐市 土肥製菓有限会社 7310002019001 先進性の高いＳＤＧｓなお菓子の自販機市場を開拓する新分野展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 ストロベリースタイル 癒しのカフェによる事業再構築 佐世保商工会議所

九州 長崎県 長崎市 ＢＡＲえんにち カラオケバーから長崎ブランド豚加工品製造・小売への業種転換 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 南島原市 ビザビ 婦人服小売業と相乗効果を発揮するエステサロン新事業展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 アンティカ　オステリア　デル　マーレ 本格イタリアンからイタリアン軽食の移動販売への業態転換 佐世保商工会議所

九州 長崎県 長崎市 株式会社インベスト 6310001013014 顧客ライフプラン教育と作成補助業務 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 ｈａｉｒ　ｒｅｆｒｅｓｈ　ｎｉｎｏ コロナ禍でも安心してご利用いただくためのトータルビューティーサロン 税理士法人岡村税務会計事務所

九州 長崎県 松浦市 オートプロデュース・マーキュリー 地方で活躍する移動販売車（キッチンカー）の製造事業展開 伊万里信用金庫

九州 長崎県 長崎市 合同会社浦川商店 5310003003988 再開発地区への新規出店とネット市場への鮮魚通販による売上拡大 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 レストランひいらぎ 売り上げ回復を目指したテイクアウト・ミールキットへ新分野展開 株式会社ＩＧブレーン

九州 長崎県 長崎市 株式会社クレインいずや 7310001004846 弁当製造小売りからセントラルキッチン形式のレストランへの業態転換 前田　慎一郎

九州 長崎県 長崎市 株式会社ノア・エンタープライズ 8310001010331 労働者派遣業務の知識を活かしたＭＩＣＥコンサル事業への挑戦 税理士法人ＦＩＡ

九州 長崎県 長崎市 スナック心 ウィズコロナ・アフターコロナに対応する「たこ焼・お好み焼き店」への事業転換 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 西海市 株式会社長崎旨菓堂 1310001014256 新商品開発による地域産業活性化と、販売方法に伴う業態転換　～　地域特産品の伝承　～ 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 ＲＡＰＨＡＬ フリーランス美容師・美容室・お客様を繋ぐプラットフォーム構築 吉岡　恵一郎

九州 長崎県 対馬市 対馬木材事業協同組合 8310005006788 山ごみを活用した木質バイオマス発電所への燃料供給事業 松本　英徳

九州 長崎県 長崎市 株式会社ドゥアイネット 7310001003575 ＩＴ技術サポートが可能なＥＣサイトの立ち上げと運営 株式会社ライトアップ

九州 長崎県 雲仙市 株式会社隆栄 8310001014183 長崎県初！当社考案「車載式プラント工法」による法面工事進出事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 大村市 九一庵食品協業組合 3310005004978 新分野展開と低炭素設備・デジタル技術導入で事業再構築 大村商工会議所

九州 長崎県 五島市 有限会社セイコー 7310002020512 空き家再生、宿泊施設付きサテライトオフィス賃貸業への新分野展開 丸尾徳文

九州 長崎県 佐世保市 株式会社天津包子館 7310001005737 中華料理店からご当地グルメ「じゃんぼ餃子」製造工場への転換 吉田　大

九州 長崎県 諫早市 株式会社有明商事 2310001008257 デジタルツインシステムを利用した新たな海砂採取運搬船の運航による業態転換への取組み 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

九州 長崎県 長崎市 株式会社ニバリキ 5310001010615 究極の海の磯焼け対策！藻場再生施肥ブロック大量生産計画 たちばな信用金庫

九州 長崎県 佐世保市 流体テクノ株式会社 6310002012683 当社と顧客の双方向設計を可能にする革新的船型設計サービスの構築 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 大村市 ブライダルグッズポケット 結婚式写真撮影分野での長崎県内で唯一のサービス！フォトウエディング企業への転換 大村商工会議所

九州 長崎県 南島原市 有限会社島原種苗 2310002018610 生産者から消費者へ、最新冷凍熟成加工技術で、長崎の海の実りを直送する事業 アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 島原市 株式会社オオハシ 9310002017886 住まいの全てをワンストップサービスで提案する不動産テック事業 島原商工会議所

九州 長崎県 佐世保市 ＭＯＮＡＮＧＥ アクセサリーショップがプロデュースするスイーツショップの開業 佐世保商工会議所

九州 長崎県 諫早市 株式会社川井工務店 1310001012078 ＩｏＴで家族の安全と財産を守るスマートホーム事業の研究開発計画 たちばな信用金庫

九州 長崎県 五島市 有限会社パリス 5310002020571 美容業をベースとした男性向けリラクゼーションへの新分野展開 伊藤　壮平

九州 長崎県 大村市 有限会社県央リサイクル開発 9310002017192 農福学民連携による農産物直売所および食品加工事業の開始 西岡　隆

九州 長崎県 長崎市 株式会社香焼早瀬工業所 7310001000572 アスファルトプラント向け搬送路部品等の曲げ加工体制構築による新分野展開 長崎三菱信用組合

九州 長崎県 諫早市 有限会社Ｌ＆Ｌホテルセンリュウ 4310002016892 ホテルシェフの腕前をあらゆるシーンに～菓子・パン類その他食品の外販事業 税理士法人ＡＳＰＩＲＥ

九州 長崎県 西彼杵郡時津町 有限会社オートフェスタ 6310002008491 キッチンカー等の製造に特化した自動車整備業への展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 東彼杵郡川棚町 聖栄陶器有限会社 2310002012225 ＜「波佐見」から海外へ＞　売上拡大に向けた「磁器製皿」製造への新分野展開 株式会社グッドパートナーズ

九州 長崎県 長崎市 株式会社スワン 3310001000898 新しい生活様式に対応した長期保管型ネット宅配クリーニング事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町 ながせ陶房 陶芸家が考える、新たなエリアリノベーションの拠点づくり 山田　周作

九州 長崎県 長崎市 株式会社長崎新生活センター 8310001001363 老老葬や核家族化進行に伴う社会的課題解決に寄与する遺品整理事業への新分野展開 ワイエムコンサルティング株式会社

九州 長崎県 長崎市 有限会社エム・ワイグループ 8310002006469 働く女性を応援する　深夜まで安心して預けられる保育所の運営 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 長崎県 松浦市 一般社団法人日豪エクスプレス 3310005007980 「高級食パン」で地域と人を元気にするための新規事業 松浦商工会議所

九州 長崎県 平戸市 株式会社ｕｒａｋａｔａ 3010001155772 産地と消費地を結ぶ新たな都市漁村交流を目指すグランピング事業 税理士法人アップパートナーズ

九州 長崎県 南島原市 隆栄株式会社 3310001010014 地元農家、畜産家と協力した地産地消・環境配慮型飲食店の開業 税理士法人内田会計事務所

九州 長崎県 佐世保市 株式会社百福 6310001016306 一次加工した九州産養殖魚による東京・中食業界への参入事業 松浦商工会議所

九州 長崎県 西彼杵郡時津町 重松工業株式会社 8310001003302 高精度金属加工設備の導入と品質管理体制の強化による半導体製造装置分野への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

九州 長崎県 佐世保市 株式会社タシロ 3310001005690 拡大する改修工事マーケットに対応するための、アルミサッシ建材事業の製造体制構築 香月　章彦

九州 長崎県 松浦市 鶴屋旅館 老舗旅館廃業　長崎県松浦産の鰻加工場と通販事業への新分野展開 伊万里信用金庫

九州 長崎県 長崎市 株式会社国際ランドリー 9310001000587 布団洗いに特化したスタッフ常駐型店舗設備導入による専門性を生かした事業転換 税理士法人中央総合会計事務所

九州 長崎県 長崎市 有限会社岸川製作所 8310002001370 クリーンルーム完備の工場増築による精密機械装置組立への新規参入 株式会社フロウシンク

九州 長崎県 五島市 有限会社タイヨウ 1310002020690 新型ミキサー・プラント全面刷新による環境型高付加価値生コンクリート製造 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 大村市 大村セントラルホテル株式会社 2310001008711 温泉三昧！各室内湯付きグランピング＆オートキャンプ場　事業計画 税理士法人森田事務所

九州 長崎県 長崎市 観光タクシー株式会社 2310001000346 タクシー会社のノウハウを活かした車両活用ビジネスへの新分野展開 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 株式会社パパスアンドママス 7310001004904 小売のノウハウで地域のものづくりを支援し、産地観光に発展させるプロジェクト アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 諫早市 合同会社Ｌｉｆｅ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 5310003002882 ＩＣＴを活用した自立支援型のリハビリ・デイサービス アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 大村市 株式会社まつや 7310001008905 世界に［ＭＡＤＥＩＮＪＡＰＡＮ］を届ける！目利きの国内小売店がメーカーへ！国産カジュアルウェア製造・ＥＣ輸出卸販売事業 藤浦　敏明

九州 長崎県 諫早市 有限会社エムグループ・ニジュウイチ 6310002016288 セルフエステ＆完全個室で癒しの新生活を提案 村井利久

九州 長崎県 西彼杵郡時津町 有限会社杉本製作所 2310002007836 溶接加工事業 税理士法人山田アンドパートナーズ
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九州 熊本県 玉名市 音の和ミュージック 熊本県玉名市の感染症対策を施した古民家で癒し系音楽のリサイタル事業 玉名商工会議所

九州 熊本県 上益城郡益城町 株式会社ＫＥＮＹＯ 6330001028142 地域密着型トータルビューティーを手掛ける脱毛サロンへの新分野展開 髙橋　重美子

九州 熊本県 玉名市 株式会社ホーリーレンタリース 5330001018094 リラクゼーション事業と既存事業の融合による新たなビジネスモデルの構築 税理士法人ユース会計社

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＵＲＯＫＯ 2330001026488 サブスクリプションサービスによる５種類の料理のデリバリーサービス事業 西村　信男

九州 熊本県 菊池郡大津町 オフィス清建 ドローン技術を活用した農薬散布・測量事業への参入 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 上益城郡甲佐町 ＬＩＭ　Ｐ＆Ｍ　ＯＦＦＩＣＥ スタジオでのブライダル関連撮影事業への新分野展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 宇城市 株式会社こけお 8330001013381 インスタ映え「おはぎ」がメインの「進化系あんこスイーツ」の製造販売 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 前川敏彦 自社製品の冷凍商品製造によるＥＣサイト及び店頭販売、配達事業拡大 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 宇城市 株式会社山東 5330001002040 自社製作のモール型ＥＣサイトによる熊本県特産品の販売事業　（生産者応援ビジネス！　秋の味覚・和栗） 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

九州 熊本県 玉名市 有限会社中村商会 9330002021531 地域に美味しい「食」を届けたい！人気ラーメン店のお弁当！ 加藤　誠貴

九州 熊本県 熊本市西区 熊本さくら本妙寺通り店 食と健康をコンセプトとしたパーソナルジム開設による売上拡大 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 菊池市 株式会社和 7330001016848 コーヒー焙煎機導入による自家焙煎豆直売及び地元の菊池新鮮食材で作るホットサンドテイクアウト販売事業 伊豆野　和代

九州 熊本県 熊本市東区 有限会社エイトスマイル 2330002014946 イタリアンカフェと共創する暮らしの雑貨、服のお店の開設 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社仁 9330001013406 テイクアウト専門店とセントラルキッチンを利用した販売強化事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 八代市 有限会社八代飯店 9330002026539 ジビエと地域の食材を活用した中華惣菜製造のための食品製造販売への新分野展開 税理士法人スマイル・ベストパートナーズ

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社Ｆ＆Ｐ五車堂 4330002004029 老舗洋食店のＥＣ販売及びデリバリーサービス参入事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 安定小館　チャイニーズカフェアンディン スパイス・生薬・ハーブなど天然素材を使った手作りお香のワークショップと販売事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 合資会社岡田珈琲 3330003000143 老舗喫茶店からオーダーメード焙煎珈琲専門のテイクアウトショップへ 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社エムアールシステム 1330001014717 多種多様の車両整備事業 大林　裕之

九州 熊本県 合志市 青紫蘇農場株式会社 6330001009506 紫蘇の機能的成分を活かした香料、色素・染料製造への新分野展開 橋本　一郎

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社キカクニカ 2330001028831 ＤＸ受発注システムを開発し季節のフルーツと酵素キットを全国へ届ける定期通販ビジネス 井手　庸文

九州 熊本県 熊本市中央区 合同会社くろねこや 7330003001872 ポストコロナに向けた居酒屋からしゃぶしゃぶレストランへの業態転換 東　秀優

九州 熊本県 葦北郡芦北町 有限会社うめのや 7330002027497 コロナ禍においても安心して飲食できる場の提供 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 山鹿市 有限会社德永企画 8330002018628 美容業界の労働環境向上を目指すヘアーサロンフェアリーの新分野展開 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社Ｐｕｌａｍａ　ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 4330001021529 モデル事務所プロデュース！エステ＆ボディメイク事業 藤本　知也

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＯＲＡＮＧＥＣＯＵＮＴＹ 4330001016553 自分の香りを見つけて、コロナ禍のストレスを発散してみては？ 寺崎　兼司

九州 熊本県 宇城市 株式会社松橋ボーリングセンター 6330001012732 健康ボウリング教室と新しいクラブ会員組織化によるボウリング場再生 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 森田屋酒店 ソムリエのいる酒屋併設のワイン角打ちとおつまみ販売の新分野展開 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 山鹿市 株式会社工芸社・ハヤタ 3330001014673 ウィズコロナ時代に安らぎと安心をもたらす中高層大規模建築物の木造化に向けた新ＢＰ材開発事業 片平　希望

九州 熊本県 熊本市中央区 ピエスコーディネーション 熊本の伝統工芸品「肥後象嵌」をモチーフとした商品開発および海外展開も視野に入れた販売事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 宇土市 株式会社伊藤海苔機械 4330001012800 海苔生産機械販売会社の乾海苔加工参入による漁業組合の衰退防止と労働環境改善 株式会社エフアンドエム

九州 熊本県 山鹿市 有限会社上田建設 9330002018346 熊本県最北部に位置する完全非接触型グランピング事業 税理士法人近代経営

九州 熊本県 上益城郡御船町 有限会社ウエダホーム 9330002020780 木材破砕設備の導入による木質系廃棄物処理とバイオマス燃料用チップの生産 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 八代市 コンフォートガーデン 八代で花と緑のテーマパークを展開し、癒しと楽しさの空間を提供する 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社佐藤林業 9330001002053 公的施設の大・中規模木造建築物向けＪＡＳ構造材の大量供給 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 熊本県 上天草市 有限会社ＫＩＤ 9330002028411 高齢者向け介護用バスタブのオーダーメイド事業 天草信用金庫

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社德永 5330001017848 創業１００年の自社ブランドをフランチャイズ化し国内外にて展開 大林　裕之

九州 熊本県 熊本市中央区 ＴＯＫＯｓｉｅ　ＪＡＰＡＮ合同会社 7330003006673 本格スペイン料理店からバスクチーズ専門店カフェへの事業転換 湯上　裕盛

九州 熊本県 山鹿市 幸の国木材工業株式会社 8330001010263 ウィズコロナ時代に備えた抗ウイルスパネル工法の家づくり事業 税理士法人未来税務会計事務所

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社アイビー石油 8330002000131 特定整備車検事業およびその周辺業務への新分野展開事業 森山　英治

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社林酒店 7330002008423 サブスクリプションサービスによる、おつまみ付（レトルト食品）酒類の配送サービス事業 中山　達

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社熊本南部デリバリー 8330002003480 女性柔道整復師による「女性がいつまでも綺麗に健康でいられる身体のコンシェルジュサービス」整体・エステ施術事業 中山　達

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社ソラヒロ 2330001022181 幼少児童から社会人まで一貫した障がい者支援サポート体制の構築 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 上天草市 有限会社ガレージ・イン 6330002029619 屋外宿泊施設を完備した複合的な宿泊・観光サービス事業 中山　達

九州 熊本県 天草市 株式会社レッドハピネス 1330001021589 天草のロケーションを活かした魅力あるワーケーション事業の展開 本渡商工会議所

九州 熊本県 荒尾市 グローバルキッチン　バンブーカフェ うどん店への転換で新市場創出による事業再構築とフードロス０達成 荒尾商工会議所

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 有限会社白水乃蔵 6330002023464 観光事業からの過度な依存を脱却。自社で精肉製造した肉加工品の販売開始 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社イフリート 4330001008823 家族連れを対象とした屋外における常設型恐竜アトラクション事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 荒尾市 有限会社米倉段ボール 5330002022005 防水段ボールによる発泡スチロールシェア獲得を目指す新分野展開 湯上　裕盛

九州 熊本県 宇土市 髪工房ＡＧＯ コロナを乗り越え成長する！エステティック業界への事業転換 湯上　裕盛

九州 熊本県 熊本市東区 ＮＡＮＡ　ＨＯＵＳＥ 人とペットの「心の安らぎと癒し」を提供する新事業 熊本中央信用金庫

九州 熊本県 宇土市 有限会社住吉海苔本舗 6330002024470 キッチンカーを用いた移動販売型多種類巻き寿司事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 宇城市 有限会社城南金属工業 9330002024848 小型高性能空気清浄装置開発による新規事業展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 阿蘇郡南小国町 有限会社御客屋旅館 4330002023342 半農半宿で描く次の１００年、里山の食ブランディング事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 合志市 かしきやまる 自然と触れ合える山村でファミリー向けの炭火焼肉店の展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 人吉市 有限会社人吉農産 6330002030460 新分野展開による農産加工品製造販売事業 人吉商工会議所

九州 熊本県 山鹿市 有限会社やまと 3330002018806 新型コロナウイルス感染症対応対策　総合的癒しの空間創生企業へ 皆德　健志郎

九州 熊本県 熊本市西区 藤木米穀株式会社 3330001004063 ママコミュニティの構築及び農家のＢｔｏＣ通販・直売支援事業 株式会社熊本銀行
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九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社Ａｉｓｌｅ 7330001025642 テイクアウト需要にも対応できるステーキ店への事業転換 林田　素行

九州 熊本県 阿蘇郡高森町 有限会社古寺工務店 9330002023255 伐採木の再利用で阿蘇地域の畜産農家向けおがくず製造販売事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社馳走Ｉｎｃ 6330001018399 熊本唯一の熊本の旬の食材、郷土料理を楽しめるゲストハウス 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 熊本市東区 デリカ　ティム コロナを乗り切るために優秀な食材であるジビエの有効活用と販路拡大 熊本商工会議所

九州 熊本県 八代市 松の湯 １日１組限定の一棟貸し宿が叶える「ｗｉｔｈ／ａｆｔｅｒコロナ時代の旅の形」の提供 税理士法人日隈パートナーズ

九州 熊本県 熊本市東区 ビストロ　シェケン 二刀流、それぞれ体験型のビジネスモデル 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 ｃｏｐａｉｎ ウィズコロナを見据えた高品質な焙煎事業への転換 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市北区 井上クリーニング商会 クリーニングのプロが提案します！アドバイザー常駐型「コインランドリー店」 宮崎　信一郎

九州 熊本県 八代市 株式会社大環 2330001014261 温泉付きグランピング施設の建築・運営による新分野展開への取組 松代　和也

九州 熊本県 熊本市中央区 Ｐｅｇ 熊本県の農産物を用いた自然食品の加工製造とＥＣ販売 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 合志市 Ｒｅｆｉｎｅ 特定整備制度とＳＤＧｓに対応した設備導入による売上回復事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社磯鷸之庄 7330002015213 サブスクリプションサービスによる磯鷸之庄・日本料理のデリバリーサービス事業 中山　達

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社岩田コーポレーション 1330001000394 低糖質の日常菓子等を通じ、未病対策や健康を意識した需要に貢献 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 玉名郡和水町 有限会社コーセイ 6330002022697 福祉施設向け車椅子専用送迎車販売への新分野展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 阿蘇市 有限会社望蘇閣 8330002022910 自然環境一体型のコンセプト付客室改修でコワーキングスペースプランの創出事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 山鹿市 株式会社アグリファーム未来 2330001019681 地産地消のフードロス削減でＳＤＧｓに取り組む農家カフェ事業 税理士法人永田会計

九州 熊本県 菊池郡大津町 有限会社トップルーフ 7330002016797 飲食業を縮小し、県産食材の食品小売業への転換 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社ナカガワフーズ 1330001003307 一般家庭向け冷凍食品及び代替肉食品の製造分野への進出 吉野　恵子

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社エムアール環境計画 7330002001502 食用エビの陸上養殖技術開発事業 税理士法人ＡＫＪパートナーズ

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社Ｌ’ｓ　ｐｌａｃｅ 3330001025316 最新のエクステリア展示場を建設しＶＲ技術とＡＩ技術を取り入れたＩＴ活用サービス事業 熊本信用金庫

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社モアコンセプト 8330002010659 小規模事業者・中小企業向けＩＴ化・ＤＸ化支援事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市 バーマーノ 喫茶事業への参入による新たな利益の創造と相乗効果による経営の安定化 Ｋ＆Ｉ税理士法人

九州 熊本県 熊本市中央区 燻製ガーデン　タケシタ 地域初！日本料理×燻製のリーズナブルな定食店事業 椿　喜久雄

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社同仁がん免疫研究所 9330001019089 成長市場である再生医療の新製品用生産体制を新設し事業再構築 中村　清悟

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社ＰＬＥＡＳＵＲＥ 9330001018165 ＳＮＳを活用したローカルマーケティングサービス分野への新規参入 税理士法人クロジカ

九州 熊本県 阿蘇郡小国町 株式会社杖立観光ホテルひぜんや 6330001022459 Ｎｅｏ湯治とワーケーションの融合による新規需要の喚起 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 有限会社カーパルコ熊本 4330002016800 これからの地域の暮らしを支える新しい中古ＥＶ車事業 税理士法人ウィズラン

九州 熊本県 熊本市東区 有限会社心理診断統計センター 1330002005293 オンライン配信ＷＥＢテスト作成事業およびクラウドサービスによる採点分析事業 椿　喜久雄

九州 熊本県 熊本市南区 オークラ製菓株式会社 6330001000638 動物用ゼリーフードの製造及び販売 吉野　恵子

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社くまもと健康支援研究所 1330001007381 強みを活かしたオンライン×リアルサービス「みんなの家」への新分野展開 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 山小屋Ｈｏｌａｈｏｏ 南阿蘇の大自然に抱かれるオーベルジュ事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 玉名郡南関町 株式会社モロフジケミカル 4330001011760 水性フレキソ印刷、小ロット対応等の強みを生かした食品軟包装事業への参入 白石　健彦

九州 熊本県 上益城郡御船町 株式会社壱工芸社 8330001020254 家具製造技術を活かした、木製デザインユニットハウスの建設事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 菊池郡大津町 株式会社阿蘇自然の恵み総本舗 5330001018004 菊芋の機能性おやつの開発・製造・販売 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 玉名郡玉東町 嶺敦 ３２年間守る中華料理を真空冷凍技術で高齢者施設等へお届け 玉名商工会議所

九州 熊本県 玉名郡長洲町 小代焼一先窯 陶芸体験を目玉にした工房・ギャラリーを再構築して新規顧客開拓！ 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 荒尾市 有限会社ネット・ブリッジ 7330002022481 ネット受注体制確立によりアパレルメーカー化事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 有限会社橋本建設 3330002023319 遊休地を活用した「陸上養殖・加工事業」への新分野展開 西本　寛

九州 熊本県 熊本市東区 丸山　智津子 アフターコロナに適応。空きテナントを活用したテイクアウトの唐揚げ事業 合同会社シー・アンド・ピー創造研究所

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社菊陽タクシー 8330001014768 熊本名産の天草大王・食用馬が素材のプレミアムペットフード事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 ＩｏＴ　ｍｏｂｉｌｅ株式会社 7330001024025 ＨＡＣＣＰ基準に基づいた温度管理のＩｏＴデバイス開発とアプリ開発 熊本信用金庫

九州 熊本県 上天草市 有限会社竜宮 7330002029320 老舗ホテルが非対面高単価型ホテル建設と名産品開発Ｗｅｂ販事業 株式会社肥後銀行

九州 大分県 大分市 有限会社ホワイト舎 1320002006276 介護施設入所者の私物（衣類）の洗濯事業への新分野展開 正岡　諭

九州 大分県 別府市 株式会社Ｇｏｔｔｓｕ 8320001015255 事業発展計画～セントラルキッチンを活用した新たな＂食＂サービスへの挑戦～ 清末　敬弘

九州 大分県 日田市 ハゼボコーヒー 撮影／編集業務を用いた広報・広告事業立ち上げプロジェクト 日田商工会議所

九州 大分県 別府市 合同会社Ｒｅｖｉｅ 5320003002642 全く新しい「コーチング型セルフエステ店」による事業再構築計画！ 税理士法人プロフィット

九州 大分県 別府市 ＡｎｎＷａｖｅ 大人女性の心の不調解決と恋愛などの悩み解決カウンセリング事業 藤永　滋

九州 大分県 大分市 南米空間ダイニング　プエルタ　デル　ソル アンデス料理を全国へ～新しい時代への挑戦～ 株式会社豊和銀行

九州 大分県 別府市 有限会社庚申和裁研究所 9320002011351 世界中の着物ファンと別府をＤＸで繋ぐＫＩＭＯＮＯ工房「Ｍｉｃｈｉ」の設立 矢野　俊樹

九州 大分県 中津市 株式会社中津旅行センター 9320001011352 旅して・見て・移住して・ドローン 中津商工会議所

九州 大分県 別府市 有限会社宮本 3320002012578 伝統とＤＸを活用したフードデリバリーサービス 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 有限会社岩国屋 8320002010932 動画配信を組み合わせたワインのサブスクリプション販売 税理士法人大分綜合会計事務所

九州 大分県 竹田市 ランチカフェらんぷ屋 移動販売と買い物代行による地域密着型経営への転換 竹田商工会議所

九州 大分県 中津市 大金星 市内初のオープンテラス酒場と新たに宴会提供で商店街に活気を 中津商工会議所

九州 大分県 日田市 合資会社ホテル浮羽 1320003001202 訪れる全ての人に活力を与えられる、新しい温泉施設の提案 大分県商工会連合会

九州 大分県 豊後高田市 株式会社佐々木精工 5320001007800 アフターコロナの脱炭素社会実現に向けた半導体事業への新分野展開 株式会社西日本シティ銀行

九州 大分県 豊後大野市 株式会社ますの井 1320001009825 デジタル技術を活用した高齢者ＩＴサポートホテルの展開 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 合同会社フィールクレスト 4320003001554 「布団洗濯代行サービス」、及び「ペット用品専用機械」を導入したコインランドリーの展開 大分信用金庫
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九州 大分県 豊後大野市 有限会社古澤技研 5320002018672 工作機械導入による医療機器部品製造への新分野展開 大分県商工会連合会

九州 大分県 玖珠郡九重町 スパーグリネス有限会社 5330002023647 滞在型観光開発による新分野展開と地域連携・活性化事業 税理士法人ユース会計社

九州 大分県 豊後大野市 浜嶋酒造合資会社 8320003001162 日本酒文化と発酵文化の体験施設「鷹来屋ガーデン」の建築と運営 大分県商工会連合会

九州 大分県 竹田市 有限会社津崎商事 8320002017969 ウイスキー蒸留所を中心とした地域創生モデル構築へのチャレンジ 株式会社大分銀行

九州 大分県 国東市 割烹太喜 本格的な和食の調理技術による弁当や冷凍加工食品の製造販売 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 株式会社ヴェルデ 4320001003008 キャンプ場、グランピングにアクティビティを備えたグランヴェルデリゾート計画 株式会社大分銀行

九州 大分県 臼杵市 株式会社高橋製茶 4320201000416 「お茶を五感で味わったことはありますか？」茶園で営むくつろぎの空間 株式会社大分銀行

九州 大分県 宇佐市 有限会社上田石油店 9320002013728 自動車整備部門及び油圧ホース部門の新たな市場展開 株式会社大分銀行

九州 大分県 日田市 大分技術開発株式会社 7320001009976 ドローンを活用した３次元測量技術による重要文化財の防災・復旧サービス事業 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 三金商事株式会社 3320001007422 従来の輸入ノウハウを活かした中国への越境ＥＣ事業の取組み 株式会社大分銀行

九州 大分県 臼杵市 株式会社王座 8320201000610 既存事業との相乗効果を最大限に発揮できる電気制御装置製造業への新分野展開 株式会社伊予銀行

九州 大分県 玖珠郡玖珠町 玖珠中央発条工業株式会社 8320001010322 パンチレーザ複合加工機の導入による半導体分野への進出 株式会社大分銀行

九州 大分県 宇佐市 立美合同会社 5320003002502 “ペットも旅に来た気分になれる！”ペットホテルとペット関連事業の開業 飯田　展久

九州 大分県 大分市 ｍｒ株式会社 6320001004532 居酒屋・カフェ経営実績とノウハウを活かしたファミリー向け国産牛専門焼肉店の出店 株式会社大分銀行

九州 大分県 玖珠郡九重町 有限会社吉武建設 9320002019980 新たにビジネスホテルを建設して宿泊業に本格参入する事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 中津市 有限会社扇翔苑 1320002020772 老舗呉服屋の挑戦！地域貢献型食堂とレンタルキッチン、憩いの場で顧客拡大 株式会社豊和銀行

九州 大分県 大分市 株式会社Ｒｉｔａ．ｃｏｓｍｅ 7320001014514 アイメニュー特許技術にかかる専用薬剤の安定供給化に向けての新分野展開 税理士法人シーウエイブ

九州 大分県 大分市 株式会社ジャムス 7320001001438 １０代～３０代の女性に特化したＥＣサイトの構築 税理士法人ＩＭＣ

九州 大分県 大分市 株式会社三英総合企画 5320001005580 ジェラートの製造・販売事業 株式会社伊予銀行

九州 大分県 津久見市 有限会社平山工業 6320202000710 ウィズコロナ・アフターコロナを見据えた省人かつ安全な中重量物搬送装置の事業化 株式会社伊予銀行

九州 大分県 由布市 有限会社牧場の家 4320002010192 コロナ禍で変化した需要に対応する「安心・安全」な旅館の実現 大分県信用組合

九州 大分県 由布市 株式会社西日本ハウス 7320001004085 由布院盆地を臨む高台にある遊休地を活用した絶景グランピング事業 株式会社伊予銀行

九州 大分県 大分市 株式会社ｉｒｕｋａｎｄｊｉ 7320001013359 大分県初！お店で自宅で本格グルメバーガーを堪能できるアメリカンダイナー併設の雑貨店 甲斐　幸丈

九州 大分県 大分市 株式会社わかば 3320001001268 リハビリに特化した障がい者デイ（ショートステイ併設）への事業転換 ミントコンサルティング株式会社

九州 大分県 豊後高田市 サトカ建設工業株式会社 8320001007806 四季の豊かな里山で５感フル回転の体験型キャンプ場開設 大分みらい信用金庫

九州 大分県 大分市 株式会社パシフィック・イングリッシュ 7320002007665 自社教材を用いた３～８歳用オンライン英語学習システム構築事業 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 大分市 中華飯店　きい 新生活様式に中華テイクアウト専門店展開による生き残り大作戦 大分商工会議所

九州 大分県 宇佐市 株式会社ドリームファーマーズＪＡＰＡＮ 4320001011786 「次世代のグリーンツーリズム」＝古民家グランピング事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 臼杵市 有限会社石仏観光センター 7320202000296 選択と集中、ＵＳＵＫＩＹＡＫＩブランドを中核とした体験空間の創造 臼杵商工会議所

九州 大分県 大分市 後藤体器株式会社 6320001001133 回転遊具復活！安全装置搭載のインクルーシブ遊具の製造とＥＣ販売 株式会社大分銀行

九州 大分県 国東市 合同会社クオリティライフ 3320003003444 整骨院の強みを活かした障害者グループホーム事業展開 大分県商工会連合会

九州 大分県 別府市 有限会社アイ・ティ・アール 1320002010708 ラーメンとスウィーツを通販やおうちキッチンで楽しむ事業再構築・新分野構築事業 税理士法人二豊会計

九州 大分県 別府市 海宝 －訪日外国人の人気商品を海外へ－　新商品展開と増産拡充のための業種転換 株式会社沖縄銀行

九州 大分県 大分市 株式会社舞鶴酒販 3320001002555 大分県産果実を使った炭酸飲料の製造・販売事業の立ち上げ 株式会社豊和銀行

九州 大分県 日田市 株式会社萬屋 5320003001314 よろづや１００周年プロジェクト 株式会社大分銀行

九州 大分県 杵築市 食楽酒房　遊　ゆとり 非接触販売への挑戦！大分の名産品を用いた餃子の自販機販売 イデア総研コンサルティング株式会社

九州 大分県 宇佐市 安心院パーライト工業株式会社 8320001005347 新型焼成機導入による高品質、特殊な「建材用黒曜石パーライト」の製造販売 株式会社豊和銀行

九州 大分県 大分市 ザイナスエンタテインメント株式会社 1320001015039 メディア一体型によるデジタルトレンド＆ワールド通販ＤＸ事業 高橋　幹

九州 宮崎県 都城市 有限会社笠野石油店 5350002013943 ガソリンスタンドから自動車整備認証工場に事業転換する事業再構築計画 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社鉱脈社 2350002001686 インターネット動画分野への進出による事業再構築 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 都城市 サンプラザホテル株式会社 7350001009197 遊休スペースを活用したインキュベーション施設の開設 坊野　国治

九州 宮崎県 宮崎市 合同会社ももてつグループ 1350003003063 新設備導入による製造工場の整備・電子商販売業の進出で新分野展開 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 ＰＡＲＡＤＩＳＯ合同会社 7350003003371 飲食店と共に障がい者の雇用促進と職場環境を整える事業 池上　成満

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社藤ノ家 6350001013308 地産地消をテーマにした焼肉店の事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

九州 宮崎県 延岡市 ヘアー　テフテフ 「エステ光脱毛」新事業展開による売上回復・拡大事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 日向市 株式会社コダマ 9350001005995 国産酒類麦芽の生産体制整備による事業の再構築 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 西臼杵郡日之影町 居酒屋無我夢中 居酒屋事業の強みを活かした「シミレーションゴルフ場」開業 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 ＥＡＴ　ＧＯＯＤ　ＪＡＰＡＮ お家で楽しむレストラン、地域食材を使用したスペシャル総菜テイクアウト店 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 小林市 フォレスト 高周波プレス機導入による新商品・サービス開発及び新市場開拓 合同会社ブループランニング

九州 宮崎県 延岡市 株式会社森久 7350003001061 「家族の絆撮影会」サービスによる記憶に残るイベント体験の提供 レンタルＥＣ株式会社

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社アップライジング 4350001015520 ウイズコロナ・超高齢化社会に対応した次世代型飲食ＦＣ事業計画 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 延岡市 ＲＩＫ株式会社 8350001015896 文化財を活用し集客、テイクアウト、デリバリー事業展開 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社エムズ 2350001013443 地元宮崎の果物を活用した新スイーツの開発で、事業再構築を図る 景山　洋介

九州 宮崎県 都城市 株式会社金城精機 5350001009018 最新複合機械導入による高生産性実現と産業用ロッボト市場新規参入 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社宮崎なかむら農園 6350001011253 日向夏みかんの規格外品を使った加工製品開発と販路開拓 高鍋信用金庫

九州 宮崎県 都城市 有限会社キャンバン 8350002015755 ものづくり（ＦＡＢ）施設とシェアオフィスによる新ビジネスへの挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 児湯郡新富町 株式会社井崎製作所 5350001005719 ３Ｄレーザー加工機の導入による半導体製造装置分野等への進出 合同会社スマイル・サポート・コンサルト

九州 宮崎県 延岡市 株式会社松長鐵工 2350001012024 超難削材加工の挑戦と化学機械業界進出 株式会社フロウシンク
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九州 宮崎県 日向市 株式会社ワタナベ興業 7350001013307 建築業のノウハウを活かした３密回避のグランピング事業 日向商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 モータウンオートモーティブ株式会社 4350001014794 自動車車検・整備工場の運営による業態転換への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 鎌田茶業株式会社 7350001007894 世界初の赤抹茶を使ったカフェの多店舗展開とセントラルキッチンの設置 立山　忠春

九州 宮崎県 小林市 有限会社マルサ工業 3340002000416 もみの木材再利用で、環境にやさしくお客様により良い住環境を！ 株式会社商工組合中央金庫

九州 宮崎県 児湯郡高鍋町 株式会社甦る大地の会 4350002009975 青果物甘藷生産・販売時に発生する規格外品および残余の甘藷を用いた新商品開発 高鍋商工会議所

九州 宮崎県 串間市 株式会社南部環境クリーンセンター 1350002017493 串間市の悲願！木質バイオマスボイラーを用いた環境配慮型ホテルの新設 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 伸洋土木株式会社 4350001000811 機動的な建築廃材処理およびリサイクルによる環境負荷低減への貢献計画 株式会社エフアンドエム

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社こびとの村 2350002007576 １２０年の伝統を誇る瓦屋根工事の施工技術とデジタル活用で、災害に強い外装工事の元請事業を開始 飯田　三和

九州 宮崎県 延岡市 株式会社中園工業所 1350001006893 ３Ｄ　ＣＡＤ／ＣＡＭを活用したＥＶ分野への挑戦！ 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 都城市宮丸町 株式会社トーコー 4350001008128 ポストコロナを見据えたギフト専門店の新需要創出計画 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 小林市 株式会社ＢＲＩＤＧＥ　ｔｈｅ　ｇａｐ 6350001015139 地域密着型の複合食品加工所「こばやしフード・ラボ」創設事業 小林商工会議所

九州 宮崎県 小林市 株式会社宮原機工 4350001015314 カーボンニュートラルの達成に向けた、大型トラックの架装事業に挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 インド料理　サジョワン 移動販売車とドライブスルー 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 日南市 Ｌｏｃａｌ　Ｌｏｃａｌ株式会社 8350001015707 蔵元と協業、小売業から製造業へ！オリジナル焼酎飲料のＤｔｏＣに挑戦 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

九州 宮崎県 日向市 有限会社サニーガーデン 1350002010606 老舗中華料理店のアフターコロナを見据えた業態転換戦略 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 西諸県郡高原町 株式会社ビッグハウス 8350001012159 ツーバイフォー建築技術を活かした新商品ツーバイフォーユニットハウスの開発 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社プログレッソ 3350001004623 ローカルプロモーションを活用したミュージアム型飲食事業の展開 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 延岡市 エリノアデザインラボ 新規市場開拓のための食堂併設型の水産品の加工と販売を行う食料品製造業 株式会社Ｂ’Ｓコンサルティング

九州 宮崎県 延岡市 株式会社エポックいずみ 7350003001334 社名由来に立ち返った転換～鉄工業から地域密着ベーカリー事業へ 延岡信用金庫

九州 宮崎県 串間市 ｔｏｍｏｔ　ｄｅｓｉｇｎ フルーツパーラー店のフードロス削減とドライフルーツ商品の開発 串間商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 にしむら歯科医院 歯科治療のデジタル転換と補綴治療高度化による新歯科治療提供へ 中村　健一郎

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社源工務店 8350002004551 建設のノウハウを活かしたウィズコロナ環境対応介護事業の展開 木村　壮太郎

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社ヘラクレスジャパン 6350001010189 ＬＥＤビジョンデジタルサイネージ事業による繁華街の活性化プロジェクト 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 児湯郡高鍋町 株式会社侑 3350001013178 店舗移転・複合非対面サービスで笑顔のお客様を増やすプロジェクト 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 延岡市 株式会社錦屋商事 3350001006917 リアル店舗・ＥＣサイト両立運用を可能とするワンストップデポ事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 延岡市 株式会社フイットネスアカデミー 1350001006992 デジタル化と感染対策によるコロナフレイル対策事業 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社トークン 6340002006939 地域密着型ラーメン店の味を自宅でも味わえる、真空冷凍ラーメンや炒飯等の製造販売 清水　智文

九州 鹿児島県 鹿児島市 奄美料理ーＫＯＹＯＭＩー暦 奄美の伝統発酵飲料「ミキ」の長期保存化と製造販売事業 向江　隆行

九州 鹿児島県 鹿児島市 クリニカルエステキッカ コロナ禍でさらに急増！　肌悩みを解決する「毛穴特化型」化粧品の開発 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 薩摩郡さつま町 有限会社谷口商店 9340002018320 無洗米事業の展開による新たな市場開拓 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 薩摩川内市 ｒｅｓｏｒｔ　ｏｆ　ｈａｉｒ　Ｊａｌａｎ 顧客の来店頻度を高め安定した収益を上げ、且つ目新しいサービスで新規獲得を目指す 川内商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 旬好ナカムラ 地域活性化とコミュニティの場を担う新天地での「食」の発信 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 鹿屋市 有限会社ａｃ 2340002027204 鹿児島初、非接触型、地域の資源とコラボ鮮魚店 リードブレーン株式会社

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社あぜち 7340002000916 和食の専門店から中華料理も提供できる設備体制を構築し、テイクアウト販売を行う事業 向江　隆行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社アプリハート 8340002013322 少人数外食・イエナカ外食に対応する個室焼肉と精肉・総菜販売のコンビネーション店舗 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社Ｈｏｎｄｏｕ 3290001082873 Ｗｉｔｈコロナの時代マルチに対応できるレンタルスペース事業 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 薩摩川内市 カタリヤン 新しい生活様式に対応するためのテイクアウトの新分野展開～フルーツサンドのテイクアウトで地域貢献！～ 川内商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 メシヤパーク　トワ 地産地消の製菓製造工房ｐｅｔｉｔ（ペティ） 永田　洋之

九州 鹿児島県 指宿市 有限会社御菓子司鳥越屋 4340002018564 魅来型湯治場エリア演出プロジェクト 指宿商工会議所

九州 鹿児島県 薩摩川内市 手打木工 木材と他素材を融合したデザイン性が高い店舗向け感染症対策家具製造事業 経営ビューイング株式会社

九州 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 シーゴブリンズ 奄美大島のダイビング事業者を支えるサービス 株式会社くろしお保育園

九州 鹿児島県 熊毛郡南種子町 株式会社ＨＯＰＥ 5340001020116 新たな需要喚起のため脱毛エステ事業へ挑戦 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 阿久根市 株式会社まちの灯台阿久根 7340001021748 好みの焙煎度・少量でも対応する珈琲豆販売事業 神園幸太郎

九州 鹿児島県 薩摩川内市 小城機工株式会社 6340001008762 「自社の強みを活かした認証整備とレンタススペースの事業化計画」 大迫　守弘

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 グリーンマウント ＧＲＥＥＮ　ＲＯＯＭ建設による事業新分野展開 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社志 1340001017603 鰻の食品加工製造分野への進出と外販による商圏拡大を図る。 久保　武徳

九州 鹿児島県 鹿児島市 五月産業株式会社 5340001001875 社会的要請、廃プラスチックの中間処理施設を新設 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＹＳフーズ 1340001006325 新製品生産ライン導入により新たに防災食・宅配食市場へ挑戦 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 四季の宿尾之間 未利用土地を活用した手ぶらで移住体験ができる宿泊施設の新規開業 株式会社シンカ

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社白晴舎 6340001021385 顧客ニーズのある２４時間営業と布団クリーニングの低価格化・短納期化への対応 古江　浩

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社桂造園 5340001001165 樹木医によるＣＴスキャナーを活用した樹木診断事業 株式会社さくら優和コンサルタント

九州 鹿児島県 曽於市 株式会社外前田電機 5340001023787 製造業の国内回帰に伴う需要増に対応する為の機械部品製造業への事業転換 税理士法人アリエス

九州 鹿児島県 鹿児島市 東亜建硝株式会社 1340001002885 顔認証システムと電池式ロックを融合したシステム開発 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 株式会社南西興産 9340002021761 ホテルＳＡＵＮＡ＆ＳＴＡＹ開業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 大島郡知名町 沖永良部酒類卸売株式会社 8340001010238 離島特性を活かした新たな移動販売ビジネスへの展開 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 きしゃば会計事務所 幕末までさかのぼる家系図作成・先祖の居住地特定サービス 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 出水郡長島町 株式会社橋元水産 4340001020967 刺身で食べられる冷凍養殖サバの６次産業化で収益力強化と地域貢献 神山　裕人

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社ＢｏｓａｉＴＵＢＥ　Ｊａｐａｎ 1011401022234 低消費電力広域通信を用いた産業保安ＩｏＴの事業化 株式会社商工組合中央金庫
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九州 鹿児島県 鹿児島市 合同会社なか野 1340003002066 精肉小売併設する焼肉店が作る本格的惣菜製造販売への事業展開 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 株式会社シーサイドホテル屋久島 5340001009869 コロナ禍後のワーケーションによる長期滞在に向けた新分野展開 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 有限会社料亭義経 7340002026754 ポストコロナ時代に向けた「高級ベーカリー」への新事業展開 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 ビジネスホテルライラック トレーラーハウス型宿泊施設の導入による自然調和型アウトドア・リゾート開発運営事業 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社橋元産業 8340001003506 プラスチック製容器から木製容器へ需要拡大するテイクアウト市場への挑戦 鹿児島信用金庫

九州 鹿児島県 出水市 池田機工株式会社 9340001011689 人から鶏へ「畜産・システム鶏舎」市場へ新分野展開を行う為の製造体制構築計画 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 大島郡知名町 奥山工務店株式会社 5340001020371 離島発、新たな有機農業用土壌改良剤による離島地域の活性化計画 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 屋久島ダイビングライフ ナイトロックスを屋久島へ提供する 株式会社くろしお保育園

九州 鹿児島県 指宿市 有限会社カナンシステム 5340002018992 機動力の強みを活かしたデリバリー販売を伴うＦＣさかい珈琲の新分野展開 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 霧島市 国分電機株式会社 9340001007241 一貫生産体制を有する開発提案型ＯＥＭ事業をベースにした新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 藤安醸造株式会社 7340001003762 ＦＧアミノ酸液製造×県内初の密封ボトル充填設備導入による新製品開発及び産廃物活用でＳＤＧｓ推進 税理士法人れいめい

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社川内建装 8340001008562 自社の技術を活かした「コンテナ型防音室」の製造・販売による新分野への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 鶴丸交通株式会社 4340001004879 地域住民の要望に応える地域初の住宅型有料老人ホーム事業の展開 税理士法人照国総合事務所

九州 鹿児島県 薩摩川内市 有限会社三生工務店 2340002017106 全天候型ゴルフ練習場（屋内シミュレータ設備）の建設・運営 柳　隆志

九州 鹿児島県 大島郡喜界町 株式会社ファームテック喜界 1340001022363 創業５２年の老舗企業による喜界島黒糖の６次産業化チャレンジ 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 熊毛郡中種子町 大東製糖種子島株式会社 7340001021062 日本初・自社生産さとうきびによる国産アグリーコールラム酒製造計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

九州 鹿児島県 志布志市 有限会社下町調剤薬局 5340002027795 面分業と非接触型で挑戦する新たな地域連携薬局とＯＴＣ薬局への取組み 九思税理士法人

九州 鹿児島県 薩摩川内市 有限会社明治牛乳岩下販売所 6340002017408 暮らしの困り事や要望をワンストップで解決する地域コンシェルジュサービスの展開 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 いちき串木野市 だいにんぐ味彩 焼肉居酒屋の強みを活かした、鹿児島牛・宮崎牛を扱う精肉店出店 いちき串木野商工会議所

九州 鹿児島県 南九州市 株式会社ファームファクトリー 2340001021001 ＢｔｏＢ焼き芋製造業が自然に触れ合うアウトドアカフェ事業に進出 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 大福コンサルタント株式会社 4340001002569 最先端高精度３Ｄレーザー測量機付ドローン導入により国土防衛・災害対策に貢献 島元　安二郎

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社南日本引越センター 5340001004283 環境問題へのソリューションを含めた高齢化社会に適応した整理事業 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社南光 7340001003044 超精密空調環境を達成する設備を製作するための新規設備の導入 株式会社商工組合中央金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社Ｎｅｘｔｉｎｇ 6340001020081 化粧品の製造所設備の導入によりブランドメーカーとなるプロジェクト 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 奄美市 株式会社前川水産 1340001010731 「奄美大島」唯一の老舗鮮魚店が新たに手掛けるＨＡＣＣＰ対応の加工品製造業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 いちき串木野市 有限会社メディカルトップス 6340002018067 子どもの生きる力を伸ばす民間学童による新分野への挑戦 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社モノエージェント 6340001018258 「モノづくり」の困ったを解決する機械装置開発事業 神園幸太郎

九州 鹿児島県 出水市 株式会社小田平建設 8340001011723 地域の基幹産業である畜産業を支える為の新分野展開事業 出水商工会議所

九州 鹿児島県 指宿市 古民家で昼ごはん　梅里 地域初！　地元・指宿温泉を活用した、本格讃岐うどん店の展開 上岡　ひとみ

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社九州電算 9340001001442 食肉流通促進サブスクリプション事業計画 古江　浩

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ＥＶＥＲ　ＧＲＥＥＮ 2360001023490 美味しく楽しく健康になる！日本初上陸ハワイ発ビーガンフード 金城　一也

沖縄 沖縄県 名護市 ヘアールームカロ 人と接触せず出来る脱毛サロン 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ウェインクリエイト 6360001025731 子供向けプログラミング学習アプリ「コーディングキッズ」の展開 泉　正道

沖縄 沖縄県 沖縄市 有限会社ジョイメディア 7360002011845 『安心・安全』『成果が出る』『楽しい』ＡＩフィットネス事業ＦＵＲＤＩ 税理士法人ダイヤモンド経営

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社アイティオージャパン 3360001015090 沖縄県南城市の環境と魅力溢れるキャンプ×体験型パークの設立で新分野転換 平敷　太介

沖縄 沖縄県 豊見城市 株式会社アウンパートナー 5360001020650 法人向け経理代行業から一般消費者向け住宅購入アドバイスサービス業への転換 経営ビューイング株式会社

沖縄 沖縄県 那覇市 有限会社マンゴハウス 1360002005729 店舗が開けられない、お客様が来店できないのならこちらから伺おう！！マンゴハウスアイランド号で！！ 税理士法人那覇中央会計

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ステージングアップ沖縄 5360001006261 テイクアウト＆宅配が可能な油そば店を出店し、ランチタイムと拡大する中食ニーズを掴む 池村　尚弘

沖縄 沖縄県 那覇市 すまほ屋 ｉＰｈｏｎｅ特化型修理業から、沖縄初！ＥＣサイト活用によるオリジナルスマホケース加工販売事業への進出 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 宮古島市 合同会社雄進圧送 6360003009889 宮古島の宿泊施設建設に一役買ってきたからこそ可能となるキッチンカー事業への大転換 村上　創太

沖縄 沖縄県 豊見城市 ビューティーサロンＳｈｉｎ エステ事業から美容室事業への新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社テトリア 2360001021981 時代が求める「新しい生活様式」を安価で手軽に実現できる家具・家電サブスクリプションサービス事業 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 豊見城市 與那國太介三線教室 三線教室をオンライン化・琉球芸能のオンライン教室の開講。 尾関　亮

沖縄 沖縄県 浦添市 株式会社タスキ 4360001018398 沖縄のハンドメイドショップ店が始める「セルフフォトスタジオ」 浦添商工会議所

沖縄 沖縄県 糸満市 有限会社珍品堂 2360002009217 地元客向けにオリジナルの工場直送スイーツやドリンクの製造・販売 諸見里　利秀

沖縄 沖縄県 那覇市 有限会社サン・ホールディング 4360002001865 有色ソルガムを精穀、製粉したグルテンフリー食品製造販売への業種転換 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 ココガーデン 生涯現役社会構築のための、女性向けパーソナルトレーニング事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 石垣市 株式会社アビタンリアルティ 3360001020776 石垣島でワーケーションができる次世代のコワーキングスペース事業 鶴間規文

沖縄 沖縄県 石垣市 ３６９ｌａｃｏ　ｉｓｈｉｇａｋｉ ブライダル事業の新規分野開拓と飲食事業の新分野展開 石黒達也

沖縄 沖縄県 豊見城市 沖縄リフレッシュ整骨院 パーソナルジムリフレッシュ 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 宮古島市 株式会社新家 7360001013966 地域資源に付加価値を付けＳＤＧｓによる新分野の展開 大嶺　眞

沖縄 沖縄県 宜野湾市 琉球テクノソリューションズ株式会社 9360001025209 県外在住者向け有料職業紹介業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 名護市 オフィスパッション サロンの痩身技術を取り入れた女性専用パーソナルジムの新規事業 宮田　大

沖縄 沖縄県 那覇市 有限会社エアーアシスト 5360002000627 当社の旅行業の強みを生かして差別化した美容サロンの展開 竹内　成人

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ワンスマネージメント 4360001024438 美容室に行く時代から、美容室が来る時代へ。モバイルヘアサロンｗｉｔｈ　Ｐｈｏｔｏ　Ｗｅｄｄｉｎｇ　ｅｍｎｉ 當山　孝祥

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社幸 8360001005698 伝統料理・琉球舞踊・工芸品のオンライン販売開発事業 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社Ｗｉｎｇ 1360001018459 「凍眠」技術の導入による販路及び業態の転換を図り、沖縄の味を全国へ 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社Ｉｎｎｏｃｅｎｔ　Ｍｉｋｋｕ　Ｒａｕ 4360001027358 最新フィットネスと食を融合させる「健康のセルフマネジメント」計画 津嘉山　朝之
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沖縄 沖縄県 那覇市 有限会社グローバルスタッフ 7360002005459 コロナ禍でも対応可能なテイクアウト専門店への業態転換 有銘　寛之

沖縄 沖縄県 沖縄市 ほたる物販 大学受験個別指導塾の新規開講 青葉総合税理士法人

沖縄 沖縄県 豊見城市 株式会社４７８ＣＯＭＰＡＮＹ 9360001024904 Ｗｉｔｈコロナ時代の“健康経営×社会貢献”で社員を元気に！ 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 有限会社光洋地質調査 2360002005546 事業承継を機に、『磁気探査』の新分野に挑戦し、会社の未来を拓く 上仮屋　貞美

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ロンジェ 7360003005532 ＱＯＬ（生活の質）向上ニーズに応える空間デザイナーを育成する資格認定事業の創設 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 やさいや 急速冷凍技術を活用した沖縄県産マンゴー安心安全無人化店舗販売 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社智財 4160001007834 高齢化、過疎化の救世主！コロナ失業者を雇用する有料お手伝いサービス事業 藤　崇之

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 株式会社ＳＥＶＥＮ　ＳＰＩＲＩＴＳ 3360001014480 沖縄№１の民泊開業運営に特化した専門コンサルティング事業 大城　眞徳

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社セルリアンブルー 1360001006827 新たな生活様式対応ビジネス！体験素材の通信販売構築事業 尾関　亮

沖縄 沖縄県 石垣市 イエローサブマリンダイブスタジオ 空気及びエンリッチドエア（高濃度酸素）タンクチャージ業務 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 Ｏｋｉｎａｗａ　ＬＩＦＥ　Ｐｌｕｓ株式会社 6360001020518 ローフードを通して島の食料ロス減少に貢献する飲食店新規開設事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 中頭郡嘉手納町 株式会社ビリーブ 5360001006848 商品、提供方法の転換、拡充による多様なニーズへの対応 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 宮古島市 エコツーラボ合同会社 6360003005376 宮古島ＳＤＧｓ体験学習拠点「サンゴ水族館ラーニングセンター」 宮古島商工会議所

沖縄 沖縄県 沖縄市 コザ電気工事株式会社 8360001007281 低価格で地域に貢献するしゃぶしゃぶ専門店の経営 大城　逸子

沖縄 沖縄県 那覇市 ＵＭＡＭＩＴＡＳＵ 隠れ家×自宅で楽しむ、産地直送スイーツエクレア 株式会社池田泉州銀行

沖縄 沖縄県 宜野湾市 株式会社沖丸 6360001021301 韓国チキン　テイクアウト・デリバリー専門店 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 株式会社ＴＩＭＥＬＥＳＳ 3360001024439 地元のお客様の販路開拓に向けた商品開発と店舗改装 竹内　成人

沖縄 沖縄県 糸満市 ＲＧＣ株式会社 6360005001423 琉球ガラスデザインを核としたトータルコーディネートサービスの提供 税理士法人ビジネスパートナー

沖縄 沖縄県 石垣市 天心丸 「水素の力で環境に優しく安全に船の燃費を改善する”船舶エンジンのクリーニング事業”」 株式会社企業参謀

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ヘーラー 1360001001902 沖縄原産ヘナの６次産業化と髪染剤の拡販 税理士法人ビジネスパートナー

沖縄 沖縄県 中頭郡北中城村 ＵＳ．ＰＡＲＫ有限会社 6360002018734 脱毛、エステ、ホワイトニングの一体型セルフサロンへの新分野展開 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

沖縄 沖縄県 那覇市 合同会社パワーコード 9360003006520 非接触型２４時間オープントレーニングジム運営及びマッチング事業 藤原　亮

沖縄 沖縄県 島尻郡久米島町 合同会社ＰＬＡＮＫＴＯＮ 5360003006623 久米島空港カフェ「風人」の移転及び島民向けベーカリーカフェへのリニューアル 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 宮古島市 株式会社アイランドエキスパート 6360001014172 アフターコロナを見据えた教育的付加価値のあるリアル＆バーチャルコンテンツの拡充 宮古島商工会議所

沖縄 沖縄県 八重山郡竹富町 オハナアウトフィッターズ 地域性とガイドの個性を活かしたコミュニティづくり、オンリーワンの体験を！ 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 うるま市 株式会社クレールアーキラボ 7360001019253 設計事務所から植物販売サービスへの新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社木立 6360001011376 ＥＣサイトを活用した自社商品の販売による、脱属人的ビジネスモデルへの挑戦 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 八重山郡竹富町 民宿大浜荘 民宿を改修し、食堂及びテイクアウトを行う事業 松川吉雄

沖縄 沖縄県 糸満市 有限会社丸正開発 8360002009384 防災と再エネ活用に特化した設備の提案型事業への進出 尾関　亮

沖縄 沖縄県 豊見城市 株式会社ＤＲＥＡＭ　ＴＡＫＥ 8360001020540 子供と親の胃袋をつかむ、地域共生テイクアウト専門店の新規構築 米倉　徹

沖縄 沖縄県 宮古島市 有限会社下地商事 5360002022407 見える化により、国際的な衛生管理手法の基準を満たした「宮古島ブランド氷」創生事業 税理士法人ＤＳＡ

沖縄 沖縄県 宮古島市 佐渡山亮太 宮古島の景色と味覚を堪能できる日帰り専門グランピング事業への展開 翠税理士法人

沖縄 沖縄県 八重山郡竹富町 株式会社南風見観光 3360001013268 アウトドアスタイルを取り入れたリゾートホテルの業態転換 株式会社イコール

沖縄 沖縄県 宜野湾市 有限会社サウスエリア 5360002018090 県内初。打上業者の花火製造業の取得による花火仕込みの工場完結化・オリジナル花火の製造				 若杉　拓弥

沖縄 沖縄県 南城市 イーストホームタウン沖縄株式会社 8360001019509 琉球大学ウェルネス分野研究　長期滞在型メンタルヘルス対応施設 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 豊見城市 有限会社やいま企画 4360002008241 再生ペットボトルによるプリフォーム・ボトルの製造販売 東京中央経営株式会社

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社トランク 2360001016957 「自宅でレストラン」外食から中食へ食のプラットフォームを目指すデリカテッセンの開発 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

沖縄 沖縄県 豊見城市 スピードクラフト株式会社 7360001008371 自社の強みを生かした部品センターの構築、新たなビジネスモデル事業展開 とよみ税理士法人

沖縄 沖縄県 豊見城市 株式会社上原ミート 5360001002748 沖縄畜産物の店舗販売から「ＯＭＯ」思想に基づいた工場発送通信販売への業態転換 税理士法人エヌズ

沖縄 沖縄県 那覇市 久米仙酒造株式会社 6360001002367 泡盛古酒を用いた新分野「ライスウイスキー」の製造及び販売 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社あしびかんぱにー 6360001018446 地元企業の沖縄物産の販売拡大のため、卸売業に挑戦しＩＴを活かし新たなＤＸを図る事業 碧山　裕二

沖縄 沖縄県 国頭郡本部町 有限会社宇根自動車 5360002020798 自動車の非対面型販売実施に向けて取り組む新事業！ 藤原　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ナムラ 3360001000002 ３Ｄデジタルビジョンを用いた広告事業への参入 株式会社沖縄海邦銀行

沖縄 沖縄県 国頭郡恩納村 株式会社ＳＩＮＫＡ 8360001012728 青い海が広がる完全個室でのエステサロン事業　沖縄料理と融合させた新分野展開 金城　一也

沖縄 沖縄県 沖縄市 ホワイトポイント株式会社 4360001017202 データ消去復旧システム会社による革新的ファイル転送サービス開発 株式会社アクセルパートナーズ

沖縄 沖縄県 八重山郡竹富町 グッドアウトドア コロナ禍でも安心。プライベートで遊んで泊まる　西表島の地域と環境に配慮した宿 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 石垣市 株式会社川平ファーム 9360001016851 観光農園の運営及び植物、農産品販売による事業再構築事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 浦添市 株式会社味美沖縄 5360001024841 冷凍自動販売機展開とＥＣサイト構築による製造小売販売事業 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

沖縄 沖縄県 南城市 株式会社なかむら食品 3360001006692 コロナによる売上減少へ対応するための商品製造方法の変更 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 石垣市 株式会社ユカルヒ 5360001022928 全天候方施設設立によるアニバーサリー事業参画とリピーター創出 内海　飛鳥

沖縄 沖縄県 うるま市 株式会社ダイニングプロジェクト 9360001011729 飲食事業資産を活かした障害児等を食と運動でケアする通所預かり施設 株式会社エフアンドエム

沖縄 沖縄県 うるま市 有限会社アトリエ・門口 8360002014343 自社の経営資源を最大限生かせる宿泊施設の確立 藤原　亮

沖縄 沖縄県 宮古島市 有限会社南開建設 1360002022253 農業の成長産業化に向けたスマート農業推進のための新分野展開事業 植田　由紀

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ティッピングポイント 4360001019958 ＡＩを活用しＬＩＮＥと連携した対話型デリバリーオーダーシステムの開発 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

沖縄 沖縄県 中頭郡中城村 有限会社新里ボルト商会 5360002019287 ＪＩＳ規格に適合するボルト製品製造への参入による商社からメーカーへの業態転換 大串　智之

沖縄 沖縄県 宜野湾市 礼安Ｊａｐａｎ株式会社 6360001025574 ＮＡＳＡで開発された「エアツリー」を伴う農業情報科学コンサルタント事業への新分野展開 金城　一也

沖縄 沖縄県 南城市 有限会社カワセツ 9360002010853 バガス焼却灰主体の脱水助剤製造工場建設及び設備導入事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 島尻郡南風原町 株式会社近代美術 8360001006457 食品業界向け環境にやさしい革新的な軟包装の新提供 株式会社商工組合中央金庫



141 / 141 

事業再構築補助金　第3回公募　通常枠・大規模賃金引上枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠　採択案件一覧【全国統合版】
2023年4月14日時点

エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

＊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。

沖縄 沖縄県 那覇市 ｃａｓｔｌｅｈｉｌｌ株式会社 7360001006887 美容室が自社の強みを活かしてサロン専売頭髪化粧品製造・卸への進出 コザ信用金庫

沖縄 沖縄県 島尻郡与那原町 株式会社ナガイ産業 7360001011466 宮古島の漁師と作る海抜約５０ｍの渓谷に囲まれた秘境ビーチグランピング事業 冨田　将孝

沖縄 沖縄県 沖縄市 株式会社トップラン 5360001007268 自社資源を有効活用した除菌・消臭液の製造とＥＣサイト構築による販路拡大 税理士法人砂川会計パートナーズ

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社角萬漆器 4360003000346 量産化可能な堆錦素地（新技術）を用いた売上向上計画 冨田　将孝

沖縄 沖縄県 浦添市 株式会社アイ・ラーニング 3360001009836 アジア留学に向けたオンライン語学教育による事業再構築～ＧＯＡＬ　ｐｒｏｇｒａｍ～ 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

沖縄 沖縄県 石垣市 有限会社国仲スポーツ社 5360002021144 『デジタルを活用した身体機能向上ジムとオンライン配信サービス事業』 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 浦添市 株式会社財全ＧＲＯＵＰ 4360001014637 「地域経済の活性化に貢献するビジネスマッチングアプリの開発と普及」 尾関　亮

沖縄 沖縄県 豊見城市 有限会社ナイルインターナショナル 4360002007838 大東島の食文化を新しい形で気軽に提供する 税理士法人さくらパートナーズ

沖縄 沖縄県 石垣市 農業生産法人石垣島正直村ファーム株式会社 7360001024567 自社飼育アグー豚のしゃぶしゃぶ店とマンゴーなどの特産品の物販 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 浦添市 株式会社アイレント 1360001008385 イベント・ＭＩＣＥ（マイス）ハイブリッド開催サポート事業 税理士法人グローアップサポート

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社リッチグリーン 5360001002186 グリーンファッションでかなえる「特別なやすらぎの空間」を演出したショールームカフェ 公益財団法人沖縄県産業振興公社

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 株式会社フロンティアリゾート 8360001010260 カフェ併設のコワーキングスペースを設けたワーケーションアパートメントへの転換 税理士法人那覇中央会計


