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事業再構築補助金　第６回公募　採択案件一覧【全国統合版】　　　※事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。
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 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社スポトレンド 4430001008524 ポストコロナを見据えたレジャー×宿泊事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市清田区 株式会社Ａ－ＯＮＥ 6430001065794 北海道全域におけるゴルフ事業者向けスマホアプリの販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

北海道 北海道 函館市 ｍｕｋｕ　ｈａｎｄｍａｄｅ 函館初ジュエリー作家が技術指導する彫金教室の運営 竹林　浩樹

北海道 北海道 勇払郡むかわ町 むかわのジビエ 獣害の鹿を問題解決のためにペット用レトルト食品に変身 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＳＡＬＯＮ 4430001045682 飲食業から製菓衛生師が作る北海道原料のチーズケーキ専門店への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市清田区 Ｇａｒａｇｅ　Ｒｅｐａｉｒ 需要が見込まれる軽自動車市場に特化　中古車の品質と価値を保証する新サービスへ挑戦 株式会社シャイン総研

北海道 北海道 札幌市豊平区 スナックフラン 高齢化が進む美幌町で健康寿命を延ばす屋内施設の創出！ 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 古艪帆来ほまれ物産株式会社 8430001006433 飲食業から旬の北海道食材を使った冷凍食品等をＥＣサイトで販売する製造小売業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市豊平区 あて 洋風おでん＆フレンチのお店に転換し、新たな顧客の獲得を目指す 株式会社ＭＢコンサル

北海道 北海道 札幌市東区 ＡＴ－ＰＬＡＮ株式会社 7430001059738 海外コンサル事業との相乗効果が期待できる専門レポートのＥＣ販売 合同会社バリューアップ

北海道 北海道 紋別郡興部町 ノースプレインファクトリー合同会社 2450003001378 オホーツクが満喫できるドッグラン・サウナ付き貸し切りグランピング事業 辻村　英樹

北海道 北海道 阿寒郡鶴居村 有限会社甲斐建販 6460002000005 土木工事業者による、新たなスタイルのバケーションキャンプ事業 西部　一晃

北海道 北海道 札幌市中央区 ｏｕｃａ ウィズ・ポストコロナ及び高齢化社会の心身の健康に貢献するヘッドスパ専門店の新規展開 スズカ税理士法人

北海道 北海道 札幌市白石区 谷内興業株式会社 5430001084820 ラム肉せせりをＥＣ販売。　北海道産食肉と希少部位肉を全国に。 魚谷　康行

北海道 北海道 千歳市 株式会社ドラグループ 8430001044623 地場食材を使った惣菜とお弁当のテイクアウト店への業態転換 株式会社吉岡経営センター

北海道 北海道 苫小牧市 ピッツァ＆カフェ　ノヴィータ 昼と夜でコンセプトの異なるおひとり様用牛タン店への事業転換 株式会社吉岡経営センター

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社ＷａｉＳ 9430001034400 福祉有償運送（介護保険タクシー）予約受付アプリ開発と介護事業所の運営、介護タクシー旅行商品の企画 札幌商工会議所

北海道 北海道 函館市 有限会社ミック 6440002004718 業務用バッテリーの修理・再生品の販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

北海道 北海道 河西郡芽室町 有限会社めむろプラニング 4460102004097 ちいさな森から地域の賑わい創出！オープンカフェ＆イベントスペース造成 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市北区 アルカス北海道株式会社 6430001058377 ＡＤＨＤのリハビリテーションに特化した児童デイサービスの新分野展開 ベンチャーパートナーズ株式会社

北海道 北海道 札幌市東区 井原塗装株式会社 8430001001707 金属焼付塗装設備導入による『北海道唯一』の特殊塗装業への業態転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 円山バル　地球防衛軍 コロナ感染対策を施したセントラルキッチンの設置による、冠婚葬祭や各種イベントにおけるケータリング及び弁当販売事業 岩田　圭史

北海道 北海道 函館市 美鈴商事株式会社 9440001002356 老舗コーヒーロースターの焙煎技術を気軽に楽しんでもらえるドリップコーヒーの自社製造事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 斜里郡斜里町 有限会社知床ジャニー 3460302004856 「天に続く道」へのテイクアウト専門店立上げ 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 伊達市 有限会社キッチンヒラオカ 1430002063232 中食を冷凍自販機にて２４時間３６５日販売を実現 伊達信用金庫

北海道 北海道 小樽市 株式会社パケット 5430001081784 ＩＴインフラアプリ事業「Ｃｉｔｉｅｓ」街のすべてをアプリの中に 北海道信用金庫

北海道 北海道 小樽市 株式会社８Ａ　ＧＡＲＡＧＥ 2430001074238 キッチンカーを利用した自家焙煎コーヒーの移動販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

北海道 北海道 札幌市清田区 株式会社タックル工作所 4430001029537 家具の法人向け下請け卸売業から、巣ごもり需要対応の個人向け小売業への転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 函館市 株式会社ヴィーヴル 3440001007807 函館初！コワーキングスペースのあるラーメンカフェの経営 竹林　浩樹

北海道 北海道 旭川市 今野醸造株式会社 4450001001122 地域資源と販売チャネルを活用した、調理済み食品への新分野展開 大島　健輔

北海道 北海道 旭川市 ラトリエＫ 人気メニューをネットサイトで販売！販路を地域近郊から全国へ拡大 北海道商工会連合会

北海道 北海道 釧路市 株式会社ライン 3460001002120 地元の「一番」を目指して！既存飲食事業のノウハウを活かした焼肉店への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市厚別区 ケーフィールドスクール 非対面オンラインで学べるベースボールサプリ事業への業種転換 札幌商工会議所

北海道 北海道 函館市 函館海鮮居酒屋笑まる 安心して楽しめるセルフ、個室焼肉店 株式会社ＳｏＬａｂｏ

北海道 北海道 岩見沢市 株式会社宝栄 7430001059655 省人化を目的とした無人販売システムの構築とプロデュース事業 空知信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社サンオープン 1430002022444 急速冷凍技術を活用　北海道の食材を使った名物「カニクリームコロッケ」を全国のご家庭へ 株式会社シャイン総研

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社吉山商店 4430001066415 Ｗｉｔｈ／Ａｆｔｅｒコロナ対応のシミュレーションゴルフ施設運営による事業再構築 牛腸　真司

北海道 北海道 札幌市白石区 クリエイティブファクトリー 地域で支え合う「家政婦のミカさん」プラットホーム事業 株式会社ＭＢコンサル

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社アシプログループ 8430001080503 農機具を中心としたエンジンの水素カーボンクリーニング事業 株式会社アクセルパートナーズ

北海道 北海道 札幌市豊平区 昇日国際株式会社 4430001069987 管理する空き家物件をファーマーズマーケットとして再生！ 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 札幌市南区 有限会社ノーブル企画 7430002038906 先端技術（ドローン）を活用した高所点検・空中撮影・作図作成事業 空知信用金庫

北海道 北海道 石狩市 パワー合同会社 5430003007011 既存事業の顧客に対する板金塗装事業のクロスセル展開 税理士法人Ｆｕｔｕｒｅ　Ｃｒｅａｔｅ

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社桃翔２８ 6430001037042 オリジナル化粧品「Ｔｏｍｏｓダーマ　ハリケアジェル」の全国展開 古林　国博

北海道 北海道 札幌市北区 よもぎ蒸し＆リラクゼーションサロン　ウーム 医療機関と連携し、最新の痩身技術を導入したメディカルエステサロン事業を実施 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社シーズ 8430001042156 テイクアウト特化への転換と「わらび餅ドリンク」の多店舗販売 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 ＦＰＬ証券株式会社 6011401018319 Ｗｅｂ完結型証券システム導入による新規顧客開拓 税理士法人　中野会計事務所

北海道 北海道 札幌市手稲区 株式会社豆太 9430001026827 北海道産大豆を原料とした植物性食品の商品化とＥＣサイト構築等による小売への事業転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市東区 北海道オリンピア株式会社 8430001021713 ＥＶ時代に備えたＶ２Ｈ電源自給システム販売・保守新規事業の展開 柴田　晶子

北海道 北海道 札幌市中央区 アロモ 療術業発展のため、オンラインを使った人材育成 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市厚別区 スマート・スポーツ有限会社 4430002042191 医療機関とスポーツジムによる、糖尿病患者へのトータルヘルスサポート事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 リージョンズ株式会社 2430001038201 人間性まで見極めて後継社長を仲人する、伴走型事業承継支援サービスへの新展開 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 函館市 株式会社カネフト川村鮮魚 6440001005460 活魚水槽の導入による商品付加価値の向上と業務効率化 ＣＡコンサルティング株式会社

北海道 北海道 札幌市中央区 エイトノット株式会社 8430001076906 北海道観光の新しい形、キャンピングカーレンタルサービス”ＴＯＡＬ　ＣＡＭＰＥＲ　ＳＥＲＶＩＣＥ” 札幌商工会議所

北海道 北海道 虻田郡倶知安町 株式会社ニセコドリーム 5430001074169 ヒト幹細胞培養上清液使用した美容事業の新設 公益財団法人北海道中小企業総合支援センター

北海道 北海道 札幌市中央区 清水　早都子 アフターコロナ時代に対応した民泊併設型飲食店事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

北海道 北海道 札幌市中央区 一般社団法人北海道民泊観光協会 2430005013258 居住困難者に対する、民泊を利用した居住支援窓口の設置事業 森山　泰志

北海道 北海道 釧路市 ゲストハウス　ＣＲＡＮＥ　鶴 コロナ禍での新たな観光ニーズに対応した、　飲食店兼コワーキングスペースの新設 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社北宝 2430001045718 ドライブスルー設置の店舗でたこ焼きあほやにＦＣ参入 シリウス税理士法人

北海道 北海道 札幌市豊平区 有限会社ネクスト 8430002035431 唐揚げ弁当ＧＰ最高金賞の唐揚げと本場北海道ラーメンの新店舗 藤原　文

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社デザインセンター 4430001028803 オンラインシミュレーション導入による当社ＲＣ住宅のブランディング計画 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市厚別区 はまなす セントラルキッチンを確保し、自慢の食材をＥＣサイトで販路拡大 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 苫小牧市 ＴＬＣフードサービス株式会社 6430001062107 最新冷凍技術を活用し地元食材を地域飲食店や全国の消費者に販売 坂下　晃庸

北海道 北海道 石狩市 カレー一家 ビルの窓修理を効率化する「外窓障子着脱補助器具」の事業化 後藤　公平

北海道 北海道 帯広市 株式会社スコップ 6460101004600 庭での「こと・もの」を提案するキャンプおよびエクステリア用品小売事業の展開 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市西区 株式会社アジアン・スマイルコム 9430001049357 デジタルを活用した北海道産鮮魚の水揚げ港直売、直送サービスの実施 大西　和正

北海道 北海道 苫小牧市 株式会社ユニティ 6430001077583 地域社会の「美」と「健康」を追求し、健康で豊かな生活に貢献します 坂下　晃庸

北海道 北海道 虻田郡倶知安町 ＴＯＹＲＵ スノーリゾートニセコに適したオリジナルパウダースキーの開発 税理士法人　中野会計事務所

北海道 北海道 札幌市中央区 関　健吾 空き家を活用したリノベーション型シェアハウス・モデル事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社Ｋカンパニー 7430001032001 婦人服ブティックから、絹雑貨商品を強化したネット上への販売へ業態転換 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市東区 三愛自動車工業株式会社 9430001018931 北の大地・札幌でＥＶを安心、安全に利活用できる未来を切り拓く 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社リベラ 1430001081037 福祉事業者がＡＩ活用の都市型ワイナリーで障害者雇用・脱炭素・賃上げ実現 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 塩ホルモンずんぐり 「塩ホルモン専門店ずんぐり」の味を商圏３ｋｍから日本全国へ 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社ダイヤ書房 6430001009784 当社書店・ダイヤ書房内に地域の独自性を活かしたカフェをオープン 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社フラワーエスタ 9430002040703 生花を加工する設備・機械導入 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＢＡＲＲＥＬ 5430001077601 生産者と消費者をつなぐ、一体型のデリバリー専門店への挑戦！ 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 丸大大金畜産株式会社 6430001023348 生産者と消費者の架け橋となる「食肉加工センター」への挑戦 札幌商工会議所

北海道 北海道 余市郡余市町 有限会社マルコウ福原伸幸商店 8430002056592 高付加価値商品で地域振興を目指す北海道唯一のからすみ事業 小笠原　一郎

北海道 北海道 札幌市厚別区 有限会社ｆｕｗａ　ｍｏｃｈｉ　ｃｏｍｐａｎｙ 2430002017682 新商品：冷凍ドーナツ・ベーグルの製造強化とネット販路開拓 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ベストフレンズ 7430001049367 コロナ禍を乗り越える通販事業とエステ事業への新規参入 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社丸長そば店 9430002025860 老舗そば処が展開するそば製麺製造販売事業への新規参入 菊地　正人

北海道 北海道 苫小牧市 株式会社縄文 2430001059602 北海道発産直応援ポータル型ＥＣサイトの構築 苫小牧信用金庫

北海道 北海道 登別市 ｃｈｉｈａｒｕ 美容と健康の知識とノウハウを活かしたシニアフィットネスの構築 室蘭信用金庫

北海道 北海道 厚岸郡厚岸町 ジャイアント 地域で唯一のフレンチ・イタリアン専門店への業態転換とペット事業への進出 網野　征樹

北海道 北海道 斜里郡斜里町 久保農販 もち麦及び熟成じゃがいも製造設備導入と雨のち晴れＰＢの立ち上げ 北海道商工会連合会
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エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

北海道 北海道 札幌市清田区 見光企業株式会社 2430001005440 地域事業者と連携して運営する完全個室シュミレーションゴルフ場 株式会社リアリゼイション

北海道 北海道 札幌市北区 合同会社ｍｏｒｅ 1430003009250 「おうち時間の充実」のためにドライフラワー製造・卸売への新分野展開（挑戦） 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 黒島　健介 お家でミシュランの味！テイクアウト商品の開発と蕎麦専門店へ業態転換 株式会社シャイン総研

北海道 北海道 札幌市北区 北海道物産株式会社 5430001022458 新千歳空港の乗客をターゲットにした新コンセプトレンタカー事業 大西　和正

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社昭和陶業 5430001007995 タイル工事業から、障害福祉サービスへの新規参入 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市清田区 有限会社中島自動車板金塗装工業 2430002014408 大型車修理技術を生かした事故車復元事業で持続可能な社会へ貢献 北央信用組合

北海道 北海道 帯広市 有限会社ラボーテ美容室 5460102003734 美容スタイリスト・エステティシャンのための完全個室型サロン事業 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

北海道 北海道 網走市 株式会社エムズコミュニケーション 3460301003685 感染症流行下でも相対的に堅調な需要が見込める完全個室型の全身美容脱毛サロンを運営する 網走商工会議所

北海道 北海道 札幌市南区 株式会社ホテル鹿の湯 8430001015830 団体一泊客から個人連泊客向け温泉郷総合サービスへの業態転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 標津郡標津町 エゾウィン株式会社 3462501000818 高精度ＧＰＳ端末を自社開発し日本全国の農業ＤＸ化に新分野展開 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社純輝 8430001072839 自社リソースを活用した既存建築リフォーム業から格安携帯電話ＳＩＭ販売代理店事業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 北見市 株式会社ホテル黒部 5460301000895 客室にサウナブースを設置し、気兼ねなく寛げる宿泊事業の開始 北見信用金庫

北海道 北海道 中川郡豊頃町 有限会社夢家建造 2460102007341 ホビットの家や竪穴式住居で過ごす非日常体験型キャンプ事業 北村　耕司

北海道 北海道 厚岸郡浜中町 ヤママル富士有限会社 5460002004717 前浜魚の水揚げ→スピード加工で旨み・鮮度封じ込め戦略 ファーストコンサルティング株式会社

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社北海紙工社 7430001021499 クリエイティブ特化型サイト構築によるパッケージ戦略提供事業 高柳　哲也

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社バランスケア 7430001065216 身体組織に精通した整体技術を生かした高齢者向けフィットネスジム事業 井上　拳

北海道 北海道 札幌市手稲区 株式会社佃善 6430001037117 当社独自のノウハウで新食感の焼売を電子レンジだけで食卓に　提供する業態転換事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 斜里郡斜里町 株式会社丸あ野尻正武商店 6460301003435 道産冷凍野菜での販路開拓と知床ブリを使用した新商品の生産販売 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社千葉組 4430001010455 新世代防護柵のリース事業への新規参入 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

北海道 北海道 江別市 株式会社丸清基礎工業 2430001042649 杭打事業（新設工事）から杭抜事業（解体工事）への新分野事業展開 空知信用金庫

北海道 北海道 網走市 株式会社メタルワーク 5460301003163 ゴミステーションのカラス対策に有効な独自構造の鋼製ゴミステーションの開発販売 山崎記敬

北海道 北海道 札幌市西区 株式会社花田鉄工所 3430001013517 除雪機械部品製造設備の自動化による環境改善 森下　敏美

北海道 北海道 上川郡和寒町 株式会社ＢＯＬ 8450001013089 北海道和寒町産雑穀の健康食品製品化事業 税理士法人小島会計

北海道 北海道 中川郡幕別町 有限会社纐纈鉄工 2460102001071 シャーリング加工の精度・生産性向上によって売上のＶ字回復を図る業態転換 帯広信用金庫

北海道 北海道 釧路市 ムラタプレス 水産加工プラント向け金属部材加工業からトラック車輌修理事業への新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社ＮＥＸＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 4430001069467 介護事業における業務ソリューションアプリの開発と運用。 ＦＵＪＩＴＡ税理士法人

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社たたみ工房柴田 9430001065503 お好みの「和の空間」を、道内初の熱圧着加工と高品質で安価なブランドい草の置き畳で演出する 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社アルテワークス 7430002039053 写真スタジオに、メイクアップネイル・マツエクの各専用サロンを併設した新たなビジネスモデルを構築 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 北見市 北一食品株式会社 5460301000929 廃棄ロス・コロナ禍対策、オートウェイターを用いたオーダー寿司 佐藤淳

北海道 北海道 札幌市豊平区 味乃しゅうか合同会社 4430003011988 既存事業である割烹和食店事業から北海道初となる養鰻場と提携した鰻の加工場事業とＤ２Ｃ販売事業への新分野展開 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

北海道 北海道 札幌市清田区 有限会社北清アルステックス 2430002038489 マルチビームによる海洋測量等のデジタル化 松永　敏明

北海道 北海道 虻田郡京極町 スナック　みっきー エリア初！外国人向けシェアハウス運営による地域創生を！ 税理士法人しらかば綜合会計事務所

北海道 北海道 札幌市北区 ティーアール株式会社 2430001070955 金属防水の独自技術を生かした農業用貯水プール制作事業への新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 札幌市西区 株式会社ＩＭＣ 1430001059561 消防設備点検事業を既存事業とのシナジー効果でＷｉｎ－Ｗｉｎ！ 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 室蘭市 有限会社さんぱい 2430002064254 同時販売方式を採用して再生砕石の生産・販売にチャレンジする 協同組合さいたま総合研究所

北海道 北海道 小樽市 易道株式会社 9430001084528 ニセコ積丹小樽海岸国定公園（オタモイ海岸）でバケーションレンタル事業を開始 ベンチャーパートナーズ株式会社

北海道 北海道 斜里郡斜里町 有限会社協和漁業部 9460302004818 漁師による飲食店及び水産加工施設の開業で知床地域を活性化 北海道商工会連合会

北海道 北海道 釧路郡釧路町 株式会社Ｂａｅ 5460001003703 釧路産魚介類で人気のスーパーが、ＥＣ販売及び宅配事業を手掛け、「北の海の幸をご自宅に」事業を展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市手稲区 明太屋本舗せいまる 奥尻島の海老漁が復活！現地加工で鮮度活かしたハイブランド事業 北村　耕司

北海道 北海道 札幌市西区 株式会社クドウ 2430001004938 一般管工事業から建築現場の職人不足対策となる「設備配管プレハブユニット」製造業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 岩内郡岩内町 有限会社杉山商事 7430002057575 捨てる部分で絶品メニュー！ＳＤＧｓな魚料理店オープン 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市厚別区 株式会社ムラタ 3430001016791 販売員にＩＴツールを持たせ非属人的接客への業態転換で生産性向上を狙う 株式会社ビジネスリノベーション

北海道 北海道 函館市 ブロードコミュニケーション有限会社 1440002005984 地域課題の高齢化に対応する中高年層向けフィットネスへ業種転換 株式会社エム．サポーティング

北海道 北海道 旭川市 株式会社モリタエレテック 3450001003152 旭川初軽自動車キャンピンカー専門店で新事業展開！　セカンドプレイスを提案！ 一般財団法人旭川産業創造プラザ

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社オイル・リサイクル 7430001062774 廃食油回収ボックスを開発設置し未利用資源の回収利用を創出する 中村　秋市

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社ヒューマン 4430001063214 コロナに左右されない就労機会を！石狩発！北海道海鮮餃子事業！ 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 北広島市 Ｍ・Ｉ・Ｄ 大自然北海道から！命のすべてを使ったジビエを全国に！ あすか税理士法人

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ｎｉｃｅ 5430001037423 新たな商流への挑戦！バーチャルスタジオを活用したクリエイティブ映像への参入 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 小樽市 有限会社伊勢鮨 1430002053803 地元食材を熟知した寿司店が取り組む多方面に訴求する惣菜、土産品事業 北海道信用金庫

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社グラウンド・マークス 9430001076558 こっぺパン専門店の運営から大学生のビジネススキルを向上させる学生寮型スクール運営への業種転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 北見市 株式会社イワサキ 6460301000077 コロナで変化した住宅購入ニーズに対応する、北海道初の進化型可変住宅販売事業 税理士法人アークス

北海道 北海道 中川郡豊頃町 森農場 雪室蕎麦（寒蕎麦）の製造販売に向けた整備事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市手稲区 株式会社新明和製作所 9430001007686 トラックボデーの架装技術を応用した移動販売車製作事業への新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 枝幸郡浜頓別町 株式会社高橋組 7450001007744 オリジナル鳥獣捕獲用【囲いワナ】の製造販売事業 北海道商工会連合会

北海道 北海道 伊達市 株式会社中井英策商店 3430001057943 アレルゲン物質フリーの新市場向け魚由来の醤油の製造販売事業 室蘭信用金庫

北海道 北海道 小樽市 株式会社東京キタイチ 2030001065649 消費スタイル・ニーズ変化対応型少量パック自動化ライン構築計画 株式会社足利銀行

北海道 北海道 上川郡東神楽町 大雪クリエイト株式会社 5450001010312 建築金物の板金加工技術を生かしたトラック架装事業への新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＳｕｎＴｒａｐ 2430001076762 「学童施設×給食宅配サービス」により　近年問題視されている札幌市のヤングケアラー問題を解決する ベンチャーパートナーズ株式会社

北海道 北海道 北広島市 株式会社ノモト 8430001033551 建築業界のビッグボスに！斬新なアイデアを北広島から発信！！ 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 茅部郡鹿部町 有限会社一印高田水産 2440002000340 卸から小売り！生産力と独自販売網の強化でオリジナル商品の拡販 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 札幌市厚別区 サツポロ日昭自動車株式会社 1430001020234 水性塗料導入による先端自動車板金整備事業への参入 株式会社吉岡経営センター

北海道 北海道 石狩市 一般社団法人日本介護社中ビジネス協会 7430005010416 介護事業所が美と健康を求める高齢者の声に応え美容鍼灸院を開業 大原　健佑

北海道 北海道 札幌市豊平区 信託ホーム株式会社 5430001007525 地域活性の切り札！キッチンカー・キャンピングカーのレンタル・販売事業！ 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 札幌市中央区 Ｌｏｕｎｇｅモイスト スナック業から昔ながらのラーメン屋へ業種転換 税理士法人しらかば綜合会計事務所

北海道 北海道 虻田郡倶知安町 有限会社ニューホワイトベア 8430002057120 国際的リゾート地で利用客のニーズに適った日本の食文化を発信する屋台村事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 広尾郡広尾町 田辺水産 水産卸売事業者による地域貢献のための魚箱製造業への新規参入 帯広信用金庫

北海道 北海道 北見市 土田ボデー工業株式会社 4460301000665 ＥＶ車普及を後押しする充電設備販売と、タイヤ診断による安全走行提案事業 北見信用金庫

北海道 北海道 江別市 ｏｎｅ　ｔｅａｍホールディングス株式会社 8430001071106 ペットホテル、カフェを併設した、総合ペットサロン開業計画 牛腸　真司

北海道 北海道 標津郡中標津町 ＦＭなかしべつ放送株式会社 5462501000485 ラジオ放送の音声と住民参加型映像プラットフォームによる相乗効果創出計画事業 大地みらい信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ヤマチマネジメント 2430001017444 多角化経営ノウハウを活かして全国にＦＣ展開する教育事業へと新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 旭川市 有限会社デヴァイス 1450002008103 ドローンによる空撮技術を活用した測量・インフラ点検用データの提供 北見信用金庫

北海道 北海道 小樽市 株式会社円甘味 1430001059537 高齢者やお子様も食べやすい「生ソフトフランスパン」の製造直売 東京中央経営株式会社

北海道 北海道 札幌市東区 東札幌緑の杜歯科クリニック 睡眠歯科外来の創設 アルタス・パートナーズ合同会社

北海道 北海道 札幌市中央区 丸ほ細川商事株式会社 6430001023653 繊維のプロによるコインランドリー、洗濯代行、宅配サービスの展開 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社Ｍ．Ｙ－Ｅｎｔｅｒｐｒｉｚ 8430001070388 居酒屋のピザ店・焼肉店への転換と生産性向上によるコロナ禍対応 北海道信用金庫

北海道 北海道 札幌市清田区 株式会社リイチ 9430001058283 セントラルキッチン併設型道産食材専門のスープカレー店への新分野展開 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市手稲区 篠田食品工業株式会社 4430001007567 新商品開発型企業への転換のための設備投資 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 滝川市 株式会社ＣＯＮＮＥＣＴ 1430001069412 食肉加工場新設事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社アビサル・ジャパン 4430001040923 北海道産のお砂糖や野菜を使ったシャンプーの開発による海外販路開拓 川上　正人

北海道 北海道 標津郡中標津町 株式会社ハッピーツリー 1462501000159 初挑戦！　人・衣類・環境に優しいランドリー＆北海道産直スイーツＣａｆé 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市南区 澄川麦酒株式会社 3430003008713 消費者のモノ消費からコト消費への変化に対応し、日本におけるクラフトビール文化の発展を図るクラフトビールスクール事業 税理士法人山田アンドパートナーズ

北海道 北海道 岩内郡岩内町 一般財団法人荒井記念美術館 7430005008550 近隣のコテージ７棟を、ロングステイ型コテージへリノベ！ 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市西区 有限会社柳商事 1430002020340 札幌市小別沢の農園納屋を活用した納屋カフェ事業運営 ＣＡコンサルティング株式会社

北海道 北海道 札幌市北区 ホットボウル 北海道から継続的にスケートボードオリンピアンを創出する教育事業 表　順一
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事業再構築補助金　第６回公募　採択案件一覧【全国統合版】　　　※事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。
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 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

北海道 北海道 札幌市北区 合同会社堂坂施工 8430003006118 カーボン吸収の装置開発及び製造と機械設備・工場整備事業 岩村　史人

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社とき 1430001028681 地域の健康増進を目指して。フィットネス事業へのＦＣ参加 シリウス税理士法人

北海道 北海道 帯広市 Ｔｈｅ　Ｃａｎｔｙ 帯広初　Ｗｉｔｈコロナに挑むジェラート店への新分野展開 帯広商工会議所

北海道 北海道 函館市 株式会社チガイチ青山 1440001001241 水産加工珍味をお届け！！　北海道産ホタテを活用した新たな珍味製造と海外販路開拓への挑戦 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社相川商店 2430001000103 青果卸売業者が挑戦する「フードロスを訴求したスイーツ店」の製造体制及び販売体制の構築 株式会社北陸銀行

北海道 北海道 河西郡芽室町 株式会社オビトラ 4460101000320 農機事業の売上減を補完する、環境にやさしい粉体塗装の製品製造への業態転換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社テンフードサービス 9430001010987 北海道に新しい食文化を提供する事業と北海道遺産の老舗看板継承事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社パワー・ステーション 4430001026360 話題のボールパークにラグジュアリーなグランピング施設を開業！ 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 江別市 株式会社ｅガス 4430002047133 当社工事技術と地元観光・気候特性の融合によるコンテナサウナの販売促進 牛腸　真司

北海道 北海道 函館市 有限会社能戸自動車整備工場 7440002003330 地域のくらしと安全を守るための先端技術に対応したハブ工場への進化 税理士法人ＭＦＭ

北海道 北海道 札幌市南区 株式会社ＳＷＩＴＣＨ 8430001007076 キャンピングカーレンタル事業 空知信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社アール・スタイル 3430001069864 次世代型　非接触営業　無人会員制インドアゴルフ練習場 旭川信用金庫

北海道 北海道 空知郡上富良野町 株式会社フラノステップ 8450001010763 特産品「味付き豚サガリ」製造販売で上富良野に観光誘致する事業 旭川信用金庫

北海道 北海道 勇払郡占冠村 株式会社フリーウェイ 1450001006454 自然の中でととのう！プライベートサウナへの新事業展開 北海道商工会連合会

北海道 北海道 夕張郡栗山町 クロノスガイヤ株式会社 4430001075275 照南湖畔キャンピングパーク　事業計画 城南信用金庫

北海道 北海道 帯広市 北海道製鎖株式会社 6460101001614 高品質太線径チェーンの低コスト短納期製造・販売体制の構築による新分野展開事業 株式会社北陸銀行

北海道 北海道 稚内市 株式会社フナヤマ 5450001008265 地域高齢化に対応する「目と耳のトータルケア」店舗へ 稚内信用金庫

北海道 北海道 苫小牧市 株式会社樽前観光サービス 2430001053225 北海道ブランドを最大限に生かしたアニマルウェルフェアな養鶏事業への参入による６次産業化事業 湯谷　和彦

北海道 北海道 札幌市白石区 及川鉄工株式会社 2430001002909 半世紀続く小さな老舗鉄工所のリソースを活用した開発販売まで一貫の鉄プロダクトＥＣ事業 佐々木　　大祐

北海道 北海道 帯広市 有限会社日本海 5460102002546 「とんかつ」専門店から全国に広がる「ジンギスカン」専門店への事業転換 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ａｉｍ 8430001034566 焼肉店の新規展開による事業再構築計画 佐伯　陽一

北海道 北海道 函館市 株式会社マルヒラ川村水産 2440001005670 鮮魚卸から冷凍魚介製造業へ新分野展開し、新規顧客・遠方市場を開拓！ 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 江別市 合同会社デイサービスがまの穂 1430003002296 地域全員に喜んでいただける「肉の吉田屋」の運営を通した地域貢献 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社ホームシステム北栄 2430002037334 焼肉店ノウハウを活かした都市型グランピング事業の開始 税理士法人吉田会計事務所

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社アイテック 1430001000178 ダクト用断熱材のＢＯＸ化及び製造販売による新分野展開 大森渚

北海道 北海道 十勝郡浦幌町 株式会社ノースプロダクション 9460101004390 飲食・ＥＣ販売・旅館事業への業種転換による地域課題解決 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 マスダプランニング株式会社 2430001016082 ＷＩＴＨコロナ時代の新しいライフスタイルでも楽しめる・新たなアウトドア複合施設の運営 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 岩内郡岩内町 株式会社山三江川商店 9430001052096 地元の高齢者と観光客を健康で元気に！地域事業者との連携により、地元岩内町を活気づける管内初プロテインスムージーカフェ運営 税理士法人山田アンドパートナーズ

北海道 北海道 上川郡清水町 ごはん屋ゆめあとむ 滞在型の飲食店への新分野展開 帯広信用金庫

北海道 北海道 上川郡鷹栖町 株式会社鷹總 4450001012929 地域経済の好循環を図る！鷹栖町の農家による民宿事業への新規参入 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 夕張郡長沼町 株式会社高田モータース 9430001047492 自動車業界のニーズ変化に対応する水性塗装事業への新規参入 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市東区 Ｒ’ｔｍ株式会社 7430001077839 プライベートサウナ市場への参入による経営基盤の強化 税理士法人中川会計

北海道 北海道 苫小牧市 株式会社小堤自動車興業 5430001076768 苫小牧西地区に無い大型車両受け入れ可能な整備工場の新設による売上大幅拡大 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社クラグラ 3430001076547 ボードゲームメーカーが手掛ける「遊んで×学んで×創造する」カフェ事業と地域人材育成事業 税理士法人山田アンドパートナーズ

北海道 北海道 函館市 山田総合設計株式会社 6440001002516 ドローンを活用した調査業務で新分野展開 株式会社みちのく銀行

北海道 北海道 旭川市 有限会社エッセンス 5450002008636 トータルビューティーの追求と既存事業の相乗効果　～美容脱毛へ新分野展開～ 旭川信用金庫

北海道 北海道 上川郡当麻町 株式会社野口商店 3450001002328 穀物乾燥調整施設導入による地域及び農家との連携事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 富良野市 新居丈幸 十勝岳を望むロケーションと富良野サウナ飯で富良野をまるごと堪能するバレルサウナを実施 旭川信用金庫

北海道 北海道 登別市 株式会社マルヒラトレーディング 4430001060137 飲食店向け水産物卸売業から、ペット葬祭業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 釧路市 株式会社こめしん 1460001001149 古くて新しい食材「麹」を専門化した米小売店の新規出店戦略 ファーストコンサルティング株式会社

北海道 北海道 斜里郡清里町 株式会社北海道ドルチェ 6460301004417 非常用発電機の高圧負荷試験事業への新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 土江田　太郎 無人シュミレーションゴルフバー 菊地　正人

北海道 北海道 北広島市 北広プラント工業株式会社 9430001033402 空調・集塵設備の技術を応用した雪氷活用型低温倉庫事業への新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ワンスプーン 3430001068800 夜の接待から昼の接待に！高級蕎麦懐石への業態変更 税理士法人令月会

北海道 北海道 石狩市 山桜商事有限会社 6430002044079 共通運送アプリシステム「セリ」の構築により物流業界の課題を解決 株式会社吉岡経営センター

北海道 北海道 札幌市中央区 ファム・アート有限会社 4430002032003 飲食店のＤＸを推進するリアルタイム情報発信型アプリの開発 竹中　啓倫

北海道 北海道 函館市 有限会社ホテルテトラ 8440002004047 ホテルレストランと新規参入する函館朝市のブランド力を掛け合わせた冷凍食品製造・販売事業 株式会社商工組合中央金庫

北海道 北海道 北広島市 Ｍ’ｓｗｏｒｌｄ株式会社 9430001070627 ＥＶ・ＡＳＶ等の次世代自動車整備に対応したオンリーワンＳＵＶ専門店へ！ 中村　健一郎

北海道 北海道 登別市 上田商事株式会社 6430001057239 北海道初の地域密着型の園芸職場とロースタリーカフェ事業 小笠原　一郎

北海道 北海道 岩内郡岩内町 味処、民宿天富 独自サービスで、釣り人・アウトドア客を取り込む宿 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市清田区 焼肉たんか ＤＸ総合カーケア事業 税理士法人常見会計

北海道 北海道 中川郡幕別町 有限会社ベルセゾンファーム 5460102002983 有機ＪＡＳ認証じゃがいもの『雪室定温・保湿長期追熟加工庫』整備事業 帯広信用金庫

北海道 北海道 亀田郡七飯町 株式会社流山 8440001005863 アニマルグランピング　羊を魅せる総合エンターテインメント型宿泊飲食加工施設 株式会社北陸銀行

北海道 北海道 帯広市 株式会社イーク 3460101006269 保育×交流×雇用を確立した新事業で子育て世代を支援する 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市西区 石屋商事株式会社 4430001028877 洋菓子技術を活用した道産原料によるベーカリー市場への初挑戦 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社野坂義肢製作所 7430002015384 ３Ｄ－ＣＡＤ・ＣＡＭを活用した”非接触型義肢装具陽性モデル作成”の請負事業 スズカ税理士法人

北海道 北海道 中川郡幕別町 株式会社幕別パークホテル悠湯館 1460101001783 景観を生かした屋上サウナ＋ワーケーション顧客層の獲得 帯広信用金庫

北海道 北海道 増毛郡増毛町 株式会社遠藤水産 1450001009119 回転寿司チェーン業者等向け食材提供による事業開発 株式会社吉岡経営センター

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ノースエレメンツ 2430001061426 プロデュース力を活かした北海道ブランドのファブレスメーカー事業 札幌商工会議所

東北 青森県 弘前市 有限会社美加美食品 8420002014337 焼き鳥美加美・新分野精肉小売店の市民市場出店事業 弘前商工会議所

東北 青森県 弘前市 株式会社北海道レストラン 8420001014098 ひとくちから始まる北海道旅行。「３６５まいにち、ほっかいどう」出店計画 税理士法人しらかば綜合会計事務所

東北 青森県 八戸市 有限会社山千岩村商店 9420002006085 リキッドフリーザー新規導入による荷物輸送サービスを活用した販路拡大事業 佐々木　哲郎

東北 青森県 黒石市 肉の倭 ウィズコロナ時代を乗り越えるべく、ＢＢＱ向け精肉店開業およびテイクアウト用弁当販売に挑戦 株式会社青森銀行

東北 青森県 十和田市 株式会社アステリア 8420001016210 黒たまごの熟成倉庫の新設による販路開拓 前薗　浩也

東北 青森県 青森市 柿﨑調査士事務所 短時間・効率化でコロナ対応３Ｄレーザースキャナー図面作成事業 青森商工会議所

東北 青森県 弘前市 有限会社ハーモニック 7420002013967 エステサロンから健康的に痩せるに特化したパーソナルジムに挑戦！ 帯川　雄三

東北 青森県 弘前市 としぞう　 オリジナル「もつけダレ」の完全内製化及び販路開拓事業 弘前商工会議所

東北 青森県 八戸市 ブルーカンパニー株式会社 8420001007449 屋形船運航会社が地元酒蔵の酒粕を用いて炭火焼き魚販売に進出する事業 青い森信用金庫

東北 青森県 十和田市 ＢＡＲ　Ｋ’ｓ ほっと一息でき地元の魅力発信する”デザート提供事業” 十和田商工会議所

東北 青森県 上北郡おいらせ町 桃川株式会社 6420001012244 紙パック充填技術獲得による県外・国外向け戦略商品ラインの拡充 株式会社ゼロプラス 東京センチュリー株式会社

東北 青森県 八戸市 Ｑｏｏ　Ｑｏｏ　ＭＡＮＩＡ 介護脱毛を含むＶＩＯ脱毛エステに特化し、都度払いのカジュアルな脱毛エステを提供 千田　道雄

東北 青森県 青森市 株式会社ハートケアサービス 4420001004664 精神障害者のサステナブルな自立を目指すエコ障害者施設 表参道税理士法人

東北 青森県 青森市 有限会社上ボシ武内製飴所 6420002001460 老舗菓子企業が挑む新たな除菌水活用のための機器開発と販路開拓活動 青い森信用金庫

東北 青森県 八戸市 ＳＳシバタ産業株式会社 1420001007819 個人向け「ユニバーサルデザイン」の外構・リフォーム工事事業 レンタルＥＣ株式会社

東北 青森県 北津軽郡板柳町 合同会社中畑ファーム 5420003001238 自社農園のりんごや地域の野菜果物等を直接消費者に販売する販路開拓事業 株式会社マネジメントパートナー・アオモリ

東北 青森県 青森市 株式会社山神 1420001002126 サスティナブルなホタテ養殖からＳＮＳを駆使したエシカルな貝殻再利用事業へ 株式会社青森銀行

東北 青森県 八戸市 株式会社日本システム 1420001006291 地域インフラに安全・効率を！燃料販売事業者のドローン事業挑戦 株式会社岩手銀行

東北 青森県 三戸郡階上町 有限会社サンニサン 5420002009455 鉄・ステンレスの薄物に加え厚物・アルミの加工を行い新分野進出 青い森信用金庫

東北 青森県 三沢市 有限会社のぞみケアセンター 3420002019142 高齢福祉事業の実績に基づいた配食事業・無人販売事業への転換 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 青森市 株式会社フォルテ 6420002005692 既設監視カメラをＡＩカメラ化するデバイスの開発 合同会社Ｇ＆Ｎ

東北 青森県 弘前市 株式会社東管サービス 6420001009273 ウィズコロナ時代におけるＢｔｏＣ販売チャネル拡充を企図した倉庫併設型ショールーム建築計画 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 青森市 ヤマモト食品株式会社 9420001002135 海外進出を見据えた常温水産加工食品製造販売事業への新分野展開 石動龍

東北 青森県 青森市 東和管工株式会社 9420001001541 地域に愛されるあさひ温泉の再生 株式会社青森銀行

東北 青森県 青森市 ｂａｒｐｐｏｉ 青森県の魅力的な食材を加工した冷凍海産物通信販売事業に進出 株式会社青森銀行
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東北 岩手県 北上市 佐々木開発 幹細胞培養液含有の美容液と高級エステ機材を使ったアンチエイジング専門サロン 森　憲一郎

東北 岩手県 八幡平市 株式会社南部富士カントリークラブ 2400001004123 全面プリントのオリジナルウェア製造販売で新市場進出 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 滝沢市 一般社団法人アイズ 2400005007972 バスケットボールスクールのアプリによる動画配信でスキルの地域格差をなくす！ 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 下閉伊郡山田町 有限会社三陸パーツセンター 7400002011262 本業の自動車リサイクル事業を活かし、製造業へ転身 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 紫波郡紫波町 たまくさ 天然資源を活用した薬草料理のおもてなしによる地域貢献 盛岡信用金庫

東北 岩手県 一関市 有限会社松勘商店 3400502000636 真空パック加工による米の海外輸出 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 喫茶喫酒　六花 高まる健康志向に着目し自家製米を使用した糀調味料の製造 工藤　健人

東北 岩手県 盛岡市 岩手県交通サービス株式会社 5400001013369 Ｑｕｉｃｋ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　”Ｋ” 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 一関市 東里工業株式会社 5400501000668 ○ カーボンニュートラル実現に向けた電気自動車向け蓄電池製造事業への進出

東北 岩手県 一関市 株式会社セキエイ 2400502000414 ○ カーボンニュートラル実現に向けた電気自動車向け蓄電池製造事業への進出

東北 岩手県 岩手郡雫石町 有限会社美建工業 4400002006711 脱炭素社会に向け地域資源活用による高機能住宅提供で収益力強化 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 胆沢郡金ケ崎町 株式会社パワー・ブレン 2370601002397 鮭フレークの製造を活かした瓶詰ペットフードによる新分野展開 岩手県中小企業団体中央会

東北 岩手県 盛岡市 株式会社ベストサーベイ 7400002002922 測量会社のＤＸ！ドローンで業務革新＆新規顧客開拓を実現 トキワコンサルティング株式会社

東北 岩手県 盛岡市 クックサービス株式会社 6400001000556 コロナ禍でダメージを受けた店舗向けへのクラウドシステムの開発・提供 税理士法人ミライト・パートナーズ

東北 岩手県 北上市 有限会社東新 7400002010009 建設会社が地元「北上市」のために除排雪事業で地域社会に貢献する事業 株式会社岩手銀行 いわぎんリース・データ（株）

東北 岩手県 盛岡市 株式会社カガヤ 2400001001896 生産性向上と働き方改革に資する新たなソフトウェア開発・販売事業への進出 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 上閉伊郡大槌町 株式会社タカマス 4400001009418 新たな下宿サービス提供による地域の学校活性化や交流人口増加 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 二戸市 北舘菓子舗 新郷土菓子「羽付き縄文人雑穀クラッカー」の開発による販路開拓 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 盛岡市 株式会社アルゴス 5400001000094 指定工場の新設による車検サービスの新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 岩手県 北上市 株式会社高勇製作所 4400002009499 最新鋭デジタルプロファイル研削盤導入でプレス用金型製造へ参入 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 滝沢市 有限会社Ｄ’ＳＴＹＬＥ 8400002006542 北東北初！ストーブ専門店の提案する薪サウナ専用展示場新設で、シナジーを最大化！ 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 二戸郡一戸町 株式会社奥中山オートサービス 7400001008243 地域課題の解決に向けた大型・大型特殊車両整備事業への進出 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 陸前高田市 有限会社中野塗装 4402702000563 家族としてのペットのメモリアル商品の製造販売 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 岩手郡岩手町 株式会社宮崎商店 4400002007759 充填所新設でＬＰガスの拡販・低炭素化へ 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 奥州市 東京自動車株式会社 6400601001061 健康でも地域の人々の生活の質向上に貢献、フィットネス事業参入 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 久慈市 有限会社谷地林業 5400002013137 林地残材を活用したバイオ燃料と炭化による６次産業化事業 盛岡信用金庫

東北 岩手県 花巻市 株式会社伸和光機 8400001005330 業界最高水準の品質保証体制による半導体製造装置部品の生産対応 株式会社フラッグシップ経営

東北 岩手県 奥州市 株式会社村孝 1400601001074 金物小売業が自社の強みである「技術力」と「提案力」を武器に、アウトドア業界に新たな付加価値を提供する事業 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 奥州市 ヘアーサロンオリジン 完全個別のリハビリとコンディショニングによる健康へのアプローチ 水沢信用金庫

東北 岩手県 気仙郡住田町 有限会社村健塗装 8402702000411 塗装会社が手掛ける住田町初の地域密着型コインランドリー事業 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 二戸市 有限会社タケダ 8400002012367 県下初の無人セルフ脱毛サービスの展開 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 久慈市 有限会社野場造花仏具店 2400002012975 ペット葬祭参入とコロナ対応店舗への改修によるワンストップ供養店舗 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 宮古市 株式会社文化印刷 8400001006948 快適な暮らしを実現　印刷業のノウハウを活かしたインテリア製品製造に挑戦 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 遠野市 株式会社立石工務店 3400001006655 世界的デザインで地域の成長を支える！工務店の建売住宅販売参入 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 和賀郡西和賀町 株式会社山人 3400001006564 廃業の温浴施設を再生！　キッチンスタジオ＆薪サウナカフェ 北上信用金庫

東北 岩手県 盛岡市 有限会社ＢＬＵＥ・ＧＡＲＡＧＥ 6400002006800 アメリカ軍及び政府に認められた最強防護コーティング剤を活用した、特殊性能コーティング施工事業への新分野展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 二戸市 株式会社麦わらエンタープライズ 7400001015388 農産物栽培からカフェを中心とした農園ビジネスへと事業を再構築 工藤　健人

東北 岩手県 紫波郡紫波町 株式会社ＥＩＫＯＵ 7400001014464 モールテックス施工技術を活かした家具製造業の立ち上げ 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 花巻市 ウッディライフサービス 森（モリ）活（カツ）で早池峰を森（盛り）上げる～森でしかできない新たな可能性～ 花巻信用金庫

東北 岩手県 紫波郡矢巾町 株式会社ＫＮ自動車 8400001013770 アウトドア・キャンピングカー事業への進出によるポストコロナ・ウィズコロナ時代への対応 堺田　幸志

東北 岩手県 盛岡市 株式会社ＩＤＥＡＬ 4400001014236 排便機能障害を改善する骨盤底筋トレーニング装置の量産生産と生産設備の構築 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 株式会社東亜電化 5400001001712 電動アシストスポーツ自転車市場へのめっき加工の新規展開 株式会社商工組合中央金庫

東北 岩手県 宮古市 株式会社角登商店 7400001007121 ガソリンスタンドにおける非接触型決済コインランドリ－導入による事業再構築 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 奥州市 株式会社東北田村米菓 1400601000241 食感も味付けも自由自在！製造条件可変型ラインの構築による輸出専用「銀座餅」の開発と海外展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 盛岡市 十一屋株式会社 7400001000778 いわての日本酒と地域の飲食店との共同開発商品の料理セット販売事業 穀田　秀

東北 岩手県 岩手郡雫石町 有限会社フクオカ食品 2400002006589 地域資源活用と食品ロス削減が実現できる油揚焼売の製造・販売 岩手県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社昭希 5370802002268 床材研磨時の石綿（アスベスト）集塵措置を講じた総合内装解体業への新分野展開 株式会社フォーバル

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社オリジンケア 1370001013418 利用者とご家族が安心して過ごせる住宅型有料老人ホームへの転換 ＷＡＫ株式会社

東北 宮城県 塩竈市 有限会社シェヌー 8370602000849 フレンチシェフによるフランスパンサンドイッチの新たな可能性 塩釜商工会議所

東北 宮城県 多賀城市 合同会社雨月 5370003004089 希少なトップスペシャルティコーヒーの生豆販売の新展開 ｔｅｔｏｔｅ行政書士法人

東北 宮城県 多賀城市 一般社団法人地球の楽好 9370605000713 ＥＣサイトで叶える赤鶏の仙台味噌漬けと安心安全幼児食の製造販売 藤島　有人

東北 宮城県 岩沼市 株式会社スプラウトジャパン 1370801001588 観光マーケティングサービスを基盤とした付加価値創造型企業への転換 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市泉区 有限会社及川工務店 9370002000416 軽車輛専門︕小回りの利く機能性キッチンカーを製造販売する事業 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社シーズ 5370001011640 オリジナル燻製ナッツの自社製造販売による新商品開発及び販路拡大 株式会社萼コンサルティング

東北 宮城県 仙台市青葉区 合同会社ＴｓｕＫｕＲｕ 2370003004678 アフターコロナの生活様式に対応するフードデリバリー専門店舗の開業支援 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 株式会社ペントハウス 1370001024084 ＩＴ技術を活用し潜在美容師が活躍するヘアカラー専門店の新事業 アイアンドエス税理士法人

東北 宮城県 黒川郡大和町 いわさき整骨院 整骨院と介護を連携させた地域密着型通所介護施設の開設 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市宮城野区 合同会社イデアバース 8370003004425 美容経営ノウハウを活かしユーザー体験の最大化を目指したヘアデザインマッチングサイトの構築・運営 合同会社ミア・カーサ経営支援室

東北 宮城県 仙台市青葉区 ワイティープロダクト株式会社 9370001015563 福利厚生として展開する保養所を兼ねたリラクゼーション施設の展開 安達　曉宏

東北 宮城県 宮城郡利府町 株式会社南クラフト 5370001044566 ニッチ分野【水上バイクのパーツ】におけるＥＣサイト事業 山田　祥雄

東北 宮城県 仙台市青葉区 特定非営利活動法人ボランティアインフォ 3370005003396 スタッフケータリングとイベント飲食出店のコーディネート事業 公益財団法人仙台市産業振興事業団

東北 宮城県 仙台市若林区 ＬｏｖｅｔｈｅＬｉｇｈｔ 新しい紙素材による「あかりシェード」のデザイン開発及び販売促進 インテグリ税理士法人

東北 宮城県 栗原市 株式会社倉元製作所 1370201003004 超精密加工・研磨技術を活かした次世代半導体事業への新展開 東京中央経営株式会社

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社ヴォワザン 7370001031422 仙台市の洋菓子店が挑む、アニバーサリー用冷凍ケーキのＥＣ販売事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市太白区 エーエスジェイ株式会社 1370001023292 有害物質や貴金属を回収する熱磁気分解炉の販売でＳＤＧｓな社会の構築に貢献する 田中　宏司

東北 宮城県 仙台市青葉区 有限会社メアリ 6370002017371 ＰＣ教室でのシニアビジネスノウハウを活かした不動産事業展開 嚴　栄好

東北 宮城県 伊具郡丸森町 有限会社石田製作所 6370102001630 新たなプレス金型等製作への進出に向けたワイヤ加工工程の加工精度向上及び加工効率改善計画 シェアビジョン株式会社 三菱電機クレジット株式会社

東北 宮城県 富谷市 さいとう歯科クリニック 障害者に対する新規歯科サービスの展開 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 青葉クリエイト株式会社 5370001007572 無人ホテルと野菜を中心とした食品企業への進出 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 2370002002286 高精度の金属部品加工業から樹脂部品加工業へ 五十嵐　忍 リコーリース株式会社

東北 宮城県 刈田郡蔵王町 株式会社ドリオラ 7370101001820 クラフトビール専門店による新規クラフトビールの醸造事業 昭和信用金庫

東北 宮城県 仙台市若林区 有限会社ファイブエム商事 3370302001994 Ｗｉｔｈコロナ、ａｆｔｅｒコロナを見据えた非接触型焼肉店 山田コンサルティンググループ株式会社

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社Ｃ．Ｇ．Ｅ 1370001043539 空き家を有効活用！地域課題解決に貢献するサスティナブル民泊事業 つばさ税理士法人

東北 宮城県 大崎市 有限会社サウザンドリーフ 7370202004111 新たな市場を見据えた冷凍食品製造業の展開 古川商工会議所

東北 宮城県 名取市 有限会社浜口商店 2370802000539 地場産業の再建に貢献する国内向けの「乾燥あわびの製造販売」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 大日工事株式会社 5370001024155 ｗｉｔｈコロナ・人生１００年時代に対応した超速硬コンクリートの練混ぜ販売事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 宮城郡松島町 菊地水産合同会社 7370003003436 生食用カキの製造販売、および海外展開を視野に入れた冷凍カキの製造販売 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社青木設備 4370001014867 ○ 安心・安全な面会をサポートする陰圧装置付面会ブース提供事業への新分野展開

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社コウシン創建 3370001024603 ○ 安心・安全な面会をサポートする陰圧装置付面会ブース提供事業への新分野展開

東北 宮城県 仙台市泉区 合同会社ｌａｊａｐａｎ 3370003001773 投稿するたびにビジネスになるオンリーワンのＳＮＳ「マイユニバース」の提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社Ｒ＆Ｃ　Ｂｕｉｌｄ 6370001031621 「体育会系や健康志向の男性向け『整体×ストレッチ』事業への転換 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市若林区 オリジナルケーエス株式会社 8370001002793 手術用特殊テープ（ドレープ用等）の印刷＆加工技術の確立 株式会社アイピーアトモス

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社早坂サイクル商会 7370001009807 電動バイク（ＥＶ車）を主軸とした新たな事業の展開 株式会社フォーバル

東北 宮城県 東松島市 株式会社佐藤商店 1370301000578 葬儀業で培った宿泊のノウハウを別荘民泊業（簡易宿所）に応用　ウィズコロナ時代に適応する新分野展開 株式会社七十七銀行
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東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ガーデン二賀地 2370001007518 自社開発アプリを中心としたＤＸ導入による事業再構築 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

東北 宮城県 名取市 株式会社中央製作所 9370001045593 大規模データセンターの電力消費量増加を抑制する電源ユニットの開発 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 宮城県 仙台市青葉区 有限会社パス 7370002001523 東北地方を活性化させる木質の中間処理に特化した「循環型社会構築事業」 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 柴田郡柴田町 有限会社イマサカボディー 2370102002855 「クルマ」に関わる消費者意識の改革と法人需要への更なる対応 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 岩沼市 小野精工株式会社 4370801000348 創業７５年で築いた技術力・信用力の伝承に向けた新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 名取市 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｐｌｕｓ 3370001045021 小規模工事のニーズに特化した産業廃棄物の積替え保管・収集運搬事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 名取市 株式会社テクノガレージ 8370801001771 トータルカーサポートを実現するためにエーミング・アライメントサービスの開始 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社石井土木 2370001001520 いいね！建設業でＤＸソリューション！ 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社ラサキ不動産 4370001040467 地産地消ジェラテリア×ゴーストキッチンの２本柱でリスク分散・収益増へ 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社路禅 7370001022710 飲食店が多様なニーズに対応するため、レンタルスペース事業に参入 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 有限会社ヘアーステーシヨン 1370002003822 既存事業との相乗効果を！美容と健康をコンセプトとしたカフェ事業への新分野展開 仙台商工会議所

東北 宮城県 宮城郡七ヶ浜町 ブエンモスト株式会社 6370001040688 ワイン製造に新規参入、ワイン輸入業者のワイン製造業への挑戦 髙橋　香代子

東北 宮城県 仙台市青葉区 一般社団法人ぶれいん・ゆにーくす 3370005003297 社会福祉事業者による障がい者を雇用し運営するアロマスクール事業 株式会社ジャストコンサルティング

東北 宮城県 仙台市青葉区 仙台商事株式会社 6370001002408 賃貸管理する空室を活用し、地元食材による弁当製造販売を行う事業 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 有限会社フィダール 3370002005882 らーめん堂仙台っ子がつくる健康特化型業販家庭用食品製造 桃野　敬

東北 宮城県 黒川郡大郷町 有限会社宮建興業 5370002020376 解体工事から発生する廃木材をリサイクル利用する薪の製造及び販売事業 郡山　健一

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社クレア 1370001007832 業界初の「ＳＤＧｓ社員ＡＩサーベイ」で、全国展開事業 仙台商工会議所

東北 宮城県 仙台市宮城野区 グレイス 日本酒バーからフラワーＣａｆｅへ　地域と連携・ＳＤＧｓで地域創成を目指します。 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 株式会社東北農都共生総合研究所 5370001022720 廃校利活用、キャンピングトレーラー型グランピング事業への参画 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社相澤製作所 5370001002499 建機向け金属部材・アタッチメント等製作技術革新事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 柴田郡柴田町 株式会社ヒキチ 6370101000195 リチウムイオンバッテリー積層用金属部材等加工技術革新事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 仙台市若林区 東北黒沢建設工業株式会社 2370001006404 アウトドア体験型バーベキュー施設の運営事業 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 有限会社マルワステンレス工業 7370002008741 防疫対策等のための家畜運搬車荷台製作ライン構築事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 大崎市 有限会社タイヨースチール工業 8370202000712 家畜防疫市場の拡大に対応するための衛生環境サービス構築時業 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ｃｏｍｍｅ－ｎｔ 5370001024031 地域資源を最大化させる農商官連携ブランディングデザイン構築事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 大崎市 株式会社新澤醸造店 2370201000339 ジャパンブランドを支える老舗酒蔵　新スタイルの印刷業への挑戦と再興 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社東北亜鉛電材製作所 9370001004302 太陽光パネルの敷設作業効率化に向けたアイディア製品の製造 株式会社みずほ銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 のっぺらぼう 居酒屋事業から宮城県産材料のみで製造された地産地消の蕎麦店への事業転換 インテグリ税理士法人

東北 秋田県 潟上市 有限会社魚礁 7410002004208 「天然フグ」を手軽に食べられる冷凍加工品製造販売事業への挑戦 株式会社北都銀行

東北 秋田県 能代市 エモーショナルダイニング株式会社 1410002010087 セントラルキッチンを活用した新規事業への参入 株式会社北都銀行

東北 秋田県 大館市 有限会社美さわ 8410002009098 秋田名物「きりたんぽ鍋」セット等の冷凍製品製造による全国お取り寄せ販売事業 株式会社北都銀行

東北 秋田県 横手市 有限会社田中産業 6410002013119 海賊船艦内をコンセプトにした新しい非日常感を楽しめるバル 税理士法人ザイム・ゼロ

東北 秋田県 湯沢市 有限会社本家仕上屋 4410002008153 ウィズコロナを乗り切る　新しい生活様式に対応したインテリアクリーニング 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 潟上市 有限会社渡部畳店 1410002005962 おうち時間向け、洋間でも快適な和空間を演出できる縁無畳家具の開発 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 仙北市 株式会社安藤醸造 8410001008448 アウトドア専用和風調味料ブランドＥＣサイト立ち上げと販路開拓 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 秋田市 日本精機株式会社 1410001002069 洋上及び陸上風力発電用風車の部品製造分野への進出 株式会社北都銀行

東北 秋田県 秋田市 ノマド ウィズコロナ・ニューノーマル時代を勝ち抜くためのＤＸ　支援事業 株式会社ダストボックス

東北 秋田県 湯沢市 株式会社高瀬電設 4410001005671 脱炭素や省エネに資する設備導入による原発向けセキュリティゲート部品製造業への進出 株式会社ゼロプラス

東北 秋田県 秋田市 有限会社レッツ 9410002004263 美容事業、化粧品販売から、脱毛サロンへの事業転換 株式会社アークス

東北 秋田県 秋田市 有限会社成美商事 3410002000020 酒販売から新事業拠点での食品や酒器販売による新分野展開 株式会社アークス

東北 秋田県 秋田市 ここほれワンワン 古着販売を通して究極のＳＤＧｓビジネス体制の構築 株式会社ダストボックス

東北 秋田県 大仙市 宮腰精機株式会社 3410001008072 設備導入と自社技術開発による紙工機械製造への新分野展開事業 一瀬　章

東北 秋田県 秋田市 株式会社阿久津建工 3410001004006 建設業から最新機器による痛くない脱毛サロンへの挑戦 株式会社アークス

東北 秋田県 大仙市 株式会社ＩＭＩ 2410001009328 ポーランド人によるオリジナルレトルト食品開発と全国移動調理販売 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 秋田市 新政酒造株式会社 8410001000157 醸造実績の強みを活かした木製醸造器具（木桶）製造事業への新分野展開 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 横手市 一般社団法人浅舞婦人漬物研究会 3410005005999 新機軸野菜加工製品群創出計画 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 株式会社角繁 5410001000853 木材加工卸売専業から建築工事業にも挑戦、顧客の問題解決を果たす業態転換の実現 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 おおぶち整骨院 コロナ禍でも集客可能な複合型運動施設の新設によるヘルスケア事業の展開 秋田商工会議所

東北 秋田県 横手市 株式会社出端屋 8410001009256 「中食」市場への参入による総合飲食サービス業態の確立 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 大仙市 高橋徹 秋田県の伝統ある古民家を改装した小団体向け宿泊事業 稲葉　順一

東北 秋田県 横手市 株式会社ステージ 4410001011422 オガクズ酵素風呂と薬局のシナジー効果による地域の元気創造 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 秋田市 秋田ノーザンハピネッツ株式会社 5410001004375 大型ビジョン広告や映像提供を通じた広告事業への業態転換の実現 株式会社秋田銀行

東北 山形県 鶴岡市 株式会社エスティーエム 5390002010598 回生機能付き電源装置製造の内製化による業態転換 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 有限会社サルビア 6390002001150 働くママの育児疲労を緩和する頭身浴リラクゼーションサービスの提供 佐藤　勇樹

東北 山形県 鶴岡市 蜩 老若男女、各地からのお客様へ珈琲と憩いの場を提供する事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 東村山郡山辺町 安達株式会社 1390001002402 放課後等デイサービスによる障害福祉事業計画 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 天童市 ゲインズ 山形の食文化を盛り上げる店舗＆キッチンカー Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

東北 山形県 寒河江市 株式会社東門 7390001012346 和食職人による食品製造業への進出と地元ブランド食材の廃棄ロス削減 山形中央信用組合

東北 山形県 山形市 和の月 新しい販売方法無人販売によるマーケット戦略展開事業 山形商工会議所

東北 山形県 長井市 斎藤製麩所 新分野「麩の真空冷凍惣菜」による販路拡大と事業再構築 株式会社山形銀行

東北 山形県 南陽市 株式会社山形樋口製作所 1390001010702 ＥＶ車向け蓄電池電極製造用の焼成炉装置製造の新分野展開 きらやかコンサルティング＆パートナーズ株式会社

東北 山形県 東置賜郡高畠町 まごころ住設株式会社 7390001010341 観光需要の季節変動を考慮した歴史ある温泉を活かすオートキャンプ場経営 株式会社山形銀行

東北 山形県 上山市 株式会社片桐製作所 7390001004731 自動車部品製造ノウハウを活用した医療用錠剤製造分野への新分野展開 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 寒河江市 佐藤繊維株式会社 8390001011784 天然繊維と無縫製の編立技術による女性向けインナーの量産体制の構築 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 株式会社ＣＴＯコンチネンタルトレジャーオフィス 1390001005652 キャバクラ事業からの撤退。そして、山形ラーメン界の頂きへの挑戦 阿部　哲

東北 山形県 米沢市 株式会社Ｙｕｍｅ　Ｃｌｏｕｄ　Ｊａｐａｎ 1390001015593 マインドスケール基本構築事業 佐藤税理士法人

東北 山形県 東田川郡三川町 有限会社ウィルデンタルラボ 2390002010543 歯科医院向け自由診療支援事業への新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

東北 山形県 米沢市 有限会社高榮工業 5390002012826 高精度加工技術を活かしたＥＶ車載の電子機器装置市場への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 長井市 有限会社置賜オート 9390002014851 新型自動車に対応した鈑金塗装とＳＰＰＦ・ラバーディップ事業への新規進出 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

東北 山形県 鶴岡市 有限会社ファインエージェント 4390002010376 地域初！キャッシュレス対応最新洗濯乾燥機を導入した有人コインランドリーの開業			 鶴岡信用金庫

東北 山形県 西置賜郡白鷹町 株式会社大木工業 6390001014756 工作機械部品への設備とＩＯＴ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 長井市 有限会社こだま 6390002006843 コロナ禍に対応した通夜から葬儀・遺品整理までの新葬儀サービスの新分野展開 きらやかコンサルティング＆パートナーズ株式会社

東北 山形県 鶴岡市 ライフアート株式会社 6390001013064 調剤薬局とのシナジー効果を狙った、女性専用非接触型フィットネスへの新規参入 株式会社山形銀行

東北 山形県 尾花沢市 株式会社昭和館 1390001015817 レストラン事業での新分野展開による山形の『食』魅力発信 北郡信用組合

東北 山形県 天童市 キノシタ設備株式会社 3390001012597 地域農作物を活かした冷凍加工食品製造と移動オーガニックカフェ 天童商工会議所

東北 山形県 米沢市 はまだ牧場 持続可能な農業の実現！米沢はまだ牧場　ミルクマイスターが創るジェラート・ソフトクリーム事業 佐藤　登美子

東北 山形県 天童市 有限会社西尾工務店 2390002005675 「地域コミュニティ複合施設」を活用した暮らしの新サービス展開 森藤　啓治郎

東北 山形県 山形市 株式会社三五郎 9390001000695 体験して遊んで泊まれる体験型宿泊施設へ 税理士法人大藤会計事務所

東北 山形県 米沢市 株式会社ＲＡＤＩＴＥ 8390001016602 山形県置賜地域初の育毛サロン事業の新規立ち上げ 米沢信用金庫

東北 山形県 東置賜郡高畠町 錦爛酒造株式会社 6390001015894 地域初！老舗酒造が作る本格果実酒とリキュールで新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 寒河江市 株式会社ビ・ボーン 7390001012321 郷土料理ブランド「やまがたばあちゃんの味」食品加工製造販売店事業 山形県商工会連合会

東北 山形県 東村山郡山辺町 有限会社スズタカ 3390002003249 子育て世代の女性テレワーカーを支援するワークブース製造販売事業 室岡　庸司

東北 山形県 鶴岡市 株式会社田村農機 7390002010191 農機具店が挑む！高いシナジー効果を生み出す建機レンタル事業！ 山形県商工会連合会

東北 山形県 長井市 株式会社エヌ・アール・シー 1390002014999 環境にやさしいＳＤＧｓ時代の工法で日本のインフラを守る！ きらやかコンサルティング＆パートナーズ株式会社
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東北 山形県 東根市 株式会社平山設備工業 6390001009459 日本初、さくらんぼ用ビニールハウス電動開閉装置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 西置賜郡白鷹町 有限会社松下商店 7390002015208 カーコーティング事業参入による利益体質への改善計画 山形県商工会連合会

東北 山形県 山形市 東奥建設株式会社 5390001001301 最新デジタル機器を活用した模型販売と教室事業 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 酒田市 本竹商店 地域の課題を資源に変える「焼き菓子製造」による新分野進出 酒田商工会議所

東北 山形県 上山市 高松精機株式会社 7390001004797 高精度自動旋盤導入による水素燃料電池車用部品受注獲得と生産対応 山形信用金庫

東北 山形県 鶴岡市 株式会社宮島屋旅館 1390001007847 庄内・湯野浜初！「グランピング型滞在客室」＋「地元庄内の魅力体験サービス」 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 寒河江市 Ａ＆Ｍ　ＯＮＬＩＮＥ ペットｗｉｔｈワーケーションと２４時間年中無休の屋内ゴルフ練習場を融合させた、ハイブリッド１棟貸し宿泊事業 山形中央信用組合

東北 福島県 福島市 クリーニング北沢 オゾンウェットクリーニングを用いた皮革複合材料製品の高品質洗浄サービス 福島信用金庫

東北 福島県 南相馬市原町区 川口商店 コロナ禍での「巣ごもり需要」に対応した貸切露天風呂新設計画 原町商工会議所

東北 福島県 郡山市 澤上商店 本場ベトナムのテイクアウト商品の開発による事業再構築 滝田　薫

東北 福島県 郡山市 株式会社とことん 4020001094143 画像処理サービスとスマホアプリを組合わせた顧客囲い込み支援のためのプラットホームの販売 横浜商工会議所

東北 福島県 いわき市 メイクハート株式会社 8380001030034 居酒屋から横浜家系ラーメンのフランチャイズ店で事業転換 税理士法人横浜総合事務所

東北 福島県 郡山市 株式会社アクティブネット 6380001008569 店舗の一部撤去に伴うテイクアウト事業への挑戦 滝田　薫

東北 福島県 須賀川市 ウェルネスゲート トレーニングスタジオによる「スポーツ愛好家」向けセルフ脱毛サロンの展開 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 郡山市 合同会社キッチンと 8380003004226 居酒屋店舗改装工事＆冷凍自販機設置・広告看板、新聞折り込みチラシで集客計画 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 福島県 いわき市 アボンド Ｚｏｏｍと３ＤＣＡＤを使ったジュエリーリフォーム事業で販路拡大 いわき信用組合

東北 福島県 会津若松市 株式会社会津精密技術研究所 2380001031244 静電チャック用セラミックプレートの安定的供給するための生産体制の構築 会津信用金庫

東北 福島県 田村市 有限会社常葉製作所 6380002015275 進展するデジタル化を支える半導体製造装置部品事業への進出 株式会社ゼロプラス

東北 福島県 郡山市 プライムケアイースト株式会社 9380001008087 医療什器の長寿命化メンテサービスとリサイクルでコスト改善と環境負荷を軽減 田村　俊和

東北 福島県 耶麻郡猪苗代町 株式会社星自動車 9380001017831 次世代自動車に対応したグリーンな自動車複合施設の開設 中村　健一郎

東北 福島県 二本松市 株式会社ブラストラック 5380001022694 ブラスト技術による表面処理からウォータージェットによるコンクリート斫り工事への取組み 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 郡山市 株式会社クロスソフトウェア 4380001008141 ソフトウェア受託開発からドローンＳａａＳ事業への進出 山子　顕

東北 福島県 田村郡三春町 佐藤酒造株式会社 4380001007977 酒蔵が挑むリキュール、焼酎の開発と日本酒の海外市場展開 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 郡山市 株式会社Ｇ－Ｈｅａｄ　ｑｕａｒｔｅｒ 7380001026009 夜から昼へ！エンターテイメント空間を楽しめるカフェ事業への新分野展開 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 耶麻郡北塩原村 株式会社大和製作所 2380002035161 コバルトクロム合金による人工関節市場への次世代切削加工の展開 株式会社北関東Ｍ＆Ａサポート 三菱電機クレジット株式会社

東北 福島県 伊達市 有限会社白井木工所 5380002006242 木材の精密機械加工技術を獲得し、ロボット部分製造メーカーに飛躍する 田村　俊和

東北 福島県 いわき市 ワンダーフード株式会社 9380001028135 自社厨房整備で惣菜販売とコロナ禍でも施設へ安心の調理メニューを提供 社会保険労務士法人ＨＲＭ総合事務所

東北 福島県 田村郡三春町 三春自動車工業株式会社 7380001008056 福島県初となる全メーカーのＡＳＶに対応したワンストップサービスへの挑戦 株式会社東邦銀行

東北 福島県 郡山市 有限会社大内豆腐店 9380002008292 豆腐製造業から福島県産代替ミート惣菜製造業への新分野展開 郡山商工会議所

東北 福島県 石川郡古殿町 アルファスタイル リモートワークに最適なハイブリットフレキシブルオフィス事業の参入による新分野事業の展開 福島県商工会連合会

東北 福島県 須賀川市 株式会社プラスふぁーむ 4380001023504 地域の食で子供たちを笑顔に。飲食業から惣菜製造業への展開。 株式会社東邦銀行

東北 福島県 いわき市 株式会社アザスコーポレーション 2380001017037 いわきの新名物グルメ爆誕！地産地消ラーメン店による新分野展開 ひまわり信用金庫

東北 福島県 いわき市 有限会社オリエンタルエステート 6380002027155 畑と手芸で認知症を予防し介護難民を支えるお泊りデイサービス事業 いわき信用組合

東北 福島県 伊達市 株式会社松本製菓 6380001002539 グルテンフリーの冷凍和菓子の開発と海外販売 株式会社オオサワ・ビジネス・コンサルティング

東北 福島県 福島市 株式会社協栄工業 4380001000387 金属製管工事技術を活かし樹脂製ダクトの新分野展開で社会に貢献 松浦　邦弘

東北 福島県 須賀川市 和田装備株式会社 4380001011442 ファイバーレーザロボット溶接機導入による、建築市場から自家消費型太陽光発電市場への進出 株式会社ゼロプラス

東北 福島県 郡山市 株式会社ＩＤＥＮＴＩＴＹ 7380001019887 伴走型認知症予防サービス「ユーモア」の運営 株式会社東邦銀行

東北 福島県 東白川郡棚倉町 有限会社立石石材 3380002018999 石材店からの脱却　ＤＩＹ向けエクステリアショップ事業と端材加工事業分野への挑戦 福島県商工会連合会

東北 福島県 郡山市 株式会社中央工装 6380001005806 建築塗装と内装工事からコンクリート保全工事への取組み 佐藤　文雄

東北 福島県 いわき市 株式会社創建舎 5380001014246 成長産業とライフスタイルの変化を視野に入れた「ＤＯＧカフェ」起点の一級建築士事務所ニッチ戦略 経営標準化機構株式会社

東北 福島県 いわき市 エ印小松水産株式会社 6380001012505 「水産卸売会社」×「小売業」×「温浴施設」の相乗効果による新事業展開 吉田　博人

東北 福島県 郡山市 サークルワン株式会社 6380001005269 これまでにない売買仲介システムの構築による新たな価値の創造 滝田　薫

東北 福島県 福島市 株式会社サトウビルト 7380001000582 木と土の魅力を発信するワークショップ型住宅左官業への新分野展開 ＢＭＳアソシエイツ株式会社

東北 福島県 南相馬市小高区 有限会社トム電子 8380002029538 地場野菜・果物直売所の経営と　訳アリ野菜の冷凍加工販売！ 小林　孝至

東北 福島県 いわき市 有限会社渡辺文具店 3380002026812 文具店が自社の強みを活かしたカフェ事業進出によるＶ字回復事業 社会保険労務士法人ＨＲＭ総合事務所

東北 福島県 郡山市 ｃａｆｅ　ｎａｎａｌａ 地元食材を活用した漢方ペットフードの製造販売と廃棄食材ゼロへ！ 有限会社クレメンティア

東北 福島県 東白川郡棚倉町 有限会社富士電業社 6380002019078 地方創生に向けたデジタルインフラ普及に応える電気通信事業への新分野展開 福島県商工会連合会

東北 福島県 喜多方市 笹正宗酒造株式会社 4380001018636 白麹を用いた酸味が特徴の新商品開発と新たな顧客の開拓 会津商工信用組合

東北 福島県 福島市 株式会社キノシタコーポレーション 9380001000382 福島県のソウルフードである凍み天の復活と全国への展開 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 本宮市 株式会社マインドステーション 4380001009817 地域初！医療と介護をつなぐ「医療・介護連携複合型シニアサポートセンター」を開設 株式会社東邦銀行

東北 福島県 会津若松市 栄川酒造株式会社 6380001017280 名水１００選と蒸留技術を活かしたウィスキー事業による事業再構築 会津信用金庫

東北 福島県 福島市 株式会社和光プロセス 9380001003690 ＮＦＴアートを活用したタンブラー・アートパネル等の印刷業への参入 株式会社コムラッドファームジャパン

東北 福島県 いわき市 株式会社スター・トラスト 7380001021050 ＣＡＳＥ時代を見据えたディーラー連携型の整備事業への新分野展開 ＢＭＳアソシエイツ株式会社

関東 茨城県 神栖市 ペガサスパソコン教室 パソコン教室事業から地域初の冷凍餃子無人販売への新分野展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 守谷市 ｐｏｒｃｈ 美味しくて体に優しいロースイーツを提供するフードトラック事業 廣野　希

関東 茨城県 筑西市 有限会社グリーンコーポレーション 5050002041990 当社オリジナル美ボディメイクトータルプロデュースサービス業へ新分野展開 下館商工会議所

関東 茨城県 鹿嶋市 有限会社やぐら 8050002026840 キッチン付きレンタルスペースとケータリング事業への新分野展開 高橋　寛

関東 茨城県 鹿嶋市 有限会社大森自動車ガラス 6050002026306 特定整備工場の認証取得及び電子制御装置の整備と検査 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 桜川市 丸和建設株式会社 3050001032332 地域の造園業者と職人による園庭規格住宅事業への挑戦 水戸信用金庫

関東 茨城県 守谷市 有限会社Ｓｈｏｋｕｉｋｕ　Ｊａｐａｎ 2030002085191 セントラルキッチンが生み出す高品質冷凍食品と効率の最大化を目指す事業転換 菊池　武広

関東 茨城県 土浦市 サロンドヒカリ エステ店から、大人気の焼き芋店に業種転換し相乗効果を図る。 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 守谷市 吉田通訳人材事務所 デジタルデトックス事業によるインターネット依存の予防 小沢　英司

関東 茨城県 筑西市 とどろき 狭小鉄板焼き店のアウトドア農家レストランと畑キャンプ事業への挑戦 下館商工会議所

関東 茨城県 猿島郡境町 合同会社ＴＳＰ 8050003003054 運転代行事業者のアウトドアビギナーサポート事業への業種転換のチャレンジ 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 土浦市 笹揶 買物をエンターテインメントに変える！こだわりの惣菜持ち帰り店 土浦商工会議所

関東 茨城県 東茨城郡茨城町 株式会社関組 7050001040892 経営資源とのシナジー効果を活かす解体事業への展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 つくば市 株式会社宝島ジャパン 7050001020011 アパレル事業から立地に合わせたモンゴル専門店への事業転換 一般社団法人茨城県経営コンサルタント協会

関東 茨城県 水戸市 株式会社信和テクノ 6050002002356 ストップ　フードロス～廃棄される食材を宝物に変える～ 株式会社足利銀行

関東 茨城県 石岡市 株式会社マリアージュ吉野 2050001011915 地域に不足する公共スペース機能を補完、貸会場の提供で生き残る 石岡商工会議所

関東 茨城県 石岡市 有限会社根本自動車工業所 2050002015741 新自動車（ＡＳＶ＋Ｒ１２３４ｙｆ搭載車）整備による新たな領域への新分野展開 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 茨城県 桜川市 有限会社ペンギン 2050002043247 茨城県産黒毛和牛肉を丸ごと一頭加工した物販商品の製造と販売 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 土浦市 株式会社ＣＩＲＣＬＥ１０ 2050001012723 大人気焼き芋店との協業で芋チーズケーキの製造～小売業に進出する。 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 水戸市 Ｄｏｍａｉｎｅ　ＭＩＴＯ株式会社 7050001039935 ワインを丸ごと楽しめる拠点と、まちなかワイン、地域産果実のお酒で地域間競争力強化 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社ティーエムユニオン 3050001005767 エネルギーの脱炭素化を促進するソーラーカーポートクラブ運営事業の展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 東茨城郡城里町 有限会社大畑化工 6050002004113 廃プラスチックの種類を選ばずに１００％再利用した建材の生産 井之川　宗弘

関東 茨城県 つくば市 株式会社木戸屋 7430001077814 中古集合住宅ＺＥＨリノベーション、ソーラーカーポートとＥＶ充電サービスで脱炭素に取り組む事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 那珂郡東海村 株式会社ヒバラコーポレーション 6050001004898 製造業のＤＸ化に挑戦！「エッジコンピューティング」と「ＡＩ」活用による「スマート工場ソリューション」事業への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常総市 松枝印刷株式会社 3050001029527 コロナ禍でも人々がわくわくする自費出版事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 守谷市 株式会社恊心 5050001046413 農産物の加工販売によるスーパーフード市場への参入 依田　忠

関東 茨城県 日立市 株式会社イノテック 5050001044532 「社員の関心ごと」がＳＤＧｓに合致したドライフラワー事業への進出 滑川義裕

関東 茨城県 鹿嶋市 株式会社アスドリーム 9050002026328 エーミング検査付き即日車検サービスによる指定工場化への挑戦 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 株式会社日伸合成 8050001031577 高い安心安全性を求められる医療用具の製造による新分野展開 竹野谷　周久

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社シカフジ 1050001015264 既存事業の経営資源と地域の観光資源を活用した宿泊事業への展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 水戸市 有限会社バンテック 9050002004622 半導体生産設備内成膜装置用石英ガラス機器の開発と生産体制整備による事業の再構築 株式会社筑波銀行
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関東 茨城県 稲敷市 株式会社井川建築設計事務所 6050001042774 サイクリストのライフスタイルを支援するサイクルステーションの開発 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 牛久市 日本環境保全株式会社 8050001028144 排出ＣＯ２および燃費削減を実現するアンモニア水エマルジョン装置の開発 公益財団法人いばらき中小企業グローバル推進機構

関東 茨城県 日立市 アルファテクノシステム株式会社 8050001044918 自宅からリモート学習が可能なドローンプログラミング教室 日立商工会議所

関東 茨城県 神栖市 有限会社しのづか 2050002027737 建築残材の廃棄問題を解決！残材販売及び職人育成教室やＤＩＹ教室の開催 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 鹿嶋市 株式会社ヤマイチ 8050001020398 ペットボトル直接印刷システムによるラベルレスペットボトル製造 座間　佳明

関東 茨城県 水戸市 株式会社パーシモン 8050001006273 茨城県の隠れた名店の味を全国に広めるプロジェクト 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 土浦市 有限会社コスメ．Ｌ．Ｂ．Ｒ 3050002013950 コロナ時代を生き抜くトータルビューティーサロンへの業種転換 土浦商工会議所

関東 茨城県 水戸市 株式会社グリーン交通なか常陽 6050001005979 ２４時間稼働のタクシーによる地域見守り事業ー生涯元気のお手伝いー かがやきコンサルティング株式会社

関東 茨城県 筑西市 株式会社モビリティテクノ 8050002042417 レベル４飛行によるドローンビジネスの実装に貢献する次世代ドローン人材育成事業の展開 下館商工会議所

関東 茨城県 筑西市 生井ゴム工業 熟練技術者と真空加工技術を活かした医療関連ゴム製造へ新分野展開 石山　賢

関東 茨城県 稲敷郡阿見町 リーフ株式会社 7050001033905 地元サツマイモ農家と一体となって展開する焼き芋ビジネス 株式会社東京経営サポーター

関東 茨城県 取手市 株式会社アリガトウ 7050001027592 自社及び外部委託先からの農作物の加工・加工品販売 依田　忠

関東 茨城県 つくば市 株式会社ＰＵＰＰＹ 6050001034160 人と犬とが共存できる社会に向けたペットオーナー向けスクール 茨城県信用組合

関東 茨城県 つくばみらい市 株式会社ＫＯＫＯＬＡＰ 3050001045532 イチゴ・焼き芋の冷凍加工製造における事業再構築 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社八幡鉄工所 2050001023794 銅ー鉄系２層構造含油軸受と専用サーボプレス機の開発による新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 茨城県 笠間市 千波鉄工株式会社 7050002010762 電源設備・空調設備向け架台加工に特化する業態転換事業 水戸信用金庫 三菱電機クレジット株式会社

関東 茨城県 潮来市 株式会社小宮工業 6050001033880 建設業における業態転換　水素施設関連工事における事業再構築 茨城県信用組合

関東 茨城県 常陸太田市 有限会社ティーズモデル 4010802016965 昭和の名工がチャレンジするアルミ素材による小物水道管木型製造への新分野展開 和喜田　勤

関東 茨城県 稲敷市 中央整備株式会社 5050001026316 オンライン動画配信スタジオ機能を備えたハイブリッド型レンタルオフィス事業の展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 常総市 高尾工業株式会社 2050001030089 高精度な丸面処理で実現する業界トップとの建機電動化推進計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 笠間市 有限会社フルサワ社寺建築石材 6050002010821 １００年企業が社寺建築で培った強みと特許技術を活かして「絶対に倒れない墓石」製造販売事業への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社住谷公商店 2050002008563 ほしいも業者の工夫を凝らした健康焼き菓子スナックの製造販売 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 結城市 スタート株式会社 2050001035872 省エネ・高耐震を兼ね備えた、高性能でリーズナブルなプレハブ鉄鋼住宅販売事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 下妻市 有限会社松本製作所 5050002018238 トラック部品からロボット精密部品へ大胆な業態転換でコロナ克服 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 鉾田市 ホコタ設計コンサルタンツ株式会社 9050001021957 人力から最新式高性能レーザースキャナによるＵＡＶ測量への事業転換計画 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 那珂郡東海村 株式会社グルービー 5050001004569 冷凍食品事業およびスイーツ販売事業 松本　圭介

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社きくち 5050001006706 地元に根差した和洋菓子菓事業から全国展開する健康食品事業への進出 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 稲葉酒造 蒸留所を設立しサスティナブルな焼酎の製造と地域産業の活性化 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 アイアールスペック株式会社 7050001017899 赤外撮像素子用接合装置の開発・導入 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 筑西市 株式会社木城製作所 4050001031399 産業用ロボット分野のシャフト部品の技術課題の解決による新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 鉾田市 有限会社鹿行段ボール 7050002029712 高級焼き芋加工・卸売に取り組む新分野展開事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 有限会社リカーショップスドウ 1050002022284 『ポストコロナ時代のお酒ライフを支援する』新業態店の開発 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 土浦市 株式会社アクセスシャイン 3050001012458 地元食材を使った洋食レストランで過疎地域の活性化 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社丸愛 5050001002317 古民家を活用した干し芋工場とカフェを一体化した工場事業 水戸商工会議所

関東 茨城県 小美玉市 有限会社緑川木工所 5050002016002 コロナ禍の新たなニーズに対応するための再構築事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社道進 1050001040477 Ｗｉ－ｆｉネットワークを経由しリモート利用できる就労支援の運営 田尻　明裕

関東 茨城県 水戸市 株式会社ＦＯＲＬＩＮＫＳ 2050001033810 ハウスメーカーとのネットワークを活かしたソーラーカーポート展開事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 茨城県 常総市 株式会社島田製作所 9050001029422 ＥＶ用大型プレス部品に対応する高効率生産体制の確立 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社渉工業 4050001025054 既存事業で培った強みを活かす！「トレーラーハウスによるシミュレーションゴルフ事業」への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 古河市 株式会社幸手スプリング 3050001018686 ばね加工会社による、障がい者向けグループホーム運営事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 ＮｉｓｈｉｎｏＢｏｄｙＲｅｐａｉｒ 海外展開を視野に入れたレストア会社が挑戦する自社ブランドの自動車パーツの製造 大竹　貴司

関東 茨城県 かすみがうら市 株式会社前島工業所 5050001010179 高精度・高速溶接ラインの新構築によるＥＶ建設機械部品の新規受注獲得を目指す大胆な業態転換事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 鉾田市 山口瓦工業 廃瓦を再利用した再生瓦チップ商品製造販売事業への新事業展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 水戸市 株式会社ドロップ 9040001083775 マイクロ・アグリツーリズム（カフェ＆ミニマルシェ）への挑戦「行ってみたくなる農場、会ってみたくなる生産者」 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 株式会社インユニ 5050001036521 飲食店の人材不足を解決する自動化機械の開発・販売への新分野展開 石川　由也

関東 茨城県 つくば市 ＪＩＮＺＯＵホールディングス株式会社 2050001044989 研修提供事業からリモート研修の質・担保向上支援事業への事業転換 石川　由也

関東 茨城県 水戸市 株式会社コウノ 6050001000939 最新深浅測量システムの導入による海底３次元測量技術の獲得と全国展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 有限会社後藤塗装店 2050002001246 茨城発の新ブランドＶＵＺＺＲＹ　ＶＡＬＤＲゴルフライフスタイル市場に参入 大竹　貴司

関東 茨城県 桜川市 山本石材工業 「ＳＤＧｓ」に挑戦！地場御影石石材業の端材活用リサイクル商品の開発と事業革新 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 つくば市 育良精機株式会社 1050001017426 ファイバーレーザー加工機導入によるチップコンベア製造への業態転換 北浜グローバル経営株式会社

関東 茨城県 坂東市 株式会社きし 8050001035561 「放課後等デイサービス」の木工工作で、障がい児童の自立を支援 鳩貝　暢夫

関東 茨城県 水戸市 株式会社Ｍａｓｔｅｒ　Ｐｉｅｃｅ 3050001035228 オンラインで全方位の車輌閲覧を可能とするサービス展開 水戸商工会議所

関東 茨城県 坂東市 株式会社マナカ商事 1050001014497 野菜専用パッケージ加工センター新設による業態転換 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 有限会社東條商店 6050002002273 「おうち時間はうなぎと共に」鰻屋ＥＣ参入でフードロス削減も！ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社ＵＮＩＯＮ　ＷＯＲＫＳ 5050001040853 テレワーク対応で障害者が安心して働けるグループホームの設立 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 茨城県 常総市 有限会社佐々木貿易 8030002079980 プラスチックペレット材製造体制構築による、再生材市場への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 牛久市 ワーカー・ビー 脱毛という新分野で理容業界に変革を起こす未来につながるサロンづくり 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 結城郡八千代町 株式会社カツミ産業 1050001013466 飲食事業新規参入による事業再構築 結城信用金庫

関東 茨城県 常総市 トウショウ物産株式会社 9050001030099 お墓参り代行サービス事業への新規参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 稲敷郡美浦村 Ｎテック ＥＶ向け精密加工部品のニーズに対応したデジタル工場新分野事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 古河市 株式会社知陽工業 7050001037311 機械により高精度分別をする金属リサイクル事業を新たに展開 西川貴人

関東 茨城県 笠間市 株式会社ヤナカ 9050001008095 サブミクロン超精密加工と同時５軸加工機を組合せた新市場への展開 株式会社常陽銀行 三菱電機クレジット株式会社

関東 茨城県 つくば市 株式会社シンプルウェイ 2050001017359 最新機器を導入したゴルフ専用パーソナルトレーニング＆コンディショニング施設事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくば市 有限会社漢全 9050002021114 薬膳料理専門店の新たな業態開発による若年層の個人需要の獲得 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 那珂郡東海村 株式会社ＳＥＬＥＣＴ－ＯＮＥ 9050001042482 地域農産物の物流・マーケティング・販売機能を満たすロジスティックスセンターの開設 辻村　英樹

関東 茨城県 龍ケ崎市 一般社団法人樹来 5050005011909 日本製中古品に特化したＢ２Ｂ越境ＥＣサイト事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 鹿嶋市 株式会社波輝 9050001008434 次世代に受け継ぐ絶品の干し芋事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 株式会社房総工業 2050001020791 プラント配管工事一筋から、溶接技術を駆使する「ものづくり」に挑戦 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 有限会社ティーケーシステム 8050002023466 中古ピアノ販売×オンラインレッスンシステム販売による事業再構築 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 常陸太田市 野内商事株式会社 4050001026589 常陸太田市で１００年以上続く地元密着企業のコインランドリーへの挑戦 株式会社東日本銀行

関東 茨城県 神栖市 株式会社鈴和 5050001020665 風量発電所建設における特別高圧竣工試験受託事業への新分野展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 株式会社ＧＦＳ 3050001050805 地場の鮮魚を地産地消で提供する高級寿司割烹への事業転換 アプリコット株式会社

関東 茨城県 神栖市 株式会社ｍａｕｐｉｔｉ 9050001036939 美容室から健康と介護予防に特化した地元密着フィットネス事業へ 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 神栖市 有限会社エヌケーオート 9050002027920 栃木県益子町におけるフランチャイズ契約式わらび餅の販売事業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 茨城県 つくばみらい市 株式会社Ｈａｉｒ’ｓ　Ｒｏｏｔｓ 8050001044455 男性の美とセンスアップを提供するエステサロン経営とノウハウの普及活動 茨城県信用組合

関東 茨城県 水戸市 株式会社ＫＩＫＵＺＯ 2050001005553 衣料廃棄ゼロを目指す新感覚デジタルカスタムデパートメント事業 水戸信用金庫

関東 茨城県 日立市 株式会社日立工業所 1050001024579 半導体用スパッタリングターゲット素材回収事業への進出 茨城県信用組合

関東 茨城県 北茨城市 安西自動車 鈑金塗装のノウハウを活かした中古車販売の開始・トータルサポートの実現 尾﨑　素之

関東 茨城県 水戸市 栗原商事株式会社 4050001000882 工場増設及び設備導入による自社オリジナル商品の加工・販売事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 茨城県 土浦市 有限会社菊池工務店 7050002012635 茨城県建築業の業態転換：アウトドア特化の体験モデルハウス構築 シーアンドエイチコンサルティング合同会社

関東 茨城県 つくば市 株式会社エアメンブレン 9050001043142 高性能ＴＩＭ（層間熱接続材料）製造装置導入・新製品化と販路拡大 株式会社つくば研究支援センター

関東 茨城県 東茨城郡城里町 木村砕石株式会社 1050001000811 生コン業界の課題に挑戦！新たに「砕砂」のＪＩＳ規格認証を得て環境に配慮した持続可能性の高い製品を提供する！ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 古河市 藤栄商事有限会社 1050002024140 愛犬と過ごす癒し空間。洋食店が遊休地を活用しドッグラン運営。 古河商工会議所

関東 茨城県 取手市 株式会社イイジマ測設企画 9050001027376 地動監視システムの自社開発を核にした複合測量サービス開発事業 株式会社常陽銀行
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関東 茨城県 常陸大宮市 合資会社湯の沢鉱泉 9050003001783 開湯以来の大転換、見て作って楽しむ！秘湯宿ならではのワーケーションもてなし作戦 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 古河市 陽光商事株式会社 1040001092214 金属リサイクル資源の回収・運搬事業を新たに展開し、国内製造業をサポート！ 西川貴人

関東 茨城県 水戸市 株式会社エス・ディ・ワークス 5050001000551 茨城県北部地域の創生に貢献！建築設計業から新ライフスタイルを提案する空き家リノベ事業への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社都炉美煎本舗 6050001001879 プロダクトミックスの拡充とカフェ事業の展開による新市場開拓 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 有限会社岡野印刷 8050002026989 スポーツツーリズムに対応した高付加価値印刷市場への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 ジョイカルチャー株式会社 6050001001276 ＴＳＵＴＡＹＡ事業を活かして、テイクアウト付きの「ベーカリーブックカフェ」併設と「トレーディングカード」事業への参入！ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 株式会社みのぷう 9050001046533 最新設備の導入による、高度動物医療サービスの展開と事業再構築 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 株式会社ワイ・グロウス 2050001017846 お客様に「経験価値」を！ワーケーションもできる温泉リゾート事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 光和産業株式会社 8050001020555 倉庫取得で輸入・通関・保管・運送・納品のワンストップ体制強化 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 土浦市 不二造園土木株式会社 6050001009716 剪定枝のリサイクルセンターの建設による地域のＳＤＧｓへの貢献 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 茨城県 つくば市 茨谷園 当店の強みとコロナ禍で学んだ経験を活かす！「焼き鳥テイクアウト専門店」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 つくば市 有限会社アルミック 5050002020706 カーライフ・レストランとゲストハウスの運営による第三コミュニティの提供 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 高萩市 有限会社鈴木モータース高萩 3050002032125 ＥＶ車の販売・整備サービスと非対面車検実施による事業再構築計画 株式会社フォーバル

関東 茨城県 古河市 有限会社エスワイ・エステート 7050002024449 「心身に個性」を持った幼児・児童向け発達支援事業への進出 税理士法人報徳事務所

関東 茨城県 水戸市 ヨネザワ フリーランス向けシェアサロンとセルフエステによる複合型美容院事業 水戸商工会議所

関東 茨城県 下妻市 フルハシタイヤ販売株式会社 2050001013408 移動型急速充電ステーション事業への進出 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 牛久市 自立詩園株式会社 2050001041508 ○ 建設業界特化型３Ｄ測量のための産業用ドローンスクール・練習場

関東 茨城県 稲敷市 長城産業株式会社 2050001025799 ○ 建設業界特化型３Ｄ測量のための産業用ドローンスクール・練習場

関東 茨城県 桜川市 株式会社木口 1050001031724 石材業界の循環型社会への対応と産業廃棄物処理への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 北茨城市 有限会社加島工業 4050002032784 次世代型消防車用プラスチックボディ及びタンク製造への新分野展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 土浦市 サンセットオートカスタム 土浦発！「アメ車屋さん」×ハイブリッドバッテリーでＶ字回復 水戸信用金庫

関東 茨城県 古河市 北進産業株式会社 2050001018530 大型立旋盤の導入による、ＣＴ機器部品製造と医療機器市場への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常陸太田市 湊屋商事株式会社 1050001026583 カーボンニュートラルに向けた　災害対応型コインランドリー複合施設 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 牛久市 株式会社ふれあいリレーションズ 8050001036700 下請受注型経営から脱却、健康食品ＯＥＭメーカーへと業態転換を図る ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 茨城県 水戸市 株式会社トゥインクルデリバリーサービス 3050001027316 水戸藩焼きそばの開発及びブランディングによるご当地グルメ創出事業 水戸商工会議所

関東 茨城県 牛久市 中澤鈑金 ＡＳＶ・ＥＶに対応！次世代型ワンストップ自動車整備工場の実現 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 茨城県 東茨城郡茨城町 株式会社吉川商事 4050001008463 食肉卸売業者による冷凍自販機を活用した地域住民への非対面直販事業 茨城県信用組合

関東 茨城県 稲敷市 茨城亜鉛工業株式会社 8050001025595 ガス熱源の使用による、鋳鉄めっき製品市場への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 株式会社エーワン 5050001049580 遊休資産を活用し、飼育施設の愛護法改正に対応したペット産業への参入 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 下妻市 ファームガーデン株式会社 4050001034476 伐採した茨城産樹木を原料に用いた付加価値の高い薪と珈琲豆の製造販売事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 石岡市 株式会社日本エナジーコンポーネンツ 8040001046774 真空中型成形機の導入による、ＥＶ部品試作開発市場への参入事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 稲敷郡河内町 サン建設工業株式会社 3050001025492 地域特性を活かした、干し芋製造販売への新規参入事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社スリーハート 4050001007812 自社ブランド除菌機能水のグローバル展開及び製造体制の確立 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 宇都宮市 アラウンドザワールド有限会社 8060002012204 ダイニングバーからタコスを主力商品とするファストフード事業への新分野展開 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 塩谷郡高根沢町 アインズ株式会社 1060001006139 先端産業に貢献する光学レンズ製造事業への挑戦！！！ 高橋邑伍

関東 栃木県 日光市 ハウストキ 不動産貸付業　シェアハウス　メリリ 日光商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社モルティー 9060001013945 女性の美をトータルサポート！エステの技術を活かした美肌脱毛サロン事業 株式会社サクシード

関東 栃木県 小山市 株式会社Ａ－１ 2060001028470 健康機器販売事業者が挑む地域初のパーソナルジムを併設した整骨院の新事業展開 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 合同会社リーラ 4060003002315 遺影撮影をプロのヘアーメイク、トータルコーディネートで毎年記念日に 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社ヤブケン 4060002009146 建設業から美容業への挑戦！　成長著しい男性美容業への業種転換 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 日光市 株式会社永井園 1060001009001 観光土産品卸売業のノウハウを活かしたローカルフード小売店運営 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社Ｄａｎｃｅ　Ｓ　Ｃｏｍｐａｎｙ 8060001034744 プロジェクションマッピングシステムによるダンスレッスンで世界のダンスを栃木で 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社スティンクス 7060002010745 ＨＡＣＣＰ導入厨房形式によるキッチンカーのバックヤード支援事業 小峰　俊雄

関東 栃木県 宇都宮市 ジャパンプランナー株式会社 2060001028801 最先端機器を活用した男性美容エステサービス開始による収益向上 塩濱　茂夫

関東 栃木県 芳賀郡益子町 株式会社ドルセデレーチェ 5060001010021 コミュニティの輪を活用したレンタルスペースサービス提供によるスキル売買市場の支援 株式会社足利銀行

関東 栃木県 佐野市 Ｈ．Ｏ．　ＷＩＴＣＯ　ＰＲＩＶＡＴＥ　ＩＮＳＴＩＴＵＴＥ　Ｃｏ． 国内外顧客に向けた贅沢な民泊体験とアウトドアレジャーの融合 佐野商工会議所

関東 栃木県 那須烏山市 株式会社ＢＲＩＬＬＥＲ 4060001022447 地域密着の美容室が始める高齢者に安心な脱毛サービス 石田　信行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ＩＮＦＯＲＭ 8010701037720 飲食業への多角化で社会的価値創造！アフターコロナの経済活性化に貢献 株式会社サクシード

関東 栃木県 栃木市 有限会社パーソナルホームズ 4060002033063 マンションリノベーション向けの内装窓の製作 栃木県商工会連合会

関東 栃木県 宇都宮市 亀田産業株式会社 2060001001270 ＢＬＥＮＤ　ＡＢＯＵＴ　ＳＤＧＳ　ＥＭＰＡＴＨＹ　ＳＤＧＳへの想いを重ねる拠点を、宇都宮に 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 鹿沼市 有限会社みしま 2060002020971 家庭でも手軽に当店の味を再現！冷凍商品開発で事業再構築 鹿沼商工会議所

関東 栃木県 足利市 ガチャマンラボ株式会社 8060001025215 「ＯＲＩＫＯ（オリコ）」～足利銘仙を織って着て帰れる。機織り体験事業～ 足利商工会議所

関東 栃木県 下都賀郡壬生町 株式会社友和環境第三工場 3060001024650 産業廃棄物からセメント原料へのリサイクル事業への挑戦を通じ循環型社会の形成を促進する事業 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社いわい生花 8060001010233 皆の心に笑顔の花を咲かせるフラワーヴィレッジ建設プロジェクト 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 小山市 株式会社ホットライン 3060001029955 木材加工業者が樹脂加工業（オーダーメイド型梱包資材）に挑戦する事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 Ｔ＆Ｔコーポレーション株式会社 9060001029801 下請け依存の基礎工事を自社で施工することで工事の進捗と納期の厳守 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 足利市 東建産業株式会社 7060001018913 コンテナハウスを活用した住居・オフィス・店舗などの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 栃木県 真岡市 フラワーショップアンシャンテ フラワーショップが地域連携で菓子製造。ＥＣ、テイクアウトと「花のオープンＣａｆé」 真岡信用組合

関東 栃木県 宇都宮市 進優商事有限会社 3060002013017 レジャー志向のボウリング場から健康ボウリング教室とクラブリーグ会員組織化によるボウリング場再生 株式会社東日本銀行

関東 栃木県 下野市 株式会社三鳩 9060001004317 カメラ製造から転換！塗装ノウハウとの融合で建機・自動車分野へ進出！ 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 栃木市 株式会社竹沢精機 8060001016940 既存技術と新技術のシナジー効果で、航空・宇宙関連事業へ挑戦 栃木信用金庫

関東 栃木県 足利市 株式会社進恵技研 4060001018701 次世代自動車向けアウター金型への参入 株式会社足利銀行

関東 栃木県 小山市 夢創ハウジング株式会社 5060001026777 「デジタル×ヘルスケア」ＡＩ　が教える！新しいフィットネスジムで再構築！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 大進産業株式会社 9060001007930 鉄道橋の塗膜剥離工事新規受注に向けた体制構築 株式会社足利銀行

関東 栃木県 鹿沼市 有限会社伴工業 2060002020732 新分野展開として「半導体部品製造」等の精密部品加工を開始する。 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 足利市 株式会社キャッチ・ザ・レインボー 1060001026112 新分野展開：地域需要が高い生活介護事業展開による業績のＶ字回復 北村　亮太

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社ドゥコーポレーション 4060002010871 美容室に併設した非対面型セルフ写真館事業 大塚　伸宏

関東 栃木県 下都賀郡野木町 株式会社ヒラサワ 9060001014745 多品種少量生産への転換による、デジタル機器関連製品製造装置分野への進出 株式会社ゼロプラス

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社健康ランド南大門 8060001007122 年間４０万人の集客を誇る温浴施設による、栃木県内で初めてとなる「ブランド和牛・宮崎牛の精肉店」開業計画 株式会社東邦銀行

関東 栃木県 宇都宮市 宇都宮オリオン通り商店街振興組合 2060005000599 ＡＩプロセッサーカメラのデータ活用による新事業で、持続可能な“地域コミュニティー型商店街”への脱皮！ 鈴木　寛

関東 栃木県 大田原市 北條光学株式会社 6060001013659 これまでのレンズ加工技術を活かして、難硝材加工（ステッパーレンズ製造）に挑戦 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 日光市 株式会社澤本製作所 7060001008600 独自加工技術を以って新分野「航空機ジェットエンジン部品製造事業」参入による事業再構築の実現 株式会社足利銀行

関東 栃木県 佐野市 麺屋ようすけ株式会社 1060001024132 「佐野餃子」で再構築！ジャンボ冷凍餃子で差をつける新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 那須塩原市三区 有限会社北栃 8060002023969 収集運搬から再生循環へ！地域連携で進める廃棄物の資源化事業 那須信用組合

関東 栃木県 足利市 有限会社ゼンコー製作所 1010702004552 熱硬化性樹脂製品の大型・精密・新素材対応に応える高付加価値金型の製造 北浜グローバル経営株式会社 三菱ＨＣキャピタル株式会社

関東 栃木県 芳賀郡益子町 有限会社関研磨工業所 7060002018929 ショットブラスト機による農耕車用部品加工への新分野展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社プラザメイト 3060001007985 非接触型！！無人シミュレーションゴルフ施設運営の新体制構築事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社松廼家 2060002008595 急速冷凍を活用した持続可能なサプライチェーンの構築により、新市場での顧客獲得に挑戦！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 足利市 株式会社サイトハウス足利 6060001019838 新たな需要に対応するための建築用コンテナ製造販売業への進出 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 ヤマゼンコミュニケイションズ株式会社 8060001004532 海外・国内ウェディングを対象としたフォトアルバムによる新分野展開 齊藤　祐一

関東 栃木県 足利市 株式会社キッチンストアー 7060001018517 「大手スーパーの小型版」からの脱却。業務用スーパー（ＢｔｏＢ）事業への挑戦。 鴻上まつよ

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社ＨＩＫ 7060001021834 大地の恵みを体で感じるイベント型グランコテージ 大田原信用金庫

関東 栃木県 栃木市 有限会社マルトモ食品 1060002033090 法人向け給食弁当を製造するための工場移転と農村レストランの開業 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社北関特便 8060002008152 店舗と運送販売であらゆるニーズに応える地域密着型のパン販売事業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ
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関東 栃木県 那須塩原市 株式会社木原鉄工 7060001018046 「オール那須体制」で取り組む一社依存リスクへの対応法について 合同会社うしお事務所

関東 栃木県 足利市 関東エクストロン商事株式会社 5060001018460 合成樹脂プラスチック加工による機械部品施工範囲の拡大と新たなソリューションの創出を図る新事業 北浜グローバル経営株式会社

関東 栃木県 河内郡上三川町 株式会社山上建設 2060001028891 中小規模の建設会社に特化した独自ＩＴシステムで建設業界に革命を起こす！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 下野市 有限会社カレーナコスメティック 2060002030599 栃木のいちごを最新冷凍技術で美容スイーツに加工して通年販売！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 塩谷郡高根沢町 株式会社セレモニー宝典 5060001005987 ご遺体安置専門ブランドの設立で、故人とのお別れに高付加価値サービスを提供！ 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社グリーンラボラトリー 9060002013597 農業のイノベーションに貢献するハウス栽培用環境制御装置の製品化 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 大田原市 渡邉酒造株式会社 9060001013177 日本酒蔵が挑戦！地リキュール・麹酒粕ヨーグルトで新分野展開 烏山信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社カードックプラス 6060002011570 Ｗｉｔｈコロナ時代に向けた動画配信サービスのＤＸ化による情報通信産業への参入 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社萩原鉄工所 1060001010578 成長分野への新分野展開とリバースエンジニアリング事業の実現 ひまわり経営サポート株式会社

関東 栃木県 宇都宮市 合同会社トゥーレック 5060003001836 人に環境に優しい衛生用品の製造販売及びエステテックサービスへの業種転換 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 那須郡那須町 株式会社ＰＲＯＰＲＥ 4060001012489 里山の廃棄資源を活用し地産地消の和精油生産を目指す事業 株式会社福島銀行

関東 栃木県 日光市 丸彦製菓株式会社 2060001008539 機能性表示食品「アミノ酸成分ＧＡＢＡ入りげんこつ」の製造販売 株式会社商工組合中央金庫

関東 栃木県 足利市 株式会社フレックス 2060001023018 不動産業の地域資源を活用した介護事業での事業再構築 なつみ総研株式会社

関東 栃木県 小山市 ブラスト株式会社 2060001024395 コロナ後の在宅勤務需要を捉えた多用途ユニットハウスの製造・販売 株式会社ＤＡＮ

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ユナイテッドファミリー 9060001027152 ＡＩによる最適な施術プラン提案で完全個室のセルフエステ事業 板橋　祐太

関東 栃木県 さくら市 株式会社阿久津工作所 1060001029494 最新の５軸マシニングセンタ導入による、半導体産業への新分野展開 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社関東精工 1060002002723 高精度加工機の導入による空圧機器部品への新分野展開 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社トーテック 2060001003102 アウトドアウェア等を取り扱う新しい形態店舗の新規出店 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 日光ジャンボ コロナ禍に対応したｅ－Ｂｉｋｅサイクリングツアー構築 日光商工会議所

関東 栃木県 大田原市 株式会社奈良スポーツ 7060001012890 ｅ－ｂｉｋｅレンタル事業を通じた地域活性化による事業再構築 東　健司

関東 栃木県 芳賀郡益子町 ＩＴＣ株式会社 2010001171358 「益子珈琲ドリーム」事業稼働化計画 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 那須烏山市 株式会社けんちくや前長 5060001008057 県産木材を使用した耐震パネルの外販による、ＢｔｏＢ事業の展開 烏山信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 陽東タクシー株式会社 1060001004621 社内ＩＴ化により、次世代のタクシー会社へ変身！地域の公共交通機関として貢献！ 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 佐野市 ジーンジニーアンドハングリーフリークス、ダディ ＤｔｏＣへの転換に伴う、リブランディグとコンセプトストアの開店 佐野商工会議所

関東 群馬県 太田市 有限会社エイ・ティー・エムオフィス 3070002028253 オリジナルグッズ含む雑貨店及び地域密着型イベント事業の開業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 群馬県 桐生市 トキワ製作所 ＧＦＲＰ技術の高度化と初導入の中型成形機による発電機部品への新展開 竹野谷　周久

関東 群馬県 高崎市 株式会社一千乃 6070001006050 アパレル端材を再利用したＳＤＧｓマネキン製造事業に参入 尾亦　周平

関東 群馬県 高崎市 スタジオアクティヴォ コロナ禍の人数制限に対応する新たなエステサロン事業の展開 株式会社群馬マーケティングセンター

関東 群馬県 前橋市 エムズフーズ株式会社 2070001005097 Ｗｉｔｈコロナ時代の飲食ニーズを満たす移動ビストロサービス 早瀬　達

関東 群馬県 佐波郡玉村町 株式会社関東フーズ 8070001015297 鮮魚加工のプロが開発する、食卓ですぐに味わえる冷凍魚惣菜の販売 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 ワイズフードサービス株式会社 1070001025914 コロナ禍でも気軽にテイクアウト　焼き鳥店の手作りベーグルサンド 太田商工会議所

関東 群馬県 沼田市 有限会社建徳 9070002036069 自然乾燥の国産材製造事業への転換による地場工務店への貢献とＬＣＣＭ促進 早瀬　達

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社新藤不動産 7070001014993 トレーラーハウスを活用した複合的商業施設「Ｈｅａｒｔ　Ｖｉｌｌａｇｅ伊勢崎」の新規立ち上げ 伊勢崎商工会議所

関東 群馬県 前橋市 滝沢興業株式会社 5030001095643 飲食業から廃車や廃電子機器のリユース・リサイクル事業への転換 高松　佑

関東 群馬県 前橋市 かぶら屋ＢＵＮＯＮ アフターコロナに対応、地元食材イタリアンでナチュラルワイン 早瀬　達

関東 群馬県 高崎市 合同会社ｍｏｍｏ 2030003006345 小売業から強みを活かしたキッチンカー事業への進出 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 伊勢崎市 東和住販株式会社 1070001035525 不動産代理業から省エネの自社ブランド建物売買業に事業転換 三橋　心

関東 群馬県 高崎市 株式会社つかさフードサービス 9070001009496 和食専門店が製造する冷凍弁当事業への新分野展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 株式会社群栄美装 7070001001042 地方移住者に、土地から家までワンストップサービスの提供 永田　智彦

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 有限会社カッパクラブ 5070002035553 グランピングと貸切湖を使ったアウトドアセット販売による再構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 渋川市 敷島電子株式会社 1070001017713 小ロット・多品種の化粧品ＯＥＭ製造事業への進出により経営基盤を強化し地域活性化へ挑戦！ 株式会社ブレークスルー

関東 群馬県 高崎市 ｈａｉｒｓａｌｏｎｃｈａｍｏｒｒｏ 理容室の顧客との信頼関係を活用した脱毛サービス分野への展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 ｅｎｅｃｏ株式会社 2070001028585 バイオガス発電プラント事業の食品業界への展開と技術研修サービスの開始 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 株式会社トライアンスファクトリー 6070001028136 土地勘のある出身地都市部で、たこ焼きを核にした飲食事業へ挑戦 桐生信用金庫

関東 群馬県 みどり市 株式会社ル・バンブー 9070001026715 オリーブのノウハウを活かした新商品販売事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 伊勢崎市 鷹巣会館有限会社 4070002019284 当社独自のフォトサービス事業の展開とＤＸ導入による経営革新 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 沼田市 びすとろ屋 店舗縮小効率化、もう一つの店舗でお惣菜業兼セントラルキッチン 沼田商工会議所

関東 群馬県 渋川市 株式会社しぶかわ電子 5070001017684 ３Ｄ外観検査機の導入による医療機器分野・自動車部品分野への進出 株式会社ウィレコンサルティング

関東 群馬県 高崎市 マカロニ 県内初！パスタ屋のこだわり冷凍イタリアン開発と無人販売事業の展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 富岡市 株式会社清水精密 9070001011766 革新的研磨技術の導入によるＥＶ部品の研磨加工工場への業態転換 しののめ信用金庫

関東 群馬県 桐生市 株式会社ティー・エス・ケー 9070001017185 電気自動車、太陽光発電向けパワーモジュールの製造工場の立ち上げ 株式会社東和銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ＳＥＩＧＡ 3070001029995 廃太陽光パネルのリサイクル事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 群馬県 富岡市 ユウエツ精機株式会社 5070001011976 コア技術とノウハウで半導体製造装置に新分野展開を図る事業再構築計画 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 富岡市 有限会社松村機材 6070002016602 収益力向上のために建材卸売業が挑む新分野進出への１０カ年計画 しののめ信用金庫

関東 群馬県 富岡市 尾高工業株式会社 5070002016090 職人技「左官業」の付加価値を高める取り組みと下請けからの脱却 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 太田市 植木プラスチック株式会社 3070001018742 海外生産１００％を解消する新成形方法確立による農業機械分野への主軸事業参入計画 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 館林市 株式会社オトワ楽器 3070001021622 介護・在宅医療での配薬の課題を解決する「在宅調剤専門薬局」による事業再構築 館林商工会議所

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社オフィス・アルカディア 1070002018636 ナイトクラブから、ひとりで安全なシミュレーションゴルフに展開 早瀬　達

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社豊則製作所 5070002019424 成長市場である車載電装品のインサート成形金型事業へ業態転換 株式会社やまと経営

関東 群馬県 安中市 有限会社パワーシステム 9070002015849 設備工事業から水処理プラントで使用される金属製品の製造事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社日栄ビル建装 9070002030385 地元からのニーズに応える重度障がい者支援施設運営事業 りそな総合研究所株式会社

関東 群馬県 高崎市 株式会社堀越製作所 5070001008361 海運船舶用省エネ機器製造事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社黒沢レース 5070001019177 機能性・デザイン性を付加したレースカーテン製造の新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 佐波郡玉村町 株式会社一藤 1070001028181 超高齢化社会における健康寿命の延伸に貢献する「介護予防に特化したフィットネスサービス」 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 ＭＡＧ　ＮＥＴ　ＤＥＳＩＧＮ株式会社 3070001012828 まちなか活性化！プライベート空間で練習できるシミュレーションゴルフ事業 日本クレアス税理士法人

関東 群馬県 高崎市 株式会社行田製作所 1070002016160 半導体や電子基板関連分野への参入による事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 富岡市 株式会社岩﨑製作所 4070001011639 超低硬度純銅材切削技術の確立による送配電線インフラ産業への進出 しののめ信用金庫

関東 群馬県 前橋市 新進物産株式会社 8070001031708 地域資源を活用したバームクーヘンの工房の新設による製造販売への新分野展開 コンサルサポートハウス株式会社

関東 群馬県 太田市 株式会社池田製作所 2070001018677 自動車部品メーカーが半導体関連事業に進出し生き残りをかける！ 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 有限会社ついひじ製作所 5070002030075 新たなビジネスモデル・サービス対応アッセンブルライン強化事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 株式会社オリエンタルジャパン 6070001004723 人材派遣・芸能部の強みを生かした越境ＥＣ販売支援事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 沼田市 有限会社沼北自動車 8070002035022 ロードサービス事業「沼北レッカー」立上げによる新分野展開 早瀬　達

関東 群馬県 佐波郡玉村町 株式会社光精機 1070001036985 設備導入による半導体製造装置向けの部品加工市場への新分野展開 桐生信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 アサヒカダイ ホテル用ベッド市場への進出に向けた溶接工程の自動化および高速化 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 沼田市 株式会社春原ハウジング 2070001022951 地方の空き家増加、過疎化を止める！在来工法住宅リノベーションによる移住顧客獲得計画 北群馬信用金庫

関東 群馬県 前橋市 日新産業株式会社 7070001002478 ダンボール梱包材の美粧化により活発化している食品市場へ新分野展開する事業で再構築に挑戦 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社ＯＮＥＮＥＳＳ 4070001035051 特定整備制度の認証を受け、分解整備及び電子制御装置整備事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 有限会社齊和工務店 1070002029286 地域発「リノベーション×ＶＲ」バーチャルショールームの開設に挑戦！ 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 富岡市 新栄工業株式会社 6070001011760 ＥＶ車部品の高効率生産体制の構築による新分野展開 しののめ信用金庫

関東 群馬県 前橋市 株式会社タカハシ乳業 8070001002015 牛乳の固定概念を覆す「冷凍牛乳」の製造販売事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 藤岡市 日栄工業株式会社 1070001012540 リチウムイオンバッテリーに使用する電極材部品製造の新分野展開 しののめ信用金庫

関東 群馬県 甘楽郡甘楽町 株式会社ヨコオデイリーフーズ 4070001011985 新分野展開。こんにゃく加工品の商品開発及び販売 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社新井製作所 1070001005866 高品質で低廉な家電用合成樹脂製品の多品種少量生産による即納販売 しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社大河原製作所 3070001010427 創業７０年の金属加工業者が独自の加工技術を活かし、新たにキャンプ用品の製造メーカーとなる 株式会社東和銀行
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関東 群馬県 高崎市 株式会社国府テクノ 6070001009433 地域住民の『衣』と『住』を支える訪問型洗濯代行業の展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 太田市 Ｊ’ｓＣＲＥＡＴＩＯＮ株式会社 8070001027227 既存飲食業から自社オリジナル商品の製造および卸販売事業の開始 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 有限会社金井シャーリング 9070002028677 薄板板金加工業から半導体製造装置向けの製缶業への転換 アイオー信用金庫 株式会社アマダリース

関東 群馬県 桐生市 株式会社Ｇ－Ｌｉｎｋ 9070001030122 ＥＶ充電設備を備え非対面販売に対応した自動車買取専門店のＦＣ運営 早瀬　達

関東 群馬県 高崎市 株式会社エーケーホーム 7070001025727 コンテナハウスを活用した無人店舗販売による非対面型販売の実現 株式会社東和銀行

関東 群馬県 富岡市 有限会社矢嶋自動車ボデー 3070002016695 地域初の【エーミングセンター】兼【高度救車センター】の開設 群馬県信用組合

関東 群馬県 高崎市 株式会社町田工業 8070001008400 材料廃棄ゼロを実現したヘッドライト製造に新規参入し売上高拡大 高崎信用金庫

関東 群馬県 高崎市 合同会社ほっと・Ｋ－９ 9070003003266 高齢者デイサービスから障がい者グループホームへの事業転換 株式会社東和銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社クワドリ・フォリオ 9070001022664 アナログの温もりをデジタルで管理！入浴特化型通所介護施設「デイ銭湯（仮称）」 税理士法人真下会計事務所

関東 群馬県 吾妻郡中之条町 株式会社吾石 1070001023637 天然砂に代わる砕砂製造分野へと進出し国土強靭化に貢献する 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社エフエーシステム 9070001014678 高精度かつ低価格な自動車部品の３Ｄスキャン及びデータ化サービス 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 桐生市 株式会社優陽 2070001027827 シニア・職員、そして、地域住民が求めるパン屋への新分野展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 利根郡片品村 株式会社Ｐ＆Ｃ尾瀬 6070001023459 冬季未踏、冬の尾瀬（アヤメ平）を観るツアーを展開 利根郡信用金庫

関東 群馬県 渋川市 ブライトン株式会社 1070001025690 ゴルフ場に隣接する遊休地を活用したグランピング事業 株式会社足利銀行

関東 群馬県 前橋市 有限会社和功工業 3070002007967 新技術による「はつり」専門事業でコロナ禍での大幅売上減からＶ字回復 税理士法人古賀会計合同事務所

関東 群馬県 高崎市 株式会社Ｔ－ＢＲＯＵＤ 7070001036014 シミュレーションゴルフ練習場の新規開設による業種転換 高崎商工会議所

関東 群馬県 高崎市 三進工業株式会社 6070001007024 難加工プラスチック製品の新たな工法を確立し新分野に挑戦する しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社サトウ板金 3070001027140 建築板金業から宿泊業への事業転換 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 安中市 株式会社ＬＵＣ 7070001010134 新製品【Ｌｉ電池】ｘ【防爆倉庫】の新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 館林市 Ｒｅｄ　Ｒｅ　Ｂｏｒｎ 非接触型セルフエステサロン 館林商工会議所

関東 群馬県 渋川市 有限会社工藤塗装工業 3070002026166 垂直多関節ロボットと塗装ブース導入による、ＥＶ（電気自動車）向け製品量産化への挑戦 マーキュリー株式会社

関東 群馬県 渋川市 うぶかた 自社開発したこんにゃく粉入りヘルシー麺による製麺卸事業への挑戦 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 富岡市 シルクロード株式会社 6070001011769 群馬の地元素材を生かしたスイーツ＆イタリアン専門店開店による新分野展開 森藤　啓治郎

関東 群馬県 佐波郡玉村町 有限会社巽社 9070002020832 北関東地区初！フルカラー３Ｄ造形への新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社メディアリンク 2070001021219 最新式包餡機を活用した少人数でのフルーツ大福製造事業への参入 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 北群馬郡榛東村 株式会社一倉製作所 6070001018070 環境配慮型プラスチック生産への業態転換による事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 沼田市 有限会社小池 9070002034774 「大手スーパーの縮小版」からの脱却。業務用スーパー（ＢｔｏＢ）事業への挑戦。 鴻上まつよ

関東 群馬県 桐生市 Ｑ３’ｓ．デザインオフィス 古民家活用による人と地域、人と人を繋ぐ事業展開 桐生商工会議所

関東 群馬県 邑楽郡千代田町 オリオン精工株式会社 9070001018951 高精度加工技術を活かしたＥＶ車両向けブレーキパッド金型生産への挑戦 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 安中市 小島屋旅館 老舗旅館の美味しいパン作りによる新事業展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 群馬精工株式会社 2070001000916 新型ロードバイク用鍛造品の製造技術確立による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社天照 5070001033450 大自然の中で田舎暮らしを体験できる古民家の一棟貸しゲストハウスを運営し、地域経済に貢献する。 株式会社東和銀行

関東 群馬県 太田市 富士エンヂニアリング株式会社 9070001020057 ＥＶバッテリー用冷却シート製造設備の高品質／短納期対応の実現 株式会社東和銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社キャリアップ 5070001028987 人間工学に基づいた実用性ある杖の産学官開発及び販売 松田　吉巨

関東 群馬県 みどり市 有限会社フロンティア 9070002024627 シミュレーション体験による新たなゴルフ用品販売事業 桐生信用金庫

関東 群馬県 前橋市 割鮮　たけ花 日本料理店から会員制バルの新規展開による経営体制の再構築 なつみ総研株式会社

関東 群馬県 高崎市 株式会社山岸製作所 8070001008631 高精度加工装置を使用した超精密監視カメラ業界への新規参入計画 高崎商工会議所

関東 群馬県 高崎市 有限会社高崎保安機材 6070002010704 イベント分野向けの新塗装設備による品質・生産性向上と顧客開拓 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社三山産業 4070002014021 ユーザニーズに対応する研削工具生産体制の確立による事業再構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 吾妻郡嬬恋村 浅間高原ホテル 自然体験できる日帰り温泉付キャンプ場経営による新分野展開 ぐんまみらい信用組合

関東 群馬県 高崎市 株式会社銀星社印刷所 6070001006595 最先端業務システムによる効率化と中小企業向け新パッケージ提供事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社デリシャスライン 6070001017080 要介護者のふとん・衣類・靴洗濯サービス開始による新分野展開 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社クレセール 3070001032999 最先端スマートハウスの提供を柱としたトータルライフサポート事業への転換 株式会社ウィズダムコンサルタンツ

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ＺＥＳＴ 3070001026051 人生１００年時代を生き抜く為の、健康維持＆障害予防特化型フィットネスジム事業 桐生信用金庫

関東 群馬県 安中市 ビジネスホテル宝泉 ビジネスホテルがペット需要を取り込んだ新事業展開で販路開拓 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 テラテクニカル株式会社 5070001028062 既存倉庫を活用した大型ドローン練習施設運営による事業再構築 なつみ総研株式会社

関東 群馬県 館林市 有限会社竹井金属工業 6070002033572 ５軸・４軸マシニングで新たな社会ニーズに応え、ヒートシンクで日本の電機製品を支える新事業 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 林工業株式会社 5070001008097 ＤＸ活用による工程改革により超短納期対応工程の確立 株式会社東和銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社グンエイ 6070001013889 航空機部品製造で培った技術を活かした防災関連部品製造への挑戦 株式会社足利銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社景勝軒 5070001015473 おうちで景勝軒の味を！冷凍食品の製造と多チャンネルによる販売展開 株式会社栃木銀行

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 株式会社ジェイ・トゥー 2020001081886 積層ＰＬＡフィラメントによる次世代ＬＥＤサイン製造事業 ベイヒルズ税理士法人

関東 群馬県 沼田市 阿部土建株式会社 5070001022817 ＤＸ時代の建設業に向けてＩＣＴ施工技術の体制を再構築する 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社ＶＥＲＴＲＥＫ 4070001037972 大絶景の一棟貸スタジオ付きワーケーションコテージの運営 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 株式会社アサヒ商会 3070001006078 オフィス用品納品業からＤＸに対応した「ワークスタイル提案業」への転換 高崎商工会議所

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社原澤自動車鈑金塗装 6070001025323 自動車鈑金塗装業の強みと機会を活用した水性塗料整備特化型事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社大藤製作所 7070002019249 医療機器分野へ新規展開を行うため、高効率生産体制の構築と高度な品質管理の確立 株式会社東和銀行

関東 群馬県 沼田市 株式会社星野ブルドーザ開発 8070001023069 ＤＸ時代の建設業に向けてＩＣＴ施工技術の体制を再構築する。 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 沼田市 井上総建有限会社 9070002035351 最新３Ｄシステム導入したＩＣＴ施工体制を再構築し、　生産性を向上する 株式会社東和銀行

関東 群馬県 邑楽郡千代田町 エルテック株式会社 9070001020362 独自の無菌室、冷熱管理システムによる菌床ブロック製造事業への進出 内藤　義光

関東 群馬県 桐生市 株式会社ＦＭ桐生 2070001017150 デジタルオーディオコンテンツ市場への新広告サービスの提供事業 桐生信用金庫

関東 群馬県 太田市 株式会社ノグチ 7070001031717 ファイバ－レーザーを活用した天井クレーン製造事業への新分野展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 有限会社キサラギシステム 6070002007485 食品分野への新規参入による事業再構築 しののめ信用金庫

関東 群馬県 吾妻郡東吾妻町 原町新聞販売所 移動型忍者ミュージアム造成事業 群馬県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社たくぞうカンパニー 2030001103400 現有の経営資源を最大活用し、地域に根差した焼肉店の開業 中島　由雅

関東 埼玉県 深谷市 有限会社アルテックトーヨー住器 5030002116191 高齢者などが安心して生活できるリフォーム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 田嶋板金工業株式会社 5030001131209 脱炭素にも貢献するセミオーダー型板金加工事業の立上 西河　豊

関東 埼玉県 さいたま市西区 株式会社戦極ＭＣ 4030001112275 ラップイベント運営の知見で放課後等デイサービスへ新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 埼玉県 春日部市 Ｖｉｃｔｏｒｙ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ合同会社 6030003005946 春日部からグローバル人材輩出！英語で行うカルチャースクール 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 株式会社オオタニ 7030001042321 業界初！木のみで作った商品棚でプラスチック削減に貢献、ＳＤＧｓ対応で高付加価値化 株式会社シャイン総研

関東 埼玉県 所沢市 東京ドルチェ合同会社 8030003014904 コロナ禍の飲食事情を踏まえ新たなテイクアウト商品への業種転換 所沢商工会議所

関東 埼玉県 熊谷市 ＣＡＲＡＴ合同会社 1030003014365 多様なニーズに応える非接触型セルフエステサロンへの大胆な転換 熊谷商工会議所

関東 埼玉県 鴻巣市 株式会社日健協サービス 5030001062189 内側からも外側からもキレイな女性を増やすスキンケア市場参入計画 北田　健太

関東 埼玉県 川越市 有限会社エルケイ・エンタープライズ 8030002079097 産地との関係を生かしたセイロン紅茶専門ＥＣショップ事業 坂本　真人

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 オートアシスタ株式会社 3011801028829 トラック用エアロパーツ製造事業 高山　和子

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社ベア・フルーツ 4030001015230 子供の夢を応援する塾事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 草加市 株式会社新誠工業 5030001128873 キッチンカーレンタル業 高山　和子

関東 埼玉県 朝霞市 株式会社ネクスト・セーコー 6030001121019 地元への恩返しと京都の観光・宿泊産業を通じた国内復興支援事業 宮城　洋平

関東 埼玉県 三郷市 株式会社千代田 6030001044401 【児童発達支援及び放課後等デイサービスへの新分野展開】 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 埼玉県 加須市 有限会社いし化成工業 3030002040914 特殊ナイロンの成形精度の高度化による難燃製品の新規展開 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 久喜市 株式会社キューブコンサルティング 8030001033947 相続問題をオンラインで解決する事業の運営 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 坂戸市 株式会社シバトモ 8030001109219 体験型店舗での建物クリーニング事業による顧客満足と元請受注増 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川口市 株式会社アイテックス 3030001093715 車両等へのフィルム施工サービスに向けた業態転換計画 川口商工会議所

関東 埼玉県 春日部市 モーリ美容室 地域密着の老舗美容室による、高齢化地域における医療機関と提携した育毛促進事業 増田　考邦

関東 埼玉県 所沢市 株式会社ワイズダイニング 9030001112428 セントラルキッチンの創設による新商品開発と中食需要の獲得 株式会社武蔵野銀行
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関東 埼玉県 蓮田市 吉岡愛美 食物アレルギー対応の美味しいケーキを移動式キッチンカー×ＥＣ　サイトで販売する 長谷　有希央

関東 埼玉県 新座市 ＣＯＳＴＡ 冷凍調理食品製造販売の為の新設備導入とＥＣ販売への新分野展開 所沢商工会議所

関東 埼玉県 飯能市 株式会社サンピラー 8030001105408 今後の成長に向けたドローン活用サービス戦略 飯能商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社デップス 4030001005545 地域高齢者の心身を健康にする次世代型健康サロンの開業・運営 ゆあすけっと合同会社

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 株式会社Ｓｏｕｎｄ　Ｄｒｉｖｅ 8030001043905 自社アニメソングシンガー育成によるアニメ番組と直接タイアップした楽曲制作及び販売、自社ブランド力強化。 株式会社セームページ

関東 埼玉県 さいたま市南区 合同会社ＯＨＡＮＡ 6030003006795 リゾートインテリアに特化した雑貨小売業への進出 宮城　洋平

関東 埼玉県 川越市 エコ・メタル株式会社 7030001098561 建設廃材の再資源化に向けて、川越事業所の効率アップのための設備投資 平光　史明

関東 埼玉県 日高市 有限会社ムンクマークス 9030002121015 理美容業、飲食、物販を組み合わせた総合ビューティーサロンの展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 さいたま市中央区 株式会社セーフティ・プロ 5030001015527 蓄積情報のデータベース構築による反社チェック対策事業 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市緑区 株式会社５８ホールディングス 8010401151549 川口市に住む健康志向の若年層女性向けイートインサービスの提供 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 春日部市 ボーダーケータリング 失ったイベント出店売上を珈琲の体験型ショップで取り戻す事業 春日部商工会議所

関東 埼玉県 所沢市 株式会社Ａｌｆｏｎｔｅ 8030001123830 東京都練馬区を中心とした相談支援及び計画相談事業の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 越谷市 有限会社千石家 7030002086722 大型犬の美容と健康をケアするトリミングサロン事業 小沢　英司

関東 埼玉県 川口市 アサヒホーム株式会社 3030001080291 工事店から製造販売業へ。工務店が目指すこれからの環境づくり 川口商工会議所

関東 埼玉県 所沢市 株式会社Ｎｅｏ 5011501020704 まつ毛エクステ専業の美容業からＬＥＤ脱毛のエステテック業への新分野展開 株式会社ステラコンサルティング

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社リンクス・ホリ 1030001033672 新工法の組立式和茶室及びオンライン見積りシステムの開発と販売 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 川越市 株式会社０８ 1030001134867 焼き鳥屋一本からテイクアウトや外庭を活用した新分野で市場機会を掴む 川越商工会議所

関東 埼玉県 熊谷市 有限会社大正屋本店 8030002113649 地元密着の酒販売業から地域の皆さんの要望に応え得る「学校用品販売」事業への新事業展開 ＭＭＧ税理士法人

関東 埼玉県 さいたま市中央区 株式会社一色 6030001012424 老舗ホルモン卸専門店の新規販売チャネル事業への転換 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社マテリアルワールド 9030001092001 石材・セラミックタイルの加工事業から建築接合資材の金物製造事業へ大胆に転換 株式会社匠コンサルティング

関東 埼玉県 秩父市 合同会社ティーボックス 7120003012627 対面型プログラミング教室のオンライン対応による全国展開計画 井上大輔

関東 埼玉県 越谷市 株式会社サンエープランニング 1030001084253 キッチンカーによる本格窯焼きピザとホットドッグの移動販売 税理士法人タックス・ブレーン

関東 埼玉県 草加市 株式会社エーエムプランニング 2030001040825 ただ服を縫うだけじゃない、新分野を展開し下請け企業からの脱却を目指す 草加商工会議所

関東 埼玉県 行田市 小川工業株式会社 6030001086732 高性能ＺＥＨ住宅の展開による快適な住環境の提供 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 川越市 合同会社オンド 9030003013335 シェアスペースを備えた地域密着型ワンストップ創業支援拠点の計画 川越商工会議所

関東 埼玉県 朝霞市 株式会社輪 8030001050546 ＢｔｏＢからＣへ　住宅ライフプランと地域価値向上 みその税理士法人

関東 埼玉県 児玉郡上里町 株式会社ＭＫヴィジョン 5030001111854 コロナに対応した結婚相談所サービスの開始による商圏・顧客網の拡大 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 埼玉県 熊谷市 ＳＮＡＣＫ　ＬＩＮＯ ＦＣを利用した接客業女性向けアロマサロンでの事業拡大 安田　史朗

関東 埼玉県 川口市 ＬＵＣＫＹ　ＬＩＧＨＴＺ　Ｘ合同会社 9030003010324 熟成魚による屋台鮨ケータリングサービスの開始 山部　浩平

関東 埼玉県 草加市 株式会社埼玉車輌 5030001034964 ３Ｄレーザースキャナー等によるＩＣＴ化起工測量の体制を再構築する 東京東信用金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社ＪＹＳ 3030001083559 エレベーターのリニューアル工事に伴う産業廃棄物収集運搬事業への進出 青木信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 セブンスヘブン 日本初！４０代子持ち男女がごきげんに婚活できるインプロプロジェクト 岩井　久典

関東 埼玉県 熊谷市 Ｐｉａ　ｃｅｒｅ メイドカフェ「めもわーる」の秋葉原のようなサブカルチャーの発信拠点化 吉田　宙

関東 埼玉県 熊谷市 有限会社マジマ 5030002114716 高品質で低廉なＥＶモーター用の精密加工部品を製造する新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 さいたま市北区 ポーライト株式会社 6030001007696 粉末冶金法による水電解装置用インターコネクタの開発・製造 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 さいたま市桜区 株式会社芥子屋四郎 6030001001856 新製法導入と工程改革によるからし事業の再構築 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社小山金属 7030001107900 粉体塗装自動ラインの導入による建築金物業界の脱炭素化への貢献 中村　誠

関東 埼玉県 春日部市 ナガシマ工芸株式会社 6030001051769 自動車塗装事業から電気自動車向け省力スイッチ事業への挑戦！ 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 埼玉県 川越市 ＢＥＡＣＯＮ　ＷＯＲＫＳ株式会社 9030001111446 モデルハウスを梃に、環境建築で「カーボンニュートラル」を実現 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 さいたま市中央区 株式会社タウ 4030001005124 九州エリア　自動車解体および鈑金・整備工場建設プロジェクト 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社エス・エル・シー 3030001087320 高所作業車等の特殊車両のＥＶ化を支えるハイテン材供給のサプライチェーン構築 シェアビジョン株式会社 三菱電機クレジット株式会社

関東 埼玉県 深谷市 ＪＡＰＡＮ　ｖｅｇｅｔａｂｌｅｓ株式会社 2030001139205 減農薬・有機野菜を使った野菜加工品新事業 補助金活用支援会合同会社

関東 埼玉県 草加市 大和化成工業株式会社 9030001036437 セルロースナノファイバーを使った循環型社会に貢献する砥石の開発 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 埼玉県 入間市 吉岡製油有限会社 6030002036117 廃棄物より油脂を抽出してカーボンニュートラルの実現を目指す 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 春日部市 株式会社リトルバード 5030001053535 ブルーベリー類の果樹栽培と６次産業化 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 児玉郡上里町 株式会社ウラノ 7030001060471 食用コオロギの高効率・スマート養殖システムの構築及び商品開発 株式会社十八親和銀行

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社アクセス 7030001063128 ＥＶステーション化に向けた専用整備体制の構築 株式会社常陽銀行

関東 埼玉県 志木市 合同会社龍太郎 7030003013493 飲食店舗専用の高機能換気設備によるＡＩ機能搭載ＥＣサイトシステム開発 株式会社キクチカラ

関東 埼玉県 志木市 株式会社ハピネス・ワン 3030001097360 次世代冷凍技術により、地産のオリジナル米料理を全国へ展開 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 埼玉県 川口市 株式会社リョウケ 4030001077873 ３Ｄプリンター導入で金型製作を内製化し、新製品を次々と開発 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社ボンドール 6030001007655 コロナ時代の消費者ニーズに対応したマカロンの外部店舗展開 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 所沢市 株式会社白百合クリーニング 4030001028273 介護施設入所者の洗濯需要を取り込み、新たな収益確保を図る新事業 市川　信之

関東 埼玉県 川越市 やぎ鍼灸接骨院 機能診断の知見を活かした短時間集中型トレーニングジムの開設 佐々木　晴明

関東 埼玉県 加須市 株式会社バンプ 5030001033603 障がい者教育経験を活かし、ｅスポーツを取入れ、居場所機能を充実させた「就労継続支援Ｂ型」を開設し地域社会に貢献する 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 鶴ヶ島市 株式会社ヒューマンサプライ 9030001069585 スマートデバイスを使った社会課題の解決と、より良い暮らしを提供する事業 税理士法人むさしの会計

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社第一花壇 4030001005140 菊のサプライチェーンを強化し、国内に安定供給をもたらす 山部　浩平

関東 埼玉県 桶川市 Ｇｌｏｒｙ　ｈａｉｒ 高齢者のＱＯＬの向上に貢献する”移動式理容店”巡回派遣事業計画 事業承継コンサルティング株式会社

関東 埼玉県 川口市 クェスタ株式会社 1010701026077 「介護現場向けＡＩ徘徊検知システム事業」による事業再構築 山田　盛史

関東 埼玉県 比企郡川島町 株式会社エイユー工業 1030001056905 食品産業の工場ラインにおける産業廃棄物削減用の高速破砕分離機の製造・販売 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 春日部市 ＤＲＥＡＭ 春日部の街を健康に！非対面型ジムスペース提供サービス 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 秩父市 株式会社荒川瀧石 7030001090642 高齢化世帯の個別宅配網を活用した「高齢者向け地域限定宅配事業」 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 春日部市 ｓｌｏｗ 装飾業の事業者がキャンプ場を作りフォトジェニックな空間を生み出す 福田　虎大郎

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社岡電設 1030001122509 コロナ禍の非接触型移動を「電気」で支える自動車整備業への挑戦 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 さいたま市浦和区 株式会社ちっきん 7030001015351 飲食事業店舗網の地域基盤を活かした駅前インドアゴルフ場経営 坪井　豊明

関東 埼玉県 熊谷市 第一機械株式会社 9011501007276 三次元測定機の導入と品質保証体制充実で半導体製造装置分野へ新展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 比企郡滑川町 有限会社宮一技工 8030002098205 埼玉県の伝統の味・食文化を継承し、コロナ禍でも求められる料理店へ！ 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市南区 河野泰朋 西国分寺駅直結！心と身体のヘルスケアに特化した複合施設で地域を元気に！！ 一般社団法人熊本県中小企業診断士協会

関東 埼玉県 東松山市 月見や エンタメライブで「楽」と「食」のシナジー効果を実現する事業 小澤　竜一郎

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 有限会社ＮＯＫＡＯＩ 5030002019139 日本の赤提灯の象徴、小規模焼鳥店を支える生鳥業への進出 小原　恭子

関東 埼玉県 川口市 株式会社ＥＰＭ 8030001115571 コロナ禍でも求められる地域密着型の食の提供を実現する。 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社金子製作所 4030001017788 新たなレーザー溶接システム生産技術導入による複雑形状医療機器部品事業への転換 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 深谷市 株式会社アトリエ・ツトムカワタ 4030001089126 蔵のリノベーションと新築による農民家スタイルの宿泊事業の展開 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川口市 太平洋航業株式会社 2030001075821 ＩＣＴ測量技術の導入による起工測量事業分野への進出事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 関東精工株式会社 8030001091986 ロボット生産システムによるパンデミック対応生産プロセスの構築 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社睦モーターズ 2030001085267 カフェと自動車整備工場のコラボレーション みどり合同税理士法人

関東 埼玉県 日高市 株式会社ネクサス 6030001124269 テレワーカー向け飲食店の運営を通じた障害者の社会復帰支援事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 行田市 有限会社三山化成工業 4030002117785 成形技術の強化と最適な設備を活用した介護分野製品への新展開 竹野谷　周久

関東 埼玉県 白岡市 株式会社徹工業 1030001034010 生産設備刷新によるＩｏＴ技術発展を担う基地局部品の製造開始 株式会社フラッグシップ経営

関東 埼玉県 比企郡ときがわ町 株式会社リステムネットワーク 6030001072105 異業種への挑戦！廃プラの再資源化ビジネスで業績をＶ字回復へ 森本　晃弘

関東 埼玉県 比企郡川島町 株式会社協新製作所 2030001058504 金属加工業から精密技術を活用したレンズユニットメーカーへの業態転換 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 さいたま市南区 三信ステンレス工業株式会社 8030001003207 教育施設向けサッシ建材事業の構築 巣鴨信用金庫 株式会社アマダリース

関東 埼玉県 北本市 株式会社インテリア菅原 6030001062535 内装屋の強みと経験を活かし葬儀用製品製造、ペット火葬へ参入プロジェクト 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 志木市 株式会社サンアイ 4030001045673 急速冷凍庫を活用した新商品開発で高齢者向け、ＥＣサイト向け加工品の販売事業 佐藤　奈穂里

関東 埼玉県 草加市 株式会社コジマ 5030001039253 建築関係事業からＤＩＹ事業への進出による、新たな収益源の獲得 株式会社ゼロプラス
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関東 埼玉県 三郷市 白石運輸株式会社 6030001036753 保有する運送車両の整備ノウハウを商品化した自動車整備事業への挑戦 株式会社商工組合中央金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社協伸ハイテック 7030001074546 高剛性・高気密製品の高精度成形型加工による新規市場参入 株式会社埼玉りそな銀行 株式会社アマダリース

関東 埼玉県 越谷市 誠信実業株式会社 2040001034636 特定技能登録支援機関 飯塚　伸之

関東 埼玉県 三郷市 ＭＣＰ株式会社 4030001037035 オーガニックさつまいもを活用した高品質な干し芋加工事業 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社ＤＣＴ．ｃｏｍｐａｎｙ 5030001015015 焼肉店から発信する地域住民の健康支援への取組み　―ノーマライゼーションの実現を目指して― シェアビジョン株式会社

関東 埼玉県 蓮田市 中野金属株式会社 2030001018466 線材製品メーカーの強みを活かしたニッチ市場参入 株式会社埼玉りそな銀行 株式会社アマダリース

関東 埼玉県 戸田市 サンクジャパン株式会社 6010001109619 ＳＤＧｓ体験型ショールーム兼古着の無人販売により、家主と新たにビジネスを始める方々の架け橋となり、地域活性化に寄与する 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 日高市 六反機械株式会社 9030001090599 新工場建設で挑むＥＶ産業・航空宇宙産業等の成長産業からの受注拡大 横浜信用金庫

関東 埼玉県 川越市 株式会社アジアホールディングス 5030001059664 グループ総力戦で臨む自動車整備＆カーリノベーション事業への進出 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 熊谷市 有限会社ふくち金型製作所 4030002114089 医療機器向けカメラ部品用金型製造による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 埼玉県 川口市 元郷塗装工業株式会社 5030001077518 環境配慮型の省エネ設備導入によりμレベルの塗装品質を確保する 株式会社阿波銀行

関東 埼玉県 上尾市 株式会社リハビリホーム一歩 9030001044316 障がいの有無に関わらず共生する、多世代複合施設での重症児デイサービス 柿原　夏樹

関東 埼玉県 所沢市 株式会社マスダックマシナリー 9030001024284 デジタルマーケティングを通じた食品サービス事業への転換 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 株式会社シーズバンク 4010601029598 全国でも珍しいオリジナルビール製作拠点としての飲食店経営で、新たな収益の軸を確立 株式会社シャイン総研

関東 埼玉県 川口市 株式会社イシクラ 1030001073719 卒業アルバムの直接受注体制構築による思い切った業態転換 井之川　宗弘

関東 埼玉県 和光市 みはし株式会社 1030001046864 最新設備による生産性向上と業界唯一の超大型装飾部材の製造・販売 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 所沢市 株式会社シーアイ工業 8030001024236 宇宙空間用観測装置への設備導入と自社技術開発による新分野展開 一瀬　章 ＪＡ三井リース株式会社

関東 埼玉県 川越市 学校法人あそか幼稚園 9030005008564 地域の子育て世帯のニーズを満たすＩＣＴ技術活用認定こども園の開設 株式会社やまと経営

関東 埼玉県 蓮田市 株式会社Ｄａｒａ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ 2030001118480 飲食業（カフェ）から洋菓子の小売業へ業種転換 合同会社岩元事務所

関東 埼玉県 戸田市 株式会社さくらいふ 3030001104439 フルタイムで働く親や教育熱心な親に対する３～５歳に向けの認可外保育事業 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社ＡＸＡ 9030001119695 エモーショナルで特別な空間を提供する高級焼肉店への転換 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 八潮市 株式会社豊精機 4030001038900 切断工程の自動化に挑戦　産業ロボット・医療機器分野への大胆な業態転換 石山　賢 三菱電機クレジット株式会社

関東 埼玉県 戸田市 有限会社岡村製作所 5030002023917 治具製作事業から、高付加価値な金型試作品製造事業への業態転換 株式会社ゼロプラス

関東 埼玉県 加須市 丸栄食品有限会社 8030002041437 ミニスーパーをテイクアウト専門店に転換し、高齢者生活支援サービスに参入。 白川　淳一

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社大輪自動車工業 6030001016243 特殊塗装工程等の設置による自動車・バイク愛好家向け新事業の展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川口市 高野製作所 強みを活かした医薬品関連大型部品加工参入事業 瀧野川信用金庫

関東 埼玉県 比企郡ときがわ町 株式会社エル．エス．シー 5030001117496 観光需要特化型肉専門店プロデュース・ＢＢＱ宅配も出来る製造販売事業 坪井　亮

関東 埼玉県 比企郡小川町 株式会社ＳＥＮＳＥ 6030001071981 地域の健康拠点となるフィットネス＆パーソナルジム事業再構築 小松原　史雄

関東 埼玉県 志木市 株式会社Ｍａｓｔｅｒ　ＣｒａｆｔｓｍａｎＳ 9030001118607 職人技術と建築資材を確保するために製造業へ進出する事業再構築 巣鴨信用金庫

関東 埼玉県 深谷市 株式会社ＬＲＪ 6030001122074 ひげ脱毛を中心とした男性向け美容サービスの展開 深谷商工会議所

関東 埼玉県 比企郡川島町 株式会社ＳＥＮＳＥ 1030001129181 中古車をカスタムしたキャンプ仕様車の製造販売				 塩津　友輝

関東 埼玉県 三郷市 株式会社ケーユートランスポート 8030001036652 運送物流業界の人手不足に貢献する事業用自動車の軽整備への新分野展開 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 川口市 ワイズメタル株式会社 1030001077777 幅広い素材ストックを活用した食品、医療機器用板金部品への事業拡大 株式会社常陽銀行

関東 埼玉県 川口市 武田エンジニアリング株式会社 9030001079840 発電業界・製薬業界産業装置向け高精度ロータリージョイントの新たな生産方法の確立 川口信用金庫

関東 埼玉県 八潮市 有限会社三矢鋼業 8030002047921 ハイブリッド異形管成形ライン導入によるステンレス加工領域への再構築 小櫃　義徳

関東 埼玉県 入間郡三芳町 株式会社ＹＯＳＨＩＭＩ 4030001059120 最先端ロボット導入による生産性向上と農業機械関連製品市場への参入 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 越谷市 株式会社エフ広芸 2030001063669 ＮＦＴアートのオフライン展示とオンラインレンタルに取り組む新分野展開 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 埼玉県 越谷市 株式会社ジャンブラット工芸 8030001102025 家具の分野で日本一を目指す！２次元から３次元加工への新分野展開 根本　義之

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 株式会社Ｆｒｅｅ　Ｓｔｙｌｅ 8030001146641 ロードサービス業から自動車修理・車検業への新分野展開、ＡＳＶへの対応と万全のアフターサービスを実現する 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 有限会社つぼい金型彫刻 3030002009075 金型鏡面加工技術を活用した、新事業分野進出事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 秩父市 有限会社旭日 7030002121446 砕石業を買収し、建設骨材メーカーになる 株式会社ケーエフエス

関東 埼玉県 草加市 株式会社シマダ電気設備 6030001038840 国産大豆を使用した高品質の豆乳を製造し、飲食店向けに販売 レンタルＥＣ株式会社

関東 埼玉県 川口市 ＩＲＯＨＡ株式会社 8030001083414 弁当製造販売事業を活用したオフィスワーカー向け洗濯代行業の展開 城北信用金庫

関東 埼玉県 北本市 有限会社アシスト 6030002055414 認証自動車整備工場で商用車を総合的にアシストする新事業展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 埼玉県 川口市 株式会社ライフタイム 8030001081822 通所介護施設の業態転換によるサービスの高付加価値化と商圏拡大 北村　浩幸

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社キズナホールディングス 3030001117787 浦和地域に密着した高級食パンブランドのベーカリー＆カフェ事業計画 みどり合同税理士法人

関東 埼玉県 川越市 ラクナ油脂株式会社 6011601007278 セル型生産方式による主要都市近郊型のミニリネンサプライ事業 株式会社りそな銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社アサイラム 8030001040621 ドッグラン・ドッグブリーダー運営で犬の健康をフルサポートする事業再構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 埼玉県 上尾市 株式会社シンプランニング 7030001063251 大宮公園船遊池における貸しボートの復活をベースとした賑わい創出事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 株式会社カンノ 8030001065602 中華麺製造メーカーによる餃子の皮製造事業への新規参入 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 比企郡川島町 株式会社ミナミ精機 7030001056593 手作業工程の自動化による圧倒的短納期生産体制を整備する大胆な業態転換事業 石山　賢 三菱電機クレジット株式会社

関東 埼玉県 白岡市 株式会社Ｂｏｎｅ　Ｄｅｓｉｇｎ 7030001093901 児童発達支援・放課後等デイサービスによる事業再構築 井上大輔

関東 埼玉県 新座市 一般社団法人夜景観光コンベンション・ビューロー 2030005015690 最新ＭＲ技術を活用したレンタルサービスによるプロデュース事業 梅川　貢一郎

関東 埼玉県 熊谷市 有限会社根岸製作所 2030002113943 半導体製造装置用高精度大型部品の加工に技術の強みを活かして取り組む事業 北浜グローバル経営株式会社

関東 埼玉県 所沢市 株式会社放電加工センター 5030001024998 省人化生産と大型／厚板放電加工受託サービスによる業態転換 北浜グローバル経営株式会社

関東 埼玉県 草加市 有限会社恒川製作所 6011502009811 ポストコロナ時代の新ニーズに対応！大胆な業態転換による大型研削盤開発事業 石山　賢

関東 埼玉県 新座市 株式会社アドバンス・マザー・ファクトリー 5030001050573 試作品製造の産業用・車両用・ドローン用量産旋盤事業への展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 上尾市 合資会社小島自動車ガラス 7030003002125 自動車のフロントガラス販売会社が「自動運転システムの整備業」に挑戦 青木信用金庫

関東 埼玉県 東松山市 有限会社セキネ 6030002096004 電気自動車・医療機器向け部品の複合加工に特化する業態転換事業 石山　賢

関東 埼玉県 春日部市 山大軒 中華料理店のノウハウ活用！中華料理用の肉に特化した小売・卸売事業 株式会社令和コンサルティング

関東 埼玉県 鴻巣市 サークルツー食品株式会社 9030001061641 冷凍ミールキットの製造販売事業 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 羽生市 株式会社鈴木ダイカスト製作所 4030001033843 ダイカスト業の機能的柔軟性によるカメラ分野展開と危機脱出計画 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 和光市 株式会社オリオン 9030001046642 「作品保護」にこだわった独自ペーパーフレーム生産技術の開発による新事業への進出 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 ヴィラフロンティア合同会社 5030003014659 アフターコロナを見据えた既存店舗での新規サービス「脱毛サロン」の導入 株式会社セームページ

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 ベストプランナー合同会社 8030003002058 地域活性型ビジネスＳＮＳ『Ｉ＇ｔＨＥＲＯ（イッツヒーロー）』の構築 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 深谷市 日本アイディーシステム株式会社 6030001088753 ニーズの高いバリ取りロボット構築により製造販売する新分野展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社ティー・ワーク 7030001106456 外構工事で培ったコーディネート提案力を活かした不動産仲介サービスへの進出 漆間　聡子

関東 埼玉県 久喜市 株式会社山竹 2030001030925 温泉活用による活ウニ等の６次産業化と既存温泉施設の付加価値向上 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 熊谷市 青い熊歯科診療所 高度在宅診療をスタートして他院と差別化し、事業再構築を実現する。 岡田　信夫

関東 埼玉県 吉川市 株式会社川上工業 2030001084327 マンション・ビル向けドアから大規模公共施設向け防音ドア製作事業への新分野転換 株式会社ゼロプラス

関東 埼玉県 さいたま市桜区 株式会社三協製作所 1030001013476 スマートショッピングカート台車の製造独自事業による新分野展開 経営創研株式会社

関東 埼玉県 入間市 株式会社トコウ 3030001090373 多品種少量の金属塗装から、ロボット化による量産の樹脂塗装へのチャレンジ 飯能信用金庫

関東 埼玉県 熊谷市 有限会社中村牧場 6030002113881 飲食店に行かずとも、おうちでプチ贅沢を！直販店で付加価値の高い豚肉を販売し、ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ事業を拡大する。 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社クリーニングタジマ 1030002115024 ２４時間家庭洗濯をフルサポートする新ビジネスモデルの構築 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 越谷市 株式会社小杉設美 2030001068585 サンプル検査と最新機械導入によるアスベスト調査業務の全国展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 所沢市 合同会社家事代行社 7030003010136 介護業者向け成功報酬型ワークシェアリングプラットフォームの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社浦和製作所 9030001000863 難削材の超精密加工技術確立による医療機器市場への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 アヤナプロパティ株式会社 7030003007702 プライベートサウナ付き　代官山フィットネスジム ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 有限会社山田人形店 1030002021908 ひな人形、５月人形の製造メーカーが小売事業に新規参入する 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 川口市 日欣商事株式会社 8011401018408 地域福祉貢献を見据えた放課後等デイサービス事業への新規参入 川口商工会議所

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社サンアイホーム 8030001085600 中高年層（４０代以上）に総合プロデュースで応える分譲事業の住宅販売プロジェクト 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 志木市 株式会社空間計画 5030001050136 川上工程への事業展開でコストを利益に変える事業の再構築 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 ふじみ野市 宮園電子株式会社 2030001056235 オゾン発生装置の開発事業 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 新座市 株式会社フィアロコーポレーション 6030001046125 日本初、次世代車両開発プロセスに最先端バーチャルプロダクションシステムを導入 株式会社みずほ銀行
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関東 埼玉県 戸田市 株式会社シーキャビン 9030001101926 レストランへ行く気分で！その食事をお届けします。 瀧野川信用金庫

関東 埼玉県 行田市 北埼ダンボール工業株式会社 2030001087180 ｅスポーツやゲームイベント向けデジタル印刷ダンボール 株式会社フラッグシップ経営

関東 埼玉県 熊谷市 エルム室内株式会社 2030001084509 次世代型壁紙ショールーム開設によるリフォーム事業への新分野展開 税理士法人西田経理事務所

関東 埼玉県 日高市 株式会社伊藤木材建設 5030001089653 モデルルームとデジタル技術による新規リノベーション事業への取り組み 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 アールエフティ株式会社 8030001000402 ミリ波周波数帯電波の活用による次世代通信機器に要する機材部品の開発 株式会社ジャストコンサルティング

関東 埼玉県 上尾市 有限会社廿樂モータース 2030002054386 鈑金塗装事業のＡＳＶ対応の開始と車検整備事業の品質均一化を通じた圧倒的作業効率事業社への変革 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 埼玉県 草加市 株式会社ＹＡＳＵ 5030001121390 接骨院だからこその発毛ビジネス身体だけでなく心も豊かに 川口商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社河村屋 1030001002041 老舗漬物専門店の地域密着型の新業態店舗への転換 さいたま税理士法人

関東 埼玉県 狭山市 株式会社ガレージランド 4030001122241 用途に合わせたオーダーメイド新車トレーラーの製造販売・レンタル 西武信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社Ｏｎｅ　ｇｏ　Ｏｎｅ　ｗａｙ 6030001126050 入居者の人生に寄り添うペット共生型の障がい者グループホーム事業 増田　考邦

関東 埼玉県 朝霞市 株式会社ガレージ内藤 8030001098395 ＹｏｕＴｕｂｅの集客力を活用した自動車予防メンテナンス事業への進出 松永　俊樹

関東 埼玉県 さいたま市中央区 株式会社ｄ’ｓ　ｈｏｕｓｅ 7030001102075 地域問題まるごと解決！ひとにやさしいデジタル化グループホーム運営 西河　豊

関東 埼玉県 川口市 内田精研有限会社 1030002098681 アルカリイオン水を用いた研削と洗浄不要部品で業態転換し研削加工の新境地を切り拓く 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 草加市 株式会社潤製作所 8030001035092 新時代の超高精度加工技術と最新複合加工による大胆な新分野展開 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 春日部市 株式会社ＭＡＹＯ 6110001010139 テイクアウトを可能にしたコロナ対応小売り販売サービスへの転換 石山　賢

関東 埼玉県 行田市 有限会社煎屋 2030002117911 手焼きせんべい屋が、グルテンフリーの洋菓子販売へ新分野展開！ 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 株式会社ハヤテ・ルーフィング 2030001117549 コロナ過で需要が増加した個人向け・施設向けプール事業への転換 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 埼玉県 所沢市 株式会社バンガードシステムズ 2030001024836 生産管理システムの開発と販売事業 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 アイエス精巧株式会社 2030001017716 ミーリング機能を駆使した大胆な業態転換による高精度建設機械部品の短納期生産体制構築事業 石山　賢

関東 埼玉県 狭山市 株式会社ニソール 3030001026550 自社ＣＡＤソフトを中心としたものづくりプラットフォームの構築 税理士法人ＴＭコンサルティング

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社ＮＥＸＴ　ＬＩＦＥ 1030001062878 ウィズコロナの生活を守る『隔離・避難』を目的とした特殊車両の製造 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 狭山市 日本情報システム株式会社 7030001026539 物流業界の生産性向上と働き方改革を実現する支援システム開発 狭山商工会議所

関東 埼玉県 深谷市 株式会社加藤工業 7030001086244 「２４時間対応可能な非接触型コインランドリーカフェ」の開設 深谷商工会議所

関東 埼玉県 越谷市 株式会社三育社 4030001063997 保育園運営グループが営む子どもが輝くためのキャンプ場事業 株式会社栃木銀行

関東 埼玉県 本庄市 株式会社ホープエンジニアリング 5030001060746 ＳＵＳ加工の強みを生かした半導体製造装置用溶接部品への参入 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社喰心 1010401082032 高付加価値型デリバリー事業～セントラルキッチン喰心の挑戦～ 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 久喜市 株式会社ホウエイ 7030001032025 次世代自動車の点検・整備・カスタム仕様に対応した特定整備工場への挑戦 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 さいたま市北区 株式会社北関東クリーン社 3030001002205 鈑金塗装技術を活かし、ＰＰＦ事業への新規参入。サービスの高付加価値化を実現する 松井　洋治

関東 埼玉県 北葛飾郡杉戸町 株式会社タチバナ産業 6030001051901 国産茶葉を使った自社ブランドの和紅茶の量産体制の確立と海外への積極的展開 青木　宏二郎

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 スマートスタイル・コンプレックス株式会社 5030001099099 ＷＥＢ制作事業からＤＸ人材育成の教育事業・教室運営への転換事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 春日部市 株式会社プラスケアライフ 1030001148693 健康的に理想の身体へ！スーパーに来る主婦層をターゲットにしたセルフ痩身エステ事業への挑戦 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 埼玉県 行田市 株式会社しんけん 8030001019517 ＥＶ等次世代型車両に対応した自動車整備事業 株式会社常陽銀行

関東 埼玉県 久喜市 池上金型工業株式会社 7030001030648 超短パルスレーザー加工機を利用した、新規テクスチャ加工分野への展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 さいたま市中央区 株式会社でんでん 3030001101436 飲食業から冷凍食品事業（非接触型）への転換及び、通販・卸事業の拡大 浦和協創税理士法人

関東 埼玉県 秩父郡皆野町 壱松社中 秩父の磁場となるコミュニティー型のサブスク会員制キャンプ場開発 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川口市 株式会社磐城 9030001073827 フードロス問題を解決して未来型店舗ビジネスによる超効率経営システムの構築 青木信用金庫

関東 埼玉県 三郷市 株式会社ＶＩＲＫＩＮ 1030001040355 アフターコロナと共存するライフスタイル！アウトドア商品販売事業へ新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 埼玉県 越谷市 合同会社祥瑞 3270003000538 飲食店経営から「解体工事×金属スクラップ×厨房機器リサイクル」複合業態への転換 高松　佑

関東 埼玉県 川口市 有限会社丸忠木型製作所 6030002107280 蓄積された微調整図面データ・熟練技術と機械加工の融合により挑む３ｍ超の大型木型製造 和喜田　勤

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社不二工芸 7030001089065 持続可能な塗装業への発展を実現する多様な塗装方式の実践導入 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 三郷市 株式会社貴福商工 8030003012833 地域密着で中古戸建てに特化した不動産仲介事業 森　滋昭

関東 埼玉県 川口市 太陽技研株式会社 6011201003801 精密ファイバーレーザー切断機の導入を通じた販路開拓と事業構造の転換 大串　智之

関東 埼玉県 朝霞市 Ｂｅｓｔ　Ｂｅｅｒ　Ｊａｐａｎ株式会社 5011001122216 業界をＤＸ化する業務店専用のクラフトビールプラットフォーム 服部　峻介

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社コムワークス 6030001002763 ライブ配信プラットフォームとしてクラウドスタジオの開発運営事業 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 川越市 株式会社スターベニア 9030001122922 コーヒー向け製品のトータルコーディネート事業への参入 株式会社フラッグシップ経営

関東 埼玉県 戸田市 丸善超硬株式会社 5030001022399 セラミック系新素材を用いた緩み防止ネジの冷間鍛造金型の製造 ペンデル税理士法人

関東 埼玉県 さいたま市北区 Ｄ，ｐｌａｇｅ合同会社 3030003007631 従来との差別化を図る「集客・ＰＲの為の清掃・除菌業務」の展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 蕨市 ピュアライフみわ 寝室リノベーションによって睡眠環境を根本から改善する事業 蕨商工会議所

関東 埼玉県 川口市 株式会社新誠 3040001099918 ゲル（グランピング施設）の新分野展開 川口商工会議所

関東 埼玉県 戸田市 株式会社豊成産業 8030001023023 多様な印刷加工のノウハウを活用し、’オタク文化　’参入への挑戦！ 株式会社きらぼし銀行

関東 埼玉県 入間郡三芳町 株式会社小野キャスト 9030001058043 アレルギーフリーブランドの立ち上げ　ＢｔｏＣビジネスへ転換 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川越市 有限会社ヨシダ 9030002077876 化粧箱／緩衝材製造で培った提案力・設計力のノウハウを生かし、革／ニット加工品の製造へ挑戦！ 株式会社イストワール

関東 埼玉県 草加市 株式会社尾﨑商店 8030001122584 不要な物を、必要な人へ、循環型社会の形成に貢献！ 株式会社サクシード

関東 埼玉県 新座市 新和エンジニアリング株式会社 2011601011738 国内生産向け、半導体製造装置内研磨ユニット特殊精密部品製作事業 株式会社しのざき総研

関東 埼玉県 川口市 株式会社アライ 2030001073627 酒類販売卸から産直農産物卸への参入 川口商工会議所

関東 埼玉県 加須市 株式会社稲穂クラブ 1030001033549 地域社会との共生と豊かな老後の実現（デイサービス及び訪問看護ステーションおよび地域の高齢者及び児童との交流活動を通じて） 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 戸田市 共栄商事株式会社 1030001020175 遊技業３社の事業再編による健康・芸能文化振興事業への挑戦 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 三郷市 スポーツダイニングレジスタ ラーメン店のセントラルキッチン設置による弁当・冷凍品販売への再構築 経営相談有限会社

関東 埼玉県 蕨市 株式会社セラミック加工技研 3030001021064 自社の強みを最大化し半導体パーツ事業への進出による事業再構築 蕨商工会議所 三菱電機クレジット株式会社

関東 埼玉県 越谷市 株式会社会澤工務店 3030001065441 大型木造パネル工法による小さくても豊かな暮らしのライフスタイルの提案事業 株式会社栃木銀行

関東 埼玉県 朝霞市 株式会社ＥＷＢトーア 9030001115249 住宅用木材加工から非住宅公共木造建築用（大断面、長尺）木材加工へのチャレンジ 三上　義孝

関東 埼玉県 日高市 株式会社ケイアイ 3030001090349 ハンディファイバーレーザー溶接機導入による高精度板金複合部品事業への参入 特定非営利活動法人たま産業支援センター

関東 埼玉県 行田市 海鮮北海道市場株式会社 7430001041737 食品製造の強みを活かした福祉対応型自立支援介護施設の開始 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 越谷市 シードット株式会社 2030001068577 抗菌機能付きアップサイクル素材による新製品のオンデマンド製造事業 株式会社栃木銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社カゴハラゴルフ 6030001084562 コロナ禍に打ち勝つビジネスモデルとしての個別指導塾ＦＣの導入 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 埼玉県 川越市 マーケットテラス株式会社 4030001058543 地元プロ野球球団とのコラボによる「地域密着」スポーツバー型レストランへの新展開 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 埼玉県 坂戸市 株式会社Ｆａｎｃｙ 6030001095907 爬虫類のブリーダー事業の起ち上げによる事業再構築 株式会社ＥＣＯ経営企画室

関東 埼玉県 比企郡滑川町 島野精機株式会社 2030001070847 未来を見つめ、技術力応用による新分野展開による販路拡大 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 秩父郡横瀬町 有限会社あさひ 2030002122309 地元建設会社による秩父地域の観光活性化に寄与する宿泊新事業計画 一般社団法人日本産業イノベーション研究所

関東 埼玉県 川越市 株式会社泰幸 2030001059386 温水高圧洗浄機による安心・安全な除草サービズの提供 川越商工会議所

関東 埼玉県 新座市 日本伸管株式会社 8030001046024 副流煙害の減少に貢献！電子たばこ部品によるアメリカ市場への挑戦 株式会社武蔵野銀行

関東 千葉県 習志野市 株式会社世拡 9040001014549 コロナ禍で生まれた新たな余暇の過ごし方をニューノーマル時代へと提案する再構築事業 須永　達也

関東 千葉県 浦安市 新日本税理士法人 2040005004569 コロナ禍に適応した新しい形の相続手続代行事業を新展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 井部　恵 通訳者から飲食業転換による地域コミュニティ活性化のためのカフェ開設 柏商工会議所

関東 千葉県 船橋市 株式会社萬屋 9040001077562 こだわりのスウェットでＢｔｏＣ進出！衣服製造小売りでファンを獲得するニッチ戦略 上村　正和

関東 千葉県 千葉市若葉区 有限会社タガワ 7040002014533 宿命鑑定士を活用したパワーストーンの店舗・オンライン販売への転換 北村　亮太

関東 千葉県 松戸市 株式会社エイスノート 4040001040723 製造機能を備えたクリエイター向けコワーキングスペースの開設によりモノづくり市場に貢献！ 金﨑　卓也

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社ＭＩＮＡＭＯＴＯ 2040001097880 アフターコロナを見据えた新規顧客の獲得と新規収益源の構築に向けた店舗移転 レンタルＥＣ株式会社

関東 千葉県 成田市 和’ｓ 手作り惣菜と卸弁当の加工販売事業に挑戦し売上Ｖ字回復を図る業種転換 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 野田市 株式会社ベストスマイル 5050001035259 障害者と生活介護施設をつなぐ生活介護特化型ポータルサイト 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 ＳＨコーポレーション株式会社 3040001034461 コロナ禍での中食需要に応える高級海苔弁当専門店への新規進出 東京中央経営株式会社

関東 千葉県 富里市 有限会社伊藤自動車 1040002055987 民間車検場の開設による新たな収益源の確保 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 市原市 合同会社ＪＯＹｓ　ＢＯＸ 3040003011236 コロナ禍での売上減少に対し、新たな収入源の確保を目的としたターゲット・ニーズが異なるカラオケボックスの新設 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 株式会社エフ・エス・エル 9040001071978 ソロ飲み客を主対象とした、新スタイル焼き鳥店への新分野展開。 井之川　宗弘
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関東 千葉県 成田市 株式会社ティーエイチエス 9040001046360 介護利用者とその家族の為のふれあいカフェ付き宅配食事サービス事業 増田　考邦

関東 千葉県 松戸市 ぴよぴよ 専用スタジオでのフォトウェディング（リマインドウェディングを含む）事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 四街道市 イタリアンバールＧＯＣＨＩ ＧＯＣＨＩの味をおうちで楽しむ「おうちＧＯＣＨＩ」への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 東金市 イーディーコントライブ株式会社 1011101045345 環境復元ソフトＳａａＳ型システムサービスの提供 東京商工会議所

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社アップウェル 1040001012650 リフォーム会社が買取専門ＦＣに参加しリユース業に参入する新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 茂原市 株式会社スギタ 5040001059242 不動産業の強みを活かしてゴルフニーズを取り込む地域先進事業 房総信用組合

関東 千葉県 野田市 株式会社ダイゴー 2040001071332 超大型部品に特化する大胆な業態転換で新分野からの新規受注を狙う 石山　賢 三菱電機クレジット株式会社

関東 千葉県 旭市 株式会社弘信建装 6040001099601 外壁塗装業から男性も気軽に通える脱毛エステ事業への新分野展開 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社日本自動車 8040001012529 千葉とともに成長する！新時代塗装によるサービス提供の超効率化 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 千葉県 千葉市稲毛区 有限会社エムエスイー 8040002002025 リチウムイオンバッテリーモジュールの設計製造販売部門の新設 税理士法人藤野会計事務所

関東 千葉県 松戸市 桜詩 元プロボクサーによる　社会人・子供向けボクシングジム　事業 川橋　隆則

関東 千葉県 千葉市若葉区 長咲や 高鮮度、高品質和食を特許取得「真空包装機」で出来立ての味を店内と通販で楽しむ新感覚店 株式会社サークル・ウィン

関東 千葉県 我孫子市 株式会社ＫＩＺＵＮＡ 4040001084324 中高年の動ける身体づくりに貢献するオリジナルサプリメントの開発 合同会社バリューアップ

関東 千葉県 千葉市中央区 香港料理濱龍 中華店舗×唐揚げキッチンカーの相乗効果で業績改善！ 中筋　一郎

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社ＣＨＵＲＡ 6040001014188 フィットネスジムのオンライン化と訪問型筋膜リリースへの進出 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 千葉県 八千代市 株式会社トップランナー 7040001022859 コロナ禍で拡大する動画広告市場への参入と経営リスクの分散 株式会社フラッグシップ経営

関東 千葉県 野田市 鴻運商事株式会社 4010701019053 広々とした店舗の一部を改装し加工食品・冷凍食品の製造・販売を開始 さわやか信用金庫

関東 千葉県 八千代市 合同会社えすぺらんさ 8040003015686 １０代の悩み解消！脱毛・ニキビ改善サービスの開始 塩津　友輝

関東 千葉県 南房総市 株式会社三峯商事 4040001074119 地元地域の資源を活かしたサーファー向け貸別荘事業 館山信用金庫

関東 千葉県 市原市 大森屋青果有限会社 5040002072649 八百屋の廃棄商品アップサイクルによる菓子、ドリンクの製造販売 西山　優一郎

関東 千葉県 船橋市 株式会社ぶれいぶかんぱにぃ 5011001120517 アニメの宣伝事業からアウトドア・スポーツ用品の製造・ＥＣ事業への業種転換 船橋商工会議所

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社ＮＴＯコンサルティング 2040001101188 地域の規格外農作物によるダイエット健康食品加工事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 匝瑳市 有限会社あづみの 6040002082928 地域で愛される「居酒屋あづみの」の好立地を活かした「甘味処しなの」への展開 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 南房総市 パームヴィレッジ オーシャンビューの立地を活用したシーサイドウェディング＆カフェ事業 河村裕司

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社アイ・コミュニケーションズ 5011701021923 ライバー教育で培った教育ノウハウを使って障がい者を自立させる事業 表　順一

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社根本精機 2040001006065 千葉市地域プラットフォームとの連携による半導体製造装置への挑戦 税理士法人京葉会計事務所

関東 千葉県 佐倉市 合同会社サウザンドサクセス 3040003010667 こだわり抜いた本当においしいクレープを食べて欲しい！！ 株式会社Ｒコンサル

関東 千葉県 船橋市 ｂｌｅａｃｈ コロナ禍においても収益が見込める＜ヘッドスパ事業＞及び＜ヘアケア商品のＥＣ販売事業＞への進出 兒玉　洋貴

関東 千葉県 野田市 株式会社巴 6040001089016 キックボクシングと美容を融合させた自己改革ジムの開業 税理士法人ＫＭＩパートナーズ

関東 千葉県 松戸市 サノシーテック株式会社 1040001037482 自社技術を活用し国の安全基準を満たす乗用エレベーター専用巻上機の開発 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 香取郡神崎町 一般社団法人あいのて 7040005018481 ＥＣサイトの展開を伴う就労支援カフェの本格化と障害者の方に寄り添った社会定着の支援の拡大 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 千葉県 松戸市 株式会社モーターマーケティング 5040001096401 無人・非接触型の完全貸し切りハイブリッドグランピング施設 松戸商工会議所

関東 千葉県 八街市 古川歯科医院 特許を取得の治療器具＆専用アプリによる運動療法で顎関節症の治療及び改善 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 八千代市 きら星整骨院 健康増進支援分野への進出による、既存事業の収益補完 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 柏市 特定非営利活動法人パラキャン 9040005014339 ＳＤＧｓとＥＳＧの視点から考える共生企業研修プログラム 柏商工会議所

関東 千葉県 南房総市 マナ　オラナ 既存事業とのシナジー効果を狙ったヴィーガンカフェへの進出 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 佐倉市 株式会社シンプティア 5040001049268 陰性証明書も発行可能なＰＣＲ検査場を開設 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 香取郡神崎町 有限会社北京フーズ 6040002087126 発酵の里・神崎町の強みを活かす中華料理店から味噌ラーメン店への事業再構築 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 市川市 タケックス株式会社 6010401096985 バイオマス、地域リサイクル材等を利用！パレットの製造販売事業 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 香取市 千葉エッグファーム有限会社 7040002087595 鶏糞の処理問題解決と有機農業推進に貢献するペレット堆肥製造事業 大竹　貴司

関東 千葉県 松戸市 有限会社センチュリー・オート 9040002046764 電気自動車のアフターサービスに特化した、千葉県初のＥＶファクトリーを設立することによる最新工場への変革 城北信用金庫

関東 千葉県 香取市 有限会社シーエムメンテナンスサービス 1040002087717 有機堆肥の高付加価値を実現するペレットサービス事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 成田市 有限会社飯嶋自動車 6040002059612 大型貨物車にまで対応！電気自動車の普及に貢献する新整備工場！ 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 夷隅郡御宿町 株式会社ゴールドリッジ 1010403018067 難処理廃棄物を排出現場で炭化処理する小型炭化装置を開発しＣＯ２排出削減 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 香取郡東庄町 株式会社石政製作所 5040001063995 電動農業用機械の実現に不可欠な高精度コア部品製造による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 千葉県 香取市 香取屋本店 地元食材を使った名物惣菜の開発・販売により、売上Ｖ字回復を図る新分野展開 佐原信用金庫

関東 千葉県 柏市 株式会社ＮｉｃｏＭｅｄｉａ 7040001095590 「スタジオライブ配信事業の立ち上げによる柏市の魅力の発信」 柏商工会議所

関東 千葉県 柏市 株式会社山崎帝国堂 6010001059293 毒掃丸本舗が長年のご愛顧への恩返しとして立ち上げる、老人ホーム紹介事業 税理士法人エキスパーツリンク

関東 千葉県 香取市 彩都デザイン株式会社 9040001090342 焼き芋・さつまいもペースト加工販売事業に挑戦し売上Ｖ字回復を図る新分野展開 佐原信用金庫

関東 千葉県 千葉市若葉区 はやさか ＥＣサイトを活用した革新的冷凍「和風ハンバーク」の全国展開 西河　豊

関東 千葉県 八千代市 昭栄段ボール株式会社 1040001020835 段ボール箱製造業による紙製（紙器用厚紙）パッケージ事業への参入 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 長生郡一宮町 スマッグ サーフショップが挑戦する屋外専用音響・デジタル映像サービス 大竹　貴司

関東 千葉県 木更津市 株式会社堀切工業 5040001052643 業界の安全性を高める次世代足場資材レンタル事業への進出 福永　健二

関東 千葉県 富里市 株式会社Ｒｅｆｉｎｅ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ 7040001099641 地域密着型スマート農業と加工及び販売の６次産業化への挑戦 櫻井義之

関東 千葉県 野田市 株式会社双葉電機製作所 2011801004277 設備導入と自社技術開発による半導体製造装置部品への新分野展開 一瀬　章

関東 千葉県 富津市 有限会社大滝商会 2040002071100 有害物質（アスベスト、ヒ素等）の事前調査・測定事業、石綿建材撤去工事業への新分野展開 松木　昭和

関東 千葉県 松戸市 有限会社伸栄商事 5040002046173 松戸住民に、南の島を演出する空間で笑顔を増やすサードプレイスを提供 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 我孫子市 小川　武 コロナで苦境のサッカースクール事業をフットサル施設運営で再構築 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 船橋市 合同会社ＩＳＡＲＩＢＩ 6040003007784 船橋の人気ラーメン店が提供する冷凍餃子の無人店販売事業 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 山武市 有限会社千葉機械産業 9040002079673 今後成長が期待できるマシン型ピラティスのスタジオ開設による事業再構築 関谷　満

関東 千葉県 茂原市 有限会社伸清不動産 4040002082137 地域の人による対面サービスの強みを活かした訪問看護事業の構築 茂原商工会議所

関東 千葉県 佐倉市 新洋株式会社 1140001090331 廃プラ利用農業園芸用プラスチック製品製造販売事業による事業再構築と循環型社会構築への貢献 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 館山市 有限会社鈴建興業 6040002099468 ドッグラン付貸別荘事業の新分野展開による事業再構築 館山信用金庫

関東 千葉県 千葉市緑区 株式会社ハウスメイク 8040001012066 外壁塗装業で培った技術力と顧客基盤を活かした『足場事業』への新分野展開 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 八街市 有限会社ティーケーイー 5010802009571 制御盤付機械製造業進出のための加工施設及び製造ラインの設置 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 大網白里市 有限会社オフィスフォーエイト 9040002078238 自社ブランド認知度を高めるライダーズカフェ事業への進出 近山　寿博

関東 千葉県 山武郡九十九里町 株式会社ｉｘｉ 2040001103309 コロナ禍で打撃を受けた既存事業の強みを活かして、民泊事業へ新分野展開 補助金活用支援会合同会社

関東 千葉県 香取市 有限会社タカハシ 4040002087755 ＣＮＣ旋盤の導入で小型部品製造から新たに大型部品製造に進出 銚子信用金庫 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

関東 千葉県 旭市 株式会社ヒラノ 1040002084821 同時５軸加工機導入による加工精度向上で高付加価値新事業に進出 銚子信用金庫

関東 千葉県 いすみ市 有限会社江澤土木 6040002102751 最新鋭ＩＣＴ土木バックホウの導入により、南房総地域トップレベルのＩＣＴ土木工事モデル企業への変貌を目指す 補助金活用支援会合同会社

関東 千葉県 市原市 有限会社ホテル市原クラブ 6040002075089 介護福祉施設やホテル等の人手不足解消に貢献する「業務用食品の製造・販売」への参入 千葉信用金庫

関東 千葉県 鎌ケ谷市 イイノ産業有限会社 9040002044215 高性能レーザ加工機と製缶板金技術を活かした製パン機械への新規展開 株式会社ピースマネジメント

関東 千葉県 八街市 有限会社増山製作所 9040002063751 長尺ＮＣ加工機導入による航空機・船舶援助機器部品への新分野展開と収益基盤の構築 千葉信用金庫

関東 千葉県 山武市 株式会社清左ヱ門 9040001097016 高品質な肉の端肉を使ったペットフードの開発・製造で事業再構築を図る 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 千葉県 茂原市 株式会社三浦家製麺 2040001108225 ラーメン店を併設した自家製生麺およびラーメンキット販売事業 茂原商工会議所

関東 千葉県 習志野市 自立の株式会社 1040001087940 医薬部外品子供用スキンケア商品ＥＣサブスクリプション販売事業の構築 東京東信用金庫

関東 千葉県 長生郡長柄町 有限会社斉藤製作所 4040002080611 金型部品精密加工に進出、中国から国内への回帰需要をつかみ業態転換 北浜グローバル経営株式会社 三菱ＨＣキャピタル株式会社

関東 千葉県 成田市 株式会社成南協心社 2040001046466 安心・安全な葬式場における人の気持ちを繋ぐ葬儀サービスの展開 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社３ＳＴ 6011001113503 初心者を対象としたスケートボードパーク開設 下山　秀雄

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社栗原内装 3040001013515 既存生産ラインの抜本的改革、オーダーメイド家具で個人向けに新規顧客開拓 株式会社シャイン総研

関東 千葉県 山武郡九十九里町 有限会社なかみち水産 5040002078051 煮干しラーメン・しらす丼専門店及び外国人特定技能実習生の居住施設運営事業への新分野展開 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 成田市 Ａｎｔｈｅｍ　ｄｅｓｉｇｎ株式会社 1040001112979 成田市初本格的「パーソナルトレーニングジム」の開設により、売上Ｖ字回復を図る新分野展開 池田　勝治

関東 千葉県 夷隅郡大多喜町 わとや 水辺空間を有効活用できる川カフェ＆キャンプ事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 市原市 有限会社江戸屋総業 9040002072538 地域社会のニーズに応える名木「香取杉」を活用した「製材事業」への新分野展開 千葉信用金庫
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関東 千葉県 柏市 株式会社ネオアシスト 7040001083414 プラスチック製仮設シート結束バンドの開発製造販売事業 柏商工会議所

関東 千葉県 富里市 株式会社三橋管財サービス 9040001092009 木材の二次加工機導入による住宅・官公庁向け建築用材市場への参入 根本　義之

関東 千葉県 館山市 株式会社浜島製作所 1040001074427 産業機械部品加工から、高精度な医療機器部品加工へ進出する計画 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 長生郡一宮町 有限会社小林釣餌 1040002082461 釣餌の受託製造拡大と女性向け保存可能釣餌の製造小売による事業再構築 房総信用組合

関東 千葉県 山武市 京相製管株式会社 8040001058118 金属加工製品製造販売の新分野展開による事業再構築と社会インフラ構築への貢献 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 長生郡一宮町 株式会社建築集団海賊 4040001060069 新しいものを造り続ける建築会社ならではのリゾート宿泊施設の建築と運営 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 香取市 株式会社砂原電気工業所 2040001064393 設備業が佐原の十二橋めぐりの観光拠点として軽食・お土産を提供 佐原商工会議所

関東 千葉県 八街市 株式会社森の贈り物 9010601046911 楽しく逃げられる防災対策を提案するオートキャンプ場の展開 経営創研株式会社

関東 千葉県 船橋市 株式会社ディオニス・ジャパン 8040001020127 ＳＤＧｓ規格による環境配慮型サブバッグのＵＧＣ推進により、自然検索による潜在層へのアプローチ及び販売へ業態転換 船橋商工会議所

関東 千葉県 船橋市 有限会社一成工業 6040002027973 あぐー豚しゃぶしゃぶの店舗とミールキットＷｅｂ販売事業 坂田　隆行

関東 千葉県 柏市 ユニーテック株式会社 8040001066616 バイオ医薬品開発において受託開発から創薬ベンチャーへの転換 株式会社三井住友銀行

関東 千葉県 旭市 唐変木 急速冷凍装置と冷凍自動販売機を活用したカジュアルな料理の製造販売による事業再構築 Ｗ＆Ｔ経営デザイン合同会社

関東 千葉県 長生郡白子町 株式会社森川製作所 1040001058966 宇宙機器産業向け精密加工品市場への参入と、中～大型の超精密加工技術の確立・展開 房総信用組合

関東 千葉県 印西市 加藤　友輔 複合型健康サポートセンターの開業により印西市の高齢者に活力を！！ ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 千葉県 千葉市緑区 株式会社田中ガラス 1040001060625 高精度エーミングサービスの事業化 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社カナガワエステート 7040001017058 日本の住環境にイノベーションを起こす　～限られたスペースの有効活用でわくわくする壁内設置家具の販売事業への挑戦～ 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社信英精工 1040001016081 半導体・医療機器向け高精度ベアリング部品加工に特化する業態転換事業 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 館山市 株式会社たてやま不動産 1040001074617 「富士山とオーシャンビューを独り占め！」をテーマに北条海岸の魅力あふれる独創的な貸別荘を建設・運営し、地域活性化を牽引。 経営創研株式会社

関東 千葉県 市原市 株式会社ＲＥＡＬ 3040001056266 地元ジビエ肉の活用及び地域初ジンギスカン料理店への進出 市原商工会議所

関東 千葉県 千葉市緑区 株式会社Ｌｅａｆｅｒ 1040001083386 健康寿命の延長を目指すリハビリデイサービス事業への新分野展開 井上大輔

関東 千葉県 木更津市 株式会社クリアワン 2040001119874 整備認証設備・エーミング機材の導入による、近隣との提携が強固な外車特化型整備工場への変革 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 千葉県 松戸市 株式会社花車 7040001041512 若手料理人を支援し、食で地域を活性化するクラウドキッチン事業 伊藤　文彦

関東 千葉県 館山市 共進テック株式会社 9040002099325 精密機械部品市場進出～最新型ＭＣ導入による更なる高難度金属加工への挑戦～ 館山信用金庫

関東 千葉県 松戸市 有限会社豊泉製作所 5040002047576 大型複雑形状医療機器部品の品質担保と生産性維持のため設備投資 北浜グローバル経営株式会社 リコーリース株式会社

関東 千葉県 茂原市 房総プラント株式会社 2040001058957 地域の課題に対応した害獣捕獲檻を製造し地域発展に貢献する取組 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社グライズ 6010001129740 ペット共生型、かつ外部就労を完備した就労継続支援Ｂ型生活介護の運営 市川商工会議所

関東 千葉県 銚子市 トーア産業株式会社 7040001062343 自社ブランド品構築。銚子市の地域冷凍食材の生産体制構築 銚子商工信用組合

関東 千葉県 銚子市 株式会社創 6040001063078 漁業のまち銚子の美容室が挑戦するトータルビューティーサロン 銚子信用金庫

関東 千葉県 市川市 株式会社アットワーク 9040001094871 地域初！コロナ過で癒しを与える「健康リラクゼーションルーム」 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 千葉県 千葉市緑区 株式会社福興 4040001052545 ＵＯ鋼管の部材製造から車用ドライアイス洗浄サービスに業種転換 千葉信用金庫

関東 千葉県 野田市 株式会社アルファサービス 7040001072004 運送業からユーザー目線を活かしたデザイン施工業への新分野展開 税理士法人あおば

関東 千葉県 鎌ケ谷市 株式会社エスティフーズ 9040001028020 水産加工会社向けオンライン受発注プラットフォームの開発・運営 林田玲子

関東 千葉県 いすみ市 有限会社房総まちづくりカンパニー 3040002102853 移住サポート付き「ハイブリット式お試し居住施設」実施事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 富里市 株式会社ビューティースタジオセラピー 3040001044246 地域初のセルフ型頭皮ケアを展開し、顧客層開拓と経営基盤強化を図る 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 千葉県 鴨川市 株式会社ネフコ 2040001074384 究極のＳＤＧｓ、つまり持続可能な暮らしを体験できる古民家での宿泊 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 君津市 旬彩ダイニング　うみぼうず 地域初のコッペパン専門店で次の１０年を生き残る 千葉信用金庫

関東 千葉県 船橋市 株式会社青花堂 9010801014263 「見るから使うへ」、若年層向けの薩摩焼・美濃焼を中心とした伝統工芸普及への取り組み ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 千葉県 市原市 株式会社オリエント鉄工 1040002072719 定盤の高精度化と物流業界用安全対策大型金属製品提供による事業再構築 特定非営利活動法人ＮＰＯテクノサポート

関東 千葉県 市川市 株式会社藤 2040001030973 外部環境に適応し、店舗改装で本格的に中食事業へシフトする事業 税理士法人松井会計

関東 千葉県 野田市 大柴建設株式会社 4040001106524 コロナ禍に対応した個人の尊厳を確保する夜間対応地域密着型通所介護事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 鴨川市 株式会社渡辺冷食 5040001074266 高付加価値商品の品質を維持した保管・配送事業への進出 近山　寿博

関東 千葉県 柏市 株式会社梅田製作所 3040001065234 ベンディング技術の高度化により、加工範囲を広げて様々な加工ニーズに対応！ 西川貴人

関東 千葉県 茂原市 有限会社松澤製作所 2040002081652 生き残りを掛けた新部品製造！半導体部品製造で事業再構築！ 北浜グローバル経営株式会社 三菱ＨＣキャピタル株式会社

関東 千葉県 船橋市 京葉エステート株式会社 5040001019618 ＺＥＨ対応宿泊型モデルハウスを活用した注文住宅への新分野展開 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 成田市 山﨑電設工業株式会社 4040001045342 成田地域資源 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 ヨシノテック株式会社 6040001072632 金型製造の高度化と複合的な生産性向上による住設部品の製造 牛腸　真司

関東 千葉県 匝瑳市 株式会社石田総業 6040001092597 解体業から飲食店への新展開、トゥクトゥクを活用し地域を活性化 尾﨑　素之

関東 千葉県 東金市 有限会社未来技研工業 8040002079261 カスタムコンテナハウス事業への参入のによる、新分野展開 房総信用組合

関東 千葉県 松戸市 株式会社富田製作所 3040001036359 新たな高付加価値製品となる機械式継手鋼管製品の製造体制構築による新分野展開事業 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社岡製作所 5040001033726 物価高・円安に対応した特注レザークラフトツールの海外展開事業 青山裕之

関東 千葉県 安房郡鋸南町 有限会社池田工務店 8040002101363 鋸南町の活性化を目指したグリーンツーリズム推進事業 芦谷義一

関東 千葉県 佐倉市 有限会社エーワン 1040002064014 完全個室で非接触、ジェンダーフリーのセルフエステ事業 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社コトブキダイニング 4040001084919 セントラルキッチンと食堂を新設し、ＦＣ展開を目指す 児玉　直樹

関東 千葉県 船橋市 丸山金属工業株式会社 7040001018799 既存事業の強みと立地を生かしたロジスティック事業への参入 株式会社わかば経営会計

関東 千葉県 袖ケ浦市 株式会社昭和企画 6040001086772 房総半島の観光資源を活用した宿泊型ゴルフスクール運営事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市緑区 株式会社ようてい 2040001090266 生活保護の方も入居可能なリハビリ・機能訓練も出来る有料老人ホーム 北海道商工会連合会

関東 千葉県 八千代市 株式会社プログレス 6040001022190 鈑金塗装事業への新規参入による中古車販売業からの新分野展開 補助金活用支援会合同会社

関東 千葉県 富里市 ジュエルブーケ 事業計画名：　オリジナル美容メソッドとオリジナル美容液の開発・製造 児玉　直樹

関東 千葉県 千葉市中央区 ディシェルアーバンヘアデザイン オンライン診断を活用した非接触型脱毛サロンへの事業転換 井上大輔

関東 千葉県 館山市 株式会社須藤牧場 3040001086825 製造設備の導入によるオリジナル牛乳の本格販売開始 館山商工会議所

関東 千葉県 船橋市 日本橋　良庭 コレド室町店にオンライン受注システムを導入しデリバリーとテイクアウトの需要に応える 小森　孝一

関東 千葉県 千葉市緑区 有限会社栄鈑工業 2040002001643 地域初！中型車両レッカー業務の実現と即日車検整備の一括実施 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 千葉県 市原市 ピーワンテック株式会社 9040001083684 千葉房総でＤＩＹ実践の足場となる体験型宿泊施設の運営 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 白井市 株式会社サニーカラー 5040001046439 自社独自技術を活用した新たな製造方法による食料品製造への新規参入 税理士法人あさひ会計

関東 千葉県 柏市 アーバンプロテクト株式会社 8040001070188 地域事業基盤を活かした外国人人材研修施設運営での事業再構築 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 千葉県 大網白里市 株式会社板倉商事 6040002078166 ガレージハウスを活用した複合サービス事業への進出 近山　寿博

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社エスト・ジャポーネ 1040001073305 苦境に立つ飲食店からの脱却！房総イタリアンのＥＣ販売への挑戦 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 松戸市 有限会社クオリティーライフサポート 6040002054002 美容皮膚科経験を活かした、解析・効果を見える化できる肌ケア専用エステサロン展開 大石　源治

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社グッドフェロー 2040001086751 コロナ渦で困っている飲食店を救う飲食店モール！ ＩＫＰ税理士法人

関東 千葉県 野田市 ユニオンペイント株式会社 9040001084179 新設タンクの設置による、アルコール小売り事業への参画事業 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 成田市 高級アルコール工業株式会社 1040001044875 コロナ禍で変化した化粧品需要に対応する機能性化粧品原料 株式会社フラッグシップ経営

関東 千葉県 茂原市 株式会社藤正 8040001076722 先端技術導入・完全紹介制・予約制のコロナ対応料亭で新分野展開 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 山武市 株式会社スズ研 5040001118270 既存事業の噴霧技術を活用し、水性塗料を使った自動車塗装事業へ挑戦 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 千葉県 山武市 有限会社匠製作所 3040002079638 精度な厚物素材の溶接を新たに実現し、多様な板金加工のニーズに対応する 西川貴人 株式会社アマダリース

関東 千葉県 柏市 株式会社ハウスランド 5040001069431 不動産賃貸からスケートボード等のアミューズメント施設事業へ 銚子商工信用組合

関東 千葉県 市川市 黒岩製作所 航空機パネル組立専用刃先交換式ＣＦＲＰ用カッターの開発 ペンデル税理士法人 三菱電機クレジット株式会社

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社源企画 3040001012079 クラウド型産廃業者向け統合業務管理システム開発 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 流山市 株式会社ＡＳＴｏｎｅ 9040001116634 スポーツ整形外科への思い切った新分野展開で事業再構築 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 千葉県 長生郡長南町 株式会社グレートアイランド倶楽部 2040001059534 ゴルフプロショップに特化したショールーム型店舗サービス「キテ＋ミテ」の開発・運用事業 株式会社三井住友銀行

関東 千葉県 松戸市 株式会社昭和精機 5040001035763 若さを武器に！ドローンを用いた事業への参入で事業再構築！ 松戸商工会議所

関東 千葉県 我孫子市 株式会社ＢＲＥＡＫＥＲＳ 2040001078484 歌うカラオケと歌わないカラオケでカラオケ市場を再興させる事業 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社Ｔ－ＣＯＬＯＵＲＳ 3040001104966 サーフタウン一宮の・交流拠点となるサーフィンセンター 小林　孝至

関東 千葉県 旭市 森管工株式会社 2040001061812 養液栽培システム製造工場開設による売上拡大と農業の生産性向上 銚子商工信用組合

関東 千葉県 市原市 株式会社ＵＮＤＩＣＩ 6040001055835 料理教室・野菜直売及び創作料理店舗への業態転換 市原商工会議所
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関東 千葉県 松戸市 富士サービス株式会社 3040001036706 創エネ・蓄エネ型ＥＶ急速充電スタンド設置事業による事業再構築 税理士法人ＦＰ総合研究所

関東 千葉県 船橋市 奈良養鶏園 当園玉子を使用したテイクアウト専門カフェ建設による飲食事業 船橋商工会議所

関東 千葉県 松戸市 株式会社葛西屋商店 4040001035120 店舗内余剰スペースのシェアリング事業 松戸商工会議所

関東 千葉県 成田市 株式会社なりた住建 4040001109329 リフォームに関する相談時間も地域産品飲食サービスにより付加価値化 佐原信用金庫

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社アイ・メデックス 3040001000199 生体電極専門メーカーから筋電計製造の新たな挑戦、生体情報ビジネスへの進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 有限会社米田製作所 7040002097784 ヘリカルねじ切りとＬＦＶ加工による空気制御部品への大胆な業態転換 石山　賢

関東 千葉県 山武市 湘南機工株式会社 1040001058157 チタン素材の活用やＥＶ向け自動車部品製造による事業再構築計画 北浜グローバル経営株式会社 三菱ＨＣキャピタル株式会社

関東 千葉県 鴨川市 株式会社スクライ 6120001192422 名湯の黒温泉を活用した地元ホテルとの共同運営グランピング事業 但馬信用金庫

関東 千葉県 千葉市稲毛区 株式会社ホリスティックメディカル 6040001103420 ○ 訪問・通所サービスを組み合わせた地域共生型の包括支援施設の建設

関東 千葉県 千葉市稲毛区 特定非営利活動法人国際ホリスティック看護協会 4040005003866 ○ 訪問・通所サービスを組み合わせた地域共生型の包括支援施設の建設

関東 千葉県 習志野市 有限会社燈台 5040002019798 「近所でグランピングスタイル焼肉！　テイクアウト・デリバリもできる本場韓国料理店」 辻田　和弘

関東 千葉県 佐倉市 株式会社ＺＯＵＳ 8040001092380 施工職人とユーザーを繋ぐプラットフォーム【職人データバンク】の開発 鬼塚　明日海

関東 千葉県 習志野市 ハウスタイルズ株式会社 2010001128234 遊休農地で行う外断熱設計トレーラーでの農業体験宿泊事業 サポート行政書士法人

関東 千葉県 匝瑳市 株式会社ｈａｎａｃｏ 9040001123746 アイビューティ市場における施術技術者養成事業 小甲　洋輔

関東 千葉県 千葉市中央区 千葉総合住宅株式会社 9040001055584 発達障害者向け就労移行支援事業への新分野展開 税理士法人アーク＆パートナーズ

関東 千葉県 松戸市 太陽ハウス株式会社 9040001036031 ＩＴベンダーへの転換による中小規模建築不動産ＤＸ化貢献 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市川市 株式会社ウェブ 1040001028424 仲人が手厚く支援するオンライン結婚相談所 株式会社千葉銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＮＯＰＰＯ 8012701015581 移動販売（衣料商品・食料加工品）事業　事業計画書 広部岳彦

関東 東京都 多摩市 株式会社ｎｉｎｅ 5010101012888 初心者からセミプロまで。ＤＩＹマニアも満足するものづくり体験場を提供する新規事業 魚谷　康行

関東 東京都 文京区 株式会社Ｍ．Ｃ．Ｆ 2010001135750 愛犬同伴可能な体験価値型民泊でアフターコロナの憩いの場を提供 須永　達也

関東 東京都 品川区 ニュースアンドコーヒー株式会社 6010701038860 韓国ブランド製品をインフルエンサーマーケティングで積極販売 須永　達也

関東 東京都 中央区 川崎ブランドデザイン有限会社 1010902026322 南房総市　アート保管・レンタル＆プライベートディール　新分野への展開 税理士法人Ｔ＆Ａコンサルティング

関東 東京都 葛飾区 こんだてや コロナによって売上の落ち込む居酒屋事業から、逆に市場が拡大傾向にあるプリン店への事業転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 新宿区 株式会社ノーコードアップス 4011101097739 整体院店舗から総合出張リラクゼーションアプリ運営への転換 井上　拳

関東 東京都 中野区 株式会社Ｆａｉｔｈ 8011201017873 高圧洗浄車導入と新人教育施設を兼ねたショールームの開設 カタチクリエイト株式会社

関東 東京都 国立市 株式会社サニーワークス 7012401022557 昼食難民を救う！セントラルキッチン化による食品製造卸への挑戦 平野智一

関東 東京都 渋谷区 株式会社ブレインネッツ 6011001038907 外国人雇用のミスマッチを防ぐためのプラットフォーム「外国人情報検索データーベース」作成事業 東京商工会議所

関東 東京都 足立区 株式会社グローリー建設 3011801036113 カフェ融合型リラクゼーションエステサロンの提供 須永　達也

関東 東京都 目黒区 株式会社日本歯科衛生協会 1013201006771 オンライン口腔内スキャナー健診・相談サービス新規開設事業 新山　尚志

関東 東京都 足立区 株式会社永和 6011801027646 新たな生産体制構築による商業用印刷機向け新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 府中市 ダイニング酒場うときて 飲んだ後は『締めカレー』！こだわりのスパイスカレー専門店 塩津　友輝

関東 東京都 墨田区 叶舎合同会社 6010603007435 地方移住希望者や外国人向けの不動産情報提供と取引マッチングの統合サイト 池田　紀務

関東 東京都 江戸川区 中華料理銀莱 店舗一部を改装、非対面受注システムを導入して宅飲み中華デリバリー事業へ転換 稲葉　隆治

関東 東京都 新宿区 株式会社丸昭 5011101020303 「呉服屋からゴルフスタジオへ」コロナ禍を乗り越える事業再構築 東京東信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社京徳 8011001006267 コロナによるバー事業への打撃から回復することを目的とした今後需要の拡大する韓国カフェ事業への参入 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 港区 株式会社Ｇｅｏｒｇｅ　Ｐ．　Ｊｏｈｎｓｏｎ 1010401065895 ビジネスマッチングプラットフォームの構築・運営　事業計画書 湊　義和

関東 東京都 新宿区 ＤＯＭＯ　ＭＣＮ株式会社 3010401133428 日本のサービス・製品を中国向けに発信するＳＮＳマーケティング事業 アアル株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｈ＆Ｃプロダクツ 6010001109825 歯科医院を主な販路とした、高機能の口腔ケア商品の製造、販売事業の展開 吉田　壮志

関東 東京都 台東区 株式会社万葉 3010501012837 伝統工芸品「飾扇」のＥＣ販売・サブスクリプション展開事業 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 府中市 アイゼック株式会社 1012401010237 アメリカンフットボールを盛り上げる！用品バッグ製作販売事業への新分野展開 むさし府中商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社望月製本所 3011101021170 スローメディアとして本質を提供する「アートギャラリー」事業 須永　達也

関東 東京都 墨田区 株式会社エス・テーテクノス 2010601043618 茶碗蒸しを展開し川越市の地域活性化に貢献 サポート行政書士法人

関東 東京都 足立区 山浦紙器印刷株式会社 5011801012707 コロナ禍で需要増のアイメイク化粧品・雑貨向けパッケージ製造 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 江戸川区 株式会社イニシャルジャパン 3011201014974 輸入家具の卸売りから地元木材を用いた家具の製造・販売への転換 須永　達也

関東 東京都 練馬区 つつじ皮膚科クリニック 婦人科の新規開設による地域ニーズとオンライン診療への対応 深坂　祐希

関東 東京都 中央区 株式会社Ｒｙｏｕ 4010001196535 サブスクリプションモデルの新型育毛サロンを開業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 板橋区 株式会社武蔵ホームサービス 9011401022458 二酸化塩素を使用した消臭・抗菌・除菌剤の開発製造 仙波　洋平

関東 東京都 稲城市 インフィニティメディカルソフト株式会社 3013401002461 医用画像保管電送システムの専業からの脱却！ＩＬＭＳへの新展開 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＲＥ・ＢＯＲＮ 1010401127497 店舗事業者を救済する、ＡＩを用いたデザインＱＲコード事業の立ち上げ Ｒｕｎｗｉｚ税理士法人

関東 東京都 大田区 有限会社タカバヤシ 6020002043642 当店人気メニューの通信販売用商品化により、事業再構築を図る 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 東京都 葛飾区 有限会社ミコンフィンランドトレーディング 4011802025873 本場フィンランド惣菜・菓子の製造・全国販売と無調理カフェでの提供 青和信用組合

関東 東京都 新宿区 株式会社ＰｒｏｂＳｐａｃｅ 2011101083724 日本初、新しい働き方を促進するプロ人財マッチングサイトの構築 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 東村山市 アンドアイ 楽曲制作から販売までを一気貫通で請け負う音楽制作事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 渋谷区 株式会社エム・エートレーディング 4011001126044 店内飲食もテイクアウトもできるビュッフェスタイルの本格中華店 海老原　祐次

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＳＮＣ 1010901035836 イートイン店舗の新設と新メニュー開発で、夜の一人飲み需要を獲得 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 大田区 山王鉄工株式会社 4010801004756 ＥＶ車搭載モーター向けスリッターラインの開発による業態転換 石山　賢

関東 東京都 世田谷区 株式会社ライズクリエーション 8011001104236 厳選した新鮮なコーヒー豆を独自手法で焙煎し、楽しく選べる珈琲豆小売専門店の事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 東京都 港区 ジャパンウェディング株式会社 7010401014293 メンズビジネススーツのサブスクリプション事業 株式会社フォワード・グッド

関東 東京都 中央区 スタジオパーフェクトリーブランク アナログの『手触りと体験』を感じられる写真館への業種転換 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社ｍａｎｉｆａｎｉ 6010501025638 ＳＮＳを活用しファッションに特化したワークウェアブランドへの新分野展開 税理士法人サクセスサポート

関東 東京都 八王子市 若林木工株式会社 5010101004126 住宅内装デザインの高度化に対応した生産プロセスの転換による新事業展開 多摩信用金庫

関東 東京都 調布市 株式会社ばさら厨房 9012401019493 京都ラーメン店の出店によるドミナント戦略の加速とシナジー創出 金﨑　卓也

関東 東京都 世田谷区 株式会社メディケア英伸 9010901012043 保険や薬に頼らない体作りを行う健康学習と指導員育成のオンライン事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 株式会社あかふじ 2010901038648 ムスリムへ食とお祈りの空間を提供！ハラルラーメンでおもてなし！ 大﨑　翔太

関東 東京都 台東区 福榮産業株式会社 1010501011758 創業６５年老舗ＰＶＣフィルム卸売業が環境適応商品の中国ＯＥＭ受注生産で事業再構築 朝日信用金庫

関東 東京都 中央区 東京厲家菜株式会社 2011101072033 中国宮廷料理店のテイクアウト・デリバリー・ＥＣへの新分野展開 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 東京都 港区 ノバレンズ株式会社 4010401146569 建設業から大転換、アートセラピーを取り入れた放課後デイサービスに挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 江東区 株式会社ＦＯＯＤ　ＶＯＩＣＥ 7010601048430 オリジナル発酵バターの自社製造・新商品開発 渡辺　宏幸

関東 東京都 千代田区 株式会社ＩＴＳＮ 6011501017674 発掘！漫画コンテンツ DB 化によるマッチングサービス 伊藤　洋介

関東 東京都 目黒区 株式会社ｉｔ　ｃｏｍｐａｎｙ 5010001176222 ポストコロナを見据えたカフェ併設型北欧家具輸入販売事業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 目黒区 ディノーム エコプロダクトを購入できる、新ＸＲ体験型ＥＣサイトの構築 横浜商工会議所

関東 東京都 墨田区 マックスアンドブラザーズ株式会社 7010601048975 ウイズコロナ対応型フィットネスサービスの提供 道浦健治

関東 東京都 世田谷区 ｉ－ｖｉｓｉｏｎ有限会社 6010902022399 ＳＤＧｓへ配慮した肌の常在菌を助ける化粧品の販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 板橋区 福生株式会社 1011601015475 ラーメン店営業及びフランチャイザー事業から洋菓子の卸し小売事業へ 高松　佑

関東 東京都 千代田区 株式会社風讃社 4010001028663 雑誌制作業から自社メディアを活かした菓子製造事業への進出 伊藤　寛治

関東 東京都 北区 Ｈ・Ｃ・Ｌ株式会社 1013301036776 居酒屋事業からランチ営業主体のラーメン事業への展開 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト

関東 東京都 武蔵村山市 ゑびす山水研究所 ＳＤＧｓ・木育を実践するための庭のＤＩＹ支援事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 アテネ・フランセ文化事業株式会社 4011101067948 フィルムスキャニング事業をポータルとして、映像制作業務へ繋げる 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社キノワ 2010401071273 施術者に対するスクール機能を有する登録型シェアサロンの運営 Ｈａｙ未来の税理士法人

関東 東京都 中央区 グッドメイク株式会社 3010001108747 アスリート・トレーナマッチングプラットフォーム開発事業 東京商工会議所

関東 東京都 日野市 株式会社Ｎｏｒｔｈ　Ｖｉｌｌａｇｅ 8012801019029 感染症対策を施し小規模会食を前提にした新しい形態の中華料理店の経営 多摩信用金庫

関東 東京都 杉並区 ジャパン・ビジネス・ポータル有限責任事業組合 ココナッツミルク原料の高付加価値氷菓事業の展開 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 特定非営利活動法人ＷＥＬ’Ｓ 5010005012464 業界初！ウィズコロナに備えた障害者雇用におけるオンライン就労支援システムの構築 岡部　眞明

関東 東京都 港区 株式会社ネクストアイ 4010401080867 ＢｔｏＢ主体からの脱却、ＢｔｏＣへ新分野展開　「空き家管理事業」へ参入 東京商工会議所
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エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

関東 東京都 港区 株式会社アウルデリカ 4120001173688 食卓で楽しむ赤坂老舗割烹そのままの味！レトルト＆冷食製造事業 近藤　洋史

関東 東京都 港区 株式会社ウィルプランニング 7010401044877 忍者エンターテインメントビジネスにおける飲食業から小売業への新分野展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 八王子市 有限会社サンロウ 8010102011300 最先端技術でオンデマンド・オンラインゴルフレッスンの提供 仙波　洋平

関東 東京都 渋谷区 株式会社えだまめ 3010001170227 「デジタル化」と「非対面化」を伴った冷凍食品製造業参入パッケージの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 狛江市 スタイリスト 俳優・タレントを担当したスタイリストによるエグゼクティブ用ポートレイトサロン 東京都商工会連合会

関東 東京都 昭島市 有限会社菊池工務店 8012802010878 内装工事業から強みを活かしたハウスクリーニング業への進出 青梅信用金庫

関東 東京都 港区 有限会社上海風情 5010402030192 本格上海料理のｗｅｂ・テイクアウト販売による業態転換計画 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 渋谷区 Ｆｕｎ　Ｌｉｆｅ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ株式会社 7011001142047 日本の伝統の和紙と西洋のデザイン・配色を融合させた新装飾紙の開発 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 株式会社カラーマーキングファクトリー 7010401007306 総合音楽事業「ミュージック・メンテナンス」 税理士法人優和

関東 東京都 千代田区 株式会社千代田教育図書 7010001101525 教材を効率的に子どもたちに届けるプラットフォームの新規開発 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 港区 みなと芝クリニック 自己脂肪細胞由来幹細胞およびサイトカインを用いた再生医療 さわやか信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社スターパイロッツ 7013201017862 動画撮影と配信・社員研修に対応したキッチンスタジオ事業 深坂　祐希

関東 東京都 新宿区 株式会社トリニティ 6011101067723 最新脱毛器を導入したトータル美容カウンセリング型セルフ脱毛事業 増田　考邦

関東 東京都 台東区 株式会社ＡＥ 7010501033128 商店街の古い住宅を活用した宿泊・交流拠点事業「ＢＥＮＣＨ」の構築 合同会社フェニックス経営研究所

関東 東京都 東久留米市 株式会社ジャパネストジェット 3012701014761 生活保護者と不動産賃貸業者・不動産投資家のマッチングビジネス 西村伸郎

関東 東京都 渋谷区 ジーアールインベストメント株式会社 7010401101307 テイクアウト型唐揚げ専門店とメキシコ産蒸留酒特化型バーによる新分野展開 昭和信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ＴＡＧＧＥＲ　ＪＡＰＡＮ 4010501043022 日系企業ベトナム進出支援計画 東京シティ信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｂｉｓｔａｒｉ 6011001109014 フォトウェディング向けヘアカット事業新設による事業再構築 河合　翔太

関東 東京都 渋谷区 青山スクールオブジャパニーズインコーポレーション株式会社 4011001000604 英語によるプログラミング教室事業 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社月詠 1011101073965 日本料理店が手掛けるパウンドケーキのＥＣ販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 福生市 株式会社土方電機 6013101005704 成長性のある親子利用を想定した脱毛サロン展開による事業転換 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 サンエフ株式会社 2011101039271 健康サプリを直接消費者へ販売する事業計画 小林　政則

関東 東京都 西東京市 サルサカバナ中野店 メキシカンバルが挑むコロナに打ち勝つためのラーメン店舗の実現 巣鴨信用金庫

関東 東京都 杉並区 西荻燈 ミシュラン認定ラーメンのテイクアウト・通販による事業再構築 山口　真徳

関東 東京都 立川市 株式会社アスタプロント 2012801009381 働くまま、男性向け無料託児所付きプライべートセルフ脱毛事業 増田　考邦

関東 東京都 豊島区 株式会社ＲＡＶＩＰＡ 8013301041480 非対面・非接触型の店舗型飲食店を出店し、当社飲食部門の事業再構築を目指す 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 有限会社グッドソリューション 4010402030367 訪問看護事業の待機人材を活用したエステサロン 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 港区 株式会社温活ドクターＬａｂｏ 9010401138462 温活エステの健康法に痩身エステを加えたトータルサロンの事業拡大 河野　陽一

関東 東京都 世田谷区 株式会社ゴキゲンファミリー 3011101050228 国産の厳選食材、化学調味料無し、体に優しいお弁当の配達事業 城南信用金庫

関東 東京都 立川市 株式会社ケアラポール 3012801004489 医科・歯科医院専門のコロナに対応した感染予防清掃のフランチャイズ展開 多摩信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社新井プロモーション 8013301026580 あなたのカラダをプロモーションします！完全個室のパーソナルジム事業 税理士法人　髙柳総合会計事務所

関東 東京都 台東区 有限会社リドルデザイン 4010002048371 日本初上陸のコスメブランド販売による事業再構築 河合　翔太

関東 東京都 港区 株式会社テスタジャパン 8010401095523 イメージを一新する整骨院による地域活性化、雇用創出事業 岡本　崇志

関東 東京都 足立区 大伸工業株式会社 4011801009365 純正カーマットの製造技術を活かし、あらゆるゴムマット製品市場へ参入 クレアスト株式会社

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ＧＯＴＯ 9012401011153 愛車ドレスアップ事業を起点とした地域密着型マッチング事業の構築 合同会社Ｌｉｂｒｅ　Ｌｉｂｒａ

関東 東京都 豊島区 ＷｒｉｔｉｎｇＷｒｉｔｅ 巣ごもり需要も追い風。「趣味探し」の総合ＷＥＢメディアを新規開設 魚谷　康行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ケンテック 5011001007540 ３Ｄ音響収録・インターネット配信サービスによる業態転換 ゼノンクリエイツ株式会社

関東 東京都 世田谷区 株式会社アクアプラネット 7010801000315 高齢化社会に向けたファミリーユース型脱毛サロンへの業種転換 三輪　篤史

関東 東京都 港区 株式会社ＳＰＬ 3010401159514 自社ブランド商品で、　国内卸売業、海外ＥＣ事業に進出 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 株式会社ＩＴＭ 1010401094804 身体能力を高める音波をサブスクリプション提供するサービスへの業種転換 菊池　武広

関東 東京都 新宿区 株式会社ドリームダブルコーポレーション 3011101054286 ｅスポーツに特化した「障害者向け就労支援事業」 税理士法人尾藤会計事務所

関東 東京都 文京区 株式会社現代経営技術研究所 2010001002455 ＷＥＢプラットフォームを活用した教育コンテンツ、情報・知識提供事業 増田　考邦

関東 東京都 豊島区 株式会社セブンコンチネンツグループ 7011101061824 沖縄の目抜き通りである国際通りでイタリアンバーの運営 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 東大和市 有限会社イズモ商事 4012802005345 代表妻を戦力化する少人数向けアットホーム割烹料理店開店による事業多角化展開	 多摩信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社Ｋｅｌｖｉｎ． 3011101064632 オンライン・ライブ配信にも対応可能なスタジオレンタル事業への進出 内田　哲夫

関東 東京都 大田区 合同会社Ａｒｅｉ 3010803004111 食物アレルギー当事者コミュニティ特化型口コミ情報検索サービス 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 ＳＡＦＡＲＩ　月の香り　松尾祥子 箱根産植物由来の精油を製造・調香する「箱根発・香りブランド」事業 加藤　修一

関東 東京都 新宿区 日美グループ株式会社 1020001117922 カフェ・ラボ・ギャラリーを融合させた新規アート施設の構築 大澤　宗一朗

関東 東京都 目黒区 株式会社リベラルデザイン 9013201016598 子どもの主体性を育む学びイベントのシステム構築事業計画 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ＳＣＥＮＥ 6011001049755 映像制作会社だからできる、撮影特化型大規模スタジオ運営事業 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 千代田区 株式会社シックスコーポレーション 1010001173958 オンラインを活用するパーソナルトレーニング指導事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 豊島区 株式会社まさかずま 2013301037468 エミューの卵を孵化・繁殖させ、流通・事業企画・ＳＮＳマーケティングによる拡散・宣伝・販売まで手掛ける事業を目指す 山口　廣男

関東 東京都 目黒区 株式会社エモーションピクチャーズ 2010901027923 ｗｅｂ３時代に向けた仮想空間でのライブ会場の設立と運営 城南信用金庫

関東 東京都 世田谷区 永和商事株式会社 5010901015355 高級日本料理店の味をご家庭で！フローズンショップ　「美食の月亭ｉｎ町田」新規出店 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 文京区 有限会社レメディーズ 6010002047561 服薬指導のオンライン化と業務効率化による付加価値向上への取組み 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 立川市 株式会社外装企画 2012801017500 建設機械レンタル事業とドローン調査事業による事業再構築 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社共和エージェンシー 9011001034077 過去のＮＨＫ大河ドラマ等の舞台地・観光地を紹介するポータルサイト事業 株式会社コンサラート

関東 東京都 墨田区 株式会社伊藤バインダリー 4010601009807 工場改築での商品販売を行う店舗化と、カスタマイズ商品の内製化の為の設備導入 朝日信用金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社ＯＮＪＩ 9010101010104 コロナ禍にも負けないラーメン業界への新規事業展開 折口　隼耶

関東 東京都 港区 スプラウティングアース株式会社 2010401084671 オーガニックペットケア用品の販売事業への新分野展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 江東区 Ｂａｒ　Ｂｌｕｅ 美温活サロン　Ｂｅｌｌｉｓｓｉｍａ（ベリッシマ） Ｕ＆Ｉ税理士法人

関東 東京都 中央区 合同会社ＥＸｐｌａｎｎｉｎｇ＆ｃｏｍｐａｎｙ 1011803003476 「イタリアの伝統菓子＆スペシャリティコーヒーをキッチンカーで移動販売し、本格的なコーヒーの味と文化を多くの消費者に届ける 吉川　順子

関東 東京都 千代田区 株式会社ＺＥＬ 5010001162081 事業計画名	ＬＢＧＴＱに特化したマッチングアプリサービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 江東区 ＮＯＺＯＭＩ株式会社 8010601039602 日本初、コニャックを使ったハイボールで家飲み市場に新規参入 税理士法人ＦＣブレイン

関東 東京都 墨田区 有限会社春日屋製菓 7010602010117 菓子工場の余地改修後の店舗化と新規設備投資による新分野展開事業 大西　康秀

関東 東京都 杉並区 合同会社ビッドコム 3011303003165 対面型コンサルティングからオンラインサロン（セミナー）への転換 特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

関東 東京都 渋谷区 株式会社ポイントラグ 7011001045803 消費者トラブルを防ぎ、成果報酬型販促手法の需要を獲得する業態転換 星野　裕司

関東 東京都 港区 株式会社エンシア 9011101086670 初の自社サービス開発｜飲食店向けＭＥＯ＆ＳＮＳ集客アプリによるサブスク事業 古川　一輝

関東 東京都 港区 ＴＨＥ　Ｊ　ＴＥＡＭ株式会社 7010401082662 中学生、高校生向けの教育旅行（修学旅行等）先における、日本在住外国人留学生との交流機会の提供サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＢＬＡＮＣＡ　ＡＳＳＯＣＩＡＴＩＯＮ 8010401103277 北アメリカの本場の味を全国へ届けるＮＥＷ型ビジネスの展開！（焼き菓子の販売） さわやか信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｇ．Ｉ．Ｎ 4010501029772 複数カメラによる撮影・分析付きプライベートクライミング施設 塩津　友輝

関東 東京都 世田谷区 天鼓堂（テンクドウ） 赤ちゃんセラピーの施術者養成で楽しく育児できる元気な日本を作る 山口　良明

関東 東京都 新宿区 株式会社エンジェルハート 9010001097753 アフターコロナの新たな生活、勤務形態に沿った新しい香りの商品開発と販売 河合　裕

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＫＮＯＣＫ 5012701012689 インフルエンサーの影響力を社会変革に変えるプラットフォーム「ＨＯＰＥＯＮ」の構築 株式会社セームページ

関東 東京都 新宿区 パーフェクトレード株式会社 5011101061751 美容からアウトドア・防災グッズの新分野展開でＶ　字回復 高松　佑

関東 東京都 千代田区 株式会社トラベルハーモニー 9011101023780 ゲーム型情報伝達ツール「フィールドビンゴ」で地域活性 東京商工会議所

関東 東京都 目黒区 株式会社リンキィディンク 3013201013808 地下アイドルや音楽バンドが１枚から作れるグッズ制作サービス 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ノイエ 2011001048975 小規模事業者の販路開拓技能の習得を支援するオンラインスクール 東京商工会議所

関東 東京都 練馬区 亀山整骨院 鍼灸サロンｔｏｔｏｎｏｕ新規出店事業 一般社団法人板橋中小企業診断士協会

関東 東京都 品川区 ファイン株式会社 9010701008563 環境に配慮した樹脂歯ブラシの素材内製化への業態転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 足立区 株式会社山川物産 6011801026458 キッズ向けブランド古着の無人販売店舗の開設 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 足立区 株式会社東京すずらん 5011801010074 多機能型水洗機の導入による幅広い宅配クリーニングの展開 蕨商工会議所

関東 東京都 中央区 ファースト商事ホールディングス株式会社 7011201010821 ポストコロナで市場拡大するテイクアウト・ＥＣ事業による再構築 楡井　宏志

関東 東京都 新宿区 スタースリー株式会社 8011001071360 ホルモン焼肉事業 株式会社山梨中央銀行
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関東 東京都 中央区 一般財団法人アラドラ 8010005027914 長野県東御市の古民家にて、障害者も楽しめるレストランを開業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｄ’Ａｍｏｒｅ 5011101067014 イタリア地方料理の新商品開発で地域と全国へおもてなしを拡大 野村　純一

関東 東京都 西東京市 株式会社ＴｒｉｐｌｅＡ 6012701007639 アニメ制作会社がチャレンジするデジタル作画＆人材育成事業 小松原　史雄

関東 東京都 世田谷区 株式会社ヘアーメイツ 5010901014992 美容室と併設して行う、女性専用の発酵温浴・酵素風呂事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 中野区 アンカーミルズ株式会社 9011201020455 シナジーのあるスポーツプロジェクト 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社フォー・ディー・コーポレーション 2011101051895 インテリアナビゲーションシステム事業 井上　修

関東 東京都 府中市 株式会社ココリ 9012401034484 専門スキルを有する大学生と幼保施設等のマッチングサービス事業 井上大輔

関東 東京都 小金井市 株式会社パステック 1012401033411 動画制作スキルを活かした教育・コンサル事業への転換 東京都商工会連合会

関東 東京都 港区 株式会社ディライトコーポレーション 5010401088769 高性能肌診断による最適なオーダーメイド脱毛エステサロンへの挑戦 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 港区 石渡ファイナンシャルプランニング事務所合同会社 5021003003578 不動産賃貸業特化型Ｍ＆Ａマッチングプラットホーム運営への業種転換 藤沢商工会議所

関東 東京都 葛飾区 エイコー株式会社 3120001223576 キックボクシングジムが行う女性向け本格ボディメイクフィットネス 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 港区 株式会社チコ 6010401105242 花婿も輝ける写真撮影「俺流フォトウェディング」 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ｔａｂｌｅ 3140001067336 オンライン×アプリ型のコンシェルジュ！高級ワインのＥＣサイト 松尾　基司

関東 東京都 台東区 有限会社水風社 4010502022586 障がい者や社会的弱者のための次世代型就業継続支援事業 朝日信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ｏｆｆｉｃｅ　ｈｕｍｉ　ｈｏｓｏｋａｗａ株式会社 3011001129510 ロケ弁・ケータリング事業から食のギフト事業への事業転換 西村　雅史

関東 東京都 墨田区 有限会社半田総業 2010602031860 植物幹細胞でお肌の再生を目指す若返りトータルビューティサロンの展開 株式会社ｔｚコンサルティング

関東 東京都 台東区 東京ソレイユ株式会社 8011501022061 消費者の生活・行動様式のシフトを捉えた、アパレルから飲食事業への転換 高松　佑

関東 東京都 文京区 株式会社ザクロス 7010001107844 低接触型痩身・脱毛・ファイシャル・ＢＢＬ機能搭載エステ事業 新城　裕史

関東 東京都 文京区 株式会社ベルツ 1010001013684 地域密着型の製本業界活性化事業 新城　裕史

関東 東京都 中央区 株式会社銀座ライス 5010001146530 瞬間冷却装置の導入による弁当・惣菜デリバリー事業への進出 株式会社ルーツ

関東 東京都 世田谷区 株式会社クロハシデザイン一級建築士事務所 7010901046027 箸置きの企画・販売により生活用品の小売業へ新展開 昭和信用金庫

関東 東京都 中央区 ビューティープラネット エステの学校・学べるオウンドメディア 東京商工会議所

関東 東京都 荒川区 株式会社ＫＡＰＦＩＬＭ 1011101064270 中小企業向け動画・ライブ配信アプリ開発によりコロナ禍での需要を取り込む 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 品川区 有限会社コスミックエンジン 9010702012738 顧客接点および顧客感情の一元管理システムの開発																 大東京信用組合

関東 東京都 新宿区 ベストプロフォース株式会社 4011101085685 美容サロンの空きチェアマッチングプラットフォーム運営 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 中野区 株式会社Ｄ－ａｓｓｉｓｔ 6011201020607 機器による脊椎セラピーで身体の悩みを持つ顧客を幸せにする 野竿　健悟

関東 東京都 豊島区 昭栄シャローム株式会社 4013301005489 溶着技術の向上による滅菌加工マスクの製品化と新分野展開 竹野谷　周久

関東 東京都 台東区 株式会社真多呂人形 3010501015732 フルオーダー対応による木目込み雛人形の新たな価値提案 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 千代田区 なでしこＴＯＫＹＯ株式会社 8030001105440 ペット関連サービスと飼い主を繋ぐペットタクシー予約機能付マッチングサービス事業 工藤　敦子

関東 東京都 国立市 株式会社青穂 4012801019081 飲食店経営の強みでコロナ禍の需要に応える冷凍食品の卸売事業 上野信二

関東 東京都 江戸川区 株式会社鹿倉商店 3011701003782 創業１１０年の老舗葬儀社が手掛ける　心を込めたペットのお見送り 橋本　和代

関東 東京都 品川区 株式会社グローブスタッフ 8010701035385 炙り寿司・炙り海鮮丼に特化したテイクアウト専門店 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 東京都 足立区 株式会社えがおのわ 6011801026920 児童発達支援の事業化による児童向け福祉サービスの多機能化 株式会社コンサラート

関東 東京都 新宿区 株式会社イールズ 2011101084383 がん治療患者等のＱＯＬを高める完全オーダーメイド医療用ウィッグの販売 河村　康孝

関東 東京都 渋谷区 有限会社静雲堂 2011002027664 キャリア教育用メディア開発による出版事業への参入とデジタル化 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社髪書房 9010401057662 美容業界初「美容師・企業が集うウェブプラットフォーム」の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 Ｃｙｎｒａ株式会社 6011101091203 ゲーム業界で活躍できる人材を発掘する人材マッチング事業の開発 米倉　徹

関東 東京都 葛飾区 株式会社フジホーム 5011401017362 自社リソースで完結できる空き家再生事業による事業拡大 安田　史朗

関東 東京都 港区 株式会社ネットフィックス 9010401118472 完全テレワーク対応型の営業ＤＸパッケージ展開事業 坪井　亮

関東 東京都 八王子市 株式会社ヴィルタナ 5010101013151 ブロックチェーン技術を活用したＷｅｂ販売事業への転換と挑戦 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 足立区 株式会社ＳｔａｒＴｗｉｎｋｌｅ 9011801030837 在宅コールセンター運用の開発とコンサルティングサービスに挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 目黒区 株式会社サングリア 3011001100487 高級隠れ家サロンが行うセルフエステ事業 木地　健介

関東 東京都 千代田区 株式会社自然学園 2011101008912 情操を育む様々な楽しい独自カリキュラムを行いお子様を預かる個別学習塾 西武信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ＸＩＶ 6010501028203 アフターコロナを見据えたジュエリー小売から二次加工への進出 朝日信用金庫

関東 東京都 中央区 Ｖ．Ｆ．Ｉ株式会社 8010501042540 ビジネスホテル内食堂運営から、調理技術を活かした一人立呑み居酒屋への進出。 経営創研株式会社

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＰＬＵＳＩＤＥＡ 7010901031334 ＬＩＮＥを活用したファン交流ツールの開発 塩津　友輝

関東 東京都 世田谷区 エムズグローバルホールディングス株式会社 8010901002053 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 葛飾区 クーラダイニング 地元お花茶屋で昼営業中心の本格「さぬきうどん専門店」に事業転換 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 港区 有限会社アレムコ 6030002018916 外国人バラエティタレントによる動画編集スタジオ事業（西麻布店） 後藤遼太

関東 東京都 文京区 株式会社光南 5010001117201 伝統産業（東京銀器）のＥコマースおよびＩＴを使った新商品企画と新規販路拡大 朝日信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社バブルス 2010401120658 ジュース専門店が果物に関する強みを生かして焼き菓子作りに挑戦する 一般社団法人渋谷区中小企業診断士会

関東 東京都 練馬区 株式会社ソイエ 9011601003687 高タンパク低カロリーのフィットネスフードを提供するスポーツジムの開店 谷川裕也

関東 東京都 港区 株式会社エクスマート 4010901020372 世界各地のローカルプリンを美味しくヘルシーに提供する　プリン専門店「プリンタイム」の開店 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 荒川区 ツバキ ヘアケア・頭皮ケアに特化したカフェバー併設型美容サロン事業 川橋　隆則

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＤＨＳ 6011001126471 ダンスの習う教えるマッチングシステムＯＤＯＲＵ事業計画 森　健輔

関東 東京都 千代田区 株式会社メディアート 8010001019262 医療関連業界に特化したＬｉｖｅ配信スタジオ運営事業 鬼塚　明日海

関東 東京都 新宿区 株式会社ミドルウッド 3010401042926 金沢東山でのレンタルスペース事業 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 三鷹市 株式会社ザイヤ 6012401034859 エシカル・ＳＤＧｓを意識した木工品の製造販売で地域への貢献！そして既存内装業のシナジー効果を狙う！ 税理士法人ＳＶＣ

関東 東京都 品川区 株式会社ＧＩＰ 8011001060660 飲食店中心のフランチャイズ本部支援コンサルタント業からゴルフレッスンＦＣへの業種転換 エキスパート・リンク株式会社

関東 東京都 港区 株式会社スタンドアローン 5010901035048 作曲から収録・編曲まで一気通貫かつ低コストで受託できるレコーディングスタジオ事業 菊池　友義

関東 東京都 北区 株式会社ピース 5013301035997 豊洲直仕入の海鮮を活かしたテイクアウト専門店開業による事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 東京都 町田市 株式会社ジェイ・フリート 6011001058062 四国最西端の町で味わう健康と美容を追求した地域密着型のワーケーション「Ｐｅｎｉｎｓｕｌａ　ＩＫＡＴＡ（仮称）」 榎並　由洋

関東 東京都 北区 有限会社田嶋屋 5011502003724 オンライン・ソムリエのワイン講座付きサブスク販売サービス 瀧野川信用金庫

関東 東京都 江戸川区 舞空間ばく スタジオスペースを活かしたレンタルスペース事業及びオンラインイベント事業の構築 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 台東区 小川峰株式会社 4010501001888 生地の２次加工から生地製造へ進出し独自価値の幅を拡大する再構築 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 豊島区 株式会社ＶＩＶＡ　Ｌｉｆｅ 5013301043091 新店舗出店によるテイクアウト販売とＢｔｏＢビジネス開始 鬼塚　明日海

関東 東京都 江戸川区 有限会社甲栄企画印刷 5011702017185 洗剤を使わない機能水洗浄システム 東京商工会議所

関東 東京都 港区 有限会社ルート 8010402028936 財務会計等を直感的にわかる可視化ツールを開発しサービス提供 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社プランニングルーム・ヨコハマ 5010401070017 有名カレー店ＦＣ＋ゴーストキッチンの複合！新分野展開 表　順一

関東 東京都 港区 株式会社Ｐａｎｄａ　Ｌａｂ 9011601022274 『ＥＣ販売管理・業績管理ソフト（ＥＣ販売一元化ツール）の開発、クラウド型プラットフォームの構築による提供』 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社ＦＢＣ 8013301026218 特許技術を活用した、世界初の製品開発による新分野の事業展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社東九商事 9011001057210 最新のゴルフシミュレーターを活用した、スポーツバーへの事業転換 マーキュリー株式会社

関東 東京都 西東京市 株式会社百年会 7012701011169 医療とフィットネスとＤＸ導入を融合した訪問看護ステーション事業 一般社団法人経営コンサルティング協会

関東 東京都 荒川区 双葉クリンタオル株式会社 7011501008565 洗浄技術・配送網・顧客関係等を活かしたユニフォームクリーニング事業への新分野展開 朝日信用金庫

関東 東京都 世田谷区 Ａｋａｔｏｋｉ株式会社 8010901049854 最先端ゴルフシュミレーター導入によるインドアゴルフ場の開発 昭和信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｈｅｒｏ　ｓｔｏｒｉｅｓ 8010401166605 親亡き後のお金・仕事の不安を解消できる障がい者グループホーム 田中　宏明

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＥｇｇＢｒａｉｎ 9010401096792 メタバース市場に向けた２Ｄ／３Ｄ映像変換自動化での新分野展開 川居　宗則

関東 東京都 清瀬市 ルーチェ ビジネスマン向けヒゲ脱毛をメインとした、生産性の高いセルフ脱毛美容サロン 白石　直之

関東 東京都 墨田区 合同会社ケ・セラ・セラ 3010603006480 動画コマース用の縦型動画制作事業 石割　寿志

関東 東京都 足立区 中華総菜　好味来 飲食店から中華総菜販売専門店への転換による事業再構築事業 石渡正雄

関東 東京都 港区 株式会社アンエンカウンター 5010401100203 無農薬米・野菜にこだわる居酒屋による法人向け配達弁当分野への挑戦 さわやか信用金庫

関東 東京都 品川区 有限会社ディーエイチプロジェクト 1010402023340 非接触・省人店舗化と自社商品のレトルト加工による業態転換 経営サポート株式会社

関東 東京都 品川区 株式会社スタジオフーズ 7010701024397 小規模事業者の管理業務（バックオフィス業務）の運用代行 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社ハー・ストーリィ 4240001014789 女性消費者に強いマーケティング力を養成するオンラインスクール事業 柴田　宏之
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関東 東京都 調布市 株式会社ＳＨＩＭＯ企画 8012401033628 すっぽんの養殖・加工・アジア圏販売事業への新規参入 芝信用金庫

関東 東京都 足立区 高梨直紘 アマチュアアーティスト向けレコーディングサービス事業 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社東日本フーズ 5010401024848 アプリ開発＆ＲＰＡシステム＆サブスク導入によるリピート率劇的改善プロジェクト 田中　延幸

関東 東京都 目黒区 プルール株式会社 6180001133825 日本ワイン販売とワイナリーツアーを組み合わせたプラットフォーム展開 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 一般社団法人防災住宅研究所 3011105004361 防災啓発活動の拡充と被災地データ販売事業 株式会社成研

関東 東京都 港区 ロングブラックパートナーズ株式会社 5010001114826 ソフトウェアを用いた再生計画モニタリングツール開発事業計画書 猪口　建太朗

関東 東京都 中央区 美肌倶楽部有限会社 7010002037058 モノからコト、美容から未病復調、Ｂ２ＣからＢ２Ｂ２Ｃへ大変革 飯泉　悟

関東 東京都 千代田区 株式会社ベンクス 8040001010879 中国本場東北料理店の開業による新分野展開 朝日信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ルート・アンド・パートナーズ 3010001132425 キュレーションアプリの構築／運営による広告収入モデルへの新分野展開事業 昭和信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＲｉＳＳＨｉ 5011101089314 集客から配送機能まで備えたネットショップ運営事業に新分野展開 井下　佳郎

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＭＡＧＡＲＩＭＯＮＯ 5010903005676 「ＮＦＴ　Ｄｒｅｓｓ－ｕｐ　Ｓｎｅａｋｅｒｓ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ」サービス 玉上　昌浩

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＢＵＴＡＩ　ＰＲＯＪＥＣＴ 7290001071195 自社の既存ユーザー（顧客情報）とＳＮＳノウハウを活かし社会貢献を目指したハイブリッド型サービス 森　健輔

関東 東京都 港区 ＹＯＲＩＳＹＡ エステ・ヘアメイク・ライター経験を活かしたエステサロンの経営 森　健輔

関東 東京都 町田市 株式会社ＡＤＰ 8012301010132 人生１００年時代を生きる！健康分野の新しい運動提供サービス、筋トレじゃないエコボディジムへの転換 町田商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社エフユーアイジャパン 1010401098235 ＩＴ化により効率化されたオーガニックショップ、カフェの開設 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 サンライズパブリッシング株式会社 2011001124867 動画コンサルティング事業を手掛け、中小企業とともに成長する 加藤　祐輔

関東 東京都 中野区 株式会社セラート 5011001114510 映像配信スタジオ転換による高付加価値化事業 岡本　崇志

関東 東京都 新宿区 株式会社アル・シェア 3040001076413 プロの声優が教える「声のコンサル」の販路拡大による事業再構築 石井　寛

関東 東京都 目黒区 株式会社ＧＥＮＥＬ 2011001119537 作業用ラグジュアリーブランドアイテムのオンライン販売 ストラーダビジネスサポート株式会社

関東 東京都 渋谷区 まぜそば三つ星 エシカルなアパレルファッションのＥＣサイト販売事業 株式会社クロスタウン

関東 東京都 渋谷区 合同会社セネリアス 3010103001379 投資専門プログラミングオンラインスクールと投資専門ソフトウェアの売買プラットフォームの構築 さきがけ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社チルアウトジャパン 1011001103368 エステサロンの知見を活かした、オリジナル化粧品開発と非対面でのＥＣ販売事業 井上大輔

関東 東京都 八王子市 合同会社ＳＳＲ 6010103001500 五穀みそらーめん味噌之介八王子市南部ロードサイド店事業 今橋　英士

関東 東京都 千代田区 株式会社マチス教育システム 4010001119322 ＮＰＯ法人と連携した食品ＥＣサイトの運営 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社風樹 4010001136391 コロナ禍に打ち勝つ！広告業から伝統工芸品の越境ＥＣ事業への業種転換 星野　裕幸

関東 東京都 板橋区 栗原昌弘 商品情報からＣＯ２排出量を自動算出するシステムを開発し、ＥＣサービスのカーボンニュートラル実現を支援 伊東　修平

関東 東京都 葛飾区 まりじゅ 新鮮な魚介類に特化した日本酒と和食居酒屋の店舗経営 加藤　丈博

関東 東京都 目黒区 ＭＴＣ－ＤＯＧ 店舗型から出張型ペット訓練事業へ 株式会社Ｒコンサル

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＣＤＡ 9010901041942 照明・音響設備を完備し動画撮影に適したダンススタジオの提供 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

関東 東京都 中央区 株式会社ＧｉＦＴ 8010001201118 ミシュラン掲載店出身の中華シェフが本気でつくる担担麺と餃子専門店の展開 ＭＧＳ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＣＵＥ 9011001105828 ネギ料理の全国展開に向けた加工所の新設 西武信用金庫

関東 東京都 北区 株式会社アイラリー 8011501017805 保育所の環境向上のための、保育園経営者向け経営相談・マネジメント（サイト・アプリ）の運営 小林　暢浩

関東 東京都 港区 株式会社スーパーキャスト 8010401014755 マルチスキル人材が提供するサードプレイス　～首都圏のカフェで信州との懸け橋に～ 株式会社八十二銀行

関東 東京都 世田谷区 ＮＥＹＩＬｉｎｇｅｒｉｅ 肌にも環境にも優しい１００％シルクランジェリーの販売 税理士法人清正

関東 東京都 渋谷区 ａｌｌｙ株式会社 8011001125661 「売って欲しい人に自社商品やサービスを売ってもらえる　ＥＣ　サイト」 株式会社アサユナイト

関東 東京都 中央区 ビジューライフ株式会社 3010001158271 個人事業主向けの汎用型ホームページテンプレートの販売でＶ字回復 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 株式会社バンブーインターナショナル 8010901017828 不動産販売業務サポートシステム構築の導入計画 株式会社東日本銀行

関東 東京都 武蔵野市 株式会社リアライズ 7012401014447 飲食起業家向けデリバリー付シェアオフィス＆オンラインサロン 林田玲子

関東 東京都 目黒区 Ｂｅｌｌｓ ホットドッグ店から居酒屋業態店舗への事業転換とＦＣ展開 尾関　亮

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｒｕｌｅｒ 7011101077928 キャリアプラン＆事業拡大を実現！有益情報を発信するＮＦＴメディア運営 松山　亮樹

関東 東京都 八王子市 合同会社ウィル４５ 6010103000659 最先端のアンチエイジング機器を導入した美容・健康サロンの新規開業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 江戸川区 株式会社マツキ 5011701007336 手に取るみんなを笑顔にする魚釣ルアーと廃材アート事業 水谷　弘隆

関東 東京都 新宿区 アイ・ペアーズ株式会社 3013301031775 メタバースに特化したライブイベント制作・配信事業に挑戦 尾亦　周平

関東 東京都 港区 株式会社Ａ－ｐｒｏ 4010401088175 外食企業へのＢｔｏＢ事業からドリップ珈琲を利用した観光土産品開発販売ＢｔｏＣ事業への転換 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＺＯＯ 1011301013473 世界初製法の揚げ焼きパンを自社開発し製造卸売業への新たな挑戦 杉田　浩二

関東 東京都 渋谷区 株式会社ラ・コンフィー 4011001040922 おしゃれなアパレルブランドが経営するカフェスタンド Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 大田区 Ｋａｍｉｋｕｒａ 医学的知見に基づく安価で安全なホワイトニング事業への進出事業 芝信用金庫

関東 東京都 足立区 ＰＢＪ株式会社 6011801026169 野菜や果物をブレンドしたアイスクリームのテイクアウト販売事業 城北信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社カルディア 3030001128677 ｅスポーツ業界関連技術を訓練できる！就労継続支援Ｂ型事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 港区 株式会社パラダイス・カフェ 9011001070130 広告表現を拡大するためにデジタルアニメーション技術を導入 宮嵜　栄二朗

関東 東京都 武蔵村山市 グローリー株式会社 3012801008960 省人化移動式販売車両架装事業の開設 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 あきる野市 株式会社日本空間 9013101007879 西多摩地域における中古戸建住宅のワンストップ型リノベーション事業 多摩信用金庫

関東 東京都 国分寺市 株式会社ヴィレッジウェル 7012801017545 医療看護・介護福祉系人材マッチングプラットフォーム事業 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社メントール 6010001145894 動画とセンサーで自己修正する発音矯正サービス 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ＹＯＵＤＥＡＬ 1120001176165 料理動画需要を取り込むレンタルキッチンスタジオ事業への進出 三橋　心

関東 東京都 世田谷区 有限会社デンティフル 4010902023779 歯科医院お助けソフトの開発・販売 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 世田谷区 ドリームプラス株式会社 6010901038280 日本のＩＰ（漫画・映画・テレビドラマ等）と海外をつなぐオンラインシステム提供事業 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 渋谷区 有限会社ねぎコーポレーション 7030002117064 スマートゴルフ事業による店舗スペースの有効活用 岡野　英之

関東 東京都 港区 株式会社１０３１ 2010401137677 ヘアサロンから事業再編・業種転換によるドライフルーツ事業構築 シーアンドエイチコンサルティング合同会社

関東 東京都 千代田区 ＧＩＧＡ株式会社 9010001211215 動画制作におけるクリエイターと顧客を結ぶマッチングビジネス事業 中居　広行

関東 東京都 中野区 株式会社１２ｓａｉ 6011201019153 プロの脚本家が挑む！子供向け教育特化型ライブ動画配信サービス 表　順一

関東 東京都 世田谷区 株式会社ユニレージ 8011301024662 ロボット玩具活用型ＳＴＥＭ教育への業種転換事業 嶋津幸男

関東 東京都 港区 ＷＲ有限会社 9010402034586 銀座老舗クラブによる一人火鍋屋という新事業展開の実施 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 江東区 株式会社海琳堂 9010601045269 酒類販売業からクラフト梅酒の製造業への新分野展開 合同会社岩元事務所

関東 東京都 港区 株式会社日本エスコ 5010401022298 ＱＯＬ向上に寄与する睡眠サポート・サプリメントの開発・販売 芝信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社オカシオ 2011001045824 飲食店から食品メーカーへ 大庭　康孝

関東 東京都 中央区 株式会社でですけ 4010001137200 セントラルキッチン、日本料理店開設による販売チャネルの多角化 廣瀬　好伸

関東 東京都 台東区 株式会社Ｎ　ｓｋｅｔｃｈ 6030001092532 ＩｏＴデバイス・サービスの開発及び品質管理・梱包発送体制の構築 三浦　勝

関東 東京都 港区 グラネス株式会社 6010401071071 ＤＸで最高の顧客満足を！オートクチュールシステム構築への挑戦 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 東大和市 ラウンジ　アモーレ 鋭い観察眼を持つ店主が集めた本物志向の雑貨ショップで再出発事業 牛山　淳一

関東 東京都 港区 Ｔｒｕｅ　Ｊａｐａｎ　Ｔｏｕｒ株式会社 2010001152564 新規事業「通訳案内士が作るツアー販売事業」 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 有限会社アルテ・アッシュ 4011002014693 奄美大島食材冷凍加工施設整備事業 鹿児島県商工会連合会

関東 東京都 目黒区 有限会社申し訳 5110002034245 音楽イベント制作からライブダイニングバー店舗経営への業種転換 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 三勝株式会社 1010001044192 ゆかた博物館を併設した日本文化発信型の東京ゆかた直営店の設置 朝日信用金庫

関東 東京都 目黒区 割烹すずき プロの和食料理人の技術を活用したオンライン・マルチリンガル料理教室と和惣菜のテイクアウト販売 チェスナット税理士法人

関東 東京都 目黒区 合同会社アナザーハンドレッドイヤーズ 9011003010803 宝飾ノウハウを活用した硝子アートインテリア（照明）製造への転換 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 オステリア　キーヴォ イタリアンレストランの２階にオリジナル洋菓子提供するカフェを設立 坪井　亮

関東 東京都 渋谷区 株式会社ミリオンオークス 3012401019020 セルフエステサービス進出によるサービス総合化とＥＣサイトの改善 多摩信用金庫

関東 東京都 品川区 スヴェート株式会社 4011801031055 新型コロナウイルスによる居酒屋事業売上低下に対応するための焼肉事業進出 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 中央区 株式会社Ｌｅｎａ 4040001089190 ＤＮＡ診断と紐づけたトレーニングシステムの開発販売事業 柏商工会議所

関東 東京都 品川区 株式会社アファール 6020001061686 デジタルサイネージの価値を高めるコーティング事業 伊藤　洋介

関東 東京都 港区 株式会社ｉｒｉｓｔｅｌｌｉａ 5010401121538 高級輸入下着「ＭＯＳＫＯＶＡ」における日本限定デザインの展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社ヒューマンスタイリング 6013301029528 透析クリニック運営事業への業態転換、および透析クリニックのＦＣ事業化 株式会社東和銀行

関東 東京都 板橋区 株式会社ビーフォレスト 1140001031285 将来の所属タレントを発掘育成することを目的としたダンススクールの開設 鈴木　良洋
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関東 東京都 三鷹市 株式会社オフィスキナイ 9012401020336 メガ観光エリアに隣接した山間部での、日本初の里山サファリプログラム提供事業 横堀　健

関東 東京都 北区 合同会社倉田屋 3011503004104 廃棄芋の食材ロス削減に取り組むキッチンカー事業 エース税理士法人

関東 東京都 千代田区 ワンダラーズ株式会社 3013301029514 非接触型のアプリ導入をしたワンオペレーションによるインドアゴルフスクール事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 港区 株式会社麻布ＡＯＹＡＭＡ 7010401019086 豊かなライフスタイルのためのギフトと宝飾品の販売相乗効果発揮 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 練馬区 東京夜市 キッチンカーによる海鮮料理の販売事業 井上大輔

関東 東京都 渋谷区 リカバリ鍼灸院エビス 最新の身体測定機器導入によるヘルスコンサルタント事業への転換 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＫＡＭＡＤＯ 8010901046389 ＯＵＲ　ＡＲＴ　ＰＲＯＪＥＣＴ　ＢＹ　ＫＡＭＡＤＯ コンパッソ税理士法人

関東 東京都 台東区 株式会社システムソリューション 1010501042828 海外在住でも支援可能！外国人学生向け日本ＩＴ企業就職支援サービス 塙　健一郎

関東 東京都 練馬区 彫刻リンパエステサロンヴィフルール ３０代～４０代男性向け薄毛改善・白髪予防のヘアエステサービス 塩津　友輝

関東 東京都 千代田区 株式会社予防医学研究所 2010001139074 アプリ機能と非対面カウンセリングによって、健康経営の促進を図るサービス 税理士法人　髙柳総合会計事務所

関東 東京都 板橋区 四谷倶楽部 瞬間冷凍機が可能にする総菜のテイクアウトとＥＣ販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 杉並区 株式会社プロダクションガレージ 3011301022869 小規模体制で実現する、次世代高品質動画制作で企業・地方自治体をＰＲ 税理士法人阿部会計事務所

関東 東京都 新宿区 株式会社月華美神 3011101077378 本格中国料理を製造・販売する「無人店舗販売」事業による非対面ビジネスの展開 薄井　保男

関東 東京都 新宿区 株式会社アドリベラル 5011101043584 バスケットボール用ユニフォーム販売への新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 豊島区 有限会社シーズ 6010702015421 社交ダンス衣装の輸入販売事業から「リユース販売」「商品撮影代行サービス事業」への新規参入 株式会社　Ｉｍｐｌｏｔ　Ａｇｅｎｔ

関東 東京都 大田区 株式会社朝日企画 8010901000511 地元を盛り上げろ！人・地域・雇用をつなぐコーヒースタンドの開業 税理士法人永川会計事務所

関東 東京都 日野市 アジェンズ株式会社 3010401118081 クリニックの売上増加に貢献するテレビ会議通販型オンライン診療システム事業 横山　禎一

関東 東京都 渋谷区 株式会社エイチラボ 3011001146919 化粧品業態許可取得によって実現する小売業から製造業への転換 東京商工会議所

関東 東京都 品川区 株式会社平版印刷 5010701008930 地域限定サイネージ事業「ゴタビジョン」による新分野展開 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ｇａｌａｌｉ 3010001161713 ナチュラル手作り化粧品類のセルフ・インフルエンサーＤ２Ｃ事業 税理士法人峯岸パートナーズ

関東 東京都 練馬区 株式会社ＨＡＯ 3011601022998 リネン類に特化したコインランドリー開設。コロナ渦で向上した衛生意識に応える新事業。 薄井　保男

関東 東京都 大田区 ボーホーネイルズコレクション ネイルサロンとジュエリーの製造販売で手元のコーディネートする新事業 共立信用組合

関東 東京都 調布市 調布バル・カベソン 「焼肉事業」と「テイクアウト営業・ＥＣ販売」並行立ち上げによる売上の最大限化 多摩信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＴＲＩＮＵＳ 8010401115347 長尺の「枝もの植物」サブスクリプションサービス 行政書士法人ＩＮＱ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＤＡＣＣＩ 2011001106790 原宿のイタリアンが宮古島でアパレル雑貨販売兼居酒屋を開始 納塚　大

関東 東京都 港区 株式会社Ｆｕｎｕｓｕａｌ 7011101071906 個人クリエイター営業支援事業「Ｆｕｎｄａｔｉｏｎ」 サポート行政書士法人

関東 東京都 港区 ＳＴＵＤＩＯ　６Ａ 編集者目線で作る時間貸し撮影スタジオ事業 東京商工会議所

関東 東京都 北区 まちづくり北株式会社 6011501013062 来場者が多く集まる飛鳥山公園内での焙煎コーヒー販売の新分野展開 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 豊島区 明徳企業株式会社 6011301007041 池袋中華街の一台湾料理店が挑戦する真空パック製造販売事業 株式会社Ｖコンサル

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＦＬＯＷ　ＴＯＫＹＯ 6011001127932 ケータリング事業から飲食店向け調理済み食品の製造、販売事業へ進出 さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社フェニックスインターナショナル 6010001194553 オリジナル・サステイナブル素材の開発 アクトアドバイザーズ税理士法人

関東 東京都 新宿区 スクイント合同会社 2011103009000 高性能撮影機器による新分野展開、映像制作の一体型サービス 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 ラスールデザインオフィス 住宅街を商圏としたオーダーメイドペット雑貨の無人店舗展開と関連ショップへのチェーン店展開 東京東信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社グランドメソッド 1010001200588 健康部門・サプリメント事業の新規展開 中島　由雅

関東 東京都 中央区 株式会社シティウェブ 6010001102482 都会と里山の交流人口を増やすビジネス・ワーケションハウス 市原商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社プラスカラー 3011001094044 広報コンサル事業の知見を活かした、広報人材のオンラインオンライン育成事業の構築 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＩＮＪＡコーポレーション 2011001090614 既存顧客のネットワークを活用したリユース事業 税理士法人清正

関東 東京都 港区 カイト株式会社 3010401075967 「自宅でものづくり（ハンドメイド）」をテーマとした動画教材配信と販売チャネル構築 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 杉並区 ビューティーアンドリッチ セルフ脱毛導入によるサロン運営 髙橋　基貴

関東 東京都 世田谷区 プラージュ 女性活躍、独立支援、健康をキーワードに発信する女性活躍のプラットフォーム事業 鈴木　正子

関東 東京都 台東区 ＶＯＬバイシクルプラスワン株式会社 4010601052071 サイクリング拠点の開設による自転車複合サービスへの進出 馬場　正博

関東 東京都 港区 有限会社菩提樹 2010402036465 そばの生産技術を生かした長期保存が可能な製麺事業への新分野展開 尾関　亮

関東 東京都 八王子市 株式会社ＥＦＦＥＣＴ　ＤＥＳＩＧＮＳ 8010101012588 東京八王子の地域産業資源を活かした「アウトドアブランド」事業 税理士法人ＶＥＲＴＥＸ

関東 東京都 渋谷区 合同会社ＶＥＲＮＩＳ 9011003008673 法人向けネイルサロンコンサルティングの経験を活かした個人向けネイルスクール事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 ＢｅｅＤｏｔ株式会社 4011101071330 個人事業主向けのＷｅｂマーケティング教材動画コンテンツ販売 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 文京区 株式会社ＧＦＪ 1010001184682 高級宮崎牛を手ごろな価格で提供できる焼肉事業 遠藤周作

関東 東京都 大田区 株式会社大東工業 6010801006692 成長戦略に資するパワー半導体製造装置部品の高度化を図る業態転換 株式会社やまと経営

関東 東京都 立川市 株式会社カメプラン 7012801021605 脱炭素社会の実現に貢献する住宅設計コンサルティング事業 立川商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社ＤＡＴＡＦＬＵＣＴ 9010001198188 データ活用コンサル事業から持続可能型アルゴリズムサービスへの業種転換 株式会社りそな銀行

関東 東京都 調布市 株式会社調布清掃 6012402011799 プラ資源循環をリードするケミカルリサイクル向け産廃中間処理事業の始動 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 渋谷区 Ｄｅｇａｓ株式会社 7011001125092 樹液流センサーによるカーボンクレジット測定・生成システム 塩津　友輝

関東 東京都 大田区 有限会社ホープ・インダストリー 9010802013033 ハイブリッド加工による高付加価値化で次世代パワー半導体の普及に貢献 株式会社りそな銀行

関東 東京都 新宿区 ｂｉｔＢｉｏｍｅ株式会社 4011101085958 膨大な微生物ゲノムデータを基にしたバイオプラスチック合成／分解酵素のバイオものづくり 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 港区 株式会社ｒｅ 8010401141327 低価格クラウド型デジタコの開発とＪ－クレジットコンサルティング事業 城南信用金庫

関東 東京都 練馬区 東明興業株式会社 7011601004786 混合廃棄物処理ラインの高度化による資源循環型社会への貢献 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 板橋区 オーブ・テック株式会社 3011401001153 鉛電池再生事業への展開 寺島　滋

関東 東京都 豊島区 株式会社パラマウント 8030001097892 貿易会社による持続可能な開発を目指すプラスチックリサイクル事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 千代田区 モルゲンロット株式会社 1010001200092 再生可能エネルギーを活用した、分散型グリーンデータセンターサービスへの挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 品川区 新輝合成株式会社 4010701028509 バイオマスプラスチックを用いた環境負荷の低い建築材料の製造販売 株式会社足利銀行

関東 東京都 港区 ｅｌＤｅｓｉｇｎ株式会社 1010401113101 Ｐ２Ｐ電力取引・トラッキングプラットフォームの開発提供 税理士法人シリウス

関東 東京都 港区 アジアバンクホールディングス株式会社 9011101070113 木質ペレットの販売事業 第一勧業信用組合

関東 東京都 千代田区 株式会社宮川商店 5010001030255 特殊鋼材を精密板金加工する新事業を展開し、構造物の長寿命化に貢献する 西川貴人

関東 東京都 港区 ニッコーシ株式会社 7010001053741 パワー半導体製造装置向け高精度パーツの生産技術開発・量産体制の構築 株式会社東邦銀行

関東 東京都 豊島区 マテックス株式会社 8013301011855 環境配慮型の新工場を建て、トリプルガラスの製造ラインを構築し、カーボンニュートラルに資する市場を創造する 青野　雅恵

関東 東京都 千代田区 マテリアルワークス株式会社 8010001131736 マテリアル卸売・倉庫業からケミカルリサイクル製造加工業（再資源化）への新たな挑戦 株式会社千葉銀行

関東 東京都 荒川区 高六商事株式会社 3011501006358 再生リペレット材用いたコンパウンドから粉砕材を活用した製造・販売事業への転換 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 台東区 株式会社ｂａｊｊｉ 5010001200056 「環境設備」と「消費者」の距離を縮める気候テックサービス 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 東京都 杉並区 マルチプリケーション株式会社 6011001073409 アンドロイドナビ装備、ペット可の高級車のカーシェアリング事業への進出 西村伸郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社サムライ・エンタテインメント 9011201011909 ママ、パパへ子供向け音楽の情報をお届けするＷｅｂメディア事業 東京商工会議所

関東 東京都 江戸川区 株式会社エース・プランニング 4011701014894 中高年女性を美しく！脱毛・痩身・美顔のエステサロン事業！ 須永　達也

関東 東京都 新宿区 株式会社ｉｎ　ｔｈｅ　ｈｏｕｓｅ 5010901037754 コーヒースタンドの新設による事業再構築 河合　翔太

関東 東京都 立川市 株式会社成羽興業 3012801018101 地域と建設業界の「健康と発展」を支える“美容＆整体“の複合サロン事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 東京都 港区 株式会社クーラ 7010401082836 髪質改善を専門にした、顧客満足度とリピート率の高い髪質改善専門サロンの開設 芝信用金庫

関東 東京都 新宿区 チームピボット株式会社 6011101082862 動画配信サービス新設による事業の再構築 河合　翔太

関東 東京都 目黒区 アヌーク 建築を活かしたこだわり空間のＢＯＯＫ　ＣＡＦＥ 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 新宿区 株式会社ＤＥＥＣＨ 2010001188798 広告チラシ効果検証システムの開発、企業の開業を支援し、新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

関東 東京都 渋谷区 株式会社ファンハウス 8011201015340 オンライン不動産教育とテイクアウト型飲食店による長期的な収益拡大と安定化 昭和信用金庫

関東 東京都 世田谷区 アンドクッキング ヴィーガンスイーツの製造販売事業への転換 東京商工会議所

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社永輝 4012801019478 車が手に入らないを解決する。外国人をメイン顧客に据えた中古車販売 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 世田谷区 株式会社三光商事 1010902006365 アスリートとのネットワークを活かし身体矯正マッサージ事業に進出 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 足立区 株式会社田辺玩具製作所 9011801009740 ポストコロナに対応した待ち時間対応用筐体ゲームの販売事業 東　俊道

関東 東京都 渋谷区 いんぼすこ オンライン専用の注文システム活用によるＤＸ業態転換 株式会社キクチカラ

関東 東京都 世田谷区 株式会社ファンゴー 6010901013630 テイクアウトやオンラインショップを準備し、定食も含めた大衆酒場を新規出店することによる事業再構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 千代田区 有限会社Ｃ－ＷＩＬＬ 2010402029007 飲食店独立開業者を支援するコンサルティング事業への進出 岡村　榮二
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関東 東京都 港区 株式会社ジェイトラスト 8010601043257 【小豆島】ラグジュアリーホテル＆ワーキングスペースの開業 税理士法人たいよう総合会計事務所

関東 東京都 世田谷区 株式会社クルヴェル・キャン 5010901003434 ＤＸを活用した地域密着飲食店支援の非対面ビジネスモデルの確立 時長　大志

関東 東京都 東久留米市 合同会社ｉｍｉｕｍ 2011603001076 東久留米発祥の働く美容ママ達がもてなす、スペシャルティコーヒーカフェ癒し空間事業 山部　浩平

関東 東京都 目黒区 パークフィールド株式会社 1010401047340 ペットサロン向け予約・決済システムの開発・提供事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 文京区 日本アールアンドイー株式会社 1010401098094 システムを使用した中小企業とＩＴフリーランス人材のマッチング 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 渋谷区 株式会社オクムラ 7011001004981 イートイン業態からテイクアウト専門コロッケ製造販売業に取組む エキスパート・リンク株式会社

関東 東京都 足立区 株式会社誠和内装 7010401101125 海外富裕層に向け「国内不動産仲介事業」参入 坪井　亮

関東 東京都 港区 コンテンツイズキング株式会社 1010001181696 オフショア開発を行いたい企業と海外開発会社とのマッチング事業 株式会社ハッピー・メンター

関東 東京都 品川区 ＯｈＹｅａｈ有限会社 9010702015096 ３Ｄレッスン動画＆ライブの配信クラウド事業 早速　倫章

関東 東京都 清瀬市 株式会社４Ｕ 8012701013833 マンションの外壁塗装業者向け、ロープアクセス工法の研修サービス 塩津　友輝

関東 東京都 多摩市 ポジティブワン株式会社 2013401005102 独自設計・機構による超小型・高性能な集積回路の開発・製造 渡邉　秀幸

関東 東京都 台東区 川村通商株式会社 8010501002420 皮革材料卸からＤＩＹ市場「ワークショップ」事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 渋谷区 Ｂａｒｉｓｔａ株式会社 8011001063382 新分野のライブゲーミング市場参入による事業再構築計画 早瀨　篤志

関東 東京都 豊島区 有限会社アブラッソ 9011202001082 通所介護支援ノウハウを活かし、アクティブシニア向け飲食店事業へ挑戦！ 税理士法人中山会計

関東 東京都 杉並区 アクシス株式会社 3011301000189 製造部門の内製化によるＱＣＤの高度化、経営基盤強靭化事業 飯能信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ダブルブリッジアドバイザリー 8010601041483 マッチングサイト構築による需給ギャップ解消 株式会社りそな銀行

関東 東京都 台東区 有限会社常陸機械製作所 9010502009488 既存事業の技術力応用による発展途上である医療分野事業への挑戦 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社メディアエクシード 5010401109608 全国の皆を笑顔にする隠れた名産品サイト 城南信用金庫

関東 東京都 港区 有限会社ディーエスエスアール 4011002025534 ライフスタイルを提案するＥＣモールの展開事業 野竿　健悟

関東 東京都 文京区 株式会社Ａｄｄｏｔｔｒｉｎａｒｅ 7010001184768 新業態参入による事業再構築　ＷＥＢ×受験コンサル×個別指導 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社ＥＶＩＳＩＯＮ 3011101089423 次世代型３６０度シアターを実現する裸眼立体視メタバースの企画・開発 西村伸郎

関東 東京都 板橋区 株式会社平塚工務店 1011401013150 ライセンス契約によるラーメン店舗の業種転換 黒瀬賢史

関東 東京都 立川市 株式会社エルフ 5012801003984 電力線通信を活用した高齢者の安心安全のサポート事業への新展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 新宿区 有限会社Ｔ’ｓシステムズ 3011102027002 安心安全に上達できる『非接触型卓球場』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 大田区 株式会社とんぱた亭 6010801013235 ラーメンの聖地、横浜の老舗ラーメン店が自社製麺所の運営に挑戦 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 新宿区 株式会社２ＰＳ 1011001110546 新たに取り組む動画配信事業で積極的な新分野展開を実現 佐々木　亮輔

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｋ２店舗開発オフィス 7011101055826 競合回避と感染リスク削減を実現した２４時間無人室内ゴルフ場展開 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 中央区 フェリック株式会社 6010001055929 世界初！温度制御の付いた「火を使わないお灸」の自社ブランド販売に挑戦する再構築事業 株式会社足利銀行

関東 東京都 港区 株式会社ディー・アイ・コンサルタンツ 6010001097252 中小企業の新業態の支援となるデータベースサービスの新分野展開 アクタス税理士法人

関東 東京都 目黒区 株式会社イマジンフード 8013201018001 住宅一体型トレーラーのデザイン販売事業 長岡　孝之

関東 東京都 日野市 有限会社塩麦 3013402006718 高幡不動名物・桑の葉を練りこんだ「桑の葉うどん」販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 調布市 株式会社アイ・エス・エム 2013401006166 世界自然遺産「やんばる」を体験するグランピング事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 杉並区 有限会社味玄食品 1011302000413 酒類販売業進出で総菜事業との相乗効果による事業再構築 阿部　守

関東 東京都 足立区 有限会社Ｊ－ｔｒａｄｉｎｇ 8011802029235 食肉の卸販売業者が、自ら厳選した高品質の肉を使った自家製チキン 足立成和信用金庫

関東 東京都 台東区 合同会社ＳＴＥＬＬＡ 9010503004728 長期契約の常識を覆す【１回ごとのお支払い】低価格短時間脱毛エステ事業への新規参入 森田　昇

関東 東京都 渋谷区 株式会社セリエ 2011001012584 「フットボールに特化した次世代　３Ｄ　オンラインシステムの構築」 小林　孝至

関東 東京都 豊島区 永田　マリヤム 真鶴の海が見晴らせる「イラン料理カフェ」を開店、イベント企画で地域の魅力を発信 株式会社シャイン総研

関東 東京都 中野区 エムエスピー販売株式会社 4011201006715 新型コロナウイルス及び物価高騰による車輌登録システムの売上高低下に対応するための温湿度監視システムの開発 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＩＭＰＲＩＮＴ 7011001070355 “トレーニングシェア“アプリ開発・新サービスリリース 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 新宿区 ＶａｈｓｉＡｔ８９株式会社 7011101040308 神奈川県真鶴に「神の木」が拝める新名所を作る、地元の方と協力し地域活性化に貢献 株式会社シャイン総研

関東 東京都 豊島区 株式会社インテルバイザー 5013301043224 電子データを管理・共有できるクラウドサービスの開発による新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社スマートヴィレッジ 6011001093340 食生活まで改善できる総合オンラインダイエットプラットフォームの構築 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ティ・ビー・ブレインセンター 7010001143732 ベトナム向け液式デシカント空調機製造技術の輸出 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＦＡＣＴＯＲＹ 4011001133841 フランチャイズ展開を視野に入れたパーソナルトレーナー養成講座 星野　裕司

関東 東京都 江東区 ＫＯＩＦＡＭＩＬＹ株式会社 8020001120085 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 東京都 中央区 株式会社東京食品 1010001152383 新規事業の「冷凍片貝」をアジア諸国や日本国内にも販路拡大へ 株式会社東日本銀行

関東 東京都 中央区 株式会社精好堂 3010001097973 環境に優しいＶＯＣ不使用の製版方法で飲料缶印刷に向けた新分野を展開する 株式会社経営ソフトリサーチ

関東 東京都 港区 ウィルメディア株式会社 1010401061110 「動画活用型特定技能外国人採用支援サービス事業」の展開 一戸　雅行

関東 東京都 渋谷区 大河株式会社 5011001037892 健康状態を評価可能な脈拍測定端末の開発で新たな収益源の構築 株式会社シャイン総研

関東 東京都 大田区 株式会社フューチャーノット 6010801028019 揚げたて天ぷらを食べながら気軽に一杯飲める酒場の新分野展開 吉田　昌幸

関東 東京都 渋谷区 株式会社ポジティブアンバランス 7140001038102 廃棄される規格外野菜を使用した、目の前で絞る生絞り芋モンブラン専門店への業態転換 長岡　孝之

関東 東京都 台東区 タケオニシダ・ジャパン株式会社 4010501041587 タケオニシダブランドを冠した宿泊施設事業の展開 手塚　誠

関東 東京都 新宿区 有限会社東京水上倶楽部 9011102000936 日本全国からの来店客に対する冷凍ピッツァの通信販売事業 第一勧業信用組合

関東 東京都 中央区 株式会社アージュ 1020001122229 日本の優れたフィットネスをジャカルタで展開し、「ＪＡＰＡＮ」ブランドを向上 エキスパート・リンク株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ゼロック 1010401133784 太陽光事業から脱炭素経営戦略コンサルティング事業への転換 Ｌｅａｆ税理士法人

関東 東京都 羽村市 株式会社桝鮮 1013101001641 大規模居酒屋店から、働く女性向け小規模専門飲食店への転換 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ハイブ 1010901028427 自社工場建設による有機発酵食品製造事業への新分野展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 豊島区 株式会社ＧＥＡＲ 3013201016100 軒先を間借りしたテイクアウト専門飲食店への新分野展開 長岡　孝之

関東 東京都 稲城市 株式会社育信金型 1013401000062 加工技術活用と５軸ＭＣ加工機導入で航空機・電気自動車分野に進出 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社イズアソシエイツ 5010401002614 当社のブランディングノウハウを活用した、企業とコンサルタントのマッチングサービス さわやか信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社ブレンジ 6020001054236 ＡＩ搭載車両管理システムの開発及びクラウドサービスの提供 芝信用金庫

関東 東京都 葛飾区 株式会社ＺＥＲＯ 6011801016913 「ハイブリッド型ゴルフクラブフィッティング」事業の構築 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社ｅｐｏｃ 5010401100129 日本の魚食文化の再構築を図る水産品のサブスクサービスの展開事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 目黒区 株式会社ワールドワイドウィングス 3011001110313 少人数制バイリンガル教育の実績を活かした認可外保育所事業の開始 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ＳＣＨＯＬ 2011001126888 奨学金アルムナイプラットフォームの構築及び提供 坂上　志歩

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ユー・イー・エス 7012701007555 レーザー加工機保守技術を活かしたリモートサポートセンターで産業のＤＸを加速！ 多摩信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社レイヴ 5040002016003 ダンススクール運営の知見を活かした最先端インドアゴルフスクールへの新分野展開 森田　昇

関東 東京都 板橋区 株式会社東海精機 5011402006257 産業機械部品から産業ロボット部品分野への新分野展開事業 一瀬　章

関東 東京都 八王子市 株式会社ヘプレグス 5030001013506 既存の知見とシニア用賃貸住宅を活用したシニアフィットネス事業 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社フィナンシャル総合研究所 8040001079989 医療機関向けのカルテ受け渡しトレイ製品の販売ならびに医療機関・施工業者のＷｅｂマッチングサービスの構築 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 荒川区 有限会社タカネット 4011502014714 近隣の需要増加に対応する為の弁当販売店・イートイン店への再構築 野口　義幸

関東 東京都 渋谷区 株式会社インシュアラ 4011501019953 先端ＩＴ技術を活用した建設・産業廃棄物事業者のマッチング事業計画 高崎文秀

関東 東京都 港区 株式会社Ｙｏｓｈｉ２＆Ｃｏ． 6010401132757 「笑顔を作る」専門性の高い歯科クリニック事業 竹中　啓倫

関東 東京都 新宿区 有限会社みねや食品 6011102012513 天然酵母の美味しいパンを全国へ　冷凍パンの製造販売 興産信用金庫

関東 東京都 世田谷区 有限会社アールクラブ 4010902016931 「思い出をデザインできるグランピング」事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 目黒区 きてん 宮崎地鶏や宮崎野菜を活かした商品の製造とＥＣサイトでの販売 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｇ．Ｓ．Ｐ．Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 3011001104034 サイバーセキュリティ事業 ＫＭパートナーズ税理士法人

関東 東京都 台東区 株式会社ミュート 6010501031421 雑穀等地産品を活用した食物アレルギー対応食品の製造とＥＣ販売による全国展開 東京商工会議所

関東 東京都 文京区 ニュートラルスタイル 施術者マッチングサイト構築でのリラクゼーション業界活性化事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 文京区 株式会社ロータリーギフト 2010001008535 今まで１００％来店型かつ対面販売だった当店が最先端のＥＣサイト及びアプリ開発により来店不要かつ遠方の顧客を獲得する新分野 東京東信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ＰＩＧＮＵＳ 4011101079200 自社に最適なＩＴツールの選定を支援するＷｅｂサービス「ＩＴ製品ドットコム」の運営事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社センクシャ 6011101083415 リギング装置の導入による舞台美術製作から大規模ステージ設営への業種転換 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社架け橋 4011101072386 パーソナルジム事業への新規参入による業種転換型事業再構築計画 奥田　剛史

関東 東京都 新宿区 株式会社エス・アイ・ジェイ 8011001055669 企画力、スポーツ業界ネットワーク、システム構築のノウハウを生かし、デジタルスポーツビジネスへ挑戦！ 東京シティ信用金庫
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関東 東京都 品川区 バルビーノ 理容のトレンドリーダーが提案する個室型脱毛フェイシャルサロン 惠美須丈史

関東 東京都 町田市 株式会社ＧｒａｎｄＤｅｓｉｇｎ２１ 2012301003075 不動産賃貸事業からコワーキングスペース事業への新分野展開 井下　佳郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社ユウクリ 1011001023772 ｅスポーツで社会を元気に「ｅクリエイトスペース」による新展開 三浦　義広

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｆｉｎｅ 2010001126700 フリーランス美容師に活躍の場を提供する時間貸シェアサロン運営事業 森田　昇

関東 東京都 渋谷区 オーロラ株式会社 7010001013456 業界初！老舗メーカーのデジタルオムニチャネル小売事業への転換 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 八丈島八丈町 合同会社百寶堂 9010003028582 八丈島の観光資源と地域連携による新ワーケーションサービスの提供 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 東京都 杉並区 有限会社うな藤 1011302010791 こだわり冷凍うなぎ蒲焼のインターネット販売に挑戦 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 足立区 魚人 プロの料理人がプロデュースする、本格的な惣菜・レシピ・出汁・無農薬野菜等を提供する販売店の構築 足立成和信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社デザイン・ドリブン・イノベーション 4010401113973 自動販売機の売上情報等データ収集サービスとキャッシュレス決済サービスの提供 湘南信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社マルエムＰＯＰ 8010501016949 オンラインで見える化できるクリーンルームの導入で　高いデザイン力を活かしたクリーン製造への転換 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社Ｔ－Ｈｏｒｓｅ 2010401143106 幼児から大人まで家族連れで楽しめる室内釣堀事業への業種転換 かながわ信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社ほけんのパートナーズ 4011401016183 経験豊かな人材リソースを活用したフランチャイズ珈琲事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 株式会社イミロア 2010701019146 コロナ渦で注目の「ライブコマースメディア」の開発・展開 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 世田谷区 江戸屋株式会社 6010901001890 映像配信機能を備えた、ギャラリー併設の多機能　撮影スタジオ運営事業 城南信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社永生商事 6010701026452 ポストコロナを見据えたデリバリー特化の飲食店への転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 中野区 株式会社そういく社 4011201011087 医療系学部志望学生と講師とのマッチング・プラットフォーム事業 谷　進二

関東 東京都 墨田区 株式会社オリハラ 8010601036120 創業１００年老舗葬儀社がオンライン葬儀の導入による少人数・低価格の「小さなお葬式」対応型施設へ大転換 東京東信用金庫

関東 東京都 大田区 協和工業株式会社 7010801002864 プレスレスフォーミング工法と３次元測定機を用いた短納期かつ精密な大型部品の少量生産体制の構築 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｇｏｌｄｅｎ　Ｇｒｏｕｐ 2011101071274 在日外国人向けキャンプ場とのマッチングプラットフォーム事業 金久保健

関東 東京都 中央区 サンアロー株式会社 7010001045012 カーボンナノチューブを用いた複合製品による新分野展開 株式会社第四北越銀行

関東 東京都 大田区 有限会社ＪＣＵ 2010802019961 これからの日本の音楽文化を支える今までにない画期的なリハーサルスタジオの運営業務 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 青山建物調査株式会社 1011801025456 藍染め技術を活用した商品開発で日本文化を守り、事業の再構築も実現 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 東京都 足立区 株式会社ダイニングフォーザピープル 6011801030732 ゴルフと飲食を組み合わせたお洒落なインドアゴルフカフェへの新分野展開 森田　昇

関東 東京都 港区 株式会社Ｌｉｎｋｍｏｒｅ 2013201017396 青果卸売業から壺焼き芋店への転換 長岡　孝之

関東 東京都 江戸川区 株式会社三友広告社 2011701003544 広告業で培ったノウハウを活かし外部委託製造から内製化へ 秦　慎一郎

関東 東京都 港区 合同会社トニカル 7011003007702 ３大アレルギーカット食のデリバリー・ＥＣ販売による新需要創造 税理士法人ほはば

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｄ．ｔｒｉｂｅ 1011001044125 沖縄の自然気候を活かし、便利でスムーズな利用が可能なＩｏＴスタジオ 第一勧業信用組合

関東 東京都 渋谷区 株式会社ムービング・アーキ 4011101065976 相模原市発！二拠点生活を実現する別荘販売と宿泊事業への参入 平野智一

関東 東京都 港区 株式会社リンクスロー 1010403019734 営業代行から営業フリーランスに特化したマッチングサイト事業への転換 辻田　和弘

関東 東京都 中央区 株式会社ＴＯＥＺ 1010401096247 市場ニーズに対応した新たなサービスによる収益確保と課題解決 滝田　薫

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＦＭ 9010901022851 コロナ禍でも売り上げが落ちない　十割蕎麦店　のフランチャイズシステム構築 長岡　孝之

関東 東京都 港区 株式会社ＤＡＱ 6200001008479 新規事業：ＥＣサイトの返品自動化システムの汎用型を開発し、キャンセル機能に特化したサブスクリプションサービス事業を展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社バリー 5011201019121 全員アバター化されたメタバースコミュニティの実現 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 東京都 江戸川区 有限会社小高製作所 2011702004319 オフィス向け什器事業から美容室向けオーダーメイドデザイン什器事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 青梅市 数泰工業株式会社 1013101003530 自社検査体制の構築により１社依存から脱却する新規市場進出計画 青梅信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ＮＰＴ 8011101048481 スーパーアルカリイオン水を使用した発電機メンテナンス 東京信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社アイリンク 2010501036267 メタバース運営事業 東京シティ信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社廣田康之事務所 6010401064091 「非接触型高齢者介護リフォーム体験スタジオ」の建設 株式会社百五銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社スイートインスタイル 6011001043221 日本の伝統的なアート作品のＮＦＴデジタルアート化とリアル・バーチャル両チャネルでのアート販売事業 伊藤　文彦

関東 東京都 渋谷区 株式会社ナイス・デー 8011001032461 デジタル映像技術を活用した「祈り」をテーマのアート作品・商品の販売事業 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 株式会社オムコム 1010401113150 ＡＩ技術を活用した非接触型セルフエステ店への新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 渋谷区 田中陸運株式会社 4011001013845 業界初！楽器演奏イベントのワンストップサービスを構築し再構築する！ 株式会社阿波銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社オブ 7013201001263 新しい美容院の在り方～デザイン脱毛～　コンプレックスを解消し、心まで美しく マエサワ税理士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社小宮山書店 6010001015908 有名アーティストと提携してオリジナルアート作品を提供する事業転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 港区 株式会社シャフト 8010401089921 ３Ｄプリンターを使ったモノづくり・造形出力サービス事業 トリプルナイン株式会社

関東 東京都 中央区 ＪＰｈｏｕｓｅ株式会社 4013301039520 ＶＲ　活用－外国人入居可賃貸物件限定の検索プラットフォーム事業 久米　高治

関東 東京都 八王子市 有限会社プライム 7010102008017 立体マシニングセンタと平面研削盤の導入による内部部品製造への進出 北浜グローバル経営株式会社 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社バンブーフィールドアセット 2011101090968 『ソロサウナでアナザーライフ』新展開による戦略 川﨑　良隆

関東 東京都 墨田区 有限会社ライフパートナーズ 9060002019306 コロナ禍にて需要が急増化しているリラクゼーション事業への業種転換 北村　亮太

関東 東京都 新宿区 合同会社ＦＩＥＬＤ 7011203001975 高齢者向けＶＲによるリモートでのリアルタイムマイホーム 松尾　基司

関東 東京都 文京区 ブリス・インターナショナル株式会社 3010401084381 既存事業とのシナジーを活かし廃タイヤの再資源化を目指す破砕業への挑戦 高崎信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社スモールトーキョー 9010401105438 企業や地域の発信と交流を促す屋上スタジオ事業 東京シティ信用金庫

関東 東京都 葛飾区 さくらゴム加工有限会社 2011802028151 自動・半自動真空プレス機の導入によるＨＥＶ・ＥＶ自動車関連のゴム部品需要の獲得 土公　文平

関東 東京都 八王子市 株式会社Ｌｕｄｉｑｕｅ 7010101013950 地元ネットワークを活かして「八王子ご当地」洋風総菜を開発、急速冷凍で全国へ販売！ 株式会社シャイン総研

関東 東京都 渋谷区 株式会社メディアライズ 5011001066594 ＩＴを活用したポストコロナでの新たなモビリティサービスの構築 Ｗ＆Ｔ経営デザイン合同会社

関東 東京都 港区 株式会社ブランド総合研究所 2010401059806 地域に興味のあるＺ世代の地域チューバー育成・活用事業 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 ＧＩＮＺＡ　Ｓ　ＣＬＡＳＳ合同会社 9010003030183 美容医療、薬剤、漢方が融合した新しい調剤薬局の展開 ＢＰＳ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 Ｕｎｉｔｅｄ　Ｓｔａｒｓ株式会社 4011001126119 先端ＡＩ技術を活用した次世代のコーティング溶剤販売事業化計画 高崎文秀

関東 東京都 港区 株式会社僖成 4011001090570 ウィズコロナ時代の複合型観光旅行事業の創出と離島の地域創生支援 片桐　新悟

関東 東京都 福生市 純電工株式会社 9013101006204 設備工事事業の拡大による電気工事事業者から建設総合事業者への転換 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｓｃｅｎｔｎａｔｉｏｎｓ 6011001072344 恵比寿フレグランススクール　プロジェクト 東京商工会議所

関東 東京都 杉並区 復縁屋株式会社 9012401025178 ＥＣ組込型・占い師マッチングサイトの新規事業で売上拡大 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 新宿区 株式会社Ｉｄｅａｌ　Ｉｎｖｅｓｔｍｅｎｔｓ　Ｊａｐａｎ 6011101076146 ポータルサイト「日本探偵業信用データバンク」　の　リリース 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 中央区 株式会社Ｂ＆Ｗ 1010001207187 高級日本茶葉販売事業からウェルネスサービス事業への業態転換 森　憲一郎

関東 東京都 葛飾区 株式会社フォートップス 2011801015737 安い居酒屋から、こだわりステーキのテイクアウト・デリバリー・ＥＣ事業へ。新業態への挑戦！ 小林　雅彦

関東 東京都 品川区 株式会社林武利 2010701028510 メタバースが不安に寄り添い経済成長を牽引！新体験オラクルカード事業 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 東京都 墨田区 株式会社Ｆｕｔｕｒｅ　Ｔｅｃｈｎｏ　Ｄｅｖｅｌｏｐｅｒｓ 5010601054570 脆弱性診断システムのクラウド提供開始による事業再構築計画 東京東信用金庫

関東 東京都 西東京市 株式会社マイズケア 6012701004784 田無駅周辺唯一の山形郷土料理居酒屋とＥＣ食品販売事業へ進出 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 中央区 株式会社ｍｊｏ 1010401128842 自社美容商材を活用したエステ事業 野竿　健悟

関東 東京都 新宿区 Ｎｏｗｈｅｒｅ　Ｇｒｏｕｐ株式会社 4010703004854 宿泊客の観光満足度を満たす、日本初のワンストップ集客プラットフォームの開発 東京商工会議所

関東 東京都 港区 ＨＦ　ＧＲＯＵＰ株式会社 2010402034386 最新技術を活用した、高性能レーシングシュミレーターサロンの構築 阿部　俊英

関東 東京都 新宿区 株式会社オン・アンド・オン 8020001104055 ＡＩ顔認証関連ソフトウェアによる事業拡大策 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 ＡＩＧＡＴＥ株式会社 8010401136995 ペットブランドの設立 株式会社りそな銀行

関東 東京都 台東区 株式会社五色 7010401061955 台湾での自社完結型印刷通販事業の立ち上げによる事業拡大 木佐谷　康

関東 東京都 青梅市 有限会社協和段ボール 5013102005943 プラスチックトレーの内製化と新たな梱包資材による収益改善 近山　寿博

関東 東京都 江東区 清澄リアルター株式会社 8010601050939 犬と飼い主の健康を考えた食事を提供するドッグラン併設カフェ事業 増田　考邦

関東 東京都 目黒区 ｅａｓｔ　ｆｉｅｌｄ株式会社 9010901027272 一般消費者を対象とした、エンターテイメント関連グッズ小売業への取組み 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＴＥＡＭＳ 8010401080459 広告業から美容商品製造・卸への業種転換 芝信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ロイスジャパン 1010501026095 コロナ禍での顧客ニーズの変化に対応する時計・貴金属商品のカスタマイズ製造事業 駒田　裕次郎

関東 東京都 中央区 綺羅化粧品株式会社 4010401034823 対面販売での女性用化粧品事業からネット販売での男性化粧品事業への進出 堀江コンサルティングオフィス株式会社

関東 東京都 台東区 株式会社ＥＤＩＸ 1010501032119 某大手鉄道会社から受注依頼を獲得した実践に特化したＤＸ・ＩＴ人材育成サービス さわやか信用金庫

関東 東京都 墨田区 有限会社アイワ精密 7010602024810 半導体製造装置向け検査装置の生産体制構築による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 港区 東幸電機株式会社 2010401019124 サプライチェーンの国内回帰に向けた、医薬品工場分野への進出 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 中央区 ビューティサポー株式会社 6010001055235 ユニークな化粧品を内製するメーカーの中国越境ＥＣ事業による新分野展開 堀江コンサルティングオフィス株式会社
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関東 東京都 中央区 株式会社銀座くろ寿 6010001150564 ＳＤＧｓにもとづいた非接触型・雑煮専門店での新分野展開 経営サポート株式会社

関東 東京都 江東区 有限会社バラコーポレーション 8010602033554 夜営業に偏った収益構造を改革　健康市場増加に着目したグルテンフリー対応のパン屋開業 株式会社シャイン総研

関東 東京都 渋谷区 株式会社ハーモニティ 8470001016024 都心の美容エステから地方での健康美的な宿泊施設の運営 合同会社Ｇｒｏｗ　ｕｐ　Ｃｏｍｐａｎｙ

関東 東京都 八王子市 株式会社アラカルトフーズ 5010101000273 １，０００社以上の取引先を持つ食品卸会社が、卸段階のフードロス削減に向けアプリの開発・運営を行う			　４０　インターネ 多摩信用金庫

関東 東京都 杉並区 バーラムヘッド ラム酒の特性デザートの開発と無農薬野菜を使ったお弁当テイクアウト事業 増田　考邦

関東 東京都 港区 ガッチ株式会社 8010001140191 伝統工芸産業の振興に向けた障碍者就労継続支援事業（Ｂ型）の展開 白井　克昌

関東 東京都 大田区 有限会社今製作所 3010802001547 最新旋盤加工機導入で工場自動化設備用の精密直動部品製造へ進出 佐山　壽一

関東 東京都 豊島区 株式会社アミグループ 9030001126782 「和食技法×焼肉×地産地消」強みを活かした独自の焼肉店への業態転換！ 巣鴨信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社ロジ勤怠システム 6011301019747 システム開発へのノウハウを活用した有機野菜農家と新聞配達トラックの「マッチング事業」 株式会社阿波銀行

関東 東京都 渋谷区 ジェイ・エス・エム株式会社 6011101032529 コロナ禍でも安心して楽しめる北九州初のスカッシュ施設運営への進出 東京中央経営株式会社

関東 東京都 目黒区 アートアンドサイエンス株式会社 2011001072125 観客やスタッフが活発に交流するこれまでにない新しいスタイルの映画館の開業・運営 西武信用金庫

関東 東京都 港区 東京語文学院株式会社 1010401067462 コインランドリー事業創設における事業計画書 巣鴨信用金庫

関東 東京都 西多摩郡日の出町 株式会社田中卒塔婆ＷＯＲＫＳ 5013102007626 卒塔婆以外の木工製品開発にチャレンジする事業 魚谷　康行

関東 東京都 豊島区 株式会社エイチ・アール・エス 1013301025275 団体向け旅館から自然を活かしたワーケーション・家族向け旅館への転換 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社明幸 6011401014177 不動産事業を取り入れ、ＷＥＢを活用した総合ディベロッパー事業 西河　豊

関東 東京都 東村山市 株式会社一休 9012701001151 こだわり食材をおしゃれに味わえる女性向けセルフ鉄板焼き店 塩津　友輝

関東 東京都 葛飾区 有限会社丸美製作所 7011802007398 職人技で一貫生産したオリジナル性の高い深絞り製品で受注依存から脱却する 埼玉縣信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社光藍社 5013301032144 バレエ業界の利便性向上や活性化に貢献するプラットフォーム構築による新分野展開 鈴木祥彦

関東 東京都 世田谷区 ＢＥ　ＵＮＩＴＥＤ株式会社 4021001049335 内装工事業からＤ２Ｃキッチンメーカーへの業種転換 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 東京都 港区 ブルーアライアンス株式会社 2010401074037 中小企業ネットワークシステムの構築 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 株式会社タキザワキャリア 9010401133298 中小零細人材紹介業者のための戦略的マッチングプラットフォーム 白川　淳一

関東 東京都 渋谷区 ＡＣＴＷＥＬＬ合同会社 4011003008298 木更津でのコロナ禍の新しいニーズを満たした一棟貸し宿泊施設（Ｖａｃａｎｃｅｓ）立上計画 永山　寛正

関東 東京都 町田市 株式会社Ｒｅｏ　Ｍｏｔｏｒｓ 5020001102268 自動車販売店がデジタル技術の活用によりリアルタイムで見える整備を実現 星野　裕司

関東 東京都 台東区 ＭＡＲＬＥ株式会社 8010501043729 環境課題解決を視野に入れたキャンプ用グッズの製造販売 岩本　博至

関東 東京都 千代田区 株式会社日本カプセルプロダクツ 3010001032996 ＥＶ自動車用アルミ合金鋳造法に使用するマイクロカプセルの開発 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 大田区 日本ヒーター機器株式会社 6010001198975 生産管理システム導入による少品種多量→多品種少量生産への転換 株式会社横浜銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＤＯＮＡ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 3011101074912 当社飲食店ブランドを活用したミールキット・冷凍食品製造販売事業への進出！ 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 ロアインターナショナル株式会社 2010401056737 ＳａａＳ公共サービス提供事業に進出し、マニラ市の地域活性化を支援 松永　俊樹

関東 東京都 千代田区 環境サイエンス株式会社 4010001077116 沖縄の自然・文化の発信、国際交流、環境学習を目的とした宿泊・研修施設の開設 尾関　亮

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｇｒａｃｅｎｏｔｅ 2010401142033 オンラインＷｅｂフリーランス講座の販売 野竿　健悟

関東 東京都 大田区 株式会社ユタカ 3010801012314 最新鋭複合ＮＣ旋盤導入と自社技術開発による半導体製造装置用精密圧力調整器への新分野展開 一瀬　章

関東 東京都 目黒区 有限会社アニマルプラザ 3013202000458 犬のしつけ教室から国内シェアＮｏ１ペットテック企業へ転換 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 株式会社トラベリエンス 4010501034888 世界中の旅行者と世界中のツアーガイドをマッチングする観光ツアーマーケットプレイス 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 江東区 有限会社川内鉄工工業 2010602000931 接骨院とデイサービスを併設した全年齢対応の健康ケア事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社ＣＨＡＹＡマクロビフーズ 6010901026153 自社製造工場兼工房運営事業 株式会社地方創生推進協同機構

関東 東京都 港区 株式会社Ｌｅｇａｓｅｅｄ 4010401108833 新卒採用管理システム「ｍｉｒｙｏ＋」の開発・販売 株式会社東日本銀行

関東 東京都 台東区 有限会社アダムスキクヤ 8010502000299 少人数に特化したカウンター席中心の洋食割烹レストラン 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 渋谷区 スクエアワン株式会社 8011001100978 不動産取引のマッチングプラットフォーム　“不動産オークション” 税理士法人　Ｋ＆Ｋ　Ｊａｐａｎ

関東 東京都 大田区 株式会社ＦＯＯＴＯＰ 1010801023387 飲食業経験を活かしたコミュニティ型インドアゴルフ練習場の開設 株式会社東日本銀行

関東 東京都 渋谷区 リオール株式会社 5011001115145 自社ソフトウェアを開発しシステム受託開発からＳａａＳ事業者へ事業転換 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 東京都 品川区 株式会社Ｍ’ｓ 5010701036923 アウトドアのライフスタイルを提案する新たなキャンプ場の開設 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 豊島区 三田電子ケイサン株式会社 5013301011701 中小企業と就職先の拡大を求める専門学校生を結ぶ就職支援事業 経営創研株式会社

関東 東京都 渋谷区 アイビスティ有限会社 9011002026370 シニア向けオンラインコミュニケーション支援事業への参入 石橋　宗

関東 東京都 立川市 ビルズ東京株式会社 9012801010408 工務店初！！セミオーダー可能な家具インテリア事業への参入 立川商工会議所

関東 東京都 葛飾区 株式会社ベルニック 7011801035763 ファクタリーオートメイション技術を活かし、社会問題を最新技術で解決する事業 高橋　学

関東 東京都 千代田区 株式会社ストーンシステム 3010001109299 ＩＴ技術者の即戦力化を可能とする新しい教育コンテンツの提供 株式会社東日本銀行

関東 東京都 足立区 株式会社関建設 2011801013922 杭打ち・杭抜き工事体制の構築による一貫サービスの実現と地域経済の活性化プロジェクト 高柳　哲也

関東 東京都 渋谷区 株式会社ワンダーラボラトリー 3011001053090 在宅医療に関わる専門職を対象としたオンライン学習プラットフォームの構築 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社シャーク 3010401087855 冷凍技術で旨いラーメンを全日本に、日本のラーメン文化を世界へ 城南信用金庫

関東 東京都 中野区 ミンナリンクス株式会社 7011201019318 中華料理店による安価・オペレーション力・商品開発力を活かした、同業者向けのＥＣサイト販売 増田　考邦

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 有限会社宇治山製作所 3013102002612 厚板アルミプレートの高速切断加工による新規事業参入 飯能信用金庫

関東 東京都 千代田区 ライフフォース株式会社 7120001165856 外国人材にも対応可能な介護事業者向けＶＲ教育システム 東京中央経営株式会社

関東 東京都 小金井市 有限会社玉川 4012402005209 超高齢化社会に向けて地域初の民営貸し斎場を「少人数・低価格」型に再構築 税理士法人福永会計事務所

関東 東京都 港区 株式会社ボージェスト 8010401068108 プライベートブランドを立ち上げアパレルＥＣ事業（ＢｔｏＣ）へ参入 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 調布市 ビッグハグ サステナブルファッション製品の製造・卸売業から小売業を主軸とする事業転換 トリプルナイン株式会社

関東 東京都 板橋区 株式会社Ａｇａｓａ　Ｇｌｏｂａｌ　Ｆｏｕｎｄａｔｉｏｎ 5010001120386 全国民間救急車簡単検索サイト『エマジェン』事業立ち上げ 巣鴨信用金庫

関東 東京都 中央区 ブリジアン株式会社 6010001137710 医療機関とのパイプを最大限に生かした産前産後ケアセンター設立 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 荒川区 キッズ・プログラミング株式会社 2011501022307 障がい児家族向けリフレッシュカフェ「スロースカフェ」への新分野展開事業。 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＳＫＹトラスト 7010901019420 ゆったりと寛げる同時施術が可能なラウンジ併設エステサロン さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＥＸＡＣＴ 6011001122165 ”地域の健康サポート発信基地型次世代薬局”の新規開業 菅原　寅太郎

関東 東京都 新宿区 株式会社アミューズバンク 7010001014495 データ収集や分析のできる介護予防フィットネスゲーム機器の開発 株式会社シャイン総研

関東 東京都 青梅市 金鈴精工株式会社 5013101003527 切削技術を生かした、自動車レース用タイヤ削り機の開発と販売 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 港区 株式会社アスリーエイチ 4010401091914 韓国コスメ販売においてコロナでニーズの高い無人店舗とＥＣショップへの展開 野江　泰介

関東 東京都 中央区 弁護士法人エース 2010005028298 弁護士事務所の集客と業務効率化を実現するシステム開発販売 鳥山　昌秀

関東 東京都 品川区 株式会社Ｃｒａｆｔｉｅ 4010701032329 クラフトキットのサブスク事業を会員ページで盤石化、新たな柱事業へ成長させる 株式会社シャイン総研

関東 東京都 八王子市 武蔵野うどんたまや ご当地グルメをご自宅で！”冷凍武蔵野うどん”の全国展開 株式会社群馬銀行

関東 東京都 江戸川区 株式会社ファースト 7011701006848 経営／環境／人材の複合的視点に基づく働き方改革コンサルティング事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 八王子市 高尾ビール株式会社 3010101012675 土産物として大人気である地元密着型クラフトビール製造会社の、クラフトジン開発・製造へのチャレンジ 多摩信用金庫

関東 東京都 大田区 有限会社Ｂ・Ｆ・Ｇ 4020002106649 新事業部設立と旗艦商品携帯式簡易洗面台商品化 公益財団法人長野県テクノ財団

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＬＡＲＧＯ 4010901032590 ブランド構築、デザイン設計が強みの建設内装事業から、旗艦店となる地域密着型美容室の展開 増田　考邦

関東 東京都 港区 株式会社ロケット 2010401122142 小売店における店頭広告メディア及び店内ＰＯＰのＤＸ化事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 新宿区 株式会社オフィス樋口 5011301018444 「アナログゲームリゾート」事業への参入による事業再構築 赤城　正孝

関東 東京都 江東区 スイメイ物産株式会社 2010601003596 ＥＣサイト・冷凍自販機市場への挑戦！老舗焼肉店の味を全国へ 尾﨑　素之

関東 東京都 中央区 株式会社しらゆき 1010001193031 若者のゴルフニーズを取り込んだインドアゴルフ練習が可能なゴルフカフェ運営 税理士法人オフィス９２１

関東 東京都 福生市 株式会社アミテス 8013101006675 販促技術による地域農家の６次産業化と女性起業家の自立支援事業 安達　隆久

関東 東京都 世田谷区 株式会社大和縁 3010901037582 脱毛サロンの新規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 小澤　覚

関東 東京都 千代田区 ＦＴＣ株式会社 5450001010163 上川町を元気に！一流レストランが造る「幻のチーズ」。 旭川信用金庫

関東 東京都 北区 Ｂ．Ｒ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ株式会社 2011401017522 飲食業から小売業への転換することにより、Ｖ字回復を目指す事業 税理士法人Ｄｒｅａｍ２４

関東 東京都 新宿区 ファイブフォー株式会社 9011001055949 既存事業のリソースを活用したインドアゴルフスタジオの開業 さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｓｏｃｉａ’ＬＣＯＲＥ 9011001073736 コロナでも商談満載！！オンラインで商売を繋ぐ「ありまっせ！ベストマッチ」 伊藤　央

関東 東京都 中央区 富余株式会社 3120001169893 サービス付き高齢者向け住宅の運営事業を立上げ業種転換を図る。 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＭＡＲＵＥＩ 4011101077369 高齢者向けＩｏＴ住宅のシステム開発と空室が発生している建物オーナーへのシステムの販売 鬼塚　明日海

関東 東京都 墨田区 株式会社Ｃｒｅａｔｏｒｓ 5010601048894 アパレル情報　データークローゼットＷＥＢ－ＳＨＯＰを開設 荒井　揚子

関東 東京都 品川区 株式会社日興社 6010701016437 インターネット動画広告の効果を最大化するシステムを活用した広告代理事業 坂上　志歩
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関東 東京都 西多摩郡奥多摩町 株式会社荒沢屋 2013101004148 奥多摩町の食事＋休憩という潜在需要への、日中の閑散期を生かした対応 土肥　健夫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｒｅｚａｖｅｘ 5010401083836 法人向け大規模ライブ映像配信・分析ソリューション「Ｌｉｖｅｃｔｏｒ（ライベクター）」 中村　健一郎

関東 東京都 港区 株式会社マテリアカーサ 5010401141255 アクリル家具企画製造による事業転換 森藤　啓治郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｎｅｘｔｒｕｓｔ 4010001192170 ＡＩにより薬機法に適合した表現をチェックする『薬機チェック』の開発・販売 西武信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社フクダ 6011301025068 中華料理屋の強みを活かして、ｗｉｔｈコロナ時代でも生き抜く焼肉店へ！ 増田　考邦

関東 東京都 港区 株式会社ＳＵＮＶＡＬＬＥＹ 2010401136456 髪の美しさから肌の美しさへ、ヘアケア業界で培った経験を活かし新分野に挑戦する 城南信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社スウィートマミー 3040001031120 ペット用品市場への参入及びユーザーコミュニティプラットフォームの構築 りそな総合研究所株式会社

関東 東京都 千代田区 ｉｎｓｐｉｒｅ株式会社 9010001185277 求められるスキルや働き方が多様化するメディカル人材に対する、トータルなキャリア支援を行うＷｅｂ　Ｐｌａｔｆｏｒｍ事業 興産信用金庫

関東 東京都 渋谷区 アソビュー株式会社 1040001042350 コロナ後の早期復活を支える興行分野向けＤＸプラットフォーム構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 中央区 千代田鋼材株式会社 8010001050390 高度ねじ穴加工技術による建設用鋼材から物流施設部品への大胆な転換 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 港区 太刀株式会社 5010401105111 虎の門で創業５０年、老舗ビックラーメンの味を自宅でも味わえる環境を構築する。 長谷　有希央

関東 東京都 世田谷区 はっとり歯科クリニック デジタル技術活用による生産性の高い歯科技工物製作の内製化 株式会社浜銀総合研究所

関東 東京都 千代田区 株式会社日比谷花壇 8010001027100 日比谷花壇ブランドのお葬式を全国に届ける代理店モデルの葬儀サービス 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 新宿区 日本デオドール株式会社 4011101016558 ビル用の吸着式脱臭システムの一貫製造販売の開始 川崎　朋子

関東 東京都 港区 テレシスネットワーク株式会社 5011101013752 占い師養成・自己啓発分野の社会人向けｅラーニングシステム開発 税理士法人新宿総合会計事務所

関東 東京都 目黒区 株式会社ＡＬＩＦＥ 7011001125547 テイクアウトを強化した有機野菜トラットリア新店舗とＥＣ事業に挑戦 尾亦　周平

関東 東京都 新宿区 株式会社トリノ 1011101014671 インドアゴルフ練習場事業への参入 第一勧業信用組合

関東 東京都 豊島区 株式会社ジェイトップネットワーク 5013301020264 強みを活かした「非対面・非接触」でのダンスレッスンサービスの展開 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 中央区 株式会社トーマネ 6010401019517 自社マネキン造形技術を活かしたフィギュア製作販売業への参入 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社斉藤布帛 9010001017414 子ども向けダンスレッスン運営とスタジオの貸し出し事業への参入 井上　拳

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ａｌｐｈａｂｉｔ 8010901040136 Ｗｅｂ広告代理店が挑む！地域店舗を応援するポイントサイト事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＪＫＬ３３１ 2011001105454 台湾への越境ＥＣによる新分野展開 大森　崇

関東 東京都 板橋区 株式会社ビークラフト 6011401016727 イベント業界の再起に貢献！独自性高いＬＥＤパネルの即納体制強化 東京信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社日本アレフ 8010401123440 世界初の超高耐圧リードスイッチの開発と生産ライン構築 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 港区 株式会社グレイスニューズ 6010001153360 国内リゾートウェディング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 足立区 株式会社Ｈａｒｄａｗａｙ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 7011801024072 ライブハウス運営から誰もが憩える多目的カフェへの新事業展開 多摩信用金庫

関東 東京都 中野区 有限会社パルテック 2011202011600 資源の活用で人も家畜も健康に高品質飼料の製造販売を新たに展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社北斗 6010701009069 新設備を活用した業態転換による自社オリジナル省エネ新製品の量産体制構築事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ａｍａｚｉｎｇ 7011001123947 プロゴルファーによるインドアゴルフレッスン事業への進出 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 品川区 株式会社ティーキューオー 8010701006196 ファイバーレーザマシンを導入し、クリーンブースを製造する事業計画 芝信用金庫

関東 東京都 中野区 有限会社清水エイジェンシー 8011102006208 エンターテイメントと温泉で伊豆の自然を楽しむグランピング事業への展開 Ｂ´ｕ社会保険労務士法人

関東 東京都 大田区 株式会社エウレカ・ジャパン 5010801028424 １００％オーガニックのフェイシャル・エステティックサロンの経営 本出　一正

関東 東京都 文京区 ビフレステック株式会社 4010001098599 光無線通信による日本の製造業のスマートファクトリー化の推進 伊藤　文彦

関東 東京都 渋谷区 株式会社アド・サークル 9011101000920 パチンコ・パチスロ業界専門のＥＣモール事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 千代田区 わたびき自動車工業株式会社 5010001032755 最新の温度管理技術による新たな自動車塗装サービスへの業態転換 ＨＴＭコンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 三鷹市 株式会社トライブ 3012401032741 黒毛和牛を使った高付加価値総菜のキッチンカー運営事業 野竿　健悟

関東 東京都 新宿区 知日株式会社 9011101068735 新型コロナ収束および中国人の芸術・エンタメ留学需要増加を捉えた美術学校展開						 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 港区 株式会社Ｌａｂｏｔホールディングス 6011201015086 食と健康、両面から人生を楽しく！マシーンピラティススタジオ事業への新分野展開 キークレア税理士法人

関東 東京都 葛飾区 株式会社Ｎ・フード 2011801020068 工場直販で上質な和牛がリーズナブルに買える肉の小売屋さん 水谷　弘隆

関東 東京都 新宿区 アクト情報サービス株式会社 8011101024788 システム運用サービス事業で培ったＩＴ技術を活用したヘルスケア・サービス事業への進出 バリューフォース合同会社

関東 東京都 墨田区 日新シャーリング株式会社 9010601014991 鉄塔の建替改修需要と東北土木分野への地域貢献を行い国土強靭化の一翼を担う 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

関東 東京都 八王子市 株式会社南信精機製作所 5010101006163 当社事業継続力強化のための食品製造装置関連部品の新分野進出 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社オラフズ 6010003026770 株式会社オラフズによる撮影機材レンタル事業への新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 板橋区 有限会社ソーイング社 5011402017015 ウォータージェット工法による「壊す」から「直す」市場への進出 サン共同税理士法人

関東 東京都 北区 Ｈａｉｒ　Ｄｅｓｉｇｎ　ＡＴＥＬＩＥＲ　ＭＩＵ 地元密着型の美と健康志向のエステ事業の展開 柴﨑　理

関東 東京都 千代田区 株式会社ネッコス 1010501043958 位置情報連動認証機能付きＱＲコード発行サービスの開発による新分野展開 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 台東区 株式会社レックス・ベリー 7010501023475 抹茶の濃さが世界一の旨濃（うまこい）抹茶冷凍シュークリーム工房 北野　良典

関東 東京都 新宿区 株式会社豊文堂 4011101019585 公共建設ＤＸ化を牽引！高機能デジタル書籍出版事業への業態転換 ＨＴＭコンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 港区 テリヤキ株式会社 7010401108822 グルメメディアから飲食サービスを提供するリアル店舗開業の新分野展開 株式会社京都銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｇｒａｎｔ 4011001102136 店舗運営ノウハウを活かしたアフターコロナに対応するフォトウェディング事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 東京都 港区 エクイティ・マネジメント・システム株式会社 1010401086917 非対面型の室内シミュレーションゴルフスタジオの運営事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 足立区 有限会社中建工業 2011802016651 次世代システム吊り足場材を利用した公共橋梁補修・塗装工事への新規参入 窪　孝史

関東 東京都 大田区 株式会社エフテック 4010801001729 半導体産業に貢献する新工場の増設および金属加工製造ラインの構築 横浜信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社イノセント 2013301032031 インテリア照明の新規開発とコーディネイト提案による新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社エヌケイシー 5010401097068 小型高級焼き肉店の出店による主力事業の転換 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 ヒランヤアクセス株式会社 6010601049132 臨場感のある３次元立体音響設備の整ったイマ―シブスタジオ運営 野竿　健悟

関東 東京都 江東区 株式会社増田製作所 4010601006267 電気自動車向け精密プレス加工部品の生産体制構築と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 渋谷区 株式会社クラニージャパン 8011001068282 ライブコマースを活用したチタン製リング販売 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 小金井市 株式会社誠 3012401025761 東京２３区外初！心も身体も健康になる個室サウナの新規出店事業 多摩信用金庫

関東 東京都 国立市 株式会社プラスアバンティ 1012401018288 コロナ禍を癒す歯科診療ノウハウを活かしたストレッチサロン開発 株式会社市岡経営支援事務所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ドライブディレクション 8011001044242 オンラインストアの運営および鎌倉の実店舗における喫茶店、物品販売、ギャラリー、イベントの運営 税理士法人おしうみ総合会計事務所

関東 東京都 港区 株式会社アミパリ 3010501015328 キッズ用メガネ購入の利便性を高めるオンライン直接販売事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ＥＢＥ 4010001144122 ハイブリッドクラウドパーツＤＸシステム事業計画 株式会社東日本銀行

関東 東京都 板橋区 旭科学株式会社 2011401000247 大型乾燥炉の商品ラインナップ化およびカスタム対応による新規市場開拓 株式会社群馬銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社川邑研究所 1013201001525 摩擦摩耗試験受託サービス 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 中央区 株式会社フレアン 1010001115043 あらゆるタッチポイントを網羅！ＯＭＯで実現するタッチポイント最大化戦略 東京商工会議所

関東 東京都 北区 株式会社オズクリエイション 9011501021566 歩行改善リハビリデイサービスと介護予防サービスへの事業展開 税理士法人新宿総合会計事務所

関東 東京都 江戸川区 サンコープリント株式会社 5011701007971 デジタル化推進、ＤＰＳ・ＢＰＯ市場へ参入 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 中央区 トゥモロー株式会社 3010501038766 国外ネットワークを活用した輸入仕入れサポート事業 大石　源治

関東 東京都 中央区 ジャパン・エクセレント・サービス株式会社 6010001185536 「わたしのダイニング」プロジェクト 東京商工会議所

関東 東京都 板橋区 株式会社舘野機械製作所 6011501002817 サーバー用ハードディスク向けガラス基板内外周加工機へ新分野展開 有限会社三井経営研究所

関東 東京都 中央区 株式会社ファンシースクエア 2010001189219 メタバース時代に対応したライブハウス事業 矢口　貴久

関東 東京都 港区 株式会社リビングイン 7011801028230 多数不動産業者参加の住まいトラブル解決マッチングシステム構築 井上大輔

関東 東京都 荒川区 株式会社ミナキ 5011501008930 技術ノウハウ活用と工場改修等による新規半導体製造装置事業参入 株式会社ＰＱＭ総合研究所

関東 東京都 目黒区 株式会社ＦＯＲＭ 6011001115185 若者に人気で急成長中のアパレルブランドが、新たに元全日本プロレス世界チャンピオンと、ジム運営に挑む 芝信用金庫

関東 東京都 墨田区 Ｌｉｆｅ　ｆｏｏｄ　ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　ｅｔ　ｖｏｕｓ？ 日本一の密芋から作る「生スイートポテト」を谷中銀座で販売する 原田　貴史

関東 東京都 板橋区 株式会社ＭＯＳＥＳ　ＦＯＯＤ　ＳＹＳＴＥＭ 9011301017442 韓国料理ミールキットへの参入、及びＳＣＭのＤＸ化を実現した販売手法 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社強者 4010001103788 空手家向けトレーニングサプリメントのオンライン販売への進出 西村伸郎

関東 東京都 目黒区 有限会社アンメイデザイン事務所 9013202007539 日本のデザイナーズブランドを海外に、フルサポート事業が行えるデザイン会社へ業態転換 株式会社シャイン総研

関東 東京都 中央区 株式会社ビューティトップヤマノ 8010001055241 派遣型婚礼美容事業への参入 コンピタント税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社テレスコープ 1360001020844 ＩＴ技術を活用した管理職お助けシステムＭＩＣの販売事業計画 井上大輔

関東 東京都 港区 コーワテック株式会社 5010001110081 遊休土地を有効活用！新工場でのトラック塗装ビジネス 税理士法人あおば

関東 東京都 台東区 株式会社ジョイント 6010501029713 鶏肉原料に特化した卸売業から製造業への取り組みによる新分野への展開 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社エスアイプロダクト 3010401004496 日本企業のＤＸを促進する！ソフトウェアライセンス更新管理ソリューションサービス ＴＯＭＡ税理士法人
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関東 東京都 八王子市 和田食品株式会社 1013401004848 飲食店の新規出店によるまちの食文化の強化と魅力の付加への貢献 大東京信用組合

関東 東京都 墨田区 有限会社ワイ・ディー・シー 3010602016522 最新シミュレーターを導入し、ｅ－モータースポーツ事業に参入する 株式会社ＣＦサポート

関東 東京都 豊島区 株式会社プラスコミュニケーション 1013301032420 会員制のコンシェルジュ型オンラインセミナーに転換し、富裕層に寄り添って困りごとを解決！ 小林　雅彦

関東 東京都 中央区 株式会社蔵 1010001141700 食肉卸と健康弁当の合体で皆様を元気に！食品ロス０の循環ビジネスを目指す 株式会社阿波銀行

関東 東京都 港区 許認可パートナーズ合同会社 7010403017138 特定技能外国人と「地元」建設業者のマッチングプラットフォーム開発等 株式会社エベレストコンサルティング

関東 東京都 江戸川区 松丸ニット株式会社 4011701019043 アパレル下請脱却へ　環境意識の高い顧客へ高付加価値完成品の製造販売 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ＥＬＥＶＥＮＯ 8010001143830 美容系Ｃ　ｔｏ　Ｃプラットフォームアプリの開発・運営 興産信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社エコシスコーポレーション 4011302011829 パーソナルジムからパーソナルサウナへの新規参入 西武信用金庫

関東 東京都 豊島区 いとう整形外科内科 最新の集束型体外衝撃波と姿勢分析システムを使ったリハビリ施設 小川　俊浩

関東 東京都 江東区 ＲＵＩＹＩＮＧ　ＪＡＰＡＮ株式会社 1030001096810 インフルエンサーと事業者を直接繋げるマッチングプラットフォームの開発 鎌田　宣俊

関東 東京都 杉並区 株式会社二葉 1011301006147 非対面受付スタイルの転換でコロナ禍による事業のＶ字回復を目指す 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 文唱堂印刷株式会社 3010001028004 事務印刷物の取り込みと校正印刷提供による事業再構築 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 八王子市 アーバン空調株式会社 7010101000073 空調工事業に非常用電源設備点検事業を加えた売上の拡大・安定化 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 日本アイ・エス・ケイ株式会社 1010501003516 新たに窒素充填保管庫の製造に着手することで新分野展開を図る。 株式会社筑波銀行

関東 東京都 中央区 Ｌｉｓａ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社 8180001129243 業界初！フードデリバリーブランドのフランチャイズマッチングサービスの構築						 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 千代田区 株式会社ヘリックスジャパン 5010001127489 「パーキンソン病　統合介護」市場に向けた新製品開発と地域包括ヘルスケア事業 東京ベイ信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社Ｍ＆Ｒ商事 2010001165830 自社ブランドを世界に発信！卸売業から製造小売業への業種転換 朝日信用金庫

関東 東京都 葛飾区 ニュー・アイテイー・ヴェンチャー株式会社 6011801020444 コンテンツ配信プラットフォームの構築 白川　淳一

関東 東京都 町田市 株式会社ＧＡＲＡＧＥＮＴ 9012301007680 先進運転支援システム搭載車向け電子制御装置整備サービスへ進出 星野　裕司

関東 東京都 西東京市 株式会社ＪＩＮ 5012701015064 食肉卸売店から、従来の食肉販売から保存がきく冷凍パウチ商品等のＥＣサイト販売を行う 増田　考邦

関東 東京都 新宿区 株式会社リネン 2011101084177 レンタルスペース型トランクルーム開業計画 習志野商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社ユープロス 2010001152267 調理ロボットと共働しＤＸ活用に特化したテイクアウト専門店事業 戸越税理士法人

関東 東京都 中央区 株式会社ＬＡＣＯＭＳ 6010001098440 ＡＩによる発音矯正可能な画期的な英会話教材の開発と販売 カタチクリエイト株式会社

関東 東京都 台東区 ＴＯＲＡ株式会社 8011501020809 集客・デリバリー・非対面化等に寄与する中小飲食店向けシステムの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 日野市 綜合サーキット株式会社 3013401000390 新たな電子回路形成手法の導入による工期短縮および小型・高効率なプリント基板の製造 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 豊島区 Ｇｏｌｄｅｎ　Ｗａｙ　Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ　Ｊａｐａｎ株式会社 7010001161528 電源内蔵式広角レンズバー付ＬＥＤ照明を用いた省エネと生産性向上計画 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 江東区 早川鉄鋼販売株式会社 6010601005184 工程のＮＣ化による建築事業の生産性向上及び土木事業の強化 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 港区 ＭＴＪ株式会社 5011001060102 ランドオペレーターのノウハウを活かして独自ツアー販売とガイド育成に新展開 水上　恵理

関東 東京都 墨田区 株式会社ＩＳＳＨＩＮホールディングス 8010601053132 感染対策を徹底したグルテンフリーで健康な食事を提供する一人そば専門店事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 中野区 有限会社ルートワン 7011202006612 既存水着製品から健康肌着を新規開発するためＣＡＭ等の最新設備導入 西武信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社梅福 6010701030628 梅メーカーへの進出による薄利多売のビジネスモデルからの脱却 株式会社ジャストコンサルティング

関東 東京都 町田市 株式会社飯田機械産業 6012301000283 建設業の課題を解決。ＩＣＴ建機導入研修を伴うレンタル事業等への新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 東京都 港区 有限会社実之和フーズ 6010402029812 ライブ配信・試食販売を活用した宮古島特産品の直売事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 江東区 株式会社アスタ 5010601055585 コロナ禍の孤独を解消する「ＭＡＮＧＡ　ｂｏｔ」開発・運営事業 山本　三四郎

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｂ 1010901035852 美食と蚕都のまち・東信州で「衣」「食／職」「住／充」をテーマにした古民家レンタルスペースと一棟貸し宿を運営しよう！ 上田信用金庫

関東 東京都 墨田区 産商ロジスティックス株式会社 3013301030950 リサイクルパーツを活用した事故車の修理販売及び輸出事業 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社ＨＩＲＡＳＡＷＡ 1010001006705 飲食店向けデザインサブスクリプションサービス アスタ税理士法人

関東 東京都 青梅市 株式会社田中ステンレス工業 9013101003762 熟練の技と最新３Ｄレーザー加工機導入で食品加工機器市場へ新展開 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ホーダウン 5010001175835 大手不動産会社とのコラボによるコロナ環境に適応したサウナ運営事業への進出 安藤　幹根

関東 東京都 千代田区 株式会社ＣＯクリエイト 3010001205734 ニッチでスモールなニーズを捉えた学習コンテンツ製作・配信事業 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 マルシ株式会社 8010601036558 飲食事業から福祉分野への新分野展開による事業再構築の実現 株式会社常陽銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ビリオンセラー 7011101083843 コロナ禍の人々を癒すための可愛く優しい占いアプリのプラットフォーム新規開発事業 東京商工会議所

関東 東京都 文京区 ５３ＧＲＯＵＰ株式会社 6012701013728 電動二輪車専門販売店「原ちゃり電ちゃり」の展開 朝日信用金庫

関東 東京都 台東区 コーネットソリューションズ株式会社 6010501018708 エンジニア不足を解消する日本語版サイバーセキュリティ教育 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 ケミコスクリエイションズ株式会社 2010501016822 新工場取得によるリキッドアイブロウへの新分野展開 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 墨田区 共和合成株式会社 1010601010172 射出成形とゲートカットの一元化と非接触化を実現する産業ロボット導入 東京東信用金庫

関東 東京都 板橋区 麗新株式会社 8010401066747 本場上海の有名小籠包「上海富春小籠」冷凍販売による新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 墨田区 グッドレスキュー２４株式会社 4011101038494 コールセンター受付処理管理システムのＩＴ化 東京ベイ信用金庫

関東 東京都 港区 ＳＵＫＨＡ 既存の飲食事業のノウハウ、リソースを活用した非接触型ビジネスのスマート自動販売機事業 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ＣＳＧ 1010401104050 録画型・ライブ型両対応社内研修サイトの【トレーニングッド】運営 鈴木一郎

関東 東京都 世田谷区 株式会社ストロボライツ 4010901019729 モーションキャプチャー技術を搭載した原宿ストロボカフェのＶｔｕｂｅｒ事業展開 光畑　裕貴

関東 東京都 八王子市 有限会社赤羽鉄工所 9010102000236 平面および立体材料切断新工法による新製品分野開拓 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社エス・ピー・ラボ 6010501030935 ハンドフットケアとカフェを併設させた事業による地域住民の憩いの場の創出 株式会社紀陽銀行

関東 東京都 豊島区 ナハール株式会社 3013301033516 完全ハラル対応で日本人もムスリムも安心して食せる鳥白湯ラーメン店 岡江真一

関東 東京都 渋谷区 株式会社エッジ 2120901030701 地域のデジタル人材不足を解決する動画・ＳＮＳマーケティング学校 株式会社横浜銀行

関東 東京都 中央区 オリジナルライフ株式会社 1011001105109 ブライダル業界のＤＸを推進する式場向け来館管理システムの運営 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 大田区 株式会社城南村田 8010801014768 大田区初！ソフトビニール人形製造へ進出のための工場移転と専用製造設備の導入 合同会社セールス・トータルサポーターズ

関東 東京都 新宿区 しゃぶ禅株式会社 4010401050754 「胡麻だれうどん専門店」の出店と冷凍自動販売の事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 東京都 大田区 株式会社ＴＩＰＬＯＧ 2010801026620 全国にリゾートウエディングを届けるライブコマース運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社マンションマーケット 4011001100049 ＡＩ自動生成によるコンテンツＷＥＢメディア＆アフィリエイト事業 服部　峻介

関東 東京都 大田区 有限会社国分製作所 1010802005351 半導体製造装置部品への設備導入と自社技術開発による新分野展開 一瀬　章

関東 東京都 台東区 有限会社高橋商会 4010502006564 奥浅草初の個店うどん専門店開業による新分野展開事業 朝日信用金庫

関東 東京都 江東区 創成企画株式会社 8030001091755 「オンラインイベント、若者向けグッズ製造事業」の新設 村田　祐己

関東 東京都 あきる野市 吉原学 人生を豊かにするテレワークサービスと人財育成教育プログラム 西武信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社サトー 7010501007552 下請製造を脱却しファッショナブルなケア帽子のＥＣ販売に挑戦！ 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 大田区 カリフッド株式会社 2010801018436 ロシア産原料の水産加工から、北海道産原料へのシフト 川崎信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社カブトス 4021001005833 デザイナーズ古民家ホテル＆レストラン開業ｉｎ千葉県大多喜町 井上　大輔

関東 東京都 世田谷区 株式会社リメイク 1010901047311 お問い合わせフォームへの自動送信代行システム「アポドン」の構築 伊藤　央

関東 東京都 千代田区 イミュニティリサーチ株式会社 8010401131567 独自の免疫細胞評価法を個人向けサービスとして展開 池田　寛太

関東 東京都 江戸川区 有限会社なかざと 2011702008451 割烹料理店から弁当・総菜の製造・卸売事業への新分野展開 藤島　有人

関東 東京都 豊島区 株式会社デジタル・デザイナーズ・スタジオ 3013301020679 フリーランス向け士業マッチングプラットフォームの開発事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｂｏｙｓ　ｄｏｎ’ｔ　Ｃｒｙ 8011001122270 価値観が大きく変わりゆく時代の新しいライフスタイルショップの構築 株式会社フューチャーフィナンシャルコンサルタンツ

関東 東京都 千代田区 株式会社デクセル 4010401079141 多拠点生活応援推進事業 弓削一幸

関東 東京都 中央区 株式会社ねこじゃらし 2011201012888 ブロックチェーン×ＤＲＭによる世界初のＮＦＴサービスの展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 練馬区 株式会社トップ 7011601004860 中小企業向け経理事務代行業者がＩＴ業者と提携したクラウドパソコン事業の新分野展開！ 巣鴨信用金庫

関東 東京都 江東区 峯田自動車工業株式会社 8010601006429 水性塗料を導入し、水性塗装車への自動車車体整備サービスを展開 東京東信用金庫

関東 東京都 台東区 Ｔｈｅ　Ｗｈｏｌｅ　Ｇｒａｉｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 1010501047141 多様なコンテンツで実現する「伝統産業継承のための健康ライフスタイル」 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｍｅｄｅｃｏ 3011001124081 全国初！整形外科分野の医療器具プラットフォーム開発、提供 原田　貴史

関東 東京都 港区 株式会社エイトシナジー 3010401107225 大型商業施設でのテイクアウト／デリバリー専門飲食店経営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 江戸川区 株式会社インテリアスペース・ゼロ 3011801017583 最新デジタル技術を用いたクラウド型リモート監理システムを導入した、　低価格での個人住宅向けのリフォームサービスへの進出 東京東信用金庫

関東 東京都 立川市 けやき企画株式会社 6012701013612 既存事業とのシナジー効果を活用した訪問看護事業による経営のＶ字回復 安達　隆久

関東 東京都 国立市 株式会社ＰＲＯＯＦ 6012401022046 防水業者が断熱工事！？環境配慮素材で地球と建物を救います！ 平野智一

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＰＰＳ 6011001044368 ＡＩを活用した税理士業記帳代行業務のＤＸ化事業 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 観光開発株式会社 8010001144795 「道の駅すばしり」を活用した地域創生商社の設立 宮田　浩充
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関東 東京都 練馬区 合同会社シェアリアル 8011403002368 地域資産と連携した「ゲストハウス＋ベーカリーカフェ」事業 森藤　啓治郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｕｎｎａｍｅｓ． 6011001138558 特別な日に特別になれるトータルビューティーサロンの運営 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 港区 京未来株式会社 6010401095616 ＡＩロボットキッチンで展開する飲食（中華料理）業界へ新規参入 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＫＡＪＩ 3010601033403 ペット業界の健全化を推進する新たなブリーダー事業への挑戦 アプリコット株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社アウル 6011401013055 板橋区清水町でスポーツ推進をコンセプトとした【レストラン・スポーツバー】の運営 タフコンサルティング株式会社

関東 東京都 港区 株式会社日進ＬＲＤ 5011101033899 最新カート導入によるゴルフツーリズムへの新たな取り組み 株式会社北陸銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社リアルプロモーション 1010001113055 広告代理業の知見による十割蕎麦飲食業への業種転換 東京シティ信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ａｐｏｌｌｏ＆Ｃｈａｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ 4010401109179 東京発創造型ライフスタイルの提案施設による富山県射水市の活性化 株式会社富山第一銀行

関東 東京都 品川区 株式会社デジマース 4010701016348 地産品デジタルギフトを活用したＢｔｏＢ向け販促ソリューション事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 台東区 株式会社新東海 6010501025349 外国人児童・生徒のためのハイブリッド型マルチリンガル学習塾事業 第一勧業信用組合

関東 東京都 千代田区 株式会社ｕｕｂｏ 6010001196434 法人のＰＣデータ消去のニーズを捉えたリユース事業の販路拡大 北村　亮太

関東 東京都 渋谷区 株式会社オフィスニノックス 9011001141063 デリバリーを強みとした洋風和食ダイニングカフェバーに業態転換 中池　達也

関東 東京都 墨田区 エムジー工業株式会社 5010601000211 ポリウレア樹脂によるスプレーコーティング事業（防水、耐久性向上） 木曽　博之

関東 東京都 豊島区 株式会社ＳＴＡＲＫ 3013303003764 バイク人気に着目したレンタルガレージサービス事業 税理士法人とどろき会計事務所

関東 東京都 西東京市 株式会社オフィステイルウインド 2012701014762 リトアニア産の本物のリネン製品を企画・販売する独創的事業の展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社クライム・ワークス 6010801003351 省人自動化切削技術と品質革新による医療装置部品市場への進出 Ｐ＆Ｐ税理士法人

関東 東京都 世田谷区 沖縄管財合同会社 3010903003129 トランクルーム事業参入に向けた宿泊業経営の変革 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 日本リアライズ株式会社 6011101051644 高い成約率を誇る営業ノウハウをＳａａＳ化し活用する不動産販売フランチャイズ「ライフメイクパートナーズ」 榎並　由洋

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｊｉｔｅｒａ 4010401133303 Ｗｅｂサイトにおける個人情報の漏えいを防ぐシステムの開発及び展開 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 港区 アイエスイースタジオ 配達専門飲食店を開業する人のためのクラウドキッチンを設置する アルタス・パートナーズ合同会社

関東 東京都 板橋区 株式会社ケイアイフーズ 4011402010929 食肉卸業の３０年のノウハウを生かした新事業の展開（セントラルキッチン創設計画） 東京信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社オクタゴン 4010401101128 映像制作会社の手がけるライブコマース事業による事業再構築 株式会社りそな銀行

関東 東京都 渋谷区 Ｙｏｕ　ｂｅ　Ｙｏｕ株式会社 1011001120710 女性が自らの生き方・働き方を学ぶ「ワタシクリエイト」の　オンラインプラットフォーム化事業 樽本　哲

関東 東京都 港区 吉川奈津美 植物療法をもっと身近に、ハーブティーを扱ったカフェ事業 東京商工会議所

関東 東京都 江戸川区 株式会社バレット 2011701013568 セルフヘルスケア市場進出のための新ブランドの立上げ 野竿　健悟

関東 東京都 墨田区 株式会社ケアブリッヂ 9011801019517 生徒の理解力に合わせた補習型ＩＣＴ授業に特化した個別指導学習塾の運営 株式会社しのざき総研

関東 東京都 港区 株式会社Ｇｌｏｔｕｒｅ 3010601047799 グローバルブランドとローカル代理店のマッチングサイト構築 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 昭島市 株式会社ＩＳＫ 4012801008217 内装工事のプロが手掛ける気軽に入れるブラッスリー（フランス大衆酒場）経営 株式会社クイック・ワーカー

関東 東京都 新宿区 株式会社ｊｉｏｗｏｒｋｓ 8011101073224 ゴルフ場とキャディをつなぐマッチング事業 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 江東区 大成通商株式会社 5011101087128 銀座ナインに構える高級ジャパニーズウイスキー専門店「ＴＡＩＳＥＩ－ＬＩＱＵＯＲ」 木村　兼作

関東 東京都 目黒区 株式会社ゼロメディカル 2011101045864 放課後等デイサービスから就労継続支援Ｂ型事業所へのワンストップ支援と「福祉×ＩＴ×農業×飲食」を融合！複合サービスの構築 Ａｌｖｉｓコンサルティング株式会社

関東 東京都 江東区 株式会社ＴＯＤＯ 3010401099586 ＴＣＦＤ提言に対応したＣＯ２排出量算定ＩＴ事業の開発・運営事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社クラウドソリューションズ 1010001199854 中価格帯のうなぎチェーン店事業の新規展開 松井　淳

関東 東京都 渋谷区 ハックスハブ株式会社 7011001129523 ＡＩを活用したフリーランスエンジニア求人アグリーケーションメディア 服部　峻介

関東 東京都 大田区 株式会社横浜サザンハピネス 2021001043075 店舗販売のフランチャイズ加盟店から無店舗販売のフランチャイズ本部への事業転換 湘南信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社グローバルハイ 1011301020692 健康食品市場拡大に対応するサプリメント事業への業種転換 東京東信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ミッキー・インダストリー 1011001022568 特殊発酵サイレージの製造販売 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 中央区 株式会社協同制作 7010001078243 ＳＤＧｓに対応するための多品種小ロット印刷事業構築 税理士法人オーケーパートナー

関東 東京都 杉並区 株式会社ＣＳ 6011301013295 新鮮で美味しい魚を食べよう！生まぐろ１尾買い、鮮度特化の魚屋さん 税理士法人ＴＭＳ

関東 東京都 荒川区 有限会社フリーダムカスタムギターリサーチ 3011502013221 「国内最高峰ブランド」の職人による楽器修理改造・メンテナンス等のカルチャースクール事業 坂上　志歩

関東 東京都 渋谷区 ジョージ・アンド・ショーン株式会社 4011003006657 施設３６０°を活用した高齢者ヘルスケア事業の展開 鏑木　愼治

関東 東京都 墨田区 特殊電子回路株式会社 7010001139136 出どころ不明な半導体が本物か偽物かを見分ける「シン・ＩＣ」サービス 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 サンシャインパワー株式会社 7010601047358 ＡＩＯＴ技術で宿泊施設を無人化して宿泊業の働き方改革と人手不足解消 五十嵐　由和

関東 東京都 港区 合同会社シルバークリークパートナーズ 9010403014686 函館歴史的建造物をコワーキング・イベントスペースとして貸出す 株式会社ハッピー・メンター

関東 東京都 台東区 賢治株式会社 1011301021600 音響＆映像ノウハウとアーティストコラボをミックスした宿業に転換 群馬県商工会連合会

関東 東京都 国立市 有限会社竜徳 1180002009038 障害者グループホームを核とした住宅弱者向け居住施設の整備・運営事業 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 合同会社Ａｗｅｓｍ 2010403019163 釣りマッチングサービスを構築し、釣り文化を発展・活性化させる事業 小澤　竜一郎

関東 東京都 八王子市 住友実業株式会社 5010001143453 自社で製造した健康商品（サプリメント）と化粧品を越境ＥＣで販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 豊島区 株式会社フジサワ・コーポレーション 9013301010591 あらゆるオフィス・商業施設向けに＂空間プランディング＂サービスを提供する ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社プリンシパル 6011001103826 ニードル入り「リッププランパー（唇用美容液）」のＤ２Ｃ事業 西京信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社エムズ 7010601037045 番組制作会社向け・業界初の高画質水中撮影ワンストップサービス事業 東京商工会議所

関東 東京都 板橋区 いなば 寿司屋からテイクアウト惣菜事業への新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 コアファイズ株式会社 3040001088061 人に寄り添うブライダル事業から障害児通所支援事業への新規参入 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ツクリ 7010001164638 アクリルアップサイクル製品の企画製造販売への業種転換 株式会社フォーバル

関東 東京都 立川市 株式会社田島 8012801001003 専門工事業者向け工事現場プラットホームシステム提供事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 港区 株式会社ｄｅｅｍａｄｅ 2010401122943 アーティスト課金支援サービス：Ａｃ－ｍａｄｅ 佐藤淳

関東 東京都 渋谷区 株式会社ルミエプラス 8011001128581 海外向けＥＣサイトの開設による新規販売チャネルの構築計画 小森　俊

関東 東京都 港区 株式会社Ｅｔｅｒｎａｌ　Ｂｒｉｄｇｅ 5011001098365 福祉・医療業界の人財定着率を高める求人マッチングで人手不足を解消 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ＺＥＲＯＮＩ 5010601056352 「Ｉ／Ｆ構築プロジェクト」を無人化する「ＳａａＳ事業」参入 梶山貴規

関東 東京都 中央区 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ 3010001152084 サービス業に特化したビジネスチャット・　オンラインコンサルティングの事業再構築計画書 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 大田区 ＮＡＮＡＮ　ＨＩＰ 閑静な住宅街の古民家を活用した野菜が主役のフレンチレストラン運営事業 森藤　啓治郎

関東 東京都 荒川区 合同会社しろくろ 7010003025631 出品者向けの価格提案・自動設定ツールの販売 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ファジー・アド・オフィス 2011101018408 住宅ポータルサイト運営などのインターネットサービス事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 新宿区 合同会社ＥＴＥＲＮＡＬ　ＹＯＫＥ 9011103006841 パフォーマンス特化型無人ワーケーション施設運営への転換 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社コパイロツト 6010001130673 アジャイル型プロジェクトにも対応可能なサービスを活用したプロジェクト推進マネジメント 植田　覚

関東 東京都 中央区 ロイヤリティラボ株式会社 2010001176745 海外旅行ＤＸ事業　ツアー予約業務プラットフォームの提供 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 株式会社川辺製作所 1010801016102 品質保証体制の構築による自動車部品量産の新分野展開 飯田信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ジェイアイスタジオ 1011101052630 音楽教室「ｄｅ　ｃｏｒｅｒ（デコレ）」の設立及び運営 税理士法人第一会計コンサルタント

関東 東京都 荒川区 株式会社大西製作所 7011501005819 高度な深穴加工で実現する革新的金型製作によるプレス加工高度化事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 豊島区 グー 感染症が流行しても安心して外食できる焼肉店への参入 株式会社エイチ・エーエル

関東 東京都 豊島区 株式会社ユーストーリー 6140001089204 「医食同源を実践、築１００年古民家再生による富士山麓リトリート施設」事業 株式会社四国銀行

関東 東京都 渋谷区 特定非営利活動法人エティック 8011005001090 社会課題の解決に挑むビジネス人材に向けた転職・副業等キャリア支援事業のＤＸ 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社ウェルネスグローバル 6010601049636 ＩＴとロボットを活用した、寿司・日本食事業への業種転換 井桁英人

関東 東京都 港区 株式会社サウンド・シティ 1010401010934 日本初、複数規格対応型立体音響レコーディングサービスの提供 飯島　伸博

関東 東京都 千代田区 株式会社ジェイティーアイエス 5010001170720 ウイズコロナ時代に強い、超低コストのスタジアムバー事業への業種転換 アプリコット株式会社

関東 東京都 目黒区 株式会社コーネルド 3011001123059
広告・イベントにおける映像プロデュース事業から、メタバース市場での新たなクリエイティブコンテンツでの収益を目指しつつ、日本の CG技術をボト

ムアップするために、海外のデジタル技術と AI 技術を取り入れた制作フローでコンテンツを制作する CG 制作事業への事業転換
坪井　亮

関東 東京都 目黒区 株式会社イーストフィールズ 8011001123509 展示会の課題解決に向けたクラウドコミュニケーションサービスの展開 行政書士法人アップル経営コンサル

関東 東京都 大田区 株式会社松田機工 7010801015924 建設機械油圧ユニット部品製造事業への新分野展開 さわやか信用金庫

関東 東京都 世田谷区 林のぞみ 眉毛サロンの強みを活用し、新たにエステ・脱毛サロンを展開する 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 江東区 ホクエツ印刷株式会社 6010601023541 印刷を活かした最新デジタル捺染事業と販路拡大ＥＣサイトの構築 中村信彦

関東 東京都 江東区 株式会社セットアップ 2010801021596 フロアの改装によるギャラリー・イベントスペースの開設・家具の販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 町田市 ＫＭ工房株式会社 2012301009618 シミレーションゴルフ練習場経営を通じて会員へ独自の住宅リフォームを提案 平塚信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社引越コンシェルジュ 2011001138347 ＩＴ／ＤＸ活用による引越し料金０円の不動産仲介・引越しサービス事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ
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関東 東京都 港区 トレグランデ株式会社 1120101056597 新しい旅のカタチを提供するキャンピングカーレンタル事業 株式会社みなと銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｔｅａｔｒｏ　Ｈ 8010901028899 本格イタリア料理をご家庭で味わえるテイクアウト・オンライン販売事業への参入 東京シティ信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社ｖｅｌｖｅｔ 5010401122016 美容業界特化！リファラルセールス支援プラットフォーム事業 四方田　彰

関東 東京都 東村山市 株式会社ホームコンシェルジュ 5012701010791 トランポリンを用いた会員制スポーツジム事業への参入 平野智一

関東 東京都 中央区 伯楽株式会社 4010001165457 希少になってしまった高級酒を一人で楽しめるバー 川崎　朋子

関東 東京都 新宿区 株式会社ＡＦＣ研究所 5011101087755 外観検査システム導入による業種転換 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 リリプット株式会社 8013301031028 実測ラボによる植物栽培光のデータベース化と生産性向上計画 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 墨田区 株式会社かざと 7010601050626 寿司屋の出汁と具材を活かした「江戸前粉もの家」で下町を活性化 越沼　康明

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＲＡＣｒｅａｔｉｖｅ 1011001119785 ＰＯＳＥＭＡＮＩＡＣＳの拡充と教育コンテンツ化 日野陽一

関東 東京都 千代田区 株式会社ブレイン・サプライ 6010001139558 目指せ１００年企業！新時代の人事労務コンサルタント育成事業 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

関東 東京都 新宿区 株式会社すごいプロモーション 5011101071924 訪日インバウンドＰＲ　メタバース支援事業 梶田　潤

関東 東京都 府中市 ハマズワークス株式会社 3012401037377 超防音（消音換気付）住宅の設計・施工でコロナ禍自宅テレワーク防音対策に貢献 吉岡　晴美

関東 東京都 新宿区 アスクプロ株式会社 1010401095736 すべての子供が安心してチャレンジできる社会をつくる！「離婚弁護士マップ」の展開 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 台東区 Ｙｓ株式会社 8010401128803 蒸留酒の知見とネットワークを活かした革新的な蒸溜所の設立 西川貴人

関東 東京都 目黒区 ヤギデザイン株式会社 4021002030319 貸切・創発型ワーケーション施設の企画・設計・運営事業 濱高　大

関東 東京都 大田区 株式会社カネヒラ 2010801002679 サプライチェーン棄損に備えた自社製作でラミネート基材を製作、全品検査による品質保証を実現 株式会社りそな銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ＫＩＭＳ，Ｊ＆Ｋ 6011101065413 機械導入による生産性向上と新規事業による事業再構築の取組み 森　健輔

関東 東京都 文京区 スマイルタンク株式会社 4010001118274 医療従事者に憩いの場を！御茶ノ水２ブース対応好立地インドアゴルフ事業 朝日信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社アーイメージ 6010001077337 日本文化のＡＮＩＭＥＤＸプラットフォーム「ＡＮＩＭＥ：ＤＢＤＸ」事業計画 小林　孝至

関東 東京都 千代田区 日本特殊技術販売株式会社 9010001198056 「農業残渣を利用した脱炭素に向けた再エネ化とカーボンオフセット支援事業」 梅澤　太陽

関東 東京都 港区 株式会社ストンプ・スタンプ 9010401093286 ママを応援するためのプラットフォームアプリ 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 荒川区 斫工業株式会社 4011501011588 再生する新潟県湯沢町とともに歩む「地域連携型グランピング事業」の開発 アクシス税理士法人

関東 東京都 中野区 株式会社アートブレーンカンパニー 1011201000092 照明・音響での現場実績を活かした配信事業への新分野展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 小平市 株式会社ｅｇｇｇ 6050001019962 自社生産のたまご農家が産みたてたまごを使った「シュークリーム専門店」の開業でＶ字回復 株式会社シャイン総研

関東 東京都 千代田区 中川繁 沖縄産工芸品のブランド事業 井上大輔

関東 東京都 新宿区 Ｆｉａｈ株式会社 6011101087928 ＨＲテック統合分析クラウドソフトウェアの開発・販売 税理士法人ゆびすい

関東 東京都 港区 ＳＮＳ　ｆｏｏｄ＆ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ株式会社 4180001134511 飲食経験を活かし、北軽井沢で豪華な食が売りのグランピング運営 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 東京都 港区 株式会社アライアンス 9010401099606 ＡＩを活用した「ＩｏＴ×フィットネス」によるハイブリッド型健康増進事業 鈴木　一貴

関東 東京都 港区 有限会社ケイプランニング 1010002036271 【新分野展開】業界初動画を活用した転職プラットフォーム事業 北村　亮太

関東 東京都 千代田区 株式会社協和設計事務所 9010001014650 ３Ｄ点群簡易測量サービスの構築への新分野展開 和喜田　勤

関東 東京都 文京区 株式会社グランバー東京ラスク 6010401087547 千葉県多古町発！廃校活用の宿泊型複合施設での地域活性化事業 株式会社千葉銀行

関東 東京都 中野区 株式会社佐世保映像社 4011001072643 月５００円！世界の短編映画が見放題のＳＶＯＤ事業ＴＡＮＰＥＮ 西武信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社ユニテ 9010001031613 お祭り、イベント用製品から住宅内装用製品へ　ＯＥＭ　事業の新分野展開 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 日野市 カドミ光学工業株式会社 9013401000170 半導体製造装置を高度化する光学加工技術の開発と新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 日本成型産業株式会社 3010001193087 培ってきた知見を活かし、金型専門のレンタルスペース事業を展開 城北信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社フナミ電機製作所 6013201005100 舞台装置業界に高い安全基準を！鉄道部品製造業が手掛ける配電盤 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ウィルキューブ 1011001039389 店舗運営のＤＸ化を基盤に健康サポートサービス企業への転換 株式会社千葉銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社ＬＩＦＥＬＯＧ 4011001115039 犬の名刺作成ＷＥＢアプリケーションの開発 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 杉並区 合同会社フリーハンドドライ 5011303003064 不動産賃貸業から貸切ヴィラ事業に業種転換を図り、五感デトックスを提供 野竿　健悟

関東 東京都 武蔵村山市 ボディファクトリー荻野有限会社 1012802004985 広い自社工場と自慢の技術力を活かした、外車の水性塗装への対応 多摩信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社Ｆｅｓｂａｓｅ 5011001107209 利用料金ゼロを実現！脱グルメサイト時代にマッチした中小個人店に特化したＳＮＳ連動型予約ツールの構築 ＷＡＴ’ｍ税理士法人

関東 東京都 豊島区 株式会社興和商会 1011801021851 輸出や物流ノウハウを活かしＥＣプラットフォーム事業・倉庫事業へ新分野展開 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 東京都 港区 株式会社メディクルード 5010401056296 ｅ－Ｇケア事業推進（介護事業所向けｅ－Ｌｅａｒｎｉｎｇシステム） 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ＫＩＺＵＮＡ 6011401018657 一般顧客向けの旅行観光事業から国内外の物流　拠点となるＡＩ物流倉庫事業による事業再構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 渋谷区 ＫＥＮＴＡ　ＮＡＧＡＩ　ＳＴＵＤＩＯ キッチンスタジオ・シェアオフィス開設 坂本　兼一

関東 東京都 品川区 株式会社ＩＤＥＡ　ＢＯＸ 9010701015527 スマホ一つ、コンビニ感覚で２４時間３６５日利用できる地域密着型コワーキングスペース 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 練馬区 Ｔｅｄｄｙ’ｓ　Ｂｅｒｒｙ株式会社 7220001020150 ホテル宿泊業から犬をテーマに男女が集うシェアハウス運営へ 辰巳　英城

関東 東京都 港区 株式会社ＳＡＶＯＹ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 6010401061766 ジェットオーブン、瞬間冷凍によるピザの製造・卸売で新分野展開 サポート行政書士法人

関東 東京都 台東区 ＢＨ株式会社 8012701014897 訪問介護をおこなう住宅型有料老人ホーム施設の整備・改装 株式会社シザコンサルティング

関東 東京都 目黒区 株式会社ＦＵＬＬＳＷＡＧ 4011001110361 ＡＩを活用したスマホ・ＰＣのオンライン買取及び販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 合同会社きかい 5010003019949 多様化するゴルフニーズに対し、気軽にゴルフを楽しみたい層のニーズに特化した施設の運営 梅川　貢一郎

関東 東京都 港区 株式会社エッセンティア 2010701017075 ＳａａＳ型献立クラウドサービス展開による事業再構築の取組み 川崎信用金庫

関東 東京都 小平市 株式会社Ｔ－ＳＯＵＮＤ－ＰＲＯ 7012701009650 配信特化型ライブハウスへのシステム再構築 東京都商工会連合会

関東 東京都 港区 株式会社ジェイ・インターナショナル 3010401039955 ＫＥＲＡのストリートファッションＮＦＴ販売事業 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 中央区 株式会社ホメオパシーレメディドットコム 7010401105398 ペットの災害対策と心身のケア、そして環境配慮商品のＥＣ＆実店舗販売に挑戦 足立成和信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｈｕｍａｎ　Ｑｒｅａｔｅ 5010401158456 飲食業特化型クラウドファンディング×コンサルティングのスタートアップ支援事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 株式会社有明堂 3010901023616 障がい者福祉の健康課題解決と雇用を創出するグループホーム事業 五味田　匡功

関東 東京都 八王子市 有限会社アイグラン 7010102007919 こんにゃくを使用したパン「Ｌｏｃａｐａ（ロカパ）」の開発およびその販路開拓 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社クローカ 9010401079269 日本の山々を創作和菓子に！デザイン会社が３Ｄ技術を駆使して製造 野竿　健悟

関東 東京都 葛飾区 有限会社柴又丸仁 4011802003771 参道で歴史を感じ佃煮を味わえるカフェ 本多　剛士

関東 東京都 葛飾区 福佑商事株式会社 1011801027865 未来型ビジネス、無人店舗型「高付加価値冷凍餃子」販売所の運営 菊池　俊明

関東 東京都 港区 株式会社全新企画社 9010401015736 みえる農業　食料生産の視える化プロジェクト 税理士法人宇野・御苑会計社

関東 東京都 港区 二光商運株式会社 4010401021383 港湾事業ノウハウを活かした港湾カーボンニュートラルに資する新規事業展開 公益財団法人本庄早稲田国際リサーチパーク

関東 東京都 新宿区 株式会社ｉｔｔｏ 6011101075569 「物件探し」から「日本文化の伝統的な技術を用いたリノベーション」までをワンストップ提案で行う 長谷　有希央

関東 東京都 渋谷区 株式会社プロモデルスタジオ 2011001066358 モデル診断システム開発によるモデル人財採用マッチング・エージェント事業 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 中央区 株式会社ＰＩＴ　ＳＴＯＣＫ 6010001115138 中食と外食を組み合わせた「両食」型店舗の開発 西武信用金庫

関東 東京都 荒川区 株式会社国際開発 9011501006377 ＩＴや看護を中心とした外国人人材育成のための職業訓練付き日本語学校の運営 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 葛飾区 株式会社ｉＴｒａｄｉｎｇ＆Ｃｏｎｓｕｌｔａｎｔ 9011801027107 食品卸売業者が成長する中食産業に新分野展開 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社レベクリ 2010001185498 配送業務分配の最適化とドライバーの副業支援 東京中央経営株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社エン・デザイン 5040001087202 製造業のクライアント向け、営業対象の潜在顧客絞り込みＩＴサービス「Ｒｕｌｅｓｏｍｅ　Ｃｌｉｅｎｔ」の提供 塩津　友輝

関東 東京都 港区 スキルプラス株式会社 1010901028765 実際の写真をもとにした「メタスピーカー」が本の要約を読み上げる新サービス「ｓｕｍｍａｒｙ」 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

関東 東京都 千代田区 株式会社ブイシンク 5010001130393 日本初、ＯＴＣ医薬品自動販売機の製造販売の新規事業展開 西村　雅史

関東 東京都 千代田区 株式会社麹町はり灸指圧治療院 5010001155837 これまでにないオフィス向け出張マッサージという新分野の創造 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 新宿区 株式会社ＥｘｅｃｕｔｉｖｅＢａｎｋ 8011101082720 人材派遣業からの転換による不動産業者向けＷＥＢシステムの開発 税理士法人福島会計

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＵＮ５ＵＮＧ　ＢＵＴ 2290001067438 提案型アフィリエイト・サービス・プロバイダー事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社アンチエイジングラボ 5011001050268 医療機器レンタル事業及びマーケティング支援 税理士法人ＳＩＮ

関東 東京都 世田谷区 株式会社ゆう 3010901012354 「鉄道インフラ管理データベースシステム」による鉄軌道事業者の安心・安全への貢献 志村　晴広

関東 東京都 文京区 株式会社サイファーポイント 6011201013123 インターネット販売促進事業者から、インターネット販売メーカーへの転換 さわやか信用金庫

関東 東京都 目黒区 株式会社Ｂａｒｒｅｌ 1011001110281 建設業が、配達飲食サービス業に進出することでシナジー最大化を図る 奥岡　亮太

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｙｏｔｔａｖｉａｓ 6013301034420 企業間で融通し合うＩＴ人材シェアリングプラットフォーム事業 新城　裕史

関東 東京都 千代田区 株式会社シータイム 1010001081434 一般貨物自動車運送事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＰＩＰＩ 5010001165480 地方の空き家を改装したリモートワーク可能な宿泊施設の運営 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 目黒区 株式会社ＣＲＥＡ 8013201016995 不動産業から、青果店への業種転換計画 芝信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ビースポーク 9010401121336 「行かなくても良い市役所」を実現するための電子申請プラットフォーム 汐留パートナーズ税理士法人
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関東 東京都 港区 株式会社ＵＢＩＱＳ 7010401145287 ホームバーと自然型体験コンテンツをテーマとした宿泊施設の新設 佐渡　和

関東 東京都 中央区 プルーデント・ジャパン株式会社 4010001180695 健康経営のための「体幹力・柔軟性チェックシステム」構築 木曽　博之

関東 東京都 江戸川区 ゼットエンジニアリング株式会社 5011701009299 ベトナムにおける医療機関向け小型焼却炉導入促進事業 朝日信用金庫

関東 東京都 目黒区 有限会社ＬＯＶＥ＆ＰＥＡＣＥ 5013202014051 お医者さんが運営するグループホーム！入居者、家族も安心です。 五味田　匡功

関東 東京都 中央区 株式会社日刊現代 8010001053369 公営ボートレース情報とマンガサイト開設で紙からデジタルへ移行促進 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 ＴｒａｄＦｉｔ株式会社 5010001185553 ＡＩスピーカーによる介護ＤＸの実現 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社モンキーエンタープライズ 7010401128226 動物エンターテイメントと癒しを提供する「アニマルスクエア事業」 芝信用金庫

関東 東京都 新宿区 アウェイ建築評価ネット株式会社 2011101051978 建設業界のＤＸ化を底上げする建築検査申請自動化サービスｘ．Ｇａｔｅの開発 株式会社アライブビジネス

関東 東京都 渋谷区 アールズビジョン株式会社 5010701023079 映像製作技術を活かした、デザイン性あるコンテナハウス事業展開 さわやか信用金庫

関東 東京都 青梅市 ナリキ工業株式会社 2013101005633 シ－トメタル＋形鋼立体加工を用いた独自生産プロセスによる新規市場参入 青梅信用金庫

関東 東京都 八王子市 ゆき乃恵 芸妓という無形財産価値を利用した置屋から美髪業への事業転換 大東京信用組合

関東 東京都 文京区 久保田塗装株式会社 5010001135731 自律協調型ブラストロボットシステムによるＩＣＴ施工への新規参入 駒田　裕次郎

関東 東京都 新宿区 ワイズ株式会社 7010401129777 世界に誇れる健全な美容を実現する新スキンケアブランドの開発・販売事業 株式会社令和コンサルティング

関東 東京都 葛飾区 田中紙業株式会社 1011801002884 Ｄ２Ｃ市場における小ロット・高性能・色彩豊かな段ボール供給の実現 株式会社知好楽ネットワーク

関東 東京都 台東区 Ｎ．Ｓコーポレーション株式会社 9011501015485 ハイクラス顧客向けの予約制エステ・脱毛サロン事業の展開 東京東信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社エボルト 7011001127361 臨場感と没入感を追求した日本初の本格的メタバース展示会開設 ひまわり経営サポート株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社マツオ十字堂薬局 7011001050613 妊娠力アップ！体づくりのトータルサポート「私の妊活」 濱高　大

関東 東京都 新宿区 インタープラネット合同会社 6011003007059 広告事業にて培った撮影ノウハウを活かし通販事業に業種転換する計画 東京シティ信用金庫

関東 東京都 江東区 株式会社テンジンジャパン 4010601052600 地球環境にもやさしい、女性限定のオガクズ酵素風呂専門店「発酵温浴ｎｉｆｕ」の新規出店 野竿　健悟

関東 東京都 千代田区 株式会社アール免震 5010001092989 鉄骨ＡＬＣ建築向けの制震補強工法を開発し、メーカーとなる。 巣鴨信用金庫

関東 東京都 千代田区 一般財団法人日本ハラスメントカウンセラー協会 8010005029167 相談員プラットフォームの構築などＤＸの推進によりハラスメント防止対策を総合的に支援できる体制を構築 税理士法人カデンツ

関東 東京都 千代田区 インスパイア・フィナンシャルアドバイザーズ株式会社 2010001099608 御代田町オフグリッドタウン計画 梨本・長島税理士法人

関東 東京都 小金井市 有限会社小桜 2012402004930 地元企業から付加価値ある組織へ　～印刷業界から半導体市場への挑戦～ 多摩信用金庫 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｋｏｎ 4011001128081 国内初「撮影現場」特化型　ケータリングサービス立上げ 北見赳夫

関東 東京都 杉並区 株式会社ノナラパール 3011001126441 飲食業ネットワークを生かした植物性ミルク専門事業への転換 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 サステナブル・ラボ株式会社 7010401143076 中小企業でも使えるＳＤＧｓ／ＥＳＧ活動の自己分析・可視化ツールの開発 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 東京都 目黒区 岡田不動産株式会社 9013201001220 自由が丘商店街を活性化！“パスポートいらずで韓国トレンドを楽しめる”『新しいスイーツ・エンタメ』の施設運用 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 豊島区 中日産業株式会社 8013301007440 長年遊技場事業で培った接客業ノウハウを生かす飲食事業進出 株式会社Ｖコンサル

関東 東京都 品川区 株式会社つき朋 8010701024347 「地域の食堂」から「全国の食卓を豊かに彩る惣菜の通販事業」への展開 目黒信用金庫

関東 東京都 足立区 ＤＯＵＢＬＥ株式会社 1011801026504 電欠したＥＶの現場に駆けつけ急速充電するサービスの新規開始 青木　宏二郎

関東 東京都 新宿区 冨士電球工業株式会社 5011101019213 舞台照明や輸出が激減、深海資源開発用の電球により事業再構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 港区 株式会社ＢＯＮＤＩ 7010501041576 夜の居酒屋業態から昼の豚料理専門定食屋業態への業態転換チャレンジ 高松　佑

関東 東京都 文京区 株式会社オージー 6010001177442 秩父地域活性化事業への本格展開による業績Ｖ字回復の実現 朝日信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社アンピールリゾートホスピタリティ 5020001103258 リアル店舗特化型インフルエンサーマッチングプラットフォーム構築 アプリコット株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社多摩健 5012701013679 非接触・非対面でもエステが受けられる！セルフ美容エステサロンとユーザーをつなぐマッチングサービス 伊藤　央

関東 東京都 港区 株式会社プルーブ 8010401084699 共働き子育て世帯向け夕食の製造および定期配送 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 ナチュラルフュージョン株式会社 8011101060288 生産者と消費者をつなぐ、カット野菜（青果物）製造、販売事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 新宿区 こだま印刷株式会社 5011101007044 本紙デジタル校正機を導入しオフセット印刷の収益体質を改善する 東京シティ信用金庫

関東 東京都 中野区 株式会社ＬＩＴＴＬＥ　ＴＯＫＹＯＳ 1011201015801 ”ランチ需要”に対する、淡路島カレーをメイン商品としたカフェ業態の新規事業計画書 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 東京都 国立市 ＣＲＯＹ合同会社 9012403001061 小売卸売事業者の業務効率化を促し働き方改革に貢献する業務基幹システムの提供 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＭＹＰＬＡＴＥ 2011001138553 体験をシェアするオウンドメディア型セレクトショップ 日野陽一

関東 東京都 中央区 株式会社昇寿堂 6010001047315 先端的な偽造防止印刷技術の導入によるセキュリティソリューション企業への変革 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社江角商事 9010001137617 和食店のスキルを活かして開発した日本風味ホットドッグの販売 特定非営利活動法人杉並中小企業診断士会

関東 東京都 世田谷区 株式会社山崎産業 8010901012283 スマートハウス体験ができるモデルルームを活用したＨＥＭＳ販売事業への進出 川和　真哉

関東 東京都 新宿区 株式会社ＢＯＰ 6011601019397 電気機械器具小売業からＬＩＮＥリファラルサービス提供への新分野展開 株式会社シェアードバリュー

関東 東京都 新宿区 株式会社啓程 5011101069828 年齢不問！中国人向け日本留学プラットフォーム「Ｇｏ　Ｔｏ　Ｊａｐａｎ」事業 片平　芳明

関東 東京都 多摩市 株式会社幸和 3013401007270 レンタルキャンピングカー事業の立ち上げによる利益の安定化 株式会社群馬銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社カペラシスティーナ 2011101057323 メタバース空間とポータルサイトで実現！全世界から東京ＬＧＢＴＱ＋カルチャーを気軽に体験できる「バーチャル新宿二丁目」 佐藤　勇樹

関東 東京都 世田谷区 一般財団法人谷桃子バレエ団 7011005005919 日本全国のバレエ団をつなぐオンラインプラットフォーム事業の開始 税理士法人ベストパートナー

関東 東京都 目黒区 株式会社ＭＯＲＥ　ＶＩＳＩＯＮ　ｔｏｋｙｏ 1010901022223 新しい居住スタイルを実現するトレーラーハウスメーカー事業 河合　　真悟

関東 東京都 世田谷区 Ａ４Ａ株式会社 3011001069302 野沢温泉村（長野県）でのプライベートサウナ及び宿泊業 株式会社八十二銀行

関東 東京都 練馬区 株式会社ムクヤホーム 7011601011386 コロナ禍の市場ニーズに応える地方移住支援に関わる宿泊業への新規参入と事業拡大 駒田　裕次郎

関東 東京都 渋谷区 一般社団法人地域人財基盤 4011005008619 地域向けオンライン伴走支援サービスによる事業再構築 アクタス税理士法人

関東 東京都 渋谷区 Ｃｏｍｃｏｄｅ株式会社 7010401097396 フェムテック・フェムケア事業 荘司　昌宏

関東 東京都 渋谷区 株式会社１００９ 8011001066055 越境ＥＣサイト構築による自社ブランド商品の海外市場開拓計画 天笠　勝

関東 東京都 千代田区 株式会社ミノダ 6010001030188 デザインアプリ・製造データ変換システムの開発とカスタムメイド商品の製造販売 朝日信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ネコン 1010401050385 空気環境測定業務用アプリケーション「空気見太郎」の企画・開発 坪井　亮

関東 東京都 台東区 ビリビリ 最新ＩＴ技術を駆使し、非接触を追求した新しい店舗とＥＣの融合 朝日信用金庫

関東 東京都 新宿区 シフト株式会社 2011101082882 旅行プランの自動作成・予約実行システムを開発・販売する 株式会社ハッピー・メンター

関東 東京都 品川区 株式会社サダマツ 7011001118831 宝飾品小売分野におけるＤＸ推進によるデジタルサービス特化型企業への転換 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 江戸川区 株式会社ニットー住宅 5011701006255 ＩｏＴシステムを活用した健康・環境に優しいコインランドリー 東京中央経営株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社山傳 1010001059216 新鮮な青果物を活用した冷凍果実フルーツの製造・フレッシュジュース販売施設の新設と一般消費者への小売販売への新分野展開 白井健吾

関東 東京都 八王子市 株式会社新日本メディカル 7010101006896 製造ロットで稼ぐ経営から脱却、高付加価値健康食品ＯＥＭ事業へ挑戦 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｓｔｉｒｒｉｎｇ 3011001072561 心と身体の健康をテーマとした会員制複合型インドアゴルフスクール事業 税理士法人石川小林

関東 東京都 渋谷区 ＭａｒｃｈｅＪａｐａｎ株式会社 6011001071932 ブランドワイン卸業で得たエンドユーザーを囲い込む会員事業 ビジネスクリエイション株式会社

関東 東京都 青梅市 株式会社クレアンスメアード 7013101003905 新規キャッシュレス決済事業の整備に必要なクラウドシステムの構築 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 千代田区 株式会社皇漢薬品研究所 6010001016410 瓶やプラ容器を使用した化粧箱仕様の製品からエコを考慮したチャック付袋仕様製品の一貫製造への事業再構築 株式会社シンカ

関東 東京都 足立区 ヤイコロニー 地域企業とクリエイターを繋ぐデザイナーズインレジデンス事業！ 惠美須丈史

関東 東京都 豊島区 京王ユナイテッド株式会社 9011803002248 新規ＢｔｏＢ資材販売案件 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 江東区 株式会社大黒 7011801026218 既存事業の強みを活用したコワーキングスペース・サイクリスト特化型宿泊施設に挑戦 株式会社東日本銀行

関東 東京都 港区 株式会社メディアバンク・ブレイン 6010401059389 当社の強みを活かして、コスメの充実したサウナを運営する 青野　雅恵

関東 東京都 港区 株式会社スポークスマン 4010401104898 動画配信プラットフォームを活用した稼ぐ力の支援事業による収益基盤安定化 高崎文秀

関東 東京都 足立区 株式会社セブンフーズ 8011801026737 美味しいお肉を全国に届ける精肉店 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 ＫＰＭ株式会社 6011101085196 不動産管理業から、空室を活かしたコールセンター運営への業種転換 税理士法人広中タックスサポート

関東 東京都 渋谷区 ＡｄｄＥｌｍ株式会社 8011101046238 繊維ゴミゼロ計画 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ＡＳ　ＦＲＯＮＴ　ＤＩＲＥＣＴＩＯＮ 6010101012474 ワーケーション需要を捉えたキャンプ場／ＢＢＱ施設への業種転換 井上大輔

関東 東京都 港区 株式会社ＷＩＺＡＲＤ 1010401134262 アニメ専門のアパレルブランドの新規立ち上げ事業 山田　章三

関東 東京都 千代田区 エム・ケイパートナーズ株式会社 5010001174770 ２０種類以上の惣菜から好きな物を組み合わせてお届けするゴーストキッチン＆弁当デリバリー事業 税理士法人ステップスパートナーズ

関東 東京都 江戸川区 株式会社Ｓｔｅｌｌａｒ　ｅｄｕｃａｔｉｏｎ　ｇａｒｄｅｎ 4011701017988 グループホーム×就労支援で夢の職業へ 朝日信用金庫

関東 東京都 三鷹市 スカイネットアカデミー株式会社 9012401013620 航空業界初のフラクショナルオーナーシップ制度による新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＥａｓｙＣｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ 2011001071655 ＡＩ　を活用した世界中の建築事務所と消費者を繋ぐプラットフォーム　ｉｎａｐ２（アイナップツー） 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 港区 株式会社エコクリーン 6130001023997 循環型社会と地球環境改善のための有機物磁気分解エネルギー事業 税理士法人小山・ミカタパートナーズ

関東 東京都 江東区 合同会社ＨＡＲＵ 6010603009233 洋菓子・パン製造のスキルと認知を活かしたピザ店のドミナント出店 東京東信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社エスラボ 7020001131240 ハイクラス男性向け　総合美容サロン展開事業 株式会社商工組合中央金庫
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関東 東京都 豊島区 株式会社ＸＧジャパン 9011101084732 不動産会社がオフィス用品に特化したＥＣショップを開発する事業 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 世田谷区 合同会社ＬＩＮＯ 2010903004838 ２４時間３６５日、様々なシチュエーションに応える制作会社向けハウススタジオ 世田谷信用金庫

関東 東京都 八王子市 有限会社ユー・エスエンジニアリング 4010102008168 グッズ商品のＥＣ通販市場拡大に伴う、製造～流通までのワンストップ化を図るスモール物流倉庫の立上げ 並木　知紀

関東 東京都 港区 ビーエフエステート株式会社 4010401121183 ＡＩを活用した居住用不動産物件のマッチングサービス事業の展開 株式会社りそな銀行

関東 東京都 港区 株式会社カゲミツコーポレーション 4011401015978 バッグ等のブランド品を中心としたリユース事業 森　滋昭

関東 東京都 多摩市 株式会社ＣＯＣＯＦＵＬ 5020001105254 医療機関だけに頼らない世の中を創るセルフメディケーション事業 ＮＸ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社クロスメディア・デジタル 9011001124555 納得を裏付ける医療説明ソリューション「ミルサポ」の開発・運営 山本　三四郎

関東 東京都 台東区 株式会社日本国際ＩＴ人材協力機構 5013301041120 外国人ＩＴ人材に特化した国内ＩＴ企業とのマッチング支援サービス 塙　健一郎

関東 東京都 府中市 株式会社ニーズコーポレーション 5012401010555 万能調味料・野菜訴求食品を郷土農産物を使用し製造販売する事業 むさし府中商工会議所

関東 東京都 江東区 株式会社ＯＮ 8010601053719 既存事業を活かした新業態プラン　オリジナル刺繍による新サービスの展開 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ｏｎ　ｔｈｅ　ｔｒｉｐ 8010401128241 地域の魅力と瞑想サウナを軸とした心と体が整う旅体験の提供 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 新宿区 株式会社ＧＲＡＩＬ 1011101045691 食品ロスとなっていた鶏・魚の端材を活用した、健康志向のラーメン店を開店する ＭＳＣ税理士法人

関東 東京都 小平市 株式会社エフオーピーシー 4012701015008 「ゴルフに行きたい人」と「集客に悩むゴルフ場」のマッチングサービス 小森　孝一

関東 東京都 港区 株式会社ＴＹＬ 5010401133087 診療業務効率・受診体験の質向上！動物病院の診療業務補助システム（アプリ）の開発 野口　和義

関東 東京都 台東区 株式会社テクリアス 3011101076941 爆増する倉庫需要への挑戦！小型の自動運搬装置のシステム開発 茅　毅

関東 東京都 新宿区 株式会社イング 3011101052372 Ｗｉｔｈコロナの健康増進をサポートするＶＲを導入したゴルフ＆エクササイズ　スタジオ事業 有賀　靖典

関東 東京都 中央区 ＶＡＰＯＬＬＯ　ＪＡＰＡＮ株式会社 6010001210343 グッズ購入目的、投機目的２重のニーズで取引活性化！ＶｔｕｂｅｒをコンセプトにしたＮＦＴアート販売事業 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

関東 東京都 豊島区 株式会社さくら 3013301043762 訪問介護業者のプラットフォーム構築によるｅスポーツ市場への転換 北村　亮太

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｆａｖａｒｙ 7012701013322 ＥｄＴｅｃｈ　潮流における学習コンテンツ提供基幹システム開発の新サービス展開						 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 中央区 株式会社３３３ＧＩＮＺＡ 1013301033170 密の温床となっていたスタンディングバーから、人脈と調理技術を活かした割烹料理店への事業再構築 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 東京都 中央区 有限会社タイコウ 5010002022045 極上かつお節加工食品の自社ＥＣサイト直販事業 税理士法人峯岸パートナーズ

関東 東京都 世田谷区 ナノオプテック有限会社 3010902019183 砂糖不使用ヘルシースイーツ製造、ｓａｎｔｅｂｏｎ事業 兒玉　洋貴

関東 東京都 目黒区 バッカ株式会社 1011601019690 ビールの内製化による仕入れ効率化と既存ビジネスとの相乗効果 税理士法人ナナイロ

関東 東京都 町田市 恒栄実業株式会社 3012301011192 国産素材で作る、中華饅頭をＥＣで全国展開！本格中華料理店が通販事業に乗り出す事業再構築 Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ合同会社

関東 東京都 新宿区 ＧＢＹ株式会社 7011101061915 日本語学習者向けオンラインレッスンによる事業再構築計画 第一勧業信用組合

関東 東京都 荒川区 株式会社ヘルスガイド 6011501008640 持続可能な無機化有機肥料生産 ペンデル税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社ＢＸ 6010401074512 ソリューションベンダー事業への転換による顧客多角化と自社製品販売 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社会議室コンシェルジュ 2010001155781 転換点は２０２５年！　動画を活用した保育園改革コンサルティング 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ベースポイント 5011101067864 学習スペースマッチングプラットフォームサービスへの進出 株式会社シェアードバリュー

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＴＯＤＯＲＯＫＩ 2013301042220 オークション型販売のＡＳＰカートシステムサービスの展開 株式会社静岡銀行

関東 東京都 新宿区 有限会社金沢浴場 2011102003185 業界初公衆浴場がクラフトビール醸造　日本文化を世界に発信！ 朝日信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社パイロスミス 1010902024730 プログラミング教育現場への「プロ仕様」打上花火ソフト販売事業 大川内　久雄

関東 東京都 葛飾区 株式会社バスくるグループ 8010001143459 貨客混載規制緩和に対応した当日配送のための鮮魚流通サービス 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ＳＥＮ 6011001120243 高精度ストレス測定器を用いた法人向けメンタルヘルスケア事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社アースアート 7010401121362 釣り　ｘ　宿泊　ｘ　食事をテーマとした最先端無人宿泊施設の立ち上げ 山田　章三

関東 東京都 中央区 鐵道機器株式会社 8010001050861 海外販路開拓のためのＥＮ規格中継レール分岐器製造体制の構築 株式会社北陸銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ＶＲデザイン研究所 3011001048272 メタバース活用のＶＲ研修プラットフォームの構築とサービス展開 森内　康裕

関東 東京都 江戸川区 株式会社トータルコンサルティングオフィス 7011701012895 美しく魅せる、変わる、女性専用スタジオ、ミラクルチェンジ劇場 水落　広基

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｃｏｕｐｅ 6011001103314 Ｌｉｖｅ配信型１ｏｎ１トークアプリ【ｏｌｉｖｅ】の開発 鬼塚　明日海

関東 東京都 中央区 株式会社ＴＲＡＣＥ　ＨＯＴＥＬＳ＆ＴＲＡＶＥＬ． 9010001182191 海外のお菓子を定額で毎月お届けするサブスクリプションサービスへの挑戦 山田　健一

関東 東京都 新宿区 カソク株式会社 5011101073763 ＩｏＴを活用した新しい時代に合ったレンタルスペースの運営事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 港区 株式会社日本医工研究所 8010001166410 オンラインとＤＸの融合によるビジネスマッチングの精度向上 税理士法人サンハーツ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ジム 3011001010637 『原宿から世界へ。創業５６年のニットメーカー次期３代目社長が起死回生をかけて取り組む日本初のラグジュアリーニットブランド 喜田　佳映里

関東 東京都 港区 株式会社レッドクイーン 6010401115968 学習支援システムＡＩコーチング「合格パスポート」開発および運営計画 ＧＡＬＡＰ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社光文堂インターナショナル 5011001049698 家族親戚と過ごせる新しい「都市型アクティビティホテル」事業 山田　健一

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ＲＩＳＥ 1011601016151 最上のハンバーガーで最高の「時」を！クラウドシステムと美容業で培った接客ノウハウを活かす飲食業への新分野展開 税理士法人西川会計

関東 東京都 東村山市 銀河鉄道株式会社 1012701004500 カフェ併設旅行センターと車両整備工場の新設事業 市川　正一

関東 東京都 渋谷区 株式会社アバハウスインターナショナル 1013201000361 オンラインとオフラインを融合させて 税理士法人浅田会計事務所

関東 東京都 渋谷区 ｉ－Ｓｅｅ株式会社 6021001047659 「店舗スタッフによる新オンラインＥＣ接客サービス」を通じた事業再構築 マジェステ株式会社

関東 東京都 文京区 株式会社ＭＡＩＡＳＯＦＴ 7010001167731 地域と連携しＩＴ技術を活用したグランピング事業への進出 Ｍ＆Ｆコンサルティング株式会社

関東 東京都 文京区 バーズ・ビュー株式会社 3010001149650 バーズ・ビューが非接触タグでのＤＸで救急医療現場を楽にします 白川　淳一

関東 東京都 練馬区 株式会社ＳＦＩｎｆｏＣａｐ 2011601021885 食×イベント×宿泊　体験型ライフスタイルを提案する企業への転換 ＪＢＡ税理士法人

関東 東京都 練馬区 活力館 「マッサージ×食事＝内外両面の健康」をコンセプトに既存事業の整体業と新事業の飲食業の相乗効果でコロナ渦を乗り越える 薄井　保男

関東 東京都 東久留米市 株式会社縁 4012701014372 複合施設「蛍」事業計画書 多摩信用金庫

関東 東京都 府中市 株式会社緑陽社 2012401014798 最新印刷機の導入と写真館との共通プラットフォーム開発による各地域の経済発展 柿﨑　誠治

関東 東京都 新宿区 博一株式会社 6010501038152 越境ＥＣの課題をまとめて解決、健康ビジネスをサポートする為のＤＸ推進事業 佐藤　泰久

関東 東京都 港区 ディー＆グロースキャピタル株式会社 8010401130065 スイーツメロンパン販売による北谷町の新たな観光拠点の開発 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

関東 東京都 港区 ＬｉＬｉ株式会社 3120001182566 マインドセットから専門スキルまで学べる若年層の女性向け教育の新提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 深沢バル 『世界遺産×温泉×クラフトビール』で温泉街にともる灯り 島根県商工会連合会

関東 東京都 港区 ブライエッジ株式会社 1010001151121 ＩＴ企業特化型人事評価システムの提供 株式会社りそな銀行

関東 東京都 港区 株式会社Ｊ－フィンテック 9011001067358 小規模事業者向け電子帳簿保存及びインボイス簡単システム 有限会社銀河企画

関東 東京都 新宿区 株式会社かがやくコスメ 3010401139268 非接触オンライン診療による処方箋提供サービス事業への参入 株式会社静岡銀行

関東 東京都 港区 株式会社Ｃ－ＡＸＩＳ 5240001021090 インフルエンサーが創り出す循環型のマーケットプレイス事業『Ｐｒｅｌｏｖｅ（プリラブ）』 株式会社広島銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＬＬＬ 2010001185465 サプリメントやクレンジング等女性向け商品のＤ２Ｃ事業 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ハテナバコ 9011101048407 徳島・麻植山川の築１００年の商家再生による交流の場づくり～道ノ駅的！藍染め体験宿～ 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 新宿区 岩本モータース有限会社 1011102025544 クラシックカー預かり保管とオールドジープレンタル事業＆アウトドアサービス 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 杉並区 合同会社みんなの学校 1011303001740 運動療育で子供の自立を支援する放課後等デイサービス事業への展開 大西　貴

関東 東京都 目黒区 株式会社ル・ルソール 1011001118168 最新の冷凍技術を活用した高級冷凍パンＥＣ販売事業への進出計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＡｍａｔｅｒＺ 1010401128512 ＩｏＴサービスの提供方法変更による業態転換 川井　良訓

関東 東京都 新宿区 有限会社アルファ 2011102029726 ＶＲ技術を駆使した１人用完全個室型のフィンランド式サウナ運営事業 佐々木　洋平

関東 東京都 港区 株式会社すし匠齋藤 9010401077834 「すし匠齋藤」の新たな挑戦！　健康志向の「野菜寿司」と熟成魚を提供する新店出店 久保田　昌宏

関東 東京都 八王子市 有限会社ピースメイキング 8010102010715 地域食材や有機農産物を使用した加工品製造を目指す就労継続支援事業の展開 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社レクティオエステート 7010401132252 ２４時間無人運営　予約貸切型　個室フィットネスジム×ＩＣＴ活用×タイムシェア（時間貸） 株式会社北國銀行

関東 東京都 新宿区 Ｉｎｎｏｖｅｘｃｉｔｅ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ　Ｓｅｒｖｉｃｅ株式会社 4011501022156 ＡＩチャットボットを活用した先進的なオンライン機体販売サイトの構築 西武信用金庫

関東 東京都 三鷹市 合同会社ＯｎｅＳｅｌＦ 8010103001374 食から健康へ。食の専門家　管理栄養士による調理指導付きカフェ展開 多摩信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社医道メディカル 1010701030863 コロナ禍で縮小した検査事業の経営資源を活かし、東京大学との共同研究をもとにした細胞培養加工事業への事業再構築 株式会社千葉銀行

関東 東京都 台東区 株式会社ＳＩＭＵＬＡ　Ｌａｂｓ 6021001060109 ＡＩを用いたＩＴ人材潜在層の採用～社内教育までを一気通貫して効率化するアプリケーションの開発・運営事業 税理士法人ＪＴＡ　Ｇｒｏｕｐ

関東 神奈川県 川崎市宮前区 フロンティアコンサルティング株式会社 4020001102483 イタリア各州の郷土料理を取り入れたダイニング（イタリアン中心）への業種転換 物種　健吾

関東 神奈川県 平塚市 株式会社エンジョイフーズ 9021001038309 業界初、健康増進に寄与するラーメン専門店による新分野展開 須永　達也

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社杉建 5021001053600 地域の新鮮野菜が食べられる地産地消のダイニングバー展開 須永　達也

関東 神奈川県 大和市 有限会社ギャラリー田辺 1021002047200 スマートフォンの設定から修理までを担う一気通貫サポート事業の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社フィッシャーマン 8021001059990 旬鮮食彩を様々な場所で！魚のプロが手掛ける移動販売・テイクアウト事業 相模原商工会議所

関東 神奈川県 横浜市西区 Ａｖｉｎｔｏｎジャパン株式会社 5010601039407 ＡＩ画像解析の強みを生かした法人向けＤＸ人材育成パッケージサービス 須永　達也

関東 神奈川県 横浜市都筑区 ＳｃａｌｅＰａｒｔｎｅｒｓ合同会社 6020003012555 集合住宅の住民コミュニティ・管理組合のＤＸ促進Ｗｅｂアプリ「コムーネ」の開発・提供 峯尾　喜一
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関東 神奈川県 横浜市青葉区 陶芸教室つぼみ 陶芸家の強みを活かした金継ぎ教室の開講と陶磁器の修復事業 大谷　周平

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ケーティーエス 1020001118111 飲食店関係者が水回りを体験できるショールームカフェによる事業再構築 カタチクリエイト株式会社

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ＲＡＳＨクルージング 2021001031575 腸活セラピーサブスクサービスで健康機器によるメンタルケア対策 岩井　久典

関東 神奈川県 厚木市 ジャパニーズ　ダイニング　かん助 ＪＡと人気ラーメン店とのコラボによる「ラーメンキッチンカー事業」の展開 厚木商工会議所

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 富士箱根測量株式会社 6021001032090 ３Ｄ測量機＆ドローンによる予防保全案件の受注 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 横浜市中区 ネクシアス株式会社 9011001109655 アンチエイジングに繋がる富裕層女性向けのストレッチ事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社アルト・カンポ 1020001025274 デザイナーがつくる横浜三渓園複合型【ギャラリーお教室和カフェ】計画 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＨＵＫＯ　ＪＡＰＡＮ 6020001084943 対面営業代行から韓国化粧品メーカーの正規ＥＣに業種転換で再起！ 横浜商工会議所

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社チャイルド・フューチャー・アシスト 4020001082932 保育の強みを生かして都会の園児・児童に自然学習体験の施設開所 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 横浜市都筑区 合資会社グリーンハウス 6020003004230 神奈川県川崎市で初・２４時間無人営業のレンタル写真・動画撮影スタジオ施設の新分野展開 嶋田　景太

関東 神奈川県 川崎市麻生区 合同会社セレンディピティ 3020003010322 音楽業界の経験を活かしたビジネスパーソン向けボイストレーニングへの進出 川崎信用金庫

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社ピースフル 6021001015847 救急救命士の強みを活かし、プロとの提携で「放課後等デイサービス」に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社Ｋａｎｏｏｙ 7020001136553 顧客のライフスタイルに合わせたクリーニングサービス事業の展開で売上向上を目指す 横浜商工会議所

関東 神奈川県 相模原市中央区 合同会社ジャスティ 9021003007583 コロナ禍で需要高まるレンタル倉庫事業参入 深谷　康祐

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社弥平 6021001045340 本場の味と雰囲気を気兼ねなく！本格沖縄料理店「じゅにまーる」の展開 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 神奈川県 横浜市中区 有限会社ハンドレッドマイル 8020002067425 女性のネットワークを活かした温活サロンへの挑戦 税理士法人さくら総合会計

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 ＴＡＫＵＭＡ　ＹＡＭＡＺＡＫＩ　ＤＥＳＩＧＮ合同会社 3020003016088 デザイナーが自社製造する新素材デザイン家具のＥＣ販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 秦野市 Ｏｈａｎａの台所 ポストコロナにおける健康志向・自然食店舗の開始による再構築 柳　孝之

関東 神奈川県 横浜市港北区 フューチャーズ・インベストメント株式会社 7010001094851 ゴルフリゾートホテルとの共同によるスノーモービル等の体験型リゾート事業への進出 経営創研株式会社

関東 神奈川県 伊勢原市 株式会社ムサシノ精機 9021001021306 量産切削加工システム構築による電動制御機器業界への参入 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 小田原市 株式会社国際農業開発 1010401122738 途上国支援で培った知識・経験を活かし、ヤギ等家畜をはじめ田圃、畑地、果樹園の活用の講義付き体験農園の構築 吉川　順子

関東 神奈川県 川崎市高津区 美容室トリッシュ コロナ環境に即しデジタル活用したレンタル着物事業への業種転換 井上大輔

関東 神奈川県 平塚市 株式会社パワトロニクス 2021001034982 「伝わる」を目的とした、広告宣伝業への新規参入計画 中栄信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 有限会社アクアシスト 8021002025249 子育て世代を中心とした中古住宅リフォーム＋不動産仲介売買のワンストップ事業 相模原商工会議所

関東 神奈川県 厚木市 オヘソファクトリー株式会社 4021001052108 建築事業からデジタル技術を駆使した工事用部品の移動販売サービスに挑戦 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 川崎市多摩区 齋藤工務店 長年地域密着した建設業の経験を活かした不動産事業への業種転換 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 ふたばの会 コロナ渦に対応する国民の豊かな食生活を梅とお茶で実現する 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 小田原市 株式会社エゾン 7021001032370 神経系ストレッチから始まる小田原住民健康増進事業 株式会社くろしお保育園

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社クロノス 5020001103373 最新技術を用いた枕による睡眠不足改善計画 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市旭区 ミタス一級建築士事務所 地方戸建て空き家活性のための投資、ワンストップ応援事業 井上大輔

関東 神奈川県 藤沢市 プルナ　 ウェルネスとサステナブルの融合をキーワードにした食の分野への業種転換 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 横須賀市 有限会社みやび商事 8021002069295 子供の自立的成長に拘る放課後等デイサービス事業 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 鎌倉市 Ａ＆Ｉ　ＬＡＩＮＥ合同会社 1021003005289 本格的なフランス料理を楽しむための複合サービス事業への転換 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 神奈川県 横浜市磯子区 東陽設計工業株式会社 3020001003154 ＤＸ技術を活用し持続的時代に即した新３現主義支援サービス展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社エスライフデザイン 5010901035519 急速冷凍機を活用した横浜炸鶏排の業務用冷凍製品の新規販路開拓事業 湘南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社パッチワークス 3010401114849 富裕層向けオートクチュールアパレル商品の自社製造販売への転換 税理士法人総合経営サービス

関東 神奈川県 小田原市 株式会社楽市会 8010401099846 小田原湘南より～「愛犬と共に食する喜び」～食品製造業への展開 森藤　啓治郎

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社スマートパワーシステム 6021001045571 バリ取り工程の自動化と高精度加工機により製品加工受託事業への参入を図る 立野　靖人

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ベクトロジー 1020001114622 世界基準のＦＰＧＡ技術を活用し「ゼロ遅延の社会インフラを創造する」 株式会社エイチ・エーエル

関東 神奈川県 平塚市 アスエル整体院 潜在的フィットネス需要に対応するプライベートジムの開設 平塚商工会議所

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ジャパンペットケア 8020001092250 ヒューマングレードのプレミアムペットフードの製造販売でＶ字回復を果たします 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ライフタイム 7020001111548 「インパルス・レスポンス」オーディオファイルの制作販売 横浜信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 株式会社牛肉の高橋 3021001019636 生食用牛肉加工専用キッチン導入による食肉卸事業のＶ字回復 安達　延行

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ささき 1021001040404 眼鏡・補聴器（モノ）を売る店から　『見えごこち』・『聴こえごこち』（快適な生活）を売る店に かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 伊東大和 国内及び海外作家のマネジメント事務所経営とスタジオ運営 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社Ａｓｔｉａ 6021001049878 動物性から植物性へ～発酵レストランで新たな市場を開拓～ 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 光商事有限会社 1020002068719 「固定概念を覆す新たな料理」と「ＤＸの活用」で感動と特別な時間を提供する新分野展開！ 青松　伸幸

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ＭＭ７ 5020001062256 出張バーベキュー事業から弁当販売店への事業転換 城南信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社喜明堂 8021001023393 ３０代女性向け本場材料を利用したＯＥＭ健康食品の新開発・ＥＣ販売事業 税理士法人あおば

関東 神奈川県 横浜市西区 有限会社マルニシビニール商会 4020002017557 自動同調システム搭載高周波ウェルダー機械の導入による新規商品の製造と生産性の向上 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ケーズ 7020001119946 住宅補修での強みを活かすハウスコーティングへの業種転換 齊藤　肇

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社ベイサイド・ダイニング 1021001047399 ご自宅で楽しめるこだわりカレーパン専門店事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 神奈川県 横浜市都筑区 伸光写眞サービス株式会社 8020001008735 技術力を活かしてプリント基板ＮＣ穴あけに特化した加工事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 平塚市 株式会社湘南メジャーカンパニー 9021001039281 事務所空室を有効活用！次世代を担う地域キッズのプログラミング支援ビジネス 税理士法人あおば

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社根岸の旗や 5020001028257 当社遊休スペースを活用したダンスプログラム特化型フィットネススタジオの運営 加藤　一治

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社アンダンテ 9020001113195 航空機操縦訓練用シミュレーターを使ったフライトスクール開設 城南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市高津区 ｃｒａｆｔ　ｗｏｒｋｓそら 地域一番の親切・丁寧なタイヤ専門メンテナンス事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社村山自動車商会 7020001058203 キャンピングカー販売から組立・製造への垂直展開による事業拡大 株式会社イクルスマネジメント

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 湘南ブライダル協会 花と愛犬をテーマにしたフローラルドッグカフェによる事業再構築 太田　満

関東 神奈川県 横浜市緑区 有限会社ワイツー 6020002051587 ＥＣサイトショップ事業へ事業転換のための広報・広告事業計画 藤永　滋

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社ＡＲＴＢＡＮＤ 9021001055270 モバイルコーヒーショップ開設事業＠鎌倉沿岸部 株式会社Ｒコンサル

関東 神奈川県 横浜市港南区 シキデンキ株式会社 7020001119285 コロナで注目！免疫力を上げるスタミナカレーで地域を活性化 野江　泰介

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ＬＥＸＥＬ 7021001016646 パチンコユーザー向け地域情報配信＋インバウンドユーザー向け多言語案内のＤＸハイブリッド事業 中村　健一郎

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社ジャムザライフ 8013201018083 ミューラルアートを起点とした特集塗料販売・ギャラリー事業 アアル株式会社

関東 神奈川県 大和市 株式会社ホクエツ 8021001025902 半導体製造装置向け除害装置の検査体制と生産体制の構築 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ＬＩＮＫ－ＵＳ 3020001107277 新型レーザー顕微鏡導入による研究開発体制の構築とグローバル化 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社ジェイエスケイ 3010001096414 ｅラーニング「オンライン研修」「教育映像」作成とレンタル、ＥＣサイトの構築 三戸　裕子

関東 神奈川県 横須賀市 稲毛和昭 激戦区だってなんのその！京都ラーメン森井白楽店開店計画 湘南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社アリーナ館 9180001090188 全国の占い師に繋がる、店舗型オンライン占い館への業態転換 佐藤淳

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 株式会社トラベルウィズドッグ 1010503005287 宿泊施設の駐車場と車中泊利用者を繋げるマッチングサイト「お宿ｄｅ車中泊」運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社Ｍ・Ｋコレクション 9021001008170 セルフエステサロンの運営 加藤　丈博

関東 神奈川県 座間市 株式会社エヌ・ケイ綜合クリエイト 6021001026209 座間市のふるさと納税返礼品を目指した「地産地消」の冷凍食品の製造販売 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社ＮＯＲＭＡ 6021002006465 ピンチをチャンスに！生ハム・魚醤の一般消費者直販事業を開拓 公益財団法人湘南産業振興財団

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 こばせき 墓石工事から石の風合いを活かした外構エクステリア市場への展開 ビジネスクリエイション株式会社

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社トライム 7020001110541 東扇島デリバリー計画 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市緑区 株式会社ディークラウド 8012401022622 我が国で８軒目の天然氷製造工場の設立と、天然氷の販売事業に参入 東京都商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社グリーンインコーポレーテッド 6020001086403 アメリカ肉料理専門店が行う焼肉店出店に係る事業再構築 灘部　隆志

関東 神奈川県 相模原市緑区 リシェル エステ事業の立ち上げと業務ＩＴ化による業務効率化事業 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社教育ネット 7020001106267 学校教育向けＧＩＧＡスクール構想時代の情報セキュリティ学習システム 荒井清志

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社フューチャーアマデウス 6021001005798 メッセージビデオの映像制作事業　～家族のシネマ、あなたのシネマ～ 税理士法人吉澤会計事務所

関東 神奈川県 横須賀市 池内精工株式会社 8021001039935 新型エンジン部品の製造炉導入に伴う事業再構築計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 日本電子工業株式会社 7021001014897 金属３Ｄプリンタ技術導入による純銅部品製造事業への進出 公益財団法人相模原市産業振興財団

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社大矢製作所 6020001069028 一業界依存体制から脱却しグリーン成長産業へ資源を集中させる再構築 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 秦野市 株式会社陣屋コネクト 9021001047920 宿泊施設におけるＩｏＴを活用した顧客満足度の向上と省エネルギーな運営の実現 株式会社静岡銀行
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関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社音響商会 9011501014140 エレキギター製造の内製化と海外向け高級モデル販売による事業拡大 前田　由美子

関東 神奈川県 厚木市 株式会社ＭＭＳ 9021001051807 隠れた強みを発掘し精密部品洗浄から児童福祉事業への進出 中栄信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 ヨンマルゴファクトリー ミルクティーで挑戦する若者雇用、地域活性化、ブランド構築！ 一般社団法人Ｌ・Ｔ・Ｒコンサルティングパートナーズ

関東 神奈川県 相模原市南区 ＯＦＴ株式会社 1021001058628 『ハンバーガーチェーンから　仙台ホルモン焼肉屋への新分野展開』　～思い切った挑戦で地域密着経営を目指す～ Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 神奈川県 足柄上郡松田町 有限会社テクノプラン 2021002055227 地場産品を活用したオリジナルスイーツの製造及び販売による事業再構築 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市青葉区 らいふでざいん株式会社 5020001133486 ｅ－ｓｐｏｒｔｓのフリースクールおよび放課後スクールの開設 須永　達也

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社しむら 7020001067897 医薬部外品新規参入を目指す事業転換！ 川崎信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 株式会社明清 4021001020551 輸送事業から成長産業を支える精密部品洗浄事業への進出 中栄信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 有限会社オンリーワン 7021002028582 ニッチを狙う自動車修理工場 株式会社Ｒコンサル

関東 神奈川県 海老名市 株式会社前田工務店 1021001024456 建築・リフォームの設計図を３Ｄ化した新たな提案とオンライン事業 佐久間　達也

関東 神奈川県 小田原市 株式会社湘南測量設計 3021001057495 レーザースキャナー、ドローン等導入による測量業務インテリジェント化 松永　敏明

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社ディークルー 9021001049999 神奈川のトップサロンが挑戦する遠隔注文＋宅配対応型調剤薬局 大竹　貴司

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 株式会社ワイテック総合サービス 9021001071573 ＩＯＴ温泉管理システムの開発及び高付加価値「炭酸泉・水素泉」発生装置ユニットの開発 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社アクティブ・ブレインズ 2013201007991 Ｂｌｕｅｔｏｏｔｈ最新規格に対応したオーディオデバイスの開発による新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 神奈川県 川崎市麻生区 株式会社和光 8020001065727 感染症対策に特化した非対面サービスへの事業転換 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 牧野フライス精機株式会社 7021001020862 工具研削盤のＣＡＤ／ＣＡＭ加工支援システム開発による新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 神奈川県 伊勢原市 株式会社ビルドアート 5021001008661 塗装とリフォームの経験と顧客基盤を活かして住宅建売り事業へ進出 平塚信用金庫

関東 神奈川県 逗子市 ビカクワークス 鎌倉でシェアキッチン事業　地元である鎌倉・逗子・葉山へ、まち・ひと・しごとの地方創生に貢献します。 魚谷　康行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 藤田鍍金工業株式会社 2020001018665 国内初、導電性とばね性を両立向上させるめっき技術の開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ケーエス工業 7021001035811 高品質・高精度な切断加工技術の獲得による半導体製造装置分野への挑戦 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 横浜市西区 モデルハウス株式会社 2020001104465 元老舗旅館総支配人が仕掛ける「おもてなし」グランピング事業 桜内　文城

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社ジーエム 4021003004973 宿泊施設の一部を業務用キッチンに改装した貸しキッチン事業 根本　良太

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社シャフト 9021001066152 デジタルツインシステムを利用した３Ｄデジタルモデル提供サービス事業 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 神奈川県 平塚市 トルネラパージュ合同会社 8021003010596 フレンチレストランからテイクアウト惣菜で食品製造業へ業種転換 堀江　克

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ノマディックエナジー 9012401023710 多用途に展開可能な小型コンテナハウス販売事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 わしょクック株式会社 7021001058283 和食料理教室の海外展開と越境電子商取引連動型オンラインレッスンの提供 補助金活用支援会合同会社

関東 神奈川県 横浜市都筑区 ファミリア合同会社 4020003017036 ＩＴ人材が学び・働き・住む学職住一体の施設　「ファミリア　ＩＴエデュケーションセンター」の開設。 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社礒企画 4020001045633 独自世界での非日常体験を提供する新たなフォトスタジオの創設 株式会社ＰＱＭ総合研究所

関東 神奈川県 相模原市南区 有限会社ボナペティ 5021002027891 パンの美味しさそのままの低糖質パンの開発から販売で地域住民の健康生活を応援します！ 佐藤　勝己

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社シモダ 4020001008796 最新レーザ設備導入による燃料電池部品の開発で、事業再構築を実現 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社ショウワ 4020001007492 業界初のシーシャとデジタルアートを融合させたシーシャＢａｒの新規展開 德田　進

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社勝栄 2020001115438 日本初！自宅で簡単に健康管理！尿検査を行えるスマートビデの製造・販売計画 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ＡＭＫテクノワァクス株式会社 1021001035742 次世代システム吊り足場を利用した高度な安全性を必要とする補助事業市場への進出 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＬＡＮＤ・ＨＯＭＥ 4020001130022 日本未上陸の”粉焼肉”料理店進出で事業再構築に挑戦 井上　拳

関東 神奈川県 秦野市 スリーエス工業株式会社 3021001022598 センタレス研削盤導入による高精度チタン製エンジンバルブの新規製造 中栄信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社三英空調工業 3020001005051 ファイバーレーザー切断機導入による高付加価値製品の製造と販路開拓 大串　智之

関東 神奈川県 川崎市幸区 海月興業株式会社 2020002054957 地元川崎と共生する多目的カフェを創造し、事業との相乗効果も図る Ｎｏ．１税理士法人

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社ケイ・エス・エス 4020001017558 警備会社提供の日本１安心安全なマシン特化型フィットネスジム事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市緑区 株式会社ジェス 2020001002124 遊休スペースを活用した快適コワーキングスペース運営事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社エコーパーツ 6020001019560 最新設備による高品質切断加工の実現で、半導体製造装置分野へ挑戦 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 横浜市港北区 エムテックスマート株式会社 6020001061348 特許工法ＭＴＳ－Ｄｒｙｐｒｏｃｅｓｓの装置開発の新分野展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社Ｓｋｒｕｍ 3020001122912 ＡＩを活用したシステム開発・Ｗｅｂ制作　受発注マッチング事業 トリプルナイン株式会社

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社Ｌａｔｔｅｒｉａ　ＢｅＢｅ 8021001060833 普段使いができる高品質なイタリアン持ち帰り惣菜店への挑戦 渡邉勝次

関東 神奈川県 秦野市 スッキリジャパン株式会社 4021002038320 地域の健康と福祉を支える“リラク＆フィットネス”スペース事業の展開 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 神奈川県 川崎市幸区 株式会社ミユキ商事 5020001071579 ネオ大衆酒場の新規出店による事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 神奈川県 横浜市栄区 株式会社ピープル 9020001000352 ニーズの高まる自動販売機のカスタマイズ商品・内製化と拡販 税理士法人ＴＯＳ佐々木会計

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社リーガルエステート 9020003007874 多店舗展開を前提とした士業向け再構築事業の事例創出 宮田　浩充

関東 神奈川県 横浜市港北区 ＨＡＮＡＥＭＩ株式会社 5010001117746 香水ファブレス企業から医薬部外品製造業への業種転換の挑戦 菅野　浩司

関東 神奈川県 平塚市 株式会社Ｏｎｄａ　Ｇｒａｎｄｅ 3021001068286 イタリア料理店が有機ワイン販売へ業態転換で事業再構築 平塚信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 株式会社アーバン 1021001019274 「また行きたくなる商業型ＢＢＱ／イベント事業」 島本　広幸

関東 神奈川県 横浜市栄区 株式会社ユウサービス 9020001045926 地球環境に貢献！廃フロン類のサーキュラーエコノミー実現事業 税理士法人アタックス

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 株式会社ｅｃｒｕ 1021001071300 工芸体験教室のノウハウを活かした独自製品小売業の新展開 熱海商工会議所

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 株式会社喜仙荘 5021001032125 音楽から箱根の自然観察まで、オペラ歌手がもてなす異色の温泉ワーケーション さがみ信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 有限会社プロジェクトビー 4021002023933 二輪車セキュリティセンサーの開発・販売による新事業展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 神奈川県 横浜市栄区 有限会社旺文商事 6020002066511 本格中華の味を自宅で、テイクアウト専門店で事業再構築 税理士法人吉澤会計事務所

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社サカエ建設 3021001014356 「ゼロエネルギー住宅＋おうち遊びハウス」で下請け事業から脱却 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社Ｂｅａｃｈ 4021001051299 笑う門には福来るリゾートウエディングで日本を笑顔にするＳＢＷ事業 白川　淳一

関東 神奈川県 川崎市宮前区 有限会社五島製作所 2020002086356 航空機部品の需要拡大への対応による生産体制構築と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 足柄下郡真鶴町 有限会社魚伝 1021002049758 「干物の良さ」を生かした冷凍食品製造販売事業への新規参入 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 神奈川県 横浜市泉区 ユージーエム株式会社 5020001029841 電子精密部品の内製化によりサプライチェーン強靭化を進める事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 ダイコク開発株式会社 2020001123548 ウィズコロナを生き抜く本格イタリアンレストラン事業への参入 城南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社隼 9020001093719 誰でもが働ける「クマの手カフェ」東京初出店で雇用維持の推進 天笠　勝

関東 神奈川県 横浜市磯子区 株式会社ヨコハマ吉倉 1020001030002 エネルギー機器／医療装置市場を指向した大胆な事業の新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 優味彩 見せる！体験できる！味わえる！健康にも良い総合食品工場 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 横浜市南区 株式会社石田総業 8020002029020 高品質を追求したダクト製造で、ニッチ＆トップ企業を目指す 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 横浜市西区 株式会社ＳＹＭＢＯＬＰＬＵＳ 4020001106014 空間デザイン設計力でＥＣ直販に対抗！「ショールーム実店舗」等の設計事業に参入！ さわやか信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ＪＯＩＮ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ 9040001094005 除菌ノウハウを生かしたシャワーヘッドの試作・製造 児玉　直樹

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社ヒロ 3021001067354 地域資源を活用しペットと人が一緒に楽しめるスイーツ事業へ参入 平野智一

関東 神奈川県 横浜市南区 瀧澤雅希 現役ビデオカメラマンによる、映像を活用したインドアゴルフ練習場の運営 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ティーファセット 3020001129809 カーディーラーとキッチンカーの出店場所マッチングアプリの開発による業種転換 株式会社アクセルパートナーズ

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ＡＩＤＥ 8020001106704 酸水素ガスの力で、体質改善！カラダの内側からキレイになれる美容エステ事業の展開 株式会社タスクールＰｌｕｓ

関東 神奈川県 川崎市幸区 Ｋｅｉｈｉｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 4020001082131 来日する特定技能者対象の日本文化研修施設をインドネシアに建設 川崎商工会議所

関東 神奈川県 藤沢市 松尾工業株式会社 6021001002102 特殊コーティング材の半導体装置部材向け新工法の確立 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 龍起株式会社 4020001096552 パワーストーンの小売店からリピーター向け中華料理店への業種転換 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 ピーエムユー株式会社 1011301015123 次世代自動車普及のための国内研究開発体制強化への貢献 株式会社イクルスマネジメント ＪＡ三井リース株式会社

関東 神奈川県 川崎市多摩区 有限会社丸晴工務店 5020002093498 宮大工技術と現代の和のデザインで「ライフデザイン家具」に進出 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社プロテックシステム．Ｌａｂ 3020001034240 産業用ロボットを中心とした技術的付加価値を提供する為のモノづくり拠点設立 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 神奈川県 川崎市麻生区 株式会社アサイマーキングシステム 9020001064934 広告用グラフィックス生産で培った技術を用いて、安全対策エスカレーターグラフィックスの高効率生産 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 アイステップ株式会社 1010701011343 小売用の高級な冷蔵飲食料品の販売への進出による事業再構築 東京中央経営株式会社

関東 神奈川県 横浜市港北区 ＷＡＶＥ株式会社 9020001103007 犬連れで入店できるスパイス料理店多店舗展開による地域観光振興 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ジェイトレーディング 3020001035214 独自のバイオトイレプラント構築による災害対応型移動式バイオトイレの製造・販売 城南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市麻生区 富士芝化成株式会社 1020001065576 燃料電池関連市場進出事業 魚谷　康行

関東 神奈川県 伊勢原市 越光歯科医院 高齢者の健康寿命の延伸に向けインプラントを中心とした自由診療の提供 株式会社東京経営サポーター

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ハマーズ 3020001083592 アスベスト分析調査部門設立による新たな収益源創出・事業拡大・雇用創出 横浜信用金庫
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関東 神奈川県 横浜市中区 アデリーヌ株式会社 5020001089588 私立小学校受験の「運動科目」に特化した幼児向け運動教室の開校 児玉　直樹

関東 神奈川県 三浦市 株式会社城ヶ島水産 2021001043587 冷凍食品の製造方法刷新によるポストコロナの冷凍食品需要への対応強化 株式会社アカウティングプロ

関東 神奈川県 三浦市 株式会社四季の自然舎 3021001043561 地元三崎港直送！まぐろ餃子の冷凍自販機による非接触型販売事業 ベイヒルズ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市西区 エグザ株式会社 7020001014206 企業と大学生ブランドアンバサダーのマッチングプラットフォーム事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市瀬谷区 有限会社相澤良牧場 3020002046375 横浜発祥の酪農業を未来の世代へ繋ぐバウムクーヘン事業 庄司　雅

関東 神奈川県 川崎市幸区 有限会社竹村精密工業 5020002081420 最新設備の導入により既存事業との相乗効果を実現する 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 藤沢市 丸眞株式会社 8021001002141 めんつゆ事業を新たに立ち上げ、飲食店向け販売の強化と、一般消費者向けの新たな事業領域を開拓する 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 平塚市 株式会社岸空調 5021001051141 Ｗｉｎ－Ｗｉｎで地位向上を目指す建設業向け営業代行サービスへの参入 平塚信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ツナマヨ 6020001114023 ボディケア技術と店舗運営ノウハウ活用した通所介護事業の展開 左近允　陽平

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社オースズ 9020001008370 食品機器業界に特化した、オールステンレストルクヒンジの製造販売 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 藤沢市 ＨＡＳＨ　ＦＵＴＵＲＥ株式会社 1010001153753 ブロックチェーン技術を使ったＮＦＴゲーム運営会社への事業転換 鈴木　康一郎

関東 神奈川県 川崎市幸区 株式会社みすゞ製作所 7020001071602 高度金属加工技術によるＥＶ・ロボット部品開発への業態転換事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社横浜リテラ 3020001007527 サーキュラーエコノミー型パッケージメーカーへの事業転換 株式会社ＧＩＭＳ

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社ＳＨＯＷＡ 3020001092338 自家用車ニーズの増加に伴う、自社特許を活かした地下駐車場建設 茅　毅

関東 神奈川県 横浜市中区 小麦の翼 希少牛のミルクを使ったソフトクリームを販売するリスク分散型食品ロス対応モデル事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 川崎市幸区 アズ・ドリーム株式会社 7020001107793 大阪市にてステーキ専門店からそば店へ事業転換を図ります 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社高橋製作所 4020001068064 精密金属加工製品の生産体制構築による医療機器分野への事業展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 藤沢市 Ａ．Ｌ．Ａ株式会社 5021001069290 輸入小売業から国内製造業への新展開、新ブランド設立へ。 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社夢工房 2020001059750 不動産仕入力を活かした中古住宅リノベーション再販事業への展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 横浜モーターズ株式会社 4020002012905 新設ショールームを活用した中古車販売事業 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ヒューマンエデュカル 6021002070404 就労継続支援Ｂ型作業所の開設とＥＣサイトの構築 湘南信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社端山製作所 5021002004016 鉄の自動車部品加工からアルミの産業機械部品複合加工へ新分野展開 税理士法人横浜総合事務所

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社ライフコーポレーション 1020001070403 中小事業者に寄り添うマンスリー賃貸ポータルサイト～地域に新しい「住」の選択肢を～ 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社Ｆ・Ｓ樹脂 3020001129395 大型樹脂加工への新分野展開と効率化追求で革新的生産性向上 北浜グローバル経営株式会社

関東 神奈川県 平塚市 株式会社川国 4021001056629 湘南地域の漁師ネットワークを活用した干物商品の開発で事業を再構築 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 今野電装有限会社 4021002036175 サステナブル時代において愛車の生涯価値を高めるカーライフサポート事業への進出 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社ビルドアート 1021002027631 ウィズコロナ時代のイートイン＆テイクアウトサラダ店舗内装事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 有限会社湘南計測 6021002006184 最先端のドローンを活用した点検・調査・測量分野　ＤＸ化への業態転換 公益財団法人湘南産業振興財団

関東 神奈川県 中郡二宮町 株式会社パートナーズ 4021001038536 自然体験とＩＴ活用を組み合わせた宿泊型ワーケーション事業の展開 中南信用金庫

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 株式会社アクト・エア 5021001023685 日本が抱えるゴミ焼却問題を低減し、循環型社会の実現に貢献するリサイクル業へ新規展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社大協製作所 1020001010219 国内初、耐食性向上と低価格を両立させる電着塗装技術の開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 神奈川県 横浜市緑区 有限会社横浜ハウスケア 8020002063382 コワーキングスペースを併設したスタッフ常駐のコインランドリー事業 株式会社フォワード・グッド

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ウェル・アールアンドシー 3020001108234 特殊塗料で高付加価値を実現！顧客ニーズに対応した新製品の提供 吉元秀樹

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社三陽製作所 7020001006293 最新の精密板金技術を活用した、自社ブランド製品の　開発・製造・販売事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 有限会社ミック 5020002072519 累計販売　１　億個超！大人気肉まん等「中華点心」無人販売機　ＦＣ　事業 片平　芳明

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社エィケィコーポレイション 6021002000740 デイサービス事業への進出とクリーニング事業の生産性向上のための業態転換 バリューフォース合同会社

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｈａｓｈｉｋａｋｅ 3020001123968 クラウドカメラを用いた法人向け映像ストレージシステムの開発事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 神奈川県 相模原市中央区 ＴＳＳ株式会社 9021001018418 脱炭素社会に貢献し、パワーエレクトロニクス向け回路基板の一貫体制を確立する！ 株式会社さがみはら産業創造センター

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 カルチャーズ株式会社 5020001104248 デジタル社会の実現に向け、児童を中心としたｅスポーツを通じて、ＩＴリテラシー教育を図る 税理士法人　しんかわ会計

関東 神奈川県 川崎市高津区 日本ミクニヤ株式会社 5020001088425 港湾河川施設の３次元計測およびＢＩＭ／ＣＩＭモデル推進事業再構築 松永　敏明

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ビーイング・ワン 6020001130557 効率化のための建築金物設計・製造・販売 木村　亮太

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社タカシン 6020001027522 味奈登庵ブランドを活かした日本そば専門食材の卸売事業新規参入 株式会社横浜総合マネジメント

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社ＫＩＮＫＡ 4020001117440 レトルトカレーを主軸とした、「フードロス問題」「ＳＤＧｓ（２　飢餓をゼロに）」への取り組み ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 ＳＥＫＡＩ－ＩＣＨＩ　Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ＆ＩＴ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ株式会社 1020001136311 美術品マーケットプレイスプラットフォーム「Ｓｍａｒｔ　Ａｒｔ」のシステム開発 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 横浜市南区 ウィステリアアセットマネジメント株式会社 2020001084708 新事業としてのＲＶパーク展開 山田　健一

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社永徳 9021001074709 金属屋根工事に必要な役物製造を内製化し、天候に影響を受ける事業の再構築計画 株式会社シェアードバリュー

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社ティーディー 9020001103980 遠隔制御システムを搭載したキュービクル式高圧受電設備リユース販売、蓄電池販売事業 葛西　芳恵

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 藤川由樹 女性専用かつ２４時間利用可能なシェアオフィス事業への事業転換 株式会社イクルスマネジメント

関東 神奈川県 鎌倉市 有限会社美座カイロプラクティックオフィス 8021002015448 国家資格を持つ施術所で、ＡＩ技術の機器を用い、未病ドック・健康増進プログラムを提供 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 山田　匡 最先端測定機器のデータを上達につなげる個室ゴルフ練習場の運営 越沼　康明

関東 神奈川県 川崎市中原区 有限会社ＫＡＭＯ 3020002083146 地域課題・住環境ニーズに対応するハウスクリーニング業への展開 株式会社アカウティングプロ

関東 神奈川県 川崎市幸区 ヨダカ技研株式会社 4020001111113 「デジタル技術を駆使したリアルタイムサポート」１細胞・超微小液量操作技術の「研究受託サービス」 株式会社三井住友銀行

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社洗人 7020001106201 高齢者向け特化の不動産事業への業種転換 公益財団法人川崎市産業振興財団

関東 神奈川県 秦野市 合同会社ＳｔａｒｔＯｖｅｒ 6021003004872 秦野市の『働く女性を応援！』　仕事と子育ての相談もできるコワーキングカフェに挑戦！ 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 横浜市西区 アキハバラデイパートナーズ アーティストがバーチャル空間進出するためのメタバース空間構築 柴田　宏之

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社サムズ 7021002071021 自動車整備事業による地域密着型コインランドリー事業への展開 ベイヒルズ税理士法人

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社英工業 6020001064607 高度な研磨技術の獲得による通信設備部品の開発で、事業再構築を実現 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 秦野市 株式会社アップワードカンパニー 5021001060183 ＥＣサイトで非接触事業へ挑戦！美容師が開発するまつ毛トリートメントを販売 小川　健太

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社円 1020001107980 コロナ禍で需要拡大する旧車バイク修理・販売による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 伊勢原市 株式会社坂本組 7021001021092 ＤＸを活用した脱炭素型住宅事業の展開 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社アーリーバード研究所 1021001070582 長年のプログラマー経験と音楽関連知識を活かして、音楽制作事業へ進出 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社ボンズコミュニケーション 4020001113431 増加する経験材のＥＣ需要に対応するコールセンター型ＥＣサイト運営による新たな分野への進出						 株式会社アカウティングプロ

関東 神奈川県 川崎市宮前区 有限会社樋口製作所 1020002087256 アルミ厚板の高品質加工の実現によるバイク用荷台部品の開発・製造 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ライノプロダクツ 2020001109150 健康・安心・安全に配慮したアフターコロナのコワーキングカフェ 河村裕司

関東 神奈川県 平塚市 株式会社ＮＥＸＴ 4021001065101 地域共存プラットフォーム創出による塗装業への大胆な新分野展開 平塚信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ナカザワ 2021001049147 お部屋のにおいもスッキリきれい！特殊清掃事業開始計画 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 海老名市 株式会社双葉デザイン 7021001027098 将来的な業績悪化を回避し新たな消費者ニーズを捉えるため本業ノウハウを生かしたＢｔｏＣ事業への新展開 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ファインフードインターナショナル 8020001086772 北米市場をターゲットにした日本製雑貨の小売り及びＥＣ エクセルブレーン株式会社

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 有限会社落合運送 5020002096039 葬儀の多様化ニーズに対応したご遺体移送及びご遺体お預かりサービスの提供 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社ミートファーム 5020001084606 “ペットに本当に良いもの”を追い求めた馬肉スペシャルフード「ＢＡＡＡＦ」の提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 相模原市中央区 大島機工株式会社 1021001026213 電動建設機械の高精度部品製造技術確立による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 横浜市港南区 ヤマセ精機株式会社 8020001004503 高精度加工を実現することによって新分野への事業に参入する 湘南信用金庫

関東 神奈川県 大和市 武藤工業株式会社 2021001028464 大型の半導体製造装置部品への熱処理加工による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社パブリッシングリレーションズ 7020002102224 広告のデジタル化に向けた電子チラシ制作・運用支援事業の展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 横浜市金沢区 田中サッシュ工業株式会社 3020001006454 自社精密板金加工技術を活用した産業用金属製品の新規製造・販売による新分野展開 牛腸　真司

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社カントライブ 7021002049645 会社分割による新たな事業形態で、地域の障害者福祉に貢献する。 日比谷税理士法人

関東 神奈川県 小田原市 株式会社菊大 9021001032534 海苔の製造ノウハウを生かしたトレーラーハウス型おにぎり店事業 スルガ銀行株式会社

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社ＨＩＲＯＳＥ 1021001027079 衛生管理が整った工場建設による、食品サブスクリプション関連商品の組立、メンテナンス 荒尾　大介

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ときよみ 1011401019957 ポップアップショップ付属のコワーキングスペースの運営 柏崎　裕介

関東 神奈川県 横浜市南区 株式会社ＺＪ創業 1020001083966 コロナ禍での新分野展開、建設業から高級焼肉店への挑戦 猪瀬　素子

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 岡田工業株式会社 4020001069021 ＶＲ技術を活用したバーチャル住宅展示場サービスの提供 株式会社千葉銀行

関東 神奈川県 横浜市金沢区 山田株式会社 5020001016170 切断工程の刷新による高付加価値分野の強化と総合ダクトメーカーへの転換 大串　智之

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 有限会社鈴岩電機 3020002038703 ＥＶ車とＶ２Ｈとソーラー発電を使用しエコで経済的で安心な生活を提供 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ＰＬＳＴ 8020001133450 環境に優しい住宅用断熱事業へ向け業種転換で地域雇用創出 上尾商工会議所
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関東 神奈川県 鎌倉市 濱野浩一 鰻重専門ファーストフード店の展開で、うなぎをカジュアル化する 税理士法人ＹＳ東京中央会計

関東 神奈川県 横浜市南区 株式会社アクアホールド 3020001103061 小笠原で自然派キャンピングカーレンタル事業 カタチクリエイト株式会社

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社エスジーエム 1020001061014 クリーンルーム環境で医療・衛生関連等の高品位樹脂成形分品製造による新分野展開 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

関東 神奈川県 川崎市幸区 株式会社東興社 3020001071300 樹脂製品事業への新分野展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社相馬工務店 9021002003022 女性の社会進出を応援！家づくりのプロが提供する女性専用フレキシブルオフィス！ 税理士法人フューチャーコンサルティング

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社真田 2021001000844 新生産ライン構築による先行待機型ポンプ用スリーブの開発 ペンデル税理士法人

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ｗｅｌｔｒｅａｓｕｒｅ 9020001098024 当社のノウハウを活用した　研修×飲食の新規事業 菱山　英弥

関東 神奈川県 横須賀市 有限会社花う 4021002066247 来店型サブスクサービスとセルフ写真館サービスによる新時代の花屋への転換 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市緑区 株式会社アドバンス 8020001056800 おしぼりのリネンサービスから病院の健診着のクリーニングサービスへの新分野展開 株式会社やまと経営

関東 神奈川県 伊勢原市 吉川醸造株式会社 3021001021030 家飲み需要の開拓！低アルコール原酒等の新ジャンル酒の製造による新分野展開 中栄信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社エクシト 2020001045437 地域の未利用資源を活用した精油の製造販売事業への新分野展開 關　百恵

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社木内興業 5020001017037 安全第一３５年の経験を活かし、省エネ住宅リノベーション事業へ参入 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 パイプ・ラインエンジニアリング株式会社 2020001040685 特徴ある地ビールの開発と国産初の新たなビール製造装置の開発 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社玉 3020001084392 グルテンフリー麺、非動物性スープの開発による食品アレルギー市場への参入 株式会社りそな銀行

関東 神奈川県 小田原市 株式会社ＭＡＡ 9021001060469 地元小田原の魅力を発信！辣腕飲食店経営者のＥＣ食品販売参入による地域活性化計画 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 有限会社シロヤ 4020002086552 関東初セル方式リネンサプライサービスによる洗濯業界の技術革新 株式会社ダイワマネジメント

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社グッドマン 8020001031737 輸入品卸売業から製造業への業態拡大による成長基盤の構築（社内製造体制の確立） 大橋　幸夫

関東 神奈川県 小田原市 株式会社秋山商店 4021001032258 ビジネスマルシェ事業への進出による事業再構築の実現 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社鴻勇商事 2020001101693 中華料理店から冷凍点心に特化した卸し、小売店へ、ＥＣサイト展開 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 神奈川県 横浜市港北区 日本セキュリティ株式会社 4021001066693 ３Ｄセンシングによるゴルフスィングデータ取得・蓄積とビッグデータ・ＡＩによるゴルフスイング解析改善システムの製造販売事業 吉岡　晴美

関東 神奈川県 横浜市中区 アークインベストメントソサイエティ株式会社 4020001124635 能力・得意分野ベースでのＢｔｏＢマッチングプラットフォーム運営 中村　健一郎

関東 神奈川県 海老名市 株式会社さくらデイ 6021001056437 高齢者の心豊かな生活を支援。介護付き高齢者住宅への進出 西村伸郎

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社新日本環境 2020001091299 地域企業との連携による新横浜のビジネスコミュニティーラウンジ事業 の立上げ 税理士法人　古田土会計

関東 神奈川県 足柄上郡大井町 株式会社ＹＵＫトータルサービス 1021001035387 ｗｉｎ－ｗｉｎなキッチンカーパークの開業 柴田　宏之

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社高座豚手造りハム 9021001029092 地域とともに発展する付加価値食肉加工業で供給不安の解消と未来に生きる 一般社団法人日本経営士会

関東 神奈川県 川崎市麻生区 ラグタイム レストランが運営する、デジタルと自然が融合した貸切グランピング 株式会社山梨中央銀行

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社京進 9020001102875 「中華料理店が提供する本場の冷凍中華食製造及びＥＣサイト構築」 税理士法人イデアコンサルティング

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社エム 8021001061889 タイヤ交換サービスからＳＤＧｓ・サーフボード製造販売への転換 アイアンドアイ株式会社

関東 神奈川県 横浜市西区 シルバニアホーム株式会社 7020001106300 国土強靭とゼロエネルギー社会をＩＴの技術により加速。耐震リフォームとＺＥＨによる事業再構築 Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ合同会社

関東 神奈川県 小田原市 株式会社樹龍 9021001034992 養鶏から調理販売までワンストップで提供する養鶏ビジネスの６次産業化！ 鍵和田　義嗣

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 有限会社ちがさき丸 2021002011477 船釣ビギナーに特化した遊漁船サービスと、加工食品とペットフードの製造販売 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 冠峰楼企業株式会社 8021001032122 愛犬と一緒に温泉に入りくつろげるプライベート温泉でＶ字回復 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社ウォータープラス 1030001012172 オンライン特化型薬局 森　健輔

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社センスプロジェクト 8020001058755 住宅リフォーム企業が本気で業界を変えるＤＸクラウドアプリを構築する 城南信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社Ｓｔａｒ　Ｍａｋｅｒ　Ｓｔｕｄｉｏ 3010401106607 美容室併設型撮影スタジオ事業 豊島絵

関東 神奈川県 逗子市 空き家レンジャー合同会社 3021003011483 逗子の地域活性化をさせる絶景スポット貸切風呂付きグランピング施設 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社ＳＥＡ．ＳＫＹ 5020001109932 国内の食材・食品業者を助ける！新たな市場創造事業 菱山　英弥

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社マエカワケアサービス 1021001046137 介護サービス業が行う、日本初の要支援・要介護者向けゴルフデイサービス新事業 かながわ信用金庫

関東 新潟県 新潟市西区 中村クリーニング 市場が拡大している「ＯＡフロア設置事業」の開始による事業再構築 新発田信用金庫

関東 新潟県 新潟市西区 有限会社Ｍｅｒｃｙ 9110002007619 出張型エステのプロフェッショナルが手掛ける「オリジナル化粧品販売」と「店舗型エステ」の開始 新潟信用金庫

関東 新潟県 十日町市 ｗｏｍｅｎ　ｆａｒｍｅｒｓ　ｊａｐａｎ株式会社 5110001033520 培ってきたリソースが活かせ、地域の６次産業化推進にも資する「食品加工施設レンタル事業」の開始 税理士法人ミライテラス

関東 新潟県 村上市 クリボウ 人と地域とお店をつなぐ　村上地域ポータルサイトの新設・運営 村上信用金庫

関東 新潟県 三条市 株式会社ＶＩＢＬｉＳＳ 9110001034507 ヘッドスパおよびサロン専売品ＥＣ販売によるウィズコロナ時代への対応 Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

関東 新潟県 新潟市南区 合同会社月に願いを 5110003003612 人気メニューであるラーメンに特化した新店舗への転換 Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

関東 新潟県 新潟市西区 ナガイ・プロサービス ２４時間・完全無人で購入出来る＂名店の味＂冷凍食品セレクトショップ 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社Ｅｌｅｖａｔｉｏｎ 4110001010363 美容健康・医食同源をコンセプトにしたマーラータン専門店の新規展開による事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 新潟県 新潟市秋葉区 明治みるくる。宅配センター 自社のデリバリープラットホームを活用した「クラウドキッチン」展開事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 新潟県 上越市板倉区 株式会社八幸建設 9110001019986 スーパーロングアーム・パワーショベルによる河川の浚渫工事事業 西河　豊

関東 新潟県 加茂市 株式会社石山木工所 3110001015149 カスタムオーダーも可能なキャンピングカー用ＤＩＹキットの開発と販売 パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社あいカフェ 7110001031786 地元新潟の活性化と地元農家の課題解決策を提供するジェラート店 税理士法人小川会計

関東 新潟県 新潟市西蒲区 株式会社はるかぜツアー 5110001028669 旅行事業から豪雪地帯新潟のニーズを満たす除雪事業への新分野展開 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 新発田市 株式会社Ｓｔｒｉｋｅ企画 6110001032736 月岡温泉の芸妓文化とＣａｆｅ＆Ｂａｒの融合による伝統的な芸能文化の観光資源的活用 新発田信用金庫

関東 新潟県 加茂市 株式会社Ｇ．Ｆ．Ｇ．Ｓ． 8110001031604 自社アパレル店舗の出店による地域活性化事業 つばさ税理士法人

関東 新潟県 見附市 ＫＯＳＥＩ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ ｅスポーツを通じた新たなコミュニティ形成と社会課題の解決 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 有限会社町永木型製作所 7110002029160 次世代船舶用アンモニア燃料エンジンに係る木型製作を行いグリーン成長戦略推進へ寄与 長岡信用金庫

関東 新潟県 長岡市 今泉テント株式会社 3110001022137 クリーンエネルギー普及のための大型バイオガス発電所用ガスホルダー膜製品化事業 高橋　宏幸

関東 新潟県 見附市 株式会社ホンダ販売越後 4110001025031 電動自動車普及に向けた整備業務再構築と強化 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社アヴィ 1110001031585 ＡＩ未病チェックシステムを活用した『メディカルアロマケア付き男性向け「整える」サロン』への新分野展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 錦弥 飲食店からの新分野展開「自然派商品を揃えた新感覚酒販店」の開業 新潟信用金庫

関東 新潟県 西蒲原郡弥彦村 株式会社名代家 3110001028786 弥彦ブランドを活かした温泉ワーケーション事業による新分野展開 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 柏崎市 株式会社ヤマテック 6110001017737 エンジン用クランクケース等のバリ取り自動化によるトラック市場参入計画 柏崎信用金庫

関東 新潟県 新潟市西区 有限会社美容室サエ 9110002005498 既存大型店舗の一部を改革・フランチャイズを効果的に利用したわらびもち専門店の開業 税理士法人小川会計

関東 新潟県 新潟市東区 佐野繊維商事株式会社 1110001002256 地域特性に対応した光触媒コーティング施工の実施に向けた業種転換事業 片岡　誠司

関東 新潟県 長岡市 吉原印刷株式会社 2110001023664 印刷物の全製造工程内製化を活かしての封筒型ＤＭ及び紙製クリアファイルの製造 長岡信用金庫

関東 新潟県 長岡市 株式会社金又材木店 3110001022327 建築業から造作・デジタル家具への新たな挑戦 新潟県中小企業団体中央会

関東 新潟県 新潟市江南区 株式会社廣川美装 1110001033177 建築物の塗装で培ったノウハウを駆使した新分野「自動車・バイク粉体塗装事業」への挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 佐渡市 有限会社尖閣湾揚島観光 3110002034627 デジタル技術を活用したバーチャル水族館及びコアワーキング事業 第四北越リサーチ＆コンサルティング株式会社

関東 新潟県 長岡市 株式会社アスティア 1110001024829 結婚式関連サービスから「セルフプロデュースサービス」への業態転換 長岡信用金庫

関東 新潟県 新潟市北区 株式会社日比野音療研究所 3010001091737 保育園・学童クラブと連動した、メタバース・バーチャル映像制作ワーケーションスタジオの開業 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ＴＯＫＩＯ 9110001003569 老舗美容室による高付加価値サービスを提供するヘアカラー専門店事業 株式会社アクセルパートナーズ

関東 新潟県 三条市 株式会社フジハラウインテック 6110001016648 ５軸加工機導入による複雑形状高難度部品加工業への挑戦 三条信用金庫

関東 新潟県 魚沼市 株式会社さくらや農園 5110001036358 魚沼育ちのさつまいもで作るブランド干しいも販売の新事業展開 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 長岡市 山三商事株式会社 5110001023612 医療機器シューズを開発製造しリハビリと予防医療分野に展開する事業 長岡商工会議所

関東 新潟県 上越市大潟区 株式会社ユー・アイ工業 1110002024101 複合加工による効率化生産で高精度な産業ロボット用減速機構部品に挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 皆川電機株式会社 6110001016128 高齢化社会に伴う医療機器需要への貢献を行う「医療機器販売」等の新分野展開 株式会社エフアンドエム

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社長北工務店 5110001004323 体感をコンセプトにした「体感型ショールーム」の開設に挑む！ 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 見附市 株式会社マックスニット 1110001025067 インナーと春夏物アウターの製品化、新製品提案型ＯＥＭと新製品開発型自社ブランドの相乗効果事業 新潟県中小企業団体中央会

関東 新潟県 上越市 株式会社ぱるえむ 7110002023312 「所有」から「借りる・体験」へ！ＳＤＧｓに貢献する家電レンタルサービス 株式会社八十二銀行

関東 新潟県 見附市 株式会社三本テキスタイル 4110001025089 スッキリとした厚みで伸びが少なく型崩れしにくいニット商品製造 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 阿賀野市 株式会社天朝閣 5110001011360 グループ企業のノウハウを活用でき、市場も拡大している「宿泊・グランピング事業」への挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西蒲区 株式会社花結 8110001031265 歴史ある宿泊業で培った高品質なサービスを活かした「日帰り可能なリゾート温浴施設新設事業」による事業再構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社フラワーアベニュー 9110001008733 地場産生花を使用したプリザーブドフラワー製造への新分野展開 五十嵐　實

関東 新潟県 三条市 有限会社横山メツキ工場 9110002017989 メッキ事業とのシナジー効果を有効的に発揮するイオンプレーティング技術による新たな市場参入 三条信用金庫

関東 新潟県 燕市 株式会社大倉製作所 8110001016621 各種生産設備導入による当社の顧客層・市場と異なる花火市場への参入 新潟大栄信用組合
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関東 新潟県 長岡市 株式会社エス・ティ・フーズ 7110001024385 冷凍おつまみ商品の新商品開発と一貫生産自動化ライン導入で事業拡大 株式会社りそな銀行

関東 新潟県 妙高市 妙高建設株式会社 3110001020355 空き家等にリノベーションを施したワーケーション（サテライトオフィス）物件の販売事業 第四北越リサーチ＆コンサルティング株式会社

関東 新潟県 見附市 株式会社トーショウ 2110001025009 機器（ニット編み機）商社による機器洗浄・生産請負事業展開 松村　義信

関東 新潟県 新潟市江南区 合同会社Ｈｉｇｈ　Ｂｒｉｄｇｅ 3110003003845 阿賀町に根ざした地域イベント体験型宿泊施設の運営 はばたき信用組合

関東 新潟県 柏崎市 山崎工業株式会社 1110001017650 トランスファサーボプレス機導入による次世代自動車部品への挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 西蒲原郡弥彦村 株式会社ハシモト 6110001015666 業務用厨房機器の部品加工業者が医薬品製造機器の部品製造に挑戦する事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 見附市 株式会社三雄工芸 3110001024959 鍛造製法に特化した結婚指輪の製造および販路拡大 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 株式会社Ｔｅｎｉｃｏ 9110001025877 メンズ脱毛痩身分野へ進出して心の豊かさの実現を目指します パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 新潟県 新潟市西蒲区 株式会社ゆもとや 6110001007977 アフターコロナを見据えた宿の高付加価値化による事業再構築計画 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

関東 新潟県 三条市 株式会社フォーワテック・ジャパン 5110001014413 新潟初のＡＩ対応印刷機を活かしたものづくりプロモーションへの新分野展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社文武堂 6110001004917 強固な顧客基盤を活かしたフレキシブルオフィス事業による新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社オアシス 5110001030963 Ｉｏｔ対応の業務用脱毛機の新規開発・販売 新潟商工会議所

関東 新潟県 新潟市西蒲区 株式会社海華亭 8110001034689 日本海を臨む長期滞在ホテルの挑戦！短期滞在カフェへの事業転換 新潟大栄信用組合

関東 新潟県 十日町市 十日町木工株式会社 7110001021168 カラオケ・シミュレーションゴルフ複合施設建設運営による事業再構築と地域活性 株式会社大光銀行

関東 新潟県 上越市 株式会社武蔵野酒造 1110001032939 「オーダーメイド酒造り・“酒造り体験”酒蔵ツーリズム」プロジェクト 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西蒲区 有限会社東京ランドリー 4110002011303 高付加価値コインランドリー軸の“衣類のトータルソリューション”事業 つばさ税理士法人

関東 新潟県 阿賀野市 有限会社新潟米生産販売 2110002013202 玄米卸売事業から漬物・味噌の小売業への新分野展開 株式会社シェアードバリュー

関東 新潟県 燕市 株式会社藤原商店 5110001016293 自社製品事業に挑戦し、新たな事業の柱を構築する 新潟県中小企業団体中央会

関東 新潟県 新潟市西蒲区 パールライト工業株式会社 2110001007972 地域初！宅配ボックス完成品組立事業に挑戦する再構築事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西蒲区 笹祝酒造株式会社 7110001008256 週末は酒蔵で！子供から大人まで家族で楽しめる体験型醗酵研究所 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市江南区 株式会社大谷 2110001000878 ウナギのスマート養殖システム導入によるサステナブル・シーフード 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 西蒲原郡弥彦村 株式会社百萬粒 5110001015667 無料精米サービス付！地元ブランド米を道の駅で小売販売する新分野展開 長井　寿郎

関東 新潟県 三条市 株式会社Ｌ＆Ｂコンサルティング 1110001016611 １世紀前の医院をリノベーションしたカフェ×地元の“人”“事業”を育てる起業家育成・支援塾 三条商工会議所

関東 新潟県 三条市 株式会社五十嵐 9110001018575 ７軸ＩｏＴ溶接ロボットとシンクロフィードＧＭＡ溶接法で自動車部品新規受注 西河　豊

関東 新潟県 燕市 新潟西部水産株式会社 2110001015983 深刻化する人手不足に対応、地魚加工に参入し地産地消の実現 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 ヤマモトペイント 健康二次被害の予防、屋内スケボーパークとスクールの立ち上げ 三条信用金庫

関東 新潟県 新潟市東区 有限会社マルセンクラフト 9110002006257 高品質複合材部品製造の為の新分野進出展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社アルゴナフト 8110001009154 オーガニックコスメ製造販売で輸出卸売業から国内小売業への新分野展開し高付加価値企業へ 税理士法人　石田経理事務所

関東 新潟県 妙高市 ＡＩＲ　Ｍｙｏｋｏ 古民家で体験する工芸ワークショップ・ワーケーションスペース事業 株式会社アクセルパートナーズ

関東 新潟県 五泉市 たなか鍼灸整骨院 健康寿命を延ばそう！クラウドも利用した身体機能改善パーソナルトレーニング事業 五泉商工会議所

関東 新潟県 柏崎市 八幡開発株式会社 2110001017526 地域事業者でつくる複合商業施設にレンタルスタジオ機能を追加し、地域に豊かな暮らしを提案する。 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 南魚沼市 合同会社南魚沼コミュニケーションズ 5110003004296 スタインウェイグランドピアノを弾ける南魚沼Ｖｉｌｌａとスタジオ 株式会社大光銀行

関東 新潟県 小千谷市 有限会社吉沢屋 8110002032394 小千谷産果物のジェラートとマカロンアイスによる事業の再構築 長岡信用金庫

関東 新潟県 新潟市南区 有限会社戸枝自動車工業 5110002011252 先進安全自動車普及後のの需要を見据えた自動車トータルサービスの新分野展開 中村　健一郎

関東 新潟県 南魚沼市 有限会社八ツ峰養魚 7110002033369 八海山アウトドア体験パーク 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 柏崎市 株式会社朝日木材 9110001017098 市場への国産材製品の安定供給実現に向けた丸太製材加工の内製化 柏崎信用金庫

関東 新潟県 糸魚川市 株式会社シンボ 5110001021608 原材料と製造方法を革新することで、環境対応商品の開発 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 株式会社コース製作所 7110001014089 アルミ製太陽光パネル取付金具市場の参入と新規製造機能の構築 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社青芳 2110001015513 自社ブランドによる新たな木製品の製造と体験型店舗運営 株式会社大光銀行

関東 新潟県 三条市 ティーユーディー株式会社 1110001035850 複数事業所の一元化とセントラルキッチン併設型カフェの新規出店事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 株式会社菊地金型 5110001015634 大型金型の新規取組み及び金型・プレス加工一貫受注体制の構築 協栄信用組合

関東 新潟県 新潟市東区 新潟亜鉛工業株式会社 5110001003647 新工場建設と加工機の導入による、板金加工業への新規参入 新潟信用金庫

関東 新潟県 糸魚川市 株式会社清耕園ファーム 6110001028767 アグリツーリズムを取り入れたレストラン事業への新分野展開 糸魚川商工会議所

中部 富山県 中新川郡立山町 トラスティン 立会い見積り型スピード車検で新たな車検モデルを構築、個人顧客に向けた新規顧客開拓に挑戦 株式会社シャイン総研

中部 富山県 南砺市 株式会社カワベ 3230001009213 金型技術を応用した半導体洗浄装置架台製造事業 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 総曲輪パルフェラスコー キッチンカーを活用したスイーツと健康弁当の移動販売事業 小倉　悠治

中部 富山県 射水市 有限会社片口屋 2230002013660 コロナ禍における売上回復及び新規顧客獲得に向けた特別感あるプライベート空間の提供 新湊信用金庫

中部 富山県 高岡市 株式会社年輪 6230001017980 新食感・新形態の日本酒「かんてん」の開発・販売 高岡信用金庫

中部 富山県 南砺市 有限会社才川造園土木 2230002009650 処分木を熱源として活用した温室設備と実店舗・ＥＣの新設で新分野展開 富山県商工会連合会

中部 富山県 高岡市 ケーズメタル株式会社 2230002013438 高まる電気自動車需要を見据えた産業用ロボット部品製造業への進出 株式会社ゼロプラス

中部 富山県 富山市 株式会社ミズノマシナリー 9230001003160 温室効果ガス低減に資するパワー半導体等製造装置部品の取り組み 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 株式会社ホーエ 1230001008786 大型・高硬度材微細加工技術の確立と作業分析による生産性向上によるＥＶ分野での国内回帰の実現 株式会社北國銀行

中部 富山県 滑川市 三晶エムイーシー株式会社 7230001007808 高精度・高速・低コストオリジナルインサート・アウトサート複合製造ラインの構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 キタムラ機械株式会社 5230001009905 高精度・高剛性・高信頼性と高速化を両立する高速・高トルクスピンドル低コスト大量生産体制の構築 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 テクノトラスト株式会社 1230001003671 既存事業との相乗効果をねらった環境配慮型コインランドリー事業展開 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社Ｃ－ＲＩＳＥ 7230002013482 ＲＰＡ市場初「完全クラウド型ＢＯＴプラットフォーム」で業績Ｖ字回復！ 税理士法人中山会計

中部 富山県 射水市 大門食糧有限会社 1230002014057 無洗米および高品質米ネット販売による医療・介護市場への販路拡大計画 北浜グローバル経営株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社アッシュ 5230001006092 北陸初の外国人技能実習制度に準拠した入国後講習施設の新設 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 高岡市 株式会社エスワークス 4230001013684 稀有な技術を強化して半導体製造装置用部品やＥＶ用部品製造等新分野へ進出 高岡信用金庫

中部 富山県 魚津市 広浜建材株式会社 7230001007188 高精度・低コスト超大型スチール製建築金具製造技術の確立とその適用分野の開拓 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 総合建設　雅 体験型民泊ビジネスへの転換に向けた烏骨鶏サービスの高度化 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 株式会社匠技研 6230001006728 サプライヤーからメーカーへ昇華し主要顧客の小径工具・治具市場席巻による事業再構築を実現する 株式会社富山銀行

中部 富山県 南砺市 有限会社昭信機工 7230002009654 焼却炉廃熱を活用した地域密着型のゼロエネルギー温浴施設の開業 砺波信用金庫

中部 富山県 射水市 株式会社小谷製作所 5230001012636 半導体製造装置（筐体製造）の収益改善による事業再構築 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 株式会社山森製鎖 7230001003385 薄肉貴金属高品位・低コスト溶接接合技術の確立とビジネスプロセスＩＴ化の推進 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 有限会社ブリーズ髪風 3230002011928 離職美容師再就職支援と新たな収益源獲得に向けた高コミュニケーション美容技術講習コンテンツ開発 株式会社北陸銀行

中部 富山県 氷見市 有限会社桝形開発 7230002013144 高精度・高効率施工化に向けた三次元データ測定・評価・設計・施工プロセスの構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社ファームＮＩＮＪＡＰＯ 9230001015247 廃米を活用した米粉のケーキ製造販売と古民家改修による体験型カフェづくり 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 昭北ラミネート工業株式会社 7230001001273 電池分野で求められる電池包材とカーボンコート製品の開発・製造事業 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 萩浦工業株式会社 2230001002499 次世代冷却技術によるリサイクルエネルギー発電装置の実用化挑戦事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 富山交易株式会社 8230001002064 新設備導入による火力発電所石炭灰リサイクル事業の再構築 富山信用金庫

中部 富山県 下新川郡朝日町 ふどうさんの北陸 シェアハウス型一時滞在拠点の整備による地方移住と職探しの総合支援事業 アシステム税理士法人

中部 富山県 富山市 アルパカ舎 ワーケーション滞在型とデイユース体験型のハイブリッド民泊ビジネスの展開 富山県商工会連合会

中部 富山県 射水市 高精株式会社 4230001013115 「生分解性」×「サステナビリティ」：環境適合した生分解性樹脂製品開発による新分野開拓 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社ハーベスト富山 4230001011853 世界で最も美しい湾クラブに加盟している富山湾にてボートライセンススクール開校事業 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 射水市 株式会社ＵＭトレーディング 3230001005757 塗装業導入による中古車販売の依存型事業から活用型事業への転換 高岡信用金庫

中部 富山県 富山市 株式会社梅かま 8230001001982 従来の常識を覆す主菜商品の開発による新分野展開によって事業再構築を図る 株式会社北陸銀行

中部 富山県 下新川郡入善町 株式会社富山ビバレッジ 5230001007520 海外市場へのシフトのための健康志向を捉えた高付加価値製品開発とその生産体制・販路の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社トリコノート 8230001016089 既存事業で培ったネットワークとノウハウを活用したサウナの販売・施工事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 星野工業株式会社 5230001016918 首都圏再開発ラッシュに向けた短工期・低コスト仮設足場資材開発と生産工程構築 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 株式会社青木工業所 9230002000082 クリーンルーム整備と高度なＦＡ装置製造技術による半導体市場への新分野展開 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社森工業 1230001011071 製造プロセスのＩＴ化技術を活用したユーザーオリジナルアート日用雑貨類製造での事業転換の実現 新湊信用金庫

中部 富山県 中新川郡立山町 立山製紙株式会社 5230001006489 合紙技術の高精度化による新事業への進出と新たな板紙生産技術の開発 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 近藤建設株式会社 6230001000929 総合建設業におけるＤＸ化の進展による高付加価値建築分野への新事業展開 富山信用金庫
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中部 富山県 黒部市 株式会社昌栄堂 4230001007348 熟練技術に依存しない大量・均一・継続・安定自動洋菓子製造体制の構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 南砺市 有限会社エーシーファクトリー 5220002010086 商業施設内装仕上設計・製造・施工一括体制への移行に向けた三次元複雑木材加工技術の確立 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 小矢部市 株式会社ミヤモリ 3230001009147 ハトムギ糠油のコールドプレス搾油法による搾油工程の内製化と糠油製品のアップサイクル事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 氷見市 はしもと屋 ワンランク上の高付加価値ニーズを捉えるサービス提供体制の再構築 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 富山市 ファーマパック株式会社 2230001002648 自社の強みである容器製造に着目した新分野展開で、医薬品受託製造における差別化を図る 株式会社北陸銀行

中部 富山県 砺波市 手羽先とり料理　とり新 サブスクリプション形式での調理済み食品ＥＣ販売と飲食店向け調理済み製品開発サービスの展開 富山県信用組合

中部 富山県 富山市 株式会社ＥＹＥ　ＳＴＯＰ．ＤＥＳＩＧＮ 7230001014548 不法投棄問題と循環型社会に貢献する建設発生土リサイクル事業への進出 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 砺波市 本家かまどや砺波店 紅ズワイガニ加工を中心とした卸売業兼加工事業への業種転換 富山県信用組合

中部 富山県 富山市 富山促成青果株式会社 1230001002013 Ｍ＆Ａのチャンスを活かした量販店向けカット野菜事業への新分野進出事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 富山市 株式会社ＦＯＲＴＥＣＨ 8230002002963 高効率・高収益開発向け土工工事施工に向けた建築基礎工事プロセスＩＴ化の推進 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社安田組 9230001011080 既存のネットワークを生かし資格保有者人材を活用した仮設足場（とび工事）業への参入 タフコンサルティング株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社ファーレン富山 5230001002653 急速に進む自動車電動化を見据えたＥＶ車販売及び整備事業への業態転換 株式会社フォーバル

中部 富山県 富山市 合同会社コトリ 9230003001179 フォトジェニックなテーマパーク！セルフフォトスタジオの設置 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 株式会社環境総設 3230001006219 井戸掘削業進出による飲食店の融雪、給排水・衛生設備のトータルケア 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 株式会社ウェルテクノ 7230001003600 給油タンクメーカーの挑戦！大型バス市場参入と建設機械部品の新規製造事業 株式会社北國銀行

中部 富山県 南砺市 成政酒造株式会社 3230001008751 「酒造好適米の米麹でつくった甘酒」の製造体制・販売チャネルの構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 滑川市 有限会社波間工作所 2230002009015 大型簡易ＮＣ旋盤の新規導入による、長尺丸物のオーダーメイドへの挑戦 株式会社富山銀行

中部 富山県 射水市 三和パック株式会社 3230001012695 段ボールの可能性を追求した高デザイン・低価格一般消費向け段ボール製品開発とその生産工程、販路の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社北日本製工 7230001003658 産業分散化に向けた高品位・低コスト薄肉ステンレス材加工・組立技術の確立 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 氷見市 釣屋水産食品株式会社 2230001011616 小売業への新規参入による新たな収益源の創造 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 黒部市 有限会社自然堂 6230002008062 オンライン完結型オーダーメイド不妊漢方相談プログラム事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 富山県 中新川郡舟橋村 ファインネクス株式会社 4230001004849 高精度・低コスト異種金属接合圧造技術の確立と高効率生産体制の構築 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 有限会社ヴィ・ウエスト 4230002006935 富山湾直送　獲れたての魚を提供する「鮨バル」の開業 富山商工会議所

中部 富山県 高岡市 有限会社佐野政製作所 7230002011172 伝統技術を活かした芸術性のある高付加価値店舗什器への新分野進出 高岡信用金庫

中部 富山県 南砺市 株式会社福光工業 5230001008774 ＥＶ分野での量産型製造受注獲得に向けた精密金型製造プロセス可視化技術の確立 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社ジュープラス 1230001004505 ウッドファイバー素材の外販を新たに立上げて収益構造を再構築する 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 中新川郡上市町 オフィスＨ株式会社 5230001016967 高度な洋菓子製造技術や厳選素材にこだわった独創的なスイーツ販売事業 あかねパートナーズ株式会社

中部 富山県 砺波市 糀ＡＳＯＢＩ 日本古来の麹文化を全国に広める 株式会社北國銀行

中部 富山県 魚津市 本江酒造株式会社 1230001007193 低アルコール原酒の製造による魚津市唯一の酒蔵の復活プロジェクト 株式会社北陸銀行

中部 富山県 滑川市 株式会社金山産業 5230001007792 護岸対策・災害対策工事参入に向けた自動化の推進による高精度・低コスト施工体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 氷見市 株式会社加野ダイカスト工業所 2230001011525 アルミダイカスト精密製品一貫生産体制の強化に向けた評価・分析プロセス高度化 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 射水市 うどん万福 新しい生活様式に対応した地元に愛されるうどん店の省力化実現と惣菜・物販事業 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 日本特殊軽電株式会社 7230001002255 感染リスクも軽減する革新的な「布団の丸洗いお任せサービス」事業の構築 あかねパートナーズ株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社ナイン自動車 9230001002311 自動車業界の技術変革とニーズの変化に適応する新サービス展開によるＶ字回復事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 有限会社ＡＲＰ 8230002005553 新時代に沿ったワーケーション滞在が可能なコワーキング機能付の宿泊施設 株式会社愛知銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社インサイト 6230001011769 総合商社事業再構築に向けた創業支援への進出による顧客育成プロセス高度化 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社富山レスキューサービス 1230001016095 子育て世代の母親の生活基盤を支える「美容×便利」の新サービス開発 あかねパートナーズ株式会社

中部 富山県 中新川郡上市町 有限会社佐々木博善社 6230002005828 新時代の「大切な故人を丁重に弔うための小型葬儀市場」の新開拓 あかねパートナーズ株式会社

中部 富山県 滑川市 糸氏技研株式会社 6230001007759 精密金型一貫製造業者へのステップアップのための精密金型製造体制の構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 菱越電機株式会社 8230001003533 ＡＩを活用し設備設計事務所の単純作業を省力化する事業 池水　龍一

中部 富山県 富山市 有限会社水文 9230002005560 海外展開加速化に向けた生産プロセス全体での温度・衛生管理技術の高度化 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 合同会社ＫＫワークス 9230003001022 高機能プラスチック製品製造業に事業転換を図る 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 北日本新聞清水販売店 地域に根ざした新聞販売店の健康増進牛乳宅配事業で事業再構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 富山県 下新川郡朝日町 畑畳店 「和モダンユニット」を効率的に製造する拠点整備とショールームの開設 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 豊島産業株式会社 4230001005178 インフラ整備・維持コスト低減化に資する高品質・低コストリサイクル上層路盤材生産体制の構築 富山信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社立ち呑み屋 8220001021651 「食」と「体験」で家族がつながるコミュニティパーク運営事業 レンタルＥＣ株式会社

中部 石川県 七尾市 能登窯業株式会社 9220001016089 屋根工事業の不動産事業進出　３６０°スキャニングによる不動産開発ＤＸ のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社コリヤンハウス 4220001007134 エンドユーザー向け小売部門新設　事業計画 金沢信用金庫

中部 石川県 かほく市 平野美希子フラメンコ教室 音楽芸術のための文化総合施設新ＥＳＴＵＤＩＯ　ＡＲＴＥ開設 のと共栄信用金庫

中部 石川県 小松市 カネセン 地産地消やジビエでＳＤＧｓを推進し、中心市街地の活性化にも貢献する創作イタリア料理店 はくさん信用金庫

中部 石川県 金沢市 ラセラヴィ 心と身体を美しく整えるオーダーメイド整体事業への進出 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 十六文亭 農商工連携の「棚田蕎麦」を活用した製粉・体験事業の展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 七尾市 串滿斎やきとり家竹松 キッチンカーによる物販・地元スーパーへの卸事業販路拡大 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社エムワイプラント 1220001022755 樹脂の知見活用による建設業から半導体工場向け製造業への大胆な転換 経営ビューイング株式会社

中部 石川県 輪島市 株式会社のむら 9220001016717 着物を着てもらい、能登へ来てもらう。二つの魅力を伝えるフォトスタジオ事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 謎屋珈琲店 北陸初の謎解き脱出ゲーム体験施設への展開事業 株式会社福井銀行

中部 石川県 金沢市 金澤じんや 飲食店から新たに実店舗とデジタルを組み合わせた熱帯魚販売事業への挑戦 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 金沢市 株式会社ファヴォリ 4220001020517 女性の自立労働を支援するネイル技術者育成の新事業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 有限会社ネクストワンコシダ 7220002011652 若年層と女性に向け、整体師養成スクールをオンライン配信へ業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

中部 石川県 金沢市 奥村建装株式会社 2220001018562 建築塗装店の技術をカーラッピングサービスに活かす新分野展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 野々市市 株式会社ぶった農産 3220001008026 飲食店プラットフォームによる「企業スタッフ向けお弁当デリバリーサービス」への進出 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 株式会社ライフサワダ 2220001020592 社会課題に挑戦する健康寿命延伸パーソナルフィットネスジムの開業 半田　武志

中部 石川県 白山市 米澤鐵工所 素材切り出しから溶接加工検査まで一括受注、ワンオブ部材加工パックの提供 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 シーダーホームズ株式会社 6220001003552 完全オンラインで打ち合わせが可能。ウィズコロナの注文住宅の新定番に 税理士法人宮田会計

中部 石川県 金沢市 スナック喫茶遊々 創業支援シェアサロンによる男性・ジュニア向けエステ事業 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 小松市 株式会社ありがた屋 3220001011715 小中学生向けプログラミング自学アプリの開発・配布事業 小松商工会議所

中部 石川県 七尾市 クボン快創 地域に密着しそれぞれが持つ住宅エクステリアの理想の実現 のと共栄信用金庫

中部 石川県 輪島市 株式会社田谷漆器店 8220001016544 リアルショップ建設により、オンラインショップ売上増加につなげる。 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社ＯＨＡＲＡ 3220001014791 塗装サービスによるバリューチェーンの全体最適化および新市場開拓 中村　敦夫

中部 石川県 小松市 株式会社永田藤作商店 5220001012249 カーテン資材用織物、集中からの脱却。スポーツカジュアル衣料用織物への新規進出 小松商工会議所

中部 石川県 加賀市 石川樹脂工業株式会社 3220001013050 バイオマス複合材料と自己循環生産ライン開発による欧米向け低炭素プラ雑貨事業への展開 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 株式会社オノモリ 9220001012864 高精度・低コスト精密機械製造技術の確立とその適用分野の開拓 株式会社北陸銀行

中部 石川県 白山市 岩本工業株式会社 5220001008973 半導体製造装置向け精密部品加工における高精度・低コスト生産体制の構築 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社福栄水産 3220001022497 「金沢紅かに」としてブランド化によるベニズワイガニの加工販売計画 山内司

中部 石川県 金沢市 株式会社ｏｎｄｏ 5220001022669 金沢産自然食品の独自ブランド事業立ち上げによる経営基盤の強化 児玉　直樹

中部 石川県 小松市 有限会社河村商店 3220002010427 金属リサイクル業の強みを活かした金属成分分析業への新分野展開 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 中國菜家　桃花片 ミシュラン掲載「石川県の小さな中華料理店」が家食市場に挑戦！ 税理士法人中山会計

中部 石川県 白山市 株式会社オーティ・マットー 6220001009046 多様化する外食店用回転コンベアを社内一貫生産し新市場を開拓！ 税理士法人中山会計

中部 石川県 金沢市 株式会社山岸建築設計事務所 4220001007191 創業７１年の金沢の建築設計事務所がＢＩＭを導入し建設投資コンサルティング事業に挑戦！ 税理士法人中山会計

中部 石川県 小松市 株式会社真誠プランニング 2220001014207 次世代通信携帯用アンテナに用いるアクリル構成部品加工の新分野展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 ＢＥＳＴ株式会社 6220001020977 多様なデザインの保護看板シートを提供し建設景観の向上をはかる 福井県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 株式会社さかえや旅館 4220001002952 アフターコロナ時代にも対応できる宿の高付加価値化による事業再構築計画 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

中部 石川県 金沢市 株式会社かなや 8220001019951 ポストコロナを見据えた宿泊事業の新分野展開 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

中部 石川県 加賀市 有限会社たちばな四季亭 5220002012561 老舗旅館による自社および地域の経営資源を活用した高付加価値事業への挑戦 株式会社北陸銀行
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中部 石川県 白山市 株式会社ウイル・コーポレーション 6220001018492 バリアブル印刷によるパッケージ商品の新たな生産・販売展開 協同組合さいたま総合研究所

中部 石川県 かほく市 有限会社大崎 7220002017229 ２４時間・無人化インドアゴルフで地域イノベーション貢献への展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 ステンレス株式会社 8220001010539 アルミ・真鍮板による意匠性の高い建築用デザインパネルの製造 株式会社北國銀行

中部 石川県 七尾市 株式会社宝仙閣 7220001015514 加賀の宿改修による日帰り富裕層向け本格高級レストランへの挑戦 濱田　健司

中部 石川県 白山市 株式会社いちの 7220001000078 衣から住へ。健康と癒しに特化したセレクトショップへの業種転換 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 株式会社清水スポーツ 8220001022872 地域密着卓球専門店が挑む「清水スポーツ２．０」 村田　良一

中部 石川県 七尾市 姥浦建設株式会社 3220001015278 民間新エネルギー需要獲得に向けたＩＣＴ施工体制構築による商流再構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社西研精機製作所 1220001004893 高度平滑加工による工作機械から医療機器への大胆な新分野展開 株式会社北陸銀行

中部 石川県 七尾市 有限会社中島木材工業 1220002014248 石川県産材低コスト・安定供給に向けた高品位・低コスト一貫製材ラインの構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 石川県 白山市 さか喜 道の駅に定食屋として出店。地域貢献で地元に不可欠の存在へ！ 白山商工会議所

中部 石川県 金沢市 竹村鉄工所 サプライチェーン連携での高精度・低コスト変種変量精密継手生産体制の構築 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 能任絹株式会社 2220001005214 衣料用副資材から乗用車向け資材分野への進出による事業再構築の推進 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社越山商店 3220001002771 和菓子の伝統的なあんこの技術を生かした発酵小豆の飲料水（ＡＺＵＫＩ　ｄｅ　ＨＡＫＫＯ）の開発及び　製造・販売 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 無添加パンまつや 石川県初、スマホに特化した無添加パンのドライブスルー店舗への転換 金沢中央信用組合

中部 石川県 加賀市 株式会社光パックス石川 2220002012754 高級木箱を超える高級日本酒用Ｖカットパッケージの開発 株式会社北陸銀行

中部 石川県 小松市 株式会社加州プロパテイ 5220001014071 出張者や地域住民のテレワークを促進する駅前レンタルスペースの運営事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 鹿島郡中能登町 唐草ドローンプロジェクト 産業用ドローンオペレーター育成と整備事業のワンストップ化による継続可能な地域事業の創出 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 株式会社アースプロジェクト 4220001016267 ペット産業向け商品の開発とＥＣサイト販売事業への転換 金山　睦美

中部 石川県 金沢市 株式会社安江鉄工 4220001007142 多種ワーク連続加工技術を活用した高精度・高生産性・低コスト同時連続完成品生産体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 かほく市 株式会社宇ノ気給食センター 6220001018113 豊かな食生活を提供する介護施設・社員食堂向け真空調理事業の開始 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社ヤスヨシ 6220001007157 精密板金技術と精密切削加工技術の融合による産業機械精密部品一貫生産事業へのステップアップ 金沢信用金庫

中部 石川県 小松市 家具工房レオン 家具製造小売販売業から天然乾燥の建材卸売業への新分野展開事業 小松商工会議所

中部 石川県 能美市 中出鉄工株式会社 8220001012799 先進的物流施設向け、大型かつ高強度な建築用鋼材での新分野展開 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 株式会社山法師 9220001024141 ドライブスルーや無人販売でコロナ禍を生き抜く大判焼き店の挑戦 石川県商工会連合会

中部 石川県 白山市 株式会社盛本自動車商会 5220001008908 搬入出サービス付き倉庫事業 税理士法人和

中部 石川県 白山市 西川鉄工所 高精度化・生産性向上を図り次世代ダンプトラック用変速機部品に挑戦 株式会社北國銀行

中部 石川県 加賀市 株式会社カワシタ塗装 2220001013101 最新ドローン導入による建物点検診断と農薬・肥料散布サービスの提供 株式会社北陸銀行

中部 石川県 小松市 有限会社ヨシダ 2220002011384 プロジェクションマッピングと故人ビデオの投影で“故人らしさ”を演出する家族葬サービス 塩津　友輝

中部 石川県 白山市 ヨシオ工業株式会社 2220001009504 グローバルで成長する建機業界の量産部品加工分野への進出事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 石川県 金沢市 株式会社金崎鋲螺製作所 8220001001868 独自特殊ネジ加工技術で半導体製造装置等高難度アルミ加工に取組 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 小前田運輸株式会社 5220001011993 流通加工への進出と倉庫管理システムの導入による総合物流サービス企業への転換 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 石川県 金沢市 株式会社海幸フーズ 5220001018329 拡大するドラッグチェーンストア向け水産製品の供給体制構築事業 株式会社福井銀行

中部 石川県 金沢市 横山往診診療所 「北陸初、手外科専門のクリニックの開設と全国初のハンド・ドックの実施」 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社ワークス 7220001010291 地域観光マネジメントのワンストップ窓口事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 小松鋼機株式会社 7220001011934 温室効果ガス低減に資するＬｉイオン電池製造装置筐体製造等取組 株式会社北陸銀行

中部 石川県 白山市 株式会社酒井工業 5220002009062 ステンレス形鋼加工技術の確立と小ロット対応による新分野展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 白山市 トリニティＪａｐａｎ株式会社 5220001014906 地域に貢献できる障害者複合施設運営による新分野への挑戦 株式会社富山銀行

中部 石川県 金沢市 柔Ｌａｂ．株式会社 5220001018221 「コロナ禍における運動に特化した介護予防・日常生活支援フィットネス型の総合事業」 有限会社仙台屋

中部 石川県 白山市 株式会社永井鉄工所 6220001014616 工作機械向けの生産技術を活かして、半導体製造装置向けバルブ・継手の生産へ挑戦 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 合同会社ＡＤ　ＰＨＯＴＯ　ＳＨＩＮＡＮＯ 9220003003110 スチール写真の技術を活かした地元企業の広告動画制作支援事業 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 株式会社ヤマモト自工 9220001018218 つの新規サ－ビスの提供により、自動車整備業から地域のトータルモビリティサービス事業者へ転換を図る 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社木地リード 4220001007076 ５Ｇ基地局基板用の極薄ガラス繊維を織る「極薄部品の製造」に挑戦 株式会社北國銀行

中部 石川県 白山市 株式会社崎村工務店 5220001014682 作業員の配置最適化を実現するシステム開発と建設業の生産性向上への貢献 浅田　章大

中部 石川県 金沢市 南島オート株式会社 3220001006888 ＩｏＴ検査機器等デジタル活用型修理技術を完備したスマート工場化による収益性や透明性を確保したサポカー完全整備体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 羽咋郡宝達志水町 株式会社土一板金工業所 8220001015819 防災・老朽化対策を目的とした非住宅リフォームに係る建築板金事業への新分野展開 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 株式会社ヤマト醬油味噌 6220001007256 クラフト濁り酒醸造所による海外日本酒市場への挑戦 株式会社北國銀行

中部 石川県 かほく市 株式会社ＮＫポリマー 4220001018065 マシニングセンタ導入による半導体製造装置向けゴム製品市場への進出 税理士法人表会計事務所

中部 石川県 金沢市 宮下印刷株式会社 6220001006927 伝統工芸を守る事業者向けにブランディグ支援事業を開始 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 有限会社金森鉄工所 1220002001931 メンテナンス・交換部品製造サービス分野への集中のためのフレキシブル生産体制の構築 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社ライフ・マネジメント 8220001022534 石川北陸の海産物を用いた新サービス・新商品 株式会社北陸銀行

中部 石川県 白山市 ケンコー食品株式会社 6220001000104 業務用食品の製造業（ＰＢ＆ＯＥＭ）から、自社・開発商品（ＮＢ）の製造販売に転換する事業。 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 小松市 株式会社イソヤ 5220002011844 既存技術を活用し、半導体業界に進出！半導体製造装置の筐体製作 株式会社北國銀行

中部 石川県 羽咋市 神音 古民家を活用した宿泊展開と地域連携で「豊かさの再認識」体験を提供 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 有限会社大名茶家 5220002003536 カニ料理の無店舗販売による”かに百味百美”の確立 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社あたらしや 5220001000807 金沢市初のセルフロウリュが可能な貸切型フィンランド式サウナ事業 株式会社愛知銀行

中部 石川県 金沢市 有限会社ＭＹＣＡＲＳ 1220002008407 意欲ある障害者のための就労継続支援Ｂ型事業所の開設 税理士法人表会計事務所

中部 石川県 金沢市 株式会社ことぶき 3220001002788 すべて屋内で衣装の持ち込みも不要。グラマラス・フォトウェディングを提案する。 税理士法人宮田会計

近畿 福井県 鯖江市 犬の美容室ハッピー １組限定の愛犬同伴全天候型キャンプ施設事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 クリーニング八木 一般クリーニング業から高級衣料に特化したメンテナンスケア専門店への新展開 福井信用金庫

近畿 福井県 越前市 株式会社オーケン 9210001011512 陶板浴入浴施設を体験施設に変え、陶板浴施設工事業に業態転換する。 左近　政裕

近畿 福井県 福井市 有限会社佐藤かまぼこ 3210002001476 日本のセンター福井から、地元と沖縄をＭＩＸした食文化の発信 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ＳＮＯＷ．Ｋ 6210001017396 昼と夜で営業形態が変わる移動式Ｂａｒへの業態転換事業 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 小松屋 創業１０６年の味を食卓に！福井名物カニのテイクアウト販売事業 佐々木　孝美

近畿 福井県 鯖江市 株式会社Ｊ．Ｃ．通商 3210001015857 コロナ禍対応の「香港飲茶」業態の確立による飲食業界への新規参入 鯖江商工会議所

近畿 福井県 福井市 ラウンジ　リシュブル パン吞みできる飲食店への事業転換 福井県商工会連合会

近畿 福井県 坂井市 小杉織物株式会社 6210001007538 高速製織技術を生かした機能・コストに優れる絹製寝具の製造 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 ケイショウ株式会社 2210001015684 シニア向けの使いやすいフリーマーケットアプリによる新分野展開 福井商工会議所

近畿 福井県 大野市 有限会社木村商店 3210002009965 廃棄物処理業者が、資源の有効活用を推進し、３Ｒ＋Ｒｅｎｅｗａｂｌｅの課題解決に取り組む 株式会社福井銀行

近畿 福井県 吉田郡永平寺町 吉田酒造有限会社 9210002004143 酒造残渣物からのマテリアルリサイクル事業の確立 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社ＣＡＲ－ＭＡＮ 1210001016964 ラストワンマイル輸送における持続可能な物流環境の実現に向けた、商用ＥＶの特定整備分野事業 税理士法人ＭＯＶＥ　ＯＮ

近畿 福井県 福井市 オフロム株式会社 7210001000830 高密度・高機能基板における確実なトレーサビリティを確保した高精度・高速基板実装ラインの構築 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 片山機械株式会社 4210001000908 高品質・安全・高耐圧化半導体分野へのシフトに向けた複雑三次元加工技術の確立 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 坂井市 株式会社元井建設工業 6210001007694 業界初の建築廃材・再資源化に貢献する高効率・木質バイオマス用「切削チップ」製造体制の構築 福井信用金庫

近畿 福井県 小浜市 カワイ株式会社 2210001014249 内製化や製造方法の変更で塗り箸の食洗器対応と生産性向上を実現 小松﨑　哲史

近畿 福井県 鯖江市 田中忠織物株式会社 3210001013051 老舗織物業者が、高まるＳＤＧｓ対応に配慮した素材による織布製造に挑戦 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社コスモ超音波研究所 3210002001261 新製品「オゾン乾燥機」によるＥＣアパレル業界への新規参入 株式会社福井銀行

近畿 福井県 坂井市 株式会社柴原電機 2210002001634 地域のライフラインを守る！県内初の住宅設備リビルド品販売と修理・メンテナス 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 株式会社Ｉｄｅａ　Ｃｒａｆｔ 1210001018218 昔ながらの町屋×デジタルを通じた業態転換！ 稲葉　順一

近畿 福井県 坂井市 株式会社本原農園 6210001016646 広大な農地を管理する若い農業従事者が、自らが栽培管理したお米を精米し、白米の量産小売販売に挑戦する 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 メゾンデザイン工房株式会社 3210001004100 住宅リノベーションによる空き家再生、地域活性化・強靭化事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社越前かに成前 9210001014457 新加工法で目指す高品質な「かにの総合店」 福井商工会議所

近畿 福井県 敦賀市 有限会社タカハシクリーニング 3210002010543 老舗クリーニング店が北陸新幹線延伸で需要高のリネンクリーニングに挑戦 敦賀信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 株式会社谷口設備 1210001014415 設備工事業の新たな挑戦　連動型加湿器の製造販売による事業再構築 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 坂井市 株式会社ナカテック 7210001002579 ソフトウェア開発とコールセンターを組み合わせたビジネスモデルの展開 株式会社北陸銀行
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近畿 福井県 鯖江市 株式会社マルサンアイ 9210001013302 脱ＶＯＣ！安全で環境に優しい水性コーティング商品のご提供 鯖江商工会議所

近畿 福井県 越前市 株式会社明光建商 6210001012034 金属製折板屋根の新しい価値を提供するフラットフェースの事業化 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社羽二重餅総本舗松岡軒 3210001002731 「羽二重餅總本舗」が羽二重餅の世界を体感できる和カフェ新設 福井商工会議所

近畿 福井県 あわら市 株式会社杉田組 8210001007131 ＩＣＴ施工体制を構築し山砂採取をはじめ建設工事の生産性向上をはかる 福井県商工会連合会

近畿 福井県 小浜市 有限会社津田自動車 7210002013831 地域初！特殊車両及び高度コンピュータ搭載車向け高品質アフターサービスの実現 小浜信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 やまはつ菓舗 菓子製造技術を生かしたスイーツを提供する眼鏡カフェ事業 福井信用金庫

近畿 福井県 鯖江市 サバエリサイクル協同組合 9210005007969 高品質・低コストリサイクル路床路盤材ＲＣ６０砕石開発とその高効率生産体制の構築 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 鯖江市 株式会社小澤鉄工 5210001012737 立形マシニングセンタ等で半導体高機能フィルム巻芯装置部品へ展開 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 株式会社ジャルダン 1210001001561 グランメゾンへの業態転換とＩＴを活用した業務運営体制の構築 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 ｃａｎｖａｓ アフターコロナを見据えた新感覚体験型アウトドアカフェ業態の開発 福井信用金庫

近畿 福井県 大飯郡高浜町 クレア株式会社 7210001014244 海の見えるテラスを新設し、外（非接触）での飲食需要を狙って地域初の業態を始める！ 福井県商工会連合会

近畿 福井県 小浜市 有限会社上田建具 6210002013667 木製廃材を活用したブリケット薪の製造及び薪ストーブの販売事業 小浜信用金庫

近畿 福井県 福井市 アクアフーズ株式会社 2210001015115 ふるさと福井と共存共栄する為に伝統野菜の付加価値向上商品開発事業 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 メンズ　へア　マックス 消費者ニーズの変化に合わせたセルフ型脱毛サロン事業への参入 福井信用金庫

近畿 福井県 敦賀市 有限会社フラワーフーズコーポレーション 7210002011190 アスターコロナに対応した　地域初の生パスタ専門店の開業 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 ヴィノベート・ジャパン株式会社 8210001017816 福井初ＤＸ型次世代パーソナルサッカー塾の新事業展開 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社ユトリＰＫ 9210001009102 オリジナル珈琲リキュールの開発・販売で、高付加価値型店舗事業への転換 税理士法人ＭＯＶＥ　ＯＮ

近畿 福井県 福井市 ｎａｔｕｒａｌ　ｋｉｔｃｈｅｎ　ＳＡＬ 飲食店が食料品製造業に事業再構築し県外・海外販売へ 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社フジタ住建 9210001015769 障がい者向けのプライバシーを重視した新しいグループホーム 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社すのうどろっぷ 4210002008512 障害者福祉ニーズに対応した社会的課題解決のための障害者福祉・総合サービスの提供 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社村井隆商店 8210001004070 産業廃棄物処理工場の設備強化による３Ｒ推進と環境型社会の実現 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 鯖江市 田中建設株式会社 9210001013054 ＩＣＴ建機を活用した「砂防工事・災害対策・復旧工事」への進出 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 大野市 株式会社アイケー 8210001009680 地方縫製業の挑戦！下請け体質を脱却し、新たな販路を開拓するＥＣサイトの構築 大野商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社八木熊 4210001004207 環境マテリアル事業　～配合技術で再生プラスチックを活用したい企業へのトータルコーディネート事業の実施～ 公益財団法人ふくい産業支援センター

近畿 福井県 鯖江市 タガハウス株式会社 5210001013033 希少木材と伝統建築技法を融合した建築家具の製造・販売 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 南条郡南越前町 株式会社ディーウエスト 6210001016976 産業廃棄物中間処理の優位性を活かす石綿関連事業への新分野展開 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 井上商事株式会社 9210001000218 高品質アルミ製屋内雨水排水管の開発と生産・販売体制の構築による新分野展開 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 越前市 株式会社システム・プロモーション 7210001013519 ヨガフィットネス向け　ストック型ビジネス展開 税理士法人武生中央会計

近畿 福井県 坂井市 アサヒマカム株式会社 5210001000072 整経機メーカーとの世界初の連携・協業モデルによる新分野展開事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社エフシーエージェンシー 3210001016104 「貸切バス×学習塾」送迎バスの運行で保護者の負担を軽減した学習塾の新規開校 福井商工会議所

近畿 福井県 坂井市 株式会社西陣 2210001007384 地域資源の見え方・感じ方、地域の体験にもこだわった宿泊サービスの提供 福井県商工会連合会

関東 山梨県 北杜市 ステンドハウスデン スポーツプリントサービス・ＤＥＮ 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 笛吹市 株式会社クレスト 4090001006298 地元密着「青空市場」による青果販売事業への新規参入 甲府信用金庫

関東 山梨県 山梨市 株式会社４５５ｓｔｕｄｉｏ 9090001014734 森林教育事業による木製品製造販路開拓事業 吉野　康太

関東 山梨県 甲府市 Ｌｉｇｈｔ　Ｃｏｌｌａｂ　Ｊａｐａｎ株式会社 1010501039782 既存のデザイン業を活かした地元山梨の酒類の販売 石橋　光隆

関東 山梨県 甲府市 アントニーズキッチン 近隣の消費者をターゲットとした本格英国料理のお弁当販売 深沢　邦秀

関東 山梨県 甲府市 株式会社トミオカテニス 3090001001531 子どもも大人も運動不足解消！地域住民の健康寿命を延ばす新規事業の構築！！ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 ヤックワークス株式会社 2090001014443 新たな販売機会と新規顧客を獲得するための複合型アウトドア×ものづくり施設の開業 株式会社八十二銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社望月宝飾 8090001002178 ″日本の宝″血赤珊瑚等のＥＣ販売によるＤｔｏＣビジネスへの参入 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 有限会社ツガネ紙器 8090002007523 デジタル印刷機の導入による小ロット対応の実現と新サービスの展開 飯田　伸司

関東 山梨県 南アルプス市 株式会社ショープル 4011301018998 山梨県初！ワイナリーが挑む収穫体験付き古民家カフェ開設事業 甲府商工会議所

関東 山梨県 甲府市 株式会社ギリオン 6090001000547 繊維業界中小メーカー向け医療機器製造販売業の販路拡大事業 甲府商工会議所

関東 山梨県 南巨摩郡富士川町 スナンタ製作所 木工家による「古民家再生の宿泊施設」と「ものづくり」の融合 山梨信用金庫

関東 山梨県 都留市 株式会社Ｎ＆Ｋ 2090001008750 コロナ禍で打撃を受けたカラオケ店に韓国チキン店を併設 池田　哲郎

関東 山梨県 甲斐市 株式会社グローバルコーポレーション 1090001004536 ラボグロウンダイヤモンドを使用した低価格でエシカルなジュエリーによる新たなマーケットの開拓 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南アルプス市 有限会社アルプスステーション 3090002007098 急速充電器設置と電子制御装置整備を含む特定整備を行う認証工場取得による「攻めの業態転換」 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南アルプス市 ジット株式会社 4090001004921 使用済みインクカートリッジ回収網を活用した小型家電リサイクル事業への新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 山梨県 甲府市 公文式竜王東教室 老若男女対象パソコン・プログラミング教室の開講に係る新たな教室環境の整備 甲府商工会議所

関東 山梨県 富士吉田市 株式会社やみつき 5090001014135 “食”と“おもてなし”に特化した富士山光景ヴィラＹＡＭＩＴＳＵＫＩ 千須和　知久

関東 山梨県 都留市 株式会社鈴木工業 6090001013945 「目が届く・手が届く・心が届く」有料老人ホーム　×　デイサービス 都留信用組合

関東 山梨県 大月市 株式会社サン・ワールド 2090001007934 外構業者が取り組む生花販売と土産物販売による地元活性化事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 中央市 山梨貨物自動車株式会社 7090001002930 多機能拠点倉庫の整備による新分野展開と新たな物流スタイルへの挑戦 甲府信用金庫

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 ペンション　アイビー ガレージ併設・ライダー歓迎！山中湖で四季を通じて楽しめる地域連携型貸別荘 都留信用組合

関東 山梨県 北杜市 エイチエステクノス 射出成形機及び小型切削加工機を導入し製造分野へ挑戦！量産加工工場の構築！ 本川　修一

関東 山梨県 笛吹市 黎明荘 古民家リノベーションによるワーケーション施設運営事業 甲府信用金庫

関東 山梨県 南アルプス市 三栄精工株式会社 1090001004890 ＥＶ（電気自動車）・ＦＣＶ（燃料電池車）等の次世代自動車向け部品製造への新分野展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町株式会社ＨＡＭＡＹＯＵリゾート 5090001010274 地球と近づく時間～Ｓａｉｋｏ　Ｎａｔｉｏｎａｌ　Ｐａｒｋ　ａｎｄ　Ｒｅｓｏｒｔ～ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 大成プラスチック工業株式会社 1090001001260 ３Ｒ養生パネル開発による循環型建築資材への進出 植松　誠

関東 山梨県 富士吉田市 有限会社春木屋富士吉田店 9090002012407 ハタオリ（機織り）マチの活性化に繋げるカフェ事業への新分野展開 山梨信用金庫

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 株式会社勇 1090001016077 焼肉店の強みと機会を活かした食肉販売業への進出（新分野展開） 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町アイビー化粧品　舟久保美寿々 化粧品販売事業から新規に取り組む発達障害児対応デイサービス事業 山梨信用金庫

関東 山梨県 南都留郡西桂町 株式会社川栄 9090001010502 自社内デザイナーによる新しいデザイン表現のネクタイ用等生地の製造・販売 北浜グローバル経営株式会社

関東 山梨県 富士吉田市 有限会社Ｓ＆Ｍ 1090002012942 空手教室のスペースを活用した加圧スタジオの設置 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 笛吹市 全社益合同会社 9010903003899 非接触型入退館を実現したトランクルーム 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲斐市 合同会社ユタカ農機 8090003001780 山梨県の農業を元気に！農機具専門商社ユタカ農機の「草刈り隊」 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 山梨県 甲府市 有限会社小泉木工所 2090002001085 食のプロが作る「会員制　高齢者向け宅配プレミアム弁当」製造・販売事業 山田　一功

関東 山梨県 甲府市 有限会社タケマサ商事 8090002009214 若年重症心身障害者向けの就労支援による居場所作り 池田　哲郎

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 薬泉園 メッシュＷＩＦＩ活用によるＤＸ人材向けワーケーション事業 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 加茂源株式会社 7090001013234 果物の里のサステナブルな生産物から作るお酢のカップアイス製造 深沢　邦秀

関東 山梨県 都留市 カワノ自動車 培ってきた自動車整備を生かしたリースカー販売を展開 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 笛吹市 有限会社東部ガス興業 3090002008476 安心・信頼　水廻りの困ったを解決します！！ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 滝田工業 「山梨初！カラダの不調や痛みを和らげ、癒しの空間を提供する」温浴施設事業 塩島　好文

関東 山梨県 中央市 株式会社Ｂｏｎ 8090001014371 米農家が作るお米に合う甲州もつ煮定食の店舗開発 前田晋吾

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町フレッシュウォーター 飲食、語学の強みを活かした１棟貸し宿泊施設事業の実施と地域活性化 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 都留市 板倉工務店 「ペット共生社会に対応した最先端コインランドリー事業への挑戦！」～地域のコミュニティーの再結成の空間～ 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河口湖オルゴールの森 1090001009659 絵画展示中心のアートミュージアムを核とした新観光事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡西桂町 三枝設備株式会社 5090001010506 企業研修をテーマとした都留市ならではの体験ができるコロナ禍でも安全な貸切宿泊事業 都留信用組合

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町有限会社蓬＿家 9090002012480 自社ビルの空きスペースを活かした大規模なイベントや会議も可能なコワーキング事業 都留信用組合

関東 山梨県 甲府市 橘田燃料住設店 本格的高齢者フィットネスと地域密着室内ゴルフ練習場事業 藤原　一正

関東 山梨県 北杜市 株式会社フカサワ 4090001011182 レーザードローンと３Ｄ測量ＣＡＤシステムによる高精度・高効率測量 飯田　伸司

関東 山梨県 笛吹市 有限会社バイパス清果園 9090002008941 フルーツの「規格外品」を新しい売り方で「規格品」に再構築する 山梨信用金庫

関東 山梨県 北杜市 せんのや 母たちのおうち時間の悩みを解決する地産地消テイクアウト事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 株式会社ジュエリープランニング 9090001001121 宝石鑑定士が教える！学び、比較し、製造出来るジュエリー小売店の展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町ガストホフ　リュミエール デニッシュパン＆スープ専門店「Ｌａｔｅｒｎｅ－ラテルネ」への新分野展開 池谷　正志
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関東 山梨県 富士吉田市 フジマツヤマベース 大自然と共生する「オフグリッドキャンプ場」事業 池谷　正志

関東 山梨県 甲斐市 株式会社テック・プラス 1090001005526 コロナ禍で打撃を受ける接骨院に地元食材を活用したパン屋を併設 池田　哲郎

関東 山梨県 南巨摩郡早川町 おんみつ堂 自然栽培によるブドウを使ったヤマブドウ系日本ワインの製造販売 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 ナカムラ ＢｔｏＣ市場でＥＣ特化サービス（非対面販売コンテンツ）構築！ 甲府信用金庫

関東 山梨県 笛吹市 合同会社カナエール 4090003001009 グループホーム事業への新規参入～障がい者が自分らしい生活を過ごす場所～ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 韮崎市 フルーツ相山農園 老舗ぶどう農家が手掛けるワイン特区韮崎市初となる農園カフェ事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 株式会社甲府工機 7090001000620 ５軸マシニングセンタによる高品質な木管楽器マウスピースの製造 公益財団法人やまなし産業支援機構

関東 山梨県 富士吉田市 有限会社勝俣造園 8090002011863 高地に適した植物を熟知する造園会社が開始する、今まで無かった高地でもバラエティ溢れる植木販売 山梨信用金庫

関東 山梨県 山梨市 旅館白龍閣 マイナスイオン豊富な渓谷の温泉で新規展開するサウナ付き貸切風呂 飯田　伸司

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町有限会社富士山みはらし 6090002012467 日本一標高の高い焙煎所 池谷　正志

関東 山梨県 甲府市 ティーエーシー武田消毒株式会社 2090001001441 防疫力強化に向けた研修ルームの構築と収益化に向けた展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 大月市 ハウジングアシスト 規格パネル組合せ式の汎用性の高いログ風小屋の製造販売 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 北杜市 株式会社Ｔｏｇｅｔｈｅｒ 6010401080205 世界基準の美と健康をお届け！北杜市のキッチンカー戦略 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町有限会社ホテル湖龍 7090002012482 河口湖畔のホテルのよる『漫画ロビー』事業の展開 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 富士吉田市 有限会社松山ガス工業 1090002012661 自家栽培の夏苺と地元特産品を使った美味しいジェラ－トカフェ事業 都留信用組合

関東 山梨県 甲府市 ｃｒａｆｔ　ｊｅｗｅｌｒｙ　ｋａｒｅｎ合同会社 2090003001646 結婚指輪製造販売業者によるレンタルウエディングドレスの販路拡大 甲府商工会議所

関東 長野県 茅野市 アトリエ　アンソレイユ フォロワー１．４万人へ美味しく贅沢なお菓子を！レシピ動画／オンライン小売販売 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 株式会社ホテル・ジャパン志賀 9100001012257 「本物の大自然」のど真ん中で「本物の地産地消」の実現に挑戦！ トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 千曲市 日華商事株式会社 3100001025157 金属リサイクル事業による事業再構築 有限会社エス・エム・エスコンサルティング

関東 長野県 長野市 優羽 中高年向けエステ事業 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 幸縁美 コロナ太りを解消！　幸せダイエットサロンのサブスクサービス 岩井　久典

関東 長野県 長野市 株式会社ビーカークリエーション 5100002007672 化学物質処理を含む設備の洗浄・清掃事業の提供による事業再構築 有限会社エス・エム・エスコンサルティング

関東 長野県 上伊那郡飯島町 ファームｙａｓｕ パン・ジャムの製造から飲食・小売業への新展開 長野県商工会連合会

関東 長野県 上田市 Ｆｕｊｉ　Ｂａｃｋ合同会社 4100003005197 和牛焼肉と韓国料理の無人自動販売機による高生産性事業の構築 斎藤　秀樹

関東 長野県 佐久市 株式会社柳田平八郎商店 6100001007879 自社製造の惣菜等の冷凍食品自動販売機による無人販売事業 有限会社エス・エム・エスコンサルティング

関東 長野県 松本市 株式会社ちょもらんまコーポレーション 8100001023718 高級キノコで事業を６次産業化！ニッチな市場で高シェアを目指す！ 松本信用金庫

関東 長野県 北佐久郡立科町 堀　貴子 超高画質８Ｋタイムラプス映像のオンライン販売の事業化 長野県商工会連合会

関東 長野県 北安曇郡池田町 株式会社エールファーム 7100001030269 グランピング施設を活用した農産物加工品販売プロジェクト 株式会社アイズモーション

関東 長野県 長野市 世界食堂 「学びの場ｎｅｘｔ」里山で、ここにしかないツーリズムを体感 長野県商工会連合会

関東 長野県 長野市 株式会社Ｓ・Ｃ・ロード 3100001004722 布団の卸屋が布団小売業に進出して創業１００年の老舗を守る！！ 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 株式会社スキノス 2100001030232 国立大学発、発汗研究ベンチャーによる汗の解析サービスの事業化 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社週刊長野新聞社 5100001001478 動画広告の制作請負とネット広告配信展開で新ビジネス構築 長野商工会議所

関東 長野県 松本市 株式会社浮 4100001016717 創業１０年を超える居酒屋による信州産食材を活用した新商品開発を実施し、オンライン事業に進出する。 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡御代田町 有限会社天狗の茶屋 6100002011095 学生スポーツ団体メインの宿泊客を社会人や、写真愛好家等へ切り替えていく 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 えにしや 居酒屋店から観光客向け古民家改造によるそば店開業でランチ業を強化 上田信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社ウッドビルド 4100001000340 「通気断熱ＷＢ工法」の特徴を活かしたトレーラーハウス事業への参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡中川村 ベルグストグループ キャンピングカーを使った新しい食と宿泊体験サービスの構築 飯田商工会議所

関東 長野県 佐久市 株式会社プライマルビューティージャパン 3100001025090 オンラインサロンと非接触セルフ型健康サロンの２軸でコロナ打破プロジェクト 坪井　亮

関東 長野県 塩尻市 株式会社小澤電気 9100001025449 家と車を繋ぐ新時代の家庭用電力供給システムの提案による業態転換の実現 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 有限会社ヤマダドレス 8100002022000 最先端ＩＯＴ技術を使った無人管理キャンプ場と実店舗の構築 山口　正太郎

関東 長野県 松本市 カフェ・れら 歴史的建造物の活用による菓子製造販売事業の展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 塩尻市 有限会社ビット 4100002025015 ボードゲームの販売及びボードゲーム用仕切り板（オーガナイザー）の製作販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 みそら野シャレー イベントスペースの創設によるアクティビティプログラムの提供 株式会社八十二銀行

関東 長野県 小諸市 株式会社かびりや 3100001008401 軽井沢の土産物店が自社農園で収穫したフルーツのファッジを製造販売する 株式会社八十二銀行

関東 長野県 東筑摩郡山形村 がじゃもんや松本笹賀店 団体宴会向けの広い店舗を活用したシェアスペース事業 中田　麻奈美

関東 長野県 長野市 しまんりょｐｏｄ 地産地消の高級コロッケと自家製マヨネーズ専門店の新規開発 米倉　徹

関東 長野県 長野市 株式会社長野スター商会 6100001002376 スポーツ愛好者・健康に課題を抱える人向けのＤＸボディケア事業 木内　孝信

関東 長野県 諏訪市 株式会社Ｉ．ＷＯＲＬＤ 6100001035203 当店自慢の餃子の自動製造と自動販売機及びネット販売 篠原　仁志

関東 長野県 長野市 株式会社ジェム 5100001030072 １棟貸切型シミュレーションゴルフ場への新分野展開 長野商工会議所

関東 長野県 木曽郡王滝村 合同会社Ｒｅｘｔ滝越 6100003004890 短期滞在から中長期滞在で安定収入を目指す 長野県商工会連合会

関東 長野県 諏訪郡原村 株式会社イツミ 3100001019290 脱炭素型衣類乾燥機の研究開発と専用ラインの構築による新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 株式会社コーヨーテクノス 1100001019012 新規開発するプローブにより、光エレクトロニクス分野における技術革新を目指す 立野　靖人

関東 長野県 諏訪市 株式会社小松精機工作所 7100001018306 次世代農業および水素社会対応センシング技術事業展開計画 諏訪信用金庫

関東 長野県 飯田市 有限会社高山精機 5100002036738 カーボンニュートラル社会に向けた次世代半導体製造装置の生産工程開発 飯田信用金庫

関東 長野県 駒ヶ根市 塚田理研工業株式会社 9100001021299 基板ライン増設による新規めっき工法の確立と量産化 株式会社八十二銀行

関東 長野県 岡谷市 株式会社スワコー 7010101008926 大型部品加工機及び自動化設備導入による新市場参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 多摩川マイクロテップ株式会社 1100001022305 航空機分野から車載分野へ、次世代ＥＶ用角度センサへの挑戦 株式会社八十二銀行

関東 長野県 伊那市 株式会社ジャパンバイオファーム 3100001020967 国産養殖用飼料の製造による水産領域への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 長野三和ポリエチレン株式会社 4100001002535 包装フィルムメーカーが拓く食品ロス削減・脱プラスチックの未来 長野信用金庫 ＪＡ三井リース株式会社

関東 長野県 小諸市 有限会社Ｉ・Ｎ・Ｔ 4100002012260 テーピングサービス事業におけるＥＶ分野への新規進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社ミールケア 2100001003378 スマートフードチェーン展開によるサステナビリティ健康促進事業～生産・流通・消費のデータ管理で食品ロスゼロ・脱炭素に～ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 株式会社ウエルフェア信濃 7100001011731 通所型老齢介護から、生活介護（障害者）による　共生型サービスを行うサービス開設についての　事業計画書 矢野　実

関東 長野県 中野市 株式会社そうげん 1100001025225 ラーメン等の冷凍食品化及び自動販売機などでの販売 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 有限会社サプリ 7100002007126 全天候型室内ゴルフ練習場整備による事業リソースの選択と集中 株式会社長野銀行

関東 長野県 長野市 株式会社一兎舎 7100001005171 国産大豆タルト専門店　いとおかし 長野信用金庫

関東 長野県 下伊那郡阿智村 株式会社ちさと東 9100001024228 培ってきた信州蕎麦の製麺技術を活用したオリジナル蕎麦の製造販売および提案事業 飯田信用金庫

関東 長野県 上田市 レンタルスキーダボス菅平 地域初！地元資源を活かした家族向けゆったりグランピング事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 上伊那郡宮田村 株式会社ユーエスアイ 2100001021149 ５０年間積み重ねた高精度切削加工の技術力を強みに、需要が急増しているアウトドア関連部品の製造を行う 株式会社エフアンドエム

関東 長野県 岡谷市 有限会社吉沢製作所 3100002032045 精密加工ノウハウを活かした半導体関連分野への事業展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡下諏訪町 プラン２１コーポレーション株式会社 3100001018631 老舗焼肉店の復活を目指して。個室で愉しむ高級焼肉店経営への挑戦 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 下伊那郡松川町 ＭＩＬＫ　ＢＯＸ 美容と健康を軸とした、飲食事業からエステ事業への空き家を活かした事業再構築 株式会社長野銀行

関東 長野県 上田市 株式会社不二 9100001010269 建設用多目的敷板「キラキラ信州ＥＣＯマット」製造販売レンタル 株式会社長野銀行

関東 長野県 飯田市 ミナト光学工業株式会社 8100001022802 次世代電動ステージの生産工程開発によって事業再構築をめざす計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 株式会社ネクサス 6100001012367 日帰り温泉旅館から障害者向け社会福祉事業への転換 税理士法人成迫会計事務所

関東 長野県 上田市 有限会社旅館菊乃屋 5100002015031 若者や外国人旅行者が泣いて喜ぶ、個人客特化型サービスに挑戦します トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 岡谷市 株式会社アクアシステム 2100001020076 土木工事向けスプレーマシンを利用した未開拓市場（土木塗装）への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 有限会社エイブル・カンパニー 4100002026013 「ダイバーシティハウス」建売事業に向けた経営資源の選択と集中 長野商工会議所

関東 長野県 下伊那郡松川町 株式会社協電社 3100001023029 ＥＶ車の課題を解決する全個体電池製造設備向けコンプレッサーの製造 立野　靖人

関東 長野県 松本市 株式会社Ｒｅ　ｒｉｓｅ 3100003005677 療育特化型放課後等デイサービス施設の運営を通じた発達障害児童の支援事業 税理士法人成迫会計事務所

関東 長野県 駒ヶ根市 有限会社サロン・ド・サエ 9100002034077 美味しい・安心・ヘルシーなテイクアウトを駒ヶ根に！老舗美容室の挑戦 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 長野市 歯科工房田丸 歯科医師・技工士との連携体制構築によるＣＡＤ／ＣＡＭ冠製作事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 塩尻市 有限会社パラダイス 2100002033151 カスタムゴルフクラブ販売ショップ併設のゴルフシミュレーション事業 トリプルナイン株式会社

関東 長野県 下伊那郡売木村 株式会社うるぎホープ 4100001023481 グランピング施設による地域資源を活用した革新的な宿泊サービスの事業化 長野県商工会連合会

関東 長野県 下水内郡栄村 有限会社油科モータース 8100002017636 過疎地域における住宅の解体工事業への新分野展開 株式会社ＩＳＴコンサルティング
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関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 みんなで株式会社 8100001032677 ビール醸造設備導入による居酒屋店からマイクロブルワリー事業への転換 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 有限会社坂本屋 2380002023744 女性が身も心も解放される、女性限定の癒しの温泉施設の新規展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡飯島町 一棟貸し古民家宿ｎａｇａｒｅ 中央アルプスを望める空き家を再生しペットと滞在できる完全非接触型の宿泊事業 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 諏訪市 株式会社矢沢光学 4100001018705 レンズ生産ラインの高度化により高付加価値レンズ新規受注獲得に挑む 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪市 有限会社エル・ティー・キャンパーズ 2100002032327 「軽キャンピングカー製造販売事業」業態転換に関する事業再構築計画 村瀬　功

関東 長野県 松本市 株式会社真心堂 2100002025999 白馬アウトドア機材の修理保守業務への参入とデジタルコンテンツ制作サービス 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 信幸金属工業株式会社 4100001001355 レーザー溶接ロボットによる自動溶接への転換！完全防水アルミ製ルーフファン生産体制の新構築事業 長野信用金庫 三菱電機クレジット株式会社

関東 長野県 松本市 有限会社謝藍 2100002022889 松本スイーツを発信するカフェ・ＥＣ事業による地域イノベーション 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 松本市 株式会社ＣＡＲ　ＰＬＡＣＥ 8100001032735 自分磨きで成婚率アップ！エステのある結婚相談所事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 伊那市 和しん ”美味しい”を捨てない、捨てさせない！地元素材の贅沢アイス製造販売 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 須坂市 有限会社Ｏｒｉｇｉｎａｌ　Ｉｎｔｅｎｔｉｏｎ 5100002001584 地産地消恩返し焼肉店舗事業 長野県信用組合

関東 長野県 佐久市 有限会社エンジニアリングウッド 2100002011768 蓄積された修理ノウハウを活かし破砕機の補修・修理事業への参入 長野県商工会連合会

関東 長野県 駒ヶ根市 株式会社豊年屋 7100001021383 国産ゴマを用いた家庭用ゴマスプレッド開発とゴマ自給率改善活動を通じた高付加価値商品製造・販売事業参入による新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 長野リバイブ株式会社 8100001003918 コロナ禍の食品ロス削減に向けた新たな残渣処理事業への挑戦 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 株式会社小林製作所 7100001009651 ステンレス製　小型・複雑形状部品の高精度加工体制の新構築 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 長野市 株式会社プロフィット・システム 1100001006786 ラーメン・餃子の冷凍食品無人販売事業への新分野展開 株式会社アイズモーション

関東 長野県 長野市 株式会社日拓 8100001002762 地域の空き家を活用した快適リノベーション事業 長野県信用組合

関東 長野県 諏訪市 株式会社三村貴金属店 1100001018682 伝統の看板建築で山と街を繋げる複合アンテナショップ事業 木内　孝信

関東 長野県 伊那市 株式会社キューズ 5100001020684 光学部品独特の切削加工技術を量産加工においても対応出来る体制構築し、新分野展開を図る。 株式会社八十二銀行

関東 長野県 佐久市 有限会社ナカカツ 3100002011593 多様な働き方を叶えるコンセプトワークスペース及び働く環境整備支援の新展開 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 佐久市 井上寅雄農園 当社敷地内に専用加工場を新たに作り、いちごソースと冷凍いちごの生産、近隣農家の生産物の冷凍加工事業 佐久商工会議所

関東 長野県 佐久市 東洋厨器株式会社 5100001007475 有名信州手打蕎麦店同レベル店の画期的開店・ＦＣ化による再構築 土井　康二郎

関東 長野県 長野市 株式会社戸隠 4100001031245 戸隠連峰の見えるトレーラーコテージを拠点に通年アウトドア 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 株式会社マルエー・アダチ 6100001019214 先進技術搭載車両整備業と安全機能付き中古車販売への新分野展開 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 埴科郡坂城町 ミクロン精工株式会社 6100001011550 電気自動車・産業ロボット分野へ参入！大型金型部品の短納期生産体制への大胆な業態転換 石山　賢

関東 長野県 諏訪市 株式会社フォワード 7100001018636 半導体先端パッケージングに関する検査装置部品の製造に新規取組 市木　圭介

関東 長野県 伊那市 株式会社Ｗａｋｋａ　Ａｇｒｉ 5100001030221 ○ 南アルプス麓の事業者の連携による特徴ある食の提供事業

関東 長野県 伊那市 ざんざ亭 ○ 南アルプス麓の事業者の連携による特徴ある食の提供事業

関東 長野県 茅野市 株式会社イマージ 6100001018926 再現不能の「秘伝のタレ」で、まちを元気にする大衆焼肉店に挑戦します トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 北安曇郡白馬村 有限会社名木山館 7100002026662 屋外フィンランドサウナ導入による多様性のある経営改革 長野県信用農業協同組合連合会

関東 長野県 北佐久郡御代田町 有限会社オドゥール 8010702011484 日本初！　完全特別オーダーメイドワイン提供に挑戦！ 菅野　浩司

関東 長野県 長野市 株式会社スタジオサヤップ 3100001031254 古民家・移住に関わる総合サービスの提供 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 一般社団法人ループサンパチ 9100005011370 地元資源をフル活用した「サウナグッズ販売事業」への新分野展開 髙司　浩史

関東 長野県 中野市 飯山精器株式会社 1100001012322 油圧バルブユニットのコンプリート（完品）製品のＯＥＭ製造 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 上田市 株式会社プレスト 3100001011355 自然を満喫することができるオートキャンプ場を開業する事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 千曲市 久保産業有限会社 6100002009346 きのこ生産技術を活かした防災非常食や野菜パウダー等の製造販売 株式会社八十二銀行

関東 長野県 岡谷市 株式会社美謄堂 2100001019721 アフターコロナのコミケ市場活性化に貢献！出展者向けのネットショップを開設 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 高野自動車整備工場 電子制御装置整備の内製化による先進的な自動車の整備事業への業態転換 髙司　浩史

関東 長野県 松本市 株式会社檜皮屋 9100001029689 築１２０年の古民家再生により、観光文化都市信州松本から、若い世代へ新たな美術文化を発信・啓蒙 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 株式会社エイトピークス 1100001030943 『御社だけのクラフトビール、造ってみませんか』ＯＥＭ開発事業に挑戦 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 上田市 有限会社中松屋旅舘 8100002014501 旅館から地域の旅行プラットフォームへ！老舗旅館によるサスティナビリティツーリズムへの挑戦 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡原村 株式会社Ｗ＆Ｒ 9100001034111 アウトドア用品メーカーが販売店舗を併設したキャンプ場運営事業に進出！地域資源を活かし“ファンと当社の共感の場”を提供する トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 長野市 株式会社佐藤園芸 5100001001040 高まる室内緑化ニーズへ向けた、緑化特化型モデルルーム運用事業 長野信用金庫

関東 長野県 飯田市 株式会社太陽農場 4100001022574 南信州と農業の魅力を伝える農業体験型宿泊事業 飯田信用金庫

関東 長野県 伊那市 有限会社川手製作所 4100002032663 成長性のある新分野への進出による業績回復及び経営安定化 美斉津　晃

関東 長野県 松本市 株式会社ヤマト自動車工場 3100001014465 高齢化地域における地域実需機材の買取販売・保管を通じた社会課題対応型事業への挑戦 株式会社アカウティングプロ

関東 長野県 上伊那郡辰野町 株式会社マブチ・エスアンドティー 4100001021717 洗浄関連設備の新規開発による事業再構築 公益財団法人長野県テクノ財団

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 柴宮製作所 新分野である半導体製造装置向け部品の受注獲得による新分野展開 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 北安曇郡白馬村 ＨＡＫＵＢＡ　ＳＮＯＷ　ＳＰＯＲＴＳ　株式会社 1100001017676 ワーケーションやインバウンド等の長期滞在客をターゲットとした貸別荘事業への多角化展開計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 佐久市 株式会社佐々木工業 6100001007251 新たに自動車関連市場への参入を実現するための最新鋭設備の導入 上田信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社エルマツクス 3100001012849 工作機械部品加工から半導体製造関連部品加工への新分野展開 一瀬　章

関東 長野県 飯田市 株式会社クラン 5100001025196 スマートグラスで効率化・遠隔支援・ノウハウ蓄積を活用した土工・コンクリート事業への進出 飯田信用金庫

関東 長野県 長野市 有限会社みとべ広告看板 5100002008745 熟練職人の挑戦！「大型立体サイン・複合看板」パーツ製造への新規参入 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 有限会社リゲイン 9100002016471 倉庫業への参入及び中間デポ化による新分野展開 山本　俊樹

関東 長野県 上高井郡小布施町 ヘアーアンドアイラッシュ　ヨーク 地域に憩いの場を提供するカフェ＆バー事業の展開 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 山三酒造株式会社 5100001011106 歴史と伝統のある日本酒酒蔵の再生に向けた【プレミアム・クラフトＳａｋｅ醸造】プロジェクト 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下高井郡野沢温泉村 株式会社ドリームシップ 2100001018079 ＮＯＺＡＷＡ　ＰＬＡＹＣＥ　　～２４　Ｆｒｅｅｓｔｙｌｅ　Ｔｒａｖｅｌ　旅をもっと楽しく、もっと自由に～ 長野県信用組合

関東 長野県 長野市 株式会社新井工業 3100002000282 ＩＣＴ　技術を活用した省人化土木工事業への進出 岡本　洋平

関東 長野県 飯田市 株式会社長野ｔｕｂｅ 3100001034785 映像制作のプロから学べる、ビジネス動画制作講座の開講事業 税理士法人河野菅沼

関東 長野県 小諸市 株式会社東京洗染 9100001024896 洗濯業から軽井沢の地域資源を活かした体験型リゾートを提供するホテル業への業種転換 久保田　昌宏

関東 長野県 北佐久郡御代田町 有限会社日之出 6100002011657 クリーニングとコインランドリーのハイブリッド店舗を開業、「日本一楽しいクリーニング屋さん」を目指す 株式会社八十二銀行

関東 長野県 千曲市 株式会社タケショウ 9100001029648 部品専門商社が下流の製造加工業へ進出し商社機能強化を図る事業 長野県信用組合

関東 長野県 上田市 武舎煙火工業株式会社 5100001010289 花火のワークショップ事業により市場拡大と地域経済の活性化を図る 上田商工会議所

関東 長野県 佐久市 株式会社土屋酒造店 3100001007832 新たな製造方法の導入によるプレミアム酒の開発と国内外の高級酒市場の開拓 佐藤哲也

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 有限会社大坂屋家具店 6100002013001 伝統工芸からの変革。軽井沢でととのう「サウナ小屋」の販売・レンタル事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 長野土地開発株式会社 6100001030385 結婚から結婚後のライフイベントまでトータルサポートする結婚相談所事業 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 千曲市 株式会社翠明荘 1100001006316 ”廃車両×温泉”で新たな観光地の創出と地域活性化 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡池田町 有限会社遠条 6100002019378 “地域と人をつなぐ！観光資源の活用と新たなコミュニティ拠点整備による、人が集まるプラットフォーム構築・運営事業” トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 小諸市 株式会社アサマリゾート 2100001028078 高峰高原エリアにおける家族向け自然体験施設のオープン 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社エイエフシー 1100001004781 地域の中小企業ＤＸ人材創出塾の開校 株式会社長野銀行

関東 長野県 中野市 株式会社ダイマツ 9100001012091 地域資源の食材を乾燥してから、加工・商品化し、ＤｔｏＣ販売をする事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社内田重建 7100001000338 大型クレーン導入により新たに土木工事業に参入し、事業再構築を図る 長野信用金庫

関東 長野県 飯山市 株式会社田中屋酒造店 5100001011857 創業１５０年を迎える小さな酒蔵による「サスティナブル（持続可能）・酒蔵観光ツーリズム」プロジェクト 飯山商工会議所

関東 長野県 松本市 ミンカハウス 宿泊業から製造業への転換、オリジナル性の高い一品ものの木工家具の製造販売を行う新事業の取り組み。 松本商工会議所

関東 長野県 飯田市 株式会社ピーエーイー 3100001022220 温室効果ガス低減に資するパワー半導体開発製造向搬送部品の取組 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 松澤印刷株式会社 5100001003227 デジタル化促進！文書データ化・アーカイブ化サービス提供 長野信用金庫

関東 長野県 諏訪市 有限会社エイテック 4100002029387 樹脂加工技術を活かした半導体部品製造用金属製治具開発への挑戦 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 松本市 ラムズイヤー ３０代超の忙しい女性に向けた、温熱リンパエステによる健康美の提供 奥原　岳彦

関東 長野県 小県郡青木村 株式会社ますや旅館 9100001010475 利き酒師の旅館オーナーによる、お酒と美食のペアリング研修事業 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 大町市 大町シエル石油株式会社 8100001017182 高齢化社会・ＳＤＧｓに対応したタイヤお預かりサービスの展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 株式会社ｃｏｖｓ 7100001034261 オンラインコンテンツ撮影・配信に特化したスタジオ事業 小林　正樹

関東 長野県 小諸市 株式会社キザキ 1100001008403 新分野製品の受注獲得による経営安定化 美斉津　晃

関東 長野県 北安曇郡白馬村 株式会社フィールドジョイ 8100001017686 客室キャビン併設ハイブリッドキャンプサイトの運営 茨城県商工会連合会

関東 長野県 岡谷市 キング精工有限会社 9100002031132 半導体検査装置事業への新分野展開と工程統合による生産性向上 株式会社八十二銀行
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関東 長野県 上田市 株式会社ケー・アンド・イー 3100001011207 総合スポーツクラブによる小学生向けの映像授業型学習支援事業 株式会社愛知銀行

関東 長野県 木曽郡南木曽町 有限会社アサイ 7100002027248 福祉用具を活用した住環境整備や移動販売等、地域の実情に合わせた事業への挑戦 株式会社八十二銀行

関東 長野県 中野市 株式会社日品商事 6100001028990 青果物輸出用冷蔵保管庫併設型鮮度保持可能認定選果場の新設事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 埴科郡坂城町 有限会社渡辺製作所 6100002016912 ＤＸ生産管理構築による眼科医療機器向け精密プレス新規参入事業 長野県信用組合

関東 長野県 佐久市 株式会社ＴＲＵＳＴ 3100001032657 人口減少や過疎化に伴う空き家の増加を機会に長野県内における解体工事業への参入 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 長野県 南佐久郡川上村 株式会社岩根山＿ 6100001008142 団体客志向の山荘施設をリノベーションして、個人客志向の新しいニーズの宿泊施設に再構築する。 佐藤哲也

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 株式会社愛光典礼社 7100001025310 サブスクリプション型遺族ケア・生前ケアサポート会員サービス 株式会社長野銀行

関東 長野県 上田市 株式会社野村屋 2100002014564 【ｅスポーツ×地方創生】観光・教育・健康を進化させるｅスポーツ事業への進出 株式会社長野銀行

関東 長野県 諏訪郡原村 長谷川豊 京の都から縄文の里へ八ヶ岳の魅力を伝えて集客アップ作戦 長野県商工会連合会

関東 長野県 茅野市 有限会社ツバサ 1100002030199 自社ブランドエレキギターの製造販売による事業再構築 公益財団法人長野県テクノ財団

関東 長野県 松本市 ＫＡＪＩＹＡ 北アルプスを望む場所で宿泊型ワーケーション事業の展開 風間　利昭

関東 長野県 東御市 株式会社白石製作所 3100001011685 高精細内面研削加工による精密加工機械用長尺部品への新分野展開 上田信用金庫

関東 長野県 諏訪郡下諏訪町 居酒屋つくし 居酒屋から専門料理店への挑戦！大切な方との美味しいひと時を提供するステーキ専門店への事業転換 下諏訪商工会議所

関東 長野県 小県郡青木村 株式会社キャステク 7100001010477 大型鉄鋳物の受注拡大による事業再構築 公益財団法人長野県テクノ財団

関東 長野県 佐久市 有限会社大星塗装工業 4100002012194 塗装前処理工程の抜本的変更による医療・食品分野向け抗菌塗装の新規展開 株式会社マネジメント・リライアンス

関東 長野県 長野市 浜焼太郎長野駅前店 Ｗｉｔｈコロナ適応事業 長野商工会議所

関東 長野県 下伊那郡豊丘村 カースタッフトヨハル 車両検査機器および施設導入を通じた総合的なカーライフ支援企業への進化 飯田信用金庫

関東 長野県 中野市 株式会社ふるさと石産 8100001012340 持続可能な環境を実現する新たな骨材展開事業 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社シンエイ・ハイテック 6100001001337 自動車車載機器部品製造で培った技術を活かした医療機器部品・医療器具部品製造への参入 長野県信用組合

関東 長野県 須坂市 リブート 最新設備を導入し、精密板金業として最先端を目指す 株式会社ＮＥＫＯ－ＫＥＮ

関東 長野県 駒ヶ根市 林エンジニアリング株式会社 5100001030452 食品分野の自動化機械事業への進出による新分野展開 美斉津　晃

関東 長野県 松本市 株式会社プリントショップ・ミネ 1100001016414 動画で地域を元気にする 松本信用金庫

関東 長野県 茅野市 株式会社蓼科グリーンバレー 7100001019097 八ヶ岳中信高原国定公園で大自然を遊び尽くす体験型キャンプ場 西田　和倫

関東 長野県 上田市 ツーリスト美乃和 信州の田舎で癒される会員制プチリゾートクラブ　ツーリスト美乃和 長野県商工会連合会

関東 長野県 長野市 日本レクシー株式会社 7100001002672 国産素材を使った長野県初のクロワッサン専門店とオーガニック珈琲専門焙煎所 税理士法人成迫会計事務所

関東 長野県 塩尻市 有限会社下平工務店 2100002024935 地域木材の普及とブランド化を目指す製材業への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 埴科郡坂城町 株式会社エスプリ 8100001011573 難削材加工の課題を解決する【革新的治具】で航空宇宙分野への新規参入 長野県信用組合

関東 長野県 小諸市 株式会社信輝建設 7100001028998 木で造る「やさしい」ＩｏＴ技術対応大型コインランドリー 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 ブレーンアソシエーション株式会社 3100001016107 農業×福祉×アート×ペット共生型障がい者のグループホーム開設 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 茅野アスレチックスアカデミー ＩＴ活用による非対面形式を取り入れたボディケア事業の新分野展開 茅野商工会議所

関東 長野県 長野市 孫　恵里花 女性の月経周期に合わせたフェムテックダイエットのオンライン提供 坪井　亮

中部 岐阜県 瑞浪市 丸理印刷株式会社 6200001021911 ＸＲ技術による伝統工芸品等の保存・販売支援サービス構築 東濃信用金庫

中部 岐阜県 大垣市 古川佑佳 サブスク型のビジネスモデルとインスタグラムの広報戦略で労働集約型ビジネスから脱却する！ 長谷　有希央

中部 岐阜県 各務原市 株式会社ＳＡＮＭＹＡＫＵ 9200001038291 自社の強みを活かしたフランス焼き菓子の製造小売業への進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 郡上市 八屋 ペットフーディスト監修、獣肉利活用するドッグラン・カフェ事　業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ロマン 7200001005921 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへの新分野参入　コロナ禍でダメージを受けた生産業者を救うサイト構築 株式会社　タクト経済研究所

中部 岐阜県 郡上市 株式会社ＣＨＡＣＯ 3200001036565 居酒屋からの事業転換～郡上市初の本場讃岐うどんへ挑戦～ 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社徳香 6200001037354 ＥＣ販売の拡充を見据えた高級焼肉ブランドの立ち上げ 関信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 株式会社Ｈ＆Ｙ 1200001028408 地域と連携した海上を中心とする総合アスレチック事業の立ち上げ 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 モリ加工 手洗の習慣により需要増のオートストップ水栓用止水弁の組立事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 岐阜県 揖斐郡大野町 株式会社ドリームクエスト 6360001011657 ドローン操作の専門性を活かし、ドローン操作の専門家育成のための研修事業へ進出 中井　一

中部 岐阜県 可児市 Ｙ＇ｚ　ＦＡＣＴＯＲＹ 先進運転支援システム、自動運転自動車に対応可能な整備工場への新分野展開 柴田　浩然

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ＫＭＣ 7200001033823 バイクの拡販を見据えたカフェ事業への新分野展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ユイットデザイン 6200001029649 駅前ファンと街づくり！人と店をつなぐサブスク事業「タマ呑み隊」 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 関市 有限会社大塚自動車 6200002018510 ソロキャンプニーズに対応した「車中泊及び災害にも対応」キャンピングカー制作 株式会社　タクト経済研究所

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社フードライン 2200001036517 コロナ禍で変化した家族団欒を手作りパンで応援する喫茶店の挑戦 株式会社市岡経営支援事務所

中部 岐阜県 加茂郡八百津町 有限会社渡辺屋 9200002016560 ワインインポーターとして直輸入ワイン卸売に挑戦する新分野展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 山県市 江崎プラスチック工業株式会社 1200001006520 大手小売業の求める大型プラスチック什器の製造・直接販売による事業再構築 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 岐阜市 Ｊｏｙｏｕｓ　Ｍｅｄｉａｔｉｏｎ株式会社 4200001036028 テイクアウト型セルフビュッフェ（台湾式自助餐） 若山　哲生

中部 岐阜県 美濃加茂市 タンドール製菓株式会社 8200001017189 老舗洋焼き菓子メーカーによる大胆なジェラート製販拠点設立事業 ＨＴＭコンサルティンググループ株式会社

中部 岐阜県 岐阜市 リラクゼーションａｌａｍ コロナ禍における事業転換、老後の為の介護脱毛事業への転換 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 可児市 有限会社タイシンテクノ 4200002018132 協力会社と挑む法規制の機会と捉えたアスベスト除去工事業への進出 ＳＭＣ税理士法人

中部 岐阜県 加茂郡白川町 和ごころ農園 地域の未利用資源を有効活用し、里山の再生を目指す循環型茶業の構築 東濃信用金庫

中部 岐阜県 山県市 大一建設株式会社 6200001006508 自社オリジナル新製品「ストーンフェンス」による新分野展開事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 羽島市 株式会社ＴＡＫＵＭＩ 4200001031887 非日常空間での最先端幹細胞エステ含むトータルエステ事業に挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 高山市 有限会社まるでん池田屋 9200002025966 地域の特産品を活かした和菓子の製造販売 高山商工会議所

中部 岐阜県 本巣市 有限会社住吉屋 3200002009553 料理自慢の淡墨の宿から清流根尾川の幸を届ける鮎の缶詰事業進出 西川　彰紀

中部 岐阜県 関市 株式会社ＣＡＬＭ 8200001019846 ＥＣサイト構築と単品商品の開発でＢｔｏＣ市場へ新たに進出する。 株式会社はせべ経営

中部 岐阜県 羽島市 有限会社ぎふ初寿司福寿分店 3200002010577 カウンター越に職人が握る本格寿司の味が楽しめる、テイクアウト・デリバリー事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 ばんざい弁当 岐阜県の地域特産品を活かしたスイーツ生産による新分野開発 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 恵那市 燻製工房　源　ｇｅｎ 地域に根付き、燻製の魅力を発信する新事業。 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 恵那市 山本石油株式会社 1200001023821 高速道路の休憩施設向けガソリンスタンド併設型水素ステーション 塩津　友輝

中部 岐阜県 海津市 株式会社瀬古牧場 5200001035441 畜産農家による牛糞を原材料とするペレット状有機堆肥の製造 大竹　貴司

中部 岐阜県 安八郡神戸町 株式会社コーテック 8200001016843 次世代パワー半導体に対応！難加工材であるＳｉＣ加工事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 加茂郡富加町 株式会社ＯＲＩＢＥ 6200001018692 脱炭素社会実現の推進と北欧の暮らしを提案する複合施設を建設 森藤　啓治郎

中部 岐阜県 土岐市 株式会社マルヒ肥田陶器 5200001023009 新たに脱炭素社会に向けたクリーンな電気エネルギーで焼成可能な「電気窯」導入による生産から販売までの一気通貫型製造事業 土岐商工会議所

中部 岐阜県 中津川市 ＤＡＩＳＥＮ株式会社 2200001023408 高機能発泡樹脂材料を用いたＥＶ車用電池部品の軽量化実現、量産化体制構築 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 美濃加茂市 株式会社新和工業 1200001018268 新材料に対応していくことで、次世代自動車向け生産体制を構築する 小倉　裕樹

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社アース 2200001012229 ホームシアター向け商品で施工業者からメーカーへの転換を目指す 羽島商工会議所

中部 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 株式会社ところ 4200001016038 普段着の洗濯代行を、クリーン＆省エネルギーで家庭洗濯する普段着をクリーニング店へ！ 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 関市 株式会社ルナパーク関 9200001027063 複数のホテルのフロント機能を一元管理できるコールセンター事業 佐々木　康貴

中部 岐阜県 土岐市 株式会社ヤマ太酒井製陶所 8200001021653 焼成技術の応用　窯業から人工軽石製造への新分野展開 鈴木　勇二

中部 岐阜県 大垣市 株式会社ライトスピードソリューションズ 5200001016326 地域初！　席に予約特化したＤＸ化に貢献！フィットネスジムを始めとするオンライン予約サブスクモデル展開へ ＪＰコーチ＆コンサルティング株式会社

中部 岐阜県 美濃加茂市 株式会社マルケン工業 9200001018112 ロボット溶接機の活用による橋梁重仮設部品への新分野展開 関信用金庫

中部 岐阜県 高山市 有限会社飛騨和牛工房 2200002025849 黒毛和牛の肥育繁殖事業にあわせ精肉販売まで一貫する事業再構築計画 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社アチュ 3200001031252 イタリア銘品「パンチェッタコッタドルチェ」等の国内製造へ挑戦 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 大垣市 岐垣鋼業株式会社 8200001013485 ロボット用部品の新素材開発・販売事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 多治見市 合同会社ＮｅｘｔＦｏｏｄｓ 4200003004593 洋食店経験を活かした創作焼肉店の出店計画 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 岐阜県 中津川市 有限会社青山工業 9200002024662 金属の精密加工技術を活用して、電気モーター事業部を新設し、新たな新規事業を展開します。 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 土岐市 株式会社フタダ 3200001031632 「和食」と「美濃焼」の組み合わせで新ブランドを海外へ輸出する Ａ－ＭＥＣ株式会社

中部 岐阜県 羽島郡笠松町 株式会社堀井商店 5200001011491 地域の燃料総合商社から、生活モビリティを支えるＮｏ．１会社へ 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社五番館 1200001002032 伝統文化と人がふれあう登山口のコミュニティー茅葺カフェ 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 郡上市 ネイチャーデザイングッジョブラボ ワーケーションに特化した、ゲストハウスつき貸切キャンプ場 八幡信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ｉｉｉ 5200001034410 料理人特化型人材マッチングアプリの開発・運営事業 大垣西濃信用金庫
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中部 岐阜県 岐阜市 山口精機工業株式会社 9200001005589 燃料電池車における機能部品の金型製造へ進出しグリーン成長戦略に貢献 岐阜信用金庫 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社マキレディ 2200001008755 婦人服の製造卸から基礎化粧品の製造販売に挑む～初めての直販事業を新たな柱に～ 株式会社名古屋銀行

中部 岐阜県 飛騨市 牛丸石油株式会社 1200001025495 「清潔・キレイ・安全」をテーマとした環境衛生事業への進出 神岡商工会議所

中部 岐阜県 不破郡垂井町 株式会社エムエスサポート 4200001031152 フードロス解消および、個包装ニーズに貢献する個包装加工事業への新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 関市 有限会社ゼロ・インポート 5200002018825 危機を好機に、運転代行業から美容業への事業転換 関信用金庫

中部 岐阜県 高山市 山下技装株式会社 9200001025249 自動車整備業参入による事業再構築　自社倉庫をトラック荷台の据付等を行う工場に改装する。 高山信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ＳＥＩＷＡ 8200002002545 土木業育成塾を開講し、建設・土木業に特化した人材派遣業を開始する。 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 株式会社長島工業 8200001032345 特殊素材インコネルの加工技術高度化により航空機部品業界に参入 関信用金庫

中部 岐阜県 関市 アテナ工業株式会社 7200001018923 環境対応ニーズに素材変更で応える食品容器開発と量産効率最大化 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 養老郡養老町 株式会社加洋製作所 7200001014963 難加工材プレス技術の高度化によりＥＶ車向け新素材部品製造事業に進出する 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ギフベア 2200001001438 強固な顧客基盤を活用した物流業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 岐阜県 多治見市 株式会社タクミコーポレーション 2200001022731 不動産業・食肉卸売業の経験を活かし、焼肉事業へ進出！ 東濃信用金庫

中部 岐阜県 美濃加茂市 ＮＳプロデュース プロ騎手も愛食する食の栄養バランスにこだわったカレー製造事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 岐阜工芸株式会社 1200001001208 ＥＣサイト＆体験型ショールームを構築し岐阜提灯の文化を継承 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 ヤママ製陶所　加藤尊也 製造業から小売業（オンライン／オフライン販売）への業種転換 東濃信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 可児興業株式会社 9200001012296 とび職人の熟練技術を活かした次世代足場のレンタル事業による売上拡大 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 有限会社加藤木工所 8200002018574 地場産木材から作った商品を全国へ届けることで地域を活性化 折口　隼耶

中部 岐阜県 美濃市 株式会社エスケーワイ 1200001031270 製缶板金業からニーズが高まっている半導体製造装置製造業への進出 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 瑞浪市 アスゲン製薬株式会社 5180001015958 ＥＣ販売による高付加価値医薬品の直接販売 株式会社商工組合中央金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社笑顔グループ 6200001030714 不登校や引きこもりの就業訓練も実現する鰻店の開業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 愛岐工業株式会社 3200001006790 ウォータージェット工法による道路区画線一貫工事実現と新領域進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 瑞浪市 株式会社高嶋砿業社 7200001021811 高性能ファインセラミックス原料の生産機能を持つ商社への転換 株式会社十六銀行 十六リース株式会社

中部 岐阜県 各務原市 有限会社鈴村電気 2200002007590 電気工事職人を目指す仲間が集うコワーキングスペースを運営する 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 恵那市 株式会社恵那三洋製作所 1200001023656 最新放電技術を利用した精密形彫り加工による金型工期短縮化 小倉　裕樹

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社さかいファーム 5200001006459 地元農家とタイアップした地産地消のケーキ店運営に進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 イロドリ 自宅でミシュラン有名店のラーメンを味わう冷凍ラーメン拡販事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社キムラ産業 1200001001653 脱炭素に貢献を。環境配慮型新商品開発による日用品市場進出事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 大垣市 ツヤ技研有限会社 1200002012897 職人の研磨技術力と研磨ロボットの融合による住宅関連製品研磨事業への新展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 安八郡神戸町 株式会社薩摩 9200001015803 サステナブルな社会に対応する新素材の屋内用シート事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 美濃市 有限会社足立縫製 2200002018398 縫製加工業から解体工法・解体工事業への業種転換での事業再構築計画 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 可児郡御嵩町 株式会社久田見製作所 8200001018030 「紙の基板化」事業計画 東濃信用金庫

中部 岐阜県 郡上市 アドバンス　ゴルフクラブ ゴルフ練習場の強みを生かした新たなキャンプ場サービスの創出 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 恵那市 ジクス工業株式会社 2200001023952 精密加工技術を活かして、難易度が高い半導体検査装置部品生産へ挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 広金製餡所 全国初！特許製品使用・独自製法による氷菓の量産化による事業転換 株式会社ピースマネジメント

中部 岐阜県 高山市 有限会社エム・イートーク 2200002025007 地域に新たな楽しみを！飛騨初インドア貸切シミュレーションゴルフ練習場開設 飛驒信用組合

中部 岐阜県 多治見市 株式会社エーテル 1200001023144 新時代に対応した価値を次世代へとつなぐスマート住宅提供事業 株式会社愛知銀行

中部 岐阜県 海津市 合同会社ひだまり 4200003003133 地域ニーズに応えた、入浴介護サービス（通所介護）の新たな提供 座間　裕史

中部 岐阜県 多治見市 Ｆ．Ａ．ＷＩＮ株式会社 1120102005842 フィットネス×高卒資格×就労までを一気通貫で支援する学校運営 東濃信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 株式会社原仙自動車 4200001020931 自動車整備業から、輸入車カスタム部品製造と板金塗装業への新分野展開計画 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社パイオニア・マシンツール 1200001004152 超精密エアチャックの開発による新市場開拓 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 羽島市 株式会社ハシマシート工業 1200002011916 自社開発機を主力としたストック・ソリューション事業への新事業展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 土岐市 アラクラン 岐阜県多治見市初！「美容と理容のハイブリットサロン」の開業 結城　渉史

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社スパイラル 9200002002486 健康麻雀店の開業による事業再構築 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 関市 株式会社彩麗企画 6200001035580 アパレル／雑貨製品の国内製造（縫製）事業 関信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社ふじの湯 4200002004000 地域住民やＺ世代とのつながりを強化するセルフエステ事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 不破郡垂井町 郷運輸株式会社 9200001014771 中小製造業の課題に寄り添う日本初のシェアリング倉庫事業 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 恵那市 カフェアンドギャラリーカバノ ヨーロッパ情緒と本格フランス料理を堪能できるオーベルジュ開発 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 株式会社ＩＮＣ国際教育振興協会 6200001032264 ダイバーシティ介護施設を開設し社会問題の解決にチャレンジ！ 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 城南運輸株式会社 9200001011109 福祉用品レンタルに特化した小規模３ＰＬへの新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 海津市 株式会社高田工業 5200001016516 ＥＶ向け高性能樹脂部品の量産システム構築による事業再構築 株式会社大垣共立銀行 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

中部 岐阜県 関市 株式会社こうえき社 1200001019134 ＩＴを活用したリアルとオンラインの次世代型葬祭サービス業への挑戦 一般社団法人共創デザイン総合研究所

中部 岐阜県 大垣市 有限会社友田工務店 6200002014542 建築廃材を活用したインテリアの製造販売とＤＩＹの技術指導とカフェ 大垣商工会議所

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 株式会社黒田製作所 1200001011000 金型技術を活用した大型プラスチック射出成形事業への展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 養老郡養老町 合資会社高木商店 5200003001788 地域文化の持続・発展を目指す「音響ＰＡサービス＋オンライン配信」事業の展開 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社湯口組 8200001027584 工場の改修と設備導入による搬送設備の製造・販売への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 株式会社和 2200001029009 焼肉店からＳＤＧｓに配慮した高級食パン店への事業再構築 株式会社八十二銀行

中部 岐阜県 中津川市 インテリア永田 内装工事職人としての提案を生かした建築部品のセレクトショップ事業の展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 山県市 高井建工 岐阜県山県市における椎茸生産６次産業＆ブランド化事業 森藤　啓治郎

中部 岐阜県 揖斐郡大野町 有限会社カワダ精工 9200002015380 炭素繊維入りプラスチックの射出成形による技術革新 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ＥＮ 4200001032431 デザイン技術と岐阜伝統工芸の連携による植物販売事業への挑戦 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社寶蓮 4200001030377 ＶＲギャラリー兼実店舗による新商品の国内外販売事業 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社丸泰自動車工業 8200002004574 ＴＵＶ認証と特定整備指定工場によって”見える化”が実現した自動車整備の提供 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 中津川市 有限会社交告プラスチック加工 6200002023295 セルロースナノファイバーでＥＶ部材を作り環境負荷を低減する取組 株式会社市岡経営支援事務所

中部 岐阜県 羽島市 共拓産業株式会社 6200001029203 自社倉庫でのクラウド型サードパーティロジスティックスサービスの提供																 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 株式会社Ｐｒｏ 1200001012196 内装業者の介護事業者との連携による健康サポート薬局への挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 有限会社更科 7200002024672 歴史的建物を活用した「ローカル・ガストロノミー」を実現する高級天然食材料理店の展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 イワヰ工業株式会社 7200001000443 最新レーザー技術導入による非鉄金属加工の社内一貫生産体制の確立 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 高山市 株式会社蜘手電気 4200001024809 年中無休の無人運営システムのインドアゴルフ場による事業再構築計画 高山信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 株式会社エンインダストリーズ 7200001023114 業界初のプレス周辺機器無線接続技術の製品化で新市場を開拓する 齊藤　祐一

中部 岐阜県 関市 有限会社フェニックスオート 8200002019069 ＵＴＶ・トレーラーハウスによる事業再構築 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社オープン・ワン 4200001027951 新業態『炉辺焼き風パン料理のファストフード店』への挑戦 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 中津川市 有限会社アボウオーキッド 2200002024173 食×花で演出するカフェ事業よって実現する花屋の新ビジネス 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 大垣市 有限会社川崎商店 1200002012468 かつてのにぎわいを再現　その名も城下町の＂夢の国” 大垣商工会議所

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 服部工業株式会社 8200001027106 建設業向け建設資材専門運送業の展開 伊藤　初彦

中部 岐阜県 各務原市 澤井不動産株式会社 1200001008211 学生寮の運営による事業再構築 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 岐阜市 テイクオフ株式会社 8200001003486 介護事業ＤＸプラットフォームによる外国人留学生の介護人材化 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 関市 光和工業株式会社 2200001019117 蓄電池分野への新規参入と量産体制の構築 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 株式会社ながもり 3200001011304 新たな「低糖質高タンパク質」冷凍弁当製造による新分野展開事業 関信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 山興住宅株式会社 7200001002150 カフェと有酸素運動ジムを開設して食と運動をワンストップで提供 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社蛍ｄｅｓｉｇｎ 8200002006728 店舗開発ノウハウを活用した蕎麦屋への新分野展開 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 本巣郡北方町 有限会社啓志院 1200002009456 整体院併設の「ＤＸ活用のコインランドリー・　洗濯代行宅配業」を展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 高山市 麺屋しらかわ 土産用、中華そば製造でオムニチャネルへ進出、ブランド強化戦略 川田　勉

中部 岐阜県 山県市 ミズタニバルブ工業株式会社 3200001006675 コロナ禍で発生した新たなニーズに対応する新製品開発を含む事業再構築 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 下呂市 株式会社カネ新ゴム 3200001037984 新分野展開のチャンスを獲得するための水道関連ゴム生産体制の構築 岐阜県商工会連合会
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中部 岐阜県 山県市 有限会社フジタファーム 5200002006565 地域商社が新たに製造機能を構築し新市場獲得と地域活性化を図る 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 恵那市 合同会社ＡＧＥＮＴ　ＡＸＩＳ 3200003005031 自動車整備を内製化し既存事業との相乗効果を図る新分野展開 佐藤　吉英

中部 岐阜県 岐阜市 岐阜電子工業株式会社 3200001001395 半導体部品水平リサイクルのビジネスモデルによる新分野展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 土岐市 有限会社星山食肉店 5200002021572 老舗食肉販売店直営だから出来る！新鮮・安心・お手ごろ価格の国産焼肉店で再構築！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 岐阜県 羽島郡笠松町 有限会社貴久泰 5200002010583 急速冷凍機の導入による冷凍おせちの盛り込み事業の展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 株式会社ミヤチ 4200001019651 コーティング・ラッピング市場参入によるガソリンスタンドからの脱却 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 高山市 株式会社グリーンウッド 5200001026201 人気観光地飛騨高山で楽しむ、お手軽アウトドアキャンプ場ハイマウントウッド ＭＭＰＣコンサルタンツ株式会社

中部 岐阜県 山県市 株式会社オンダホーム 1200001006537 「耐震君」の事業化と生産性向上に向けた加工工程の内製化 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 株式会社リアル 2200001012344 中古車市場に安心安全な取引を提供！業界初となるシステムの構築事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 郡上市 心屋郡八 地域素材を活用した郡上で初めてのクラフトコーラの新規製造・販売 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社みやび屋 8200001012322 岐阜県を代表する名物料理を誕生させる新たな外食サービス事業の展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 株式会社アペックスハート 6200001022100 動物愛護精神に基づく社会問題「飼育放棄」解決型ブリーダーマッチングサイト事業への進出 株式会社マックコンサルタンツ

中部 岐阜県 関市 有限会社塚原製作所 9200002019638 マシニングセンタ導入による新規製品の生産体制確立 小倉　裕樹

中部 岐阜県 大垣市 株式会社ケアフル 5290001056041 安心安全に住める複合的グループホームの新設 山田コンサルティンググループ株式会社

中部 岐阜県 大垣市 株式会社ワカミヤ商会 1200001014457 廃棄見込み医療・介護商材のリユース事業 山田コンサルティンググループ株式会社

中部 岐阜県 羽島郡笠松町 有限会社みの一テント 5200002011268 業界初アルミフレームを使った新工法膜天井開発・販売による下請施工会社からの脱却 株式会社名古屋銀行

中部 岐阜県 高山市 有限会社日下部民芸館 1200002025164 業種転換！！　不動産業から宿泊事業へ、地域ＤＭＯへの転身、“歴史、文化融合型　ホテル事業”への転身にチャレンジする！ 遠藤　隆浩

中部 岐阜県 海津市 株式会社ファーブル 8200001015424 残糸／生地に息吹を吹き込み、縫製業界を活性化する 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 羽島郡笠松町 スリーアローズ株式会社 7200001032148 無添加・酵素入りレトルト食品の製造とＥＣ販売による新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 瑞浪市 有限会社東海特殊観光サービス 3200002023026 「脳科学に基づいた運動療養アプローチ」×「心理学に基づいた学習支援アプローチ」のプログラムを活用した児童療養サービス 西尾信用金庫

中部 岐阜県 海津市 有限会社丸信研磨工業 5200002014659 精密内径研磨と真円度の測定による、ＥＶ向け製品加工体制の構築 小倉　裕樹

中部 岐阜県 下呂市 株式会社イダケン 8200001031454 地域の特性を活かしたインドアゴルフ施設の開設による新分野展開 益田信用組合

中部 岐阜県 高山市 高山印刷株式会社 3200001024958 新たなデジタル印刷機器導入で付加価値の高い印刷物を！ 古里圭史

中部 岐阜県 大垣市 株式会社高健商事 4200001013844 高度なクリーニング技術と多彩なサービスが叶える次世代循環型衣類ケア事業 坪井　亮

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ＣＨＡＰＴＥＲ　ＷＨＩＴＥ 8010401129181 ポストコロナのＤＸ活用による五島列島古民家活用宿事業 中森　優太

中部 岐阜県 関市 有限会社林モータース 4200002019023 キッチンカーの販売及び開業支援事業 関信用金庫

中部 岐阜県 大垣市 サイトー電子株式会社 4200001016491 ＡＩ搭載出荷検査装置の開発 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 安八郡安八町 株式会社リュウセイ 5200001032777 解体業から製造業へ　地域初！　急成長の半導体ボトル洗浄業の専門事業者への挑戦！ ＪＰコーチ＆コンサルティング株式会社

中部 岐阜県 中津川市 有限会社堀ブロツク 5200002023560 アニマルウェルフェアを課題としたドッグラン施設建設 髙木　利彦

中部 岐阜県 大垣市 株式会社さくら酒店 7010601043200 小規模酒蔵と協働！越境ＢｔｏＢプラットフォームの構築で新規顧客開拓 株式会社シャイン総研

中部 岐阜県 安八郡輪之内町 合同会社森ルーフ建装 9200003003723 地域初！　塗装、板金ブースも揃えた本格的な塗装ができるＤＩＹ事業への進出！ ＪＰコーチ＆コンサルティング株式会社

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社大原屋 5200001000809 岐阜市初の地域リノベーション機能を併せ持つ側面を持つコワーキング事業 株式会社愛知銀行

中部 岐阜県 高山市 株式会社鈴木製畳 4200001024899 襖張機導入による新規事業開拓と自社での生産性向上 遠藤　隆浩

中部 岐阜県 加茂郡八百津町 やおつ乳業 地域の賑わいをつくる！地元産牛乳を使用したチーズ工場の開設 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 可児市 雅 創作居酒屋から創作焼き肉店への新分野展開 株式会社静岡銀行

中部 岐阜県 大垣市 武内合資会社 1200003001668 麹を使った蜂蜜酒の製造による薬用酒（その他醸造酒）市場の開拓 大垣商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 土屋商店 デジタルプリンターを導入し生地問屋から生地メーカーに進出 税理士法人ホライズン

関東 静岡県 榛原郡川根本町 株式会社エナジーファーム 4080001020176 冷凍焼いも製造業開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 熱海市 株式会社ＫＣ２ 9013201016037 オリジナルキャラクター「芸者の小春」「人魚のアティーナ」をモチーフとした「アタミカフェ」の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 静岡県 島田市 有限会社ビクソン 3080002013881 個人向けの自動車塗装サービス業の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 島田市 ハラダ板金 新金谷駅近隣の東海道に面する古民家カフェレストランの開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市中区 有限会社共和製作所 9080402002479 ３Ｄプリンターを利用した高精度・短納期・低価格の樹脂治具設計製造事業 立野　靖人

関東 静岡県 島田市 株式会社ＩＧＩ 2080001024831 内装業から宿泊業への新分野進出 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 榛原郡吉田町 丸忠細巾織物工場 新型汎用性高速自動織機の導入による産業副資材製造の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社ライズワン 2080001010583 模倣困難な技術とノウハウを活かす高付加価値半導体製造装置製造 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 浜松市中区 ダイヤモンドクラブ株式会社 2080401023193 グローバル社会に羽搏く次世代育成を目的とした学童クラブ運営 村越　誠也

関東 静岡県 磐田市 株式会社光コーポレーション 1080401016834 映像圧縮サービスの国内事業化とサービス提供体制の確立 村越　誠也

関東 静岡県 袋井市 株式会社住建工業 6080401017654 袋井市地域活性化実現のため「テレワークセンター」建設と運営 村越　誠也

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社Ｕ－ＣＨＡＮ 9080001023645 ＩＴを活用した革新的「音声コミュニケーション事業」の新規展開 増田　利幸

関東 静岡県 静岡市清水区 土屋　香美 人生１００年時代を元気に楽しく暮らすために。一人ひとりに寄り添い健康をつくるヘルスケア施設　事業計画 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社タカハリ 1080401021693 旧在庫置き場を再構築し、アロマリンパ・ローズ蒸しサロンに業種転換 株式会社アトリオン

関東 静岡県 浜松市北区 梶村自動車株式会社 9080401001201 指定工場として認可を受けるための車検設備の導入、次世代自動車への整備の対応 中村　健一郎

関東 静岡県 焼津市 有限会社港湾オートタイヤサービス 7080002016534 社内資源を生かしたキッチンカー事業で地元地域に食の健康と元気を 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社浜松白洋舎 4080401004183 「２４時間無人洗濯代行サービス」の事業化により「衣類総合サービス業」へ 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社東北電気工業所 9080401003528 土木工事業へ進出、電気のトータルサポートとガス配管工事請負 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 駿香楼 中華料理専門店の味を再現した冷凍総菜の無人販売事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 袋井市 ＮＡＧＡＩ　ＤＥＳＩＧＮ株式会社 8080401019517 新たなＳＡＵＮＡ　ＧＹＭ　ＭＩＳＯＧＩ「禊」開業による新事業への展開 村越　誠也

関東 静岡県 静岡市清水区 酵素風呂ＲＩＫＵ 対面型脱毛店の課題を解決・清水区内初のセルフ脱毛専門店展開事業 レンタルＥＣ株式会社

関東 静岡県 熱海市 株式会社ライフワーク・アドバンス 8011101062326 日本の伝統工芸「箱根寄木細工」をモダンな実用品にアップデート　寄木家具企画販売開始 熱海商工会議所

関東 静岡県 菊川市 みどりやニーム 菓子製造事業を新たに始め、既存雑貨店事業と相乗効果を図る新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士市 有限会社チアキ機工 6080102014430 協業ロボットの実機導入による新分野展開とロボット化の促進 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 静岡市葵区 ＩＴＡＭＡＥ朝太郎 割烹ラーメン店への転換と静岡産素材「季節のお弁当」販売体制の強化 静岡商工会議所

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社ＲＡＹ 8080001021963 アフターコロナにも対応したとんかつ店への新事業展開 髙司　浩史

関東 静岡県 静岡市駿河区 晴の 地域の食材を使用した無添加の手づくり弁当販売店「晴の」運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 静岡県 焼津市 デザインスタジオＦｏｒｍｕｌａＷｏｒｋｓ ｅ－ｓｐｏｒｔｓドライブシミュレーター事業の新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市北区 有限会社アステック開発 8080402014434 自社製品非破壊金属硬度測定システム開発により受注生産型業務からの脱却 浜松商工会議所

関東 静岡県 御殿場市 有限会社ケーツー・アールアンドデー 5080102006874 レーシングチーム運営のノウハウ・スキルを活かした地域おこし事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社ＨＩＢＩＫＩ 1080401020902 オシャレに楽しくゴルフを楽しもう、浜松発のゴルフブランドの立ち上げ！ 浜松商工会議所

関東 静岡県 浜松市南区 加藤塗装株式会社 2080401001216 中古戸建て住宅と住宅リフォームをセットで提案する事業への転換 浜松商工会議所

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社山翔 4080001022271 周辺環境の強みを活かしたオリジナル高級焼肉店「焼肉　山翔」の展開 静清信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ヒッポクリエイション 4080001020060 店舗とＷＥＢを融合したオーダーグッズ事業でＢｔｏＢへ新規展開 静清信用金庫

関東 静岡県 焼津市 フレール 動物病院とコラボした『ペットスイーツ事業』への参入 吉田　雄一

関東 静岡県 袋井市 有限会社永田屋 9080402021702 廃棄ロスを目指した洋菓子、オーガニック幼児食・惣菜類の販売 袋井商工会議所

関東 静岡県 沼津市 大木重友 未利用バイオマスを活用した地域循環型農業と環境課題解決型ビジネスの新規事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 御前崎市 いむら建築株式会社 9080401022494 土木工事とエクステリア工事の内製化による総合建築サービス化 井上　香織

関東 静岡県 富士宮市 有限会社トミー 8080102017539 遊休資産を活用したワーケーション拠点としての宿泊業への挑戦 富士宮商工会議所

関東 静岡県 藤枝市 朋接骨院 アスリートや身体に悩みを抱える人たちに脱毛サービスを提供する新規事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 下田市 有限会社シーアンドエス 3080102020976 ＩＴ．ＤＸ活用の新型ベーカリーで地方を元気に 下田商工会議所

関東 静岡県 伊豆の国市 株式会社カキサワ製作所 6080101019950 軽量化や高強度に優れる新素材等を活用したタップ付縦穴ボルトの開発 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市西区 やきとり肥後 マルシェに出店するための新商品開発及び小売業への新分野展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 熱海市 有限会社大一楼 4080102018367 日本屈指の温泉街「熱海」で、食べ歩き中華と通販（ミールキッド）事業で店外消費促進事業 熱海商工会議所

関東 静岡県 島田市 ケンケンダンスファクトリー プロジェクションマッピング（電子広告）による広告業への進出 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社味匠 7080001000175 グルメを諦めさせない！ダイエットやアレルギーに悩む方に、　グルテンフリーの冷凍十割そばをお届けするオンラインショップの開 静清信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社松栄 6080401020550 コロナ禍で急激に悪化した経営を改善する事業再構築の取組　「楽しさ」を提供する新事業 静岡県商工会連合会
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関東 静岡県 掛川市 有限会社民宿ふくだ 9080402018293 民宿が始める二輪向けレンタルピットサービスとビジュアル再構築 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社ヤマナシコマース 1080002013363 「ありえない高校生活」を実現する最先端の学び場の開校 静岡商工会議所

関東 静岡県 榛原郡吉田町 有限会社イチリツ 5080002014523 部品加工業から製茶関連機械の組み立て加工の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 伊東市 有限会社ケイドリーム 9010002050620 ドローン免許取得及び学生・点検作業向け実習スクールへ事業転換 相模原商工会議所

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社三愛 9080401011464 浜名湖周辺の産品を活かした独自商品の開発及びそれを販売する道の駅の開店 遠州信用金庫

関東 静岡県 裾野市 料理研究所スマイリー 居酒屋事業から店頭で量り売りできる野菜の副菜メインの総菜屋事業へ業態転換 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社野沢工務店 4080002004558 「暮らしに価値を提供する」家具、生活道具を扱う「野沢道具店」の開設 静清信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社かえる不動産建築工房 2080001024823 こどものためのロボットプログラミング教室開講による研究技術発展への貢献 静清信用金庫

関東 静岡県 駿東郡清水町 株式会社オンデマンド研究所 1080101005121 ビニール袋の供給・搬送技術確立による新たな装置による食品市場への参入 三島信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 株式会社Ｇｒａｃｅｌａｎｄ 8080101021541 牧草地を活用したドローン飛行訓練場事業 富士宮商工会議所

関東 静岡県 磐田市 ネオライフ株式会社 2080401016908 ～ＤＸによる住宅紹介事業への新分野展開～ 遠州信用金庫

関東 静岡県 焼津市 ダイトー水産株式会社 7080001015363 総合通販サイトと連携した物流デポ機能のバックヤード請負事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 菊川市 ＳＵＧＡＲ　ＦＡＲＭ 農家が営む新鮮食材を提供する無人八百屋「やさいの駅」の展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 一般社団法人ベンチャー投資育成研究会 3080005007113 メタバース空間を活用したプレ起業家コミュニティによる起業家創出・育成支援事業 鈴木　一貴

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社エムエムピー 4080002001027 日本国内での製造及び高付加価値モデルの製造への挑戦 渡邉喜明

関東 静岡県 静岡市葵区 ミルクフラワーズ 女性が主役、静岡県産のお花で作る、旬花ＢＯＸｓｈｏｐ事業への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 有限会社帆高建材工業 8080002012763 建設発生土の再利用による土質改良土の製造・販売（建設発生土のリサイクル事業） 峯尾　喜一

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社イハラ製作所 5080401000586 脱炭素社会実現に向けたＥＶ関連製品の金型製作・販売事業 峯尾　喜一

関東 静岡県 富士市 東洋レヂン株式会社 7080101009158 脱炭素プラスチック普及のためのセルロースナノファイバー含有のプラスチック素材着色プロセス事業化による新分野展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 プラスチック加工興和株式会社 5080001001456 海洋エネルギーの有効活用のための金属代替となる高耐久樹脂製発電用部品の新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 日本ニューノーズル株式会社 8080001008861 次世代車の軽量化に貢献する新素材量産を目指した射出成形技術の高度化のための中核部品供給事業の展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 三島市 株式会社三静工業 4080101005622 独自のダイカスト特殊工法を応用した新たな水素流通システムのための量産部材供給体制の確立 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市浜北区 株式会社ジーアクト 6080401010279 ＥＶ用蓄電池の安全性に寄与する非破壊検査装置主要パーツの生産体制確立 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 学校法人静岡自動車学園 5080005001361 ２０５０年カーボンニュートラル実現のための新たな自動車整備士教育への新分野展開 日本自動車整備商工組合連合会

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社片平木材 3080002009599 産業廃棄物処理業者の資源を活かした持続的食料システムの構築 株式会社清水銀行

関東 静岡県 島田市 桜井資源株式会社 7080001013037 ＦＲＰ船及びソーラーパネルの解体処理による資源循環関連産業の課題解決への取組み 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 湖西市 協和工業株式会社 8080401005962 １．５ＧＰａハイテン材のＥＶ用車載バッテリー部品への実用化事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 株式会社ファイナル 8080001022953 ６次産業化による付加価値向上と新分野への展開 清水　進矢

関東 静岡県 島田市 株式会社ナガサワ 3080001014212 「保育施設で使用する家具や遊具の修理サービスの開始」 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 島田市 ストアー魚八 地元素材を活用する合格弁当の開発と販路開拓 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 掛川市 べりーらんど萩田 イチゴ農家によるイチゴジェラートの新分野展開 清水　進矢

関東 静岡県 浜松市中区 有限会社東京屋分店 5080402005403 オムレットケーキの製造販売 浜松商工会議所

関東 静岡県 富士宮市 有限会社キャッチ 4080102017625 急成長を遂げるｅコマースで存在感の増すトラックとＡＳＶ普及に対応した自動車整備サービス 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 静岡県 静岡市清水区 ｆｉｖｅｆｅｅｔｃａｆｅ’ｓ 地元農家と連携したクラフトジェラート事業による新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社柳本産業 2080401005506 老舗瓦屋による瓦の魅力を活かしたカフェ・ワークショップ事業 浜松商工会議所

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社三峰製作所 8080002013010 高耐久・防水紙パレットによる、物流高度化と環境負荷軽減の実現 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 熱海市 御菓子処一楽 老舗和菓子屋が挑む、旬なフルーツを扱った究極の和スイーツ製造と販売促進事業 熱海商工会議所

関東 静岡県 磐田市 磐田刃物株式会社 8080401015706 半導体部品切断用刃物の新規製造・販売 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 浜松市南区 日東工業株式会社 3080401003913 住宅用大型部材の一体成形技術の確立による新市場への挑戦 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市西区 アルファテクニカ株式会社 4080401001882 ＥＶ車の推進・労働市場の衰退に貢献する「協働ロボット」部品への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士宮市 株式会社ヤマイチ 2080101011894 精密板金加工における高精度・高品質・短納期の自社の強みを活かした、特装車部品分野への新たな進出。 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 浜松市中区 有限会社田中商店 3080402004910 老舗美容ディーラーの強みを活かした「接骨院兼エステサロン」の経営 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 磐田市 遠州協同運輸倉庫有限会社 3080402019421 高速道路のゲートから３００ｍに位置する好立地で倉庫業に参入し運送業との一貫体制を構築！ 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 伊豆の国市 株式会社伊豆工機 5080101005217 難加工材ＡＤＣ３の鋳造技術獲得による「自動車部品市場」への新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 富士宮市 株式会社ヤギフジ 3080101012017 公共設備等の鉄骨製造施工ノウハウを生かした新たな規格化製品の提供 富士宮信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社高田鉄工所 1080101001054 世界最先端の半導体製造装置（ＣＭＰ）製造のための超高精度部材の提供 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 富士宮市 井上機工株式会社 8080101011253 熱交換器の銅管製品を新材料に転換する新加工法開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 静岡県 富士市 市栄産業株式会社 9080101008653 リサイクル固形燃料ＲＰＦの新分野展開で地域の単純焼却からの転換と脱炭素への挑戦 協同組合さいたま総合研究所

関東 静岡県 磐田市 小松工業株式会社 7080401016325 独自冷間鍛造技術によるインバーター内構成部品等の電気制御部品分野への新分野展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社ＣＨＩＬＬ　ＤＩＮＥＲ 6080401011657 コロナ禍でも安心利用できるリゾート宿泊施設運営分野への参入 浜松商工会議所

関東 静岡県 浜松市東区 アイ・ピー・テック株式会社 6080401006541 半導体分野におけるミクロン単位の超精密切削技術を活用した新たな試作開発分野へのオーダーメイド型新製品の展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 伊豆市 有限会社森島米店 2080102008709 「急速冷凍おはぎ」の開発による新たな流通経路の開拓 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社Ｅ・Ｍ・Ｃ 2080401011727 アルミホイール製造で培った独自の金属切削技術を応用した新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 永田部品製造株式会社 9080001003861 サプライチェーン対策のための高張力鋼板を活用したＥＶ用製品製造体制の確立 株式会社商工組合中央金庫

関東 静岡県 藤枝市 株式会社鈴木鉄工所 4080001016496 アルミダイカスト製造ノウハウを応用した新たな産業用オートメーションロボット用部品の製造を通じた産業設備分野への新規参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 杉本金属工業株式会社 5080001002231 自動車用部品のプレス加工技術を強化した次世代自動車市場への対応に向けた小部品の自社製造体制の確立 静清信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社富士見紙工 4080002013047 独自の高品質製造ラインによるダンボール製造技術を応用した新たな工業用用途に向けた新分野展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 磐田市 浜松鉄工株式会社 6080401016177 新機構の高精度船外機部品製造によるコロナ禍での売上回復 株式会社フラッグシップ経営 愛銀リース株式会社

関東 静岡県 浜松市浜北区 浜日商亊株式会社 4080401004423 マシンピラティスとジム開設　～美、健康、癒しの複合施設へ～ 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 有限会社日本ＩＤＥＡビジネス 8080402022445 ＰＶＣ（ポリ塩化ビニル）再生ペレット事業への新規参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 有限会社玉起園 4080102014424 廃棄食材を活用した「焼肉屋さんの牛タンキーマカレー」で食品ロス削減に貢献する！ 富士信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社サポートスタッフ 9080001021260 店舗スタッフから地域と連携した福祉業への転換による放課後デイサービスへの参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 承元寺工業株式会社 1080001008331 航空機部品の超精密製造ノウハウを活かした生産体制の拡充による新成長分野への参入 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士市 東静機材工業株式会社 8080101017580 公共インフラ保守の効率化に向けた足場工事技術の自動化を通じた建設業界の発展的技術伝承に向けた新事業展開 富士宮信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社東和テック 6080401016433 省エネ型空調連携システム開発・販売によるコスト削減策の提供 坪井　亮

関東 静岡県 富士市 富士アセチレン工業株式会社 5080101009374 最新のファイバーレーザー加工機とベンダー導入し、パイプ内製化による製薬工場用配管プラント分野への新たな進出 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 島田市 金谷鋳造株式会社 9080001013373 ボトルネック解消による高精度鋳物製品への思い切った新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 浜松市西区 Ｒｅｃｏｖｅｒｙ－ｓｔｏｒｅ 美容と健康がコラボ！リラクゼーション整体が受けられるヘアサロン 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 田方郡函南町 株式会社楽し屋元気商店 1080101019237 飲食事業（焼肉店）の強みを活かした「無人販売方式の食肉小売事業」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 静岡市駿河区 トラックスワーク株式会社 6080401018578 ＤＸ食券機と配膳ロボットによるとろろ炭火焼肉定食店の新事業計画 石井洋之

関東 静岡県 富士市 有限会社母心庵 5080102015826 『総合療術のラストピース障がい者グループホームへの新分野展開 中村　仁亮

関東 静岡県 富士市 ビヨンズ株式会社 3080101009351 電動車部品製造への挑戦による期待を超えるテクノロジーの発揮 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市北区 有限会社ＫＥＹＵＦＡＣＴＯＲＹ 7080402016885 高精度の切削加工技術を活かし、大型・軽量化が進むＥＶ部品への新分野展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 掛川市 株式会社まるやま不動産 6080401024205 不動産業によるＩＣＴ重機の建機レンタル業への新分野展開事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 藤枝市 山口プランニング デジタル技術を活用した教育訓練施設運営の新規参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市東区 江間工業株式会社 2080401000903 ＥＶ二輪車向けインホイールモーター部品の製造による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社村松精密 4080401006304 農機具の電動化を起点とした脱炭素型産業へのアプローチ 西畑　隆久

関東 静岡県 掛川市 株式会社ＲＥＦ 3080401025305 ＳＤＧｓに沿った営農型太陽光発電設備工事への参入 辻　拓真

関東 静岡県 藤枝市 東海苑 コロナ禍に合わせた店内改装と自販機等によるテイクアウトの開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 Ｋ′ｓライフサービス株式会社 2080101020020 薬局の薬剤師が関与し、服薬管理も任せられる通所介護施設の開設 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 藤枝市 株式会社山下成型 6080001016874 洗濯機部品の製造に向けた業界最高水準の品質保証体制構築 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社沖田化成 4080401001073 電気自動車の普及を見据えた生産・検査体制の構築 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 静岡市駿河区 山崎工業株式会社 1080001005403 ＣＡＳＥに対応した次世代自動車向け、高信頼性電子基板の開発と新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ナナミ 3080001003917 新たな生活様式に対応した安心安全な公共空間設計のための新分野展開 しずおか焼津信用金庫
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関東 静岡県 榛原郡吉田町 ジェミニーズ 地元青果をふんだんに活用したデザートテイクアウト事業への進出 株式会社清水銀行

関東 静岡県 磐田市 井指鉄工有限会社 4080402021335 複雑形状を持つ金属部品の設計・製造能力を生かした医療機器分野への新規参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 沼津市 有限会社Ｇｕｋ 5080102005091 地域密着連携とＷＥＢで集客を図るヘアサロン２階を活用した脱毛サロンへの進出 沼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 有限会社ファイン放電センター 1080402006834 超精密加工で電気自動車分野へ進出！　デジタル技術で働き方革新！ 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士市 合同会社ＴＨＥグッド工房 2080103001893 テレワーク普及による住宅の付加価値化に対応した新たなエクステリアのコンサルティングサービスの展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 焼津市 有限会社長谷川鋼機 7080002016138 ３ＤＣＡＤを用いた大型サーボモーター部品の製造事業への参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 沼津市 有限会社シーマンズ 8080102001609 地下海水プールを使ったシュノーケル体験教室、ダイビングライセンス取得事業へ進出 沼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 大木工業有限会社 1080402001595 ＥＶ化を見込んだ建材市場への進出（新分野展開） 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 沼津市 有限会社マルハチ金龍丸水産 6080102004712 水産加工業者が仕込むお魚弁当販売キッチンカーへの進出 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 伊東市 かつまた農園 農業から地産天然水の製造業へ転換　地域と連携した観光振興の取組み 三島信用金庫

関東 静岡県 菊川市 阿形工業株式会社 3080401014778 需要が高まるＥＶ車載用リチウムイオン電池部品製造事業への進出 セブンセンス税理士法人

関東 静岡県 沼津市 有限会社互栄食品 3080102001200 静岡県産ブランド肉を主力とした家庭内消費向け加熱加工食品の製造、販売時事業の展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 有限会社ケンエンタープライズ 6080002006552 地域密着型　老朽化する空き家を新たな利用者へ 福島　悠

関東 静岡県 菊川市 ＫＡＭＩＹＡ　ＧＲＯＵＰ株式会社 2080401015661 美容院事業からデジタル化された脱毛エステ事業への新規参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 藤枝市 株式会社ＰＤＦコーポレーション 9080001017119 藤枝産！古民家を活用した、体験型施設事業への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社ティーアールシィー高田 5080401003250 フォークリフト向け次世代電源装置の開発による事業化 浜松商工会議所

関東 静岡県 浜松市中区 テーラー新屋 車椅子を使う人向けの機能的かつお洒落なオーダーメイドカジュアル服 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 株式会社平成建設 6080101001727 遊休不動産活用による「商店街の活性化」と「自社大工のブランディング」事業 三島信用金庫

関東 静岡県 伊豆の国市 ストレングス・フィット合同会社 3080103002065 ＡＩマシン等で成果を「見える化」する初心者向け時短サーキットトレーニングの提供 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社サツ川製作所 2080401001983 エンジニアリング企業によるアスリートケアを軸とした地域密着型鍼灸整骨院事業の展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 三島市 株式会社ＴＣＳ・ブーン 3080101023170 今後高まるニーズに対応する次世代自動車整備・販売事業 三島商工会議所

関東 静岡県 沼津市 株式会社明光電化工業所 3080101001894 自動車部品向けの高耐食めっき技術を活用して新たな市場に進出する。 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 有限会社田中機工 7080002017111 難削材の高精度加工により、コロナ禍で再注目のアウトドア「釣り」用品の部品加工に挑戦する新分野展開 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 富士市 株式会社金森機械 5080101019448 お茶業界を救う！国内海外で需要が高い無添加固形茶の量産化 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社堀内電機製作所 8080101009669 ＩｏＴラボ併設の古民家カフェ運営による新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社ジィータ 5080402014288 無肥料無農薬野菜・食材の販売による安心安全な食生活の拡大普及 村越　誠也

関東 静岡県 浜松市中区 ＲＥコンサルタント静岡株式会社 1080401022923 「いつもの空間をお気に入りの空間に」不動産事業から空間デザイン事業への新分野展開 税理士法人ＴＡＲＧＡ

関東 静岡県 沼津市 株式会社ＴＯＤＡＴＥＣ 1080101007761 ＣＯ２を排出しない電動バイク部品製造に必要な加工技術確立による新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 沼津市 オクツトップ有限会社 1080102000757 インサート成形による電気自動車用バスバー部品の製造実現 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 沼津市 株式会社プラエンジ 1080101001673 樹脂加工の高付加価値化で最先端半導体製造装置用部品等の量産体制の構築 佐山　壽一

関東 静岡県 沼津市 株式会社サンウッド 4080101016339 建設発生土の改良で人命・地域・環境を守る残土処理サービス事業 大桑　克博

関東 静岡県 沼津市 株式会社太洋社 7080101001032 地域同業者をターゲットとした廃プラ・鉄くずの中間処置場への進出 沼津信用金庫

関東 静岡県 榛原郡吉田町 株式会社マエダアソシエイツ 8080001004778 ドライアイス用チップソーの再研磨 静清信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社フォルム 2080101002514 健康・環境・安全に配慮した小規模保育園の経営 沼津信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社コーリツ 1080401001704 非接触式３Ｄ形状測定機導入によるＥＶ製品商品化とＤＸ活用による競争力向上 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市南区 沢根スプリング株式会社 4080401002071 低侵襲治療に寄与する医療用トルクコイル生産販売システムの確立 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社浜松ベジタブル 4080401025592 食品残渣物がカーボン素材に！触媒技術を活かしたマテリアルリサイクル事業 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 焼津市 株式会社駿河 9080001024156 地元密着のボクシングジムによる放課後等デイサービス事業への挑戦 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 伊東市 マラマインベストメンツ合同会社 8011703001160 宿泊業で培ったサービス品質を生かし、シャッター商店街に活気を取り戻す新たな飲食部門の展開。 伊東商工会議所

関東 静岡県 御殿場市 タイショー開発株式会社 1080101007621 誰にも優しいバリアフリーキャンプ場運営事業開始による事業再構築 三島信用金庫

関東 静岡県 牧之原市 株式会社ハイナン 4080001013865 ゴルフ場からドッグラン、わんちゃんのワンストップ拠点への転換 有限会社アイ・リンク・コンサルタント

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社ＩＳＳ西川機械 5080401003845 高品質な部品加工技術を用いた高精度半導体製造装置用部品への新分野展開 浜松磐田信用金庫 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

関東 静岡県 焼津市 株式会社プロクック 2080001015161 旨味たっぷりの極上卵をふんだんに使った農場直送プリンの製造販売 水谷　弘隆

関東 静岡県 浜松市西区 小楠部品工業株式会社 5080401025427 輸送用機器部品から農機、建機部品へ再起をかけた新規市場への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市東区 トゥデイズ 【ウィズコロナ】非接触・完全個室型セルフ脱毛サロン事業 佐藤　吉英

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社お佛壇のやまき 3080001015672 完結供養ニーズの高まりに応じた樹木葬霊園事業への進出 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 日本農産株式会社 5080401003820 希少な茶の品種である「カラベニ」の化粧品材料への新たな活用 遠州信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 アクトシステム株式会社 6080001000143 デジタル技術を活かした福祉型カレッジの創設 ミライズ税理士法人

関東 静岡県 熱海市 鳥満 肉の甘みと柔らかさを活かした「チルド・冷凍焼き鳥」のセントラルキッチンの立ち上げ 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社歯科コミュニティひかり 8080001021732 最新のデジタル技術である口腔内スキャナーを活用した歯科技工業への参入 静清信用金庫

関東 静岡県 三島市 有限会社横須賀工業 1080102011985 クリーンルームの設備用ステレンスカバーの効率的な生産体制構築 株式会社ピースマネジメント

関東 静岡県 沼津市 東海プラント分析センター株式会社 8080101001213 アスベスト検査事業の立ち上げと社内体制改革への挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 掛川市 株式会社鈴木内職 5080401022176 掛川初上陸！美容複合型施設で女性のキレイと健康をサポート 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社森工 2080101016893 ＣＮＣ精密平面研削盤を導入し商社業から加工業へ大胆な事業構造の転換 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社鳥善 8080401003636 創業１５４年企業が挑む、洋菓子製造とセントラルキッチンＯＥＭ 株式会社商工組合中央金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社マウントフィールド 5080101018516 空き家を利用した社会的弱者向け生活支援サービス事業 竹村　智之

関東 静岡県 焼津市 株式会社イシワリ 9080001014652 加工肉のＯＥＭ生産から脱却し、ＮＢ商品の開発・生産による中食市場参入を目指した新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 磐田市 遠菱アルミホイール株式会社 3080401015727 電動車を見据えた大型アルミホイール製造ライン構築による業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 沼津市 株式会社ティー・エム・コーポレーション 7080101003540 スポーツの場を介した地域コミュニティ施設の展開による新しいマッチング手法の提供 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 有限会社山一製作所 1080102015276 ＥＶ部品製造に必要な製造技術獲得による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社井上 2080001024914 イタリアンレストラン運営事業による東海道の古民家を活用した日本食レストランの新規出店 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社エヌエスティー 3080401000852 ＵＴＧ用レーザー加工機製造事業への新規参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 田方郡函南町 有限会社伸東工業 7080102010445 最新型ベンダーを導入し、新規ユーザーの開拓 沼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社グリース 2080401020397 クラシックカーの修理・整備ノウハウを活かした「板金・塗装業」への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士宮市 株式会社富士山ワイナリー 5080101012213 富士山麓の観光地である朝霧高原唯一のワイナリーが開始する地産地消のＳＤＧｓを目指したワイナリー併設カフェ事業 富士宮商工会議所

関東 静岡県 駿東郡清水町 エクセル工業株式会社 3080101005383 強みを活かした選択と集中！混練マスターが挑戦する従来品と難素材製造のコンバーチブルシフト 沼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 東和運輸倉庫株式会社 3080401003541 ポストコロナにおける商業施設向け納入に適した荷さばき業務高度化事業 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 有限会社マルトミ 5080402007804 レンタル事業からココロとカラダを整えるフィットネスジムへ 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社クライマワークス 5080401018001 ブランディング・マーケティングのプロが行う物流倉庫＆実店舗運営による新分野展開 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

関東 静岡県 三島市 有限会社杉本鉄工所 4080102010555 平面切削加工技術を活かした建築分野（金属製品製造）への新分野展開 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社竜地 7080401005848 公共工事への参入による国土強靭化の実現への貢献 遠州信用金庫

関東 静岡県 菊川市 合同会社山宝園 4080403003596 茶園の再生・転用のための農業土木事業の新展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 駿東郡小山町 株式会社フィットコーポレーション 2080101012422 老舗焼肉店による本格冷凍焼肉弁当・ギフトの通販事業への挑戦 三島信用金庫

関東 静岡県 島田市 ナカダ産業株式会社 8080001013432 新型デジタルマイクロスコープ導入による研究開発体制の構築 株式会社フラッグシップ経営

関東 静岡県 磐田市 株式会社ワンヘルスコーポレーション 2080401022897 山羊繁殖事業への新分野展開により新たな収益の柱を確立する計画 山田コンサルティンググループ株式会社

関東 静岡県 富士市 株式会社ディーエイチディー 3080101019037 アフターコロナを見据えた移住・二拠点居住市場向け宿泊・滞在事業への進出 富士信用金庫

関東 静岡県 榛原郡吉田町 有限会社八木精機 4080002014763 自動車分野製造のノウハウを活かした医療分野への挑戦 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 藤枝市 株式会社日静機械製作所 2080001016663 半導体製造装置部品製造を実現する加工技術獲得による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 富士宮市 株式会社ステクトル 8080101011534 リビルドボウリングパーツ及びオリジナルパーツのＥＣサイト販売展開 富士宮商工会議所

関東 静岡県 富士市 有限会社ボデーシヨツプトキタ 8080102015014 自動車整備業から「地域交流と創業支援を兼ねた飲食事業」への新分野展開による事業再構築 富士宮信用金庫

関東 静岡県 駿東郡長泉町 Ｈｏｔ　Ｓｐｒｉｎｇｓ株式会社 7010401116305 「声」を売るＥＣサイト構築による新たなビジネスモデルの確立 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 菊川市 川﨑工業株式会社 3080001012975 電気自動車時代に対応した部品メーカーへの転換 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社ＳＥＴＯ 6080001008517 アスファルト舗装の新たな工法「ストリートプリント」事業への進出 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社アスモ不動産 1080401018450 浜松に移住者を呼び込むコワーキング機能付きカフェ事業 浜松商工会議所



45 / 90

事業再構築補助金　第６回公募　採択案件一覧【全国統合版】　　　※事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。
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 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

関東 静岡県 浜松市浜北区 有限会社一十園 3080402014694 多品種・多サイズ植木の国内レンタル事業 遠州信用金庫

関東 静岡県 三島市 株式会社甲石製餡 8080101005536 老舗の伝統製法で作ったＢｔｏＣ瓶詰機能性餡のブランド化事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 藤枝市 有限会社ハンプ・コーポレーション 9080002018652 ルアーのＯＥＭ製造からエコ素材を使ったオリジナル釣具の製造・販売への業態転換 戸越　裕介

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社梨本化成 3080002010846 水性塗料に特化した「スプレーマン養成カリキュラム」の提供 静清信用金庫

関東 静岡県 田方郡函南町 株式会社ＳＯＵＫＥ　ＧＲＯＵＰ 5080101022930 韓国文化への深い造詣を活かした韓国の伝統建築「韓屋」の民宿事業 井上　拳

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社デザインスタジオフェニックス 3080001010459 ホームページシェアによる効果的で効率的なホームページ作成システムの販売 森口智志

関東 静岡県 焼津市 株式会社ＹＣＬ 8080001020866 炭酸封入充填装置の導入による清涼飲料製造業からチューハイ等酒類（ＲＴＤ）製造業への新分野展開 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 富士市 株式会社エムアイモルデ 6080101008243 金型メーカーである当社が環境面と衛生面に優れた幼児用玩具生産に取り組む事業 株式会社ジャストコンサルティング

関東 静岡県 賀茂郡河津町 株式会社市山 3080101015069 キッチンスタジオを活用した新たな販路開拓とシェアキッチン事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士市 株式会社大富 8080101008266 木箱の代替となる高強度・高機能段ボールの小ロット生産の実現 株式会社知好楽ネットワーク

関東 静岡県 袋井市 株式会社吉川建築 6080401023660 ハウスクリーニング事業への挑戦による【衛生インフラ企業】への改革 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 共立化工株式会社 2080101000492 リサイクル炭素繊維の販売並びに用途開発 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 御殿場市 株式会社アオイ 7080101003929 ＭＩＭ製法導入で実現する新たな金属製品市場への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市北区 永田塗装株式会社 8080401010640 プラスチック塗装技術・ノウハウを活かした金属塗装への新規参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 菊川市 アウトリガー株式会社 3080401022005 唯一無二の　「　ＲＶ　パーク」　を設立し、　ブランド力強化へ繋げる。 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社Ｒ－ｏｎｅ 9080401018419 外壁工事業者によるサイディング材製造・販売事業への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社ＫＡＫＥＮ 3080401012617 電気通信工事の技術力を活かすサイネージビジネスへの参入による事業再構築 静岡県中小企業団体中央会

関東 静岡県 賀茂郡東伊豆町 株式会社伊豆バイオパーク 6080101014605 伊豆スポーツヴィラバリューアップ事業 株式会社北海道銀行

関東 静岡県 焼津市 有限会社米澤精密工業 1080002012282 ＣＮＣ旋盤とロボット導入による産業用ノズルの多種少量生産から半導体関連部品の量産化に向けた新分野展開 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社地建 1080001009627 「バスケットボール×エンタメ！」独自のサービス展開で地域活性化 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士宮市 株式会社ビューティー岡本 4080101011686 「和」文化を特徴としたフォトスタジオに業態転換 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社セデコ 1080101008883 脱炭素時代を見据えた新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 有限会社ファイブフォトスズキ 3080402010553 商業写真で培った技術を活かしてドローンも活用した動画映像事業への新分野展開 浜松商工会議所

関東 静岡県 磐田市 有限会社兼子鉄工所 2080402019488 横型５軸制御マシニングセンタを活用した半導体製造装置の精密部品加工 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社Ａｖｅｌａ 9080401021934 「当地初」移動型エステティックサロンによる要介護者向けサービスの提供 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 三島市 株式会社グットアップ 1100001026883 士業向け体験型ＷＥＢマーケティング教育事業に新分野展開 株式会社アークス

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社平岡工業所 5080002010976 極厚大型金属板の難加工に挑戦し、サイロ業界に進出する新分野展開 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 富士市 Ｋ－Ｓｔｙｌｅ 次世代型美容院で、ママの憩いの親子サロン 富士宮商工会議所

関東 静岡県 静岡市清水区 東樺化成株式会社 8080001011428 プラスチックリサイクルビジネスから金属リサイクルへの転換 有限会社アイ・リンク・コンサルタント

関東 静岡県 沼津市 ＤＥＬＴＡＲＩＮＧ　ＧＹＭ セルフＧＹＭへの新分野展開 平野　巧

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社グランツ 2080001018726 スポーツジム運営施設による遺伝子分析活用の美容、健康ドリンク・コワーキングスペース事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 島田市 ＫＡＷＡＮＥ抹茶株式会社 7080001020000 茶農家と茶工場連携だからこそできる！コロナ対応、規格外果実の加工販売 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 御殿場市 有限会社砂山商店 5080102007047 衣類の知識・生地の特性を活かしたお直し併設型コインランドリー事業 原野　郁巳

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社アツミテック 5080401006195 フィリピン新規取引先向けマニュアルトランスミッション部品の拡販展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 伊豆市 菅尾工業株式会社 2080101004808 廃材を活用した環境配慮型ＤＩＹコンクリート製品の小売事業への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 御前崎市 明工建設株式会社 1080401014788 建築技術を活用し、建設業界の人員不足を解消する派遣業への新分野展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社アップリメイク 6080002012526 見て触れて感じることのできるショールーム施設と柔軟な情報発信を行うための拠点開設 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社鈴木工芸所 9080401012982 表面保護処理技術の活用によるインクジェットプリントの合皮・ナイロン素材への応用及びサプライチェーンの再構築 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社かくに鈴木茶園 7080002001404 老舗茶問屋の挑戦！お茶をベースとした新和風フレバリーティーの販路拡大 古林　国博

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社ひなせい 9080001004356 後継者不在の木製品塗装に進出し、雛人形製造を始めとした静岡の地場産業を存続させる 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 三方原アグリ株式会社 6080401019709 江戸時代から「肥化学」を現代の発酵技術により廃棄物処理業に活用する新事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 榛原郡吉田町 有限会社福世オートサービス 8080002014710 ＥＶ／ＣＡＳＥ対応型モータースへの変革 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社エクサ 6080401019576 地域資源を活用した食品加工業への転換、六次産業化への取り組み 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 榛原郡吉田町 株式会社ホンダエイト販売 6080001014060 オンライン商談を整備した新古車・中古車への本格参入 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 掛川市 ビバリー 旧車好きをターゲットにした、ビンテージトレーラーを使ったキャンピング施設の開業 掛川商工会議所

関東 静岡県 熱海市 株式会社さんふらわー 9080101014370 ＳＤＧｓに触れられるワーケーションアウトドア施設（仮称ＳＯＬＡＣＥの森） 三島信用金庫

関東 静岡県 沼津市 エスティーム株式会社 9080101019808 業界の人手不足に備える！電気工事業からエンジニア育成事業への転換 藤巻　かな江

関東 静岡県 富士市 株式会社フォレスタ 5080101019877 事務所の固定電話をスマホアプリで発着信させるサービス事業 株式会社清水銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ＩＴ工房Ｚ 7180001101913 置いて電源を入れるだけネット環境不要でコスパの高い見守りサービスの実現 中日信用金庫

中部 愛知県 清須市 株式会社フライヤーズ 3180002058917 コロナ禍で市場が拡大している「セルフ脱毛事業」への参入による事業再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社アットプレイス 2180001105423 コロナ禍でも安心して学べる場を！ＡＩを用いた完全個別指導学習塾 株式会社マックコンサルタンツ

中部 愛知県 一宮市 株式会社クラシックホテル 7180001082600 新冷凍技術で店のこだわり洋食をご家庭で味わえる業態転換事業 足立　剛

中部 愛知県 半田市 プライベートサロンＬａｖｉｅｒｅ リラクゼーションサロンで脱毛・美容のワンストップサービス サポート行政書士法人

中部 愛知県 稲沢市 株式会社リバース 1180001086268 犬山城下町での次世代わらび餅スイーツ販売 税理士法人大樹

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社オフィストランジットスタジオ 2180001132401 タコスキットのＥＣ販売、タコスのテイクアウト販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 名古屋市北区 ももたろう株式会社 4180001109273 美容鍼灸・インナーマッスルトレーニングによる、心と体のトータルバランスケアサポートの展開 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 岩倉市 有限会社いずみ 9180002082325 長年地元に愛されたお店がモンブランの開発を行い全国へ波及させる事業 稲山哲智

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社リンクス 3180001110257 既存事業での防犯カメラノウハウを活用した防犯カメラショールーム展開 須永　達也

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ｍａｈｍｕ 7180001072213 女性をずっと元気にキレイに！補整下着販売事業への参入 株式会社十六銀行

中部 愛知県 春日井市 ジャパンｓｔｙｌｅ株式会社 1180001121520 積極的な再利用への取組を図った、解体事業へのチャレンジ 稲山哲智

中部 愛知県 刈谷市 株式会社ＭＴカンパニー 8180301031231 地元畜産家と連携したテイクアウト商品の開発と販売 株式会社　ビレッジ開発

中部 愛知県 稲沢市 株式会社小林忠産業 8180001085726 急速な拡大が予想されるＥＶ車向け緩衝材事業への新分野展開 株式会社大三経営事務所

中部 愛知県 名古屋市東区 櫻文化堂書店 日本語教育発展に貢献するためコロナ禍に対応した会員制貸事務所業への参入 税理士法人創経

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社アコー 4180001005968 フィルター需要等に対応した金型部品・プレス加工の一括受注実現するためのワイヤ高精度化業 シェアビジョン株式会社

中部 愛知県 刈谷市 有限会社ＤＲ企画 2180302019165 東南アジア料理の美容・健康に焦点をあてた多国籍調理店事業 稲山哲智

中部 愛知県 一宮市 株式会社弘洋電機 6180001082460 長年培った高度な技術で街路の安全を照らすＬＥＤ照明機器製造業へ新分野展開計画 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 安城市 有限会社Ｋ・テック 3180302017713 ハンディファイバーレーザ溶接導入による、自動車市場から樹脂成型市場への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ＡＷＥＣＣ 6180301032520 株式会社ＯＭＯにＦＣ加盟し、地元ウズラ卵を使った鶏白湯ラーメン屋の開業事業 豊川信用金庫

中部 愛知県 春日井市 がんじゅう接骨院 麻痺セラピスト協会認定、身体のためのトータルサロンひつじＬＡＢＯの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 豊川市 有限会社プラステック 7180302013923 今ある設備をそのままに、最小限の設備投資でＩＯＴを実現 税理士法人中央会計社

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社ｍａｃｈｏ 3180001125932 心身の健康をサポートするパーソナルピラティススタジオの開設 菊地　正和

中部 愛知県 清須市 丸一三 トルコ出身の和食料理人が開発する「純国産ケバブ」「ケバブサブスク」による中食需要への参入 岡崎信用金庫

中部 愛知県 安城市 りふれ＆ラージャ 全国の経営不振マッサージ店のフランチャイズ化計画 安城商工会議所

中部 愛知県 北名古屋市 ＭＩＹＡＭＩ株式会社 7180001102820 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ。ラグジュアリーサロンヘッドスパへの進出でＶ字回復。 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社スキンラボ 4180001091298 美容関係店舗専門の不動産賃貸仲介事業「おばちゃん不動産」 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市北区 ｂａｒｂａｃｈｉｃａ 生花とカフェの融合！コロナ禍における新しい癒しの場の提供事業 中部税理士法人

中部 愛知県 知多郡東浦町 竹内商事 新規事業エンジンクリーニングで危機的状況を乗り越える みなと行政書士法人

中部 愛知県 小牧市 丸翔工業 美容サロンに特化した開業支援型内装工事業への新分野展開を図る 東春信用金庫

中部 愛知県 東海市 有限会社愛東住郷 4180002088500 建設業のノウハウを活かした福祉施設での障がい者の自立促進事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 有限会社河合鉄工所 8180002009403 地域住民のニーズに応える「酸素カプセルサロン」等の出店計画 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 ＡＴＥＬＩＥＲ　ＨＡＲＬＯＷ 酵素風呂をメインサービスとする女性向け温活サロン事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 一家しゃぶしゃぶ　酔蜀香 トレーラーハウスを用いた体験型旅行によるブルーオーシャン戦略 須永　達也

中部 愛知県 名古屋市千種区 ＢＩＧＢＡＮＧ株式会社 6180001125698 ＥＣ専用商品の独自製造のためのセントラルキッチンを確立する 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ＴＲＩＢＥ 7180001108561 次世代高速通信を駆使したＤＪ教室による新分野展開を図る 税理士法人末松会計事務所
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中部 愛知県 安城市 ロミロミサロンＫａｙａｓａ 高級わらび餅のテイクアウト専門店 安城商工会議所

中部 愛知県 東海市 株式会社望月エンタープライズ 9180001117437 愛知県東海市において初のセルフホワイトニング専用サロン開設とホワイトニング関連商品の販売 税理士法人伊勢山会計

中部 愛知県 岡崎市 ビズユー ＩＴを活用したメンターマッチング事業の展開 藤榮幸人

中部 愛知県 安城市 株式会社三好電気 1180301013401 自社施工ノウハウを活用した管工事進出による売上規模拡大計画 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社アクア・ヴィッツォル 3180002051120 ヘルシーな国産鶏肉、セルフで上質なワイン・日本酒を提供する、お洒落な焼き鳥店への事業転換 税理士法人タカイ会計

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ＳＨＮ 8180001106052 立地を生かした名古屋中心部での都市型ワーケーションの展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 春日井市 ナ　セオル 『瓶を割る』新規ビジネスでストレス解消と循環資源の付加価値向上 座間　裕史

中部 愛知県 常滑市 株式会社マエダモールド 2180001093305 デジタル技術を活用した、歴史的建造物等ゼネコン・大手建設資材メーカー向けＦＲＰ型の製造 有限会社竹内総合研究所

中部 愛知県 名古屋市中区 日本チャンネル株式会社 3180001122847 スタートアップ企業をターゲットとしたシェアオフィス事業 武藤　孔明

中部 愛知県 豊田市 ぐいチキ ２４時間営業のぎょうざの無人販売店の出店 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社トラント 4180001137910 ２４時間型の完全プライベートジムの開設及びＥＭＳ事業への進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社ＲＯＡＮ 5180301026622 お洒落な空間とテイクアウトで楽しめる本格的な和スイーツ専門店 レンタルＥＣ株式会社

中部 愛知県 名古屋市千種区 ピーネット ピアノを小型軽量化するリビルドの技術とシステムを構築する 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 ヘルステック株式会社 2180001142722 「健康と美」を実現する特許技術を活用したセルフエステ機器開発 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社日本ソリューションズ 9180001129663 ○ 「ゴルフのちから」個室シュミレーションゴルフサロン

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ 5180001136192 ○ 「ゴルフのちから」個室シュミレーションゴルフサロン

中部 愛知県 江戸川区 合同会社Ｇｏ－ｏｎ 5010603008005 ○ 「ゴルフのちから」個室シュミレーションゴルフサロン

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社シンキング 1200001012510 ○ 「ゴルフのちから」個室シュミレーションゴルフサロン

中部 愛知県 碧南市 有限会社たぁぶる 3180302020106 ＥＣサイト構築による名物餃子の通信販売事業への進出 大橋　誠

中部 愛知県 名古屋市千種区 Ａ．ｃｏｃｏｔｔｏ フワフワかき氷とオリジナルシロップのかき氷専門店テイクアウトへの業態転換 吉野　康太

中部 愛知県 長久手市 株式会社タクミ 3180001063694 気軽に動画を投稿できる卓球コミュニケーションサイトの構築 株式会社十六銀行

中部 愛知県 一宮市 東海テキスタイル株式会社 2180001082431 移動販売と最新ＡＩ採寸技術を組み合わせたオーダースーツ事業 ＡｒｒｏｗＳ株式会社

中部 愛知県 岡崎市 有限会社入江金型工業所 5180302017521 ＥＶ部品金型の生産体制構築による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社愛衛 7180001063682 「セルフケア」に役立ちする飲食サービスの提供で、地域の健康寿命延伸に貢献！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社パリシェモア 4180001086810 国内外の旅行者・アーティスト向け民泊兼ポップアップスペースの提供で叶える事業再構築 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市緑区 ＭＳＩシステム株式会社 8180001081618 知的財産権を活かした新製品の販売展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 蒲郡市 有限会社丸義ＰＬＡＳＴＥＲＥＲ 8180302015935 次世代の左官職人を育てる職人教育事業への新分野展開を図る 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 有限会社ＳＥＩＫＡ 9180002050629 特殊清掃・レーザー洗浄に進出し、クリーン空間創出に貢献します 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 津島市 有限会社アイチ工産 6180002089109 ドローンによる赤外線外壁調査及び特許技術の洗浄システムを使用した太陽光パネルの洗浄事業 加藤　寛

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社天禄亭 7180002057700 プログラミング必修化をうけ地域に必要とされる教育ＩＴ事業 公益財団法人名古屋産業振興公社

中部 愛知県 津島市 合資会社アイトス 7180003013669 地域連携型レンタル撮影スタジオ開始による地域文化活性化への貢献 古林　国博

中部 愛知県 一宮市 合名会社三楽 5180003011856 尾張一宮の環境変化に適応した高付加価値型ビジネスモデルへの転換事業 森藤　啓治郎

中部 愛知県 岡崎市 大石工業株式会社 6180301027586 東海地方のイベントを盛り上げるキッチンカーでの移動販売事業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 愛知県 名古屋市北区 アイミット株式会社 1180001113567 愛猫家を対象に新たな付加価値を提供する商品開発で新展開 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 ＳＥＣＯＮＤ　ＮＩＮＥ株式会社 4180001112104 アンチエイジング技術で名古屋のビジネスパーソンに活力をもたらす美容室の経営 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 小牧市 株式会社ブルーワークス 1180001112783 人材派遣業から、技能実習生の入国後研修センターへ新分野展開。 兼武　文範

中部 愛知県 江南市 光穂工業株式会社 6180001087690 ワイヤーメッシュ製造技術を活用した獣害対策事業による事業再構築 江南商工会議所

中部 愛知県 小牧市 ぶた福チャコール 豚職人が魅せる！喜ばせる！「ハレの日のとんかつ」専門店への進出 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社永冨 1180002041313 「美肌を叶える」完全個室で安心な美容脱毛サロン事業 名古屋商工会議所

中部 愛知県 豊川市 有限会社神谷石油店 8180302013022 ありそうでない！技術と立地を活かしトラックロードサービスに挑戦する 岡崎信用金庫

中部 愛知県 西春日井郡豊山町 株式会社ライトアップ 1180001065461 ＷＥＢ案内状・ホームページ制作を主体としたＷＥＢ事業 中日信用金庫

中部 愛知県 豊田市 牧村工業株式会社 1180301019290 介護福祉車両等あらゆる座席シートカバーの高難度裁断・縫製事業 クレアスト株式会社

中部 愛知県 清須市 寺戸大志 お客様好みにカスタマイズできるバスコンの制作・販売・レンタル事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社Ｍｏｎｋｅｙ　Ｔｒｅｅ 9180001131735 新たな名古屋名物「ジューシー味噌とんちゃん」の開発による愛知県飲食業界の活性化 名古屋商工会議所

中部 愛知県 みよし市 有限会社森島製作所 4180302024329 ステンレス廃材を再利用した、アウトドア製品の販売 稲山哲智

中部 愛知県 春日井市 株式会社ドリーム・ファミリー 3180001077785 地域の婚姻率向上に貢献！結婚相談所併設の婚活エステサロン開業事業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 豊川市 Ａｘｉａ　ｗｏｒｌｄ　ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 6180301033205 豊川市初のシェアサロンによる休眠美容師の多様な働き方実現事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社保母電設 6200001036810 美容サロン拡大に伴う内装工事・技術支援サービスへの新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 豊田市 上野屋本店 １０６年地元に愛される老舗とんやき屋による、営業形態の多角化への挑戦 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社ナイテック 4180002049337 他社製ロボット間のデータ変換 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 丹羽郡大口町 ＥＴＥＲＮＡＬ　ＡＵＴＯ 先進運転支援システムの完全対応に向けての事業再構築 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｆｏｒｓｉｄｅ 7180001142569 メディア戦略を活かしたハンバーガー店出店・テイクアウト市場への参入による事業再構築 株式会社アサユナイト

中部 愛知県 岡崎市 株式会社Ｊｏｙｓｓ 6180301026373 お好み焼き専門店「畑のお出汁・たまな」の新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 炭火やき萩 飲食店が新事業として“メンズ専用脱毛サロン”を展開し、事業の再構築をする！ 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ＭＡＲＵＴＯ 2180001065857 通販用加工食品ＯＥＭ製造事業へ進出 株式会社アサユナイト

中部 愛知県 知多郡南知多町 ＯＨＡＮＡ テイクアウトとデリバリーに注力して島民と島を超えて当店の料理を届ける事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 みよし市 福田工業株式会社 5180301019766 ３Ｄプリンターを活用した内外装検具製作に向けた取組 小倉　裕樹

中部 愛知県 一宮市 株式会社Ｆｉｓｉｋｏ 7180001105385 化粧品の委託販売事業からＤ　ＴＯ　Ｃ自社オムニチャネルの構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知多市 株式会社エクセル 8180001105475 ２４時間無人化システムによる低感染リスクの室内ゴルフ事業 塩出　貴臣

中部 愛知県 犬山市 星月夜 「飲食業から食品製造業への事業転換」オンラインショップで食品販売 犬山商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中村区 葵建設株式会社 3180001029200 ワンストップで「あなたの理想の暮らし方」をトータルアレンジする新分野展開への取り組み 株式会社　タクト経済研究所

中部 愛知県 名古屋市中区 カーサノバ株式会社 9180001109161 次世代不動産エージェント特化型コワーキングスペースの構築事業。 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ｒａｋｕｅｎ 4180001101197 居酒屋が挑む新たな時代に適した非対面型餃子専門店への事業転換 中日信用金庫

中部 愛知県 津島市 株式会社お多福 2180001102890 家族の力を合わせた「思いやり」あふれるＢ型事業所を開業 權田　成悟

中部 愛知県 名古屋市東区 インパーソン株式会社 7180001137643 壺焼き芋店の店舗経営およびＦＣ展開への業種転換 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社アイデザイン 4180001126582 豊富な経験と人脈を活用した仕事帰りに通える稼ぐ為のデザイン教室 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市東区 天婦羅亀彦 素材を引き出す老舗天婦羅屋発！Ａ５ランク和牛を使った贈答品開発 アアル株式会社

中部 愛知県 日進市 ＮＡＣ 仕入れ代行業から特殊車両の組立・販売・整備を行う小売業へ転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社オオタケ 1180002042220 コロナのニーズに対応した角打ちスタイルのアンテナショップへの挑戦 税理士法人伊勢山会計

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ビラジーズ 6180001122150 ウィズコロナに対応した、新たな軽音楽部の未来とその新市場への事業展開 税理士法人アクシス

中部 愛知県 名古屋市南区 カタイワ株式会社 7180001132396 目利きを活かした調達・販売の新市場展開によるミニバン専門中古車販売店 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 豊田市 富士開発株式会社 8180301019185 「女性専用ＡＩパーソナルトレーニングスタジオ」への業種転換 西浦　啓一郎

中部 愛知県 名古屋市北区 有限会社ステージ 1180002051254 本格仕込みの自宅調理用「冷凍からあげ」を新商品として販売 中日信用金庫

中部 愛知県 知多郡南知多町 丸豊 業態転換をしたい民宿・飲食店へＥＣ販売の支援を行う 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 豊橋市 豊立電設株式会社 2180301007047 人手不足に悩む建設業者のスムーズな業務執行をサポート！積算業務サービスの開始 豊橋信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 有限会社藤城建具店 7180302009475 木の温かみとデザイン力を活用した、リフォーム事業への新分野展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市西区 八木康代 美容業での経験を活かした放課後等デイサービスの開校 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中区 中部エコサービス株式会社 9180001058945 太陽光発電設備や電化住宅設備の販売施工を行ってきた事業者による電気自動車販売事業 株式会社中京銀行

中部 愛知県 津島市 株式会社ＴＯ貿易 6180001103935 ＩＴ×キッチンカー　ＳＮＳや空き地マッチングサービスを活用したキッチンカーとＦＣ展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 尾張旭市 マウンテン 尾張旭市ブランドを強みとしたキッチンカーによる移動販売事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社ホリダス 9180301031024 豊田市への地域貢献・地産地消を目的としたキッチンカー移動販売事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社アクアテック 5180001105783 防水工事業から新興住宅地（名古屋市守山区）での高級食パン事業への参入 高松　佑

中部 愛知県 安城市 株式会社ｍｅｅｔｓ 3180301016682 クリエーター養成学校（技能教習事業）の設立と運営 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 いっちょらい 居酒屋による無添加調味料の販売事業による販路拡大計画 インターグロー税理士法人
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中部 愛知県 安城市 株式会社空・インターナショナル 7180001108537 稲沢の名産品に認定を受けたわらび餅のテイクアウト専門店開業 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社クルース 9180001031448 完全個室！肉のプロによる地産地消にこだわった、映え焼肉店への事業転換 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 名古屋市中区 ＴＯＭＩＴＡ株式会社 2180002058975 コワーキングスペース開設とマッチング事業で創業・独立支援 權田　成悟

中部 愛知県 豊橋市 伊藤勇有限会社 3180302006410 人材の強みを活かしたドローン事業による業種転換 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社セントラルホールディングス 6180001107787 既存事業の強みを活かした姿勢矯正サービスへの挑戦 税理士法人伊勢山会計

中部 愛知県 小牧市 株式会社ホクエートレーディング 8180001121225 人と環境にやさしい清掃サービスと除草サービスの展開 東春信用金庫

中部 愛知県 豊明市 晴レルヤ酒場 「老若男女が気軽に学べるゴルフスクールの開校」 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社カインドネス 3180301009232 英語で学ぶプログラミング、ピアノレッスンのサブスク形式学習塾型学童保育事業の展開 静岡県中小企業団体中央会

中部 愛知県 瀬戸市 高岡葵 お客様の理想のアイゾーンを提案するアイラッシュサロン事業展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 西尾市 ＮＫ自動車合同会社 4180303004775 地域の自動車事業者が挑む鈑金修理サービスにおける新分野展開 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 西尾市 成学館 ＩＴ活用による自立学習支援付き預かり事業 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ユタカ写真製版 8180001018561 壁紙リユース袋の製造販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社Ｌｏｃａｔｕｒｅ 3180001117005 レンタカー事業者による自動車整備の内製化と経営基盤の強化 中村　健一郎

中部 愛知県 清須市 有限会社デジフォトワールド 9180002060207 レンタル写真スタジオの新事業で売上拡大！ 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 愛西市 株式会社ＳＯＵＲＩＲＥ 4180001105999 今池の再開発に合わせて焼肉屋開業で今池のファミリーを笑顔に！ 權田　成悟

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社エフリード 2180001136674 「無店舗型開業支援のための製麺販売事業による新分野展開を図る 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社ファイン・ライトサービス 6180002005107 最先端のトレンドを押さえた韓国インテリア販売事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社テイ・アイ・エス 7180301001334 仮想空間の３Ｄシュミレーションによる革新的な電動車部品生産ラインの開発 岡崎商工会議所

中部 愛知県 小牧市 有限会社佐藤木型製作所 4180002081868 エアモビリティ（ｅＶＴＯＬ）パーツの開発及び製造への進出 田中雅之

中部 愛知県 豊田市 友新精機株式会社 8180301019524 全固体電池をはじめとした次世代電池関連製品への進出 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 有限会社荒木製作所 1180002010672 水素・燃料アンモニア発電複合素材部品の難切削加工技術を活かした新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 知立市 株式会社クラタ 8180301014698 設備改造・改善ノウハウを織り込んだ　斬新ライン構築による事業再構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 愛西市 株式会社新興工業 5180001097162 半導体製造用シャフト加工分野への挑戦「ＲＯＴＥＲ－ＳＨＡＦＴプロジェクト」の始動 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 愛西市 伸光技研産業株式会社 6180001097161 ＥＶ車のバッテリーパック用ナット製造によりエコカー市場に進出 株式会社十六銀行

中部 愛知県 一宮市 時田毛織株式会社 2180001083248 繊維製品を基点とする汎用性の高い低炭素廃棄処理サービスへ進出 一宮商工会議所

中部 愛知県 愛西市 有限会社鈴木工業 2180002090929 耐摩耗鋼板を使用した軽量コンテナ製造による脱炭素への貢献 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 株式会社ミワレーザー 3180001081267 次世代半導体需要を見据えた半導体製造装置部品事業への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社大成 1180001014773 機械商社が技術力を活かし燃料電池自動車向け設備事業に進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社志水製作所 5180001082775 電動車向け大型バスバー製造による脱炭素化社会への貢献 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社山田メツキ工業所 6180001023043 電気自動車の普及に対応した検査工程のＤＸ化への挑戦 株式会社フロウシンク

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社藤田製作所 3180001015431 ＰＣ周辺機器から水素ディテクターへの挑戦によるグリーン成長戦略の実現 株式会社ＡＣＣ

中部 愛知県 岡崎市 株式会社アルクス 2180301000209 地域初！グリストラップ排水油脂・工場生産排水油脂に特化した広域・集約処理事業の開発 碧海信用金庫

中部 愛知県 犬山市 株式会社パームホルツ 1180001119556 国産材と海外未利用資源による新規外構材の実現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 小牧市 ニダイキ株式会社 6180001076297 特許技術！再エネ蓄電池用イオン交換膜の開発・事業化による成長戦略 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社睦自動車 1180301007361 東三河地域の自動車産業を牽引する次世代自動車に特化した整備工場新設 株式会社フォーバル

中部 愛知県 稲沢市 稲沢工業株式会社 6180001085612 特別高圧盤筐体の高精度・短納期化による再生可能エネルギー市場進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 豊橋市 カネミツ金属株式会社 5180301009247 国内に滞留する混合廃プラスチックの循環資源化による事業転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知多市 株式会社ウチダ製作所 6180002088168 中小製造業のグループ化による電動車部品サプライチェーンの構築 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 津島市 株式会社光設備 8180001099412 働く人と企業にクリーンなエネルギーを提供して明るい未来の光りへ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社中京 5180001020082 タイにて稼働計画である水素エンジントラックの水素タンク切削工具の開発 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 あま市 株式会社大一工業 9180001099238 グリーン成長を支える半導体製造に不可欠なターボ分子ポンプ用精密部品の製造 税理士法人大樹 三菱ＨＣキャピタル株式会社

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社船翔 4180001064337 太陽光発電を利用した廃プラスチック等の減容事業化と技術の深化 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 菊田鉄工株式会社 9180001014312 表面粗さＲａ０．１以下の超高品質歯車の量産化 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社よしいけ工業所 5180001084466 ５軸マシニングセンタによる蓄電池セパレーター製造機器部品加工への参入 株式会社十六銀行

中部 愛知県 安城市 株式会社サンワ金型 9180301012890 電動車用金型向け高精度・高耐久スライド金型部品「ファイングライドパーツ」のオンライン供給事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 日愛工業株式会社 3180001083354 住み良い街へ！防減災および環境対策の拠点施設開設による土木への進出 税理士法人大樹

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社小川産業 7180001014207 最新設備の導入による輸出用梱包材製造への挑戦 株式会社大三経営事務所

中部 愛知県 一宮市 伊勢化研株式会社 6180001084135 抗ウイルス素材を使用した高品質プラスチック製品事業へ挑戦 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社ブームプロスペリティー 5180001107391 手軽にスマホで注文と持ち帰りができる地域密着型テイクアウト海鮮丼事業への進出 ＳＭＣ税理士法人

中部 愛知県 半田市 有限会社一粒社 9180002083117 ＲＰＡ出力管理システム導入により印刷稼働率１００％達成でキャパ５倍に拡大 半田商工会議所

中部 愛知県 豊川市 株式会社モストプランナーズ 2180301033316 東三河地域の「食と農」の推進に貢献！広告業者が挑む飲食事業への新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社ひよこ 2180301027540 整体院のノウハウと顧客ネットワークを活用してセルフ脱毛サービス店舗新設への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 丹羽郡大口町 大口精糧株式会社 9180001080981 旨味と栄養価が豊富なこだわり米の一般消費者向け通信販売事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中区 コネクト株式会社 8180001111572 県内最安値に挑戦！低価格を実現する新たな脱毛サロンビジネス 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ＳＴＹプランニング 2180001102214 不動産屋に行くのはもう古い！コロナ禍の今は、店舗を構える不動産屋からお客様の希望する場所に出張する時代だ 株式会社中京銀行

中部 愛知県 西尾市 株式会社トラベル三河 5180301022563 旅行代理店業務から美容部門を強化したテントサウナ事業への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 西尾市 炭火焼肉　ｋａｔｓｕｒａ 小規模でも貸し切り可能な寛げる空間の提供 西尾信用金庫

中部 愛知県 西尾市 愛楽農園はいぼーなす 自農園栽培品の自社加工による６次産業化からＥＣ市場の需要獲得を目指す新事業展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 ヘアーアンドメイク　ランプシー 介護福祉施設に向けた訪問ヘアカット事業 岡崎商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中川区 有限会社元藤フライス工場 6180002019619 航空機部品の切削加工技術を活かしたロケット部品分野への新分野展開 佐原　啓泰

中部 愛知県 知立市 株式会社ＤＣＴ 2180301030156 多様な理美容業態に対応可能な「インキュベーター型シェアサロン」事業の開発 碧海信用金庫

中部 愛知県 安城市 株式会社ＦＯＲＥＳ 3180301032754 運動療育に特化した児童発達支援事業所の開設により経営の安定化を図る。 後藤　公平

中部 愛知県 豊橋市 有限会社エー・アイ・エム・ユナイテッド 1180302012344 美容室のマンネリズム経営・レッドオーシャン市場からの脱却 大竹　貴司

中部 愛知県 額田郡幸田町 有限会社はせ川工業 3180302003696 溶接工程の自動化による次世代自動車部品搬送用パレット製造事業への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 一宮市 株式会社やなか珈琲 9180001086418 珈琲豆モバイルオーダーシステム導入による生産性向上の取り組み 宮田　大

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社アイリー 7180001070274 シミュレーションゴルフのサブスク事業を通じた新分野展開 浮島　達雄

中部 愛知県 名古屋市南区 有限会社杉本金型製作所 8180002009700 老舗金型製造業者が気運の高まるＳＤＧｓ対応と低コストに向け溶接修理へ事業転換 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 バルバッサーノ お一人様大歓迎！イタリア食文化をニュースタイルで提供するレストラン事業 杉原　誠

中部 愛知県 碧南市 石川鋳造株式会社 5180301015063 自社ブランド製品を起点とした「着地型産業観光」と新たなサブスクリプションサービスの創出 碧海信用金庫

中部 愛知県 半田市 有限会社永坂鉄工所 1180002083751 カーエアコンの配管同士を繋ぐチューブ・コネクタ製造への進出 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 奥井工業株式会社 6180001029767 建築板金の施工技術を活かしての建築板金加工販売業への進出			 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社トラフィック・シム 2180001046667 不特定多数の企業ユーザに対するＩｏＴ機器を用いたＳａａＳ事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ＫＣＳ 4180001132713 アフタースクール事業への進出による小学校児童向けの教育サービスの提供 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社たからセルロイド 9180001031200 コロナ禍の経済を元気にする人気キャラクター等を起用した各種雑貨の製造販売 株式会社関西みらい銀行

中部 愛知県 半田市 株式会社セキセイ 3180001091778 光海底ケーブル中継器の耐圧筐体カバー製造参入 ひまわり経営サポート株式会社

中部 愛知県 安城市 株式会社アムト 8180301016166 精密・難形状金型の高精度補正技術による電子部品分野への進出 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 春紅 中華料理店から冷凍餃子メーカーへの事業転換 豊田信用金庫

中部 愛知県 犬山市 株式会社マルニ 8180001080917 地方のデジタルデバイド解消に向けたコミュニティスペース構築で地方活性化に取り組む 犬山商工会議所

中部 愛知県 名古屋市昭和区 アール　アドバンス 悩める子供たちへの安心・安全の脱毛事業 税理士法人スマッシュ経営

中部 愛知県 安城市 株式会社大雄製作所 7180301013544 老舗金型業者が国策であるカーボンニュートラルによるＥＶ車転換に対応 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 エバイス株式会社 6180001060697 自然の中で、豊田でつながるアドベンチャー事業の創出 株式会社十六銀行

中部 愛知県 常滑市 株式会社ＩＷＡＷＡＫＩ 2180001136393 「長尺特殊建材」を切り口としたニッチトップメーカーへの昇華 半田信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 有限会社小野金型 6180302000699 温度管理下における二色成型金型開発による新規市場（ＥＶ市場）への参入と効率化への貢献 岡崎信用金庫

中部 愛知県 豊川市 株式会社土岐 1180302014951 当社の高い配管技術を活用し、安全な透析治療の確立・普及に貢献する 豊川信用金庫
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中部 愛知県 高浜市 隠れ家ぼちぼち 居酒屋から日本料理店へ、日本料理を２４時間テイクアウト 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 ダイニングバーさくら 中高齢者と働く女性に向けた完全個室のエステサロンへ業種転換 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 あま市 小山工業株式会社 5180001097880 自動車・建築向け部品市場から食品機械向けステンレス部品市場への新規事業展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊明市 株式会社モリテック 2180001069528 家庭支援事業～家事を軽減するための放課後デイサービス及び児童施設～ 加藤　哲也

中部 愛知県 西尾市 有限会社篠原鉄工 2180302026343 生産能力の向上による高品質と量産能力を活かしたエアコン事業への進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 津島市 特定非営利活動法人Ｐｅｅｋ・ａ・Ｂｏｏ 4180005013595 生活介護事業を開設し、障がい者とその家庭に生涯の支援を提供 安井　章

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ハウスプラザ 8180001043618 コロナ禍での衛生的なおもてなしで拡大する、来客用小容量ペットボトル飲料卸売業への参入 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 豊橋市 株式会社シーアイプラント 3180301009281 新設備導入によるウォーターサーバー、センサ部品の加工事業参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｐｕｒａｖｉｄａ 6180001115732 ＩＴ×コールセンターで法人営業を効率化する営業支援システム事業 レンタルＥＣ株式会社

中部 愛知県 豊橋市 株式会社森田興産 5180301021879 環境制御装置「Ｇｒｅｅｎスクリーンシステム」開発による業種転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 インターメディアプランニング株式会社 7180001050524 自治体の都市連動型デジタルツイン・メタバース化に伴う課題解決を促進するＤＸソリューション開発 東海税理士法人

中部 愛知県 大府市 有限会社大府プラスチック工業 7180002084653 全てのトナーボトルの製造可能な生産体制の構築によりＯＡ市場への参入を目指す。 立野　靖人

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ほけんプラザ 1180001072887 地域初のカルチャーセンター運営に挑戦し既存事業とのシナジー効果を産み出す 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社ＫＩＺＵＮＡ 6180001114742 大衆居酒屋から鶏焼肉専門店への業態転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ツツジコーポレーション 5180001129659 飲食経験者を活かしてミシュラン受賞のラーメン店へ新分野展開 中日信用金庫

中部 愛知県 小牧市 日南精機株式会社 8180001074712 ハードとソフトの力を合わせて挑戦。積極的な新規市場開拓でＥＶ、半導体、医療への新展開。 岐阜信用金庫

中部 愛知県 東海市 株式会社光伸テック 8180001095056 板金加工事業から、コロナ禍で需要が伸びるゴルフアミューズメント事業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 豊橋市 株式会社大建技工 2180301011503 小型溶接ロボットを導入し、鉄骨の「仕口溶接」と「コア溶接」の受注を獲得する 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社大和工芸 4180001019951 従来の木質系素材からＳＤＧｓ対応再生段ボール素材を活用した新展示手法での海外市場への新分野展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ワールドネットワーク 8180001048740 北白川ゴルフクラブ運営に関する計画書 税理士法人名南経営

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社ハウシーク 2180001124316 感性に訴求する自社ブランド「ＬＩＧ　ＨＯＭＥ」で戸建住宅販売事業を展開する 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 パイパティローマ 体験型ゲストハウス併設の食堂開業による事業再構築計画 長野信用金庫

中部 愛知県 大府市 株式会社辻本鉄工所 7180001092608 ＥＶ、ＦＣＶ、次世代ハイブリット車関連事業への新分野展開。 岡崎信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 浜名エンジニアリング株式会社 7180301006820 高まる半導体需要に対応するため、新型ガントリーローダーの製造を開始する。 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社テーラ・テール 6180001134609 高品質冷凍パンの開発によるＥＣ・ＦＣビジネスへの参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 知多郡美浜町 株式会社アローズデベロップメント 9180001132782 体験から定住へ、地元と観光客を結びつける古民家カフェで知多半島の移住促進事業 白川　淳一

中部 愛知県 豊田市 株式会社エムケージャパン 8180301030233 建築の知見を活かして、お洒落な空間のエステに新分野展開 豊田信用金庫

中部 愛知県 知多郡武豊町 ミミトータルケア オンラインカウンセリングによって差別化したサブスクリクション型セルフエステ事業の展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 小牧市 東海タイヤセンター株式会社 1180001076211 協業による新分野展開「地元小牧市にブルーベリー観光農園開業」 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 西春日井郡豊山町 有限会社山中製作所 4180002067652 「半導体大国ニッポン」復権へ貢献！高性能プラスチック樹脂部品製造への業態転換計画 株式会社エフアンドエム

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社エーシーイージャパン 6180001111913 航空機関連事業から洋上風力発電関連事業への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社岡村製作所 2180001009946 エコカー向け部品製造ラインの新設により成長市場に進出する 株式会社十六銀行 十六リース株式会社

中部 愛知県 瀬戸市 あさひ精圧株式会社 3180001078627 転造塑性加工を応用した新工法による高精度スタッドボルトの量産製造体制の構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社アットイン 9180001054259 地域に根ざした、くつろぎに特化した温浴施設運営引き継ぎ 株式会社みらい経営

中部 愛知県 稲沢市 有限会社サンパットエンタープライサス 2180002080756 中古車小売事業『Ｒｅｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｃａｒ　Ｄｅａｌｅｒ　Ｉｎ　ＫＯＵＮＯＭＩＹＡ』 税理士法人杉浦経営会計事務所

中部 愛知県 日進市 特定非営利活動法人全国福祉理美容師養成協会 1180005007435 ロボットを活用した障がい者雇用を促進する飲食業への進出事業 神谷　隆生

中部 愛知県 豊橋市 株式会社セントラルシステム 2180301008490 ゼロコロナへの挑戦　最先端プラズマ技術ステアライザ搭載空気除菌機の製造 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 加藤工業株式会社 3180001019192 個別生産の加工技術を生かした量産品への新規参入 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 知多郡美浜町 魚太郎株式会社 4180001093022 「知る」「見る」「食べる」の体験を提供する回転すし事業 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 トヨセット株式会社 1180001063671 コロナ禍で加速したオフィス家具ニーズの変化に対応した新商品事業 アルプス中央信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社Ｈｏｕｓｅｆｕｌｌ 1180301035239 木材加工技術とＳＮＳを生かしたオーダーメイド家具への業種転換 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 名古屋市中区 ＬＩＶＥ株式会社 2180001114556 ＡＩ×美容院！社内システムを拡張させたリピーター特化型システム販売 松尾　基司

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社國光社 5180001014431 ＮＳＦ対応蕎麦製麺機の開発・市場化による米国グルテンフリー市場への新規参入 岡崎信用金庫

中部 愛知県 蒲郡市 有限会社大丸鉄工所 2180302015610 金属加工技術を活用した半導体製造装置市場への進出 大橋　誠

中部 愛知県 名古屋市南区 オリエンタルモータース株式会社 9180001014221 最先端エーミング作業に対応した大型自動車指定工場への進出 佐々木　寛

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社岡本組 9180001072806 大気環境へのアスベスト飛散を防止する除去作業の確立で、従業員の健康を守りつつ、他社と差別化を図る 株式会社中京銀行

中部 愛知県 西尾市 中部金型工業株式会社 6180301022653 次世代自動車用部品向けの金型製造・修理による新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 特定非営利活動法人日本認知行動カウンセリング協会 2180005011436 認知行動療法の先駆者としての精神障害者専門の訪問看護事業 中部税理士法人

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社リケンモールド 3180001029101 高精度マシニングセンター導入によるＡＤＡＳ・ＥＶ市場への新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 東海市 前田工業株式会社 2180001094567 グリーン社会の実現に向けたレーザ溶接機の開発と特許工法の社会実装 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 みよし市 株式会社光洋工機 1180301019646 自動車部品向け金型加工から半導体製造装置の高精度部品製造への新分野展開 碧海信用金庫 三菱ＨＣキャピタル株式会社

中部 愛知県 一宮市 株式会社タケヒロレッカー 9180001085460 事故や故障などで動かなくなったトラックの修理事業への参入 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 安城市 有限会社エムエヌ化成 4180302016441 二酸化炭素削減に資する難削材ジェットエンジン部品の高度化事業 株式会社森田経営

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ＩＸＳＡ 8180001139738 建築設計業からコワーキングスペースサービス業への新分野進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社モア住空間研究所 2180001041429 コンテナハウスを顧客ニーズに合わせリフォームし販売する事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 安城市 有限会社スギエート 1180302017723 ＩＣＴに初挑戦！新たな施工方法でＩＣＴ指名型や造園工事へ進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 小牧市 ジャパンテクノ株式会社 6180001113117 脱炭素シフトの要、電気自動車・半導体業界において需要が高まるエンプラ製部品の製造計画 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 常滑市 合同会社バーライフ 9180003018435 コロナ禍で落ち込むイートインから総菜・パンの小売販売への新分野展開 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 日本街路灯製造株式会社 9180001022562 中部リニア向け制御盤や車両部品のアルミ溶接製品への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 ロータスコンサルタント株式会社 9180001073028 会員制２４時間無人シミュレーションゴルフによる新分野への挑戦 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＭＩＴＵＷＡ 6190001021590 【事故・故障対応システム】導入による、ワンストップ短納期修理サービス事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 安城市 ハウス成田建設株式会社 4180301013217 体験消費を促進させるアウトドア×食の体験型複合施設への新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社ＥＬＭ 2180301032978 独自の指導ノウハウでスコアアップを実現するゴルフフィットネス事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 うまうまディマーレ テイクアウトに特化したまぜそば屋展開プロジェクト 高柳　哲也

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社エスユウメック 5180001027870 独自の技術を活かし自動車内燃部品からＨＶ／ＥＶ・非自動車向け電子系部品への進出する 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ビジョン 9180002051453 「ハレの日」のプロによるアンティーク家具の映える子ども写真スタジオ事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 西尾市 株式会社匠設備 2180301026229 水道工事業からリユース可能なステンレス製パレット製造事業への転換 フォワードシップ経営株式会社

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 株式会社名洲電機 8180001081519 省人化を加速させる「次世代型ＡＧＶ」の共同開発・受託生産で事業領域拡大 岐阜信用金庫

中部 愛知県 海部郡蟹江町 株式会社サカエプレス 4180001098608 絞りプレス加工品の新たな生産方法による業態転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社リアルｘＩＴ 8180001132189 学生向けコミュニティの運営による多様な働き方の推進と地域経済への貢献 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 愛知県 刈谷市 株式会社ＫＯＴＯＢＵＫＩ 4180301027670 産業残土リサイクルシステムの確立による、土木資材メーカ－への転身 碧海信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社プロストリンク 1180301028234 ウォータージェット工法を活用した効率洗浄による浄化槽清掃業への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 北設楽郡東栄町 三信鉱工株式会社 1180301024183 植物性廃棄物を有効活用したスキンケア化粧品原料の製造と販売への業態転換 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＩＴＣＳ 9180001046504 ＥＲＰシステムとの連携性に優れたシンプルな顧客管理サービス「ｍｉｘｓｏｌ顧客管理」の開発 税理士法人タックスアンドマネジメント

中部 愛知県 豊橋市 豊倉サービス株式会社 5180301006434 「持たない経営」へ変革！夢中体験を生み出す体操教室で、こどもの「いきる力」を解放する事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 みよし市 三光金型株式会社 1180301017757 金型加工技術の高度化と自動化で挑むグリーン成長分野への新分野展開 株式会社百五銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社鳥越樹脂工業 2180001083280 コロナ禍における医療および介護従事者向け感染対策用新製品の開発・製造および販売 尾西信用金庫

中部 愛知県 豊田市 有限会社ニシカワ運輸 1180302024827 自社開発システムのクラウドサービス化による自動車運送革命 豊田信用金庫

中部 愛知県 津島市 株式会社サカモトエンジニアリング 2180001117716 厚板加工能力の獲得による板金加工業から鋼材製造業への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ａｓｓｅｔ　Ｌａｂ 2180001137994 「飲食＋エンターテインメント」がコンセプトの飲食事業への進出 杉山　正和

中部 愛知県 あま市 西海建工株式会社 3180001097775 建築廃材を再利用できる製造体制を構築し、循環可能な住宅建設の実現へ！ 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊田市 フラッグス 完全予約制「お客様を健康・幸せに導く　健康カフェ」事業 山根誠司

中部 愛知県 名古屋市中区 合資会社河津木型製作所 7180003004998 木型の高精度加工技術を生かした、産業用ロボット、建設機械関連部品への新分野展開 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 刈谷市 有限会社タニムラ工業所 1180302018507 試作品・補給品製造で培った技術を活かした次世代ニッチ車種分野への進出 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社
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中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ＮＣＬＡＢＯ 1180001123839 ＥＶ化が進む中で需要が高まるサーキットボックス向け部品製造への新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社恵比須 5290001084026 高齢者配食サービスへの新規参入で地域の健康に貢献 權田　成悟

中部 愛知県 長久手市 伊藤鉄工株式会社 8180001100360 長尺高精度加工体制の構築によるリニアモーターガイド部品・高精度ゲージ部品の製品化 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 刈谷市 有限会社イケチク 9180302017922 自社で製造した食肉加工品（ソーセージ等）を電子商取引（ＥＣ）にて販売する。 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市港区 善進印刷有限会社 1180002048093 印刷業から高齢者介護事業への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社雅トータルデザイン 7180301026125 海沿いで占有感と非日常感が味わえるバケーションレンタル事業 レンタルＥＣ株式会社

中部 愛知県 一宮市 株式会社澤田製作所 3180001124728 ドローンを活用した業種転換に向けた新たなドローン活用サービスの開発と提供体制の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 愛知県 刈谷市 株式会社オアシス 1180301017633 体幹トレーニングで中学生の部活時間減少分を補う事業 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 豊明市 ＪＯＩＮＴＳ株式会社 2180301016543 イベント会社が行う斬新なルアー制作と製造工程イノベーション 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 名古屋上水管理有限会社 2180002037731 貯水槽・工場配管清掃事業から、下水道管更生工事に進出する事業再構築計画 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ＫＡＪＩＫＥＮ 8180003014815 感染症対策と楽しさで差別化したフィットネスジムへの新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 西尾市 有限会社柵木金型製作所 1180302026492 セルフレジ用の金型の製造に着手し、新たな事業の柱を確立させる計画 碧海信用金庫 三菱ＨＣキャピタル株式会社

中部 愛知県 安城市 佐々木工業株式会社 8180301012909 ＥＶ等樹脂部品の高効率・高品質塗装を実現する新塗装法の開発 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 長久手市 株式会社Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｍａｒｋｅｔ　Ｆｉｔ 7180001138047 専用アプリを活用した地域医療ネットワーク構築の支援サービス事業 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 豊田市 有限会社森組 7180302023732 大型構造物の製造ノウハウと利用した半導体製造装置分野への参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 コネクト株式会社 1180001108526 オンライン授業とＡＩ学習システムを活用した個別指導学習塾とフリー自習スペースの運営事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 岡崎市 有限会社Ｋ．プロジェクトメンテナンス 1180302005604 製缶板金業への新分野展開による熱処理設備向け専用治具の提供 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 安城市 有限会社ハヤシ商店 6180302017074 高周波技術の応用による画期的な活鰻流通用資材の開発と販路拡大 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社ＡＢＯＶＥ 9180001137286 プライベートサウナで土地活用！新分野展開への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 ディフェンドウォーター株式会社 9180002034524 特許出願中。芽胞菌に効く除菌液の販売 西村伸郎

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社サーパスオフィス 7180001057544 コロナ禍の影響の大きいオフィス用品・機器販売事業から、シミュレーションゴルフ事業参入による事業再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 大府市 株式会社鐵建 2180001127112 現場管理力を活かし足場組立工事から土壌汚染対策工事に事業転換 大府商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 ヤマタケ商事株式会社 8180001041613 ミシュランシェフが創る地産地消の「山のイタリアン」による新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 額田郡幸田町 株式会社中川鉄工所 4180301002376 大径ホイール金型治具の技術開発による電気自動車事業への参入 税理士法人森田経営

中部 愛知県 豊橋市 トーリンホーム株式会社 2180301007930 ＶＲ技術を活用したグリーン設計住宅の提供 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 今村工業株式会社 8180001023264 現地成形の仮設工場方式により国内最大の一体成形製品を製造し、地下資源の生産プラント分野への展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 フィフティセブン株式会社 1180001076392 周辺美容サービス進出による事業継続力の強化 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ＣＲＯＳＳ 9180001081872 「匠の技」とＤＸ化により塗装・リユース市場へ新規参入する事業 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社六本木 7180301002480 地域再開発を好機に菓子製造業許可を持つパティスリーカフェへの転換 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 名古屋市北区 山田美術印刷株式会社 8180001013785 今まで表現出来なかった色彩豊かなアテンションシール製作による業態転換事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 有限会社みどり化学 6180002014891 自動車部品から業務用空調機部品への樹脂コーティング加工の新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社バーガーキツド 8180001020600 熟成肉のとんかつで高齢者夫婦やおひとりさまの健康をサポートする 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 尾張旭市 榊原産業株式会社 2180001079535 画期的工法に活用するポストコロナ対応型土木工事資材の加工開始 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 知多市 クーセイズ株式会社 2180001095912 「長久手　旬即便」「尾張旭　瞬菜便」「春日井　菜速便」　広告業から食品小売業への転換 税理士法人ブラザシップ

中部 愛知県 一宮市 有限会社ネロ 4180002079301 都市開発が進む一宮市で特別感を創出する隠れ家的な創作割烹料理店の運営 税理士法人大樹

中部 愛知県 名古屋市南区 有限会社カワイ 3180002013558 様々な社会ニーズに応えるトレーラーハウス製造・販売事業への進出計画 株式会社中京銀行

中部 愛知県 春日井市 昌和工業株式会社 8180001074266 溶接ロボット（自動溶接システム）導入による、ＥＶ向け台車設備の製造 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市南区 柳屋株式会社 3180001050759 フリーズドライフルーツ市場への新規参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ＲＩＴ 1180001124358 自動車部品生産用機械から半導体生産用装置の製造への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 大生熔接工業株式会社 1180001014781 溶接補修事業で培ったノウハウを活かした長寿命新作金型開発と生産体制の確立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社丸辰 3180001058629 ７０ｔトラッククレーンによる金属加工機械運搬・据付の業態転換 税理士法人　宇野会計

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ナージ 4180001109133 音楽教室が音楽のために作ったオンラインシステムで新市場へ進出 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 豊川市 株式会社ドロップス 9180301028202 コロナにより増えつつある精神障害者の社会参加促進のための新分野展開 株式会社　タクト経済研究所

中部 愛知県 瀬戸市 有限会社水野加工 1180002073307 物流標準化に寄与するプラスチック梱包材の製造で一社依存の経営脱却へ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 藤岡石油株式会社 8180301019887 地域密着型の「洗濯代行宅配・ＤＸコインランドリー事業」へ新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社丹羽工作所 3180001039686 汎用部品製造から産業ロボット精密部品製造へ業態転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社近藤商店 4180001077826 ＳＤＧｓ　段ボール箱の需要増に向けた新設備導入による製造ライン再構築 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社ベアテックス 3180002037474 愛知県名古屋市名東地区初！本場米国式ハンバーガーショップ出店による業績のＶ字回復 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 カフェドエグロ 店舗レイアウトを変更し、テイクアウトとカフェバー事業に進出 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 東海市 芙蓉鋼板加工株式会社 6180001094530 試作開発期間短縮を求められる吸音材の特殊加工用金型の製造事業 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 一宮市 株式会社桂商会 1180001082416 羊毛紡績～織布事業を統合しアパレルメーカーの求める多品種小ロットのウール生地を提供するビジネスモデルへの業態転換 いちい信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社戸松電気工業所 9180301001456 電気工事×ハイアルチにより新たな顧客獲得戦略！ 碧海信用金庫

中部 愛知県 愛西市 ワイズコーポレーション合同会社 6200003003973 新車入手困難下の中古車需要増に対応した内外装リペア事業 藤榮幸人

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＳＵＰＥＲ　ＦＡＣＴＯＲＹ 2180001071723 「美」をテーマにしたワークショップとＥＣ販売でお客様と当社をなりたい姿に 株式会社エモーサル

中部 愛知県 春日井市 株式会社ビシュウ 3180001040025 屋外でも使用できる！白華が起きにくい防火木材の製造 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ヤマグチ 5180001024439 新たな宿泊需要に向けたペットと泊まれる癒しの一棟貸宿泊サービスの構築 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 合同会社絆 2180003012527 最高級の近江牛を提供する新業態で実現させる事業再構築 杉山　正和

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社シナノメンテナンス 1180001091334 次世代型コンタクトセンターによる定期点検アフター工事事業への参入 渡辺　義明

中部 愛知県 蒲郡市 ＣＨＡＲＩ－ＣＡＦＥ　ＰＯＴＴＥＲ 人と地域を繋ぐ循環拠点、サイクリストをゲストハウスの癒しでつなぐエイドステーション新構築 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社東海ファスト 4180001122499 コロナ禍の工事効率化を高めるアプリサービスの構築 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 西尾市 株式会社フカツ 4180301022878 コロナを乗り越え、地域密着サービスで１００年企業を目指す街のでんきやの挑戦 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 小牧市 オフィスタナカ 「カプセルトイ・ガチャ」による商店街・地域事業者の活性化事業 山口　徹

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社Ｊテック 4180001115998 自動車整備工場を建築し、生産停止している旧車部品の設計及び整備の実現 株式会社森田経営

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社ナテック 6180001000991 生活支援事業のサービスの事業化に伴う地域と顧客との繋がりを強化・継続する強い事業基盤づくり 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 蒲郡市 株式会社サンジュ堂印刷 2180301011032 地域の印刷屋からデジタル看板製作事業への進出と空き家再生による地域活性＆ブランド力向上 豊川信用金庫

中部 愛知県 岩倉市 株式会社ＢＥＹＯＮＤ－Ｚ 7180001142214 発達支援教室開校による発達障害児を持つ親と子供の社会進出加速支援事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 ベトコンラーメン新京 ＤＸを活用したコロナ対応型名古屋めし「ベトコンラーメン」店舗の多角化経営計画 株式会社中京銀行

中部 愛知県 蒲郡市 聖陵工業株式会社 5180301016268 無人搬送機向けアルミ部品の製造を開始し、新分野展開を図る。 酒井　康行

中部 愛知県 安城市 山喜工業有限会社 7180302017354 “デザイン性の高い大型金属パネル”の製造による建築板金分野への新規参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社トヨトミ 2180001010714 嗜好性の高い燃焼機器の開発と直接販売への転換 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ジスクリエーション 5180001054832 ＡＩ身体サイズ測定スマホアプリを活用したパーソナライズ枕のＥＣサイト販売 岡崎信用金庫

中部 愛知県 江南市 株式会社コンソルテ 6180001089299 絆を大切に、健康にも見た目も良いひつまぶし専門店への事業転換 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社電律 1180001063721 総合省エネシステムで電力不足に貢献！新分野展開への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 弥富市 株式会社リバイブ 5180001098672 建築事業者を主ターゲットとした古材販売事業の新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 高浜市 株式会社シンカアセットマネジメント 3180301015949 不動産価値を向上させる無人シミュレーションゴルフ施設 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社釜坂商会 7180001080265 エステサロンとリラクゼーションサロンの融合サービスの展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 西尾市 株式会社イナガキ精工 7180301022966 金型製造から樹脂成型までの一貫体制構築による電気自動車部品（ブスバーカバー）市場への進出計画 西尾信用金庫

中部 愛知県 あま市 株式会社有吉商店 5180001098680 エコバックでＳＤＧｓ対応を促進！新分野展開への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社共豊コーポレーション 7180001035434 コロナ禍からのＶ字回復を図るアウトレット事業への業態転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ケアレビュー 1180001102132 クラウド型科学的介護データ分析システムの新規開発 いちい信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社サンライズ 4180001085069 カーボンニュートラルの実現に寄与する植物系樹脂成形品の一貫生産体制の構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ラグラックス信和 2180001041833 アパレルレンタル市場への参入による事業再構築 廣瀬　陽介

中部 愛知県 豊川市 株式会社ウェリナ 9180301032781 美容室から究極の癒しと身だしなみを追求するエステティックサロンへの進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社アディド 1180001064736 人脈と広告ノウハウを活かし成長ビジネスのからあげ店を開設 名古屋商工会議所
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中部 愛知県 豊橋市 Ｓｔｅｖｅ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ合同会社 9180303004837 暮らしを豊かにするタウンアプリを開発・運用して地域活性化の実現 中西　健

中部 愛知県 名古屋市中川区 有限会社恒心 3180002049379 新たな付加価値サービスによる産業用車両特化型整備事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社大中環境 6180001085505 アスベスト調査・撤去・解体の一貫施工サービスへの参入による事業再構築 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社Ｄｅｎ－Ｄｅｎ 1180001133524 省人化個室サウナの開業による属人化職人集団からの脱却とＦＣ化基盤作り 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 みよし市 原田車両設計株式会社 2180301020578 自動運転車両のソフトウェア開発 税理士法人名南経営

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社Ｋ＆Ｓ 2180001068728 料理教室・イベントで出会いを創出する婚活支援事業への新分野展開 税理士法人アリーズ

中部 愛知県 春日井市 有限会社ファーム 7180002067113 最新シュミレーションを使用した屋内型ゴルフ施設 東濃信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 ＧＲｉＬＬバルＴＬＭ 健康「ととのいドリンク」の開発と個室サウナへの業種転換 株式会社　ビレッジ開発

中部 愛知県 安城市 株式会社タケヒロ 6180301013058 端材や農家排出のもみ殻の活性炭事業に進出し、脱炭素社会の実現に貢献！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 伊藤レーシングサービス株式会社 1180301002858 新型炭化炉によるウレタンの炭化減容と油化システムの開発と普及 岡崎信用金庫

中部 愛知県 高浜市 株式会社ケーツーテック 7180301015739 教育システムを活用した外国人労働者の教育施設運営と人材派遣事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊川市 中日精工株式会社 1180301010051 自動倉庫の需要増で安定供給が求められる減速機用遊星ギアの製造 豊川信用金庫

中部 愛知県 蒲郡市 有限会社ＢＯＲＩＳ 5180302015822 ＳＮＳに映える、地域の食材を使った贈答・お土産用プリンの製造・販売 岡崎信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 合同会社ＲＥＰＬＡＹ 1180303004373 車庫を利用した新たな建築デザインのエステサロンで地域イノベーション 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ＳＥＥＫ 2180301004606 強みを活かして非日常なアメリカン店舗で独自パンの２４時間無人販売 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 刈谷市 有限会社太田電気工事 4180302018033 ドローンを使用した太陽光パネル洗浄及び管理及び農薬・肥料散布への進出 株式会社ＡＣＣ

中部 愛知県 日進市 株式会社ワンダーランド 1180001067409 感染症防止対策とＩｏＴ機能を具備した斬新なモデルハウス兼ホテルの提供 東京中央経営株式会社

中部 愛知県 刈谷市 呑み処道草 本格中華料理の急速冷凍量産体制によるテイクアウト対応型飲食業態への転換 糸川　純平

中部 愛知県 蒲郡市 有限会社フィセル 1180302015826 商品開発のノウハウを活かし、既存事業とのシナジー効果を目指すパティスリー事業新分野展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 犬山市 株式会社島正技研 8180001081031 ３Ｄプリンター導入により、半導体関連事業への参入を行う。 犬山商工会議所

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 瀬古鉄工株式会社 3180001010424 新しい加工取組みによる建設用重機分野への新規事業 山口　徹

中部 愛知県 清須市 大和製本株式会社 1180001045356 新たな和土産「御朱印帳」製造によるＢｔｏＣ転換！ＧＯＴＯ＆インバウンド需要を見据えて 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 常滑市 株式会社テクア 4180001093220 自社のノウハウと経営資源を投入する産業廃棄物中間処理事業への参入 奥田　まり

中部 愛知県 稲沢市 株式会社アスリートスクール 2180001138571 高品質高付加価値の教育を提供できる３～５歳児向けプライベートスクールへの新規参入事業計画 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ｋｏｕｗａグローバルビュー 8180302007362 新分野で太陽光発電設備設置に伴う屋根補強塗装工事に進出する 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 愛知郡東郷町 ライテック株式会社 6180001124510 ＥＶ充電設備施工事業に進出し、脱炭素社会への生活基盤造りに貢献！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊川市 有限会社中畑製作所 3180302013720 プレス製造業から、３Ｄプリンタを活用した製造販売の新分野へ進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 和田フードテック株式会社 3180001021355 元看護師の経験と知識を活かした障がい者支援事業への転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ナップアップ 9180001138499 ライブコマースを活用した地域密着型ＳＮＳマーケティング事業 インターグロー税理士法人

中部 愛知県 豊田市 株式会社やまもと 9180301019515 野球とテクノロジーの融合、地域密着型野球専門店の新分野挑戦 豊田信用金庫

中部 愛知県 小牧市 有限会社和晃精機 6180002070233 モールドベース製造に加え、ＥＶ需要が高まるＣＦＲＰ成型金型製造への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社宮本組 3180001083874 長期間持続効果を発揮する屋内外対応可能な光触媒コーティング対策事業による新分野展開 尾西信用金庫

中部 愛知県 あま市 株式会社瑞工 4180001098418 リニア関連部品及び鉄道車両の見附部品の製造販売事業計画 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社豊電子工業 5180301014577 デジタルツイン技術を活用したオフラインシステム検証の確立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知多郡南知多町 呑み喰い停ぽん太 日間賀島、唯一のコインランドリー店の開業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＳＥＣＯＮＤ 4180001137150 ニーズ高にある中食・内食市場を見据えた冷凍商品等へのラーメンスープ活用事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 安城市 はまじ 多店舗展開を見据えた「和風カフェ」による和食居酒屋からの脱却 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 Ｂｅｌｌ　ｔｒｅｅ株式会社 9180001070826 宝石店が「イタリア製超高級品質スーツ」でアパレル市場の変革に挑む 株式会社ジャストコンサルティング

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社モノン 1180001101621 仕入れ力を活かした新規事業！廃棄野菜を使ったＳＤＧｓの取り組み。 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社オリジン 3180302012086 介護現場の「分かってもらえない」を解消　、配食事業「クッチル」の展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 碧南市 株式会社榊原製作所 9180301015241 ５軸加工技術の内製化により産業用ロボット部品の量産体制構築 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社トップマークス 2180001056294 ＡＩ利用設備でコールセンター即戦力スタッフ育成研修へ再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社クラフツ 5180001068551 ＵＩ／ＵＸデザインに特化したスマホアプリ開発事業進出 後藤　公平

中部 愛知県 額田郡幸田町 有限会社オカモト自動車 8180302003378 地域の先進安全自動車（ＡＳＶ）普及を支える、デジタル技術を活用した生産性の高い整備体制の実現 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 有限会社史光総業 5180002053809 思い切りＤＩＹを満喫・主婦向け都市型ＤＩＹスペースの運営事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市守山区 矢田川電鍍工業株式会社 7180001001361 電動化・軽量化に寄与する難素材への高生産性メッキ設備の導入 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社丸越 3180001024317 業態転換で実現！　共同物流、首都圏への販路開拓、通販事業の拡大 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社前畑精機 4180001015496 パーツフィーダーの新市場への展開および業界初の設計サービス提供への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社ビバーシェ 5180002048957 老舗バーが展開する食品製造およびテイクアウト事業 インターグロー税理士法人

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社エルビーホールディングス 5180002073121 世界的アフターパーツメーカーへの転身　日本の技術を世界へ 税理士法人ブラザシップ

中部 愛知県 半田市 株式会社藤工業所 7180001118718 金属加工技術のレベルアップによる環境・リサイクル設備部品市場への新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 清須市 チーカス株式会社 7180001045648 更年期世代の女性用インナーウェアの企画・開発および販路開拓 石川　知穂

中部 愛知県 豊田市 東名印刷株式会社 2180301018754 コロナ禍でも「届く」高品質＆訴求型ＤＭ事業への事業再構築 株式会社ＧＩＭＳ

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＴＲＥＮＤ　ＬＩＮＥ 1180001133598 就労継続支援（Ｂ型）事業所および相談支援事業所の運営による新分野展開 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 西尾市 伊藤工業株式会社 9180301022964 供給力強化が求められる半導体製造用真空ポンプによる新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 知多郡東浦町 株式会社鼎勝商事 7180001109056 本格的な中華定食・中国食品の物販を開始し、新たな顧客層を開拓 田村　隼人

中部 愛知県 西尾市 ハヤカワ株式会社 9180301023376 生地商社から縫製裁断製造を内製化し、のぼりや横断幕など販促用品製造への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 海部郡蟹江町 加藤軽金属工業株式会社 2180001096803 押出用アルミ新合金の開発と生産 公益財団法人中部科学技術センター

中部 愛知県 豊田市 上成株式会社 9180301030083 障害特性に合わせた支援で定着率がアップ！発達障害に特化した就労移行支援事業 豊田信用金庫

中部 愛知県 小牧市 有限会社信和商会 6180002069168 老々介護、超老々介護に対応した商品展開による再構築事業 東春信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社遠藤製作所 3180001019028 ＥＶ業界に対応した高精度加工と研磨、品質保証による一貫製造体制の構築 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社坂元商会 3180002025735 地元業者との繋がりを活かしたエーミング（電子制御装置整備）作業分野への事業展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社Ａ－ｏｎｅ 5180001057505 最新のＡＩによる次世代フィットネス事業に進出する 朝日税理士法人

中部 愛知県 名古屋市東区 磯部百花園徳川店 フラワーアレンジ技術や花農家との関係を活かした花教室の開催 神谷　亮賢

中部 愛知県 春日井市 株式会社ｃｏｄｅ３ 5180001077973 ＷＥＢプログラミング・デザインスクールの事業の開設 春日井商工会議所

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ロベック 2180001046849 コロナ禍での美容と健康をサポートする新たな事業展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 一宮市 かふぇまお よくある町のカフェから”天然酵母パンアカデミー”を新たに展開し事業再構築します。 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社テクノプラスト 1180001010624 高精度樹脂加工の量産化に挑戦し、医療機器産業への新分野展開による事業再構築 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＨＡＴＡＲＡＫＵＮＮ 3180001132796 介護システムによる業務簡素化と外国人雇用ＵＰ 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社酒泉洞堀一 3180001070105 環境配慮、テイクアウトを重視した自社クラフトビール醸造事業 Ｒｉｋｙｕコンサルティング合同会社

中部 愛知県 刈谷市 ＡＲＭＳ株式会社 5180301014619 サブスクリプション型お弁当デリバリーサービスへの進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社美和工業所 8180001024378 サ－メット素材の素材の総型バイトの試作開発で、アフタ－コロナ時代の生産性向上に貢献する 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 清須市 有限会社愛宝 2180002048448 高品質印刷と完全一貫体制で挑む収益力強化計画 服部　貴行

中部 愛知県 みよし市 アイミ建設株式会社 5180301021342 長年思い描いてきた介護事業に、事業再構築で本格的に挑戦する 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社坪井利三郎商店 3180001038333 和の体験型複合施設活用によるリノベーション事業への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社セントラル環境エンジニアリング 1180001136535 超高圧水洗工法用機器の導入による生産性向上と下請け構造からの脱却 佐々　裕一

中部 愛知県 名古屋市東区 ＭＡＲＣ　ＤＥＳＩＧＮ株式会社 4180001136417 市場ニーズを捉えたシミュレーションゴルフ事業による新分野への挑戦 株式会社マックコンサルタンツ

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社共立 6180001052001 事業リスク分散と社会貢献を目的とした放課後等デイサービスへの参入 グラーティア税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社Ｒａｙ　Ｃｌｏｕｄ 2200001010612 洗練された技術を持つ美容師がヘアメイクを行うフォトスタジオの運営			 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ＨＫＲ 8180001114534 地域密着型の障害者グループホーム事業所の新設 山口　徹

中部 愛知県 豊川市 三石ファーム 畜産業界のＤＩＹ！『めぐりふーど』から作るマッシュルームスナックの六次産業化事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 安城市 鉄板焼ムササビ コロナ感染を乗り越える、地産地消型飲食店と数値化による食品加工 岩月靖夫

中部 愛知県 一宮市 ソブエ歯科 事業承継を機に院内デジタル化推進と新たなデジタル歯科治療サービス展開に取組む ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社トビック 9180001012927 鳶工事業から、ゴルフ総合プロショップ事業への挑戦！ 株式会社名古屋銀行
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中部 愛知県 名古屋市中区 太平産業株式会社 4180001094350 最先端水処理制御技術と世界初！ダンプトラックロボット洗車システムの展開 小林　孝至

中部 愛知県 豊橋市 渡辺靴修理店 体験を売りにした地域融合型ホステル宿泊施設業 税理士法人　ＳＨＩＰ

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社鬼頭鉄工所 3180001006298 小ロット多品種部品製造の自動化体制構築による内燃機関依存からの脱却 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社東立テクノクラシー 2180001080294 スコアが楽しみになる高齢者の生涯健康ゴルフフィッティング事業 戸塚　成樹

中部 愛知県 小牧市 コラゾンデザイン株式会社 7180001123379 住環境の快適化と省エネに寄与、高機能な木製サッシで新分野展開 東濃信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 有限会社戸谷表技 8180002080874 ＤＸと職人技の融合「モノがなくてもものづくり」への挑戦と業態転換 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ラテルネ 3180001112336 女性の活躍推進とＳＤＧｓを両立！美容業界で培ったノウハウを活用した化粧品販売事業への進出 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 三誠株式会社 4180001126475 断熱塗料による住宅、事業所の省エネ化、脱炭素化の推進事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ＥＭＵ　ｄｅｓｉｇｎ 3180001139585 ＢＵＺＺるカフェで活性化！建築設計会社が創る新しい地域貢献 坪井　亮

中部 愛知県 長久手市 合同会社アイティオ 8180003017909 地域の子育て家族を応援する総合サロン事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ブライタス 7180001126910 ＥＣ販売支援プラットフォーム構築によるＩＴ活用推進企業への転身 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 小牧市 株式会社ＣｒｏｓｓＥｍｏｔｉｏｎ 2180001146335 脱炭素化社会をリードする高齢者向け超小型電気自動車の普及 東濃信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社アクティー 9180001051479 意匠権を取得した新商品等の展開と検品・梱包ルームのレンタルによる業態転換計画 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊橋市 東三葬具有限会社 7180302008766 葬儀会社によるペット葬儀への新規事業参入で市場獲得と、人の葬儀の顧客接点を創出する 豊橋信用金庫

中部 愛知県 大府市 ＴＲＩＢＥＣＡ エステティック事業を導入したトータルヘッドサロンとしてのリニューアル 東海商工会議所

中部 愛知県 名古屋市東区 シリコンリナックス株式会社 1180001055165 日本の技術力を支える未来の人材育成スクールの新展開 税理士法人中村会計

中部 愛知県 碧南市 株式会社指只 1180302020017 体験型リフォーム専用のショールームを活用した提案型の介護リフォーム総合サービス提供事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社エブリワンズ 7180001143716 エステのおもてなし接客を取り入れた「全身もみほぐし」事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 イチゴスタジオ株式会社 2180001031272 看板製造業に内装業を加え事業再構築！顧客の「らしさ」を外観内装全て演出します！！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 豊橋市 ジェム 東海地方からのワ―ケーション利用者をターゲットにコンドミニアム運営 豊橋信用金庫

中部 愛知県 田原市 有限会社日研農園 9180302011017 コロナ禍の需要をターゲットに、新たな観光スポットを目指し新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 マニカホーム株式会社 1180001107552 「パッケージ型リノベーションをセットにした中古住宅」不動産事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 碧南市 双伸合成株式会社 1180301032839 内燃機関部品から、脱炭素向け電気、モーター絶縁部品対応の製品提供展開 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 刈谷市 有限会社佐藤鉄工 7180302018336 横形マシニングセンタ導入による新材料向け生産工程の実現 小倉　裕樹

中部 愛知県 西尾市 ｍｉｙａｍｏｔｏ 代替肉「テンペ」と味噌製造を開始！　廃棄するパンも味噌に！ 西尾商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＫＴＩ 6180001109544 防音対策をした、動画録音に特化したレンタルオフィス兼スタジオ事業への新分野展開 株式会社フォーバル

中部 愛知県 名古屋市守山区 美輝板金株式会社 8180001113321 建築業務におけるＤＸシステムを活用した新たな形での戸建て建築への参入 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 名古屋製酪株式会社 5180001024059 脱プラスチック問題に寄与する新事業展開による事業再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 安城市 株式会社大林テクノ 9180301012742 製造技術を活かした次世代自動車部品製造への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社プライム・サービス 3180301035575 既存の販路を活用し、グループホーム及び就労支援機関事業の展開 豊橋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市千種区 Ｐｌｕｓ　Ｋｏｍｂｕｃｈａ 製造卸へ新規参入するため、Ｋｏｍｂｕｃｈａを活用した業界初のノンアルコール飲料の開発 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＪＯＹエンタークリエイト 9180001113535 ウィズコロナを迎え、農福連携で新事業を起こし、６次産業で地域活性化を図る！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 瀬戸市 等流 左官アーティストが手掛ける「左官ギャラリー」で果たす伝統技術の継承 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 合同会社アールケープラス 9180003016942 外国人向け日本語オンライン教育；子育てママさんの副収入源創出による子供の教育機会の拡大 水谷　弘隆

中部 愛知県 豊橋市 株式会社樹研工業 4180301005817 超精密金属加工事業への新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社タカハタ 3180001064115 自動車整備事業への新規参入 ストラーダビジネスサポート株式会社

中部 愛知県 碧南市 岡本軽金属工業株式会社 5180301015113 立型５軸制御マシニング導入によるトラック等向け新製品事業参入 小倉　裕樹

中部 愛知県 安城市 岩間建築設計事務所 建築小物製造ブランド化と学生の実践学習による設計事務所の展望 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 Ｊ－ＰＬＡＮＮＩＮＧ株式会社 2180001127087 銀座の味を名古屋市へ！ワンストップサービスの強みを生かし飲食店の活性化に貢献 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ダブルウッド 8180001125110 受注配送在庫管理システムの開発による小規模飲食店の再活性化促進事業 税理士法人ＢＬＵＥ　ＳＫＹ

中部 愛知県 名古屋市名東区 コブズマート ＡＳＶ技術を搭載した国産車・国外車に対するトータルサービスの提供 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

中部 愛知県 豊橋市 有限会社Ｙ・Ｍ・Ａ 6180302012224 車を大切にする方のための高付加価値カーディテイリングサービスの提供 税理士法人　ＳＨＩＰ

中部 愛知県 名古屋市東区 ＤＩＡＲＥＶＥ株式会社 6180001134988 飲食業の発展に寄与するオリジナルラッピング事業への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 有限会社和穀 8180302024944 加工品販売で栄養価の高い玄米の美味しさ普及×収益性改善を実現 豊田信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社ＭＪＩ 8180001086641 スクリュープレス脱水機の製造販売による環境事業で新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 豊田市 株式会社ミウメイ 2180301028398 外壁塗装で培ったノウハウを活かし、金属加工業者が抱える粉体塗装の課題解決を図る 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 愛知県 豊橋市 トモエ薬品株式会社 7180301006424 医食住の全方向から家庭の健康を護る！置き薬販売事業者の「生活支援サービス」への参入 豊橋信用金庫

中部 愛知県 豊明市 有限会社ティーズインターナショナル 9180002064133 フェムケアによる女性の体と健康のケア事業への展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 日進市 株式会社ユナイテットウィズ 5180001101733 最新設備を搭載したゴルフ練習場の開設 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市東区 スマック・ワールド株式会社 2180001049034 「ワゴンサービス事業で得たコネクションを活かしたキッチンカー事業への進出」 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 安城市 株式会社ミリオンオートサービス 6180301013396 車のバーチャルショールームとコストシミュレーションシステムの「ＣＡＲＦＩＬＥ」 鈴木一郎

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ケイワークス 9180301024630 共遊型オートグランピング場 豊橋信用金庫

中部 愛知県 知多市 有限会社やまちゃん 7180002088968 消費者の多様化するニーズに適応した新業態「うなぎ専門店」出店計画 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社柏木商店 1080401018748 「油そば専門店」出店によるポストコロナ時代の新規需要獲得 株式会社百五銀行

中部 愛知県 半田市 イシダ建設株式会社 7180001143286 観光資源と地元農作物を活かした健康的なカフェで町おこし 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社龍牙一宮 2180001126221 ＥＶ専門レンタル・販売保守までワンストップ支援による新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 一宮市 株式会社Ｔａｔｓｕｈｉｒｏ 1180001100796 ＺＥＨ特化型教育支援施設による中小工務店向け教育事業で新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 半田市 甍エンジニアリング株式会社 4180001106634 瓦技術サービス業から自社開発特許技術を活用するファブレスメーカーへの業種転換事業 半田信用金庫

中部 愛知県 一宮市 三星毛糸株式会社 6180001083847 新しいワーケーション事業「オープンファクトリー×コワーキングスペース」の立ち上げ 三嶋啓一

中部 愛知県 豊橋市 金城製菓株式会社 4180301005494 パウチタイプの一口羊羹開発による非常食市場や海上市場への展開 株式会社静岡銀行

中部 愛知県 岡崎市 有限会社ロードサービス岡崎 9180302003807 レッカー車修理技術を活用した日本初純国産レッカー車製造販売事業へ進出 座間　裕史

中部 愛知県 西尾市 西尾自動車協業組合 6180305006669 次世代（ＥＶ、ＦＣＶ、ＡＳＶ）自動車整備、車検事業への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社エナレッジ 2180001103096 太陽光発電システムのドローンによる発電不良の検知とメンテナンスサービスの新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

中部 愛知県 知多市 株式会社今村設備 4180001096149 既存事業の経験を活かし、食品用機械部品の製造・加工への挑戦 鯉淵　拓真

中部 愛知県 稲沢市 有限会社栄和工務店 8180002080362 飲食業界の回復を支援するコンテナ建築の販売・施工への進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 江南市 株式会社シンテツ 5180001088310 鉄筋加工の内製化と住宅関連鉄筋・型枠工事施工への新たな挑戦 いちい信用金庫

中部 愛知県 江南市 株式会社ファンファン 1180001085253 ラジコン補修で得た塗装技術と最新の自動車水性塗装設備で地域ニーズの高い自動車軽整備・塗装・販売事業へ進出 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社イープ 3180001104507 障害者が作る国産石垣島モリンガの栽培とモリンガレストランの運営 名古屋商工会議所

中部 愛知県 田原市 株式会社山大鉄工所 9180301007817 バイオマス発電に使用される破砕機の部品製造への新規展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 海部郡蟹江町 株式会社旭製作所 5180001063552 ヒューマノイドロボット分野参入を目指す油圧駆動型コア部品の製造技術開発 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社タイホー 3180001049933 オンラインにより中古タイヤの買取・販売強化を行いニッチ市場の獲得を目指す！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 都市企画株式会社 4180301003523 東海道五十七次「藤川宿」を感じる古民家カフェと民泊 豊川信用金庫

中部 愛知県 半田市 株式会社カナマル 2180001091622 安定した超多品種生産体制を構築し、フォークリフト業界へ進出する 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 豊田市 ｉＬｉｍＡ アスリート専用「ボリューム満点！１キロ弁当」の全国展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 西尾市 有限会社星野製茶 7180302027147 自社の高品質てん茶を生かした、自社初の第６次産業への挑戦 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市南区 アニマルクックズー ペットブリーディングの深い知識を活かした就労継続支援の開所 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＡＳ 4180001129610 株式会社Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＡＳの子犬・子猫の繁殖事業 梅景　幸一

中部 愛知県 豊田市 株式会社ホームズ 8180301019251 最新の検査機器とシステムを活用したアスベスト調査市場への参入 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｒｏｏｍ 3180001065906 ３ＤＣＧを応用した「仮想展示システム」への新分野展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 蒲郡市 株式会社ジーエム 8180301011043 ３次元測定、ロボット活用に使用される治具製作のための設備投資 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社日昇 6180001070878 物流業者の人手不足に対応した、トラックの出張型タイヤ交換・車両整備事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 ことのは産業合同会社 2180003021214 行動変容に焦点をあてた糖尿病予備軍（境界型）の為総合生活指導事業 吉岡　晴美

中部 愛知県 一宮市 株式会社スタッフス 4180001082917 医薬品・医療用品に対応した定温物流倉庫業への新規参入 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 名古屋市西区 ひばりタクシー株式会社 1180001026843 障害者と共存するグループホーム運営 愛知信用金庫
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中部 愛知県 名古屋市天白区 ｌｏｓｔ　ａｎｄ　ｆｏｕｎｄ株式会社 2180001072597 地域の空き家相談窓口を目指して工務店協働で取り組むＶＲ古民家モデルハウス事業 坪井　亮

中部 愛知県 名古屋市千種区 ベンチャースタイル株式会社 3180001117392 愛知県内の飲食業者が市内農家で採れた生乳を使い、愛西市初の乳製品ブランドを創出 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 安城市 株式会社サンクス・クリエーション 5180301013579 「ウィズコロナ時代に適応した２４時間オープンの完全個室型シミュレーションゴルフスタジオ」の施工・運営 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 ジャパンマインド株式会社 7180001089018 地域密着型の惣菜店と介護の「食」を通しての融合サービス事業 柴山コンサルタント税理士法人

中部 愛知県 名古屋市南区 レック株式会社 6180001044444 次世代スマート農業に対応した省力化計量器と自動結束機の開発 今井宣之

中部 愛知県 刈谷市 株式会社共和 1180301013905 新加工技術導入で新規分野展開 山口　徹

中部 愛知県 名古屋市中村区 合同会社Ｌｅａｄ　Ｓｍｉｌｅ 7180003017166 キッチンカーに特化した製造・販売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 尾張旭市 株式会社巧真 3180001127152 完全個室型２４時間インドアゴルフスタジオ事業の展開 東濃信用金庫

中部 愛知県 一宮市 ヤマト通商株式会社 8180001115904 先端ＩＴ技術や設備を活用した自動車事業計画書 橋本　勉

中部 愛知県 豊田市 株式会社海老澤建設 5180301017968 新技術”エコジオ工法”による地盤改良事業への進出 漆間　聡子

中部 愛知県 名古屋市守山区 ｗａｃｓｔｙｌｅ株式会社 5180001126169 ＥＣサイト制作による女性職人の働き方改革推進事業 中垣　吉晴

中部 愛知県 春日井市 一途株式会社 3180001074246 新たな地域社会創造を目的としたワークステーション事業 渡辺靖

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社ルーツ 9180002057450 利用者の安全欲求を満たしながら「コリアンフードも楽しめる」焼肉店 株式会社エフアンドエム

中部 愛知県 豊橋市 株式会社はるかぜプロジェクト 4180302006938 はるかぜ太鼓スタジオで太鼓エクササイズと園児親子・小学生教室 豊橋信用金庫

中部 愛知県 長久手市 ＤＯＵＧＵ株式会社 5180001121764 リノベーションホームシアター事業への参入 水野　正勝

中部 愛知県 知立市 株式会社竹内技研工業 6180302017768 建設分野への新規参入と新しい加工技術の取組み 山口　徹

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社中村工業 2180002037995 自動化工程に取組み、新たに管工事業務を獲得していく 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社シンプライズ 6180001088813 データセンター設置によるワンストップ型プライベートクラウド事業への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊橋市 東海フレーム コインランドリーでアートにつながるマルシェ＆ギャラリーの展開 大橋　功宜

中部 愛知県 一宮市 有限会社ヤマグチ 2180002078453 パルプモールド抜型への新規参入によるコロナ禍の克服と事業の長期的発展 北摂マーケティング合同会社

中部 愛知県 岡崎市 ＳＡ株式会社 5030001072601 ダイレクトトレードの食材を活かした　ＥＣ　製造直販事業の展開 豊川信用金庫

中部 愛知県 碧南市 サマンドトラスト株式会社 6180001119799 排水処理薬剤の製造・販売 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＥＣＯイノベーション 6180001119155 店舗での不用品買取販売及びＥＣサイト構築 株式会社セームページ

中部 愛知県 瀬戸市 有限会社エスケー 1180002073430 骨壺工場内製化による商品提供体制の強化 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 ケイ・トラスト株式会社 9180301029002 地域のＤＸ推進型シェアレストラン併設コインランドリー事業 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 有限会社サンテクニカ 9180002047559 機械工具商で培った販路と情報を活かした金型の受注・製作への進出 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 安城市 水野木材株式会社 9180301013559 地元工務店ネットワークを使用した国産木材製の家具製造販売事業 りんく税理士法人

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社山一ハガネ 6180001009595 電動車両向け駆動モーターコア用金型部材の製造事業参入 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社立一 6180002073590 土木工事で培った知恵を元に建設資材の販売業へ新事業展開 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ＯＮＥ　ＦＬＯＷ 1180001136312 木造建方工事業から「中古＋リノベーション」事業への新分野展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ＭＫパーツ三河 1180301022121 愛知県初の女性専用ピラティス・スタジオ完備の２４時間型ジムで業種転換！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 ｍｏｄｉｍｏ．合同会社 9180003020523 最新脱毛機器を備えた誰でも気軽に通えるセルフ脱毛サロンを開始 一般社団法人中小企業人材育成協会

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社クリップコーポレーション 7180001005767 約４１年間の学習支援業の経験を基に取り組む動画学習事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 稲沢市 株式会社エステック 7180001086592 自然エネルギーを使った露天風呂付きオートキャンプ場の運営と地域の防災への取組み 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 岡崎市 有限会社助っ人ハウス白樹会 6180302001689 リハビリ機器の導入による機能回復に特化した介護予防への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 みよし市 桑野工業株式会社 5180301019642 異業界の技術・設備を取り込むことによる既存事業の価値再創造計画 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 有限会社エスケイエムダイ 1180002000236 自動車部品・ダンボール箱製造で培った設計力・開発力・提案力のノウハウを生かし、猫グッズ・ダンボール家具製造事業をおこなう 株式会社イストワール

中部 愛知県 蒲郡市 株式会社千賀屋 4180301011113 業界初の紙器生産技術の開発による新事業への進出と事業再構築の取組み 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 刈谷市 株式会社メイネツ 1180001010780 独自の酸化着色技術を活かした装飾品製造事業への新分野展開 株式会社ポジティブブレイン

中部 愛知県 津島市 株式会社ＹＡＭＡＤＡ 3180001119100 地域初の外車に特化したＡＳＶ整備体制の確立 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

中部 愛知県 みよし市 株式会社三好興産 4180301019809 古民家の解体～古材回収～古材販売の一貫体制で環境に配慮した『解体・古材買取販売事業』 碧海信用金庫

中部 愛知県 知多市 株式会社創写舘 4180001094722 企業やインフルエンサーのための動画・セルフィ・高品質スタジオ 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 愛西市 清水食品株式会社 4180001097469 地元の野菜を活かす美味しく健康的な真空フライチップス製造事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 ＹＵＲＡＩ オリジナル地マッコリのオーダーメイド醸造～日本文化と韓国文化の融合～ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊川市 有限会社夏目ホルモン店 4180302013703 冷凍自動販売機を用いたホルモンの無人販売事業への進出 株式会社　タクト経済研究所

中部 愛知県 刈谷市 株式会社アークネイ 1180301034967 ＥＶ車時代のＧＳ社員生き残り戦略！「自動車ケアのトータルサービス専門旗艦店」立ち上げ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社日生ガードリサーチ 4180001074699 駐車場自動管理システムの開発によるテレワーク促進事業 細田　紘輔

中部 愛知県 名古屋市北区 キング株式会社 5180001140021 テイクアウト併設型ワインバーで名古屋飲食業界の新ビジネスモデルを構築 奥原　岳彦

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社フルテック 8180001123931 ＡＲ技術を活用したテーマ型個室サウナへの新分野展開 小野里　秀研

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社永明 6180002057809 セントラルキッチン導入による実店舗経営からオンライン販売への新分野展開 株式会社三井住友銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ＣＨＩＣＫａ　Ｉｎｃ． 3180001124190 プロ音楽家レッスンを導入する「障害児通所支援事業所施設」の開設 株式会社中京銀行

中部 愛知県 岡崎市 有限会社内藤電化空調設備 9180302002288 地域住民を守る「暮らし安心電化ＤＸリフォーム」サービスの展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ダフネコーヒー 7180001031235 「健康志向の低糖質・無添加パンを美味しいコーヒーとともに楽しめる地域コミュニティの場」の提供 株式会社ポジティブブレイン

中部 愛知県 知多郡南知多町 株式会社まる本 1180001093000 飲食店から配食サービスへの新分野展開によるＶ字回復・雇用維持 知多信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 有限会社クオリア 8180302012214 障害者の雇用を創出！ＳＤＧｓに基づいた障害者雇用によるジェラート店運営 豊橋信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社阿部住宅 7180301026521 ＶＲで想定できる快適ワークスペースの販売・レンタル事業の展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 みよし市 株式会社ＮＴサービス 4180301028677 倉庫内管理システムを活用した地元連携の「倉庫業」 株式会社名古屋銀行

中部 三重県 三重郡菰野町 三重通商株式会社 6190001017507 高速・高精度スライサー導入によるしゃぶしゃぶ肉等の高効率生産 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 四日市市 川村旅館 新型コロナで影響を受け、受け身の事業から地域貢献事業へ、地域活性化の担い手になる！ 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 志摩市 株式会社トライ 3190001008252 ペットと一緒に運動不足が解消できる小型流水プールの販売 森本　晃弘

中部 三重県 桑名市 株式会社ナイトレインボー 3190001025859 欧州雑貨などの独占販売権を獲得して新規に輸入卸事業を構築 桑名三重信用金庫

中部 三重県 鳥羽市 海の食堂　久兵衛 地域資源を活用した完全天日塩づくりへの挑戦と新たなお土産品開発 鳥羽商工会議所

中部 三重県 鳥羽市 株式会社マルタ金子商店 5190001007789 当社自慢の干物製造技術と観光地特性を活かした飲食業への展開 鳥羽商工会議所

中部 三重県 伊賀市 一般社団法人Ｎｉｎｊａ　ＴＡＧ協会 7190005011281 「非接触型娯楽用品」賃貸業への新規参入 上野商工会議所

中部 三重県 津市 株式会社Ｒｉｂｂｉｔ 3190001026403 人生の武器になる健康を手に入れるパーソナルトレーニングジム 桑名三重信用金庫

中部 三重県 熊野市 株式会社河上 5190001004183 既存顧客を最大のターゲットとして新サービスの展開で再宿泊につなげる 山本　修平

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社フューチャーリンク 1190001019417 青少年スポーツ健全育成の為のコーチマッチングプラットフォーム事業への進出 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 四日市市 株式会社マル富水産 5190001019495 冷凍商品の製造・卸及び、一般直売・ＥＣサイトでの販路拡大 四日市商工会議所

中部 三重県 伊勢市 串かつ本舗一八 飲食店から「韓国チキン」製造販売業への業態転換事業 伊勢商工会議所

中部 三重県 名張市 さくらプラス合同会社 8190003002991 地域課題「障害者自立」を支援するグループホームと就労支援事業 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社トピア 1190001005227 アルミ合金接合技術の研究開発でＥＶ低コスト量産化工法確立に貢献 株式会社三十三銀行

中部 三重県 四日市市 株式会社シーエス 6190001014685 ココナッツ殻を現地で収集、破砕、運搬を行い、輸入してバイオマス燃料として販売する事業 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 名張市 有限会社ハンドワークおがわ 6190002013257 次世代型太陽電池等の製造過程で重要な機能を果たす機械装置の部品製造 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 伊勢市 ＣＳＧコンサルタント株式会社 2190001006802 洋上風力発電所の建設海域選定支援データ提供サービスの導入 株式会社三十三銀行

中部 三重県 桑名市 北勢ダイキャスト工業株式会社 4190001012757 革新的自動生産ラインにより低・脱炭素に貢献できる電動車部品へ新展開！ 株式会社百五銀行

中部 三重県 桑名郡木曽岬町 株式会社出口化成 8190001022810 Ｄ２Ｃを活用した自社ブランド「ＳＷＡＹＬＥＹ」の開発・販路開拓 三重県商工会連合会

中部 三重県 鈴鹿市 ＰＲＯ　Ｓｈｏｐじん 地域初！最先端テクノロジー搭載システムを使用した非接触練習場 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 津市 旭鍍金株式会社 7190001000049 環境規制に対応している、高品質めっき処理を施したＥＶリレー部品とコンデンサ部品等の生産 株式会社百五銀行

中部 三重県 桑名市 株式会社佐藤工業所 2190001013377 当社の金属加工技術を活かし、移動体通信基地局向け部品への新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 三重県 熊野市 西建設 建設作業のＤＸ化による、生産性向上への新たな事業展開 あかつき税理士法人

中部 三重県 鈴鹿市 林建材株式会社 1190001005292 不動産事業における中古住宅リフォーム・リノベーション事業への新分野展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 有限会社小川製作所 2190002019605 産業用コードレス電動工具生産への進出の実現 ひまわり経営サポート株式会社

中部 三重県 三重郡朝日町 有限会社安達鉄工 8190002019070 金属加工の技術力を活用した医療機器分野への進出 株式会社三十三銀行

中部 三重県 鳥羽市 白瀧大明神奉賛会 １３００年の歴史の伝承　聖地「白瀧大明神」の価値化 株式会社百五銀行
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中部 三重県 松阪市 株式会社ＫＴ工業 6190001027472 電子リサイクルを用いたリサイクルシステムの総工・設置による解体事業の業務効率化 松阪商工会議所

中部 三重県 松阪市 宮田設備工業株式会社 7190001010592 管工事における新営工事業からメンテナンス事業への新分野展開 松阪商工会議所

中部 三重県 いなべ市 小川太一 農家直売の応援！米の廃棄ロスの削減を叶える、米の低温貯蔵サービスの新事業展開 桑名三重信用金庫

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社奥岡技研 2190001004896 マフラー製造事業からシートフレームおよびＥＶ向け部品製造への新分野展開 株式会社三十三銀行 三菱電機クレジット株式会社

中部 三重県 鈴鹿市 中山水熱工業株式会社 2190001005267 ＩｏＴ活用した防爆振動センサー開発とデジタルマーケティングによる海外販売 鈴鹿商工会議所

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社スズカベース 3190001022220 高性能小型切削加工機の導入による、自動車産業以外への事業拡大。 宮田　伸一

中部 三重県 四日市市 東川建設有限会社 3190002021618 ＡＩフィットネスを次世代に導く 服部　健一

中部 三重県 四日市市 株式会社丸谷建設 9190001017272 アフターコロナ需要に対応する建機に特化したジャストインタイム運送業への新分野展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 ワールドテニスアカデミー有限会社 6190002023355 屋内型テニス教室から屋外型スポーツクラブへ、新分野への挑戦 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 四日市市 株式会社大園建設 1190001018476 ＤＩＹ講習、建材の販売により、需要が高まるＤＩＹ市場への新たな挑戦 浮島　達雄

中部 三重県 松阪市 株式会社キヨモト 3190001010951 ショッピング＆不動産情報を発信する新型コインランドリーの創設 株式会社三十三銀行

中部 三重県 三重郡川越町 株式会社丸翔運輸 6190001018802 低温倉庫の新設による新分野への挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 松阪市 株式会社上村工建 5190001010116 組立・加工を含めた住宅設備製造販売業への新分野展開 株式会社アスライト

中部 三重県 四日市市 有限会社八王子屋 2190002021511 自社独自の乳酸発酵技術を使った「食品ロス削減」提案 四日市商工会議所

中部 三重県 三重郡川越町 有限会社レイズ 8190002022826 断熱材の即日配達企業の挑戦　精密加工製品による販路開拓 税理士法人ブラザシップ

中部 三重県 三重郡川越町 銀河電機工業株式会社 9190001014658 老舗モータメーカーが挑む！ＥＶ・ＡＧＶ用モータの量産体制の実現 株式会社アスライト

中部 三重県 四日市市 有限会社福森工業 6190002022951 ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　を導入し、ＩＣＴ工事体制を構築。業績のＶ字回復を実現させる 株式会社百五銀行

中部 三重県 員弁郡東員町 有限会社平成工機 9190002018245 需要拡大が期待される先端分野・半導体製造装置業界への進出による新分野展開 三重県商工会連合会

中部 三重県 伊賀市 株式会社グリーンワークス 7190001008810 牛糞堆等肥化施設整備による地域課題の解決と農業発展への貢献 齊藤　誠吾

中部 三重県 津市 ＭＹＶ株式会社 9190001003297 松阪牛配合のハンバーグを製造開発。ハンバーグを三重県の新たな特産品にする 株式会社百五銀行

中部 三重県 鳥羽市 四季のご馳走家　味彩 最新技術による水産加工品製造と移動販売への事業転換 鳥羽商工会議所

中部 三重県 北牟婁郡紀北町 株式会社丸寿海産 1190001004550 当社自慢の養殖魚を用いた加工食品分野に新分野展開し、取引先・消費者のニーズに対応する！ 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 東電運輸株式会社 9190001015664 運送業がコロナ禍での倉庫需要および物流改革への適応を目指す、倉庫業への新分野展開 株式会社みらい経営

中部 三重県 松阪市 株式会社ＨＡＹＡＳＨＩ 2190001011694 高齢者の社会参加を実現するデイサービス事業への事業再構築 株式会社フラッグシップ経営

中部 三重県 四日市市 株式会社プレスト 6190001027051 農業用車両をメインターゲットとしたエーミングとＯＢＤ車検への新分野展開 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

中部 三重県 名張市 株式会社ファインデンタル 3190001009647 製造プロセスの改善とチタン製技工物の開発によって、需要の高まる保険診療分野での事業拡大を実現 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 伊勢市 株式会社ワァークスジャパン 9190001007224 障がい者の日常生活自立支援をするグループホーム事業への挑戦 大原　健佑

中部 三重県 伊賀市 ネットワークトップアシスト株式会社 8190001020748 忍者オフィスとリフォーム事業による地域のＩＣＴ導入促進計画 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 白山開発株式会社 5190001003086 ゴルフリゾートクラブが新たに地元食材を使った冷凍生餃子の販売に挑戦 近畿産業信用組合

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社ワイテックサービス 9190001022826 製造業への進出と無軸スクリューコンベアの全国展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 津市 株式会社エコ・プランニング 9190001001276 廃棄物処理業のプラットフォーム事業確立で業界の活性化を 税理士法人決断サポート

中部 三重県 四日市市 株式会社アイリック 1190001015804 ウィズコロナ時代に対応した動画制作会社への新展開 株式会社プロシード

中部 三重県 三重郡朝日町 ロサガーデン株式会社 8190001024154 愛犬と一緒に三重を満喫できるキャンプ場・広場の開設・運営による事業再構築 三重県商工会連合会

中部 三重県 津市 徳水株式会社 3190001023409 水産物卸業の強みを活かした鉄板料理店開業による事業再構築 株式会社百五銀行

中部 三重県 松阪市 株式会社キハタトレーディング 6190001024957 本格的なログハウス１棟貸グランピング事業 松原　智恵蔵

中部 三重県 度会郡大紀町 有限会社奥伊勢廃材センター 4190002015370 廃棄物を活用した有機農業の事業化支援を通じた地域活性化事業																 株式会社エモーサル

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社ＹＯＴＳＵＭＩ 2190001005738 技術派遣事業から設計経験を活かした制御盤の製造事業へ進出 税理士法人　Ｂｒｉｃｋｓ＆ＵＫ

中部 三重県 伊勢市 リフィルルージュ ヨガとダンスを融合したフィットネスビューティサロンへ進出 三重県商工会連合会

中部 三重県 鈴鹿市 積善の家株式会社 1190001028186 地元鈴鹿と既存事業の持続可能な発展に繋げる、ヴィーガンカフェおよび地産地消レストラン事業を行うＳＤＧｓビレッジ構想 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 桑名郡木曽岬町 中堅商事株式会社 6180001068583 寧波料理を中心とした本格的な中国料理を提供する飲食店事業 近藤　智也

中部 三重県 伊賀市 三栄運輸株式会社 7190001008496 使用済み溶剤のリサイクル物流事業へ新分野展開 株式会社滋賀銀行

中部 三重県 三重郡菰野町 Ｋｅワークス株式会社 7190001025442 電気工事業によるおしゃれ作業服セレクトショップへの進出 株式会社みらいホールディングス

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社ｔｈｅ．Ｌｅａｆ 9190001026843 エクステリア事業のノウハウを活かしインテリア事業へ新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 四日市市 株式会社サノプランニング 5190001017788 飲食事業とフレキシブルオフィスを融合させた多角経営の為の新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 伊勢市 株式会社アイエスイー 3190001006405 独自ＬＰＷＡを活用しグリーン成長戦略に貢献する防災ＩｏＴ事業での新分野展開 駒田　誠司

中部 三重県 四日市市 有限会社ボーイズインターナショナル 6190002023462 レストアによるクラシックカーの再生とバイクのカスタムで市場価値の高い商品の製造・販売事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社タイシン 9190001022859 解体多能工集団の台頭。デジタル鉄骨解体事業への挑戦。 奥岡　亮太

中部 三重県 亀山市 株式会社丸一建材 5190001003499 生産工程の刷新を通じた自動車架装分野への参入による収益性強化と事業構造の強化 大串　智之

中部 三重県 松阪市 株式会社ジェイエヌジー 6190001019412 老舗珈琲店の新たな挑戦。ドーナツショップ「Ｐｉｃｎｉｃ　ＢＯＵＱＵＥＴ」 行政書士法人アクティス

中部 三重県 四日市市 協同組合北勢ライスセンター 6190005008766 高機能性米を武器に大人向け健康サポート事業へ転身。炊飯事業の技術革新～ 奥岡　亮太

中部 三重県 多気郡多気町 一般社団法人医食同源みえ 7190005005606 ビジネスセンターと連携した新たなビジネス創出の場を構築 三重県商工会連合会

中部 三重県 伊勢市 株式会社Ａ－ＬＩＮＥ 1190001007941 小売・飲食事業に挑戦することによるエビの一気通貫事業化計画 伊勢商工会議所

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社オート工芸社 5160002000416 日本の農林業を救う！最新デジタル技術を活用した獣害対策事業 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 米原市 日本理美容福祉協会　滋賀米原センター 訪問理美容で培った経験を生かした介護脱毛サービスの展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 草津市 串揚げ・鉄板居酒屋　縁～えにし～ ドライブスルー型の薪窯ピザ専門店への事業転換 草津商工会議所

近畿 滋賀県 東近江市 銘茶ますきち お茶文化を承継する若年層向け側面販売と厳選茶葉を使った本格テイクアウト事業 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 野洲市 アオキエージェンシー株式会社 1160001016061 卸売りの開始とアーティスト作品壁紙製造による新たなビジネス展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 守山市 株式会社ガーデン 5160001016157 滋賀県の生産者の顔が見える食材を主役にした自然派惣菜の物販店 三宅　裕之

近畿 滋賀県 大津市 株式会社新佳論 3160001019293 ＣＳＡＳアソシエイトプログラムによる「ファン客創造サポートシステム」の構築 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 有限会社ボンサンス 1160002013132 保育園運営で築いた子どもに対する知見を活かしたきめ細やかな障害児支援サービスの提供 福井寛之

近畿 滋賀県 大津市 株式会社そらとうみ 4130001051728 女性向け能力開発のオンラインスクールの新規立ち上げ 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 祇園　八軒 無添加でおいしい鯖ラーメンと鯖の西京漬けの通信販売による売り上げ拡大 アアル株式会社

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＣＳネットワーク 2160001004676 年単位の貸間業から、時間／日単位の多目的ホール運営とインターネット販売サイトの運営 京都商工会議所

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社体と心 4160001020135 『「低周波治療器」の導入、バリアフリー化により新規患者様の獲得 寺崎　兼司

近畿 滋賀県 長浜市 有限会社滋賀新星堂書店 3160002007272 個々のケアに重点を置いたトリミングサロン事業への進出 税理士法人グロース

近畿 滋賀県 彦根市 秋田料理　椿 彦根初のベトナム風サンドウィッチを提供するアジアンバル＆カフェに挑戦！ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社いろあわせ 9160001019032 ひこにゃんスイーツを通して滋賀の会社・人・モノ・まちの魅力再発見 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 長浜市 ＥＳＴＥＳＴ プロ雀士が健康麻雀サロンをプロデュース　地域交流の活発化と不動産事業の集客両立に挑戦！ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ｖｉｒｔｕｅ 5160001022394 「こんなのあったらいいな」と思えるオヤツ移動販売事業 伊村　睦男

近畿 滋賀県 草津市 岡崎工業 環境にやさしく耐久性の高い新材料を使用した吹付防水施工事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社アルサスエンジニアリング 6160001005407 半導体製造の技術革新へ貢献！次世代半導体露光装置向け部品への挑戦 株式会社関西みらい銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社シガポートリー 3160001006060 家畜排泄物を用いた高品質有機堆肥の製造販売事業 大竹　貴司

近畿 滋賀県 彦根市 喜多嘉和株式会社 5160001008971 飛騨高山の水で、日本と世界と地球環境に優しい潤いを届ける事業 白川　淳一

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社竹内工業 7160001007278 「みどりの食料システム戦略」に資する食品加工機械の製造事業進出 株式会社ゼロプラス

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社日本技商 7160001016527 半導体製造装置の最先端部品を開発・製造し、脱炭素化とＩｏＴ化を図る 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社木下カンセー 3130001032547 廃棄物分別の高度化・ＩＴ効率化によるペットボトルリサイクル社会の実現 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 フジカ株式会社 8130001026602 ドローンを活用した風車点検で、カーボンニュートラルに寄与する 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社忠真 3160001017677 小さくて多機能な店舗への移転とキッチンカーによる移動販売 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社ＨＥＭ 5160001023005 鍼灸接骨院からセルフエステ＆スポーツジム事業による新分野展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 野洲市 宮崎造園 『庭×憩×楽』グリーンレジャー事業への挑戦 栗田　一人

近畿 滋賀県 大津市 株式会社Ｍ・Ｒ 8160002004802 ビギナー特化型ゴルフスクールによる新分野展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社ジェリフ 2160001015707 自動洗浄システムでアジア市場のトップシェアを目指す、豚由来のゼラチンリーフ製造販売事業への参入 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 守山市 株式会社おおさき 7160001015215 ＪＲ守山駅前の遊休地活用プロジェクトで屋台村型飲食店の新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 青木工務店株式会社 1160001020732 ‘’土山ヌン茶‘’×イングリッシュガーデン×古民家再生で人流・移住を活発に 株式会社滋賀銀行
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近畿 滋賀県 大津市 近江牛たなか善 近江牛の生産牧場と連携した近江牛の宅配サブスクリクション事業の開始 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社文教スタヂオ 4160001008709 非接触型セルフフォトサービスによる事業モデルの再構築と売上回復 株式会社ビジネスモデルサイエンス

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社サンミユージック 6160001006644 滋賀県初　個室サウナ併設のサウナ専門店への挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社シンセイ 2160001008363 ＥＶ向け部品加工を実現するための大型設備導入で事業再構築を実現 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社愛和 2160001021416 ダイニングバーのノウハウを活用！高級×ファミリー重視の焼肉店 松尾　基司

近畿 滋賀県 彦根市 かい鍼灸整骨院 健康寿命を延ばすための高齢者向けトレーニングジムへの新分野展開 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社ＤＯＭＣＯＮ 7160001017203 廃棄される竹を肥料に利活用した「竹パウダー」で循環型社会への貢献 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社バイテン 3160001018898 卸販売する麺や具材、自他店用のテイクアウト等商品の製造に挑戦 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社トライメイト 2160001006846 ＣＯ２削減やウィルスに有効な飛沫防止無風冷暖機の代理店事業計画 山部　浩平

近畿 滋賀県 犬上郡豊郷町 株式会社ソレプロ 8160001018489 「人材不足・販路拡大」をサポートするクラウドサービスの開発 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 彦根市 近江印刷株式会社 9160001008118 オンリーワンデザインのブランド米用米袋の新たな販売展開 協同組合さいたま総合研究所

近畿 滋賀県 草津市 株式会社フィットネスワン 8160001015049 ライフサポートボール　高齢者向けオンラインフィットネスサービス事業 草津商工会議所

近畿 滋賀県 東近江市 ＥｖｅｒＳｐｉｒｉｔ株式会社 3160001018295 次世代半導体パッケージ製造の技術革新へ貢献！超精密プレス金型の製造 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 滋賀県 高島市 株式会社青谷建築工房 3160002011167 婚活事業と美容事業を通じてお客様と良いお付き合いをし地域を活性化 森藤　啓治郎

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社エスポワール 3160001014880 卸売から元請工事業へ、低コスト・時短の「ドアリフォーム特化」ショールーム開設 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社Ｂａｒｒａｎｃａ 7160001021840 トレーラーカーゴのオーダーメイド販売により新市場を開拓する事業計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社エクモ 5160001020530 ＪＲＡ引退競走馬に第二の活躍の場を！競走馬オークションシステム構築で新市場進出 有限会社あんしん会計

近畿 滋賀県 大津市 有限会社レガロ 5160002004598 「駅前美容室」の好立地を活かした脱毛サロン開業による、「総合美容業」への転身 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 栗東市 名神電気株式会社 5160001014037 オール電化システムを活用したペットの道の駅「ペットステーション」事業 京都信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＧＬＯＢＥＳ 3160001004452 マリーナ跡地を「すべての人が楽しめる湖×農業＆植物の楽園」へ再編成 岩崎　弘之

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社大小屋 3160001018411 新業態の飲食店舗出店による思い切った事業再構築への挑戦 税理士法人大手前綜合事務所

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ケイズプランニング 4160001012470 ３Ｄスキャナー及び複合現実の活用によるプラント設備工事等のＤＸ化 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 長浜市 山岡精機株式会社 8160001007764 新分野展開に向けた長時間連続加工体制の構築と生産性向上 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社山梶製作所 5160001011174 オリジナル電動キックボードの製造と民生用（小型）製造開始によるワイヤーハーネス会社としての地位向上 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 湖南市 株式会社近江商会 1160001006269 近隣企業のものづくりを支える金属屑仕分け保管販売及びバッカン製造等の展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 くるり。 滋賀県初の近江鴨専門店による事業再構築 京都信用金庫

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社青山製作所 3160001013263 成長分野である電気自動車等のワイヤーハーネス生産機械の部品への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社うさぎメディケア 1160001017043 滋賀県初！ＩＣＴを駆使した新分野「ＶＲ×リハビリ特化型デイサービス」事業への参入。 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社３６５－エステート 6160001006396 みんなが使えるシミュレーションゴルフを加えた総合ゴルフ練習環境の構築 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社団喜 4160001003940 新設備導入で和菓子の個別包装販売を可能にして販路を拡大 折口　隼耶

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社チャレンジ・ザ・フューチャー 8120001169848 ウィズコロナ／アフターコロナ需要を取り込み、第２創業として挑むフェイシャルエステ事業 株式会社アサユナイト

近畿 滋賀県 米原市 株式会社ＳＡＰ 7160001007856 士業・不動産の専門家常駐型のシェアオフィスをオープン 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社上田商事 3160001006465 ビジネスホテル業からｅスポーツ、シミュレーションスポーツも導入したスマートレンタルルーム業への転換 藤　崇之

近畿 滋賀県 草津市 株式会社スムース 5160001015068 建設・不動産会社向け相続相談システム構築事業 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 アクシス鍼灸院 ＡＩ動作解析ソフトでスポーツの世界で活躍できる子どもたちを増やせ！ 有限会社あんしん会計

近畿 滋賀県 草津市 株式会社湯浅製作所 7160001013219 金属加工技術の高度化による医療機器市場への新分野展開 京都信用金庫

近畿 滋賀県 米原市 有限会社伴自動車 5160002006867 地域の運送業者のニーズに応え、大型車の整備事業へ展開を図る 北村　信之

近畿 滋賀県 蒲生郡竜王町 有限会社澤井牧場 8160002010965 澤井牛直営精肉店 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 昭和化学工業株式会社 9160001005370 「バーチャルくすり箱」プロジェクト 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社幸伸 9160001020196 地域ネットワークにＩＯＴを融合したコインランドリー事業の新たな展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 高島市 有限会社千野写真 6160002011395 昭和の現像店をバイク写真が撮れるライダーズカフェにリノベーション 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 有限会社初田自動車整備工場 2160002001425 倉庫業許可を取得しタイヤ保管業務を新規に開始し、地元顧客にサービスを展開し地域社会へ貢献する 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＧＯ－ＥＮ 8160001006304 ＤＸだから出来る地域スポーツ振興と健康支援　夢プロジェクト 有限会社あんしん会計

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社ＰｅｔｉｔＰＬＡＣＥ 4160001016298 ゴルフを身近に！シミュレーションゴルフをプライベート空間で 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 焼肉ジロウ 近江牛精肉店の強みを活かした新規事業立上げ（キャンプ×近江牛精肉店直営カフェ） 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社おかけんリフォーム 1160001009593 「微弱荷電化技術」を用いた国産素材の地ビールとパンの製造販売業 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 滋賀県 米原市 有限会社高山塗装店 8160002006658 ”塗装から非塗装へ”床処理の新工法を取り入れた新分野事業に挑戦 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 株式会社京滋井上自動車 7160001016535 自動車解体・リノベーションカー販売による、持続可能な地域社会への貢献 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 長浜市 横尾工業株式会社 8160001007491 輸出向け製品の梱包や高度な技術力を駆使した焼付塗装事業への参入計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 有限会社湖東精密 1160002008132 マイクロネジ金型製造への挑戦 彦根商工会議所

近畿 滋賀県 高島市 有限会社グリーン藤栄 4160002011216 生産・加工・販売から飲食サービスへの新分野展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＯＫエンターテイメント 4160001021439 冷凍調理食品製造業への進出で、ゴーストレストラン市場への事業展開 京都中央信用金庫

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社インプル 2160001018172 人気ラーメン店がチャレンジ！レトルト調理ができるこだわりスープ専門店を開業！ 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社関西精工 9160001015568 高い事業継続性とＳＤＧｓの取り組みを両立する新分野への挑戦プロジェクト 税理士法人ほはば

近畿 滋賀県 大津市 日高電気株式会社 8160001001651 低電圧帯施工事業で家庭内電気トラブルを解決 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 滋賀県 高島市 有限会社宝船温泉 1160002011391 ボーダーレス温泉カフェによる事業の再構築と高島市活性化！ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 犬上郡甲良町 山仁薬品株式会社 8120001091366 乾燥剤のパイオニアが挑戦する卸売業から消費者向け商品小売業への転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 滋賀県 大津市 有限会社オーエスエンジニアリングサービス 9160002000412 航空・宇宙業界向けのねじ転造機レトロフィット事業による新分野展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 彦根市 ４ＣＯＬＯＲ＇Ｓ 事業計画名　最新技術「ブロックチェーン」を使ったスマホゲームの運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 滋賀県 彦根市 彦根観光バス株式会社 4160001008634 シニア層が快適に登山・ハイキングを楽しめる「くつろぎバス」を導入する！ 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 宇治市 まゆみコンサルティング合同会社 7130003005118 宿泊業から未来に続く学習支援業ならびにサービス業への業態転換 種村智子

近畿 京都府 京都市中京区 章栄印刷株式会社 4130001021111 オンデマンドプリントで実施する飲食店向け売れるメニューブック市場への展開 株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社福本製麺 7130001062680 創業１００年の老舗製麺所が「オリジナル冷凍麺」の自販機・ＥＣ販売で顧客拡大！ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 ガーデン・ワールド株式会社 1130001006123 ゲストハウスとメロンパン屋が挑む低アレルゲンソフトへの挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 ゴルコンダ 自社製香水に対応したドリンクとモロッコの軽食を提供する軽飲食事業への展開 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 合同会社梅鶯堂 3120003011673 和風パンの製造小売事業者がイートインスペース併設したパン屋を新設 奥田　謙一

近畿 京都府 京都市東山区 １２菓月のお菓子教室 パティシエによる「和の素材を活かした洋菓子工房」の運営事業 松浪　辰也

近畿 京都府 京都市下京区 ＳＨＥＲＲＹ　Ｂａｒ　Ｖｅｎｇａ 酒販免許取得しシェリー酒小売事業へのチャレンジ 京都商工会議所

近畿 京都府 亀岡市 ＣＨＡＲＭ 新美容サービスでトータルサロンを目指す！ 岩本　博至

近畿 京都府 宇治市 ＡＭＥＲＩＣＡＮＡ（アメリカーナ） 地域ニーズを満たすフードトラックでの地元野菜を使った軽食販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 伸栄通商株式会社 5130001014741 学習支援アプリ・メンタルスキャンアプリ等の導入による特定技能登録支援機関での劇的復活 税理士法人京都経営

近畿 京都府 長岡京市 株式会社フリースペース 2130001053172 鴨川沿いでインスタ映えするカフェ開業。建設業からの事業再構築 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 京都府 京都市上京区 ワダサウンド レコーディングスタジオから、ライブ生配信専用スタジオへの事業転換、新規プランの開設 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社京童 9130001052291 高品質・低価格な「カジュアル洋服」のネット販売事業 税理士法人　松田進税理士事務所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社Ｇｅａｒ　Ｃｈａｎｇｅ 4130001064911 学生採用ノウハウを活かした新卒人材紹介プラットフォーム事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社杣長 2130001003235 西陣のビロードを高付加価値化・多目的活用し、グローバル展開する計画 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社ＡＩＳ 2130001037638 『美容×健康×感染症対策』一体型痩身サロン 宇治商工会議所

近畿 京都府 京都市西京区 有限会社ソースジャパン 3130002020922 産後の女性のための保育士同行訪問骨盤矯正の新拠点展開 京都信用金庫

近畿 京都府 乙訓郡大山崎町 株式会社エール 6130001027387 「ＶＩＯ脱毛」に特化した美容サロン分野への新分野展開 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 ＯＭＣ株式会社 9130001039925 フランチャイズ弁当店から地域に根ざした唐揚げ専門店への転身と売上向上計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 宇治市 有限会社青土 4130002026027 世界で未だ誰もはいた事のない、大麻１００％デニムの開発 宇治商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社よしとよ 8130001013518 古都京都のスイーツ販売×アロマを主軸とした生活関連商品の販売事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 有限会社いしかわ 1130002024413 京都の魅力を“五感”で堪能する天ぷら専門店 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 韓式料理ピョリヤ 韓国宮廷風コース料理店のノウハウを活かした料理教室及び文化サロンの運営 京都信用金庫
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近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社藤井 8130001061384 日本料理店がつくるこだわりの素材を使用した新たなプリン専門店の開業計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 隈本株式会社 9130001020595 隈本総合飲食店ＭＡＯ　テイクアウト・ＥＣ販売開始計画　老舗と呼ばれ地域のランドマークとなるための販路拡大事業 小田圭介

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社村上運送 3130002022704 稀少立地の事業承継を実現、京都の奥座敷で地域活性化を目指すカフェ事業 税理士法人久保田会計事務所

近畿 京都府 京都市下京区 ミュージックオフィスクラウド 京都を中心に愛されている着物をＥＣサイトで販売をする計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 ＯＭＵＲＯ　ＧＲＥＥＮ　ＨＯＵＳＥ　Ｃａｆｅ＆Ｇｉｆｔ ソムリエ監修の「ワインジェラート×四季の食用花」の開発と販売 ミカタ経営株式会社

近畿 京都府 相楽郡精華町 ジェイ・ジー・エス・オー・デファインドネットワーク株式会社 3120001198851 変革を迫られる中小物流事業者への物流ＤＸ支援事業によるＶ字回復 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 アズシステム株式会社 6130001005830 子供向けプログラミング教室の開講 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 京都府 京都市伏見区 フランス屋製菓株式会社 3130001015592 コロナ後を想定した消費者ニーズ変更に伴う新販路開拓事業 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市右京区 アビリティ株式会社 1130001071522 接客のプロが提供する定額制ジェルネイルサロン 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社松下工房 9130001028151 フルカラー３Ｄプリンター導入による生産効率向上とＢｔｏＣ向け新サービスの開始 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 アイスケープ株式会社 7130001031413 眼鏡の移動販売車事業・店舗の一部和風カフェ化改装による事業再構築 爲國　淳史

近畿 京都府 京都市下京区 京都樹脂株式会社 9130001019431 独自製法により製造されたアクリル樹脂材による個人市場向け商材の開発 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社平安陶花園 6130002010210 「器」×「料理」で世界観を表現する創作レストラン事業の構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社サンルート 6130002023848 着物額装アートをＷＥＢ販売により世界へ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 ウネノ自動車 自動車搭載型キャンプユニットの開発製造とＩＴを活用した宣伝広告 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 ふたば鍼灸整骨院 トータルエステサロン運営でコロナ禍特有の美容ニーズに対応する 株式会社フラッグシップ経営

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社阿じろ 5130002000055 新しい生活様式に合わせた精進料理の冷凍個包装化と新販路開拓 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市左京区 ニッテルサービス株式会社 3130001011419 飲食事業から一味違ったグランピングサービスに挑戦 山口育男

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社エムアンドシー 1130002013382 京都の古民家を活用したカフェ及びレンタルスペース事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 向日市 株式会社ＫＭクリーンサービス 2130001058675 障碍者の持続可能な能力開発・就労定着を目指す、地域に寄り添う就労継続支援Ｂ型事業の開始！ 税理士法人ハヤカワ

近畿 京都府 宇治市 株式会社Ｂｅａｕｔｙ　Ｆｉｒｓｔ 5130001060141 海外サプライチェーンの毀損から脱却する、実店舗業態への新進出 宇治商工会議所

近畿 京都府 京都市北区 株式会社北井 1130001004580 ＷＥＢ３．０を活用した自社伝統工芸品のＩＰ事業創出 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社龍村美術織物 9130001021544 共につくる、私たちの日本文化。現代手法と掛け合わせた世の中への発信計画！ 京都信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 谷口自動車株式会社 6130001039630 京都府初！アウトドア用車両を中心とした自動車カスタムサービスへの新分野展開 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＡＮＤ 7130001064207 小売とテイクアウトによる売上回復 和田卓也

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＰＥＰＰＥＲ 1130001053990 ソーキそば店の出店及びデリバリー・テイクアウトサービスの開始 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社三晃食品 6130001020929 京風素材を使った粉末状商品製造による小売業進出と新ターゲット層開拓 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 久世郡久御山町 ８ｍｉｎｕｔｅｓ合同会社 4130003006291 健康美容食「ナッツ」「ドライフルーツ」の提案販売カフェ運営 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社丸十田中商店 4130001022662 映える和菓子のセレクトショップを行い、若者に対する和菓子のイメージを変え、和菓子文化を守る 花山　和士

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社洛歩 7130001049455 「おうち時間」を彩るオーガニックバスソルト（入浴剤）の製造販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社Ｃａｍｅｌｌｉａ 2130001061720 訪日観光客向け茶道体験教室が地域の婚礼事業者と連携し、国内外のカップルに茶婚式のサービスを提供 税理士法人ＣＲＯＳＳＲＯＡＤ

近畿 京都府 京都市右京区 堀忠染織株式会社 8130001001860 ３Ｄデザインシステムを用いた服飾製品・雑貨の自社製作および販売 石黒　健太

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社平岩 2130001022268 自社の強みを活かしたクラウドファンディング運営事業計画 柿原　泰宏

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社オートワールド 7130001056055 京都ならではのキッチンカー新規事業による経営の安定化 岩橋　亮

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＷｅｓｔＶｉｌｌａｇｅＦｏｏｄｓ 7130001045181 卸売りから消費者直接販売へ「キムチ専門店　京都美味い妓（うまいこ）」をオープン！ 越智　聖

近畿 京都府 宇治市 株式会社山﨑 7130001033748 医療向けプラスチック成形事業の新分野展開と量産体制の構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 相楽郡精華町 株式会社かわら屋はまだ 1130001067306 事業基盤強化を目指した外壁塗装と無農薬・甘酒カフェ事業進出 共田　薫

近畿 京都府 京都市左京区 クラヴスカフェ 自家焙煎珈琲と自家製ビッグフィナンシェの販売による事業再構築 税理士法人優和

近畿 京都府 京都市伏見区 曙産業株式会社 3130001013729 マッチングプラットフォームを活用した東南アジア地域への販路拡大 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市伏見区 合同会社伏水酒蔵小路 6130003004368 「屋上テントサウナ」と「出前で部屋食可能」なワーケーション対応宿泊施設 ミカタ経営株式会社

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社としはる 9130001060831 国の登録有形文化財の老舗旅館が提供する「客室ランチサービス」 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市山科区 美酒一献丸太町志むら 真空包装と急速冷凍による『京都・おばんざい』のテイクアウト用商品の開発と販売 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社東峰 5130001015153 ＳＮＳ配信や商品ＰＲに活用する動画撮影スタジオの開設と運営 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社光彩 6130001046908 最後の身だしなみ～葬儀の人材、経験生かした出張湯かんサービス 中井　康道

近畿 京都府 京都市中京区 リシェ 京都のヘルスケアを支えるピラティススタジオの開設 ヒッドワークス合同会社

近畿 京都府 京都市伏見区 ＴＨＥＬＡＵＮＤＲＹＦＡＮ 即日返却可能な宅配クリーニングサービス業への新分野展開 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ＴＳＵＪＩＹＡ　ＧＲＯＯＶＥ 4130001053245 京の老舗焼鳥店が勝負をかけるヘルシー志向の鶏肉餃子専門店 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社浦田建装 5130001016630 ドローンを活用した農薬散布事業への新分野展開 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

近畿 京都府 京都市北区 有限会社西陣おたっしゃ本舗 5130002004114 高齢者施設等の方に向けた通信販売「店舗から発信する双方向型通販」ー離れていても暮らし方を提案しますー 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 松原鋳造ゴム印株式会社 4130001015699 見出し印刷機・レーザー加工機導入で芸術性の高い商品を提供 新経営サービス清水税理士法人

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社Ｇｌｏｂａｌ８ 4140001103239 不動産リーズによる全く新しい収益基盤の構築事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 ＰＳＰ会計事務所 ＢＰＯ事業の取組による非資格者中心のビジネスモデルへの転換 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ＫＰホールディングス 7130001061690 動画付き旅行予約サイトの運営 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ホリテック 3130001022523 実用新案登録　運搬具マキラックの製造及び販売による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社メンタルリンクエイド 7130001049406 地域社会を繋ぐ自家焙煎珈琲工房は、都会のイキイキオアシス！ 近藤　明夫

近畿 京都府 京都市山科区 Ｔ２ 京都産食材を用いた「京檸檬塩そば」「背脂醬油そば」のラーメン店への事業転換 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社コートレットフーズカンパニー 5130001055001 セントラルキッチンを備えた地域創生型シェアオフィス事業 礒川敦

近畿 京都府 京都市上京区 理容アイカワ 理容室を一新！“男を磨く”メンズトータルビューティーサロン 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 ビューティフルワークス株式会社 2130001036227 フォトサービスを提供する写真のある美容室の運営 株式会社ラディカルソリューション

近畿 京都府 京都市山科区 おたすけシロー Ｌｅｔ＇ｓ　ＤＩＹ！　古家を改修し大工小屋や多目的フリースペース付きのシェアハウスを建築する 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社からふね屋 8130001006158 ｗｅｂに特化して京都の工芸美術をブランディングし海外向けＥＣサイトでブロックチェーン証明をつけた京都工芸美術品の販売事業 ひかり戦略パートナーズ株式会社

近畿 京都府 京都市北区 株式会社フォスター 9130001042400 治療から予防へ　新しいスタイルの整骨院　高齢者向けパーソナルジムの開設 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社フォワイエ 7130001049265 多様な社会における『かかりつけ調剤薬局』を目指します 株式会社ブレインリンク

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ＯＮＯ　ｐｌｕｓ 9130001037887 バッテリーパウチ用アルミ箔のスリット（裁断）加工への進出 京都府商工会連合会

近畿 京都府 宇治市 株式会社サンフレム 3130001033421 脱炭素社会に向けたアンモニアを燃料とする船舶用バーナの開発 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社Ａｔｏｍｉｓ 7130001054661 ＣＯ２分離回収素材の大量生産で温室効果ガス実質ゼロを実現する事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 船井郡京丹波町 梅田土建株式会社 1130001035155 土木工事業から、技能講習教習所開設による、新分野展開 京都府商工会連合会

近畿 京都府 亀岡市 有限会社中澤自動車工業所 3130002029047 地域経済を支えるＯＢＤ車検対応自動車整備工場への変革 株式会社京都銀行

近畿 京都府 宇治市 ＨＩＬＬＴＯＰ株式会社 6130001034516 アモルファス合金を活用したＥＶ向け高効率モータ材料開発事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社広瀬製作所 8130001022279 金型製造技術を活かした、蓄電池向け微細な金属加工部品の製造 株式会社フォーバル

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社イー・コンザル 2130001049402 持続可能な暮らしを学び、体験するサステナブルアカデミーの開校 森　正義

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社光響 2130001047554 フェムト秒レーザー加工機を用いたＧａＮパワー半導体のレーザースライス加工 株式会社京都銀行

近畿 京都府 福知山市 株式会社ホクト 4130001041290 高齢化が進む福知山市周辺の包括的ケアの一端を担うやわらか食の製造販売 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社オーク 2130001014034 京都初、ふとん丸洗い即日仕上げサービスによる新たなクリーニング需要の開拓 京都信用金庫

近畿 京都府 与謝郡与謝野町 株式会社白鳥リネン 9130001040759 医療・介護施設をターゲットにした最新式の染み抜き工程の構築事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社アンプ 1130001048033 “体験価値”を提供するハンバーグ専門店への業種転換計画。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ヘアーメイクポリッシュ 9130001029364 美容室業界のサステナビリティを実現！「美容師の、美容師による、美容師の為の」新分野展開計画。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 有限会社大将 3130002012408 海鮮居酒屋の仕入れの優位性を活かした水産加工品のオンライン販売事業の新展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＡＦＬＯ・ＸＬ 1130001051904 新鮮でジューシーな京丹波産地鶏の販売事業 税理士法人小澤事務所

近畿 京都府 福知山市 株式会社ａｔｅｌｉｅｒ　ＥＧＯＮ 3130001050912 トータルビューティ×植物＝ライフスタイルを提案する美容室 福知山商工会議所

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社Ｎｉｓｔ 4130001063368 そうだ焼肉屋に行こう。京都の焼肉店舗と肉ケーキのデリバリーによる新分野展開 櫻井　雄太

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社がじゅまる木 9130001047721 保育園運営会社による、再婚、少子化対策のための結婚相談所・エステ事業への進出 本出　一正

近畿 京都府 京都市南区 有限会社倉橋技研 8130002008665 本社建屋増改築による流体制御分析機器の内製化と欧州市場参入 京都信用金庫

近畿 京都府 木津川市 大西歯科医院 最先端デジタル技術を活用した高品質・短納期の歯科技工サービス 塩津　友輝
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近畿 京都府 福知山市 株式会社国栄建工 2130001046242 ３次元レーザー測量業への新規参入と事業拡大プロジェクト 駒田　裕次郎

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社オーエムエム 1130001053909 ドリンクも楽しめるレッスンプロ常駐のインドアゴルフ場運営に挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 亀岡市 株式会社ヤマグチ鉃建 9130001055096 溶接機能強化による軽量鉄骨事業から重量鉄骨事業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社リュウコドウ 7130001004121 和雑貨職人の手による癒しのペット用仏具でエンディング業界へ進出！ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 宇治市 株式会社吉岡商会 8130001046807 自動運転にも対応可能な整備工場で次世代の自動車社会に一早く対応 ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 京都府 京都市北区 株式会社金網つじ 7130001059339 日本伝統工芸を未来に繋ぐ！工芸品に触れる休日をコンセプトとした一棟貸し簡易宿所運営計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 舞鶴市 行永機械 密回避でマリンレジャーが活況！船舶修繕業者がプレジャーボートレンタル・保管業へ新規参入計画 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社山幸製作所 5130002010954 旧式工場のＩｏＴ化により最先端パワー半導体向け製造部品工場へ再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 大槻工業株式会社 6130001000369 健康寿命を延伸し人々が輝く人生を送ることを目的としてウェルネス事業に進出 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社タイゾー 3130001063906 無人シミュレーションゴルフ練習場への新規参入 長岡　孝之

近畿 京都府 長岡京市 株式会社レッド 8130001063199 障害のある人がさつまいもの生産から干し芋の製造までを行う自立型ビジネスモデルの構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社木村技研 4130002019583 ステージメーカーへの新事業展開 税理士法人ＦＣブレイン

近畿 京都府 綴喜郡宇治田原町 京西 九条ネギ農家の挑戦～冷凍餃子開発による新分野展開～ 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 山村建設株式会社 3130001048667 河川工事にＩＣＴ重機を導入して画期的に生産性を向上させる事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 ル・ピックアシエット合同会社 6130003004194 ミシュラン掲載フレンチシェフが創るおきてやぶりの通販スイーツ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社京都忘我亭 5130001062856 観光客依存の和雑貨店から訪れたくなる洋菓子店への事業転換 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 京丹後市 株式会社真鍋組 7130002033887 ＩＣＴ　建機と自社開発工法を連動させた新分野進出による事業再構築 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社山陶 9130001025090 リフォーム需要に対応可能なアートレンガ事業を展開することで、日本の中古住宅市場の活性化を促す 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市北区 メルヴェーユ株式会社 4130001005568 脱プラ・省プラ容器化粧品によるネット販売主体ＯＥＭ先への進出 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 京都府 京都市西京区 ジャパンリゾート株式会社 3010401121399 遊休資産を活用したコワーキングスペースの新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 乙訓郡大山崎町 Ａ．Ａ．Ｋ．カラーアルマイト株式会社 1130001053181 軽量アルミ製鉄道車両部品の高精度表面処理による新分野展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 京都府 京丹後市 割烹の宿こばま荘 低稼働率客室からワーケーション対応の宿への進化 京都府商工会連合会

近畿 京都府 亀岡市 茨木工業株式会社 7130001050479 「足場ケレン清掃」の請負事業に新規参入し、建設現場の安全性・作業性を向上！			 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 大翁商事株式会社 5130001005006 京都の魅力を取り込んだ新たなレジャー型ゴルフ練習場への参入 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社京都高雄倶楽部 1130001028002 糖質制限スイーツの製造を外注から内製化に転換する業態転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社ウェブトレジャー 8010502022252 越境ＥＣサイトの構築による国産ジュエリーの海外市場開拓計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社京鉄 5130001010377 リサイクルを促進できる飲食事業とランドリー事業への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社覚王ダイニング 7130001051948 焼肉店から韓国大衆居酒屋への成長事業としての新分野展開計画 野竿　健悟

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社共同技術開発プラットフォーム 2130001046671 左官材料の無人販売とＤＸ化による営業支援 中村　憲司

近畿 京都府 京都市北区 株式会社串しずかホールディングス 6130001056618 新感覚ベーカリー自社製造販売、テイクアウトへの新事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社スペースハシモト 3130001001072 「食」と「住」における健康をテーマにした地域密着型の新事業計画 芦谷義一

近畿 京都府 舞鶴市 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＳＬＯＷ 文化遺産　舞鶴赤レンガ倉庫でのクラフトビール醸造とブランディング構築 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＦＵＳ 9130001057563 ハイブリッド型イベントに対応したイベント開催・誘致事業への新たなチャレンジ ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社吼獅堂 4130001060605 京都の画廊による宿泊可能な水墨画美術館の新設 株式会社アクセルパートナーズ

近畿 京都府 京都市東山区 大日産業株式会社 3130001009421 組立工程内製化によりａｓｓｅｍｂｌｅ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ自転車で競争力強化 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 京都府 京丹後市 株式会社藤山工務店 7130001042708 ＩＣＴ建機を活用した国直轄工事の新規受注と建築ブランドの再構築 京都府商工会連合会

近畿 京都府 八幡市 株式会社前川ダクト 5130001038922 切断工程の刷新を通じた高付加価値製品分野への参入による収益基盤の強化、事業領域の拡大 大串　智之

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社岡平 7130002013468 ＢｔｏＢ専業のきな粉製造業からＢｔｏＣ通信販売及び店舗販売に拡大 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社未来屋 3130001049120 オリジナル商品のＢｔｏＣ－ＥＣ販売という新たな販路による新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 木津川市 エーブラッド メンテナンス付きリース事業進出による地元事業者の生産性向上取組 中村　誠

近畿 京都府 京都市南区 株式会社共和 6130001008107 大手メーカー商品販売の「商社」から、自社製品開発の「メーカー商社」への転換 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 合同会社ＪＴＳ 4130003005863 テイクアウト可能な自家製麺の焼そばとガーリックライスの肉めし専門店 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社スクリエ 6140001109911 スマホ取付け口腔内撮影ミラーを用いたオンライン歯科健診サービス 湯浅　達志

近畿 京都府 京都市上京区 有限会社ミホプロジェクト 9130002017517 「日本人のＤＮＡを探す旅」体験型ギャラリー新設 京都中央信用金庫

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社三鷹商事 7130001033698 デジタル技術を駆使した非接触型インドアゴルフ練習場 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社中ト杉本製麺所 7130002007585 朝打ちうどんのテイクアウト事業 京都信用金庫

近畿 京都府 八幡市 株式会社吉秀トラフィック 5130002020012 取引先や八幡市と連携し関西・東海物流の保管庫として倉庫業を始める 山口育男

近畿 京都府 京田辺市 清栄ハウジング株式会社 5130001038765 京田辺市の不動産業者が、古民家を活用した地域の人と人を結ぶコミュニティカフェの運営に挑戦。 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社やまむらや 6130001044382 フードロスの削減に貢献する老舗精肉小売店による「食肉加工品の製造販売」への業態転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 編暇 コロナ禍で活躍の場を失ったアーティストを支援するバーチャルギャラリー＆カフェの開業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 たちばな運輸株式会社 2130001008424 脱炭素化に向けた新たなサプライチェーンの構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ネオ・ライズＰＲＯ 1130001029834 イベント特化型事業からのステップアップ！　～ＳＤＧｓと共に～ 合同会社そのさき

近畿 京都府 京都市中京区 ＡＩＭＥＸ－ＪＡＰＡＮ株式会社 8130001052895 新たな顧客層獲得に係るセルフ室内洗車場事業の開始 小森　俊

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社良品 7130001051477 テイクアウト可能な香港飲茶専門店事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 株式会社東豊グローバル 3130001063039 美術商による新感覚カフェで新規顧客を狙え！美術品に触って味わえるコンセプトギャラリー 株式会社京都銀行

近畿 京都府 亀岡市 有限会社関西セフティサービス 8130002028845 ＳＮＳをフル活用！＃ツーリング　映えるバイクカフェ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市東山区 Ｄｏｓｈｉｎ合同会社 4010403017405 キャンピングカーでめぐる「海の京都・京丹後」 小笠　信弥

近畿 京都府 亀岡市 株式会社大矢工務店 4130001035490 建築市場の変化に即した改修向け足場工事への事業転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ＣＯＣＯ屋 1130001056374 ＳＣ出店の強みを活かした飲食店事業（本格信州そば店）への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 久世商店 今やるべきことは足元を固めること！移動販売から店舗経営 岡﨑　敬史

近畿 京都府 京都市北区 株式会社古河會 8130001051526 古美術品展示会事業のネットオークションへの転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 萬工業株式会社 3130001043726 半導体製造装置用部品加工分野への新事業展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京丹後市 よしおかクリニック 予防医療にも知見のある専門家が地域の健康と観光を元気にする温浴事業 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市南区 株式会社豊栄金属塗装 1130001011651 ジルコニウム化成処理への変更で塗膜性能向上と環境負荷低減を実現する業態転換 京都信用金庫

近畿 京都府 綾部市 株式会社タケダ 2130001042118 ＦＣ展開ノウハウを活かし、地域活性化につながる飲食業への新分野展開による経営強化 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社ＭＩＫＡＴＡ 6130002018055 ガレージ空間の利活用工事と収納機材ネット販売による新分野展開 小林　勝彦

近畿 京都府 京都市下京区 ラ・メゾン・レーブ 料理教室の南仏家庭料理技術を活用したレストランへの業種転換 上田　誠

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ラクソル 5130001047378 ＡＩによるソフトウェア脆弱性対応ソリューションの開発およびセキュリティ対策市場への参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社Ｂ・ＣＯＭＰＡＮＹ 6130002024235 右京初マイクロブルワリーとコラボキッチン開設による飲食業復活作戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 みらい京都株式会社 7130001056567 古都・京都から食でみんなを幸せに！！～みんなが共創できる環境の創出～ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 ｉシステムリサーチ株式会社 1130001050872 ３次元点群解析における検査（データ取得）の省人化及び内製化による付加価値向上計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 藤岡酒造株式会社 4130001015526 京都の老舗酒蔵が挑む、清酒の新たな市場を開拓する瞬間凍結酒の製造 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市北区 永本機業店 西陣織製造業者が実店舗とインターネットを通じた小売展開へ 三浦　優

近畿 京都府 京都市伏見区 オトトジェット 天然鮮魚をテーマにした、新・魚食文化を発信する飲食等複合施設 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 サンリゾートダイドウ株式会社 7130001043029 未利用屋上＋景勝地を活用したワーケーション対応施設への改善 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市南区 株式会社やまとカーボン社 6130001011936 印刷工程の自動化による高品質小ロット印刷対応及び新規市場への参入 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社アクシュ 2130001028810 京都に住んで京都で働く！雇用者・求職者のための地域密着型マッチング事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 有限会社大工中村屋 9130002020009 防音防災ブースの商品化とコミュニティカフェショールームによる地域共栄 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社豊陽 9120001178880 茶室を中心とした和装建材（古材）の輸出事業 登尾　源一郎

近畿 京都府 京田辺市 株式会社ガルーダ精工 1130001065417 ５軸立型ＭＣとＣＡＤ／ＣＡＭ導入による長軸部品加工内製化で新規ＥＶ分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 伊東板金工業株式会社 5130001010006 パンチレーザ複合加工機の導入により医療・ヘルスケア分野へ進出 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ウイングスインターナショナル 5130001028064 クリーニング等の加工工程に特化した「洋装・ブライダル衣装の加工事業」への参入 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社遠藤写真工芸所 7130001062565 プリント・デジタル両メディアを提供することで、顧客のＤＸ　推進を支援する新事業 協同組合さいたま総合研究所

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社西田惣染工場 6130001018345 のれんで景気回復プロジェクト 京都信用金庫
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近畿 京都府 京都市下京区 西日本印刷株式会社 9130001018350 貼合加工の内製化による、受け身型企業から自立型企業への転換 中谷　健太

近畿 京都府 京丹後市 茜海旅館 感染症等に対応した非接触型１棟貸切宿泊施設の構築と運営 株式会社ウィレコンサルティング

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社京都きもの会 8130001042483 セルフ写真館の構築により、若者にＳＮＳ映えする新しい着物ファッションのトレンドを発信する 花山　和士

近畿 京都府 舞鶴市 有限会社タケベプランニング 8130002034406 自社店舗を有効に活用した「コミュニティショップ」の開設による新分野での展開 中川　正茂

近畿 京都府 京都市伏見区 大木祐二法律事務所 完全個室の会員制高級インドアゴルフスタジオ事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社能見工務店 4130001053749 家づくりから暮らしづくりへ　～オーガニックカフェ兼レンタルスペース事業への参入～ 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市上京区 都テック株式会社 7130001003932 地域資源循環型公園・グリーンキョウト“住宅街のど真ん中　都市型公園内にＣａｆｅを作る 片岡　卓也

近畿 京都府 宇治市 株式会社リプロ 1130001031856 リプロアウトドア工房の設立と新事業展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社フューチャー 7160001006321 新たな内装工事の情報発信拠点となるカフェ＆リラクゼーションサロン事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 合同会社レギュレイト 8130003007484 協力会社と連携し、老舗人気焼肉店「ホルモン三吉」を復活させる 山口育男

近畿 京都府 京都市北区 株式会社Ｖｉａｎ 1130001061853 理学療法とエステに強みを持つ事業者が取組む新しいピラティス事業 あがたグローバルコンサルティング株式会社

近畿 京都府 京都市右京区 鈴木工務店株式会社 9130001058454 ＤＸを活用し、非接触で地元京都の食材を活用した料理を少人数から楽しめる洋食の飲食店 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社三田久 8130001011777 「食べることで日本の文化が伝わる」精進料理店への業種転換計画！ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 京の宿　石原 既存事業を生かした飲食業の展開と既存事業への付加価値 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社タック 4130001021540 理美容業界の働き方改善と稼げる理美容師の養成を実現する事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社瀬野工業 1130001044073 次世代足場を活用した土木市場の足場工事への新規参入 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 京都府 京田辺市 株式会社ワークヴォックス 5130001069240 車の可能性を広げる車種別カーファニチャーの開発と量産体制の構築 ミカタ経営株式会社

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社翔游 9130001057522 中国人シェフが不足する中華料理店に対して新設工場で製造する低価で美味しい料理を提供する 花山　和士

近畿 京都府 京都市伏見区 ジョー・リテイリング株式会社 4130001060828 ＥＣサイトを構築し、自社開発したプロテインの定期便サービスで新分野展開を図る 丸岡　稔弘

近畿 京都府 京都市伏見区 ネオファルト工業株式会社 6130001015350 京都の地産地消こだわったおにぎりカフェ（飲食事業）への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 城陽市 株式会社襷 2130001065457 地域密着型の電気工事会社から和菓子の製造販売への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社祥 1130001044230 元気の元は自分で選ぶ日中活動、地域のハブ拠点も兼ねたデイサービス 京都信用金庫

近畿 京都府 八幡市 相互ビジネスフォーム株式会社 7130001038103 最新印刷技術とパーソナルＤＭを組み合わせ新分野展開としてメーリング事業進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 京都府 京都市下京区 京都加工蔬菜株式会社 9130001019381 食料廃棄ロスを低減するレトルト加工事業参入計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社冨浪文華堂 8130001009508 ４つのサステナブルなテーマのシナジー効果を発揮する小売業への業種転換 京都商工会議所

近畿 京都府 久世郡久御山町 有限会社清水精工 6130002028021 新たな製造体制構築による医療用機械部品製造・加工への取り組み 京都中央信用金庫

近畿 京都府 八幡市 株式会社プロスタッフ 4130001038849 規格外貨物に特化した自社倉庫配送システムの構築 京都信用金庫

近畿 京都府 八幡市 株式会社洛南 2130001038264 最新設備導入によるトレーラー関連事業への新規進出 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 イーサポート株式会社 6130001034409 アレルギー対応オリジナル商品の製造と販売チャンネルの構築事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 合同会社ＩＮＡＨＯ 1130003005916 女性人気飲食店が女性の輝きを応援するエステサロンに進出 藤村　正弘

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社かねた屋溪商店 4130001056628 和の中心京都の畳と畳店を無くさないための畳材料卸しから　畳製造・販売への業態転換 北村　友和

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社オリエンタルベーカリー京都販売 6130001033518 アフターコロナにおける高付加価値商品の生産を開始し食品加工業へ進出する 株式会社池田泉州銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社紬 3130001062222 国産木材と廃材を融合！地場工務店の手掛ける木のぬくもり溢れる家具 税理士法人優和

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社俄 9130001005266 革新的技術による新たな製作方法の確立と新製品を用いた新規販路の開拓 株式会社三井住友銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 中村鉄工株式会社 6130001015268 ファイバーレーザ溶接機の導入による半導体分野への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社アグリエイト 6130001033286 冷凍サラダ・冷凍総菜の開発・販売 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ＰＧメカニズム 1130001011503 車いじりの趣味に特化したガレージの販売 京都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社ワイズグループ 4130001043964 缶詰・レトルト食品工場設立による舞鶴自慢の食品製造事業 税理士法人スマイル

近畿 京都府 京都市南区 株式会社田中印刷 1130001015009 高付加価値色紙事業への進出による事業構造改革とコロナからの再起の取組み 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 洛陽工業株式会社 2130001016071 設備工事用建材の製作への進出による収益基盤の強化と販路の拡大 大串　智之

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社文屋フーズカンパニー 1130001048438 新たな客層を取り込む京都の素材を活かした「とんかつ専門店」 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 市川甚商事株式会社 7130001016513 双方向通信デジタル・サイネージによる新しい小売業の提案 Ｍ＆Ｎ辰巳税理士法人

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社修仁カンパニー 5130001059687 ＣＯ２排出ゼロを目指す低熱分解炉の実演販売事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 宇治市 Ｖｉｓｔａｇｅ合同会社 4120003010204 ホームページ・動画制作を学ぶ小・中学生向けの学習塾の新設 鯉淵　拓真

近畿 京都府 京都市中京区 ＧＯＩＣＨＩ 本場ナポリの味を堪能できるパニーニのテイクアウト専門店の出店 株式会社ラディカルソリューション

近畿 京都府 宇治市 株式会社Ｋ－ｐａｌ 6130001053061 販売事業促進・当社売上向上のためのパルクール業界への新事業展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ＫＡＫＥＧＯＥ 9130001065896 串揚げ専門の冷凍食品製造業展開によるＢｔｏＢ事業への参入 リードブレーン株式会社

近畿 京都府 京都市中京区 有限会社山中紙工所 4130002017637 脱プラ製品・テイクアウト用包装資材需要を捉えた紙製小判抜袋製造による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 大光エンジニアリング株式会社 8130001040017 早朝と夜間以外利用しない事務所スペースを保育・託児運営に利活用する事業 株式会社フォーバル

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社河村商事 9130001012519 カフェ経営ノウハウを活用した就労継続支援Ｂ型事業所としてのカフェ出店計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社ＫＡＲＵＲＡ 8130001034745 京野菜、京都産のお茶や果物を使った創作チーズケーキ専門店への業種転換 京都信用金庫

近畿 京都府 木津川市 合同会社ＦＡＲＭ　ｔｏ　ＳＭＩＬＥ 9130003006072 宇治茶の魅力を引き出す古民家併設フィンランド式サウナによる宿泊事業 株式会社南都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社洛斗コーポレーション 5130001051784 京町家再生利用によるラグジュアリーパーソナルジム事業の運営 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社田邊製作所 7130001003346 手術支援ロボット・計測分析器向けの部品加工事業への挑戦 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社タツミ建設 2130001006782 アスベスト調査分析による健康被害防止事業 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市西京区 地酒処ポエジ 母から継いだ居酒屋を地域の健康サロンに改修して三代目に承継 有田　文茂

近畿 京都府 京丹後市 七姫株式会社 7130001059669 競りに出せない魚を利用し、京料理を提供する水産加工品販売事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 三和アクトマネジメント株式会社 9130001020975 不動産・建築ノウハウ活用型宿泊事業による伊根リゾート再生事業 但馬信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 むしやしない コロナ禍の健康意識の高まりに、安心安全の食の提供 一般社団法人日本経営士会

近畿 京都府 久世郡久御山町 オルトコーヒーロースターズ インバウンド依存から脱却する新たな需要を主軸とした飲食店 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ＰＥＣＨＥ 3130001057164 整骨院が行う機能訓練に特化した地域密着型通所介護事業所の開業 税理士法人滋賀総合会計

近畿 京都府 京都市上京区 コロコロエンタープライズ ポストコロナを見据えた金澤町家を活用したアートを買える一棟貸しへの業種転換 金沢信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 青田畜産株式会社 6130001009872 京都ブランド豚を使った自社製品の販売展開による事業再構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ゼンシン 4130001027505 自然×アミューズメント×ＩＯＴ型グランピング事業への新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 ＨＡＮＮＡＲＩ 手ぶらで利用できるバーベキューレジャー施設レンタル業への業種転換 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 舞鶴市 シマフィルム株式会社 8130001043928 地域まるごと宿泊村化～地域課題の解決と雇用創出の両立～ 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社セットアップウィン 7130001047946 東方Ｐｒｏｊｅｃｔ作品とのコラボレーション企画による体験提供 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市中京区 スペクタス株式会社 4130001045358 レンタル事業を軸としたポップアップレストランの開催やＹｏｕＴｕｂｅ発信を行うキッチンスタジオ運営 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 ３６５グループ株式会社 5130001063895 ２４時間・３６５日常時介護・看護サービスが受けられるシェアハウスの運営 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ＮＫＫソリューションズ 1120901040981 ビジネス情報に特化した動画プラットフォーム「ＡｓｋＴｏｐ」の運営事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社匠建業 3130001057263 解体業界の原価管理を簡単に実現する見積作成クラウドの販売 株式会社フォーバル

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社ディーアンドダブリュー 3130002014387 ハイグレードホテルに対応した新たなリネンサプライ商品の提供 税理士法人ｂｅ

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ＳＡＩＫＡ 9130001054156 予約の取れない創作中華料理店の本場の味をこだわりの先端設備で受注生産しネット販売でより多くの人へ 株式会社ブレインズ総研

近畿 京都府 京都市東山区 瑠璃合同会社 5130003006209 京都初、本場の味を再現する中華系ハラール料理店の展開 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社都和 5130002021662 茶室建設による一般貸出と伝統的文化体験プランの提供 京都中央信用金庫

近畿 京都府 城陽市 有限会社永田茶園 3130002030789 有機抹茶の加工ノウハウを活かした粉末味噌汁製造への新たな取り組み 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ＭＩＲＡＩ 5130001025268 新型コロナウイルスを完全殺菌する光触媒フィルターを用いた空気清浄機の新開発と販売 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市中京区 アデリーライフ株式会社 2120001187533 お客様の生涯に寄り添うライフパートナー事業計画 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市中京区 島酒店 オリジナルブランドの日本酒の販売 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 城陽市 カラーハンズ オンライン機能を備えたＩＣＴお絵かき教室 城陽商工会議所

近畿 京都府 亀岡市 株式会社Ｃａｒｏ 8130001045370 緑の事業体（京都府産木材推進協議会会員）が行う環境に寄り添う基礎工事業 税理士法人みのり会計

近畿 京都府 京都市北区 株式会社月虹舎 7130001057466 「百貨店等の会場を借りた催事販売（訪問型）」から「ＥＣ販売×自社店舗販売（集客型）」への事業再構築 税理士法人ｂｅ

近畿 京都府 長岡京市 株式会社リバーフィールドコミュニケーションズ 3130001049649 駅前でコストコの人気商品が買いやすいカタチで手に入る、新店舗を開店する ＭＳＣ税理士法人

近畿 京都府 綴喜郡井手町 株式会社雅紙管 3130001060548 ＭＬＣＣ用リリースフィルムスリット事業への進出 京都中央信用金庫
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近畿 京都府 京都市下京区 サン・クロレラジャパン株式会社 3130001017416 プラズマローゲン粉末を用いた認知症予防機能性表示食品をＥＣサイトにより販売する事業計画 ひかり戦略パートナーズ株式会社

近畿 京都府 京都市左京区 Ｋａｋｙｏ 京懐石料理店プロデュース！お酒と一緒に楽しむ四季折々の食材を使用した京クラッカー事業 西山　智久

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 ＨＥＲＳ 「美容と健康」をテーマにした「健康カフェ」の開業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 リンクシェア合同会社 1120003011056 ＶＲ映像システムによるバーチャルデザインの企画と設計 佐野　良太

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ｅｌｍｅ 3120001210582 「膣ケアサロン事業による長期的女性活躍支援を実現」 守家　隆

近畿 大阪府 大阪市此花区 Ｙ－ＰＵ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ株式会社 1120001221929 ＡＩ提案型双方向性就活マッチングプラットフォームの開発・運営 佐々木　亮輔

近畿 大阪府 柏原市 山国ぶどう園 コロナの影響で空店舗となった物件をレンタルスペースとして運営 合同会社繁盛マネジメント舎

近畿 大阪府 豊中市 有限会社樂八 2120902019727 和食職人が挑む！イタリアンとジビエを融合した飲食店の展開 株式会社ＦＭＣ

近畿 大阪府 大阪市北区 白原コンサルティング事務所 美容室管理ソフトの開発及び提供 白原　匡樹

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社ベルーツ 5120101038823 ポストコロナのニーズに応える飲食メニュー提供サービスへの業態転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社Ｗｏｒｌｄ　Ｆｒｏｎｔｉｅｒ 1120101029784 既存事業とシナジーを生むオンラインヨガ運営とヨガ講座配信事業 みなと神戸税理士法人

近畿 大阪府 和泉市 株式会社グランドエンジニア 1120101045798 「ボーリング工事×非破壊検査」による差別化・クロスセル事業 平　了輔

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社Ｆ＆Ｐコーポレーション 9120101029026 ＥＣ運営知識を有効活用したホタテパウダー製造販売事業への業種転換 のぞみ信用組合

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 ＶＩＶＩＤ フェイシャルエステ事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＭＥＴＥＯＲＷＯＲＫＳ 6122001031799 ＩＴコンサルティング市場からコンバートＥＶ市場への進出による、新たな収益源の獲得 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 八尾市 有限会社カサブランカ 5122002015892 独立したい方の夢を叶える完全独立個室サロンシステム提供事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 堺市東区 株式会社アップルイノベーション 3120101052966 整体のプロが提供する介護予防の促進に効果的な脱毛事業 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社アイビー 2120001172254 建設コンサルタントとして３次元モデル化事業に取組む新事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社イロイシ 4120001201977 ３ＤＣＧで製作したジュエリーＥＣサイトによる業態転換 南部　雅弘

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社魚蔵 5120001121638 介護施設向け加工食品事業進出による増収計画 冨松　誠

近畿 大阪府 八尾市 ライトフラット 現地人脈とＷＥＢ制作技術を活用したタイ語学習総合支援事業への挑戦 古林　国博

近畿 大阪府 大阪市東成区 ピッツァフォルトゥーナ 揚げピザの魅力を全国へ発信！冷凍販売で販路拡大と食品ロスゼロ！ 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社レア・ルマンド 9120001214974 新技術の急速凍結機を活用した冷凍食品卸売事業への転換 中村　哲也

近畿 大阪府 大阪市北区 テンセンス株式会社 3120001186253 エスプレッソ専門カフェが独自開発の可食容器作成器具で製造業に進出 経営相談有限会社

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ゴール 1120001192518 質の高い療育を目指した、児童発達支援・放課後等デイサービス運営事業 南部　雅弘

近畿 大阪府 箕面市 株式会社ｍｕｋ 7120901035126 人にも地球にも優しいオーガニック商品を普及させるための専門店を開業 浦田幸一

近畿 大阪府 河内長野市 河内物産株式会社 3120101033553 小口・多頻度流通のノウハウを活用したＥＣ販路開拓サービス事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市北区 横路株式会社 4120001141703 ミシュラン寿司職人による寿司店の開店とＥＣサイトを通じた販売事業の展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 ルチア 美容師の美容師による美容師のためのシェアサロンの運営 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市都島区 アイビーワイ 【個性の時代。高い刺繍技術で他と差をつけるゴルフ用品の販売】 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 イタリアンキッチンアガッタリーナ 現業の調理技術を活かしレストラン・サウナ併設キャンプ場へ業種転換、売上回復を目指す 弓手　宏亮

近畿 大阪府 堺市堺区 ラウンジゆらり 老舗ラウンジがオーガニック食材とＤＸを取り入れた焼肉店を展開 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 堺市堺区 ＡＹＡＫＡ 心と体を元気にするオーガニックカフェ店を通じた事業再構築事業 中嶋　崇

近畿 大阪府 大阪市中央区 美容鍼・美容麗鍼ファビュラスココ マスク時代の肌荒れ対策。オリジナル美容マスクの企画・販売 竹内　友章

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 ルーキーズ アフターコロナでも需要が見込める焼肉店業態の新規出店 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ルーミナス 2120001202853 人材育成管理システム開発によるＩＴ人材の教育支援および派遣事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 ＣＨＴ株式会社 9120001184441 和菓子と洋菓子を融合した新しい菓子の世界を創り出す 浦田幸一

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ふくみ屋 6120001123245 個室や団体で利用できるそば居酒屋サービスを展開する計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 プルデント株式会社 5120001216198 飛騨高山に旬の地元食材や焚き火料理が楽しめるＲＶパークを新設 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 オフィスミウラ株式会社 6120901027446 建設業から飲食店事業への新分野展開における事業計画書 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社アドビジョン大阪メディアセンター 8120001124670 動画制作、配信支援に特化したレンタルスペース運営 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社キアラマキアート 8120001052525 イオン導入と抗菌の特許技術によるオリジナル美顔器ＯＤＭ事業の立上げ 齊藤　祐一

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ゆる音や 9120001229907 クラウド店舗で新規顧客獲得へつなげる！「Ｔｏｗｎｔｏｗｎ　まちのえき」で新しいビジネスモデルを実現 辻　泰崇

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社スターク・エンタープライズ 9120001164559 地域や高齢者のお悩み解決鍵【自転車出張修理・地元店舗紹介サービス】 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 旬彩和食くつろぎ 飲食店事業から、ＥＣサイトでオンライン販売を含めた割烹事業への業態転換 青石　吉司

近畿 大阪府 堺市南区 スリーステップ 地域のシンボル果樹であるレモンの加工需要増に対応して一次加工の取り組み 杉浩行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社オーバーシーズジャパン 8120001054414 新規に調達したフォトスタジオを活用した「スタジオ撮影」「カメラ教室」事業の推進 関西経営コンサルタント事業協同組合

近畿 大阪府 東大阪市 ヨシダシンジ サービスのＤＸ化による小中学生向けオンライントレーニング事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市北区 プラスデザイン株式会社 6120001163200 建築士資格取得＆スキルアップ講座のスクール開設 箕面商工会議所

近畿 大阪府 松原市 株式会社不動 2120101057396 職人不足を解消する為に研修施設を設け教育分野に業種転換を図る 松原商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社オーエヌ関西ブラシ 5120001049301 コロナによるゴルフ人口増加に合わせたメンズ向け日焼け止め販売 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社グローエース 3120001114073 昼と夜とで営業形態を変える二毛作飲食店を新たに開業する事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 問道天下株式会社 6120001206982 中国語学習業界における、講師育成研修プログラム作成販売事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 エイチアジア株式会社 1120001164277 レモングラスを中心としたハーブの加工と販売による新分野展開 大阪商工会議所

近畿 大阪府 羽曳野市 有限会社きしもと 1120102019495 地場食材を活用したジェラート店の新規出店による事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 門真市 株式会社ドリーム・ワークス 1120001159855 宴会頼りの居酒屋運営からターゲットを変えた目的型来店の鮨屋へ事業転換！ 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市淀川区 Ｒａｉｌｒｏａｄ　Ｍｏｄｅｌ　Ｒ 完全オリジナル鉄道模型ファンのためのレンタルレイアウトの開業 石黒　健太

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＺＥＮ－ＰＯＲＴ 8122001030155 「ドリブロック」を世界に！個性あふれるアスリート育成へ挑戦！ 一般社団法人共創デザイン総合研究所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ハツネ倶楽部 3120001234879 カラオケＢＡＲから食事メインの専門業態への事業転換のよるＶ字回復プラン 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社哲建 9120101022807 マンション修繕工事建設業から外壁非破壊検査業への業態転換 安田　有一

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ウィーブ 1120001096504 ブライダル商材販売業者が結婚式場の集客支援をする広告業に展開 株式会社トウマトータルビジネス

近畿 大阪府 泉南市 Ｃｈｏｃｏｌａｎ 女性のためのエステティックサロンＣｈｏｃｏｌａｎがオンラインビジネスを展開。フェムテック市場に進出します。 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 高槻市 Ｊ－Ｉｎｔｅｒ株式会社 8120901034556 「低糖質食品」を作って、食べて、やりがいを感じる就労継続支援事業計画 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社イデア 9120901022816 自社ブランド鶏「神楽とり」等を急速液体凍結した「凍結食品」の販売 西山　英志

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社ＧＴＬ 1120001207829 日本の優れた商品を中国市場へ流通させる越境ライブコマース事業 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市浪速区 たこ焼きバル徳次郎 急速冷凍した、たこ焼きのお持ち帰り・ＥＣ販売による新分野進出 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ゼン 6120001197413 出張音楽レッスン事業から、講師育成とオンラインレッスンが可能な音楽教室事業への業態転換 青石　吉司

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＰｉｅｎｏＤｉＶｉｔａ 6120001119292 イートイン店舗からワンハンド・テイクアウト専門の本格的ミルフィーユ店への転換 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 豊中市 株式会社テトラファースト 1120901024729 アパレルニットの製造技術を活かし、ペット用品・オフィス関連市場へ参入 クレアスト株式会社

近畿 大阪府 富田林市 株式会社ＣＬＯＭ 1120101057587 セルフ脱毛サロン事業への新分野展開による事業再構築 藤原　和重

近畿 大阪府 大阪市西区 ラプンツェルン 毎日を晴やかに。尿漏れ改善のサポート事業 髙司　浩史

近畿 大阪府 大阪市福島区 有限会社もぎたて青果研究所 8120002019325 果物卸売のリソースを活用したドライフルーツ・冷凍果物販売事業 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社タフネスマリー 2500001019763 地域初、キッチンカー型テイクアウト専門ポテトフライ店の開業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ナイン・レイ 6120001130051 地域初のテイクアウト韓国かき氷店出店による大胆な事業再構築 中上　勝悟

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 ａ－ｗｉｎ 都度払いＯＫ！最新鋭機器によるメンズ脱毛サロンへの新規分野展開 小川　栄一

近畿 大阪府 羽曳野市 ＣＬＵＢ　Ｈｅａｒｔ 水素吸入を用いて内面から健康な身体をケアするストレッチヨガサロン 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 池田市 炭火焼鳥　英 ジェラート、ワッフルを主とした地域初の冷菓・焼き菓子専門店 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ａｎｄｅｃｏ 7120001184906 再エネ設備の点検・維持管理クラウドシステム事業への業種転換 井上大輔

近畿 大阪府 大阪市城東区 田中文金属株式会社 4120001015543 アウトドアテイストの室内インテリア製品事業への新分野進出計画 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 ビューティケア嶋田 還暦過ぎのエステティシャンが終活コンサルをして高齢化社会で活躍する 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社アンダーバー 7120001188502 家電リサイクルの店舗・ＥＣ事業進出で新たな販路展開 山口　大輔

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社奥田 2120001061977 立ち飲み居酒屋×大阪人気グルメの寿司屋で地元民に愛される事業再構築 カタチクリエイト株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＫＥＮＳ 2120001117944 機密性が高く生前整理から遺品整理までサポートする貸金庫業の展開 東京中央経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社オールウェイズ 4120001146108 コロナ禍に強いランチ営業×スペース有効活用による事業再構築 株式会社アサユナイト
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近畿 大阪府 大阪市淀川区 ヘアーサロンＥＡＳＥ コロナ対策により生じた空きスペースを活用したセルフエステ事業への新展開 長谷　有希央

近畿 大阪府 富田林市 株式会社ケアメリア 4120101055712 手作り夕食の販売・配達事業により　高齢者の夕食満足に貢献する 平井　真介

近畿 大阪府 八尾市 株式会社Ｍａｋｅ　Ｈａｎｄｓ 2122001023164 最新型ドローンと赤外線調査を活用した外壁調査事業への参入 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＳｍＳ有限会社 6120002067763 ビーガン訪日客の食事の受け皿になるビーガンプロジェクト レンタルＥＣ株式会社

近畿 大阪府 八尾市 Ｐｒｉｖａｔｅ　ｇａｒｄｅｎ　ｂａｒ　Ｇｒｅｅｎ　Ｓｐｏｔ 新規カフェ開業による業績回復および事業拡大 ローズマインド株式会社

近畿 大阪府 枚方市 ゑびすダイニング 低単価からの脱却！換気十分！居酒屋店からｗｉｔｈコロナ高級焼肉店への展開 酒井　敏行

近畿 大阪府 大阪市旭区 日華商事有限会社 9120002057902 旅行サービスと貿易事業の経験を活かしたアジア風食料品スーパーの開業 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社ミツヒロ 3120001109899 クラウド型デジタルサイネージを活用した企業プロモーション支援による事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 松原市 株式会社リンクス 2120101059665 立体造形ノウハウを活かした立体文字看板の製造による事業再構築 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アールヴィセル 9120002068783 ファミリー層向け寿司店の開業と付加価値向上計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社宍戸組 1120001167024 建設現場等の知見を活かした建設専門警備業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ワッショイ 6120001173026 アフターコロナを見据えた、自社ＥＣサイト構築とＥＣ市場新展開への挑戦 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＳＦＯ 2120001162874 オリジナル商品の開発とノウハウの横展開により、地元の飲食店を救う！！ 株式会社東京経営サポーター

近畿 大阪府 大阪市西成区 ジャグラーＲｅｎ 困難に打ち勝つ！大阪発冬でも人気の進化系ふわふわかき氷専門店 梅景　幸一

近畿 大阪府 大阪市中央区 シーライヴ株式会社 3120001097070 ＡＩと数理モデルによるベッドコントロール（病床管理）のＳａａＳ事業化 株式会社リアリゼイション

近畿 大阪府 豊中市 山﨑　裕二 希少ジビエと熟成魚！一期一会のオーダーメイドのテイクアウト店 松尾　基司

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｓａｎｊｕ 5120001204954 北新地の女性に向けた美容商材販売への新分野展開 明和マネジメント税理士法人

近畿 大阪府 堺市中区 泉北ビル株式会社 5120101004346 独自のイベントノウハウを活用した就労継続支援Ｂ型×ｅスポーツ事業 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭＹＵ企画 3120101047735 マカロンの販売事業による新分野展開とリスク分散 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社フォックスコーポレーション 3120001228889 廃棄食材を生まれ変わらせたオリジナルハンバーグのＥＣ、キッチンカー販売事業 税理士法人松岡会計事務所

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 ＲＨメンテナンス株式会社 7120001114458 リフォーム専門のリバースオークションサイト「ＲＩＢＡＯ」の運営 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Ｋ．Ｉ．Ｃ 4120001128262 リフォーム事業へ新分野展開し生活のトータルサポートを行う 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市東成区 ｓｔｅｌｌａ オリジナルバルーン「ｐａｌｐｕｎ」制作ワークショップ開催と「パールバルーン」開発 野田　暢之

近畿 大阪府 大阪市北区 牛匠　Ｍａｔｓｕ モーニング・ランチ・テイクアウト重視型飲食店舗の新規展開 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市都島区 木村会計事務所 健康コンサルティングサロンを新設し健康寿命と経営寿命をサポートする健康経営事業 大阪商工会議所

近畿 大阪府 堺市堺区 加藤屋四条店 学生向けスピーキング専門英語塾 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 ｍ＆ｍ’ｓ株式会社 9120001205544 低糖質食の通販・卸売・専門店による大胆な事業転換 大久保　明信

近畿 大阪府 大阪市生野区 有限会社マツオ電化 9120002045700 街のでんきやさんで「映えるパンや菓子」の製造販売 木下　孝祐

近畿 大阪府 八尾市 有限会社ウィズ 5122002015694 古民家が織りなす、古くて新しい機能性アロマの製造・販売 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 八尾市 大阪相続総研株式会社 4122001031677 贅沢焼き菓子と毎日食べたいフランスパンの製造・販売事業 渡邊　海翁

近畿 大阪府 豊中市 株式会社カノア 6120901038204 買取り販売事業およびセントラルキッチン設置によるゴーストレストラン中食事業への展開									 エース税理士法人

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 ホルモンラーメン白寿 内食需要に対応した独自ラーメンのテイクアウト及び冷凍自動販売事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社浪花建装 9120001204554 家具雑貨製造販売及びＤＩＹ体験教室を軸とした事業の新規展開 佐木　俊一

近畿 大阪府 和泉市 鍋料理ほっこり お鍋屋さんの本気の秘伝出汁を活かすお結びのテイクアウト販売による業種転換計画 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社テイクオフ 8140001032888 アフターコロナに対応する焼肉店の新規展開による事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社マルセン 5120001013694 新装置導入及びＥＣサイト開設により新たな印刷商品の受注販売に参入する 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 旬彩　雲海 和食料理店から割烹料理店・キッチンカーの移動販売等への業態転換 青石　吉司

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＷＯＷ　ＧＲＯＵＰ 9120001072860 再生可能エネルギーの活用とコスト削減を実現しつつ、実用性にも配慮したハイブリッド給湯システム「エネ・スマキュート」 榎並　由洋

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ケアースタッフ 3120001038066 野菜をふんだんに用いた健康食のテイクアウト・デリバリ―専門店事業 エース税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社リフレクション 8120001226095 小麦の奴隷ブランドによるパン販売 税理士法人ラズライト

近畿 大阪府 堺市西区 ＮＥＯＮ‐ｆｏｏｄｓ 無店舗小売業から、肉料理を中心としたテイクアウト専門飲食店への転換 税理士法人Ｎ総合会計

近畿 大阪府 東大阪市 美容室ｋｉｒｉｎｉｃｏ石切店 ヘッドスパサロンの開設による新たな販路開拓 前薗　浩也

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社匠 8140001054536 非接触デリバリー事業における食のバリアフリーへの挑戦 ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 箕面市 ネオヴェーション合同会社 6120903001671 映像制作事業者がキッチンカーを使った高齢者向け弁当事業に進出 秦博雅

近畿 大阪府 大阪市淀川区 龍馬亭 居酒屋運営から、市場の大きいアイスクリーム×中食業界へ転換！ 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 堺市南区 合同会社美暮 8120103002270 レンタルキッチンによるウィズコロナ時代の飲食サービス支援事業 江﨑　貴一

近畿 大阪府 大阪市生野区 なおかん 作って満足高付加価値自己表現プリザーブドフラワー教室への転換 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＷＯＲＬＤ　Ｋ 6120001208921 美容院併設型完全予約制エステティック事業 税理士法人清正

近畿 大阪府 八尾市 株式会社トーア 1120001018227 服飾雑貨分野でのパーソナライズ対応製品の具現化と新市場（ＢｔｏＣ）への参入 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ケアネス 8120001151194 美容師向けオンデマンド型トータルビューティーアカデミーの開設 平松　了

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社ケイプラス 1120101054675 空き倉庫を活用した軽キャンピングカー専門の販売・レンタル・駐車場賃貸事業への事業転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 池田市 八重山ソバきじむなー キッチンカーを活用した沖縄料理テイクアウト事業への新分野展開 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 一般社団法人日本コーヒーフェスティバル実行委員会 5120005019309 フェスティバル運営のノウハウを活かした街をつなぐパン屋さん 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ＣＩＲＣＬＥ 8120001203004 企業や学校の記念日等を映像ストーリーで紡ぐオンライン行事配信事業 佐々木　亮輔

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社李記 9120101029067 アパレル関連用品の刺繡業界への新規参入事業 税理士法人なにわ会計

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社チルチェ 3120001191047 ワークライフバランス向上に貢献するストレッチ・トレーニング事業 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社エリス 3120001121334 平均年齢５０代、アナログ企業の挑戦！デジタル戦略でＳＤＧｓを取り入れた新ブランドを展開 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 寝屋川市 ブーランジェリー・ミヤタ 金土日営業のみで３０００万売る有名パン屋★冷凍でも美味しいパンの開発＆ＥＣ販売による販路拡大 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ソーマ 1120001206483 アスリートに向けた「オンラインピラティスレッスン」事業 税理士法人旭会計事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社２５ 4120001225860 非接触型巻き爪サロンの新展開による事業再構築 西村　剛史

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ラッキーシー 9120001216401 ふぐ・蟹料理専門店を運営する事業者による海鮮和食テイクアウト事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 京都シルク株式会社 5120001001732 シルク製品の内製化による、スキンケア製品事業の拡大 加藤　慎祐

近畿 大阪府 大阪市北区 みやぞの鍼灸整骨院 三密回避の少人数制運動教室「キッズアスリートアカデミー」を運営し、子どもたちに運動する機会を作ります。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社ＲＵＮ　ＵＰ 9120101061235 ＢＢＱの食材配達サービス事業者による飲食店展開事業 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社ＢＲＩＤＧＥ　ＤＥＳＩＧＮ　ＷＯＲＫ’Ｓ 8120001222838 美容院特化型空間デザイン事業から経営ノウハウ教育型美容院事業への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ＩＲＩＳ 6122001030082 美容革命・１時間でシンデレラになる美の魔法 税理士法人松岡会計事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 ルーツインターナショナル株式会社 9120001192691 旅行客と地域住民のコミュニケーションの場としての居酒屋事業 エース税理士法人

近畿 大阪府 豊中市 株式会社Ｍ＆Ｅホールディングス 8120901033599 「不用品回収で買い取った商品を直接ユーザーに販売するリユース事業」 上保　博

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ＤｒｅａｍＷｏｒｋｓ 4120001203973 輸出型越境　ＥＣ運営代行サービス 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社コロケット 2120101056803 格段に生産性を向上させたコオロギ養殖システムの開発 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市都島区 ＵＳＨＩＮＡＢＥ赤川店 大自然に囲まれた夢のような貸切宿泊型レジャー施設のあるグランピング場の新設 兵庫県商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ＴＮＲ 9120001231846 元プロサッカー選手によるスポーツコンディションノウハウを活かした　サブスク型リラクゼーション事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社Ｐｉｃｃｏ 5120001221405 新規にマフィン専門店を開業による既存店との相乗効果を得られる事業再構築 有限会社クレメンティア

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社セルフィット 9120001061236 写真スタジオでのセルフ動画撮影ボックス導入による業態転換 株式会社マイクリエイト

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ドリーマーズ 4120901032365 飲食店事業者応援型「シェアキッチン」プロジェクト 吉田英太郎

近畿 大阪府 大阪市浪速区 酒肴　哲 居酒屋からの脱却！拘りぬいた「出汁」を武器に日本料理店「酒肴　哲」をリニューアルオープンし、百名店を目指す！ 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社プレシード 8150001020363 取引先ニーズをサービス化、動画制作案件マッチング事業へ新展開 株式会社ＷｅｌｌＦｌａｇｓ

近畿 大阪府 大阪市西成区 有限会社アクアライアンス 4120002002128 フィリピンでの出店を目指した「たこ焼き居酒屋」への転換 株式会社ＣＦサポート

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ビーラインワーク 8120001137474 イベント業から「ご当地スィーツ」の小売り業への新分野展開 倉内　雅寛

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社サンクス・モア 3120001000488 無農薬野菜惣菜を製造しスーパーへブランド商品として販売する 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 カジカワ有限会社 5120002005344 地域の健康増進を実現「地域密着型パーソナルトレーニングジム」 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 はり・きゅうＫＥＩ 成長期の小学生が「怪我しにくくなる身体を作る体操教室」事業 吹田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社シー・イー・エス 3120001064707 スピーキングに特化した法人向け語学学習支援プラットフォーム事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｂｅｃｑｕｅｒｅｌ 1120001142910 体験型・分散型宿泊施設の運営～過疎化地域の再生を目指して～ 相川　良和
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近畿 大阪府 堺市西区 株式会社井上自動車 3120101052826 水性塗装ブースと新冷媒ガスリサイクル機の導入により、環境と生産性に配慮した商用車専門整備事業者へ特化 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 門真市 株式会社エイコー食品 5120001160116 納豆アレンジメニューで挑む、キッチンカー導入による新事業展開 田川　智洋

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社アヅミエンジニア 1120001177080 ＳＤＧｓに貢献！空調工事業者によるフロンガス回収再生事業の創出！ 米田　大作

近畿 大阪府 大阪市西区 大野雅弘 作り手が見える＂クラフト豚まん＂をテイクアウト・ＥＣサイト販売 あすか税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 ＭＳＰ株式会社 8120001228728 コロナ対策万全カメラマンの居ないカメラスタジオ「セルフ写真館」誰でもプロ並みの写真が撮れる 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 ＲＯＳＳＯ　 飲食店が女性向けオリジナルアクセサリーのＷＥＢ販売へ参入！ 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市西区 承 素材に拘った「和食材スイーツ・お弁当」のテイクアウト事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 八尾市 株式会社友澤工務店 8122001034858 内装工事業で培った技術力を活かした家具事業への進出計画 山口　大輔

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 ステージプラス 日替りコミュニティ食堂と小劇場のコラボレーション 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東成区 感と間 飲食業１５年の経験を活かした製造業への変化 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 合同会社アリアンツ 7120003014425 「日本の労働力不足の改善」外国人労働者にフォーカスした職業紹介事業による再構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 城　常義 こだわりの調味料・料理のＥＣ販売参入　事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

近畿 大阪府 大阪市福島区 くだものだもの 缶ボトルパッケージを使った中食事業への参入 野々口　精

近畿 大阪府 大阪市住吉区 焼鳥ダイニング暁 少人数制に特化したバーの開業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ディー・スリー 5120001163985 無農薬野菜の惣菜を一貫製造して小売店へ販売する 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社津田商店 7120001010450 伝統的表装技術の動画配信マーケティングによるクロスのＥＣ販売事業 税理士法人ジェイエスケー

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ｔｏｙｏｕ 7120001213144 ＩＯＴ開発受託事業 深堀　雅展

近畿 大阪府 富田林市 株式会社本所建設 2120101031194 ドローンを利用した測量、点検、空撮事業 株式会社塩沢コンサルティング

近畿 大阪府 大阪市西区 ポスＣＯＭ株式会社 3120003009775 新分野展開　就労継続支援事業計画 杉本　剛

近畿 大阪府 大阪市東成区 有限会社フューチャーボーン 8120002063323 コロナと立退　ＷピンチはＷチャンス。売上倍増計画。 ライオン橋税理士法人

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社Ｏｊｙｕｋａ 1120001246455 対面接触機会の少ないセルフホワイトニング事業の新規展開 野村　辰之

近畿 大阪府 大阪市大正区 炉端焼き酒場　中々 「おおさかもん」を活用したラーメン店出店計画 亀山　勝幸

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ライフプラス 8120101030629 無料Ｍ＆Ａサイト運営事業への進出 蔵重　篤史

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社ハイフィールド 3120001216976 大阪の新たな名物「大阪ラーメン」を生み出すラーメン店事業の展開 エース税理士法人

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社川上クリエイション 9120001114282 組立式段ボールと保冷式エコバッグ兼ナップサックの販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 松原市 有限会社ハーテリー 8120102010571 ノベルティ兼オリジナルグッズ製造販売事業の新分野展開 髙司　浩史

近畿 大阪府 大阪市平野区 Ａｘｅ株式会社 9120001115685 仲介先企業の作業服等の名入れ加工と全国規模のオンデマンドプリントサービス 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ルセット 3120001121367 高齢化する分譲宅地エリアへの食とコミュニティ支援事業 三木　保宏

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ＳＵＢＡ 5120001199889 日本とヨーロッパの懸け橋に！ＢｔｏＣ販路開拓で輸出業へ挑戦 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社グランキュア 1120001220749 整骨院の強みを生かしたパーソナルジム事業の展開 株式会社Ｇｅｔ－Ｇｒｏｕｐ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社北野ウイング 5120001161312 デジタルセールスツール活用した防水防汚力の高い寝具の開発販売 税理士法人ウィズアス

近畿 大阪府 泉南市 株式会社セティ 8120101045404 ５軸ＣＮＣ旋盤の導入よる太陽光発電用重要部品の検査分野への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 有限会社和田バルブ工業 3120002075397 次世代エネルギー「水素・アンモニア」設備向け超高精度耐圧バルブの製造 成協信用組合

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社野村鍍金 6120001050398 半導体関連製造装置の省エネ化によりグリーン成長分野に貢献 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社清水鉄工所 4122001018708 門型五軸加工機導入による水素発電用ガスタービン分野への新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 株式会社アローズコーポレーション 5120001139515 木質バイオマス発電用チップの製造で産業廃棄物を再資源化 株式会社愛知銀行

近畿 大阪府 東大阪市 木ノ本伸線株式会社 6122001001819 軽くて高強度なマグネシウム合金普及促進のための合金屑リサイクルシステム構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東成区 有限会社永勝工業 8120002006496 大胆な設備投資によるＥＶ向け部品の専用加工ライン群の立ち上げ 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 門真市 元古鉄工株式会社 3120001157403 生産体制の強化と自社グループとの連携強化によるＺＥＢ建築市場への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市生野区 精工理化医療電機株式会社 7120001017834 高レーザー加工機で創るグリーン成長戦略のパワー半導体製造装置 トラストサポート株式会社

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社岡井鉄工所 5120101039499 ＥＶ車向け特殊形状の締結部品の短納期・低コストでの製造方法の確立 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 丸紅木材株式会社 6120001031695 日ＡＳＥＡＮ間の深化により世界のカーボンニュートラルに貢献できるグリーン成長戦略の実現。 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 摂津市 株式会社あったかハウスナビ 2140001054558 データセンターの需要拡大に伴うエネルギー消費を低減する液浸冷却システムの開発 税理士法人ＧＬＡＤＺ

近畿 大阪府 大阪市西区 南海化学株式会社 1120001046120 高塩素含有無機資源のセメント資源化を促進する脱塩事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 大阪府 大東市 有限会社新生スチール 8122002012697 精密板金加工技術の獲得による電気自動車市場への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市中央区 スズカ電工株式会社 7120901014823 地域循環共生圏の核となる高効率廃棄物発電所の建設計画 税理士法人ＧＬＡＤＺ

近畿 大阪府 大阪市北区 グローバル・テック株式会社 9120001108433 「電池パック・モジュールの安全性試験」と「試験体内部状況の検査」 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 高槻市 有限会社紋珠 4120902011459 ヒートポンプ等の冷暖房システムを開発・提供し低炭素社会を実現 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社山本金属製作所 7120001021984 カーボンニュートラルに向けた摩擦攪拌接合の高度化推進支援サービス 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社東研サーモテック 8120001010565 ダイヤモンドコーティング事業化による事業再構築と脱炭素社会の実現 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 ヤスダエンジニアリング株式会社 8120001131452 ○ ３者連携により革新的な技術を用いたシールドマシンの開発並びに製造・メンテナンス体制を構築する

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ウイングス 2120001122449 ○ ３者連携により革新的な技術を用いたシールドマシンの開発並びに製造・メンテナンス体制を構築する

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社インテック 7120001037353 ○ ３者連携により革新的な技術を用いたシールドマシンの開発並びに製造・メンテナンス体制を構築する

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社ジェイ・ポート 6120001106209 再生エネルギー（フラフ燃料）で資源循環と低炭素の実現 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ベックオン 8120001220718 弁護士情報収集システムを導入し弁護士専門転職サイトで新分野展開 岡野　秀章

近畿 大阪府 大阪市都島区 真榮建創株式会社 9120001189382 リフォームとビル管理ノウハウで民泊事業を新分野展開しコロナ後の大阪インバウンド需要を捉える 協同組合さいたま総合研究所

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ビーフィック 4122001023617 既存事業で培った音楽教育の知見・ノウハウを活かし子供の成長を支援する学童保育、及びダンス教室事業による新分野展開 野田高士

近畿 大阪府 東大阪市 笹田内装株式会社 5120001188529 米粉を活用した焼き菓子・パンのテイクアウト販売 谷　友博

近畿 大阪府 大阪市住吉区 太陽スポーツ株式会社 4120001033132 野球用品で磨いた名入れ技術を活かした「名入れ贈答品販売」への挑戦 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 吹田市 ＭＴＩ株式会社 3120901042308 本格海外の味をブーランジェリーカフェ＆インターネットでお届け 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社心屋 2120001171041 ポストコロナ時代の新たな収益基盤構築に挑戦「ＦＣブランド品買取事業」 佐々木　智浩

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社Ｈ．ｓｋｅｔｃｈ 2120001164202 巣籠りで湧いた創作意欲と傷ついた心をプロの技術指導で満たせ！ 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アークティック 4120001109808 懐かしくて新しい。昭和レトロな甘党北極をモダンに復活。 税理士法人ＭＦＭ

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 ル・パタン株式会社 6120001166525 Ｗｅｂアプリを開発して店舗及びクリニックの消毒事業に業種転換 末吉税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社マグコーポレーション 6120002063853 美容経験を生かした移動型フォトスタジオサロン 坪井　亮

近畿 大阪府 松原市 株式会社セルビス 1120101025338 女性用インポートブランド服の店頭販売からネット専用販売へ転換 森本　浩臣

近畿 大阪府 藤井寺市 株式会社エヌアールディーコーポレーション 7120101034779 「餃子専門店」から「高級冷凍餃子のテイクアウト専門店」へ業態転換計画 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 羽曳野市 有限会社丸福 9120102018977 厳選した和牛でオリジナル商品を生産し、ＥＣ事業で販路開拓 仙波　洋平

近畿 大阪府 大阪市福島区 有限会社丸德 6120002046726 市場ｔｏ市場！厳選素材の手作りおむすびで市場と地域に活力補充 廣岡　茂男

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社天国 7120101039943 子供達をやる気に！コロナでも安心して学べるオンライン学習塾への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ミネ 6120001008727 地域密着！赤ちゃんやアレルギーを持った子供たちに安心して食べることができるグルテンフリーの焼き菓子店を開店 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社Ｇａｓｃｏ 1120003013028 現場系の小規模事業者を支援するシステム開発販売へ挑戦 髙瀬　哲也

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社４４ 5120101035993 地元食材の素晴らしさを通販・自販機事業を通して世に広める！ 税理士法人ＦＬＡＰ

近畿 大阪府 大阪市東成区 有限会社エラン・ヴィタール 9120002039867 アクリル板アクセサリーの自社生産への転換によるオリジナル商品の開発・販売 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市浪速区 合同会社Ｙｏｓｈｉｉ　Ｐｒｏｊｅｃｔ 4120003021234 パーソナルトレーニングの接客・サービスを活かしたヘアカラーサロン 大阪商工会議所

近畿 大阪府 高槻市 株式会社悠喜舎 2120001173153 セントラルキッチンで製造する手作りの美味しさを実現した料理の提供による給食市場への進出 本出　一正

近畿 大阪府 大阪市東成区 蒲田化工株式会社 9120001012008 塗装部門の新設と事業再構築によって実現するニッチ分野強化の取組 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 高槻市 有限会社栗林商事 5120902011607 「美ね吉の味」をいつでも手軽に！冷凍食品による新分野展開 サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 合同会社Ｔ２ 5120003013882 強みの創作・日本式メニューと感染症対策で笑顔のいきかう焼肉屋 廣岡　茂男

近畿 大阪府 富田林市 株式会社角丸 5120101031373 『安心・快適・長持ち』する住環境を、当社初のリフォームショップで。 株式会社ブレインリンク

近畿 大阪府 門真市 株式会社吉田基礎工業 1120001203480 少数精鋭事業者が行う大阪地域の業者連携による前後工程一貫化 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 キックアス 販促ノウハウと繋がりを活かすスパイスカレー店で地元駅を元気に 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大東市 株式会社ボディーショップＬｉｎｋ 8122001035328 待ちから攻めへ！塗装技術を活かした高級車向け保護フィルム事業 廣岡　茂男

近畿 大阪府 吹田市 株式会社スピカ 3120001174794 インテリアコーディネートのＡＩ提案型プラットフォーム開発・運用 佐々木　亮輔
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近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＧＯＬＤ－ＳＴＡＲ 8120001180425 家でもお店の味！製麺工場新設＆効率化した直の卸売販売で、全国進出へ 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社昱安 5120001205639 展示する陶磁器を使って飲食を楽しめるギャラリーカフェの開業 株式会社トリプルバリュー

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ロココ 1120001179184 鍼灸師の資格及び施術ノウハウを生かした店舗型ビジネスの展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社サンダテック 5122001004211 ブラスト・非リン系潤滑剤塗布・伸線のボルト用伸線材事業を新規立上げ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社伸和工業所 8120001115174 段取り工程の削減とリードタイム短縮による発電機分野等への進出 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ジェーシーフレンド 2120001135070 ＯＥＭ・ＯＤＭで培った物づくりの熱意・ノウハウを活かした自社ブランド商品の展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 摂津市 三島金型株式会社 9120901010110 漆器工芸品の製造および自社ＥＣサイトによるオンライン販売事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 三島郡島本町 株式会社エムケイワン 6120901034896 戸建建築業者のショールーム兼立ち飲みＢＡＲへの新事業展開 武田　一

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アクト 8122001026252 オーダーメイド家具メーカーが挑む新分野展開プロジェクト 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 枚方市 株式会社タナカカメ 4120001150019 精密加工品製造という新たな事業展開を通じた医療機器業界への参入事業 仲下聖治

近畿 大阪府 大阪市中央区 フジミ印刷株式会社 6120001088430 バイオインク・バイオプラスチックスによるグラビア多色印刷を量産化 このえ税理士法人

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社ダイマツ 1120101038703 組立式屋台・フィッティングルームの製造販売により各業界・地域の活性化に寄与する 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社秀工作所 3120001029684 複合加工機による臨床検査機器の部品製造を通じた医療医薬業界への参入事業 仲下聖治

近畿 大阪府 茨木市 エヌアイラボ株式会社 7120001220149 全国の医療機関・麻酔科医向け緊急求人プラットフォームの開発 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

近畿 大阪府 阪南市 大和葬祭株式会社 4120101051975 大阪府内地域密着オンライン葬儀会社紹介サービス 岩橋　亮

近畿 大阪府 枚方市 株式会社フォワードＢＨＬ 1120001152331 ＡＩチャットボット・自動見積システムを活用したリフォーム提案 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ソニックブーム 9120101023937 高速道路橋梁などの道路構造物のバキュームブラストマシンよる、コンクリート素地補修工事事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ＢＯＩＳＵＮＳ 8120001198236 収益減の輸入販売業から「生分解性素材製品」製造業への業種転換 平　了輔

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社雷鼓 2122001025581 補助事業名：持続可能な地域社会を目指した、下町コミュニティの再構築レンタルスペース運営事業 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 有限会社いづみ 1120002052448 産業機器用途の大型プラスチック包装袋の製造を新たに加え売上増大 税理士法人オフィス・サポート

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社ミック 7120001016332 衛生意識と安心・安全要求に応える市内初の「カフェ併設型」コインランドリー 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社か数 2122001027818 左官用塗材の製造販売とコンクリート研ぎ出し仕上げ工事への新規参入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ＭＡｒｃ 8122001014406 購入要望の強いフレンチシェフによるハンバーグを冷凍食品として製造販売 杉浩行

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社サテライト 7120001152301 省エネで地球環境に配慮しＳＤＧｓに貢献する長期滞在型特区民泊事業 桜内　文城

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ナンノ 2122001005682 「建築業界向け『大口径ナット』用精密金型の開発・設計」 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 摂津市 三和化工株式会社 5120901009453 ＥＶ自動車市場参入のための最新設備導入により事業再構築を実現 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 守口市 株式会社モック 6120002080469 金型製造器具メーカーによる自社製品を組込んだ金型製造分野への参入計画 吉田　正人

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ハンズトレーディング 3120001144888 免疫力強化する生はちみつ新商品開発及び国内生産への事業転換 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社アルミネ 9120001041130 脱炭素・省エネによるマルチマテリアル事業 上村　昌也

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社水谷製作所 7122001007261 製造業の生産性を向上させる省人化ロボットシステム設計・製造への進出 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ブルーム 8120901016595 ホテル・マンション・空き駐車場常設型２４時間完全非対面で利用可能なレンタカー事業 吹田商工会議所

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社湯浅不動産 1122001023909 「寝屋川公園」駅前の好立地を活かしたカフェ等の商業施設の運営で地域振興に貢献！ 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 泉大津市 大津毛織株式会社 5120101042206 生産効率向上システムの開発による天然綿素材染色への新分野展開 泉大津商工会議所

近畿 大阪府 豊中市 株式会社東豊精機 9120901024837 市場初となる培養液の注入ガイドを開発し、簡易かつ高品質な培地の作成を可能とする 立野　靖人

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社エスク 5120001031960 鳥害対策業界での新しい対策の開発によるウイズコロナ下での業績挽回 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社萬輝 6120101050752 コロナ禍でも安心して利用できる、接客の非対面化を追求した飲食店を開店する事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市此花区 ＤＡＥＬＥＣＯ 住設機器卸売商社向けの見積管理・施工管理システムの提供による新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社Ｈｏｎｅｓｔ 7120101059990 オリジナルゴルフウエアブランド「Ｆａｂｔｉｍｅ」販売拡大事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 枚方市 株式会社Ｔ・Ｓ・Ｕ 3120002076651 コロナ禍の巣ごもり需要に応える国産小麦１００％の手作りパン製造販売 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ジェニュイン 7140001091448 オンライン×リアル×物販×飲食　コロナに負けない全方位型ライブスペースによる事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市中央区 リフレッシュサービス株式会社 5120001221561 マッサージサービス業務管理システム、システム連動アプリ 株式会社リアリゼイション

近畿 大阪府 大阪市中央区 スパークル株式会社 9120001134842 高齢者向けフィットネス、トレーニング、栄養指導ジムで業界革新 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 ＬＩＮＫＳ株式会社 3120001171692 土木建設業の強み・既存事業のシナジー効果を活かした土木建設業界に特化した人材派遣業への業種転換 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 コンビニカット ヘアカラー事業の立上げ 丸山　千寿

近畿 大阪府 大阪市東成区 和牛処なかざき 代表の人脈を活かしたトーナメントプロによるゴルフ練習場進出計画 冨松　誠

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ａｎａｓｔａｓｉａ 2120903001709 占い館がＶチューバーで日本の占いカルチャーを世界へ発信する みのり税理士法人

近畿 大阪府 大阪市住之江区 ヨモツ工業株式会社 9120001208010 自動化ロボット向けの精密金属部品加工による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 河内長野市 有限会社タンポポ 3120102019964 「デイサービス（通所介護）」及び「お弁当デリバリーサービス」の立上げ 丸山　千寿

近畿 大阪府 高槻市 株式会社浩生 9120901013939 錆の増殖を防ぐ画期的な塗料の製造販売事業への新たな事業展開 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社マイクズプロ 3120001047397 保育園、幼稚園の動画配信サービスの立上げ 丸山　千寿

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社ｌｅｇａｍｅ 1120001196493 店舗を改装し、ケーキの製造・小売り事業に新たな展開をする 大阪信用金庫

近畿 大阪府 門真市 株式会社三ツ島コーヒー 2120001229558 コーヒー豆の自家焙煎で、自社オリジナルコーヒー販売へ新分野展開 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 大阪府 箕面市 株式会社Ｐｌａｔｉｎｕｍ　ｒｕｌｅ 4120901041201 精肉等の小売部門創設と飲食部門による「肉の複合施設事業」開始 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 有限会社雁木製作所 3120002007887 子供の運動能力低下に歯止めをかける室内練習場提供事業 税理士法人タクセス

近畿 大阪府 高槻市 中央砕石株式会社 2120901011478 砕石工場副産物（脱水ケーキ・砕石粉）の遮水材としての資源化 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪狭山市 シマノ株式会社 3120101027019 珈琲自家焙煎所に地域イノベーションを融合した包括的で多様性に富んだ福祉事業の併設 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 河内長野市 株式会社一休 6120101057293 バームクーヘンを中心とする焼き菓子の製造卸売業への業種転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 株式会社アイリス 3120901030097 複合アクティビティ施設「アソでアソぼ！（仮）」の建設 久保　徹雄

近畿 大阪府 大阪市中央区 米山薬品工業株式会社 9120001091910 フロー精密反応による新たなアミノ酸製造と製品化事業 株式会社愛媛銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 ケイビーカンパニー株式会社 5120001137188 着信電話の自動音声応答、チャット転送による情報共有化サービス提供 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大東市 セイブプロセス株式会社 9122001015460 産業用ロボット用スーパーエンプラ部品への進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 茨木市 株式会社伊藤商事 3120901000158 『苔を使った壁面緑化システム』の新規開発・販売 株式会社アクセルパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市北区 ＤＲＣ株式会社 5120001130143 検体の試験を通して、システム会社と協力しパーソナライズされた商品を顧客に提案する新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社久保田興業 7120001198963 吊り足場設置工事事業への新規参入 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市浪速区 ワンゲイン株式会社 5120001103842 電源関連製品の販売業者による、コミュニティ・サロン型のワインショップ 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社大忠建設 9120101003749 ゲストハウス改修により一棟貸しホテル経営とコンサルティング事業に挑む 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 東大阪市 雄工精機株式会社 6120001025714 リティナー製品の新規製造・販売で、コロナ過からのＶ字回復 大阪信用金庫

近畿 大阪府 守口市 ダイシン工業株式会社 2120001156059 オフィス家具業から、集合住宅向け宅配ボックス事業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社タカセ電設 3120101052719 古民家再生プラン！地方創生×地域共生型ドッグラン付１棟貸宿泊施設 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市中央区 大阪観光株式会社 3120001092773 旅館を活用した和のコワーキングスペース運営業への新分野展開 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社山金工業 3120001132265 金属大型部材製造に対応しＺＥＨニーズに応える事業再構築の実現 株式会社フロウシンク

近畿 大阪府 池田市 ユープラス株式会社 1120901033655 レーザー加工機導入による海外製造委託品の内製取り込み 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＣＵＲＲＹＦＯＲＮＩＣＡＴＩＯＮ 6120001228928 郊外の潜在美容師をターゲットとしたシェアサロンの展開計画 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社インフィニティ 8120001211411 大人が眠る魔法のドライヘッドスパ（ｍｅｌｅｅｐ）の運営 稲田光浩

近畿 大阪府 泉佐野市 有限会社ケアーオフィス泉佐野シニア 4120102023593 障害者の自立と地域貢献を実現する就労継続支援Ｂ型事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 泉南市 株式会社ベリーデコ 8120101046815 地域資源を活用した「ｎｉｄｏ　ＧＥＬＡＴＯ」ブランドのＤ２Ｃビジネスでの新展開 株式会社マドック

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社メタルカラー 5122001007445 医薬品包装事業で培った高度品質管理体制による、高機能・高付加価値な建材等の加工事業への参入 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社カギヤ 8120001221229 鮮魚卸事業者によるシナジーを活かした小売販売事業への参入計画 西脇　義幸

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社メタルライン 4120001202884 ダイカスト技術獲得によるマンション用建築金物製造分野への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社トゥエンティワン 5120001188917 ８０５０問題を解決し引きこもりのない日本を創る就労継続支援事業 黒田　浩之

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社北岡製作所 3120001127307 新規自動旋盤導入により外注製品の内製化を推進する業態転換計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 有限会社カネキ 2120002070580 廃棄ロス激減。漁業者と飲食店を救う、活魚の直接取引事業 田中　裕之

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社パワーアーツ 6120001139885 丹波篠山の地域特性を活かしながら行うアウトドア型スポーツ教育事業の運営 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＳＥＩＴＯＫＵ 1120101035725 国の急務とされるＥＶ車普及に貢献すべく普通充電器の製造販売に挑戦 株式会社エフアンドエム
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近畿 大阪府 大阪市旭区 有限会社スペースインテリア・ナカノ 8120002064189 木工所事業（木製建具工事業、木製品製造業）への進出 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 岸和田市 義丸水産冷蔵株式会社 3120101037868 急速冷凍機導入による未利用魚（イワシ）の商品化＆Ｄ２Ｃ商流構築に挑戦！ 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 大阪市北区 ＲＥＭＯＤＥＬＡ株式会社 7120001230107 小規模リフォームにおける施主と職人を直接つなぐサービスの展開 岩﨑　良子

近畿 大阪府 大阪市中央区 ルーツ・サプライ株式会社 2140001092038 自然・食育を学べる体験型宿泊サービスに挑戦！地域の生産者と連携して食育・地産地消を推進 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 大阪市西成区 有限会社東宝電業社 7120002002240 電気工事のノウハウと顧客関係性を活用した、空調・消防設備設置事業参入計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 センチュリー地所株式会社 2120001100388 テレワークとバリアフリーに対応した客室を提供する新分野展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社ロイヤルホース 6120002051627 ライブ動画配信サービス等サービス提供の多角化への新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 大阪市西区 Ｋｏｉ－Ｆｉｔ 運動を継続できる環境を！託児所付２４時間営業のフィットネス事業 山本　高久

近畿 大阪府 大阪市中央区 スリランカ料理アルッガマゲ 冷凍スパイスカレーの開発に伴う加工場改装およびＥＣ販売による全国展開 長野県商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社しまかぜ 3120001175792 小物輸入販売における流通加工工程の事業化（新分野展開） 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 岸和田市 有限会社居宅介護支援事業所・愛１０１ 9120102022616 新たに入居型老人ホームを始めることで包括的介護サービスを実現！！ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社神原鉄工所 2122001001590 付加価値の高い加工に取組む門型ＮＣフライス盤導入による業態転換事業 のぞみ信用組合

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社西峯化学 8120001002380 化粧品容器の製造～充填後の仕上げ工程を行う業態転換計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 河内長野市 株式会社林鉄工所 8120101049561 高精度加工設備の導入とＷＥＢ受注による試作品ビジネスへの参入 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 和泉市 株式会社小林新建 4120101043535 リフォームのノウハウを活かし中古住宅買取再販を主とした不動産事業へ進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ＭＫＡ 8120901017841 焼肉店の精肉屋事業進出による地域の食肉需要への対応 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社中西商店 9170001015369 飲食コンサル事業者が挑む従業員向け教育アプリ事業の新規展開 大西　剛広

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アトラスト 5122001029324 建設業での顧客対応力を活かした就労支援事業所の開設による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 川﨑製パン株式会社 8120101038052 学校給食の米飯需要の急増に対応する社内体制の抜本的変革で新事業展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ｓｗｏｒｄｌｉｅｆ 3122003000672 自分の好みの香りをアレンジ制作　地域密着型ハンドメイドアロマ 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ＡＬＯ　ＨＯＵＳＥ 8120001208597 極上のリラックス空間×眼精疲労回復・予防×ドライヘッドスパ専門店の展開 大澤　悠

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社キョーエイ 9120001062853 鉄骨階段製作の内製化率を高め、大量受注できる体制で都市開発に貢献 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社ダイコー 8120101035371 最新型ラミネート機導入によりバイオマスフィルム事業化を促進する 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社グッドウィルサービス 7120101049026 業界初めてのペットサービスが充実したドッグランカフェ 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社小林工業所 5120101039680 西日本大規模インフラ整備を高精度技術で底支え、道路標識支柱鉄骨等製造業への業態転換計画 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 エムアンドビイフーズ株式会社 2120001119593 タコの加工販売による新分野展開で新型コロナの影響を乗り越える 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 岸和田市 根来酒店 ２４時間完全予約制シュミレーションインドアゴルフ練習場を開設し、楽しく上達できる安全な空間を提供 岸和田商工会議所

近畿 大阪府 茨木市 株式会社富士パッキング工業所 1120901001884 車内の静音・断熱施工サービスによる「Ｂ　ｔｏ　Ｃ」事業への新分野展開 阿波銀コンサルティング株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＬＥＮＧＥ 3120001124980 オリジナルブランドを立ち上げＥＣを活用したＢｔｏＣ事業の新設によるＳＰＡビジネスへの展開 田附　貴章

近畿 大阪府 大阪市北区 京阪高速出版印刷株式会社 8120001063480 製本システムの導入による完全一貫生産システムの構築 有限会社グリーン経営サービス

近畿 大阪府 大阪市都島区 光星技研株式会社 1120001007436 ５軸加工に対応した生産体制構築による複雑形状治具製造への参入 ひまわり経営サポート株式会社 三菱電機クレジット株式会社

近畿 大阪府 枚方市 株式会社シップス 5120001149745 ホテル等の空室減少を通じて地域経済の活性化に貢献する「スペースシェアリングサービス」事業 株式会社滋賀銀行

近畿 大阪府 南河内郡太子町 株式会社ＩｄｅａＰｏｃｋｅｔ 3120101034956 農家直販マッチングプラットフォーム・サービス運営で業種転換 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ｓｔａｃｋ　Ｄ 6120101060751 店舗デザイン・施工の経験を活かして、自社オリジナル家具・備品の製造販売に挑戦！ 株式会社シャイン総研

近畿 大阪府 大阪市浪速区 橋本鉄工株式会社 2120001039552 表面から内部に至る全空間を対象にした応力測定の総合ソリューション事業 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 株式会社こんにちは 6120101040745 介護サービスで培ったサービス力を活かした、県外集客も可能な高濃度温泉が魅力の入浴施設へのチャレンジ きのくに信用金庫

近畿 大阪府 大阪市大正区 アーバン・テック株式会社 4120001140878 ＥＶ急速充電設備開発・製造・販売・充電設備シェアリングサービス 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アイテム 5122001012940 偏芯加工可能なターニングセンタ導入による次世代自動車部品製造 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社鷲谷商店 9120001025868 富裕層会員との関係性を活かしたシミュレーションゴルフ練習場事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 大阪市東成区 東陽精工株式会社 6120001013074 精密アルミダイカスト技術を強みとした一気通貫製造プロセス構築による医療分野への進出 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社キョータカ 2120101035328 精肉店からハイクラス和牛ホルモン専門店への挑戦 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｋ’ｓインターナショナル株式会社 3140001098125 通訳付きハイブリッド型株主総会・決算発表会運営支援事業 坪井　亮

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社川嶋製作所 2122001013009 多軸加工対応と高精度案件の内製化による収益拡大計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 摂津市 株式会社サンショー 5120901009420 インサート成形の工程を自動化し省人化と高精度化を実現する業態転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 伊藤精工株式会社 7122001021816 ５軸制御マシニングセンタの導入による燃料電池車の普及に資する新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社高見紙化工所 8120001020903 オンデマンド印刷機の導入によるカラー印刷事業への参入 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 大阪府 東大阪市 猪野工業株式会社 1122001000874 成長著しい海外向け高級自転車パーツの加工事業への新分野展開 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 増見哲株式会社 7120001089626 淡路発　廃校利用のサステナブルファッションプロジェクト 株式会社ＯＡＧコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社カンマコーポレーション 5120001118304 クラウドカメラを活用した防犯システムの構築と新規顧客サービス展開 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社クラブコスメチックス 4120001042884 化粧品容器の変化を先取りし、環境配慮型の化粧品製造で事業再構築に挑戦 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 八尾市 株式会社東光製作所 9122001019437 大型ステンレス製品の高精度生産体制の構築 松下　隆信

近畿 大阪府 枚方市 有限会社クールメイト 6120002076095 不織布の保冷剤製造を通じて医療食、介護食業界へ進出するための業態転換 枚方信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 有限会社八龍歯車工作所 6122002014514 高精度加工が要求される中型静音歯車分野への展開 マネーコンシェルジュ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社石山 8120001074478 和菓子・洋菓子二刀流を強みに、新商品開発と販路多角化を進め、売上拡大へ挑戦 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社協進金型 6122001001967 医療機器金型の設計・製造事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 摂津市 株式会社ＨＥＲＯ’Ｓ 5120901045424 ドライバーの技術向上支援を行う「レース塾」開校による事業再構築 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ワサビ 8160001015131 丸投げ型越境ＥＣ販売サービスの構築による小売業への業種転換 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 高石市 バーアイス コロナ禍で影響の大きいＢａｒ運営から、インドアゴルフ事業参入による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 ＫＵテック株式会社 8120901028236 赤外線画像と高精細画像のエビデンスデータによる点検作業の新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社フリーク 4120101029716 道具業界の革命商品！電動釘打ち機でファブレスから製造業へ転換 青石　吉司

近畿 大阪府 柏原市 株式会社サンクチュアリ 8122001029230 高齢者の健康寿命の延伸へ、「訪問看護＋訪問鍼灸」のＷケアプラン 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社フューチャーバランス 3120002052900 世界で爆発的人気「ナチュールワイン」の専門輸入販売事業 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 八尾市 株式会社籾山製作所 9122001020320 ケースカシメ装置、シート貼付装置導入によるＥＶ分野への参入 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 株式会社永井瓦工業 1120101061746 瓦専門業のノウハウと先端技術を活かした解体業への進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 中村電工株式会社 9120001159773 空調換気工事の内製化で電気＆空調換気工事ワンストップ体制確立 中原　広一

近畿 大阪府 大阪市生野区 有限会社紀和金属製作所 2120002009380 農作業用噴霧器部品から半導体製造工場配管洗浄部品の製造への業態変換 箱谷　茂廣

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社Ｋ・Ｔ・Ｍ 7122001035452 加工工程の内製化による省人化・自動化装置等大型製品への進出計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 岸和田市 有限会社ミユキテック 8120102021643 ハイブリッドドライブベンダーを導入し医療・福祉機器分野へ進出 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 八尾市 協和電線工業株式会社 5122001018277 ５Ｇ対応高速通信ケーブル製造事業の展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 一般社団法人ミュージアム 7120105008754 生活訓練事業を行う福祉サービス施設の開設 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 岸和田市 有限会社エスアール 7120102020844 電池カバー等新製品の製造及び加工請負サービス参入による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社ウェル 6120101029573 介護業界での人材サービスから住宅型有料老人ホーム事業への転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ｍｉｎｔ 1120901039685 保育所での弁当・惣菜販売による地域唯一の就業女性支援 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 スタジオ・サラサ株式会社 2120001177880 スモールビジネス活性化を図る商用リアカーの製造販売業への取組 中村　誠

近畿 大阪府 八尾市 株式会社酒井製作所 2122001018536 板金への工法転換で量産化を実現させる新分野参入事業 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社フロンティア 5120001112190 関西地域初の「屋内型ドッグラン兼カフェ施設」の運営による新分野展開計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 シイエスピーク株式会社 3120001197291 伊勢を美味しく包む！非日常感で味わう！地場食材のクレープ販売で再構築！ 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 エス・テー機設株式会社 7120001028609 最新型設備の導入によるＳＡＷフィルタ製造装置の部品製造への新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＡＤＣ 2120001137868 撮影に適したアイランドキッチンがあるレンタルスタジオ事業 蔭山　隆茂

近畿 大阪府 八尾市 吉長工業株式会社 7122001020578 熱交換器用ステンレス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 大阪府 東大阪市 株式会社ＨＥＩＺＯ　ＫＩＴＣＨＥＮ 9122001029881 就労支援分野からの新分野開拓！女性向けグループホーム事業の展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社上島ポンプ水道工業所 6120101000765 工期短縮・コスト削減を実現させる空調工事への展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社サンクリエイト 8120102011330 ホテルと飲食店が地域一体で取り組む大規模テレワークの新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 エスアール不動産コンサルティング株式会社 7120001183528 測量専用ドローンを活用した確定測量による空家問題への対策事業 木村　三奈子
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近畿 大阪府 柏原市 ウイング株式会社 5122001022799 資産をフル活用してお客様をもてなすグランピングサービス 竹中　永健

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社リファイン 1122001017497 デリバリー・テイクアウト販売を取り入れたタッカンマリ店の展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 豊中市 有限会社角田工作所 3120902018001 モーターや発電機分野のモーターコア製造用の金型を新たに製造 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社永野元製作所 8120101000598 パンチレーザ複合加工機を導入して外注対応の案件を内製化する計画 北浜グローバル経営株式会社 株式会社アマダリース

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社森井製作所 1120101007286 自動溶接装置導入による特殊自転車量産体制を構築する業態転換計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社立ち寿司 9120001146128 大阪ミナミへのマイクロツーリズム需要を取り込む民泊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 東大阪市 八代製薬株式会社 7122001007757 ６０年以上の医薬品製造経験を活かし、医薬品専用倉庫業へ 神谷　亮賢

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社堀鉄工所 4120001013605 より大型で複雑な「音響機器」部品加工に参入、企業の新製品開発を支える町工場に！ 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市港区 日本キャスティングメタル株式会社 8120001186050 高性能マシニングセンタの導入による鋳造部品用模型の製造及び販売 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 摂津市 有限会社メインワークス 6120902009261 内装経験２０年の職人集団で高品質な造作家具製造・販売への挑戦 行政書士法人アクティス

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社山本博工務店 8120001053151 次世代を担う棟梁の育成を目的とした”棟梁育成塾”実施 中村　誠

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社山金 3120101007458 粟津温泉における上質な旅行プランを提供！レンタカー店が手掛ける地域交流型カフェの運営事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ワンダライフ 7120001217995 居酒屋のみの運営から、新しい市場を作り出しＮｅｗドッグサロン×カフェへのチャレンジ 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 枚方市 株式会社トータルエンジニアリング 5120001150174 道路工事・全行程一貫受注体制確立計画 京都信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 有限会社コーワコーポレーション 8120002072324 次世代自動車（ＥＶ）に対応する自動車整備業への転換 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社オノエ家具 5120001042124 リノベーションを含めた家づくりの提案ができる家具店への業態転換 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社キッチンソムリエクッキングスクール 8120001226772 “健康志向”コンセプトの焼き鳥店運営事業への参入による業種転換 日本マネジメント税理士法人

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社渡辺護三堂 5120001096946 最新ＬＥⅮ露光機を用いたフレキソ印刷版の高精細化によるセキュリティー印刷分野への進出 長尾　豊嗣

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 大阪書籍印刷株式会社 8120001129091 印刷業のノウハウを活かした「人と想いをつなぐ」オリジナル文具の開発・販売 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 川勝商事株式会社 1120001042383 ２４時間利用ＯＫのサブスクサウナで、運動が苦手な中高年にも健康生活を届ける新分野展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社夢ｓ 8120001111405 飲食・物販・遊びまでパッケージ！様々な食文化の伝道キャラバン 塩尻　明夫

近畿 大阪府 八尾市 山科産業株式会社 3122001020425 再生素材の横編みニットチェアファブリックの商品化による再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 柏原市 三笠建材株式会社 8120001004369 既存技術に最新鋭曲げ加工機を組み合わせた新分野参入事業 松下　隆信

近畿 大阪府 門真市 株式会社エヌシークラフト 5120001160099 ５軸マシニングセンター導入による先端技術分野向け部品供給体制構築 片岡一哉 三菱電機クレジット株式会社

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 シンパシー　中嶋防水 デリバリーメインの広島風お好み焼き店の出店 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社スタジオブーミング 4120001205672 小規模の建設会社向け業務管理システムを提供する事業計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市此花区 株式会社明和製作所 7120001036628 板金会社の環境に優しい熱調理厨房機器類の開発による新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社サエン 9120001128076 ＤＸ化により実現する、サステナブル素材を取り入れたバッグの製造・販売 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 有限会社一弘建設 8120002069452 プラント用装置の部品の製造・販売による事業再構築 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社出版文化社 1120001081431 ＷＥＢサイト・ＳＮＳの構築技術を用いた社史（コネクテッド社史）の開発と提供 税理士法人熊代事務所

近畿 大阪府 堺市南区 ホウジョウエムエフジー株式会社 3120101006245 冷凍設備向け大型金属部品で冷凍食品産業を支え、ＳＤＧ＇ｓ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 大阪市中央区 株式会社銀の葡萄 8120001127211 ラーメン食材の自社製造事業・中華麺卸売業および冷凍ラーメンのＥＣ販売事業への挑戦 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 四條畷市 株式会社パティスリーモリタ 8122001028678 アイス製造の内製化により閑散期も繁盛店へ経営安定化を図る計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社ＪＯＹ　ＵＰ 8120101048183 専門・技術サービス業から竹活用製品の製造販売業への業種転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 松原市 株式会社手束商店 9120101052688 厳格なコンタミ対策の構築で一般米卸売から特別栽培米卸売へ進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 松原市 株式会社トラスト 7120101051642 収益増が見込める自動車修理業へＤＸを用いた革新的な手法で参入する 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社ボンビプラント 5120101032462 コロナ禍後の社会情勢に適応した提案を可能とする事業 松下　隆信

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社春正建設 7120101005656 ジムとアイスクリーム店を開店し、所有建物の有効利用をする事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 エリカランド株式会社 5120001147435 親子が協力し、「若いマタニティ・ファミリー」をターゲットするエステへ進出 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大東市 株式会社マツキ 7122001015933 ＥＶ向け製品の量産に向けた体制構築と金型製造のレガシー活用 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 有限会社信行テック 6350002004330 アーク溶射導入による安全・品質レベルの高度化と国土強靭化への貢献 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 和泉市 株式会社フジバヤシ 8120101050346 不動産賃貸管理業からドッグツーリズム事業への業種転換 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社カー・トレ 3130001046794 ＥＶ特化型自動車整備工場の事業化への挑戦計画 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ｍｉｒａｃｌｅ 9120001229535 家族みんなで楽しめる『オンラインクレーンゲーム事業』へ転換 大久保　明信

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 ネイルサロン優 ネイルサロンが脱毛サロンに新分野展開し美容をワンストップ提供 大阪商工会議所

近畿 大阪府 吹田市 株式会社タカラ製作所 2120901007170 半導体製造装置向け精密部品の新分野展開事業 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ソキウス 7120001082985 千葉県九十九里町におけるグランピング事業　ハックリベリーガーデン九十九里 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＴＯＷＡ 7122001005158 自動化機械設備によるダイレクトメール（ＤＭ）封入封緘事業への進出 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 大東市 有限会社大阪ステンレス 1122002011061 最先端電子部品の量産体制構築で大阪町工場から世界市場を狙う 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社関吉 9120001223067 コロナ禍の下で大きな需要が見込める３Ｄマスクの製造販売 石塚　実

近畿 大阪府 高石市 株式会社ワークポイント 4120101029385 無添加食品（ミニ豚まん）のＳＰＡ（製造小売）への事業再構築計画 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市住之江区 有限会社ｅａｕ 2120002045962 建設発生土のリサイクル事業への参入による事業再構築 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 リボン食品株式会社 7120001059158 働く女性向け！妊活に必要なホルモンバランスを整えるパン「Ｍｉｎｏｔｔｅ」の発売 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 和泉市 有限会社コウシン設備 9120102026906 従来製造したことのない天蓋ダクトフード製造による新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社エイドホーム 5120101028064 就労継続支援Ｂ型事業所開設で、障がい者と共に地域活性化！ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 タツミ合成株式会社 8120001017924 高濃度・高付加価値かつＳＤＧｓに貢献可能なプラスチック原料の開発 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社アレヴ 2120001114883 営業部員の成果をあげるスマホアプリを活用したサービス事業 椎名　哲士

近畿 大阪府 大阪市旭区 ＡＴＳ株式会社 2120001108497 ○ マリン事業の要素を採り入れた複合リゾート型グランピング事業の開始

近畿 大阪府 大阪市旭区 アーテック株式会社 6120001060208 ○ マリン事業の要素を採り入れた複合リゾート型グランピング事業の開始

近畿 大阪府 大東市 株式会社日の出組 2122001015847 攻めの営業で実現！！ｗｉｔｈコロナ対応型ＩｏＴ×ＺＥＨのサスティナブルな次世代住宅販売事業 酒井　敏行

近畿 大阪府 岸和田市 西野建設株式会社 5120101037321 工事の多角化展開によって、地域密着型のエコシステムを実現する 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市平野区 協栄紙工株式会社 7120001017297 美細化粧箱分野へ進出するロボティック加工体制構築事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 矢野精機株式会社 9120001148784 厳しい環境下、半自動化設備の導入で新たな活路を切り開く 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 米忠味噌株式会社 2120001014852 日本の味噌を世界へ！老舗企業による海外輸出事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市旭区 安泰ニット株式会社 8120001000087 希少素材を使ったオーダーメイドポロシャツ等の小売展開 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社ホームテクノ 1120101023779 「ひとり窓口」で顧客に支持される建設業者がカフェ運営を展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ディバイン 1120001136078 体験型個人宅・個人店舗のリフォーム・オーダー家具事業 稲田光浩

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社マルタケ製作所 1120001021742 パイプ製造工程の変革と新たな加工商品展開による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 宮本設備 地域の観光・雇用に貢献するヴィラ運営による業種転換事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 河内長野市 合同会社優心 6120103002041 地域医療包括ケアを目指し、高齢者住宅事業への進出 亀山　俊彦

近畿 大阪府 和泉市 株式会社アド・ダイセン 1120101041137 Ｏｎｅ　ｔｏ　Ｏｎｅ化をしたペーパーラッピングＤＭ事業への業態転換 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＴＲＹＡＮＧＬＥ＆ＣＯ． 7120101052252 新規ホームエステ美容機器商品をエステ店舗物販とＥＣ販売にて事業拡大 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社グラフィックス 5120001014734 ＣＴＰ、ＨＰ刷新による高付加価値印刷物の製造事業 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ユニソク 7120001150899 オンライン遠隔利用対応の低温ＳＴＭ計測環境の提供サービス新事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 堺市南区 千屋板金工業株式会社 8120101030447 屋根の取付工事業者から、屋根材の製造・販売事業への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社ハルテック 5120101049705 高性能レーザ加工機導入による半導体材料製造プラント工事への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 富田林市 開屋本舗株式会社 3120101050482 ＣＯＣＯ－ＶＡＧＥの技術を生かし企業へアップサイクル商品として提供するゼロエミッションモデル 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ニッポウブレイン 4120001161049 店舗運営ノウハウを活かして、他業界の焼肉店に業種転換！ 税理士法人中瀬事務所

近畿 大阪府 堺市東区 株式会社Ｈ＆Ｓ 3120101055647 手術台フレーム製造を通じた医療機器製造業界への新規参入事業 小笹愛斗

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｐｅｎｓｅｕｒ 4120001130771 様々な資料作成をＤＸ化するクリエティブの粋を結集したテンプレート型ビジネス資料作成システムの開発・運営 合同会社Ｇ＆Ｎ

近畿 大阪府 堺市堺区 南海鋼材株式会社 9120101005043 半導体製造装置部品　フッ素樹脂継手製造の事業化 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社大和螺子製作所 5120101004247 高機能高品質な小径ゆるみ止めねじでハイテク産業を支える事業！ 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｏｗｃ 2120001211177 スタイリストの働き方改革プラットフォーム型シェアサロン 税理士法人ＧＬＡＤＺ

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社大阪抜型製作所 7122001008458 新たな加工技術の獲得による厚みのあるウレタン素材への対応 森下　勉
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近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社イーエムオー 3122001001086 当社が従前から有しているファイバーレーザー溶接技術を活かす事業再構築事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ネスペ 2120001121970 オーダーメイドのＡＩ電話サービスを展開し、新市場開拓する事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社サンピア 4120101003266 商業施設の地下１階（８２０㎡）を改装し、「Ｅ学習等」を誘致・事業参画する。 堺商工会議所

近畿 大阪府 泉大津市 株式会社ＯＳＫ 1120001162834 ６７％の工期短縮化を実現する、土木工事に特化した足場資材レンタル事業の立ち上げ 音谷　章洋

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 マルソル株式会社 8120001110225 ウィズコロナでも安心な茅ヶ崎市初の無人化ホテル運営計画 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 大阪府 泉北郡忠岡町 株式会社オアシス 6120101042898 水性塗料の取り扱いと使用技術を自動車整備工場に研修するサービス 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

近畿 大阪府 大阪市北区 アイリスジャパン モアサナイトジュエリーの新商品開発と販路開拓のためのプラットフォーム構築 久保田　昌宏

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｋ．ＥＮラボ株式会社 2120001220772 焼肉店と精肉店を兼ねた和牛専門店 株式会社トリプルバリュー

近畿 大阪府 豊中市 株式会社アップデート 5120901042495 サウナ付き宿泊施設のオープンを通じた「サウナ・スパ業界」へ新規参入事業 小笹愛斗

近畿 大阪府 大阪市北区 リカーショップやすい １００年続く酒店で唎酒師が厳選した蔵元の日本酒を試飲販売する計画 島本　昌一

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社Ｅｉｇｈｔ 6120101039119 高齢者に寄り添いニーズに応じる。最先端技術を搭載した機器活用による高齢者のための宅配ランドリー事業＆コインランドリー事業 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 泉南郡田尻町 株式会社ファインネクスト 1120101047076 ロケーション撮影とオリジナルアルバム作製によるウェディングフォト事業進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 有限会社ショクホー 5120002078902 サステナブルパッケージの国内外市場開拓へ向けたＥＣサイトの構築。 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 ヒカリ株式会社 1120101047844 熱伝導性の高い異種金属の精密溶接修復事業の確立による新分野展開 アクセルコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ライズ・スクウェア 9122001023182 最新鋭のゴルフシミュレータ機器を導入したインドアゴルフ事業の展開 光畑　裕貴

近畿 大阪府 東大阪市 日伸工業株式会社 7122001005760 オゾン殺菌機を社内一貫体制で生産し新たに医療衛生分野に新展開する。 中央会計株式会社

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社大国酵素 7120002049612 高機能有機酵素肥料の製造販売事業化で有機農業とＳＤＧｓに貢献 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市北区 宮本 ミシュラン２つ星「お料理宮本」がプロデュースするうどん店 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社創輪フーズ 3120001182145 多種多様な商品提供を可能とするデリバリーサービスへの大胆な事業転換 株式会社静岡銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ウェル医療介護総合センター 1011801029011 介護現場の自動勤務シフト作成と自動仕事マッチングを行うサービスの実施 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社創成社 8120101022725 ペット葬儀事業の開始によるペット市場への新規参入 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市東成区 有限会社黒部鉃工所 4120002006707 新規製造機械マシニングセンター導入による産業用ロボット部品製造分野へ参入 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社金紋ソース本舗 2120001000373 業務用から家庭用ソースへの事業再構築 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社Ｆａｌｌ 7120001226583 驚きや感動を共有できるアフタヌーンティカフェの店舗展開 株式会社イソシエ

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社リールスタッフ 6120001114748 就職困難者のトレーニングキッチンを兼ねたＯＥＭデリバリー事業 倉田　晃

近畿 大阪府 大阪市淀川区 韓国料理まんてん コロナ禍における事業再構築のための事業案 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 バイオアイ株式会社 5120001097374 世界初！コロナ対策も万全！真に健康に資する最強の天然型空間除菌空気清浄機の開発 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社フリークス 9140002063345 ＩＴ技術者に特化にしたノウハウマッチングサービスの運営 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 高槻市 株式会社北摂マイクロテクノロジー 6120901014551 持続可能な社会実現へ水素自動車の普及と生産を加速する高品質で高追跡を可能にした電子基板供給 花山　和士

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社ＡＮＳ 1120001201963 住宅リフォーム事業から、ＦＣ展開を見据えたパスタ店経営に新分野展開する計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社サクラコーポレーション 1120001118927 医療系と美容系の匠の技を集結した複合型リラクゼーションサロンの運営 株式会社セームページ

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社ＭＺ 7120001168198 電気自動車部品用の高精度樹脂成型金型製造へ新分野展開を図る事業 ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市大正区 光機械工業株式会社 6120001028023 複合加工機導入によるフィルム製造装置用ロール製造への参入 大阪商工会議所

近畿 大阪府 泉南市 関西リペイント株式会社 8120103002452 総合リフォーム工事から屋根工事特化企業へ 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社日本あんしん保証 5120001167986 高齢者の情報管理の課題をＤＸ化で解決する「ヘルス＆終活アプリ」の開発・販売 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 濃厚煮干とんこつラーメン寝屋川石田てっぺい ラーメン屋による店舗と工場をつなぐデジタル技術を活用したスマート無人冷凍餃子提供事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社Ｒｏｕｔｅ． 5122001033276 クラシックカーを展示するミュージアムによる福祉人材の活用と地域活性化 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社山本 2170001009492 ＩｏＴ技術を活用した金属製吸音パネル、吸音ユニットの製造への新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ＷＯＲＬＤ　Ｍ 3120001211556 商業地域における「２４時間×パーソナルトレーナー」で国内初の事業展開 永和信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社精晃商会 4122001003668 パックフィルムの少量多品種短納期対応強化による新市場開拓計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 アイトス株式会社 5120001073193 二酸化炭素排出量ゼロの環境配慮型の廃棄炉（炭化炉）を製造販売する再構築。 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭＧＭ 7120001118062 食肉をロスなく提供するべく精肉店と焼肉店・ＥＣサイトでの同時運営 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 守口市 株式会社Ｋｉｍｕｒａ 1120001199678 新分野であるアウトドアにおけるテレワークデスク開発事業 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 ブルーミング株式会社 7120001128680 衣装室・写真室を持つ美容室が新たに展開するウエディング事業 林　修治

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社ＮｅｘｔＯｎｅ 1120001210519 内装工事を組み合わせた不動産業へ参入する新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ギネプラス 2010001162885 個人情報を活用した販売促進事業 税理士法人ＴＨＲＥＥ

近畿 大阪府 大阪市平野区 平野郷動物診療所 公園に隣接する古民家を改修して人も猫も集える複合施設に 岩渕　和郎

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ダイツール技研 8122001004464 ダイヤモンドバイト工具の製品開発による新分野展開と販売網の構築 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 プロシオン合同会社 1010403014280 千葉県東葛地域で必要とされている障害児通所支援事業 株式会社リアリゼイション

近畿 大阪府 堺市西区 林組株式会社 6120101024087 解体・建築廃棄物リサイクル業進出による原油価格高騰リスク回避と基礎工事依存からの脱却 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 高槻市 株式会社浜田 3120901011774 太陽光パネルリサイクル及びリユース事業でサスティナブル社会に 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社山口工業 8122002006740 コロナ禍でも安心して高齢者や子育て世代が交流できるすし店事業への進出 長谷川　賢哉

近畿 大阪府 堺市北区 三和紙工株式会社 6120101003165 輸送用段ボール箱から配送用小型段ボール箱への新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 アミライズ株式会社 3120001183721 学習塾のノウハウを活かした放課後等デイサービスへの業種転換 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｆｉｓｈ株式会社 3120001180289 当社の強みであるメニューの製造販売業進出による増収計画 冨松　誠

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社オブ・ユース 8120002069675 美容系商材の企画製造・ＥＣサイトでの販売とＥＣモールの運営 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社坂本鉄工 7120101047310 次世代電動農業機械向け重要保安部品製造事業への新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社イデアイメージ 9120001115149 医療法人の印刷物とＷｅｂサイト制作をクラウドで行うサービス 周参見税理士法人

近畿 大阪府 吹田市 株式会社エーソリューション 8120901035463 耕作放棄地で栽培したオリーブと茶の実の加工事業 辻　泰崇

近畿 大阪府 茨木市 ＮＯＮメンテナンス株式会社 3120901038322 新メンテナンス分野への進出による事業再構築計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社東邦産業 2120001173236 国土強靭化計画で重要となる地すべり防止工事事業への新規参入 塩田　恵

近畿 大阪府 豊中市 株式会社上原精工 5120901022902 鉄道の保守点検を効率化する装置開発の新分野参入、収益性の向上を実現 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東成区 合同会社Ｋ＆Ｂ 5120003017784 韓国への越境小売業からＪＡＰＡＮデリバリーサービス提供者への業種転換 藤井敦

近畿 大阪府 大阪市住之江区 酒井屋株式会社 8120001142615 関西自慢の食品・酒類を全国・世界の「家飲み」市場へ事業 中村　誠

近畿 大阪府 大阪市浪速区 サクライ 四季折々の冷凍パスタソースの製造・非接触型販売による事業再構築 西村　剛史

近畿 大阪府 高槻市 汐﨑商店 酒屋が強く求められて始めた無店舗ＰＣ出張サービスを「来店型」へも拡充転換 高槻商工会議所

近畿 大阪府 大阪市生野区 居酒屋たんぽぽ 韓国居酒屋からテイクアウト店への業態転換 明和マネジメント税理士法人

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社山喜 1120001025660 業界初！ライブコマースでの即売会 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社Ｓｗａｎｋｙ　Ｓｙｓｔｅｍｓ 2120001195511 顧客ニーズに合わせたヴィンテージ家具等専用の貸切ショールーム 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 八尾市 みかも礦業株式会社 3122001020185 自社で運搬・廃棄・業務機械の産業廃棄物・廃油物中間処理事業に挑戦 税理士法人ＨＹＫ

近畿 大阪府 松原市 サンエイ産業株式会社 5120101027289 既存の築炉工事業とのタイアップ営業が可能な集塵機製造事業の展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社金味 2120001193762 自然とテクノロジーが調和した、新しい食事体験を提供する新業態焼肉店 木下　孝祐

近畿 大阪府 大阪市此花区 旨味カンパニー 香川県の地産地消・観光市場を活性化するＲＶパークキャンプ施設事業 エース税理士法人

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社関西風来軒 4350001014423 ラーメン業界特化型ＤＸツールを活用した健康志向ラーメン店 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 シバタセスコ株式会社 5120001009957 繊維素材を活用した粘着製商品の開発販売 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 熱帯珈琲舎 農園から消費者へ、一気通貫の焙煎コーヒー豆販売体制の確立 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社Ｆｕｔｕｒｅ　ｒｉｎｇｓ 9120001214371 民泊許可コンサルティング事業者が挑む育乳エステサロンの展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 交野市 デントスマイルモータース株式会社 1120001221409 自社の自動車工場ノウハウを活用した教育ビジネス事業への進出 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 松本精機株式会社 9120001050684 農機・減速機歯車市場への参入 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社キャリアアシストシステムズ 9120001193442 Ａｆｔｅｒコロナに対応した生徒とオンライン家庭教師のマッチングアプリの構築 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 岸和田市 津田辰工務店株式会社 9120101049734 ポストコロナ時代のニーズをとらえた木製コンテナハウス事業への進出 森藤　啓治郎

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ザクティ 3122001025531 高い国産映像技術を活かした５Ｇ／ＤＸ向けソリューション事業への転換 デロイトトーマツファイナンシャルアドバイザリー合同会社

近畿 大阪府 大阪市生野区 有限会社巽工業所 8120002009755 生産技術と管理技術の高度化による新事業への進出と事業再構築の取組み 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市堺区 エナ・ホーム株式会社 5120101023643 外出自粛、在宅勤務等による運動不足解消のための「マイルーム・パーソナルトレーニングジム」を展開する。 株式会社池田泉州銀行
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近畿 大阪府 東大阪市 有限会社ケイエスシステム 8122002001477 木型の回収リサイクル事業 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ビーハイブ 4120001217998 コロナ禍に適した地方ワーケーション施設取次事業への革新的変革 北村　亮太

近畿 大阪府 守口市 株式会社橋本鉄工所 6120001156518 水素エネルギー普及に向けたサプライチェーン参入への挑戦 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 大阪市大正区 児島電機株式会社 5120001027397 再生可能エネルギー普及に寄与する蓄電池用ケース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

近畿 大阪府 大阪市西区 ９株式会社 3120001167022 「第三世代型サウナ付コンテナ住宅」の企画・販売を通じたまちづくり事業への転換 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社コムイット 5120001200862 ＷＥＢコンテンツマーケティングを駆使したプロテインの販売事業 株式会社イソシエ

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社典沃 1120001033201 特殊デジタル印刷と既存印刷の融合で需要拡大／新需要創出／ＳＤＧｓ貢献 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 創作料理とワインのお店　上田慎一郎 健康的で毎日食べられるワインに合ったイタリアン創作漬物の販売 坪井　亮

近畿 大阪府 大阪市此花区 株式会社Ｊ．Ａ．Ｍ建築企画 1120001210543 自社設計カフェへの改装によるコロナ対応型リフォーム相談サービス 株式会社Ｇｅｔ－Ｇｒｏｕｐ

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 歌島製作株式会社 5120001049235 高精度レーザー加工機によるＩＣＴに向けた建設機械部品製造への新事業展開 アドバンスト・エム株式会社 三菱電機クレジット株式会社

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社三宝化成 3120001194033 大型射出成形機導入による建設資材分野への進出で事業再構築を実現 永和信用金庫

近畿 大阪府 池田市 株式会社ロジカ・エデュケーション 6120901040606 「情報」科目の新設に伴う大学入試対策教材の開発・提供 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社ＩＳＬ 9120001174772 新開発システムを搭載した物流提案と合わせて提供する、冷蔵・冷凍品の配送サービス 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 村田畳店 印刷機を導入したふすま・障子紙の製造及び内製化による一貫生産事業 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市住之江区 ベスト経理合同会社 1120003009736 グローバル市場で勝ち抜くための総合事務所化 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 池田市 Ｂａｒ　Ｙｅｂｉｓ 大阪府池田市で初・２４時間無人営業シミュレーションゴルフ練習施設への業種転換 嶋田　景太

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社魚国 6120101000757 堺の新名物「フィッシュサンド」と天然酵母パンの製造販売事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 交野市 抱月工業株式会社 9120001147209 溶断から二次三次加工まで一貫した自動化ライン構築による事業再構築 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 ポテンシャルプロジェクト株式会社 7120001206222 新規オンライン事業「ご売却．ｊｐ」の立ち上げ 空税理士法人

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社ＭＡＲＴＩＮ 6120101035613 ＥＶ車向け一貫車体整備体制構築によるテスラ認定工場への事業再構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＨＲＤ 1120001191981 淡路島西海岸で産直マルシェ・食堂を運営する複合施設の新設 伊藤　悟

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ＳＡＫＩＭＯＴＯ 1120001198936 企業に属する人や起業を目指す全ての人たちに安価で最新のオフィスを提供し、大阪南地域の活性化を計画、展開を推進 税理士法人山田アンドパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市都島区 ヘアーサロン　ローズ 理髪店でヒゲのプロが行うヒゲデザイン脱毛事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ケーシ製作所 8122001018381 半導体の需要増による搬送装置部品の量産対応によるＶ字回復策 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社クレタ 5120001194584 飼い主とペットが一緒に楽しめる宿泊サービス業 駒田　裕次郎

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社ウエスト 3120101065646 卸売業から韓国の食品やコスメを販売する小売業への進出 経営創研株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 ＬＥＤ’Ｓ株式会社 9120001118432 版権×ドローンショー 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社プロテック 3120001230952 ＱＤＬを用いた足場施工技術の開発と公共事業案件への適応 大阪信用金庫

近畿 大阪府 泉南郡岬町 株式会社ＷＩＳＴＥＲＩＡ 6120101062293 岬町の幸を遊漁船で楽しく、おしゃれに満喫するサービスの提供 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 守口市 光研化成株式会社 8120001155690 ウレタン加工業界・地域の底上げプロジェクト│最新ウレタンスライス加工機導入による同業者との連携及び新分野展開 株式会社ヒース

近畿 大阪府 大阪市西区 双龍株式会社 1120001044776 次世代型染料原料の製造販売計画 税理士法人石橋・笠原事務所

近畿 大阪府 枚方市 株式会社エイヴィス 1120001153453 時計・宝石等をお好みに合わせて作り変える『カスタマイズ事業』等の新展開 中川　正茂

近畿 大阪府 八尾市 誓和工具株式会社 4122001018922 ＥＶ車向けの部品製造に新分野展開し、事業の再構築を図る サポート行政書士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 清川株式会社 1120001078015 ペット情報ＷＥＢサイトとメタバース活用による商品開発・販売 五味田　匡功

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社大道建築設計事務所 7120001054340 古民家×サウナによる癒しのワーケーションハウスの提供 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 豊中市 株式会社龍美建装 8120901039811 コロナ禍で需要を増す総合リフォーム業への進出による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社Ｂ．Ｔ．Ｌ 7120001219430 美味しいだけじゃない！ウィズコロナ下での「在り方」と「ｓｄｇｓ」への取り組みがあってこそ！ 永田　強士

近畿 大阪府 和泉市 協和ステンレス株式会社 8120101001968 高精度電解研磨自動化ライン導入による新製品開発と新市場進出 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社柴商 6120001176623 カット野菜製品の製造から燻製製品の製造へ拡大する新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 交野市 ジュラロン工業株式会社 1120001147034 超精密加工による量産金属部品や超精密金型の製造事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 松原市 センターオブユニバース株式会社 5120101027727 地域口コミＮｏ１！外壁塗装業社による足場組立事業への参入事業 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 大阪市住之江区 有限会社心誠会 7120002062235 整骨院ノウハウ・最新デジタル活用でフィットネスクラブに新展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ミタス 5120901038502 福祉事業とのシナジー効果も期待できるスイーツ製造販売への挑戦 間島　慎太郎

近畿 大阪府 池田市 ＣＡＲＳＨＯＰ　Ｆｅ 新しい生活様式ニーズに対応した２４時間ゴルフ＆ドライブシミュレータージム事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 羽曳野市 アルタイルヘアーデザイン 美容室の高い知名度を活用したビューティーサービスの展開 野竿　健悟

近畿 大阪府 堺市西区 有限会社グラスクラブ 4120102013586 医療マッサージの専門集団が心身を癒す「腸もみ」に取り組む計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ウィット 3120901017581 広告事業者が培ったＷｅｂ広告やデザインのノウハウを提供するスクール事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社シャイン工芸 5122001018772 独自のコーティング技術を活用した革新的新サービスの開発計画 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社丸金 9122001032398 自社オリジナル高機能洗浄ワックス剤の開発製造による事業再構築 田附　貴章

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｒｅｉｎｃａｒｎａｔｉｏｎ 3120001212463 アニメを始めとするサブカルチャーの特色を活かしたトレーニングジム・ダンススタジオの運営事業 本出　一正

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 ドロニー株式会社 7010601041526 廃業したパチンコホール時代のネットワークを活用した農業向けドローンサービス参入 渡邊　良享

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ディーマーケット 1120101023424 独自の加工処理を施し、適切な開花状態で品質が長持ちする生花の生産・販売へのチャレンジ！ 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社オートモービル輝 1120001172313 コロナ禍の新生活様式に対応させるべくニュースタイルのレンタカー 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市此花区 ププププティタプティ 新たな飲食店モデル「パン料理専門店」出店による業種転換 エース税理士法人

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社スミヨシ 2120001002007 新規設備導入による半導体製造装置・食品機器分野への新分野展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＧＬ 3120001206911 農福連携で３方よし！農園型障がい者雇用事業を立ち上げ、一般販売できる野菜加工品を生産 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 東大阪市 旭鋼鈑株式会社 5122001000193 付加価値の高い厚板鋼材加工能力を獲得し、新分野展開で利益拡大に取り組む 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 八尾市 株式会社多田鉄工所 3120001200542 デジタル技術を活かした金属・樹脂加工への提案型ビジネスの展開 伊藤勢津子

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ポコアポコネットワークス 9120001190134 センシング技術で楽譜をめくる「非接触型の譜めくり機」製造への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 茨木市 トラストワークス　 貸おしぼりの強みを活かし洗濯代行・コインランドリーに再構築 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社ウイン 4200002000461 殺処分を軽減し、地方のレース出場機会を創出する競走馬の仲介サイト 株式会社滋賀銀行

近畿 大阪府 堺市西区 とらふぐずわいがに専門店ふぐ真 海鮮惣菜小売事業への展開による中食市場への挑戦 エース税理士法人

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社岡崎 9120101022567 成長分野であるグランピング用宿泊施設の部品製造への新分野展開 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 阪南市 株式会社ＦＩＳ 5120101044540 教育現場や保健指導に適した個別面談システムを開発・提供する新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社オカノ 3120001017020 化成品卸売業者によるリノベーション向けオーダーメイド扉の販売 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 進興電気製造株式会社 7120001148002 ヒーター製造技術で半導体産業へ新分野展開して事業を再構築！ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 松原市 株式会社マナックス 4120101025599 木材塗装の自動化と特注家具製作を通じて実現する住宅業界への新たな価値提供 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 堺市堺区 有限会社ワイ・デンタル・ラボ 2120102005247 チタン合金の切削加工の内製化及び新市場開拓 合同会社Ｍ．キャスト

近畿 大阪府 大阪市平野区 富士漢製薬株式会社 1120001126582 「運動して、おしゃべりして、笑顔になれる」介護事業への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市美原区 有限会社石橋製作所 8120102000449 開発が進むＰＣＲ検査装置の部品製作を通じた遺伝子検査機器業界への参入事業 小笹愛斗

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社ＡＣＥ 3120002058831 忙しい建設会社社長とスタッフのお助け建設総合ＤＸアプリ「建設秘書」開発事業展開 株式会社しのざき総研

近畿 大阪府 東大阪市 金子精密工業株式会社 1122001001690 カーボンニュートラルの実現に貢献する機能性フィルム関連製品製造事業への新分野展開 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 ジェイレップ株式会社 3120901006766 半導体製品のＸ線検査導入で国内供給網強化及び技術開発の促進 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 大阪府 大阪市城東区 ディーライブ株式会社 8120001116486 飲食店開業コンサルティング付料理教室の開講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 門真市 株式会社ＮＥＸＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 9140001097988 アルミニウム車体鈑金・水性塗装ニーズの急速な増加に対応した新たな自動車整備への挑戦 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 河内長野市 浦田鉄工株式会社 7120101033517 リチウムイオン電池製造設備部品の量産加工に挑む事業再構築計画 株式会社共立コンサルタント

近畿 大阪府 枚方市 株式会社サーパスゴルフ 9120901017840 第２のゴルフ人生を応援！ゴルフコミュニティスペースの全国展開 岩井　久典

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＩＸＩＺ 9120001213869 多品種・小ロット受注によるポリウレタン加工業へのチャレンジ 中村　哲也

近畿 大阪府 大阪市西区 ＳＯＲＡ　ＤＩＶＥ　ＳＨＯＰ ダイビング事業で所縁のある白浜町で旅館運営による新分野展開 グラビス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社大野木製作所 7120001049340 新加工機の導入により高難易度の部品の開発・製造を行い新市場に展開する 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ＹＭＪＰ 5120001221306 各地の一次産品・特産品をブランドとしてプロデュースする新事業 株式会社ＫＪソリューションズ

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社ティーティーエヌ 3120102022786 ＮＯ　ＨＡＩＲ，ＮＯ　ＬＩＦＥ。オンラインでも自身が持てるかつら リトラス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社高田工業 9120001243370 マリーナを活用したレジャー・観光の活性化事業 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 八尾市 三和厨房株式会社 4122001018666 老人福祉施設向け　陶器食器のレンタル事業「テーブルコーデ」 大阪シティ信用金庫
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近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アンデックス 3120001037200 創業３７年を誇る靴ブランドが鍛えられた企画力を武器に焼肉店に挑戦 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ハッピーフードシステム 3120001171908 オリジナル糀を活用した中華ソースの販売 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社アイナック 7122001017558 ＤｔｏＣで記念オリジナルグッズを１個単位でオーダーメイド生産しＤＸを実現 株式会社トリプルバリュー

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭＪＥ 2120001120238 中小零細企業向け遠隔保守サービス「ｂｉｚ－ｕｓ」開発事業 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社Ｈｏｏ 4120001207933 良得居酒屋専門店～台湾と日本の飲食文化を融合させた居酒屋の出店～ 税理士法人和

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社繁原製作所 4120001001923 精密製品加工事業から減速機の受託設計事業への新分野進出計画 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＮＵシステムズ株式会社 5010401087663 自動車販売業界におけるＤＸ推進に資する統合型システム等の開発 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社阪井金属製作所 5120001005329 新規分野の参入および顧客の新規開拓を実現するワンストップ組立製品事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ガッツソウルカンパニー 5120001167697 発達障がい児の保護者向け教育アプリの開発と全国展開 駒田　裕次郎

近畿 大阪府 堺市美原区 有限会社ケイズ 8120102016429 コロナ禍のストレス解消！空き家を活用したフルーツタルト 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 和泉市 株式会社ａｎｔｉｑｕａ 8120101045908 ウィズコロナ／ポストコロナ時代に対応した次世代型ショッピングモール「ＷＨＡＴＡＷＯＮ（施設名）」での新規販売戦略 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ＫＳパートナーズ 1120001145153 福祉施設と連携した冷凍弁当・冷凍総菜の開発・販売 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ウチダ 7122001017797 溶剤系塗料調色事業の高付加価値化とＳＤＧｓへの対応 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社あぐり家 1120001205502 ＩＴ技術による商品情報のリアルタイム化と拠点ネットワーク化 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市都島区 まるゑ 美肌と美容を提供する奥津温泉グランピング 但馬信用金庫

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 矢野紙器株式会社 6120001025631 デジタルコンテンツ活用による「育つ環境」を創発する「人財育成システム」開発 伊村　睦男

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ジーニアススタイル 2120001126152 相続サロンに特化したリクシル不動産事業のフランチャイズ展開 光畑　裕貴

近畿 大阪府 大阪市此花区 ダイヤ交通株式会社西 6120001026522 チキンジェンヌ：顔の見えるタクシ－乗務員による安心安全な食料品の製造販売と自動販売機による販売事業 ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ファーストネットジャパン 5120001122132 プラグイン売買プラットフォーム及び決済プラグイン導入による手数料ビジネスを実現したＥａｓｙＭａｉｌＳｔｏｒｅの開発 合同会社Ｇ＆Ｎ

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社中西美装 1120101060533 精神障がい者向けグループホームの建設及び運営事業への参入 岸和田商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社入船温泉 6120001002952 「宿泊業、公衆浴場運営業」から「和をテーマにした総合リラクゼーション施設」への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市大正区 株式会社大同井本エナジー 6120001033114 日本初！Ａ重油循環ろ過システムの開発によるメンテナンス事業 税理士法人ウィズアス

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ブロイ 8120001170665 マリンスポーツ体験型観光事業の立上げプロジェクト 村田　明浩

近畿 大阪府 八尾市 株式会社プライムライフ 7122001024637 住宅設計で培った空間デザイン力、社長のライフワークであるキャンプ経験を生かし、お手軽・体験型キャンプ事業運営への挑戦！ 株式会社イストワール

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＡＲＣ 3120001197531 幻の高級和牛「宮古牛」を気軽に味わう！宮古島へのカレー専門店出店 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社サビ 2120001038240 ＣＲＭとコミュニティＤＸを掛け合わせた実店舗向けサービス 永野　正剛

近畿 大阪府 八尾市 株式会社オーゼツトケー 2122001023222 最新素材「ＨＵＭＯＦＩＴ」の加工量産化に向けた、新たな生産プロセスへの転換！ 澤井　美香

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社三喜精機 3122001034904 半導体業界や医療業界等で急需要の測定機器専門部品メーカーに再構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社中瀬製作所 4120001013200 未来牽引企業にも選ばれた技術力を活かし、伸長する【ＬＮＧ（液化天然ガス）需要】に対応する燃料噴射ノズルへチャレンジ！ 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 八尾市 興亜紙工株式会社 5122001018450 紙パッケージ製造で培った印刷・設計のノウハウを生かし、鮮やか印刷ダンボール事業の体制構築をおこなう 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ケイオス 8120001133201 京都初のアーバンワイナリー＆レストラン「京都　ここでワイン」醸造所 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 池田市 株式会社ズームアセットマネジメント 6120901033188 淡路島の地域資源を活用する貸別荘「まち宿」事業 有限会社えんがわ

近畿 大阪府 吹田市 株式会社東上 1120001215427 ライブ動画配信による商品紹介・宣伝サービス付きの通信販売事業 東京中央経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社シロタコーポレーション 3120002031037 バー営業から体に優しい洋食レストラン事業への転換 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社ＦＵＪＩ 3120101035277 県内初！乗馬クラブで満喫するハーブティ専門店の開設 奈良県商工会連合会

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ルミナフーズ 8120101057036 食品販売業から「串打ち加工品」製造販売業への業種転換 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ＰＯＬＡＲＩＳ 8120001216204 子供たちと高齢者が楽しむ観光ガイド・休憩施設で地域活性化 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 和泉市 冨尾石油株式会社 5120101041728 高級食パン専門店とコインランドリー事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 摂津市 株式会社ナカムラ 4120902013430 パイプコースター導入で新分野である建設材料業界への進出計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社白陵 8120001096530 食肉卸売業者による手軽で楽しいオートキャンプ場運営 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社エス・バイ・ケイ 7120101041172 樹脂押出成型の受託加工から、日用品・介護用品の総合樹脂加工メーカーへの新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社トラヤクリーニング 6120001000865 終わりたくない時間を過ごすコインランドリー＆サウナ ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社シキラマ 6120001199582 撮影ノウハウを活かした多様なジャンルの写真撮影・スタジオ運営 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社グリーンアート 6120001063342 マシンピラティスで心身の健康と女性の美をサポート 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 堺市東区 株式会社エコ・ドリーム 3120101030625 地域密着貢献型障がい者グループホーム（共同生活施設）の運営 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社リ・グロー 6120001165881 ＡＩ機能を実装した献立アプリの開発・運営 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪狭山市 株式会社切山化成 9120101056549 『塩ビ製Ｕ字溝』の開発で新規マーケットに参入 株式会社ブレインリンク

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社キュービィ 8122001028331 地場大阪の公共施設改修工事に関して外構・造園・土木工事事業の新分野展開 光畑　裕貴

近畿 大阪府 八尾市 ラピス株式会社 1122001022035 企業が取り組みやすいＳＤＧｓ参加を推奨する原料の販売 八尾商工会議所

近畿 大阪府 大阪市平野区 ドリームファクトリー株式会社 6120001186944 介護人材が常駐して３世代が安心して楽しめるグランピング事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 大阪コートロープ株式会社 1120101043653 工業用、ホビー用ワイヤロープから高付加価値大市場の医療機器部材用ワイヤロープ製造への新事業転換計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社ファーストオーシャン 7120001162382 世界へ情報発信！日本で唯一の商品を扱うＥＣサイトとセントラルキッチン事業への展開 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ブックスタンド 9120001167611 徳島県美波町での新たな挑戦～地元で獲れた伊勢海老及び未利用魚を活かしたＥＣ及び自動販売機での小売販売への挑戦～ 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 富田林市 株式会社シラキ 9120101034645 「できる・やれる」で心と身体の発達を促すスポーツ療育施設事業 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社みつや 2122002010839 精肉処理工場を新設し、廃棄されているジビエ肉を有効利用する 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社アルチザン 5120901022737 老舗洋菓子店による冷凍スポンジ、タルト生地の卸売事業 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ライズコーポレーション 8120001163297 太陽光発電システム対面販売事業からモバイルアプリを使用したメンテナンスサービス事業に新分野展開 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社臼井製作所 8120001016942 金型部門の新設と工程集約による価値提供で新分野展開を目指す 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 ルージュ・ブラン株式会社 7120001136980 「癒しグッズ」「オーダーギフトグッズ」の特殊印刷・販売事業への挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市中央区 ８１合同会社 7120003016776 障害者自立支援×ＶＲクリエイティブサービスで世界に挑戦 西田　和倫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ＳＩＡＨ 7120001181028 韓流雑貨店が挑戦する自社ブランド韓流プリクラ展開と化粧品等のＥＣ販売 大阪信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 リーフマッサージ治療院　豊中店 フェムテックに取組む女性専用整体サロンで従業員に働き甲斐を 大阪信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社サキガケ機工 3120101036721 金属加工業と建築設計事務所が連携するオーダーメイド家具工房の展開 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 豊中市 有限会社永田食品 3120902019263 量販店向けの新たな天ぷら商品の開発と販路開拓及び生産体制の確立事業。 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市福島区 今村株式会社 2120001034306 ポストコロナのスマートオフィスを実現するコンサルティングビジネス 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社山善金型 1122001007580 美容商品の開発製造体制構築による下請けからメーカーへの転身を目指す 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社ステンレス工房プロ 3210002010015 ステンレス加工業より医療、介護向け冷凍食品製造業への新規進出 株式会社福井銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 Ｒ．オーシャンズ株式会社 3120001143634 タコからイタリアンスイーツへ！冷凍技術を活かした製造販売事業 本倉　淳子

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社サンクレスト 8122001012459 女性活躍時代の新しいライフスタイル提案とＥＣ小売事業への挑戦 廣岡　茂男

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社進栄化工 9122002002152 検査集積装置の導入と生産の自動化促進により実現する新分野展開 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ベルポスト 5120001136719 新型コロナウイルスによるパーソナルジム需要低下に対応するための無人トレーニングジム事業進出 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｃａｍ＆Ｏｎ 1120001213876 フードロス削減に寄与する冷凍保存食品化事業 中谷　浩一

近畿 大阪府 大阪市中央区 ｖｉｎｃｉｔ株式会社 2120001202259 モビリティ革命時代を見据えたナイトクラブの進化系「ドライブイン・ライブ」事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 有限会社カービーミシマ 8120002043416 微細加工技術を活かした釣用品部品向け超硬材金型加工への進出 森　健輔

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社鋼研熱処理 3122001032841 原油高を乗り越える！高周波焼き入れで表面熱処理加工業への挑戦 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ティーシーエイ 2120001024397 自然体験できる複合型アウトドアフィールド 札幌商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ａｉｍ－ｒｏｓｅ 3120001214559 プロの方も利用できるミシンのレンタルスペースと手芸用品のＥＣ販売サービス立ち上げ事業！ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社日宣印刷 9120001015860 オフセット印刷専業からデジタル印刷へ変更し新たな市場を開拓します 税理士法人石橋・笠原事務所

近畿 大阪府 高槻市 一般社団法人空翔会 4120905005326 『小１の壁』を突破する学童付きシェアオフィスを新設 髙司　浩史

近畿 大阪府 豊中市 エーテック有限会社 5120902020830 ラグビーファンが集うイベント発信オンラインスタジオ併設飲食事業 西田　和倫

近畿 大阪府 堺市南区 Ｂｉｎｔａ ショールームとＥＣでＤＩＹとＳＤＧｓのインテリア商品の販売 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社グローバルコンストラクション 8120001117501 ハイブリッド建物外壁調査事業への新分野展開による事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 アイテック 高機能性マスク製造業進出による事業再構築の取組 森　健輔

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｎ・Ｆａｃｔｏｒｙ 5120001205878 コロナ禍でみえた清潔志向×不動産管理会社ならではの新たな洗濯代行サービス 大八木　勇毅
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近畿 大阪府 吹田市 株式会社コザイク 2120901031559 アナログゲームの実体験型販売店舗の運営 株式会社イソシエ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ソフィア 7120001138432 アフターコロナの働き方改革におけるテレワーク環境設備支援 北口　勝也

近畿 大阪府 大阪市住吉区 ゆうき指圧 ゆうきプログラムのネット配信事業 ＢＴＪ税理士法人

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社ＬＡＫＩ 8120001218811 健康的な犬のおやつの製造とインターネットを主とした販売事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 篠原鉄工有限会社 2122002002076 強みを活かした新分野展開。半導体部品について新材種ステンレスを材料に新たな製品開発を実施 大阪シティ信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 ヘンミー亭 こだわりの「肉汁たっぷり」のハンバーグの通販と冷凍自販機販売 株式会社ＣＦサポート

近畿 兵庫県 姫路市 ＯＮＥ　Ｈｏｓｔｅｌ　Ｈｉｍｅｊｉ　 商店街と連携し、困窮する若者サポートをテーマにしたシェアハウス事業 駒田　裕次郎

近畿 兵庫県 丹波市 有限会社依藤瓦店 2140002034699 ノウハウや施工技術を活かすことで他社とは異なる解体業者としての地位を確立 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 合同会社ＦＩＲＥＷＯＲＫＳ 1140003012102 小型犬特化、かつＳＮＳを活用した「顧客との交流」による差別化を実現するペットサロン事業 アオイコンサルタンツ株式会社

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社カリメーラ 7140001106461 指定工場認定のための設備導入による車検事業への新分野展開 井上　拳

近畿 兵庫県 西宮市 一般社団法人あるとぶるぐ 6140005024594 障がい者と共に収益事業でＳＤＧｓも可能にした空間の設立・運営 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 目黒ＦＰマネジメント株式会社 6140001097017 保険代理店から、金融リテラシー向上教育への新分野展開 芳川　悦子

近畿 兵庫県 明石市 ｒｅｆｌｅｔ 若年者や男性を主な顧客とした安全安心のファースト・ファスト脱毛 吉村　友彰

近畿 兵庫県 芦屋市 安積鍼灸院 オンライン問診による、パーソナライズされた薬膳茶販売 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 尼崎市 ファータ 美容師が行うプライベートエクステ専門店出店による事業展開 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 水野商店 リーズナブルなサラリーマン向けランチから高級感のある個室ディナーへの展開 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市中央区 合同会社ＴＡＢＥＡＲＵＫＩ 5140003013914 産前産後の女性向けプライベートピラティススタジオの開業 塩津　友輝

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 有限会社甲南水産 9140002001899 鮮度抜群の新商品「真空フレッシュパック鮮魚」商品化による新分野展開 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社スマイルラボ 3140001117603 農福連携×６次産業化。バウムクーヘンが繋ぐ、まぁるい社会 中廣　琢二

近畿 兵庫県 芦屋市 芦屋洋菓子工房ル・シャトン 洋菓子店から発酵食品を使った弁当と惣菜の製造販売事業に進出 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社アンサー 7140001073883 ＦＣ脱却を目指し完全自社運営の鶏白湯ラーメン店開業 浦田幸一

近畿 兵庫県 明石市 グローバルフィット株式会社 9140001067355 既存事業との相乗効果！男性、介護脱毛をターゲットとした新事業展開。 日新信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社田原 4140001109995 洋食レストランの味を家庭で簡単に楽しめる冷凍食品販売事業への進出計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 有限会社ウエムラ商店 1140002001163 うなぎなどの川魚（淡水魚）の加工卸売業を展開する計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ゲートウェイインターナショナルスクール 非対面型英語教育サービスを構築し、国内外教育事業を展開する。 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 有限会社ＨＩＲＯ　ＪＡＰＡＮ 5140002025514 カーシェア事業への参入 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 株式会社明徳 9140001038067 接待型居酒屋から、物販×テイクアウト×少人数宴会への業態転換 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社建築家不動産 6140001074395 受身の売上体制脱却へ、当社主導による中古住宅のリフォーム・リノベーションＪＯＢへの進出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 兵庫県 三木市 株式会社法島工房 7140001102709 建設業における労働災害事故の減少を実現する足場部材の開発、販売に取り組む事業 株式会社ＭＡＣ経営

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社イー・ブライト 9140001073287 人が集う高級感とカジュアル感を融合した飲食店（バー）の経営 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 農家民宿善 里山暮らし農業体験 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 サラヴォーン 神戸と世界をつなぐライブコマース事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 三田市 有限会社テイクツー 1140002055283 アニメキャラクターを使用した屋外型フードステーションでテイクアウト事業を構築 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 信宏国際商事株式会社 9140001042382 華僑ネットワークを活用したレトルト中華総菜のＥＣ販売 安田　誠

近畿 兵庫県 神戸市北区 ボディコンディショニング整骨院 「オンラインシステム導入でパーソナルフィットネスとボディケア商品の販売」 税理士法人ラズライト

近畿 兵庫県 神戸市中央区 すていきハウス長崎 低糖質・無添加・オーガニックな弁当・総菜・自社開発調味料の販売 星　雄仁

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社テルッツォ 5140001084098 キッチンカーで「淡路島バーガー」や「ジビエバーガー」を販売する事業 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社ＷＡＳＡＢＩ 4140001117924 男性専門脱毛・痩身のサロンという新たな分野に参入し事業再構築を成し遂げる 浦田幸一

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社シーエッチ建築工房 7140001081564 マルチな居場所をつくる「秘密基地」でリフォーム市場に参入！ 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 明石市 薩摩せんべろ居酒家　姶良 サウナ型全身美容促進器具を使用したトータルエステサロンの進出 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社Ｕ－Ｊｉｅ 1140001084085 需要が高まる安全装置の整備に特化した整備工場新設　新規顧客層の開拓に挑戦 株式会社シャイン総研

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 結婚市場株式会社 3140001025120 早朝の神社仏閣殿内で清涼かつ厳かな雰囲気によるフォトウェディングを提供 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 洲本市 海幸丸水産 急速冷凍された「由良ブランドの鮮魚」ＥＣ販売による事業柱構築 花岡　貴志

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ディベロップメントキュイジーヌ フードロスゼロへ。創作フレンチのシェフが手掛けるテイクアウトもできるラーメン店 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 福壽格久 コンサル業からすじにこみ製造販売へ 櫻井　雄太

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 有限会社黄老 6140002025182 韓国「食の都」の味を神戶へ　～韓国料理テイクアウト事業～ 税理士法人ベストパートナー

近畿 兵庫県 神戸市中央区 Ｓ２カンパニー株式会社 3140001093233 先端的なデジタル技術を活用し、新しいビジネスモデルを構築する事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 有限会社アサヒマーク 9140002002757 刺繍屋が挑むＳＤＧｓに配慮したＢｅａｃｈＨｏｕｓｅの開業 大西　剛広

近畿 兵庫県 神戸市灘区 ＢＵＤＤＹ　ＡＮＤ　ＪＵＩＣＥＤ バナナシェイク・ワッフルの三毛作販売 藤丘　有紀

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社東影建築設計事務所 3140001099800 ＤＸを活用した共同住宅のリフォーム施工により、物件価値向上と環境に対するＳＤＧｓへの貢献 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 加東市 藤井建具工房 既存事業に加えて、エステ（脱毛も含む）事業分野に展開する 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 フィエルテ セルフケア医療機器「アメジスト宝石温熱バイオマット」販売体制の新構築 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 エーデル・アイ株式会社 6140001065361 精密板金及びパイプ加工技術を活用したコンテナ製造販売への新分野展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 明石市 Ｃｏｎｅｃｔｉｎｇ　ｄｏｔｓ株式会社 3140001122941 「運転代行を手軽に配車できるマッチングサイトの運営事業」 株式会社アサユナイト

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社ＷＳエンジニアリング 2140001095008 不用品の回収からリユース・リサイクル事業 税理士法人ベストパートナー

近畿 兵庫県 神戸市中央区 北杜林株式会社 8140001024027 ＳＤＧｓ配慮型の建材床材を新開発し、卸売から小売への業態転換 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社セレーン 4140001097902 オンラインでも提供可能なサプリメントのＤ２Ｃ事業への業種転換 井上大輔

近畿 兵庫県 神戸市北区 中村屋 ドローンを使った事業への事業転換 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市西区 ＴＷＩＮＳ　ＪＡＰＡＮ 現役キックボクシングチャンピオンによるパーソナルジムの開設 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 三田市 株式会社キシマ 2140001067320 科学の力でお茶の成分“カテキン”を暮らしに役立てる新分野展開計画。 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 スカイ測量事務所 コロナ対策を踏まえた高精度測量機器の導入による新分野への進出 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ワッツニュー有限会社 9140002026632 最新特殊印刷機器の導入で小学生向けクリエイティブ教室の運営 税理士法人キーストーン

近畿 兵庫県 姫路市 ときわや金次郎 最新ゴルフシュミレーターで有名ゴルフ場を気軽にラウンド！美味しい料理とともに 吉田　正人

近畿 兵庫県 明石市 ＷＡＬＡＲ株式会社 1140001106467 ＷＥＢサイトを構築しＳ　Ｎ　Ｓをフル活用！　リユース品大集合 松川　浩士

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社甘露園 3140001048344 上質なお茶を使ったドリンク専門店の展開及び屋上スペースの活用 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 アンドジール株式会社 1140001038198 独自の撮影技術と画像合成技術を活用したＢｔｏＣ向け撮影事業等立ち上げ 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社リュウナ 3140001052288 健康と美の情報発信サロンの設置による健康サポート事業 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 フレンチバルストウブ 癒しと感動を届けるトータルビューティサロン事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 テクノプロ株式会社 1140001035179 トンネル用コンクリート最適強度設定用・全自動加温システムをリリース 株式会社アークス

近畿 兵庫県 神戸市中央区 神戸イタリアン　キズナ 既存のイタリアンから換気設備・個室など感染症対策を施した鉄板焼店への新分野展開 株式会社シェアードバリュー

近畿 兵庫県 丹波篠山市 大石はり・きゅう整骨院 酸素カプセル導入でコロナ禍での　自己免疫力低下　店舗収益減少　改善 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 宝塚市 ＩｏＴラボ　ワーク＆コニュニティサポート 古民家レンタルと貸農園でウェルネスライフを提供する 山本　文則

近畿 兵庫県 西宮市 木邑ふとん店 食生活の変化、身体に優しい食品製造販売による新分野への挑戦 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 喫茶オリーブ２ 小さな喫茶店から”ゆっくり過ごせる！スマホで簡単セルフ写真撮影スタジオへ” 日新信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 有限会社プロレシオ 3140002068390 自動車整備の技術を転用した非常用自家発電機の点検・整備事業 髙司　浩史

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ｄ．ｉｎｆｉｎｉｔｙ 9140001125996 イベント会社が仕掛ける！超アクティブ型ポータルサイト新事業への展開 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 新生実業株式会社 9140001008301 当社レストランメニューをベースに開発する、冷凍食品の販売事業 レンタルＥＣ株式会社

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社オシンテック 6140001111974 新テクノロジー活用でインテリジェンス力を培うリカレント教育・研究機関の設立 曽禰　雄輝

近畿 兵庫県 神戸市中央区 合同会社Ｒａｉｎｍａｎｓ 6140003013104 ネイティブ人材と日本全国の保育園・幼稚園を繋げるｗｅｂサービス事業 川井　三矢

近畿 兵庫県 丹波篠山市 株式会社いなかの窓 5140001096820 丹波篠山ファン・自社ファンを獲得するための地域特産品を扱うＥＣサイトの運営 酒井　隆馬

近畿 兵庫県 たつの市 株式会社１ＷＡ 7140001114191 素麺製造屋がつくる揖保乃糸パスタ麺をメインとした城下町古民家レストランへの取組み 福井寛之

近畿 兵庫県 宝塚市 Ｌｕｃｃｉ お店の味を自宅で味わえる地元老舗イタリアンの惣菜テイクアウト事業 税理士法人ウィズアス

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 栗田クッキングサロン 未病対策の為のトータルヘルスケアオンライン講座の全国展開 大平　洋平

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ミレニアムダイニング 6140001073249 障害者就労支援施設の給食業務受託による食事提供サービス事業 神戸商工会議所
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近畿 兵庫県 姫路市 株式会社セキュリティ 1140001059632 大型デジタルサイネージ広告事業によるセキュリティ機器販売業からの事業再構築 河野　剛寛

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社こみわら 1140001104371 持続可能な社会を目指し、極小ロット対応の化粧品ＯＤＭ・ＯＥＭの製造所を開設し、製造業への業種転換を行います。 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 豊岡市 Ｈｏｓｔｅｌ　Ａｃｔ コワーキングスペース及びシェアオフィス併設型ワーケーション宿泊施設 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 株式会社ＰＲＩＭＥ 3140001093464 鍼灸・接骨院特化型の広告サービス業へ新分野展開！～広告で人の健康を彩り、新たな体験と価値を～ ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 兵庫県 三田市 株式会社リラコーポレーション 7140001112071 定食を中心としたアフターコロナに強い飲食店の出店事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ナレッジフュージョン株式会社 6140001105621 国土強靭化に資するための高度な解析技術を用いた防災・減災の取り組み 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 有限会社育榮 6140002039884 アプリ開発及び法務省認可のＴＯＰＪ実用日本語運用能力試験のＩＴ運営事業 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 小野市 一般社団法人産前産後ケア研究所 9140005024435 産前産後の母子のためのデイサービス等サポート事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社前田精密製作所 8140001010885 設備導入と人材育成による半導体製造装置向け精密部品製造への新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 戎工業株式会社 5140001004519 燃料アンモニア向けポンプ部品の製造技術確立による事業再構築 株式会社四国銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ワイジェイグループ 8140001065120 自動車販売業からＥＶ車を専門とするグリーン物流業への参入 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 高砂市 共栄テクノス株式会社 1140001045491 水素・天然ガス混焼ガスタービンの燃料ノズルの開発・製造への新分野展開 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 洲本市 スリーエムホーム兵庫株式会社 4140001116447 淡路島でトップ級の施工実績を持つ住宅販売会社が、新たに高気密・高断熱住宅の施工販売をスタートする 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 小野市 大開産業株式会社 4140001076749 資源循環型コンクリート製品の開発による環境対策事業 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 原田工業株式会社 2140001060812 火力発電設備工事業からバイオマス発電所のインフラ工事業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 加西市 株式会社中谷製作所 6140002062473 超音波Ｓｗａｇｉｎｇ製法を用いた炭素繊維強化プラスチック加工製品の量産体制の構築 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市灘区 神戸鈑金工業株式会社 9140001004341 脱炭素化に向けた電動化建機部品の製造事業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 尼崎市 竹内電機株式会社 2140001049797 高周波プラズマ装置によるナノ粒子製造販売事業 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ドレープ 1140001028521 美容師の多様な働き方を実現するシェアサロン店舗の運営 株式会社リアリゼイション

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社インフィクリエ 1140001106236 労働集約型の美術館運営請負からレンタルアート事業への業種転換 濱崎　恭明

近畿 兵庫県 神戸市西区 大田産業株式会社 6140001044497 金属製筐体の設計業務への進出 藤原　功子

近畿 兵庫県 神戸市灘区 六甲駅前歯科 歯科ＤＸでお口の健康を見える化する、予防歯科中心の新歯科治療の提供 中村　實

近畿 兵庫県 神崎郡市川町 共栄ゴルフ工業株式会社 6140001063407 ＣＮＣ旋盤導入により「市川アイアン」存続に向けた金属加工分野への進出 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 有限会社クリハラ 8140002030189 田園風景の中でガレットを楽しめる専門店への洋菓子店による挑戦 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ＷｉｔｈＹｏｕ 1140001104132 サッカーゲーム「ｓｏｒａｒｅ」を題材とした金融・語学のデジタル教材を開発　新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 田中ブロック 最新ＣＡＤシステムを導入し、デジタル技術を生かした自社一貫体制の事業展開 株式会社ワークアシスト

近畿 兵庫県 伊丹市 有限会社ショウワフード 2140002066395 ウィズコロナに向けた２４時間無人冷凍餃子販売所と唐揚げ・餃子テイクアウト専門店とセントラルキッチンを併設させた店舗の設営 伊丹商工会議所

近畿 兵庫県 芦屋市 ＢＯＴＴＥＧＡ　ＢＬＵＥ アレルギーをお持ちのご家庭の食卓を支援するパン製造事業の開始 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 尼崎市 旬ご飯千 和食も楽しめるインドアゴルフ事業で常連さんを健康おもてなし 廣岡　茂男

近畿 兵庫県 尼崎市 麺やひなた 高回転の運営ノウハウを活用した内もも肉専門ステーキハウス事業 廣岡　茂男

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社キ・ボン 4140001042692 手焼きおかき専門店の焙煎技術を活かし、兵庫県過疎地域にて『水洗い炭火珈琲豆』焙煎・販売の新規事業へ参入。 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社アミユズ 8140001124710 現場ノウハウを製造に活かし、地元地域の産業安定化に貢献挑戦！ 廣岡　茂男

近畿 兵庫県 丹波市 大伸急行有限会社 7140002034546 物流センター開設及び北近畿の『エリア別共同配送システム』構築による新分野展開事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社ウオハシ 7140001045296 リノベーション住宅販売のために、無人型セルフモデルハウスを活用する計画 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 丹波市 株式会社吉住工務店 6140001041387 変化する生活様式に対応したマンションリノベーション事業による事業再構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 明石市 株式会社アンドワークス 2140001037331 部品加工の高精度化・高効率化による医療ロボット分野への進出 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社長尾工作所 6140001017750 環境への負荷が少ない電動シリンダ用長尺ボールねじ製造への参入 株式会社ユニバー経営サポート

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 株式会社難波工業 3140001103966 ３０００件以上の実績を誇る熱絶縁工事のプロの、配管用保温断熱ジャケット開発・製造 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 川辺郡猪名川町 仲バーべキュー園 観光農園「仲しい茸園」の人気メニューを活用した椎茸加工品製造への事業展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社ドゥーワークス 9140002067148 衣料品の商品企画・卸売業から自社工場設立による縫製業への参入 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社Ｌ．Ｂ．Ｓ 3140001101573 宝塚市で地域に根差したフットサル施設が、女性向けスタジオレッスン事業をスタート 近畿産業信用組合

近畿 兵庫県 西宮市 鮨千 コロナ時代に適応した小規模で換気環境の整った串揚げ店への挑戦 柴原　重太

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社平山機工 6140001108764 横中ぐりフライス盤の導入による大型機械部品製造への新規参入 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社トクラ 3140001044120 Ｂ　ｔｏ　Ｃ業態への飛躍的進出！ＳＤＧｓ対応型コインランドリー事業 高砂商工会議所

近畿 兵庫県 芦屋市 都クリニック 早期発見・早期治療を地域で実現するため、ＣＴ・電子カルテの導入でＤＸを推進する 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 ｍｉｕｌａｎｄ株式会社 2140001112761 駅近の立地における冷凍ラーメンテイクアウト専門無人店舗の経営 株式会社マネジメントオフィスいまむら

近畿 兵庫県 神戸市長田区 菱華石油サービス株式会社 8140001017096 自動車の軽鈑金修理から重鈑金修理への転換と顧客拡大を目指す計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社駒田プレカット 9140001058882 プレカット事業で培ったノウハウを活かし長尺物等の木材に特化した運送事業へ業種転換 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社Ｊａｙ　Ｊａｙ　Ｊａｐａｎ 2140001092203 ウィズコロナに対応した販売体制再構築のためオンライン接客等の新サービス開始 中村　清悟

近畿 兵庫県 南あわじ市 アーバンクリエイト株式会社 4140001085964 土木経験を活かし、既存の測量業とシナジー効果のある土木業へ新分野展開 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 湊商事株式会社 8140001011165 豆類の老舗取扱業者による、健康にも地球にも優しい豆類製品の製造計画 株式会社エフアンドエム

近畿 兵庫県 姫路市網干区 株式会社きぬや 4140001062749 きものに合った美しさを！エイジングケアに特化した美容サロンの新展開 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社ワイベック 6140002022015 レーシング部新開発ベルト開発と製造設備導入並びに生産性向上 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 加古川市 有限会社マシェリー 2140002036687 地域の皆様のためのトータルビューティーサロンへ新分野展開 株式会社ケーズパートナーズ

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 ＮＥＸＴ　ＦＩＮＡＮＣＩＡＬ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ株式会社 9140001117688 ＳＮＳ・ブロックチェーン・データ分析に特化した人財マッチングサイト構築 富岡　淳

近畿 兵庫県 伊丹市 有限会社八木電子工業 5140002066137 基板実装の技術を活かしウェアラブル医療機器分野へ進出 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 揖保郡太子町 有限会社スガタ 3140002033510 多様な生活スタイルに応える美味しいベーカリー事業 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社糸乗建設 8140002046680 ドローン空撮画像を提供するドローンサービス・土木建設業へ飛躍 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 株式会社協和 4140001063409 高圧エンジンコンプレッサーを使いさく井掘削工事業で事業再構築 堀田　幸男

近畿 兵庫県 加古川市 セイテック 近江牛を使った「かつめし」「焼肉」の提供と「精肉」の販売 株式会社アークス

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社蔦製作所 6140001103963 内面研削加工と製造ライン再構築による新型部品の安定供給 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 兵庫県 多可郡多可町中区 株式会社熊田工作所 7140001120140 生活家電事業から農業機械事業への進出による新たな収益源の獲得 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 南あわじ市 全淡建設株式会社 7140001085631 出張破砕サービス開始による建設廃棄物リサイクル事業の業態転換 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ＮＥＸＴ 5120001181467 毎晩のメニューで困るあなたに！肉と野菜をご提案する専門店「８３１２９」運営事業計画 益塚　友和

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 株式会社大塚製作所 8140001063363 自動車内燃機関の部品製造からＦＡ関連部品製造への進出による事業再構築 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 小野市 沖中産業株式会社 1140001076611 カーボンニュートラルに向けたＣＯ２を排出しないエネルギーの運搬・保管を担う圧力タンクの生産 播州信用金庫

近畿 兵庫県 洲本市 接骨鍼灸院たいよう堂 障害児童の受け皿になる放課後等デイサービス開設 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社コルム 6140001086903 使用済電線被覆を原料とする再生ペレット製造業に挑戦 近畿産業信用組合

近畿 兵庫県 神戸市中央区 Ｇ－ＳＴＡＲＴ株式会社 6140001108657 地域に根ざしたパン屋が、新商品開発と販路多角化を進め、県内トップの総合ベーカリーへ挑戦 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社クープ 3140001055902 コロナに負けるな！！ＳＤＧｓ・雇用維持と拡大を図り、オリジナルブランド立ち上げ 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社新高テック 5140001084949 アルミニウム加工の内製化と先端デジタル技術の活用による全体最適化計画 シェアビジョン株式会社

近畿 兵庫県 神戸市中央区 神戸スタンダード石油株式会社 9140001011998 ガソリンスタンド運営の経験を活かして、専門的なカーコーティング事業を新規展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

近畿 兵庫県 尼崎市 秀歯技研 ＤＸ化によるＣＡＤ／ＣＡＭ冠加工への進出 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社エイテイズ 8140001047845 ＥＣ販売を展開し、ポストコロナ型のオーダーメイド可能なスポーツウェア店に 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 姫路市勝原区 有限会社福井造園 8140002050550 園芸ギャラリーを設置し、小売業・サービス業への進出を図る 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 赤穂市 福田産婦人科麻酔科 最新のＩＴ技術及び医療技術を駆使し女性に寄り添う婦人科・形成外科の新設 株式会社トマト銀行

近畿 兵庫県 三田市 株式会社川上食品 2140001110261 ＥＣサイト・テイクアウトを活用した高級洋菓子の非対面販売 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 南あわじ市 ＹＧＮ商事株式会社 2140001086122 不動産業から淡路島で貸別荘事業に参入する計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 宝塚市 ＷＯＲＬＤ　ＶＩＬＬＡＧＥ株式会社 1140001114973 十割蕎麦店の店舗経営 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 小倉印刷株式会社 7140001065427 データ処理ノウハウを活かした可変データ印刷ＤＭ専用一貫生産ライン構築 株式会社阿波銀行

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 オクタス株式会社 5140001086821 淡路島でゲストハウスを運営し、自社の営業を革新する地域活性化事業を展開 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社名産神戸肉旭屋 7140001045734 自動販売機によるこだわりの冷凍食品販売事業 冨松　誠

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社牛尾啓三アトリエ 4140002052947 アート空間のリフレッシュ事業 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＡＪＡＶＡＡ 9140001113290 インバウンド復旧に向けた訪日外国人に対する旅館予約サービス事業 ＣＲＥＳＴ税理士法人



69 / 90

事業再構築補助金　第６回公募　採択案件一覧【全国統合版】　　　※事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。
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 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

近畿 兵庫県 神戸市中央区 神戸国際医療サポート株式会社 5140001106562 中国人顧客への美容商品越境ＥＣサイト運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ルート 6140001024243 ＣＢＴ構築事業 畠田　孝子

近畿 兵庫県 加西市 ハリマ紙器印刷工業株式会社 7140001076408 自社キャラクターを育成し、新たな事業柱を構築する。 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 高砂市 有限会社ＡＲ　ＪＡＰＡＮ 4140002038649 カスタムペイント技術を活用したオートバイのレストア事業への転換 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 尼崎市 山中裕貴 和太鼓×オンライン配信が出来るスタジオ運営・楽器レンタル事業 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 淡路市 籔淵建設株式会社 6140001085343 バケット型回転ふるい機付ＩＣＴ建機導入による残土処分場有効活用事業 株式会社ユニバー経営サポート

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社ａｉ　ＴＲＡＤＩＮＧ 9140001042176 淡路島でプラダーウィリー症候群の方に特化したグループホームの運営 ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 宍粟市 居垣興業株式会社 3140001038948 宍粟市のクレーン工事企業が新たにフィットネスジムを展開し、地域貢献を果たす事業 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 黄菊精肉店 ウィズコロナに対応した、老舗精肉店の炭火焼き豚ＥＣサイトの創出 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 明石市 株式会社うつみ商会 4140001105623 老舗食品加工業が挑む、地域貢献型スケートパークへの新事業展開！ 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社イーアールシティーズ 1140001022350 マイクロツーリズム志向における日帰り温浴施設の事業展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社光伸 4140001080981 淡路島の遊休地活用によるグランピング高級リゾート宿泊施設運営業への挑戦 大阪信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社虎や 3140001069613 オンライン化で生活困窮者の物件探し支援する地域密着不動産仲介 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社信和建物 4140001071295 全国初！家を知る解体屋が挑む、空き家をベストな「次」へ導く新しいシステムの事業化 長谷川　浩之

近畿 兵庫県 加西市 株式会社小西鉄工 4140001076253 新分野参入に必要な倉庫建築と洗浄機を導入する事業 松下　隆信

近畿 兵庫県 加東市 株式会社宮下木材 7140001075129 国産広葉樹資源の内装材・マテリアル利用を通じた新分野展開 株式会社ピースマネジメント

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社大浦ミート 6140001042633 ２４時間営業の無人店舗の商品販売によって小売事業を再構築する 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 山中鉄工株式会社 4140001062765 シャフト部品に必要な金属丸棒製造による持続的社会発展への貢献 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社ライフコア 7140001085870 『保険ＤＸ』システム販売により保険代理店業界のイノベーションを推進 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 ＮＲＤ研究所 オール電化厨房を用いた移動式レストランの運営 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 エビス．ＪＤ株式会社 3140001105236 既存店の感染対策強化及び本格炭火焼き鳥店開業による再構築計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 有限会社大藤工務店 6140002045346 コロナ影響を受け難い一棟貸しで簡易宿所業に進出する計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 伊丹市 合同会社ＮＥＸＴ　ＴＯＮＥ 8140003017012 業界１５年の経験を活かし、試し弾き可能なヴィンテージギター販売に本格参入 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 三木市 株式会社Ｄ－ライト 9140001096949 インドアゴルフ練習場とレストラン等の複合施設による事業再構築 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 宍粟市 一宮精工株式会社 5140001038946 大型部品の製造開始により、省エネ発電方式の普及促進に貢献 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社建工１０１ 3140001091567 近畿圏初！ＤＩＹ体験型カフェの展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 たつの市 伊藤農機株式会社 3140001038279 農業機械と中古車の販売で農業発展と交通課題解決に寄与する事業 松尾　健治

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社合食 3140001012993 独自の連続過熱蒸気オーブンによる洋風魚介チルド総菜での新市場開拓 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 丹波篠山市 Ｃｏｎｆｏｒｔ・Ｏｆｆｉｃｅ ランチを中心に提供するカフェを、弊社所有地に木造戸建て店舗として新築計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社山中商会 2140001033157 指定工場となり、車検証の電子化に対応した車両の点検整備事業に業態転換する計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 川西市 株式会社向喜精工 5140001080898 金属加工製造業者の精密歯車部品の生産・販売による事業再構築 尼崎信用金庫 三菱電機クレジット株式会社

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社ヤスダ 3140001018891 体験型ショールームの展開で、畳の潜在需要を掘り起こす新たな販売に挑戦 株式会社シャイン総研

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社ＮＡＭＡＳＴＥ　ＢＯＵＥＫＩ 6140001065980 インド・ネパール食材の冷凍食品販売で新分野開拓 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 西脇市 春日倉庫株式会社 4140001075404 繊維物流倉庫から自動化ワンストップ物流拠点への事業転換 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 三田市 Ｅａｒｔｈｉｎｋ株式会社 6140001067317 需要が高まっている電解水生成装置の販売事業に進出する事業計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 一般社団法人すまいの未来研究機構 9140005022430 空き家活用をテーマとしたコワーキングサロンの新設 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 神戸市北区 プーロ 本場神戸の人気洋菓子店が独自の「半生菓子」を開発し、全国展開 藤村　正弘

近畿 兵庫県 西宮市 大喜建設株式会社 4140001069273 沖縄に於ける４室のみのプライベートヴィラ（ホテル）の建築と運営 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 株式会社梶原鉄工所 8140001058297 高性能バグフィルタ集塵機の製造技術確立による事業再構築 兵庫県信用農業協同組合連合会

近畿 兵庫県 小野市 稲垣建材産業株式会社 4140001076583 残コンを利用して製造する再生砕石「ＲＣ４０」の製造販売に係る新分野展開 嶋田　景太

近畿 兵庫県 宝塚市 有限会社島津 4140002066963 ウィズコロナのニーズと衛生面に配慮したユニット組立加工事業の創出 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 新冷工業株式会社 8140001013302 ファイバーレーザ溶接システムの導入による食品機械分野への進出 播州信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＲＯＡ 8140001115263 障害者の雇用定着率を促進するための就労訓練及び実務場所の提供 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社エムプラン 4140001020392 ステーショナリー事業ノウハウを活用したお菓子用パッケージ製造業への新分野展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 兵庫県 加西市 有限会社藤原鉄工所 3140002062451 複雑形状部品の短納期製造体制構築による新分野への参入 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社ＦＩＣ 9140001122325 精密減速機用部品の高精度加工と要求量を実現させる事業再構築 大橋　忠司

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社プラス 6120001214523 既存事業の強みを活かしたガレージハウス事業への挑戦 徃西　弘恭

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社テック宝角 9140001060153 放射光研究施設向け消耗部品提供により研究開発の促進に貢献 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 兵庫県 南あわじ市 小林水産 寿司屋の新名物！生シラス醤油漬けの開発と新規販路開拓 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社フランジュール 9140001031674 既存事業の強みを生かしたカルチャースクール事業等への新分野展開 井上　陽介

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社よしお 8140001056152 地域事業者と連携して提供する「こだわりのフォトウエディング」 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 丹波市 有限会社こやま園 7140002034835 自社工場で一貫した製造体制を構築することでペット市場へ本格参入 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 山本パッケージ株式会社 8140001062150 ＥＣ販売用の農作物向けオリジナルダンボールの生産体制構築 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社三上工作所 2140001011105 個人住宅等を対象として総合住宅サービス（リフォーム等）へと事業変革 税理士法人宮本事務所

近畿 兵庫県 西脇市 西脇化成株式会社 2140001075777 鉄板焼きからカフェレストランへ。コロナ時代を経て家族や友人が集まれる新しい飲食店様式に挑戦。します。 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ルコシュレ シェアキッチン「こしゅれ食堂」の店舗運営および料理人開業支援 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 姫路市 田靡製麵株式会社 6140001060016 乾麺を食べて健康促進！栄養補助食品の製造へ進出 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 グッドフェローズ株式会社 7140003008532 障がい者・高齢者・児童などすべての人が共に助け合いわくわくできる地域コミュニティ																 株式会社エモーサル

近畿 兵庫県 高砂市 協和興業株式会社 2140001044006 高級輸入中古車販売業で顧客第一主義を実現する業種転換 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 三和鋼業株式会社 5140001049035 自社ノウハウを生かした大型移動上屋台車の製造販売 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 明石市 株式会社コプロ 7140001037368 歯科技工技術を活用したオーダーメイドネイルチップ製造の事業化 日新信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社西宮北自動車 1140002057379 車検の完全内製化による生産性向上とエーミング作業への参入 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社爽美館 6140001121370 整骨院・整体院が運営する２４時間営業のスポーツジム運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 相生市 株式会社竹田重工所 1140001039865 高精度技術で関西圏高層ビル建設ラッシュを底支え、建築用重量鉄骨製造事業への業態転換計画 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 五恩株式会社 9140001033225 美容室と育児中のママ世代をつなぐ「訪問美容プラットフォーム」立ち上げ 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社Ｇｏｏｄ　Ｏｎｅ 9140001095166 靴の輸入販売業から焼肉店経営に新分野展開する計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 兵庫県 たつの市 有限会社矢野興業 9140002032052 建設残土をリサイクルする残土処分場で循環型建設業へ変革 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 たつの市 井河原産業株式会社 4140001038600 水素やアンモニアを用いた発電機部品製造でカーボンニュートラル技術を革新 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社東洋コンテナ商事 4140001090378 コンテナ製造から「トレーラ・トレーラーハウス」製造への挑戦 柴田　壽徹

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ジャパンビットシステム 1140001093813 廃棄される電子基板から金やレアメタルを抽出するリサイクル業への進出 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 西宮市 ＡＲＡＴＡＫＡ　ＳＴＡＲ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式会社 6140001113558 孤独な高齢者の生活を明るい暮らしに変革する「本屋」と遺言や自伝を本にする「出版」のハイブリット事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 三田市 株式会社スパーク 7140001111668 「リアリティを追求したＶＲ住宅展示場システム」開発による増収計画 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 メット株式会社 4120901021566 エリア初！『窓・ドアリフォーム専門店』ショールームオープン！ 松井　洋治

近畿 兵庫県 神戸市中央区 アイジュノン株式会社 3140001101251 高齢者施設及び富裕層向け日常食を提供する新しい宅食サービス 中村　佳央

近畿 兵庫県 多可郡多可町中区 有限会社アリノベ 6140002061533 地方の活性化！新分野の複合施設によるグリーン成長戦略事業 藤丘　有紀

近畿 兵庫県 神戸市西区 こうだ歯科クリニック デジタル技術をフル活用した歯科技工所併設による歯科医療経営のＤＸ 森　克已

近畿 兵庫県 尼崎市 エアグランデ株式会社 2140001053766 複数の物販事業主を総合支援する統合型本部事業 大阪信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 森下工房株式会社 2140001061967 格納ベッド付パーソナルブース等新商品をＥＣサイトで販売する新市場開拓型事業 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ＵＭＡ－ＬＡ テキーラ専門店発祥。メキシコ料理店を開業し、神戸の街にメキシコ料理のブームを起こす。 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 永田醸造機械株式会社 1140001002146 省人化や安全性を図る仕込みタンクの自動洗浄装置の製造 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 朝日興業株式会社 6140001005920 貸切サウナを完備したエストニア発北欧デザインの温浴施設運営への新分野展開 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社シブタニ 1140001042943 ステンレス・銅の切断加工が可能となることによる事業再構築 松下　隆信

近畿 兵庫県 丹波市 株式会社土田商事 1140001041185 中小企業向けデジタル化のワンストップ・伴走型支援サービスの提供 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社ニッシン 6140001081862 真空プラズマを用いた粉体処理装置販売に関する事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
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近畿 兵庫県 姫路市 千代田金属工業株式会社 5140001060066 新たな分野となる輸送用機械器具の製造への進出 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 西脇市 ＴＡＫＴ 自動車販売で蓄積した顧客と整備技術を生かし新たに整備事業を手掛ける。 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市中央区 中央港運株式会社 2140001009306 和歌山県日高港バイオマス発電燃料供給事業計画 日本経営ウィル税理士法人

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社レストランドリーム 8140001046186 感染症対策を徹底し地元播磨ジビエを活用した囲炉裏居酒屋事業の展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社さかもと生花園 7140002048694 花の癒し効果ＭＡＸ！コミュニティーの中核となるお花の教室開設 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社住宅工作 5140001121553 地域イノベーションを目的としたワークショップスペース「ＫＯＪＩＮ　ＬＡＢ」の展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 南あわじ市 菊川建材株式会社 6140001117600 オーガニック培養土による家庭菜園・ガーデニング市場での事業拡大 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 三木市 芝崎機械株式会社 1140001094506 工事現場には必要不可欠な敷き鉄板の修理を行う事業 株式会社ＭＡＣ経営

近畿 兵庫県 明石市 朝日アルミニウム株式会社 6140001034481 感染リスクを抑えた製造方法の導入で付加価値の高い部品市場へ参入 株式会社フィールドマネジメント

近畿 兵庫県 姫路市 松尾印刷株式会社 8140001061623 印刷請負を脱却、販促ＰＯＰの制作、販売の全国展開による事業再構築 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ＯＣ 1140001124485 「しんちゃんのお肉屋さん」による卸売・小売業への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社エスアール 9140001093987 中播磨地区の建設副産物受入施設とリサイクル事業の開設 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 壱丸創建株式会社 2140001109980 ショールームとしても活用できるバケーションレンタル（貸別荘）事業 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市飾磨区 吞八 キャッシュレス冷凍自動販売機を活用した小売業への参入 岡本　理博

近畿 兵庫県 加東市 株式会社ふくわ 9140001088888 古民家を改修した見守り高齢者向けシェアハウス事業の新展開 小川　裕右

近畿 兵庫県 西宮市 エンドライブ株式会社 5122001031593 飲食から非常用発電機負荷試験事業に業種転換によるＶ字回復計画 黒川　敦史

近畿 兵庫県 たつの市 大谷株式会社 5140002033541 障害児向け通所型福祉サービス事業への新分野展開 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社人と音色 9140001121252 発達障害のある子供向け教室の「コミュニケーション支援」事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 有限会社まいらいふ 1140002021293 陶板浴施設で心身の健康を明るい社会を創ります！ 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 加西市 有限会社キヨシン 7140002062308 ユーザーの声を反映した獣害防止ネットの準直販事業 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 株式会社資産評価センター 4140001104179 登記・課税台帳連携システム開発による新分野展開 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 有限会社ハッピーエルダー 7140002022245 研修後も日本で安心して生活・仕事ができる環境を作っていく外国人研修センター 神戸信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社河野クレーン 7140001058744 町のクレーン屋から飛躍し、大型クレーン事業へ進出 税理士法人掛橋会計事務所

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ゲストハウス 1140001021047 ペット飼育問題解消！好立地ビジネスホテル併設型ペットホテル＆サロンから生まれる新たなペット旅行の形 株式会社わかば経営会計

近畿 兵庫県 朝来市 株式会社清原製作所 1140001101749 取引拡大や従業員雇用に悩む地元企業の広報活動支援事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 福伸電機株式会社 5140001063589 シートベルトプリテンショナー用部品製造への新規参入のための高速冷間鍛造ラインの構築 株式会社百十四銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ニチジン 6120001086376 古民家の改装による貸しスペース業への新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 有限会社キリンコーポレーション 7140002020414 働き方および生活様式の変化に伴う一時使用空間の構築 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社リビングオーガニックス 9140001103119 コロナで拡大する美容健康需要を獲得！オーガニック専門店への業態転換。 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 源気山畜産株式会社 6140001034820 国産回帰ニーズに応える国産精肉加工の新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社エスアンドシー 6140001026974 新型マシニングセンター導入による電気自動車用部品の量産体制構築 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社神港通商 7140001042285 プロマート業務用食品スーパーＦＣ店の運営 播州信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 大はま 淡路島の古民家を再生利用し現在営む料理屋の料理を提供する１棟貸宿泊業へ 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社福井工業 4140001070157 パワートング機能の導入により作業効率を高め、公共性の高い観測井工事へ新分野展開する 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社グロースターズ 8140001097452 神戸の酒を世界に～神戸の資源を用い世界に神戸ブランドを発信する蒸溜所 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社金栄商事 3140001094677 アウトドアが盛んな三田市でグランピング設備販売事業を展開する 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 川辺郡猪名川町 株式会社フルートフル 4140001080998 学習塾のノウハウを活かしリアルとオンラインを融合した子供向けプログラミング教室 森藤　啓治郎

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ 2140001076528 縁の下の力持ち「播州織」元工場が挑む、全く新しいＳＰＡへの転換 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 三田市 鉄板ごぶりん セミパーソナルジム事業への新分野展開 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社Ｓ・Ｍ・Ｃ 3140001082640 自動物産展による商店街 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 西脇市 原田鮮魚株式会社 7140001075797 鮮魚の卸売専門会社から新鮮な魚を自社加工する総菜事業への新分野展開 篠原　正裕

近畿 兵庫県 美方郡新温泉町 株式会社織戸組 9140001095546 浜坂の魅力を本気で感じてもらえる宿 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 明石市 株式会社マリン神戸 7140001037095 製品の高精度化と複雑形状化に対応するための高度加工技術確立による事業再建 日新信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ソプラ・クリエーション 2140001089645 受託３次元測定・モデリング事業分野での新分野展開 加古川商工会議所

近畿 兵庫県 淡路市 星の果実園 淡路島産苺を主とした収穫～お菓子作りまで楽しめる農業・菓子製造体験型観光施設の開設 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 宍粟市 株式会社アクト 7140001038928 ＥＶ・ＨＶ車用駆動用リチウムイオンバッテリーの再利用及び、資源循環利用 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 美方郡香美町村 青い鳥有限会社 4140002046866 スキー産業依存型経営からの脱却を目指し、　フィンランド式サウナで年間を通した集客を図る新規事業 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社淡路島ほっこりファーム 4140001118377 自然と対話ができる家族向けキャンプ場 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 伊丹市 日航日本語学校株式会社 8140001101049 多文化共生社会の実現に不可欠な日本語教育を介護の世界に！ 瀬崎　昌彦

近畿 兵庫県 明石市 株式会社侑羽ロジスティクス 6140001104895 運送業者がインタンク設置による新分野展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社スカイハッツ 6140001100011 調剤薬局事業から新たに整骨院事業参入による地域貢献と事業拡大 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社齊藤製作所 5140001058985 塗装工程内製化によるアンモニア発電分野への新展開 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 情報セキュリティ株式会社 2200001030924 セキュリティの専門ノウハウを活用した「サイバートレーニングサービス」の立上げ マジェステ株式会社

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社神戸ファインフーズ 2140001114188 地域の和牛セントラルキッチンを目指した精肉卸売及び小売事業の構築 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社Ｌｉｖｅ　Ｄｅｓｉｇｎ 8140001026667 ＢｔｏＢに対するバーチャルモデルルームの賃貸事業 中田　孝成

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 株式会社モリ 6140001063662 ＩｏＴ化＆木造古民家リノベーションで住みたい街づくりに挑戦 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 株式会社トウバン 7140001013682 兵庫の特産酒米『山田錦』の生産者特定酒米を卸売する事業再構築計画 株式会社りそな銀行

近畿 兵庫県 多可郡多可町加美区 きはら呉服店 日本茶カフェのある呉服店～和の心でおもてなし～ 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 三田市 株式会社Ｓｋｉｌｌ 6140001067242 点字機器・ソフト導入による点字看板製作事業開拓 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＫＨ 9140001112152 不動産管理事業のＤＸ化、新規事業「Ｗｅｂマーケティング事業」の新分野展開 株式会社セームページ

近畿 兵庫県 丹波市 鴨庄酒造株式会社 1140001041004 旧時代的「桶売り」造り酒屋から純米オンリーの清酒「小売り」酒屋への業態転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 芦屋市 芦屋軒株式会社 2140001000074 町の精肉店・お肉屋さんから、冷凍調理食品製造業への業態転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社クレアプラス 9140001088558 自社管理物件を活用したメンズ脱毛サロン開業での新分野展開 森藤　啓治郎

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社Ｓｔｙｌｅ　Ａｇｅｎｔ 5140001031901 「ライブコマース」を活用した新時代の接客ビジネスへの挑戦 赤嶺　順也

近畿 兵庫県 豊岡市 ＴＳＰＣ株式会社 2140001113388 シニアを元気にするサブスクリプションプラットフォーム 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 朝来市 株式会社早木電機 5140001046668 自前技術の活用と新たな製造方法の導入による「高温度耐性サーミスタチップ」の製造販売、新市場へ挑戦。 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市北区 有限会社サウスフーズ 7140002023004 「炭火焼肉弁当」「肉寿司」「肉惣菜」を調理販売・配達・通販で販売提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 三木市 株式会社ネクサスクリエーション 1140001109651 ＤＸ対応最先端ショップ新設による未来の「ゴルフのまち」創造 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 プレテック株式会社 1140001002435 ＥＶ車開発における金型市場に向けた新規金型事業計画 白石　裕之 三菱電機クレジット㈱

近畿 兵庫県 川西市 合同会社ＣｏＣｏあん 7140003012154 パーソナルトレーニングと腸活をもっと身近に！身体活動促進事業の展開 藤本　晃

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社トラストフードサービス 7140001030315 見た目と味に拘ったチョコレートブランド「ＴＲＡＶＥＲＳＥＥ」の立ち上げ事業！ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 兵庫県 加古川市 有限会社大西工務店 3140002035399 「もみの木」の良さを徹底的にアピールする「もみの木オーダー家具　」の販売 福井寛之

近畿 兵庫県 神戸市灘区 福々 新スタイルの豚まん及びパンの販売と各地特産品等を活かした商品をキッチンカーで販売 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 パル株式会社 8140001054569 尼崎市で初めて身体障がい者の方に特化したグループホームを設立 税理士法人ＨＹＫ

近畿 兵庫県 姫路市勝原区 アートインベストメント合同会社 2140003016358 産業用水中ドローンを用いた水中探査・動画撮影事業 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 宍粟市 有限会社クマノ 7140002033259 店舗向け家具の個別受注生産方式から見込み生産方式への業態転換 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 揖保郡太子町 株式会社ＫＡＩＨＡＴＵ 1140001039386 コンパクト残土リサイクルプラントによる残土リサイクル事業 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市広畑区 恭真建設株式会社 7140001106395 重機等の運搬に特化した運送事業サービス新展開 長田　孝道

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社トリ・エス 3140001111333 クライオポンプユニットの点検サービス事業を通じた、半導体製造業界への参入事業 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社リガレッセ 5140001106991 介護現場の声を基に、看護師が国産有機ハーブでハーブティーとケア用品を開発・販売 大槻　直志

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ＫＡＲＰＯＳ 7140001105975 ドローン・ＦＰＶドローンを活用した映像撮影・動画制作事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 サンアロイ工業株式会社 1140001063444 ＥＶ市場向け大型金型の超硬合金化事業 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 南あわじ市 株式会社カタドル 1140001120039 高齢者層へ向けた革新的な高級パン提供による事業再構築事業 淡陽信用組合

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社マス久本店 8140001046293 １００％ジュースより美味しいジュースの販売、新提案スイーツの販売 株式会社山陰合同銀行
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近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社紅屋 5140001010756 地域商店街を世界へ！　ライブコマースプラットフォーム事業の立ち上げ 浅田　章大

近畿 兵庫県 揖保郡太子町 株式会社Ａｎｇｅｌｉｃｅ 5140001123855 新たに冷凍健康スイーツ等を開発・製造し卸・ＥＣ市場に参入 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社プライムエステート 9140001033373 コロナ禍に対応する非対面型不動産ＣｔｏＣプラットフォームの新規構築 株式会社商工組合中央金庫

近畿 奈良県 生駒郡斑鳩町 ｐｒｉｖａｔｅ　ｓａｌｏｎ　－　ｈｉｒｏ 食事管理を最大限サポート！楽しく食べながら健康になれる飲食店のオープン 森下　陽子

近畿 奈良県 橿原市 豊田真珠株式会社 2150001010758 長期滞在型宿泊施設開業によるアドベンチャーリズムへの参入 田中　敬人

近畿 奈良県 北葛城郡上牧町 株式会社日伸 6150001015324 基礎型枠用スモールメッシュラスの自動生産体制の構築 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 高市郡明日香村 株式会社ヨネカワ 5150001011927 太陽光発電のプロによる地域密着美容エステサロン事業で売上の回復を図る 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 香芝市 株式会社一真鋲螺 4150001012372 自動車業界への新規参入に向けたトラックボディ用部品の量産体制の構築 ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

近畿 奈良県 生駒郡三郷町 大和エレテック．株式会社 6150001014854 ペルチェ製品の製造に取組み、確実な収益とリスク耐性を獲得する 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 生駒市 たにや整骨院 往療で地域に密着、療具による治療で患者の心と体のケアを図る 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社大和エアープロモーション 5150001023088 産業用ドローンによりカラスの不安感を煽り忌避する鳥害対策事業 大和信用金庫

近畿 奈良県 大和高田市 大和企画 廃プラスチックを活用した循環型新商品開発による新分野展開 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 株式会社エクラシア 9150001020619 エステ技術を活かしたリーズナブルかつ安心安全な発毛事業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 ビューティーエクラ ＬＰとＬＩＮＥを活用した自宅サロン等開業プロデュース事業 奈良商工会議所

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 東辻化成工業所 石灰石を用いた代替プラスチック事業への新分野展開進出による独自性の創出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 大和郡山市 オリエンタルシューズ株式会社 3150001005617 お客様に合った最高の靴を提供できるファクトリーショップの開設事業 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社楽習舎 1150001017614 個人の有料コンテンツ流通を可能にするワードプレスプラグイン開発 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 橿原市 旬彩かづ 環境に優しい、健康志向のラーメン店「ハモＴＯトリ」の新規展開 中村　誠

近畿 奈良県 生駒市 ジパング ポストコロナ時代に向けたリトリート宿泊事業 上田　行洋

近畿 奈良県 橿原市 ａ・エル株式会社 7150001011677 通所介護（リハビリ特化型）の運営で培った経験・知見を活かしてリハビリ・訓練機器の開発から製造販売までを行う新分野展開 大和信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 にこちゃん堂 多種多様な目的に利用可能な二階屋根裏の貸しスペース事業 中村　誠

近畿 奈良県 御所市 天狗印株式会社 1150001015221 地場産品履物業者の挑戦！体と心を癒すリフレクソロジーラボ開設 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 橿原市 株式会社ＩｍｐａｃＴ 8150001020859 エステティックサロン業への新分野展開 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 大和郡山市 ｐａｉｎ　ｄ’ｅ　ｃｕｉｓｓｏｎ フランスの文化アペリティフ（アペロ）を大和郡山に 中村　誠

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 旭ソックス株式会社 3150001012282 新製品で新たな販売戦略（Ｄ２Ｃ）を構築し販売促進と事業継承の実現 水上　和之

近畿 奈良県 生駒市 シフォン 海ない県で県内初の海鮮丼テイクアウト専門店を運営する新規事業へ挑戦 税理士法人銀河

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 松井ニット株式会社 4150001011317 ニットブランド創生とＥＣ展開によるニットＯＥＭ下請けからの転換 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 生駒市 ハスキーベースボール 「業界初」野球教室から家族で受け放題、総合習業い事スクールへ事業転換 京都信用金庫

近畿 奈良県 天理市 一般社団法人文化財科学研究センター 5150005008597 文化財を傷つけずに歴史がよみがえる非破壊分析 税理士法人あおば

近畿 奈良県 桜井市 株式会社スローライズ 5150001018220 自然あふれる里山野外レストランで本格ナポリピザを提供する新分野展開事業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 吉野郡天川村 ｕｔｉｔｏｃｏｎｏ 地域資源を活用したクラフトコーラと清涼飲料水製造ＯＥＭ事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 高市郡明日香村 水本化学工業 高齢者の事故防止に貢献する、介護補助プラスチック分野への進出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 生駒市 株式会社ますだ 7150001005191 生駒市初！和文化継承の多目的レンタルスペースによる新事業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 松籟　和ノ雫 コロナ禍以降の奈良県観光・飲食産業の発展に寄与する新規特産物推進事業 奈良商工会議所

近畿 奈良県 吉野郡天川村 ゲストハウス　ＰＯＳＴ　ＩＮＮ 奈良の秘境から全国へ！自家焙煎スペシャルティコーヒーの販売 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 高市郡明日香村 有限会社メイコウ 4150002008618 日本人の心の故郷で身も心も健康に、奥明日香でのバケーションレンタル事業への進出 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社飯塚製作所 2150001012333 電動自動車部品市場への新分野展開 Ｋ＆Ｐ税理士法人

近畿 奈良県 五條市 有限会社大一建設 5150002011100 新たな土地取引業務の開始による地方活性化に資する新分野展開 金田　紘典

近畿 奈良県 香芝市 喜ＭＡＭＡ屋 ミセスコンテストとエステサロン 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 桜井市 割烹桝谷 牛タンのテイクアウト・秘伝のお出汁の通販で売上回復 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 ＦＩＴソリューション株式会社 6120001126017 システム請負業務より脱却し、クラウド型介護パッケージを開発販売、ＤＸ推進により総合システム開発企業へ転換 大阪シティ信用金庫

近畿 奈良県 生駒市 株式会社エール 7150001018870 美容院による美容に関する医療クリニック業への進出 山本　文則

近畿 奈良県 奈良市 ダイワ工業株式会社 4150001018601 業界初！閉塞鋼管杭専門のメンテナンスによるリユース事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 五條市 ナカヤマ機械株式会社 1150001015551 地域を守る！農薬散布と災害対応のためのドローンの販売・点検・修理事業 株式会社ティナ・コンサルティング

近畿 奈良県 奈良市 ナカセ工業 最新の工作機械導入を通じた超電導リニアのシールドトンネル工事への参入事業 仲下聖治

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 日本ワイドクロス株式会社 2150001013216 織物技術を活用したメッシュシート原反の製造による建築分野への進出 一般財団法人　南都経済研究所

近畿 奈良県 奈良市 有限会社ダイイチ印刷 6122002002898 手帳本文印刷からＵＶ印刷＋デジタル技術で抗菌加工印刷物市場へ進出 大阪シティ信用金庫

近畿 奈良県 生駒郡安堵町 株式会社アリオン 3150001006879 ＩＣＴを活用した森林保全調査への新分野展開を通じた地域イノベーションの推進 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 葛城市 株式会社あけぼのパン 5150001014673 給食の製造技術を活かした懐かしくて美味しい災害食の開発・販売 株式会社ティナ・コンサルティング

近畿 奈良県 奈良市 有限会社天平フーズ 2150002001178 修学旅行向けレストランから法事総合サービス提供への転換事業 奈良信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 ＰＩＺＺＥＲＩＡ　ＩＣＡＲＯ 世界一のピッツァ職人が作る冷凍グルテンフリー・ウィートフリー製品の製造販売業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 ビー・オー・スリー ＮＣルーターの導入によるフェノール樹脂製品の開発と新規顧客層への展開 株式会社シャイン総研

近畿 奈良県 宇陀市 株式会社アドヴァンス 1150001009677 革新的開発プロセスの導入により自社製ＳａａＳソフトの開発リーダへ 中村　誠

近畿 奈良県 宇陀郡御杖村 株式会社山田土木 5150001010012 カフェ事業やロッジの貸出、ペレット材の製造・販売を通じた地域活性化事業 大和信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 有限会社ウエニシオート 8150002000240 出張サービスカーを使用した出張タイヤ交換・販売 中村　誠

近畿 奈良県 奈良市 焼肉ほへと 高校・大学部活動生向けに良質なお肉を中心としたケータリング＆宅配弁当サービス 島本　昌一

近畿 奈良県 奈良市 株式会社夢窓庵 7150001022195 ７年ミシュラン２つ星！老舗料亭が食べ放題店と仕出弁当の新指市場に参入 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 大和郡山市 株式会社テクノハギハラ 3150001005922 新たな生産ライン構築による自動・電動建設機械業界への新規参入事業 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 天理市 株式会社ツキエス 2150001006491 遺伝子分析を活用したオンラインヘルスケアサポート事業への新分野展開 ベンチャーパートナーズ株式会社

近畿 奈良県 大和郡山市 季節料理　翁 干物を店舗販売・通販する新分野に展開し売上をＶ字回復する 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 株式会社菱豊フリーズシステムズ 4150001004527 細胞を壊さない凍結技術を活用した医療向け凍結機製造販売計画 株式会社ＡＧＳコンサルティング

近畿 奈良県 奈良市 株式会社ＮＯＲＯＭＡ　ＪＡＰＡＮ 2150001023578 大和西大寺駅開発に伴う駅ナカ店舗出店 吉尾　正巳

近畿 奈良県 橿原市 株式会社都市企画設計コンサルタント 8150001010752 常盤町開発プロジェクトへの参画による事業多角化への挑戦！ 株式会社アサユナイト

近畿 奈良県 北葛城郡河合町 株式会社大和 2150001018446 ボトル型宅配水の訪問販売から浄水型サーバーのレンタル事業計画 大和信用金庫

近畿 奈良県 葛城市 芳明工業 中小型部品のバランス取り加工によるＥＶ・医療機器分野等への新規参入 大和信用金庫

近畿 奈良県 橿原市 株式会社南都衛材製作所 5150001010796 吸収サニタリーショーツの開発および医薬部外品製造工場の許可を取得し新市場へ参入 株式会社ＭＨＣアドバイザリーサービス

近畿 奈良県 橿原市 小西シャーリング工業株式会社 2150001010493 シャーリング事業から鉄骨接合部品製造事業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 奈良県 生駒市 株式会社ＭＳＴコーポレーション 1150001004752 ロボットシステム向けの新たな共通部品の開発・製造による事業再構築 株式会社三井住友銀行

近畿 奈良県 奈良市 有限会社ポータルサポート 3150002002423 ＥＣ事業からＤＭ関連事業に新展開し、事業シナジーを強みに構築 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 吉野郡吉野町 吉野製材工業協同組合 4150005007253 吉野材の「卸売」から「製造小売」への事業展開 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 吉野郡大淀町 株式会社サカガミ 7150001016222 グリーン成長戦略を支えるパワー半導体製造装置分野への進出 岸　克行

近畿 奈良県 大和郡山市 株式会社ロマン倶楽部 3150001008537 高齢社会を支えるＩｏＴ・ＡＩを活用したヘルスケア新規事業への展開 株式会社りそな銀行

近畿 奈良県 奈良市 協同組合ウェル国際技能協力センター 1150005001052 即戦力海外介護人材の教育と国内介護事業者とのマッチングを行うサービス事業 株式会社りそな銀行

近畿 奈良県 大和郡山市 株式会社ＣＡＲ　ＨＥＡＲＴ 1150001018488 中古車販売８１９件の実績と整備士資格を活かしての自動車整備業への進出 奈良信用金庫

近畿 奈良県 生駒郡斑鳩町 横山化成株式会社 3150001007225 高精度加工技術を活かした新素材による新製品開発および新市場進出 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 奈良県 生駒市 工房彩家 伝統技術を生かした古民家モデルハウスによるリノベーションデザイン計画 森藤　啓治郎

近畿 奈良県 葛城市 株式会社中造園 8150001014183 造園（土木）事業から、新たに古民家リフォーム（建築）事業への参入チェレンジ 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社アメイズ 6150001019218 連続ルート案内・及びルート案内共有に　特化した地図アプリ開発 大和信用金庫

近畿 奈良県 吉野郡吉野町 ふじさん整骨院 療術業から介護事業への業種転換 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 株式会社はたご 6150001023616 厳選したカカオを使いテイクアウト・通販を主軸とするチョコレートスイーツ専門店 ＭＧＳ税理士法人

近畿 奈良県 橿原市 株式会社タケガミ電気水道 2150001022225 施工付き電化製品レンタル、サブスクサービスの新分野展開 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 大和郡山市 ヘアーサロンアフロ 理容業の剃毛技術を活用した無痛脱毛サービスの提供 升谷道教

近畿 奈良県 橿原市 有限会社巽繊維工業所 8150002007590 顧客志向の自社ブランド新製品を、ＥＣを活用し新市場を開拓する。 奈良中央信用金庫

近畿 奈良県 橿原市 有限会社夢ｋｉｔｃｈｅｎ 1150002008455 「奈良カヌレ」の販売事業およびＥＣ通販事業への参入 延島　隆裕
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近畿 奈良県 奈良市 株式会社松林堂 1150001001056 古都奈良の筆文化に触れ合える、通所型障害者生活介護事業 奈良信用金庫

近畿 奈良県 吉野郡十津川村 フェレリ合同会社 2150003001912 独自デザインの樹上個室設備設置による滞在型施設への新サービス開発 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 宇陀市 ドリームフォース株式会社 2150001018462 オートクレーブ成形機導入による新分野への転換 大和信用金庫

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 株式会社きんき 1120001012147 北海道産木材を使用した洋樽製造事業への新規事業展開～林業活性化への取り組み及び日本洋酒文化の向上～ 税理士法人山田アンドパートナーズ

近畿 奈良県 桜井市 吉田製材株式会社 6150001009615 ウイルス除去作業及び家具や木材部材に消毒液を塗布する消毒・除菌事業による新分野展開 大和信用金庫

近畿 奈良県 生駒市 ロイヤルオブヘアー いつもの理容店がプライベート空間に。オシャレにこだわる人のためのメンズエステ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 奈良県 五條市 マルセグループ株式会社 1150001023117 大和五條の新名物　仲山農園ジェラート市場進出プロジェクト 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 香芝市 田之上農産 さつまいも専門卸売りの挑戦、６次産業化で地域活性化を図る。 株式会社タスクールＰｌｕｓ

近畿 奈良県 奈良市 株式会社成田 8150001001751 アフターコロナ環境に適応する「リアルオフィス」リノベーション事業 中嶌　大

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社関西工務店 6150001012536 空き家の住宅診断とリノベーションによる地域コミュニティの創造 菅野　浩司

近畿 奈良県 大和高田市 株式会社吉川製作所 8150001014836 当社事業の付加価値向上に繋がる革新的製造技術を取り込んだ新分野展開事業 御堂筋税理士法人 三菱ＨＣキャピタル株式会社

近畿 奈良県 大和郡山市 吉川運輸株式会社 7150001006173 現有技術・人脈と倉庫のスペースを活用、恐竜オブジェ専用常設展示場で業容拡大を図る 弓手　宏亮

近畿 奈良県 奈良市 合同会社今輝 5150003001843 地域の食材を使用した地域活性に繋がる焼肉店 大城　真樹

近畿 和歌山県 和歌山市 北村農園 まるっとたべたい！悠々とまとでＳＤＧｓ 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 スナックゆめ こだわりの出汁が効いた絶品「たこ焼き」で事業再構築 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 カラオケスタジオ喫茶ドレミ 自己所有物件をリニューアルしてのカフェ開業計画 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 和歌山市 ｉ．ｕ（アイ．ユー） 倖生炭グリラーによる本格ＢＢＱ料理テイクアウト事業の展開 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 リアルボディ 故障車の移送・修理・売却をトータルで支援するサポートセンターの建設 ミレ信用組合

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社紀和コーポレーション 6170001000992 カラオケラウンジと焼き芋スイーツ店のシナジーで事業再構築と事業承継を目指す 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 マームアイラッシュ ナチュラル感覚で利用できる最高の美容脱毛と圧倒的快感のイヤーエステ 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 株式会社平石家具 7170001002798 店舗デザインの高まりに応える高付加価値什器分野への新事業展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社ナチュレ 7170002005528 蕎麦のランチ営業と弁当のデリバリー専用システムの導入計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社南海楼 2170001008817 地域の活性化に繋がる、駅チカイベント広場とワッフル販売事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 有田郡湯浅町 藏野製材株式会社 6170001007113 紀州材タイニーハウスで豊かな暮らしの実現を応援する事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社ライフィット 2120101056373 移動ＣＡＦＥ（健康体操後のシニア対象）にて提供する惣菜調理 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 有田市 株式会社ＦＩＳ 8170003001070 ＤＸ時代の勤怠管理　働き方をイノベーション！ 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 合同会社Ｂｌｕｅ　ｔｉｇｅｒ 8170003000898 日本製の復活！オーダーメイド＋ＯＥＭ縫製業の新展開 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 梨華 ヒト幹細胞培養エステ事業で男女の毛髪の悩みを解決 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 ＮｅｗＬｉｆｅ　ＮｅｗＤｅｓｉｎｇ マリーナ監視システムの販売・リース、釣り餌・釣り仕掛けの製造・販売 水城　実

近畿 和歌山県 岩出市 割烹恵比寿 ミシュラン１つ星店による総合食品事業への業態転換 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 木下水産物株式会社 2170001011639 既成概念を打ち破る！天然冷凍まぐろのブランディングによる事業拡大 新宮信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 Ｃｏｌｏｒｓ 新世代の自動車に対応したワンデー水性塗装サービス 中村　健一郎

近畿 和歌山県 和歌山市 三ツ矢観光株式会社 6170001003194 旅館業及び、居酒屋業を営む事業者による、エッグサンドテイクアウト事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 岩出市 アシェンテ合同会社 3170003000374 ラテン文化を体感できる本格イタリアンバール事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 紀の川市 ハット株式会社 3170001005516 チョコレート市場への参入によるメーカー機能の獲得 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 西牟婁郡上富田町 ＢＬＵＥＢＡＲ 伝統的トルコ料理「ピデ」による、バーからピデレストランの転換。コロナ禍からの脱出 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 株式会社タック 5170001006000 企画・設計まで含めたプロダクトデザイン提案販売 大阪商工会議所

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 株式会社ツイン 4170001007214 植替え時の古いみかんの木をバイオマスエネルギーに！ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 田辺市 アイアンプラス フェイシャルケアからスカルプケアへ。新サロン開設と新サービスの実施 米澤　節

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社キャリアアイ 9170001017002 苦手なＩＴ作業・事務作業を代行、ポイントを有効活用する業態を販売 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 日高郡みなべ町 マルヤマ食品株式会社 4170001009268 革新的手法でＳＤＧｓを推進！クリーンエネルギー「雪むろ」を活用した梅酒で新分野に進出 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 和歌山県 橋本市 株式会社紀伊見荘 9170001012358 旅館の屋上に大自然を活かしたオープンエアーなサウナを導入 みのり税理士法人

近畿 和歌山県 紀の川市 有限会社大原運送 1170002007653 地域初のテント型倉庫による倉庫事業への新規参入で新型コロナの影響を乗り越える 株式会社フラッグシップ経営

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社療創会 7170001015560 「障害者を対象としたグループホーム運営事業」による事業再構築 塩﨑　幹比古

近畿 和歌山県 紀の川市 株式会社木村メリヤス工場 5170001008104 介護市場に新たに進出し介護衣料の製造販売を行う 安藤　亮史

近畿 和歌山県 田辺市 宝月自動車有限会社 2170002009987 自動車修理工技術を駆使してトラックコンテナを改造！宿泊コンテナルームを核とする世界遺産の中でのグランピング場の経営 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社貴志安商店 1170001000790 Ｐ・Ｃ・ＧＴＥＸＡＳライセンス契約による給排水管更生事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社河鶴 5170001000721 事業者連携でつなぐスムージー＆農産加工品輸出育成事業 白川　淳一

近畿 和歌山県 有田郡広川町 池田農園株式会社 3170001015853 糖度検査を内製化し、紀州特産の高品質な果物を持続的に供給する 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 株式会社ヘルパーステーションぴゅあ 1170001010583 丁寧でアットホームな訪問介護・通所介護業者が、新たに住宅型有料老人ホーム事業に参入する きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 和歌濵かまぼこ株式会社 9170001016061 「老舗の味にこだわった｟高級揚げ天｠による事業再構築と経営強化」 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 新宮市 株式会社新宮ホーライ 4170003000646 未来に照らす　まち遺産　～ダイナミック演出照明事業～ 新宮信用金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 Ｎ４ＤＥＳＩＧＮ 元老舗料亭旅館をリノベーションしたフードコート式コンセプトカフェ 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 株式会社イワハシ 6170001005587 サスティナブル社会を体験できるテーブルウェアブランドの構築 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ＳＯＥ 3170001015432 居酒屋・和食レストラン事業社による障がい者グループホームの運営 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 ベンケイ食品 柿の葉寿司専門製造業者が取組む！贈答用郷土料理の直接販売事業 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 有田市 Ｇａｌｌｅｒｙ　ＳＩＧＭＡ． 大人と子供をつなぐ空間としてのスイーツ総合施設建設に向けて 荒巻税理士法人

近畿 和歌山県 岩出市 和歌山コンピュータビジネス専門学校 硬度なＤＸ対応人材と、ｅスポーツによる専門学校の再構築計画 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 日高郡美浜町 株式会社丸紀 4170001010267 循環型社会の実現に貢献する「住宅リノベーション・新築工事業」等の新分野展開 きのくに信用金庫

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 株式会社丸貨運送 7170001011171 安全運送がモットーの運送会社によるサービス付き高齢者向け住宅事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 株式会社ユートピアカンパニー 3170001014062 ポストコロナを見据えた、海鮮食品の製造と産地直送オンライン販売事業の開始 株式会社三十三銀行

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社今村 8170001016921 梅干を産業として残し、地域とともに持続的発展を目指す事業 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社高橋木材運輸 8170002000024 和歌山発！トラックラッピングで物流業界の慢性的な課題解決に挑戦！ 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 有田市 有限会社平左エ門 9170002007539 老舗の仕出し屋による手作り・あったか弁当＆惣菜の来店型販売事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社マーズスピードジャパン 8170001008233 日本初クラシック・ミニＥＶ車の企画・輸入販売事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 岩出市 にしの鍼灸整骨院 整体院併設の至福を味わう壺焼き芋スイーツ店による事業再構築 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 株式会社三楽荘 8170001009784 和歌山・白浜を堪能する親子ワーケーションの新展開 株式会社リョケン

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社創伸 7170002007788 最新式横型マシニングセンタを活用した精密部品加工による新分野展開計画 島本　昌一 昭和リース株式会社

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ＥＵＲＥＫＡ　ＭＯＭＥＮＴ 3170001015572 子ども達の『できる喜び』をふやす！複合型子ども支援事業 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 株式会社コウラ 9170001001245 出張修理から需要が拡大している高品質オーバーホールサービスに業態転換 北浜グローバル経営株式会社

近畿 和歌山県 有田郡広川町 松屋電工株式会社 2170001007067 革新的生産プロセスの導入による天板製作の新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 西牟婁郡上富田町 株式会社大橋化工 5170001016305 コロナで変化した経営環境に対応する事業再編による新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 海鮮炉端双六屋 焼肉食堂～都市型居酒屋から地域密着型の焼肉事業へ～ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 ワコン株式会社 5170001003740 ドライアイス（ＣＯ２）削減に寄与する物流用大型保冷ボックス事業 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 岩出市 インド料理専門店クシュクシュ 本場インドの厳選スパイスの味と香りを全国のご家庭で楽しめる事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社グローアップ 7170001012599 人口増加が続く地方の街で焼き肉事業とテイクアウト事業の新分野展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 田辺市 有限会社ヴァイ・アヘアー 8170002009718 美容室事業者によるオーダーメイドフォト事業 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 株式会社えにし 7170001006634 郊外型非接触化ドライブスルー和カフェ事業への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 中国料理楼蘭 テイクアウトやカウンターを主とした次世代型中華料理店への転換 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 たべごとや木場 ★地域密着★地元農家の食材を用いたスイーツカフェ事業への転換 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 株式会社アルディ 3170001009013 保有資産とネットワークを活かしたペット同伴が可能なうなぎ料理店開店計画 株式会社エフアンドエム

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ＲｅＲ 2170001013866 「強靭な人材育成体制」を確立させ、消防設備メンテナンス業に参入し収益の柱に！ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社明光物産 6170002003763 家具・建具への塗装事業者による間伐材への特殊塗装事業 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 株式会社山本勝之助商店 9170001016268 日本一の山椒の産地で、「二味豆袋」で地域の活性化に貢献 公益財団法人わかやま産業振興財団
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近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社阪和総合防災 9170001006970 自社リソース活用と今後の展望を踏まえた非接触設備事業での新分野展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 Ｐｏｗｅｒ　Ｓｕｒｆ サーフショップの挑戦！種子島を満喫グランピング併設型、宿泊施設事業 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 新宮市 株式会社高岡商店 9170001011533 新商品「さく」「切り落とし」の販売の為の施設整備と販路開拓事業 新宮信用金庫

近畿 和歌山県 有田市 川口水産株式会社 9170001007309 うなぎ屋かわすいのオムニチャネル戦略による新分野展開計画 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ｍａｈａｌｏ 2170001006977 マスク生活で注目度アップ！「目の周り」ケアに特化したメニューで顧客開拓！ 松下　晶

近畿 和歌山県 日高郡みなべ町 株式会社ケイ・エイチ・エス 6170001009241 ムクナ豆からつくる健康食品の加工販売 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社みらいアート 3170001013329 コロナ禍で顧客層・商圏拡大を狙った多様性に対応した立体造形物の製造・販売 奥田　崇喜

近畿 和歌山県 御坊市 株式会社観光農園ひだか 1170001015954 当社観光農園で発生したＢ級品及びＣ級品を活かした６次化商品の開発及び販売への新分野展開 御坊商工会議所

近畿 和歌山県 海南市 若広紙器 「包む」の未来　構築プロジェクト 海南商工会議所

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 坂本ファイナンシャルプランナーズオフィス コインランドリー活用による、地域活性化支援事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 株式会社福菱 3170001009137 観光客の誘致とリピーターの増加 株式会社紀陽銀行

中国 鳥取県 東伯郡湯梨浜町 ヘアーパークノートン 着付事業開始による新たな取組 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 東伯郡北栄町 株式会社新木コーポレーション 1270001004930 持続可能な企業成長を達成する為のオーダーＣＬＴ材のＪＩＴ生産事業 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 鳥取市 鳥取電子株式会社 6270001000933 国内回帰する民生製品及び産業機器用中小型基板量産に向けた業態転換計画 公益財団法人鳥取県産業振興機構

中国 鳥取県 境港市 連取水産合同会社 4270003001304 境港産水産加工品を使用した軽食等の移動販売事業 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 鳥取市 有限会社福喜屋クリーニング 9270002001283 衣料サービス事業に保管サービスを付加する新分野展開 鳥取信用金庫

中国 鳥取県 米子市 ＦＡＢＴＩＣＡ 鳥取・島根初の完全個室型トータルビューティ×リラクゼーションサロン 株式会社アルマ経営研究所

中国 鳥取県 倉吉市 株式会社一笑堂 1270001005739 事業所等の使用済み雑巾のクリーニング事業の展開 株式会社ユア・ストラテジー

中国 鳥取県 倉吉市 株式会社新喜建工 4270001005463 解体工事後の再生砕石生産と販売による建材リサイクル事業 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社みなか 6270001006889 全粒大豆スイーツのテイクアウト専門店 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 境港市 株式会社オーク 6270001004265 地域水産品を活用した冷凍食品（アジフライ等）事業計画 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 米子市 株式会社ラインナップ 9270001006119 地産地消から地産多消へ！冷凍加工食品「大山自然食品」ブランドのＥＣ直販に参入！ 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 米子市 株式会社ワイエスエンジニアリング 5270001003648 原木仕分け分野における３Ｄカメラを使った新方式計測システム開発 公益財団法人鳥取県産業振興機構

中国 鳥取県 鳥取市 ＭＡＳＵＹＡＭＡ－ＭＦＧ株式会社 5270002002211 半導体製造装置、ＥＶ関連などの高単価難加工製品製造への新分野展開計画 公益財団法人鳥取県産業振興機構

中国 鳥取県 米子市 株式会社なかでん 7270001007531 地域社会の健康促進に貢献する「酵素風呂サロン」への多角化計画 米子信用金庫

中国 鳥取県 米子市 ＭＡＸＳＨＯＰ株式会社 8270001006400 ウィズコロナを見据えた「ペットと一緒に泊まれる無人型ホテル」への展開 セブンセンス税理士法人

中国 鳥取県 鳥取市 マッシュカフェ ペットと泊まれるリゾート風トレーラーホテルへの事業転換 株式会社ロジヤ

中国 鳥取県 境港市 千代むすび酒造株式会社 3270001003815 「ウイスキー」で国内外のウイスキー愛好家市場を開拓 境港商工会議所

中国 鳥取県 境港市 有限会社いけびんストーア 9270002007603 Ａｆｔｅｒ　コロナにおける地域資源を活用した新商品の開発 境港商工会議所

中国 鳥取県 倉吉市 打吹商事株式会社 1270001004971 ステーキ＆ハンバーグ専門店へ新分野展開～ガソリンスタンド併設レストラン～ ごうぎんキャピタル株式会社

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社ＯＫＵＰＥＮ 1270001006051 大型ブラストルームを活用した金属製品粉体塗装事業への参入 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 東伯郡三朝町 三朝高原開発合同会社 9270003000895 「グランピング×温泉」の観光地シナジーを最大化した旅館業の起死回生の 一手 株式会社セームページ

中国 鳥取県 米子市 株式会社キュウ 4270001005629 「万葉牛」を全国へ！有名焼肉店によるインターネット通販特化型冷凍精肉事業 中村　光太

中国 鳥取県 鳥取市 気高電機株式会社 5270001002006 成形工場における生産力増強と自動化推進による生産性向上の取組み 公益財団法人鳥取県産業振興機構

中国 島根県 安来市 株式会社安来モーテル 1280001002470 最新の産業用ドローン導入によるドローン事業への参入 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 松江市 足立石材株式会社 7280001000048 移動式ペット火葬車両導入によるペット葬祭事業への進出 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 益田市 西日本鉱業株式会社 3280001005083 最新粉砕機で超微粉粒を製造　新分野進出で日本の鉱物資源を活用 島根益田信用組合

中国 島根県 邑智郡美郷町 美容室たんぽぽ 感染対策にも配慮した店舗内の個室化と新たなエステティックサービスの提供 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 株式会社原寿園 8280001003363 出雲大社神門通りで「出雲ぜんざい」専門店の出店 出雲商工会議所

中国 島根県 安来市 Ｂｉｌｌｉａｒｄｓ＆Ｃａｆｅ　ＡＲＩＴＴＯ フレイルの予防に取り組めるヘルスケア事業への進出 安来商工会議所

中国 島根県 安来市 株式会社伯太観光 9280001002686 工事・輸送車両を長く使用するため修繕・補強を行います。 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 安来市 有限会社カメラのハマダ 9280002004590 ドローンによる農薬・肥料の散布事業　及び　ドローン講習事業 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 オーエム金属工業株式会社 7280001000907 省エネ半導体の製造装置向け振動減衰性部品製造による新分野展開 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 雲南市 クライムファクトリー株式会社 4280001007285 ５軸加工機の導入によるリチウムイオンバッテリー向けフィルム製造装置部品等への新分野展開計画 シェアビジョン株式会社 三菱電機クレジット株式会社

中国 島根県 松江市 株式会社サンテクノス 8280001000303 非破壊検査で培った信頼性・ノウハウを活用した柔軟な警備の提供 株式会社東京経営サポーター

中国 島根県 出雲市 有限会社大谷鉄工所 1280002007056 産業用ロボット部品加工事業への新規参入 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 安来市 株式会社ナカサ 9280001002422 内燃機関関連部品（ターボ）加工からＥＶ関連製造装置の部品加工事業への転換 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 有限会社ウェルシー 2280002007039 羽毛布団の残羽毛を再利用したペット製品へ事業再構築します 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 ワインダイニングルネミッケ フレンチシェフの地域初アレルギーフリー洋菓子専門店 株式会社島根銀行

中国 島根県 松江市 Ｎプランニング 地域に根ざしたカーライフサポートサロンを開店 株式会社島根銀行

中国 島根県 益田市 日精販有限会社 2280002010182 地域活性化への挑戦！益田市に活気を「サウナ事業」に参入 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 松江市 株式会社えにしの桜 3280001007162 居宅介護支援事業所（ケアマネジャー）から訪問介護事業所（ホームヘルパー）開設へ 株式会社島根銀行

中国 島根県 出雲市 株式会社ビッグストーンケーケー 5280001007169 クラフトビール醸造所を構築し、独自調合したクラフト発泡酒の製造・販売事業 小林伸行

中国 島根県 出雲市 有限会社スタジオナウ 9280002005614 人生の大切な節目にコト（宿泊）モノ（写真）で感動を届ける事業 島根中央信用金庫

中国 島根県 松江市 有限会社壽山商店 5280002002854 地域の未利用魚も活用！魚肉の良質なたんぱく質を活した高齢者・運動愛好家向け健康志向食材の開発と製造販売 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 株式会社出雲木材市場 1280001003097 加工内製化によるリードタイム短縮・コスト削減と木材製品の販売取りまとめ役への転換 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 出雲市 株式会社住いる建築工房 1280001005829 古民家と地域資源を活用し、新分野である観光業へ進出 株式会社島根銀行

中国 島根県 松江市 株式会社さんわファクトリー 9280001005870 コロナで元気を失った地元松江をお菓子で笑顔に！ 株式会社商工組合中央金庫

中国 島根県 松江市 株式会社フローネ 9280001002661 野生麹チーズ工房 株式会社島根銀行

中国 島根県 出雲市 有限会社Ｏ’ｚ　ｃｒｅａｔｅ 1280002007436 住宅設備機器卸売業・小売業及びリフォーム事業への新規参入 株式会社島根銀行

中国 島根県 鹿足郡吉賀町 有限会社宗正建設 2280002010661 吉賀町及び近隣の地域課題解決と地域貢献事業 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 益田市 株式会社グリーン 6280001006178 石見地域の畜産を一大産業へ 株式会社山陰合同銀行

中国 岡山県 総社市 レトワール プライベートサロンで美容の提供方法の変更により感染防止に取り組む 吉田　正人

中国 岡山県 玉野市 株式会社エムプロ 3260001027377 歯学生教育への問題発見・解決法を用いた歯科インプラント教材 玉野商工会議所

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社西日本トップサービス 9260001008850 外国人向け介護福祉士実務者研修および日本語レベルアップ研修 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 炭焼き牛タン　せんすけ アメリカンレトロ×唐揚げ専門店＝新規若者顧客獲得を目指す事業 山口　大輔

中国 岡山県 倉敷市 株式会社トライエンゴ 5260001033737 中古理美容設備×専門フリマアプリ＝新規顧客獲得を目指す事業 山口　大輔

中国 岡山県 岡山市南区 みどりまち接骨院 画期的！学校内に『コンディショニングＲｏｏｍ』設置でケガのケアと予防 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社ティーエムジェイ 4260002012427 県内初の高所作業車出張タイヤ交換サービスでＩＴ化・テレワーク推進へ貢献 株式会社エフアンドエム

中国 岡山県 倉敷市 有限会社晃翔 4260002024190 食品小分けで切り開くポストコロナへの道標 水島信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社聖原田 9260002008214 日本料理店の挑戦！和風パスタを提供する多機能カフェへの新展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＳＷＩＴＣＨ 9260001010583 ぽかぽかファミリー保育園設置計画 税理士法人アライズ

中国 岡山県 久米郡美咲町 株式会社ＮＩＳＨＩＣＯＲＩ 6260001032390 地元京都の観光資源等を活かしたキッチンカーによる新市場開拓 亀岡商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 株式会社東亜測量設計コンサルタント 2260001017107 建築測量設計事業の新事業開始による古民家再生分野への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 フレッシュ青果あずま 下津井産天然海産物の販売開始による海産物×青果物専門店への事業転換 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 倉敷市 株式会社フック 7120001088702 高齢者施設の入居者を笑顔にする「ファッション訪問販売サービス」 株式会社広島銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社インフィニット・フィールド 6260001012310 教育ビジネスのオンライン化を支援するＡＩ技術を駆使した次世代セミナールームの開発 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 株式会社アッソ 3020001108597 女性の創業・事業成長をサポートするインキュベーション施設運営 倉敷商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 人材開発マネジメント株式会社 6260001005132 製造現場向けデジタル教育コンテンツ事業への新分野展開 山田　達志

中国 岡山県 倉敷市 備讃ヤンマー株式会社 2260001014533 釣船事業への新規参入及びＬＴＶの向上を目指した買取強化事業 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 備前市 イル・パトリ プライベートキャンプ場開設による司会業から宿泊業への事業転換 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社横木農園 5260001035139 加工品で岡山の農業を元気にする。インスタ映えする、かわいい・きれいなコンポート。 大倉　宏治

中国 岡山県 備前市 キャリアオフィスＴＯＭＯ テレワーク支援付き古民家型コワーキングスペースの開発運営 岡山商工会議所

中国 岡山県 笠岡市 ハーベストベイ株式会社 4260001026477 日本遺産にも登録された笠岡諸島の魅力発信、ワーケーションプランによる中期滞在型施設提供への新分野展開 公益財団法人岡山県産業振興財団
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中国 岡山県 高梁市 ママンティーク フランス・アンティークイメージを融合した、ミニコワーキング事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市中区 有限会社伊勢田 8260002000691 地域資源を活用した和食冷凍加工食品の食品製造卸売への事業転換 浅山　幹男

中国 岡山県 倉敷市 株式会社玉島活版所 9260001013826 老舗印刷会社が目指す県内トップのワンストップソリューション 玉島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 有限会社梶原架設 3260002022419 はつり工事事業の開始による配管・ピットのあらゆるメンテナンスへの対応と特定需要への特化 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 倉敷市 有限会社コラソン 2260002023021 自然と季節ごとのイベントが楽しめる公園（ｐａｒｃ）カフェ 大倉　宏治

中国 岡山県 岡山市北区 池田促成青果有限会社 9260002000641 「加工食品製造販売」への取り組みによる「新分野展開」事業 岡山県中小企業団体中央会

中国 岡山県 岡山市東区 黒場 コロナ禍の中、本格的焼肉店の味を自宅で楽しめる「焼肉セット」精肉店 大倉　宏治

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ジュエリーホンダ 4260001011818 完全プライベートトータルビューティーサロンの運営 平木　二三男

中国 岡山県 岡山市中区 有限会社時信レッカーセンター 2260002006950 新開発リアバンパーによりアンダーリフトを装着した積載車の販売 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 倉敷市 ティーツーケー株式会社 7260001016244 自動倉庫システム導入による省人化物流施設整備で個人向け３ＰＬ事業を展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 Ｈｅａｒｔ　Ｕｐ　Ｗｏｒｌｄ株式会社 6260001010900 自動車ＥＶ化時代対応で「１４分野－自動車・蓄電池」分野で新たな事業化「ＥＶ車整備点検・ＥＶスタンド等」 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社リプロ 7260001007061 脱炭素社会構築の為のグリーン再生ペレット化事業 株式会社みずほ銀行

中国 岡山県 笠岡市 株式会社川﨑建設 3260001028094 一級建築士が作るメタバース空間でのＮＦＴ住宅展示場作製事業 笠岡商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 やまこうファーム株式会社 8260001034006 コーヒーの収穫体験も可能なカフェ併設のコーヒー観光農園事業 岡山商工会議所

中国 岡山県 笠岡市 有限会社アルデバラン 5260002026302 五感企業を目指し視野分野への進出による事業再構築 笠岡商工会議所

中国 岡山県 瀬戸内市 セブンベッド株式会社 6260001021402 ローカン貼ベッドフレームの製造開始を通した高級ホテル・高級旅館市場への進出 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社トヨタクラシツクカーサービス 6260001004794 レッカー車を導入し、ワンストップ事故対応サービスを提供する 福田　虎大郎

中国 岡山県 倉敷市 有限会社赤瀬鉄工所 6260002016161 高精度加工可能な設備導入による生産体制再構築で半導体や電気自動車関連分野へ新分野展開 中村　清悟

中国 岡山県 倉敷市 株式会社インテ 3260001016173 岡山で暮らし・働き・家族を作るお手伝いのための結婚式場が運営する婚活支援事業 特定非営利活動法人関西事業支援機構

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社旺兼工業 5260003001642 産業廃棄物収集運搬業を行い、工事・解体からリサイクルまでの総合力を高める。 協同組合さいたま総合研究所

中国 岡山県 津山市 有限会社安藤鈑金 9260002030250 大型トラック等の架装への挑戦でサプライチェーンの一翼を担う 津山信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 中村　朋子 業績の上がらないセルフエステ事業から撤退し、回復が見込まれる飲食業への業種転換計画 吉田　正人

中国 岡山県 井原市 井原食産有限会社 8260002025557 地域特産物を活かした新ブランド商品開発による事業再構築 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社プロスパ 1260001010095 コロナにより壊滅的打撃を受けたラーメン店のＦＣ活用による洋菓子販売店への挑戦 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 有限会社中村鉄工所 8260002020120 強みを活かせる成長市場のシャフト製品に新規参入で経営多角化を実現 中村　清悟

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社岡山スポーツ会館 1260001001128 学習・運動と学童保育の融合事業 広島総合税理士法人

中国 岡山県 井原市 有限会社笹井鉄工所 7260002025707 特殊材料の複雑加工技術獲得による半導体産業への進出 株式会社ゼロプラス

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社恵拓 3260001033284 平島元気野菜市場開設による野菜菌床茸の加工・販売事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市東区 竹久工業株式会社 5260001007179 ファイバーレーザー切断機導入による配電盤製造事業 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社身体改善研究所 2260001029424 コロナ禍ニーズ対応の非接触対応痩身サービスと眉毛サロン事業 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市中区 太陽美術紙工株式会社 4260001004045 海外富裕層等に向けた意匠性の高い高級日本酒用化粧箱の新規開発 株式会社山陰合同銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社加賀商会 8260001001740 環境・衛生対策ニーズに対応した各種洗浄サービスによる事業構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 美作市 株式会社フォーシーズン湯郷 4260001030479 ポストコロナを見据えた地域観光客・インバウンドの獲得に挑戦 津山信用金庫

中国 岡山県 玉野市 ハナビジョン株式会社 3260001029472 地域生活者の利便向上に貢献する多様な販路を持つベーカリーの事業化 株式会社香川銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社クールウエスト 9260001017389 中古厨房機器の買取販売事業開始とショールーム開設による業態転換 児島商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ニシモト 4260001015372 自動車生産治具製造から半導体製造装置部品製造への挑戦 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 倉敷市 金森株式会社 4260001012931 老舗寝具製造業による子供用寝袋・シュラフの新ブランド開発 税理士法人石井会計

中国 岡山県 総社市 株式会社Ｙ’ｓ 9260001031605 社会的ニーズの高い『空き家解体から整地まで』の一貫サービス事業の開始 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社アルテクト 6260001032985 経営資源を活用した美容業界参入による高付加価値の提供 玉島信用金庫

中国 岡山県 美作市 大平産業株式会社 9260001020797 製材部門における加工度合いの高い製品供給への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 赤磐市 株式会社新岡エフアールピー 9260001010823 ＦＲＰ製造における『原型・マスター型・生産型』製作販売による新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ＣＯＮＯ 3260001028004 岡山県産原材料を使ったオリジナル冷凍ピッツアネット販売の開始 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 美作市 株式会社野内研磨工業 6260001030295 ＳＤＧｓ目標の達成のためステンレス製大型タンク研磨に挑戦 津山信用金庫

中国 岡山県 真庭市 株式会社三木工務店 8260001022704 コロナ禍以降長期休業のホテル施設を活用する再生資源卸売業への新分野展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 旭テクノプラント株式会社 6260001012467 共生社会の実現に向けた「シェアオフィスを活用した障がい者雇用支援サービス」の共同開発 税理士法人石井会計

中国 岡山県 岡山市東区 杉山　誠 旧車・ネオクラシックカーの中古車販売及びサブスクリプション事業 高柳　哲也

中国 岡山県 倉敷市 ナイカイ塩業株式会社 8260001014197 医薬／健康食品向け原料の新規格の製造とそのための新設備建設 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 矢部被服株式会社 1260001015053 業界初の制服レンタル事業開始とサービス提供方法の大転換計画 玉島信用金庫

中国 岡山県 岡山市東区 東進工業株式会社 2260001004666 独自技術を活かした製造体制の構築による「中／大型農機向け部品」へ新規参入 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市中区 有限会社鶴松 8260002006581 顧客ニーズに対応するＩＴシステム導入・内装リフォーム～非対面・非接触営業の促進～ 株式会社香川銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社近藤建設興業 7260001007904 既設住宅の高機能化を通じた省エネ住宅の普及、省ＣＯ２化への挑戦！ 森藤　啓治郎

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ＴＲＹ　ＨＯＯＰ 6260001026566 プロバスケットボールチームによるスポーツパビリオン施設運営事業 澁谷　典彦

中国 岡山県 英田郡西粟倉村 株式会社木の里工房木薫 9260001020954 木材利用率のエビデンスに基づく木製家具・遊具のエシカル市場へ参入 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社宮武組 7260001009751 ドローン関連サービスの提供による事業再構築 株式会社ビー・エム・サポートプラス

中国 岡山県 玉野市 長尾鉄工株式会社 2260001022404 次世代型船舶エンジンや風力発電設備等の部品加工へと新たに展開 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 岡山市南区 有限会社谷口商店 9260002019541 高効率デジタル裁断設備導入によるスクールユニフォーム分野への新分野展開 水島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 サトウ機工株式会社 1260001013503 製缶・配管製作事業開始によるグリーンエネルギー発電プラント分野への新分野展開 水島信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社起立製作所 3260001023913 「山の恵」地元岡山産ジビエを用いた「愛犬の健康食」の開発 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市中区 平賀運送株式会社 7260001005643 「運送・製造・倉庫」が一体となった総合物流サービス 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 倉敷市 株式会社絆 8260001019469 誰一人として取り残さない業種転換による事業再構築事業 印牧　秀晃

中国 岡山県 倉敷市 株式会社松商 8260001014775 児島ネットワークをフル活用し、地域繊維工業の活力維持に貢献する事業 児島商工会議所

中国 岡山県 総社市 錦門丸松工業株式会社 3260001015877 半導体製造装置向けアルミ精密金属部品への参入 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社Ｃｏｎｅ・Ｘｉ 6260001031161 訪問看護ステーション向けシフト表作成システムのクラウド型提供 岡山商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社ブロス 8260001000098 同人誌向けで培ったフィルム印刷技術の商用利用への新分野展開 株式会社ＧＩＭＳ

中国 岡山県 津山市 村井紙器株式会社 9260001020277 ダンボール製造で培った設計力を生かし、ダンボール製リール製造事業の体制構築をおこなう 株式会社鳥取銀行

中国 岡山県 浅口郡里庄町 一光化学株式会社 6260001018027 「白石桑黄グルカン」を使用した新商品で海外新市場開拓に挑戦 株式会社広島銀行

中国 岡山県 倉敷市 永井釦株式会社 1260001014212 ファストファッションと一線を画す「金ボタン」量産体制を確立 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 イカサ緑地株式会社 6260001016971 古民家を活用した庭園カフェ事業への新たなる挑戦 笠岡信用組合

中国 岡山県 岡山市東区 有限会社藤野建具 7260002011343 安全・安心なオーダーメイドの木製「後付け玄関スロープ」の開発・販売 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 倉敷市 株式会社エコライフジャパン 2260001017189 エコロジーと防災をコンセプトとした多目的なフラワーカフェ事業の新開発 税理士法人石井会計

中国 岡山県 倉敷市 興南設計株式会社 4260001013285 企画～設計～製作～稼動までを請負うワンストップ受注による事業拡大（３１文字） 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ｂｅｌｋ 5260001036698 倉敷市児島唐琴の王子が岳麓のギャラリーのホテル化 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ＳＥＭＳ 8260001032760 あまからぴんぽん酢の製造販売 みどり合同税理士法人

中国 岡山県 瀬戸内市 株式会社高田農園 2260001033806 生産農家による安定した流通を実現するための事業再構築 税理士法人久遠

中国 岡山県 倉敷市 株式会社サンタック 9260001013520 Ｂ　ｔｏ　Ｂ　から　Ｂ　ｔｏ　Ｃ　へ　ＤＩＹ市場への新規参入 高見　尚平

中国 岡山県 倉敷市 倉敷中央石材株式会社 7260001029171 ポストコロナ社会に適応した「寺院連携型の小規模葬儀」事業への展開 江原　晃治

中国 岡山県 倉敷市 株式会社行雲 3260001032996 「モノ消費」から「コト消費」へ　岡山くだものミュージアム展開 森　健輔

中国 岡山県 岡山市北区 アクビックス株式会社 7260002031341 岡山県産農産物を使った、テイクアウトも可能なメニューを提供するオープンカフェ事業 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ハッテン 9260001016473 コロナ禍における安心・安全な屋内シミュレーションゴルフ練習施設の運営 株式会社広島銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社バンザイ帝國 5260001009712 昭和レトロコーデ＆アクティビティのブランド体験の新業態開発 有限会社エヌティ・クリエイト

中国 岡山県 浅口郡里庄町 たんぽぽ助産院 未熟児の母親を対象とした産後ケア事業 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 有限会社小林化成 3260002018202 中国地方初・第三者機関としてのコンクリート代行検査の事業化 株式会社中国銀行

中国 岡山県 高梁市 おぐろ 高梁の旬をリーズナブルに届ける美しくおいしい丼物専門店 有限会社エヌティ・クリエイト

中国 岡山県 井原市 カミヨ千々木株式会社 8260001018280 国内初の液体インディゴ染料機械製造を開始し、コロナ禍でも対応できるよう生産力を高める 株式会社広島銀行
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中国 岡山県 岡山市北区 株式会社イエージ 8260001029889 アパレル小売業から古民家ギャラリーでアート分野への新分野展開 公益財団法人岡山県産業振興財団

中国 岡山県 倉敷市 株式会社のだ初 5260001014407 経営資源をフルに活用した付加価値最大化事業の開始 玉島信用金庫

中国 岡山県 真庭市 湯原ふぁーむ 「６次産業化」により地方の農業を守る。“干し芋”加工による付加価値の向上 大倉　宏治

中国 岡山県 玉野市 福島農機株式会社 6260001022441 地域の高付加価値農産物及び加工品の産直マルシェへの挑戦 江原　晃治

中国 岡山県 岡山市東区 合同会社遊々カンパニー 9260003002967 ユーユーＬＥＤ事業による地域経済の活性化 税理士法人久遠

中国 岡山県 総社市 株式会社さのオートセンター 5260001026567 新サービス「車内の抗菌・抗ウイルスコーティングとスピード車検」の立ち上げ 総社商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 有限会社ニッティ・グリッティ 2260002007552 国内初ＶＲを活用したバーチャル会社見学ポータルサイトの開発 笠岡信用組合

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社サモーダインターナショナル 3260001030892 本場スリランカ料理店とスパイスカレーを提供する店舗運営 税理士法人ＦＩＡ

中国 岡山県 岡山市北区 テック鬼城株式会社 5260001008490 安心・安全に農作物、海産物の生育促進と免疫力向上効果のある複合乳酸菌商品の製造および販売 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 合同会社よーそろ 9240003002622 地域食材を活かした高付加価値レトルト食品製造販売事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 有限会社アルテ 4240002024481 フランス料理店が挑戦する新生活様式に対応した惣菜の製造販売事業 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 りっちゃんカフェ 移動車両販売から田舎移住がプチ体験できる宿泊業に事業転換する計画 岡本　樹幸

中国 広島県 尾道市 株式会社セイコウホーム 3240001052014 瀬戸内しまなみ海道を盛り上げるサイクリストに特化した宿泊事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社エヌパフォーマンス 6240001049429 自動車整備工場設置に関する事業計画 東広島商工会議所

中国 広島県 広島市安芸区 合同会社白Ａ 7020003015846 観光地の自然・建造物を活かしたメディアアートの提供 税理士法人アーク＆パートナーズ

中国 広島県 広島市安佐南区 光神精一写真事務所 デジタル時代の集客・販促で効果を発揮！動画制作・コンサルティング アイ・グローバルサービス税理士法人

中国 広島県 広島市南区 合同会社Ｍａｋｌｉａ 3240003002792 石垣島の自然を堪能できる体験型リトリート宿泊施設の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 広島県 福山市 株式会社松井 2240001032181 「３Ｄデジタルによるサンプル作成」及び「これらの量産体制の提供」事業 株式会社山陰合同銀行

中国 広島県 広島市東区 株式会社彩里 4240001045925 建設業から宿泊業への新市場参入による　古民家リノベーション簡易宿所兼モデルルームの運営 公益財団法人ひろしま産業振興機構

中国 広島県 広島市東区 有限会社苅田工務店 1240002004239 自社所有物件を利用した、トランクルーム市場への参入 株式会社アクセルパートナーズ

中国 広島県 広島市東区 株式会社ドゥーシック 2240001016960 コロナ禍の新生活様式にマッチした完全個室インドアゴルフ事業への新分野展開 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 一吉産業 広島初！！キッチンカー兼店舗ベビーカステラ専門店 山本　直輝

中国 広島県 広島市佐伯区 みやじま紅葉の賀 着物の古帯や宮島の伝統工芸を活用したオリジナルバッグの製造販売事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社ＥＫＳ 7240001041137 地元女性への癒しの提供と中国美容市場進出を目指す！総合エステサロン運営計画 広島信用金庫

中国 広島県 呉市 ｙｏｇａｓｐａｃｅ　ｓｌｏｗ ヨガスタジオが配信するフェアトレード・オーガニック商品　を中心とした小売店を開業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市東区 株式会社エンドレス 3240001003875 「コンクリート×鉄」「木×鉄」のスタイリッシュなオーダーメイド家具製造 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社むねよし企画 8240002024593 金融業の保険代理店ではなくグッズ製造販売に活路を見出す 広島県商工会連合会

中国 広島県 江田島市 ｅ＇ｓ 江田島産の海産物を使った冷凍、レトルトお惣菜の製造への進出 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市南区 ひろしま旬彩　鶴乃や本店 仕出し料理事業の新規展開によるコロナを乗り越える地域活性化事業 ＫＹＳコンサルティング株式会社

中国 広島県 東広島市 合同会社ＭＩＲＡＩＥ 8240003004438 「コロナで肥やしたお腹を引き締める！新メニューで新規患者の獲得」 寺崎　兼司

中国 広島県 東広島市 くぼまち割烹しんすけ 家庭向け鍋セットを中心とした中食販売の開始と生産体制の構築 東広島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＭＡＳＴＡＮＧ 3240001055173 ゴルフバー事業から脱毛や整体などヘルスケア事業への大胆な進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 サンピエトロ 地元密着洋食レストランによる冷凍食品製造販売事業に新分野展開 東広島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 株式会社コンフォート 9240001054681 コロナの影響から回復するための新業態（カレー×テイクアウト）への転換 税理士法人　安部事務所

中国 広島県 三次市 株式会社菁文社 2240001024451 当社初ＢｔｏＣビジネスによる新規プリントＴシャツショップ事業参入。 三次商工会議所

中国 広島県 広島市西区 株式会社カケラ 9240001056505 リフォーム事業とシナジー効果を企図するカフェへの新分野展開 田久保　普三

中国 広島県 広島市中区 株式会社シエル 4240001052079 バストケアの強みを活かしたスクール開設とＢｔｏＢ自社商品開発販売 山根　敏宏

中国 広島県 広島市南区 株式会社ケアメディック 1240001053947 非対面式脱毛・美脚・美尻エステ 広島信用金庫

中国 広島県 東広島市 岡本工業 ＦＲＰ防水事業から鉄板居酒屋への新分野展開 東広島商工会議所

中国 広島県 福山市 株式会社サード 2240001041835 カラーオーダーシステム導入による事業再建計画 しまなみ信用金庫

中国 広島県 広島市中区 イタリア料理オンニモード コロナ禍に則り、ネットオーダーシステムを活用した新規テイクアウト・デリバリー事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 アリババ ハンバーガー、スイーツを販売するアメリカンカフェの出店・運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 広島県 福山市 アロマラブ 耕作放棄地を活用した地域活性化プロジェクト 山崎コンサル株式会社

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社ヨコミセ 1240002017653 運送業者による「青空市場を基点とした地域活性化と賑わいの創造 株式会社広島銀行

中国 広島県 安芸郡府中町 株式会社シナジー 5240001037070 ウィズコロナ・アフターコロナを見据えたテイクアウト主体の飲食事業 株式会社愛知銀行

中国 広島県 尾道市 株式会社豊結 1240001042025 ４０代～６０代女性向け薄毛改善・白髪予防のヘアエステサービス 塩津　友輝

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＴＩＧ 9240001050920 ネットオーダーシステムを活用したフルーツ盛り合わせ・アラカルトのテイクアウト事業 広島市信用組合

中国 広島県 安芸郡海田町 合同会社フリーチルドレン 7240003002822 地域の子供たちが集まるお祭り広場＆海田町アンテナショップ事業 山田　紳太郎

中国 広島県 広島市中区 有限会社栗川商店 4240002005168 老舗料亭が挑戦する新しい販売スタイル・移動販売と冷凍自販機の導入 広島商工会議所

中国 広島県 安芸郡府中町 合同会社勉強室なかむら 9240003005625 学習塾から放課後等デイサービスへの進出による地域課題の解決 広島県商工会連合会

中国 広島県 府中市 真辺工業株式会社 9240001034345 Ｅ－ＡＸＬｆＥ向けアルミ部品の製造工程の構築と販路拡大 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 呉市 有限会社制御設計 9250002003793 生産工程の脱炭素化に貢献する産業用ロボット技術者育成事業 東京中央経営株式会社

中国 広島県 広島市南区 株式会社シンコー 6240001004508 ＬＮＧ燃料供給ディープウェル型ポンプの開発 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社オンド 5240001026775 電動車用ディファレンシャルアッセンブリーの開発システムの構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 有限会社橋本電設 5240002033762 ＥＶ充電スタンドを拠点（実証モデル）とするＥＶ関連電気工事への展開 呉信用金庫

中国 広島県 広島市南区 株式会社インタフェース 2240001000873 社内ショールーム化によるシステムソリューション事業進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 竹原市 株式会社テック 5240001037310 次世代パワー半導体に必須の高耐熱仮接着シート貼り合わせ技術力の強化 株式会社ジャストコンサルティング

中国 広島県 安芸郡熊野町 株式会社プラディア 5240001036485 プラスチック成形における自社完結型１００％リサイクル工程の実現 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 廿日市市 寺浩水産有限会社 1240002037981 新鮮で大粒の「広島かき」の美味しさを全国のご家庭にお届けします！ 広島信用金庫

中国 広島県 広島市中区 株式会社オフィスフローレ 8240001046341 地域内初出店！コロナ禍でもニーズの高いヘアカラー事業の開始 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 広島市西区 広産株式会社 4240001003255 「流通の２０２４年問題の解決」と「脱炭素社会の実現」を目指す 広島信用金庫

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｌａｂｅｌ 7240001041780 クイニーアマン専用工場化による生産体制強化及びブランディング化事業 ＫＹＳコンサルティング株式会社

中国 広島県 広島市西区 丸八有限会社 3240002020606 広島のラーメン文化を全国のご家庭にお届けします！ 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 株式会社和田造園 6240001035759 ウィズコロナでも需要が高く、既存事業の弱みを補える飲食事業の開始 株式会社中国銀行

中国 広島県 三原市 株式会社ジーク 8240001056365 店舗や事務所等の新築・改装という新分野進出による事業再構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社アート・デンタル 3240001018114 コロナ禍・価格高騰に対応するための先端技術導入による純チタンクラウン対応計画 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 東広島市 株式会社タナカテック 5240001054231 半導体製造分野進出のための新加工技術の導入及び加工体制の刷新事業 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 広島市中区 Ｒａｉｎｂｏｗ　Ｑｕｅｓｔ株式会社 2240001043740 アフターコロナに対応する会員制サロンへの業態転換の取り組み 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 呉市 株式会社中国ロジテック 2240001026191 既存事業の運送事業の強みを活かした車輌架装製造事業への転換 株式会社中国銀行

中国 広島県 安芸郡府中町 バックヤード　ファニチャー 住宅用家具等の製造歴１５年の職人が挑むキャンピングカー用家具の製造 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 広島軽金属株式会社 2240001018957 業態転換により感染リスク低減と製造の効率化で付加価値の高い市場へ参入 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 安芸郡府中町 広島トーワ薬品株式会社 6240001036575 介護施設のＤＸ化による生産性向上に貢献するクラウドサービスの運営 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 三次市 柳原行政書士事務所 アスパラガス入り糖質５０％オフ麺の製造・販売【柳原行政書士事務所】 三次商工会議所

中国 広島県 福山市 株式会社備後ムラカミ 7240001032978 畳を総合的に生産可能な総合畳製造ラインの構築 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社千鳥 2240001006879 食缶方式の給食による学校給食市場への参入とＳＤＧＳ弁当の開発 川上　正人

中国 広島県 府中市 ＹＡＭＡＸ株式会社 3240001034466 新製品マスト伸縮装置の需要に対応するため、大型甲板機が生産できる体制を整備する 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社ヴィジュアライズ 6240001048513 ＩＴベンチャーが挑戦するｗｅｂベースのＢＩＭモデルハウス事業 笠岡信用組合

中国 広島県 呉市 有限会社赤ビル３Ｃ＆Ｓｐａ 4240002032071 艦船の町「呉」にて潜水艦をコンセプトとしたご当地ゲストハウスの開業 呉商工会議所

中国 広島県 福山市 ユニオンテック株式会社 2240001050489 高齢ペットや巣ごもりのペットの運動不足解消に広島県初ペット専用温水プール・ドッグラン＆カフェの提供 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社キョウエイ 2240001030417 新型マシニングセンタ、及びＣＡＤシステム導入による新製品の製造計画 株式会社伊予銀行

中国 広島県 呉市 株式会社大下工業所 5240001025570 脱炭素で成長が見込まれる新たな製鉄方法や水素インフラ関連の機械設備製造に新分野展開 中村　清悟

中国 広島県 福山市 有限会社エッグセンターヤマテ 3240002047582 汚卵度の見える化、規格の異なる「輸出適格卵」で海外市場進出 株式会社山陰合同銀行

中国 広島県 尾道市 成和工業株式会社 2240001038195 立形マシニングセンタの導入による生産体制の強化、新製品製造と新市場に向けての事業再構築 しまなみ信用金庫

中国 広島県 広島市中区 木の庄帆布株式会社 2140001024404 環境にやさしい綿の布で作るキャンプ用品開発とオムニチャネル戦略の実践 広島信用金庫
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中国 広島県 広島市中区 株式会社レヴァリィ 8240001020890 家族で取り組む／過疎地の空家再生事業～宿泊業とカフェの運営で地域のつながりを深め、地域に貢献する。 広島総合税理士法人

中国 広島県 三原市 菅建設株式会社 1240001039649 脱・土木事業依存！快適と防災を兼ね備えた高性能住宅建築へのシフト 三原商工会議所

中国 広島県 府中市 橘高精工株式会社 6240001034190 ４軸加工が可能な立形マシニングセンタによる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 福山市 株式会社アイリー 3240001046296 非接触型ゴルフスタジオによる地域社会の健康増進プロジェクト 駒田　裕次郎

中国 広島県 東広島市 Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｋａｚｕ　ＭＡＲＵＹＡＭＡ 老舗レストランがコロナ禍でも運営できるテイクアウト専門店へ事業転換 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 有限会社あおぞら 9240002038997 真空包装・冷凍で長期保存可能な調理食品等を製造販売！調理アウトソーシング参入 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 東広島市 金田工業有限会社 5240002028746 ＣＮＣベンディングロールの導入による新たな船舶向け送風機部品等の製造・生産効率向上計画 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 尾道市 有限会社富士商会 4240002051352 廃バッテリーの中間処理の事業を再構築し持続可能な社会を実現していく 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 有限会社ファーストライン 5240002033705 自社の「強み」を最大限活かした児童発達支援事業への新規参入 呉信用金庫

中国 広島県 広島市安芸区 日広鋼機株式会社 5240001008435 半導体製造工程で排出される有害ガスを無害化するオーダーメイド製品の製造 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 調度品の亀川株式会社 9240001046134 大規模な店舗の改装で広域的な集客を実現するビジネスモデルの開発 川上　正人

中国 広島県 東広島市 有限会社匠工業 9240002029096 最新デジタル技術で社会課題の解決に貢献するドローン点検事業 広島信用金庫

中国 広島県 呉市 カジウメ工業株式会社 2240001026778 冷間鍛造・精密切削加工における高度な技術力を活かし建具金物・農機具部品等の製造へ進出 株式会社エフアンドエム

中国 広島県 福山市 有限会社春秋 2240002045273 日本料理店からの脱却。海鮮焼きも楽しめる焼肉店への事業転換で再始動 猪原　清

中国 広島県 広島市中区 西洋エステート株式会社 3240001005418 ターゲット顧客と客室の利用用途拡大による事業再構築 立山　智子

中国 広島県 広島市安芸区 矢野食品株式会社 2240001011887 冷凍和菓子の製造による新市場（国内・海外の冷凍食品市場）の開拓 呉信用金庫

中国 広島県 福山市 株式会社ホーム・ラボ 7240001042977 工務店向け中古住宅仲介プラットフォーム提供事業 森藤　啓治郎

中国 広島県 尾道市 株式会社立花テキスタイル研究所 5240001044199 繊維製品の伝統を継承するための職人育成事業 岡田　卓也

中国 広島県 広島市中区 株式会社サンポークリエイト 6240001016148 広島から世界へ！アクセサリー事業からデジタルアートへの挑戦 川本　哲也

中国 広島県 広島市南区 有限会社奥本鉄工所 2240002003297 市場が拡大する半導体製造装置向け部品製造への挑戦 広島信用金庫

中国 広島県 広島市西区 株式会社平岡 2240001042478 「カーボンニュートラル」にむけた電気自動車の充電スタンド一貫工事事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

中国 広島県 福山市 アサヒタクシー株式会社 6240001029736 デジタル×風景の新感覚！ＸＲ観光サービスの展開 山崎コンサル株式会社

中国 広島県 廿日市市 有限会社岩村もみじ屋 9240002037495 老舗もみじ饅頭屋が自慢のあんこを活かしたテイクアウトドリンク販売に挑戦 広島信用金庫

中国 広島県 東広島市 出雲建設株式会社 1240001022381 地盤のパイオニアが挑戦する民間非住宅工事への参入 株式会社広島銀行

中国 広島県 東広島市 有限会社岡安工業 4240002027344 完全自動化された半導体製造装置向け特殊ガス供給装置の製造 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社フルーツのしまだ 8240001010520 地域密着型の老舗フルーツ店が挑戦するオリジナルスイーツの製造小売事業 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社ミズト製作所 4240002017923 塗装を含む社内一貫生産の強みを活かした事業再構築事業 松下　隆信

中国 広島県 広島市中区 ＫＯＹＡ株式会社 7240001053818 放置農園の再生を通じた体験型人材育成サービスと農業の６次産業モデル構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市市 有限会社みやじま華屋敷 3240002036560 地元の食材をふんだんに使ったオリジナルソフトクリーム 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社フレッシュセブン 4240001010607 オリジナル生菓子の商品開発・製造に向けた許認可取得と新分野進出計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 藤田工機株式会社 8240001033901 強みの特殊ロール製造技術を活かし、鉄鋼業界の脱炭素に貢献する新製品に新分野展開 中村　清悟

中国 広島県 江田島市 川崎　誠司 瀬戸内の島の漁師が挑戦する新鮮魚介の加工販売と漁師体験ツアー 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社橘 3240001018353 自社の配送ノウハウと社外連携を活かした燃料配送（小売）による新分野への挑戦 株式会社伊予銀行

中国 広島県 広島市中区 栄泉観光株式会社 8240001001214 勉強・会議・テレワーク等に適したインスタ映えするカフェの提供 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 有限会社堀本精工 5240002042994 溶接工程の集中的強化で実現する半導体製造装置部品の供給力向上 株式会社中国銀行

中国 広島県 山県郡北広島町 有限会社Ｎｉｉｍｉ 7240002029577 病院食堂から広島県産マルシェ併設の楽しむ癒しレストへの展開 有限会社エーケンテック

中国 広島県 山県郡北広島町 小野酒造株式会社 5240001023913 「オーダーメイド酒造り・“酒造り体験”酒蔵ツーリズム」プロジェクト 広島県商工会連合会

中国 広島県 庄原市 合同会社青才りんご園 7240003002657 『傷りんごを宝物に！農家だからこそできるアイスクリームで６次産業化』 広島みどり信用金庫

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社キクプランドゥー 8240002004422 特許製品の社内一貫生産体制の構築による設備製造業への事業転換 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市西区 第一ボデー株式会社 8240001028918 金属加工技術を活かした端材から作り上げるＳＤＧｓ対応型リゾート施設の開発 株式会社伊予銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社ミチ 5011501017774 全国各地の日本酒を気軽に味わえる新商品「角打ち東京」のインターネット販売 広島信用金庫

中国 広島県 東広島市 応原工業株式会社 5240001022428 ＥＶ自動車向け炭素繊維複合材製品用金型の製作販売 有限会社兼子経営

中国 広島県 東広島市 株式会社安全運輸 7240001022368 運行単位毎に原価管理が可能なソフトの開発・販売 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ワンエンタープライズ 3240002026108 シニア・ジュニアが集えるダーツサロン・ダーツ教室事業への展開 山田　紳太郎

中国 広島県 福山市 ユニテック工業株式会社 3240001032511 大型高精度ＣＮＣ旋盤導入によるオーダーメイド型大型電動シリンダー分野へ進出 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 広島市中区 サンプラスト株式会社 4240001044349 広島でヒットさせた明石焼きを新たなる商品へ冷凍加工し全国へＥＣ販売 広島信用金庫

中国 広島県 江田島市 株式会社オーウィー 5240001044538 倉庫管理事業者による離島で実施する「島まるごと体験リゾート施設」の開発 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 有限会社ベルポート 7240002045095 プレゼンテーション型「地産地消」フレンチ事業で備後圏の生産者・飲食業を活性化！ 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市東区 株式会社豊愛サービス 3240001017470 マンション外壁・排水管設備清掃への進出による事業再構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 有限会社広島金具製作所 5240002044108 環境に優しい金属製のネコよけでＢｔｏＣ事業へ進出 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社ポップジャパン 6240001010828 新たな顧客を開拓する、自社の強みを生かした新分野展開！ 広島市信用組合

中国 広島県 広島市東区 株式会社トントン 1240001045663 グランピングを中心としたシーサイドリゾート施設の開業 広島市信用組合

中国 広島県 東広島市 有限会社梶山鉄工 7240002027390 新規設備投資による生産性向上及び新製品の販売 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 サロンアルケミ 江戸後期の古民家の改修工事を行い、古民家カフェとして再生させる事業 藤井　慎也

中国 広島県 福山市 株式会社ＢＩＳＡＮ 6240001043877 港湾荷役業における新たな取扱品目への挑戦 株式会社シェアードバリュー

中国 広島県 広島市中区 株式会社レトワール 3240001048458 真の健康を取り戻すサラダ・スープ専門店「ミライ健康習慣」の開業 松井　洋治

中国 広島県 尾道市 有限会社福地鉄工所 7240002051325 新規設備導入と技術継承によりＥＶ・新エネルギー市場への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 広島県 尾道市 有限会社西村製作所 3240002051155 新規設備導入と当社の強みの相乗効果による新規分野への事業転換 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 東広島市 有限会社見浦自動車 3240002028442 新たなＥＶ関連の車両販売と整備体制を充実化させる体制構築事業 秋井　正宏

中国 広島県 福山市 株式会社ももしま 5240001032385 人材不足に悩む飲食店などの調理工程省人化ニーズに対応する、新たな製造方法への挑戦 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 福山熱煉工業株式会社 8240001032770 新生産自動化システム及び浸炭入れ炉の導入により新分野へ事業再構築を図る。 株式会社シェアードバリュー

中国 広島県 広島市西区 友愛不動産建設株式会社 6240001012089 建設残土埋立事業及び改良土リサイクル事業で循環型社会の実現へ 広島市信用組合

中国 広島県 福山市 オーシャンポイント株式会社 5240001033251 江田島オイスターファクトリープロジェクト 株式会社伊予銀行

中国 広島県 広島市佐伯区 カープトラック株式会社 9240001002120 一時保管とジャストインタイム輸送を可能にする倉庫事業への新分野展開 山田コンサルティンググループ株式会社

中国 広島県 呉市 小平大助 ひじきの漁獲・加工で培った技術を活かし乾物食品の製造に取り組む 呉信用金庫

中国 広島県 福山市 アンドコネクト株式会社 5240001052086 外国人材（外国人技能実習生）の日本在留中における教育及び総合支援サービス事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 遊エンタープライズ有限会社 4240002017444 広島市内最多の打席数！大型シミュレーションゴルフ事業への新分野展開 株式会社山陰合同銀行

中国 広島県 尾道市 そらのき 衣食住すべての面から健康的な顧客体験を提供するリトリート事業 岡田　卓也

中国 広島県 広島市東区 株式会社ｓｔａｋ 5240001045305 システム開発企業の強みを活かした「空きスペースのマッチングサイト」を運営する 広島信用金庫

中国 広島県 廿日市市 有限会社ならの商店 2240002036743 日本三景「安芸の宮島」で、地元食材に拘ったサンドイッチとスイーツのお店を開業 広島信用金庫

中国 広島県 東広島市 有限会社大浦鮮魚店 1240002029194 安芸津が詰まった至高の漬け丼。新商品を新たな販路で全国へ 株式会社広島銀行

中国 広島県 神石郡神石高原町 サンワチップ有限会社 1240002046090 木材チップの低含水率化を通した製紙用からバイオマス用への新展開 株式会社中国銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社三城 2240001022810 カーボンニュートラルに向けた新事業（ＬＥＤ製自動車用ランプの取り扱い開始） 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社トーワ興産 8240001014348 エクステリアのプロによるＤＩＹ坪庭作成キットの開発と販売促進事業 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 神石郡神石高原町 株式会社ＢＩＮＧＯ 2240001052122 鳥獣食肉加工事業者が飼料加工で廃棄削減し売上増と地域課題解決 広島県商工会連合会

中国 広島県 三次市 有限会社ティーエスクラブ 4240002030752 Ｗｉｔｈコロナに対応したエステ事業参入による美と健康を追求したサービスへの進出 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市南区 株式会社相生自動車 5240001018459 特定整備制度及び水性塗装の対応に向けた新たな取り組み 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社ＡＺコーポレーション 8240001043454 ペット葬儀の新サービス提供による新市場開拓事業 福山商工会議所

中国 広島県 福山市 有田屋 居酒屋からギャラリーカフェへ事業転換をし、高い集客経営で再構築を図る 福山商工会議所

中国 広島県 尾道市 有限会社住之江旅館 8240002052405 しまなみブランド化を目指すご当地スイーツの直販・ＥＣサイト販売による地域活性化と共生事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 プログレス 中食事業とネット通販事業への参入を実現するための事業再構築 株式会社メビウスマネジメントサービス

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社カーランドサファリ 7240001002130 自動車事業×２４時間インドアゴルフ練習場による高収益事業への挑戦 新原　敏弘

中国 広島県 廿日市市 有限会社マイスター 2240002038260 強みを「選択と集中」した電装整備業務の新分野展開で販路開拓！ 呉信用金庫

中国 広島県 東広島市 株式会社スナダ 8240001022763 廃棄光ケーブルのリサイクル事業化による収益向上 特定非営利活動法人ＡＴＡＣひろしま
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中国 広島県 広島市安芸区 有限会社よろずや 5240002025776 自主の経営資源・地域特性を踏まえた介護事業への参入 広島県信用組合

中国 広島県 竹原市 タイム株式会社 2240001037296 圧着溶接（拡散接合）技術導入による省エネルギー化製品の製造 沖村　直之

中国 広島県 広島市安芸区 株式会社石﨑本店 1240001059564 中国地方初！ＺＥＨ（ゼッチ）普及目標及びカーボンニュートラルに対応した樹脂製サッシの窓ガラス製造 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 株式会社ＴＥＮＵＮ 5240001027666 自社の「強み」を最大限に活かした低感染リスク型ビジネスへの新規参入 呉信用金庫

中国 広島県 広島市西区 株式会社Ｌａｕｇｈ 6240001045403 「製菓セントラルキッチン」を立ち上げ、スイーツ／デザート事業に参入 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社つるのおんがえし 3240002014616 韓流エンターテイメト要素を取り入れた非接触・セルフ式の焼肉事業　ｉｎ　広島 株式会社成研

中国 広島県 広島市中区 有限会社Ｏ．Ａ．Ｉ 1240002025648 『焼売居酒屋（ネット販売・お持ち帰り』 広島信用金庫

中国 広島県 豊田郡大崎上島町 大勝海運産業株式会社 9240001037447 海運モーダルシフトを活用した小型廃家電リサイクル事業化計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 三次市 美和櫻酒造有限会社 3240002030670 ポストコロナに対応した家飲み用無濾過生原酒の開発及び販売促進 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市中区 ＭアンヘアーＮＩＳＨＩＭＵＲＡ コロナに配慮した個室型エステ開設およびヘアケア商材の販売事業 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 福山市 有限会社すみだ 9240002041290 ２４時間非接触の有人対応を可能としたコインランドリー事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 ニコニコ観光株式会社 1240001031564 ウィズコロナ適合型・安全・安心の消毒用液剤製造業への業種転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 有限会社山陽テープ 1240002006334 ＳＮＳで地域コミュニティを繋げ地域の地産地消を活性化させる事業 税理士法人長谷川会計

中国 広島県 廿日市市 ウエストリバー株式会社 5240001043267 鉄筋の精密加工機械の導入による鉄筋加工請負事業への進出 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市中区 株式会社Ａｃｃｅｌ 3240001019161 情報の発信拠点となる次世代複合型ライブハウス ＫＹＳコンサルティング株式会社

中国 広島県 広島市西区 北山商会 熊手の製造と露店販売を行う個人事業主が最新鋭の機器を利用した「痩身エステ」事業への参入 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市市 株式会社シンテツ 4240001028302 広島の賑わいを取り戻す再開発事業に参入し循環型社会の構築に貢献する 広島信用金庫

中国 山口県 下関市 株式会社モリシゲ 6250001008508 シュミレーションゴルフマシンによる余暇の充実を提供 株式会社山口銀行

中国 山口県 柳井市 プライベートサロン　ノア 出張ネイルサービスを核とした福祉対応型ビジネスへの新分野展開 中田　哲也

中国 山口県 下関市 株式会社ＵＭＩＮＯＮＥ 2250001017958 多品種少量生産で大手企業と競わないコーヒー製造業にチャレンジ 株式会社山口銀行

中国 山口県 岩国市 有限会社半月庵 2250002018410 老舗料亭から高級旅館に転換、質の高い料理とサービスでおもてなし。 株式会社経営情報センター

中国 山口県 萩市 シモセスタジオ 高精細デジタル画像センターを立ち上げ美術品・文化財アーカイブ事業へ新分野展開 大久保　裕元

中国 山口県 光市 株式会社三々五々 9250001019262 写真スタジオの新スタイル　ドッグラン撮影とオリジナルペットグッズ販売の新事業 光商工会議所

中国 山口県 周南市 メンタル・ボディケアサロンＬＡＶＩＳＨ 自社製生薬エッセンスと高品質のスキンケアで脱毛前よりキレイになる美容脱毛サロンの新規展開 小林　昭康

中国 山口県 周南市 奥西コンサルタント株式会社 3250001013270 レーザードローン測量技術を活かした不動産事業へ業態転換 株式会社山口銀行

中国 山口県 大島郡周防大島町 株式会社ＫＥＲＲＹ 2250001012777 感染症リスクに対応した癒しを提供する犬・小動物の貸出サービス 山口県商工会連合会

中国 山口県 岩国市 典座 自家農園と瀬戸内の食材を使った食品製造販売事業 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 株式会社スミダ 1250001005740 最新複合旋盤の導入による大型製品の一貫加工体制の構築 株式会社フロウシンク

中国 山口県 岩国市 株式会社ワコム 2250001015251 思いやりお買い物代行・ｗｉｔｈコロナレンタカー事業への新分野転換 株式会社西京銀行

中国 山口県 光市 ブルーカラー株式会社 5250001017501 地域で増える耕作放棄地を抑制するための農地管理サービスへの参入 光商工会議所

中国 山口県 萩市 新生萩開発株式会社 2250001016794 障がい者、高齢者の能力を活用したチョコレート製造販売事業 萩山口信用金庫

中国 山口県 山口市 やまぐち人材活用支援センター協同組合 1250005008541 山口県内の会社経営を志す人に対して小規模Ｍ＆Ａ（事業承継）に特化したコミュニティの運営と経営教育の提供 松本　唯明

中国 山口県 宇部市 炭匠　満 高級寿司店のイメージ！　居酒屋から高級焼き鳥店への業態転換 西中国信用金庫

中国 山口県 周南市 大雄工業株式会社 7250001009983 最新鋭マシニングセンタ導入による新分野展開 株式会社山口銀行

中国 山口県 下松市 株式会社シーザー 2250001009765 新たなコンプリートカーの開発・製作・販売 株式会社山口銀行

中国 山口県 萩市 有限会社増野組 9250002013470 Ｒ型枠加工によるデザイン性の高い建築工事及び土木工事への進出 はら経営株式会社

中国 山口県 下松市 株式会社ＴＲＵＣＫ－ＯＮＥ 5250001009424 ポストコロナに対応した車検整備体制の構築による業容拡大 株式会社フロウシンク

中国 山口県 山口市 協和機工株式会社 3250001001473 配管等のエアリーク検査サービスへの参入による売上向上計画 北浜グローバル経営株式会社

中国 山口県 山陽小野田市 杉田産業有限会社 2250002006398 最新設備杭打機導入による低炭素の取組みに加え、最終ユーザーへ利益還元する事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 岩国市 株式会社オカムラ 5250002017847 産業廃棄物の破砕機導入による環境配慮型解体工事の実現 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 株式会社ｂｌｕｅ　ｆｌａｇ 4250001017535 独自の設計技術で構築するサウナ施設の運営 合同会社Ｇ＆Ｎ

中国 山口県 光市 藤本歯科診療所 最新センシング設備導入によるリハビリテーション歯科医療への展開 株式会社山口銀行

中国 山口県 周南市 牛野ラヂエーター工業所 自動車部品修理専業からユーザーに解放された整備場設立をめざす 株式会社西京銀行

中国 山口県 山口市 株式会社てごや 5250001001348 顧客ニーズの高い健康志向の海産物系中食の提供で地域の買い物難民を救う 坪井　亮

中国 山口県 光市 フジテクノ株式会社 4250001016462 人にも環境にも優しいアスベスト除去「ウォータークリーン工法」への挑戦 中田　哲也

中国 山口県 山口市 株式会社藤村農園 2250001018205 農産物のパッケージ業務の展開 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 岩国市 株式会社ケイズ 4250002018202 高層解体建設機械の導入による再構築事業 株式会社広島銀行 ひろぎんリース株式会社

中国 山口県 山口市 株式会社サンショウ技建 3250001002819 建設業と製造業の垣根を越えて成長を目指す事業再構築 萩山口信用金庫

中国 山口県 周南市 株式会社ミヤハラ 8250001009735 半導体分野対応における生産体制の構築による新分野展開 株式会社伊予銀行

中国 山口県 山口市 株式会社ヤマウチ 2250001000815 展示モデルを活用したオーダーメイドコンテナハウスの提案販売 株式会社山口銀行

中国 山口県 防府市 株式会社星山リサイクル 8250002003935 後顧の憂いを断て！太陽光パネル再資源化に向けたリサイクル事業 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 下関市 防長液化ガス販売株式会社 5250001006314 気持ちも汚れもリフレッシュ！豊かな生活をサポートする「コインランドリー」の実現 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 宇部市 有限会社安野商店 4250002006578 豊富な鮮魚を使った寿司と惣菜のテイクアウト販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 山口県 宇部市 株式会社カモミール 1250001015871 がんサロンカフェの運営と高齢者・介護施設への弁当・給食の提供 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 株式会社山工 5250001013351 プラント設備工事業から金属加工事業への新規参入 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 宇部市 株式会社明德 1250001017554 市場の新鮮な食材を活かした割烹料理をそのままお届けするＥＣ販売事業 Ｌｏｃａｌ　Ｐｌａｙｉｎｇ　Ｇａｍｅｓ合同会社

中国 山口県 周南市 株式会社ユニット 7250001015016 ヨモギ生パスタで、安心・安全・健康を消費者に美味しく届ける。 株式会社西京銀行

中国 山口県 柳井市 株式会社オイニョン 6250001018060 地場の一次産業事業者と協働したマルシェ店舗を新設し弊社の認知度向上＋販売力強化計画 株式会社西京銀行

中国 山口県 柳井市 株式会社ヒロシゲ 9250001012911 健康経営、カーボンニュートラル推進企業向け通勤用ｅ－ｂｉｋｅのサブスク提供 合同会社ＲＹＤＥＥＮ

中国 山口県 防府市 石田兵衛株式会社 9250001001856 原反製品製造事業から加工製品製造事業への進出 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 下関市 株式会社福井新建材 2250001013544 遊休地を活用したブックマンション併設型コインランドリー事業 清水　敦也

中国 山口県 宇部市 エスユーテック株式会社 6250001017459 プラント機器の実証実験業務で既存事業に相乗効果も 木下　敏彦

中国 山口県 宇部市 株式会社ライズ 2250002005929 『自宅でプチ贅沢』中食・内食需要を満たす　焼肉屋ならではの事業転換！ 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

中国 山口県 山陽小野田市 らいおん亭 新規開業する小野田市場内に地産地消飲食店を開業、事業再構築を図る。 ノーサイド行政書士法人

中国 山口県 山口市 株式会社都コーポレーション 2250001015648 観光客に上質な地産メニューを提供する個室居酒屋への展開 株式会社いたひら経営支援事務所

中国 山口県 下関市 瞬報社写真印刷株式会社 6250001005612 印刷の後工程の内製化と高付加価値化でウィズコロナを見据えた新製品を展開 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 有限会社アイ・エフ・シー 3250002011827 Ｓｅａｓｉｄｅ　　Ｓｐａ　北長門　創業計画 株式会社商工組合中央金庫

中国 山口県 防府市 株式会社富貴 5250001008599 社会問題化している墓じまいニーズ等への対応による事業再構築計画 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 なかや菓子店 あんぱんを名物メニューとした古民家カフェ事業への事業転換 井上大輔

中国 山口県 防府市 くみあい運輸株式会社 7250001001949 地域の飼料物流拠点となる「山口飼料センター」設置事業 東山口信用金庫

四国 徳島県 板野郡松茂町 有限会社ニュースカイルート 2480002011276 ワーケーション、テレワークニーズへのチャレンジで経営革新！ 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 ＬＩＣＨＴ　ＬＩＣＨＴ　ＫＡＭＩＹＡＭＡ 靴オーダーメイド製作技術を活かした靴の修理サービス事業参入 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 株式会社共同測量設計 6480001000532 アナログ測量からＩＣＴ測量への業態転換でアフターコロナ時代を勝ち残る 徳島信用金庫

四国 徳島県 板野郡松茂町 ユイットカフェ オリジナルブレンドコーヒー豆販売で実現するカフェ店の売上回復 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 株式会社ｇｒａｍｏ 4480001006267 コロナ禍をバネに挑戦「焼肉店のＤＸ化」が描くニューノーマルの外食 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 徳島市 坂東和範 民泊業で培ったきめ細やかな清掃技術と抗菌コートを合わせた清掃業への転換 徳島商工会議所

四国 徳島県 徳島市 合同会社ＳＡＳＵＫＥＴ 7480003001032 移動式火葬炉を導入し、「徳島で一番丁寧なペット火葬業者」を目指す 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 合同会社たつみ 9480003001088 割烹料理店の料理人が挑む、日本伝統のお米と発酵食の美味しさを追求した配食事業の展開 徳島信用金庫

四国 徳島県 小松島市 株式会社クリーンアートプラス 4480001003396 徳島県初のサロンカーによる“女性も男性も安心”の脱毛事業 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 名東郡佐那河内村 さくらサービス株式会社 7480001004045 佐那河内の畑でとれたももいちごの味が楽しめるアイス屋 株式会社井上総合事務所

四国 徳島県 小松島市 こだわりの一杯　響 ラーメン店のボリュームたっぷり！阿波とん豚チャーシュー丼を届ける、徳島キッチンカー事業 税理士法人アクシス

四国 徳島県 阿南市 田中木材工業株式会社 9480001006741 特注建具のオンライン設計サービスを用いた販売 日出　晴夫

四国 徳島県 阿南市 株式会社廣瀬諭志建築設計事務所 8480001011239 メタバース上の住宅展示場を開設！建築家だからこそできる住宅提案 阿南信用金庫

四国 徳島県 徳島市 酒処五臓六腑ばく 地元特産の地鶏を使った持ち帰り骨付き鶏店の展開 税理士法人アクシス



78 / 90

事業再構築補助金　第６回公募　採択案件一覧【全国統合版】　　　※事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。
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 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

四国 徳島県 海部郡海陽町 焼き鳥　縁 冷凍自動販売機の設置による居酒屋店、人気餃子の非対面販売事業 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 株式会社鹿の子 4480001000451 既存取引先とＷｉｎ－Ｗｉｎの関係性を築く！ＥＣサイトを使った一般消費者向け小売業への転換 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 丸新泉屋株式会社 6480001002322 自社物件の強みを生かした地域活性に繋がるレンタルスペースの整備 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 ひょうたん島不動産合同会社 6480003001280 古民家・空き家・空きビル活用のための不動産コンサルティング事業 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 アクイ 乳幼児向けの「木製歯固め玩具」開発による新たな販売ルート構築 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 阿南市 メルシーファーム 農家自らが育てた野菜を使った新鮮ファーストキッチン事業 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 バー　レコルト 徳島初！　チキンオーバーライスの移動販売車 徳島商工会議所

四国 徳島県 吉野川市 ＧＧＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 2480001010799 ＥＣシステムを活用した非接触型・地産地消・塩ラーメン店への再構築 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 板野郡上板町 有限会社天野精機 8480002012236 当社初となる５軸同時制御マシニングセンタの導入による成長分野への進出 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 有限会社マーキュリー 8480002006493 電気を動力源とする冷蔵機能の研究開発を通じた移動販売スーパー「とくし丸」のＥＶ化 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 船場化成株式会社 4480001001268 新たな印刷方法への変更によるＳＰマリン印刷製品の製品化の実現 倉智　武彦

四国 徳島県 徳島市 株式会社青木建設 2480001000115 公共インフラから独立したエネルギー自給自足のオフグリッドハウスの建築への挑戦 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 阿南市 株式会社ＳＧＩＣ 4480001007042 脱炭素社会に貢献する！リサイクル性の良い軽量素材の製造・販売 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 小松島市 有限会社コスモエナジー 1480002001724 新設備導入による半導体製造装置のセンサーハーネス製造で新分野展開事業 小松島商工会議所

四国 徳島県 徳島市 ポエシア 既存のイタリア料理店の強みを活かした無人ジム事業への進出 髙司　浩史

四国 徳島県 徳島市 株式会社タイシン 5480001001300 持続可能な地域・暮らしを創出するＢｔｏＣ向けリノベーション事業への新たな挑戦 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 中飯地下工業株式会社 4480001001581 当社も地域の下水道管も古くなった部分は「更生」していく事業 垣内　清隆

四国 徳島県 徳島市 ヘアラボ 「美容室×まつ毛エクステ×脱毛（介護脱毛含む）」を基軸としたトータルビューティ事業への変革 髙司　浩史

四国 徳島県 美馬郡つるぎ町 南建設株式会社 7480001007403 ＩＣＴ施工の導入×土木工事業の実績で、徳島県北西部の防災インフラ構築に貢献！ 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 板野郡北島町 株式会社バナナダンス 7480001005927 洋菓子専門店が手掛ける出来立ての美味しいスイーツを五感で楽しめるスイーツカフェ事業 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社柚りっ子 6480001004145 デジタル技術を活かした柚の再利用新事業による地域貢献 髙司　浩史

四国 徳島県 徳島市 株式会社パパベル 8480001003780 老舗ベーカリーによる地元果実を使用したスイーツの全国通信販売事業 株式会社香川銀行

四国 徳島県 吉野川市 野田ハニー食品工業株式会社 7480001004524 業界初！１００％ジュース＋不溶性繊維＆果皮入り飲料製造で、全国の柑橘飲料革命 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 勝浦郡上勝町 株式会社阪東食品 1480001010461 世界で唯一の有機ゆずピューレ（ＨＡＬＡＬ対応）を輸出することで再構築を図る事業 株式会社井上総合事務所

四国 徳島県 徳島市 アースコンシャス株式会社 9480001002831 単独世帯・高齢者単独世帯向け安否確認システム「見守りサービス」事業の事業化 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 睦技研株式会社 5480001002505 自社特許を使用した新たなメッキ製品を製造することで再構築を図る事業 株式会社香川銀行

四国 徳島県 名西郡石井町 株式会社かみくぼ住宅 4480001003776 ＺＥＨ五つ星ビルダーである老舗工務店が取り組むリフォーム事業 三谷　利恵

四国 徳島県 板野郡板野町 ナギサホーム株式会社 8480001005827 就労継続支援Ａ型事業所と連携した建築資材輸送事業への新規参入 株式会社イソシエ

四国 徳島県 名西郡石井町 ピッツェリア　イル　チェッポ 徳島県初、ナポリの薪窯で焼いた冷凍ピッツァのネット販売 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 鳴門市 株式会社フルーツガーデンやまがた 3480001008264 苺観光農園が挑戦する飲食事業～苺専門カフェ・ＢＢＱ場運営～ 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 三好市 エスエヌアンドエスコミュニケーションズ合同会社 2011003009868 ウォータースポーツの複合型レジャー事業による三好市の地域再生 株式会社リアルコンテンツジャパン

四国 徳島県 徳島市 麗華 ＷＩＴＨコロナ社会に適応したこだわりの創作やきそば専門店の展開 徳島信用金庫

四国 徳島県 名西郡石井町 有限会社吉岡自動車 8480002005719 徳島初！軽トラのＥＶ化やＥＶ整備特化で地域をイノベーション 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 板野郡松茂町 株式会社オーム技研 6480001005721 半導体製造装置部品製造への新分野展開 みどり合同税理士法人

四国 徳島県 徳島市 モーニングホーム株式会社 8480002006428 有休資産を活かした無人宿泊施設運営の展開 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 株式会社平岡商店 7480001001967 シャッター店舗再生型紳士服販売事業 新城　裕史

四国 徳島県 徳島市 株式会社Ａシステム 4480001004205 建設業者が空間演出する屋内シミュレーションゴルフ事業 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 板野郡板野町 冨士ファニチア株式会社 7480001005522 ＢｔｏＣビジネス進出のための自社ＥＣサイトの構築及び同運営拠点設置計画 徳島県中小企業団体中央会

四国 徳島県 阿波市 四国合同通運株式会社 8480001004696 ＢＣＰ対策を講じた持続可能な危険物倉庫事業への新規参入 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 坂東機工株式会社 5480001001878 次世代自動車向け大型軽量ガラス加工機製造事業への進出 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 阿南市 株式会社うしきの郷 1480001007904 重度障がい者が地域社会で安心して暮らせる場所創りプロジェクト 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 徳島市 株式会社ＲＣフードサービス 7480001003303 新システム導入による、食品卸売業の「ＰＢ開発」新分野展開事業 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 有限会社エープライム 1480002008744 女性専用カルチャースクール・放課後学童クラブ　＃スタトレ 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 徳島市 有限会社徳島新司館 3480002003405 ジェンダーレス・エイジレス・オーガニックなトータルビューティーサロン 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 徳島市 Ｆｌａｔ　Ｔａｉｌ株式会社 6480001010812 建築会社と個人をつなぐオンライン完結型プラットホームの構築 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社ガレージマックス 2480001001996 徳島県初！ショールームを完備したキッチンカー製作販売による地域貢献！ 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 阿南市 株式会社Ａｗｅｓｏｍ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 2480001010618 自社の強みを活かした阿波牛セントラルキッチンの設立による新分野への挑戦 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 昭和車体有限会社 8480002002237 自動車整備工場から製造小売業への転換 税理士法人アクシス

四国 徳島県 鳴門市 株式会社旅サポート 7480001009201 地域の交通弱者と自動車整備不良をゼロに！乗合タクシー・整備事業 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 阿南市 有限会社アイリストピア 2480002014444 米粉利用で焼き菓子設備導入による経営革新的構築事業 阿南信用金庫

四国 徳島県 板野郡藍住町 株式会社Ｍａｉハウス 7480001007816 デジタル技術活用した環境配慮型貨物利用運送事業への新分野展開 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社アドビジョン 7480001000036 ライダー向けリモートワークハウス 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 板野郡板野町 井上牧場 自家製しぼりたてのフレッシュミルクと地域の特産品を生かしたジェラート事業 有限会社クレメンティア

四国 徳島県 徳島市 有限会社東海産 2480002000287 しらす・ちりめん製造業で地域産業の活性化を目指す事業 公益財団法人とくしま産業振興機構

四国 徳島県 徳島市 株式会社ユニフォーク 1480001002418 徳島のクリエイティブを集積するコミュニティスペース運営事業 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 小松島市 有限会社徳島乗馬倶楽部 3480002007950 国産の乗用優良競技馬の販売事業計画 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 徳島市 株式会社アイエヌケー建築企画 5480001010680 店舗改装のプロである我々は、すでにブランディングのプロでもある 徳島商工会議所

四国 徳島県 鳴門市 ブエナピンタ株式会社 1480001009660 ｏｈａｎａ協業ビジネスモデル事業計画 税理士法人アクシス

四国 香川県 高松市 御料理そごう 高級日本料理店手造りからすみのテイクアウト＆ネット販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

四国 香川県 観音寺市 四国バイオ創研株式会社 1470001010941 自社での土壌分析サービスの提供で有機肥料推進に取り組む 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 合同会社スタイルラボ 5470003000986 綾川町の魅力を全国へ！農業体験型ＲＶパークで新分野展開 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 中山歯科クリニック 健康な人が笑顔で来院し笑顔で帰っていく「デンタルビューティーサロン」事業へ業態転換 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 高松市 ピエロ　エメ コロナ禍での運動不足による体調不調を改善させる施術を行う筋膜セラピーサロンの運営 高松信用金庫

四国 香川県 三豊市 有限会社ひもと運送 1470002016806 アマゾン利用によるＥＣ販売事業への新規参入 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 有限会社インテリアアサダ 8470002001033 完全予約制のインテリア雑貨・東かがわ市特産品の販売事業進出 株式会社香川銀行

四国 香川県 三豊市 十鳥建築 住宅基礎工事の内製化による新分野展開事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 株式会社リレイク 1470001015635 ポストコロナにも対応する新スタイル旅行商品の開発 江島　繁夫

四国 香川県 高松市 株式会社ＭＫスタイル 2470001017218 住宅と家具のミスマッチを防ぐ、家具ＢｔｏＢｔｏＣ／ＥＣプラットフォーム構築事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

四国 香川県 高松市 森本浩揮 オリーブ枝の燻製チップで作成する燻製おつまみの製造・販売事業展開 株式会社愛媛銀行

四国 香川県 高松市 スーズカフェ まるで海外気分！インド発祥・デジタル対応型エステで新分野展開 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社平井料理システム 8470001003518 仏生山の森に蒸留水・ビーントゥバーの食品製造所建設プロジェクト 吉川　和良

四国 香川県 高松市 株式会社デザインサクマ 8470001002866 将来想定される災害から守る防災シェルター事業の展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 木田郡三木町 マツバラ産業有限会社 6470002010738 高級感を演出できる箔押し加工を施したオリジナル商品を製造販売する新分野展開事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 丸亀市 株式会社クリハラ 7470001008625 シニア層向けアパレルＥＣサイト構築によるＢｔｏＣ事業への業態転換 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 香川県 高松市 株式会社みのる食品 1470001003961 スチームコンベクションで調理連携した予備校向けセントラルキッチン 株式会社アルマ経営研究所

四国 香川県 高松市 株式会社エス・ピー・エス 2470001005619 営業オンライン化によるＷＥＢマーケティング事業の新規展開 税理士法人生駒会計

四国 香川県 三豊市 かなでるライフ 「小屋建築」の提案強化による新たな販路獲得事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 善通寺市 株式会社もみまる 9470001009745 世界初！米粉を使用した焙煎玄米粉入りグルテンフリーのアイス用コーンの製造販売 善通寺商工会議所

四国 香川県 高松市 合同会社ぼくときみ 6470003001496 バルーン・ギフトショップを併設し活用したレンタル・配信スタジオ設立 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 大和家 三陸地方と瀬戸内のコラボ！！モウカザメの生レバーを用いた冷食通販で業態転換 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 創建株式会社 8470001016775 新規参入＆業界を後押しする足場コンサルティング 折原　麻衣子

四国 香川県 坂出市 有限会社協和鉄工所 5470002014806 カーボンニュートラルで注目されているＩＣＴ建設機械分野への進出 高松信用金庫

四国 香川県 三豊市 有限会社三豊建窓トーヨー住器 7470002016651 建材メーカーが行う「省エネリフォーム事業」への新分野展開 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 有限会社松下建材塗装 2470002006351 船で電力を運ぶ！新しい洋上風力事業に強みの塗装技術で挑戦する 株式会社トマト銀行
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四国 香川県 さぬき市 ＰｉｎｅＨｉｌｌＧｒｏｕｐ株式会社 5470001016893 過熱水蒸気乾燥機を応用した、バイオコークス製造システムの開発で資源循環型社会を加速させる 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 株式会社ＷＥＬＬＮＥＳＴ　ＨＯＭＥ 4470001013537 世界初！環境自動制御住宅でエネルギー支出ゼロ社会を創造！ 株式会社三十三銀行

四国 香川県 高松市 トリートフードサービス 三木町にてワンランク上の洋食とテイクアウトサービスの新事業展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ウズマキ 8470001000647 最新鋭加工工場建設による大型クレーン用油圧部品の国内集中生産 株式会社ＪＡＰＡＮ　Ｂｒａｎｄ　ＨＡＬ

四国 香川県 高松市 かねとう歯科 歯の「被せ物」を製作し近隣の歯科医院へ提供する事業 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 四国測機販売株式会社 3470001001872 ＩＣＴ測量・施工人材育成事業への新分野進出によるＤＸと生産性の向上 株式会社ＪＡＰＡＮ　Ｂｒａｎｄ　ＨＡＬ

四国 香川県 丸亀市 株式会社ＢｉｌｌｏｗＪａｐａｎ 4470001015434 愛媛県産ブランド果物の独自仕入れルートを活かした、フルーツジュースカフェの経営 株式会社百十四銀行

四国 香川県 丸亀市 株式会社豊田設備 1470001014125 地元農作物を活用した複合型フードサービス事業への進出 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社杢創社 1470001005776 木工所で培った自然素材に対する技術・デザイン力を活かした自然素材住宅販売事業 岡本　正雄

四国 香川県 高松市 株式会社辻医科器械 4470002004667 地域初の補聴器出張販売に挑戦し来店できない高齢者に「聞こえ」を提供する 株式会社愛媛銀行

四国 香川県 丸亀市 奥田工業株式会社 3470001013182 丸亀市初のコワーキングスペース事業開始による事業再構築 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 Ｎｅｅｄｓ株式会社 9470001011767 ＡＪＩゲストハウスプロジェクト みどり合同税理士法人

四国 香川県 観音寺市 高橋輪業 地域のサイクリング拠点と憩いの場としての宿泊レジャー施設整備事業 株式会社ゼロプラス

四国 香川県 高松市 有限会社ソフィア 8470002004077 子どもの心身両面の成長を育み、子育て世代を支援するスポーツ塾運営 株式会社ロジヤ

四国 香川県 小豆郡小豆島町 キンダイ製麵株式会社 4470001012274 地元食材を活用したレトルト食品事業に新規参入する計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社中部コンサルタント 7470001005267 三木町内で自然を通年楽しめる「京都を味わえるリゾート事業」への新分野展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 株式会社リフレクト 1470001015593 『手洗い洗車×カフェ』によるウィズコロナでの新しい洗車スタイルの提供 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ＲＩＳＥ 3470001016986 とび・土木・コンクリート工事業への進出とコンソーシアムの組成により、地域建設業界をリードするフロントランナーとなる。 株式会社香川銀行

四国 香川県 綾歌郡宇多津町 株式会社ノルブー 1470001013201 香川初韓国料理ミールキットの２４時間無人コンビニ 菅　英人

四国 香川県 丸亀市 株式会社ウエストフードプランニング 4470001014741 香川県Ｎｏ．１　チェーンのこだわりうどん店がうどん麺の製造卸売業へ挑戦 株式会社愛媛銀行

四国 香川県 綾歌郡綾川町 森本物流株式会社 8470001007048 ＪＡ支援ノウハウを活かした米麦用低温倉庫業への新分野展開 株式会社百十四銀行

四国 香川県 東かがわ市 株式会社イチーナ 1470001011279 自然豊かで様々なアクティビティが楽しめるバケーションレンタル事業に新分野展開 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 エムアイサービス株式会社 9470001005562 大学生が子供の自主的な学習を支援するスタディスペース みどり合同税理士法人

四国 香川県 坂出市 有限会社山地鉄工所 9470002015478 成長分野である建築市場のうち民間非住宅分野への新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 香川県 善通寺市 株式会社さこぐち酒店 6470001008758 地域発！日本酒、焼酎を起点とした顧客提案型の新スタイルの炭火焼専門店を開業する計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社フロウズ 6470001017676 ＩＴを活用した買取システム導入で「四国の顧客」に特化したリユース業を立ち上げ 大隅　直人

四国 香川県 三豊市 有限会社水澤鉄工所 3470002017109 旋盤加工機導入による管工事業者による金属製機械部品製造業への進出 観音寺信用金庫

四国 香川県 丸亀市 株式会社ＭＢ工業 2470001009710 建築のプロが教える、ＤＩＹレクチャー付資材販売でサーキュラーエコノミーに挑戦！！ 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社岡谷石材 1470001000034 施設内向け石材什器の製造・販売を通じての事業のＶ字回復を図り、併せて、地域産業の活性化を実現する計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 吉田建設株式会社 9470001000159 住宅における性能向上リノベーション技術と不動産流通ネットワークを活用した「Ｒｅ住む」事業展開 森藤　啓治郎

四国 香川県 高松市 株式会社エナジーテック 3470001006120 温泉地に泊まる癒しの古民家「塩江星空温泉プロジェクト」 税理士法人多田羅会計事務所

四国 香川県 善通寺市 合同会社ウッドベル 6470003001587 おうち時間に癒しを提供する塊根植物の輸入・販売事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 観音寺市 ポカポカ オーガニック食材の量り売りと冷凍食品の開発・製造・販売する小売事業への業態転換 観音寺信用金庫

四国 香川県 三豊市 株式会社喜田建材 6470001010532 ショールーム建設を通した環境配慮型の木造冷蔵・冷凍倉庫の建設及び販売 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社ドリームコンタクト 3470001004743 最も美味しい炊き方で炊いた、全国のご当地米を気軽に食べ比べることが出来る冷凍ごはん製造・販売事業 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 高松市 株式会社人生は上々だ 3470001014131 インバウンド需要が見込めるヴィーガンうどん店と伝統工芸セレクトショップの開業 株式会社中国銀行

四国 香川県 さぬき市 室内楽 連携して地域を活性化させる提案型ステイホテル事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 四国厨房器製造株式会社 9470001001925 ＡＩ配膳ロボットの提案・販売を通じてコロナ禍の閉塞状況を打開し、併せて地域経済の活性化を達成する計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 さぬき市 株式会社岡田鉄工 6470001011646 ステンレス溶接・加工事業を新規に立ち上げ、コロナ後の需要を取り込む 株式会社中国銀行

四国 香川県 丸亀市 有限会社カノークス 3470002013660 瀬戸内海の離島で瀬戸内リトリート宿泊業とドローンを活用した体験型観光事業 観音寺信用金庫

四国 香川県 観音寺市 有限会社いしかわ 1470002016384 貸衣裳・写真事業から、飲食・パーティーまで提供できる企業へ再構築 株式会社香川銀行

四国 香川県 綾歌郡宇多津町 株式会社常井鉄工所 9470001015157 小型精密部品の製造と女性活躍企業への進化 観音寺信用金庫

四国 香川県 小豆郡小豆島町 安田食品工業株式会社 9470001012360 小魚を活用した健康食品の製造・販売を新たに開始する計画 株式会社香川銀行

四国 香川県 坂出市 翼興業 学校の練習環境を豊かにする花崗土の販売事業への進出 株式会社愛媛銀行

四国 香川県 観音寺市 有限会社タカオカ 1470002017317 ペットが快適に健康診断を受けられるドッグラン付き民泊事業 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 朝日住宅株式会社 9470001000373 マイサイズ・マイデザインを叶える高付加価値コンテナ店舗の開発と展示場のリアル＆デジタル活用 株式会社中国銀行

四国 香川県 坂出市 有限会社佐藤ダンボール工業所 4470002014914 獣医師監修　猫と快適に暮らすキャットボックスの開発とネット小売 菅　英人

四国 香川県 高松市 株式会社イレブンリース 5470002002380 就労継続支援Ｂ型事業所を活用した介護業界参入と生産性向上事業 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社プロスパー・サンダ 3470001003662 デジタル対応型教育事業への業態転換 高松信用金庫

四国 香川県 善通寺市 株式会社一自動車 3470001015443 デザイン性の向上とリセールバリューの維持を実現するラッピングフィルムサービスによる業態転換 株式会社百十四銀行

四国 香川県 仲多度郡多度津町 株式会社キリュウ 8470001018029 完全個室・非対面型セルフスタイルの、家族でも使える脱毛エステサロン 多度津商工会議所

四国 香川県 綾歌郡綾川町 有限会社福光産業 7470002013608 橋形クレーンを活用した塗装事業への新分野展開。 株式会社香川銀行

四国 香川県 丸亀市 Ｓｅｔｏ　Ｓｃｏｎｅ イートイン・テイクアウト・ＥＣサービスを同時に行う　＂新時代のティールーム＂ 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社幸洋製作所 3470001001468 カーボンニュートラルの実現に貢献する水素エネルギー事業への新分野展開 株式会社香川銀行

四国 香川県 香川郡直島町 ライトスタイル株式会社 6470001017107 「世界から着目されている芸術の島・直島」におけるホテル清掃業からホテル経営への業種転換 梅澤秀樹

四国 香川県 高松市 株式会社瀬戸内コムテック 1470001002311 建設業に就く外国人技能実習生の建設知識向上を兼ねた入国後講習の請負事業展開 香川県信用組合

四国 香川県 三豊市 株式会社ランドエ・スホールディングス 7470001014086 パーソナル型のフィットネス＆エステ事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 有限会社伊賀電気工業所 5470002009335 電気・水道工事の多能工人材を生かしたランドリー事業へ挑戦 佐々木　良道

四国 香川県 高松市 松内建設株式会社 5470001003792 「ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ」に準じ、ＩＣＴ施工を担える業態への転換 株式会社香川銀行

四国 香川県 善通寺市 草薙工業有限会社 4470002012876 ペット葬祭業とペット向け住宅リフォーム業の融合による事業展開 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

四国 香川県 高松市 株式会社建築家と創る家 8470001016148 土地づくりから街づくりへ。建設業への進出と建築家との協業を通した「誰もが住みたくなるおしゃれな街」の実現 株式会社中国銀行

四国 香川県 丸亀市 竜王金属株式会社 7470001007750 成長分野である半導体製造装置市場の部品製造への新分野展開 株式会社愛媛銀行

四国 香川県 高松市 株式会社グランペール 6470001016554 サウナ付き１棟貸しホテル事業の開始とサステナブルなビジネスモデルの確立 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 株式会社タケダ 1470001002658 未来のＤＸオフィスに向けたセキュリティ診断および機器販売 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社１１ネット・インシュアランス 2470001006138 災害・紛争・感染症など不測の事態への企業存続対策展示場ＢＣＰパーク開設 株式会社香川銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社カタリナハウス 1500001021191 サスティナブルで地球環境に貢献する断熱施工への取組み 山本　展大

四国 愛媛県 松山市 株式会社シンワコーポレーション 2500001005730 熟成サツマイモを使用したスイーツ店の新規出店事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 株式会社ＡＩＫＡ 8500001021169 男性女性ともに美を追求できる会員制エステサロンへの進出 山本　一郎

四国 愛媛県 新居浜市 進学塾　白修学院 推薦系入試専門教室の導入による教育力向上事業 髙畑　明敏

四国 愛媛県 松山市 美肌工房Ｌｕｎｏｎ フェムケアへの進出による中高年女性の豊かな人生の実現 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 有限会社プロスタッフ・ジャパン 1500002010342 清掃から生前整理・遺品整理、買取までプロに一括お任せ事業 愛媛県中小企業団体中央会

四国 愛媛県 松山市 春夏秋冬　みなみ 松山の味を今治にお届け、菊間町の魅力と自然を感じることのできるサービス業 一ノ宮　康嗣

四国 愛媛県 四国中央市 金柳製紙株式会社 8500001014610 飲食業界のコロナ禍において多様化するニーズに対応するための新分野への挑戦 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 松山市 ＺＩＮＮＩＡ セルフエステ業態への進出 檜垣　直彦

四国 愛媛県 南宇和郡愛南町 有限会社ハマスイ 2500002024011 「コンシューマー商品」開発と「ＦＳＭＳ管理システム」の導入で連携した「新分野」の市場開拓 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 海土魯 ８年の居酒屋経営を活かした高級ランチを提供する古民家カフェ 岡本　悠己

四国 愛媛県 松山市 株式会社Ｕｍｉｑｕｅ 7500001008844 地元にも観光客にも愛される地域密着型米粉パン専門店の開業 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 松山市 株式会社イーエーシー 5500001005249 地域産業の発展に寄与するＷｅｂ配信事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 今治市 一般社団法人をかしや 5500005007729 今治の自然と古民家を活用した宿泊研修事業 木本　康聖

四国 愛媛県 松山市 トレードバンク リピート性の高い商品を積み上げ経営を安定化させる無店舗小売業 矢野　幸治

四国 愛媛県 松山市 株式会社ラフスタイル 9500001005682 愛媛初、伴走型広告制作支援の新サービス開発による業態転換事業 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 愛媛県 松山市 株式会社キクノ 2500001001333 低炭素型コンクリート製品の開発・製造設備導入による新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 喜多郡内子町 有限会社内藤鋼業 7500002012110 高品質木質ペレット製造設備導入で地産地消エネルギー発電売上拡大 木本　康聖

四国 愛媛県 今治市 月原自動車株式会社 5500002018687 カーボンニュートラル実現のための四国最大のＥＶ対応車検場設立 中村　健一郎
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四国 愛媛県 今治市 合同会社美佳バレエスクール 5500003002062 痩身・健康づくり・脱毛のエステティックサロン 株式会社リアリゼイション

四国 愛媛県 西予市 井関晃平 時代とコロナに合った子どもサポートルーム開設 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 今治市 株式会社ダイイチフーズ 6500001011824 新たな３Ｄ冷凍技術を活用した地元果実野菜と水産品を組み合わせた冷凍加工食品の製造計画 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 宇和島市 理研巧業株式会社 2500001015564 ＩＣＴ・ＡＩ等を活用した農業支援サービス業に進出 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 伊予郡砥部町 株式会社イン・トラスト 8500001007242 農業用ドローンによる請負散布新規事業 丸木　公介

四国 愛媛県 松山市 株式会社ソシール 5500001009191 写真館から地産地消のインスタ映えするスパイスカレー店に業種転換 森田　正雄

四国 愛媛県 松山市 株式会社たさわ堂コミュニケーションズ 2500001020440 コロナ禍で外出を控える高齢者をターゲットとした訪問型美容業への転換 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 西条市 株式会社青野組 2500001009211 建設会社が「アスベスト検査」事業に参入、地域環境と業界の納期圧迫を改善！ 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 Ｋａｉ　Ｗｏｒｋｓ株式会社 6500001007599 環境と一体となったライフスタイルを提案する”アウトドア複合施設”の構築 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 今治市 有限会社タナベ工業 4500002019703 経済と環境の好循環を実現するための循環経済（サーキュラー・エコノミー）の実現に向けた建設残土のリサイクル事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社田中鉄工所 1500002016637 立形マシニングセンタ導入による社内一貫生産プロセスの構築と製紙機械市場への進出 髙畑　明敏

四国 愛媛県 今治市 有限会社舞花 9500002019995 コロナで売上減の接骨院。感染対策万全の個室セルフエステ事業 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 ケーコーヒー 地域に根差した経営で地元から愛されるコインランドリーが近い喫茶店へと事業転換 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社予州興業 2500001014839 ＩＣＴを導入して次世代型建設業へ！ 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 東温市 株式会社Ｆｏｒｅｓｔ　Ｃｒｅｗ 2500001007371 フィンランド高級サウナを移動可能なユニット化とする為ＣＬＴで製品開発し『どこでもサウナ』レンタル販売 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 今治市 有限会社きむら自動車販売 4500002019694 直進安全性の点検に特化した自動車整備業者への更なる進出 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 今治市 株式会社山田製作所 1500001012496 プレス機の高度化による新たな受注領域の拡大及び生産効率向上の実現 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社グラッツェふじ 8500001010584 コインランドリー×自社特製冷凍商品×車の清掃で地域貢献事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 有限会社中道製作所 3500002004953 密にならず集積できる、地域、人材、産業を発展させるワーキングスペース みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 今治市 正岡タオル株式会社 1500001012307 業界初！新技術による抗菌・抗ウィルスウェア製造に挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西条市 ビジュアルイメージング株式会社 7500001010478 小規模結婚式場を起点に、ＤＸ活用でＬＴＶ（生涯顧客価値）を高める事業 多田　稔

四国 愛媛県 伊予郡砥部町 株式会社創苑 4500001005844 地域の魅力発信型古民家宿泊事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社クラス 8500001019989 田畑等を活用した古民家改修販売・移住支援による地域課題解決事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 合同会社コミュサポ 9500003002158 就労継続支援Ｂ型事業所の開設とＬｏｖｅＬｏｏｋｃａｆｅオープン 税理士法人錦会計センター

四国 愛媛県 西条市 株式会社ＴＥＣＨ２１ 8500001016532 スマートファクトリーを目指した新工場建設と自動加工機導入による新分野への参入 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社ＡＤ 6500002022382 日本中から愛される【車】や【バイク】好きが集まるテイクアウトを主とするカフェレストラン 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 今治市 株式会社東燃 9500001011994 新しいＷＡＳＨビジネスでガソリンスタンド事業を方向転換 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 松山市 大浜タオル株式会社 3500001001092 今治タオルの製造技術を活かし、抗ウィルス素材タオル等の直販事業立上げ クレアスト株式会社

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社今西石油 9500002015912 地域初！スマホ給油導入によるガソリンスタンドの生産性向上 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

四国 愛媛県 今治市 有限会社今治大成保温 1500002017791 サイクルツーリズム先進地を目指す愛媛県今治市での長期滞在型ホテル運営 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社味大黒 6500001015239 テイクアウト品に使用する保冷剤製造 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社ネクスト 1500001018378 民間土木工事を対象とした重機・オペレーター事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 今治市 株式会社﨑山建設 9500001013751 建設副産物の再資源化の取組みで循環型社会形成へのさらなる貢献にチャレンジ！ 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 松山市 新玉産業株式会社 2500001008626 「名物豚丼」と「厚切りトンテキ」のＥＣサイト販売による新分野への挑戦 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 ティエムソフト株式会社 2500001006183 無桟木工法支援ＮＣ機械の開発・販売 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 伊予市 株式会社ライジングソリューションズ 5500001013714 ＥＶ充電スポットの新設を契機にＥＶ車市場へ新規参入する業態転換。 株式会社香川銀行

四国 愛媛県 西条市 ピーコックフーズ株式会社 1500001009063 冷凍・チルド温度帯による製造方法での冷凍調理食品市場への進出 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社あんず 5500001020834 犬にも飼主にも優しいワンちゃんの保育園の高付加価値戦略 木本　康聖

四国 愛媛県 松山市 有限会社新東海 7500002003349 プロドライバーの働き方改革と雇用継続のビジネスモデル構築 一ノ宮　康嗣

四国 愛媛県 松山市 クラージュ イベント分野から配信スタジオ併設の映像配信事業への転換 檜垣　直彦

四国 愛媛県 松山市 水口酒造株式会社 2500001004030 道後の老舗造り酒屋が手掛ける、カフェＢＡＲ＆リアルとデジタルを融合したショールーミングストア 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 八幡浜市 株式会社ナチュラリズム 7500001008836 消費者向け（ＢｔｏＣ）ミールキットの製造販売 株式会社四国銀行

四国 愛媛県 西条市 株式会社りんね 7500001010973 ポン菓子を素材活用した新分野商品の開発と製販一体集客拠点の整備 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 大洲市 株式会社梶田商店 7500003000502 愛媛の季節の柑橘を使用したポン酢等の新開発と工場の観光資源化への取組 中居　広行

四国 愛媛県 大洲市 カトラッチャ珈琲焙煎所 魅力溢れる地域を活かす非接触型宿泊施設とチョコレートへの挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社新栄食品 8500002003240 そばを使用した健康ペットフードの製造販売事業への挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社蓄電池屋 1500001019797 Ｖ２Ｈシステム販売による、トライブリッド蓄電システム普及促進事業 多田　稔

四国 愛媛県 今治市 七福タオル株式会社 1500001012199 数枚から発注可能な「タオルデザイナー」と「オリジナルデザイン」の本格今治タオルを作れるサービス 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社ごごしま 8500001016152 地元フェリー会社による地域商社への変革と島内経済の好循環への貢献 エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社藤田組 8500001014924 ポストコロナの時代への対応と地方創生の二点を実現するグランピング事業への新分野展開 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

四国 愛媛県 西条市 石鎚酒造株式会社 2500001008873 新たな製造方法の導入による最高級の「氷温長期熟成酒」の開発と販売 株式会社西条産業情報支援センター

四国 愛媛県 今治市 株式会社母恵夢本舗 1500001012281 愛媛県産原材料に拘ったお菓子の製造・販売による新分野への挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社夢とありがとう 6500001010974 居酒屋ビジネスから複合型カフェの新規出店で新分野展開 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 アサヒ株式会社 4500001023466 最愛のペットの火葬から供養までのワンストップオンラインサービス 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社越智工業所 5500001011338 業務用テント製造業者の製品、生産体制の再構築 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 東田印刷株式会社 5500001010240 撮影用スタジオ併設！動画撮影・制作サービスのデジタル広告分野に進出し、印刷業、事業多角化へ 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社海工房 7500001021161 瀬戸内産小魚の燻製製造販売による新市場展開とイートイン事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 伊予郡松前町 株式会社丸勇水産 6500001020858 小分けした新鮮なしらすを自社工場から小売店へ直送する販路開拓 木本　康聖

四国 愛媛県 八幡浜市 有限会社大成工業 2500002013328 農業用ドローンを活用した果樹等への農薬散布事業展開 株式会社伊予銀行

四国 高知県 高知市 合同会社Ｙｏｕ　ｓｔｙｌｅ 5490003000778 高知県初！学習塾と運動教室を併せた複合型学習塾への挑戦！ 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社Ａｔｔｒｉｃｅ豊月 4490001008675 既存事業で培ってきた接客術を活かした美容サロンへ業種転換 高知商工会議所

四国 高知県 土佐市 株式会社ＧＩＩＮＯ　ＧＲＯＵＰ 4490001005631 漁業の町が連携！海産逸品　テイクアウト・物販新業態店への挑戦 梅原浩一

四国 高知県 高知市 有限会社オリーブ 9490002003571 高まる特産品への需要に応えた初の高知県産オリーブオイルの製造と販売 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

四国 高知県 高知市 アトリエエッセンス 天然精油の香りのデザイン・調香事業＆アロマテラピー・植物療法のスクール事業への転換 梅原浩一

四国 高知県 吾川郡いの町 りとるラボ ３Ｄデジタル技術とＩｏＴ技術を用いた介護商品開発事業への進出 株式会社高知銀行

四国 高知県 高知市 ヤツデ・ファクトリー株式会社 7490001004738 建設混合廃棄物を石炭代替燃料にリサイクルする脱炭素プロセスの開発・構築 安岡　和孝

四国 高知県 高知市 徳屋商事株式会社 8490001001627 老舗削り節製造業の挑戦！高品質ペットフードによる販路開拓 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 株式会社土佐テック 9490001006518 企業価値の向上と社会価値の創造を目指す炭化炉製造分野への新分野展開 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 ｃｈｕｃｈｕ　ａ　ｃｈｕｃｈｕ 新分野進出！男性専用の総合的美容サロンを展開 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 有限会社中島フーズ 7490002008184 富裕層向け絶景スポットでの「最新ＩｏＴ技術搭載システム導入、非接触型バケーションレンタル事業」 株式会社みどり合同経営

四国 高知県 高知市 株式会社ダイセイ 6490001003204 高知県空き家再生事業推進のための宿泊事業への挑戦！ 梅原浩一

四国 高知県 南国市 株式会社森国商店 9490001009512 ＢｔｏＣ事業に取組むための、販売用店舗の開設と新規設備導入 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 有限会社タナカカツノリ商事 3490002003271 地域連携でコロナを乗切る新型宿泊業への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社乾総合仏壇仏具流通センター 3490002000376 仏具店から、伝統工芸品など和文化を伝えるインテリアショップへの業態転換 高知商工会議所

四国 高知県 香美市 有限会社俵屋 6490002012542 皿鉢料理で培ったノウハウを活用した飲食事業への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 四万十市 有限会社相互自動車 5490002009341 オンライン商談を活用した中古クラシックカー、中古高級車の販売事業への新規参入 みどり合同税理士法人

四国 高知県 高知市 有限会社村越工業 1490002005121 重機を活用した穿孔工事で地域のインフラ整備に貢献する土木工事分野へ事業展開 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社城南電化チェーン 1490001001352 町の電気屋さんが提案するリフォームによる、快適で安心安全な住まいの提供 藤原高博

四国 高知県 高知市 俺の串なおさん オンライン販売を主としたＤ２Ｃ事業実施へ業種転換 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社宮地観光サービス 4490001009392 新型コミュニティカフェの構築と旅行業復活への挑戦 高知県商工会連合会

四国 高知県 南国市 株式会社末正 2490001009329 ペットを本物の僧侶が供養火葬する「ペット葬儀南国メモリアル土州寺」 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 ＭＡＸ　ＧＡＲＡＧＥ株式会社 8490001009785 カーディテイリングから分解整備事業への新規進出 株式会社四国銀行

四国 高知県 宿毛市 株式会社よりおか 2490001005105 コンパクトハウス製造販売への新分野展開 みどり合同税理士法人

四国 高知県 高知市 株式会社ジャパンダイニング 4490001008477 観光名所桂浜へのレストラン展開による出店での事業再構築の取り組み 安岡　和孝
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九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社マエスト 8290001087174 バスドライバーへの安全運転能力検定事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 久留米市 株式会社エルエル 6290001077920 中華料理屋から中国本土の本格紹興酒小売業への事業転換 鈴木　康一郎

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＳＨＩＮＷＡ 1290001091901 料理で離島の買い物難民問題、観光消費増などの地域改題を解決 税理士法人白川会計事務所

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社春崎電気工事 1290002018969 販売・工事をワンストップ提供　『衛生・災害・環境設備販売事業』 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社安東工業 4290801021352 人口流入による建築ニーズを満たす基礎工事・解体工事等事業参入 楠本　拓也

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 株式会社岩下工業 8290001048283 建築物用金属製品に加え一般消費者向け金属製品に参入し、危機を乗り越える。 鈴木　秀信

九州 福岡県 福岡市博多区 平戸金属工業株式会社 1290001041559 デジタル設備導入で新たな海外市場開拓と生産工場の省人化の実現 おかべ税理士法人

九州 福岡県 久留米市 田主丸ラーメン五炉 テイクアウト専門店とテラスの設置で、地域の憩いの場に業態転換 税理士法人ライジング

九州 福岡県 久留米市 株式会社高田車輌 1290001049899 農業用ビニールハウス製造業からトリミングサロンへの新分野展開 権藤　祐一郎

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社アイラ 6290001058945 自慢のパンを全国展開パンスクへの新規参入計画書 税理士法人エルビーエー

九州 福岡県 飯塚市 株式会社丸島園 1290001045741 八女茶の甘味で海を越える！製菓用抹茶製粉販売事業 楠本　拓也

九州 福岡県 宮若市 有限会社きものギャラリー由布 7290802021398 着物保管およびメンテナンスを軸とした着物に係わる総合サービス事業に進出 飯塚信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社吉冨 4290002018099 食品ロスを活用したオリジナル手巻き寿司専門店への新分野展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 有限会社サロン・ド・セキ 7290002008155 女性向けウィッグの販売とフィッティング・デザイン・スキンケアのトータルサービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 宗像市 株式会社福禄寿 3290001083483 悩みゼロの身体をつくるセルフストレッチジムの運営 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社ジラボ 5290001030896 健康寿命延伸へ挑戦。自転車×ストレッチで「動きたくなる身体づくり」を支援。 井上　明彦

九州 福岡県 福岡市西区 ＦＵＴＵＲＥ　ＥＮＴＥＲＰＲＩＳＥ株式会社 3290001080407 島の猪の捕獲・解体・加工事業ならびに能古島ジビエ商品の販売 河津　祐二

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社あさクリーン 8290001073975 冷蔵・冷凍食品の自動販売機事業による企業のアップデート 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社日本介護予防研究所 5290001028098 福岡県で初の介護事業者が行う介護脱毛等サロン 内田　悦司

九州 福岡県 行橋市 株式会社エムワンカンパニー 9290801015894 テイクアウトと配達も利用できる惣菜を中心とした飲食店の出店 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 古賀市 ニューフェンス工業株式会社 3290001067445 土木工事進出に向けたワンストップ受注及び作業効率向上 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市戸畑区 焼鳥たかはし 焼鳥店から冷凍煮込みうどんの製造と冷凍自動販売機による販路確保 松代　和也

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＣＬＡＳＳＹ 4290001065753 冷凍餃子無人販売の展開と次世代型美容品の提供による「おうち美容」需要の取込み 松代　和也

九州 福岡県 久留米市 環境のＫｏｊｉ 地域一次産業の発展と環境を支える熱サイフォン・システム販売事業 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ＳＯＵＩＣ 8290801025639 土にかわる新素材「パフカル」を用いた壁面緑化と観葉植物事業 ＡＰＧ税理士法人

九州 福岡県 北九州市八幡西区 大自然 キッチンカーとヒーローを融合させた新ビジネスモデル展開 日髙　強

九州 福岡県 那珂川市 株式会社ステージクルー・ネットワーク 7290001028749 ニューノーマル時代の舞台芸術の発展をトータルサポートで支援 松代　和也

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社プレム 4290001031029 ヒト幹細胞培養液を使用した美容液の製造販売 株式会社フォーバル

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社千鳥 7130001034713 墓石の実店舗販売からＶＲ展示場による販売方法への進出 渕上　耕司

九州 福岡県 糸島市 うるう伊都整骨院 持ち帰り専門唐揚げ店の新規開店 青葉総合税理士法人

九州 福岡県 うきは市 トイカフェアンドバー ＴＯＹ　ＳＴＵＤＹ　新設改修事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 合同会社ＳＲＫ 3290003001278 屋上で貸切ＢＢＱ＆サウナを楽しめる福岡初のプライベート空間 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社オクイチ 2290001083831 解体事業から土木工事事業への参入 株式会社成研

九州 福岡県 福岡市東区 有限会社豊新自販機サービス 3290002005965 コンテナハウスによる新事業と食品自販機による売上回復計画 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市中央区 赤坂　藤田 一流の料理をテイクアウトでお手軽に！新分野展開により売上ＵＰ 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社玄繕 1290001082462 破棄される石をアップサイクルし、石を宝にする事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社大伸商会 2290001019141 グローバル人材活躍の基盤づくりとなるバゲージラッピングサービスの展開 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 行橋市 株式会社ワークワンズ 6290801024849 新規事業：プログラミング教育を盛り込んだ児童発達支援・放課後等デイサービス開始によるＶ字回復の実現 株式会社南日本銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社九州ケーワン 1290002014836 「薬膳ハトムギ麹」とその加工食品の店舗およびＥＣ販売確立事業 西河　豊

九州 福岡県 北九州市門司区 株式会社アルソアエラン 8290801004246 アレルギー・アトピーの方向け乳製品・卵・小麦粉を使用しない冷凍ピザ販売 魚谷　康行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 一般社団法人日本音楽脳育協会 6290805008063 「音脳音楽教室」のフランチャイズ展開 原賀　侯爾

九州 福岡県 大牟田市 株式会社ＨＡＣＯ　ＬｉＢ 8290001096258 多様な業務を通じた福祉サービス利用者の自己成長と企業の業務支援の両立による地域共生社会の実現 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 久留米市 合同会社オールワン 4011103008479 農業用土壌改良資材の製造・販売による再構築事業計画 鈴木　ゆい

九州 福岡県 糸島市 株式会社玉広食品 9290001033350 バイクでのツーリングニーズに対応した『地産食材がテーマの糸島初ライダーズカフェ』経営 レンタルＥＣ株式会社

九州 福岡県 北九州市小倉南区 有限会社ＡＩＤ 7290802012216 最先端水素技術で効率倍増！害獣駆除罠の製造事業 楠本　拓也

九州 福岡県 北九州市戸畑区 有限会社まんぷくカンパニ 9290802010853 ＡＩマッチング機能を備えた海外人材紹介プラットフォームの構築 富永　一也

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社リクリエ 4290001073038 業界復活を当社が牽引！先端技術活用によるホテル運営高度化事業 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ＨＥＲＥＮＣＩＡ 3290002031862 自社倉庫を撮影・イベントスペースに改装し地域社会の活性化へ 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ディーキューブ 3290001065119 職業紹介業からリラクゼーション業への業種転換 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 北九州市小倉北区 特定非営利活動法人ドッグセラピージャパン 9290805008432 犬を飼ってる人も飼ってない人も楽しめる総合体験型ドッグパーク 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市門司区 合同会社ポルト 3290803003151 地域の特色を活かした菓子（お土産）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 株式会社エス・ケイ・エム 1290801019507 北九州市の空き家問題を解決する賃貸アパートの断熱リフォーム事業 伊藤　智史

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社潑剌 7290001060181 定額制『高性能ＡＩ判定による、英文発音練習コンテンツ』のＷＥＢ販売 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉南区 ドッグサロン　イヌクロ 非接触型・完全無人のセルフ脱毛サロン事業 公益財団法人北九州産業学術推進機構

九州 福岡県 春日市 ＩＮＤＩＡＮ　ＳＰＩＣＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ合同会社 9290003008219 コロナ禍を配慮した物販事業、テイクアウト事業、ＥＣ事業を軸としたマルチチャネル戦略の展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 宗像市 ＭＡＮＡ　ＨＯＵＳＥ 隠れ家的美容院で、プライバシーが守れる脱毛サービス事業を開始 向井　裕人

九州 福岡県 福岡市中央区 煙草屋 地域に根差した飲食店から地域に根差したブルワリーへの新分野展開 福岡信用金庫

九州 福岡県 八女市 ＬＩＦＥ　ＬＡＢＥＬ フルリモート対応、商品撮影・特殊撮影専門スタジオの開設 八女商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社たかしるや 2290001073634 福岡の料理を東京で提供し、当社に新たな風を巻き起こす 寺崎　兼司

九州 福岡県 鞍手郡鞍手町 株式会社ニッショウテクノス 1290801014565 ウィズコロナ・アフターコロナにおいて高い需要が見込めるアウトドア分野への新分野展開 株式会社大三経営事務所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社アルサ 9290001002611 紛失防止効果を伴うクリーニング商品ＲＦＩＤシステムの導入 株式会社豊和銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社コンボイスイッチ 6010401118491 ＮＦＴアンティークコイン販売プラットフォーム事業の新分野展開 井上大輔

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社コンロッド 1290001070780 高齢者みまもり及び生活支援クラウドサービス事業 福岡信用金庫

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ＬｅＶ 4290801026780 インバウンド回復期に向けた、清掃と就労支援の融合サービスの展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市中央区 Ｍａｓａｓｈｉ　Ｔａｋｅｄａ　Ｄｅｓｉｇｎ 設計力を活かしたコワーキングオフィス・アトリエの運営 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｅｍｏｌｕｔｉｏｎ　Ｃｒｅａｔｉｖｅ 3010401095899 ウェアラブル端末を元にした健康管理システムの法人向けサービス構築 末信　公平

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ＭＩＮＡＭＯＴＯ 2290801024365 肉料理・もつ鍋店が作る、国産和牛ハンバーガーカフェレストラン 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社キョウエイホーム 7290001031232 食品自販機導入による地域食文化の活性化計画 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社幸華貿易 6290001032933 ポストコロナの時代を見据えた輸入ジュエリーのライブコマースへの展開 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＢＧサイエンス 1290001032723 キノコスナックを手軽に食べるフードイノベーションで事業再構築 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社バーグ 4300001008941 ニュースタイルの食卓需要に九州産一枚板テーブルと有田焼を提案 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 糸島市 カフェアンドバル　フェリーチェ イタリアンレストランからテイクアウト専門店へ業態転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡西区 ブレア バス釣りのメッカである遠賀川にて実施するボート付きガイド及びボートレンタル業 株式会社わかば経営会計

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＳＴＡＮＤ　ＲＥＣＯＲＤＩＮＧＳ 2290001058247 音楽制作（ＤＴＭ）に特化したスクール事業の展開と人材育成 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社エターナルプレイス 5120002058037 ”福岡市介護保険事業計画”に基づいた女性スタッフのみで運営する女性が安心できるグループホーム事業！ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社児島保険事務所 2290002030717 アロマとリンパマッサージでお客様にひとときの安らぎを 寺崎　兼司

九州 福岡県 大牟田市 株式会社石橋 1290001063660 新業態の飲食サービスによる新規顧客開拓事業 税理士法人ユース会計社

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｈ．Ｏ．Ｉ 6290001071320 糸島産の高級豚肉を多くの方へ！セントラルキッチの改装を行う 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ハーツクリエイティブ 3290001035212 レンタルアンティークを活用した「子どもハウススタジオ」の開設 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 柳川市 株式会社ヤスナガ 9290001053282 半導体・情報通信産業への参入によるグリーン成長戦略の実現 株式会社筑邦銀行

九州 福岡県 柳川市 大坪ＧＳＩ株式会社 1290001052696 新分野展開　ＳＤＧｓ自社初　太陽光パネルの完全リサイクル事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 ＰＦテック株式会社 4290801022895 高精度プラスチック加工技術と提案力を活かした自動車・医療分野への新規参入 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 北九州市門司区 株式会社野原商会 3290801005620 子供たちに青い地球を残す！複合素材プラスチックリサイクル事業 楠本　拓也

九州 福岡県 久留米市 丸久鋼材株式会社 3290001049617 薄板加工技術の獲得・更新による洋上風力発電向け製品等製造への進出 松代　和也
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九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社フィード 1290801010465 資源循環型社会を国産竹で構築！みらい竹プロジェクト 楠本　拓也

九州 福岡県 久留米市 株式会社創世エンジニアリング 7290001049043 超精密加工技術を活かして電気自動車向け金型部品一貫製造に挑戦 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社三和綜合土木 4290801001585 地域産物「竹」を中心にしたゼロ・カーボンサイクルによる事業展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 直方市 正栄工業株式会社 9290801014153 ロボットを活用した生産プロセス自動化で生産性向上と大型半導体製造装置部品への対応 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 田川郡赤村 株式会社農創会 7290801024055 耕作放棄地の復興による有機農業の展開と有機農産物の販路拡大 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 ドローンチェック株式会社 3290001087534 大型赤外線ドローンによるコスト低減太陽光発電パネル等点検サービスへの展開 江﨑　貴一

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社快適空間ＦＣ 8290001024615 建設分野のＣＯ２削減・ＩＣＴ施工化に繋がる高精度位置情報サービス 木村　壮太郎

九州 福岡県 久留米市 株式会社森光商店 2290001049700 畜産業の温室効果ガス低減に資する高付加価値大豆選別技術の取組 ひまわり経営サポート株式会社

九州 福岡県 福岡市東区 夢ＬＩＮＥ株式会社 6290001062419 頭皮管理ＡＩアプリ開発及び最適なケア対策プラン、シャンプーの提案 木村　壮太郎

九州 福岡県 直方市 株式会社日研稲吉 3290801014935 ＥＶパワートレイン市場向け電磁鋼板製造用金型開発及び製造体制構築による新分野展開 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 久留米市 フレンチ屋台総州 フレンチ技法のカレーとカツサンドで食品ＥＣ市場への業態転換 齋藤　由宇

九州 福岡県 久留米市 肉や一ノ剱 和牛手ごねハンバーグ等の製造と非接触ドライブスルー販売 瑛智税理士法人

九州 福岡県 那珂川市 株式会社ほり野 4290001061629 うどん屋の人気の味と素材を活かしたカレーパンのテイクアウト販売 松代　和也

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＳＰＩＣＥ 9290001074865 既存事業の高いリピートノウハウを活用した立ち飲みバー事業に挑戦 トキワコンサルティング株式会社

九州 福岡県 柳川市 株式会社小野末吉商店 8290001052723 アウトドア用コンパクト敷布団の事業化を行い、ニッチな需要に応える提案型企業へ 菊池　哲

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社平尾水産 1290801003130 通販事業のリソースを活用した自社開発製品とブランドの認知度拡大 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社スプリングスタイラー 4290001076263 既存の雑貨アパレル×飲食の新事業を展開　最新デジタル技術の活用で生産性向上に挑戦 トキワコンサルティング株式会社

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＴＯＥ 3290001063551 ブランドコンサルティングパッケージ 福岡商工会議所

九州 福岡県 久留米市 株式会社久留米サンモード 5290001048724 地域の名産品の久留米絣や久留米織を使ったパターンオーダーのファクトリーブランドの立ち上げ 久留米商工会議所

九州 福岡県 柳川市 有限会社大和商店 8290002054140 農業・園芸向け藁製品製造で培った技術で太陽光発電向け防草シートを開発、製造事業へ進出 坪根　一郎

九州 福岡県 太宰府市 グッドライフカフェ 当店オリジナルのカタラーナに特化したテイクアウト専門店の展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ 3290001078731 ボリューム満点　天神名物本格的アメリカンランチのテイクアウト 瑛智税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ウエストブレイン 9290001055436 ＷＥＢコンテンツ制作から、チケット・金券に特化したマッチングプラットフォーム事業へ、新旧事業のシナジー最大化を図る新分野 坪井　亮

九州 福岡県 太宰府市 合同会社悠悠 9380003002294 最新設備導入による『焼付塗装』及び『ウェットブラスト』の新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 糸島市 フルーレ 自社加工した原材料を活用した新商品による卸売販売事業への進出 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 大硝産業株式会社 9290001049074 障がい者支援事業と運送事業を活かした倉庫業への新分野展開 筑後信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 やきとり稲田 おひとり様歓迎！第三の自分の居場所としてリラックスできる和食店の開始 笑顔商店株式会社

九州 福岡県 福岡市中央区 やきとり六三四 コロナで売上減。福岡地区では珍しい価格帯の寿司店新規出店事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 飯塚市 丸貴ラーメン コロナで環境変化の農業事業者。人脈から餃子自販機事業を新展開。 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 那珂川市 株式会社ライズ 2290001079706 社内人的リソースを活かして、コロナ対策した個室美容室への転換 翠税理士法人

九州 福岡県 朝倉郡筑前町 株式会社ダイテック 5290001044459 金属スクラップリサイクル事業の展開による循環型社会構築への貢献 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 太宰府市 株式会社ジェイエイチキュー 6290001070603 環境・安全配慮型の新製品開発によるグランピング市場への挑戦！ 平野智一

九州 福岡県 北九州市小倉北区 西小倉運輸株式会社 9290801002752 五感（味、匂い、音、触感、景色）を刺激する非日常グランピング施設の開業 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 久留米市 山下株式会社 2290001049717 創業８２年、１，７９０社の取引先を持つ繊維商社が、世界的に需要が増えている国産織布の製造に着手する 株式会社筑邦銀行

九州 福岡県 久留米市 株式会社ヒロナリ焼付塗装 7290001078125 令和の「日の丸半導体」に貢献する「半導体製造装置部品の塗装」への参入			 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 鞍手郡小竹町 株式会社内藤鍛造所 5290801014462 世界主要船級の認定工場として培ってきた高い技術力を活かし、脱炭素社会を支える風力発電大型部品等の製造計画 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市中央区 合同会社有吉商店 2290003011971 オリジナル商品「博多担々麺」のＥＣ事業進出による全国展開 翠税理士法人

九州 福岡県 築上郡吉富町 株式会社ハイダイ工業 4290801015148 ワンストップ対応で低コスト実現！ＥＶ車「モーターコア金型部品」製 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 北九州市門司区 株式会社一鳳 4290801023695 観光客向け「体験型」海鮮専門のイートイン＆テイクアウト店の実現 井上　拳

九州 福岡県 福岡市博多区 神田たまごけん　福岡天神店 オムライス専門店が「美容」業界へ進出！コロナリスクに対応した「セルフ脱毛サロン」による新分野展開 堀江コンサルティングオフィス株式会社

九州 福岡県 朝倉市 有限会社桑野研磨工業所 4290002043510 難削材の超精密研磨加工技術の導入による環境機械用部品等の受注拡大 笑顔商店株式会社

九州 福岡県 福岡市南区 星月舎 シニア世代の健康不安を取り除き、対面型コミュニケーションの場を提供するための、フットケア・リラクゼーションサロンの展開 柿塚　英樹

九州 福岡県 北九州市門司区 冨田鉄工株式会社 6290801005543 火力・原子力発電分野進出に向けた機械加工の内製化による加工技術向上とＶ字回復計画 シェアビジョン株式会社 三菱電機クレジット株式会社

九州 福岡県 筑後市 有限会社協英工業 3290002047116 打抜加工技術の習得と既存技術力を掛け合わせた建築金物事業への進出 松代　和也

九州 福岡県 北九州市門司区 協和内燃機工業株式会社 5290801005214 旋盤加工技術の高度化による洋上風力発電事業への参入 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 八女市 株式会社堤鉄構 8290001047368 製造プロセス変革により大型・重量鉄骨部材加工の内製化、事業の再構築を行い大規模案件への進出 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 柳川市 炭火焼　火の鳥 酒類提供に依存しないランチ中心のコロナ禍に強い飲食事業への転換 松代　和也

九州 福岡県 北九州市小倉南区 有限会社Ｋ，ｄｅｎｔａｌ 2290802011313 超高硬度材チタン加工設備新設による保険適用外市場への新分野展開 苅田商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 西日本エムシー株式会社 2290001015322 医療情報連携ネットワークの課題を一気に解決するサービスの開発 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 大牟田市 株式会社山本製作所 7290001054101 多品種少量生産能力を生かした代替燃料発電分野への新規参入計画 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 春日市 有限会社山水社 2290002040807 本人の想いをカタチへ！　完全オーダーメイド『弔いプランニング事業』 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ヒラオフーズ 9290001026148 福岡の特産品化を目指す「いかの塩辛」のＥＣ販売と新工場の設立計画 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 北九州市八幡西区 ミハラ金属工業株式会社 7290801010674 パワーコンディショナー・インバーターに使用するコネクタ部品の一貫生産 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 遠賀郡岡垣町 美容室アティック オンライン貸衣装事業及び定額制のセルフ脱毛事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社萃豊閣 3290002015840 地域中核施設で行う健康フィットネス事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ウメケン 5290001086716 道路橋施設の老朽化に伴う、公共補修工事市場への新規参入 藤川　剛士

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＩＴソリューションズ 8290001023765 ヒト幹細胞培養液を使用した新たな美容鍼灸事業への進出 福岡商工会議所

九州 福岡県 三井郡大刀洗町 株式会社優栄 8290001057251 太陽光パネル発電の熱効率を上げるシート施工事業の新展開 渡辺　日菜子

九州 福岡県 久留米市 有限会社渕上熔接 5290002049944 熟練熔接技術を先端設備の導入とともに、コンテナ製造へと業態転換 久留米商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 ヨシミ精工 これまでの失注分を漏らさず受注！需要が増加する半導体製造装置部品等の高精度対応等による受注増計画 シェアビジョン株式会社 三菱電機クレジット株式会社

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ベネフィット 3290001084572 脱炭素を推進する電力／設備管理システム提供事業への業種転換 井上大輔

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｂｕｌｌｓ 2010901044844 スペースとセラピストのマッチングプラットフォーム事業 トリプルナイン株式会社

九州 福岡県 太宰府市 彬商事株式会社 8290001086440 環境負荷の軽減に貢献する「再生樹脂ペレットの製造販売」事業への参入 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社シンコー 7290001013684 強靭なタオル生産体制構築及び新商品開発による売上・販路拡大事業 ＫＹＳコンサルティング株式会社

九州 福岡県 北九州市若松区 ダイレクトオート アウトドアを身近にする軽トラシェルのレンタル事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 久留米市 有限会社ディンプル 8290002049529 設備工事業からＰＮＦストレッチマシン製造・販売事業への転換 新飼　賢郎

九州 福岡県 福岡市東区 ほのぼのライフケア合同会社 2290003007838 障碍者向け訪問介護事業者の新分野カフェ事業による業績回復 松代　和也

九州 福岡県 直方市 株式会社タス警備 6290801014206 介護分野へ新たな共創を！『介護特化型警備ｐｌｕｓ事業』 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社Ｏ・Ｂ・Ｕ　Ｃｏｍｐａｎｙ 5290001042677 ポストコロナ時代にも対応できる先端的技術を利用した食品加工・製造・販売事業 税理士法人ＡＫＪパートナーズ

九州 福岡県 北九州市若松区 有限会社九州電機精機 8290802018889 半導体製造装置用部品・試作品加工への新分野展開とシナジー効果の発揮 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 北九州市八幡西区 メイク株式会社 8290801021679 「地域で一番安価な価格を実現した２４Ｈフイットネスクラブ」 有限会社マネジメント・オフイス・マスダ

九州 福岡県 直方市 アスカコーポレーション株式会社 8290801014047 新分野　海外企業も含めた幅広い鍍金加工サービス分野への進出 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社桃庄 2290002032143 屋台時代のラーメンと焼き飯を提供する新規店とテイクアウト事業強化 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 株式会社キュービ 7290001080361 高級婦人服の製造技術を活かし、自社ブランドの開発・製造・ＥＣ事業の立上げ クレアスト株式会社

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＦＳ　Ｃｒｅａｔｅ 3290001056514 クラウドソーシングとシェアオフィス事業を組み合わせた職業紹介事業への転換 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 株式会社ロジャーサービス 8290001066153 不動産会社が手掛ける大規模インドアゴルフ場 木原税理士法人

九州 福岡県 北九州市八幡東区 株式会社今村工務店 7290801009056 福岡県工務店の業態転換による高耐震住宅と非対面内覧の仕組構築 シーアンドエイチコンサルティング合同会社

九州 福岡県 北九州市小倉北区 有限会社高田町調剤薬局 1290802003872 薬剤師が提案する気軽に取り入れる薬膳・自然食とナチュラルヘルスケア 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＳＯＬ　ＦＡＭＩＬＩＡ 4290001060465 九州の名産品を全国へ！「お取り寄せ」ができるベーカリーへの挑戦 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社清水商店 3290001022185 飼料卸売会社が選択型香水販売店舗の開業 税理士法人創研

九州 福岡県 福岡市中央区 天安 老舗の天ぷらをテイクアウトでお手軽に！新事業で売上ＵＰを図る 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市西区 カットハウスエム 快適、癒しに特化した個室型理容室での「脱毛・エステサロン事業」を起点とした新たなビジネスモデルの構築 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社リュウビ 7290801008702 プラント設備や配管工事等における、プラスチック製部品の製造 ワイエムコンサルティング株式会社

九州 福岡県 北九州市八幡西区 焼き鳥炊き鳥せい家 無添加作りたての看板メニューを冷凍自動販売機で２４時間販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ
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九州 福岡県 田川市 株式会社岩本製作所 8290801016274 熟練アルミ加工技術を転用した半導体部品製造への進出プロジェクト 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市早良区 クローバー技建株式会社 9290001025843 不動産・建築・内装の三位一体による中古住宅リノベーション販売事業 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ｅｌｓｅｉｆ 4290001071066 受託開発事業から、医療機関向けコールセンター事業及び患者向けＷｅｂ予約システム開発への事業再構築 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市東区 ボクシングスタジオハート 「健康ドリンクカフェとオンラインヘルスケアで健康サポート」 西田　重和

九州 福岡県 柳川市 バリー 地域資源を活用したＳＧＤｓ型サウナ＆炉端焼き店の開設 柳川商工会議所

九州 福岡県 太宰府市 株式会社アクティブ・エイジ 5290801008539 食品微生物の迅速検査を提供するサービス アルタス・パートナーズ合同会社

九州 福岡県 久留米市 株式会社日展コーポレーション 8290001051650 新事業：デジタルサイネージによる大型ビジョン広告事業に進出 久留米商工会議所

九州 福岡県 遠賀郡芦屋町 株式会社ツカサ 5290801011071 成長分野である空気調和設備市場への新分野展開 遠賀信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 アトモスダイニング株式会社 7290001024896 レストラン業からベーカリーショップへの進出による事業再構築 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 れすとらんつきみち ヒト幹細胞培養上清液の販売プラットフォーム構築事業 永山　寛正

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社テツシンデザイン 4290001079885 卓越したデザイン×ファンマーケティングによる地場産業のプロモーションスタジオ『ファンマーケティングＬＡＢＯ（仮）』の運営 沼田　浩一郎

九州 福岡県 直方市 株式会社名島鉄工所 1290801022428 高精度の旋盤加工技術を生かした半導体製造装置市場への参入 井上哲也

九州 福岡県 大野城市 有限会社ジェイエムプレシジョン 1290002039313 半導体製造装置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 福岡県 福岡市中央区 株式会社リアリムジャパン 8290001035100 新建材のログキットを販売、テレワーク及びコロナ対策分野へ進出 西岡　隆

九州 福岡県 みやま市 ＩＤＦ株式会社 5290001052635 地域ブランド産品を活用した健康特化型新スタイルカフェの開設計画 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社Ｄｉｖｅｒｓｉｏｎ 3290801025288 美容系フリーランスのためのコワーキングスペース経営 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社美容集団ｍａｒｕｍａｓａ 4290801017672 北九州初　女性の自立を支援　トータルビューティシェアサロン事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社阿部光林社 8290801009583 ＩＴ弱者でも円滑導入が可能な葬祭業基幹システムの開発と販売 相賀　崇

九州 福岡県 福岡市博多区 健幸ライフ株式会社 3290001065639 アフターコロナ時代の従業員の健康を見守るサービス事業への業種転換 株式会社フォーバル

九州 福岡県 中間市 株式会社イワサキテック 5290801024321 職人の安全と日本のインフラを守る「システム吊り足場」の導入 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 北九州市小倉北区 Ｒｅｌｅａｓｅ株式会社 2290801026130 介護現場をカイホウするデータ連携ソフトウェアサービス 太田　範雄

九州 福岡県 宗像市 株式会社ヒロメンテナンス商会 3290001037290 ファイバーレーザー溶接による福祉・介護向け機器製造への進出 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 飯塚市 株式会社光一工業 3290001045145 新型三次元レーザ－加工機の導入を通じた生産プロセス刷新による新分野展開 大串　智之

九州 福岡県 飯塚市 ゴリラロッジ 新ブランド『ゴリラファーム』による移動販売と６次産業化事業 飯塚信用金庫

九州 福岡県 北九州市戸畑区 株式会社エクセニシムラ 2290801000589 次世代の成長産業向け新製品への新たな挑戦 株式会社大三経営事務所

九州 福岡県 北九州市門司区 有限会社マーサ 3290802011741 オリジナルカーテン・インテリア商品の販売を目的とした生地加工のための昇華プリント機械の導入 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社共電創 8290001032015 ハイブリット型ライブイベントハウス／カジュアルＢａｒ事業運営を通じた、雑餉隈地域再活性化プロジェクト 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 京都郡苅田町 新手運輸有限会社 5290802023875 トレーラーを知り尽くした運送会社による自動車整備業への新分野展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＯＫＥＩＯＳ 8300001010381 情報をつなぎ、人と街を健康に。ＯＫＥＩＯＳが描く、『医療情報銀行モデル構築』への挑戦 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社エイムズ 9290001023186 介護現場の感染症及び消臭に特化した空気清浄機の販売事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉南区 合同会社Ｂ＆Ｗ 6290803002357 依存型飲食店から、冷凍自動販売機を活用した【生産→開発→加工→流通→販売】型への事業転換 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 糟屋郡篠栗町 有限会社ＨＥＹ’Ｓ　ＪＡＰＡＮ 3290002038445 整骨院事業、トレーナー事業からスポーツドック事業への進出 松代　和也

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ｔｏｍａｔｏ　ｃｒｅａｔｅ 3290001080729 飲食店から低糖質素材のレンジアップ商品製造販売業への業種転換 西岡　隆

九州 福岡県 那珂川市 株式会社メディカルカフェ 4290001052132 福岡のレアな飲食店の食事を新鮮に届けるＥＣセレクトショップ 河津　祐二

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ＰＳＲ 2290001085043 老舗うなぎ店を事業継承！琵琶湖のめぐみを全国展開事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 宗像市 狩塚商会 近隣高齢者のための集配サービス付きコインランドリーの開設 飯田　展久

九州 福岡県 久留米市 有限会社フィールドテック 9290002049899 生産管理のデジタル化を促進！医療機器分野進出に向けた小ロット生産体制の構築 シェアビジョン株式会社

九州 福岡県 久留米市 株式会社シブタ 2290001048958 久留米一帯の飲食事業を盛り上げる食品加工所と印刷事業所の設立 株式会社イージーネット

九州 福岡県 筑紫野市 日本エコシステム株式会社 2290001042127 ジビエカーを利用したエミューヘルシー肉の商品化事業展開 内場　幸広

九州 福岡県 八女市 智成株式会社 5290001083473 「ＴＮ高設システム」の開発による事業再構築 宮川　譲

九州 福岡県 北九州市小倉北区 海渡産業株式会社 2290801000647 油圧部品の出張修理、メンテナンスサービスで培った技術を活かした油圧アッセンブリー製作への業種転換 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社モデスト 4290001077121 ＩＣＴ建設機械作業の自動化とドローンを活用した３次元測量による小規模遊休地にターゲットを絞った住宅用地の造成開発と販売 沼田　浩一郎

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 株式会社山根産業 3290001036714 心霊スポットの廃墟ホテルをリノベーションしたグランピング事業展開 河津　祐二

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社こまつコーポレーション 2290801008021 北九州産のレモン・蜂蜜を使ったハニーレモンシロップ及び関連商品の製造販売 税理士法人岩崎会計

九州 福岡県 糟屋郡志免町 株式会社アステック 5290001038072 不妊治療分野における細胞培養ディッシュの製造販売事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社富揚 7010701008854 九州産小麦１００％のお肉に合うパンのＩｏＴ・低炭素での製造と販売 佐々木　洋平

九州 福岡県 福岡市城南区 癒食家ひでぼん 酒類提供メインの居酒屋からファミリー向け鉄板焼き店への事業転換 松代　和也

九州 福岡県 久留米市 アーネストグラス スパイスカレードッグのテイクアウト事業 久留米商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＳＩＬＦＩＮＥ　ＪＡＰＡＮ 4290001039930 雑草問題を環境に優しい手法で　解決する防草保障サービス事業 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

九州 福岡県 福岡市中央区 とみや株式会社 1290001082396 ミシュラン品質の調理技術をシステム化、洋食店による新規顧客層開拓 株式会社シャイン総研

九州 福岡県 北九州市門司区 ボンゴ レストランの味をそのままにシェフが自宅へ届けるデリバリー事業 ＷＩＮＧ税理士法人

九州 福岡県 築上郡築上町 ｗａｖｅ　ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ ＡＩ活用の「バッティングが上達」するバッティングセンターの開設 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡東区 藤永産業株式会社 8290801009402 ノングルテン米粉及び米粉加工品の製造・販売システムの構築 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＦＡＣＴｅｒ 9290001071202 法人向けワ―ケーション施設の運営 ＡｉｒＥｘ　Ｖｅｎｔｕｒｅ株式会社

九州 福岡県 福岡市中央区 ネクスウェイブ株式会社 1290001071770 子ども脱毛時代に向けた新規スキンケア事業 永山　寛正

九州 福岡県 北九州市八幡東区 株式会社宇佐餅 8290801013478 福岡県産果実を使用した冷凍フルーツ大福を新たに開発し通信販売と卸販売をスタート 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 うきは市 中村歯科くりにっく デジタル歯科治療による新しいサービスへの対応 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社ヒグチ工芸 5290001026531 建築装飾業者が既存技術を活かした３Ｄ装飾やメンテナンスに参入 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 那珂川市 株式会社アグリツリー 4290001082311 ソーラーシェアリング事業におけるワンストップサービスの構築 長生　信夫

九州 福岡県 小郡市 ヘアーサロン　サナダ 多様な世代がキレイになるトータルビューティー事業へ新分野展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社寿花 4290001082542 新たにアレルギー対応焼き菓子の製造し体験型店舗を設置して事業を拡大 福岡商工会議所

九州 福岡県 久留米市 有限会社久留米ミート 2290002050863 業歴４０年の精肉店が運営するテイクアウト、デリバリーに対応したとんかつ屋 行政書士法人アクティス

九州 福岡県 久留米市 海鮮居酒屋　夢邸 飲食店から簡易宿所への転換によるアニメ文化の聖地となり地元地域・旅行者に向けた新事業の展開 久留米商工会議所

九州 福岡県 久留米市 株式会社飛高建設 6290001084818 スポーツ選手から体が不自由な方も一緒にトレーニング！健康増進事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社オリエントスター 1290001080730 スマートオフィスを拠点とした環境・ＢＣＰへの貢献とシナジー効果 一般社団法人共創デザイン総合研究所

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 日之出工業株式会社 6290001039383 押出ラミネート包装加工場設立による、押出しラミネート包装加工品製造分野への進出 長尾　豊嗣

九州 福岡県 北九州市八幡東区 有限会社武谷商店 6290802012761 新型コロナ禍により需要が高まる食品の製造業に参入して売上回復 市竹　敦

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｉ・Ａｃｃｅｓｓ 1290001064089 円輝式　Ｏｎｌｉｎｅ　実践ビジネス英会話 西田　重和

九州 福岡県 久留米市 株式会社山川食糧 1290001050733 国外加工品からの脱却！オートミールの国内加工にチャレンジ！！ 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 朝倉市 木木の葉雑器店 高級和食器レンタル可能な「食と器」のキッチンスタジオ＆ライブ配信事業で地域活性化 古町　聖文

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社スペースウォーク 8290801007991 コロナ対策万全のサーキットトレーニング教室による新規事業計画 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社イクリプス 9010401041294 乳幼児および子育て支援のためのオンライン教育事業 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

九州 福岡県 糟屋郡志免町 體株式会社 5290001065653 訪問看護のノウハウを活かした高齢者住宅の新設で増収と地域貢献 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 飯塚市 株式会社豊熱 6290001046669 新型カッティングマシンの導入を通じた熱絶縁部材の加工製作への参入と収益基盤の強化 大串　智之

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社娜晤 4290001061380 ビジネス街の韓国伝統家庭料理店から商店街の本場韓国焼肉専門店への事業転換 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 福岡市東区 ハルハル エイジングケア特化型オンラインサロンシステム開発 ｂｌａｎｃ株式会社

九州 福岡県 飯塚市 株式会社ＨＥＲＯ’Ｓ 6290001091558 板金塗装ニーズに応える車両の高度修理事業体制構築による新分野展開 飯塚信用金庫

九州 福岡県 筑紫野市 想家工房株式会社 8290001058415 新築同等の省エネ・高性能化「中古・既存住宅リノベーション」事業 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ｃｈａｎｇｅ 5290001055365 オンライン・サブスク方式の理容・美容クロスオーバー教育事業 河津　祐二

九州 福岡県 福岡市城南区 株式会社ミキヤ 8290001004856 酒類原料に特化した精油及び蒸留芳香水の製造販売事業 福岡信用金庫

九州 福岡県 筑後市 きたがわ整骨院 トレーニングマシン導入による新分野展開の事業再構築 筑後商工会議所

九州 福岡県 福岡市早良区 有限会社亀井味楽 8290002007866 １５代４００年続く茶陶高取焼窯元が手掛けるカフェ開店と工房改革 西岡　隆

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社戸畑製作所 7290801002498 成長産業向け難燃性マグネシウム合金積層造形部材及び鋳造部材の事業化 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 福岡市東区 有限会社徳永鉄工所 9290002005423 ケミカル業界等向け金属切削部品加工技術の高度化による新分野展開 遠賀信用金庫
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九州 福岡県 福岡市中央区 美遊株式会社 2290001028571 みんなで健康Ｗｉｔｈコロナ対応！古民家再生腸活発酵食カフェ 野村　真一

九州 福岡県 福岡市中央区 めしや漠 海鮮居酒屋が近隣に全席カウンターのダイナーを開店し顧客構造を改革する 有限会社　エムケイブレーン

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社アクティブ・ライフ・サポート 3290801023119 「農産品の加工・食の提供・高齢者福祉の連動」による新規市場の開拓 北九州商工会議所

九州 福岡県 飯塚市 株式会社トーン 7290001046354 長年の信頼から相談されてきた＂開業プロデュース＂を事業化！ 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社コスモ 5290001001229 美容師待遇と衣服廃棄の社会問題を同時に解決する、国内初の会員制ＥＣプラットフォーム「Ｃｌｏｓｅ－Ｔ」開発事業 グラビス税理士法人

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社福岡市自動車学校 9290002005786 ドローン教習施設の開校及びドローン講師の派遣事業計画 アネーラ税理士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＳｍａｒｔＫＡ 5290001092532 企業にも簡単手軽な健康診断を！『経営診断ＷＥＢサービス』の提供 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社日本楽芸社 5290001005493 県内初！！既存事業の多拠点を生かした　託児サービス付き女性専用ジムへの新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 糟屋郡篠栗町 有限会社ウエル総合企画 9290002036063 地域の温泉旅館と連携したキャンプ場運営事業。 加藤　祐輔

九州 福岡県 福岡市城南区 パスタバル　スプーニャ　薬院　鷺野谷　紘軌 福岡発の新しいパウンドケーキ専門店にて、コロナ禍でも雇用拡大を実現 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社福岡エージェンシー 1290001067257 ＡＩ×ＶＲ機材を活用した地域密着・一気通貫型不動産サービスの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市早良区 グリーン曽田 造園のプロが自らプロデュースする「庭と空間を味わう」体験型施設の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市東区 ＳｗｅｅｔｓＨｏｍｅ株式会社 9290003007897 地域特産通販餃子製造キッチンとデリバリー対応飲食店へ業種転換 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社渕上ファインズ 6290001010864 ブライダル業界のビジネスモデル変革を目指すフォトウエディング事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 柳川市 株式会社津留建設 8290001053564 ＳＤＧｓ時代に即した耐震、断熱を強化した健康住宅リノベーション事業 株式会社ウィズダムコンサルタンツ

九州 福岡県 北九州市小倉北区 有限会社九州マグロ 7290802001689 自社加工を可能とする総合マグロ商社への体系構築に向けた取組み 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社慶州 8290001029746 老舗焼肉店の挑戦！麺専門店「麺や慶州」の麺・中食・昼食市場の開拓 福岡県信用組合

九州 福岡県 筑後市 高橋整骨院 身体ケアサービス付き自立型支援障がい者グループホーム事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社家づくり不動産 1290001030363 住環境に関する情報提供から不動産取引における新たな価値を創造する 税理士法人ＹＣＡ

九州 福岡県 うきは市 株式会社栗木商店 1290001055154 極小ロットに対応する即席麺製造ラインの新設及び工程変更による新商品開発 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社河太郎 4290002014809 呼子ブルワリープロジェクト 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 福岡県 飯塚市 ＢＬＡＮＣ オーガニック菓子ブランドの商品開発技術を活用した時短健康食品の開発と展開 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社これやこの 7290001077985 第　４　次食育推進基本計画で推奨されている郷土料理店を博多駅周辺に　ＯＰＥＮ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

九州 福岡県 大野城市 メンバーズ　ル・ル・ル 老舗うなぎ店の伝統の味で収益回復と地域振興を実現する 石橋　徹

九州 福岡県 飯塚市 株式会社プリンス興商 4290001045722 本格料理も提供する地域最大のカラオケ店の、手ぶらで楽しめるバーベキュー場展開へのチャレンジ 飯塚信用金庫

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社ＵＰＲＯＡＤ　ＤＩＮＩＮＧ 8290001072077 パティシエが作るスイーツパン専門店 税理士法人アーリークロス

九州 福岡県 福岡市西区 有限会社アミック・ジヤパン 8290002000128 街道沿いの好立地を活かして、近隣住民が憩えるカフェと、美容シェアサロンを開設 株式会社ことづくり

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社シンビ 1011001097668 健康メディア×トレーニングジム！無理せず鍛えるマシンピラティス 松尾　基司

九州 福岡県 福岡市中央区 カジワラブランディング株式会社 8290001030381 地域初のデザイン経営拠点構築～　デザイナー向けコワーキングスペース事業 エンジョイント税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｉｃｈｉｙａｍａ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 6290001059423 完全個室の女性限定のパーソナルジムトレーニング特化型フィットネスジムの新分野展開 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡東区 株式会社樫本商店 4290801009109 顧客要望を反映させたオリジナル新製品の開発製造とＤＸ化によるＤｔｏＣ事業への進出計画 宇野　裕

九州 福岡県 柳川市 株式会社ファインテック 9290001053175 医療現場の切断課題を解決する医療用刃物の開発と製造販売 猿渡　潔

九州 福岡県 福岡市南区 ＧＯＯＤ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ株式会社 9290001080434 福岡を元気にするばい！九州を訪れる観光客向け広告代理店事業 中村　健一郎

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社正栄電設工業 4290802003028 次世代（５Ｇ、６Ｇ）通信時代到来に向けた通信工事業にいち早く取り組み事業再構築を行う 税理士法人プロネットＮｅｘｔ

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＰＲ３９ 9290001059354 ノベルティ会社が最先端技術で日本初韓国冷凍食品専門店を立上げる事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社暇楽 7290001038054 「新美容サービス」によるエステサロン業界イノベーション事業 河上　信二

九州 福岡県 福岡市西区 社会福祉法人至情会 5290005004087 採れたて新鮮野菜を活用したドーナツ販売を機とする販路拡大 河口　正剛

九州 福岡県 福岡市博多区 オーバーシーズロジスティックス株式会社 6290001084693 パティシエ特製スイーツをセントラルキッチンにて大量生産を可能にし、通販事業を展開 福岡県信用組合

九州 福岡県 築上郡吉富町 株式会社和才建設 8290801021745 子供とシニアの健康づくりを支えるフィットネスジムの運営事業 東京中央経営株式会社

九州 福岡県 田川郡大任町 合同会社しちせい 3290803003993 顧客データベースによる、おもてなし。ＤＸした鮨店で時代を先取りする事業再構築 Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ合同会社

九州 福岡県 福岡市西区 ステディーサーフステーション 子供たちと高齢者が楽しむ観光ガイド・休憩施設で地域活性化 瀬崎　昌彦

九州 福岡県 柳川市 塩塚工業 左官工事からＩＣＴ建機を導入した外構土木工事事業への進出 ノーサイド行政書士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ミライ 3290001018431 再生可能型コンテナハウスの開発・製造・販売事業 税理士法人西方会計

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社新明 5290001032612 中国・東南アジアとのつながりを活かした海外市場向けの健康食品とＯＴＣ医薬品のオンライン販売と調剤薬局事業への再構築 税理士法人創研

九州 福岡県 宗像市 響コーポレーション株式会社 9290001037665 地場産品を使用した物産品・土産品の製造・販売への新分野展開 税理士法人武内総合会計

九州 福岡県 大野城市 創研プロテック株式会社 1290001031411 高度精度加工技術構築による半導体向け封止金型部品への進出 中村　弘満

九州 福岡県 久留米市 株式会社まちのくすり屋さん 6290001060199 地域連携とＩＣＴで「とどける薬局」の事業構築 田中　憲治

九州 福岡県 福岡市中央区 アトムコンサルティング株式会社 1290001090837 飲食店支援の実績を応用したクロワッサン専門店への新分野展開 吉水税理士法人

九州 福岡県 春日市 株式会社Ｓ．Ｄ．ＰＬＡＮ 6290001043154 産山村（熊本県）とコラボしたペットボトル（容器）製造及び工場建設による地方活性化への挑戦 アネーラ税理士法人

九州 福岡県 福岡市博多区 バーシャルジェ 「アパレル×カフェ（ノンアルコールカクテル）」の複合業態の新店舗開発 大串　智之

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社Ｇｒａｃｅ　Ｉｎｎｏｖｅｒ． 9290001068248 ＳＴＥＡＭ教育と融合した新規学童保育の展開とＡＩによる姿勢解析診断 内田　義行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＭＡＫＥ　Ａ　ＪＵＭＰ 4290001070514 筑後川温泉を元気にするサウナ施設 税理士法人アーリークロス

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社オフィスプロフィットインターナショナル 9290001022551 コロナ禍のニーズに対応するヴィーガン化粧品ブランドの開発 中村　晃

九州 福岡県 福岡市東区 有限会社うりた 2290002004332 ドゥカティ正規販売店の日本人の体型に合わせたバイクパーツ製造 福岡県信用組合

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社三幸ジャパン 6290001060851 Ｙｏｕｔｕｂｅ等を通じたトータルコーディネートによる商品紹介と自社オリジナルサイトの構築 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 大吉陶苑株式会社 1310002012416 参加型の遊べるローカルテーマパーク作り 山田　周作

九州 佐賀県 小城市 株式会社ＳＵＮ　ＰＩＧ 7300001011505 地方の人気どんぶり店の味を、冷凍食品でいつでも美味しく届ける取組。 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 小城市 おるごーる 地元食材を活かしたテイクアウト事業と産直市による新規顧客開拓 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 ＷＯＲＬＤ．Ｆ．Ｄ株式会社 4300001010212 納棺師がプロデュースするお葬式～ありがとうで溢れる、家族葬・直葬～ 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社佐賀クリーン環境 4300001003744 ＲＰＦ（廃棄物固形燃料）の製造開始によるグリーン成長戦略への参加 谷口　茂雅

九州 佐賀県 伊万里市 株式会社出雲商会 9300001006040 カーボンニュートラルに貢献するＥＶ車の利用販売促進事業 税理士法人ウィズラン

九州 佐賀県 三養基郡みやき町 水田建設株式会社 2300001009710 不動産業への新分野展開でお客様の住宅をトータルサポート 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 神埼市 ヨシミ精機 温調式配膳棚製造への進出による現代社会における課題解決プロジェクト 株式会社フロウシンク

九州 佐賀県 伊万里市 一般社団法人れんげそう 9300005006466 適性入居価格と質の高いサービスを実現する有料老人ホーム開設 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 西部開発株式会社 1300001006056 ＡＩ活用し高生産性を実現するオペレーション改革と障がい者雇用を活用した飲食業態開発 税理士法人れいめい

九州 佐賀県 小城市 株式会社トクショウ 3300001007960 卸売業の資材調達力を活かし、一貫対応による商品力×低価格建築の新分野展開 佐賀信用金庫

九州 佐賀県 神埼市 ビオラコーポレーション 高栄養植物モリンガの加工品製造による健康・脱炭素社会への貢献 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 神埼郡吉野ヶ里町 株式会社北村醬油醸造 3300001006475 伝統のもろ蓋麹製法を活用した、美容業界、健康食品業への挑戦 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社よからいふ 1300001011080 経営効率化と新規顧客取込みを狙うショートステイ事業 税理士法人トライウィンコンサルティング

九州 佐賀県 佐賀市 深川外科 運動療法、運動機能改善を行うメディカルトレーニングジムに挑戦 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 佐賀市 サンデイズ株式会社 8300001009853 ＶＲ導入による放課後等デイサービスの利用者増加 税理士法人トライウィンコンサルティング

九州 佐賀県 伊万里市 株式会社エニシム 7300001011100 キッチンカー製造と認証整備による中古トラック複合事業への挑戦 セブンセンス税理士法人

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社ハットリ工業 1300001000653 「循環型ブラストシステム」導入による環境に配慮した橋梁の有害物質除去事業への参入 株式会社福岡銀行

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社菓心まるいち 6300002000284 あんこで挑む、栄養補給市場への新分野展開 佐賀信用金庫

九州 佐賀県 唐津市 株式会社一番館 6290001034442 民泊新法を活用した、一棟貸しのコンセプト型宿泊事業を展開する 河津　祐二

九州 佐賀県 武雄市 株式会社デタント 8300001009317 贈物に特化した伝統工芸中心のセレクトショップ 武雄商工会議所

九州 佐賀県 唐津市 株式会社ミツシマ 5300001007364 「生活支援サービス」と「教室型卓球場」の新規開業事業 税理士法人羽生会計事務所

九州 佐賀県 武雄市 川原板金 板金技術・ノウハウを活かしたアイアン家具製造への新分野展開 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 佐藤商会 知財生むインフラ　農と共に発展する農機アタッチメント全国展開 宮﨑　正弘

九州 佐賀県 唐津市 株式会社秀豊 6300001007149 地域初！最新式の現場移動型破砕処理にて完全循環リサイクル事業 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 嬉野市 株式会社吉田屋 7300002006355 嬉野温泉街の賑わいを創出するスイーツ専門店事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 鳥栖市 株式会社トモミ商会 6290001084207 モーダルシフト政策に資する車両位置所在確認装置・システム開発 株式会社ＤＡＮ

九州 佐賀県 鹿島市 株式会社Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｌａｂｏ　＆　Ｗｏｒｋｓ 4300001011540 先端的なデジタル歯科技工技術の学習と全工程の機械を体験できる研修施設の開始 和田　純子

九州 佐賀県 唐津市 オフィス栗原株式会社 9300001009464 地域に名物食事と土産を！唐津雲丹パスタとみたらし醤油スイーツ 唐津商工会議所
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九州 佐賀県 伊万里市 株式会社ＴＳＵＮＡＧＡＲＩ 5300001012488 コロナ禍も高い回転率　ニーズと地域が繋がる県内初つけ麺専門店 伊万里信用金庫

九州 長崎県 長崎市 ピザピザ 居酒屋のノウハウを生かして地域活性化を目指すピザの宅配事業 本田　健一郎

九州 長崎県 長崎市 株式会社ながさきプレス 2310001001427 飲食店の国内外の集客実現に向けた業界初のクーポンデータ事業 永田　吉朗

九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町 ｓｔｕｄｉｏ　ｗａｎｉ ＳＤＧｓを見据えた、高付加価値製品開発用電気炉の導入 山田　周作

九州 長崎県 佐世保市 株式会社ＮＳＮプランニング 4310001012505 非対面の自動販売機、デリバリーによるハイブリッド冷凍食品の販売事業 宮地　学

九州 長崎県 島原市 合資会社山之内時計眼鏡店 5310003002040 デジタルデザインジュエリーを主とするＤＸ環境整備と顧客層拡大 税理士法人波多野アンドパートナーズ会計事務所

九州 長崎県 長崎市 株式会社ＴＥＡＭ　ＫＡＥＴＳＵ 8310001011627 従来の居酒屋経営からキッチントレーラーによる移動式店舗販売への新分野展開 角　徳一郎

九州 長崎県 壱岐市 壱岐の蔵酒造株式会社 6310001010283 壱岐特産品セット販売事業～オリジナル焼酎の提供およびカフェ・バー事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 もつ鍋居酒屋ばか正直 コロナ禍ニーズに合致した長崎もつ鍋の販路拡大 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 大村市 株式会社デジタルクラフター 7310001016239 自社設計オリジナルＬＥＤビジョン販売と動画コンテンツ制作事業 大村商工会議所

九州 長崎県 島原市 株式会社ルリマネジメント 4310001010054 オンラインテレビ会議システムとＡＩを活用した老人ホーム紹介業 安永　聖観

九州 長崎県 長崎市 株式会社ライン企画 5310001013568 新商品トルコライス等のテイクアウトとデリバリーで売上拡大 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 株式会社ＮＫコーポレーション 5310001011695 従来の居酒屋経営から非対面のデリバリー販売、事業のＤＸ化での新分野展開 アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 佐世保市 尾崎陶器株式会社 1310001005222 陶磁器を通して地域に貢献する「新たな卸売業」 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 諫早市 有限会社秀工社 7310002015207 大型過給機加工・組立・アフターサービスへの新規参入に伴う再構築計画 株式会社フロウシンク

九州 長崎県 島原市 アポロ興産株式会社 4310001009591 ガソリンスタンドの強みを活かした地域総合インフラとしての脱炭素事業展開 株式会社フロウシンク

九州 長崎県 五島市 株式会社才津組 2310001010997 カーボンニュートラルの加速化に与する風力建設への参入 伊藤　壮平

九州 長崎県 雲仙市 株式会社雲仙ビードロ美術館 5310001008510 雲仙温泉の美術館による「アンティーク商品専門店」への新分野展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 株式会社坂元木工工芸 9310001005479 地域密着型インテリア家具セレクトショップへの業態転換 吉田　大

九州 長崎県 佐世保市 株式会社角商店 3310001005575 泥に混ざり込んだ混合廃棄物を選別しリサイクルを行う事業への新分野展開 吉田　大

九州 長崎県 佐世保市 株式会社ホーセイエステート 8310001005975 地域初の体験型お弁当総菜テイクアウト店の新展開 吉田　大

九州 長崎県 島原市 株式会社永石建設 4310001013057 モデルハウスを用いた住宅と家具の総合提案事業への業態転換計画 株式会社フロウシンク

九州 長崎県 西彼杵郡長与町 有限会社津野田ゴム加工所 8310002008143 ゴム機械加工技術を活かし、半導体等成長分野への新規事業展開 有田　俊郎

九州 長崎県 佐世保市 山川技建株式会社 2310001012606 空き家買取再販事業への業態転換 吉田　大

九州 長崎県 雲仙市 有限会社くさの 2310002017224 新しい生活スタイルへの対応と地域課題を解決する為の新分野展開事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 五島市 有限会社光洋楽器 2310002020450 対面とオンラインの音楽教室サービスを融合し演奏場所と共に提供 古瀬　靖士

九州 長崎県 雲仙市 株式会社宅島運輸 4310001015656 トラック運送事業者による野菜の「加工・保管」事業に進出する新分野展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 雲仙市 株式会社福徳屋 8310001017178 老舗温泉旅館による「４刀流の湯」を新設！新分野展開事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 壱岐市 Ｂｉｓｔｒｏ　ＭＡＳＡＮＡＯ 壱岐初のオーベルジュ形式の宿泊施設開設で観光復興に貢献 株式会社エフアンドエム

九州 長崎県 長崎市 株式会社ＴＯＲＩＫＯ 5310001012925 髪型に似合うトータルビューティの提案＆未来へなぐ環境配慮型の量り売り店と併設型ヘアサロン アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 大村市 ＣＲＡＮＫ ＢＭＸ・スケートボードの総合室内スクーリングパークの整備事業 前田　慎一郎

九州 長崎県 東彼杵郡川棚町 株式会社磯木工業 4310001009542 ハウステンボスを一望　絶景と地域連携を活かした複合型グランピング事業 山浦　隆由

九州 長崎県 大村市 長崎インターナショナルホテル株式会社 4310001012760 ビジネスからワーケーションへ、西九州の魅力発信基地への進化 株式会社ＡＧＳコンサルティング

九州 長崎県 佐世保市 株式会社浦川クリーニング 3310002009286 ＩｏＴを活用したスマートランドリーによるフトン洗い事業への新分野展開 アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 長崎市 株式会社フードオブライフＨＩＲＯ 2310001003506 施設の給食事業からグループホーム等小規模施設への新方式食事配送事業に新分野展開 梶村龍太

九州 長崎県 諫早市 株式会社Ｃ＆Ｆホールディングス 3310002015053 エステティック事業から飲食店事業への業種転換による売上拡大 税理士法人ＡＳＰＩＲＥ

九州 長崎県 大村市 株式会社富建 7310001015298 プレカット技術を活かした室内耐震シェルター製造事業 前田　慎一郎

九州 長崎県 長崎市 ミウラアイスカンパニー 製氷会社が作るプレミアムかき氷の開発と販売店舗の改修事業 長崎商工会議所

九州 長崎県 松浦市 株式会社松浦シティホテル 2310001014833 松浦シティホテル新分野展開事業計画 松浦商工会議所

九州 長崎県 佐世保市 株式会社平戸松山 1310001007227 陶磁器製造業に於ける付加価値向上と来窯者への販売促進 佐世保商工会議所

九州 長崎県 佐世保市 リムデザイン お菓子販売から始めるＥＣサイトプロデュースとレンタルスタジオ 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 佐世保市 株式会社きたむら 1310001005288 地元高齢者向け宅配事業及び全国消費者向け通信販売事業の新業態構 株式会社エフアンドエム

九州 長崎県 諫早市 伊藤歯科クリニック 最新レーザーによる介護用医療脱毛、美容皮膚分野への新分野展開 瑛智税理士法人

九州 長崎県 南島原市 株式会社ミカド観光センター 5310001009855 南島原市で唯一の複合型アミューズメント施設「森のミュージアム」 税理士法人ＡＳＰＩＲＥ

九州 長崎県 北松浦郡佐々町 有限会社スエオカ 6310002013054 飲食店併設型の冷凍加工場整備によるＰＢ商品製造と冷凍加工品専門販売事業の立ち上げ 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 長崎市 株式会社アンジュ 4310001014492 薫るあご出汁！煌めく椿油！長崎の食材が織りなす唐揚げで再構築 税理士法人アップパートナーズ

九州 長崎県 諫早市 株式会社大山 6310001008047 回転寿司との相乗効果を図り、新分野の鮮魚小売に進出し増収増益																													 諫早商工会議所

九州 長崎県 諫早市 株式会社杵の川 2310001009511 蔵を見学施設に改装、長崎の食文化の発信源となり地元を活性化 岩﨑　修一

九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町 株式会社高山 9310001017532 「クラフトツーリズム・ベース　ＴＡＫＡＹＡＭＡ」の整備及び波佐見観光ＤＸ活用 中村　公春

九州 長崎県 佐世保市 株式会社プロレリック 5310001012017 発掘事業者が語る武雄の魅力発信スポット 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 長崎市 株式会社ユースリー 9310001012987 ユニバーサルツーリズムに特化したアウトドア施設 アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 長崎市 株式会社カイカ 9310002008885 長崎の街に！健康から心を元気にする民泊ＳＰＡによる新分野展開 ｐｒｏｊｅｃｔ東西見聞録株式会社

九州 長崎県 五島市 オフィス今村 ｅＭＴＢで島を体験するヘルスツーリズム志向体験型宿泊施設開業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 大村市 株式会社ＮＯＭＵＲＡ 2310001004322 地域の医療・福祉と運営するバリアフリーキャンプ場運営 株式会社ＩＧブレーン

九州 長崎県 諫早市 株式会社Ｖ・ファーレン長崎 1310001009009 スクール事業の譲渡・拠点整備による事業規模拡大 ＥＹストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社

九州 長崎県 南島原市 一ノ瀬自動車商会 電気自動車（ＥＶ）の販売・整備に向けた新店舗開設 中村　晃

九州 熊本県 熊本市西区 ラッセン合同会社 3330003004945 居酒屋を昼メインのランチ業態へ変更、オリジナルちゃんぽん、お弁当デリバリーと出張屋台サービスで売上回復を図る。 後藤　英

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＹＲＪ 4330001022411 居酒屋店舗からランチ・カフェ業態の店舗へ転換、アフターコロナのユーザーニーズに対応する。 後藤　英

九州 熊本県 上益城郡益城町 株式会社ＤＩＭＰＬＥホールディングス 4330001011232 天然原料配合のペット用スキンケア・デオドラント商品の開発と販促事業 山田　崇博

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社オーケープランニング 6330001021196 計量された葉物野菜を既存の自動包装機に自動供給する装置の開発と製造販売事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社ウルトラハウス 8330002001170 テナント運営事業の大幅縮小に伴う、イベント経験を活かした小売業への進出 田中学

九州 熊本県 上益城郡益城町 ニッポン工業株式会社 5330001011033 ローコスト規格型店舗付住宅ボランタリーチェーン事業の全国展開 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 熊本市中央区 仁音 焼肉店を中心とした新たな事業モデルの構築 熊本中央信用金庫

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社味都 7330001029775 神社の景観を眺める、通年そば屋・夏季限定かき氷屋の展開 中島　智喜

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社ＡＰＬＵＩ 5330001019803 アパレルの企画・販売から製造小売へ（リメイク・サンプル作成） 熊本信用金庫

九州 熊本県 山鹿市 ｂｅａｕｔｙ　ｆｉｔ　エアリーズ フードロスを解消！日本食文化『発酵漬物の製造販売』 山鹿商工会議所

九州 熊本県 熊本市東区 北野デザインワークス リフォーム・リノベーション・リセール事業による事業再構築 税理士法人熊本東会計センター

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＲＩＴＡ－ＳＴＹＬＥ 5330001021676 栄養学・生理学の知識を活用した代替商品ＥＣ販売事業 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社鶴屋フーズ 1330001003050 高性能冷凍機械とデパートグルメを掛け合せた冷凍惣菜製造販売事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 山鹿市 有限会社スイートサプライなかぞの 3330002019515 安心安全自家栽培野菜と肉の美味しさそのまま生肉の通信販売事業 山鹿商工会議所

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社曽我自動車 1330001010534 テイクアウト中心の辛いラーメン専門店で熊本一位を目指す Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

九州 熊本県 熊本市南区 居酒屋たけちゃん コロナ時代に応じた仕出し弁当の製造デリバリー事業への事業転換 井上大輔

九州 熊本県 熊本市南区 エムワイジーギターキョウシツ 職人と伝統工芸の町から動画でバズるお年寄りユニットをプロデュース 税理士法人髙橋会計事務所

九州 熊本県 熊本市南区 ｋｉｃｈｉｊｉｔｓｕ　Ｂａｋｅｒｙ スープとサラダを起爆剤に！健康と憩いを提供する地域の縁側へ 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社オオタ 8330001000652 現代しっくいによる空間プロデュース事業の新構築 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 合同会社ＳＨＡ 9330003006283 立地条件を最大限に活かし、花屋とクリーニング店の併設で経営基盤の再構築 加藤　誠貴

九州 熊本県 熊本市中央区 ＬＯＶＥＲＳ　ＲＯＣＫ サブスクリプション型セルフ脱毛サロンへの新分野展開 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社九州フードサービス 4330001018269 ハワイアンカフェからお菓子製造への業種転換でＶ字回復を目指す ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 熊本市東区 プリマリーサ 個人サロン、副業サロン向けのエステスクール開講 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＡＩＣ－Ｋ 3330001023600 コロナ禍を乗り越える「アフィリエイト事業」への参入 赤塚　智哉

九州 熊本県 熊本市西区 民宿廣嶋屋 そば処を主とした宿泊施設にする為の調理場改築 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 葦北郡芦北町 優プランニング 設計業から新技術を活用した測量業への新たな事業展開 尾場瀬　輝雄

九州 熊本県 熊本市西区 有限会社ビーンズ・コーポレーション 9330002008529 「ヘッドスパやヘアエステ・マツエク等」エステ事業への新分野展開 奥田　一哉

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社やどるくるむａ 5330001024893 エシカルセレクトショップ開業と自社洋菓子製造部門新設計画 山田　崇博
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九州 熊本県 天草市 富永米屋　富永幹夫 お米の知識と経験を生かした飲食店運営と商品販売、利酒会の開催事業 本渡商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社桜吟 1330001006937 希少価値の高いリョクチクの生産販売による、飲食店支援強化事業 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 印刷計画 キッチンＢＯＸのレンタル・販売事業への新分野展開 熊本商工会議所

九州 熊本県 八代市 八代港運株式会社 2330001013775 新しい港湾荷役作業方法確立によるコスト・排出ＣＯ２削減 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社未来樹 5330002019380 Ｂ３０燃料の自社製造と普及促進事業に取り組み、ＣＯ２排出量削減加速化を目指す。 株式会社北九州銀行

九州 熊本県 山鹿市 株式会社あんず 9330001014791 栗の一次加工品の製造販売による地域活性化事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 球磨郡錦町 市房堂 あんこ製造所新設からの新たな販路開拓～全国展開～ 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市北区 ケイタ 南阿蘇　空き家再生プロジェクト「代々継ぐ地を次世代へ」 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社ハッピー企画 2330001008791 飲食専門協業施設及び急速冷凍ＯＥＭサービスの事業化 株式会社フィールドワークス

九州 熊本県 熊本市東区 住商産業株式会社 9330001002359 新分野　持続可能な環境を提案する戸建て住宅建築販売事業 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社ビューライフ 8330001003960 深絞真空包装機ラインを新規導入、新製品の増産と市場拡販を目指し、自社の製品コスト削減と商品の高品質化、省資源化を図る計画 後藤　英

九州 熊本県 人吉市 有限会社町田印刷 6330002030527 自社物件を改修し２４時間使用可能な貸会議室・コワーキングスペースの提供 人吉商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ｎｉｃｏ 2330001026455 セントラルキッチン併設　贈答用の贅沢餃子専門店 熊本商工会議所

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社ＡＳＭ 8330001012631 当社初のｔｏＣ向けエーミング・ラッピング・ガラスコーティング事業の開始 井上　拳

九州 熊本県 熊本市中央区 ＧｏｏｄＴｒｉｃｋ株式会社 9330001027232 郊外店舗での新たな客層マーケットへの「肉料理」のテイクアウト・デリバリーサービス事業 中山　達

九州 熊本県 宇土市 株式会社味采市場 2330001023155 食品ロス削減へ！青果物小売店の包装工程の集約化による販売可能期 株式会社北九州銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社シェ・タニ 2330001007769 オリジナルデザイン・冷凍ケーキの製造・販売事業 中山　達

九州 熊本県 熊本市南区 ｔａｉｌｏｒ　ａｃｔ株式会社 6330001020388 自社ビルを活用したシェアオフィスとレンタル会議室の運営 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 共栄観光株式会社 3330001000954 サウナの聖地が宿泊・イベントを開始　～最上級の「ととのう」～ 吉野　恵子

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社アイエステー 8290001040059 地質調査、測量設計、３次元点群測量のワンストップサービスの提供 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 合同会社環境システムズ 4330003006065 ＳＤＧ＇ｓに即したＩｏｔ利用型レジリエンス対応リノベーション住宅の販売事業への挑戦！ 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 有限会社清水 9330002023453 バイオマス燃料ボイラーの導入による循環型製材業への転換と新たなニーズの獲得 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 荒尾市 株式会社ゴールデンリバー 3330001012108 殺処分ゼロヘ～九州初保護猫リゾートによる新たなビジネスモデルの構築～ 荒尾商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ホロムアコーポレーション 3330001005540 震災復興事業とリンクした広告事業参入と地域の賑わいづくり 熊本信用金庫

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社光輝不動産 3330002003782 中心市街地での空き物件活用と映像設備を活用した広告事業参入 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社環境ミネルバ 2330001009063 特許製品を活用した廃棄物処理機を搭載した、洋上移動巡回型廃棄物処理事業及び機器の販売 菊池　俊明

九州 熊本県 八代市 有限会社ラポール新世園 5330002027169 人生１００年時代を見据えて！高齢者層も通える健康ジムの運営へ 株式会社エフアンドエム

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＳＥＰ 9330001025533 医療機関との提携による家庭用睡眠計測デバイスを活用した睡眠改善事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＰＯＰＯＬＡ 2330001026001 熊本県産食材にこだわり、飲食店ならではの加工商品製造と販売事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市 草喰常 専門性を生かした弁当と特化したターゲットによる顧客拡大事業 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 上益城郡益城町 株式会社お茶の富澤 5330001024910 お茶と食のマリアージュでほっとする時間を届けたい！日本茶販売事業の再構築 アステア税理士法人

九州 熊本県 阿蘇郡小国町 株式会社田代工務店 1330001024154 阿蘇小国の地域資源を生かした　クラフトビール醸造・販売への新分野展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 荒尾市 焼肉園モランボン荒尾本店 焼肉店事業（店内飲食）から自慢のキムチを活かした製造業への進出による経営の多角化 荒尾商工会議所

九州 熊本県 上益城郡御船町 有限会社御船鉄工 8330002019898 建築業界での鉄骨設計・加工技術を活かした樹脂・プラスチック加工への挑戦と半導体分野への進出 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ソニックアーツ 3330001007792 フィットネスジムから発信するがん患者支援と健康寿命日本一を目指して 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社グリーン住宅 2330001001284 中古住宅や空家を活用した省エネ住宅リノベーションへの挑戦 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社ＡＲＯ 8330001006922 熊本初！本格３ｘ３施設によるスポーツクラブ事業への新分野展開 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 菊池郡大津町 株式会社Ｌｉｋｅ　Ｕｓ 8330001029543 就労支援施設を開設し、農福連携業務の新規展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市西区 浦山海苔 業界初、海苔生産者による海苔直売所運営事業 園田　剛士

九州 熊本県 熊本市東区 合同会社からすがえ 5330003006642 ＡＩ技術を活用したロコモ特化型整骨院への転換 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＺＥＲＯ 3330001016959 業界初の医療関係者による感染症対策でくつろぎの飲食店の経営 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 天草郡苓北町 有限会社天草洋 1330002029359 ニューノーマル次代対応型飲食店への転換とＰＢ商品開発による事業再構築 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 坂本和代フォトスタジオ 地域のボーダレスを実現するためのアートスペース＆ユニバーサルフォトスタジオ開設 熊本商工会議所

九州 熊本県 菊池市 株式会社トリニティコーポレーション 3330001023105 歴史的建造物をカフェ・レストランとして活用し、賑わいを創出 吉野　恵子

九州 熊本県 宇土市 株式会社Ｗ．ＪＡＰＡＮ 7330001017458 廃棄物を有効活用した有機肥料の製造 税理士法人Ｋ・Ｔ・Ｔｗｏ

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 エボレジャパン株式会社 8330001020353 「砂浜を屋内に取り入れた全天候型のビーチトレーニングジム」の構築 税理士法人氏森会計事務所

九州 熊本県 阿蘇郡小国町 松本石材店 「阿蘇小国郷」で遊休資産を活用した小規模オートキャンプ場の運営 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 阿蘇郡西原村 有限会社山田牧場 1330002016506 新たな収益構造確立のためのＰＢ商品開発とＥＣ展開による販売力強化事業 税理士法人永田会計

九州 熊本県 熊本市中央区 酒場ル ジビエの加工品販売事業と地域交流を促進する郊外型カフェの開業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社三協ダイニング 6330001025602 あか牛専門飲食店によるスキンパック包装を用いた精肉販売事業への挑戦 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 八代市 株式会社ファイン 9330001017340 住宅型有料老人ホームからデイサービス及び給食宅配事業への新分野展開 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 人吉市 深野酒造株式会社 1330001016226 米を原料としたウイスキー製造による国内・海外売上伸長 人吉商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＡＲＥＡ 3330001007603 映像制作で培った技術を活かしたライブ配信サービスを熊本へ展開 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 人吉市 株式会社孝八 8330001026689 地域特産を活かした土産物品の製造・販売による地域復興支援事業 アステア税理士法人

九州 熊本県 八代市 株式会社漱石 3330001014269 ウィズコロナ期に挑む創業４５年老舗居酒屋のＤＸ×高級弁当店展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 イタリア食堂ボッチョーロ 熊本県産あか牛を使用したハンバーガーの商品開発と販売 藤本　知也

九州 熊本県 熊本市北区 雑貨カフェバンブービレッジ 竹林カフェから非接触型完全個室プライベートジムへの事業転換 株式会社やさか計算センター

九州 熊本県 熊本市中央区 ライフスタイルアクセント株式会社 3330001018071 洋服に悩む人にとっての、かかりつけ衣（医）サービス事業 中山　達

九州 熊本県 熊本市中央区 合同会社ユームス熊本 6330003007210 お一人様需要に応えるカウンタースタイルでの飲食店とナチュラルワイン販売 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 熊本県 菊池市 株式会社花鳥風月 1330001009972 快適に過ごせるコインランドリー経営事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社ＷＯＯＤＳＴＹＬＥ 2330001025069 ウッドショックを乗り越える「木材製作・家具製造業」への参入 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 ささとら 居酒屋が提案する、おうちごはんをより楽しくさせる陶器と馬肉味噌の販売 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 阿蘇郡南小国町 有限会社黒川温泉農園 9330002023354 「一泊二食」から「泊食分離」へ。新たな旅館業への挑戦。 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 熊本市東区 割烹　いま村 介護付き有料老人ホームに対する高齢者向け給食配給事業への新分野展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 玉名郡長洲町 株式会社浜興 5330001024836 土木建築業が挑戦。ドローンを活用した地域密着型警備業への進出 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ノーブルニス 3330001018617 セントラルキッチンの新設による韓国料理の通販と高齢者向け宅配弁当サービスの開業 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市北区 有限会社金岡鉄工所 1330002019525 低炭素農業機械市場向けハイブリッドトラクター用パワートレイン部品等製造体制構築による新分野展開 飯村　光敏

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社古荘本店 4330001004137 物流ＤＸ化で生産性向上！九州一のアパレル総合代理店となる事業 株式会社みずほ銀行

九州 熊本県 葦北郡芦北町 有限会社前田プロパン商会 8330002027612 定期配送でお届けするクラフトビール製造販売事業への新展開 熊本中央信用金庫

九州 熊本県 熊本市中央区 ｐｒｉｖａｔｅ　ｓａｌｏｎ　ＧＲＥＥＮ 美容＆リフレッシュへ、コロナ疲れ・ストレスを解消する個室サウナ事業 園田　光作

九州 熊本県 菊池郡大津町 サンワカルチャー株式会社 6330001024851 ガーデンを活用したアウトドア施設への事業展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 山鹿市 株式会社花富亭 4330001010408 １３００年の歴史を持つ菊鹿温泉の誰一人取り残さない温泉旅館 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社レイヤー 7330002015493 大型ビジョンによる３Ｄ映像を活用したデジタルサイネージ事業 熊本中央信用金庫

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社中九州金属工業 6330001008656 精密溶接加工による半導体製造装置向け板金部品事業への進出 合同会社シー・アンド・ピー創造研究所

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社中川正人商店 7330002007532 住宅のリノベーション事業拡大のための展示場の開設 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 人吉市 株式会社サンループ 6330002030634 人吉球磨初！大手ＦＣ加盟による飲食業から菓子小売業への挑戦 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 天草市 株式会社又吉エンタテインメント 5330001017278 天草の大人気高級和食店がセントラルキッチン建設で加工食品開発事業 株式会社熊本銀行

九州 大分県 中津市 株式会社からあげ大吉 6320001013351 感染対策を施したキッチンカ―事業の立ち上げ 中津商工会議所

九州 大分県 大分市 光陽商事有限会社 1320002002630 買取専門店「銀座屋」の新規展開とＰＲ活動への注力 大分商工会議所

九州 大分県 豊後高田市 宗印刷所 自社で生産能力を上げて、県内で唯一の小規模事業者向けＣＴＰ出力サービス！ 豊後高田商工会議所

九州 大分県 大分市 株式会社桐テクニカルコンサルタント 3320001003652 ３次元デジタル測量による建屋内外調査事業への参入 株式会社フロウシンク

九州 大分県 大分市 株式会社イサヒロカンパニー 9320001016839 ラーメン店が手掛けるオリジナル弁当の開発・販売 税理士法人二豊会計

九州 大分県 別府市 株式会社カナック 8320001006279 ＤＸによるリアル店舗とネットの融合 株式会社大分銀行

九州 大分県 日田市 日田ディーゼル自動車株式会社 2320001010179 自動車整備工場の職人が技術のすべてを見せ、新規顧客を獲得するオートバイ展示販売場を設立する 日田商工会議所
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九州 大分県 大分市 株式会社誠和 4320001006043 工業向け塗装技術を活かして感染症対策の光触媒コーティング事業に参入 岡本　安功

九州 大分県 豊後高田市 合資会社イーシス 5320003000935 小規模市町村の小中学校へ向けたバーチャルＩＣＴ支援の事業化 豊後高田商工会議所

九州 大分県 杵築市 農園億土 農業からの新分野展開「陶器製造による観葉植物販売事業」 大分県商工会連合会

九州 大分県 別府市 なり田 別府名物”温泉”と”焼肉”を同時提供する民泊への進出 一般社団法人大分県中小企業診断士協会

九州 大分県 豊後大野市 有限会社光徳石材 6320002018639 石材業の新たなる挑戦、建設業への　新分野参入 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 ＡＢＩＬＩＴＹ　Ａｔｈｌｅｔｉｃ　Ｌａｂ アスリートを支えるトレーナーによるアスリート動画事業！ 大分商工会議所

九州 大分県 速見郡日出町 Ｐｈｔｈａｌｏ エステティシャン育成スクール事業と業務マッチングサービス 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 Ｃｙｂｅｒ　Ｒｏｂｏｔｉｃｓ合同会社 4320003001892 下請けから元請けになるための業種転換による再成長計画 株式会社東和銀行

九州 大分県 大分市 株式会社ｎｏｕｅｒ　ｃｏｍｐａｎｙ 5320001018327 ブランドを生かした予約制カフェとクッキー専門店の新規開業 矢野　俊樹

九州 大分県 別府市 株式会社零ＳＰＡＣＥ 8320001013572 システムを使って入退去時調査、立会い不要でトラブル回避！ 別府商工会議所

九州 大分県 大分市 株式会社チャレンジング 4330001023384 自動販売機による焼き立て食パン・食事パンの非対面販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 大分県 別府市 華海株式会社 1320001014528 湯と福祉の街でシニアや観光客向けエステ＆脱毛サロンメニュー展開 税理士法人プロフィット

九州 大分県 大分市 あきら居酒屋センター ふるきよき居酒屋からの脱却「コロナ対応型焼き肉店への事業転換」 大分商工会議所

九州 大分県 大分市 株式会社アングラベース 8320002008902 バイオ樹脂を利用した資源循環型プラスチック製品によるＢｔｏＢ事業拡大 堀江コンサルティングオフィス株式会社

九州 大分県 国東市 くにさきエコシステム株式会社 9320001008588 油化装置を利用したケミカルリサイクルによる事業再構築 株式会社大分銀行

九州 大分県 由布市 株式会社デンケン 6320001001843 次世代自動車向け部品のパワーサイクル試験装置開発事業 株式会社豊和銀行 ＳＦＩリーシング株式会社

九州 大分県 宇佐市 株式会社未来電力 8320001012780 脱炭素化に向けた持続可能な未利用森林資源の利活用 株式会社大分銀行

九州 大分県 中津市 カネク大分株式会社 3320001014658 フリーズドライ製法を用いた新製品の開発及び販売 りそな総合研究所株式会社

九州 大分県 国東市 有限会社利行建設 9320002015963 鏡餅の製造を通じて、消費者と生産者、両方に貢献する”三方よし”事業計画 株式会社エフアンドエム

九州 大分県 大分市 鶴栄木材株式会社 8320001000785 「木材乾燥設備」を新設し、製材品の規格を確保して北米向けに輸出 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 別府市 株式会社ライトヤード 7320001016023 感染対策を徹底した全卓サワーサーバー付き焼肉店事業への転換 東京中央経営株式会社

九州 大分県 速見郡日出町 株式会社ＡＹＵＳＨＯＵ 6320001008723 モーダルシフトに対応した物流センターを新設しカーボンニュートラルに伴うグリーン成長戦略に貢献する みらい社会保険労務士法人

九州 大分県 大分市 株式会社石井工作研究所 5320001000499 一貫生産体制とグループ企業連携による搬送用ロボット分野参入 株式会社フロウシンク

九州 大分県 大分市 株式会社ワールドオフィス 7320001003839 地域に新たな買い物のカタチ「２４時間営業の複合型無人販売所」 株式会社豊和銀行

九州 大分県 別府市 大心産業株式会社 1320001003786 新しい生活様式に対応した焼肉の無人販売機によるテイクアウト事業の構築 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 株式会社八商 9320001006468 おいしくＳＤＧｓ！環境と人に配慮したおせち事業 株式会社大分銀行

九州 大分県 豊後大野市 株式会社大の葬祭 5320001015183 世界初のアバター会葬による葬儀ＤＸ化への挑戦及びポストコロナの新しい葬儀様式の提供						 株式会社アカウティングプロ

九州 大分県 大分市 株式会社ライフグレース 4320001015886 ｗｉｔｈコロナで市場性のある持続可能な再生家具販売への事業再構築 株式会社豊和銀行

九州 大分県 大分市 有限会社ユウコウサービス 5320002009218 指定工場による自社完結型車検事業の展開と最先端整備事業への進出 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

九州 大分県 大分市 ＧＯ－ＲＩＳＥ株式会社 1320001017282 ＩＴスキルを活かし、ｅスポーツ（ゲーム）教育を盛り込んだ就労継続支援Ｂ型事業を開始 株式会社豊和銀行

九州 大分県 臼杵市 有限会社トランスポートサービス・ミエノ 2320202000359 重量物に特化した３ＰＬ事業へ挑戦！荷主の悩みを解決する新たなソリューションの提供 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 ｂｌｕｅ　ｈｏｕｓｅ ポストコロナ時代の新しい住空間作りを提案する環境配慮型の「小屋」の新規開発・販売 税理士法人ＩＭＣ

九州 大分県 津久見市 かんぽう鍼灸マッサージ院 地域のユーザーニーズにマッチした身体と美のトータルサポート 津久見商工会議所

九州 大分県 大分市 常信工業有限会社 6320002009910 建設工事業が挑戦するコロナ禍でも安全安心の地域密着型居酒屋への新分野展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

九州 大分県 大分市 有限会社岡村環境開発 2320002001631 地域の活性化、健康寿命増進に向けた　個室併設新感覚フィットネス事業 株式会社大分銀行

九州 大分県 佐伯市 有限会社カデンのエトウ 7320002016492 陸上ドローンによる太陽光発電パネルの下草刈り事業 佐伯商工会議所

九州 大分県 宇佐市 株式会社ファインコーティング 9320001007994 塗装業務に加えて、治具等の塗膜剥離事業に業務を拡大展開 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 宇佐市 宇佐パン粉有限会社 9320002013744 健康第一！新しい機能性パン粉へのチャレンジ　～コロナ禍での健康意識高まりを受けて～ 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 有限会社大分中央塗料 1320002000279 １７００万色の水性塗料販売とｔｏＣビジネスへの新分野展開 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

九州 大分県 大分市 有限会社つるさき食品 3320002004583 製パン新システム導入による看板商品「サンチー」の販路拡大事業 株式会社豊和銀行

九州 大分県 大分市 株式会社ＤＩＣＴ 7040001015508 パーソナルトレーニングジムの開業による新規顧客獲得と顧客満足度向上 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 株式会社日本きもの 5011101046141 誰でもひとりで簡単に着れる着物の海外通販展開と縫製の国内回帰 光田　加壽子

九州 大分県 大分市 株式会社スマイキージャパン 1320001014065 カスタムオーダーで世界に１つだけのアウトドアギアの製造販売 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 日本連合警備株式会社 4320001002174 個人資産保管市場と次世代警備への参入 株式会社大分銀行

九州 大分県 日田市 西洋菓子処ＭＯＭＯ 冷蔵ロッカー・地域産品を活用した、フードロスをなくす商品販売 株式会社大分銀行

九州 大分県 宇佐市 有限会社エイト 6320002014860 最高賞の建築で樹上の秘密基地体験。本物を揃える注目の自治体と戦略的ブランド化集客 株式会社西日本シティ銀行

九州 大分県 大分市 有限会社タマルヤ 8320002009710 コロナ禍に対応した「角打ち」「ＥＣ事業」の新事業展開 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 フューズ有限会社 4320002006001 海外での日本製スポーツカー人気を捉えた、インバウンド・レンタカー事業 税理士法人プロスパー

九州 大分県 速見郡日出町 有限会社エム・オー・イー 8320002016178 最新鋭ハイブリッド式射出成形機の導入による新たな市場（医療分野）への挑戦 株式会社大分銀行

九州 大分県 日田市 有限会社大徳 7320002019561 ポンせんべいを使用した非常食新製品の開発 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 株式会社三邦 8320001001271 内装資材の製造・加工事業への新たな事業展開 株式会社大分銀行

九州 大分県 佐伯市 有限会社田中鉄工 1320002016911 独自の金属精密切断加工技術を活かして半導体関連部品製造に進出する 大分県信用組合

九州 大分県 宇佐市 道しるべ 昭和レトロな純喫茶から健康増進カフェへの新分野展開 宇佐商工会議所

九州 大分県 別府市 株式会社西石油 5320001006447 九州最古の遊園地で、創業７０年の地元企業が別府観光の１００年を伝える歴史資料館計画 大分みらい信用金庫

九州 大分県 大分市 合同会社大分薪ストーブ 8320003002540 キャンプ用具・薪サウナ販売を通じた日のあるライフスタイル提案事業参入 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 株式会社茶郎本舗 5320001015209 先端的なＤＸ技術の活用により、人手不足からの脱却と販路拡大計画 大分県信用組合

九州 大分県 日田市 道路企画株式会社 8320001001940 国内初導入設備を活用し、地域道路の安全対策や活性化に貢献する 株式会社大分銀行

九州 大分県 佐伯市 株式会社二豊鉄工所 9320001009066 半導体製造装置向けレジスト剥離・洗浄機部品等製造体制構築による新分野展開 株式会社北九州銀行

九州 大分県 由布市 株式会社ＹＵＦＵＩＮ－ＩＣＨＩＺＵ 9320001015865 地域の農産物の中でも規格外品を活用した新商品・新市場展開 宮崎　誠

九州 大分県 中津市 株式会社ＡＤＰ 5320001012866 広告代理店から不動産事業への新分野展開 中津商工会議所

九州 大分県 由布市 株式会社玉の湯 1320001004082 湯布院に新しい風と人を呼ぶニューノーマルの観光戦略 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 株式会社６２３ｏｆｆｉｃｅ 5021001067328 別府観光魅力創造「地獄温泉ミュージアムカフェ」事業への転換 大分県信用組合

九州 大分県 豊後高田市 明治屋 精肉店直営のファミリー向け「炭火焼肉店」開店による事業再構築 大分県商工会連合会

九州 大分県 竹田市 株式会社レゾネイト 6320001009523 久住高原の大自然に囲まれたグランピング施設建設によるワーケーション事業 ゆうきＦＡＳ九州株式会社

九州 宮崎県 小林市 株式会社ナカノ 1350001010169 住宅解体業への新分野展開 高鍋信用金庫

九州 宮崎県 都城市 株式会社ナカムラスレート 4350001008160 屋根工事業との相乗効果を発揮できる金属屋根工事業他への新分野展開 都城商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 太一 あきずに食べ続けられる鶏料理を提供する鶏鍋・テイクアウト店への新分野展開 尾関　亮

九州 宮崎県 日南市 株式会社プランクス 5350003001732 シェアサロン・デジタルサイネージによる事業再構築で美容リソースの最適化を図る 日南商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 スナックＤＯＬＣＥ 愛犬に自然に癒されるドッグラン 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 延岡市 有限会社曽木観光開発 1350002012908 放置竹林問題を解決する設備導入事業 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 ＣＡメディスン株式会社 8350001004362 ＡＩ－ＯＣＲ　アプリの開発・購入 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 都城市 株式会社アジアパシフィックファーム 3350001011883 宮崎地鶏を生かした１次産業から６次産業への転換による新規事業創出 高松　佑

九州 宮崎県 日南市 株式会社まんりょう 3350001011322 特殊冷凍機を活用した冷凍食品通販事業 市竹　敦

九州 宮崎県 児湯郡新富町 ＡＧＲＩＳＴ株式会社 9350001016084 ピーマン収穫ロボット事業から低炭素ＡＩハウス販売事業への業態転換						 株式会社アカウティングプロ

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社こどもヒーローズ 1350001015911 そうだ！有休使ってキャンプ行こう！を叶えるキャンピングカー事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 児湯郡新富町 有限会社豊緑園 5350002010172 有機ＪＡＳ認証製品の製造に係る工場増改築による販売促進事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 株式会社とり乃屋 7350001017563 宮崎地鶏の炭火焼きとオリジナルドレッシングの「急速冷凍真空パック」販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 宮崎県 宮崎市 サンテルキッチン 宮崎地鶏を活かす！新しい焼肉スタイルで再構築！ 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 串間市 カフェバーピンクココナッツ カフェバーから焼肉店への事業転換で地域の食文化を豊かにする 一般社団法人宮崎県中小企業診断士協会

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社オルカス 2350002008327 石崎サーフハウス＆プレイエリア　オオニベ 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 都城市 有限会社天水不動産 5350002014504 ビジネスサポートサービス付きの革新的なレンタルルーム事業 宮崎第一信用金庫

九州 宮崎県 都城市 株式会社Ｃ＆Ｃカンパニー 1350001012231 飲食業から地鶏・雉の加工販売業への展開で事業再構築を図る 福岡　正人

九州 宮崎県 都城市 有限会社カーリペアセンター 6350002015757 ブース新設及び検査キット導入による事業所向け整備の推進 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 小林市 株式会社牛心フードサービス 1350001015399 宮崎牛の生産地の食肉事業者による、小売・飲食事業から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
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九州 宮崎県 都城市 有限会社高橋設備工業 6350002016078 管工事業者が現場のリソースを活かして管材等卸売業に業種転換 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 西都市 苺大野屋 直売所併設のオープンカフェ事業で地域の新たな観光資源を目指す 西都商工会議所

九州 宮崎県 小林市 株式会社サンライフ 7350001011624 「竹１本、丸ごと製品化事業」の新展開による売上拡大及び地域・業界課題の解決 小林商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社南九州プロジェクト 9010901029145 太平洋を一望できるバケーションレンタル事業 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 東臼杵郡門川町 Ｈ２ 夜専門のＢＡＲから地域へ昼食・夕食を提供する地域貢献型食堂及びデリバリー事業へ参入 株式会社Ｂ’Ｓコンサルティング

九州 宮崎県 東臼杵郡門川町 株式会社濱﨑工業 1350001016199 鉄骨の一次加工ができる工場新設による販路拡大事業 中村　眞

九州 宮崎県 児湯郡川南町 株式会社ゲシュマック 4350001005653 急速冷凍技術を活用した高品位ブランド冷凍加工品の製造、販売展開事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 オフィスＫ 地域密着型終活支援付フレイル予防事業への新展開 中村　仁美

九州 宮崎県 西臼杵郡高千穂町 有限会社アズーロ 6350002013240 神話ゆかりの地・高千穂観光客に向けた、新たなカフェの開業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 延岡市 有限会社やよい食品 8350002012802 生き残りをかけた事業多角化に向けたＯＥＭ生産体制の構築 延岡商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社アイティーホールディングス 2350001014680 太陽光発電事業一筋経営から、宮崎の魅力をふんだんに堪能できる大自然グランピング施設経営への思い切った事業再構築！ 樫八重　真

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社花ビラ 9350002003668 ドライブスルー機能付き、美と健康と癒しをテーマにした複合施設新規開業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 カービューティープロナカシマ 地域課題解決のためのコイン洗車場新設計画 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 大和物産株式会社 1350001008089 林業ＤＸを通した持続可能な林業・治山支援事業 中村　眞

九州 宮崎県 宮崎市 Ｋ・Ｐクリエイションズ株式会社 8350001000634 自社オリジナル商品開発・流通型地域商社の展開による事業再構築 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社街乃蔵 9350002008436 既存事業のノウハウ、地域の特性を活かした食品加工事業への参入 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

九州 宮崎県 児湯郡新富町 樋口産商株式会社 3350001005794 農業用ＰＯフィルムならお任せ！農家を支えるワンストップフィールドサービスへの転換 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 都城市 カフール カット・カラーリングを中心とした美容業から男性向け脱毛サロンへの新分野展開 株式会社シェアードバリュー

九州 宮崎県 都城市 株式会社川﨑電子 6350002015906 大手メーカーとの基本契約締結を足掛かりに半導体パッケージ事業に進出する パートナー経営株式会社

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社桑畑青果 1350002001555 新分野展開事業の為の機械装置導入 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 井上光産業 バークと鉋（かんな）屑を混合させた新商品の開発及び量産販売 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社ノチデ 9350001017405 新たにビール工場を建設し、缶製品を製造。新市場への挑戦 合同会社ブループランニング

九州 宮崎県 児湯郡新富町 株式会社ヒーテック 4350001005793 産業用機械市場向け部品等の研削加工体制構築による新分野展開 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 延岡市 株式会社ＴＡＮＩ 2350001007395 半導体事業で使用される樹脂製品製造への新規参入計画 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社宮崎ドライビングスクール 6350001001865 高齢化社会に向けて、運転技能を改善するためのトレーニングを提供するシステム販売事業 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 都城市 株式会社ラテック 5350001015676 ＷＩＴＨコロナ時代に対応したトータルビューティーサロンへの転換 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社藤元自動車工場 7350002004024 付加価値の高い自動車修理・点検サービスの新展開による事業再構築 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 ＭＨＤ 福祉用具の非接触型採型システム構築及びＣＡＤ／ＣＡＭによる自動切削装置導入での新製品開発による日常生活を守る用具の提供 株式会社宮崎太陽銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 おいもｄｅカフェ 鹿児島の特産品甘藷を活用した芋ペースト製造業への業種転換 福岡　正人

九州 鹿児島県 阿久根市 和食処　まきや プロの味を家庭でも楽しめる中食を主体とした飲食店 株式会社さくら優和コンサルタント

九州 鹿児島県 大島郡与論町 株式会社オニツカ興産 7340001018091 与論島初ドライブスルーによる地元農産物活用ファストフード販売 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 日置市 有限会社サンズカンパニー 9340002013008 コロナ終息を見据えた車用のプロテクションフィルムのスクール＆レンタカー事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 曽於市 有限会社野元技建 1340002027378 木の家で味わう現代和風飲食店の開業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 アールズ工業 加計呂麻島の新しい観光アクティビティとしてのサウナ併設型キャンプ場の開設による事業転換 向江　隆行

九州 鹿児島県 鹿児島市 グリーンゲストハウス 本社壁面を利用したＬＥＤディスプレイによる広告配信事業 向江　隆行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＳＥＴＯＫＯ興業 5340001020628 新築物件やリフォーム物件に対するハウスクリーニング業への展開 向江　隆行

九州 鹿児島県 熊毛郡南種子町 ＳＲＣＨ．ＳＭＰＬ合同会社 7290003006109 管理職向けＬ＆Ｄプラットフォームの開発 如水税理士法人

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社フタマタ開発 8340001003778 鹿児島の資源と明日を支える混合廃棄物中間処理施設事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 日置市 株式会社三道食品 5340001005496 豚毛・爪の微粉末品を、配合の濃厚原料に製造する事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 伊佐市 株式会社ながたや 5340001023242 秘伝の調味料を使った鹿児島県産牛・鶏料理の冷凍商品化とネット販売 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 奄美市 ｐｅｃｏｒａ 既存店舗の有効活用によるレンタルフリースペース事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 鹿児島県 指宿市 株式会社指宿やさいの王国 7340001013662 コロナ禍でも行列が絶えない、野菜炒め専門店のフランチャイズ出店 長岡　孝之

九州 鹿児島県 薩摩川内市 有限会社雅ダイニング 7340002017497 美しい海岸線と地域食材を活用したリゾートグランピング新分野展開 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 薩摩川内市 有限会社ルプレジール 5340002017210 観光農園併設のくだものテーマパークで人々に笑顔を！ 青石　吉司

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ユナイテッド・トラッド 3340001011455 鹿児島初の屋内ドッグラン・セルフウォッシュ・ペット用品コインランドリー事業 株式会社さくら優和コンサルタント

九州 鹿児島県 指宿市 株式会社ハッピーポイント 6340001009397 レストラン事業のノウハウを活かした中食事業への強力な参入 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 垂水市 有限会社光洋 1340002025464 地域初となる産業廃棄物中間処理施設の開設 株式会社さくら優和コンサルタント

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社丸和工業 3340001004070 厚板加工の内製化による食品加工機械等の製造分野への進出 シェアビジョン株式会社

九州 鹿児島県 肝属郡錦江町 有限会社新鮮倶楽部 1340002025068 鹿児島県産食材使用オリジナル冷凍総菜を開発しネット通販へ参入 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社Ｔａｂｌｅ　ｏｆ　Ｓｍｉｌｅ 3340001020365 鹿児島初！最先端デジタルキッチンスタジオの新設とフードコーディネーター人材育成事業 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 霧島市 合同会社妙見館 1340003003320 １３０年続く老舗湯治場による、ペットと心身を癒す現代的湯治宿への業種転換 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 姶良市 株式会社ポムフード 4340001011198 レストラン事業からミールキット製造販売への新分野展開計画 株式会社商工組合中央金庫

九州 鹿児島県 鹿屋市 ワークプランニング株式会社 5340001020933 地域の雇用事情に適した地域密着型総合人材サービス業で地域貢献！ 鹿児島興業信用組合

九州 鹿児島県 鹿児島市 ナイスカイト マリンレジャーと共に非日常を味わえる宿泊サービス提供事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 西之表市 有限会社種子島自動車学校 6340002019247 自動車学校と相乗効果の見込める民宿事業とレンタルオフィス事業の創出事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 姶良市 大英建設株式会社 2340001014137 土木市場の縮小に備えてシラス採取・販売という新たな事業に取り組む パートナー経営株式会社

九州 鹿児島県 大島郡喜界町 朝日酒造株式会社 5340001011016 喜界島からの挑戦！黒糖と喜界島産フルーツを使用したリキュール・スピリッツの製造 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社悠善社 7340001006055 地域とともに「安心して住み続けられるまちづくり」に貢献するご遺体安置事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 南九州市 有限会社古市製茶 4340002024364 原料販売からティーパック製造事業進出で高付加価値製品開発の取組み 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社ユーイン電工 2340001017783 太陽光発電による自家消費型コインランドリーの運営でＳＤＧｓ宣言 平野　謙二

九州 鹿児島県 鹿児島市 斯文堂株式会社 2340001002117 刷版技術によるパンフと動画をデジタル融合した地域発信事業 北浜グローバル経営株式会社

九州 鹿児島県 薩摩川内市 株式会社海連 9340001009279 特許技術を活用したレトルト加工による長期常温保存商品の開発 眞本　崇之

九州 鹿児島県 日置市 株式会社モダン薩摩 8340001006979 「ＬＯＨＡＳ」をテーマにした体験アクティビティ施設の提供 奥村　耕太郎

九州 鹿児島県 指宿市 株式会社サザンステート 2340002018731 ヨガで癒されサウナでととのうリトリート宿泊事業 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 指宿市 株式会社新川床潜水工業 9340001018809 海の未来を守る！オリジナル備品販売事業への挑戦！ 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 簡易民宿　たんぽぽやぁ デジタル技術を活用したワーケーション対応のコテージ運営事業 泰山　秀政

九州 鹿児島県 霧島市 株式会社ヘルプ 9340001013066 「プログラミング」と「音楽」を特色とする障害児通所サービス事業の展開 鯵坂　健太郎

九州 鹿児島県 鹿児島市 ウノキ産業株式会社 1340001000550 糖質をカットした『低糖質無洗米』新規開発・販売 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ハーベスト 6340001018530 リラクゼーションサロンを開設し障害者の自立支援と収益性を両立させ地域発展に寄与する 鯵坂　健太郎

九州 鹿児島県 霧島市 福地建設株式会社 3340001007610 災害にも対応できるモジュラー型飲料水製造工場の商品化による事業再構築 阿部　守

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社リライトガレージ 5340001019538 ガソリンスタンドからエコステーション・次世代自動車対応店舗へ 会計法人ＭＳＰＧコンサルティング株式会社

九州 鹿児島県 奄美市 岡江建設株式会社 6340001010553 建設業から簡易宿泊所（ゲストハウス）の経営へ参入 奄美大島商工会議所

九州 鹿児島県 姶良市 株式会社もみの木ハウスかごしま 8340001013711 『体験できる˝もみの木ハウス˝』を活用したリフォーム業進出による事業再構築 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 霧島市 有限会社牧之原鉃工 1340002014161 鹿児島県内初！鉄骨天吊梁溶接ロボットシステム導入による事業再構築 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社Ｍ・ｄｅｓｉｇｎ 2340001024391 産業用ドローンを用いたマンション外壁点検業務および公共工事・住宅分野への展開 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 霧島市 有限会社植山かまぼこ屋 8340002013454 かまぼこ屋さんのかき氷「紗雪氷」の製造卸挑戦と「じはんき商店街」の新たな展開 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 曽於市 上野菓子舗 「創業１００年　変化し続けた我々ならできる！　消費者を育てるフルーツカフェ」 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 Ｇｏｒｉ　ｍａｒｉｎｅ ○ 加計呂麻島の手つかずの自然と新鮮な食を堪能できる宿泊サービス

九州 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 マリンブルーカケロマ ○ 加計呂麻島の手つかずの自然と新鮮な食を堪能できる宿泊サービス

九州 鹿児島県 奄美市 株式会社アーダン 1340001010517 シルク化粧品原料生産及び新規販路開拓 スタトバ株式会社

九州 鹿児島県 いちき串木野市 亀﨑染工有限会社 9340002017792 体験型ギャラリーを開設し染工場がコト消費トキ消費へ新分野展開 いちき串木野商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ＩＰ－ＳＴＹＬＥ 7340001018521 安心価格でも故人様の尊厳をお守りできる「一日葬」専門の葬儀事業 税理士法人　森スクラム会計

沖縄 沖縄県 浦添市 株式会社プロフィットミックス 3360001005934 フランチャイズ加盟によるラーメン店の新分野展開 有銘　寛之

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 琉球工房ちゅら 地域と連携して地域資源を生かしたアンテナショップ開設。 沖縄県商工会連合会
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沖縄 沖縄県 糸満市 株式会社沖縄観光開発 3360001006734 新しい生活様式に対応したテイクアウト専門店『アンマーの琉球カステラ』 竹内　成人

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社琉球コネクション 8360001022677 コロナ以降も外部要因に左右されない、非接触型のセルフ脱毛サロン事業による新分野展開 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 フェルマータ．株式会社 9360001010937 Ｂｉｎｇａｔａ　Ｇｅａｎｅｓ（紅型ジーンズ） 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 島尻郡久米島町 悠久 鮮度抜群かつおを廃棄から救う！新鮮とれたて地元活性飲食店事業 近藤　洋史

沖縄 沖縄県 沖縄市 リトルワーク 沖縄ブランドを活かした沖縄塩せんべいの製造・販売 コザ信用金庫

沖縄 沖縄県 那覇市 イーテック・パワー株式会社 8360001021134 地域・地元事業者と連携したキッチンカー事業への展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 国頭郡恩納村 有限会社ディーエム 1360002020793 沖縄の果物を原料としたラスクの開発とテイクアウト専門店の出店 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 アルテ沖縄 現役音楽家によるピアノと声楽を主体とした日本語・英語での　オンライン音楽教室で沖縄から全国、そしてグローバルへ 魚谷　康行

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 株式会社ＢＬＵＥ　ＷＩＮＧ　ＯＫＩＮＡＷＡ 1360001011835 沖縄県産フルーツで作るかき氷専門店事業による新分野展開 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 上原一徹 沖縄特産海老を生かした地産地消事業！エビフライ専門店・ゑ老蔵 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 グルメ館つじレストラン 感染対策とオペレーションの簡略化を両立する焼肉店への事業転換 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 沖縄市 Ｓｃｈｏｏｌｈｏｕｓｅ　ｂｙ　Ｒｙｕｋｙｕ　Ｓｃｈｏｌａｒｓ　Ｉｎｃｏｒｐｏｒａｔｅｄ合同会社 6360003008164 オンラインを活用する語学教室の新規開講 沖縄商工会議所

沖縄 沖縄県 島尻郡八重瀬町 株式会社沖縄南国フーズ 1360001011653 八重瀬町の農産物と南国アグーで作る新製品で地域貢献する再構築事業 沖縄県商工会連合会 株式会社おきぎんリース

沖縄 沖縄県 沖縄市 有限会社ナイス 1360002012147 健康的に美しく女性のためのＡＩフィットネス事業ＦＵＲＤＩ 沖縄商工会議所

沖縄 沖縄県 石垣市 有限会社Ｔｉｌｌａ・Ｅａｒｔｈ 7360002021811 石垣島事業者と連携したフォトウェディング事業等への新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 宮古島市 光宮古商事株式会社 8360001014162 健康需要を取り込んだ日焼けサロン事業への新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 浦添市 株式会社ザップス 7360001010014 超純水を使ったコーテイング車向け洗車サービスへの新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 ＭＡＮＯ　ＹＯＧＡ　ＳＴＵＤＩＯ 地域の特性を活かした、ヨガリトリートのパッケージ化販売による、新分野展開 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 宜野湾市 株式会社ＷＪＯスターコーポレーション 4360001016889 オリジナルジュエリーの販売からオリジナル石鹸の販売への転換 尾関　亮

沖縄 沖縄県 沖縄市 株式会社リビングライフ２１ 2360001018499 コロナ禍でも安心して利用できる半セルフ痩身サロン 後藤　公平

沖縄 沖縄県 沖縄市 株式会社夢想 4360001010529 飲食部門の新規拡大により会社全体の収益力向上を目指す 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 土地家屋調査士法人半嶺当徹事務所 4360005006481 土地家屋調査士事務所による測量サービスへの新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 トムソーヤ パン製造業の強みを活かしたアフターコロナ・ウイズコロナ環境での　シニア向け「憩いカフェ」 公益財団法人沖縄県産業振興公社

沖縄 沖縄県 那覇市 アバレフット株式会社 6360001011871 コロナ渦によるサッカースクール事業の売上低下を受けた無人型ジム事業始動 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

沖縄 沖縄県 国頭郡本部町 合同会社Ｌａｕｇｈ 7360003008741 地元の規格外品野菜を有効活用する地域連携事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 南城市 株式会社ＥＲＡＬ 4360001028587 ＹｏｕＴｕｂｅと連動した動画制作サロンカフェの開業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 アイエン 地域密着型ベーカリー・パンの生産・卸売業への展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社座敷グループ 3360001021865 県内の泡盛文化を定着させる泡盛ノベルティ販売事業 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社Ｔ・Ｙコーポレーション 4360001017383 非接触型ドライブスルーコインランドリーへの挑戦 コザ信用金庫

沖縄 沖縄県 宜野湾市 Ａｌｌ　Ｄｅｃｏｒａｔｉｏｎ株式会社 2360001022451 業態転換によりマーケットを全国に広げる　「会場据置型の高砂装飾レンタル事業」 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 名護市 鮨居酒屋たっちゃん 業態転換を行いお土産品・中食市場へ新規開拓 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 沖縄市 有限会社出雲会館 5360002011319 新スモール挙式と折弁当でバケーション市場からの集客への挑戦 山城　大貴

沖縄 沖縄県 石垣市 バスカフェジョエル キッチンカー導入による移動型観光スポット「バスカフェジョエル」開店 フィッシュリップル株式会社

沖縄 沖縄県 沖縄市 大衆居酒屋　龍 商品、営業時間の変更によるコロナ禍におけるビジネスモデルの構築 沖縄商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ミヤビホーム 9360001027329 建築経験、知見を活かした店舗づくりによる事業の多角化 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 モーターショップぶ～ちゃん 地域密着の中古車販売と認証工場 沖縄商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｇｒｉｔ 5360001022853 店頭販売からオンライン販売への転換による販路の拡充 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 浦添市 ビジネススタイルアカデミーおきなわ 資格取得やビジネスマッチングに特化したコワーキング・スタジオ 沖縄県中小企業団体中央会

沖縄 沖縄県 浦添市 株式会社プレンティー 7360001010294 非接触型薬局の新規事業展開により調剤サービスを提供する 税理士法人さくらパートナーズ

沖縄 沖縄県 国頭郡恩納村 株式会社ブルーオーシャン 9360003006553 恩納村の空気を圧縮して販売・レンタルする事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 うるま市 株式会社いえ 4360001007946 地域の児童発達支援を行う児童デイサービス事業への新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 沖縄市 アンダーテイクジャパン株式会社 7360002010475 地域活性型２４時間セルフ自動販売機スタンド 沖縄商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社佐平建設 1360001001027 宮古島産糖蜜資源活用によるラム酒製造販売事業 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 糸満市 株式会社スケット 4360001028281 『次世代型足場』を導入し、解体事業から足場鳶事業に新分野展開 石川　知隆

沖縄 沖縄県 宮古島市 有限会社フレッシュハウス 9360002022700 伊良部島食材を活かしたコミュニティやコワーキングになる飲食店 加藤　祐輔

沖縄 沖縄県 宮古島市 宮古ぜんざいと家めしの店　眞茶屋 郷土料理という「食」の原点が繋ぐ宿泊施設と地域コミュニティー 宮古島商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社マリーンプロダクト 4360001005413 原点回帰マリーンプロダクトプレゼンツ動くダイビングベース事業 株式会社くろしお保育園

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 山田工房 自社が培ったデザイン力を活かしたテキスタイル商品の製造販売 竹内　成人

沖縄 沖縄県 宮古島市 株式会社宮古島介護琉心 2360001014036 沖縄の離島・宮古島地域の病院・施設向け洗浄・消毒サービスへの新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社グッドフィールド 4360001005974 美容と健康サービスの提供から、サードプレイス化を実現させる 税理士法人さくらパートナーズ

沖縄 沖縄県 宜野湾市 有限会社昭和興業 5360002018784 廃プラスチックのマテリアルリサイクルによる資源循環事業 國仲勝則

沖縄 沖縄県 沖縄市 お肉屋本店 そうざい製造業許可取得と専用工場新設による加工品開発＆販売 沖縄商工会議所

沖縄 沖縄県 糸満市 株式会社しげ組 7360001020863 産業廃棄物処理施設の新設と木チップの製造販売への業態転換 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 島尻郡粟国村 民宿あぐに ガソリンスタンド跡地を利用した体験型複合施設への新分野展開 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 国頭郡金武町 株式会社玻名古商店 5360001023570 学校給食用食材一次加工を中心とした卸売り販売事業 酒井　基

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社翔コピーセンター 8360001004601 印刷業から沖縄ふるさと納税ポータルサイト運営への大胆な業種転換 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ワールド設計 8360001009311 星空に囲まれた非接触型グランピング事業への進出 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 株式会社徳慶 6360002018115 配膳ロボットを配置した非接触型焼肉店舗への業態転換 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 花咲か爺さんの家 世界遺産、沖縄鳩間島リトリート事業での事業転換 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 株式会社がんじゅう 6360001009536 「健康」がテーマのワーケーションスペースの運営 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 石垣市 合同会社ダイビングスクールあつまる 6360003010343 三密を避け親密になれるチャーター船での場の提供 大谷　洋

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 ビーマインド 中長期に渡ってリハビリが必要な方などに向けたフィットネス施設の開発 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

沖縄 沖縄県 浦添市 株式会社ＮｅｘｔＨｏｍｅ 8360001021811 障害者グループホームによる地域移行支援の促進 藤原　亮

沖縄 沖縄県 宜野湾市 ブルーリング ママと子供だけでもキャンプの出来るテントカフェ事業の取り組み 柿原　泰宏

沖縄 沖縄県 糸満市 まさひろ酒造株式会社 9360001006407 泡盛製造技術を活かした新たな洋酒開発に向けた蒸留所の建設プロジェクト 株式会社商工組合中央金庫

沖縄 沖縄県 島尻郡八重瀬町 株式会社キャンピングカーレンタルトミーアップ 8360001019186 コロナ禍で需要の増加したキャンピングカーレンタル事業への転換 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 糸満市 有限会社オーエン 4360002008927 不動産事業者専用の物件情報プラットフォーム 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 まるみつこうさく 内装・外装業からプライベートグランピング・民泊事業への業態転換 野竿　健悟

沖縄 沖縄県 那覇市 ＫＣ企画合同会社 1360003008887 就労継続支援Ｂ型のカフェ＆観葉植物施設で行う障害者福祉事業 株式会社鹿児島銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社建設技術者養成センター 9360002008609 建設業界と女性をつなぐ！～合格率９０％以上の教育講座を非対面型オンラインで開催～ 金城　一也

沖縄 沖縄県 名護市 辺野古木炭創業企業組合 2360005003308 ガレキ類の破砕処理機の導入により産廃処理業の品目の追加の許可を取得 沖縄県中小企業団体中央会

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 株式会社エンジョイリゾート 3360001010372 コロナ禍で高まるお手頃価格なテイクアウトスイーツ専門店に挑戦 安里　匡平

沖縄 沖縄県 国頭郡本部町 株式会社セレンディピティ 9010001137567 遊休地を利用したテイクアウト事業で“やんばる”の魅力発信と食事難を解決 内藤　義光

沖縄 沖縄県 中頭郡嘉手納町 有限会社ナカダ自動車商会 1360002017154 指定工場の認証取得で立会い車検サービスを販売、自動車一般整備事業への業態転換 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社新光運輸 2360001019951 錆びないオーダーメイドキッチンカーの製作販売事業 折原　麻衣子

沖縄 沖縄県 宜野湾市 有限会社宜野湾食肉加工場 4360002015551 新商品開発による自社ブランド製品通販事業への進出 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ブルーブックス 3360001015264 ペーパーレス同意書アプリの開発による医療ＩＴ化の促進と市場開拓 折原　麻衣子

沖縄 沖縄県 那覇市 有限会社沖縄ホテル 1360002000936 中長期滞在型、暮らすように旅することができるワーケーションホテル 沖縄県中小企業団体中央会

沖縄 沖縄県 宜野湾市 株式会社燦花 7360001014452 「街と福祉のつながり」を活かした足腰の強い新たな福祉事業への転換 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

沖縄 沖縄県 沖縄市 高江洲鶏肉店 沖縄県産ブランド豚を使った沖縄初生ハム加工事業への転換 尾関　亮

沖縄 沖縄県 名護市 株式会社マキ屋フーズ 7360001012720 独自発酵技術によるウィズコロナ時代の免疫力向上分野への新事業展開 公益財団法人沖縄県産業振興公社

沖縄 沖縄県 八重山郡竹富町 里主 グランメゾン西表計画 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 有限会社トロピコ・インターナショナル 4360002007994 沖縄での船上ウェディングに特化したリゾートウェディング事業 大城　逸子

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社沖縄不動産販売 9360001021835 沖縄の伝統食山羊肉の繁殖から販売までを一貫して事業化する計画 平良　みゆき
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沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 安里工務店 肢体不自由児支援特化型の施設開業と型枠技術による就業意識向上 安里　匡平

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 キッチン５８ 沖縄県の長寿村で作るオーガニックペットフード製造販売事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 石垣市 えいこ鮮魚店 島民も観光客も便利に美味しく！石垣島の食に特化した冷凍食品とテイクアウト事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 宮古島市 株式会社ちゃのまフードサービス 7360001021060 シェアキッチン事業と急速冷凍機のリース及び代理店事業への参入 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社夢廣場Ｊａｐａｎ 4360001021328 障がい者すの就労をサポートる体験型カフェ事業による新分野展開 株式会社鹿児島銀行

沖縄 沖縄県 宜野湾市 株式会社フレームワーク 9360001016653 「ＤＸ　グループホーム！入居者と共にドローンで建設業界に革新を」 株式会社琉球銀行


