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事業再構築補助金　第７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 札幌市西区 株式会社ランドスキーム 8430001065850 新型コロナの影響を受けない高齢者レクリエーションの場とキャンプ場への挑戦 札幌商工会議所

北海道 北海道 河東郡上士幌町 臼井秀一 最高のジビエ商品を全国にお届けする食肉加工処理施設の開設 北海道商工会連合会

北海道 北海道 室蘭市 北海印刷株式会社 2430001057036 印刷会社の「ワインバー＆カフェ」事業への挑戦 北村　耕司

北海道 北海道 網走郡美幌町 居酒屋　天照 美幌峠道の駅リニューアル事業を通じた事業再構築計画 網走信用金庫

北海道 北海道 函館市 株式会社ＢＲＡＮＤ－Ｇ 6440001005502 アイスクリーム需要増を狙うＦＣ形式のジェラート専門店による未開拓市場への進出 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

北海道 北海道 恵庭市 ＹＵＳＨＩＮ　ＧＲＯＵＰ 焼き鳥店からイタリア料理のテイクアウト・デリバリーへの事業転換 株式会社ＭＢコンサル

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社浜っ子 4430002041004 【美味しい】を確実にお届け出来る商品加工設備の導入事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社フューチャーリンク 4430001072347 ２４時間無人営業の完全個室打ち放題インドアゴルフ事業 井上　拳

北海道 北海道 札幌市清田区 株式会社マルケンＲＧ 1430001075609 新たな製品開発によって、プッシュからプル型営業スタイルへの転換 株式会社ＭＢコンサル

北海道 北海道 利尻郡利尻富士町 株式会社北洋食産 9450001008757 海産物を通販用に加工したオリジナル商品を開発し販路開拓 仙波　洋平

北海道 北海道 帯広市 スペースアグリ株式会社 9010001178735 衛星リモセンデータ等を活用した牧草地での草種判定システムの開発・販売による事業再構築 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ミネルヴァ 7430001064985 外国人向け民泊からワーケーション型コンドミニアムへの業態転換 野竿　健悟

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社スクラッチシステムマネージメンツ 1430001078470 自治体向け除排雪路線管理ＧＰＳシステム 札幌商工会議所

北海道 北海道 石狩郡当別町 合同会社ピース 9430003011018 接客力を活かしたピラティス事業への新規参入 税理士法人Ｆｕｔｕｒｅ　Ｃｒｅａｔｅ

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ライトン 7430001062031 就労支援事業への挑戦～洗濯総合サービスの構築とオリジナル洗剤のネット販売～ 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市南区 株式会社佳北 3011501018097 食・物・知の３本柱で地域に密着したカフェ事業の展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 旭川市 株式会社エコアース 1450001006149 社会との接点を提供！働く場所と街に住むグループホーム。生きがいを見つける生活！ 五味田　匡功

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＡＩＲ 4430002042646 運送事業から特殊技術によるガラス再生研磨事業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社メディアプラネット 7430001039731 小樽の歴史的建造物「石蔵」を活用したＢｔｏＣビジネスの構築 一般社団法人中小企業診断協会北海道

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社アクシエイズム 2430001034200 物件企画力を活かした建物売買業への新規参入 税理士法人Ｆｕｔｕｒｅ　Ｃｒｅａｔｅ

北海道 北海道 苫小牧市 バー石塚 非対面型で提供するオンラインバーの新規展開 加藤　丈博

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社野口染舗 6430001013134 地域事業者の廃材を天然染料として活用する染物商品の大規模商品化 スズカＦＡＳ株式会社

北海道 北海道 札幌市中央区 合同会社Ｓｔａｒｒｙ 7430003008180 都市部と地方の教育格差是正に貢献。家庭学習支援オンライン算数ソフト構築事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ハートセレクション 4430001058791 婚活ビジネスノウハウを活かした「細く・若く・高級に」見える婦人服のオンライン販売 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＳＡＧ 7430003009071 飲食コンサルタントが挑む強みを最大限生かした韓国総菜店の開業 札幌商工会議所

北海道 北海道 旭川市 有限会社丸一柿崎商店 1450002005364 老舗八百屋が挑む新業態八百屋とリブランディング 戸枝　俊太

北海道 北海道 帯広市 紀翔 割烹料理店が新分野展開としてラーメンダイニングを出店 帯広信用金庫

北海道 北海道 旭川市 株式会社健校会 8450001005664 介護施設と連携した地域密着型整骨院事業の展開 一般財団法人旭川産業創造プラザ

北海道 北海道 札幌市南区 レリア・ドゥ・ラ セルフ脱毛も可能な個室脱毛事業＋介護に備える介護脱毛事業 早坂　徳敏

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＪＥＲＯＰ 7430001049466 木彫り体験・マリモ作りなどの体験型コンテンツの提供 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

北海道 北海道 帯広市 有限会社オフィスマエダ 4460102000534 北海道産素材にこだわる名物店が提供する、本場の帯広「豚丼」キッチンカー事業 佐藤真康

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社バースデイ 9010401113597 経営者・インフルエンサーを対象としたコミュニティＢＩＲＴＨＤＡＹの開設 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市西区 宮の森商事株式会社 2430001035751 インバウンド向け飲食店からの脱却と、焼肉店としてのブランド化 シリウス税理士法人

北海道 北海道 札幌市北区 日免オートシステム株式会社 2430001012899 日本初！研究所を併設した、高級輸入電動車専用の自動車整備工場の構築 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 函館市 株式会社ウロコマシナリー 3440001003046 国産材対応ベニヤドライヤー開発による資源立地型製造促進事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 河東郡士幌町 森産業株式会社 5460101003066 国産未利用材からピートモス等の代替材を製造し、純国産培養土および敷料を製造 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 広尾郡大樹町 リトルフィールド 農業機械修理業の部品製造参入によるワンストップサービスの提供 北海道商工会連合会

北海道 北海道 河西郡芽室町 黒田商店 まちなかに賑わいを！酒屋さんの新たな挑戦 帯広信用金庫

北海道 北海道 江別市 株式会社豊優設備企画 7430001070554 新分野展開による既存事業との相乗効果による事業強化 本元　秀幸

北海道 北海道 函館市 共保木工　 ＳＤＧｓ時代へ対応する中古家具のリユース販売・技術の継承 竹林　浩樹

北海道 北海道 札幌市手稲区 有限会社基天 9430002040983 アスベスト調査業の新規展開による環境産業分野への進出 株式会社北陸銀行

北海道 北海道 札幌市東区 有限会社井上製作所 3430002002080 サウナ等に使えるコンテナボックス製造事業への新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 虻田郡洞爺湖町 森小屋ｎｕｃｈｉ 地域観光業者と連携した心身ケアに特化したリトリート施設の運営 吉田　学

北海道 北海道 函館市 カフェ＆デリマルセン ビジネスジェットへのケータリング（機内食）提供による業種転換 早田　直弘

北海道 北海道 茅部郡森町 株式会社岩本製作所 6440001006343 鉄骨部材の地域内流通の促進につなげる一次加工部材製造事業への新分野展開 山崎記敬

北海道 北海道 札幌市西区 株式会社札幌リンテン 8430001028873 身の丈に合った業態転換によるコロナ禍と経済環境の変化への対応 新野　秀行

北海道 北海道 札幌市豊平区 ハウスサポートミックス 建築・ドックカフェ事業からペットライフ・サポート事業への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ソウゾウ 9430001075618 北海道発ダウンジャケットを全国へ！自社ブランド販売促進事業 北村　耕司

北海道 北海道 恵庭市 スープカレーポニピリカ スープカレー強化とクラフトコーラ開発で冷凍販売を行い売上挽回 飯泉　悟

北海道 北海道 広尾郡大樹町 ヤスダリネンサプライ株式会社 2460101005049 クリーニング会社による児童発達支援・放課後等デイサービス事業 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 室蘭市 株式会社ＮＥＸＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 3430001072802 居酒屋人気店（たぁ～ちゃん）の味をいつでも再現自販機での２４時間の展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 釧路市 株式会社アーリーグループ 7460001003610 フィットネス・不動産事業の強みを活かすインドアゴルフへの参入 金﨑　卓也

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社興栄建設 7430001052882 「防災イベントカー」を活用した地域活性化と電力基盤強化事業 東京中央経営株式会社

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社ナイス 2430001012040 自動車整備工場がＤＸにより業務効率化を実現～新たに二輪車の車検整備へ事業拡大する新分野展開 大川　和久

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社コーヒー・ワークス宮の森珈琲 8430002031934 ドリップバックコーヒーを委託製造から内製化に業態転換。業界内の一社寡占状態を是正し、道内における流通を適正化 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 千歳市 株式会社ノース・スター・トラベル 9430001044176 リベンジ消費需要を取り込む！旅行会社がＤＸで狙う収益の多角化 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ノアの箱舟 3430001066382 北海炙りの有名店が実施する新しい燻製海鮮加工品の提供！！ 税理士法人フューチャーコンサルティング

北海道 北海道 札幌市北区 クワハラ食糧株式会社 7430001005262 低迷する外食産業向け精米販売を打破する「玄米・七分搗き」への本格参入 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 小樽市 株式会社三建工業 3430001051509 くつろぎの空間を提供する喫茶店事業による経営の多角化計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

北海道 北海道 茅部郡森町 株式会社西村鉄建工業 5440001006220 地元噴火湾沿岸の水産業に寄与するホタテ選別装置の開発・販売事業 山崎記敬

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社をとわ 3430001064642 新型コロナに勝つ！老舗日本料理店の味とおもてなしを炉端居酒屋で提供 税理士法人スクエア会計事務所

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社ツーエイ 4430002032110 門前薬局から脱却し、より「かかりつけ薬局」としても役割を果たす在宅特化型薬局への挑戦 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市西区 ヴィレッジアライアンス株式会社 5430003004677 効率的な空間利用を可能とする透過型ＬＥＤビジョンとシェア型広告により市街地店舗を活性化する 丸山　昭一

北海道 北海道 虻田郡倶知安町 株式会社ＮＩＳＥＫＯ３６５ 2430001079096 韓国料理のミールキット販売および「韓国カルチャー×料理」の新スタイル・ワークショップの展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 釧路市 株式会社晃賢 4430001067132 地域初となるコインランドリー×マッサージ分野への新規参入 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 江別市 ＳＯＣブルーイング株式会社 8430001059761 「北海道産原材料使用、缶クラフトビール」を家飲み（ＢｔｏＣ）と海外で拡販 札幌商工会議所

北海道 北海道 余市郡余市町 株式会社越智自動車 7430001050960 地元生産者、ワイナリーとの連携を活かしたキャンプ事業で町おこし 株式会社北陸銀行

北海道 北海道 旭川市 正直や株式会社 6450001011672 当店自慢！「みる杏」を軸とした専門店化事業！ 北空知信用金庫

北海道 北海道 帯広市 北海探査株式会社 6460101003866 ボーリング調査機器の導入で販路拡大 帯広商工会議所

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社オオウラ 6430001002863 ＡＩ・ＩＣＴを活用した「次世代型自立学習塾」の新分野展開 アース税理士法人

北海道 北海道 網走市 合同会社ウイングキヤッツ 3460303000607 障害者福祉事業における珈琲自家焙煎事業への新たな挑戦 網走商工会議所

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＡＭＡＮＯ 7430001078069 新たなテナントで「アパレルショップ」と「イベントスペース」の複合空間を創出する 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 イマジニア児島健介 補助金採択後の企業支援を行う「ＲＰＡを活用したマーケティング分析システム」の開発 表　順一

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ランベル 1430001068298 売れる商品を「探す」から「作る」へ。「北海道産クラフトアイスクリーム」製造事業への参入 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社アクティブスタイル 3430001061887 福祉介護事業者向け・ライブ映像配信による機能訓練体操サービス 東京中央経営株式会社

北海道 北海道 帯広市 有限会社遠藤木工 6460102000359 倉庫を改修しショールームへ、リフォームを通じ空き家問題解決を目指す 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社ラポール 4430001071563 札幌中心部で楽しめる本格キャンプ仕様飲食店の立ち上げ 大田　敏博

北海道 北海道 札幌市豊平区 進風株式会社 8430001029657 地元北海道の飲食・観光業復活を後押しするＰＲサイトの展開 株式会社ＷｅｌｌＦｌａｇｓ

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社山大藤森商店 6430001017408 スーパーマンを養成する就労継続支援事業への新分野展開 表　順一



2 / 98 

事業再構築補助金　第７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 士別市 合同会社ＯＭＥＧＡファーマーズ 7450003001844 高機能の食用オイルに新たな価値を追加して売上の増大を図る事業 税理士法人神田税理士事務所

北海道 北海道 札幌市北区 プライムクレスト株式会社 1430001038549 北海道産品セレクトショップ×ジンギスカンの複合モデル事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市手稲区 有限会社アルタイル 1430002001274 熟練の技術と最新の技術を活かしてテイクアウト方式で販売する新業態への転換 井上奈穂子

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ＤＡＩＣＨＯ　ＦＯＯＤＥＸ 6430001036192 老舗仕出し料理の調理技術と道産素材を活用した飲食店への新分野展開 一般社団法人中小企業診断協会北海道

北海道 北海道 旭川市 株式会社一久 5450001000486 創業１００年に向けて地域の餅菓子から道外向け和洋菓子への新規挑戦 旭川信用金庫

北海道 北海道 網走市 倉繁醸造株式会社 1460301003134 健康志向に合わせたブランド麹商品の新市場向け商品開発と販売 網走商工会議所

北海道 北海道 札幌市清田区 株式会社まるたか 1430001023385 北海道産食材使用、本格蕎麦店の味を家庭に届ける高付加価値な冷凍製品の開発と販売 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 紋別市 株式会社オホーツク 5450001009362 高齢化地域向け洗濯サービス、ＥＶ車充電等への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 石狩市 株式会社アンティー 8430001032553 「ＩｏＴを活用した体験型家族連れワーケーション施設」の立ち上げ 株式会社コムラッドファームジャパン

北海道 北海道 小樽市 株式会社ベルクオーレ 6430002055885 道内初！福祉事業者が運営する福祉車両の整備販売及びカーシェア事業！ 税理士法人しらかば綜合会計事務所

北海道 北海道 旭川市 大雪地ビール株式会社 2450001001792 地ビール製造会社が作る地場産清涼飲料水事業 旭川信用金庫

北海道 北海道 様似郡様似町 有限会社まるわ 2430002062514 昆布販売会社が刻み昆布・ヴィンテージ昆布を新たに開発しＤ２Ｃ販売に展開 北海道商工会連合会

北海道 北海道 様似郡様似町 有限会社マルヤ海産 1430002062515 漁師一家が営む水産加工品製造会社が養殖に挑戦し加工品販売を展開 北海道商工会連合会

北海道 北海道 札幌市豊平区 麺屋やしち 心も体も健康になる地域コミュニティスペースへの挑戦 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市白石区 横山製粉株式会社 5430001017870 北海道産「雑穀粉」の製品化により、健康志向の高い新食品素材分野への進出を図る Ａ－ＭＥＣ株式会社

北海道 北海道 野付郡別海町 有限会社ヤグチッチ 9462502001256 子供向け自社オリジナルオーガニックチーズの商品化 大地みらい信用金庫

北海道 北海道 美唄市 有限会社永井商会 8430002050380 金属スクラップ卸売事業から銅ナゲット製造への新分野展開事業 協同組合さいたま総合研究所

北海道 北海道 千歳市 有限会社東和 4430002047950 着脱可能な布製看板開発で看板業から看板広告業に業種転換 三橋　心

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ミルクハウス 5430001039411 “プリン”と“ドリア”と“シェイク”で北海道の大地がもつ“豊かさ”と“風景”を全国に向け発信 菅原　寅太郎

北海道 北海道 中川郡幕別町 有限会社木川商店 8460102000893 「ふぞろいの馬鈴薯たち」が冷凍フライドポテトに変身、地域振興の主役へ。 帯広信用金庫

北海道 北海道 石狩市 株式会社石川金属製作所 2430001033219 石狩湾新港地域のエネルギー産業に寄与する発電所設備メンテナンス部材製造事業への新分野展開 山崎記敬 株式会社アマダリース

北海道 北海道 石狩市 株式会社石狩ＤＯＩビルドテック 2430001075566 脱炭素社会を見据えた、火力発電設備からバイオマス発電設備への転換 株式会社ゼロプラス

北海道 北海道 網走郡美幌町 株式会社美幌マイカーセンター 6460301002809 地域ＮＯ．１サービス力を活用した地域密着型・短納期車検事業 北村　耕司

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社プログレス 3430001066655 次世代の法面専門足場材を活用した法面足場市場への進出 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

北海道 北海道 北見市 株式会社松浦板金工業所 3460301001004 最高のお家時間を。焼肉の街北見からの焼肉ハウスと金物販売事業 北見信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社サッポロローヤル商会 8430001020459 専門資格を活かす社会貢献性の高い事業！児童発達支援施設を運営 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 常呂郡訓子府町 訓子府機械工業株式会社 7460301000332 高能力収穫機械の開発と金属板金加工による地域課題にコミットした業態転換 北見信用金庫

北海道 北海道 虻田郡倶知安町 有限会社パール 2430002057324 地元の老舗美容室による「セルフエステ」「インバウンド向け着付け体験」「着付け教室」の新分野展開。 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社北郷製作所 1430001004344 建築金物分野における、美観に優れた複雑形状製品製作への業態転換 株式会社ゼロプラス

北海道 北海道 余市郡余市町 株式会社Ｄｅｓｉｇｎ　Ｌａｂｏ　ａｒｔｅ 5430001074714 北海道余市町のパン屋による地域活性化事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市手稲区 合同会社ＬＯＬＯ 8430003009038 築１２０年の古民家をセレクト・モールに！ＥＣから実店舗販売へ！ 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社すずらん商事 9430001008437 高品質タオルリネンサービス設備の新規導入による再構築事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社チェインギャングシアター 5430001074870 ペットと人間の心と健康がテーマの先端的オンラインサービス！ 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社ビズリンクス 4430001075746 リベンジ消費におけるサブスク参入を支援するクラウドエンジン開発 株式会社ノーススターラボ

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社キノファクトリー 2430001078239 世界で活躍できるスポーツ選手の育成。品質の高い食事を提供し若年アスリートの育成に最大限のサポートを行う特化型下宿の運営 金田　慎吾

北海道 北海道 札幌市豊平区 有限会社やまひろ物産 2430002030033 海産物卸の経験を活かし、女性をターゲットとした新感覚のカニ料理店を出店 井上奈穂子

北海道 北海道 苫小牧市 有限会社はすかっぷサービス 7430002059613 ハスカップの抗酸化機能性表示可能な飲料製品の製造及び内製化 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 旭川市 株式会社フリコ 7450001010871 「海が一望できるペット可のロングステイ施設」の立ち上げ 大田　敏博

北海道 北海道 札幌市北区 ヤマケン 事業地域と連携し、女性や初心者でも安心して宿泊できるグランピング場を開設 札幌商工会議所

北海道 北海道 札幌市西区 グリーン工業株式会社 9430002006613 レーザ切断能力獲得による、鉄骨プレート製造業への業態転換 株式会社ゼロプラス

北海道 北海道 目梨郡羅臼町 カネサン佐藤 外食需要の影響を受けやすい食品製造業からグランピング事業への多角化 北海道商工会連合会

北海道 北海道 帯広市 株式会社カワムラ 7460101005572 環境配慮を目的とした熱分解装置レンタル事業 釧路信用金庫

北海道 北海道 岩見沢市 空知環境総合株式会社 8430001046512 廃石膏ボードを分離・造粒して農業用土壌改良材として販売する 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 虻田郡洞爺湖町 お肉屋さんたどころ 地域のお肉屋さんとして新分野の惣菜製造で中食産業にトライ！！ 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 札幌市白石区 札東自工株式会社 8430001006821 我が街「札幌」に必ず必要とされる社会インフラ自動車整備企業への転換。 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 北見市 有限会社丸富通商 9460302001823 洗車機、整備工場の導入で、納車の高付加価値化を実現！ 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 上川郡東川町 ｙｕｆｆｅ株式会社 6450001011441 多機能型シェアラウンジカフェの開業による派生事業 税理士法人たいせつ

北海道 北海道 旭川市 株式会社うえ田 4450001000520 自治体・地元企業と連携！冷凍事業で旭川・道北経済の活性化へ！ 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社わらく堂 2430001018376 新開発「のびーるあんこ」等を使った和菓子ブランドへの参入事業 北村　耕司

北海道 北海道 札幌市中央区 風月株式会社 4430001014233 お好み焼き事業のセントラルキッチンとオムニチャンネル販売事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 江別市 ボディショップリメイク 人気のアウトドアサウナに新たなる魅力を与えるサウナカーのレンタル事業 岩崎　公治

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社ライフニックス 7430001032744 遊休資産を賢くリユース！ゴルフ場跡地で広大なキャンプ場経営に初進出 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社杉山燃料センター 2430001008344 家族・ペット・仕事がととのう新スタイル宿泊事業 札幌商工会議所

北海道 北海道 深川市 株式会社スコーレ 9450001004681 スイミングスクールから総合型ウェルネス事業への業態変換 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社３６９ 2430001081036 札幌の有名店の冷凍ラーメンを販売する「食品販売業」への業種転換 一般財団法人さっぽろ産業振興財団（本部）

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社Ｍ．Ｒ．Ｄ 2430001045131 産地と凍結技術にこだわった高品質な冷凍ホタテ製造への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 函館市 株式会社グリーンヴィレッジ 7440001008306 中古住宅リノベーション事業への参入 株式会社青森銀行

北海道 北海道 釧路市 有限会社つくしグッド住まいる 3460002005394 どさんこ企業の地方創生への飽くなく挑戦！ 網走信用金庫

北海道 北海道 帯広市 株式会社らいぱる 8460101004136 訪問介護のノウハウを活かし、共生型生活介護事業所を開設する 帯広信用金庫

北海道 北海道 北見市 株式会社道東車体製作所 5460301000730 曲げ加工の高度化による架装事業から建設パーツ製造・修理への新事業展開 遠軽信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社テンマ 4430001035064 環境に考慮したコーヒー焙煎業と地域発無人店舗販売への新分野進出 吉田　学

北海道 北海道 紋別市 みゆき観光開発株式会社 2450001009539 当地初！オホーツク海を見ながら「ととのう」サウナによる新分野展開 北見信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 あぼじ食品株式会社 6430001000917 北海道内の焼肉店への宮崎牛の卸売り事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市北区 株式会社ＣＪＬｉｎｅ 4430001066373 ライブコマースを活用した中国人向けＢｔｏＣ事業の展開 久保　徹雄

北海道 北海道 網走市 オホーツクバザール株式会社 7460301003095 観光客向け土産品の販売（ＢｔｏＣ）から、水産物の加工製造販売（ＢｔｏＢ＆ＤｔｏＣ）への転換 北見信用金庫

北海道 北海道 札幌市厚別区 有限会社サブボディー 7430002031316 「安心」と「安全」を提供する、次世代自動車に対応した自動車整備工場へ！ 税理士法人ＡＳＣ

北海道 北海道 阿寒郡鶴居村 斉藤農場 斉藤農場で生産した牛乳・牛肉を用いた飲食提供と牛肉販売事業 青木　孝志

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社ブロスティー 6430001071826 道内産牛乳を使用したテイクアウト型スイーツ店＆ＥＣ活用による販路拡大 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社グラベル 7430001049508 住・職場環境改善に対応する、インテリアグリーンのレンタル事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 標津郡中標津町 株式会社山川 5462501000592 業態転換による新規市場の開拓と解体工事のワンストップ化の実現 大地みらい信用金庫

北海道 北海道 札幌市東区 光株式会社 6430001013877 ＷＥＢで簡単にデザインできる！高品質アルバムのオンライン受注事業 株式会社ｂｔｏｂｅｅ

北海道 北海道 稚内市 大東石油販売株式会社 9450001008179 北広島市の「地方創生」に寄与する「コミュニティー型ホテル」の新規展開事業 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 虻田郡ニセコ町 株式会社ＡＳＣＥＮＴＴ 1430001075204 電気工事業から、ニセコ有島一棟貸し宿泊施設への新分野展開 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 旭川市 美食酒場　竹 地域初！飲食店隣接型のシミュレーションゴルフシステムによる新分野展開 北見信用金庫

北海道 北海道 上川郡美瑛町 フクハラ建運株式会社 8450001006316 経営資源の有効活用により新たな骨材の生産・販売を実施する 税理士法人小島会計

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社スキンケアメデック 2430002035362 美容・エステ業のリソースを活用したＶＲサービス事業展開 北濱　慶

北海道 北海道 函館市 有限会社加藤自動車 3440002007319 エーミング作業（ＡＤＡＳ）に特化した特定整備事業の展開 株式会社みちのく銀行

北海道 北海道 小樽市 北海道ワイン株式会社 1430001050454 ワイン直売所からの脱却－体験型ワイナリーへの事業再構築－ 農林中央金庫

北海道 北海道 石狩郡当別町 株式会社辻野商店 2430001042756 「当別町を玄米の里」へ玄米色選機械導入・高機能食用玄米開発 株式会社北海道銀行
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北海道 北海道 稚内市 株式会社ＳＥＡＳ 5450001008678 日本最北の体験型観光創出による地域経済発展と地元雇用の拡大施策 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市東区 太田建匠株式会社 2430002003807 札幌景観色７０カラーでリメイク！再生現場公開で中古家具の販売 株式会社ウィズダムコンサルタンツ

北海道 北海道 二海郡八雲町 服部醸造株式会社 9440001005953 地域密着型「麹商品」新開発！小ロット対応可能な生産体制の構築 株式会社ＣｈｏｋｏＣｈｉｐ

北海道 北海道 河西郡中札内村 株式会社十勝野フーズカンパニー 6460101005747 「中札内」ブランド確立に向けた倉庫業への新分野展開 帯広信用金庫

北海道 北海道 帯広市 株式会社勝毎ホールディングス 4460101001624 １２０年続く地場老舗ホテルのワ―ケーション需要開拓事業 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 札幌市南区 株式会社風のがっこう 2430001045032 地元農業者と連携した直売所、スムージーショップ、スイーツ工房の開設 辻村　英樹

北海道 北海道 札幌市豊平区 株式会社アートビブレ 5430001077956 北海道初次世代ＵＶ防錆施工の展開 竹中　啓倫

北海道 北海道 川上郡弟子屈町 株式会社ＡＩＲＳＴＡＧＥ 2460001003994 ドローンを大自然で満喫！地域観光資源とコラボした体験型ラボの新設 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 札幌市南区 プレザントスタイル 日本の住空間を快適にするための新プラットフォーム事業 アプリコット株式会社

北海道 北海道 札幌市中央区 ＬＴＧ合同会社 7430003009930 男性専門の美容とパーソナルジムの総合ビューティーサロンの構築 空知信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 Ａｐｏｌｌｏｎ　Ｂｅａｋ株式会社 8430001075338 障害を抱えた若者を助ける就労支援の実施 竹中　啓倫

北海道 北海道 帯広市 ＴＫタクシー株式会社 1460101001107 グランピング事業への新分野展開（グランステラ十勝） 税理士法人ＴＡＰ

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社重林機 7430001039995 農から水へ、畑から浜へ大きく舵を切る水産物の１．５次加工への挑戦 税理士法人明正会計

北海道 北海道 川上郡標茶町 有限会社広瀬書店 8460002004937 書店に併設した駄菓子店の新規開業による、複合書店化への取組み 野村　幸司

北海道 北海道 札幌市北区 合同会社ＷＯＲＫｉｄ　Ｎｅｘｔ 6430003005096 福祉分野に特化した新しい人材サービス展開プロジェクト 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 帯広市 加藤舞二級建築士事務所 オリジナルプライベートサウナの建築販売事業～兼プライベートサウナ宿泊体験事業～ 帯広信用金庫

北海道 北海道 帯広市 こばやしフーズ株式会社 9460101003806 業務用依存からの脱却を図る「家庭用十勝産冷凍野菜」の製造販売事業 帯広信用金庫

北海道 北海道 根室市 株式会社マル忠福原商店 9460401000271 根室産の高鮮度魚介類を、消費者に届けるための製品加工事業 税理士法人ＦＰＣ

北海道 北海道 函館市 ＦＲＯＭ　Ｐ＆Ｌ　ＳＵＲＦ株式会社 9440001008329 コロナ禍でも人気の焼肉店経営を機に既存店を含めたＶ字回復を図る 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 小樽市 ジーンズショップロッキ 築１００年の空き家を活用した持続可能な地域観光活性化事業への展開 税理士法人中央会計事務所

北海道 北海道 余市郡仁木町 ｍａｒｕｍｅｇａｎｅ ワインの売り手からワインの造り手へ 北海道商工会連合会

北海道 北海道 石狩郡当別町 山田産商株式会社 6430001042793 当別初！コインランドリー事業の展開で地域貢献 北海道商工会連合会

北海道 北海道 千歳市 有限会社なごみ地所 3430002048462 レッスンプロ付きの室内シミュレーションゴルフ練習場の運営 苫小牧信用金庫

北海道 北海道 帯広市 株式会社リースキンとかち 1460101004423 業界初ご家庭清掃用アプリの開発！！室内環境の清掃に特化した新たな受注システム 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市白石区 株式会社山美総建 6430001075083 ペットと楽しむペット食の製造 札幌中央信用組合

北海道 北海道 札幌市中央区 株式会社遊販 9430001039903 ＡＩとＤＸを活用し高生産性を実現する飲食業態開発と障がい者雇用を活用した人材戦略 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 中川郡幕別町 中島金属工業株式会社 9460101001256 金属加工の特許技術を活かした屋外看板製作事業への新分野展開 ベンチャーパートナーズ株式会社

北海道 北海道 旭川市 Ｒｅｓｏｎａｎｚ株式会社 6450001013504 ＮＦＴ宿泊権利売買システム販売とそれを活用した宿泊施設経営へ 北海道商工会連合会

北海道 北海道 帯広市 株式会社藤森商会 3460101001501 冷凍カレー製造・販売事業 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市東区 株式会社エフエー 5430001045129 アジア富裕層インバウンド対応の大型高級民泊「Ｃｉｓｔｏｎ　Ｇａｒｄｅｎ」 伊藤　智史

北海道 北海道 札幌市北区 夢未来フーズ 北海道と福岡を繋ぐ、もつ鍋屋と無人インドアゴルフ事業の融合！ 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 帯広市 株式会社井村 7460101005242 地域の情報発信！デジタルサイネージ広告業への進出 帯広信用金庫

北海道 北海道 函館市 有限会社函館麺や一文字 5440002007960 知名度を活かし、最新冷凍技術で美味しさをそのままに全国展開 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 旭川市 株式会社ＭＩＳＳＩＯＮ 8450001005409 北海道初！ＷＥＢ完結型商談によるキッチンカー・福祉車両・自動車販売 税理士法人中央総合会計

北海道 北海道 小樽市 株式会社ＮＳニッセイ 1430001049703 水産加工業者が挑戦する独自技術を用いて品種にもこだわったフルーツパイ事業 北海道信用金庫

北海道 北海道 中川郡池田町 ワインの国 民宿からワーケーション最適化宿泊システムへ新分野展開施策 帯広信用金庫

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社円山屋今村昇平商店 9430002041692 北海道三笠市でナチュラルワインに特化したワイナリー計画 相髙　周三

北海道 北海道 岩見沢市 有限会社建元 2430002050782 富良野地区にコンテナ型ゲストハウスと通年型アクティビティの提供 空知信用金庫

北海道 北海道 函館市 株式会社ＩＮＧ 6440001007639 デジタルトランスフォーメーションを活用した完全個室型の”オンライン”パーソナルフィットネスジム 株式会社北洋銀行

北海道 北海道 茅部郡森町 有限会社ケルン 3440002009199 老舗洋食店による、北海道産冷凍無添加ハンバーグの開発と雇用拡大 藤島　明義

北海道 北海道 札幌市手稲区 あさぶの居酒屋　八十吉 北海道札幌にキャンプ場を構築し、キャンプサブスクリプションサービスを展開する 坪井　亮

北海道 北海道 釧路市 株式会社ＯＴＡ 5460001001054 美容知識を活かしたペット向けオリジナルヘアケア商品の販売展開 大地みらい信用金庫

北海道 北海道 北広島市 株式会社ＹＫフーズ 3430001066036 失われた銘菓の再興及び新銘菓の創製 株式会社北海道銀行

北海道 北海道 旭川市 パートナーズ株式会社 1450001009969 北海道型ワーケーション事業にも活用できる“ビジネス特化型コワーキングスペース”事業 税理士法人中央総合会計

北海道 北海道 函館市 有限会社マッシュ 8440002005128 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

北海道 北海道 札幌市中央区 有限会社うちや美容室 2460002000306 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

東北 青森県 弘前市 株式会社ワコーファッション 4420001012915 ワコール社向け下着類の製造技術を活用し、官公庁向け重衣料市場へ参入 クレアスト株式会社

東北 青森県 三戸郡南部町 有限会社大保青果 1420002009351 青森のにんにくを手軽に家庭に、卸売業からＥＣサイトを使った小売業への事業転換 野竿　健悟

東北 青森県 八戸市 株式会社クレアス 2420003001579 非接触・非対面型の冷凍牛肉メインの無人販売事業 長谷　有希央

東北 青森県 八戸市 有限会社トータル 9420002007991 重労働の克服・連作障害を克服するシステムの実現 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 上北郡六戸町 ツボカフェ 青森食命人によるカフェから健康に配慮したがっつりラーメン店への事業転換 青い森信用金庫

東北 青森県 青森市 有限会社秦 8420002005286 リサイクル事業への新分野展開 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 十和田市 新成運輸株式会社 7420001010932 高齢者への配食サービス事業開始による新分野展開 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 青森市 有限会社マロミ 2420002002768 眉毛コーディネーターからメンズ脱毛サロンへの転換 青森商工会議所

東北 青森県 八戸市 菱倉建設株式会社 6420001006493 使用済み太陽光パネルを適正処理し高度循環型社会へ貢献 株式会社北日本銀行

東北 青森県 青森市 株式会社タケナカ 6420001001346 林業運搬車両の架装事業に進出して付随する機械の動力電化に挑戦します 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 株式会社ステラカンパニー 9420001016960 日本一の生産量を誇る「カシス」を使ったスイーツ店のテイクアウト 行政書士法人アップル経営コンサル

東北 青森県 八戸市 有限会社ル・スゥブラン 2420002010374 事業者向け冷凍ケーキ販売業へ進出し至高のスイーツを多極化販売する事業 青い森信用金庫

東北 青森県 三沢市 株式会社いろり 5420001011949 居酒屋から水産加工品の製造・販売事業への新分野展開 株式会社青森銀行

東北 青森県 南津軽郡藤崎町 株式会社フィール・ライフ 5420001010240 地元産野菜を商品製造で障害を持つ人の働く場所の確保 株式会社ＤＡＮ

東北 青森県 青森市 ＳＥＶＥＮＨＯＲＳＥ 飲食店が挑戦！感動を与えるシミュレーションゴルフ練習場事業 株式会社ＲＡＤ

東北 青森県 黒石市 株式会社黒石架設 2420001015093 次世代システム吊り足場を利用した新市場への進出 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

東北 青森県 青森市 レストラン　エヴィエ 旬の地域食材を活用し、フレンチの技法で商品化する加工・販売施設展開事業 株式会社青森銀行

東北 青森県 青森市 株式会社ＢＬＩＮＤ 5420001017616 コロナ禍で運動機能が低下した高齢者に、入浴介助のみ行うことで滞在時間を従来の半分にしたハーフ・デイサービスを提供 株式会社エフアンドエム

東北 青森県 弘前市 株式会社プロンプト 7420001013274 パン及び菓子の製造販売に関する補助事業計画書 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 つがる市 株式会社黒滝農園 6420001015569 カーボンニュートラルなつがる地域を創る「もみ殻くん炭」事業 公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター

東北 青森県 八戸市 馬渡商店 日本最大級の館鼻岸壁朝市名物を使用したキッチンカーでの海鮮丼提供事業 株式会社青森銀行

東北 青森県 十和田市 株式会社あおもり味蕾屋 7420001013051 全国の和洋菓子店・ホテル・レストランのセントラルキッチン事業 株式会社青森銀行

東北 青森県 八戸市 有限会社トランスアシスト 1420002018105 運送業から漬物用野菜加工事業への新分野展開による地域生産者支援 公益財団法人２１あおもり産業総合支援センター

東北 青森県 上北郡六ヶ所村 シークプラス エリア初導入の特許技術メニューで、優しく美しく健康な顔周りのトータルビューティーの実現 株式会社みちのく銀行

東北 青森県 黒石市 株式会社渋川製菓 6420001009959 業界初！米粉を使用した南部せんべいの開発と全国販路への挑戦 黒石商工会議所

東北 青森県 三戸郡五戸町 東北三吉工業株式会社 4420001006958 フリーズドライ装置を導入し、青森県の食材の加工や健康食品販売等による食品ビジネスに取り組む 株式会社青森銀行

東北 青森県 八戸市 男山株式会社 1420001007760 地域創生×八戸・青森の日本酒と地域食材活用による銀座飲食店事業の展開 さきがけ税理士法人

東北 青森県 青森市 伊東自動車硝子販売株式会社 4420001000449 自動車電子制御装置整備事業における事業領域の拡大 株式会社青森銀行

東北 青森県 五所川原市 麺屋謝 本格的ラーメン店が製麺からパック商品の製造販売まで行う新分野事業に進出しラーメン文化を普及させる 青い森信用金庫

東北 岩手県 花巻市 株式会社小彌太 4400001005292 既存事業の染め技術を活用した新商品開発。郷土芸能の衣装道具を一括受注し売上回復に挑戦 株式会社シャイン総研

東北 岩手県 北上市 アリエ ヘルスケア市場への新規参入およびオリジナル商品制作事業 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 盛岡市 株式会社総合広告社 8400001000884 魅力発信で地方観光を元気に、ドローンによる特殊撮影サービスによる新分野展開 株式会社アークス

東北 岩手県 奥州市 合同会社リメイク 5400603000277 「快適な空間を提供する暖房器具の委託生産、販売」による事業再構築計画 株式会社岩手銀行
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東北 岩手県 釜石市 株式会社釜石電機製作所 8400001007335 無人自動走行車ＡＧＶ用の非接触充電装置用コイルの製造・販売 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 花巻市 有限会社サトミ塗装 9400002008174 塗装屋の可能性を追求するための展示場兼第二工場の設立 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 花巻市 株式会社エフケーデンタル 8400001005231 岩手が生んだイノベーションと歯科技工技術で医療技術を提供する 佐藤税理士法人

東北 岩手県 盛岡市 株式会社ラージック 1400001004958 「壺焼き芋」の甘い誘惑による「しあわせ」の創出事業 Ｒｉｔａ税理士法人

東北 岩手県 北上市 株式会社江釣子屋 8400001009876 ポストコロナ・ウィズコロナに対応した弁当専門店への進出 北上信用金庫

東北 岩手県 陸前高田市 御菓子司木村屋 おうち時間をハッピーに！懐かしい味をジェラートでお届け！ 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 宮古市 有限会社佐々木鉄工所 9400002010634 技術を生かし国土強靭化で需要増の大型橋梁製造への新分野展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 八幡平市 有限会社ミヤノエネルギーサービス 4400002007734 「エシカル消費を喚起する」地域由来の木質ペレットの製造と販売 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 奥州市 永薬品商事株式会社 6400601000245 排水分析の自動化システムを活用した高効率的な分析方法への転換 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 一関市 有限会社ドリファー花泉 4400502001096 米生産の副産物であるもみ殻を活用したもみ殻燻炭の製造販売事業 株式会社イソシエ

東北 岩手県 一関市 株式会社東北マシナリー 1400501000738 １００％リサイクルが可能なソーラーパネルリサイクルプラント製造事業への挑戦 立野　靖人

東北 岩手県 大船渡市 有限会社佐藤工務店 5402702000190 高齢者世帯及び空き家等のハウスクリーニング見守り新事業 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 奥州市 ＪＵＫＥ３００ 飲食業の仕入れルートを生かした小型無人マルシェの展開 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 一関市 星上通信株式会社 3400501000273 半導体関連事業に新規参入でデジタル社会へ貢献 一関商工会議所

東北 岩手県 盛岡市 有限会社スタイル薬局 7400002001726 調剤のロボット作業化による在宅訪問サービスの強化計画 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 盛岡市 株式会社エムデイワン 5400001006785 急増する高齢者世帯向け『食パン宅配』『弁当配食』『見守り』サービスの新分野展開 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 花巻市 有限会社東北物産 4400002008311 老舗畳職人が経験と技術力を武器に総合リフォーム事業で高齢化社会に貢献 高橋　誠

東北 岩手県 宮古市 株式会社宮古オートバイ会館 1400001013538 町のバイク店が新たな刃物機械の販売で地元岩手県の林業に貢献する事業 高橋　誠

東北 岩手県 久慈市 株式会社エムエスケー 2400001008842 出張対応が可能な車両・重機械類等の修理および整備業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 岩手県 宮古市 株式会社コアクラフト 4400001008502 成長分野である半導体製造装置分野に参入し収益基盤の強化を図る！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 岩手県 大船渡市 株式会社佐清分店 1402701000113 地域のインフラを守るためーガソリンスタンドから中古車販売へ参入 株式会社岩手銀行

東北 岩手県 陸前高田市 ＷＩＬＤ　ＷＥＳＴ 震災復興施設で新店舗建設！新たな飲食提供サービスによるターゲット拡大計画 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 盛岡市 株式会社大東環境科学 7400001000910 アスベスト事業における「ワンストップソリューション」の新展開 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 滝沢市 Ｇ．Ｈ．マネジメント株式会社 4400001008436 地域の環境と景観を守る！介護事業者が始める空き家解体業！ 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 北上市 小松金属株式会社 6400001006082 給炭機用部品の加工＆修理ノウハウを地熱発電等に横展開、メンテナンスも含めた部品供給計画 北上信用金庫

東北 岩手県 奥州市 株式会社後藤製作所 9400601000135 最先端林業機械向け金属加工部品製作技術革新事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ 株式会社アマダリース

東北 岩手県 盛岡市 有限会社ワン・サークル 9400002006426 すし職人の調理技術を活かした食品製造業への業種転換 工藤　健人

東北 岩手県 盛岡市 サンプロセス工芸株式会社 1400001000701 手しごとの知見を活かした＂被毛改善専門ドッグサロン＂の開業 盛岡商工会議所

東北 岩手県 盛岡市 株式会社浄法寺漆産業 1400001009131 高付加価値型漆塗り万年筆ボディの製作及び既製万年筆対応アタッチメント開発・製造販売への業種転換 盛岡商工会議所

東北 岩手県 久慈市 有限会社トキオ商事 6400002012947 ＩＴシステムの導入と感染症に強い新たなスタイルの次世代型焼肉店を構築 株式会社みちのく銀行

東北 岩手県 盛岡市 業株式会社 3400001014880 仮設足場工事業者が自社の強みを生かした建設業者向けの「トラック整備事業」への新規参入 株式会社北日本銀行

東北 岩手県 北上市 株式会社北上エレメック 6400001006025 新型コロナウイルス抗原検査キット等、医療機器部品の組立事業への参入 株式会社北上オフィスプラザ

東北 岩手県 盛岡市 株式会社８Ａ 1400001004487 『セントラルキッチン』の創設と宅配ミニスーパー『ヤオキチ』の出店計画 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

東北 岩手県 和賀郡西和賀町 株式会社遊山 2400001013891 ウィズコロナに向けたトレーラーハウスを活用したオーベルジュの開設 岩手県商工会連合会

東北 岩手県 一関市 株式会社あおやぎ 6400501000601 本県初の宿泊機能を有した小人数向けの高付加価値葬祭サービス 工藤　健人

東北 岩手県 花巻市 合同会社亀ヶ森醸造所 3400003001968 地域の認知度向上と交流人口の創出に資する宿泊事業の展開 一般社団法人ビジネスサポート花巻

東北 宮城県 柴田郡大河原町 株式会社アネスティ 4370001045045 コーヒー豆販売をメインとしたカフェの開店による新分野展開 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社エルプラン 3370001039196 建設業者としての強みを活かした不動産売買仲介事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 黒川郡大和町 株式会社ミクロ精工 1370001017633 お米を飲もう！免疫力を増進させる玄米珈琲の製造販売を行う事業 税理士法人植松会計事務所

東北 宮城県 亘理郡亘理町 キラリ不動産株式会社 8370001041016 地域密着ボルダリングスポーツ施設の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 仙台市泉区 有限会社佐藤家具工作所 1370002000828 木製家具調レコードプレーヤーおよびギター等楽器製造への挑戦 経営ビューイング株式会社

東北 宮城県 仙台市青葉区 有限会社アスネットコーポレーション 3370002005313 顧客ネットワークを活用した「フルーツ・スイーツ専門店」の出店 株式会社エフアンドエム

東北 宮城県 仙台市若林区 ＳＴ　ＧＬＯＢＡＬ株式会社 5370001044822 独自配合の栄養補助食品ジュニアプロテインを製品化し販売する事業 仙台商工会議所

東北 宮城県 石巻市 本田工業株式会社 6370301002660 機械設置工事向け仮設工事サービス提供技術構築事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 仙台市青葉区 Ｂｒｉｄｇｅ　Ｏｖｅｒ 豊かな人生を送るための学びの空間『自習室』事業への進出 株式会社群馬マーケティングセンター

東北 宮城県 遠田郡美里町 三和工業株式会社 1370201002261 半導体製造装置向け部品軽量化による輸送プロセス脱炭素化貢献事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 宮城郡利府町 株式会社ティ・ディ・シー 8370601000552 低炭素社会の実現に貢献する超精密研磨技術の事業化 株式会社商工組合中央金庫

東北 宮城県 黒川郡大郷町 有限会社フィールド 9370202004497 銅線買取事業への業種転換による過疎地域の活性化プロジェクト 中村　哲也

東北 宮城県 大崎市 株式会社オイデック 6370201002612 ドローンによる空輸！地域の観光資源である山岳地の活性化計画 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 亘理郡山元町 株式会社ナルケ自動車 3370801000654 ＥＶ車の販売と電欠レスキューに対応した各種充電設備の導入による新分野展開 株式会社フォーバル

東北 宮城県 塩竈市 有限会社木村造機 6370602000520 東日本大震災による被災地の跡地を活用し、地域住民・漁業関係者と共に沿岸部活性化を目指す。 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 栗原市 有限会社川口納豆 1370202004785 小規模ごみ処理業への新規参入と副産物として発生する炭の販売事業 千葉　勇人

東北 宮城県 登米市 株式会社エムアンドオー 5370401000433 ワイヤーハーネスの量産ノウハウを活かした半導体製造装置用部品等の供給計画 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 多賀城市 株式会社ワイシステム 4370601003229 人手不足の建設業界に貢献すべく、安全性・生産性向上のためのステンレス配管のフレア加工 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 栗原市 株式会社タカショク 2370201003663 スチームクリーン製法で品質を高めた規格外の玄米を、少量パッケージの健康食品として国内外に拡販 株式会社エフアンドエム

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社八弁 5370001016482 地元密着セレクトショップの運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 遠田郡美里町 株式会社ガトーみかわ 9370201004093 本当においしい冷凍シュークリーム開発と新規販路開拓事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 大崎市 有限会社インテクス 6370202003452 インテリア施工業者によるケイカル板加工業への参入 千葉　勇人

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ヴォーノ 7370001016241 イタリア料理店から含浸チョコレート製造販売への大胆な挑戦！ 経営創研株式会社

東北 宮城県 仙台市青葉区 みんなの株式会社 3370001042381 居酒屋から持ち帰り専門店「唐揚げももや」および「小麦の奴隷」への業種転換 株式会社青森銀行

東北 宮城県 白石市 株式会社東天閣 4370101001369 白石市内初「完全個室型焼肉店」の新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社ケンセイ技建 1370001024530 建設・点検市場で効率化・生産性向上に寄与するドローン事業への参入による民間工事への新分野展開 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

東北 宮城県 宮城郡松島町 松島一望料理店　和食・めん処　誉旨 働くお母さんを応援する一般家庭向け美味しい宅食サービスへの新規事業 風張　広美

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社メープルホームズ仙台 9370001012874 住まいの健康診断検査で『見える化』することで安心した住まいの提供を行います 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社地雷也フードビジネスサービス 5370001022142 百貨店等向けオリジナル商品を作る加工場の整備 仙台商工会議所

東北 宮城県 岩沼市 山藤総業株式会社 5370001018388 循環型社会に貢献する「車両解体事業」の新分野展開 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 真 もつ鍋・しゃぶしゃぶ・韓国料理のＥＣ事業展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 石巻市 株式会社遠藤商店 1370301000231 世界三大漁場の未利用水産資源等活用した加工販売事業への参入 株式会社萼コンサルティング

東北 宮城県 本吉郡南三陸町 有限会社スガワラ電化 8370502000486 ドローンを活用した建築構造物点検・農薬散布・太陽光パネル洗浄業務 株式会社セームページ

東北 宮城県 仙台市泉区 ビーエスホーム株式会社 4370001022093 蔵王町の資源を最大限に活用した宿泊施設開設で観光復興に貢献 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 富谷市 株式会社ＭｏｎａＭｏｎａ 8370001023690 宮城名物として宮城県産ひとめぼれを使用した、冷凍米粉パンとグルテンフリーの米粉スイーツの開発・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ｔＨｉＮ’ｎｋ． 4370001043379 地元仙台から、世界最小容量のポータブル自転車開発に挑戦 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社アリ設計 1370001001447 コロナ過で芽生えた新ビジネス＆レジャーのニーズにリゾートハウス事業で対応する 田中　宏司

東北 宮城県 黒川郡大和町 株式会社シビルプランニング 5370001025632 アウトドア感覚で楽しめる全室プライベートドッグラン付き宿泊施設 東京中央経営株式会社

東北 宮城県 名取市 有限会社東日本タイヤ 3370802002278 タイヤ関連サービスとのシナジー効果が見込める中古車販売を開始 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 大崎市 株式会社Ｔ’ｓコーポレーション 9370201003392 精肉に関する知識・ノウハウを活かした食品加工及び販売事業 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社かりん 2370001007633 本格韓国料理を非接触・２４時間販売！冷凍食品自動販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 本吉郡南三陸町 丸平木材株式会社 7370501000604 宮城テロワールキッチン製作・販売事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 黒川郡大和町 ヒデデザイン工業株式会社 1370001042210 ドッグランやドッグカフェを伴ったペットと泊まれる温泉宿事業 株式会社七十七銀行
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東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社スリー・アール 6370001014493 可搬型Ｇｅスペクトロメータで天然放射性廃棄物のリサイクルへの展開 堀田　幸男

東北 宮城県 気仙沼市 株式会社千葉金 5370501000325 燃料及びアパレル販売における提供方法変更による業態転換事業 小野寺　哲

東北 宮城県 黒川郡大和町 株式会社東北田村工機 3370001017581 ダンボールの抜型製造実績を活かしてのダンボール等への印刷事業進出 株式会社エフアンドエム

東北 宮城県 仙台市若林区 東興機販株式会社 9370001003650 ヘール加工の生産体制を確立し地域調達需要に応え事業再構築を図る！ 株式会社ＡＢＣオフィス リコーリース（株）

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社光 2370001013862 【建造物老朽化対策により地域活性化！】対応が急務である商業施設など中層階の解体工事へのチャレンジ！ 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市太白区 株式会社阿部砂利建設 7370001001441 「更生工法」で下水道補修・耐震工事の新分野への事業展開の実施 株式会社仙台銀行

東北 宮城県 仙台市若林区 ワタヒョウ株式会社 8370001004294 リフォームショップ開店によるＢｔｏＣ企業への転換 株式会社商工組合中央金庫

東北 宮城県 仙台市若林区 ディプロ・テック株式会社 9370001042384 ドローンと３Ｄ解析ソフト等を用いた土木構造物等調査デジタル化事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

東北 宮城県 大崎市 セイコーライフ相澤 ウィズコロナと行く日本の半導体復活の一端を担う再構築事業 宮城第一信用金庫

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社一の坊 5370001007093 宮城県初となる国内ハイエンドクラスに向けた「究極の里山リトリートステイ」の提供 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 本吉郡南三陸町 和ｓｉａｎーｃａｆｅ　ａｉｍａｋｉ 食＋自然＋文化の復興レストランを再構築 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市宮城野区 株式会社三森コーポレーション 6370001006185 ディーゼルエンジン用燃料噴射装置の自社洗浄品販売・回収サービスの展開 後藤　俊朗

東北 宮城県 登米市 株式会社ミナト精工 2370401000634 ＥＶおけるエネルギー効率向上のための熱マネジメントシステム部品事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 有限会社オフィスオーエー 4370002007003 国産材・間伐材を利活した「個室ブース」の製品開発で実現するＳＤＧｓ 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社マネージリテラシー 4370001040640 介護・福祉領域に特化した転職先紹介プラットフォームの構築 北村　亮太

東北 宮城県 仙台市泉区 株式会社麺屋とがし 6370001015707 仙台の濃厚つけ麺パイオニアによる「ラーメンの新市場創造」業界初の挑戦 日本みらい税理士法人

東北 宮城県 塩竈市 株式会社アジアマリンプロダクツ 7370601000017 日本酒流通に革命！造り立て鮮度そのままの日本酒を全世界へ広めたい！ 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 亘理郡山元町 株式会社畑楽 6370001044796 農家が作る究極の焼き芋で地域にも全国にも幸せな時間をお届けする事業 宮城県商工会連合会

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ＴＵＰ 4370001043049 半導体製造プロセスなどに用いられる加熱装置内の熱解析受託事業 株式会社七十七銀行

東北 宮城県 仙台市宮城野区 大和工業株式会社 4370001006261 プレジャーボート管理事業、船舶整備事業 株式会社きらやか銀行

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社コムコム 7370001008081 ＤＸ活用による、カラット君・代理店販売ビジネス事業 トリプルナイン株式会社

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社ＢＷＭ 6370001017926 移動式チッパーやドローンを活用した森林資源の有効利用と再生可能エネルギーの利用促進を図る事業再構築計画 Ｗ＆Ｔ経営デザイン合同会社

東北 宮城県 富谷市 株式会社新生工業 2370001022921 内装工事業から内装解体工事業への新分野展開 五十嵐　忍

東北 宮城県 多賀城市 フィッシングボートふじしま フランチャイズ店舗、整体接骨鍼灸院の開業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

東北 宮城県 黒川郡大和町 東北岡島工業株式会社 7370001017594 金属部品製作一括受託のための精密加工ライン構築事業 株式会社七十七銀行 三菱ＨＣキャピタル株式会社

東北 宮城県 仙台市青葉区 セブンモーターサイクルズ 独自カスタムバイクおよび独自カスタム部品の企画製造販売による事業再構築 星野　武彰

東北 宮城県 宮城郡七ヶ浜町 有限会社田中木型製作所 5370602001222 自社金型加工技術の向上と生産効率化による外注加工ビジネスの新規展開事業 牛腸　真司

東北 宮城県 仙台市若林区 株式会社ココワークス 8370001020341 地域活性化に貢献するフォークリフトワンストップサービスの展開 千葉　勇人

東北 宮城県 仙台市青葉区 株式会社晃成会 1370001044116 弁当製造への事業転換と障害者への就労の場の提供 株式会社七十七銀行

東北 秋田県 鹿角市 株式会社田口産業 1410001006615 「洗う」に特化！コインランドリー・コイン洗車場併設事業 株式会社北都銀行

東北 秋田県 秋田市 株式会社アールシー・テック 1410001009683 多重請負構造を打破！解体工事業への挑戦 株式会社北都銀行

東北 秋田県 秋田市 株式会社ＭＡＧＮＥＴＩＣ 1410001004651 本州で唯一出店のないシャトレーゼの秋田県１号店運営への挑戦 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 横手市 ハッピープロデュース株式会社 7410001012343 飲食店が製造業へ！強みの麵打ち技術で製麺工程へ本格上流進出！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 秋田県 秋田市 株式会社ケーワイズ 6410001003566 東北初！家族化するペットのリハビリ事業による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 山本郡三種町 ピエーノ　ディ　ソーレ ネット販売システム構築と急速冷凍機導入による販路拡大事業 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 秋田市 株式会社トラフィックレンタリース 9410001001897 ＤＸ・ＩＴ化を推進する業界初のクラウド型レンタル・リース車輛管理基幹システムの運営 株式会社秋田銀行

東北 秋田県 男鹿市 有限会社南秋炉材 7410002006451 炉のプロが挑戦。木質ペレット事業への新分野展開。 株式会社北都銀行

東北 秋田県 大館市 白川建設株式会社 8410001006022 ７号砕石やダストを二次利用した革新的な砕砂生産販売事業の実施 協同組合さいたま総合研究所

東北 秋田県 仙北市 有限会社島川商店 1410002012579 観光産業向けの食品卸販売事業から県産食材を使ったパン製造事業への挑戦 株式会社アークス

東北 秋田県 仙北郡美郷町 有限会社もるくす建築社 8410002011442 建築廃材リニューアブルの加工場増設による、県外工務店への積層パネル外販事業 株式会社北都銀行

東北 秋田県 大館市 有限会社秋北電装サービス 5410002008549 設備工事技術を活かしたスマート農業市場への参入による新分野展開 株式会社北都銀行

東北 秋田県 横手市 有限会社アール・ブルー 5410002012930 好立地×人材リソースを活かし菓子小売業へ新分野展開！ 株式会社北都銀行

東北 秋田県 大館市 株式会社吉原鉄工 8410001006245 需要高まる大型プラント施工およびステンレス加工への対応 株式会社北都銀行

東北 秋田県 鹿角市 株式会社柳澤鉄工所 4410001006678 ファイバーレーザー加工機の導入による非鉄金属製品製造・加工事業への参入 秋田県商工会連合会

東北 秋田県 男鹿市 株式会社武藤電子工業 5410001004128 ＩｏＴ，ＤＸの関連市場向けに最先端の電子回路の実装事業を構築し新分野展開を図る 佐々木雅樹

東北 秋田県 秋田市 株式会社みどり光学社 2410001002497 高精細デジタル画像を駆使した紙資料の安定化処理による保全事業 アーセプトコンサルティング株式会社

東北 秋田県 由利本荘市 ユリマシナリー株式会社 7410001005347 ウィズコロナで需要拡大が後押しされる半導体分野への進出 株式会社フラッグシップ経営

東北 秋田県 大仙市 イナバル 飲食店が醸造設備を保有し、クラフトビール提供型事業へ！ 羽後信用金庫

東北 秋田県 山本郡三種町 オートボディコダマ 地域発のエーミング工場へ！事業承継を見据えたコロナ禍での挑戦 秋田県商工会連合会

東北 山形県 酒田市 カムコミュニケーションズ株式会社 4390001012596 地元の米を使用した菓子を提供するカフェへの新分野展開 酒田商工会議所

東北 山形県 酒田市 株式会社石井製作所 7390001006075 農業機械の開発・生産・営業のＤＸ化加速による野菜・果樹・スマート農業への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 株式会社ＣＥＰ 6390001014525 地域初！女性専用パーソナルジムの運営事業 日本みらい税理士法人

東北 山形県 酒田市 がに洞 地場未利用食材を活用した燻製商品の製造・販売での事業再構築による売上拡大事業 酒田商工会議所

東北 山形県 天童市 有限会社星野カメラ店 4390002005748 新サービス３６０°ビュー撮影による売れる商品レイアウトの提案 天童商工会議所

東北 山形県 東田川郡三川町 有限会社ファッション四季 4390002010285 高利益率の「衣類のリフォーム・リメイク事業」による新分野展開 山形県商工会連合会

東北 山形県 村山市 ＯＮＥ・ＬＯＶＥ 業態転換で地域コミュニティの活性化と地方創生に取組む店舗づくり 北郡信用組合

東北 山形県 長井市 株式会社山口製作所 1390001011196 門型五面加工機導入による地域循環型エネルギー事業への参画 株式会社山形銀行

東北 山形県 米沢市 株式会社エム・インパクト 5390001013750 塗装業から障害者支援のグループホーム運営事業に業種転換 井下　佳郎

東北 山形県 鶴岡市 株式会社有賀組 4390001008347 船舶モーダルシフトによる鉄鋼スラグ製品（再生骨材）販売・物流センター事業の展開 株式会社荘内銀行

東北 山形県 山形市 有限会社ユーミーズコン 8390002002997 ショッピングセンター内にジェラートショップを新規オープン 菊地亮太

東北 山形県 新庄市 株式会社月岡産業 5390001008610 療養施設へ提供する抗菌・抗ウイルス仕様木材を使用した家具製造 都筑　正之

東北 山形県 鶴岡市 株式会社半田商店 1390001007764 コンビニ併設２４時間営業ガソリンスタンド化による地域貢献のための拠点づくり 株式会社山形銀行

東北 山形県 長井市 株式会社鈴木酒造店長井蔵 8390001011124 国内初となる米由来の希少糖の商品化や酒粕パウダーの製造・販売による循環型社会の実現 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 有限会社青木運輸 5390002010103 ドローンによる農薬散布等サービスを開始することによる事業再構築計画 Ｗ＆Ｔ経営デザイン合同会社

東北 山形県 北村山郡大石田町 有限会社一二三建設工業 6390002011967 最先端ＩＣＴ機器を活用したフィットネス＆ボクシング「まちジム」オープン！ 北郡信用組合

東北 山形県 長井市 株式会社四釜製作所 5390001011085 電気自動車モーター用平角線（ヘアピン）加工機の自社製造による電気自動車モーター市場への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 村山市 有限会社芦野タイル 5390002011588 高機能スマートハウス事業への進出を行い、「下請けからの脱却」及び「山形のスマートハウス販売」のロールモデルとなる。 株式会社ウィズダムコンサルタンツ

東北 山形県 鶴岡市 有限会社トーシン建材 3390002009601 改窓工事の寸法測定業務を効率化する画像寸法測定システムの開発と販売 株式会社荘内銀行

東北 山形県 山形市 ＥＬＬＥ 種類が豊富！山形県初！イタリア焼き菓子製造小売への挑戦！ 山形商工会議所

東北 山形県 鶴岡市 竹の露合資会社 8390003000538 凍結酒を核とした新製品開発と、出羽三山伝統仕込蔵のリニューアルによる観光資源化 鶴岡信用金庫

東北 山形県 村山市 株式会社共栄メカ 2390001009090 自動ドアの駆動部の精密部品加工への新分野展開及び販路開拓 株式会社きらやか銀行

東北 山形県 最上郡真室川町 株式会社日々 7390001016116 「専用有機栽培リンゴ」を使った業界初のクラフトサイダー等の自社醸造 株式会社山形銀行

東北 山形県 酒田市 菅井木材工業株式会社 9390001006346 スチールを使用した製品に挑戦し、木製品から脱却！新市場での受注を目指す 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 天童市 タルイシ産業株式会社 9390001004432 次世代システム吊り足場を利用した吊り足場工事への新規参入 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

東北 山形県 寒河江市 有限会社皿谷食堂 1390002015634 セントラルキッチン構築による新商品「皿谷セット」の開発・販売 株式会社シャイン総研

東北 山形県 東置賜郡高畠町 株式会社エコーハイテク 8390001010349 真空遮断器の加工技術を活用して次世代型原発市場向け製品の製造体制構築による新分野展開 山形第一信用組合

東北 山形県 長井市 株式会社吉田製作所 2390001011212 精密加工技術を活かして、船舶用エンジン部品にチャレンジ！ 株式会社山形銀行

東北 山形県 西村山郡河北町 ＳＧＫ株式会社 5390001012018 クリーンルーム設置による半導体関連装置製造．設計．加工．組立への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 新庄市 株式会社新庄砕石工業所 4390001008883 持続可能な建設職人の育成！「誰でもすぐ資格所得できる建設トレーニングセンター」 株式会社山形銀行
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東北 山形県 山形市 有限会社ノースライン 8390002006296 プリント設備を用いたトラックペイント再構築ビジネス 税理士法人あおば

東北 山形県 東根市 有限会社矢口 9390002012401 杜の都、着物倶楽部～地方観光資源としての着物レンタル専門店事業～ 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 安兵衛寿し 空き家・空き店舗をリノベーションし、シェアキッチン・シェアスペース事業で地域を活性化 鶴岡商工会議所

東北 山形県 天童市 株式会社はせ川製麺 7390002002172 瞬間冷凍機・冷凍庫・スープ充填機等の導入による食料品製造亊業への進出 山形信用金庫

東北 山形県 米沢市 株式会社青葉堂印刷 5390001009708 環境配慮型ＤＩＹ用壁クロス製造の内製化による高品質・低価格の実現 株式会社七十七銀行

東北 山形県 天童市 株式会社パールパッケージ企画 6390001004559 大手のパッケージ企業からの受託強化のため「軟包装印刷」受託事業部新設 株式会社商工組合中央金庫

東北 山形県 東田川郡三川町 有限会社インターファーム 3390002010369 最先端技術で、花き農業生産者と生花店の未来を拓く タスキー税理士法人

東北 山形県 鶴岡市 阿部多株式会社 8390001007428 建築資材卸売業が始める外装プレカット事業で諸問題を解決し、三方良し！ 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 株式会社寿得 4390001013388 ～山形県初！大人女性の美容学校～美容業の方へ「エステ・スクール」創設の新規事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 酒田市 有限会社シンドーマリーン 3390002007497 小型船舶販売・修理業から、「海鮮丼専門店」の経営を行う飲食業への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 カーチェック株式会社 4390001000411 画期的なオートボディプリンターでの商業用自動車広告で新分野展開 丹野　覚

東北 山形県 山形市 株式会社プロアルバム 8390002002353 ３６０°撮影可能なフォトスタジオへ～撮影スタイルの刷新による新たなターゲット層の獲得～ 株式会社山形銀行

東北 山形県 酒田市 株式会社山形飛鳥 7390001014292 冷凍イカの加工・販売からフードコートでのイカ料理提供への新分野展開 株式会社山形銀行

東北 山形県 東置賜郡高畠町 株式会社ＡＢテック 8390001014300 樹脂加工の業態転換による成長分野・産業用ロボット分野への進出 山形第一信用組合

東北 山形県 米沢市 有限会社和泉屋 2390002012606 ライブコマース（動画配信）と体験型ショールーム事業への新展開 米沢信用金庫

東北 山形県 鶴岡市 クリーニングパッとラクーン株式会社 1390001014645 洗濯マイスターが的確アドバイス！クリーニング店のスマートランドリー 山形県商工会連合会

東北 山形県 北村山郡大石田町 株式会社佐々木建設 6390001009260 再生砕石・再生骨材製造による建築資材リサイクル事業への進出 株式会社山形銀行

東北 山形県 尾花沢市 株式会社尾花沢タクシー 6390001009186 クラウドシステム導入とコールセンター設置による周辺タクシー事業者の配車業務受託 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 株式会社おの 6390001014979 旬彩割烹店ならではの山形名物料理の高級冷凍惣菜事業に乗り出す 吉川　和良

東北 山形県 新庄市 株式会社新幸建設 3390001008967 地方都市インフラを支える大型車両タイヤの保守分野への進出 株式会社山形銀行

東北 山形県 山形市 富士工業株式会社 1390001001643 生産用機械器具製造から「医療用機器産業」及び「自動車産業」への進出 株式会社荘内銀行

東北 山形県 山形市 株式会社クリエイト礼文 1390001000538 蔵王の自然とアートを融合したグランピング事業とトレーラーハウスの製造販売 株式会社荘内銀行

東北 山形県 山形市 有限会社松屋質店 7390002002585 マンション等が林立する山形市中心部での新設コインランドリー事業 株式会社山形銀行

東北 山形県 天童市 株式会社アビーズ 3390001004322 UAV 等最新の ICT 機器を活用した点検業務及び測量業務、山間地等での物輸業務を行う業態への転換 株式会社山形銀行

東北 山形県 鶴岡市 菅原畳店 畳体験館と新たな販売方式の導入で新規顧客の開拓・獲得による売上拡大！ 山形県商工会連合会

東北 山形県 酒田市 土筆株式会社 8390001013467 家電レンタル及び住宅・不動産総合管理の事業～物件価値を高める満室推進トータルプランナー～ 株式会社荘内銀行

東北 山形県 東根市 株式会社Ｇｒｏｗｔｈ 2390001012978 山形県産果樹をぷるるんプリン屋さんへ大手！ 丹野　覚

東北 福島県 南相馬市 株式会社ティーワークシステム 5011201020558 地域で人気のある小学校の受験対策ができる幼児教育教室への業種転換 株式会社シャイン総研

東北 福島県 郡山市 カフェブラン パティシエが手掛けるいいとこどりパティスリーベーカリーカフェ 八矢　大作

東北 福島県 いわき市 有限会社松本配管工事 2380002026078 熟練の技術力を活かし、半導体工場等で使用されるサニタリー管の自社加工を実現 株式会社エフアンドエム

東北 福島県 郡山市 ＦＫリサーチ株式会社 5380001026720 放射線量調査事業から法改正により増加するアスベスト調査事業への進出 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 株式会社イング 7060001009160 福島県の復興を願うアスベスト分析業務への挑戦！！！ 高橋邑伍

東北 福島県 福島市 株式会社エス・ピー・エス 4380001000222 紙媒体広告業からデジタルツインへ業種転換！地域活性化の牽引役へ！ 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 福島市 株式会社ライフテックサービス 1380001026699 水漏れトラブル対応事業で培った技術を生かし、水回り総合リフォーム事業へ参入し事業再構築に挑戦 髙司　浩史

東北 福島県 いわき市 株式会社いわきワークサービスセンター 5380001012381 トレーラーハウスを活用した完全個室型インドアゴルフ事業 株式会社東邦銀行

東北 福島県 会津若松市 有限会社紙屋商店 7380002031569 地域のニーズと食品製造の閑散期を活用した除雪事業 有限会社クレメンティア

東北 福島県 喜多方市 山中煎餅本舗 蔵のリノベーションによる体験・民泊などの複合活用事業 有限会社クレメンティア

東北 福島県 いわき市 株式会社ＨＵＭＡＮ＆ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ 4380001021020 東北初！無人ラーメン店による、まるやブランドの事業再繁盛計画。 税理士法人常陽経営

東北 福島県 福島市 中央設備株式会社 6380001000864 地域介護の道しるべ！優しさ溢れるショールームで福島を元気に！ 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 伊達市 株式会社インフィニティー 8380001003155 環境に優しい新素材を使った、デザイン性の高いセーターの開発・製造 松村　義信

東北 福島県 郡山市 一平 食を通して郡山駅前のにぎわいを戻す地域活性化プロジェクト 滝田　薫

東北 福島県 福島市 辛麺屋　輪 コロナ禍に対応するためにテイクアウト・配達を主体としたスイーツ喫茶店への事業転換 西岡　昭彦

東北 福島県 田村郡三春町 株式会社菊地住建 1380001022244 土地・建物のワンストップライフプランニング事業 福島県商工会連合会

東北 福島県 岩瀬郡鏡石町 株式会社ヤブキ創建 1380001021287 最先端の足場設備活用によるインフラの老朽化問題及び建設業界の労働環境の改善への挑戦 税理士法人スフィーダ

東北 福島県 郡山市 株式会社ブロス 9380001024877 ペットとの共生を目指す複合施設の運営事業 滝田　薫

東北 福島県 郡山市 株式会社大喜 4380001009040 鋼製継手製造による工場の高付加価値化、生産性向上事業 岡本　崇志

東北 福島県 いわき市 株式会社常磐つり餌商会 5380001030862 原油価格高騰に対応した新たな省エネ燃料の製造販売事業 滝田　薫

東北 福島県 福島市 株式会社文化堂 9380001001315 文具店が併設するカフェとベーグル店の新事業展開で新たなにぎわいの創出を。 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 西白河郡西郷村 株式会社スターズテック 1380001030965 ネット・リアル融合のライブキッチンで、顧客の販売力強化を後押し！ 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 楽天　ＡＭＩＧＯ 急成長を見せるストレッチ市場での独自サービスの展開 滝田　薫

東北 福島県 いわき市 株式会社ＫＳＳテクノロジー 7380001023567 働き方改革を支援する自社ブランド「パレタイザー」の製造販売 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 郡山市 有限会社鈴木建業 9380002015891 施工業者の供給不足である橋梁足場に新規進出して収益拡大を図る 補助金活用支援会合同会社

東北 福島県 郡山市 株式会社クルーズ 2380001022937 自動車販売関連需要への依存から脱却を図るキャンプ場事業計画 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 株式会社椎根建設 2380001007145 地中の安全を確保！最新のデジタル式地中探査設備を用いた災害対策事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

東北 福島県 いわき市 株式会社大谷屋 2380001015172 地方発！魚介類消費活性化を目指した「加熱調理加工食品製造業」への進出 株式会社常陽銀行

東北 福島県 いわき市 株式会社いわき印刷企画センター 8380001012255 ものづくり・ラボと動画スタジオ開設による新たなサービス展開 福島県中小企業団体中央会

東北 福島県 いわき市 滝口木材株式会社 6380001013313 製材業の強みを活かした木造住宅建築業への新分野展開 株式会社七十七銀行

東北 福島県 郡山市 炭火焼　鈴 コロナ禍で不振の飲食店から完全個室型メンズ脱毛事業へ展開 補助金活用支援会合同会社

東北 福島県 西白河郡西郷村 サンケミカル株式会社 5380001011061 廃プラライスレジン開発と射出成形でプラスチック製品メーカーに飛躍 田村　俊和

東北 福島県 いわき市 株式会社ウロコ 4380001012473 ＩｏＴを活用したタイヤ保管とＩｏＴ関連商品提案及び販売事業 福島県商工会連合会

東北 福島県 いわき市 有限会社ソニックプロジェクト 7380002027369 串カツを揚げ、音楽でアゲ、業績を上げる！ライブハウス再生計画 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 白河市 村上スポーツ店株式会社 3380001026664 働き世代や高齢者をメインターゲットとしたランニングジムの開設 白河商工会議所

東北 福島県 郡山市 安積永盛歯科 予防×治療×口腔リハビリ×訪問歯科で郡山に最適の歯科医療を！ 松尾　基司

東北 福島県 福島市 クリーン・テクト株式会社 4380001022885 廃棄太陽光パネルリサイクルの新分野展開で社会課題と業績回復への挑戦 協同組合さいたま総合研究所

東北 福島県 石川郡石川町 株式会社ナガヨシ 4380001011847 バイオプラスチック及び立体造形技術導入による新分野展開 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 福島市 有限会社大関 8380002000647 ドイツの整形靴技術で快適な歩行を！若手後継者のチャレンジ！ 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 福島市 有限会社神谷製作所 8380002000944 地元の懐かしい味を再現した惣菜メニューを開発、店舗及びＥＣで販売する事業 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 福島市 株式会社ウェディングエルティ 6380001000179 結婚式場の挑戦！アニマルマカロン自販機で全国展開を図る！ 株式会社ＡＢＣオフィス

東北 福島県 東白川郡棚倉町 有限会社渡辺工務店 3380002019114 地域の課題解決を図る強みを活かした不動産業による中古住宅買取再販事業 福島県商工会連合会

東北 福島県 いわき市 大野技研システム株式会社 6380001012554 レーザ加工の技術獲得によるセレン溶解釜製造事業への業種転換 株式会社ゼロプラス

東北 福島県 須賀川市 ファーストヘルステック株式会社 6010701025215 ＡＩ・ＤＸ・産学連携による自社ブランド製品拡販管理体制構築 須賀川商工会議所

東北 福島県 郡山市 株式会社Ｎｉｎｅ　Ｃｈａｎｃｅ 2380001028777 中古自動車販売から自動車整備板金業に進出し多角化により収益を拡大 補助金活用支援会合同会社

東北 福島県 いわき市 丸秀水産株式会社 8380001013922 魚食普及のための直営店舗とＥコマース運営 株式会社福島銀行

東北 福島県 喜多方市 太陽産業株式会社 7380001017569 木材にアクリルや金属等の異素材を組合せた魅力的な商品の開発 会津商工信用組合

東北 福島県 会津若松市 イージーエム大和株式会社 5380001018916 豊富な地域資源の高付加価値化を推進する「食品加工サービス」の確立 株式会社東邦銀行

東北 福島県 郡山市 株式会社柳田産業 2380001006832 新事業「改良土製造販売業」への進出計画 株式会社常陽銀行

東北 福島県 郡山市 株式会社リブ設計一級建築士事務所 4380001025335 福島県郡山市の地域創生の一助となる土産品の開発及び物販事業 株式会社地方創生推進協同機構

東北 福島県 相馬郡新地町 株式会社ファイン電子機器 8380001016116 工作機械市場から、需要が拡大する医療機器市場への新分野展開 株式会社ゼロプラス

東北 福島県 南会津郡南会津町 関根木材工業株式会社 7380001019160 製材業のアトツギが醸すクラフトビール事業。町に新たな賑わいと産業をつくる。 株式会社東邦銀行
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東北 福島県 須賀川市 かまや食堂 公園内に出店し地域に親しまれる伝統の味・料理を提供する事業 株式会社グッドビジネスパートナーズ

東北 福島県 南相馬市 株式会社佐々木製作所 6380001016290 同時５軸加工による航空機用部品、立体加工部品の製造と精度向上を図る計画 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

東北 福島県 伊達市 株式会社アスク 6380001021316 地域の医療機関と連携したＷＥＢを用いた処方薬の宅配サービス・プラットフォーム事業 伊藤　圭佑

東北 福島県 郡山市 株式会社ＹＮＣコーポレーション 9380001019737 「中古車買取」事業を活かして、ブランドオフＦＣ加盟による「ブランド品買取」事業への参入！ 株式会社常陽銀行

東北 福島県 福島市 株式会社ＳＡＳＹＵ 3380001025170 書店事業の抜本再構築！パンの香りが漂う新たな読書空間の創設！ 一般社団法人福島県中小企業診断協会

東北 福島県 白河市 有限会社キャストクリエーティブ 1380002019479 海上コンテナを事務所やガレージなどに加工し販売する。 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 須賀川市 赤井田造園土木株式会社 1380001011107 新事業「植生製品の加工製造・販売事業」への進出計画 株式会社常陽銀行

東北 福島県 福島市 株式会社近野 3380001000504 地域の外食産業を救う！オーバーホール機器開発による業態転換 株式会社福島銀行

東北 福島県 会津若松市 株式会社丸峰庵 1380001021378 地産地消の高級料理により幅広い顧客層を取り込んでＶ字回復を達成する郡山オンリーワンの日本料理店及び鉄板焼き店 会津商工信用組合

東北 福島県 郡山市 株式会社小川重工業 1380001024752 専門業者が手掛ける「橋梁補修×補強部材製作」の事業に挑戦する！ 株式会社足利銀行

東北 福島県 福島市 株式会社岩代不動産 9380001025207 キャンプ初心者、女性、子供も楽しめるキャンプ場の運営 株式会社ケーエフエス

東北 福島県 郡山市 株式会社ＡＰＴ 6380001027098 パートナー企業協業型コインランドリー事業への新分野展開 ＢＭＳアソシエイツ株式会社

東北 福島県 いわき市 株式会社ＢｏｄｙＬａｂｏ 8380001025174 伝統医学タイ古式マッサージを応用したオンラインストレッチ教室の展開 福島県商工会連合会

東北 福島県 郡山市 アタミクリーン有限会社 7380002007701 ＳＤＧｓに基づく１００％建設発生土由来の骨材製造販売事業 株式会社常陽銀行

東北 福島県 会津若松市 株式会社会津インターナショナルスイミングスクール 3380001017102 日本初！高齢者向け低酸素トレーニングルームによる新分野展開 株式会社福島銀行

東北 福島県 会津若松市 株式会社風道技工 4380001022670 創作の可能性を広げるデジタル活用型ＤＩＹ事業への新分野展開 ＢＭＳアソシエイツ株式会社

東北 福島県 郡山市 株式会社食菜工房 9380001022617 福島県の仕出し弁当事業からメタバースでの全国一般消費者向け総菜販売事業への転換 タスキー税理士法人

東北 福島県 会津若松市 あかべこキッチン 伝統の会津そばを未来に残す！製麵所を設置した会津そばの販売拡大 鈴木　憲司

東北 福島県 耶麻郡西会津町 Ｄａｎａ　Ｖｉｌｌａｇｅ 西会津の魅力発信！ウェルネス・ワーケーション事業とサブスクによる事業再構築計画 福島県商工会連合会

関東 茨城県 結城郡八千代町 株式会社ハウスプラスラヴィ 5050001039128 「建築廃材×伝統工芸」で挑む天然木材照明等の製造販売事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 つくば市 鍼灸接骨院ｉｗａｍｏｔｏ スポーツ診療の知見を活かした機能訓練特化型デイサービス事業への進出 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 土浦市 鈴木　裕介 茨城県食材を活用した「動くレストラン事業」への挑戦 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 茨城県 守谷市 有限会社吉右ェ門 1050002036920 独自製法の魚介・肉類の西京漬けを新たな物販事業として立ち上げる 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 筑西市 トラットリア　リョウゴク 最新シミュレーションゴルフを活用したレストラン型練習教室開校 下館商工会議所

関東 茨城県 水戸市 株式会社日宣メディックス 1050001001917 地域ポータルサイトと動画を活用した新たなビジネスマッチングサービス事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 筑西市 アスタック株式会社 6050001032057 遺産相続手続き・事業承継相談を行う警報機器販売会社の誕生 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 結城市 株式会社ネクスト 7050001032634 地域住民・地元企業・当社の「三方よし」を実現するパチンコ店併設コンビニエンスストア事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 茨城県 つくば市 株式会社Ｔｓｕｋｕｂａ　Ｖｉｎｅｙａｒｄ 7050001045702 自社栽培の希少品種プチマンサンを活用した国産スパークリングワインによる「ハレの日需要」の獲得 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 土浦市 有限会社東王観光 6050002011992 パチンコ業者が運行管理システムを構築し宅配業へ業種転換！ 土浦商工会議所

関東 茨城県 土浦市 株式会社システム空調 5050001013041 建物の省エネと災害から市民の命、生活を守るコンサルティング事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 鹿嶋市 合同会社アモーレ 1050003004059 レンコンパウダー・サプリメントのＥＣ販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 茨城県 つくば市 クラブ　オクトベース ローカルミュージシャン向けレコーディングサービスとマネジメント 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 茨城県 神栖市 株式会社ＳＡＮＡＤＡ 9050001022245 神栖市のエッセンシャルワーク、原油タンククリーニング事業に参入 北村　亮太

関東 茨城県 龍ケ崎市 Ｌｉｂｅｒａｔｉｏｎ　ｈａｉｒ　ｄｅｓｉｇｎ 髪・顔・身体を綺麗に生まれ変わらせるトータルサロン化のための脱毛事業の提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 茨城県 常陸太田市 株式会社ボディー＆カンパニー 4050001037388 セルフケアで体のメンテナンスを行えるようになるストレッチ教室の開校 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 茨城県 つくば市 株式会社ハンドインハンド 6021001022315 脱毛やスキンケアできれいになりたいというすべての人々のニーズにこたえる、ＬＥＤビーム脱毛スキンケアサロン 税理士法人和敬会

関東 茨城県 水戸市 有限会社ジャルダン 1050002001742 エクステリアデザインの全国販売及びＥＣ、店頭販売について ＪＰ．フォスター税理士法人

関東 茨城県 那珂郡東海村 カラオケ＆ＢＡＲ　ＲＥＴＲＯ 日立市発！「最先端の脱毛器」×「市場の優位性」でＶ字回復！！ 水戸信用金庫

関東 茨城県 つくば市 株式会社モッツバー 8010401068124 地元高級寿司店監修の海鮮丼事業への参入計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 茨城県 水戸市 有限会社宮本酒店 2050002003119 持続可能な酒販店をウェブ展開しコロナ禍で傷付いた地域経済を取り戻す 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 有限会社ツカサオートサービス 4050002021762 地域初！次世代ゼロカーボンドライブライフをプロデュース 茨城県信用組合

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社ユミノ金属工業 6050001007141 半導体製造装置向け真空バルブ装置部品製造計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 日立市 アイガ電子工業株式会社 8050001022873 次世代半導体分野への参入に向けた社内技術高度化を図る再構築事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社Ｊ＆Ｃ 7050001019821 太陽光発電設備の中間処理事業に進出し、大量廃棄問題を解決 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 結城市 株式会社ツルオカ 7050001032584 プラスチック資源循環に資する特許対応シュレッダーシステムの構築 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 土浦市 廣瀬建材株式会社 4050001009692 生コン新レシピ開発による中距離新市場開拓 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常総市 株式会社ティアック 5050001029475 強みを活かした冷凍冷蔵倉庫業に取組み、顧客ニーズを満たす取組 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 行方市 株式会社ユニ・トラスト 8050001022691 地域の穀物物流基盤を支える営業倉庫業への新分野展開 鯉沼　和久

関東 茨城県 那珂市 有限会社オカテック 7050002006686 医療機器部品の品質管理体制構築と新分野への展開によるＶ字回復 株式会社フラッグシップ経営 三菱電機クレジット株式会社

関東 茨城県 龍ケ崎市 ＧＬ建設株式会社 7050001025745 グリーン建材専用の越境ＥＣサイトシステム開発による物流ＤＸ 株式会社キクチカラ

関東 茨城県 古河市 中央工業株式会社 6050001018741 植物由来樹脂を活用した事務用品分野の新分野展開 Ｒｉｇｈｔ　Ａｒｍ株式会社

関東 茨城県 水戸市 株式会社タイヨウ・グローバル 2050001042407 ドッグランを中心とした愛犬家向け複合施設の運営 千葉　勇人

関東 茨城県 つくば市 株式会社東洋計測リサーチ 4050001015963 防災・減災社会の実現に向けた「社会インフラの検査装置製造」 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 結城市 結城物産株式会社 3050001032712 結城から世界へ！次世代へ！！伝統をレジャーする未来館への挑戦 結城商工会議所

関東 茨城県 つくば市 ＤＪＡＮＧＯ 地産地消のヘルシーなブリトーを提供するキッチンカー事業の展開 茨城県信用組合

関東 茨城県 土浦市 株式会社今尽 7050001038821 パブからテイクアウトスイーツ店への転換 林　敦子

関東 茨城県 土浦市 有限会社関東作業用品販売 7050002011265 デザイン性の高い刺繍・プリントサービスで地域の人々に喜びを！！ 安藤　昌明

関東 茨城県 水戸市 株式会社テクモア 1050001008391 家電製造等業者による栗ペースト農産品加工事業への新分野展開 株式会社ひたちなかテクノセンター

関東 茨城県 つくば市 株式会社ワポーター 4050001036514 テーマある体験旅を提供する古民家宿「工藝の家」宿泊事業の展開 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社けしきや 6050001007629 日本初、希少観葉植物の全国移動販売車『Ｔｒａｖｅｌｅｒｓ』全国行脚の旅に出発！ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくば市 鮨処　修 地元食材おいしさ発信プロジェクト。老舗鮨店が海鮮ひつまぶし専門店とハマグリのＥＣ販売により地元食材を最高の形で提供 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 筑西市 株式会社風實 3050001033289 地産地消で地域活性化！キッチンカーを活用したテイクアウト事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 茨城県 つくばみらい市 株式会社生空感 6050001029210 ２０５０年脱炭素社会の実現に向けたＺＥＨリノベーション事業への新展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 猿島郡境町 株式会社平川モータース 9050001013979 最新鋭の整備ライン・完成検査ライン増設による次世代車整備の新規需要獲得 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 つくばみらい市 光プラスト株式会社 2050001028934 脱炭素に向けた紙器事業への事業転換 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常陸大宮市 株式会社ネクスト 9050001026832 自動車正規ディーラーの信頼と技術力を活かした美装業への展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 坂東市 大沼農園株式会社 4050001044277 個人顧客を対象とした二輪車等愛好家向けの観光農園施設の開設 丸山　達也

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社モルテックス 6050001007117 脱炭素化のＥＶ向けプレス金型へ、射出成型金型からの新分野展開 株式会社ひたちなかテクノセンター

関東 茨城県 北茨城市 株式会社松野屋 3050001024296 自慢の海鮮を食卓に！新たな商品開発によるテイクアウト＋ＥＣ販売 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社中根工業 1050001035592 コロナ禍で変化する美容への意識に寄り添うエステサロンの出店 水戸信用金庫

関東 茨城県 水戸市 株式会社ダイムラ 1050001024587 おせっかいな結婚相談所事業進出による地域婚姻数上昇への貢献 水戸信用金庫

関東 茨城県 つくば市 株式会社ワカバハウス 8050001016231 最新型ＨＥＭＳ搭載の環境自動制御住宅でカーボンニュートラル実現に貢献 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 守谷市 シンプルズ 柔軟化構造・体圧負荷分散型座位保持オフィスチェアの提供による新分野展開事業 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 龍ケ崎市 株式会社菅原造花店 3050001025996 コロナ禍の中でも悔いなくお別れできる、地域初の少人数・低価格・高付加価値「お別れルーム」葬儀の新サービスを構築 水戸信用金庫

関東 茨城県 水戸市 有限会社但馬屋 4050002002093 水戸市いちばんの老舗。豆類小売事業から、環境配慮型のカフェ事業への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 ひたちなか市 株式会社ウチダデンキ 5050001035317 地域密着型のインテリアのＥＣ販売事業展開による業績のＶ字回復 北村　亮太

関東 茨城県 ひたちなか市 ＳＴＡＲＲＹ　ＳＫＹ ママ起業家が集まるドッグラン＆コミュニティカフェの展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 結城市 株式会社ＡＬＬ　ＢＬＡＣＫ 6050001035893 焼うどん製造工場併設型飲食店事業を通じた新規販路構築事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 鹿嶋市 株式会社オールフィールズ 4050001038907 低温熟成によるクラフトビール高品質化とアルミ缶充填への変換 茨城県商工会連合会
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関東 茨城県 水戸市 株式会社富次郎 5050001039400 ラーメン事業のセントラルキッチン化と冷凍ラーメン販売事業 森　滋昭

関東 茨城県 猿島郡五霞町 有限会社森田加工所 5050002025143 下請け１００％からの脱却「自社オリジナル商品の製造販売」で、新規顧客層開拓・収益基盤を強化 税理士法人こうの会計

関東 茨城県 古河市 株式会社ＤＩＡＮＴ 3050001045391 水素のチカラ！最新の水素酸素カプセルでサラリーマンの健康増進！！ 齋藤　由宇

関東 茨城県 つくば市 カネヨシ商事株式会社 9050001015505 高齢者の何でも相談コミュニティ形成と土地建物の管理支援事業 なつみ総研株式会社

関東 茨城県 日立市 株式会社エスアンドエス 8050001033615 カフェ等事業者の焼肉店進出・新厨房設備導入等による新分野展開 茨城県信用組合

関東 茨城県 つくば市 有限会社モーハウス 3050002022720 全国初・女性の健康のための、見て触れて会話ができる「フェムテックカフェ」 株式会社足利銀行

関東 茨城県 古河市 Ｎａｔｕｒｌｉｇａ 日本の伝統文化『糠（ぬか）』を利用した酵素風呂で美しく健康に 向原　俊之

関東 茨城県 小美玉市 株式会社大枝製作所 6050001013115 ５軸複合加工機導入による高付加価値な金属加工事業への業態転換 株式会社やまと経営 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

関東 茨城県 常総市 株式会社グリーンエース 1010601044105 常総市の農業をオリジナルヤンニョムキムチで元気にするプロジェクト 白川　淳一

関東 茨城県 水戸市 株式会社菊正塗装店 3050001000784 社会と人の不経済を塗装しリフォーム。やっぱり俺らの菊正塗装店！ 白川　淳一

関東 茨城県 つくば市 市松 環境配慮型冷暖房設備工事への挑戦で地球と住む人にやさしい住環境の実現 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社神峰精機 8050001023079 精密加工体制の強化による半導体製造装置用配管部品加工への進出 茨城県信用組合

関東 茨城県 水戸市 株式会社エイチ・エス・ケイ 3050001000512 最新美容脱毛器導入による顔脱毛サービス事業への新分野展開 茨城県信用組合

関東 茨城県 小美玉市 株式会社上田工業 7050001011290 ベンディング・油密溶接の融合による特殊車両部品製造への大胆な転換 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 結城市 有限会社津川製作所 4050002044771 新分野であるプラモデル部品の製造と新射出成形機導入による専用ラインの構築 株式会社足利銀行

関東 茨城県 つくばみらい市 フォージテックカワベ株式会社 3050001028215 鍛造技術と切削加工技術を組み合わせた安価かつ高品質な精密ギア製造事業を目指す 立野　靖人

関東 茨城県 坂東市 株式会社ＰＪＭ 8050001043424 良質な使用済自動車をＡプレスにして電炉メーカー等に販売する 協同組合さいたま総合研究所

関東 茨城県 桜川市 株式会社海老澤工業所 9050001031865 自動化と量産能力向上による昇降機用新製品の生産と増産 北浜グローバル経営株式会社

関東 茨城県 筑西市 合同会社３１５ 6050003004665 ゴルフ×サロンを融合したミドル世代向け男女別エステサロンの新分野展開 下館商工会議所

関東 茨城県 土浦市 ニューシャルム ４０年にわたる喫茶店経営ノウハウを活用し、地元人気店ののれん分けにより、ラーメン事業へ進出します。 水戸信用金庫

関東 茨城県 つくば市 チルハウス ヘアカット～撮影まで一貫した対応が可能なフォトスタジオ進出 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社オーピーシートレーディング 3050001006641 カット野菜加工事業で培った強みを活かして野菜卸売事業を開始し、地元農産品の安定供給に貢献する！ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 古河市 堀江自動車工業株式会社 1050001018531 先進安全自動車・電気自動車へ向けた低価格な即日完結立ち会い車検サービスの実現 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 筑西市 有限会社雅ガーデニング 2060002031201 農家とともに築く自社ブランド青果の販売事業 下館商工会議所

関東 茨城県 筑西市 有限会社協和テックス 3050002042925 新分野となる産業用ロボット分野の曲げ加工ニーズに対応する専用設備導入と技術確立 茨城県商工会連合会

関東 茨城県 筑西市 有限会社篠崎工務店 2050002042942 土木工事業の人・知見・機械を活用した地元産サツマイモ加工への新進出 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社坂場商店 2050001001057 穀物選別事業への進出による新分野展開型の事業再構築 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社松原組 4050001023628 片付け・買取事業参入による自社経営改善と地域課題の解決 畠山　佳樹

関東 茨城県 下妻市 萩原製作所 切削加工の高度化により農業機械分野へ進出する大胆な事業展開 結城信用金庫

関東 茨城県 水戸市 株式会社ＡＩＳ 4380001019972 片付けから買取までワンストップで対応できる遺品整理・生前整理事業 アプリコット株式会社

関東 茨城県 日立市 益三建設株式会社 1050001023639 グリーン建材を活かしたＬＣＣＭ＋ＺＥＨ新築住宅・リノベーションの事業展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 桜川市 株式会社さくらほーる 3050002044079 一棟貸タイプのオンライン対応完全貸切家族葬ホールへの業態転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 茨城県 那珂郡東海村 株式会社コーワ 4050001004768 既存事業の「納骨堂事業」を進化させるべく外注してきた製造部門を内製化する取組み 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社エーケー 4050001041729 電力供給安定化にも貢献する原子力発電所設備等の「金属及び非鉄金属部品の加工製造事業」 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社根子左 3050001001997 教育ノウハウと高い左官技術を用いた左官工訓練校への新分野展開 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 日立市 菊池測量登記事務所 茨城県北の農業に力を！スマート化支援サービスの展開 公益財団法人日立地区産業支援センター

関東 茨城県 北茨城市 株式会社共祭 3050001051332 地域の商業を活性化するセレクトショップ型ワンストップ生花店 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 石岡市 株式会社カーペインターズ 5050001050150 最新エーミングで整備業へ進出！自社鈑金塗装と自動制御装置整備の融合による攻めの営業体制の確立 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 結城市 株式会社プロキュア・ジャパン 4050001038857 医療機関と連携した２４時間メディカルフィットネスの開業 小野　孝二

関東 茨城県 つくば市 篠屋木材工業株式会社 3050001031747 茨城県建築業の一棟貸し切り型宿泊施設建設による宿泊業への参入 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 筑西市 エス・ケー・ワイマテリアル株式会社 9050001031361 既存ビルにも設置可能な耐震化設備装置機材製造への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 坂東市 有限会社倉持商店 7050002019820 建築用アルミ樹脂複合パネルのリサイクル加工分野への進出による事業再構築計画 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 取手市 株式会社Ｊｉｎ 2050001051382 待ちの集客から積極集客へ「地域密着型個別機能訓練デイサービス」の参入と事業再構築 株式会社ケーエーマネジメントオフィス

関東 茨城県 筑西市 有限会社たちかわ 9050002042218 最新設備の導入・工場改修工事による生菓子卸販売への業態転換 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 坂東市 株式会社鍋山通商 5050001014931 スポーツ施設利用者をターゲットとしたカフェ・デリバリー事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社牧ノ原 9050001005332 次世代オンライン対応型の放課後児童クラブ開設による新分野展開 水戸信用金庫

関東 茨城県 筑西市 株式会社丸精 2050001039304 強みを活かして大口径ねじ製造事業に進出し事業再構築を図る取組み 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 稲敷郡美浦村 佳偉商事合同会社 3050003002952 鉄スクラップ卸売業の強みを生かし解体業への業態転換。 高松　佑

関東 茨城県 水戸市 有限会社トーア乳業 4050002002250 従来のどら焼き製造から、冷凍食品事業への進出 株式会社足利銀行

関東 茨城県 日立市 株式会社大東工業所 3050001023348 外注対応している板厚の加工を自社加工する取組み 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 牛久市 株式会社ワンプラスワン 8010401092660 ラーメンのイートイン／テイクアウトで２軸体制の飲食店に進化 株式会社クロスタウン

関東 茨城県 土浦市 株式会社Ｓ．Ｇ．Ｍ　ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 5050001033733 地元農家と一体となって取り組む茨城の名産「干し芋」の製造販売 株式会社足利銀行

関東 茨城県 鉾田市 株式会社アシスト 6050001035803 共働き美容師が安心して働ける環境作りに貢献！キッズプリスクール 小林　孝至

関東 茨城県 水戸市 株式会社律 3050001037356 水戸を国際観光都市へ。おもてなしの鉄板焼き・カレーで華麗に変身！ 白川　淳一

関東 茨城県 結城市 有限会社福田自動車工業 2050002044930 新技術！特殊塗料による「自動車を長く使う」ＳＤＧｓな新塗装サービス 税理士法人ＡＳＣ

関東 茨城県 水戸市 ソワン　ド　フォルム 「内側からも外側からも両面アプローチ「茨城の美のテーマパークへ」 水戸信用金庫

関東 茨城県 行方市 ブランシュ エステ・脱毛サロンの新店舗開業計画 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 茨城県 水戸市 新和コンクリート工業株式会社 3050001001353 建設業の課題に挑戦！！即時脱型製法から流動コンクリート流込製法による新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社Ｄ 8050001039686 地域雇用や地域企業と共に創り出す共生社会を目指したベーカリーカフェ事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 下妻市 下妻植木センター株式会社 7050001040579 植物への知見を活かした複合施設の開業と園芸市場への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 東茨城郡茨城町 有限会社美徳工業 8050002006074 次世代システム吊り足場及びドローンを利用した橋梁足場事業への進出 窪　孝史

関東 茨城県 常陸太田市 株式会社瀧商 4050001026671 リースアップした中古バイクを商材とした、低価格新聞配達バイクの販売・整備事業展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 北相馬郡利根町 株式会社Ｗ＆Ｌユニオン 5050001036983 新設備導入による消毒用アルコール販売事業への参入 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 神栖市 新和工業有限会社 2050002027729 鋼材加工内製化による、各社建設機械部品の一貫製作への新事業展開 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常総市 株式会社プラスワン 8050001044835 板金塗装技術と販路を活用したキッチンカー製作による売上Ｖ字回復 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 行方市 株式会社タキサキトラックセールス 1050001038505 運送会社特化型の荷台ボディの改造架装・修理の事業の立ち上げ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社茅根組 1050001034603 次世代足場設備の導入による大型物件市場への新規参入事業 牛腸　真司

関東 茨城県 猿島郡境町 株式会社しんこう 1050001014869 新時代のお葬式スタイル！少人数・低価格の「リビング葬」と地域初の「ペット葬」へ参入 結城信用金庫

関東 茨城県 つくば市 株式会社小出製作所 1050001015594 大型製品の梱包に挑戦！～新たに取り組む出荷用梱包事業～ 株式会社千葉銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社デンタルアート 8050001035487 チタン歯の需要増加を捉えた歯科材料メーカーへの業種転換 アイアンドアイ株式会社

関東 茨城県 ひたちなか市 永井農芸センター 伝統１００年の干し芋製造方法を活用した、１００％オーガニックのサツマイモチップスによる事業再構築 Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｓｔｒａｔｅｇｙ　Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ合同会社

関東 茨城県 下妻市 株式会社ウチダ 9050001013277 「県内初！デジタル技術を駆使した省人化・非接触型リゾートグランピング宿泊事業 株式会社筑波銀行

関東 茨城県 高萩市 株式会社高萩サービスセンター 2050001024025 エンジン部品及びミッション関連部品からＥＶ用大型モーター用部品市場への参入 公益財団法人日立地区産業支援センター

関東 茨城県 水戸市 株式会社要建設 9050001002370 常陸秋そばの製造及び飲食、宿泊、観光、建設等の複合事業による地方創生事業 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 常総市 株式会社石川製作所 9050001029991 高速・高精度加工技術の新導入による掘削機向け部品製造 北浜グローバル経営株式会社

関東 茨城県 坂東市 生子青果株式会社 6050001014022 冷蔵倉庫建立とＥＣサイト立ち上げによる事業再構築 飯田　保夫

関東 茨城県 守谷市 有限会社のびのび 8050002041682 ポストコロナを見据えたオンライン英会話レッスンの開講 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 鉾田市 旭川らぁめん　としまる 遊休農地を活用した生産から販売の一貫体制による経営基盤強化 水戸信用金庫

関東 茨城県 牛久市 アズベータ株式会社 9050001047531 高濃度オゾン水生成装置の開発による新業種製造事業への本格進出事業 茨城県商工会連合会
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関東 茨城県 桜川市 株式会社堀石材工業 5050001008529 石材メーカーの強みを活かしたグランピング施設併用型オートキャンプ場 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 水戸市 株式会社ハース 9050001005621 住宅工事業の強みを活かし、空き家リノベと人材育成で地域に貢献！ 株式会社常陽銀行

関東 茨城県 つくばみらい市 つくば万博歯科 コロナ禍の歯科医院を救え！歯科医特化のオンラインマッチングサービス！ Ａ２Ａリンク株式会社

関東 茨城県 水戸市 株式会社一品 8050001000417 茨城のもぎたて採りたて、野菜果物サブスク宅配サービス 水戸商工会議所

関東 茨城県 常総市 有限会社大宇産業 4020002105353 成形機の新規導入による再生ゴミ袋製造への新規参入事業 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 小山市 有限会社松下組 2060002030070 社会問題化している廃屋の解体事業に進出し、社会貢献する事業 小峰　俊雄

関東 栃木県 小山市 有限会社川崎制御設計 1060002030113 協働ロボット販売で新分野展開し、生産性向上に貢献する事業 小峰　俊雄

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社クボ 5060001026018 セルフ式ホームケアとプロによる施術のハイブリッド型エステサロンの開設 池村　尚弘

関東 栃木県 鹿沼市 ベリーズファン いちご栽培事業における廃棄いちご（フードロス）の有効活用 鹿沼商工会議所

関東 栃木県 日光市 有限会社廣田建興 9060002016195 高難易度の住宅密集地帯における木造解体業への挑戦！！！ 高橋邑伍

関東 栃木県 那須塩原市 有限会社那須野物産 4060002022537 ジェラートを中心とした地元産×食品ロス削減の自社製造商品開発 魚谷　康行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社セイベープランサービス 9060002005231 居酒屋がアウトドア需要に応じて精肉加工業に進出！ 惠美須丈史

関東 栃木県 日光市 日本文化伝承株式会社 9060001008961 中国縫製依存から自社縫製回帰、輸出用着物を製造し海外市場へ 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 オリオンコンピュータ株式会社 1060001001081 自社の強みを活かした技能実習生向け入国後講習事業による再構築！ 惠美須丈史

関東 栃木県 宇都宮市 合同会社めおとや 8060003002559 米穀卸売業からの脱却！　サツマイモの６次化商品による事業再建 惠美須丈史

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社リバテック 2060001004769 廃業ホテルを再生し、ワ―ケーション可能なビジネスホテル運営へ 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 栃木市 ｐｌｕｍｅ 植物で癒しと輝きをつくりだす女性の美をサポートする事業 栃木商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ＴＣＨ 5060001022058 オンラインでも提供可能な腕時計を取り扱うＥＣ事業への業種転換 井上大輔

関東 栃木県 真岡市 株式会社Ｇａｒａｇｅ　ＫＩ　Ｃｏｍｐｌｅｔｅ． 9060001028662 ラーメン店とちょい飲みとの二毛作によるコロナに負けない経営体質の構築 惠美須丈史

関東 栃木県 栃木市 株式会社前橋会計事務所 1060001016253 会計とクリエイティブ事業の融合によるマーケティングＭＡＳ業務の新展開 栃木商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 四季彩百花ひと色 パフェ容器に美しく盛り付けた和食丼のデリバリー事業・ＥＣ事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 栃木県 小山市 株式会社信和工業 9060001014844 工程自動化と加工能力拡大による高断熱建具製造への進出 株式会社ゼロプラス

関東 栃木県 小山市 有限会社齋藤製作所 9060002028471 「半導体・情報通信産業」及び「水素・燃料アンモニア産業」参入によるグリーン成長戦略の実現 小山商工会議所

関東 栃木県 さくら市 ゼビオプラスト株式会社 7060001006050 再生プラスチックの成形材料製造による資源循環型関連産業への進出 東　健司

関東 栃木県 大田原市 有限会社荒喜家 1060002025047 コロナ禍で不振の割烹料理店から居酒屋への事業転換 上邑　芳和

関東 栃木県 栃木市 株式会社渡辺工業 1060001017391 住宅デザインの高度化に応える長尺板金部品の生産体制構築による新分野展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 小山市 有限会社クリーンｅｃｏ 5060002031132 地元自治体から信頼の厚い一般廃棄物処理業者が空き家問題解決に挑戦 株式会社筑波銀行

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社三山産業 3060001010650 厳しい建材環境に打ち勝つ自社オリジナル環境配慮型「ＳＤＧｓオレフィン化粧板」量産体制の確立と競争力の強化 株式会社田中経営パートナー

関東 栃木県 栃木市 株式会社サカエ工業 8060001016759 コロナ禍においても需要が増加している工事現場の安全保安用品への展開 Ｒｉｇｈｔ　Ａｒｍ株式会社

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ＬＩＮＫ 6060001031256 テイクアウト需要を見込んだ餃子屋 税理士法人ＧＮｓ

関東 栃木県 足利市 ザ・カンパニー株式会社 4060001022158 既存事業のメニューを活かしたコロナ禍に強いホルモン焼肉事業への転換 増田　考邦

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社グルメコンガーズ 3060001025590 地元農産物を活用した新商品『カップ飯・カップ惣菜』での新分野展開 鹿沼商工会議所

関東 栃木県 栃木市 有限会社小松製作所 5060002031941 産業用クラッチ向け精密金属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 栃木県 宇都宮市 Ｈ＆ＴＯＭＡＳ株式会社 8060001026931 進化するカレー！レトルトと冷凍で開発＆製造＆販売＆地域貢献 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 ビストロ　スリール フランス料理の技術と魂を込めました～フレンチシェフの転身物語 小峰　俊雄

関東 栃木県 佐野市 有限会社共和金型産業 6060002038911 コロナ禍により更に人気が高まる釣り用具製品への新分野展開 Ｒｉｇｈｔ　Ａｒｍ株式会社

関東 栃木県 栃木市 株式会社東栄製作所 2060001016946 １ｍｍ単位の精度を求められる主力部品を内製化する業態転換 北浜グローバル経営株式会社

関東 栃木県 那須郡那須町 株式会社ゴールデンアーク 5060001012538 冷凍ピッツァの新規販売施策実行による売上向上計画 芹田　弦

関東 栃木県 佐野市 有限会社和興縫製 3060002039664 オフィスチェアカバー等の製造技術を活かし、医療福祉製品市場へ参入 クレアスト株式会社

関東 栃木県 宇都宮市 ｔｏｍｏｎｉロジスティクス株式会社 7060001027732 高付加価値商品強化のためのベトナムへの一般用医薬品の輸出販売 株式会社足利銀行

関東 栃木県 那須郡那須町 株式会社伸生設備工業 9060001029520 大型犬も入れる貸切ドッグランとドッグカフェによる再構築計画 那須信用組合

関東 栃木県 宇都宮市 杜若 地元企業のワーカーを支える「お弁当・お惣菜販売事業」の展開		 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 丸田商事株式会社 1060001004233 栃木県下の靴業界を支える１００年企業の新たな挑戦！スポーツアパレル分野での地元貢献 株式会社足利銀行

関東 栃木県 佐野市 有限会社哲進 8060002039263 再生材を活用したテレワーク用家具部品製造への新展開 Ｒｉｇｈｔ　Ａｒｍ株式会社

関東 栃木県 大田原市 那須土木株式会社 2060001012879 ＩＣＴ建設現場における生産性向上や品質確保のＤＸ体制を図る 株式会社足利銀行

関東 栃木県 芳賀郡芳賀町 合同会社ＨＲＣ 5060003003576 「コロナ禍に強いテイクアウト・デリバリー・通販・無人販売業」への挑戦 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社カインドテック 7060001026461 業界で異例の大手建材商社から直接仕入れを実現し、栃木県の建設業界の資材不足・物価高騰の解決に貢献する建材商社を開始！ 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 宇都宮市 敬友自動車株式会社 1060001007566 ｅスポーツイベント用の自立給電式エアストリームトレーラーレンタル事業 株式会社フォーバル

関東 栃木県 小山市 株式会社ヤブシタ 2060001014669 地域飲食店を、強く元気にする、実践スクールの開設 小山商工会議所

関東 栃木県 河内郡上三川町 株式会社花むすび 6060001029151 自動販売機を活用した無人小売販売を行う新事業の立ち上げ 吉田　博人

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社縁 8060001026741 キッチンカーの導入による新商品直売分野への展開事業 宇都宮商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社中川自動車 4060001003331 日本の社会生活を支える「環境車両」の車検・修理のワンストップ内製化、環境車両の整備強化と稼働向上による社会貢献の実現 株式会社田中経営パートナー

関東 栃木県 芳賀郡益子町 バー零式 地域密着型バーによる益子焼製造販売事業 蓮實　光博

関東 栃木県 佐野市 株式会社勅使川原精麦所 9060001020801 オートミール専用生産ラインの完全自動化と業界初バラエティ商品開発による自社ブランド商品の普及拡大 株式会社足利銀行

関東 栃木県 真岡市 有限会社中野酒店 6060002017493 地域コミュニティのハブ（拠点）となる「シュミレーションゴルフ＆スポーツバー」の開業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 日光市 菓子舗わだ 和菓子屋が創る日光の新名物”きぬわのみそ”の販路拡大 税理士法人平野会計事務所

関東 栃木県 那須烏山市 株式会社瀬尾化工 3060001008265 大型合成樹脂加工による先端産業・ＳＤＧｓ市場への挑戦！ 烏山信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社ララ・ドリーム 3060002009741 シナジー効果抜群！新たなビジネスモデルはオーガニックショップ事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 足利市 有限会社大沼フレーム工業所 9060002035682 「半導体・情報通信産業及び耐震架台業界」参入による事業再構築 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 日光市 有限会社オオムロオート 2060002014759 自動車整備工場からバイク販売開始による再構築 株式会社足利銀行

関東 栃木県 栃木市 株式会社トチバン 7060001016487 切削と放電加工を組み合わせた新技術で、ＥＶ自動車用部品市場へ進出 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 那須烏山市 株式会社アヤラ産業 5060001008164 アルミ加工技術の習得による協働ロボットシステムの生産体制構築 株式会社ゼロプラス

関東 栃木県 日光市 平家湯波有限会社 6060002016355 湯葉製造会社にしかできないクッキー・スイーツ製造・販売への挑戦 株式会社足利銀行

関東 栃木県 矢板市 株式会社小堀建設 7060001013352 小堀ブランドを生かした良質な規格住宅市場への参入 株式会社足利銀行

関東 栃木県 足利市 株式会社Ｇｏｏｄ　Ｈｏｕｓｅ 4060001029970 国内初の無分別廃プラ再資源化技術ｐｂ５３０による廃プラ再資源事業 株式会社エフアンドエム

関東 栃木県 栃木市 株式会社ネオ・ナチュール 1060001022425 産業廃棄物の「自社破砕」処理業務への新規参入 りそな総合研究所株式会社

関東 栃木県 宇都宮市 豊友工業株式会社 5060001030028 需要が拡大している鉱山機械の部品製造事業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社モアメーム 2060001032340 運動と併用して飲むコールドプレスジュースの移動販売 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社富次郎 1060002013472 四国初出店！たこ焼き屋が挑む！唐揚げ専門店「がブリチキン」で再構築！ 株式会社足利銀行

関東 栃木県 佐野市 有限会社ステップアップ 6060002039158 足場の特許安全機材を製造機械導入による製造メーカーの経営 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 那須郡那珂川町 株式会社ケーアイシー 8060001008161 豊富な成形実績による信頼をもとに家庭用品への新分野展開 Ｒｉｇｈｔ　Ａｒｍ株式会社

関東 栃木県 那須塩原市 有限会社冨士屋旅館 1060002023769 コロナがもたらした非接触型の新様式施設！北関東初、ニューノーマル富裕層向け貸別荘事業 株式会社足利銀行

関東 栃木県 芳賀郡芳賀町 ヘイコーパツク株式会社 2060001009727 環境問題を背景に「脱プラ」深耕による食品一次包装のフィルムから紙への代替が加速する食品分野へ新規参入で事業再構築に挑戦 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 芳賀郡芳賀町 有限会社サンクリエイト 5060002018609 路線バス向け部品製造から、半導体製造装置向け部品製造への事業再構築 株式会社ゼロプラス

関東 栃木県 小山市 有限会社落合製作所 2060002028098 新分野である空気圧・半導体製造装置部品製造に向けた設備導入と競争力強化 栃木信用金庫

関東 栃木県 日光市 合同会社なごみ 2060003000477 地域の高齢者の暮らしと健康を守る配食事業への展開 大垣　博昭

関東 栃木県 那須烏山市 有限会社吉成印刷 9060002014315 地元栃木県産木材を活用した工作キットの販売拡大による事業再構築 烏山信用金庫

関東 栃木県 日光市 株式会社ひやま 5060001030853 日光市鬼怒川の魅力に深く触れる「オーベルジュひやま」のマイクロツーリズム（新分野展開） 株式会社とちぎんキャピタル＆コンサルティング

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社プロファイン 3060002010690 地域初！ＡＳＶと水性塗装車にも対応したトータルサービスの展開 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ
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関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ケンマックデザイン 1060001026442 オートバイの電動（ＥＶ）化によりオートバイのライフサイクル全体のカーボンニュートラル化を目指す 税理士法人児玉税経

関東 栃木県 下都賀郡野木町 ＭＡＶＥＲＩＣＫ株式会社 7060001025983 最先端水性塗料を使った新たな塗装サービスの実現 足利小山信用金庫

関東 栃木県 芳賀郡茂木町 株式会社関工舎 3060001009973 茂木町の町有林を活用したトレーラーハウス製造事業！！！ 高橋邑伍

関東 栃木県 佐野市 株式会社波里 9060001020545 製造工場を革新し、高利益体質へ！世界標準品質の米粉で業態転換 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 真岡市 株式会社パシフィック 3060001009420 国家資格制度対応のドローンスクール開校とスマート農業受託サービスの展開 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 足利市 有限会社ヤマダ 1060002037645 ＯＡ機器部品加工部品などの薄板精密板金加工から半導体・建設機械などの厚板加工への新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 さくら市 株式会社エヌ．イー．エス 2060001005940 医療のＩоＴ化に貢献する超精細な医療用映像機器向け基板製造 株式会社フラッグシップ経営

関東 栃木県 栃木市 有限会社大宮精工 1060002031763 精密金型部品製造から機械刃物製造に転換する再構築事業 栃木商工会議所

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社パーヒ 6060001029110 アウトドアグッズを中心に共同購入プラットフォームを構築 惠美須丈史

関東 栃木県 佐野市 栃誠工機株式会社 5060001020904 高精度加工技術等を活かしたＥＶ用部品生産による新分野展開 北浜グローバル経営株式会社

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社ダイワ紙器 6060001012405 打抜機導入で電子部品梱包材製造に展開することによる事業再構築 東　健司

関東 栃木県 宇都宮市 クーリルージュ 自家製生ハムおよびサラミの製造販売による事業再構築 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 大田原市 マナーハウス有限会社 5060002027502 ワーケーションの促進！ヨーロッパを感じるレンタルオフィスによる新分野展開 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社アイティーパック 4060002000559 リフォーム・インテリア建材向け梱包段ボール箱の小量多品種生産 株式会社フラッグシップ経営

関東 栃木県 大田原市 株式会社山形屋 1060001013176 リバースエンジニアリングツールによる設計力改善で事業拡大 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 栃木県 宇都宮市 株式会社足場やビッグ 1060001024702 事業基盤をより強固に！ブラストマシン導入による足場材の洗浄事業を展開！ 株式会社サクシード

関東 栃木県 真岡市 鬼怒パッケージ株式会社 2060001009289 海外出荷製品向け梱包材への新分野展開 株式会社大三経営事務所

関東 栃木県 日光市 日光ホテルズ株式会社 8060001008632 地域の社会課題を解決する「フードコート事業」の新規展開計画 岡本　貴志

関東 栃木県 那須塩原市 株式会社ＵＩ志援コンサルティング 8060001012428 経営コンサルティング会社が駅前開発でローカルディベロッパーへ転身！ 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社テクノマイスター 1060001005751 「脱・切削」事業の新規展開による製品品質と売上高拡大 株式会社フラッグシップ経営

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社ササキ 4060001010880 ＤＸ製造戦略で特許技術を活用したドライバークラブの海外市場展開への挑戦 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 さくら市 株式会社Ｎｏｖａ　Ｅｒａ　Ｌｉｎｅ 3060001032059 「農産物集荷から消費者向け加工食品販売」を貫く新部門の構築事業 小峰　俊雄

関東 栃木県 栃木市 株式会社正和 4060001016390 強みを活かした医療・ＩＴ分野向けプラスチック加工部品の生産体制構築 株式会社足利銀行

関東 栃木県 宇都宮市 株式会社ディグワークス 7060001025810 コーヒー＆ジェラートのテイクアウト専門店出店による事業再構築 東　健司

関東 栃木県 鹿沼市 三宝製菓株式会社 2060001010874 お土産需要の減少を打破	！！リパック事業でＶ字回復！！ 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 鹿沼市 有限会社石原精工 8060002021576 アルミ形材加工とデジタル技術の融合！アルミニウム筐体部品市場進出！ 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 さくら市 株式会社とわりん 2060001022473 スタッフ力を結集した新分野展開！個室ニーズを捉えた革新的な飲食業に挑戦！ 株式会社サクシード

関東 栃木県 那須烏山市 有限会社新栄精機 8060002014373 精密マシニングセンタ導入による、ＥＶ事業への進出 株式会社足利銀行

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社ＮＥテック 6060002021636 部品加工に特化してきた当社が、金型製造という全く異なるものづくりに挑戦する再構築事業 鹿沼相互信用金庫 三菱ＨＣキャピタル株式会社

関東 栃木県 鹿沼市 アンリロ 和風スイーツに特化した新店舗展開で新規顧客・販路開拓に挑む 鹿沼商工会議所

関東 栃木県 栃木市 株式会社温情らんど 2060001034915 地方駅のプチ・ランドマークとなる駅ナカのコミュニティー型デリカフェの新規出店 足利小山信用金庫

関東 栃木県 塩谷郡高根沢町 有限会社佐藤肥料店 1060002012945 社会問題を解決し、愛犬家の聖地となる全天候型室内ドッグラン 株式会社とちぎんキャピタル＆コンサルティング

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社栄久食品 3060002001797 新設備導入による収益性Ｖ字回復、再構築・販路拡大事業 櫛田　祐一

関東 栃木県 鹿沼市 株式会社生晃 4060001010476 キッチンの生産に特化してきた当社がその他の住設生産に取り組む再構築事業 鹿沼相互信用金庫

関東 栃木県 宇都宮市 有限会社柳沼ボデー工場 8060002009126 長期永続使用可能な耐腐食性、家畜運搬車の製造 友野　行晴

関東 栃木県 足利市 株式会社田部井製作所 5060001018865 特殊車両向けプレス部品の製作～量産体制の確立 株式会社群馬銀行

関東 栃木県 小山市 株式会社ケイズブレイン 6060002008765 断熱材被覆工事で培った設計力等のノウハウを生かし、ダクト製造分野事業への挑戦！ 株式会社常陽銀行

関東 栃木県 那須烏山市 株式会社シオン機械 7060001023500 一貫加工実現による医療機器分野への新規参入 株式会社栃木銀行

関東 栃木県 那須塩原市 赤沢温泉株式会社 7060001026619 塩原温泉の空き家を、地域猫と触れ合えたり、菜園を使える貸別荘にして賑わいを取り戻す 大和田　智則

関東 群馬県 館林市 オリオンエンヂニアリング株式会社 5070001031727 ＹｏｕＴｕｂｅで人気のバイク整備士によるバイク修理専門店 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 群馬県 高崎市 株式会社ジェスト・インターナショナル 3070001009007 冷凍餃子のオンライン販売事業への展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 富岡市 齊藤商店 アウトドア用品が体験購入できるゲストハウスの経営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 群馬県 伊勢崎市 ホームステージングＴＯＫＩＯ オリジナル小物を活かしたホームステージングによる物件価値の最大化 伊勢崎商工会議所

関東 群馬県 前橋市 株式会社レゴリス 9070001025741 地域飲食店応援プロジェクト～地域一番ラーメン店とコンサルティング 株式会社Ｉｄｅａｌ　Ｗｏｒｋｓ

関東 群馬県 前橋市 有限会社城東ミート 8070002002823 量販向け精肉製品による事業再構築 原澤　秀樹

関東 群馬県 館林市 石井精肉店 １０５周年の老舗の味を守るリブランディング 薄井　保男

関東 群馬県 甘楽郡甘楽町 カーサービスヨシダ 生徒が気軽に相談できる個別指導学習塾の開業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 桐生市 株式会社ここはな 5070001024342 大学生向けサブスク型「カーシェア」で新しいビジネスモデルに挑戦 桐生信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社モハラテクニカ 9070001008597 グリーン成長戦略に貢献する半導体・情報通信産業への本格参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 武藏工業有限会社 7070002019868 「半導体・情報通信産業」及び「食品・農林水産業」参入によるグリーン成長戦略への貢献 アイオー信用金庫

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社大明 8070001013524 グリーン成長戦略を背景に拡大するＥＶ充電インフラ市場への進出 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社浜岡製作所 7070002019570 難材の自動加工ラインによるＥＶ車エアコンシステム部品事業の開始 株式会社群馬銀行 株式会社アマダリース

関東 群馬県 邑楽郡大泉町 株式会社エヌシー・テック 4070001020540 板金加工からグリーン成長分野である半導体関連装置の部品製造へ新分野展開 館林信用金庫

関東 群馬県 吾妻郡中之条町 有限会社ユナイテット工業 8070002036961 ステンレス・アルミの切断加工技術の獲得によるＥＶトラック業界への進出 株式会社足利銀行

関東 群馬県 高崎市 三幸機械株式会社 2070001006979 ＥＶ車バッテリーケース用金型部品の量産に向けたマシニングセンター２種導入 公益財団法人群馬県産業支援機構

関東 群馬県 前橋市 相模屋食料株式会社 5070001001366 脱化石資源社会の実現に向けたおからバイオプロジェクト 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 牧野酒造株式会社 3070001008371 クラフトジン製造・販売事業への新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 北群馬郡榛東村 前橋精密工業株式会社 2070001018165 航空機産業のカーボンニュートラル実現に貢献する革新的航空機軽量化技術の開発 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 利根郡みなかみ町 株式会社月夜野ファーム 8070002035930 スプーン一杯で世界を変える。 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社エーティークリエイト 9070002014669 自動車産業ＥＶ化に伴う一貫生産体制の構築に挑戦！ 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社吉田鉄工所 8070001003401 グリーンインフラに繋がる超大型鋼板製受圧板の開発と量産 株式会社東和銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ティーエムケイ 6070001033177 拡大する化粧品の外注の需要に応え、高い管理能力と衛生環境を活かした充填から梱包までの一気通貫した事業体制の実現 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 群馬県 太田市 株式会社ワイエスディー 6070001027575 コロナ禍でも需要増となっているキャンプ・災害用ライトの開発・製造 Ｒｉｇｈｔ　Ａｒｍ株式会社

関東 群馬県 前橋市 株式会社群馬中央ドライ 2070001000973 ネット宅配クリーニングと保管事業への参入 しののめ信用金庫

関東 群馬県 佐波郡玉村町 エヌピー化成株式会社 4070001014170 着色技術の強みで世界的なＥＶ普及の波に乗りＶ字回復を目指す事業 石村飛鷹

関東 群馬県 邑楽郡板倉町 株式会社山幸 1070001022036 耐久性のあるメタノール型燃料電池のパッケージ開発 館林商工会議所

関東 群馬県 吾妻郡草津町 有限会社巴屋 6070002036658 草津温泉ブランド向上および地域活性化に貢献するカプセルトイ事業への進出 尾﨑　素之

関東 群馬県 北群馬郡榛東村 有限会社岩田養鶏場 6070002027087 鶏糞で作る中小農家のための安心安全の有機肥料づくり 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 前橋市 株式会社アルファプラン 2070001000222 地域住民とお取引先の健康を支えるパーソナル＆フィットネスジムの事業再構築 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 前橋市 かつどんなかや 対面販売に依存しない販路獲得のための冷凍食品製造販売事業 前橋商工会議所

関東 群馬県 前橋市 有限会社食菜工房ずいえん 3070002006218 飲茶をメインとした冷凍中華に挑戦！品質を維持し日持ちの実現 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 高崎市 株式会社文化店舗 3070001035416 店舗デザイン会社がプロデュースする五感全てで感じる高崎リアルサロン 小林　潤

関東 群馬県 前橋市 株式会社まるだい 6070002005126 老舗の味を活かした常温長期保存豆腐の製造販売開始による新分野展開 税理士法人こうの会計

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社Ｋ．ＳＳ 8070001031666 ～「未病への挑戦」～ＮＭＮサプリメント市場への参入 アプリコット株式会社

関東 群馬県 藤岡市 有限会社オーキッドハウス 3070002018106 子供向け脱毛・次世代ハーブピーリングを行うエステサロンをオープンし地域産業のイノベーションに貢献 株式会社東和銀行

関東 群馬県 富岡市 國壽鍛刀場 地域発「伝統工芸刀鍛冶職人」が実演・展示ギャラリーの開設に挑戦！ 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 門倉テクノ株式会社 9070001004654 温湿度自動制御技術と太陽光発電を活用した新たな岩盤浴運営モデルの構築で脱炭素社会の実現に貢献！ しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 小島精工株式会社 6070001009425 デジタル主体生産体制確立でのユーザニーズ対応による事業再構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 佐波郡玉村町 飯玉屋 焼きまんじゅう店から惣菜・スイーツへの新分野展開 群馬県商工会連合会
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関東 群馬県 富岡市 有限会社濱水製作所 6070002016544 新分野「スマートデバイス」事業参入に向けた製造プロセス刷新による精密プラスチック成形品の供給 しののめ信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社メイビ 3070001028989 日本から世界へ！老若男女に愛される化粧品製造販売へのチャレンジ 株式会社関西みらい銀行

関東 群馬県 桐生市 伊田繊維株式会社 3070001015608 作務衣の魅力を伝え続ける熟練職人がこだわりの伝統織物から作るオーダーメイド洋服 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社石原自動車ボデー 8070002008721 国指定工場化によるワンストップ車検と地域初のＡＳＶ・農業用車両の先進整備への挑戦 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 群馬県 前橋市 株式会社石垣 8070001000258 マルチ性能の加工機導入による建具・什器・家具生産体制の刷新計画			 株式会社東和銀行

関東 群馬県 多野郡神流町 まるはち 明治時代の郵便局をリノベーションしたレンタルスペース事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 伊勢崎市 やきべえ 豊富な経験と技術を生かした冷凍商品製造と新たな販売方法の展開 アイオー信用金庫

関東 群馬県 利根郡片品村 大都開発株式会社 5070001023617 スキー場と同じようにマウンテンバイクでも初心者から楽しめるコースを展開 株式会社東和銀行

関東 群馬県 桐生市 新井産業有限会社 6070002022567 群馬県・繭と生糸は日本一！織物整理業からシルク入りジェラートの開発へ。 桐生商工会議所

関東 群馬県 伊勢崎市 いせさきメモリアル株式会社 8070001013549 地元老舗懐石料理の改装で少人数・低価格の地域初「和風邸宅葬オール」出店 あかぎ信用組合

関東 群馬県 前橋市 株式会社測設 4070001001870 最新３次元測量の技術体制を再構築し、売上減からのＶ字回復を図る 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 ブレイブファイトクラブ トレーニングジムから「教育＋介護予防」事業への事業再構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 館林市 有限会社アサヒ金型 3070002034251 モーターコア部品試作と金型製作による量産化支援までの包括対応 北浜グローバル経営株式会社 ＪＡ三井リース株式会社

関東 群馬県 太田市 有限会社今井製作所 5070002032971 スチール製ＩＢＣ折りたたみコンテナ用管理拠点の設立 アイオー信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社横田調査設計 2070001008694 レーザーＵＶＡ等の三次元技術を習得しＤＸ測量設計体制を図る 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社地測設計 6070001002082 ３次元測量に対応した新体制を確立した再構築を取り組みを行う 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社ホワイトイン高崎 2070003003446 生産者とお客様をつなぐ「アンテナ」としてのレストラン開業 なつみ総研株式会社

関東 群馬県 太田市 株式会社Ｍ・Ｌコーポレーション 1070001028685 最先端技術を用いたポストコロナ対応のゴルフシミュレーション場の開設 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 群馬県 吾妻郡長野原町 浅間酒造株式会社 8070001023647 観光地の酒蔵ならではの高付加価値ブランド商品の開発と海外新市場進出 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社ＧＲＥＥ 2070001029237 県産ブランド肉・こだわりダレを主力とした冷凍冷蔵食品製造と販売で新ビジネスモデル構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 館林市 ＴＡＫＥＺＯ株式会社 2070001037314 販売チャンネルの多角化と機械化の推進 奥村　公則

関東 群馬県 高崎市 株式会社リョーチ 8070001007369 最新式グリーンレーザー測量に対応した技術を習得し再構築の取り組みを図る 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 沼田市 三栄実業株式会社 6070001022923 木材加工のコア技術を活用して、集中化戦略から多角化戦略への転換 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 伊勢崎市 ライフインフーズ株式会社 9070001013829 カット野菜分野へ進出し、利用者に温かな家庭料理を提供します コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 前橋市 花味屋 大衆食堂から葬儀屋を主とした仕出し弁当事業への新分野展開 コンサルファーム群馬株式会社

関東 群馬県 高崎市 株式会社ジョーシン・シャックス 6070001007098 中古高所作業車に特化した中古車販売事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 利根郡片品村 東亜生コンクリート株式会社 9070001023150 資源の枯渇に着目したサーキュラーエコノミーの構築とコンクリートリサイクル及び処理の高度化事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社タヒラ 2070001007696 半導体製造装置部品の超精密加工開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 群馬県 太田市 有限会社武内工業所 4070002029886 建設廃棄物等の再資源化に貢献する新たな分野への展開に向けた厚板加工の内製化計画 シェアビジョン株式会社 三菱電機クレジット株式会社

関東 群馬県 太田市 ワシントンモーターズ株式会社 6070001020349 タイヤ保管・管理、エーミング（特定整備）サービスへの新規参入 桐生信用金庫

関東 群馬県 富岡市 株式会社Ｈ・ａｃｃａ　ｃｏｍｐａｎｙ 4070001037592 レストランからジェラート製造販売・卸事業に転換し事業再構築を行う 富岡商工会議所

関東 群馬県 邑楽郡邑楽町 株式会社高堰組 5070001028450 群馬県内の橋梁を救え！安全性が高いＴＯＢＩＳＬＩＤＥを用いた自社一貫体制による橋梁足場の組立計画 株式会社足利銀行

関東 群馬県 吾妻郡嬬恋村 Ｂａｃｏｎ 燻製肉製造に係るコンサルタント事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 ティーズカンパニー株式会社 3070001030037 金型、プラスチック加工の強みを活かした金型洗浄への新分野展開 群馬県信用組合

関東 群馬県 藤岡市 有限会社金沢石油店 4070002017932 地域社会に不可欠なガソリンスタンドの強みを活かす新分野展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社齋藤組 8070002021906 橋梁等吊り足設置工事事業への新規参入 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

関東 群馬県 高崎市 株式会社冨永調査事務所 2070001007853 ドローンや３次元レーザースキャナー等のＩＣＴ技術を活用した点検・計測・調査事業への参入 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社三光製作所 8070002020412 飲食店設備から医薬品関連機器部品製造業への進出と業態転換 株式会社ゼロプラス

関東 群馬県 桐生市 有限会社ＯＯＹＡ－ｍ 4070002025539 プラスチックモデル向け金型を高品質・効率的生産で実現する新分野展開 桐生信用金庫

関東 群馬県 高崎市 株式会社リッキー 3070001015376 畑の食品ロスを削減！生産農家を救う地元食材の急速冷凍加工販売 福田　秀幸

関東 群馬県 前橋市 小池　法幸 老舗弁当屋が仕掛ける「冷凍シュウマイ」の自動販売機で企業再生 及川　愛

関東 群馬県 桐生市 株式会社ＵＴＥＣ 1070001028388 精密機器の洗浄装置の解体・撤去・搬送工事の一貫受注体制の構築 早瀬　達

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社みらい 2070001032224 フトン洗い特化のコインランドリー兼洗濯代行ＦＣに加入し新分野展開 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 群馬県 館林市 ｔｈｅ　ｇｒｏｖｅ　ｃａｆｅ 地域資源を活かしたドッグランカフェへの業態転換によるコロナ禍耐性強化事業 館林商工会議所

関東 群馬県 太田市 新田製パン有限会社 2070002030417 個人向け半焼成冷凍パンの開発・販売に挑戦　新規顧客を獲得！ 株式会社シャイン総研

関東 群馬県 安中市 株式会社ハイパークリエーションアルファ 2070001029848 空き家をリノベーション　ＩｏＴ技術とウェブプロモーションで　旅館業への新規参入 群馬県信用組合

関東 群馬県 吾妻郡草津町 株式会社安齋商店 4070001023659 蔵を活用したコイン式セルフバーの新分野展開で売上の拡大 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 吾妻郡草津町 有限会社やぐら 5070002036907 新名所の集客力を活かすテイクアウト併設の唐揚げ専門店の展開 株式会社群馬マーケティングセンター

関東 群馬県 吾妻郡草津町 有限会社大嶌組 5070002036238 ワーケーションニーズに応えるＩＯＴを活用した完全非対面型一棟貸し宿事業 小山　武仁

関東 群馬県 吾妻郡中之条町 株式会社エスアールケイ 5070001024045 四万のランチ難民を救い、日帰り需要拡大へ繋げる蕎麦店の開店 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 ソニック株式会社 5070001019565 総合印刷会社の挑戦！ウィズコロナにおける新たな戦略 桐生信用金庫

関東 群馬県 渋川市 東洋化工株式会社 5070001017809 難成形プラスチック製品の生産性向上による新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社優美苑湯浅商事 8070002012590 学童、小学生対象の塾事業に新分野展開して事業再構築します！ 高崎商工会議所

関東 群馬県 伊勢崎市 有限会社スタイル 4070002020795 地域包括ケアの一翼を担う在宅医療に特化した訪問調剤薬局事業 ＪＩＮ＆Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社

関東 群馬県 太田市 株式会社ＴｏｔａｌＳｉｍ　Ｊａｐａｎ 5070001030638 ＣＦＤコンサルティング業者がクラウドＣＦＤ事業の新分野展開！ 株式会社東和銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社ＴＭＴグループ 6070001036601 鳥獣捕獲業界初！鳥獣捕獲管理支援システムの販売を実現し業界の生産性向上に貢献 株式会社東和銀行

関東 群馬県 高崎市 有限会社アスナロペイント 5070002013278 地元密着のコインランドリー＆洗濯代行業で地域貢献と雇用創出を目指す 高崎信用金庫

関東 群馬県 太田市 株式会社ＡＩＣホールディングス 5070001020837 韓国風屋台「ポチャ」を中心とした韓国総合ショップ開店計画 株式会社東和銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社群馬清風園 1070001000925 Ｗｉｔｈコロナ時代における、地産地消型ボタニカルカフェの創出 早瀬　達

関東 群馬県 吾妻郡嬬恋村 反商 業態転換による新たなサービス構築で地域・利用者・当社の三方良し 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社オーエーサイン 7070001026840 中食・内食需要を捉えた自動販売機ステーションの開設 株式会社栃木銀行

関東 群馬県 みどり市 株式会社邦和 6070001016545 ＥＶ車軽量化・普及を後押しする「ＥＶ車フレーム製造用超ハイテン材プレス金型製造」 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 群馬県 安中市 合同会社ＤＡＮＤ－Ｙ　ＬＩＦＥ 8070003002938 居酒屋が６次産業化、コロナ禍でも人気の干し芋加工へ事業再構築 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 桐生市 株式会社桐生住宅設備 9070001017284 来るべき建造物解体ラッシュ備え解体工事業への参入 株式会社東和銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社ＤＳ　ｉｎ　Ｊａｐａｎ 8070001029735 ベトナム文化をもっと日本に！人気ベトナム食品の輸入販売卸事業 水谷　弘隆

関東 群馬県 太田市 株式会社永德 6070001018772 段ボール製造で培ったノウハウを生かし、什器／展示会用ブース・大きな段ボール製作への挑戦！ 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 株式会社ヤマザキテクノ 4070001020854 半導体生産用研磨部品の内製化を図り高品質化と納期短縮を実現する 桐生信用金庫

関東 群馬県 太田市 ＴＨ株式会社 9070001026021 ＳＤＧｓと自動車リサイクルにＤＸをもたらす自動車解体業 太田商工会議所

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社下田設計 5070001013444 デザインの力でより暮らしやすい住環境を導く新分野展開 伊勢崎商工会議所

関東 群馬県 富岡市 有限会社ガレージフューチャー 2070002016143 環境・人体・お財布に優しい水性塗料を用いた３種類の特殊塗装サービスへの新分野展開 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 群馬県 太田市 株式会社ユー・エス・テクノロジー，ファーイースト 1070001020287 「低融点樹脂粉砕設備等」の導入による熱可塑性樹脂製研磨材の製造 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社いちもん 2220001023059 うなぎ・マグロ加工製品の製造／ＥＣ小売販売事業への事業転換 井上大輔

関東 群馬県 前橋市 ボン・ヴィヴール 村で唯一のうどん専門店で地域創生・イノベーション事業 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 藤岡市 ｐｅｒｓｏｎａｌｔｒａｉｎｉｎｇＲｉｅｎｔ 非対面で入退室管理する多機能型レンタルスタジオ事業の展開 群馬県商工会連合会

関東 群馬県 高崎市 株式会社Ｃｏｎｎｅｃｔ 7070001027310 障害者就労支援施設、障害者グループホームの設立 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 高崎市 株式会社グリーンウッド 9070001028091 サブスク型会員制屋内シミュレーションゴルフ事業の展開 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 太田市 有限会社ボディーショップ岡﨑 1070002032447 電気自動車の整備、販売への新事業展開 株式会社足利銀行

関東 群馬県 前橋市 株式会社皆川製作所 4070001003578 デジタル革命に寄与する高精度取手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 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

関東 群馬県 前橋市 株式会社宮内建商 9070002007549 無垢端材を再利用したアウトドアグッズ販売 群馬県商工会連合会
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関東 群馬県 高崎市 株式会社新晃工業 3380001026929 第三者との密接リスクなく、屋外サウナを楽しめるグランピング場 東京中央経営株式会社

関東 群馬県 高崎市 有限会社ヒグダイ 6070002013599 大量に破棄される生花“ロスフラワー”を削減する新分野事業“カフェ・コワーキング”で「生活の一部に花を」 高崎信用金庫

関東 群馬県 邑楽郡千代田町 株式会社シー・エス・ケイ 1070001019593 橋梁用、超高層高度建造物用部品事業を新展開しサステナブル企業体を構築 群馬県商工会連合会 株式会社アマダリース

関東 群馬県 前橋市 陽昇建設株式会社 5070001030893 ＩＣＴ土木による、生産性向上とポストコロナ対応型組織への変革 渡邊　太郎

関東 群馬県 太田市 矢島工業株式会社 3070001020260 ＥＶ用アキシャル・ギャップ・モーター新規開発 株式会社東和銀行

関東 群馬県 沼田市 プロダクトアドバンス株式会社 1070001036135 “癒しの空間”を提供するペット用品の洗濯が可能なコインランドリー事業 北村　亮太

関東 群馬県 高崎市 株式会社アドテックス 7070001006099 自然冷媒系チラー製造業への業態転換 公益財団法人群馬県産業支援機構

関東 群馬県 伊勢崎市 株式会社エィティシー 1070001014058 歩行者保護エアバック装置パッキングシール貼り付け作業台を使った作業工程及び、捺印工程の新規導入と構築 株式会社群馬銀行

関東 群馬県 前橋市 有限会社ＭＵＲＡＫＡＭＩ 4070002004055 既存事業での設備、技術を利用し、安価かつ高品質な肉料理を提供する飲食店の立ち上げ しののめ信用金庫

関東 群馬県 藤岡市 株式会社オリトフーズ 1070001036085 馬肉販売・卸事業者が新たに馬肉を使ったペットフードの製造・販売に進出 株式会社東和銀行

関東 群馬県 太田市 モン・スティル株式会社 5070001029630 自社の経営リソースを活用した、フィットネスジム事業の新規開業 牛腸　真司

関東 群馬県 前橋市 株式会社犬飼フーズ 4070001004691 鮮魚卸売店が提供する惣菜・弁当テイクアウト事業の展開 群馬県商工会連合会

関東 埼玉県 草加市 株式会社Ｊスタイルズ 9010601043504 日本の若者を元気に！オンラインを活用したグローバル人材育成・紹介事業の全国展開 株式会社シャイン総研

関東 埼玉県 さいたま市北区 ＩＴ　Ｔｒｅａｓｕｒｅ キッティングサービス及びキッティングスペースレンタル事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 北本市 永田塾 短期間で直読直解の英語力が身につく塾のフランチャイズ展開 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市中央区 Ｓｍｉｌｅ　Ｍｅ株式会社 6030001096871 ＳＴＥＡＭＳ（科学、技術、工学、芸術、数学、スポーツ）＋αを学べる預かり保育 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 入間郡三芳町 株式会社ＴＳＫ 3030003002962 物品消毒から「ＭＡ－Ｔ水溶液生成装置」を用いた新型コロナウイルス対策（身体除菌・殺菌）への移行 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川越市 でん舎 獅子舞関連グッズのＥＣ販売と体験教室で伝統文化の大衆化を目指す 川越商工会議所

関東 埼玉県 飯能市 秦誠 ＹｏｕＴｕｂｅｒ・ＥＣ事業者向け動画・写真撮影スタジオの新規開業 コンピタント税理士法人

関東 埼玉県 春日部市 有限会社サポートマーケティングサービス 6030002071568 災害時用移動式太陽光発電・蓄電池の開発及び販売 川口信用金庫

関東 埼玉県 川口市 松岡孝典 請負事業からコンテンツホルダー事業への業種転換 川口商工会議所

関東 埼玉県 深谷市 ドゥーラママン トレーラーハウス活用した安価・高品質の通信制高校サポート校事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 入間市 有限会社かどや 9030002035033 創業７３年の居酒屋が新たに行うキッチンカー事業 飯能信用金庫

関東 埼玉県 富士見市 株式会社タイヨー 9030001046386 農業体験スクールによる、自然栽培食品カフェのオープン 山部　浩平

関東 埼玉県 秩父市 有限会社タイヘイ建宅 1030002122648 アニマルセラピーを活かした障がい者就労支援Ｂ型等施設の立上げ 秩父商工会議所

関東 埼玉県 川口市 株式会社リバーリップ 8030001083686 成長する教育市場で「中学受験に特化した個別指導塾事業を展開」 尾亦　周平

関東 埼玉県 比企郡嵐山町 株式会社ウィークス 1030001120272 大自然に囲まれたトリミングサロン複合施設により『思い出つくり』を提供 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 草加市 株式会社ウィズ 9030002043366 伝統技能である革製品の高度な製造技術を生かした「ビリヤード向け自社オリジナル製品」の開発 草加商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社アビ 2030001118290 内面から美しくする加圧トレーニング事業への進出 伊藤　洋介

関東 埼玉県 川越市 あけぼのホール 事業の集大成としての市民大学『カワゴエ大学』の立ち上げ 川越商工会議所

関東 埼玉県 川越市 コトノワ 一人暮らしの高齢者向けの電話による話し相手・見守りサービス 川越商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市北区 ネイルアイアイ パンダのミルク食パン『ちゃんぱん』の製造開発及びテイクアウト販売事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 秩父郡皆野町 有限会社大野製作所 7030002122163 ワンパス・オートメーション化による半導体製造装置市場への事業転換 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 吉川市 株式会社Ａｃｔｉｏｎ 7030001040250 調査にドローンを活用した防錆工事業への新分野展開 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 合資会社ジョイントワン東京 3030003000603 ブライダル・ビジネス分野のオンライン配信における機材設営業から配信トータルサポート業への上流転換 坪井　亮

関東 埼玉県 八潮市 株式会社アント 6030001039616 特殊塗装で実現する持続可能な空間デザイン 内海　妙子

関東 埼玉県 川越市 有限会社大野農場 3030002078319 養豚業のノウハウ・人材を活かした「チョウザメの養殖・キャビアの加工販売」による売上拡大 川越商工会議所

関東 埼玉県 大里郡寄居町 正喜バル ピザの強みと地域の食材を活かしたＢＢＱセットと冷凍ピザの開発と販売 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 坂戸市 一般社団法人日本のぞみ葬協会 8030005017087 要介護者の旅行のお手伝いをする福祉介護タクシー事業 株式会社リアリゼイション

関東 埼玉県 上尾市 上尾自動車工業株式会社 2030002052919 電気自動車新規拡販を機会とした、社内体制整備による競争力強化の実現 上尾商工会議所

関東 埼玉県 坂戸市 合同会社ＳＵＮ　ＳＨＩＮＥ 7030003009285 テイクアウトでバインミーの販売と既存店舗との相乗効果の発揮 株式会社エイチ・エーエル

関東 埼玉県 入間市 リアル・ベースボール・アカデミー 医療従事者が考案したやさしいスポーツジム 猪瀨　将一

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社エムエーエスケー 8030001114193 いじめ・ハラスメントの報告相談ができるツールの開発・販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 川越市 株式会社十吉 9030001096902 フードデリバリー用のシェアリングブランドによる事業再構築 川越商工会議所

関東 埼玉県 川越市 Ｃｏｍｐｒｅｓｓｉｏｎ　ａｎａ株式会社 9030001128580 リンパ浮腫治療院から未来の院長を育てる実践型スクールへの転換 川越商工会議所

関東 埼玉県 戸田市 有限会社柴崎塗装工業所 6030002024402 「塗装や」のノウハウを詰めたオリジナルデザインマスキングシート製品づくりへの展開 小澤　竜一郎

関東 埼玉県 深谷市 ｊｅｅｎ 痛みを我慢しなくてもきれいになれるプチ若返り脱毛サロンの展開 深谷商工会議所

関東 埼玉県 秩父郡長瀞町 株式会社長瀞レクリェーションホテル 6030001091105 日帰り入浴事業開始と温泉化のための設備投資 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 さいたま市北区 一般社団法人日本セルフプロデュースメイク協会 8030005015693 自社オリジナル化粧品の企画開発による新たな事業機会の獲得 さいたま商工会議所

関東 埼玉県 川越市 ミノワ工機株式会社 5030001055663 コンクリート切削・濁水処理装置による廃アルカリ水処理事業 公益財団法人埼玉県産業振興公社

関東 埼玉県 入間市 合同会社Ｆｅｎｒｉｒ 8030003012180 入間市を中心とした地域活性化、キッチンカー事業への転換 飯能信用金庫

関東 埼玉県 春日部市 株式会社全日春日部 5030001130788 感染症まん延防止に寄与する空気環境測定事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社Ｋｉｉｔｏｓ 9030001101414 地鶏を使用した独自製法によるテイクアウト専門から揚げ店へ業態転換 税理士法人末松会計事務所

関東 埼玉県 比企郡嵐山町 株式会社紅葉堂 1030001071342 カステラ製法で作る新しいチーズケーキの製造・販売 井川　和美

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社カスケディア・トレーディング 2030001122565 地域資源の循環利用を目指したエコフィードへの取組み 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 川口市 有限会社ケーズクリーン 2030002111781 再生利用の市場拡大へ寄与するリサイクル率１００％を目指す中間処理分野への参入計画 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 久喜市 ＫＯＭＩＮＥ工業株式会社 9030001031289 電気自動車部品加工への事業展開と圧倒的な量産加工体制の構築 大谷　周平 リコーリース株式会社

関東 埼玉県 所沢市 株式会社ＭＩＫＡＭＩ 1030001028045 大胆な業態転換による水素タンク向け精密部品の高精度短納期生産体制構築事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社フジムラ製作所 5030002111036 ２Ｄ精密板金設計データによる受注から製造工程のＤＸ化による新分野展開 久保田良則

関東 埼玉県 川越市 エス・エム・アイ株式会社 2030001054395 水晶デバイスの超小型化と高精度化によるデータセンター用デバイス供給計画 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 羽生市 株式会社羽鳥製作所 2030001032913 半導体・情報通信産業におけるグリーン成長分野への新分野展開 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 加須市 有限会社アミナ 4030002042926 地域特産品を扱うマルシェと無人販売所及び、冷凍ナン生地の生産で地域創生を目指す 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 行田市 株式会社ダイエー自動車販売 8030001086961 脱炭素社会実現へ向けた大型電動車整備のインフラ構築事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 越谷市 有限会社ア・ミュ・ゼ 3030002084853 シニア世代に向けた健康と美をサポートするフェイシャルケア事業 増田　考邦

関東 埼玉県 行田市 旭工榮株式会社 5030001086659 建設業界の人手不足に対応し、ＩＣＴ技術活用による生産性向上に貢献する三次元高精度測量への新分野展開 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社Ｈｕｍａｎ　Ｂｏｎｄ 8030001099609 飲食事業者による、郊外型インドアゴルフ練習場への新分野展開。 井之川　宗弘

関東 埼玉県 川口市 株式会社Ｔ＆Ｙ 3030001132349 昼営業主体でテイクアウトもできる非接触型ハンバーガー業態の事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 埼玉県 蕨市 日本邦山商事株式会社 5011801032424 日本の熟練技術によるコレクション向け包丁の製造事業 井上　拳

関東 埼玉県 草加市 日本人工芝計画株式会社 6011501023862 環境負荷が小さく高機能・低コストな新築住宅断熱工事への進出 東京中央経営株式会社

関東 埼玉県 八潮市 有限会社ミウマ工芸 2030002071992 物価高とコロナをチャンスに変える！新需要をとらえるための設備投資 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 埼玉県 秩父郡長瀞町 長瀞運輸株式会社 9030001091102 ＲＶパークの新事業展開 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 入間市 株式会社山岸宇吉商店 5030001027349 コロナ禍でも継続的成長を見込める焼肉業態の新規展開計画書 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 埼玉県 さいたま市岩槻区 株式会社長谷川鉄工所 4030001076776 高精度加工の自動化・工程集約による短納期化に挑戦！伸長市場の新規需要獲得事業 石山　賢

関東 埼玉県 さいたま市南区 パワープランニング株式会社 6030002027909 オンライン診療システムの開発による革新的な事業再構築事業 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 川越市 魔人豚・グラデーション武蔵 地域密着ラーメン店からブランド冷凍ラーメン製造、自販機・通販で経営復活 渡邉勝次

関東 埼玉県 川越市 株式会社高速 5030001054673 環境・セキュリティ対応の新ＤＰＳワンストップサービスの提供 飯能信用金庫

関東 埼玉県 上尾市 大沢精密工業株式会社 1030001041238 炭化水素洗浄への転換！大胆な洗浄工程改善による医療分野への進出事業 石山　賢

関東 埼玉県 川口市 ホープ製薬株式会社 7030001077128 インキ市場から脱却し、新市場に向けた添加剤製造事業 新城　裕史

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社岩崎工務店 6030001112174 木造住宅の可能性を示す新築工事を請け負う工務店 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社
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関東 埼玉県 春日部市 サイトラ株式会社 8030001120299 中古トラック販売事業者による鈑金・塗装事業への新分野展開 森　健輔

関東 埼玉県 越谷市 株式会社ワイエムキャスト 3030002091924 高精度加工の自動化と大胆な工程集約による伸長市場需要獲得事業 石山　賢

関東 埼玉県 さいたま市緑区 バストアップ・小顔・脱毛サロンレムリア ３０代～５０代以降女性向け、健康姿勢バストケアサービスの提供 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 埼玉県 行田市 有限会社尋商 2030002118125 家庭菜園などの体験活動を通して地域社会と関われる放課後 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 狭山市 有限会社リ・ワークスジャパン 5030002037371 ステークホルダーが幸せになる中間処理施設の設置 伊藤　洋介

関東 埼玉県 蕨市 株式会社成功商事 2030001107046 中華風菓子の製造による飲食業から小売業への業種転換 株式会社ＮＫＫソリューションズ

関東 埼玉県 越谷市 ヒーロー電機株式会社 8030001064653 曲面加工高度化・デジタル化による自動車補修部品への業態転換 石山　賢

関東 埼玉県 所沢市 株式会社多幸 1030001121650 魚介類を活用した野球場テイクアウトサービスの開始 山部　浩平

関東 埼玉県 さいたま市南区 ベストメディカルサービス株式会社 2010001105737 眼のトータルケアプラットフォームの構築による実店舗とデジタルの融合 市川　義治

関東 埼玉県 戸田市 株式会社中村国際通商 4030001034354 高精度曲げ加工による高付加価値住環境市場への参入 川口商工会議所 株式会社アマダリース

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 若伊商事株式会社 8030001097612 一貫請負体制の構築計画 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 入間郡三芳町 有限会社富士森彫刻精密 8030002076193 金型業から樹脂製品加工業への事業転換に必要な金型部品加工の工程の革新 飯能信用金庫 リコーリース株式会社

関東 埼玉県 戸田市 株式会社エステック 7030001020079 ＡＩ熱変位抑制技術による丸物複合加工技術の高度化で医療照明市場に進出 石山　賢

関東 埼玉県 飯能市 有限会社フォレストカンパニー 6030002120894 女性の活躍を支援、女性を中心としたハイブリットコワーキングスペース 飯能商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市中央区 天日合同会社 5040003006572 中国産ノーブランド製品のＥＣ販売による新分野展開 新都税理士法人浅野事務所

関東 埼玉県 比企郡吉見町 合同会社ＭＥＯＷ 9030003005365 中古コインランドリーを再生させる店舗運営事業 山邨　正胤

関東 埼玉県 戸田市 有限会社奥羽技研工業 4030002023851 高付加価値筐体を製造する新生産プロセス構築 喜安　英伸 株式会社アマダリース

関東 埼玉県 川口市 株式会社谷中地銅店 3030001077585 精密高精度製品加工ノウハウを活用した精密筐体生産プロセス構築 川口信用金庫 株式会社アマダリース

関東 埼玉県 春日部市 株式会社ｅｋプラン 9030001033780 障がい者就労支援事業所による物価高騰に負けない鰻専門店の開業 株式会社アクセルパートナーズ

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社ちろり 4030001127728 料亭文化を和洋スイーツとして進化、専門店で新市場を切り開く。 税理士法人北村会計

関東 埼玉県 狭山市 アクセプト株式会社 1030001028136 介護職員の「腰痛問題」を解消する「介護福祉器具」完成品市場への参入計画 北田　健太

関東 埼玉県 川口市 株式会社エシック 9030001083553 看板取付事業から特殊素材を活用した３Ｄ造形物のＥＣ販売への転換 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 埼玉県 草加市 アス　ア　ヴィヴァン 人・ペット共にＦｏｏｄ　ｆｏｒ　Ｗｅｌｌ－ｂｅｉｎｇな食品販売事業への転換 草加商工会議所

関東 埼玉県 行田市 渡辺金属工業株式会社 9030001087166 匠の技術が人々の心の交流を生む「アウトドア製品」事業化計画 北田　健太

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社埼玉急送社 8030001003421 地域高齢者のつながりを創る「介護福祉搬送サービス」事業化計画 北田　健太

関東 埼玉県 新座市 株式会社ユートラスト 4030001113810 リフォーム会社が行うコロナ禍対応型美容室出店事業 今橋　英士

関東 埼玉県 草加市 株式会社Ｅｉｚｅｎ 2030001034711 「赤外線カメラを搭載したドローン」を用いた建物外壁点検・調査事業への挑戦 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 さいたま市西区 有限会社三井経営研究所 5030002013232 中小企業間接部門のＤＸ化・生産性向上コンサルティング事業に新分野展開 協同組合さいたま総合研究所

関東 埼玉県 三郷市 株式会社アクア 7030001039318 既存商材からの収益多角化！全国に設置されたディスポーザー（生ゴミ処理機）から収集されるゴミからバイオマス燃料を製造！ 税理士法人ＡＳＣ

関東 埼玉県 春日部市 株式会社トリプルエム・ビービー 8030001100334 中古車販売のＥＣ化により地域から全国へのビジネス商圏を拡大 高松　佑

関東 埼玉県 越谷市 吉野電化工業株式会社 1030001064965 ハイエンド電子デバイス用立体成形樹脂物へのメッキ配線事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 草加市 草加建設株式会社 3030001035147 ３次元レーザードローンによる起工測量に取組み、ＩＣＴ施工体制で再構築を図る 東京東信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 バウハウス株式会社 1030001118102 ３Ｄパースと無人ショールームによる非対面・非接触型営業のＦＣ展開 川口信用金庫

関東 埼玉県 草加市 富士製麵株式会社 7030001035523 地域密着型スーパー及び高齢者向け食料品宅配事業への参入 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 有限会社水上自動車工業 2030002057471 市内初！先進安全自動車の即日整備と２種の最先端塗装の提供開始 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 株式会社トワイス 2030001019349 ＨＶ・ＡＳＶ等の最新技術に対応した「ペンタゴン型自動車整備サービス」の実現 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 埼玉県 秩父市 ヒロミ株式会社 3030001091479 地域密着型通所介護事業への進出 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 飯能市 株式会社かみかみや 6030001109848 客足が戻らないレストランを救う、惣菜製造・販売 飯能商工会議所

関東 埼玉県 東松山市 有限会社ステーションイン 7030002096960 ビジネスホテルとシナジー効果を図る中華料理店を運営する事業 小澤　竜一郎

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社ネクスト 2030001085523 ボトル充填技術を活かした新たな溶融充填・パウチ充填技術導入によるバーム製品・詰め替え製品への対応 シェアビジョン株式会社

関東 埼玉県 比企郡嵐山町 エイサムグループ トップサロンが取組む、美容業界の課題解決に繋がる２つの新サービス 大竹　貴司

関東 埼玉県 富士見市 株式会社ベマックス 4030001050120 「需要構造の変化（特に中食需要の増大）に対応した」惣菜販売＆カフェ運営事業 税理士法人Ｋ．Ａ．Ｏ．

関東 埼玉県 東松山市 横田自動車工業 サービス領域を拡大し、収益力を向上させ、かつ、事業承継を進める事業 小澤　竜一郎

関東 埼玉県 川口市 株式会社ホームズマルホ 4030001077130 省エネリフォームを中心としてＢｔｏＣビジネスへ進出 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 三郷市 株式会社三郷工具 9030001040793 汎用機による工具製造からデジタル加工による超硬工具製造へ転換 亀有信用金庫

関東 埼玉県 秩父郡長瀞町 株式会社ｙｏｕ　ａｕｔｏ 7030001109260 ＥＶ車対応可能な認証整備工場を立上げ、整備事業の非対面ビジネス展開 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 埼玉県 秩父郡皆野町 株式会社町田製作所 2030001091133 ＥＶモータ用アルミダイカスト用治具製作への設備導入による新分野展開 一瀬　章

関東 埼玉県 飯能市 有限会社石森製作所 9030002119199 設備導入とＩＯＴシステム構築による油圧バルブ製造への新分野展開 一瀬　章

関東 埼玉県 川口市 有限会社大和製作所 6030002104526 ＥＶ部品・難加工部品研削の進出高付加価値金属加工事業への転換 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 埼玉県 久喜市 株式会社テクノサポート 8030001043987 コインランドリー店運営と機器メンテナンス修理事業への進出 山崎コンサル株式会社

関東 埼玉県 蓮田市 特定非営利活動法人福祉ファーム里山 9030005016484 就労支援事業から第６時産業への大胆転換計画 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 熊谷市 有限会社トレイル 7030002115084 アウトドア愛好者向けにドッグラン併設の体験型複合施設を構築 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 上尾市 株式会社遠藤製作所 7030001041232 パンデミックに対応したロボット生産プロセスの構築 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 八潮市 有限会社シナノプリント 7030002044416 フルカラー＆高精細印字のバイアル用シュリンクフィルムラベルの製造 株式会社アイピーアトモス

関東 埼玉県 川口市 和光紙器株式会社 1030001077802 サーキュラーエコノミーへの移行に向けたプラスチック資源循環ビジネスの展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 鶴ヶ島市 福島商事株式会社 2030001069170 中小企業のハイブリッドワーク支援（提案）事業 飯能信用金庫

関東 埼玉県 川越市 川越プレス工業株式会社 4030001054501 新たに「複合機部品」や「遊技台部品」を製造する新分野展開 北浜グローバル経営株式会社

関東 埼玉県 富士見市 株式会社雇われない生き方 9010601054708 宮崎県えびの市でのワ―ケーションとコワーキングスペース事業 坪井　亮

関東 埼玉県 日高市 株式会社ＪＭＴ 2030001089747 静電防止機能付き半導体検査治具開発による半導体産業への高度化貢献 協同組合さいたま総合研究所

関東 埼玉県 戸田市 中央精版印刷株式会社 1030001020480 印刷のデジタル化による絶版書籍の復刻・絵本等自費出版での新市場開拓 齊藤　祐一

関東 埼玉県 秩父市 有限会社井上自動車 2030002122639 短納期架装整備を実現する特殊車両整備サービス拡張事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 川口市 株式会社クリーンソフト 9030001108418 ＥＣ店舗運営の業務効率に寄与するクラウド型受注管理システム事業 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 埼玉県 春日部市 有限会社ソネ工業 7030002068687 大胆な業態転換による複合曲げ加工部品の高精度短納期生産体制構築事業 石山　賢 三菱電機クレジット株式会社

関東 埼玉県 草加市 有限会社山内鉄工 5030002046100 コロナを機に事業承継と新分野展開を図り経営を立て直すための新事業 足立成和信用金庫

関東 埼玉県 戸田市 株式会社ビーステージ 6030001022968 中古車・キッチンカー販売からオートキャンプ場運営への新規参入 株式会社足利銀行

関東 埼玉県 川越市 株式会社春田工業 3030001056003 非ダクト分野の強化を通じた事業領域の拡大による事業再構築 埼玉縣信用金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社東光 7030001076212 強度が必要な建築物の構造部分に使用される金属部品加工への進出 株式会社東京経営サポーター

関東 埼玉県 鴻巣市 有限会社大一米菓 8030002082737 鴻巣から巣立て！ＨＡＣＣＰ対応ＪＡＰＡＮライススナックの輸出事業 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 越谷市 有限会社高野設備 7030002086920 手作業工程を完全自動化へ！大胆な業態転換による伸長市場需要獲得事業 石山　賢 三菱電機クレジット株式会社

関東 埼玉県 八潮市 株式会社竹之内工務店 4030001038941 現役ゴルファー、元プロゴルファーのマンツーマンレッスンが受講できるインドアゴルフレッスン事業 りそな総合研究所株式会社

関東 埼玉県 さいたま市西区 株式会社喜多山製菓 3030001002163 ＨＡＣＣＰ対応で国際舞台に飛び立つ日本のお菓子づくり拠点 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 深谷市 株式会社コウノ 5030001086304 生産体制の自動化による高精度化と高速加工の両立を目指す大胆な業態転換事業 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 春日部市 株式会社大善 2030001052572 ノウハウ×新技術の「新サービス」で、未開の地『建設業界』を開拓する 川口信用金庫

関東 埼玉県 比企郡川島町 有限会社アカギ精密 1030002072067 ガソリン車からＥＶ車向けの精密・大型部品フライス加工への挑戦 税理士法人ＴＭコンサルティング

関東 埼玉県 越谷市 ＴＯＳＹＯ株式会社 1030003003467 ＮＦＴアートの売買及びＮＦＴアートを用いたグッズ制作アプリの開発事業 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 川口市 有限会社エドワーク 7030002100953 オーダーメイドプラント設備市場への参入 城北信用金庫 株式会社アマダリース

関東 埼玉県 熊谷市 有限会社高野製作所 4030002118577 複合機の導入で精密切削加工の高度化を図りＥＶ用モータ部品の生産に挑戦 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 有限会社青木製饀工場 1030002000060 女性の“コミュ力”を生かしたシェア・アトリエと「あんブックカフェ」への事業転換 友野　行晴

関東 埼玉県 新座市 株式会社中野技術 2030001011685 最新ドローンシステム導入による３次元データ災害対策測量への進出 株式会社武蔵野銀行
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関東 埼玉県 坂戸市 弓削多醬油株式会社 8030001069000 創業１００年の醤油製造会社による、こだわりのポン酢を世界へ 吉川　順子

関東 埼玉県 鶴ヶ島市 アトリエビジュク 地産地消のキッチンカー事業並びにキッチンカーの駅事業の展開 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 八潮市 有限会社扇ゴム工業 8030002046634 市場の変化に対応した、旋盤導入によるゴム製造のワンストップ新分野展開 埼玉県商工会連合会

関東 埼玉県 入間市 有限会社川内精工 9030002035058 入間市町工場の業態転換、熱抑制技術を用いた高精度加工化事業 石山　賢 昭和リース株式会社

関東 埼玉県 飯能市 西山屋 完全ＯＥＭ商品・缶スイーツのテイクアウト・ネット販売への挑戦 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 行田市 有限会社フィッシュ・フード・サービス 7030002118137 和を全面に出したコロナ対応・低価格ウェディングと貸しスペース事業 株式会社エイチ・エーエル

関東 埼玉県 戸田市 株式会社日進化成 4030001020577 受注減による余剰人員で工程を内製化し一貫生産体制の構築と超小ロット生産の実現 城北信用金庫

関東 埼玉県 草加市 株式会社エムアイ精巧 1030001034737 強みの加工技術力等を活かし新たな成長分野への事業展開で業績伸長を実現 北浜グローバル経営株式会社

関東 埼玉県 三郷市 株式会社トーサイ 4030001036879 ＡＳＶや電動車等の新自動車に特化した次世代型自動車総合ディーラーへの変革 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社深谷組 8030001007414 日本初、中小企業が挑む完全失業者対象の自立支援型人材派遣事業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川越市 株式会社大産エンジニアリング 2030001058405 大物精密加工技術を活かした小径加工の自動化・量産体制の確立 飯能信用金庫

関東 埼玉県 草加市 株式会社ＣＡＮＮＯＡ 4030001139640 【非接触】【ＤＸ】【自動化】によるニューノーマル対応カラー専門店事業 髙橋　雅人

関東 埼玉県 越谷市 有限会社メタルメディア 3030002089332 ボルト座製造技術と超精密複合切削・高品質洗浄による半導体分野進出 石山　賢

関東 埼玉県 蓮田市 株式会社テラシマ 6030001018454 新技術を駆使した大胆な業態転換による高精度短納期生産体制の構築事業 石山　賢 三菱電機クレジット株式会社

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社ＡＲＰＩＴ 7030001094610 良質な総菜や生鮮食品と中国産食品を販売するミニスーパーの開業 西山　和孝

関東 埼玉県 さいたま市北区 株式会社高橋儀三郎商店 8030001005310 医療新分野進出のための３Ｄ多機能パイプベンダー開発導入事業 公益財団法人さいたま市産業創造財団

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 株式会社ビーライン 1030001111197 地域コミュニティと児童学習の拠点を提供！　～地域密着型コミュニティ型学習スペース提供業～ 安元　計皓

関東 埼玉県 蕨市 高橋一貴 ポストコロナを見据えた地域需要に応えるインドアゴルフ練習場の運営 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 秩父郡長瀞町 東洋パーツ株式会社 2030001091100 大胆な業態転換による高精度トラック向け電動パワーステアリング部品の短納期生産体制構築事業 株式会社埼玉りそな銀行 首都圏リース株式会社

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 シートメタルテクノ株式会社 3030001042911 レーザ加工の多様化による高品質切断面工法の確立 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 飯能市 株式会社アライブ 8011102028961 ＣｔｏＣプラットフォームのノーコード開発によるゲームアカウント売買事業への参入 丸山　達也

関東 埼玉県 戸田市 株式会社協和テック 9030001020960 印刷物の箔押し＆打抜き機器導入による新分野展開 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 和光市 柳下技研株式会社 5030001046877 ガスタービン発電機を搭載した、高ペイロードの国産ドローンの部品加工及び完成品の生産 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社オキナヤフォーメック 2030001084533 建設現場の安全を守る新型巻上式荷重試験機導入による業態転換計画 打越　大輔

関東 埼玉県 さいたま市緑区 有限会社大川精機製作所 1030002002577 手術支援ロボットのアーム先端に取り付ける手術器具部品加工 塩津　友輝

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 有限会社ウィロー・トレーディング 9030002020010 焼肉店が挑戦する子どもの健やかな成長を支援する冷凍弁当の製造販売事業 青山裕之

関東 埼玉県 戸田市 シマモト技研株式会社 4030001020346 工作機械卸売業からグループ会社との連携を活かしたロボットシステム製造業への進出 株式会社ゼロプラス

関東 埼玉県 加須市 塚越特殊鋼株式会社 8030001032602 新分野（ロボット分野等）における高精度金属切断事業への挑戦 りそな総合研究所株式会社

関東 埼玉県 狭山市 株式会社フローリスト彩花 6030001094545 地域初！お独り様でも安心。高齢者生活支援と祭壇不要の花で送る葬儀 土橋　一拓

関東 埼玉県 富士見市 ゼロホーム建設株式会社 1030001111783 高まる防災意識に対応し、一気通貫の事業体制で安価かつ質の高い防災シェルターの実現 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 埼玉県 東松山市 有限会社富久屋 7030002096259 箭弓神社の立地を活かし、地域ブランドを強化・展開する事業 小澤　竜一郎

関東 埼玉県 秩父市 和心伝酔ダダ 秩父産ジビエペットフードの生産体制整備・販路開拓による事業再構築 齊藤　光介

関東 埼玉県 草加市 ナチュラルレインボー株式会社 2030001109083 オンライン相談・診療可『動物病院』『ペットドクターズＥＲ』及び『ペットサプリメント開発』事業 ＴＦＳ国際税理士法人

関東 埼玉県 北葛飾郡松伏町 株式会社エイト技研 4030001144624 加工技術を活かし製紙機械の部品補修でＶ字回復へ 北浜グローバル経営株式会社 三菱電機クレジット株式会社

関東 埼玉県 川越市 株式会社Ｌａｕｇｈ　Ｌｉｆｅ 2030001120908 あの名店の味をもう一度！「チュンダの餃子」復活プロジェクト 白川　淳一

関東 埼玉県 桶川市 株式会社アリスホーム 1030001100101 リノベーション＋介護特化の体験型モデルハウス 川口信用金庫

関東 埼玉県 熊谷市 株式会社吉坂製作所 1030001085466 需要増加を見越した次世代自動車向け温度センサー部品製造へ進出 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 草加市 有限会社ライク 1070002037339 不用品買取の総合管理システム「不用品買取おまかせくん」 鈴木一郎

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 株式会社ポップサイクル 5030001011591 業務用厨房機器及び業務用店舗用品の買取・販売及びレンタル事業 税理士法人けやきパートナーズ

関東 埼玉県 川越市 株式会社右門 2030001059337 工場直販と「あんこラボ」の展開による売上拡大 川越商工会議所

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社メロ・ワークス 1030001013807 カラオケボックスからマルチスペースレンタル事業へ新分野展開 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 三郷市 株式会社新和エコー 7030001036760 トトップコート剤の普及を目指し評価事業試験を事業化、多様な産業への活用を促進する事業 亀有信用金庫

関東 埼玉県 さいたま市緑区 有限会社諏訪野 5030002007399 団体向け農業体験から個人向けの「食と農と環境の体験教室」への転換 川口信用金庫

関東 埼玉県 日高市 株式会社Ｆ・Ｉ・Ｇ 2030001102542 英語のスキルを活かして子供の教育に貢献できる「オンライン対応型ＡＢＣえいごとダンスレッスン」のＦＣ展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 川口市 福瑞商事株式会社 5030001109254 高性能かつ費用対効果に優れた、ＡＩ開発者へのサービス提供・ＣｈａｉｎＢｏｘプラットフォーム事業 坪井　亮

関東 埼玉県 川越市 Ｂｒｉｇｈｔｏｎ　Ｄｒｅａｍ株式会社 2030002034198 埼玉県川越市の新地方活性型パン屋運営事業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社紅鑫 3011301016920 中華惣菜販売進出に伴う製造所の新規開業による利益拡大事業 石渡正雄

関東 埼玉県 川口市 株式会社ワールドキッチンテック 3030001073270 海外輸出向け自動調理機器の専用製造ライン構築事業 野竿　健悟

関東 埼玉県 鶴ヶ島市 株式会社大成住宅 5030001069507 サービス付きガレージハウス提供によるストックビジネスへの転換 市川　正一

関東 埼玉県 上尾市 立花機械株式会社 8030001041512 ウィズ・アフターコロナを見据えた中食業界の急成長市場へ金属加工の新分野展開 牛腸　真司

関東 埼玉県 久喜市 小倉徹也 学べる！相談できる！出会える！お金のオンラインスクール事業 株式会社ビズグランツ

関東 埼玉県 さいたま市南区 地方創生支援企画 過疎地域での空き家活用型地域おこし事業への取組み 株式会社千葉銀行

関東 埼玉県 三郷市 有限会社オートストーン 2030002048553 自動車板金修理からＥＶ、先進安全自動車に特化した民間車検事業への参入 株式会社アルファコンサルティング

関東 埼玉県 吉川市 株式会社大倉 9030001065485 環境配慮型少ロット対応高度めっき処理事業の推進 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 蕨市 株式会社やどり木 2030001138537 リフォーム業に関わる全ての人を支えるサービス！現場と職人のマッチングサービス「リフォームマッチ」 株式会社ビズグランツ

関東 埼玉県 所沢市 中西ゴムストラテジー株式会社 1030001028672 広告・宣伝業からＲＶパーク＆キャンプへの業種転換による事業再構築 一瀬　章

関東 埼玉県 戸田市 有限会社大坪紙工 8030002023872 地域発！製本技術を活用した封筒折り加工対応によるＤＭ市場進出 氣谷　美鶴

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 有限会社ヴェルソ 9030002001712 エステサロンから白髪染めに特化した美容室への事業転換への取組み 三浦　清勝

関東 埼玉県 春日部市 株式会社Ｓｔｅｍ 3030001093319 ＵＩに優れた家事代行サービスシステムを新規に構築し、家事代行サービス事業に新規参入 德田　進

関東 埼玉県 入間郡三芳町 株式会社ニューブック 2030001056458 紙の書籍流通からデジタル印刷による在庫レス流通への業態転換 株式会社アカウティングプロ

関東 埼玉県 八潮市 株式会社エス・ディー・エス・モールド 4040002040458 アミューズメント成形品製造の設計力・素材ノウハウを生かし、車業界成形品への挑戦！ 株式会社きらぼし銀行

関東 埼玉県 川口市 内藤プロセス株式会社 9030001082217 製品のブランド価値を高める製品外箱への特殊印刷の新展開 城北信用金庫

関東 埼玉県 戸田市 戸田精密工業株式会社 2030001020777 先端設備導入による生産体制の再構築でＥＶ部品金型の新分野展開へ挑戦する 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 川口市 アルスロデザイン株式会社 6030001082525 スマートグラス手術ナビゲ―ションによる「遠隔手術立合サービス事業」 青木信用金庫

関東 埼玉県 川口市 株式会社ＦＡＬＣＯＮ 2030001078601 スマートファクトリー化による次世代金属加工分野への新規参入 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 行田市 大野建設株式会社 8030001086747 大径木や古材等の材料を活用した環境に配慮したリノベーション及びＤＩＹ事業への展開 株式会社群馬銀行

関東 埼玉県 越谷市 ぽんて鍼灸整骨院 鍼灸整骨院が強みを活かして、パーソナルトレーニングジム事業で社会貢献 株式会社栃木銀行

関東 埼玉県 川越市 マンジャ 「ご家庭の食卓にお届けする美食イタリア料理のおもてなし」事業への転換 マックス総合税理士法人

関東 埼玉県 北本市 株式会社矢口造園 8030001062129 産業廃棄物受入事業への進出による資源の有効活用での事業拡大 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 さいたま市北区 高橋通信株式会社 4030001093227 ＩＴを駆使して自学自習のフォローを行う学習塾の開業 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 さいたま市西区 ハイシマ工業株式会社 6030001006888 建物の高性能化改修によるコロナ禍対応、省電力、長寿命化の実現 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 川口市 株式会社ソニックホールディングス 9011101065591 高付加価値ドラッグストア出店による成長分野への進出 株式会社武蔵野銀行

関東 埼玉県 志木市 有限会社ティーアンドコー 6011502003921 レンタル・シェアバイク事業者向けオンラインシステムの提供 株式会社リアリゼイション

関東 埼玉県 さいたま市南区 有限会社アキモト・パーツ 7030002017842 次世代半導体製造装置向け超精密部品製造事業への新分野展開 川邊　洋二 昭和リース株式会社

関東 埼玉県 さいたま市中央区 有限会社サンキ機械 8030002005796 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 埼玉県 さいたま市見沼区 株式会社サクラフーズ 9030001053795 竹林資源を活用した環境配慮型の使い捨て割箸と土壌改良剤の提供 日髙　強

関東 埼玉県 朝霞市 株式会社トップテクノ 7030001097910 建て替え需要に応えるための大型コンクリート建造物解体事業 佐藤　勇樹

関東 埼玉県 さいたま市浦和区 株式会社Ｑｕｅｅｎ２１ 7030001103528 終身飼育をトータルでサポートするペット事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 埼玉県 さいたま市中央区 株式会社セリテクラージュ 8030001011911 休業スペースを活用した国内最高峰の声楽家による個別指導教室事業 青山裕之
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関東 埼玉県 川越市 株式会社ＲａｙＤ 2030001126450 現役エンジニアを講師にしたＩＴエンジニア育成スクールの新規開設 経営相談有限会社

関東 埼玉県 所沢市 肉や　しるし インバウンドも視野に。アフターコロナの小分け魚料理居酒屋 髙橋　創

関東 埼玉県 川越市 株式会社マツザキ 2030001056796 ＳＤＧｓの循環を全国に展開！環境共生型クラフトジンで町おこし 株式会社八十二銀行

関東 埼玉県 さいたま市大宮区 エアデジタル株式会社 1011101086901 デジタルスポーツ空間を有効活用したフレイル予防運動プログラム さいたま商工会議所

関東 埼玉県 八潮市 大山畳店 介護に貢献する新たな床材「リフォーム畳®の置き畳」を作り全国へ！ 亀有信用金庫

関東 埼玉県 八潮市 株式会社シン・インターナショナル 5030001038222 化粧品ＯＥＭメーカーとしてフェイスパック専業から基礎化粧品への新たな成長戦略 株式会社埼玉りそな銀行

関東 埼玉県 北足立郡伊奈町 有限会社フルハウス 9030002057572 脱毛ビジネスで若者から中年層、被介護者の自分磨きをサポート 株式会社東和銀行

関東 埼玉県 さいたま市南区 株式会社フォーライトロード 3030001124445 コロナ対策万全なお好み焼き店への挑戦による事業再構築計画 鈴木　ゆい

関東 埼玉県 川口市 東洋産業株式会社 5011501022774 日中の国境をボーダーレスに、東洋産業が描く中国市場進出と新たな未来 株式会社ＷＥＥＶＡ

関東 埼玉県 さいたま市北区 アート食品株式会社 2030001000374 野菜加工製造業者のための新製造法構築と新殺菌溶液ユニットの販売への事業展開 株式会社三井住友銀行

関東 埼玉県 熊谷市 和数奇ホテルズ＆リゾーツ株式会社 8030001088652 地域の観光需要を喚起する産直物販事業への新規参入 株式会社武蔵野銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 合同会社スタイル 8040003009507 スポーツ電動アシスト自転車の開発と販売 パイオニアブレイン株式会社

関東 千葉県 市川市 かぐや姫美容室 エステスパ×セルフエステを加えた新感覚の美容室 市川商工会議所

関東 千葉県 八街市 株式会社望美 5012301009656 美味しい東アジア食品でより現地気分を味わう！ＥＣ事業への転換 廣野　希

関東 千葉県 香取市 株式会社ＳＴ商会 2040001123653 需要が増加する放課後等デイサービス事業に挑戦　オリジナル教材使用で新規顧客獲得 株式会社シャイン総研

関東 千葉県 館山市 グローバルオーガニックグループ株式会社 7040001091210 健康に関心が高い消費者にからだに優しい麦を用いた製粉事業の展開 瀬戸　正人

関東 千葉県 長生郡一宮町 柳原大志 デザイナーとして新ブランドを確立しての焙煎珈琲豆販売 藁　信博

関東 千葉県 船橋市 アド 金券ショップからコミュニティスペースへ新分野展開 船橋商工会議所

関東 千葉県 市川市 ＦＯＲＥＳＴ合同会社 9010803001846 本格中華でみんなを笑顔に町中華への事業転換 株式会社イクルスマネジメント

関東 千葉県 千葉市稲毛区 ときた行政書士事務所 「離婚後の女性のキャリア支援を行うシェアサロン事業」で女性の活躍　推進に貢献 パイオニアブレイン株式会社

関東 千葉県 香取市 株式会社小見川自動車整備センター 3040001063915 法人へ向けた水性塗装を主軸とする高品質な当日完結型自動車修理サービスの実現 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 千葉県 八街市 株式会社海老澤精機 1040001048991 ＣＯ２削減に貢献する超軽量特殊車両の製造・販売による企業再生 一般社団法人神奈川中小企業診断士会

関東 千葉県 柏市 有限会社ｋｔ－ｓ 9040002021882 半導体不足に対応した修繕・メンテナンス事業による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

関東 千葉県 千葉市美浜区 株式会社エスアールアイ 4040001012383 量子技術イノベーションによるシステム開発・サービス提供 一般社団法人千葉県中小企業診断士協会

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社スタイル・レゴ 9040001056731 ゴルフに集中できる環境を実現した２４時間営業無人シミュレーションゴルフ パイオニアブレイン株式会社

関東 千葉県 佐倉市 株式会社ＮＥＸＴ　ＤＯＯＲ 3040001098201 寝具ＳＤＧｓ！メンテナンス重視の街の寝具販売・レンタル店への転換 松尾　基司

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社住まいるハウジング 4040001081412 究極の地産地消！自家農園で作った作物で食育ＢＢＱ 松尾　基司

関東 千葉県 松戸市 株式会社ＳＯＬＷＡＹＳ 7040001076005 子供の運動能力が伸びるゴールデンエイジ向けレッスンのサービス開発 合同会社バリューアップ

関東 千葉県 香取市 白鳥石材株式会社 3040001063568 お墓以外の相談事も付加価値化する終活サポート事業 佐原信用金庫

関東 千葉県 市川市 らくーる リラクゼーション・エステサロンがヘアカラー専門店の新規事業に挑戦 打越　大輔

関東 千葉県 匝瑳市 有限会社小川製作所 2040002083434 プラスチック製品における成形、組立、ロール転写の一貫生産体制の構築 合同会社バリューアップ

関東 千葉県 香取市 有限会社タクミ産業 2040002087435 野菜苗生産農業事業者による野菜と苗の直売所の開設 株式会社マネジメントパートナーズ

関東 千葉県 旭市 ＣＯＭＦＹｃａｆｅ４２１ 健康食「養生ごはん」を提供　テイクアウト・モーニング事業への事業展開 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 野田市 株式会社クリーンハウス寿 4040001072246 パワーナップに対応したドライヘッドスパサロンの開業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 木更津市 株式会社日本なぎさプラント 6040001052808 最先端ドローンを活用したプラント点検事業 オリオン税理士法人

関東 千葉県 市川市 アイシン不動産販売株式会社 5040001056751 地域住民の豊かさ向上を目的とした、フランチャイズでのハワイアンドーナツ販売事業の運営 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 株式会社ＪＶ 3040001070754 高温洗濯で殺菌したリネンサプライの提供と地域高齢者・障がい者の雇用創出 山田　慶

関東 千葉県 野田市 株式会社かわた 1040001072439 食品表示確認不要、安心購入可能な１００％オーガニック食品専門店への挑戦 打越　大輔

関東 千葉県 船橋市 株式会社スタジオＣｏＣｏ－Ｌｉ 4040001056851 船橋市松ヶ丘をチャレンジキッチンで活性化させる街づくり事業 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 松戸市 株式会社毎日が日曜日 5040001041753 東京オリンピックサーフィン会場すぐの海の見えるキャンプ場事業 吉田　宙

関東 千葉県 富里市 ＨＡＩＲ　ＳＡＬＯＮ　ＶＥＬＸ＇ｓ メンズエステサービス（セルフ脱毛／ヘッドスパ／歯のホワイトニング）の新規提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 千葉市中央区 ホロ株式会社 4040001107423 映像による商品ＰＲを用いた独自の課題解決型野球用品ＥＣ運営で小売業へ参入 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 印旛郡栄町 有限会社小澤建業 6040002059331 サイディングのノウハウを生かした、外壁クリーニング・診断サービス事業 株式会社ＩＰＪ

関東 千葉県 柏市 有限会社しのざき 7040002096506 脱毛及びフェイシャルエステのサービス提供による売り上げの拡大 柏商工会議所

関東 千葉県 流山市 合同会社フットギアソリューションズ 6040003005664 心身×眼鏡！理学療法士が全身＆心のバランスを見て製作する眼鏡 松尾　基司

関東 千葉県 千葉市美浜区 株式会社クロスロジック 5040001011293 ドローン、ジンバルカメラ、３６０°カメラを活用した事業者向け映像制作および販促支援事業 阿部　尚武

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社越前屋 8040001045264 最新ＬＥＤ脱毛機を用いた【①脱毛サロンのＦＣ事業】と【②ＬＥＤ脱毛機の卸事業】 税理士法人コンパス

関東 千葉県 柏市 有限会社ヒラカワ 7040002091309 医療機器用の精密電線製作による売上・利益拡大事業 柏商工会議所

関東 千葉県 松戸市 二葉貿易株式会社 6040001030375 業界初！新アンチエイジング口腔美容液 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 成田市 株式会社フレッシュワン 1050001034933 ＳＤＧｓを意識した「光１％ルール」によるガラス温室・ビニールハウス洗浄事業への挑戦 安　智範

関東 千葉県 八千代市 Ｆｉｔ　Ａｘｉｓ 小学校高学年を対象に中学英語を事前に学習するオンライン塾への新分野展開 八千代商工会議所

関東 千葉県 山武郡九十九里町 有限会社タカハシサービスステーション 7040002078017 ＩｏＴを使った危険物取扱いスマート３ＰＬへの挑戦 銚子信用金庫

関東 千葉県 山武郡横芝光町 株式会社岐本 5040001062667 定尺切断能力獲得による、電炉メーカー向けスクラップ事業への業態転換 株式会社ゼロプラス

関東 千葉県 銚子市 鹿島ロジスティックス株式会社 9040001062746 倉庫事業の遊休スペースを活用した水産加工業への新規展開 株式会社常陽銀行

関東 千葉県 銚子市 スバル千葉東株式会社 1040001062200 地域初の「ＥＶショールーム兼ＥＶファクトリー」の開設 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 千葉県 茂原市 エコクリーン株式会社 5040001059564 河川維持等で伐採した竹を利用したバイオエタノール製造研究事業 房総信用組合

関東 千葉県 富里市 カーゴプロモーションエージェンシー株式会社 3040001045822 ホテルレストランのワインに合う惣菜を店舗で販売し収益拡大 小笠原　裕

関東 千葉県 千葉市中央区 ワタナベ建設株式会社 5040001011426 地域住民・学生の豊かさ向上を目的とした、フランチャイズでのハワイアンドーナツ販売およびカフェ事業の運営 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市原市 マリン産業株式会社 7040001056485 千葉初！水中ロボットによる上水配水池の調査点検・清掃事業 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 山武郡横芝光町 株式会社古西商店 2040001064864 食肉卸売の目利き力を生かし、上質な肉の端材を使ったレトルト食品の開発・販売計画 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 山武市 佐久間建設株式会社 4040001058138 ＩＣＴ建機で民間宅地造成へ進出、コロナ禍以降の戸建て・開発ニーズを掴む 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 長生郡一宮町 大原洋人 オーストラリア「ＪＳ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ」社製サーフボードの直販事業への参入 千葉　勇人

関東 千葉県 富里市 有限会社野路工業 8040002056450 外国人実習生向けシェアハウス運営事業で業績Ｖ字回復と地域貢献を図る新分野展開 千葉信用金庫

関東 千葉県 柏市 株式会社Ｆａｉｒ　Ｍｅｄｉｃａｌ 6040001040721 関連会社の商品と遊休地を活用したレストラン事業の展開 千葉　勇人

関東 千葉県 千葉市中央区 合同会社Ｖｉｎｔａｇｅ 9040003010232 西洋シェフが創る独自のご当地ラーメンの拡販で業績Ｖ字回復を図る新分野展開 タックスパートナー税理士法人

関東 千葉県 匝瑳市 みやもと山 みやもと山の有機米を加工品である真空パック餅、甘酒へ新展開 銚子信用金庫

関東 千葉県 印西市 有限会社小澤製作所 1040002057100 ＣＡＤデータ復元から代替部品製作までの自社一貫体制の確立 近山　寿博

関東 千葉県 我孫子市 株式会社備前 3040001069409 海鮮居酒屋によるお手軽手料理用「熟成魚」のテイクアウト／ＥＣ販売 松尾　基司

関東 千葉県 銚子市 方宝たつみ株式会社 1040001064725 作りたての風味や味見を再現できる、冷凍惣菜の製造販売に進出 銚子信用金庫

関東 千葉県 香取市 すがや亭 長年培った調理技術と強固な顧客基盤を活用した地産地消の本格ラーメン店への事業転換 佐原信用金庫

関東 千葉県 長生郡一宮町 有限会社釜屋燃料店 2040002082428 地域密着型企業として電気工事提案型ショールームでのＳＤＧｓへの取り組み 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 佐倉市 株式会社原島電機工業 9040001006265 業界に先駆けた３Ｄ－ＣＡＤの導入と提案営業による農業法人市場への新分野展開 佐倉商工会議所

関東 千葉県 富津市 有限会社戸張工務所 6040002071501 宮大工職人の技能が活かせる社寺建築物の補修工事事業への進出 近山　寿博

関東 千葉県 松戸市 株式会社オアシスグループ 4050003000996 介護負担を軽減するシニア向けのプライベート脱毛サロンの新設 東京中央経営株式会社

関東 千葉県 南房総市 他力本願吉田ＪＡＰＡＮ 地元の食材やレジャーを楽しめるキャンプ場の開設 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社キチット 9040001088675 老舗とんかつ屋が高級鉄板焼き屋へ業態展開して経営の立て直しを図る計画 千葉信用金庫

関東 千葉県 鎌ケ谷市 株式会社ライトシティ 2040001108563 自社厨房調理による、地元農産物を素材とした法要料理への挑戦！ ゆあすけっと合同会社

関東 千葉県 野田市 株式会社富士技術サービス 3040001071488 ３次元測量機器の導入ＩＣＴ人材の育成を通じたｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ体制への再構築 山崎健

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社トレイドウインド 4040001005544 紅茶専門店が自社スコーンを開発製造し新たにギフトセット販売にチャレンジ 千葉信用金庫
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関東 千葉県 千葉市美浜区 有限会社ダット 5011702014190 リバースエンジニアリングによる工作機械可動部の修理・保守事業 株式会社フラッグシップ経営

関東 千葉県 松戸市 ヘアスペース　ティアラ 既存事業の顧客基盤を活かした非対面美容・健康サービスの展開 合同会社バリューアップ

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社オーエックスエンジニアリング 4040001001089 コロナの影響を乗り越えるオーダーメイド車いすのネットを用いた会員サービス事業の立上 公益財団法人千葉市産業振興財団

関東 千葉県 流山市 ＨＯＰＥ株式会社 4011101078144 飲食店の強みを活かしたフィットネスジム事業に新分野展開 井下　佳郎

関東 千葉県 松戸市 日双アルミ工業有限会社 6040002047798 工程の自動化により建築金物等の小型部品大量生産を図る 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 銚子市 株式会社宮内溶接 8040001062490 重量物高度溶接技術による大型製缶製造に向けた抜本的業態転換 銚子信用金庫

関東 千葉県 船橋市 千倉水産加工販売株式会社 7040001074306 高鮮度干物と九十九里産ハマグリを、全国へ！高利益体質に大革新 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 船橋市 株式会社大木無線電気 1040002021048 新型コロナウイルスによる電気事業売上低下を受けたドローン事業への新分野展開 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 千葉県 銚子市 株式会社銚子大洋自動車教習所 8040001062284 自動車教習の強みを活かした地域密着型ドローン教習事業へ進出 尾﨑　素之

関東 千葉県 山武市 トレポルチェリーニ有限会社 6040002080031 ラーメンのテイクアウト商品の開発に伴う通販・中食市場への進出 松代　和也

関東 千葉県 木更津市 株式会社ジーシーオー 8040001051254 少人数家族へ届ける　デザイン×ＩｏＴ　住宅　―　木更津の地場工務店による挑戦　― 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社異文化交流企画 8040001000681 日本語教育機関向けのクラウド型学校管理システム Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 千葉県 八千代市 株式会社アオキプランニング 3040001020429 大規模居酒屋店舗を撤退して酒類に依存しない飲食店を展開する新分野への挑戦 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 有限会社イセ化工 4040002020468 顧客データー一括管理のＤＸ化によるＢｔｏＣアフターメンテナンスへの進出 税理士法人児島会計

関東 千葉県 八街市 株式会社インテックジャパン 7040001049761 在宅環境に癒しを！塊根植物の仕入・販売による新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 旭市 株式会社ＥＮ 2040001102319 地元生産者×パートナーで縁「結び」を提供する地域ブランディング事業 尾﨑　素之

関東 千葉県 鎌ケ谷市 有限会社ジェットストローク 6040002042493 トレーラーを活用した日本２例目の移動型託児所とＰＲ用レンタル事業 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 千葉県 君津市 有限会社丸子自動車リペアセンター 4040002070810 地域初の先進安全自動車対応トータルサポートサービスの展開 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 千葉県 柏市 有限会社ベガ 8040002091514 デジタル技術を活用したショップのＦＣ展開でボウリング市場を再興 税理士法人みなと東京会計

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社和光グループ 9040001011579 漢方薬局の強みを活かしたレンタルスペース事業の展開 千葉商工会議所

関東 千葉県 我孫子市 Ｌｉｆｅ　ＳＳ株式会社 4040001090891 働きがいも経済成長も！障がい者スタッフが地域に貢献、店舗兼移動型パン屋の出店 株式会社市岡経営支援事務所

関東 千葉県 浦安市 宇田川歯科医院 シニア世代への口腔内治療と人生の最後までのメインテナンスに特化した歯科医院への業態変換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 有限会社アルファーウェーブ 2010502000445 解体業から広告業へ大胆に挑戦！看板広告デザイン・設置事業による業種転換 株式会社東日本銀行

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社ｉｎｇエンターテインメント 2040001009910 地元千葉県の木材を活用した、個人住宅リフォームサービスと家具販売の開始 株式会社ＷｅｌｌＦｌａｇｓ

関東 千葉県 富里市 辛い屋 高機能冷凍機を導入したネット通販・無人販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 千葉市中央区 丸竹住宅設備 造作家具製作とカラオケボックスを組み合わせた新事業展開 近山　寿博

関東 千葉県 柏市 株式会社タカネザワナイソウ工業 1040001070475 循環型社会の実現に寄与する家具の製造販売・サブスクサービスの展開 柏商工会議所

関東 千葉県 千葉市若葉区 株式会社大協 2040001058908 ドライバーによる、ドライバーのための、お役立ちグッズの製造販売 税理士法人アピロ

関東 千葉県 柏市 有限会社サンビシット 5040002089998 地域に根強い飲食事業者が手掛ける練馬区初の個室サウナ事業 リードブレーン株式会社

関東 千葉県 富津市 株式会社おおぐさ丸水産 7040002071112 「魚の切り身冷凍商品及びチルド商品」製造販売事業 税理士法人ロールスパートナーズ

関東 千葉県 千葉市若葉区 篠崎製作所株式会社 9040001098146 薄板溶接能力の獲得による、半導体製造装置市場への進出 株式会社ゼロプラス 株式会社アマダリース

関東 千葉県 船橋市 株式会社オレイド 2040001122069 運動生理学を活用した研究型パーソナルトレーニングジム事業 久保田　昌宏

関東 千葉県 野田市 株式会社Ｍ・Ｎ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 5030001068517 ハラール食品を販売するスーパーマーケットの開業 鈴木　正子

関東 千葉県 白井市 株式会社フリースタイル 3040001046390 ポストコロナ型キッチンカー事業への新規参入 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 船橋市 有限会社ＴＴＳ　ｆａｃｔｏｒｙ 1040002065524 電設工事からドローン教室や支援による社会貢献事業の実施 船橋商工会議所

関東 千葉県 千葉市美浜区 株式会社アイズファクトリー 2040001088467 粉屋が監修する、国内産小麦粉に特化した食品製造拠点　兼　多機能型アンテナショップ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 旭市 レストラン夢時庵 フレンチが酒蔵で発酵させるパンは香取市農産品で付加価値化 佐原信用金庫

関東 千葉県 白井市 興和金属株式会社 5120901034501 加工工程の超高度化による高純度な再生資源の海外販売事業 西川貴人

関東 千葉県 成田市 稲垣興業株式会社 3040001042704 低感染リスク型のイベント支援・ＥＣ向けテント倉庫の制作などｗｉｔｈコロナ時代のニーズへの対応 株式会社ユア・ストラテジー

関東 千葉県 旭市 ＲＩＴＡ株式会社 6040001107090 飲食店の一部を分割して惣菜店へ改装し、新たな収益の確保を目指す 関谷　満

関東 千葉県 八街市 株式会社ルート 1040001103739 生産者から直接仕入れた野菜を小売販売する直売所事業の開発 髙瀬　哲也

関東 千葉県 千葉市花見川区 イルピアーノ株式会社 2040001087997 稲毛駅前に緑の憩いを。ポストコロナ型独自ブランドカフェの展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市原市 株式会社さくら 3040002004736 居酒屋店舗を自社ブランドそば店に転換の事業化 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市緑区 株式会社エムズパートナーズ 5040001085726 絵本の世界観を具現化した銘柄鶏による、チキン料理の製造・販売 株式会社みずほ銀行

関東 千葉県 大網白里市 古民家食堂もちづき 地元九十九里浜名物「なめろう」の自動販売機でのおみやげ販売 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 柳製作所 原子力発電所や造船等で使用される工業用蝶番のレーザカットにおけるコスト削減及び短納期化事業 シェアビジョン株式会社 リコーリース株式会社

関東 千葉県 君津市 株式会社富士産業 8040001052153 リース機器の洗浄・修理の引受けによる、トラブルの防止と事業の円滑化 安室　信成

関東 千葉県 市原市 あるぼん株式会社 8040001054926 急速冷凍で生産力向上＆食材ロス削減！出来立てパンの味を店頭＆ネット通販で全国販売 千葉信用金庫

関東 千葉県 南房総市 株式会社石井 6040001117809 畳の潜在需要掘り起こしに挑戦　商圏拡大と新たな畳販売方法への業態転換 株式会社シャイン総研

関東 千葉県 成田市 株式会社ヒラノ 3040001046127 自社豚肉加工品の内製化と新メニュー開発による地域ブランドの確立 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 柏市 Ａｉｒｉｔｃ株式会社 3010401106838 トッピング可能アプリ付き小型モジュール内蔵ゴルフボールでがっちり 白川　淳一

関東 千葉県 柏市 株式会社ドローム 1040001084442 電子シーシャ新規開発とサブスクモデルによる新規販売事業 榑松　貴

関東 千葉県 柏市 ヨシザワエルエー株式会社 5040001066627 電子線滅菌装置部品等の加工を実現する切断工程刷新計画 シェアビジョン株式会社 三菱電機クレジット株式会社		

関東 千葉県 野田市 株式会社元祥 9040001060733 ハイコスパ中華料理店が挑む地域の食を支えるＢｔｏＢ事業への展開 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 千葉県 君津市 有限会社かずさ緑地 5040002069785 不動産賃貸業から自然豊かな南房総でのオートキャンプ場への挑戦 福永　健二

関東 千葉県 船橋市 株式会社フューチャーリンクネットワーク 7040001019632 おかえり金谷小プロジェクト！～廃校から新たな賑わい創出のコミュニティへ～ 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 鎌ケ谷市 株式会社プラスジェニック 3040001095000 「ニューパッケージビジネス」ポストコロナに挑戦 千葉信用金庫

関東 千葉県 千葉市若葉区 有限会社吉川自動車工業 2040002012269 大型車両対応の強みを活かすワンストップ整備・洗車サービスへの進出 北村　亮太

関東 千葉県 習志野市 株式会社サンティエ 9040001083065 保育＋お稽古の”一時保育特化型施設”の開設　～罪悪感なく預けられる場の提供～ 古田　真由美

関東 千葉県 船橋市 有限会社前田額縁店 7040002031735 反り・ねじれ材を矯正した天板の製造と、リユースによる天板のレンタル事業 鹿沼相互信用金庫

関東 千葉県 南房総市 まごえむ ファミリー向け和風民宿から非接触南国風リゾートへの新分野展開 姫田光太

関東 千葉県 野田市 株式会社ティーワンテクノ 2040001072553 野田発！３次元加工をシームレスなデジタル情報連携で革新的業態転換！ 税理士法人アルカンシエル 昭和リース株式会社

関東 千葉県 千葉市美浜区 株式会社ＣＵＢＥリノベーション 7040001015722 足立店ビルをまるごとＬＩＸＩＬ製品のみで体験ショールーム化する 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 君津市 株式会社イワモトワークス 4040001119807 飲食店内装工事業から住宅リノベーション工事業への事業転換 君津信用組合

関東 千葉県 流山市 神田大人の沖縄料理店ぐしけん（沖縄ダイニングきじむなー） アフターコロナで勝ち抜けるホルモンメインの焼肉店へ事業転換 株式会社アサユナイト

関東 千葉県 袖ケ浦市 株式会社リプラス 9040001053241 循環型社会の実現へ！プラスチック廃棄物から高付加価値な再生ペレットを製造・販売する 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 有限会社三昭機工 3011702013467 平均年齢３４歳！若手技術者が活躍する金属加工業者の新たな挑戦！半導体市場へ進出 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 習志野市 株式会社ＹＯＵ－ＴＯＷＮ 5040001078085 セルフカーディテーリングスペースのレンタル事業による新分野展開 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 柏市 株式会社Ｂｅ　ＤＲＥＡＭＥＲｓ 6040001093174 常陸牛１頭買いを売りにした、焼肉店の出店 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 千葉県 鴨川市 有限会社重夢 1013202014245 サステナブルな就労継続支援事業 日下　一郎

関東 千葉県 船橋市 株式会社貝電 8040001032956 健康を地域に提供する「個室サウナ事業」への新分野展開 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 我孫子市 株式会社ＦＵ－ＤＯ 8040001039852 女性専用サウナｉｎトータルスパ 柏商工会議所

関東 千葉県 松戸市 株式会社ネオ・ゼロ 9040001040009 美容師の発信の場となるシェアサロンの開所、及び美容院経営塾 髙司　浩史

関東 千葉県 成田市 有限会社ナカノヂーゼル 7040002055560 どんどん出てこい！働く電動車！電動化を見据えた特装車製造業への転換 銚子信用金庫

関東 千葉県 銚子市 株式会社トラヤ 4040001062354 地域初！ＤＸ推進の旗印となる先進的ライブオフィスを構築 銚子信用金庫

関東 千葉県 佐倉市 株式会社シーアールエー 9100001025837 オタク向け特殊衣装の販売作成事業 佐倉商工会議所

関東 千葉県 千葉市中央区 有限会社後藤モータース 2040002004332 リース会社向け車両整備特化の強みを活かすＥＶ車整備への新進出 北村　亮太

関東 千葉県 船橋市 株式会社Ｐ＆Ｏ 7040001088875 自宅で楽しめるこだわりの冷凍ピザのＥＣ販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 柏市 ウォームス 「暮らしと仕事」を双方からサポートするコワーキングスペース事業 株式会社地方創生推進協同機構
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関東 千葉県 野田市 株式会社百万石ファーム 4040001079167 短期滞在型複合施設（キャンプ・コワーキングスペース・マルシェ）を中心とした事業活性化 梅川　貢一郎

関東 千葉県 市川市 株式会社ＦｏｘＧｌｏｖｅ 1040001033507 ＡＩによる革新的な会計監査支援システムを構築し、監査支援サービスの提供によりリモート監査の実現をはかる 木寅　雅之

関東 千葉県 習志野市 株式会社ＰＡＭ 1040001086851 美容室からホテルの宿泊客及び地元住民向けカフェへ業種転換 税理士法人横浜総合事務所

関東 千葉県 白井市 株式会社ソフケン 4040001044154 ＢＦ療法に用いる筋電図のディスポーザブル・プローブ電極の製造販売 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市原市 株式会社エアーズ 2040001053636 コロナ禍で激減したイベントの企画運営から福祉用具賃貸に新分野展開 市原商工会議所

関東 千葉県 柏市 いぬいくら株式会社 4040001105591 海苔のアクアポニクス陸上養殖で当社課題解決と県伝統産業継承を 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 野田市 野田清掃株式会社 7040001071435 地域密着の浄化槽清掃業者が顧客ファーストで提供する除菌水 ＳＷＯＴ有限会社

関東 千葉県 習志野市 株式会社ｒｉｎｇｓ 3040001077345 非接触を可能としたカジュアルイタリアンの店舗展開による事業再構築計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 千葉県 印西市 一般財団法人みらい福祉財団 1040005020906 食品生産・加工によるサスティナブルな社会に対応した就労支援事業への転換 坂本　信行

関東 千葉県 浦安市 株式会社マルノブ 1040001103202 中小飲食業界向けオリジナル食肉加熱惣菜のＯＥＭ受託製造業への進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 船橋市 ＲＥＶＯＬＶＥ株式会社 8040001110167 いつでもどこでも作品とその世界観を楽しむことができる「漫画＆小説」配信サイトの運営 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

関東 千葉県 印西市 株式会社ＡＤＶＡＮＣＥ 8040001111735 ハウスクリーニング事業で培ったクリーニング技術とウイルスコーティング技術でできるキャンピングカー事業 千葉県商工会連合会

関東 千葉県 勝浦市 株式会社ネクストレベル 4040001084571 ウェットスーツメーカーから宿泊を伴うサーフィン総合サービスへ 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 市原市 合同会社ｅｎ 9040003014266 アスリートと施術院を結びつける「アスリートブランド」 Ａ２Ａリンク株式会社

関東 千葉県 市原市 株式会社南千葉サーキット 8040001056096 アミューズメントとモータースポーツの場であるサーキットをスポーツカーとＥカーの体験型自動車販売施設へ転換 房総信用組合

関東 千葉県 香取郡多古町 株式会社土井商事 4040001061406 フードロス削減と物価高騰による学校給食費抑制に寄与～千葉県産冷凍野菜ペーストの開発 株式会社千葉興業銀行

関東 千葉県 柏市 株式会社調転社 7040001110580 決済機能・オンライン予約機能を用いたバス釣り専用ボート予約ポータルサイトによる業種転換 坪井　亮

関東 千葉県 千葉市緑区 合同会社Ｈｏｍｅｙ’ｓ　Ｊａｐａｎ 2040003013803 キッチンカーを活用した販路開拓・地域コミュニティの形成 タックスパートナー税理士法人

関東 千葉県 君津市 株式会社ケービーピー 9040001075970 無人インドアゴルフ練習場　新規出店計画 木元　英明

関東 千葉県 浦安市 株式会社キヨシゲ 3040001029412 鉄加工から、非鉄金属（ステンレス、アルミニウム）加工への進出 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 大網白里市 合同会社ＳＡＬＬＥ　ＤＥ　ＬＩＢＥＲＴＥ 3040003010238 食から健康を！管理栄養士が作るオーガニック加工食品の製造・販売 株式会社京葉銀行

関東 千葉県 野田市 江戸川電子株式会社 5040001071610 電気自動車（ＥＶ）用半導体部品製造による事業再構築 岩瀬　学

関東 千葉県 佐倉市 株式会社ユトロ 3040001049096 サイクリストがリピートしたくなる勝浦市にするための宿泊事業展開 表　順一

関東 千葉県 市川市 株式会社河野製作所 6040001026183 マイクロサージャリー製品のグローバル展開による新分野展開事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 千葉県 千葉市花見川区 株式会社マリン精工 2040001010711 グリーン成長戦略に資する難削材加工技術の確立による新事業展開 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 野田市 株式会社ロカラボ 7010101012440 ＡＩ技術を使った農業生産改善ツールを含んだ生産システムの開発・販売 野田商工会議所

関東 千葉県 市川市 株式会社アイエス 6040001042049 耳科の専門診療を新規に開始し競争力強化を図る事業再構築 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 千葉県 長生郡一宮町 株式会社ピカいち 9040001064800 九十九里で非日常リゾート体験を！プライベートヴィラ事業への挑戦 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 成田市 株式会社ＰＲＯＳＩＮＤＪＡＰＡＮ 3040001110007 部品提供から整備点検事業へ。自社の強みを活かした再構築事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社ＳＤテクノサービス 5040001076089 オフグリッドを活用したグランピング施設で自然と調和したアウトドアサービス事業 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 富里市 株式会社日章建設 1040001045048 放置竹林問題を解決する「竹パウダー」の製造・販売事業への新分野展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 千葉県 柏市 有限会社エスエヌ金型 6040002044606 金型製造ノウハウを礎に金型修理やプレス加工等の仕事の幅を拡げる業態転換 北浜グローバル経営株式会社 昭和リース株式会社

関東 千葉県 柏市 有限会社アピア 4040002088729 特定整備の完全内製化による自動車整備の１ｄａｙサービスの実施 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 千葉県 船橋市 株式会社日下製作所 6040001017166 高難度ホーニング量産加工確立による水素エネルギー事業への進出 山地　真吾 三菱ＨＣキャピタル株式会社

関東 千葉県 富津市 株式会社大富産業 1040001053232 非接触型インドアゴルフスクール事業 井上大輔

関東 千葉県 いすみ市 伸和工業株式会社 8040001074973 高精度な加工技術により難削材を加工、販売する新たな事業 北浜グローバル経営株式会社

関東 千葉県 茂原市 株式会社緑川組 5040001059457 ＩＣＴを全面的に活用したＩＣＴ施工への業態転換 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 松戸市 有限会社杉浦商店 1040002046557 地域初、リラックス効果の高いアロマ活用のロウリュ完全個室サウナ店開発 松戸商工会議所

関東 千葉県 山武市 有限会社浪川荘 3040002079737 蓮沼発、地産地消で千葉県ＮＯ．１イタリアンレストランを目指す事業 税理士法人高山会計

関東 千葉県 千葉市中央区 株式会社Ａ－ＣＬＩＰ研究所 3040003004669 革新的な感染症・血管炎・ＣＯＶＩＤ－１９重症化の診断薬の開発 木村　悦久

関東 千葉県 市川市 株式会社ルーキー 9011701008388 ＡＩによる骨格解析機能の技術を用いた定額制のインドアゴルフスタジオの運営 銀座スフィア税理士法人

関東 千葉県 匝瑳市 市民エネルギーちば株式会社 3040003006376 ソーラーシェアリングを活用した「ミライの村」管理システム事業の構築 株式会社千葉銀行

関東 千葉県 千葉市中央区 ネクストワンインターナショナル株式会社 5040001056388 自社建築物件による民泊事業への新規参入 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 千葉県 銚子市 Ｌｉｎｄｏ‐ｔｏｍａｃｏ　ｆａｒｍ株式会社 5040001123510 １００年続く４代目の女性農家が開業する自家製野菜を活かした農園レストラン 関谷　満

関東 千葉県 山武郡芝山町 株式会社アクラ 2040001063338 自社ブランド確立による下請け業務からの脱却 パイオニアブレイン株式会社

関東 千葉県 市川市 株式会社ＬＯＧ 7040001111439 次世代を担う子と親御様をサポート！子育て支援プラットフォームの運営事業 鶴間規文

関東 千葉県 市川市 プリエ有限会社 3040002036358 美容室コンサルが非接触型のセルフ脱毛サロンに新分野展開 丸山　隆

関東 千葉県 市原市 株式会社アークス 4020001038851 カフェ＋室内ゴルフ練習場事業への進出による事業再構築の実現 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 千葉県 山武郡芝山町 株式会社将永交通 3040001063023 ハイヤー会社による児童福祉サービスへの進出 近山　寿博

関東 千葉県 市川市 株式会社アイファクトリー 7040001022941 「房総ジビエ」の弁当・ペットフードの製造販売による新分野展開 北村　亮太

関東 東京都 杉並区 ゴトカリー スパイスカレー事業への業種転換 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社コルレオーネ・インベストメント・ジャパン 1010001128251 空きテナントへの電子マネー決済クレーンゲーム機の販売・設置 森本　晃弘

関東 東京都 渋谷区 株式会社トライバンガード 8011001138936 不動産を売りたい・買いたいを結ぶプラットフォームサービス 小竹　実

関東 東京都 千代田区 株式会社フェアトレードコットンイニシアティブ 3010001160343 フェアトレードコットン製品への刺繍サービスをオンラインで提供 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ｎｉｎｅｔｙ　ｎｉｎｅ 1010401100330 台湾人向けオンライン完結型日本語スクール事業の開始 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 株式会社イ・デ・ヤ 5010901039775 プライベート花火マッチングプラットフォーム 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 株式会社ＩＺＵＭＡＩ 7010001191079 ＩＺＵＭＡＩが切り拓く新しい時代の住まい方 髙木　良輔

関東 東京都 目黒区 ｎｏｆｆ 男性専門、鍼灸鍼を使った完全個室ヘッドスパサービス 塩津　友輝

関東 東京都 渋谷区 株式会社ジェクトワン 4011001059442 空き家活用と街なか再生の拡大による社会問題解決への取組み 髙木　良輔

関東 東京都 大田区 株式会社セイ 7010801006031 美容鍼とエステサービスへの転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 豊島区 株式会社エー・フリーク 6011001073219 自社ＥＣサイト構築による直販強化 巣鴨信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社はつが 8011001072111 自然食品販売の経験を生かした有機ゲルマニウム販売事業の展開 井上　拳

関東 東京都 江戸川区 ＡＳＩＡ貿易株式会社 4011701020934 高純度ミックスメタル製造で有害使用済機器リサイクル産業へ新規参入 税理士法人第一会計コンサルタント

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＴＵＤＩＯ　ＢＵＮＮＹ 7011001143739 ペットの健康ケアフードを店とＥＣで販売するハイブリット店経営 佐久間　達也

関東 東京都 中野区 笑姜や ジンギスカン専門店への新分野展開による顧客訴求力・オペレーション能力低下の解消 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 練馬区 クオラ整骨はり灸院 現役サロン女性経営者がノウハウを伝授するオンライン講座授業 アルタス・パートナーズ合同会社

関東 東京都 豊島区 株式会社ＤＧＰアカデミー 4013301042714 英語プリスクール運営のノウハウを活かしたオンラインレッスンサービスと夜間英語学童事業への展開 森　憲一郎

関東 東京都 台東区 Ｆ＆Ｐジャパン株式会社 6010501043805 既存店舗を改装してモデルルーム化、スムージーのオフィス内無人販売に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 台東区 株式会社アジアツーリスト 2010501038668 訪日外国人旅行者と地方観光事業者をつなぐプラットフォーム構築事業 東京商工会議所

関東 東京都 品川区 Ｙ．Ｅ．Ｄインターナショナル合同会社 8010703003423 ユーズド着物をリサイクルした１点ものの小物制作・ＥＣ事業の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 合同会社クランプ 7020003008164 エンタメ業界のイニシアチブを取る能動的なビジネスモデルへの変革 渡辺健二

関東 東京都 豊島区 有限会社縁 3013302019852 無農薬野菜を使ったカジュアルフレンチへの事業展開 増田　考邦

関東 東京都 台東区 株式会社イワムラ紙工 2010501017127 ひな人形向けの高機能なデザインパッケージの開発・製造 株式会社アイピーアトモス

関東 東京都 渋谷区 株式会社ミウ 1013201014056 ＤｔｏＣ通販事業会社のマーケティング支援事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中野区 株式会社エルクラシコ 9011501017399 栄養満点で高機能×産地直送のフレッシュな味わい×満腹感のある健康ジュースの店頭販売 株式会社シャイン総研

関東 東京都 新宿区 株式会社ＧＦＰ 2011101058726 金・貴金属・ブランド品買取に特化した「売るナビ青梅店」の運営 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 新宿区 有限会社ラーディクス・シイ・ピイ 7010902016111 食・酒をカジュアルに楽しめる新感覚の肉ダイニング事業への参入 永田　朋之

関東 東京都 江戸川区 ヘアーサロン筑波 地域密着理髪店が行う、脱毛サービスへの事業転換 今井　康晴

関東 東京都 港区 株式会社ミナデイン 9010401139485 新橋サラリーマンメインの飲食店経営から東京北区飛鳥山公園でのファミリー向けレストラン・テイクアウト事業計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ
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関東 東京都 江戸川区 株式会社リアルウィンフード 2011701022024 ウィズコロナに対応した内食・中食・外食に対応するからあげ専門店 魚谷　康行

関東 東京都 足立区 ピー・エス・シー株式会社 6011801013539 Ｂｅａｃｏｎ／ＩｏＴ活用のソフト開発による印刷・製本業の生産工程の見える化 東京東信用金庫

関東 東京都 目黒区 有限会社エアース 6013202014273 教材デジタル化によるＡＩ機能搭載端末を使用したオンライン授業サービスの展開・業態転換事業計画 井上大輔

関東 東京都 杉並区 リモグラフ 頑張り続けた中高年男性に送る渾身のワンカットで家庭に再び談笑を 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社やまの 1010001184781 飲食店で培った接客ノウハウを活かしＦＣ加盟で個別指導塾を開校 有限会社マネジメントプロセス

関東 東京都 港区 株式会社アタム 6010401141097 ウィズコロナを見据えたオンラインイラストスクールの開講 クレア税理士法人

関東 東京都 港区 株式会社ファーストページ 2010401025543 「ＡＲ技術」を駆使した結婚式会場の選定サポート事業 税理士法人オーケーパートナー

関東 東京都 府中市 株式会社グローバルキャリアステップ 5011501025372 シニアを糾合して外国人に日本語を教える 菊地　智博

関東 東京都 大田区 合同会社Ｄ．Ａ．リフォーム 5010803003516 立地戦略にこだわった自社施工型パーソナルジム構築 地域創生Ｍｅｄｉａ＆Ｃｕｒａｔｉｏｎ合同会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社エムアールエス 9020001089238 人材派遣からシュークリームの持ち帰り専門店への新分野展開 税理士法人横浜総合事務所

関東 東京都 文京区 マイクロベース株式会社 3010001193855 少子高齢化と高生産性社会に貢献する空き家予測システムの開発 魚谷　康行

関東 東京都 府中市 株式会社トキンファクトリー 9011001060255 システム開発事業者によるＩＴマッチングプラットフォームの運営 サポート行政書士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社ライブジャパン 7011101041660 コロナ抗体検査も可能な複合型エステサロンの運営 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 練馬区 カフェ　モフリー 本格ベーカリー器を導入し、テイクアウト等「中食」事業の参入とカフェ業の底上げ 東京商工会議所

関東 東京都 文京区 昭和梱包運送株式会社 4010001003328 自動車及び内燃機関機器のメンテナンス事業への新分野展開 一般社団法人共創デザイン総合研究所

関東 東京都 港区 株式会社ドライブコミュニケーションズ 6010401089519 人の保育園と同様に、愛犬をお預かりしドッグトレーナーが各々に最適なトレーニングをおこなう。 東京中央経営株式会社

関東 東京都 江戸川区 株式会社キューズ・デザイン 9011701009196 フィットネスサービスのマッチングアプリ提供によるラットフォーム事業 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社放映新社 5120001149605 演劇のプロが直接指導　「こころの病」改善に特化した演劇教室の開業 株式会社シャイン総研

関東 東京都 墨田区 めん屋そら 当店独自の宣伝力・サービス開発力を活かしてサロン運営に挑戦　飲食業界の長時間労働を解決 トキワコンサルティング株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社カリカワ 3010001014210 高級婦人服の製造技術を活かし、アウトドア製品市場へ参入 クレアスト株式会社

関東 東京都 文京区 一般社団法人悠希会 6010905003611 すべての子供に幸せな未来を！教育格差・貧困解消を目指す障がい児童福祉事業 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 東京都 世田谷区 吉本環境設計株式会社 2010901012594 ３次元ＣＡＤ導入を活用した自動集計サービスによる付加価値向上の取組 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 株式会社アウル 3010401096071 家族の思い出作りに貢献　ヘアメイク技術を活かしたフォトスタジオ事業に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 港区 株式会社晴れｌａｂ 1010401150598 リモートレコーディング対応レンタルスタジオ事業による事業展開 森田　昇

関東 東京都 墨田区 合同会社ワールドスタンダード 1010603007695 初心者や女性が気軽に始められる本格的な総合格闘技ジムの運営 野竿　健悟

関東 東京都 渋谷区 株式会社トライアド 2011001106428 大切な家族をお洒落に守るオリジナルペットタグ「ＦＵＮＮＹ　ＴＡＧ」の販売 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 港区 Ａｋｕａ ヘアサロン事業からヘッドスパとリラクゼーション事業への進出 カタチクリエイト株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社燦 4011001051960 機械化とＤＸ化による属人性の低い次世代型寿司酒場業態の開発 斎藤　秀樹

関東 東京都 中央区 株式会社シンメトリーＳａｉｋｕ 7010001175503 ウェルネス業界へ進出、健康×美を掛け合わせた新事業 税理士法人Ｉ　ｄｏ

関東 東京都 渋谷区 株式会社オフィスＭＯＲＩＭＯＴＯ 5010701033549 オンライン・ライブ配信に対応可能なワークショップ兼スタジオの開設 三田　修己

関東 東京都 豊島区 Ｍｃｍ＆Ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 8011001114714 中国企業向け、アマゾン出店コンサル・運用代行サービス事業 上田　曽太郎

関東 東京都 足立区 ラバンテック株式会社 3011701019300 全自動害虫駆除装置を使用した害虫駆除事業 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社フォンテモード 2120001124874 健康ニーズに適合した新サロン「水素サロン」の出店 税理士法人Ｉ　ｄｏ

関東 東京都 品川区 ｆｅｌｉｃｉｔａ株式会社 6010701023887 フランチャイズ加盟による自転車の洗車サービス事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 株式会社いちぼ 6010901039378 ウィズコロナ時代に勝ち抜く生産性の高い飲食事業モデルの展開 久保　徹雄

関東 東京都 渋谷区 ラテンビート株式会社 6011001064044 日本未配給の映画のオンライン配信サービスへ挑戦　いち早く注目作を届けます 株式会社シャイン総研

関東 東京都 渋谷区 株式会社モデルインク 1011001102007 輸入キャンドルのＥＣサイトでの販売事業 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 港区 株式会社Ｍｉｓｓ　ＷＨ 9011501019338 広告プロモーションノウハウを活かした化粧品小売事業の立ち上げ 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

関東 東京都 江東区 ＳＥＮＳＥ 若年男性を対象としたセルフ脱毛サロンへの新分野展開 鈴木　ゆい

関東 東京都 台東区 リフレクトアート株式会社 1010501042547 アートを感じる、一点物の製品の製造・販売 株式会社アルファコンサルティング

関東 東京都 港区 大川興業株式会社 9010401034018 お笑い×デジタル×多様性×教育事業 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 シュッとした株式会社 6011101079603 人への投資も見据えたオンライン会員制コンサルティング事業 株式会社ブレークスルー

関東 東京都 北区 株式会社エイジング・サポート 5010401119202 子育て介護職のリモートワーク支援配信事業 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ディー・アイ・ジー・ジャパン 1011001101652 エラスチンを使ったサプリメントの自社ブランド化及び販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 目黒区 ｑｏｏｌｌｏｏｐ 開発理論と組織論を組み合わせ、かつＳＥに特化した動画講座の開発 鈴木　崇史

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社ちゃんばら 9012801008658 お昼からゆっくり食事を楽しめるうどん店の展開による関連多角化 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 港区 株式会社ＹＯＨＫＯ 2010401145390 カラダとココロのマッチング・ヘルスケア福利厚生事業 小菅　章太郎

関東 東京都 墨田区 株式会社ＬＴＶマーケティング 9010601052661 ママが稼ぐためのオンラインライティングスクール 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 長谷川印刷株式会社 2011001018656 プレミアム印刷と動画の融合で人と想いを繋ぎ地域活性化に貢献 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 八王子市 有限会社ライフ・フードサービス 1010102007395 カット野菜の工場新設とミールソリューション事業 青梅信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ＵＱホールディングス 3050001041985 日本一大きいサンドイッチテイクアウト＆デリバリー専門店への転換 北村　亮太

関東 東京都 千代田区 ユーバー株式会社 2010001182677 子どもから大人まで、楽しくて続けやすい手軽なオンラインプログラミング学習事業 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 原田雅人 元プロキックボクサーが教えるオンライン＆パーソナルジム事業 梅景　幸一

関東 東京都 港区 株式会社ｗａｓｙｏｋｕ 8010401127805 冷凍食品、冷凍食材を専門に扱うモール型　ＥＣ　サイト事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 江東区 株式会社Ｂｒｉｇｈｔ　Ｌｅａｒｎｉｎｇ 8010601060054 こどもオンラインレッスン＆家庭用英語習得プログラム動画講座事業への新分野展開 森　憲一郎

関東 東京都 渋谷区 ふるふらっと合同会社 5011003006565 フォーム営業システムとサービスサイトの構築 さくら税理士法人

関東 東京都 杉並区 株式会社ニュースター楽器 8011301005282 子供の主体性を尊重した個別指導学習塾の展開 飯能信用金庫

関東 東京都 世田谷区 清澄　正命 日本文化「書道」作品を越境ＥＣサイトで海外へ販売する新分野展開事業計画 井上大輔

関東 東京都 中央区 株式会社日新 2010001053465 特許を活用した新製品のミニモデルによる実演販売事業 東京中央経営株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社富田染工芸 3011101014562 東京染小紋・江戸更紗型紙を活用した手染め伝統技法による広幅染の洋装品開発 巣鴨信用金庫

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ｆｕｌｌ－ｃｏｕｒｓｅ 1012401032834 イタリアンバル経営者による、誰もが一年中通えるラーメン屋への挑戦 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 大田区 モアナ 環境に優しいエシカルな宝飾品の製造販売 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 株式会社ＰＩＮＧ‐ＰＯＮＧ　ＣＯＭＰＡＮＹ 9013301049399 卓球ＤＸ！非接触型の大会運営及び卓球界活性化のためのアプリ開発 松尾　基司

関東 東京都 練馬区 有限会社ＨＫ 1011602022454 新分野展開【「”健康経営実現のためのワークショップ”」と「個別相談員サブスクリプション」】 西田　秀男

関東 東京都 千代田区 株式会社ＡＲＩＧＡＴＯ　ＭＵＳＩＣ 1010001183230 東京駅に所属アーティストのアンテナショップレストランを開店 松田　亮

関東 東京都 足立区 株式会社福伸トラスト不動産 1011801031644 ゲーミングシェアハウスと不動産コンサルティングの相乗効果発揮計画 有限会社アサートアンドトラスト

関東 東京都 八王子市 株式会社ロボットライド 7010101014890 転倒防止装置を活用した装着型エンターテインメントロボット貸出業への業態変更 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 ＰＬＵＳ８１株式会社 2010401117745 新しい「食」との関わり方　　飲食店×食料品販売店 税理士法人ロールスパートナーズ

関東 東京都 港区 株式会社ＬＥＳ　ＶＯＵＳ 1010401135566 非対面で行えるＷＥＢシミュレーションシステムを使ったパーティークリエーション事業 渡邉　優

関東 東京都 中央区 株式会社ほほえみブレインズ 4010001112161 自社ブランドジュエリーの店舗展開からＥＣ展開による業態転換 さわやか信用金庫

関東 東京都 板橋区 ＮＢＷ株式会社 6011401020274 強みのＩＴと中国文化とのつながりを活かしたオンライン京劇体操事業への進出 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社シンプルプラン 4040001089653 医療業界向け受電サービスホスピタリティーヴォイスによる業態転換 ＨＴＭコンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 品川区 有限会社ＩＮＤＵＳＴＲＩＡ 5010702015331 完全無人化「アート作品も展示販売する貸しスペース」をプラチナ通りに開業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 渋谷区 ＩＭＰＥＲＩＡＬ株式会社 1011001064610 地域連携とカーボンニュートラルに資する熱海ワーケーション事業 米森　達也

関東 東京都 新宿区 合同会社エストレーラ 1011103008151 リラクゼーション・マッサージのＦＣに加盟し、人々に癒しを提供 寒竹　淳

関東 東京都 中野区 有限会社コビー 1030002036294 オンラインと実店舗による新しい教育ビジネス『ビリヤードアカデミー』 東京商工会議所

関東 東京都 品川区 合同会社クロススリー 3010703004797 少人数向けで差別化を図るライブコマースサービスの展開に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 東京都 渋谷区 株式会社サウンズオブメモリー 3011001128917 プロも使用可能な設備を備えた映像・音楽制作レンタルスタジオ事業の開始 森田　昇

関東 東京都 台東区 株式会社クオリスコーポレーション 1010501025667 遊技機販売からｗｉｔｈコロナ、ａｆｔｅｒコロナ時代の“一人牛鍋”専門店へ業種転換 事業承継コンサルティング株式会社



19 / 98 

事業再構築補助金　第７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 東京都 大田区 グレイスソフト株式会社 6010801022343 純国産電子メールクラウドサービス「フミヨイ」の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 練馬区 スモールサウンドラボ 手ぶらで利用できる楽器演奏用レンタルスペース提供事業 坪井　亮

関東 東京都 渋谷区 株式会社アールベース 1011001115693 プロアスリートの指導を「自宅やジムで」受けられるハイブリット型エクササイズジム 野竿　健悟

関東 東京都 北区 株式会社ノーツ 5011501017329 赤羽名物『王様のたまごパン』の急速冷凍加工による全国展開 白川　淳一

関東 東京都 杉並区 コノマツ ポストコロナを見据えた非ホテル立地での地域資源活用型の宿泊所運営 嶋津幸男

関東 東京都 立川市 福島重機株式会社 5012801006483 中小事業者だからできる電気チェーンブロックのリース・レンタル事業 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社新宿マルミ 6011101009923 駅地下のテナントを活かし、高まる需要に応えた安価かつ質の高いセルフホワイトニングのフランチャイズ事業展開 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 北区 株式会社ケア・ウイング 4011501017593 介護事業者検索ポータル情報サイトの運営事業への業種転換 井上大輔

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｔｅｎ　Ｃｏｌｏｒ 9011001113005 ヘアメイクプラットフォーム化による事業拡大 東京商工会議所

関東 東京都 青梅市 ヴェリタソファ 自社カバーリングソファの製販による持続可能なソファ生活の提供 青梅商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＣＯＬＯＲＦＵＬＬＹ 4010401104980 フリーランス案件管理アプリ開発によるＤＸ新分野展開 未来経営パートナーズ株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ディアマン 4010401086006 ３Ｄモデルを見ながらデザインを決められる富裕層向けオーダーメイドジュエリー製造販売 塩津　友輝

関東 東京都 渋谷区 ライムズ株式会社 5012401032302 アスリートのデュアルキャリアを支援するフードビジネスの新展開 東京中央経営株式会社

関東 東京都 新宿区 オールフォーミィ株式会社 3010701030853 秋葉原からアイドル・コスプレ衣装の魅力を世界に発信するイベント企画事業 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＳＣ 7011001097943 動作分析機能付き、世界のコースが回れるシミュレーションゴルフサービスの開発 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 品川区 株式会社ＳＴＹＬＥ 3011001068964 奄美大島で採れたオキナワモズクを使った、トータルスキンケア用品の販売 レンタルＥＣ株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｇｒａｎｉｔｅｓｗｅｅｔ 2012801009407 オリジナルジェルネイル「Ｂｅｉｎｇ　Ｊｅｌ」の販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 豊島区 株式会社コードプラス 5013301023390 ＳＮＳキャンペーンの主催者側と応募者側の不便・不安を解消するシステム管理サービス「Ｏｍｏｒｏ（オモロ）」の運営事業 田中　謙二

関東 東京都 荒川区 株式会社修護 4010501032140 日本の文化財保存修理技術の承継と光学分析の活用による新分野展開 小原　恭子

関東 東京都 調布市 ぐりーん 次世代後継者が取り組む、存続をかけた「二毛作店」への店舗展開 東京都商工会連合会

関東 東京都 渋谷区 株式会社ヨシダ製作所 2011001124470 経営資源を活かしたアートイベント＆アーティスト支援サービス カタチクリエイト株式会社

関東 東京都 世田谷区 有限会社ドラグフリー 2010902010936 次世代「立体音響」録音事業による業態転換 ゼノンクリエイツ株式会社

関東 東京都 豊島区 ノースフィールド株式会社 9013301022645 大手ＥＣサイトブランドによる新商品提供でＥＣ事業へシフトチェンジ！ 森　健輔

関東 東京都 千代田区 フォレストテクノロジーサービス株式会社 4013101007099 森林の未利用材の有効活用も可能な薪販売 有限会社えんがわ

関東 東京都 品川区 株式会社バリュープロモーション 4010701018055 医療機関からの患者への情報提供プラットフォームの開発、上市 合同会社ウイン・アクション

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 有限会社トモエ商事 1013102002977 運送業の「半導体トレイ運送」及び「流通加工業」・「倉庫業」への新分野展開 株式会社岳南マネジメントプラットフォーム

関東 東京都 千代田区 株式会社スパシアル 1010001163190 好立地なＣＡＦＥの空きスペースを一時的スペースとして貸出し有効利用する パイオニアブレイン株式会社

関東 東京都 練馬区 れいデンタルクリニック 駅前歯科クリニックが託児所機能併設で地域の健康と福祉を支える新分野展開 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 東京都 練馬区 アーバン・フィールド有限会社 2013302019465 デジタルやアート思考による美術品市場の構造転換 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 新宿区 株式会社コムネット 8011101007149 歯科医院向けサービスのＷＥＢシステム一本化による業務革新サービスの提供 水谷　弘隆

関東 東京都 台東区 株式会社レジェンド 3010501034823 地域の人脈と社員の接客能力を活かした居酒屋店の新規オープン 税理士法人大山・豊田会計事務所

関東 東京都 目黒区 株式会社タカノ 5013201003484 就職活動及びインターンシップ向け動画作成事業への新分野進出 城南信用金庫

関東 東京都 足立区 株式会社和宏 9011801013057 レザークラフト教室を主体とした複合カルチャーセンター運営事業へ新分野展開計画 朝日信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ぺちみん 3011101079960 ゲーム楽曲制作会社が専用スタジオ新設で声優養成事業を開始 松尾　基司

関東 東京都 板橋区 イルミカライツ株式会社 3011201020386 ＬＥＤ専門店が空間を創造！多機能カフェ「ｉｌｌｕｍｉＣａｆｅ」 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 中央区 ジェイアイティーグローバルサポート株式会社 9010001160313 ＳＯＳアプリの開発によるインバウンド／アウトバウンドマーケットの開拓 昭和信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社倉持商事 1013301022157 大衆居酒屋からファミリー＆女性向けの個室和食堂へ 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 新宿区 合同会社ブルイエ 9013303002083 飲食業から子どもの成長を支援する体操教室事業への転換 小野　孝二

関東 東京都 西東京市 ＳＨＩＮＩＮＧ株式会社 4012701014389 林業の人材確保とイメージアップを図る情報を発信するプラットフォーム整備 東京都商工会連合会

関東 東京都 中央区 株式会社ティーズフューチャー 8010001087805 中古情報機器販売支援システム構築による資源循環型事業モデルの確立 あいわ税理士法人

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｓｐｏｒｔｓ＆Ｗｏｒｋｓ 5010001145631 アスリートと学校の部活動を繋ぐ、専用システムの運営 丸山　敏幸

関東 東京都 江戸川区 合同会社Ｓｔｙｌｅ　Ｖａｒｉｅ 7010603004588 ＤＸに取り残されない、高スペック中古ＰＣ販売事業 東京東信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ベリンダ 1010001191893 気軽にハワイ気分が味わえるＳＮＳ映え抜群ハワイアンカフェの新規開業 西浦　啓一郎

関東 東京都 目黒区 株式会社ルドファン 3013201006431 捨てればゴミ、活用すればＳＤＧｓ。カーテン残布でエコ活！ 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社パシフィックオーシャンツアーズ 3011001028654 海外リゾート旅行を自動で計画、予約ができるシステムを構築する 株式会社ハッピー・メンター

関東 東京都 武蔵野市 株式会社レセルカーダ 5012401024927 サンドイッチ専門店による軽アウトドア体験の提供 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社エイジー 2010001185003 還暦や七五三などの記念日インタビューの映像撮影スタジオ事業 渡邉　賢

関東 東京都 墨田区 有限会社ＫＳＰ 7010602034066 コロナ禍でも気軽に楽しめる焼肉店を展開！主力事業を転換する 西川貴人

関東 東京都 世田谷区 株式会社スタジオ・ケイグループ 5010901014076 オリジナルの手作りクッキーを主力とした菓子製造小売への進出 中居　広行

関東 東京都 品川区 神名美容室 新分野展開による日常生活圏内の生活関連需要の取り込み 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 品川区 株式会社アロット 9010701025468 自社のＥＣサイトによる焼きいも、生さつまいものオンライン通販 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 あいね 会員制日本製品限定越境ＥＣ 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社グローバルエイチアール 6010001189660 ゴルファーの未来を創る！キャリア支援と一体で行うゴルフ練習場開設事業 株式会社ｂｔｏｂｅｅ

関東 東京都 多摩市 株式会社バーニングトライブ 2012401034813 ＮＦＴデジタルクーポン制作事業に進出し、地域飲食店の活性化を支援 松永　俊樹

関東 東京都 新宿区 福音株式会社 5011801027341 韓国カフェ文化を発信！飲食業への挑戦計画 第一勧業信用組合

関東 東京都 世田谷区 マザーアース有限会社 9010902024888 地域資源を活用した和精油・関連商品製造設備新設と化粧品製造業への業種転換 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社ストレッチサポート 8010601040997 長野の人・企業と創るアウトドアメディア運営・マーケティング支援事業 一般社団法人佐久産業支援センター

関東 東京都 狛江市 みやび 復活への第一歩は地道な実績作りから。自主映像制作で俳優の未来を開拓。 東京都商工会連合会

関東 東京都 品川区 有限会社ブロウ 8010702013893 スポーツバーｊｕｉｃｅ新事業レンタルスペース化プロジェクト 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ブライダルアーツ 8011001055322 「３６０度カメラ・ＶＲ技術で自宅にいながら、まるで会場にいる感覚。革新的ＶＲリアルタイム配信レンタルスタジオ運営 山梨県商工会連合会

関東 東京都 中央区 株式会社宇土 4010001037788 ニーズの高いビジネス英語の完全オンラインコーチングで売上回復 東京東信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ｆｅｅｌ　ｇｏｏｄ　ｃｒｅａｔｉｏｎ 3011101047216 表面加工のデザイン性が高い廃棄物循環素材の開発とＥＣ販売の革新的事業 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 株式会社狐福工房 9013101007664 クリエイター志望者のためのクリエイター養成学校兼Ｖｔｕｂｅｒ事務所事業 第一勧業信用組合

関東 東京都 江東区 株式会社グローリー 6010601061525 女性の輝きと社会進出を支援するグループホーム事業への参入 鈴木　ゆい

関東 東京都 国分寺市 株式会社　ＮＡＹＵＴＡ　ＳＷＥＥＴＳ 2012401019426 栄養補助食品の生産販売事業への参入 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 Ａ．ｌｕｘｙ株式会社 1011001072753 人気写真家がプロデュースするギャラリー兼レンタルスペース事業 増田　考邦

関東 東京都 町田市 三協パイオテク株式会社 7011001068952 粉塵爆発から職場の安全を守る本質安全防爆型粉体用流量計の開発 町田商工会議所

関東 東京都 大田区 株式会社サウンド・プロジェクト・ムジカ 6010801004291 有観客のコンサートから無観客配信サービスへの新規参入。 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 株式会社フロンティアコンサルティング 6010401084791 不安材料を解消する発達障害児等の家庭向けＷｅｂコンテンツ提供事業 野竿　健悟

関東 東京都 品川区 株式会社タクシーアド 7010401099789 タクシー業界６０年以上の顧客基盤を活用した、人材紹介業への挑戦 小倉　裕樹

関東 東京都 品川区 株式会社ネコの手 4010701026256 アプリＯＥＭ開発＆ＲＰＡロボットによる飲食店向け販路拡大プロジェクト 長岡　孝之

関東 東京都 目黒区 有限会社おおさん 7013202008621 テレワークとアクティビティを両立する小規模宿泊施設の新展開 川橋　隆則

関東 東京都 新宿区 讃岐のおうどん花は咲く若松河田店 居酒屋時間の飲み客に依存した収益モデルからの脱却＆低コスト焼肉・ホルモン店へ事業転換 株式会社アサユナイト

関東 東京都 港区 チェリーブロッサム合同会社 2010403010015 炭火焼プロのアドバイス、食材提供付オートキャンプ事業 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 世田谷区 フォーチュンネイジュ 占いサービスでの新分野展開：手帳販売による新ターゲット開拓 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 新宿区 株式会社Ｒｅｖｉｅ 8011101079907 世の男性の自信を磨く！メンズ美容への事業展開 森　憲一郎

関東 東京都 港区 株式会社東京美食Ｌａｂｏ 3010401146784 高品質レトルトブランドカレーの国内外展開及びマーケティング 高松　佑

関東 東京都 調布市 株式会社ＳＨＩＰ 6013301030782 ＳＨＩＰオリジナルメニューのＥＣ販売化による業態転換を図る 税理士法人末松会計事務所

関東 東京都 目黒区 株式会社ミルキーウエイ 6013201005760 廃棄０を目指すベーカリー製造計画 坪井　亮
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関東 東京都 港区 株式会社ウエストバウンド 3010401045111 スチール撮影スタジオから、動画に対応する新サービスの展開 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 ビーヴィエステート株式会社 5010001176296 外国人向けレンタルオフィス事業の企画、運営 坪井　亮

関東 東京都 渋谷区 株式会社一期一会 9011101076746 渋谷表参道でのシミュレーションゴルフ事業への参入						 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 武蔵野市 有限会社はっかにぶんのいち 2012402020498 テイクアウト餃子専門店出店とオンライン及び卸売餃子販売事業 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社アルタクラッセ 3010001115173 体験型無人店舗での販売支援サービス✖バーチャル店舗を相互活用した　専門店事業 伊藤　文彦

関東 東京都 渋谷区 クレイテプス株式会社 3010401069845 デリバリー特化型のシェアキッチンを設立し、コロナで元気のない地元飲食店のＰＲ及び活性化」を図る 兒玉　洋貴

関東 東京都 調布市 有限会社夕焼け企画 6012402015560 新ジャンル「総合飲食店」への挑戦 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 有限会社タートル 8010902007761 ＥＣサイトを活用した貴金属のオンライン販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 大田区 特定非営利活動法人ＣＨＡｒ 1011205001814 コミュニティネット（仮）社会的事業者と不動産オーナーを繋げるプラットフォーム事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＰＲＩＮＧ 9010401102963 幼児を育てる保護者の不安や悩みを解決するオンライン食学講座の運営 坪井　亮

関東 東京都 中央区 株式会社ペガサス 5011501017493 外国人向けを中心とした不動産仲介管理 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 有限会社信光ハウジング 6013302019602 コロナ禍でも市場を回復させているアジア料理店への新分野展開 高松　佑

関東 東京都 豊島区 株式会社ＴＥＲＭＩＮＡＬ 5011101067708 シナジー効果で売上ＵＰ！板橋区を盛り上げる野球教室 下山　秀雄

関東 東京都 新宿区 株式会社パイプライン 5011101062444 ＷＥＢマーケ事業から新分野の巨大ジオラマＹｏｕｔｕｂｅ事業に 原田　貴史

関東 東京都 渋谷区 株式会社アイミリー 1011001103624 顧客間のシナジーを最大化させるスペースレンタル事業 伊藤　文彦

関東 東京都 中央区 株式会社ロワ 3010001127441 安価で高品質な日本製フットファイルの開発提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 あきる野市 株式会社ＭＯＮＥ 7013101005075 美容機器販売店が手がけるメンズ脱毛サロンの開業 税理士法人清正

関東 東京都 板橋区 Ｂｒｏｗｎ　Ｏｎｉｏｎ＆Ｃｕｌｔｕｒｅ株式会社 2011401021854 カレーの名店が挑戦する地域名物ご褒美パン・焼き菓子専門店事業 青山裕之

関東 東京都 世田谷区 サンプロテック株式会社 5011001049491 こだわり素材の無添加シフォンケーキを装飾冷凍自動販売機による非対面販売 東京商工会議所

関東 東京都 文京区 一般社団法人知恵ゲツェ・リン文化交流 6010005028575 イベントで利用している施設の中に、オーガニック食材中心のチベットモンゴル料理レストランを作る 税理士法人つなぐ

関東 東京都 中央区 株式会社シュール 9010001149579 ヒト由来幹細胞培養上精液を活用したノンニードルメソセラピー育毛サロン事業 株式会社ｔｚコンサルティング

関東 東京都 板橋区 株式会社アイリー 2011401017448 無人ジムの経営及びフリーランス•トレーナー対象のオンラインサロン経営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 株式会社四谷工房 1011101037268 下請けからの脱却を図る計画 税理士法人田尻会計

関東 東京都 新宿区 ａｎｄ　Ｎｅａｒ合同会社 9011103009092 古民家を活用し、リモートワーク環境を整えたワーケーション施設を開業 株式会社Ｒコンサル

関東 東京都 目黒区 株式会社エイチ・エー・デザイン 2011001070459 ビジネスホテルや賃貸オフィスビルにおける冷凍食品販売事業の展開 矢岳　幸太

関東 東京都 台東区 株式会社清てん 7270001007481 健康と利便性等をテーマにした調理済冷凍食品の自販機販売の展開 笑顔商店株式会社

関東 東京都 葛飾区 ＦＬＥ’Ｘ　Ｊａｐａｎ株式会社 1011801018600 チーズを用いた新商品「チーズン」のＥＣ・キッチンカーおよび古民家風カフェでの販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 株式会社シャムロック 8011001072945 対面式ライブイベント制作のノウハウを活かした、新たなオンラインライブ企画運営、ＥＣを用いた物販反販売事業への進出 税理士法人横須賀・久保田

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＦＭＣ 2011101082800 サブスク型古着レンタルと会員制の古着ＥＣ販売 坂本　亮

関東 東京都 調布市 株式会社三晴工業 6012401007757 老舗金型製造業によるカスタムゴルフクラブ製造事業への事業転換 星野　裕幸

関東 東京都 港区 株式会社ＹＯＨＡＫＵ 3010401134649 自社開発した機能性飲料販売への事業転換とＥＣサイトの構築・活用 Ｌｅａｆ税理士法人

関東 東京都 世田谷区 ブランディーユ 古民家を改装したガーデン併設のイベント企画運営及びレンタルスペース事業 濱高　大

関東 東京都 府中市 株式会社東陽製作所 9012401001179 試作業務確立による電動化製品企業向け販路拡大計画　～開発支援・量産支援パートナーへの挑戦～ みらいコンサルティング株式会社

関東 東京都 東大和市 有限会社ＡＩＺＥＮ 8011002020341 自社の強みを活かした新商品導入と新たな市場分野への販売 東京都商工会連合会

関東 東京都 港区 株式会社新橋ベーカリー 4010401014701 食のダイバーシティに対応したビーガン用プレミアムパンの安定生産計画 株式会社ネクシオ

関東 東京都 渋谷区 株式会社グローバルコントロール 9013301032033 非対面によるオンライン学習システムの導入 白井健吾

関東 東京都 世田谷区 株式会社ｏｎｃｅ 6010901025709 自社アパレルブランド製品の廃生地を再利用して新たな洋服を作る 仙波　洋平

関東 東京都 目黒区 有限会社フクイフーズ 2013202012132 日本人の好みに合うタイ料理店への業態転換で事業復活を狙う 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ３５８株式会社 1011001124059 誰でも簡単にプロ並みの写真、専門知識不要のセルフフォト事業 ユナイテッド・アドバイザーズ株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社シュリット 3013301005960 リハビリトレーニング事業への展開による事業再構築 中村　貴彦

関東 東京都 世田谷区 シャルム 看護師の活躍の場を広げるアートメイク・スクール＆プラットフォーム事業 浅井　政晃

関東 東京都 町田市 株式会社ぱとなコミュニィティーエンタープライズ 5012301006001 地域中核病院が地域医療連携促進を標準化できるシステム構築 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 世田谷区 株式会社トランプフラワーズ 5011001107183 花屋小売業からサプリメント販売事業の新分野展開。癒しを求める方への新しい身体のサポートを開設 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社五感 8011001056849 ＡＩを用いて、美容・健康の増進や心理カウンセリングをリモートで行うサロン事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 株式会社エイジェーインターブリッジ 5011101053138 石川県長町の銭湯復活による地域活性化プロジェクト 税理士法人エム・エイ・シー京都

関東 東京都 目黒区 株式会社リョーショク 7010801024685 栄養士監修のゴーストレストラン及び食品物販サービスの展開 ＥＸＰＡＣＴ株式会社

関東 東京都 中央区 Ｊ＆Ｗネクサス株式会社 3010001190365 Ｅラーニングシステムによるｊａｖａ特化型非対面ＩＴ人材育成塾 若杉　拓弥

関東 東京都 中野区 野方たん純 牛タン専門居酒屋から脱毛サロンの新分野展開 大塚　伸宏

関東 東京都 練馬区 株式会社ナインサンズ 2011601023527 冷麺専門店の出店及び冷麺製造事業への参入 株式会社テンポスフィナンシャルトラスト

関東 東京都 中央区 株式会社Ｌａ　Ｍｅｒ 5010001206375 隠れ米どころ兵庫県産のおにぎりを提供するカフェの出店 長田　和弘

関東 東京都 渋谷区 株式会社３Ｃ 1011001130156 中高年層向けプライベート脱毛サロン ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 豊島区 Ｌａ－ｓｈｒｉ白金高輪 コロナの影響で需要が高まっている「痩身エステ」事業への進出 税理士法人オーケーパートナー

関東 東京都 品川区 株式会社ユビニティー 7180001105278 電力使用量の可視化と削減を実現するシステムの開発による新分野展開 城南信用金庫

関東 東京都 江戸川区 株式会社デュマン 2011701013626 結婚コンシェルジュから、旅行コンシェルジュへ 税理士法人ＡＳＣ

関東 東京都 大田区 有限会社オーイーシー 5010902024990 ３０歳から５０歳代をターゲットにした複合型カフェダイニング 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 調布市 有限会社トゥフロント 3011002023415 正看護師が常駐する障害者就労支援施設の開設 西村伸郎

関東 東京都 渋谷区 株式会社スクワッド 3011001042837 サッカー選手名鑑雑誌のデジタル化による新たな収益事業の展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 渋谷区 ネクスト株式会社 1030001095556 オンライン完結型の企業間取引マーケットプレイス「Ｎｅｘｔ」の構築と提供 第一勧業信用組合

関東 東京都 港区 有限会社スペースエムプロジェクツジャパン 1010402017227 住空間に寄り添うアート、工芸を提案するギャラリー事業 小林　雄紀

関東 東京都 渋谷区 アイディアルボディラボ 子供向け運動教育サービスの新規立ち上げによる地域貢献と雇用創出 税理士法人　米田会計事務所

関東 東京都 港区 ａｎｄＳｔａｒｔｕｐ株式会社 1010401154814 経営コンサルティング企業から自習室運営企業へ転換 長田　正人

関東 東京都 狛江市 有限会社ピアスアイル・コーポレーション 5012402014522 ドローンを活用した空撮情報支援サービス 城南信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ディライト 1010401094473 顧客満足度とサービスを数値化し、店舗サービスの改善と集客促進を目的とする新たなアプリの事業化 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 板橋区 アドラッシュ ネットショッピング集客に特化したＷｅｂ広告デザイン事業への新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 葛飾区 コーヒーバー　ゼロヤ ｅコマースとオープンテラスを活用することでコロナ時代に対応したカフェ運営 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 港区 ＥｉＧＨＴｉＥＳＴ 男性向けパーソナルビューティーサロン『ＥｉＧＨＴｉＥＳＴ』出店による事業再構築 灘部　隆志

関東 東京都 新宿区 株式会社ｓｉｘｌｉｎｅ 2011101078006 ポストコロナ・ウイズコロナ時代のサロンワーク教育学院と実践 新都税理士法人浅野事務所

関東 東京都 品川区 株式会社Ｔ＆Ｐ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 5010701033103 企業価値最大化とワンストップで生産性向上できる業務改善×ＤＸビジネス 多田　陽子

関東 東京都 中央区 株式会社アクシスジャパン 1010001035456 【韓国発日本育ち】独自開発の安心・安全な美肌化粧品のネット通販戦略 東京商工会議所

関東 東京都 港区 Ｃｕｓｔｏｍ　Ｍｅｄｉａ株式会社 9010401084789 ＧｏＣｏｎｎｅｃｔデジタルプラットフォーム構築と運用 東京商工会議所

関東 東京都 西多摩郡檜原村 特定非営利活動法人フジの森 8013105001334 自然体験プログラムと連携した初心者でも安心なキャンプ場事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｔｗｉｎ　Ｓｔａｒｓ 7010501032105 地方農園のフードロス食材を使用した粉末加工ＬＡＢＯ「ＣｈｅｒｉｓｈＬＡＢＯ」の立ち上げ 岡江真一

関東 東京都 足立区 有限会社エンドウ建装 9011802024342 新分野展開として建築用ガラスフィルム施工の請負を開始することによる事業再構築 小島　麻里

関東 東京都 新宿区 サンシード株式会社 4011101061249 地域資源と魅力を乗せて。ＳＤＧｓなフードトラック、ＥＣサイト 株式会社愛媛銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ブラスデザイン 9011001049942 自社商品のショールーム機能を兼ねたお洒落なフィリピン料理店を開業し、顧客層を拡大 坪井　亮

関東 東京都 墨田区 ユニバーサルスタンダード株式会社 5010601020705 オーガニックサプリの独自開発及びＥＣ強化による収益改善事業 朝日信用金庫

関東 東京都 目黒区 合同会社北澤潤八雲事務所 2011003008853 アジアの職人たちと国を越えて協働する！「Ｓｔｕｄｉｏ　ＫＩＴＡーわたしたちの工房」 税理士法人熊代事務所

関東 東京都 豊島区 合同会社ｉｒｏｉｒｏ 4011003006847 インターネット展示会を活用した販路開拓 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 豊島区 株式会社ユーミックス 9013301022050 海外から高度専門人材を受け入れる日本企業の多文化共生 坂上　信一郎
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関東 東京都 大田区 馬肉バル　プニー 少人数で滞在しやすいワーケーション向け飲食店 さわやか信用金庫

関東 東京都 世田谷区 堀内彩虹 新スタジオ、オンラインで実現！団体・企業向け　ボイストレーニング事業 河村裕司

関東 東京都 台東区 ＮＵＭＢＥＲＺＥＴ株式会社 8010501041402 自宅やオフィスでの快適な空間作りのためのアートレンタル事業 朝日信用金庫

関東 東京都 板橋区 有限会社イーナ 5011402018194 ワーキングデスクの開発・販売による思い切った新分野展開 鈴木　正子

関東 東京都 墨田区 株式会社Ｒａｆｔ 5010001162767 既存事業との相乗効果も発揮可能な脱毛サロンへの進出 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

関東 東京都 中野区 株式会社エナジー 9030002100968 ＤＸ化が進むオフィスビルのメンテナンスサポート事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 町田市 株式会社ソフト開発 3012301001350 受託開発ソフトウェア業から地域のＤＸを推進するＳａａＳ企業への事業転換 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社グローアークス 3010401112530 飲食プラットフォーム構築・運用事業 西武信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社ワトソンズ 6011601007518 工芸技術と生活文化の継承を名品の復刻とＥＣでの販売で実現 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社スクエア企画 1010003029828 ＥＣサイトと店舗での美容商材販売及び美容商材販売に関するＦＣ展開 井上大輔

関東 東京都 文京区 エイトセンシーズ 映像に特化したシェアオフィスと動画制作スクール運営事業 伊村　睦男

関東 東京都 品川区 ソレイワ株式会社 9010401146556 がん患者さん・サバイバーのこころとからだのケアアプリ 城南信用金庫

関東 東京都 港区 エムスラッシュダブリュー合同会社 2120003015452 海外デザイナージュエリーと小売店のマッチングビジネス 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 有限会社プラスチャーミング 1010402034131 日本文化に根差した高付加価値商品を販売するインバウンド向けＥＣプラットフォーム事業 税理士法人ＡＳＣ

関東 東京都 港区 株式会社アーチパブリケイションズ 2010401083112 電気自動車オーナー向け会員制　Ｗｅｂメディアの開業と運営 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 ハチクマカフェ ＥＣ通販とテイクアウト事業の開始で販路開拓！ＳＮＳ販促でコロナ禍を生き抜く！ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 品川区 株式会社えんらいと悠 2010701036538 オンライン完結型の「近藤式内臓機能回復法」セラピスト育成スクールの開設事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 いろはカンパニー株式会社 7010401132847 女性向け美顔サロンが提供するメンズセルフエステ事業 株式会社ＲＡＤ

関東 東京都 港区 ブルームーン・マーケティング株式会社 8010401088790 海外メディアと日本の宿泊・観光施設のマッチング・プラットフォーム構築 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 株式会社くるま屋 8010501027814 人力車製造のノウハウを活かした「リヤカー屋台」と「ミニ人力車」の製造による新分野展開 井上大輔

関東 東京都 渋谷区 株式会社一期 1011001113912 自社オリジナル製品＋美容・健康商品の中国向け越境ＥＣ事業 中居　広行

関東 東京都 目黒区 株式会社ＶＩＮＣＯＮＴＲＯ 5010401116884 ワインバーから一次会向け「大人ネオ居酒屋」への業態転換 東京商工会議所

関東 東京都 港区 アイ　ウィル 『犬との生活を楽しむサービス』をワンストップで提供する複合犬関連ビジネスへ 東京商工会議所

関東 東京都 台東区 東京光冠容器株式会社 8010501009267 自社店舗のオープンとＥＣサイトの構築によるＢｔｏＣ販路開拓事業 野口　和義

関東 東京都 町田市 株式会社たびかん 2012301009089 国内観光口コミサイト利用者と宿泊施設のマッチング支援事業 清水　一男

関東 東京都 品川区 Ｔｏｋｙｏ　Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｓｔｙｌｅ 東京から世界へ発信するメイドインジャパンのオーガニック 稲田英一郎

関東 東京都 府中市 ジョーズブリュー オンライン化による配信とレッスンの新分野展開 むさし府中商工会議所

関東 東京都 渋谷区 レディゴ 外見と内面を美しく整え、楽しく婚活から成婚までをサポートする婚活サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 株式会社三秀 2010001044200 板金加工技術を活かした電動建機用ＡＳＳＹ部品への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 大田区 株式会社ＣｒｏｗｄＣｈｅｍ 8010801032670 グリーン分野にフォーカスした化学データのプラットフォーム事業 佐藤淳

関東 東京都 大田区 株式会社トモエ 2010801017628 難削材の精密加工と短納期を実現。車載用蓄電池製造装置への挑戦。 さわやか信用金庫

関東 東京都 杉並区 株式会社ｏｖｇｏ 7011303003649 植物ベースの健康・環境に優しいオリジナル焼き菓子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

関東 東京都 荒川区 株式会社　ＣｕｂｏＲｅｘ 3110001031385 クローラ技術を応用した不整地における土木インフラの電動化事業 浜松磐田信用金庫

関東 東京都 目黒区 石山ネジ株式会社 9013201000560 電子ビーム蒸着装置の一貫生産ラインの構築による事業再構築 西武信用金庫

関東 東京都 港区 ＹＵＩＭＥ株式会社 7010001148302 農業の活性化のため、求職者と農家の適切なマッチングを目指す求人支援及び農家の規模拡大支援事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社佐勇 9010401090531 食品ロス問題解決に資する食品加工工場の建設と新システムの構築 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ファイアーキッズ 4010001223669 経営コンサルタントの新たな価値創出「ヴィンテージ時計」による市場と社会の変革 経営標準化機構株式会社

関東 東京都 品川区 濱井産業株式会社 1010701008133 次世代パワー半導体向け表面処理装置の開発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 ＪＡ三井リース株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社スリーエス 2010001115918 地球環境にやさしいミネラルとリサイクル技術のＢＣＰシステム事業 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 ＤＥＮＧＥＮ株式会社 7340003001640 太陽光発電と蓄電池を活用した新たなビル用電源システムへの新展開 土井　康二郎

関東 東京都 台東区 日本アイ・エス・ケイ株式会社 1010501003516 無人集配デポ金庫製造への進出 株式会社筑波銀行

関東 東京都 渋谷区 Ｅａｓｔ　Ｈａｒｂｏｒ株式会社 4011001107696 循環型環境社会を創る「ムラサキイガイ天然資源再生化工場」の開発 グラビス税理士法人

関東 東京都 文京区 Ｆａｉｒｙ　Ｄｅｖｉｃｅｓ株式会社 9010001116075 クリエイター等の個人・個人事業主向けウェアラブルサービス提供事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社太和ホールディング 1010001146245 水平リサイクル１００％を実現するプラ製物流パレットのアップグレード化 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 八王子市 ＭＩＲＡＩ－ＬＡＢＯ株式会社 9010101008362 Ｓｏｌａｒ　Ｍｏｂｉｗａｙの技術基盤の盤石化を目的とした新拠点の建設 多摩信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社丸山製麵 3010701009360 丸山製麺ならマルっと解決！冷凍専門共配事業でＣＯ２削減 芝信用金庫

関東 東京都 西東京市 株式会社オートアベニュー 2012701002098 地域の次世代エコカー　フルサポートサービスステーション事業構築計画 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ニチモ 8370001039638 両面発電モジュール発電システム「マルチシステム」研究開発販売計画 細谷晋一郎

関東 東京都 品川区 株式会社しんがり 1010401074343 電気自動車に関する情報プラットフォーム「カースモーラ」事業 合同会社ウイン・アクション

関東 東京都 中央区 ４ｔｈ　ＳＱＵＡＲＥ株式会社 9010001142204 地域活性化に貢献するパーソナルトレーニングジムへの新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 足立区 中華王 「肉まんが名物の中華料理店」を目指して新分野展開 山川　博久

関東 東京都 江東区 有限会社千味福田家 3010602022719 豊洲エリアの居酒屋が新展開！ゴルフ需要の商圏化による再構築事業 須永　達也

関東 東京都 荒川区 タカラ実業株式会社 7011501007476 事業者向けクリーニングへの新たな展開により経営基盤を強化する 株式会社匠コンサルティング

関東 東京都 台東区 東洋商事株式会社 8010501009127 仕入れ力・メニュー開発力の強みを活かしたテイクアウト事業への参入 須永　達也

関東 東京都 新宿区 株式会社エスエイチユー 1011001115520 微生物の力でフードロスゼロへの挑戦 須永　達也

関東 東京都 北区 大鉄工業株式会社 6011501002651 菓子製造業許可付きシェアキッチン貸出事業への新分野展開 小久保　和人

関東 東京都 台東区 株式会社カルボ 9010501036649 浅草で、レトロな雰囲気の内装店舗にて、和風カレー店を開店する。 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 八王子市 株式会社ヴィクトリー 4010101013788 先端機器を用い最新の保険外療法による効果的な施術を提供する接骨院の開始 塩津　友輝

関東 東京都 新宿区 株式会社ＣＬＩＭＡＴＥＳＴＡＲ’Ｓ 3010501025756 ＪＲ構内でのリアルイベントと新たに構築するＷＥＢサイトを融合させて全国各地の優れた特産品を消費者にお届けする事業計画 事業承継コンサルティング株式会社

関東 東京都 江戸川区 株式会社ピースワーク 8011701014593 アクリル板を使用した加工製品の事業化による製造業への進出 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 品川区 株式会社ワカエ 4010701010301 精密ブレーキ部品のプレス加工力を活かし医療市場へ新分野展開 佐山　壽一

関東 東京都 台東区 合同会社ＩＳＬＡＮＤＬｉｎｅ 5010803002468 味も見た目も楽しめるフォトジェニック寿司居酒屋の開始 塩津　友輝

関東 東京都 府中市 ムサシ冷凍設備株式会社 7012401019529 ジビエ料理とナチュラルワインのＥＣ・サブスク販売への業態転換 平野智一

関東 東京都 文京区 株式会社メモリカ 5011201020731 革新的な多目的ワーケーション施設を開業し、Ｖ　字回復を目指す。 駒田　裕次郎

関東 東京都 墨田区 株式会社アヴァンセ 5010601042212 町工場が店主の想いを形にする！インテリア小物の製造・販売事業 橘　真美子

関東 東京都 大田区 ＦＣＲ株式会社 5011501009978 潜在的リスクの解決を図る新型伏び管内位置探査サービスの提供 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 大田区 双葉電機工業株式会社 8010801010511 電源装置の受託生産から遠隔保守ユニットの事業化による事業再構築の推進 千葉県商工会連合会

関東 東京都 中央区 レジョナーレ イタリアンジェラートの製造による小売・卸売への新分野展開 株式会社グランツ・コンサルティング

関東 東京都 八王子市 株式会社ＨＡＮＡ 5010101011849 越境日本語教師マッチングプラットフォームの開発・運営 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 八王子市 株式会社三幸社 4010101012476 需要拡大する私物洗濯分野への新分野展開とコロナからのＶ字回復 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 台東区 株式会社エコスマート 1010501033174 対面営業ノウハウを組み込んだエコスマほけんプラットフォームの提供 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 大田区 株式会社テクノプライム 7010801007574 ブランド・帰属意識を高めるカスタムＴシャツ販売とデジタル印刷事業の展開 鴫村　武志

関東 東京都 杉並区 有限会社オクギ製作所 4011302001895 最新鋭のがん治療を身近に！重粒子線治療機器部品の製造開始 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 大田区 株式会社レクサリンク 8010801027596 水産廃棄物の有効利用による地域活性化事業 札幌商工会議所

関東 東京都 豊島区 株式会社ツチサカ 7013301007516 関宿発！地域連携力を活かした高付加価値な建機部品製造へ業態転換 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 日野市 株式会社紀の国屋 9013401005657 日野市初！増加する食育志向と子育て世代をターゲットにした新スイーツ等の製造計画 多摩信用金庫

関東 東京都 八王子市 有限会社丸忠商事 8010102006548 戸吹鮨忠”業態転換”「自然豊かな和テラス席での地域交流」 森本　晃弘

関東 東京都 千代田区 前島歯科医院 地域初となる予防歯科専門クリニック新規開業への新分野展開 株式会社キクチカラ

関東 東京都 江戸川区 有限会社石黒製本 2011702000937 ニーズが拡大しているサンプルをチラシ等に貼り付ける加工への進出 船越　良人
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関東 東京都 豊島区 コア・プリンテック株式会社 7013301025187 コロナ禍でニーズが増加するヘアカット・訪問美容サービスへの展開 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 中央区 株式会社イーガルド 5010001113720 チップ実装の内製化による高耐久ＲＦＩＤで物流・社会インフラ市場へ進出 佐山　壽一

関東 東京都 目黒区 株式会社アマテラス 7010901028256 スタートアップ企業×大手企業副業人材のマッチング分野進出事業 アカウンティングフォース税理士法人

関東 東京都 世田谷区 関口漬物食品株式会社 7010901006410 サブスクリプション契約によるカスタマイズ漬物販売事業への進出 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 港区 有限会社リップスティック 9010402036079 プライベート空間を満喫できる完全非対面の個室サウナの創設 株式会社アパレル・コンサルティング

関東 東京都 豊島区 株式会社ファーストシステムコンサルティング 8013301025013 カンボジアでの介護従事者発掘による新分野展開 中髙　英明

関東 東京都 中央区 株式会社ＥＯＣブレイン 1010001144678 コインランドリーを併設した窯焼きピザカフェ店舗への新分野展開 小久保　和人

関東 東京都 品川区 株式会社ｍａｇｉｃｎｕｍｂｅｒ 4011001090389 美容商品モニター事業の運営 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 港区 株式会社ファンシ 5010401062856 エコサート認証オーガニックスキンケアブランドの展開 東京商工会議所

関東 東京都 調布市 株式会社浜食 3012401008444 既存事業で培った乾燥技術を用いたドライフルーツ製造事業 富田　秀昭

関東 東京都 千代田区 ＺａＰＡＳＳ　ＪＡＰＡＮ株式会社 9010001198361 コーチングを通じた新規ミドルマネジメント向け研修システム開発 林　恭輔

関東 東京都 渋谷区 アンプ・ジャパン株式会社 6011001062312 ＳＤＧｓ時代に向けた渋谷発エシカルジュエリーブランド構築事業 株式会社エイネットコンサルタント

関東 東京都 葛飾区 株式会社ＪＡＺＰ 7011801040474 ＳＮＳや宅配を活用し地域に根ざす中国・韓国食材小売事業の展開 清水　雅彦

関東 東京都 三鷹市 株式会社モノファクトリー 8012401029956 ”Ｍａｄｅ　ｉｎ　Ｔｏｋｙｏ”にこだわった高品質商品で海外製品との差別化を図る事業 多摩信用金庫

関東 東京都 江東区 有限会社高徳 4010002024653 豊洲市場水産仲卸による本格的なマグロ・海鮮定食屋とテイクアウト事業への進出 吉川　順子

関東 東京都 大田区 株式会社照屋工業 5010801024274 差別化を図った焼肉店運営事業による事業再構築 塩﨑　幹比古

関東 東京都 港区 ＴＴＳ株式会社 9180001104897 人的マーケティングシステムを用いたポスティング事業への転換 安達　曉宏

関東 東京都 港区 高砂エンジニアリング株式会社 5010401016928 集合住宅向け漏水警報遮断システムによる新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 調布市 協栄プリント技研株式会社 8012401007549 電子部品微細化に対応した高精度金型部品のＩｏＴ生産システム構築 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 台東区 株式会社シリウス 4030001054113 大手に負けない！差別化家電直販計画（インフォマーシャルとＥＣ販売） 事業承継コンサルティング株式会社

関東 東京都 足立区 株式会社エフジーエム 3011801006438 普通の板ガラスよりエコで安全な合わせガラス販売への新分野展開 株式会社足利銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ＳＡＮＫＯ　ＭＡＲＫＥＴＩＮＧ　ＦＯＯＤＳ 8013301027281 居酒屋チェーンの水産業進出～沼津の新鮮な魚を消費者に届ける～ 株式会社横浜銀行

関東 東京都 墨田区 合同会社ワークベンチ 1010603007720 訪問介護施設向けスマートロック＋見守り支援システム 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 豊島区 株式会社アースリング 5010001071489 アフターコロナのフィットネスジム　イミ消費戦略事業 税理士法人ブレイン綜合会計

関東 東京都 千代田区 一般社団法人ル・プレジール 8010005026874 フラワーアレンジメントのオンラインレッスン事業への参入 井上　拳

関東 東京都 豊島区 楽商ジャパン株式会社 4013301028283 日本と中国人留学生を結ぶマッチングプラットフォームへの転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 墨田区 有限会社東屋 4010602010482 地域のコミュニティ・観光、及び革小物文化発信の核となるカフェの経営 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 九段建設株式会社 3010001082678 ＳａａＳ型リモート監理システムの導入によるＤＸを推進したリフォームサービス 興産信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社シェノン 3012301012422 飲食事業者が挑む飲食店向け教育コンサルティング事業の推進 大西　剛広

関東 東京都 足立区 弘和印刷株式会社 1011801007636 暮らしを豊かにし、サスティナブル社会を実現する紙製品メーカーへの転換 足立成和信用金庫

関東 東京都 江戸川区 アイ・エス・ケー設備工業株式会社 1011701019905 ポストコロナの需要増を捉える、配管の製造及び販売事業への新分野展開 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 北区 清田商事株式会社 1011501017035 住宅宿泊事業・電気工事から体験型宿泊施設構築 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 有限会社キーロ 8011002036214 青山を拠点としたＤＸ型イベントブース事業の展開 西武信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社中南海トレーディングコーポレーション 8010502019612 創作タイ料理の外食・中食市場への参入 朝日信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ＩＣＣホールディングス 8010501032921 特定技能者向け職業トータルマッチングサービスの業種転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 狛江市 燈灯亭 ラーメン店がウィズコロナ時代に生活様式の変化に対応した売上確保戦略 レンタルＥＣ株式会社

関東 東京都 台東区 株式会社健熙 4010501027215 焼肉店の強みを活かした、国産和牛×セントラルキッチンの冷凍食品製造販売 増田　考邦

関東 東京都 中野区 リバレイト 美容師目線で美容師の利便性を高めたシェアサロン事業の展開 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 西東京市 株式会社東仁 5012701002401 開発から販売までをコーディネートする地域密着型食品ＯＥＭ製造 本多　剛士

関東 東京都 新宿区 合同会社Ｓ＆ＲＳ 5010003025105 ダイニングバーから「Ａ５ランク黒毛和牛を提供する完全個室焼肉店」への転換 井上　拳

関東 東京都 品川区 株式会社Ｈ＆Ｎ 2010701025235 既存の鉄板焼き店から焼肉店へのリニューアル事業 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 荒川区 井島貴金属精錬株式会社 3011501005467 新型コロナウイルスに対応した貴金属加工のＡＩ化による貴金属鋳造業界の再興 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＲＤＳ 6030001088514 シーティング専用車いすの製造・販売 白原　匡樹

関東 東京都 武蔵村山市 有限会社テラテクニカ 1012802011189 人工衛星用磁気センサ製造のための設備導入で宇宙産業参入 青梅信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｈａｒｕ 7010401146632 日用品の卸売からペットのコロナ対策商品の製販一貫体制への転換 さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ビヨンドプロパティーズ 8430003010581 ゴルフのオンラインレッスンとライブコマースを併用したアプリ開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 武蔵野市 株式会社円らく 1012401014031 飲食店が挑む古民家再生によるＢＱＱ施設付き簡易宿所事業 宮田　大

関東 東京都 新宿区 東明総研株式会社 1011101014283 「東明運命学のオンライン検定・講座」による業態転換 経営サポート株式会社

関東 東京都 北区 株式会社大塚楽器製作所 6011501000812 シニアに音楽のある生活を！オカリナ入門セット直販事業に挑戦 河村裕司

関東 東京都 港区 株式会社ピースフル 2020001048919 有資格者による健康・医療に関する遠隔サポートシステムの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 青梅市 株式会社豊富士 2013101003851 直接型からセンター型への転換によるおしぼりタオル事業の再構築 西武信用金庫

関東 東京都 台東区 ｏｍｅｌｅｔｙｅｌｌｏｗ 外国人向け和文化教室の展開によるコト消費の提供 経営サポート株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＧＯ　ＧＲＥＥＮ 4011001110824 Ｗｅｂ広告代理業から配信スタジオ・動画編集への新分野展開 税理士法人神田計理．ＳｅｃｏｎｄＣＦＯ

関東 東京都 八王子市 合同会社Ｓｔａｓｈ０１ 1010103001034 高性能ゴルフシュミレーターを設置した無人ゴルフ練習場の運営 株式会社群馬銀行

関東 東京都 台東区 三ツ矢物産株式会社 4010501013586 千葉県の交通インフラを支えて地域貢献する中古車販売・整備事業 株式会社京葉銀行

関東 東京都 町田市 株式会社サムアップ 5012301006777 店舗開設による車トータルメンテナンス業への挑戦 町田商工会議所

関東 東京都 世田谷区 有限会社高野クリーニング店 6010902009413 利便性・付加価値向上によるサービスの適正価格への改正で収益改善を目指す 芝信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ＳＡＲＡＭ 9011101057432 本場の韓国家庭料理を日本で味わう。飲食店事業化計画 東京信用金庫

関東 東京都 港区 アケボノジャパン株式会社 9010601044361 モンゴルと日本の架け橋となり、モンゴル料理を通じてモンゴルの伝統を日本に伝える 菅原　寅太郎

関東 東京都 調布市 一般社団法人フィットボクシングジャパン 3010905002558 「Ｆｉｔ　Ｂｏｘｉｎｇ🄬　ｓｔｕｄｉｏ」開設によるオンラインメニューの新展開 東京中央経営株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社オーディーピーセンター 8010001013281 印刷・加工技術の高度化による「同人誌」市場への参入と収益構造の再構築 株式会社りそな銀行

関東 東京都 江戸川区 有限会社シーダ 1011702014797 バル・バーへの事業転換と提供態の多様化で環境変化を乗り越え進化する 西川貴人

関東 東京都 世田谷区 リンクコミュニケーション株式会社 6010001134187 外国人材にも対応可能な無線基地局設置事業者向けＶＲ教育システムの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 足立区 株式会社ケーアイ精機 5011801007434 新たな製造方法の導入により成長分野へ進出し、業態転換を図る 株式会社匠コンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｔ・Ｆホールディングス 2010901037245 現有設備を有効に活用した食料品製造業への進出による事業再構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 台東区 プラスディー株式会社 5010501036628 対面のネイルサロン事業から、非対面のＥＣおよびオンラインセミナー事業への展開 増田　考邦

関東 東京都 千代田区 株式会社トラストプロパティ 2010001196982 水上アクティビティ・ＢＢＱ・テントサウナが楽しめる複合型グランピング施設運営 西武信用金庫

関東 東京都 東村山市 株式会社ウチノ板金 1012701012511 地域商店街活性化事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 株式会社協同社 2011101005281 新たな製本プロセスの開発による新製品の事業化 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 台東区 株式会社ＤＧＳＡＬＥＳ 4010401092020 最大９０％の節水効果！家庭用節水蛇口の実演販売事業に進出！ 株式会社東日本銀行

関東 東京都 江東区 株式会社Ｎｅｗ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎｓ 6011001120342 ＡＩにより飲食店の無人調理を実現するシステムソリューション事業 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 港区 ナカタ株式会社 3120002044781 レディスゴルフウェアＤ２Ｃ事業展開計画 補助金活用支援会合同会社

関東 東京都 墨田区 株式会社ＧＯＬＤＥＮ　ＨＥＡＲＴ 6010601037871 旅行業からフィリピン人介護士の特定技能者支援事業への業種転換 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 品川区 株式会社ミズリー 4120101035953 開放感があるカフェと一体となった婦人服向けＳＰＡ業態への展開 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 渋谷区 株式会社アイエルアイ 5011001051646 自分らしく生きる能力をもった子供たちを増やす教育サービスの展開 株式会社ＷｅｌｌＦｌａｇｓ

関東 東京都 中央区 合同会社ＡＳＳＩＧＮ 3010003023449 日本初！海外製スポーツ型電動アシスト自転車輸入販売事業の展開 株式会社横浜銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社ハチノスジャパン 3011001061069 高齢者を支える社会貢献企業へ！高性能見守りシステム販売への挑戦 西武信用金庫

関東 東京都 目黒区 西郷歯科クリニック 嚥下マッサージ・トレーニング事業展開による予防歯科・医療分野への新規参入 株式会社ＷｅｌｌＦｌａｇｓ

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｂａｎｋｓｙ 7011001126479 ファッション業界の過剰在庫課題解決のためのエコビジネスモデルの構築 坂上　志歩
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関東 東京都 目黒区 株式会社ｉｎｆｌｕｅｎｃｅ 2011003005454 コロナ禍での３密回避とコミュニティ組成をサポートするゴルフ練習場事業 西武信用金庫

関東 東京都 足立区 株式会社島田鉃工所 3011801008608 研削加工の内製化による半導体製造装置・工作機械向け部品分野での新規受注獲得 石山　賢

関東 東京都 墨田区 株式会社楠商会 7010601010464 防災・再開発需要を取り込む高耐久ワイヤロープ製造への業態転換 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社３Ｄサイエンスゴルフ 3010401146306 ゴルファーとレッスンプロをつなぐＷＥＢアプリの開発 ＩＫＰ税理士法人

関東 東京都 多摩市 合同会社七海交易 4013403000529 粉体香辛料から液体調味料への新分野展開による事業再構築 三枝　俊英

関東 東京都 港区 株式会社Ｎｅｃｏｃｈａｎｃｅ 4010401132536 非対面で最適なギフトを贈れるＥＣシステムの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 国立市 鈴木工務店 建築リフォーム事業から輸入から販売まで一気通貫の英国旧車オートバイ事業へ 魚谷　康行

関東 東京都 新宿区 株式会社玉栄 9011101051179 老舗卵焼きメーカーが行う卵スイーツの製造／Ｄ２Ｃ／小売りの新分野展開 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＴＥＯＲＹ 7012701013719 “リモートマネジメント”を可能にする、「スマートカメラシステム」を　メインサービスとした新規事業計画書 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 東京都 港区 株式会社日本地域総合診療サポート 1140001106649 医療系ＩＴ企業が多摩地区シニア向け会員制サロン事業の新展開 株式会社池田泉州銀行

関東 東京都 葛飾区 株式会社カワイチ・テック 5011801017549 バイオマス由来廃棄物５１％以上を原料とした循環型リサイクル製品の開発製造 河合　裕

関東 東京都 荒川区 株式会社八段屋 8011501015247 天ぷら材料高騰の秘策！オリジナル巻き寿司・海鮮丼専門店 松尾　基司

関東 東京都 新宿区 株式会社凛倫林輪 7011101055834 丸ビル内に個人・インバウンド向け和食店を出店することによる事業再構築 河合　翔太

関東 東京都 渋谷区 有限会社ＴＲＡＮＳＦＥＲ　ＯＦ　ＥＮＥＲＧＹ 5010502022189 来店型事業を補完し、美容の知見を活かす自然由来化粧品製造販売 株式会社西河マネジメントセンター

関東 東京都 港区 リベレーターズ株式会社 1010401150664 ＡＩを活用した高級車・ＥＶ車関連情報提供システムの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社ピージーインターナショナル 4010001132465 愛犬家の充足感を満たす新たな高付加価値型トリミングサロン展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 大田区 株式会社松栄製作所 7010801005545 【脱炭素社会で求められる発電効率】次世代発電タービン部品製造へのチャレンジ！ 城南信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社フューチャー・ダイニング 1010401063511 大学生と飲食店をつなぐマッチングアプリ開発 森本　晃弘

関東 東京都 中央区 日逓テクノ工業株式会社 1010001053284 新型医療機器の共同開発と量産体制の構築による新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｂｉｔｔｅ 9010001122271 オーガニック食材を用いた洋菓子の製造および店舗・ＥＣ販売 さわやか信用金庫

関東 東京都 江戸川区 ナイテックスワーク株式会社 9011701016655 「ウィズコロナ」「技術承継」「地域活性化」を実現する飲食事業への新規参入 税理士法人シンフォニー

関東 東京都 新宿区 マチルダ　花木あゆみ キッズカット、眉毛パーマ・ブロウ、ヘッドケアのオンライン講習の新規開設 パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｐｏｗｅｒｆｕｌ 3011101075547 日用品・美容品の卸売業から廃電子機器リサイクル業への業種転換 高松　佑

関東 東京都 港区 日本氷菓株式会社 1010401109446 「韓国式ホットサンド」の３形態販売開始事業 新城　裕史

関東 東京都 町田市 有限会社古川商店 3021002029147 自社で修理した中古靴・鞄のＷｅｂ販売、革製品の修理設備レンタル業 牛島　巌

関東 東京都 港区 株式会社ＮＢＨ 7010401046584 新たに「スイーツ商品テイクアウト専門店」を開業 城北信用金庫

関東 東京都 葛飾区 有限会社エコー金属 1011802022849 板金加工のニーズを丸抱え！厚板の板金加工事業を新たに展開 西川貴人

関東 東京都 練馬区 株式会社ＦＲＥＥ　ＡＰＡＲＴ 9011601023859 非対面営業強化のための自社ＥＣメディア構築 吉田　邦彦

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｓｔａｒｌｉｔ　Ｓｋｙ 2013301037170 居酒屋運営から少人数制高級焼肉店　焼肉黒木への新分野展開を図る 井上　拳

関東 東京都 江東区 株式会社キーリー 5040001086030 フレキシブルオフィスの運営及びＢＰＯ事業への新分野展開計画 鈴木　ゆい

関東 東京都 北区 ＡＳＩＡＮ・Ｆｕｓｉｏｎ合同会社 4011503002164 アジアの食料品・衣料品を販売する複合店を新規開店 高松　佑

関東 東京都 大田区 有限会社荻山商会 1010802003074 原油高・物価高対策、オートバイレンタル事業への新たな挑戦！ 川居　宗則

関東 東京都 港区 株式会社オーシャンズ 9010401086471 カビ取り屋施工業からカビ取り洗剤ＥＣサイト販売への新分野展開 佐藤勝裕

関東 東京都 中央区 紀州鉄道株式会社 3010001014573 キャンパー・別荘利用客のための癒しと利便性の個室温浴施設事業 渡邉　新平

関東 東京都 千代田区 株式会社エスぺランド 3060001026003 国産石の需要喚起・価値向上と国内採石場の活性化を実現する再構築事業 株式会社Ｉｄｅａｌ　Ｗｏｒｋｓ

関東 東京都 府中市 府中自動車株式会社 6012401001495 自動車整備業界における集客支援事業の構築 株式会社ウィレコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 メイドバイジャパン株式会社 4011001069482 特許技術を活かしたサスティナブルシューズ製造でグリーン成長を実現 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 武蔵野市 オフィス－ＵＰ株式会社 8011101072531 飲食業からゴルフスタジオプロデュース企業に転換 東京三協信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＢＬＡＮＣ 6360001024023 宮古島に唯一無二のウィズコロナ型ビストロ形式レストラン 渡邉　新平

関東 東京都 品川区 株式会社三美製作所 9010701015171 高機能設備を活用した、自社技術の深化と新分野への進出 城南信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社グラッド 5011401015151 自費型リハビリステーションの開業 松井　洋治

関東 東京都 文京区 ルーチェ 都心型飲食店から地元密着型美容室＆飲食料品小売業への業種転換 東京商工会議所

関東 東京都 豊島区 株式会社セルティア 2011001129783 相談相手・適材マッチング機能を有した通話アプリ開発・運営事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 府中市 株式会社ＮＯｉＳ 7012401021914 オリジナル自転車のレンタサイクルリース事業 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社行動 7010001197464 国内起業家支援プラットフォームの開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社サンワ 8010001017910 ネットとリアルの両面で顧客価値の変革を図り価値を創出する事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 練馬区 株式会社光栄舎 1011601002102 受け渡し業務の非対面かつ自動化による営業時間の拡大で顧客ニーズに応える 西京信用金庫

関東 東京都 台東区 エー・シー・イー株式会社 5010501037320 足立区竹の塚で初・２４時間営業インドアゴルフ練習施設の新分野展開 嶋田　景太

関東 東京都 杉並区 株式会社リアルゲート 1010401056589 税理士事務所に特化した会計処理支援サービス展開による商圏拡大 井上　拳

関東 東京都 新宿区 株式会社ＣＵＲＢＯＮ 1011101085886 ギャラリーを併設したスタジオを新たに設立し、レンタルスタジオ事業を開始する。 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 江東区 株式会社Ｆｏｏｄ　Ｓｔｒｅａｍ　Ｊａｐａｎ 7010601037409 宅配食提供サービス事業への新規参入 東京東信用金庫

関東 東京都 豊島区 株式会社エクスパンディングファーマシー 9040001083701 対アフターコロナの薬局高度化事業！オンライン調剤への新分野展開 河村裕司

関東 東京都 葛飾区 株式会社らマルキ 8011801005253 洋菓子店が地域のつながりを取り戻すカフェ事業への進出 興産信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＯＮＥ．ｃｏｕｒｓｅ 4010701037880 採用活動を効率化し欲しい人材を逃さない採用管理ＳａａＳ「求人エックス（仮称）」 榎並　由洋

関東 東京都 中央区 メスキュージェナシス株式会社 6120901035886 新規膜透過性ペプチドの獲得 佐藤　大心

関東 東京都 千代田区 株式会社博文社 8010001026291 全国初！　特殊紙専門のオンデマンド校正、刷り比べ、見本作成サービス 株式会社ＧＩＭＳ

関東 東京都 新宿区 株式会社日本文書 2010001033657 外注製品内製化の為のＩｏＴ機械設備の導入と販売手法のＤＸ化 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社テレワークス 7013301038775 小規模事業者＆個人事業者向けプチ・コンタクトセンターの開発＆販売 新都税理士法人浅野事務所

関東 東京都 葛飾区 株式会社テイカインターナショナル 8011801019666 ハイヤー事業から強みを活かした在留外国人向け焼き肉店への新分野展開 上山　竜太

関東 東京都 多摩市 ＩＳＳＥＩＯＧＯＭＯＲＩ 日本一のバリスタ店主がプロデュース！最高品質＆ＳＤＧｓな珈琲店 河村裕司

関東 東京都 新宿区 株式会社ＪＩＮＣｏｍｐａｎｙ 3012801018522 幻の鶏を使用した焼鳥店 税理士法人ＧＮｓ

関東 東京都 世田谷区 株式会社ワンズプレイス 8011001132402 拡大する中食需要を売上の第２の柱とする製造小売業の展開 銀座スフィア税理士法人

関東 東京都 中央区 ブレイントラスト合同会社 3013303002551 被災経験のある災害拠点病院と共同開発する災害対策アプリ 木戸真智子

関東 東京都 渋谷区 株式会社狼たちへの伝言 3120001196203 ＷＥＢマーケター育成スクール事業への進出 株式会社伊予銀行

関東 東京都 狛江市 株式会社Ｐｌｅａｓａｎｔ．ｊａｐａｎ 5012401032186 パーティグッズからコロナ禍でも需要の高いアウトドア商品の販売・体験宿泊事業へ 坪井　亮

関東 東京都 小金井市 株式会社クローバーズ 5012401023581 学生服のリユース・リサイクルで親子の成長を支援する「リボーン学生服」事業 松井　洋治

関東 東京都 中野区 合同会社Ｋｉｋｕ塾 3011103008934 研修内製化が可能となる内製化基本モデルの作成・提供 山口　良明

関東 東京都 港区 株式会社イグニス 1010401067487 コロナ禍の新たなレジャー　個室型シミュレーションゴルフの展開 飯島　一郎

関東 東京都 品川区 パルフェット 美容サロンオーナーとのユニフォームの共同開発、ＥＣ（直接販売）業への新分野転換 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 有限会社エトワール 1011102002007 サブスクリプション型洗濯代行サービスへの事業再構築 横山　和志

関東 東京都 港区 株式会社ＧＦＩ 2010601050184 経営基盤の回復と強化のため豚料理専門レストランへの新分野展開 株式会社アドベンチャーワン

関東 東京都 港区 株式会社Ｌｉｖｍｏ 9010001145842 社会課題である空き家問題を解決するＣｏｌｉｖｉｎｇ転換事業 丸山　達也

関東 東京都 新宿区 有限会社林サービス 6011102010368 化学物質過敏症で困っている方にＥＭ「衣食住」トータルサービス 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 有限会社篠原紙工 6010602011958 デザイナーやアーティストに喜んで頂く自費出版 東京東信用金庫

関東 東京都 新宿区 ＭＩＣ　ＪＡＰＡＮ株式会社 6011101062963 【ネパール蒸し餃子モモの新分野展開】 新城　裕史

関東 東京都 目黒区 エッセンシャルエナジー株式会社 6010902000116 中小企業向け脱炭素促進に資するＣＯ２排出量算定システム開発 税理士法人アクリア

関東 東京都 港区 株式会社クィーン 8010401057878 アート性を活かした超高価格帯メンズコスメ事業 新城　裕史

関東 東京都 港区 ゲットメディシン 宅配に特化したサイクリングスルー調剤薬局で次世代型薬局モデルを構築する 東京商工会議所

関東 東京都 東村山市 松本鉄鋼株式会社 8012701007810 材料の販売・加工から「組立」対応によるワンストップサービス強化！ 株式会社クイック・ワーカー
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関東 東京都 中央区 東京木村ビジネスサポートサービス ニッチなハウスクリ－ニングサ－ビスの事業再構築で孫請けから脱却 佐々木　智浩

関東 東京都 小金井市 株式会社ユナイテッドフューチャーズ 3012401015580 コロナ禍でもニーズの高いアウトドア施設を主とした宿への転換 長野県商工会連合会

関東 東京都 千代田区 株式会社コンサルテイング・パートナーズ 2080101020409 悩み多きママやシングルマザーを非接触でサポートする売上増強計画 木本　康聖

関東 東京都 墨田区 ＣＡＦＥ　ＰＯＫＡＰＯＫＡ 飲食店が新たに取り組む「こどもの食育塾」の開講 東京東信用金庫

関東 東京都 目黒区 有限会社エス・エイチ・ピー 6011002036562 「空間づくりのノウハウ」を活かしたコアーキングスペース事業への転換 ひまわり経営サポート株式会社

関東 東京都 荒川区 有限会社オリオン機工 5011502007650 クリーンルーム設置とロボット溶接機導入による半導体製造装置への進出 東京東信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社レイアップ 9010601035996 歯のホワイトニングで地域ミレニアム世代のプラス思考を応援する 東京東信用金庫

関東 東京都 港区 シースター株式会社 2010401087278 大豆を主原料とした高たんぱく・低糖質のシニア向け食品の開発および販売 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 渋谷区 ＵＮＤＥＲｇＲＯＷＤ株式会社 8011001122262 ウィズコロナのニーズに応える映像制作事業の開業 石田　秀光

関東 東京都 八王子市 株式会社巧塗装 6010101009933 建設業での知識・経験を活かした海外向け日本間キットの製造 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 ＭＡＸ合同会社 2010403016763 空き家（部屋）を屋内シミュレーションゴルフ事業で再生する業種転換の取組み 山田　健一

関東 東京都 渋谷区 ビューティーボックス株式会社 1010401155903 ＥＣ通販で培ったマーケティングノウハウに基づく美容室運営事業 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 立川市 多摩中央葬祭株式会社 3012801000892 コロナ禍で進んだ、下請け構造からの脱却　専門ホールを出店 西武信用金庫

関東 東京都 葛飾区 パラサイト 育児女性向け地域密着型トータルライフデザインのブランド店舗＆美容院展開 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 大田区 国際コミュニケーション・トレーニング株式会社 5011001061372 対面型企業研修からオンライン脳磨き検定開発による業態転換 株式会社マイクリエイト

関東 東京都 大田区 永広機材株式会社 8010801004232 ＤＩＹサポート事業への進出による事業再構築の実現 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社ペーターズ 7021001057822 独自製法の冷凍餃子の開発と販売の実現により、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 国分寺市 株式会社ＭＫ企画 2012801019810 地元で愛される居酒屋がコロナ禍に強い焼肉市場へ進出 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 新宿区 株式会社ディアロネット 8011101056039 納骨堂の営業ＤＸ化 株式会社りそな銀行

関東 東京都 立川市 株式会社ＴＲＵＳＴＹ　ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ 2012801009068 本格炭火焼き鳥を自宅でも！ＥＣ事業参入計画書 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ｉｍｐｒｉｓｅ 1010901033633 スマホ１台で申込める！最先端のＡＩカメラ搭載型アドトラック広告 松本　佳之

関東 東京都 世田谷区 株式会社ティ・ティ・エス 6010901007715 地域の観光資源・飲食店と連携！暮らすように泊まる美味しい簡易宿所（民泊） 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 渋谷区 ＤＩＡ株式会社 2010001159064 頭皮・毛髪改善に特化した男性専用ヘッドスパ専門サロンの運営事業 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 渋谷区 株式会社岩崎商店 9011001137458 ライブ配信サービスと生産者・小売店コンサルティング事業 第一勧業信用組合

関東 東京都 港区 株式会社千里馬 4010401066040 東京都勝どきエリアにおける「大規模集合住宅向けダイレクトフードデリバリー」兼直営店事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 新宿区 皓月合同会社 2011103005742 飲食店経営の強みを生かしたテイクアウト／デリバリー専門店への展開 高松　佑

関東 東京都 昭島市 株式会社東京製作所 3012801002352 商用自動車のＥＶ部品市場への参入による事業再構築 東京都商工会連合会

関東 東京都 杉並区 株式会社越後鶴屋 1011301021823 人気店の味を関東全域に！コロナ禍におけるＢ　ｔｏ　Ｂ事業展開 吉元秀樹

関東 東京都 北区 株式会社Ｔｈｉｎｐｌｅ 8011501018027 セキュリティルームを活用した保守サービスとレンタルサービス事業 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 江戸川区 株式会社ＪＫＴ　ＳＴＡＦＦＢＡＮＫ 1011701020912 ユニバーサルツーリズム促進と雇用の維持を図る宿泊施設の開設 東京中央経営株式会社

関東 東京都 台東区 ＢＡＲ　ＭＡＬＴ　ＲＯＡＤ 家庭で楽しめるクラフトビールサブスクリプションサービスの展開とクラフトビール専門販売拠点の構築 坪井　亮

関東 東京都 中野区 株式会社イー・リフレス 8011201013435 エアコン取付業からコワーキングスペース＆シーシャ事業への挑戦 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 練馬区 株式会社現代 1011601002060 細胞を壊さない冷凍技術ＣＡＳエンジンによる冷凍パンの製造販売 鯉沼　和久

関東 東京都 港区 株式会社フォーシーム 2011001109950 大手家電量販店への社食ケータリングを発端とした、企業の「食」コンサルティング事業への進出 リードブレーン株式会社

関東 東京都 品川区 株式会社バンブー 4021003004899 テレビ番組制作事業から卓上サーバー付焼肉店への新分野展開 小田隆一

関東 東京都 練馬区 串焼ごった 焼鳥屋の名物煮込を使った冷凍ラーメンの自販機無人販売で新展開 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 株式会社光山ＬＩＦＥ 6011101070280 地域事業者連携で街を活性化　由布岳タウングランピング場事業へのチャレンジ！ 高松　佑

関東 東京都 杉並区 合同会社ｍｏｈａｎａ 1011303004314 人気商品の冷凍食品化によるＥＣサイトを主体とした製造販売業への転換 大東京信用組合

関東 東京都 足立区 プレストファーレ株式会社 8011801032108 最新鋭エマルジョン装置をサブスクリプションにて提供する事業 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 港区 株式会社エムズアップ 2011001101610 芸能人御用達のヘアメイク・スタイリスト付き撮影スタジオ事業 糸川　純平

関東 東京都 目黒区 イノベート株式会社 8013201016665 ウイズコロナ時代の屋外空間活用に貢献するアウトドア家具開発事業 株式会社セームページ

関東 東京都 千代田区 株式会社吉田商会 3010001031718 「こだわりオリジナルグッズ」の自社製造加工・ＥＣ販売事業 有限会社サステイナブル・デザイン

関東 東京都 小平市 有限会社ｏｆｆｉｃｅ　Ｈ２ 7011302016346 地域初！２４時間スイーツが買える。自動販売機での新たな販売方法 多摩信用金庫

関東 東京都 渋谷区 有限会社東京つる家 7011002032379 コロナ禍を乗り越える富裕層向け高級和食のセントラルキッチンの立上げ 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 ジェイ・シルバー株式会社 3010401132438 和食店から１００年続くラーメン店への事業転換　新たな形で守り抜く「和」の技法 小森　孝一

関東 東京都 港区 株式会社びーよん 8010401166497 編集所の新設とリモート制作システムの導入による映像編集業への進出 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

関東 東京都 大田区 東海産業株式会社 4010801008121 ３次元加工技術活用による新市場向け新素材製品の開発 事業協同組合ｎｅｃｏｎｏｔｅ

関東 東京都 中央区 東京造形美術株式会社 6010001061431 ＥＳＧの強みを持つＬＥＤパネルのレンタル事業とコンテンツ制作 工藤　工

関東 東京都 荒川区 株式会社リプレ 7011501022871 貿易実務と薬事品取扱実績を活かした自然化粧品の製造販売事業 株式会社西河マネジメントセンター

関東 東京都 狛江市 株式会社フィッシュウェル 6012401022509 地方活性化に向けた地方の名産鮮魚を東京で販売する事業 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 台東区 株式会社ＡＧグループ 7040001113501 オリジナルキャラクター型の表皮で包んだ包子加工製品の製造販売 若杉　拓弥

関東 東京都 千代田区 ＣＲＯＳＳ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｐｒｏｄｕｃｅｒｓ株式会社 1011101061152 対面での新事業開発コンサルティング事業から、新事業開発支援ソフトウェア販売事業への新分野展開による事業再構築 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社ｈａｋｕ 7011001114525 映像製作事業兼広告代理店事業へ垂直展開し日本の観光映像を世界へ発信 西川貴人

関東 東京都 豊島区 正徳通商株式会社 3013301044827 氷花鍋貼（ヒョウカ　ゴ―ティエ）の調理済・半調理品加工パックの製造販売 若杉　拓弥

関東 東京都 港区 理研機器株式会社 2010401031401 「超高圧機械装置事業」への進出 井上大輔

関東 東京都 西東京市 株式会社セントラル 1012701011298 冷蔵・冷凍車両の３Ｒ新プラットフォーム構築する　トラックの組替・販売・リース、レンタル事業 多摩信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社志医会ｍｅｄｉｃｏ 2120001219451 医学部受験特化型の中学生向け学習塾サービスの新規事業展開 根井　大樹

関東 東京都 品川区 株式会社ＦＡｉＴＨ 4020001109446 顧客の健康意識をトータルケア！保険会社のパーソナルジム事業展開 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 日野市 ＥＬＪ株式会社 8013401006755 強みを生かし弱みを克服する高付加価値軽貨物配送事業の実施！ 多摩信用金庫

関東 東京都 品川区 レナード株式会社 8010401103459 脱毛機のＩＯＴ化と電子カルテシステムによるエステ向けＤＸ戦略 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 江東区 株式会社桃子 2011801031544 「宝飾品の街」から中国全土へ・ライブコマースで発信する日本産パールの販売 高松　佑

関東 東京都 品川区 株式会社ヴィックスエイジ 3011001101799 最新デジタル技術を駆使した万全なコロナ対策による花火イベント事業体制の構築 佐藤　勇樹

関東 東京都 八王子市 株式会社カフェのみかた 6010101014173 コーヒーの焙煎・ネット通販事業への新規取組 大東京信用組合

関東 東京都 新宿区 株式会社スマートコンテンツ 7011101072672 外国人起業家と各専門家とを繋ぐ事業支援プラットフォームの運営 高松　佑

関東 東京都 杉並区 内山電機工業株式会社 7011301000887 ＤＸを通してＣｏ２削減に寄与する新たな配電盤の製造開発 株式会社きらやか銀行

関東 東京都 文京区 株式会社フジイ 2010001028211 ロジスティックス新事業計画 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＯＢＩＥＴＴＩＶＯ 6011001054086 葉山ブランド（自然・立地・食材）を活かしたデイキャンプ・ワーケーション事業 石田　寿行

関東 東京都 台東区 ＪＳ貿易株式会社 7030001109847 「チャネル機能・プロモーション機能」強化のためのＥＣプラットフォームにおけるキャラクター商品の販売 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 港区 株式会社ＳＴＥＡＭ　Ｓｐｏｒｔｓ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ 1010001196538 指導者用のバレーボール試合解析ソフトウェアの開発販売事業 城南信用金庫

関東 東京都 品川区 有限会社こんぴら茶屋 1010702014304 有限会社こんぴら茶屋　冷凍牛かれーうどん製造・販売事業計画 佐藤　　豊

関東 東京都 北区 株式会社ＬＵＸＥＬＵＳ 1011501024766 衣類回収事業を含めたレンタル収納スペース事業への新分野展開 坪井　亮

関東 東京都 品川区 株式会社ＡＴＥＬＩＥＲ　ＲＹＯＺＯ 7010701033679 パン・洋菓子の直営１号店立ち上げによるＢｔｏＣ事業への進出計画 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社キャソードエンタープライズ 9011101061640 新たな通信販売のかたち「ライブコマース」支援事業へ業種転換 東京商工会議所

関東 東京都 調布市 ＳＵＮＲＩＳＥ　ＣＯＭＦＯＲＴ株式会社 5012401035866 大自然の中でサウナを楽しむ！リゾートホテルのＶ字回復への挑戦 多賀　俊二

関東 東京都 足立区 セツ加工所 革製鞄のＯＥＭ受託生産から、裁縫技術を活かした自社オリジナル商品を作って販売！ 高松　佑

関東 東京都 三鷹市 株式会社ｐｏｐ 4012401034381 国際特許を出願するストロボ機能及びセンサー広告機能の開発製造 上田　俊哉

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社テクニカ 5013101001720 中小製造業のＤＸ化に資するＡＩ外観検査ソフトウェアの外販計画 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ＧＲＥＥＮ　ＳＰＡＣＥ株式会社 6011001047544 ＧＲＥＥＮ豊かな癒し空間でナチュラルワインを楽しめるカフェバーの新設 兒玉　洋貴

関東 東京都 港区 株式会社Ｒｅｉｎｖｅｎｔ 2010401145102 持続可能な社会の実現に向けた、１００％植物性ミルクの製造販売事業 株式会社商工組合中央金庫
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関東 東京都 杉並区 みず野 鳥料理に特化した弁当・惣菜店への業態転換 第一勧業信用組合

関東 東京都 品川区 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社 4220003002174 中小企業のＡＩ与信アルゴリズムを用いた法人向けクレジットカード事業立ち上げによる事業再構築 伊藤　智宜

関東 東京都 渋谷区 ＳＯＵ合同会社 7011003013213 空間デザイン業者が手掛ける、「レンタル撮影スタジオ」事業 舩越　玲子

関東 東京都 大田区 株式会社Ｒｅｅ　Ｂｅｎ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 5010801016230 介護ロボットのデジタル教育サービス事業によるＤＸ業態転換 株式会社キクチカラ

関東 東京都 台東区 有限会社ファッション貴 4010502018650 アパレル衣料品の製造技術を活かし、ペット用品・スポーツ衣料市場へ参入 クレアスト株式会社

関東 東京都 中央区 トーシンファシリティーズ株式会社 8010001130886 リノベーション（Ｒ．Ｔ．Ｃ）清掃で事業の大転換を図る イメージワーキングサービス株式会社

関東 東京都 板橋区 コアラボ接骨院 街の保険施術接骨院から転換、新しいニーズをとらえた新サービスへの挑戦 古舘　雅史

関東 東京都 杉並区 インターネットコマースサービス株式会社 9011301000670 トラベルコーディネーター事業 坪井　豊明

関東 東京都 世田谷区 富士電子株式会社 7010901010296 電子部品リワーク・カウント事業への新規事業展開計画 埼玉県商工会連合会

関東 東京都 豊島区 株式会社ＣｏｗｏｒｋｉｎｇＫｉｔｃｈｅｎ 2013303005613 飛騨高山ワーケーション施設　紫旅館改装計画 アイエクシード税理士法人

関東 東京都 羽村市 有限会社エス・ビー・インターナショナル 9013102005304 地域を笑顔に！インド・バングラレストランによる中古車販売 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 台東区 ＰＰＰ’ｓ株式会社 1010501037860 Ｂ２Ｂ／Ｂ２Ｃ融合型モデル構築の土台となる下町コミュニティ拠点展開・回遊性向上 大東京信用組合

関東 東京都 墨田区 株式会社エトワール 3010601057468 新たなビジネスの創出を促す「会員制バー事業」への事業再構築 赤城　正孝

関東 東京都 渋谷区 株式会社ヴァカンスボーテ 6120001181391 『ヒト幹細胞コスメ』のＥＣサイト構築（海外販売展開構想） 税理士法人たいよう総合会計事務所

関東 東京都 新宿区 株式会社いいとも 2011101084623 セントラルキッチンを新設し、焼肉店をターゲットとした冷凍肉の卸販売事業に新規進出 兒玉　洋貴

関東 東京都 多摩市 株式会社天晴 5011001110162 設備からリハビリ導入まで、有料老人ホーム開業をワンストップで支援する事業 多摩信用金庫

関東 東京都 武蔵野市 ミートザミート 店内挽きたての和牛で作る極上ハンバーグ専門店への事業転換 税理士法人だいち

関東 東京都 渋谷区 ＮＰＯ法人ＪＯＹ　Ｋｉｄｓ’Ｔｈｅａｔｅｒ 1011105005469 ミュージカル教育と中学受験個別指導で子どもの夢をカタチに！ 尾亦　周平

関東 東京都 港区 ｉｐｕｔ株式会社 2010401147288 海外在住者（外国人を含む）向け配送代行「御用聞きＪＡＰＡＮ」 小野寺　俊平

関東 東京都 千代田区 株式会社グリーンエコエナジー・アセットマネジメント 6010001181015 地域内エコシステムによる循環型社会を目指したバイオマス燃料の製造 税理士法人トップ会計事務所

関東 東京都 八王子市 株式会社マーケットボックス 1010101009483 ＩＯＴ時代を視野に入れた、機器運用クラウドソーシングマーケット事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社Ｂｅａｔ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ 1010401091594 ＡＩマーケティングによる、新しいデジタル広告サービスの提供 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 千代田区 セラミックコート株式会社 9010001020962 耐熱性・遮熱性と意匠性を両立させる環境配慮型塗料の開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 日野市 ＧＹＵＴＯＮ 冷凍餃子の製造と自動販売機による販路開拓事業 荒井　幸之助

関東 東京都 練馬区 日本金属化学株式会社 8011601005123 カーボンニュートラルに向けたアルミ溶湯処理技術の開発 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 大田区 有限会社アイエヌビー 5010802000101 電気自動車の組立装置部品の製造という新分野展開 共立信用組合

関東 東京都 千代田区 株式会社スリーファイン 7010001182342 ＳＥＳ事業者向けＳａａＳ型ＡＩ販売管理システム開発販売事業 セブンセンス税理士法人

関東 東京都 中野区 有限会社グエル・パラッシオ 3011302016564 大気汚染防止法改正に対応した解体工事アスベスト分析調査事業 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社エフエーワークショップ 1011001051591 ビンテージバイク輸入販売とカスタムパーツ制作による新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社バン 1010001131726 岩盤浴×サウナ　デトックスにこだわったサウナ事業の展開 新城　裕史

関東 東京都 調布市 株式会社ＮＥＯ 7012401019108 空き家である古民家を宿泊施設に改修し、「一棟貸の宿泊業」として再生する計画 東京都商工会連合会

関東 東京都 江戸川区 有限会社ホトダ技研 1011702010458 金型製造の熟練ノウハウを活かして、高精度プレス加工への新規参入 鈴木　清

関東 東京都 中野区 株式会社サン・プロンプト 3011201002112 ＥＣ　通販を支える物流バックヤード事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 台東区 デンジョルスン株式会社 5010601038788 店舗型飲食店よりキッチンカーによる移動販売への事業転換 東信用組合

関東 東京都 渋谷区 株式会社ビーツリー 9013201018917 撮影用スタジオをベースにした多目的レンタルスペース事業 長谷　有希央

関東 東京都 港区 有限会社ＭＡＴＥＲＩＡＬ 6010402034762 イタリアン店を閉じ、新天地でテイクアウト店＆キッチンカーへ事業を転換 税理士法人リライト

関東 東京都 三鷹市 小川ピアノ音楽教室 シニア層の脳トレピアノレッスン、幼児向け知育音楽教室、オンラインレッスンによる新分野展開 長谷川　綱雄

関東 東京都 千代田区 株式会社開成 4011801020355 ブロックチェーンを活用した画期的な技能継承動画サービスの開発 上原　航平

関東 東京都 墨田区 アークテック株式会社 3010601051958 データ集約型コンパクトキー管理ボックス開発による市場開拓と次世代サービス開発 株式会社千葉興業銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社アントレサポート 8011001035968 美容業界の女性独立開業支援。個室レンタルサロン、レンタルスペースの複合事業 城南信用金庫

関東 東京都 青梅市 山梨高宝株式会社 1090001003372 板金加工の効率化による、風力発電蓄電池用筐体事業への参入 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 千代田区 株式会社ラフィン 5011001072130 アパレル事業との新シナジー！女性専用ＡＩパーソナルジム運営 土田　高記

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＣＬＯＣＫ・ＩＴ 7011001110020 マッチングサイトが簡単に作成できるプラットフォーム構築事業 駒田　裕次郎

関東 東京都 新宿区 下田商事株式会社 4011101009215 ２種類以上の乾物を配合した高付加価値な新商品提供による巣ごもり需要への対応 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 北区 株式会社ＡＺ　Ｌｕｓｈ 3011501024062 シニア世代向けセルフ施術器キットのＥＣサイト販売事業 増田　考邦

関東 東京都 渋谷区 株式会社ウエッジハウス 2011001002973 高級握り鮨店に一気通貫空調設備の導入と非接触オーダシステムの創作料理コーナ併設による集客強化 株式会社ヒューマンネット・コンサルティング

関東 東京都 杉並区 株式会社ファーネス 7011301006059 国内初のラミネートフィルム剥離装置製造に向けた生産ライン工程の刷新 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 町田市 株式会社カツナガ 8012301000570 出張サービスカーの導入による、タイヤ交換事業の再構築 町田商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ヴィーナス・ラッシュ 2010401066513 プロが認める、目元に特化した専門化粧品の開発／ＥＣ販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 ＭＥＧＡＬＡＳＨ株式会社 9011001067531 マツエク新商材の開発とメタバース市場への進出 坂野　直人

関東 東京都 豊島区 株式会社コネクトエム 4030001106946 事業用空き家物件の有効活用によるＤＸ再生等推進事業 株式会社キクチカラ

関東 東京都 新宿区 ピーエムジー株式会社 2011001106080 ファクタリングから事業再生と事業承継によるＭ＆Ａ支援への業種転換 株式会社ｔｓｕｍｕｇｉ

関東 東京都 中央区 株式会社ナナミスター 7010001174240 ＩＴ事業から日本企業による有機肥料製造販売事業に業種転換 新井　美衣

関東 東京都 渋谷区 株式会社ライブアズ 9010401096611 デジタル広告＆アナログ広告！オークション可能な広告売買サイト 松尾　基司

関東 東京都 中央区 株式会社ベストエフォートマーケティング 2010501030212 コラボを支援するコンシュルジュ型コワーキングスペースの展開 越沼　康明

関東 東京都 八王子市 芳村石産株式会社 1010101004088 建設汚泥等の中間処理・再生と埋戻し土・盛土材や流動化処理土の販売 株式会社経営ソフトリサーチ

関東 東京都 港区 株式会社ジャパンゴルフマネージメント 2010401098647 ゴルフ業界全体の若年層取込みを狙った全国のゴルフ場スマート化（ＤＸ化）事業 パイオニアブレイン株式会社

関東 東京都 中央区 ＣＦコンサルティング株式会社 4010401139589 新築収益不動産に特化した不動産開発支援サービス事業 株式会社千葉銀行

関東 東京都 港区 有限会社オービット 9010402029611 小型高温高圧調理機導入による小売業への本格参入及び調理効率化 黒井　朝久

関東 東京都 港区 株式会社醍醐 1010401016403 高級料亭の技術を生かした高付加価値弁当製造・販売事業への進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 江東区 株式会社ウォンテッド 5010601043929 夜×酒からの転換！ハレの日＆ファミリー利用向け全席個室焼肉店 松尾　基司

関東 東京都 港区 モワルーズ フランス料理店の隣に洋菓子店舗開業による業態転換 川井　良訓

関東 東京都 中央区 一般社団法人日本森林再生機構 2030005018685 銀座の街に鯖街道の香りを！ 池澤　睦明

関東 東京都 江東区 株式会社ＡＣＤ 4010401123477 中国越境ＥＣのＢｔｏＣからＢｔｏＢへの参入による事業再構築 天笠　勝

関東 東京都 江戸川区 株式会社モーリレーザ 4011701007840 食品製造機部品等を中心とした部品加工業者へのダイレクトな取引展開に向けたレーザ加工技術の改善 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 東京都 板橋区 株式会社ベル・フルール 7011401013491 「企業向けオフィス装飾」による新分野展開 経営サポート株式会社

関東 東京都 江戸川区 株式会社伸光 3011201002319 産業廃棄物処理業界のＤＸ化を推進する車両管理ＳａａＳサービス 東京東信用金庫

関東 東京都 豊島区 キスコフーズ株式会社 6013301002583 一般家庭向けの製品開発により、業務用ＢｔｏＢビジネスからＢｔｏＢｔｏＣ市場へ参入する 株式会社静岡銀行

関東 東京都 足立区 株式会社鈴木商店 3011801008905 ウィズコロナの生活を楽しむ希少なブランド豚の自動販売機での提供 足立成和信用金庫

関東 東京都 世田谷区 有限会社ハンズ 3010902021569 健康寿命を伸ばす為、予防医学に特化した自費診療の作成 渡辺　浩章

関東 東京都 板橋区 株式会社ソリッド・クルー 6011401013113 音声認識をメインとした高齢者向けエージェントデバイスの開発、販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 千代田区 有限会社染谷 8010002011846 次世代型店舗へのリニューアル・店舗型Ｗｅｂサイトの導入による新分野展開 株式会社岳南マネジメントプラットフォーム

関東 東京都 目黒区 合同会社クラウド 1010903002264 既存事業の知見・ノウハウを活用した洗濯代行サービス等の新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｐヴァイン 8011001069116 アナログレコードプレス事業への新分野展開 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社マリア 4011001042737 カルチャースクールから首都圏初のトランポリンパーク事業への転換 西武信用金庫

関東 東京都 目黒区 月鳥 セントラルキッチンの構築で昼間の弁当販売に挑戦。中食需要対応で新規顧客獲得 株式会社シャイン総研

関東 東京都 新宿区 株式会社モトアップ 2013301030753 飲食店の始まり、発展、終わりをサポートするプラットフォーム事業 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 東京都 青梅市 株式会社斉藤自動車工業 5013101003650 青梅の車社会の更なる活性化に向けて！新たな車検事業の展開とボディーコーティング事業への進出 青梅信用金庫

関東 東京都 中央区 セキュリティゲート株式会社 1011201019769 ＥＶ車充電器専用　決済、防犯　遠隔クラウド管理センター 有限会社銀河企画
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関東 東京都 板橋区 株式会社オープンクリニック 9011401015750 手ぶらで通える室内ゴルフ練習場の開設による地域住民の健康増進 松井　洋治

関東 東京都 渋谷区 ピーエムグローバル株式会社 3010401056752 会議運営支援サービスを提供するプラットフォームビジネスへの新分野展開 辻下　敏夫

関東 東京都 台東区 株式会社釜浅商店 5010501002803 ＥＣサイトを利用したドアｔｏドアの庖丁研ぎ受付サービス 土田　高記

関東 東京都 世田谷区 株式会社マイルデザイン 5010001222926 ウィズ・コロナに対応した無人・無接客での革新的な飲食店の展開 城南信用金庫

関東 東京都 大田区 株式会社ファイブファミリー 8010801029386 お客様から評判のモツを活かしたコロナ禍に対応する焼肉事業への新進出 北村　亮太

関東 東京都 豊島区 京華偉業株式会社 4013301025272 「漢方×整骨院×エステ」　美と健康のトータルソリューション 齋藤　義美

関東 東京都 大田区 株式会社川野辺製作所 9010801002838 ＥＶ用工具ニーズに適応した業態転換でコロナ禍からＶ字回復する 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 八王子市 株式会社クロスドリフト 3010501038188 栄養豊富で美味しさ抜群の介護食！高齢者へ「食の幸せ」をお届け セブンセンス税理士法人

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ドリームヤード 8012401018190 いつでもどこでも受講、愛犬のしつけネット教室と専用おやつ販売 むさしの税理士法人

関東 東京都 北区 株式会社イーズ 7011501000480 ファミリーレストラン・美容サロン併設型コインランドリー事業の展開 税理士法人ＡＳＣ

関東 東京都 新宿区 帝都典禮株式会社 5011101013546 いつも、いつまでも。ご家族に寄り添う「家族葬の小さな家」事業 税理士法人　ＡＯＩみらい

関東 東京都 港区 Ｏｘｙｚｅｎ株式会社 5011101072765 デジタルサイネージ等の既存屋内外設備を用いた高度事業連携 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 小金井市 広尾ぺりかん ワイン愛好家のニーズに全集中した特化型オーベルジュ運営事業 中村　領

関東 東京都 葛飾区 株式会社ヴィオラ 4011801030180 飼い主のグリーフケアに寄り添うペットセレモニー・火葬事業 亀有信用金庫

関東 東京都 台東区 プラチナ萬年筆株式会社 8010501012007 万年筆の製造ラインのＤＸ化による業態転換 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 港区 ＡＰワークス株式会社 9010401108622 オンラインと対面形式の両方に対応する「イベント運営事業」 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 目黒区 株式会社ＳＯＬ 9011101065724 コンビニ経営依存を脱却すべく新たなカフェ事業を展開、大きな収益の柱として事業再構築を図る 事業承継コンサルティング株式会社

関東 東京都 中央区 ａｃｒｏｓｓ　ＴＩＭＥ株式会社 2010001187197 ドローン空撮動画提供による事業者のダイナミック販促支援 表参道税理士法人

関東 東京都 足立区 株式会社セスコ 1011801009087 既存住宅の省エネ化に貢献する、吹付断熱工事業への新分野展開 井之川　宗弘

関東 東京都 清瀬市 合同会社日比建設 8030003005267 多摩地域のスタートアップのハブとなるコワーキングスペース事業 ＳＭＣ税理士法人

関東 東京都 荒川区 荒瀬バルブ工業株式会社 2011501005393 強みを活かした医療用機器の部品製造参入事業 瀧野川信用金庫

関東 東京都 新宿区 三浦康嗣 ＶＲ旅行音源の３Ｄ化で観光産業のＤＸを促進 福田　虎大郎

関東 東京都 目黒区 ケートリック株式会社 5140001097876 開発技術を活かした定額制クラウドサービスによる売上の平準化 さわやか信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＪＴＴＭＡ 9010003017899 自費リハビリ需要増加に対応した理学療法士向けスクールの開校 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 大田区 有限会社新永製作所 4010802006652 アルミダイカスト製造から電動アクチュエータ部品の機械加工への新分野展開事業 一瀬　章

関東 東京都 品川区 元祖ニュータンタンメン本舗五反田店 一人から家族まで楽しめる複合型メニューを提供する飲食店事業 川崎信用金庫

関東 東京都 府中市 株式会社Ｙ・Ｓネットワーク 5012401024695 世界１７０ヶ所のゴルフ場をリアルに体験！「室内シミュレーションゴルフ施設運営」に参入			 青梅信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＫｉＮＧ 6011001139234 日本アート業界の「産業化」へ挑戦！定量評価システムを実装したアートビジネス包括プラットフォームの構築 森　憲一郎

関東 東京都 中央区 株式会社ケプリ 5430001030650 伊豆の未来に貢献！　ＩＴ企業による“災害”時の事業継続性を備えた長期滞在型ワーケーション施設の運営 税理士法人フューチャーコンサルティング

関東 東京都 渋谷区 株式会社アジア・ひと・しくみ研究所 5370001024064 社会人のためのインターネットビジネススクール事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 小平市 長栄株式会社 3012701011610 人気高まる火鍋など中華なべ用食品の国内初生産 多摩信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社ｊｏｌｔ 8011103008384 ＦＣ　飲食店向け「ＶＲ　によるマニュアル提供事業」の開始による再構築 楡井　宏志

関東 東京都 八王子市 日新機械工業有限会社 1010102005242 熟練の金属加工技術を活かし、ＩＣＴ建機部品の製造に進出することで建設業界の生産性向上に貢献する 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ｋｉｄｓ　ｐｌｕｓ 3010401145324 発達支援事業施設向けの業務管理システムを構築し、販売、運営する。 さわやか信用金庫

関東 東京都 杉並区 東亜貿易株式会社 1011301013127 沖縄県における防音リフォーム事業への参入 株式会社琉球銀行

関東 東京都 渋谷区 栄泰総合サービス株式会社 2011001105371 和牛特化型焼肉店への業種転換～美味しい和牛で日本を元気に～ 北村　亮太

関東 東京都 町田市 株式会社サンクスリー 5020001104405 セントラルキッチンの導入による持続可能な飲食事業の構築 道浦健治

関東 東京都 中央区 株式会社玉海力 5011001048519 コロナ禍で健康食が必須となると見越した玄米パスタ専門店の立ち上げ 税理士法人ＨＯＰ

関東 東京都 渋谷区 株式会社スポプラ 2011001107194 富裕層向け会員制レストラン運営事業計画 みどり合同税理士法人

関東 東京都 足立区 株式会社トータルプランニングスズキ 4011801014712 全国ふとんクリーニング協会品質管理基準に則った高品質クリーニングサービス 足立成和信用金庫

関東 東京都 千代田区 ＲＤＦＮ株式会社 3010403018024 ビジネスマッチングプラットフォーム事業の開発・運用事業 アアル株式会社

関東 東京都 江戸川区 みのり運輸株式会社 4011701007667 建築資材搬送業者の現場待ち時間を解消する車両管理ＳａａＳサービス 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 千代田区 有限会社エイトノット 2010002049124 ゴルフ上達の新提案「オンラインゴルフレッスン」サービス 小松原　史雄

関東 東京都 豊島区 株式会社ＮＩＮＥ　ＳＥＮＳＥ 2013301036981 地域のゴミ問題を解決する最先端ゴミ処理機展示販売事業 株式会社大光銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＪＢＥ 4020001102723 オンライン活用型トレーニングジム 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 東京都 中央区 Ｇｒｅｉｔ株式会社 2010001154081 自己啓発・動画配信，ＳＮＳ　配信，メタバース職員室事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 国分寺市 日精産業株式会社 4012401002479 不妊治療用シャーレの生産・販売による新分野展開 経営サポート株式会社 たましんリース株式会社

関東 東京都 世田谷区 日本コネクト工業株式会社 4010901008979 旋盤加工技術の向上により高度化が進む原子力発電所関連市場への進出計画 シェアビジョン株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社クーネル 4020001090828 撮影技術会社のノウハウを活かした映像制作事業 新城　裕史

関東 東京都 渋谷区 株式会社エヌキューブスタジオ 1011001071788 レイクサイドリゾートとアウトドア撮影体験で長期滞在を促す取組 東京商工会議所

関東 東京都 文京区 株式会社アーク 5010001092584 ＡＩによる音声認識・音声合成技術を導入した、非対面型研修の開発と実施 朝日信用金庫

関東 東京都 中央区 東邦シートフレーム株式会社 3010001051823 高強度・低重量・低コストを実現する新型・型枠材　新アイデッキの開発と製造販売 りそな総合研究所株式会社

関東 東京都 大田区 株式会社彩弘社 1010801029707 日本のインフラを支える職人の、職人による、職人のための、職人専用インキュベーション施設の開業！ 税理士法人フューチャーコンサルティング

関東 東京都 新宿区 株式会社パラダイム・ラボ 3011101035393 特定技能海外人材採用をＩＴで簡素化する特定技能後方支援システム構築 小松原　史雄

関東 東京都 武蔵野市 株式会社オールフィット 5010001140509 先進的なデジタル技術を活用した飲食店ＥＣ集客支援サービス構築 西武信用金庫

関東 東京都 千代田区 東信工業株式会社 7010001024420 お迎えとお預かりを軸にした複合型キッズスクールで子育て世代をサポート 株式会社八十二銀行

関東 東京都 練馬区 株式会社ＳＡＩＷＡ　ＩＮＤＵＳＴＲＩＥＳ 6011601019835 建設機材のメンテナンス＆リユース事業への新分野展開 井之川　宗弘

関東 東京都 武蔵野市 有限会社センチェリー 6012402017111 お客様の「いつもの！」の声に応える、滞在時間最短５秒の自動受け渡しサービスの提供 多摩信用金庫

関東 東京都 江東区 Ｃｌｏｓ　Ｋａｃｈｉｄｏｋｉ 地域初のワイン専門小売店への業態転換で地域密着型の店舗を目指します！ 株式会社シャイン総研

関東 東京都 港区 日本レヂャー開発株式会社 9010401023391 デジタル技術とデータ分析に基づくジュエリーのＥＣ販売事業への転換 東京商工会議所

関東 東京都 江東区 株式会社田巻屋 9010601004308 パーソナルカラー診断付オンライン着物レンタル事業及びフォトスペース事業 株式会社東和銀行

関東 東京都 あきる野市 株式会社真精工 8010101007101 最新型の複合旋盤とマシニングセンタ導入による新分野への参入について カタチクリエイト株式会社

関東 東京都 台東区 Ａｌｖｉｎｏ株式会社 4010501044193 セントラルキッチン機能を備えたお惣菜のテイクアウト・デリバリーサービスの新規展開 朝日信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社ベーカリーイノベーション研究所 4012301010978 ベーカリーをクラウド業態へ転換！製パン特化のシェア・クラウドキッチン開設事業 株式会社ｂｔｏｂｅｅ

関東 東京都 大田区 合同会社ＶＡＪＲＡ 4010803001264 最先端技術を用いた新たなシュミレーションゴルフカフェバー 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 千代田区 フォースバレー・コンシェルジュ株式会社 1010001113872 ＩＴ外国人人材と中小企業をつなげる採用・雇用プラットフォームの開発と提供 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 品川区 株式会社インテレスト 3010701021852 ロードサービス業界で革新的挑戦！【ワンストップサービス】により緊急事態にベストな対応を！ さわやか信用金庫

関東 東京都 立川市 有限会社鈴木製麺 5012802001194 セントラルキッチン構築と直売所開設による小売事業への進出 近山　寿博

関東 東京都 渋谷区 株式会社トラント 2010401054146 中小企業ＤＸ改革を担う人材養成と女性活躍の促進に貢献するｅラーニング事業 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

関東 東京都 町田市 ディテールワークス 細部へのこだわりが生む、満足度の高いカーリペアサービスの構築 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 中央区 株式会社ネストレスト 9010001142492 留学生に向けた住宅情報提供のためのＷＥＢサイトの開発 大平　清貴

関東 東京都 東村山市 キーナスデザイン株式会社 6012701008091 パワーサイクル試験受託サービスへの業態転換 西武信用金庫

関東 東京都 足立区 ＫＫブレイク株式会社 1010001173454 既存事業で培った経験と強みを活かした新分野展開（アスベスト事前調査ＳａａＳ事業） 足立成和信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｆ２Ｆコンピューティング 3010001195975 スマートヘルメットの開発およびライセンス販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社エイトスターズ 1010401127209 観光支援ノウハウを活かした越境ＥＣ事業による新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｃｉｆｒａ　Ｐｌｕｓ 8011201015159 アパレルのＯＥＭ会社が新たに始める自社ブランド事業 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社マーベリック 7010901015568 英会話ｘコインランドリーのシナジーによる　新感覚コミュニティ空間 小林　孝至

関東 東京都 江戸川区 クリエーツ株式会社 8011701002549 高齢者でも負担なく利用できる健康維持・機能改善のジムの開設 株式会社東京経営サポーター

関東 東京都 豊島区 株式会社ジェーガイア 6013301011477 マシンジム特化型の２４時間フィットネスジムによる新分野展開 巣鴨信用金庫
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関東 東京都 千代田区 株式会社いせ源 7010001011278 老舗あんこう料理専門店の強みを活かした新製品「鮟まん」の製造販売 税理士法人矢崎会計事務所

関東 東京都 千代田区 株式会社シンフォニード 9010401086182 就活支援アプリ・マッチングシステムを開発し新卒就活市場へ進出 岩城　哲夫

関東 東京都 千代田区 アンバーテック株式会社 1010001159065 ＩＴ企業によるパーソナルトレーニングジムへの新分野展開 西武信用金庫

関東 東京都 府中市 有限会社古川新興 4012402002370 廃棄物収集・運搬から処分・リサイクルまでの一貫処理システム構築による新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ｍｉｓｏ 9011101091951 日本初の韓国風マカロン専門店が、超急速冷凍技術を活用してＥＣでの全国展開を図る！ 小林　雅彦

関東 東京都 新宿区 株式会社タイグリスホールディングス 8013301030509 若年層へのビンテージ品オンライン販売への新分野展開 株式会社ＰｒｏｓＷｏｒｋ

関東 東京都 文京区 エムシバシステム株式会社 9010001152368 現役エンジニアによるオンライン・プログラミングスクールを開校 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 株式会社ＥＵＰＨＯＮＹ 4010001194621 高品質な水溶性フラーレン配合化粧品の共同開発と販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 練馬区 紅梅食品工業株式会社 2011601002191 新食感！食肉パティの加工技術を活かした新たなベジバーガーの開発事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 八王子市 有限会社リカーズひろせ 9010102007529 身近で気軽に楽しめる、美酒と美食の「角打ちビストロ」の提供 多摩信用金庫

関東 東京都 大田区 ふぉ～ゆ～あしすと 地域の冠婚葬祭需要を捉えたセントラルキッチン型飲食事業進出 大塚　伸宏

関東 東京都 文京区 株式会社テムズ 2010001072787 マーケティング力のフル活用によるワインバー運営事業 岡本　洋平

関東 東京都 大田区 森忠商事株式会社 5010801011941 自社ビルの空き部屋を活用した美容サロン立案による業績Ｖ字回復 北村　亮太

関東 東京都 新宿区 株式会社ＶＵＲＳＴ 7011001073498 健康寿命の延伸を目指すフィットネスジムの構築による新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 清瀬市 株式会社ＩＳＯＧＡＩ 7012701015590 最新ＩＴ技術を活用した完全非対面の会員制室内ゴルフ練習場運営事業 薄井　保男

関東 東京都 足立区 株式会社セイコー 5011801008993 大胆な生産方法転換による高精度短納期生産体制の新構築事業 株式会社きらぼし銀行 三井住友ファイナンス＆リース

関東 東京都 荒川区 有限会社ティーハウス 2011502016126 当面の売上回復が困難なパブから介護予防フィットネスに業種転換 株式会社エム．サポーティング

関東 東京都 中央区 株式会社サンフィールド 5010001180554 ドローンを使った外壁等の住宅調査による外壁塗装及び屋根塗装事業への転換 安達　曉宏

関東 東京都 品川区 ＡＳＫ株式会社 6010701001265 ポストコロナと高齢化社会を見据えた医療機器部品への進出 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 中央区 株式会社タツミコーポレーション 7010601042045 捨てるものから使うものに～３Ｒ推進で環境負荷軽減～ 板井川　浩

関東 東京都 品川区 セナ株式会社 8010701017301 ペルシャ絨毯専門の小売店とオンラインショップの出店について カタチクリエイト株式会社

関東 東京都 新宿区 ポールマリエ株式会社 8011101072341 画期的新増毛・発毛技術により増毛・発毛サロン店舗の運営計画 株式会社ＯＡＧコンサルティング

関東 東京都 中央区 ＤＸＨＲ株式会社 8011001101332 セキュリティエンジニアの育成事業 ゼロス税理士法人

関東 東京都 渋谷区 大峰高原開発株式会社 9011001070683 サウナとドッグラン付コテージで総合アウトドアリゾートへ新展開 株式会社八十二銀行

関東 東京都 新宿区 エイウッド合同会社 8011203002857 コンテンツ制作及びＮＦＴ関連サービスとＢＡＲを融合させた独創的な飲食事業 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 豊島区 ＰＯＰＣＨＡＴ株式会社 6013301021138 Ｗｉ－Ｆｉを活用した「看護師支援システム」の構築事業 巣鴨信用金庫

関東 東京都 八王子市 大成プリント工業株式会社 3010101002172 ミリ波対応の高密度低損失プリント基板の開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社グリーンリーフ 4011001066983 韓国の最新トレンドを取り扱う提案型のスーパーマーケット 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 新宿区 株式会社グローエンタープライズ 6011101051132 癒しコンテンツの更なる発展と従業員が長く働ける環境づくりのためのグランピング事業の新規参入 西武信用金庫

関東 東京都 江東区 ウィング株式会社 5010601000541 次世代型建築配送を実現する、揚重・荷運び事業 株式会社千葉興業銀行

関東 東京都 港区 株式会社ワンダーヴィレッジ 5012401030925 ワンボックスカースタジオ型プラットホーム「ミュージックデリバリーカー」 辻田　和弘

関東 東京都 足立区 渡邊プレス型工業所 災害時に役立てるポータブル給湯器を製造してＶ字回復と技術承継を行う取り組み 足立成和信用金庫

関東 東京都 台東区 株式会社キョウワ 2010001001960 「印刷関連サービス業」から常温商品用の「倉庫業」への業種転換 東京商工会議所

関東 東京都 千代田区 有限会社ヨネザワ企画 9010002029094 デジタルサイネージの広告媒体事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｃｈｅｅｓ 1011001109828 社会問題の解決にも取り組むＤＸ化されたスケートボードパーク 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 港区 株式会社グハギ 8011103005976 再生可能エネルギーの発電量、電力需要予測、ＡＩ、画像処理、およびブロックチェーンマイニングに関する計算データセンター事業 税理士法人ＡＳＣ

関東 東京都 中野区 株式会社吉住ホーム 9011201005745 ワーキングスペースや民泊に対応できるサードプレイス事業。 加藤　祐輔

関東 東京都 板橋区 株式会社河村機械工業所 7011401001521 プレス加工の知見を応用した炭素繊維加工によるドローンおよびＥＶ市場への参入 株式会社埼玉りそな銀行

関東 東京都 中央区 株式会社ワンピース 9010001092416 服交換会のＷＥＢアプリ化 株式会社シザコンサルティング

関東 東京都 中央区 株式会社Ｒｅｖｉｖａｌ 5010701037095 家族連れや若年層をターゲットとした、古民家を使用した地域密着型の馬肉専門飲食店 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 世田谷区 ユリイカ 自家醸造クラフトビール開発によるビアバー店舗運営及びＥＣ販売への進出 昭和信用金庫

関東 東京都 葛飾区 株式会社三盛 4011801015611 半導体製造装置・医療機器向けの精密金属部品加工体制を再構築する業態転換 株式会社りそな銀行

関東 東京都 世田谷区 ＲｅＢＯＲＮｔｉｅ株式会社 9010901047023 女性専用のキックボクシング＆ストレッチジム「ＲｅＢＯＲＮ　ｆｒｏｍ　ＺＥＲＯ」のオープン パイオニアブレイン株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ビジョンゲート 8010401095985 おうち学童の開発とフランチャイズシステムの構築 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社美道 3010601027181 「超高圧温水洗浄機・内視鏡カメラ」を活用した排水管の高圧温水洗浄及び入替工事への新規参入計画 税理士法人ミライト・パートナーズ

関東 東京都 小金井市 株式会社和光 2012401003479 新倉庫確立等を実施し、ＥＣ販売における配送代行事業への参入による新分野展開 多摩信用金庫

関東 東京都 東久留米市 株式会社ジェーピージェネレーターズ 7012701007588 持続可能な可搬式電力供給ソリューション 小林　孝至

関東 東京都 台東区 株式会社ＴＩＵ 6010501043219 体に本気で向き合い、健康寿命を伸ばすパーソナルジム事業 朝日信用金庫

関東 東京都 品川区 コムサル株式会社 3010701025390 リラクゼーションサロン企業によるはちみつ関連産業への新分野展開 野竿　健悟

関東 東京都 千代田区 株式会社ジャトラコンサルティング 9013301037107 裸眼３Ｄシステムの開発と販売 株式会社フォーバル

関東 東京都 渋谷区 一般社団法人スポーツ・オブ・ハート 4011005005509 リモート型ノーマライズイベント用システムの構築 税理士法人ロールスパートナーズ

関東 東京都 品川区 ＡＬＷＡＹＳ‐ＥＭＯＴＩＯＮ株式会社 2180302012351 日本の伝統文化をリアルとオンラインで学べる民泊＆体験事業 野畑　忠好

関東 東京都 荒川区 株式会社カラーバス 8120001206452 エシカル購買を通じた社会貢献を促進するスペシャルティコーヒーのＥＣサイト開設 アプリコット株式会社

関東 東京都 西東京市 隠れ家ぎょうざ　やみつき 餃子専門店から、より地域住民と共有できる場へとなる、中食にも対応したカフェ経営へ 五味田　匡功

関東 東京都 板橋区 宮沢誠 ＩＣＴを活用した整体リラクゼーション運営事業 税理士法人オフィス９２１

関東 東京都 千代田区 株式会社アチーブメント 3140001106820 健康寿命をのばすための認知動作型トレーニングを用いた高齢者向けジムの運営 坂上　志歩

関東 東京都 目黒区 株式会社飲食空間 7011001066106 飲食店向けデザイン会社の挑戦！家具製造の内製化及び一般向けＥＣ販売 松尾　基司

関東 東京都 港区 ＢＬＢＧ株式会社 3010401043981 日本とイギリスとの懸け橋を、より強固にするための事業再構築 粕谷　智和

関東 東京都 目黒区 株式会社東京ビューティースパ 5010901029636 障害と個性をハンディにしない社会活躍支援グループホーム 五味田　匡功

関東 東京都 世田谷区 有限会社ブレインリンク 3011002036284 ＡＩによるキュレーション機能を搭載した経営関連情報自動収集システムの開発 芝信用金庫

関東 東京都 立川市 岩下商事株式会社 3012801009562 学生向けにＣｏ－Ｌｉｖｉｎｇのコンセプトを打ち出した新形態のシェアハウスを開業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 昭島市 株式会社ナガセ 3012801002410 新たな洗浄装置部品の受注に向けた切断及び検査工程の刷新計画 シェアビジョン株式会社 三菱電機クレジット株式会社		

関東 東京都 墨田区 業平自動車株式会社 6010601013971 既存の自動車関連事業をＥＶ車対応とし、充電サービスを開始する計画 株式会社りそな銀行

関東 東京都 葛飾区 株式会社キットクルー 1011801016273 業界初：Ｍｉｍｉｃ（ものまね）で成果の可視化の実現 株式会社りそな銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社名校教育グループ 9011101057424 多言語教育を提供するインターナショナル保育所への新規参入 塚本　康幸

関東 東京都 品川区 株式会社玉川科研 6010801027193 電動車両用バッテリーへの軽量化の貢献技術：新規材料の試作開発・製造・販売事業への進出 臼谷　昌城

関東 東京都 文京区 ケントピア株式会社 4010001087544 葬儀社向けソフト会社が　街おこしバーチャルモール開発で事業再構築 土橋　一拓

関東 東京都 千代田区 泰榮エンジニアリング株式会社 8010001066387 床ガラスコーティング事業への挑戦による環境問題への取り組み パイオニアブレイン株式会社

関東 東京都 渋谷区 株式会社ここぼら 4011001105031 『リゾート型ワーケーション複合施設「Ｂｌｕｅ　Ｉｓｌａｎｄ」の運営』 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社土田製作所 3013101004675 複合加工機の設備導入と自社技術開発による工程集約加工への新分野展開事業 一瀬　章 ＪＡ三井リース株式会社

関東 東京都 台東区 一賢株式会社 4010501039565 屋内ナビゲーションシステムを開発し、新市場開拓に挑戦 河原　豊

関東 東京都 中央区 株式会社ＤＴＡＣ 5010001149665 石垣島で地産地消。観光客向けデリバリー＆ＥＣ事業再構築 小松原　史雄

関東 東京都 調布市 株式会社八洋 7012401008440 高性能マシニングセンタ導入による宇宙事業への新規参入 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 渋谷区 株式会社バント 2010001157407 全国各地の魅力を伝え特産品を販売するメディア・ＥＣシステム開発 マジェステ株式会社

関東 東京都 日野市 理想空間株式会社 8013401005765 賃貸管理のＤＸ化による、不動産賃貸事業への新分野展開 平野智一

関東 東京都 目黒区 有限会社ティーエスオーコーポレーション 1011102030387 韓国家庭料理から本場韓国スイーツ店の出店事業化計画 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ジョルテ 2260001008444 地域情報発信拠点となる「島のパン屋」事業への新分野展開 朝日信用金庫

関東 東京都 練馬区 株式会社７ｓｔｙｌｅｓ 9011601023090 ワーケーションで地域を活性化！那須高原の高級プライベートＶＩＬＬＡ 梅景　幸一

関東 東京都 江東区 日本コーバン株式会社 6010001062058 クリエイターコミュニティサイト『Ａｎｄ　ＯＮ（アンドン）』の構築とサービス展開 株式会社商工組合中央金庫
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関東 東京都 中央区 株式会社Ｓｔａｎｄａｒｄ　Ｔｅｌｅｃｏｍ 3100001030487 小規模コールセンターＤＸ！顧客管理＆自動発信が可能なリモート通話システム 松尾　基司

関東 東京都 大田区 株式会社伸正精機 4010801006100 アルミ素材部品での半導体製造装置分野への新規参入と生産性の改善による事業再構築 株式会社北日本銀行

関東 東京都 墨田区 株式会社熊倉製作所 5010601010193 アセンブリ製品の精密板金加工、製造分野へ挑戦、進出する事業再構築計画 株式会社大光銀行

関東 東京都 中央区 株式会社メディプロインターナショナル 6010001188167 食品・化粧品の卸売業から自社工場における製造業への転換 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 台東区 ジェントス株式会社 9010501005141 自社ライトの固定的装着可能ヘルメット製造で事業を二本柱に 特定非営利活動法人東京都北区中小企業経営診断協会

関東 東京都 目黒区 株式会社サクラディッシュ 2011001105306 コンサルティング事業からＤＸの知見を活かした健康食品通販へ業種転換 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｍｉｒａｍｉｒｕ 1011101072091 インディ映画と現代アートに特化したＮＦＴマーケットプレイス『Ｃｉｎｅｆｉｌ．Ｐｌａｃｅ』の運営 吉岡　晴美

関東 東京都 渋谷区 株式会社シャンカラ 3010401136199 障害福祉事業所の”見える化”及び、個々の障がい特性に最適化　されたマッチングプラットフォーム事業 株式会社池田泉州銀行

関東 東京都 品川区 株式会社プロダクトオブタイム 8010701023860 ベイカリー工場におけるパン製造および小売販売による事業再構築計画 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 千代田区 キスリー商事株式会社 1010001172225 人工ゼオライト事業への業種転換による利益拡大化事業 小野里　秀研

関東 東京都 港区 株式会社ブルーイッシュ 2040001103507 未経験ＳＥも大活躍！利益率の高いＳＥＳ事業 キークレア税理士法人

関東 東京都 港区 変な商社株式会社 8011101079353 宿泊業界向けＢｔｏＢ型受発注システムの開発による新規事業成長戦略 Ｈ．Ｉ．Ｆ．株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｓｕｎｂｏｒｎ 7010001142503 フリークライミングの情報提供アプリの開発 Ａｒｔ税理士法人

関東 東京都 文京区 株式会社五十嵐 9011401013952 廃棄木材ゼロへの挑戦！地域農業に貢献するおが粉生産体制の構築 株式会社栃木銀行

関東 東京都 墨田区 光洋工業株式会社 9010601011865 ＡＩ機能搭載のＮＣフライス盤導入で新製造プロセス構築による生産性向上 合同会社エドエックス・ラボ

関東 東京都 千代田区 株式会社ＧＩＮＫＡＮ 5010001172584 暗号資産の自動買付配布システム開発によるＢｔｏＢ事業への参入 柴﨑　悦史

関東 東京都 練馬区 株式会社吉田クリーニング商会 8011601010750 保管サービスを含む受渡しロボットを使ったクリーニング 横堀　健

関東 東京都 港区 株式会社パーク 9011001103625 山の食体験を進化させるマウンテングルメラボの立上げ 服部　峻介

関東 東京都 新宿区 株式会社ヘルセ 9011101043151 韓国ブームを捉えた韓国食材スーパーへの参入計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

関東 東京都 千代田区 株式会社ＶＩＧＯＬ 8010001192992 唯一無二の空間を提供する「プライベートサウナ」の出店計画 興産信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｒｅａｌ 8360001020482 コロナ禍でも気軽に通える非接触型セルフ脱毛事業への新規参入 税理士法人　ピーエフコンサルティング

関東 東京都 千代田区 株式会社チエノワ 5010401105136 大手企業向けコミュニティラウンジ付きハイブリッドスタジオ事業 税理士法人新宿総合会計事務所

関東 東京都 新宿区 株式会社心愛 9011101054685 非対面申込の広告媒体を開発し、営業プロセスを変更する業態転換 株式会社エム．サポーティング

関東 東京都 江戸川区 株式会社メガ・ワールド 4011701010571 入居者同士のコミュニティ形成を目的とした新たなＳＯＨＯ物件の提供事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 町田市 株式会社サカジオ 5012302008608 再エネ電力普及に貢献する険峻な山地」におけるボーリング新事業 城南信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社佐山製作所 3010401011798 内から外へ！　丈夫で軽くて衛生的なエクステリアソファーを開発販売 屋代　勝幸

関東 東京都 渋谷区 スパイカ株式会社 5010901035898 非認知能力教育と健康ご飯で「人生を生き抜く力を育む」知育施設 松尾　基司

関東 東京都 豊島区 株式会社女性医療研究所 7010001105261 骨盤臓器脱患者向けサポーターパンツを手縫いから自動化し若年層への販売 株式会社ビジネスリノベーション

関東 東京都 目黒区 株式会社カドリールインターナショナル 3013201001564 ブライダルインナーのフォトスタジオ店におけるレンタル事業 鳥山　昌久

関東 東京都 千代田区 株式会社ＬＡＤＶＩＫ 3030001018374 脱炭素社会に向けた、ＥＶ関連市場向け部品製造への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 東京都 品川区 テイ・エス・コーポレイション株式会社 2010701006185 自動搬送ロボットへの新分野展開のためのアルミ板金加工体制の整備 株式会社ゼロプラス

関東 東京都 渋谷区 株式会社Ｈｉｎｏｄｅ　Ｌａｂｏ 7011001117453 国内外・副業人材の工数・勤怠管理Ｓａａｓプラットフォーム 西武信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社フェルメス 7010501039991 生活支援事業に参入し、新市場開拓に挑戦 朝日信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＤＥＳＫ 4240001042006 地域企業と才能あるクリエイターを繋ぐ営業支援事業【ＰＡＲＡＤＩＧＭ】 叶内　理香

関東 東京都 台東区 株式会社ＣＵＯＲＥ　ＪＡＰＡＮ 8010501033085 服飾業での信頼とマーケティング力を活かした人気飲食店の多店舗展開 石川　由也

関東 東京都 中野区 株式会社スバルグラフィック 7011201002752 高生産オペレーション体制の構築による同業社への貢献と出版・印刷事業への新分野展開 株式会社エフアンドエム リコーリース株式会社

関東 東京都 中野区 株式会社ユート 5011201011268 地域の社会課題解決を目指す、レストラン併設地ビール醸造所 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 多摩市 株式会社ナウプランニング 7013401006005 地産地消をコンセプトとした焼肉店の新規出店計画 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 大田区 株式会社加登屋 8010801002616 ｅスポーツで人々と地域を豊かにする 城南信用金庫

関東 東京都 文京区 株式会社ＢＰアレンジメント 4011102016821 アフターコロナを見据えた洗濯代行付きコインランドリー事業 朝日信用金庫

関東 東京都 東村山市 有限会社東村山給食センター 5012702003381 新冷凍調理による仕込食品ロスゼロの調理・保管・搬送一貫サービス 東京都商工会連合会

関東 東京都 大田区 有限会社ＹＭＳＳ 1010802017776 海外の最先端自動車に対応した新時代の整備サービスの実現 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 東京都 千代田区 アイシーケイ株式会社 6011801005494 研究開発部門の再構築により新市場向け商品開発を行う新分野展開事業 株式会社静岡銀行

関東 東京都 町田市 株式会社幸栄舎 3012301000880 デジタル技術の活用による非対面自動受け渡しサービスの構築 株式会社横浜銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社ベースメントファクトリーデザイン 5010901036434 沖縄初出店！「活カニ×沖縄料理」新しい食文化で再起を懸ける！ 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 渋谷区 ナジャペレーネ株式会社 1011001026073 体と心を改善するピラティス事業の展開						 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 中央区 東京中央不動産株式会社 4010001107673 コロナ禍の交流を活発に！オフラインコミュニケーション施設への展開 白川　淳一

関東 東京都 板橋区 合同会社中田キカク 6010003027422 ＡＩを活用した起業者向けのＰＤＣＡ支援アプリサービス ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 港区 有限会社東方商事 5010402033641 ＤＸを活用した安心安全な非接触空間で食し、健康面のサポートと維持・増進ができる薬膳居酒屋 川崎信用金庫

関東 東京都 中央区 三浦商事株式会社 8010001063087 自社開発した冷凍食品を自動販売機で販売する事業 金子　康彦

関東 東京都 渋谷区 ウェルサイズ株式会社 9010401145236 「機能性表示×完全栄養食コーヒー」のサブスクリプション型Ｄ２Ｃサービス展開 ＥＸＰＡＣＴ株式会社

関東 東京都 足立区 株式会社三和食養研究所 8011801029995 不安定化するサプリメントＯＥＭ受注から製造直販体制への進出 株式会社アルファコンサルティング

関東 東京都 港区 株式会社スリーアローズ 9010401124660 ＧＣＫの仕組みを活かしたフードデリバリー特化型事業の新分野展開 井上大輔

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｓｔｏｒａｇｅ 5011001113603 美容サロン特化の採用管理システムＳａａＳ事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 ケリー電気産業株式会社 5010001042787 音声システムへの新分野展開プロジェクト 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社エフ・ジー 7020001129111 自社スタジオを持ったライバー事務所でライブ配信業界へ本格参入 潮田　和美

関東 東京都 渋谷区 一般社団法人若者教育支援センター 2011005005576 人材の好循環を生み出す地域密着型通所介護事業 渡邊　寧子

関東 東京都 品川区 株式会社三ツ波 4010701009459 革新的電子デバイス「ＭｅＬｏＤｅＡ」の開発事業 りそな総合研究所株式会社

関東 東京都 港区 株式会社Ｉｃｈｉｄｏ　Ｕｐ 7020001119649 英会話スクールをワーキングマザー向けにオンライン展開 税理士法人井村アンドパートナーズ

関東 東京都 中央区 株式会社レルモ 7010601054833 美容室の物販を可能にするサロン専用ＥＣプラットフォーム 東京シティ信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社日本グローイング社 5010601023071 組織再編と高機能プリンターの導入による販路拡大 土公　文平

関東 東京都 台東区 カラーズ商事株式会社 4010501037057 日中の架け橋となりたい、旅行会社の物流の心臓である倉庫業への挑戦 株式会社ＷＥＥＶＡ

関東 東京都 世田谷区 久保田建装株式会社 6010901013317 塗膜剝離を通じ社会に貢献　ＳＤＧｓで新たな企業ブランドを構築 株式会社静岡銀行

関東 東京都 港区 株式会社正剛インバウンド 8010501032293 近隣地域では初となるコロナ下でも安心且つ安価に楽しめ、フードロスにも貢献し得る完全個室、予約制の非接触型の飲食店舗の運営 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 中央区 株式会社自動処理 3011401014931 デジタル社会の実現に向けて　アジア初「ノーコードＡＰＩ開発ツール」の開発 本多　剛士

関東 東京都 豊島区 裕豊商事株式会社 7013301013068 イタリア料理ＦＣ加盟による飲食事業への進出 銀座スフィア税理士法人

関東 東京都 中野区 株式会社フジキン光来 4011201009718 国産材料とストップフードロスのこだわり点心を全国のご自宅に、総菜加工会社のＢｔｏＣへの挑戦 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社Ｂｒｅｓｔ 6010001134261 銀座の高級江戸前寿司に挑む！新カテゴリー・ブランド寿司『あおもり寿司』プロジェクト 中川　正文

関東 東京都 文京区 株式会社フーデックスホールディングス 8010001081972 郊外型ベーカリーと移動販売を通じた地域コミュニティの形成事業 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 足立区 株式会社ＫＯＹＡＭＡ 6011501006470 彩りある街づくりに貢献！ラッピング技術をもっと広める生産体制構築 東京東信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ハイロメル 3011001070466 Ｉｎｓｔａｇｒａｍ自動化ツールシステム開発事業への業種転換 井上大輔

関東 東京都 府中市 株式会社総合建設ケーツー工房 3012401010375 家族でワーケーション むさし府中商工会議所

関東 東京都 足立区 美創 新しい生活様式に合わせたテイクアウトメインの飲食事業 イー・マネージ・コンサルティング協同組合

関東 東京都 中野区 株式会社エーディーカンパニー 3011201017110 テイクアウト、宅配、通販で新井薬師カスタード専門店へ業態転換 巣鴨信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ＰＬＡＹ株式会社 9011101087314 国産初、自動タイムトラッキングサービス開発によるセルフマネジメント事業への新分野展開 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 杉並区 番町オーラルサージャリーデンタルクリニック 千代田区の働き盛りと子供たちへ！最新の予防歯科で生涯現役の歯 松尾　基司

関東 東京都 港区 株式会社中商ホールディングス 9380001028829 都市型再生資源リサイクルセンター運営による循環型社会形成事業 株式会社ＡＢＫビジネスパートナーズ

関東 東京都 世田谷区 株式会社きもの三鈴 3010901011629 地域に根差す呉服店が始める「和のわくわく空間事業」 城南信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社インフィニットルミナス 2010001083553 イートイン・独自の販路ルートを意識したジェラートの　開発による新ビジネスモデルの構築 興産信用金庫
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関東 東京都 中央区 株式会社ＢＵＳ 6010001163839 ＷＥＢシステムを活用した生産プロセスの見える化による商品販売 第一勧業信用組合

関東 東京都 町田市 株式会社ユニコーン 5012301002628 緑山の中心でスパ事業による地域貢献！ 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＣＯＰＡ・ＡＭＯＲ 4011001070366 医療施設と連携できる強みを生かしたエステティックサロン等への業種転換 昭和信用金庫

関東 東京都 千代田区 アイディールブレーン株式会社 8010001087978 建築関連業者の開発力を後押しする、構造試験受託事業者として、木造建築の安全性向上に貢献 税理士法人のぞみ会計社

関東 東京都 目黒区 株式会社旭ネームプレート製作所 3013201006530 印刷物の総合メーカーとしてコロナニーズに対応する事業再構築 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 渋谷区 東京食彩株式会社 4013201017618 セントラルキッチン、ＥＣ 武多和　正光

関東 東京都 足立区 株式会社昭和測器 5011801008341 国内トップクラスの高精度・高容量変換器の生産と校正事業の拡大 株式会社エイチ・エーエル

関東 東京都 練馬区 株式会社すみれ 8011601011468 ４３年の保育所運営ノウハウを活かした学童クラブの新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 葛飾区 バックドロップ株式会社 9010601041904 ＵＶインクジェットプリンターを活用した、映える！バズる！オリジナルデザインの新時代内装材をご提案 東栄信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社プロデュースＮＯＴＥ 3011001104389 ＤＸによる美しい日本語の伝承推進事業 木村　祐司

関東 東京都 中央区 株式会社ミトヨ 6010001058378 地球環境に優しいカーエアコン部品の供給によるＥＶ化への影響 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 北区 アールイー株式会社 4010101012294 食品の出会いサイト・マッチングアプリ運営 礒川敦

関東 東京都 渋谷区 株式会社シンクロ 2013301038425 長崎県対馬市ので古民家宿泊事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 小平市 バキュームプロダクツ株式会社 3012701004457 日本初、計測範囲６桁を実現した高精度・広帯域計測可能な真空計「Ｑ’ｚ　Ｇａｕｇｅ」の製造販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社エンプティセット 1010401102384 インバウンド観光促進への架け橋、ＲＶパークの新設事業 株式会社地方創生推進協同機構

関東 東京都 文京区 株式会社ケアワーク弥生 6010002002087 デジタルとアナログを融合したケア・コミュニティ・プラットフォーム事業（新分野展開） 荒川　竜太

関東 東京都 港区 ヴィセラ・ジャパン株式会社 1011001067869 非接触型スパ施設とオンラインカウンセリングとスパ化粧品販売の展開 特定非営利活動法人東日本事業支援機構

関東 東京都 千代田区 株式会社インジェスター 5010401050919 外国人と企業を繋ぐ就労支援サービスのプラットフォーム 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 魚家株式会社 8010001126810 ＤＸ化で安心・安全、女性専用２４時間フィットネスジム「ＢＢ　ｂｏｄｙ」の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ 首都圏リース株式会社

関東 東京都 西東京市 株式会社コスモテック 4010001088575 ［わ」をコンセプトにしたカフェを創設し、地域の人の憩いの場を実現する 多摩信用金庫

関東 東京都 港区 ジャパン・プロパティーズ株式会社 7010401097636 不動産事業のノウハウを活用したソーシャルレンディング事業の構築 株式会社東和銀行

関東 東京都 中央区 株式会社築地江戸銀 3010001050536 １００年続く老舗すし店のノウハウを活用した、総合食品サプライヤーへの事業転換 鬼塚　明日海

関東 東京都 港区 株式会社レストレ 2010801030267 鮮魚自慢の居酒屋が挑戦する、家族みんなが楽しむ非接触のファミリー割烹 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 千代田区 株式会社テックコンシリエ 8010001206521 ＡＩ技術を活用したものづくり企業向けＳａａＳ型事業環境データ分析ソフトウェアの開発 中村　優

関東 東京都 台東区 ＤｉｖｉｎｅＳｏｆｔ株式会社 3010501030104 クラウド型電子カルテとオンライン診療システムの開発と販売 東京シティ信用金庫

関東 東京都 品川区 株式会社大井製作所 4010701001845 基礎化粧品需要増に対応したヒンジキャップ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 東京都 世田谷区 有限会社オプティム・ゲート 2011602023583 ヒトに、健康・繋がり・美味しいを提供する味噌汁専門店の展開 西武信用金庫

関東 東京都 新宿区 ジャパンローヤルゼリー株式会社 4010001134180 女性特有のカラダの悩みに向けたフェムケア製品！ 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 青梅市 今福商事有限会社 1013102005699 高効果かつ人体に安全なナノプラチナイオン抗菌製品の製造・販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社テイクファイブ 1010401034974 焼肉事業「まんぷく」のフランチャイズパッケージ化および物販販売 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 渋谷区 アンドピープル株式会社 3011001065912 千葉県南房総地域で海外旅行気分をコンセプトとしたホテル事業への新規参入 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 中央区 株式会社フードバンク 2010001103988 飲食事業で培った強みを活かしたハワイ・ワイキキ宿泊施設及び飲食事業の構築 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 渋谷区 有限会社サン・ユナイティッド 7011002036644 地方の観光資源を活かした体験型グランピングサービスの開業 城南信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ＥＮｆｉｌａｒｅ合同会社 5010403024680 セルフ方式による頭皮ケア等の新規展開により、顧客層の開拓を図る 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 東京都 北区 逍遥文化株式会社 9011501025179 中国、ベトナム出身者向けを中心とした輸入食材、食料品小売事業への進出 森口智志

関東 東京都 豊島区 株式会社昇和 5013301036070 都内初のがん患者へ「元気」と「勇気」を与える放射線ホルミシス療養ホテル運営 興産信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社永田屋 3012302003569 抗ウイルス対策リモート参列型ハウスエンディングへの新分野展開 税理士法人横浜総合事務所

関東 東京都 武蔵村山市 株式会社プレック 9012801006406 強みとする対応力を生かした好調市場での組立加工業進出計画 加藤　正憲

関東 東京都 杉並区 メディカルフィッティングサポート株式会社 9012401031119 ＢＣＰ対策に基づいた太陽光蓄電池装置の展示販売・設置・メンテナンス事業 ＪＯＢＵ合同会社

関東 東京都 中央区 ソフトベンチャー株式会社 1011001056723 受託開発ＩＴ企業が置き去り問題を安価に解決！自社サービスを複数展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 立川市 井内　啓二 社内スタジオの新規設立による、映像制作・動画配信事業及び外部へのレンタルスタジオサービス事業への業種転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 墨田区 東京石鹸堂合同会社 1010603009576 石鹸製造・販売業への転換による事業再構築 東京東信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ｒｉｔｅ株式会社 4011001123958 ＥＣ事業者を対象に拡張型ＣＲＭツールを搭載したプラットフォームサービスの提供 佐藤淳

関東 東京都 中央区 一般社団法人日本メディカルヘルスケア協会 6010005024590 生活習慣病対策等に向けた最新鋭トレーニングサービスの提供体制の構築 株式会社千葉銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社ｄｅｌｔａ 7010801019090 １００％生フルーツピュレ（ジュース）の製造販売 城南信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社ＭＡＣＲＩ 1010001162218 オンラインカウンセリングを活用した地域に根差す新形態の提案型ブランド眼鏡販売事業 株式会社シンカ

関東 東京都 中央区 合同会社Ｓｔ－Ｂｅｌｌｅ 6010003026135 地域のエコ意識を促進する地域密着型の店舗型リユース事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 杉並区 ＯＳＰ 音楽アーティストを支える業界唯一のプラットフォームビジネス 内田　哲夫

関東 東京都 荒川区 パレレ株式会社 1011503004056 レンタルスペース事業から「都度払い型の個室マシンジム」事業への業種転換 東京東信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社Ｗａｒｉｓ 7010401105002 人材紹介業向け　ＳａａＳ事業　新分野展開 株式会社アカウティングプロ

関東 東京都 中央区 株式会社クランピーリアルエステート 9010001189740 トラブル不動産の知見を活かした専門家マッチングサイトへの新進出 株式会社りそな銀行

関東 東京都 中央区 株式会社丸山海苔店 4010001057381 インバウンド対応の日本茶・日本文化体験サロン事業とＩＴ活用 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 大田区 株式会社辰吉 1010801028650 地域の再生に貢献する『住宅解体～廃棄物処理』への新分野参入 協同組合さいたま総合研究所

関東 東京都 台東区 ワールドオブザマーキュリー株式会社 2050001038306 主婦の地域情報ＤＸ！マイナー情報も安価で広告するポータルサイト 松尾　基司

関東 東京都 港区 株式会社カイコーポレーション 8011801023288 自社のもつバイオ製品技術力を生かしたスキンケア事業への進出 一般社団法人城西コンサルタントグループ

関東 東京都 新宿区 カイテク株式会社 9011101083206 「介護事業所特化のＡＩ　シフト　ＳａａＳ開発による新分野展開」 東京商工会議所

関東 東京都 多摩市 有限会社味好銀龍 8013402001739 ウィズコロナに即した、老舗町中華の自家製麺・自社冷凍自販機事業の創出 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 港区 株式会社ＣＯＲＯＮＥ 5010401129936 建物空室対策／建物再生ＤＸシステムユニット販売（屋内植物栽培モデル・ラボ兼モデルルーム開設） 経営相談有限会社

関東 東京都 港区 ハートランドＩＴイノベーション株式会社 2010701022934 勝浦の観光資源を活かした宿泊サービスとアウトドアサービス 納塚　大

関東 東京都 品川区 株式会社イーバイピー 3010001128514 静脈認証決済システムの開発とキャッシュレス決済代行業への参入 五十嵐　由和

関東 東京都 港区 有限会社グラマー 6011002029582 ナチュラルな色彩表現技術によるブライダルエステ事業への参入 ＨＴＭコンサルティンググループ株式会社

関東 東京都 豊島区 株式会社カラミー 3013301023888 中小人材派遣会社向け業務システムの開発・販売 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 豊島区 株式会社ＢＣＭ 9011601019980 磯焼け対策としてアクティブ藻礁の開発よる藻場再生・藻場増殖事業への展開 全東栄信用組合

関東 東京都 練馬区 練馬漢方株式会社 1011601021498 漢方薬局の地位向上を目指した口コミサイト運営事業への進出 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 新島村 百井整体院 癒しとリラクゼーションにこだわったワーケーション宿泊事業 内藤　義光

関東 東京都 杉並区 株式会社早美 5011301005806 対面型クリーニング事業からＤＸ活用による衣類管理総合プロデュース事業へ 一般社団法人首都圏産業活性化協会

関東 東京都 渋谷区 株式会社エムズライク 9011001117914 オンデマンド配信を活用したコロナに適したパーソナルジム運営事業 井上大輔

関東 東京都 中央区 創線株式会社 2010001180227 無垢材の木材加工・塗装事業に新たに進出し、作業の内政化と集約化を図る 朝日信用金庫

関東 東京都 武蔵野市 遠山荘一郎内科クリニック 産学連携によるブラウンチーズの製造販売による新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社東京クランクベイト 4010401130597 地域交流の為のファミリー向けシミュレーションゴルフへ業種転換 山田　健一

関東 東京都 中央区 祥瑞ソリューション株式会社 6010001190461 グローバルなＩＴ人材教育事業の立ち上げ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 大田区 株式会社テックリンク 1010801018965 ふれあい動物カフェの立ち上げによる、ＢｔｏＣビジネスへの挑戦 小倉　裕樹

関東 東京都 昭島市 株式会社わくわく 9012801010390 保育・介護事業で培ったノウハウ、ネットワークを活かし新たに家事支援サービス＋αサービスを提供できる複合施設の運営計画 株式会社東日本銀行

関東 東京都 江東区 畑中特殊バルブ工業株式会社 8010601007781 宇宙ステーション用バルブ装置への設備導入と自社開発による新分野展開 一瀬　章

関東 東京都 千代田区 アンダーズ株式会社 9010401124553 ＩＴ人材サービスから、ポストコロナ時代に対応する自社ソフトウエアサービス開発への転換 辰巳　英城

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＨＩＮＧＯＫＵＺＵＮＯ 7011001116414 渋谷から世界に文化発信を！　世界に一つだけ「オーダーメイドのカスタムスニーカー」事業 川橋　隆則

関東 東京都 豊島区 株式会社ウルフ 6013301038446 地域資源を活用した漬物製造と冷凍自販機、卸販売による新分野展開 石川　和比古

関東 東京都 港区 ｇｌａｍ株式会社 7010401100597 最新のＩＴテクノロジーを活用したシミュレーションゴルフ・バー事業 長南　伸明

関東 東京都 目黒区 らいふＬＡＢＯ株式会社 1011001125858 障がい者グループホーム事業の参入で地域貢献を担う 加藤　祐輔
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関東 東京都 狛江市 株式会社Ｏｎｅ　Ｒｉｖｅｒ 3012401037708 Ｗｉｔｈコロナ時代のニーズに沿った、人脈を活かしたライブストリーミング配信事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 港区 株式会社日本パープル 2010401023118 シナジーを活かしたクラウド契約書管理サービスへの新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 福生市 きさらぎ 美容と健康年齢を延ばすパーソナルトレーニングジム開業計画 江尻　晉介

関東 東京都 豊島区 明宏印刷株式会社 5013301012807 スマホで見やすいスポーツ大会プログラム制作システムの開発 大東京信用組合

関東 東京都 港区 ヨメテル株式会社 9011001122889 ＡＩ顔認証、ＢＬＥ付携帯アルコールチェッカーを活用したＡＩ点呼機器の開発 泉　芳郎

関東 東京都 渋谷区 合同会社ＴｉＳＥｇ 5011003008405 業界初。未来のリーダーを育む、芸術や体験学習を通して主体性と非認知能力を育むアフタースクールの設立と運営 壁谷　英薫

関東 東京都 豊島区 三共化成株式会社 5010801004516 独自成形技術による、新分野高機能成形品の製品化 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社グローバルエデュ 4011301013280 進路を切り拓く「グローバル・マインドセット養成講座」の展開 東京商工会議所

関東 東京都 足立区 有限会社田中精密鈑金工業 9011802015589 アルミ・銅など高精度な鈑金加工への業態転換による医療機器、産業機械等の短納期ニーズ対応への挑戦 城北信用金庫 株式会社アマダリース

関東 東京都 港区 スポーツ総研株式会社 8010401144387 児童向けＡＩスポーツテスト開発事業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 東京都 渋谷区 株式会社セルフィット 5011001073756 「私のなりたい！」を応援する女性専用セミパーソナルジムの展開 内海　妙子

関東 東京都 文京区 株式会社リベルワークス 3010001106809 ポストコロナの持続可能な社会に向けた生体データＩｏＴデバイス活用事業 株式会社東日本銀行

関東 東京都 武蔵野市 株式会社リンゴ 6012301009985 日本のモノづくりの目利きを生かした、国産大豆に拘る豆乳カフェの新展開 齊藤　光介

関東 東京都 中央区 Ｎｅｘｔ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ　Ｐａｒｔｎｅｒｓ株式会社 7010001213196 メタバースなどオンラインを活用した、メモリアル空間提供事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

関東 東京都 渋谷区 株式会社エヴリワンズ 2011002035386 ペット向け製品の新開発事業 坪井　亮

関東 東京都 北区 株式会社ＳＡＷＳ 8011501019784 失われてしまう飲食店の再生と新たな価値を地域経済に貢献する事業 日本パートナー税理士法人

関東 東京都 墨田区 株式会社ＵＮＯ 4010601060454 ウィズコロナ時代の感染症対策を徹底したバレエダンス教室の新設 経営創研株式会社

関東 東京都 稲城市 有限会社ワイエスデザイン 1013402006785 アルミ削り出しアニメフィギュアの製造・販売事業 関口　大介

関東 東京都 八王子市 ブロードデザイン株式会社 9010101010797 配信特化型ワンストップＥＣサイト事業 多摩信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社日本ドリコム 5013301026047 オンラインガイダンスプラットホーム構築による進学情報のＤＸ化 木佐谷　康

関東 東京都 江東区 株式会社ティーライブ 1010601030278 エンターテイメントノウハウを活用したキャンプ場運営事業の立上げ 坪井　亮

関東 東京都 世田谷区 吉岡事務所 メタバース・ＩＴで受診障壁を低減するスマートクリニック開業 ＢＰＳ税理士法人

関東 東京都 世田谷区 株式会社ＴＥＴＯＴＥＴＯ 4010901040833 眺望抜群の地でロスフードを活かす食品加工所とカフェ、サウナの運営 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 品川区 さくら製作所株式会社 4230001015425 誰でも便利に収納物の最適管理を実現できる、世界初のＩｏＴ化されたワイン／日本酒用セラーを開発 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 東京都 江戸川区 株式会社Ａ－Ｚ　ＴＲＵＳＴ 6010601049561 従業員定着率向上に向けて、スタッド溶接工事事業への新分野展開 新井　一成

関東 東京都 日野市 株式会社光レジン工業 5013401004919 Ｌ－ＲＴＭ工法による大型ＦＲＰ成形物製造の新事業展開 和喜田　勤

関東 東京都 中央区 株式会社Ｒ＆Ｍ 7011001073192 新製品、頭皮ケア美容液を製造・販売する事業を開始することで顧客層・売上を拡大し、事業の成長を目指す 東京シティ信用金庫

関東 東京都 渋谷区 ＳＡＮＧＯ株式会社 7011001053888 地域密着型小規模フランチャイズ（ＦＣ）システムの構築と販売 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＳＣＲＡＰ 8130001032006 体験型オンライン脱出ゲーム 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 豊島区 常盤化学工業株式会社 1013301008767 日本で初めて高価なボトックス治療を安価に安全に行えるよう、製薬原料の開発と販売を進める。 株式会社エフアンドエム

関東 東京都 中野区 株式会社ゼノン 2010901006472 最先端のＡＩマシーンによる、女性専用フィットネスクラブ運営事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 新宿区 Ｓｔｕｄｉｏ５１株式会社 7010901031169 人に寄り添うＡＩコミュニケータープラットフォームビジネスの立ち上げ 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 東京都 墨田区 大東印刷工業株式会社 9010601011460 マーケティングＤＸセンター開設によるクロスメディア市場への進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

関東 東京都 目黒区 株式会社ＰＭＣ 4013201018632 商品製造を内製化、新たな需要に応えた商品提供による事業再構築 星野　裕司

関東 東京都 練馬区 熊谷珠恵 時間シェア型レンタルインドアゴルフカフェ＆バーの開業、新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 大島町 合同会社村上屋 9010003025290 最新式のサンドバス事業を開業し、伊豆大島の健康増進に貢献する 七島信用組合

関東 東京都 葛飾区 株式会社Ｃｏｍｐａｓｓｉｏｎ 8011001071591 健康寿命延伸への貢献を目指す安心・安全・美味のこんにゃく米の開発 東京中央経営株式会社

関東 東京都 武蔵野市 株式会社ネクストローカル 9012401021367 地域内個店支援プラットフォーム「わっしょいアプリ」 横山　和夫

関東 東京都 葛飾区 株式会社伊部製作所 3011801014416 産業用機械部品製造への取組による事業再構築 東京シティ信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社リーメント 1010001087753 キャラクター・チョコレートフィギュアの製造販売事業」 税理士法人ゼニックス・コンサルティング

関東 東京都 千代田区 科健化学株式会社 6040001093637 イオンクロマトグラフ事業による分析技術プラットフォームの構築 東京商工会議所

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｏｎｅ　ｖｉｓａ 8011101074610 特定技能に関わる申請をクリーンかつ効率的に運用できるシステム　ｏｎｅ　ｖｉｓａ　ｔｒｅａｔ　の開発 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 中央区 株式会社アセットジャパン 8010701025956 不動産業者に特化した「ＳａａＳ事業」に参入 サポート行政書士法人

関東 東京都 北区 有限会社アールコーポレーション 7011502016039 ＨＡＱＵＲ製のプラスチック代替製品の開発 巣鴨信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社三容堂 6011401012296 オンデマンド印刷でＢｔｏＣへ　　自社技術活用の新分野展開 巣鴨信用金庫

関東 東京都 墨田区 株式会社メディアーク 2010001167950 高機能消毒ディスペンサーの開発製造販売事業 アイ・コンサルティング株式会社

関東 東京都 千代田区 ウーミャ株式会社 5370001020476 廃校リノベーションによるデイユースオフィスとグランピング事業 森藤　啓治郎

関東 東京都 大田区 村上裕紀 コア・ゴルファー層の本格練習対応・地域密着型室内ゴルフ練習場 城南信用金庫

関東 東京都 中野区 有限会社高橋企画開発 5011202003628 シミュレーションゴルフを使った月額定額制インドアゴルフスクール事業 東京商工会議所

関東 東京都 世田谷区 株式会社アイテック 7010901017267 家電専用　取扱説明書制作ソフト 東京商工会議所

関東 東京都 港区 ビージェイテクノロジーズ株式会社 3010401135515 リチウムイオン電池用部材の製造を行い海外市場へ展開する 株式会社フラッグシップ経営

関東 東京都 台東区 すがた企業株式会社 8010501008979 個室サウナ事業に進出！上野の宿泊客に快適性を追求した癒しを提供 朝日信用金庫

関東 東京都 板橋区 株式会社三進製作所 4011401002555 アルミニウム材を使用した部品加工、筐体製品の製造の新分野展開による事業再構築計画 株式会社第四北越銀行

関東 東京都 北区 株式会社エガワ 7011501013656 画像解析を用いた独自検査技術の確立による高付加価値色紙の事業拡大と事業構造改革の取組み 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 港区 株式会社Ｆｕｒｎｉｔａｇｅ 9010401144353 高級ブランドリユース家具のレンタル事業による新分野展開 川井　良訓

関東 東京都 中央区 株式会社渡辺ハゲ天 8010001063112 セントラルキッチン建設による天ぷらの冷凍食品化事業への転換 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 千代田区 Ｂｅｙｏｎｄ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社 3011101091387 ＩＴ　エンジニア向け転職サイト運営事業 株式会社りそな銀行

関東 東京都 三鷹市 株式会社ＩＭＡＧＩＮＥ 6012401013235 保育の質を高めるクラウドサービス「一人ヒトリＦＯＣＵＳほいく」 山田　陽介

関東 東京都 豊島区 株式会社ＭＰＣコーポレーション 8010401107476 街の中華料理店を救う、みんなのセントラルキッチンへ大転換！ 巣鴨信用金庫

関東 東京都 世田谷区 株式会社木村技研 3010901003114 非接触型トイレ設備の製造 税理士法人山田アンドパートナーズ

関東 東京都 港区 株式会社Ｒｏｕｇｙ 2010401096205 記念美フォトニーズを満たす美容サロン併設フォトスタジオの運営 吉野　康太

関東 東京都 新宿区 株式会社サビオアンドテック 7011101036702 冷凍庫卸売・修理業から総菜冷凍自販機製造業への業種転換 ペンデル税理士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社クイーリー 8010001069126 クラウドで行う暗号化ファイル転送サービス「暗号カプセル便」 興産信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社Ｈａｔｔｅｎｄｏ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 7010401144264 日本が誇るフローズン「くりーむパン」を世界に拡げる海外展開事業 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 渋谷区 イーマ株式会社 5011001034675 スポーツマネジメント会社独自ノウハウによるゴルフスタジオ運営 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 西多摩郡瑞穂町 株式会社加藤製作所 9013101007383 半導体製造ための前工程の成膜装置向け大型アルミプレートの量産体制構築 多摩信用金庫 たましんリース株式会社

関東 東京都 江東区 株式会社ちあふる 9010701029106 プロのプロデューサー集団が内装デザイン・監修する感動のプライベートリゾート”ＫＡＮＲＥＩ” 坪井　亮

関東 東京都 千代田区 株式会社グランドスポーツ 7010001190857 アスリート級栄養管理アプリで情報サービス業へ新分野転換を図る 株式会社千葉銀行

関東 東京都 練馬区 株式会社東京宝礼社 6011601019595 搬送，葬儀業から故人が生きるデジタル自叙伝事業への転換 西武信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＭＡＲＣＯ 1010401133058 料理教室と物販事業による事業再構築 株式会社地方創生推進協同機構

関東 東京都 江戸川区 株式会社ヤナギ 9011701007935 ＥＶ車のエアコン用部品のプレス加工化という技術革新への挑戦 株式会社常陽銀行

関東 東京都 豊島区 株式会社大航海時代 1013301039655 アパレルＥＣ物販事業から、パデルコートレンタル事業への業種転換 税理士法人広中タックスサポート

関東 東京都 江東区 株式会社ライブオンミュージック 6010601039752 充実したセカンドライフのためのインターネットラジオ局運営事業 株式会社ＳｈａｒｅＶａｌｕｅ

関東 東京都 品川区 株式会社野村産興 8010701016600 インスペクションに基づくリノベーションで、安心快適な持続できる社会づくりへ貢献 芝信用金庫

関東 東京都 練馬区 新興電機株式会社 3011601002835 異形深絞り技術を活かした次世代自動車分野への新規参入 静岡県中小企業団体中央会

関東 東京都 中央区 株式会社山櫻 8010001059168 エシカル製品を活用した新分野展開 株式会社大三経営事務所 東京センチュリー株式会社

関東 東京都 品川区 株式会社ｓｈａｋｅ　ｈａｎｄｓ 6010701034661 子供たちの未来を輝かせるＳＤＧｓ×野球フィットネスジムの運営 岩井　久典

関東 東京都 中野区 株式会社Ｈａｎａｂｅｅ 3011001094770 ＷＥＢ３．０を見据えたファンクラブサービス提供事業への業種転換 井上大輔

関東 東京都 中央区 株式会社スムース・パーティ 9010401058875 地域Ｗｅｂメディアを兼ねた勝どき限定デリバリーサービスの立ち上げ 澁谷　宗紀



31 / 98 

事業再構築補助金　第７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 東京都 港区 株式会社ＢＩＧ　ＵＮＩＴ 1011001093601 フードロス撲滅！焼肉店による「端材を活用した無人販売店」への挑戦 城南信用金庫

関東 東京都 港区 株式会社ＡＢｅｅＺ 2010001150857 川崎駅徒歩５分の超好立地で提供するグランピング型レストラン事業 北村　亮太

関東 東京都 渋谷区 株式会社アドバンスメント 2010401092740 地元飲食店のＥＣを推進するデジタルを活用した次世代型うどん店舗経営 セブンセンス税理士法人

関東 東京都 新宿区 株式会社ハイブリッヂコミュニケーション 5011101017200 「レンタルスタジオを開業し、既存事業も配信」参入 国本　明哲

関東 東京都 中央区 株式会社Ｖｉｎｏ　Ｈａｙａｓｈｉ 4010001136219 海外市場向けの日本酒通信講座の開発 東京東信用金庫

関東 東京都 中野区 有限会社柏木岡芳商店 3011102003060 酒類販売店舗スペースを大幅削減（約６０％）し、ランドリーカフェ事業への新規分野展開 西京信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社ビーライン 4012301005788 ＩＴ投資のリスクを軽減する眼科向けクラウド型電子カルテの開発 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 大田区 株式会社ウエストコースト語学院 8010801001213 海外向けオンライン日本語講座と外国人児童生徒を対象とした学習塾 芝信用金庫

関東 東京都 大田区 一般社団法人ＡＴＳ教育センター 5010805002648 外国人向けオンライン日本語学習コンテンツ提供による商圏拡大 株式会社アクセルパートナーズ

関東 東京都 板橋区 ＰＪＭプロジェクト管理合同会社 1011403002614 ポストコロナ時代に対応した「働き方改革・テレワーク勤怠管理ＤＸサービス」の提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 日野市 国産機械株式会社 3013401000242 最新型レーザー加工機導入による燃料電池大型トラック用部品への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 渋谷区 グレードル株式会社 1010401105230 スーパーフード“モリンガ”商品開発・提供および販売の事業化 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 サワダ興産株式会社 7010801004919 火力発電部品から半導体分野へ！高硬度材重切削への大胆な挑戦 石山　賢

関東 東京都 墨田区 石川紙業株式会社 3010601008710 セミオーダーオリジナル箱作成システム事業 朝日信用金庫

関東 東京都 千代田区 つげ歯科五番町クリニック 歯科技工機能の内製化・完全個室の設置によるＶＩＰ向け即日補綴治療の新展開 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 東京都 港区 ＣＳＢジャパン株式会社 5010401105342 世界的有名店のレシピとサウナで整う古民家再生型グランピング 但馬信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社デジタル・アトム・ラボ 4011001128404 ＣＧスキルを活かしたメタバース住宅展示事業および不動産の販売促進事業 柿塚　英樹

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＡＵＬＡ 2011001109315 トレーラハウスを利用した地域密着型保育施設の開設 澁谷　宗紀

関東 東京都 新宿区 株式会社ログシー 3011201019833 プラットフォーム構築による「人材紹介サービス」の新分野展開 さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社ＶＩＣ 8010701034759 アバターを使った１対１の会話アプリ事業 Ｇ．Ｓ．ブレインズ税理士法人

関東 東京都 板橋区 株式会社アイエスディー 4011401000014 駐車場全般の情報プラットフォームサイトの構築及びクラウド駐車場管理の専門不動産業の開始 株式会社西河マネジメントセンター

関東 東京都 港区 ビルコム株式会社 4010401062428 国内唯一の媒体情報雑誌「月刊メディア・データ」のクラウド化 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 江戸川区 ＣＲＥＷ株式会社 4011701022848 運送事業者が手掛ける、買い物疎過疎地域への衣料化粧品の移動販売事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 千代田区 株式会社エスパテント 5010001093095 知的財産の海外進出を支援する革新プラットフォーム「らくらく外国特許」の構築と事業展開 西武信用金庫

関東 東京都 町田市 株式会社ＪＡＭ　ＣＬＯＴＨＩＮＧ 4012301012066 複数の販売方法とオンライン戦略で今後の危機にも対応出来るイタリアンレストランを新展開 谷田　俊之

関東 東京都 新宿区 株式会社オリックコーポレーション 2011101065747 都心部の高層マンションを中心とした洗濯代行サービスの需要開拓 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社ウイング 3011001104224 国内初のアスリートのパフォーマンス向上のためのボディ・メンタルケアによるアスリート支援 大東京信用組合

関東 東京都 立川市 株式会社武蔵製菓 7012801001615 日本文化を象徴する和菓子の新商品開発と海外への販売展開 株式会社群馬銀行

関東 東京都 大田区 株式会社ＧＴＭ　ＷＥＩＤＭＡＮＮ 4010801023566 電動車向け絶縁部品の製造に関する新分野展開 小林　修

関東 東京都 渋谷区 ＴＥＮ　ｇｒａｐｈｉｃｓ株式会社 4011501023559 商業デザインに特化した月額会員制クラウドサービスの開発と運営 西武信用金庫

関東 東京都 中央区 ＳＯＲＡＢＩＴＯ株式会社 1180001114268 建機レンタル会社の受注管理をＤＸ化するクラウドサービス開発 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 文京区 株式会社ｙｅｐ 5011501019457 ビーコンを使った新事業密を避けたイベント支援と収入増 髙橋力也

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｓｈｕｎｙａ 2011001051698 ヴィンテージ・リユース衣料のリアルとデジタルの事業展開 松井　淳

関東 東京都 渋谷区 合同会社カンダバ 5010403019326 小豆島の名産品×ベーカリーの組み合わせで、小豆島の地域創生へ挑戦！ 進藤　智裕

関東 東京都 中央区 ジャスティス株式会社 9010601038025 民泊代行事業から、ＡＩ監視カメラ事業への転換 ＥＸＰＡＣＴ株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社スマートホスピタル 8010001199971 手術教育動画の共有プラットフォームの開発 税理士法人ＡＳＣ

関東 東京都 練馬区 有限会社アイ・エム・ケイ 3011602000144 酸素ボックスを活用した健康リラックスルームの開業 朝日信用金庫

関東 東京都 多摩市 多摩タウンサービス株式会社 5013401002063 既存事業の活用で中華の新商品開発と販売チャネルの多様化を図る 多摩信用金庫

関東 東京都 墨田区 エスラッシュ　五十嵐美由紀 自分らしい魅力を表現したい男女向けのお顔のビューティーサロンの開設 アプリコット株式会社

関東 東京都 港区 株式会社リーガライズ 4011801035709 対面法務コンサル事業から法務ＤＸサービスへの業種転換 北澤　淳

関東 東京都 新宿区 株式会社ｆｏｒｉｉｏ 6010401135628 多種多様なクリエイターを適正なタイミング及び最適な雇用機会の提供サービス『ｆｏｒｉｉｏ　ｃａｒｅｅｒ』システムの開発 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 豊島区 株式会社Ｔｈｅ　Ｇｒａｃｅｓ　Ｂ 1013301035869 芸術分野の講師・アーティストのためのオンライン配信対応多目的レンタルスタジオ事業 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 結家不動産コンサルティング株式会社 2011001068858 個人の人生に寄り添う不動産投資のオンライン個別指導とオンデマンド講義のサービス開発及び運営 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 港区 株式会社キューボデザイン建築計画設計事務所 1021001010877 発展途上国の富裕層に向けた既成の住宅設計図書ライセンスのＥＣ販売事業 株式会社リアリゼイション

関東 東京都 港区 東和アミューズメント株式会社 3010401082261 ポストコロナ対応　非接触型スマート遊技機店舗による事業再構築 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 中央区 株式会社せおん 9010001117627 Ｅラーニング・システム導入によるオンライン・セミナー事業 治田　千州

関東 東京都 新宿区 株式会社ジュニ 5012401025165 独自商品開発やＮＦＴの活用を通じたデジタルアート事業への進出 株式会社りそな銀行

関東 東京都 台東区 株式会社江東美研 5010601043895 飲食店を核とした多目的店舗の運営 ＴＣＡ税理士法人

関東 東京都 千代田区 株式会社ＫＪ－ＲＩＮＧＳ 3010001175820 資産運用を学べ、人材交流もできる会議室＆コワーキングスペース運営 松山　亮樹

関東 東京都 杉並区 株式会社ＣＩＴＲＡＢＡ 9011301026534 イタリアンシェフの作る本格ヘルシー石窯ピザでテイクアウト・デリバリー事業展開 碇　信一郎

関東 東京都 千代田区 株式会社アジアメデカ元気事業団 5010001141952 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ。介護総合コンサルの知見を元にした介護事業への参入 株式会社第四北越銀行

関東 東京都 港区 株式会社ナノエッグ 7020001077509 烏骨鶏卵による栄養強化卵（デザインエッグ）の製造・販売 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 千代田区 株式会社ジーネクスト 6010001146785 介護業界のＤＸを推進する音声認識＋ＡＩを活用した介護サポートシステムの開発と販売による新分野への展開 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社レイズコーポレーション 1010901024632 スタッフが常駐せず女性がリラックスできるスポーツジム 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 足立区 株式会社ＵＣ 1030001104374 配送事業からコロナ後の生活に合わせた倉庫一体型のロジスティクス統合事業への事業転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 台東区 株式会社フクプランニング 8010501027351 鉄道・飛行機等のファン向け木製模型および乳幼児向け木製玩具の自社製造 経営ビューイング株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社グラブデザイン 9010001091731 「Ｗｅｂ３．０＋ｅラーニング」を実現するラーニングマネージメントシステム（ＬＭＳ）開発 税理士法人ビランツ

関東 東京都 品川区 株式会社ＨＩＧＯＬＤ 5011301022504 アレルギー検査に基づいた、犬用オーダーフード製造販売ビジネス 北野　正彦

関東 東京都 清瀬市 しあわせ月桃株式会社 7010901040500 レトルトカレー及びレトルト製造拠点構築及び販売戦略の実施 巣鴨信用金庫

関東 東京都 新宿区 新東洋株式会社 2011101072479 在日外国人向け広告型（実質無料提供）ウォーターサーバー事業 税理士法人富士中央綜合事務所

関東 東京都 大田区 株式会社ＭＡＳＳ企画 7010801032572 所有の古民家を利用して、貸別荘＆レンタルスペースとして整備し、観光事業に新規参入。 さわやか信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社ジャパンサイクルリーグ 7011001135265 リアル自転車体験のＤＸ化推進を行う情報プラットフォーム提供事業 株式会社三井住友銀行

関東 東京都 港区 株式会社希須林 4011301001806 セントラルキッチンを中心としたフルライン経営による事業再構築 廣瀬　好伸

関東 東京都 千代田区 株式会社アーネストプレイス 9010001080107 零細マーケティング支援会社から、非接触型インドアゴルフレンジの新規参入による組織的経営への進化 牛腸　真司

関東 東京都 渋谷区 株式会社ドマーチェ 5010401095526 製造卸から製造小売への新事業展開 中村　八州夫

関東 東京都 品川区 株式会社アマナイメージズ 7010701016865 ストックフォト事業者から機械学習用教師データの素材提供事業者へ 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 北区 株式会社滝野川製版 6011501002767 営業力を活かしパッケージ印刷向け製版で需要獲得する新分野展開 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 中央区 株式会社タグボート 8010001131471 ＮＦＴアートで新たなデジタルアート市場を作る 東京商工会議所

関東 東京都 中央区 ユナイテッド・ヘルスコミュニケーション株式会社 1010001156789 メンタルヘルスに関する組織改善実行支援事業 佐藤淳

関東 東京都 大田区 株式会社プレコエムユニット 7010801027465 ６５年以上の肉の卸業者としての知識と経験を活かした新しいお肉屋さん Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

関東 東京都 世田谷区 株式会社カイリ 4010901037961 内装工事を活かした無人シミュレーションゴルフルームの運営とＦＣ展開 株式会社ジエック経営コンサルタント

関東 東京都 世田谷区 株式会社プライムスタイル 5010901017079 パーソナルデータ利用状況把握自動化システムの開発と販売 二瓶　豊

関東 東京都 杉並区 個別指導塾テスティー株式会社 1011301018175 キャリア教育支援プラットフォームを用いた受験勉強で終わらない一生チカラの育成事業 有限会社クレメンティア

関東 東京都 千代田区 株式会社ゼロブロック 7011801028461 当社の強みを活用した農業×福祉事業に挑戦　農地の有効活用と障がい者の雇用拡大を支援 株式会社シャイン総研

関東 東京都 千代田区 ａｋｉｂｉｔｏ株式会社 7010001189718 ブランディング力を発揮してａｋｉｂｉｔｏは商人（あきんど）に 白川　淳一

関東 東京都 港区 株式会社ソナーユー 9010401142885 『イベント行きたいファンコミュニティサイト　「イベントイキタイ（仮）」のコミュニティサイト開発』 東京商工会議所

関東 東京都 新宿区 株式会社シルク・ハット 1011101067091 美容室内における新規ネイル事業 岩﨑　信幸

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｚｅｒｏ 8020001102620 ポップアップストアと連動したカフェ「ＤＲＵＧ　ＳＴＯＲＥ　ＧＡＬＬＥＲＹ　ＣＯＦＦＥＥ」 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 東京都 中央区 Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｓｉｘ株式会社 9010001176862 独占販売権を持つトリュフ販売店による専門料理店への事業拡大 北村　亮太
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関東 東京都 渋谷区 株式会社ジェイプランニングインターナショナル 8010901023405 人工アイスパネルによるスケート遊戯施設運営及びＦＣ展開事業 さわやか信用金庫

関東 東京都 中央区 株式会社Ｎ　ＳＴＵＤＩＯ 4010001114538 新しいコワーキングシェアコミュニティ事業の構築による事業拡大 駒田　裕次郎

関東 東京都 中央区 株式会社ＣＡＤネットワークサービス 6011101005336 「事故０」を目指すフォークリフトＶＲ学習コンテンツの開発事業 アイアンドアイ株式会社

関東 東京都 千代田区 株式会社要 1011101056961 Ｍ＆Ａプラットフォームサービスによる受託事業から自社サービス提供会社への事業再構築 有限会社クレメンティア

関東 東京都 八王子市 株式会社ムラタ 7010102006821 コロナ禍に負けない「石油王カレー」で構築する新分野展開 長井　寿郎

関東 東京都 千代田区 株式会社ＬＯＲＥＴＴＡ　ＭＡＲＴＩＮ 6010001225300 ポストコロナ時代の新しいレンタル音響制作スタジオ「アルカトラズ」の設立 鬼塚　明日海

関東 東京都 足立区 株式会社太成 9011101055873 食品卸売専業から独自の方法で、一般消費者向けに加工食品を開発して自社仮想店舗で小売　りを展開する。 埼玉縣信用金庫

関東 東京都 練馬区 ラッドオンザテーブル株式会社 8011601021533 虎ノ門ヒルズのフードモールで新たにカジュアルなタコス料理を出店・運営 三村　尚広

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＢｏｏＳＴＡＲ 7011001125869 「やさしさ」をブランドプロミスにした冷凍食品事業の創造 服部　峻介

関東 東京都 港区 一般社団法人日本再生医療センター 2010405017702 幹細胞バスの開発・販売及びサービス事業 茅　毅

関東 東京都 町田市 経営サポート株式会社 8020001108015 資金繰り表ＷＥＢシステムの開発による中小企業の経営支援 町田商工会議所

関東 東京都 港区 明和化学工業株式会社 9010401029265 ２１世紀型先端機能材料「カーボンパーツ」のハイブリットリユース事業への業態転換 小林　良介

関東 東京都 千代田区 ＶＩＳＩＴＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ株式会社 7011001100698 企業経営に関する判断や採用を支援するクラウドサービス開発 株式会社りそな銀行

関東 東京都 新宿区 株式会社パートナーズホーム 3013301041163 中小不動産業者の業務効率に寄与するクラウド型業務支援システム ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 東京都 新宿区 インターラボ株式会社 5011101053303 ＩＴ人材育成／ワーケーション宿泊施設の運営 秋山　尚子

関東 東京都 羽村市 有限会社ＺＥＲＯ 9013102007754 業務用美容機器のメンテナンス受注事業 東京都商工会連合会

関東 東京都 新宿区 株式会社ＳＱＵＡＲＥ 6011101044648 耕作放棄地を活用し、キクラゲ栽培事業への進出を図る新分野展開 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 千代田区 株式会社ソットヴォーチェ 4010001159087 高精度遠隔操作カメラを用いた、リモート手術サポートサービス 興産信用金庫

関東 東京都 千代田区 株式会社インベスチャー 1010001106868 自社データ資産を活用したＩＲ情報レポートサービスのＤＸ化計画 株式会社商工組合中央金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社メディアスタッフ 2011101024298 ロストボール撲滅ドップラーセンサー３Ｄレーザーセンサーでボール位置特定。ラウンドデータ蓄積ＡＩで分身がメタバースゴルフ 吉岡　晴美

関東 東京都 港区 株式会社進鳳堂 5010401130951 「集中力」可視化による学習支援：「脳波解析集中力判定システム」開発販売企業へ転換 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 株式会社Ｔｅｎｍｕ 7011101086375 Ｉｎｓｔａｇｒａｍ分析システムの開発及び販売促進事業 山本　修一

関東 東京都 港区 株式会社Ｚｅａｌｏｘ 7010001205532 Ｗｅｂデザインに特化したサブスクリプション型のオンラインスクール事業 税理士法人リライト

関東 東京都 大田区 株式会社ＮＥＸＴ　ＲＩＢＥ 9010801028742 趣味のための設備（インドアゴルフ）とラウンジを併設したシェアリング・サードプレイス事業への参入 株式会社みずほ銀行

関東 東京都 港区 株式会社プレイス＆アビリティ 2010401082568 中小・ベンチャー企業と学生向けに特化した人材マッチングアプリ開発！ 株式会社きらぼし銀行

関東 東京都 港区 株式会社Ａｓｉａ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 9010401144931 脱アルコール！保護犬と触れ合えるドッグカフェ事業への事業転換 兒玉　洋貴

関東 東京都 港区 株式会社船場 4010501032297 資源の永続的な循環利用を企図した循環型空間デザイン領域への事業展開 佐藤淳

関東 東京都 港区 株式会社Ｃｒａｚｙ　Ｂａｎｋ 8011001123252 人生を彩る振袖ブランドの確立による新分野展開 水谷　弘隆

関東 東京都 千代田区 株式会社ロクマル 6011401015539 米最新エクササイズ導入により日本初の障がい者トータルサポート体制構築 株式会社りそな銀行

関東 東京都 江戸川区 船宿　西野屋 「釣船」事業への進出で　Ｖ　字回復 株式会社マイティータンク

関東 東京都 西多摩郡瑞穂町 株式会社Ｍｉｄｏｒｕ 8013101005512 開業後まで全面サポート！男性向けエステサロンの開業支援スクール！ 伊藤　央

関東 東京都 渋谷区 株式会社メディアル 2011001106221 業務のＤＸ化によるシングルマザーの働き方改革となるカレーショップの経営 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 有限会社Ｄ７ｓｕｓ４ 7010902022662 学校の特色と生徒の個性が共存する新しい価値を持った卒業アルバムとサービスの構築 昭和信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社ＥＹＥコーポレーション 9011101068611 幹細胞順化培養液を用いた化粧品原料及び化粧品販売事業 小林　奈緒

関東 東京都 葛飾区 有限会社三友シーフーズ 7011802025706 魚介類を使用した加工調理品の販売による、総合的に魚を取り扱う専門店への転換 井上大輔

関東 東京都 豊島区 株式会社ｃｒａｆｔｅｒｓ 1013301040200 健康食品・サプリメントを中心とした「越境型ＯＥＭ受発注サポートＤＸ」プラットフォーム 税理士法人ＳＥＴＡＣＳ

関東 東京都 品川区 愛知産業株式会社 7010701000299 アーク溶接を応用した金属３Ｄプリント技術開発による新分野展開 東京商工会議所

関東 東京都 大田区 いさりび　青物横丁店 地域を代表するクラフトビールブランドへの転換 城南信用金庫

関東 東京都 新宿区 株式会社洋暉 2011101072256 地域の外国人向け朝食外食需要への対応・食文化醸成 高松　佑

関東 東京都 渋谷区 株式会社眞興社 6011001010163 個人向けのデザインサービス伴ったネット印刷ビジネスの構築 北浜グローバル経営株式会社

関東 東京都 神津島村 合同会社ＦａｍｉｌｉＡ 4010003024776 離島の様々な課題を解決するすごろくゲーム＆音声ガイドアプリ開発支援事業 西原　憲臣

関東 東京都 千代田区 フロンティアファクトリー株式会社 5011101067162 日本企業と中国の工場との取引の非効率を解消するＤＸプラットフォーム事業 スカイワード税理士法人

関東 東京都 三鷹市 株式会社歩 4012401017394 中古車販売事業でシニアカーライフの充実による生きがい創造！ 岩井　久典

関東 東京都 品川区 合同会社アンプレナブル 7010703004240 地域貢献型「ＩｏＴで働く女性の時短ニーズに特化したコインランドリー」 村田　祐己

関東 東京都 日野市 ディー・ワークス株式会社 2013401006620 実務に即した総合的な建築設計業務の研修サービスの提供 野口洋岳

関東 東京都 荒川区 株式会社ミリオンダウト 2010001164254 友人同士の交流を人間に代わってＡＩが企画して誘う、店舗や旅館への予約代行送客事業 坂田　喜代子

関東 東京都 世田谷区 有限会社ロイヤルハイツ 4010902016626 最新機材を用いた会員制シミュレーションゴルフ店 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 東京都 新宿区 株式会社スタディカンパニー 9011301019496 生活＆学習タイムスケジュール管理アプリを用いたオンライン学習塾 濱高　大

関東 東京都 足立区 クックピット株式会社 7011801018090 市販スープの販売新規事業計画書 巣鴨信用金庫

関東 東京都 荒川区 飯塚鉄工株式会社 6011501005423 自社加工領域の拡大による半導体製造装置製品市場への新分野展開 株式会社常陽銀行

関東 東京都 足立区 スリーオーサプライ株式会社 9011801025812 リボード什器製造のノウハウを活かし、凹凸印刷によるオフィス家具製造への挑戦！ 株式会社阿波銀行

関東 東京都 千代田区 ＤＥＮＢＡ株式会社 2013301024689 睡眠中に身体データを取得し健康・心血管マネジメントにつなげるヘルスケアプラットフォーム構築 坪井　亮

関東 東京都 中央区 プラスロン化粧品株式会社 3010001112303 新成分を配合した化粧品を開発し、購買データを活用していける企業体制へ 井上大輔

関東 東京都 中野区 ＮＡＫＡＮＯ　ＨＡＪＩＭＥＮＯＩＰＰＯ にんにく専門ＥＣサイトとＡＩを活用した調理の構築 加納　豊彦

関東 東京都 世田谷区 株式会社湧久屋 5010901039874 地域密着型店舗としてのノウハウを活かしたクラフト生ビール持ち帰り事業 佐々木　裕美子

関東 東京都 千代田区 株式会社アヤカンパニー 2010001009211 オープンキッチンによりライブ感を提供する和カフェに業態転換 久保田　昌宏

関東 東京都 新宿区 株式会社クエスト 3011101048577 事故事例・安全教育におけるエレベーター設置会社向けＶＲ研修システムの開発 和喜田　勤

関東 東京都 目黒区 こだま産業株式会社 7013201002096 コロナ後のフィルム包装材市場ニーズに応えクリーンルーム内製造に進出 株式会社武蔵野銀行

関東 東京都 世田谷区 株式会社Ｔｈｅ　ＣＡＭＰｕｓ　ＢＡＳＥ 5010401138441 「地域体験型飲食・宿泊施設開発」を機とした「アグリツーリズム」参入 公益財団法人くれ産業振興センター

関東 東京都 墨田区 ＥＪＰ株式会社 7040001099947 人生をゲームに変える情報管理ＷＥＢサービス 税理士法人スバル合同会計

関東 東京都 あきる野市 株式会社グラーチャー 8013101007673 宿泊事業ノウハウを活かした飲食店事業の新規展開 西武信用金庫

関東 東京都 渋谷区 株式会社セレソン 1010001105845 国産無添加生ハム内製による輸入リスク削減＆卸売・ＥＣ事業 廣瀬　好伸

関東 東京都 江戸川区 株式会社源八船頭 9011701002746 八丈島に関する郷土料理及び特産物を生かしたオリジナル商品のＥＣ製造販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 渋谷区 株式会社ＤＬＶＯ 3011001104050 好きな時に手ぶらで楽しめる３密回避の２４時間無人インドアゴルフ 株式会社Ｍｉｒａｉｌｅ

関東 東京都 台東区 有限会社時代屋 9010502022581 冷凍スイーツ等製造・販売と物流ＤＸ拠点事業 朝日信用金庫

関東 東京都 渋谷区 合同会社渋谷ＭＫ企画 4011003004826 人気観光地の箱根で完全個室と日本蕎麦のサ活・サ飯を提唱するインクルーシブサウナ 税理士法人東京フィナンシャル会計事務所

関東 東京都 足立区 順栄貿易合同会社 4030003007358 ＩｏＴ化した無人ビジネスホテル兼フレキシブルオフィス提供事業の開業 坪井　亮

関東 東京都 港区 株式会社ｎａｎｏｎｉ 6010401152706 企業内での女性活躍を推進する「フェムテック・福利厚生プラットフォーム事業」 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 東京都 小平市 株式会社ソフネットジャパン 3012701001504 真贋査定にＡＩ技術を用いた、ＣｔｏＢの貴金属、ブランド品の買取専門を新たに開始することで、拡大するリユース事業を捉える 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 東京都 台東区 富田興業株式会社 6010501008733 創業１００周年を迎える皮革素材屋が取り組むシェアスペース事業 ＴＯＭＡ税理士法人

関東 東京都 新宿区 ＥＮｔｒａｎｃｅ株式会社 8011101088338 パーソナル型旅行企画　－　Ｔａｂｅｅｅ　Ｃｒｅａｔｏｒ 東京商工会議所

関東 東京都 港区 株式会社ビルドストーン 1010401086405 地域貢献で街づくりから世界を目指す和食店プロジェクト 税理士法人原田税務会計事務所

関東 東京都 台東区 株式会社ピークス 7010501038069 動画コンテンツの充実を図った次世代型・株式投資情報ポータルサイトの立ち上げ 税理士法人Ｓｏｏｇｏｌ

関東 東京都 新宿区 株式会社ＧＯＹＯＨ 8011101085244 商業施設の運営企業や集合住宅のオーナーがＥＳＧ投資の対象になるためのシステム開発及び運営する事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

関東 東京都 練馬区 ステイホーム株式会社 5011201019113 在外外国人労働者の日本企業マッチングアプリ構築 長塚　歩

関東 東京都 練馬区 株式会社ロジクトロン 3011601022536 大型ドローンを利用した各種資材の荷上げ・運輸事業 木村俊治

関東 東京都 台東区 株式会社ディメッション 9010501033712 既存事業の付加価値を高めるパーソナルトレーニング事業への参入 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 東京都 荒川区 株式会社千住抜型製作所 7011501007195 抜型製造で培った設計力・デザイン力を生かし、　ペーパークラフト製造事業への挑戦！ 株式会社イストワール

関東 東京都 渋谷区 株式会社ｆｕｔｕｒｅｌａｂｏ 2011001090903 経験をつんだ優秀層のための、副業マッチングサイトの開発 東京商工会議所



33 / 98 

事業再構築補助金　第７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 東京都 文京区 株式会社アイゼ 6010401142104 古紙（１度使われた紙を再生（リサイクル）できる紙、雑誌、新聞紙、段ボールなど）を効率的に常時回収する新たなビジネスモデル 西武信用金庫

関東 東京都 世田谷区 有限会社サンビレッジハート 6120902022289 ママのスキルマーケットサービスに伴うクラウドシステム構築 城南信用金庫

関東 東京都 千代田区 合同会社鵠沼住宅サービス一号 3021003007746 自社の強みを活かしたアウトドアニーズを満たす宿泊事業 株式会社横浜銀行

関東 東京都 港区 シェフクリエイト合同会社 2010403023487 店舗実戦型教育による、飲食店出店支援事業 小林　満義

関東 東京都 港区 株式会社シオン 6011001066651 アルムナイによる大企業とベンチャー企業のシームレス人材連携ＡＩシステムの構築 株式会社りそな銀行

関東 東京都 港区 株式会社ｉｃｈｉｒｕ 1090001015161 女性や若者の社会進出を支援するシェアキッチン併設宿泊施設の展開 株式会社山梨中央銀行

関東 東京都 国立市 ＷＡＫＵＷＯＲＫＳ株式会社 3012801021336 大地に根ざした住環境サービスを支える　体感拠点の整備 株式会社ＰｒｏｓＷｏｒｋ

関東 東京都 港区 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ 8010001197018 「お泊りデイサービス×配食サービス」事業による超高齢化社会における高齢者生活支援体制の整備 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 東京都 港区 カタカレジデ合同会社 2010403013728 先進技術を活用し、エコで使いやすく料金も安いコインランドリー事業 株式会社千葉銀行

関東 東京都 港区 マハロ合同会社 7010403008319 石垣島の自然の中で地元特産物を味わい自由に過ごせるレストランの開店 沖縄県商工会連合会

関東 東京都 港区 ＷＩＬＬ合同会社 6010403018946 心身健康のため九十九里でペット同伴できるワーケーション宿泊所へ業種転換 山田　健一

関東 東京都 品川区 堀澤麻衣子　ボイス＆メンタルトレーニングスクールアマートムジカ　 既存事業でこれまで培ってきた「音楽業＋ボイトレメソッドのＮＦＴ化と海外展開」 兒玉　洋貴

関東 東京都 江東区 株式会社ティップトップマーケティング 1011101042235 地域コミュニティの拠点として活気づくブックカフェの開業 フレンド税理士法人

関東 東京都 豊島区 株式会社創業新幹線 2013301028005 食品工場新設により、飲食店運営から飲食店向けの食材卸売と一般消費者向けの小売販売への事業展開 税理士法人ＡＳＳＥＴＳ

関東 東京都 文京区 有限会社Ｆａｉｒｙｄｏｍ 6010002040541 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

関東 神奈川県 横浜市青葉区 ａｅ　ｍｕｓｉｃ　ｊａｐａｎ株式会社 4020001127704 ЯÉＶＯＬＴＥ（リボルテ）の立上げによる広告・コンサルティング企業への転換 細野　光生

関東 神奈川県 川崎市宮前区 ＳＨＩＲＡＦＵ 動画を利用した最新のＷｅｂサイトを紹介するポータルサイト運営 早田　文幸

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社サンフラワー 9020001117980 美容から福祉に貢献！地域に根差した高齢者向けヘアカラー専門店に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社エムティーアールコーポレーション 5020001079985 空手教室との相乗効果！放課後等デイサービス教室の新規運営 土田　高記

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社尚文社 9021002002676 最新のＸＲ技術を導入してプロモーションに差をつける！ 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 横浜市中区 Ｇｒｉｎ　Ｇｕｖｎｏｒ株式会社 9021001044521 抗酸化効果抜群！！健康寿命を延ばすからだの中のコーティング 特定非営利活動法人ｔｎｃ中小企業支援センター

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 有限会社エンドレス・カンパニー 4190002010124 生活の彩り拠点となるパールポーク料理店の新規出店 魚谷　康行

関東 神奈川県 横浜市緑区 有限会社ダイアテック 1020002050908 新たにキャンプ場事業に進出する新分野展開 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 秦野市 有限会社山口自動車整備工場 5021002038831 先進技術対応力を強みとして「中・大型車」車検事業へ新分野展開 中栄信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社ハリウッド・イーシー 5020001013564 コワーキング・コスタディスペースへの新分野展開 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 新木　朋就 動産仲介業からバルーン遊具レンタル・イベント運営事業への新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社アルティメイトケータリング 5020001115385 新サービス「本格料理冷凍デリバリー」を全国展開、生産性向上を図りデリバリー市場に挑戦‼ 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 横浜市磯子区 有限会社ＳＡＩＮ 6020002045390 代表の配偶者の料理人経験を活かして、ベトナム料理の持ち帰り飲食サービス業に進出 中井　一

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社ＫＴＭ 8020001115713 工事業から溶接技術による配管材製造への挑戦 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 ダツ　デザイン　ワーク　スタジオ 店舗デザインのノウハウを生かし、キッチンカーでのパンの移動販売に進出 税理士法人あおば

関東 神奈川県 逗子市 株式会社クロスパティオ 9021001041964 ビジネスマンをメインターゲットとした弁当屋開業事業 黒田　学

関東 神奈川県 川崎市高津区 Ｎｉｎｏ．Ｆｅｌｌｏｗｓ．Ｃｌｕｂ株式会社 2020001141120 ネイルサロンとフリーネイリストのマッチングサービスの開発・運営 川崎商工会議所

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社ＴＨＥ　ＴＥＲＲＡＣＥ 5020001122043 「保育・育児カウンセリングサイト」を用いた非対面非接触でのカウンセリング事業 辻　拓真

関東 神奈川県 横浜市旭区 リトアストア 衣料ＥＣサイト運営からアイラッシュサロン店舗の開業 ＳＷＯＴ有限会社

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社ＧＥＮＴＥ 1011001095721 仕組み型ラーメン店を開業し、属人的だった飲食店の再構築 加藤　祐輔

関東 神奈川県 横浜市都筑区 有限会社トーニチユニオンサービス 8020002006630 ＴＵＶ　認証の取得を武器としたＥＶ　整備への新分野展開 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ポリスター 8020001108972 国内中小メーカーに対する、中国企業とのマッチング支援並びにコンサルティングの実施 株式会社みずほ銀行

関東 神奈川県 横浜市保土ヶ谷区 大泉写真事務所 農林水産業者のＰＲ動画とその食材を使ったレシピ動画の撮影編集 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｌａｓｔａｒ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 6020001098571 エステの経験と集客ノウハウを生かしながら脱毛による新たな分野、客層の開拓 税理士法人ＹＭＧ林会計

関東 神奈川県 川崎市高津区 小松造園 働く人々の日常に活力を与える＂地元民に愛される＂ステーキ屋経営 川崎信用金庫

関東 神奈川県 川崎市幸区 バタフライ・ラッシュ 一流企業での接客経験を活かしたコンサルティング業への転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市中区 一般社団法人日本ベリーダンス連盟 2020005012920 ベリーダンスポータルサイトの運営事業 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社デュ・ラン社 2020001085400 店舗ビジネスのノウハウを活かした個別学習塾への事業再構築事業 株式会社りそな銀行

関東 神奈川県 横浜市栄区 株式会社ブラスト 1020001083495 最新のウェアプリント方式を導入し新分野製品を市場に展開する事業 ＫＩ税理士法人

関東 神奈川県 川崎市多摩区 金澤知基 リラクゼーションのマッサージ業から、筋力トレーニングとボクササイズを融合したパーソナルアンチエイジングジムへの事業転換 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港南区 イデアルプラン株式会社 8020001119730 オンラインでの集客チャネルの形成及びオンライン商談可能な提案方法の構築 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 トップクリーン 美容外科クリニックと提携した脱毛・痩身エステサロンの開店事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 平塚市 株式会社Ｂａｋｋｉｅ 5021001018900 おいしく食べよう！「腎臓病ごはん」　腎臓病の人のための会員制レシピサイト事業 平塚信用金庫

関東 神奈川県 秦野市 ピークアンドバレー合同会社 9021003009349 既存事業である知育学習玩具の強みを活かした「子ども向け英会話教室」と「英語オンライン授業」事業 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＺｅｒｏＬｉｄ 7020001123741 ポストコロナの新文化・リラックス系シーシャ店による再構築計画 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 湘南じょいふーど株式会社 3021001008028 おひとり様（一人客）をターゲットにしたクラフトビールとキャンプ飯の飲食店事業 株式会社アークス

関東 神奈川県 川崎市幸区 えｂｃ－ｙａｎ合同会社 9020003006232 日本酒（Ｊａｐａｎｅｓｅ　Ｓａｋｅ）の輸出による日本文化の海外発信事業 河村　晴雄

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社ハイタイム 2020001094376 宿泊対応可能な地域密着型通所事業への新規進出 株式会社アカウティングプロ

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社港北精工 3020001008566 食品業界へ進出して、生産工程の全体管理と定期訪問サービスの構築 株式会社みずほ銀行

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社シュービ 4020001031708 ＵＶインクジェット印刷を活用したシール・サイン製造事業 株式会社阿波銀行

関東 神奈川県 横浜市西区 有限会社ケイユー工創 7020002061874 独占直輸入・ダンス教室とペットを対象としたジュエリーの販売 株式会社Ｒコンサル

関東 神奈川県 横浜市中区 鳥羽山事務所 ブッシュクラフトキャンプに特化したキャンプ関連用品の販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市南区 真夜中のビバリウム 動画配信された多種類のヘビに「会ってふれあえる」カフェ開設への業種転換 菊池　武広

関東 神奈川県 横浜市南区 拓進株式会社 6020001061538 日本国内在住の外国人留学生向け進学塾事業 株式会社アカウティングプロ

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ジーイーエム 1011201002238 アルフォンス・ミュシャの世界を服飾雑貨へ投影、ＴＶ通販等で販売 飯島　伸博

関東 神奈川県 小田原市 ナチュロパ健康院小田原 更年期世代の女性のためのヘルスチェック＆ケア事業 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社エンフィールド 4020001044230 プライベートサロンからコロナ対策を充実した完全店舗型サロンへの転換 柴田　宏之

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社空間工房 6020001133592 賃貸住宅における空室対策としてのルームツアー動画制作サービス事業 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ＭＡＤＯ 2020001088741 建築一括請負を可能にする土木工事業への新分野展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 ダイニングダイビングリコモ ビジネス街から商店街へ！コロナに負けない地元密着ラーメン店への挑戦 澤口　洋輔

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社アルファ技研 8021001011225 最新の検査体制を導入し、生産設備用自動化装置の製作を展開する 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 横浜市緑区 シグナル・コンポーズ株式会社 6010401145180 「音楽ゲーム開発」を機とした「ゲームソフトウェア開発事業」参入 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横須賀市 ヘアーメイクアキラ 感染症対策を踏まえ、新技術を導入した自分磨きのための脱毛サロンを開設し、トータル美容を展開 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 座間市 有限会社ＴＳＳ 7021002044118 循環型パソコン販売とサービスに伴うリサイクルパソコン店事業化 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 相模原市緑区 有限会社ゼノン 6021002029334 ｅ－ラーニング茶道講座関連事業 相模原商工会議所

関東 神奈川県 横浜市南区 ショットバーアクアリウム 夜間の飲食事業依存からの転換、レンタルスペースとポールダンス教室の運営 浅井　政晃

関東 神奈川県 相模原市中央区 合同会社ｉｏ 2021003007185 非対面型セルフ式よもぎ蒸しサロンの展開 原島　清孝

関東 神奈川県 川崎市中原区 エーポートコミュニケーションズ株式会社 7020001107059 運用代行業から自社メディア運営による広告業への進出 公益財団法人神奈川産業振興センター

関東 神奈川県 川崎市川崎区 有限会社沖冷熱工業 7020002105284 沖縄のソウルフード・沖縄おにぎりを販売する「沖縄おにぎり　金城」の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市瀬谷区 アイ・リサーチラボ コンビニＦＣ本部で培ったノウハウを活かした「ご近所マーケティング」の提供 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社ビスイアソシエイツ 1020001106909 放課後等デイサービス事業開所計画 城南信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 有限会社エック 7011102018484 純国産非加熱はちみつによる美味しく健康を促進するキッチンカー事業 さきがけ税理士法人

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社パルテア 4021002009214 観光と芸術のオンライン放送局「スタジオサイレン６０１」 横浜商工会議所

関東 神奈川県 相模原市中央区 合同会社紺色 2010403020501 クラウド型建築基準法検索サービスＡｒｃｈｉＬａｗｓ事業計画書 税理士法人小形会計事務所
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関東 神奈川県 逗子市 有限会社ビィラタカサキ 5021002068457 老舗鮮魚店のノウハウを活かした海鮮定食の提供による事業再構築 神奈川県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市中区 マイルストーン合同会社 7020003017231 抱っこ紐開発による母親の育児負担の解消 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市南区 ビストロマール 横浜馬車道の隠れ家ワインバーが挑戦する新しいワインの販売形態 坪井　亮

関東 神奈川県 横須賀市 ティエドゥール 頭浸浴の自動化によるヘッドスパ専門事業新規開拓と地域雇用創出 岩下　文

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社グラスルーツ 2021001010505 トップアスリートのデータをもとにした健康的な「食」の提供サービス事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社東邦製作所 3020001007774 ＥＶモーターコア製造用マルチサスペンションプレス機製造事業の新規展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 座間市 有限会社神田製作所 6021002048350 難削材ハステロイにおける半導体製造装置部品高精度加工技術の開発 澤井　由式 三菱電機クレジット株式会社

関東 神奈川県 横浜市泉区 有限会社飯田製作所 5020002002293 ＡＩ機械学習を活用したスカイビング回転切削設備による、電動車向け運動機構の部品開発・評価・保守事業 銀座Ｋ．Ｔ．Ｃ税理士法人

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社クラタ 9020001010178 パトカーなどの特殊車両のＥＶ化を実現する『ＥＶ特装事業』に挑戦 株式会社フォーバル

関東 神奈川県 川崎市幸区 株式会社土佐製作 1020001071244 循環型社会の実現へ向けた廃棄物再生機械部品の製造と新分野展開 株式会社秋田銀行

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社グーン 8020001038286 廃プラスチックから高品質ペレットを製造するリサイクル事業 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 相模原市中央区 富士精工株式会社 7021001013742 次世代半導体製造装置向け冷却機構製品の製造による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 川崎市高津区 福山産業株式会社 6020001076874 神奈川県川崎市で初・２４時間無人営業シミュレーションゴルフ練習施設の新分野展開 嶋田　景太

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社越智製作所 4020001065986 重ね合わせ精度測定装置の部品供給体制の構築 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市西区 株式会社アドプランニング 2020001051971 有名レストランのシェフによる『シェフの一品』をご自宅でも！ 井上　裕光

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社特殊工機 6020001018249 協働ロボット分野へ展開し、省力化・省人化ニーズに貢献する 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 協栄工業株式会社 5020001019883 リバースエンジニアリング技術による金型部品の図面化サービス 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社Ｒａｙｓｔａｒｔ 3020001136318 フランチャイズ展開を視野に入れた『うどん専門店』への事業転換 山本　喜広

関東 神奈川県 藤沢市 咲プランニングオフィス株式会社 9100001009212 既存事業とのシナジーを意識したインドアゴルフスクール 宮田　浩充

関東 神奈川県 綾瀬市 株式会社ユーケーテクニカ 2021001027664 成形シミュレーションの内製化による建機用プレス金型の製造実現 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社ウイル 9020001126222 第三工場（レセプションストア）新設による福祉関連事業の展開 前田　由美子

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ジーアシスト 3020001075540 オリジナルアクリルグッズのオーダーメイド事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 湘南のカキ小屋笑山 地元食材を生かした海鮮ビュッフェでファミリーに幸せを ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 株式会社服部架設工業 2021001023473 民間足場架設工事から新工法吊り足場工事による公共分野への参入 株式会社浜銀総合研究所

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ｔｈｅ　Ｈａｍｍｏｃｋ 3020001091538 本社のロケーションを活かして、ハンモック販売のアンテナショップとしての民泊事業に進出 中井　一

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社いろは 7020001063780 ３密を回避した２４時間型フィットネスジム事業への事業転換 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 神奈川県 横浜市西区 有限会社アクアライン 7020002073787 「コロナ禍の切り札」中小企業の営業ＤＸを促進する企業データベース提供事業 株式会社リンケージ

関東 神奈川県 三浦市 有限会社コーシンファーム 1021002072116 堆肥舎建設及びロータリー式撹拌機導入による牛糞堆肥生産・販売 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 イートン株式会社 1021001044207 電磁パルス痩身機器を導入した、非対面施術による新規顧客の開拓 佐久間　達也

関東 神奈川県 座間市 栄工業株式会社 3021001026310 新設備の導入による、新たな溶接と高品質加工の実現で新分野に展開 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社シープラス 1011801025836 太陽光発電設備販売へのチャレンジによる再生エネルギー拡大への貢献 株式会社ＰＱＭ総合研究所

関東 神奈川県 川崎市宮前区 川崎花卉園芸株式会社 1020001067639 「花を日常に」　全国の未利用花を利活用した花束を開発、他業種と協業した卸売に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社ｃａｎｐ 8020001113031 居酒屋から換気に優れた豚ホルモン焼への転換による新分野展開 林　恭輔

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社エムシーツー 8020001087746 海外に人気の日本製の化粧品・コスメを輸出し、新分野展開を実現 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社Ｅｐｏｃｈ　Ｍａｋｅｒｓ 5020001144087 競合他社の少ない地域における、飲食デリバリー事業の展開 税理士法人ＧＮｓ

関東 神奈川県 平塚市 株式会社コーワ 2021001036467 老舗米穀店のボクシングフィットネス事業への大胆な新分野展開 平塚信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 有限会社谷川 6020002030673 高温洗濯技術を獲得し、従業員の未来を守るための新分野展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 厚木市 株式会社Ｒｉｍｉｔ 7021001023873 博多式天ぷらの提供方法を適用した天ぷらそば屋の開業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社高野工業 7020001017893 ＱＣＤ改善と提案力向上で競争力を高め、新製品の売上拡大を実現 須永　達也

関東 神奈川県 小田原市 アヴィ株式会社 1021001060212 ＳＤＧ’ｓを意識した「ペット共生環境」の創出に向けたカフェ事業への転換・拡充 金﨑　卓也

関東 神奈川県 横浜市金沢区 大光造園建設株式会社 5020001006394 循環型社会への貢献「廃材の環境配慮型リサイクルシステム」構築 本多　剛士

関東 神奈川県 横浜市都筑区 有限会社タカギ製作所 8020002061386 工場の自動化や人手不足の解決に寄与する産業用ロボットの生産量増加に向けた部品（取り出し機のアーム部品等）の製造 横浜信用金庫 昭和リース株式会社

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社オープンウェーブ 1020001106900 ＩｏＴ関連ハードウェアの仕入れ販売から自社製造への転換 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 渡辺貿易株式会社 4020001109330 居酒屋から新横浜初の非接触型ジンギスカン店への転身計画 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社テクノプラテン 7020001031886 一貫生産体制の拡充によるポストコロナを見据えた挑戦 東　俊道

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ヤチヨ 3021001041937 飲食卸のシナジーを活かして地域を盛上げるデジタル広告配信事業 株式会社浜銀総合研究所

関東 神奈川県 小田原市 株式会社アシスト・ワン 1021001044859 映像収録・撮影スタジオ 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 宰英工業株式会社 8021001006828 水素充填装置用　高精度大型金属部品の製造技術確立による業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 横浜市港北区 ニッケン建設株式会社 5020001021253 自社のリソースを再構築した地域還元型フレキシブルオフィス事業への進出 川崎信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社佐藤ガスサービス 6021001012365 フランチャイズ加盟による生活支援サービス（便利屋）事業 才川　重久

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社イーファシリテイ 9021001064742 配管更新工事の作業員育成プロジェクト　新分野展開でスクーリング事業に進出 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ブルーム 7020001053204 新品ジュエリー等の店舗販売やＳＮＳライブコマース販売 井上　拳

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社カワゾエ 4021001011749 コロナ禍の影響で用途が変わった排煙窓の点検と修繕事業への進出 大石幸紀

関東 神奈川県 横浜市西区 有限会社フードコミュニケーション 8020002064389 【できたてを好きな時間に！】横浜駅からいちばん近い「店内完全手作り」のケーキ店 野竿　健悟

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社ヴィーダ 6010401088974 テレワークという新しい働き方に対応した従量課金制個室ブース事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 鎌倉市 Ｊ’ｓ　Ｍａｔｅｒｉａｌ　Ｑｕａｌｉｔｙ株式会社 4012801017242 中古電子部品製造機械の買取及び販売事業への参入 小田隆一

関東 神奈川県 大和市 有限会社古木米店 1021002042283 商店街に新たな風を！老舗米店と老舗焼き鳥店のコラボ計画 株式会社Ｒコンサル

関東 神奈川県 藤沢市 長後製パン株式会社 2021001004481 コロナ後の観光需要急増に対応する冷凍パン製造及び食の安全強化 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 菅野商事株式会社 3020001000746 自分で仕上げるハンバーグ×焼肉事業 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横浜市泉区 トランネクスト株式会社 3020001047688 メタバース型ショッピングモールアプリケーション【ＸＥＮＯ　ＭＡＬＬ】 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 有限会社スーパー片倉 3050002018834 山梨県北杜市清里の自然・食・観光を楽しむ１棟貸しプライベートキャンプ事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 神奈川県 横浜市南区 有限会社平安総合コンサルタント 1020002077505 既存別荘改装によるワーケーション需要を含めた宿泊施設運営事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 嘉祥株式会社 9020001055198 「寿司職人歴３５年　村田哲也の旬魚まるごと料理キット」の国内外へのサブスク販売 木村　祐司

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社サン自動車工業 7020001142171 電気自動車用　軽量・高精度金属部品の製造技術確立による業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 横浜市港南区 株式会社宮島運輸 9020001004551 運送会社が生涯教育ための資格取得のオンライン講座に挑戦！ 横浜信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社新ユニバース 1021001068643 クリーニング事業のロボット推進による２４時間無人対応企業への転換 京都紫明税理士法人

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 Ｃａｒｓｔａｙ株式会社 7011101084362 市場ニーズに基づいたオフラインサービス導入への業態転換 行政書士法人ＩＮＱ

関東 神奈川県 厚木市 株式会社Ｔ＆Ｔプロモーション 2021001068709 ボクシングジムが運営するパーソナルトレーニングジム 税理士法人ＧＮｓ

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 京浜精密株式会社 7020001017209 レーザ溶接機の導入による溶接技術の高効率化、新規営業による顧客開拓に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 神奈川県 横浜市金沢区 合同会社ユーシン 7020003008593 地域健康課題解決！運動習慣に着目したフィットネスによる業態転換 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

関東 神奈川県 相模原市南区 ＨＳＰサービス株式会社 9021001063257 地域の高齢工場経営者を支援する工場閉鎖・引継ぎ支援サービス 内田　哲夫

関東 神奈川県 横浜市旭区 有限会社ケイツー厨機 4020002021162 公正な競争で必要な厨房機器が取引できるネットオークションの新展開 中居　広行

関東 神奈川県 横浜市金沢区 有限会社新光コーポレーション 6020002058070 多様な事業者が展開可能なオンラインそろばん教材の開発及び運営新事業 一般社団法人日本産業イノベーション研究所

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 有限会社清水マーク製作所 8020002011878 次世代自動車向け高耐熱＆高精細なデジタルデータマトリクスラベルの製造 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社ＰＲＯＴＥＣＴ 7021001067763 鎌倉時代から続く古社参道前から、地域を盛り上げる神奈川・地物野菜の飲食事業 多摩信用金庫

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社フォーリスト 5020001074425 ガストロノミーレストランへの業種転換による事業再構築 公益財団法人わかやま産業振興財団

関東 神奈川県 横浜市港南区 株式会社エムズライフパートナー 3020001123720 新サービスを提供する店舗で客層を広げ事業成長と人材獲得を実現 須永　達也

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社ＧＳジャパン 4020001114306 未来へつなぐものづくり男性向け化粧品開発と越境ＥＣ事業への挑戦 高崎文秀

関東 神奈川県 三浦市 株式会社オプティ 8021001070221 地域住民、観光客に対応する複合施設「油壷プレジール」 株式会社リアリゼイション
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関東 神奈川県 平塚市 株式会社ファミリエ 9021001062647 遊休地を活用した初心者にも優しい自然とふれあうキャンプ施設運営 中栄信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 株式会社神谷建設 3021001011741 ハウスメーカーから絶大な信頼を得てきた当社が、相模原市の工事増加に伴う建材事業に参入！ 城南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市戸塚区 株式会社山翠 3020001093550 仕出し弁当屋が「炊き肉」店を開業！テイクアウト＆ランチ実施 松尾　基司

関東 神奈川県 横浜市港南区 株式会社ネオランドリー 5020001039667 クリーニング店でのフルタイム礼服レンタルサービスの提供 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市青葉区 東栄興業株式会社 9020001011804 物流倉庫改修によるコールドチェーンへの参入と生産性向上 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社三和精工 6021001012431 コロナ禍においても好調分野への事業再構築 株式会社きらぼし銀行

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 スリーイメージング株式会社 2020001056921 弊社オリジナル検査装置の開発・販売プロジェクト 松村　文子

関東 神奈川県 座間市 株式会社ＣｌｏｃｋＷｉｓｅ　Ｓｙｓｔｅｍ 9021001050908 建設業者に特化した勤怠管理ツールの開発、販売 原田　貴史

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社伊藤総合教育 4021001005197 地域の顧客ニーズを的確に捉えた未就学児向け付加価値提供型お預かりサービス事業への転換 森　憲一郎

関東 神奈川県 座間市 株式会社ＮＯＥＬ 2021001056647 事業再編による業種転換で付加価値の高いペット事業に新規参入 三橋　心

関東 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社川治屋 4020001072330 地域住民向け配送事業の展開 坪井　亮

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社互幸ワークス 2020001067299 建物管理のノウハウを活かし、利用者に寄り添う隠れ家的宿泊施設の開業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市瀬谷区 有限会社アイエムジー 4020002055838 日本発低炭素技術を活かしたアフリカ稲作国におけるもみ殻燃料・飼料製造販売事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 株式会社日比野設計 3020001085291 地産地消を通じて地域経済の活性化やＳＤＧｓに貢献する「地産地消×健康」飲食店の出店 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 小田原市 株式会社明光製作所 8021001033211 需要の高まる農機具・半導体製造装置等の部品の精密自動加工に挑戦 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 川崎市宮前区 オリエンタル急行株式会社 9020001063894 安全・快適な倉庫作業を支援する自律型物流ロボットの販売ビジネスへの参入 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社ビーアイパルマ 6020001115616 「おうちでエステ」の需要に応えるオリジナルボディクリームの商品化 横浜信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 湘南防災株式会社 4021001064937 部品内製化によるコスト削減と部品販売による相乗効果で売上ＵＰ！ 湘南信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 株式会社拓斗化成 6020001010180 部品復元を可能とするリバースエンジニアリング体制の構築 株式会社フラッグシップ経営

関東 神奈川県 小田原市 株式会社ウィル 4021001035319 地域住民とのネットワークを活用した「地域密着型パン屋」の新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社四五六菜館 5020001094670 横浜中華街の土産店の改装による食べ歩き需要と新規顧客層の開拓 横浜信用金庫

関東 神奈川県 相模原市緑区 オカピサービス フィリピン・セブの大学の資源を活用したフィリピン学生の日本中小企業への橋渡し事業 安田　愛子

関東 神奈川県 逗子市 アット・ビー株式会社 5020001091107 建築物・公共インフラの調査員育成とドローンの活用 城ヶ﨑　寛

関東 神奈川県 横浜市西区 日本コンツェルン・ホールディングス株式会社 1020001063324 クリック＆モルタル型インキュベーションセンター事業 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 茅ヶ崎市 株式会社ＡＸＩＡ 2021001055005 『食の楽しみ』と『にぎわい・交流』を生む地域密着ベーカリーへの挑戦 西武信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 有限会社ケイ・エス・ケイ製作所 9021002005869 特装車用部品への設備導入と自社技術開発による新分野展開事業 一瀬　章

関東 神奈川県 藤沢市 プレキャストヤマザキ株式会社 9021001001951 社会インフラを支えるコンクリート製品の工場・生産ラインの増強 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＲＥＭＹ 7021003005275 当社の他業態店と食材を連携しフードロス削減を図るホルモン焼店 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 横浜市旭区 Ｖ＆Ｎ株式会社 5020001138436 手軽にベトナム料理を楽しめるミールキットの製造販売事業参入 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社ＣＦホーム 9020001084387 デンマーク基準の高機能住宅の販売を開始し、ＺＥＨの普及を推進する 川崎信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 芙蓉樹脂工業株式会社 1021001001942 従来の部品加工からＣＭＰ装置向け薬液供給装置ユニット製造への転換 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市港北区 有限会社武蔵工業 5020002036151 需要が急拡大する半導体製造装置事業への業態転換 株式会社ゼロプラス

関東 神奈川県 藤沢市 シー・エル・ピー株式会社 6021001030862 ディーゼルエンジンシステム向け、尿素水製造販売による事業再構築 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 株式会社菅野産業 6020001116630 石積み工事の美的品質を愛犬家へ。ドックフードＥＣ販売とドックラン施工への進出 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社上村工業 2020001017023 クリーンルームの省エネに資する「リプレイスＦＦＵ」の商品化 横浜信用金庫

関東 神奈川県 相模原市中央区 株式会社東洋ランドリー 6021001013330 クリーニング技術を向上させることによって事業再構築を実現する 多摩信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社Ｉｎｆｙ 7020001140381 夜型飲食店から冷凍餃子生産・卸販売へ新分野展開でＶ字回復を！ 株式会社フォーバル

関東 神奈川県 川崎市川崎区 日本スタッドウェルディング株式会社 8010401022766 ハイサイクル成形・インラインデジタル検査技術の確立によるＥＶ向け導電樹脂部品分野への参入 株式会社みずほ銀行

関東 神奈川県 海老名市 合同会社ＧＳＡＵＴＯ 8021003006413 中古自動車販売事業から車のワンストップ型サービス事業への転換 海老名商工会議所

関東 神奈川県 綾瀬市 有限会社中新製作所 8021002041873 複合加工機導入による技術の高度化と生産体制の構築 税理士法人あすなろ

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 株式会社チアーズ 6010001121342 地域の方のウェルビーイングを支えるメディカルフィットネス事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

関東 神奈川県 足柄下郡箱根町 株式会社やまぼうし 2021001032128 １２軒分の古民家の材を活かした滞在型サステナブル民泊事業 小田原箱根商工会議所

関東 神奈川県 横浜市港北区 有限会社ミリオンサービス 6020002053740 床材施工の強みを活かしたマンション大規模修繕工事への新分野展開 松井　洋治

関東 神奈川県 相模原市緑区 株式会社生涯スポーツ応援団 4021001051398 洗車に特化したレンタルピットの運営と洗車グッズの企画・開発・販売 魚谷　康行

関東 神奈川県 藤沢市 飯間商事 スマートフォンアプリによる『建設残土出し入れマッチング』事業 藤沢商工会議所

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 ＴｉｍｂｅｒＲｙｅ 高齢者・子供たちを健康に！地元食材を活かしたパンのマルチチャネル販売事業 株式会社ｂｔｏｂｅｅ

関東 神奈川県 藤沢市 株式会社紀伊国屋旅館 6021001000543 江ノ島・湘南エリアにおける地域資源を活用したワーケーション需要を喚起するコワーキングスペース事業 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 株式会社ラーナバウト 4020001114586 コロナ禍による収益悪化事業からの脱却を目指す「業種転換」の取組み 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 有限会社わかば 9020002077786 海外の部品供給の減少、リバースエンジニアリングで事業再構築 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 小田原市 株式会社テックシーリング 4021001033611 建設業者によるアウトドア関連の特殊車両のレンタカー事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市中区 合同会社リレーションズ 5020003013835 販社からファブレス企業へ！自社オリジナルブランドの開発展開 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社インストアメディア社 5020001058444 立会人がいる安心・安全な「結婚支援サービス」で少子化改善を目指す 株式会社アライブビジネス

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社ＫＯＨＡＴＡホールディングス 8020001111919 完全個室型の一人利用サウナの開発・展開 株式会社ＡＧＳコンサルティング

関東 神奈川県 足柄上郡中井町 有限会社三協製作所 4021002056173 半導体製造装置向け高強度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 神奈川県 川崎市川崎区 株式会社リ・フォース 1020001074908 最新溶接システムの導入による先端医療機器部品の開発・製造 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 横浜市栄区 ユリウス・エンジニアリング株式会社 6020001129401 服と一緒に綺麗にな～れ💛美容室付きコインランドリー事業計画 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市都筑区 東和絞工業株式会社 6020001009082 ディスプレイ製造装置から電子部品製造装置の部品製造事業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社ニクニ 2020001066813 モータ内製化によりキャンドモータポンプを開発し、新分野に事業を展開する 株式会社三井住友銀行

関東 神奈川県 横須賀市 株式会社ディアラ 3021001042761 プレミアムドッグフードの新製品投入による未開拓市場の開拓 横浜信用金庫

関東 神奈川県 厚木市 Ｌｅｙｌｉｎｅ 地域野菜を活用したコミュニティレストラン 厚木商工会議所

関東 神奈川県 秦野市 テクノ電気工業株式会社 5021001022687 最新鋭ロボットによる高速自動溶接体制と品質保証体制の新構築事業 株式会社みずほ銀行

関東 神奈川県 横浜市都筑区 株式会社隆健製作所 9020001009542 高度な溶接加工ラインの構築による、検査装置部品製造への挑戦 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 神奈川県 平塚市 株式会社たのひら 7021001039795 足場工事用資材・設備導入による住宅・商業施設の足場工事業進出 株式会社神奈川銀行

関東 神奈川県 川崎市高津区 星野工業株式会社 7020001067006 初の自社ブランド製品であるたい肥製造システムの開発による新分野展開 芝信用金庫

関東 神奈川県 相模原市南区 有限会社和田製作所 6021002025498 複雑形状加工対応と検査工程自動化で実現する半導体市場への新分野展開 株式会社クフウシヤ

関東 神奈川県 横浜市港北区 合同会社ストーンウォールシステムズ 6020003014642 保育施設向け保育児見守りクラウドの開発 落合　和雄

関東 神奈川県 足柄上郡開成町 一般社団法人Ｈｅａｒｔ　Ｌｉｎｋアカデミー 7021005011858 ペット関連商品の物販事業への新規参入 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 伊勢原市 アートフリーダム株式会社 4021001068277 高付加価値デザインコンクリートへの参入による直請比率の向上 平塚信用金庫

関東 神奈川県 横須賀市 有限会社所薬局 7021002065832 アンチ認知症カフェ事業で経営基盤の強化と社会貢献 湘南信用金庫

関東 神奈川県 中郡大磯町 株式会社熊沢 7021002060395 ワンストップで対応可能な総合足場レンタル事業への新分野展開の実施 井之川　宗弘

関東 神奈川県 南足柄市 Ｊ・システム株式会社 2021001033869 新施工技術による屋根置き型太陽光発電設備の設置事業 税理士法人ＡＫＪパートナーズ

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 モービルオート株式会社 3020001024654 電気自動車を主軸とした新型車両の整備・水性塗装への新規進出 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ルーヴィス 9020001045612 古民家改修物件の販売と旧車を改修したキッチンカーのレンタル事業 横浜信用金庫

関東 神奈川県 横浜市旭区 有限会社小口製作所 6020002021202 自動車部品産業への新分野展開による新たな収益源の創造 イマジネーション・ヴィレッジ株式会社

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ＬＩＮＫ 2080101020581 地域密着型通所介護事業における業務包括管理システムの開発事業 渡邊　寧子

関東 神奈川県 大和市 株式会社新記総業 6021001025326 当社の強み“接客力”を生かすコロナ禍でも強い飲食事業への挑戦 株式会社マックコンサルタンツ

関東 神奈川県 鎌倉市 有限会社ヒラカワデザインスタジオ 3021002056463 ＳＤＧｓ未来都市・北海道下川町の森林資源を活用した「森の香」の開発と販売 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 鎌倉市 合同会社田村マナ美髪研究所 8021003008806 美容大国韓国の技術力を活かした自社スキンケア商品の開発及び販売促進計画 熊倉　茂夫

関東 神奈川県 鎌倉市 有限会社プロデュース．ナオ 6180002052520 鎌倉発！女性設計士によるコワーングスペース・シェアキッチン事業 株式会社リアリゼイション
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関東 神奈川県 横浜市港南区 ティーフィールド株式会社 1020001055536 長期保存型冷凍健康スィーツでのＤＸ物流・ＥＣ販売等の新事業 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市南区 高井産業株式会社 2020001099706 安全性・利便性の高い仮設資材を製造し作業事故の減少へ貢献する 川崎信用金庫

関東 神奈川県 伊勢原市 フジケース株式会社 1021001021255 食品一次容器市場への参入及びカタログ提案型ビジネスモデルの挑戦 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 横浜市中区 ｍｉｃ２１株式会社 1010401028316 宿泊と海遊び、リラクゼーションを融合した総合施設の運営～新たな価値提供への挑戦～ 株式会社千葉銀行

関東 神奈川県 伊勢原市 千代田工業株式会社 6021001021192 製造環境のクリーン化強化による品質向上を図り、新市場開拓にチャンレンジ 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社セルシオジャパン 4020001054543 テナント販売→インバウンド市場等へ精肉販売する事業 株式会社静岡中央銀行

関東 神奈川県 愛甲郡愛川町 オカダ工業株式会社 3021001020726 ＣＯ２排出量削減に貢献するＥＶ構成部品向け金型の生産体制構築による新分野展開 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 神奈川県 川崎市幸区 有限会社熊坂塗装 7020002080511 土木工事業への進出による事業領域と新規受注獲得機械の確保 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ＨＩＮＯＤＥ　ＢＯＵＥＫＩ 8020001120283 もっと元町もっとインド～歴史ある横浜とインドを繋ぐＢｒｉｄｇｅ　Ｂｕｉｌｄｅｒ～ 公益財団法人横浜企業経営支援財団

関東 神奈川県 横須賀市 有限会社わかまつ靴店 7021002067795 医療施設と提携したモジュール型インソールの専門的販売事業 かながわ信用金庫

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社ハウスケアｒｅｌｉｅｆ 4020001131318 ＤＩＹ工房併設の学びの場を提供する飲食店舗運営事業 佐藤　成雄

関東 神奈川県 相模原市南区 有限会社東富製作所 1021002022640 精密掘削用ドリルビットの開発と独占供給による文化財保護分野への進出 イマジネーション・ヴィレッジ株式会社

関東 神奈川県 平塚市 株式会社泰誠エンジニアリング 7021001038806 半導体分野進出に向けた室温・品質管理体制の整備 長野県商工会連合会

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 株式会社クライム 4020001053867 カーボンニュートラルの実現に向けた移動もできるコンテナキッチンの展開事業 株式会社商工組合中央金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 株式会社Ｂｉ　ｔｅｒｒａ 5020001124287 ウェルネス需要に応える酵素風呂事業の開業による事業再構築 株式会社肥後銀行

関東 神奈川県 横浜市西区 グローバルナレッジ株式会社 2020003014316 トラック運送事業者のＤＸを促進するソリューションサービス事業 辻　徹

関東 神奈川県 足柄下郡湯河原町 有限会社丸仁土木 2021002050277 地元住人及び旅行客の憩いの場となるようなレストラン事業 さがみ信用金庫

関東 神奈川県 藤沢市 ＧＲＥＥＮ　ＢＬＵＥ　ＳＴＵＤＩＯ株式会社 8021001075526 花とＡＲＴで豊かなライフスタイルを提案するフラワーショップの新規開業計画 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 座間市 じげん整骨院 既存事業の強みを活かしたパーソナルトレーニングジムとレンタルジム事業 株式会社フォワード・グッド

関東 神奈川県 小田原市 株式会社リオリクス 4021001035211 心身両面での未病の改善を促す「癒し系」健康・衛生改善事業への展開 片桐　新悟

関東 神奈川県 厚木市 株式会社小木曽製作所 3021001019520 精密電子顕微鏡用“大型シームレスＹ型真空導波管”の一体構造加工法開発で、新事業分野へ展開する 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市南区 株式会社あにまるず 9020001125620 高い知名度が集客を生むトリミングサロンへの業種転換 菊池　武広

関東 神奈川県 川崎市高津区 有限会社魚市 4020002087889 鮮魚店→冷凍加工製造等販売・ＥＣ販売でＶ字回復事業 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社シゲキッチン 1020001087232 『焼肉店』から『冷凍食肉加工卸・通信販売業等』に新分野展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 横浜市南区 有限会社平井自動車板金工業 7020002031191 自動車部品等を対象としたリバースエンジニアリング事業への挑戦 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市栄区 株式会社オレンジデンタルラボ 6020001094629 先端歯科技工設備導入によるグループ外需要獲得の新分野展開 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 寺院葬祭社 地域資源を活かし、葬儀業から飲食業・宿泊業への大胆な変革に挑戦 渡邊　一弘

関東 神奈川県 足柄上郡松田町 トルク工業株式会社 1021001033977 自動車部品製造の技術力で医療分野への事業再構築を目指す 株式会社横浜銀行

関東 神奈川県 秦野市 株式会社ＴＵＫＡＳＡ 1021001057423 地元企業と挑戦する金属加工事業！地域再生への新たな取り組み ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 神奈川県 海老名市 大衆居酒屋ゆたか 食をメインとした日本料理店から、ダーツプロのいる食とダーツバーの複合サービス業への転換 森　知樹

関東 神奈川県 横浜市西区 ＴＡＢＥＬ株式会社 8020001117429 資格のオンライン取得サービスとプラットフォームの構築 横浜商工会議所

関東 神奈川県 横須賀市 オーワテクノ株式会社 7010801023654 鉄道車両部品製作から建築金物製作及び据付への新分野展開 株式会社ゼロプラス

関東 神奈川県 大和市 富士精工株式会社 1021001025834 Ｈ３ロケット燃料配管系大型ベローズ組品の新規開発による宇宙事業分野の事業再構築の実現 朝日ビジネスサービス株式会社

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社Ｆｒｏｚｅｎ　Ｃａｐｓｕｌｅ 2020001118903 デジタルデバイス時代の新たな姿勢改善商品の展開 城南信用金庫

関東 神奈川県 秦野市 株式会社守屋 6021001070611 空きスペース・空き時間を活用した家具製造・販売への進出による　収益性改善事業 税理士法人ＳａＮｏ

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社マキナエンジニアリング 5020001067065 医療、介護施設で使用するセキュリティキャビネット装置開発による事業再構築 神奈川県中小企業団体中央会

関東 神奈川県 海老名市 有限会社ベスト・プランニング 7021002045603 快適な住宅へ造り変える！住宅性能向上リノベーション事業への挑戦 税理士法人あおば

関東 神奈川県 川崎市高津区 株式会社誠屋 4020001067066 無人受付・集配ロッカーによる非接触クリーニングモデル構築事業 丸山　達也

関東 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 ＢＢＱ　ＦＡＣＴＯＲＹ合同会社 2020003015982 グランピング施設及びオートキャンプ場の運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 神奈川県 横浜市鶴見区 株式会社ＫＩＤ 3020001088162 保育所のための　かかりつけ薬局 青木　義剛

関東 神奈川県 横浜市南区 広東楼 中華料理店を閉店し、気功断食道場・レンタルスタジオへ業種転換 税理士法人横浜総合事務所

関東 神奈川県 横浜市金沢区 丸正運輸株式会社 1020001010607 倉庫・運送事業のノウハウを活かしたウェアプリント事業への挑戦！ ａｎｄＧｃ税理士法人

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社あゆみの 8021001057937 人材育成で培ったノウハウを活かした障害福祉×宅食サービスへの新展開 松本　純

関東 神奈川県 川崎市宮前区 株式会社プロジェクトネオ 1020001113640 業務用大型空調整備メンテナンスの効率化による立て直し 川崎信用金庫

関東 神奈川県 横浜市金沢区 株式会社江川工芸社 7020001019634 特殊冷凍技術による冷凍水産物製造のための事業所開設 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 横須賀市 湘南菱油株式会社 3021001040559 佐島地区の新しい魅力を伝える地産地消型観光事業への新分野展開 セブンセンス税理士法人

関東 神奈川県 横浜市港北区 ＩＮＳＩＧＮＩＡ（インシグニア） ｂａｒ経営から「新型コロナウイルス感染症対応型　高級鉄板焼き店」事業への転換 坪井　亮

関東 神奈川県 横浜市中区 有限会社ファミリー住宅 2020002058116 不動産事業者によるコワーキングカフェ事業への新分野展開 ベンチャーパートナーズ株式会社

関東 神奈川県 横浜市神奈川区 ゆの鮨 魚卵専門ＥＣサイト構築とカラスミの製造卸売への　事業転換 横浜信用金庫

関東 神奈川県 三浦郡葉山町 ＳＨＩＳＨＡｄｅＴＲＥＥ テイクアウト型食べる”スパイス”タコス専門店による新分野展開 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 神奈川県 横浜市港北区 ワールドジャパン株式会社 3020001048736 本当に自分にぴったりの化粧品に出会える！オリジナル化粧品製造業の新分野展開 喜田　佳映里

関東 神奈川県 横浜市中区 Ｓｋｙ　Ｆｒｏｎｔ株式会社 3020001126698 無添加食品を新設冷凍工場でワンストップ商品化し京都から世界に挑戦 西田　和倫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社ナチュラルムーン 3020001107483 独自加工技術で一流寿司職人が握る寿司の冷凍製造事業に挑戦！ 西田　和倫

関東 神奈川県 横浜市中区 株式会社スタートアップ 9020001132121 ウィズ・コロナ時代における飲食店の新分野展開 一般社団法人日本経営士会

関東 神奈川県 横浜市金沢区 にこライフサービス合同会社 1010803002356 「くつろぎの空間づくりによる個室型インドアゴルフ事業の取り組み」 内藤　義光

関東 神奈川県 横浜市中区 スマートファーム株式会社 6010001177137 熱海の活性化に寄与する、環境に優しいグランピング事業の運営 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

関東 神奈川県 横浜市港南区 株式会社三春情報センター 1020001003379 自社の経営資源を活用したカフェ事業の新規展開 牛腸　真司

関東 神奈川県 横浜市南区 株式会社オニオンリンク 7020001098934 日本の神社文化の総本山、伊勢神宮参拝で宿泊できるパワースポット 石原恵子

関東 神奈川県 横浜市青葉区 株式会社Ｗｅｂフクロウ 5020001102342 専門領域で繋がる　ＳＮＳ【ＣＯＮＮＥＫＴ】の開発プロジェクト 横浜信用金庫

関東 神奈川県 川崎市中原区 駒田総合会計事務所 販路拡大のための創業支援ポータルサイト構築 増馬　崇之

関東 神奈川県 鎌倉市 デザイニック株式会社 3011001065838 鎌倉野菜を使った地産地消のヴィーガン料理専門店と六次産業のプラットフォーム構築 鎌倉商工会議所

関東 神奈川県 茅ヶ崎市 ワンストップソリューションズ株式会社 6021001061791 独立・開業・副業を応援する湘南初の総合美容シェアサロン施設の運営 税理士法人　尾崎会計事務所

関東 神奈川県 横浜市青葉区 有限会社ティンバーテック 4020002067874 別荘と民泊を掛け合わせた新たなスマート別荘事業による再構築 楡井　宏志

関東 神奈川県 鎌倉市 株式会社パティスリーカルヴァ 4021001049129 売上拡大とウィズコロナ時代に最適化した店舗への転換 株式会社静岡銀行

関東 神奈川県 川崎市多摩区 株式会社ズール 5020001081090 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

関東 神奈川県 厚木市 株式会社Ａｖａｎ 9021001074361 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

関東 新潟県 加茂市 カクチョー不動産 ドローンによる農薬散布事業進出により経営の安定化を図る。 後藤　公平

関東 新潟県 新潟市中央区 特定非営利活動法人ゆっくりノボロヲ 7110005016379 ミートパイの製造販売 新潟商工会議所

関東 新潟県 村上市 株式会社ゴーナイエレック 5110001018091 微細化する電子部品試作実装に対応する半自動化プロセス導入による新事業展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市北区 有限会社笹山モータース 2110002010653 街の自動車屋さんとして長年培ってきた信頼・技術・ノウハウ等を駆使し「板金塗装事業」に挑戦 新発田信用金庫

関東 新潟県 上越市 ぶらんカフェ 町屋構造を生かした１テナント内ダブル店舗を地域初展開！新たな事業の柱を構築 上越商工会議所

関東 新潟県 長岡市 エミューテ セルフケアに特化したレンタルスペース事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 新潟県 五泉市 有限会社下越自動車工業 1110002013616 次世代自動車充電インフラ整備事業 加茂信用金庫

関東 新潟県 燕市 小林工業株式会社 7110001028460 既存ユーザーご愛用の弊社カトラリーを工場にてリフォーム　工場も商品化して勧誘！ 県央税理士法人

関東 新潟県 三条市 株式会社長谷川工業所 8110001014583 災害に強く持続可能な屋根上太陽光発電設備の普及拡大促進事業 税理士法人小川会計

関東 新潟県 長岡市 株式会社オンスイ 6110001022274 革新的な生鮮度保持技術が地球を救う 西片　多門

関東 新潟県 長岡市 マコー株式会社 4110001023456 アクアポニックス高効率生産システムの開発 パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 新潟県 燕市 株式会社清和モールド 9110001015936 省エネ＆省人の次世代金型向けモールドベース出力ライン構築 新潟大栄信用組合

関東 新潟県 上越市 有限会社小山鉄工所 7110002022677 新切断加工技術の導入及び新製品製造による地域取引先への貢献とＶ字回復 シェアビジョン株式会社
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関東 新潟県 長岡市 株式会社ビーツー 6110002027470 長年培ったソーセージ製造技術を活かして、海外で急拡大する非動物性食品市場へ新規参入計画 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社前山鉄工所 9110001005202 業界初！顧客ニーズに対応したオーダーメイド式シャーリングマシン製造への進出 シェアビジョン株式会社

関東 新潟県 佐渡市 山のねまりや 離島の古物商から古材を使ったサスティナブルな宿泊事業への業種転換 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 新潟市江南区 株式会社新潟フレキソ 9110001006588 カジュアルギフト市場向けパッケージ製造事業への参入 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 新潟県 加茂市 株式会社グッジョブ 6110001030995 新たな釣り需要を開拓する管理釣り場事業 ＳＭＥＣコンサルタンツ株式会社

関東 新潟県 柏崎市 株式会社柏崎エコクリエイティブ 1110001017799 食品廃棄物のリサイクルループを実現する改良型リサイクル発酵処理機の卸販売 株式会社タスクールＰｌｕｓ

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社ＴＨＥ　ＤＡＹ 7110001030862 洋食居酒屋による、洋食技法を生かしたラーメン店へ新分野展開！ 新潟県中小企業団体中央会

関東 新潟県 三条市 株式会社ノミズ自動車 8110001014550 カスタマイズできるキャンピングカー販売事業の構築と販路開拓 三条商工会議所

関東 新潟県 新潟市東区 新潟包材株式会社 5110001006237 カラーグラビア印刷機導入による新商品の提供並びに新市場への展開 株式会社大光銀行

関東 新潟県 十日町市 ＩｋｅＩｋｅファーム 農産物パッケージセンター及び就農支援事業 税理士法人ミライテラス

関東 新潟県 上越市 株式会社ケーナール 2110001019761 スマホサイトと最新デジタル印刷機による販売促進支援事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 上越市 平安セレモニー株式会社 1110001019382 サブスク制カルチャースクール＆フィットネスで結婚式場を日常使い 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 三条市 株式会社ＴＲＥＥ 9110001034746 最新ＶＲ技術を活用！　「ＶＲ×地方商店街」で地域再生計画 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社Ｅｃｏ　ｇｒｏｕｎｄ 4013301037631 古民家×グランピング×サウナの施設を新設し、健康と地域の賑わいを創出する。 株式会社アクセルパートナーズ

関東 新潟県 長岡市 株式会社むらコーポレーション 2110001035131 フードロスゼロへの取り組み！テイクアウト専門のレストラン事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 燕市 株式会社トミタ 3110002019685 設計部門の新設による建築金物分野への新分野展開 燕商工会議所

関東 新潟県 村上市 株式会社北越測量 3110001018226 ２次元測量から３次元測量へ新たなステージに挑戦する 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社たしろ 4110001031871 主事業との相乗効果も高い「移動販売事業者向け運営支援事業」の開始による事業再構築 ピュア・ハート・コンサルティング株式会社

関東 新潟県 新潟市西区 株式会社ＰＯＩＮＴＨＯＰＥ 7110001029566 コロナ禍における衛生意識向上需要に対する宅配ふとん洗いサービスの構築計画 磯貝　常太

関東 新潟県 燕市 土田工業株式会社 5110001016087 高度な溶接技術を活かし、成長性が高く安定した市場への展開及びビジネスモデルの転換 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市東区 株式会社大建建設 8110001002968 ガーデニングを取り入れた新しいリノベーション事業 ピュア・ハート・コンサルティング株式会社

関東 新潟県 燕市 有限会社ＭＲオート 6110002018858 新潟県の県央地区で推奨しているキッチンカーの製造、販売、整備等の一貫対応の実現 協栄信用組合

関東 新潟県 三条市 ｋａｌｌｉｓｔｉ 社会変化に対応した新規事業展開と事業間送客による互恵関係の構築 新潟商工会議所

関東 新潟県 上越市 株式会社サトコウ 9110001019020 超高層ビル向け鉄骨等の製作に向けた溶接工程の自動化と精度均一化計画 シェアビジョン株式会社 第四北越リース株式会社

関東 新潟県 新潟市中央区 Ｄ．Ａ．Ｐ．Ｔ．株式会社 6110001028800 ポストコロナ時代の新しいニーズに対応した中古ブランド時計修理販売 ピュア・ハート・コンサルティング株式会社

関東 新潟県 長岡市 有限会社アートシール 4110002026607 ラベル印刷専門事業者が、優れたデザインラベルで地元企業のマーケティング支援 株式会社東京経営サポーター

関東 新潟県 上越市 株式会社桝屋本店 8110001020103 コロナ禍のストレスを解消　本格薪窯ピザや焚き火を楽しむ「非日常」 株式会社大光銀行

関東 新潟県 長岡市 株式会社島田 4110001024801 ２０４０年問題に対し葬祭ギフト業者が新たに遺体安置専門施設の運営に挑戦 長岡信用金庫

関東 新潟県 新潟市東区 新総合安全システム株式会社 9110001004253 実際のニーズを元に、デジタル技術を取り入れて開発した安全施設分野の商品のレンタル事業 税理士法人小川会計

関東 新潟県 燕市 三宝産業株式会社 8110001015796 属人的な研磨工程のロボット導入による内製化と洗浄工程の刷新によるＶ字回復計画 シェアビジョン株式会社

関東 新潟県 上越市 有限会社佐藤工業所 1110002022716 小型建機部品等の量産対応に向けたマシニング加工の高精度化＆加工効率向上 シェアビジョン株式会社

関東 新潟県 柏崎市 株式会社山浦製作 7110001017653 柏崎市の金属加工業者が、将来の市場拡大を見据えて「産業用ロボットの部品製造」に挑戦する 株式会社エフアンドエム

関東 新潟県 上越市 二葉商事株式会社 3110001019372 音楽×串カツで中心市街地活性化‼経営資源を再配分した事業再構築 平野　康晴

関東 新潟県 三条市 丸喜重量運輸株式会社 8110001014988 地域有数の大型機器の保管事業への展開による業績のＶ字回復 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 十日町市 有限会社当間工業 4110002025336 事業拡大と国土防災への貢献。地すべり対策工事への新分野展開 株式会社大光銀行

関東 新潟県 柏崎市 有限会社南条精機 2110002021031 ３０年以上にわたるアルミ加工の経験を活かした真空ポンプ等向け部品供給計画 株式会社大光銀行

関東 新潟県 五泉市 新潟染工株式会社 5110001011699 生地の貼り合わせ加工を加えた新機能性付与一貫加工への進出 株式会社大光銀行

関東 新潟県 三条市 株式会社マルソー・トランスポート 1110001014714 地域密着型の輸送企業による精密機器保管事業への新分野展開 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 株式会社コスメティック美勝堂 7110001022447 「大胆な取り扱いメーカー集約による利益の最大化」を目的とした新業態店舗の導入 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新潟市西蒲区 明和工業株式会社 4110001007608 水管橋製造で培った金属加工技術を活用した耐雪型ソーラーカーポート市場への挑戦 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新発田市 株式会社坂りん 4110001012599 老舗呉服店が展開する新たなフォト事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社あおい不動産管理 4110001030923 伝統文化「雁木」×アクティビティ×ペット宿泊を組み合わせた新しいゲストハウス運営事業 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 新潟県 五泉市 株式会社川島 9110001011605 和紙糸を使った、速乾・消臭性のあるパーカー等の開発・製造 松村　義信

関東 新潟県 三条市 株式会社アザブ印刷 3110001015017 ノベルティグッズをターゲットにした「ガラス製品のレーザー刻印（加飾）」分野への進出 三条信用金庫

関東 新潟県 新潟市西区 株式会社三宝 2110001000052 三宝ブランドを活かした「飲食店向け業務用商品の製造および卸売」の開始による事業再構築 三条信用金庫

関東 新潟県 新潟市中央区 三上歯科医院 ０歳からの虫歯予防・口腔育成サービスを新たに提供し新分野展開 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Ｂ　ｗｏｒｋｓ 6110001033750 自社経営のラーメン店に設備設計モデルルームとしての役割を持たせるという新しいビジネスモデルへの挑戦 税理士法人小川会計

関東 新潟県 新潟市中央区 川﨑食品グループ 一番人気メニューである餃子の卸売販売により中食産業へのビジネスモデル転換 Ｌ＆Ｂヨシダ税理士法人

関東 新潟県 燕市 有限会社矢島精工 9110002019969 大ロット避難器具部品の自動化による新分野展開 燕商工会議所

関東 新潟県 三条市 富士印刷株式会社 6110001014643 医工連携の参画により地域発展を実現するための組立工場の新設 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 南魚沼市 訪問美容ＴＯＴＴＥ 出張型の訪問美容から【店舗型アイデザイン、ワックス脱毛もできるユニバーサルデザインサロン】 新潟県商工会連合会

関東 新潟県 三条市 近藤與助工業株式会社 9110001014120 レーザ切断機を導入して受注のワンストップ化を行います パートナーズプロジェクト税理士法人

関東 新潟県 燕市 有限会社柄沢ヤスリ 3110002019157 機械設置のための第２工場建設と新製品の開発 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 有限会社カトウ鉄工 5110002019155 精密金属部品の大ロット生産体制構築による、新市場進出分野 つばさ税理士法人

関東 新潟県 新潟市中央区 柳都振興株式会社 8110001005896 観光客等が芸妓の演舞・接遇を体験する「柳都サロン」の開設 土肥　健夫

関東 新潟県 胎内市 株式会社双翔 9110001013246 工事現場を支える力持ち！生コン販売業者が敷鉄板のリース事業に挑戦！ 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 燕市 川崎自動車株式会社 6110001015609 地元新潟の電気自動車普及推進に取り組む自動車車検事業の事業再構築 税理士法人ＡＳＣ

関東 新潟県 佐渡市 佐渡測量株式会社 7110001027537 グリーンレーザースキャナを活用した水中測量サービスの提供 つばさ税理士法人

関東 新潟県 長岡市 株式会社池田組 2110001022088 「木×エコハウス」という既存コア技術を活かした地域循環型グリーン成長事業 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ｅｎｃｏｕｒａｇｅ 9110001033120 撮影×旅×美容のトータルプロデュースで新しい体験型フォトウェディングを提供 辻・重見税理士法人（辻は点が一つ）

関東 新潟県 上越市 雁木バー　ザイゴ 日本海の景色を独り占め。無人駅のホッとかふぇステーション。 上越信用金庫

関東 新潟県 長岡市 株式会社タカキ 1110001023847 顧客の要望に応え新たな分野の部品加工製造に着手する計画 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 新潟県 新潟市中央区 株式会社アレーズ 8110001032973 持続可能な地域開発に向けた新素材での防水加工事業への挑戦 新潟信用金庫

関東 新潟県 長岡市 株式会社オーゴシ建設 8110001024830 ＤＩＹもできる！「体験」「販売」「交流」できるレンタルスペースの運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 新潟県 燕市 株式会社テイーエム 5110001016104 飲食店の感染症対策・生産性向上を後押しする、自社オリジナル配膳ロボットの販売事業 つばさ税理士法人

関東 新潟県 上越市 株式会社滝田 4110001019215 新分野展開による新たな収益基盤を構築する事業再構築計画 株式会社八十二銀行

関東 新潟県 新発田市 有限会社白新車体 2110002015405 環境低負荷の水性塗料へ対応、次世代ＢＰへの再構築と生産性向上 新潟縣信用組合

関東 新潟県 見附市 株式会社フチオカ 4110001025048 燕三条ものづくりネットワークを活用し、加工工場を持たないメーカーになる！ つばさ税理士法人

関東 新潟県 長岡市 株式会社グルメール 9110001022412 冷凍弁当及び冷凍惣菜の製造事業による新たな市場の開拓 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 新発田市 菓匠庵　寿堂 デイトリップに対応、老舗和菓子店の本格「和かき氷」の開発 新発田信用金庫

関東 新潟県 新潟市中央区 ライブデザイン株式会社 4110001018753 空き家、空き店舗の宿泊活用事業　湊ＥＮＩＳＨＩ事業計画 新潟信用金庫

関東 新潟県 新潟市中央区
Ｓｍａｌｌ　Ｗｏｒｌｄ　Ｃａｆｅ　ａｎｄ　Ａｃａｄｅｍｙ　

（旧Ｇｌｏｂａｌ　Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ　ＣＯＮＮＥＣＴ）
新潟と世界を繋ぐＳＤＧｓ酒造りツーリズム　－　越後妻有　雪と里山醸造 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 長岡市 株式会社トーア 4110001022912 金物工法を用いた非住宅木造市場への参入事業 株式会社第四北越銀行

関東 新潟県 糸魚川市 株式会社桜翠 9110001032238 地域に貢献！高い看護スキルを伴う障がい福祉事業への転換！！ 糸魚川商工会議所

関東 新潟県 燕市 有限会社広田鉄工所 8110002019862 精密ポンプ部品の国内生産を目指すための新分野展開 燕商工会議所

関東 新潟県 柏崎市 特定非営利活動法人ＳＰＩＮ　Ａ　ＴＡＬＥ 1110005016302 「小清水」の魅力を詰め込んだ農家民泊事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 新潟県 妙高市 樺太館 地場産加工食材製造によるスマイルケア食販売への参入 新井信用金庫

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社カーフレンド・ニイガタ 6110001035458 目的に応じた多彩なメニューを取り揃えたダンススクールの開講 燕商工会議所
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関東 新潟県 五泉市 株式会社南沢テキスタイル 8110001011696 無縫製機による、撥水性のあるニットのゴルフウェアの開発・製造 松村　義信

関東 新潟県 新潟市中央区 株式会社トラストコミュニケーション 6110001032810 地域のお店で使えるスマートフォン向け割引クーポンアプリの開発・提供 ＦＵＮ税理士法人

中部 富山県 富山市 株式会社あおい 7230001005919 畳店としての強みを活かしたリフォーム事業で、個人顧客の新規開拓に挑戦 株式会社シャイン総研

中部 富山県 富山市 株式会社寺下工業 4230001006861 建築廃材を活用したサステナブルなリフォーム事業への新分野展開 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 株式会社イチジュン 8230001017657 爬虫類販売をメインとしたペットショップの開業への業種転換 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社Ｒｅｃｔｏｒ 9230001002609 中高年をターゲットとしたセルフ脱毛サロンの開業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 射水市 株式会社村中手芸 1230001012870 ペット事業参入及び衣類事業との相互波及効果の確立 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ＡＲＥＡ１ 地産地消のハンバーガー専門店の新店舗開業 株式会社北國銀行

中部 富山県 砺波市 ひでお屋 富山から発信する野外ライブや立体音響スタジオミニコンサート事業 猪瀬　素子

中部 富山県 滑川市 株式会社笑農和 1230001014735 大幅なＧＨＧ削減と真のスマート農業を実現する革新的なＡＩシステム技術開発 あかねパートナーズ株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社村井工業 6230001005267 次世代パワー半導体クリーンＦＡ向け精密板金部品製造への新分野展開 株式会社富山銀行

中部 富山県 射水市 株式会社ユーピーディー 7230001016123 事業分野拡大に向けた新たな高速・高回転精密非球面加工機大量生産体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 射水市 魚岸精機工業株式会社 7230001012626 高密度フィン形状成形金型製造に向けた高精度・低コスト形彫放電加工技術の確立 株式会社北陸銀行

中部 富山県 魚津市 有限会社新興商事 8230002007640 富山湾と立山連峰を一望する美食のヴィラ 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 下新川郡入善町 奥村板金株式会社 4230001016654 建材の自社製造体制構築（＝問屋依存体質からの脱却）と建材卸売業への参入 株式会社富山銀行

中部 富山県 射水市 株式会社吉岡成機 4230001012884 透明成形品専用ラインの確立による国内完結型ビジネスモデルの構築 富山信用金庫

中部 富山県 射水市 株式会社天高く 7230001012964 冷凍めんの需要増加を捉えた、自動販売機での冷凍ラーメンの無人販売による店舗売上の依存からの脱却 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

中部 富山県 砺波市 有限会社トナミメタル 9230002009355 熱間鍛造用金型部品への受注分野のシフトに向けた大型化・短納期化に対応する生産体制の構築 富山県信用組合

中部 富山県 射水市 アン・ルージュ エステサロンからスイーツ製造販売業への転換を通じた美容と健康の創出 新湊信用金庫

中部 富山県 富山市 有限会社吉本自動車工業 2230002005204 福祉事業新規参入を通じたライフラインサポート事業者へのステップアップ 灰谷　直樹

中部 富山県 射水市 浦島建材株式会社 4230001012629 高精度のファイバーレーザー溶接機導入による新分野展開で非建材の拡充化を図る 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 株式会社サイプラ 8230001004944 当社の技術や経験等を活かし「新たな分野である玩具製造」に挑戦 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 イトウ土石 砕石ローコスト安定供給に向けた砕石端材を用いたリサイクル砕砂製造体制の構築 富山県信用組合

中部 富山県 富山市 アイエッチファーム株式会社 3230001014799 有機肥料の開発・製造による売上拡大と、環境に配慮した循環型農業の確立による持続可能な農業の仕組みの構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 砺波市 有限会社松本製作所 3230002009419 受注分野拡大に向けた精密切削加工技術適用素材のシフト・拡大 富山県信用組合

中部 富山県 滑川市 畑酒店 老舗酒店が取組む先進かつ複合的なフォトサービス業への業種転換 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 Ｋ＆Ｆ株式会社 9230001016583 「創作和食」と「ペアリング」を提供する和食専門店事業計画 高岡信用金庫

中部 富山県 富山市 お墓ドクター　高柳石材 墓石材を再利用！墓石材を活用した住宅関連商品等の新規事業展開 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 氷見市 有限会社やまだ 7230002013193 小規模葬儀ニーズ取り込みに向けたリモート参列対応型小規模葬儀サービス提供体制の構築 灰谷　直樹

中部 富山県 南砺市 株式会社山秀木材 6230001008617 「組合せウッドパネル」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 氷見市 株式会社ブルーミン 5230001017098 店舗型飲食店でのクラフトビール販売から、缶ビールのオンライン販売への転換 氷見商工会議所

中部 富山県 富山市 島倉塗装工業株式会社 5230001014913 焼付塗装事業推進に向けた新規社屋の改修及び設備導入による新規受注の獲得 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 三愛自動車工業株式会社 5230001000970 増加するトレーラーの整備需要を取り込めるよう業態転換にチャレンジ アシステム税理士法人

中部 富山県 砺波市 株式会社ベストボンド 7230001008665 しゃぶしゃぶ店の転身！朝昼晩営業＆Ｔ／Ｏ可能なカフェレストランへ 松尾　基司

中部 富山県 高岡市 西島株式会社 4230001010632 高岡市活性化に貢献する、観光客向け、クラフト販売・飲食販売分野への参入 金瀬　栄義

中部 富山県 高岡市 北日本興業株式会社 4230001009939 鋳鉄・鋳鋼、建設機械のみに偏った事業構造に新たな事業を加える 株式会社北國銀行

中部 富山県 富山市 株式会社ル・アンジェ 1230001016351 美容スキルと貸衣装・縫製技術を活用したレンタルフォトスタジオの展開 富山県商工会連合会

中部 富山県 射水市 ライフ・コンシェル三粋 地球環境にやさしいコンテナハウスの装飾・販売及び賃貸事業への進出 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 射水市 株式会社スカイ 6230001013294 半導体製造装置（溶接成形部品）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ＫＡＮＡＹＡ 4230001004576 設備導入による長尺部品の内製化により、半導体製造装置の部品製造等に進出する業態転換 株式会社富山第一銀行 三菱ＨＣキャピタル株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社フレーズ 5230001003809 「店頭の味を再構築！急速冷凍技術でおいしいクレープをいつでもどこでも！」を実現する事業契約書 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 光進工業株式会社 6230001000870 次世代足場を活用した高単価の土木市場向け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

中部 富山県 富山市 大日工機株式会社 6230001001514 高精度長尺ネジ研削加工体制構築により新分野展開を行う 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 有限会社清水重建 1230002009503 大規模造成工事分野に依存した体質からの脱却に向けた人のスキルへ依存しない自動施工体制の構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 中新川郡立山町 新川レジン工業株式会社 5230001006514 ＧＦＲＰ製品の超大型加工に向けた新たな生産体制の構築 富山信用金庫

中部 富山県 中新川郡立山町 木の香株式会社前川建築 9230001014208 「サウナｘ旅ｘプライベート空間ｘ木の癒し」を実現する貸切ヴィラ事業 あかねパートナーズ株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社ファインカットセンター 6230001002636 新社屋への移転による高精度加工体制の構築による半導体・ＥＶ分野参入による事業再構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 有限会社梨花苑 7230002005439 ファミリー層をターゲットとした新たな焼肉店ブランドイメージの構築 新湊信用金庫

中部 富山県 下新川郡入善町 株式会社入善商業開発 5230001007529 地元のショッピングセンターを再活性化させるために惣菜小売事業への再構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 高岡市 ビーズ 進化型トータルビューティーケアにより美容院の限界を突破 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 アサノデンキ 地域の方が集う飲食店の開業と宅配ランチによる事業再構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 中新川郡上市町 いっぽいっぽ株式会社 6230001013724 就労支援事業所が取り組むカフェ及び農産物加工品製造販売事業 新大和税理士法人

中部 富山県 南砺市 薮工業株式会社 7230001008616 薮工業新築住宅　Ｓ－ｓｔｙｌｅ販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 富山県 高岡市 有限会社野村エンタープライズ 2230002011763 コロナ禍でも利用しやすい非接触型のセルフ脱毛サロンの展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 富山県 砺波市 川瀬ＣＪ株式会社 3230001014650 対面・非接触での高品質顧客サービスを実現する「特産松阪牛」専門店の出店 高岡信用金庫

中部 富山県 射水市 株式会社矢野工作所 2230001012572 特殊鋼・特殊合金製造機械向け製品受注生産体制の構築 新湊信用金庫

中部 富山県 小矢部市 有限会社エスケーシー 9230002010288 ＤＩＹ教室×ハーフビルドプランで「共につくる」体験提案事業 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 富美菊酒造株式会社 2230001016805 酒蔵観光による当社の酒造りと消費者との新たな関係性の構築 富山信用金庫

中部 富山県 富山市 有限会社河元鉄工所 1230002004033 医薬品製造機械部品の製品化を実現し、新市場への進出を図る。 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 小矢部市 有限会社長谷川石油 6230002010118 「次世代自動車の整備認証を得てガソリンスタンドから事業転換」 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 射水市 三和金属工芸株式会社 8230001012419 半導体分野進出に向けた高精度・低コスト大型・厚肉アルミダイカスト製品製造技術の確立 富山信用金庫

中部 富山県 砺波市 紺田糀味噌醸造所 リアル・オンラインを織り交ぜた顧客体験の創出による最終顧客への直接販売方式への再回帰 富山県信用組合

中部 富山県 魚津市 ふたば 非対面販売拡大に対応する生産体制拡充での業態転換を通じた新規取引先拡大 にいかわ信用金庫

中部 富山県 中新川郡上市町 株式会社鳶・ＣＲＡＦＴ 7230001015356 プラント工事と溶接工事を請け負うために金属部材製造ラインを整備する新規事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 魚津市 Ｍｉｔｓｕｉ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 5230001017008 アフターコロナ環境を見据えた、国内向けキッチンカーの製造販売事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 南砺市 有限会社エスオースポーツ工業 4230002009715 自動化技術と熟練技術を融合したプロセスのＩＴ化による個別生産対応力の強化 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社メタルウェア 4230001005112 厚板金属曲げ加工技術の導入により、各種機械デザインカバー製作への展開 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 高岡市 有限会社ホープ斫 9230002012425 資源循環型社会への貢献を目指す産業廃棄物中間処理事業への挑戦 株式会社富山銀行

中部 富山県 高岡市 ライフアップ富山 ＤＸを活用した空き家事業に関する新サービスの提供 新湊信用金庫

中部 富山県 高岡市 山岡石材工業株式会社 5230001011092 低コスト短納期での新たな高意匠墓石製造販売体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 さくら住宅有限会社 6230002001356 事業再構築に向けた不動産賃貸サービス提供プロセスのＩＴ化によるフレキシブルオフィスサービス開発 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 富山市 新新薬品工業株式会社 2230001001179 医薬品コーティング技術の高度化とその適用分野開拓による製造分野の多様化 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 南砺市 中川株式会社 5230001008816 ヘルスケア分野への集中に向けた段階着圧設計生地製造技術の高度化 株式会社北國銀行

中部 富山県 小矢部市 清水樹脂工業株式会社 8230001009456 建築分野における事業機会を捉えるための高精度・低コストプラスチック押出成形技術の確立 石動信用金庫

中部 富山県 富山市 吉乃友酒造有限会社 7230002006338 純米酒製造への依存・地域限定からの脱却に向けた純米酒酒粕化粧水美容パック生産体制・販路の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 南砺市 川田ニット株式会社 9230001008853 農業分野・新規分野参入に必要不可欠となる太径原糸テンション管理技術の高度化 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 山元醸造株式会社 9230001011097 欧米向け輸出加速化に向けたオーガニック製品の開発とその製造工程の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 しもおきひろこキッチンスタジオ 「米、汁、麦」をコンセプトとし、新たな外食需要の開拓と地域の方々の豊かな食文化への貢献を図る、新店舗ＯＰＥＮ計画 税理士法人サクセスブレイン

中部 石川県 七尾市 ブロッサム 遠方からの観光客に３種のソースを土産として販売する のと共栄信用金庫



39 / 98 

事業再構築補助金　第７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

中部 石川県 金沢市 ゲストハウスＰｏｎｇｙｉ ゲストハウスが縁結びカフェ開始　～婚活ビジネスで孤独問題対策に貢献～ 金沢商工会議所

中部 石川県 金沢市 株式会社アクシス 7220001008443 中国向け美容グッズ開発とライブコマースを核としたＥＣ販売への挑戦 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社アルティスター 1220001010702 ブライダルエステサロンがアンチエイジング向け美顔サービスの新展開 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 ＤＥＬＩＧＨＴ合同会社 9220003001972 事務所をセントラルキッチンに転換し、瞬間冷凍スイーツの卸売とオンライン販売で再構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 七尾市 株式会社近藤鉄工建設 5220001015334 新設備導入による鉄骨１次加工業への新分野展開 七尾商工会議所

中部 石川県 金沢市 キャラバンサライ株式会社 7220001002462 地元高齢者向け喫茶店から、若者観光客向けテイクアウト専門店への業態転換 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社浦設備研究所 3220001001311 「環境建築」×「工芸建築」を武器に新たな市場への挑戦 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 株式会社牛若 1220001001288 高品質の冷凍肉・凍眠商品を、第３の商材に育て上げる 税理士法人宮田会計

中部 石川県 金沢市 株式会社ＭＢＫ 2220001010131 大型ステンレス製品加工技術開発による蓄電池産業への新分野展開 山岸　康也

中部 石川県 能美市 株式会社中東 5220001012686 カンナクズ・端材ともみ殻を混合した木質ペレット開発とグリーン分野展開 大丸経営コンサルティング株式会社

中部 石川県 金沢市 株式会社金太 4220001002283 グリーン成長分野での加工鋼材（ハイテン（高張力）材）供給事業 ひまわり経営サポート株式会社

中部 石川県 金沢市 岡田研磨株式会社 5220001001623 ＥＶ建機用ブッシュ実現とＩｏＴ部品化によるグリーン成長への挑戦 株式会社北陸銀行

中部 石川県 鹿島郡中能登町 丸井織物株式会社 4220001015673 バイオマスプラスチック製液体用フィルターの開発及び製造によるフィルター市場への進出 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社鈴木精機 2220001003580 一産業集中の分散化に向けた複雑形状５軸加工技術・変種変量生産技術の確立 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社ａｎｄ　ＰａＢＬｏ 9220001024356 健康グルメ！！管理栄養学を取り入れたウェルネスガレット専門店 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社パインズカンパニー 2220001018744 ワイン輸入卸売業から、地元産未利用薔薇を使用したクラフトジンの製造・販売に挑戦 株式会社シャイン総研

中部 石川県 金沢市 株式会社パワーエイト金沢 2220001023587 廃棄食材の大石牛骨を活用したスープ加工卸売事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 エベケストーキョー コーヒー文化発展のためのシェアロースター事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 百万石商事株式会社 7220001005531 交通量の多い道路に面している立地を生かした新分野展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 七尾市 Ａｃｈｉｅｖｅ 大工が作る「能登ヒバ」オーダーメイド家具事業の展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 ＬＡ　ＳＨＡＲＥ 町家にて地元食材をリーズナブルに提供するお一人様鍋料理専門店への業態転換 山岸　康也

中部 石川県 金沢市 株式会社村谷機械製作所 5220001007001 高精密三次元測定機や画像測定機等で半導体用金型補修への展開 宮崎　孝充

中部 石川県 金沢市 有限会社ＰＩＣＫ 1220002007565 コロナと３大ショックを乗り越え中食ビジネスへ転換、高齢者と女性の雇用へ 株式会社ＢＡＵＭ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ

中部 石川県 小松市 株式会社高松鉄工 1220001012153 食品製造機械用部品である板コンベアの新規製造による新分野展開 はくさん信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社アメニモ 4220001024567 金沢の代表的観光地である近江町市場とバス観光のマッチングを実現する海鮮丼飲食店事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 野々市市 株式会社大同エンジニアリング 5220001023155 アフターコロナを見据え、ＩＯＴを活用した「宅配ボックス」の新規事業 小林　弘昌

中部 石川県 かほく市 株式会社エコマスク 9220001017384 水質浄化とカーボン排出抑制に貢献するミズゴケを貸し出しする 税理士法人宮田会計

中部 石川県 金沢市 伸恵工業株式会社 1220001020271 石川県初の建設業に特化した展示用レンタルスペースの提供と地元密着型ハウスメーカー事業への転換 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 加賀市 有限会社カモデ 8220002012294 フルーツ等の加賀市地域資源を活用したスイーツ展開による再構築 藤井　雅英

中部 石川県 金沢市 株式会社吉井商店 8220001007386 金箔新製造ラインの構築 株式会社北國銀行

中部 石川県 白山市 ヘアカットスタジオ　クルール トータルビューティを新たに提案！リーズナブルなセルフホワイトニングサロン 税理士法人マネジメント

中部 石川県 小松市 有限会社タキ屋電器 2220002010840 地域の高齢者の「聞こえ」の不安解消！補聴器及び関連商品販売事業 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 能美郡川北町 株式会社福井鉄工所 5220001008817 有機性廃棄物の低温熱分解処理装置製造技術確立による事業再構築 株式会社福井銀行

中部 石川県 金沢市 助国鉄工株式会社 3220001018495 小型・ロット製造制御盤ケース製造体制を整え、新分野へ進出する 株式会社北國銀行

中部 石川県 野々市市 株式会社ＨＡＮＡＢＵＳＡ 8220002013516 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

中部 石川県 金沢市 有限会社パルファン 6220002004789 金沢の老舗ブティックの挑戦！健康と美容と文化のトータルサポート事業！ 税理士法人中山会計

中部 石川県 金沢市 ジブンチ 金沢の本格派イタリアンシェフが手掛ける石川県産食材の焼き菓子専門店 税理士法人中山会計

中部 石川県 鳳珠郡能登町 株式会社ランドスケープ開発 9220001016782 能登の松を活用した商品の開発・製造及び販売事業 興能信用金庫

中部 石川県 白山市 有限会社城寛商事 9220002000463 既存事業とのシナジー効果を発揮！安心安全なデジタル化倉庫による新分野展開！ 株式会社商工組合中央金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社竹田栄鉄工 5220001009559 難削材の加工技術確立と専用工場の設備による産業用ロボット部品等への展開 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 有限会社イシダ鉃工 1220002011583 異素材の加工技術習得による建機業界依存のビジネスモデルから脱却 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 石川県 白山市 株式会社永伸建装 6220001010846 移住・二地域居住を促進する次世代観光からの空きビルリノベ事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 かほく市 有限会社カナジ鉄工所 9220002016848 高精度デジタルＣＮＣ旋盤で競争力を強化、建機分野と金型分野へ 株式会社ＢＡＵＭ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ

中部 石川県 河北郡内灘町 株式会社ナニワ急便 2220001017291 金沢港での倉庫事業を核とした「チームナニワのワンストップ物流」 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社炭澤鉄工 2220001008241 難削材の複合加工技術内製化により医薬品ボトリング設備部品の量産体制構築 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社金銀箔工芸作田 3220001002251 若者層（観光客・地元客）をターゲットにした、金箔と食品を通じた金沢らしさを感じる新コンセプトの店舗への改装計画。 株式会社北國銀行

中部 石川県 能美市 フジタ技研株式会社 4220001012712 ＥＶ向け歯車等の金型製造に対応する微細加工と検査体制の獲得及び生産性向上計画 シェアビジョン株式会社 ＪＡ三井リース株式会社

中部 石川県 金沢市 株式会社朝日丘開発 5230001011489 空家を活用した「海辺のリゾート民泊」で地域を活性化！ 株式会社商工組合中央金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社アートフード 6220001000632 ランチ・持ち帰り需要を取り込む”そば×どんぶり”新業態の展開 株式会社北陸銀行

中部 石川県 小松市 株式会社武田工業所 1220001012129 世界で拡大するハードロック事業に対応した大型鋳鋼部品加工事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 白山市 パティスリーヴォワイヤージュサンラファン パティシエ技術と感性を詰め込んだ本格アイスクリームの新分野展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 羽咋郡志賀町 株式会社和泉工業 6220001015853 フッ素樹脂コーティング事業の立ち上げにより業績回復を目指す事業再構築 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 白山市 和宏精密株式会社 5220001009526 金属加工と熱処理の工程集約による「省エネ＋短納期」の実現 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 白山市 北川鉄工株式会社 9220001008846 プレス用大型クラッチ＆ブレーキ重要部品を複合加工機等で事業再構築 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 酒バールＴＥＲＵ 食べ歩きで楽しむ「金沢海鮮クレープ店」への業態転換 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社リーズン 9220001011651 ハンバーガーショップとレンタルスペースの開業による新分野展開事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 カネノ精密工業株式会社 1220001011840 横型マシニングセンタ等で建機用大型油圧マニホールドブロックへ展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 永野技研株式会社 6220001004781 仕上げ（調整）ゼロを可能にする半導体チップ搬送用トレイ部品金型への挑戦 株式会社富山第一銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社Ｎｏｂｌｅ　Ｄｉｇ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 1220001005223 小規模飲食店に特化したオーダー・配膳システム開発と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

中部 石川県 河北郡津幡町 株式会社三谷フーズ 7220001006851 アフターコロナの食卓を豊かにする手軽で美味しい肉商品の製造販売事業への進出 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 ヨシダ印刷株式会社 1220001007401 小規模事業者×石川県［魅力が輝き交流が盛んな地域づくり］×店頭販促物 株式会社北國銀行

中部 石川県 河北郡津幡町 光興業株式会社 5220001017677 ＩｏＴを活用した自動車向けアルミ部品製造事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 加賀市 有限会社野口鉄工 2220002013455 高精度化・生産性向上を図り大型品の半導体洗浄装置部品に挑戦 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社北上製作所 7220001002297 製造プロセスの合理化によるスマート農業製品の新規受託への展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 能美市 有限会社ワイズ工業 8220002009555 金属塗装工程の内製化による完全なる一貫生産体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 野々市市 株式会社ＬＩＢＥＲＴＡ． 4220001022496 テイクアウト型飲食店×ＩｏＴ冷凍自販機でコロナ禍の既存ホテル事業とのシナジー効果を 株式会社北國銀行

中部 石川県 加賀市 株式会社あーすエステート 4220001022521 ２４時間営業のハイブリッド型フィットネスジムの新規展開による事業再構築 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

中部 石川県 加賀市 たかまつ食品株式会社 2220001019478 ドライフルーツ市場進出による家庭需要の取り込み 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社石野製作所 3220001001105 「効率搬送装置」による焼き肉店の省人省力化 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 有限会社いしぐろ造形工房 4220002010252 「ヒトとモノを繋ぐファイバーレーザ導入による食品関連機器製造への新分野展開」 北村　尚也

中部 石川県 金沢市 株式会社らくや 4220001019831 居酒屋事業から地産地消のおにぎりとお惣菜店へ「うまいものの極致はお米なのである。」 税理士法人ノチデ会計

中部 石川県 金沢市 株式会社スカイウォークス 2130001049096 リユース専門の衣料品・装飾品等の店舗・ＥＣサイト運営への業種転換 北浜グローバル経営株式会社

中部 石川県 七尾市 株式会社ファミリーダイニング 6220001015770 デジタル技術の活用でコロナ時代を乗り越える全席非対面型ラーメン事業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 有限会社ユーアンドゆ 1220002006872 銭湯に地元野菜を活用したカフェ・テレワークスペースを併設 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 有限会社アクティル 6220002008435 ＳＤＧｓな伝統工芸品、厳選した輪島塗を体験型販売 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 株式会社インフィニティ・コーポレーション 2220002012110 アパレル事業から金沢市内初の若者をターゲットとした室内スケートボードパークの建設 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 金沢市 株式会社インターステイト 8220001010365 睡眠の質を改善するヘッドスパの開業による新分野展開事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 輪島市 日本料理　富成 天然食材の卸・小売販売と自然体験が出来るオーベルジュ事業 トリプルナイン株式会社

中部 石川県 七尾市 株式会社チャンスねっと 6220001023559 冷凍食品による食事美容事業への新分野展開 古賀　雄子
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中部 石川県 野々市市 株式会社ａｃａｃｉａ 1220001015008 ハイブランドのセレクトショップが手掛けるサスティナブルな古着店の運営事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社エイトブレスユー 2220001020246 犬の保育所・預かりサロンの開業による新分野展開事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 ＯＣＥＡＮ株式会社 8220001014184 天然鉱石「光明石」を利用した足湯サービス事業　～高齢者の健康促進とコミュニケーションの活性化～ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 石川県 金沢市 株式会社ナカタケ 1220001004753 地域のくらしに安心と安全を！屋根のプロ集団が手掛ける防犯カメラ設置事業 むかい税理士法人

中部 石川県 金沢市 前田鋼材株式会社 7220001006538 多種金属精密一次切断加工技術を活用した多種金属精密切削加工技術の確立 株式会社北陸銀行

中部 石川県 鹿島郡中能登町 有限会社アクセス 2220002014610 大切なペットと！能登の自然と食を満喫する高級宿の運営 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社今田自工 2220001008076 デジタル活用型設備と水性塗装技術への更新により「最新サポカーの完全修復」ビジネスを開始する 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 有限会社石村商店 9220002009752 介護施設、就労継続支援施設の問題を解決するランドリー施設開設 浅田　章大

中部 石川県 金沢市 よつば接骨院 接骨院経営のノウハウを活かした脱毛サロン及びプロテインバーの出店 中村孝治

中部 石川県 羽咋郡宝達志水町 村昭繊維興業株式会社 5220001015978 産業分散化に向けた高質感・高機能混繊糸安定・大量供給体制の構築とその適用分野開拓 株式会社北陸銀行

中部 石川県 羽咋市 酒井樹脂機工 マシニングセンタ導入による工作機械部品製造を核とした新分野展開への挑戦 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社ラクト 2220001020691 空き家解体廃材をリユースした「ガーデンルーム事業」 北村　尚也

中部 石川県 金沢市 株式会社アドバンテージ・ファクトリー 3220001011500 「デザイン力と技術を備えた若手スタッフがグランピングで旅行業界を盛り上げる」 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 株式会社山岸製作所 2220001007193 ＩＴ企業との協業による働き方改革から始めるＤＸ支援サービスへの挑戦 税理士法人中山会計

中部 石川県 羽咋市 有限会社羽咋やくしん会 9220002015230 コロナで変化した顧客ニーズに合わせ、在宅治療に特化した薬局で売上を拡大する のと共栄信用金庫

中部 石川県 能美市 株式会社ピースリー 6220001008353 ペット法要代行とペット動画配信 株式会社北陸銀行

中部 石川県 珠洲市 株式会社三百苅管工 4220001016985 遊休不動産を活用した宿泊、別荘事業による事業拡大と過疎地域への貢献 浅田　章大

中部 石川県 加賀市 竹内製菓株式会社 1220001013275 観光市場向け菓子から一般流通市場向け菓子の開発・製造・販売事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社ハマー 3220001018347 運送事業から車両整備・製造業への新規開拓 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 但馬鮮魚店 市場に精通した魚屋が確かな目利きで新鮮・安心な野菜を提供する「青果店」新分野進出事業 小松商工会議所

中部 石川県 金沢市 株式会社モミジグループ 1220001019603 従来の居酒屋・酒場モデルを脱する食体験をベースにした収益複層化事業 北村　尚也

中部 石川県 羽咋市 コアフュールマジュール 新たな業種である理容業に業種転換を果たし、人口減少によるニーズの変化に　対応する。 株式会社Ａｖａｌａｎｃｈｅ　Ｔｅｃｈ

中部 石川県 金沢市 株式会社冨士交通 6220001005747 アテンドサービス付きパッケージツアーの企画開発とＢｔｏＣモデルによる事業再構築 税理士法人金沢セントラル会計事務所

中部 石川県 金沢市 株式会社アイ・ツー 8220001008698 新しいワークスタイルとＤＸ人材育成を支援する金沢駅前ライブスクール 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 ながた食肉 地域初！精肉店が営むバーベキュー場で観光誘客・地域活性化を図る。 石川県商工会連合会

中部 石川県 加賀市 樫田憲一郎木造建築研究所 海外富裕層向けセカンドハウス新築事業への事業転換 石川県商工会連合会

中部 石川県 かほく市 白山工業株式会社 1220001017672 大型建設機械精密油圧配管提供に向けた高精度・低コスト太径パイプ加工技術の確立 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社エイム 1220001000240 次世代型セルフエステサロンの経営 税理士法人白山コンサルティング

中部 石川県 河北郡津幡町 有限会社デントニウム 5220002016629 エピテーゼ製作分野進出に向けた三次元データ連携によるエピテーゼ製作プロセスの高度化 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 石川県 金沢市 金沢紙業株式会社 4220001002085 北陸エリア初の「難処理古紙の買い取り・再資源化サービス」への挑戦 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 株式会社金澤まちづくり公社 1220001011650 不動産賃貸の強みを活かした「金澤美粋百貨店」事業への挑戦 税理士法人北陸会計

中部 石川県 金沢市 株式会社北都高速運輸倉庫金沢 1220002009751 地元産の穀物を地元に保管できる体制を整え、地産地消に貢献する倉庫設備事業 税理士法人宮田会計

近畿 福井県 福井市 株式会社ボリス・ビアン 4210001008463 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

近畿 福井県 福井市 飴善ニット アイデアいっぱい　安全・安心・おいしいアンパン販売事業 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 Ｓｐａｃｅ　ｌｉｅｎ フリーフィットネスインストラクターが自前レッスンスタジオ経営 福井県商工会連合会

近畿 福井県 越前市 割烹加藤　口喜 ウィズコロナ時代に適したステーキ事業への新展開 税理士法人シンクバンク

近畿 福井県 福井市 合同会社ＹＳＪ 6210003001200 人材不足の中小企業向けＤＸ　バックオフィス業務のＢＰＯサービス事業 大野商工会議所

近畿 福井県 鯖江市 田中眼鏡パーツ プラスチック眼鏡枠部品の部分生産から一貫生産へ業態転換する 左近　政裕

近畿 福井県 福井市 ザ　サロン 髪の美容を知り尽くした美容師による新時代のまつ毛美容事業の展開 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社ヤマゴ 4210001009619 日本海の海の幸を全国に届けるＥＣ事業への参入 福井県商工会連合会

近畿 福井県 福井市 ストラテジオ株式会社 6210001008486 開発した投資戦略検証ソフトの販売と、戦略販売ＥＣサイトの運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 福井県 福井市 株式会社川越設備 2210001015197 エアコンレンタル事業を通じた省エネ化と社会貢献による事業再構築 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 越前市 株式会社カワチュウ 2210001011568 専門人材の育成でＥＶモータ用永久磁石の工法開発支援・金型製造に挑戦 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 敦賀市 すぃーとほーむ居酒屋 北陸新幹線敦賀開業を見据えた新商品による製造卸販売事業新展開 敦賀商工会議所

近畿 福井県 敦賀市 若狭機械工事株式会社 6210001011168 伝統的な商店街地域で、本場韓国の味を提供できる韓国料理店をオープン 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 あわら市 有限会社案山子 3210002007564 イートインスペース整備と冷凍メニューによる新たな販路開拓 福井信用金庫

近畿 福井県 敦賀市 株式会社オートリンク 9210001010497 福井県嶺南地域における車社会のセーフティーネット構築事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社大橋自動車 2210001000645 先進安全・環境性に対応した設備導入による次世代民間車検指定工場の整備事業 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 Ａｏｙａｍａ＆Ｃｏ．株式会社 8210001015126 地域と連携して有害駆除された鹿をジビエ利用　鹿肉ドッグフード製造販売事業 福井信用金庫

近畿 福井県 福井市 サファイアコーポレーション株式会社 8210003001033 繊維製造業から福井県立大学連携「恐竜総研」とのコラボによるリアルな恐竜服飾関係の製造販売 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 あわら市 株式会社タロウワークス 3210001015469 日本滞在の中国人に本格中国四川料理を提供する新分野展開事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 敦賀市 株式会社岡本ペンキ店 3210001010486 ＤＩＹをきっかけにした気軽に入れる塗装屋でのＤＩＹアドバイス、塗料販売、外壁張替等工事サービス 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 ＶＥＥｍａ株式会社 5210001014799 独自の井戸調査・洗浄技術を活用、下水道調査・洗浄で収益安定へ 株式会社福井銀行

近畿 福井県 越前市 有限会社牧田金型製作所 9210002011932 金型造りのプロが挑む押出成形業への進出とハイブリッド金型の発明 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 越前市 ハートランド株式会社 9210001015109 検眼販売車を導入しお客様先へ出向き、店舗と同じサービス（訪問販売）を行う事業 武生商工会議所

近畿 福井県 坂井市 株式会社三国屋 1210001007451 世界の茶葉３００種の製造販売を手掛ける福井県の老舗茶屋が、新たにどら焼きの製造に挑戦する 株式会社福井銀行

近畿 福井県 小浜市 株式会社ＺＥＲＯ 3210001018629 富裕層をターゲットとした一棟貸しスタイルの宿泊サービス 株式会社福井銀行

近畿 福井県 勝山市 株式会社ラコーム 8210001010135 「ＳＤＧｓ」「観光」等の新たなニーズ獲得を目指す新分野展開 勝山商工会議所

近畿 福井県 越前市 くになかのケーキ屋さん 地域資源を活用したアイスクリーム・アイスキャンディ―類の冷菓の新商品開発 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 エスボディ フェムケアとＤＸ化を実現させる次世代型トレーニングスタジオ事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社ＪＩＧＵＲＯ 2210001018654 バー業態の強みを活かす繁華街にマッチした韓飯ダイニング事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 敦賀市 株式会社クーロス 8210001014581 雇用維持と地域の社会的課題解決に取り組む、従業員資格を生かした除雪事業への参入 木野　仁彦

近畿 福井県 越前市 ヘアーメイクのんのん コロナ後遺症の抜け毛にも効果的な薄毛対策に強い美容室への転換 株式会社福井銀行

近畿 福井県 大野市 中野化成株式会社 8210001009854 日用雑貨分野から医療分野のプラスチック製品事業への新分野展開 大野商工会議所

近畿 福井県 越前市 ワールドイーザ株式会社 5210001016993 ＳＮＳを使った日本製商品の海外展開と出荷環境の構築 武生商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社ゴールド 3210001008373 身体に優しいスムージー＆フード販売で、美容と健康を手軽に獲得できるトータルヘルスケア事業への挑戦！ 税理士法人ＭＯＶＥ　ＯＮ

近畿 福井県 福井市 有限会社島邑鉄工所 6210002001754 電子部品向けの設備改造設計、設備部品製造、設備組立事業への進出 福井信用金庫

近畿 福井県 坂井市 北山設備株式会社 2210001007525 ＳＵＳ薄板加工で製造ユニットを軽量化、金属価格高騰に対抗 株式会社福井銀行

近畿 福井県 坂井市 株式会社テトテヲ 8210001014920 大都市駅ナカでの自動販売機による自家製プリンの営業展開 福井県商工会連合会

近畿 福井県 小浜市 株式会社平岡建設 4210001014313 リフォームやＤＩＹ需要が高まる中、これまで地域になかった建材のセレクトショップを行う。 小浜信用金庫

近畿 福井県 坂井市 株式会社正太楼 5210001007349 東尋坊再整備を先導する、地産地消を軸に据えた“食育レストラン”の展開 土肥　健夫

近畿 福井県 鯖江市 クリーンテクノ株式会社 1190001018377 国内唯一の国際規格に合わせた新局所排気ダクトのメーカーとなり、日本の半導体製造分野のコスト削減に貢献する 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 小島メテック株式会社 3210001001246 新たに樹脂関連製品の専用治具の製作を行い、福井県及び北陸地域の樹脂製品メーカーの受注拡大に貢献する 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社サン・エンジニア 8210001001332 国土強靭化に貢献！経営リソースを活かした地盤改良事業への本格参入による業態転換計画 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 三方上中郡若狭町 田辺卓志 観光客向けの飲食店が不足している若狭町で三方湖産の天然うなぎ料理店を営業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社オレンジエキスプレス 9210002000596 市場拡大する冷蔵・冷凍配送およびロジスティク事業への参入 福井信用金庫

近畿 福井県 丹生郡越前町 有限会社平成 1210002012343 越前旅館による伝統工芸体験型バリアフリー料亭への挑戦 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社アバスライン 4210001001105 越前カニや三国温泉を堪能できるグランピング等のアウトドアサービスに挑戦 株式会社エフアンドエム

近畿 福井県 福井市 有限会社山田土木 3210002003712 運送と重量物据付け設置のワンストップサービスによる事業再構築 株式会社ＧＫコンサルティング
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近畿 福井県 福井市 大栄繊維株式会社 7210001001944 Ｍ＆Ａ事業者双方の強みを活かし地域の実情に合わせた葬儀形態再構築及び効率運営事業 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 三方上中郡若狭町 幸せ料理　楽々 手作り料理と立地を活かしたテイクアウト・宅配専門店展開事業 福井県商工会連合会

近畿 福井県 敦賀市 クリーンテック株式会社 4210001011351 産業廃棄物汚泥、粉体等を地球環境にやさしい手法にて回収する収集運搬事業への進出 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 鯖江市 オリガミ社ホールディングス株式会社 2210001015008 業界初のリングゴム袋詰業務のプロセス自動化による受託事業への挑戦 税理士法人シンクバンク

近畿 福井県 越前市 宝木石材有限会社 4210002011747 ペット市場へ新規参入！オリジナルペット墓の製造・販売を行う 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 三方上中郡若狭町 有限会社藤本農園 1210002011089 米農家が米粉パン専門ベーカリーを鯖街道熊川宿で展開する 福井県商工会連合会

近畿 福井県 越前市 キョーセー株式会社 7210001011588 水耕栽培用プラスチック製品のＩｏＴ活用による一貫生産体制構築計画 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 山﨑建設株式会社 5210001004395 人々のより豊かな住環境をワンストップで提供すべく商品・サービスを拡充する 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 株式会社ＬＣＭ 1210001015454 コロナ禍でも高まる「美」に対する需要に応える、感染リスクの低いセルフエステ事業への業態転換 株式会社福井銀行

近畿 福井県 敦賀市 敦賀ガス株式会社 6210001010847 地域の脱炭素化に貢献する都市ガス供給事業の新展開 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 越前市 株式会社オーシンエムエルピー 1210001011511 製造ノウハウ・技術、特許を活かした自社商品の製造販売による自社ブランドの構築 株式会社福井銀行

近畿 福井県 三方上中郡若狭町 株式会社佐野組 6210001011135 天然砕石を使ったケーシング工法による地盤改良工事体制の刷新計画 小浜信用金庫

近畿 福井県 越前市 北陸商会株式会社 8210001015704 プラスチック廃棄物の資源化による新市場の創造とリサイクルの促進 株式会社福邦銀行

近畿 福井県 越前市 井上リボン工業株式会社 4210001012119 医療用ＩＴウエラブル分野の開発を目指した新工場の設置 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 福井割烹　望月 割烹料理店の和食の技術を活かした、 オーダー弁当店の展開 藤野　恵子

近畿 福井県 福井市 株式会社ジャロック 9210001001562 一極集中依存体質脱却に向けた大型・高速高精度スウェージングマシン製造体制の構築 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 創文堂印刷株式会社 8210001001828 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ、印刷ノウハウと地元認知度を活かした新市場開拓への挑戦。 税理士法人日本綜研

近畿 福井県 大野市 イザカヤアジコ 居酒屋から鉄板焼屋及びカフェに転換。新規顧客獲得を目指す。 株式会社ＧＫコンサルティング

近畿 福井県 福井市 株式会社リホーム 3210001014958 トータルリノベーション提案型・ＤＸデジタルショールーム整備事業 株式会社福井銀行

近畿 福井県 福井市 柴田商事株式会社 3210001001543 新しい事業スタイルを提供するコンテナハウスによる新分野展開 吉村　征浩

近畿 福井県 福井市 有限会社ライブワンズ 6210002004352 Ｚ世代・ジェンダ－レス志向のニーズ多様化に対応する「新業態・無人店舗」モデルの開発 株式会社福井銀行

近畿 福井県 大野市 伊藤撚糸 地方ねん糸業の挑戦！新素材繊維開発技術を活かした、産業資材用繊維の生産体制構築 大野商工会議所

近畿 福井県 福井市 株式会社大窪建設 2210001009505 付加価値創出能力の拡大に向けた燃料用木質チップ安定・継続供給体制の構築 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社畑中金型製作所 4210002002837 眼鏡産業からの脱却に向けた多種金属成形金型・プレス成型・切削加工一貫生産体制の高度化 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 大野市 大和ブロック建設工業株式会社 8210001016925 多様なニーズに対応する新たなクラウドツールを活かしたＤＸエクステリアプランニングシステムの構築 大野商工会議所

近畿 福井県 坂井市 クシヤ工業株式会社 5210001007480 人造石加工技術・木製品加工技術を融合した新製品開発とその生産体制の構築 株式会社北陸銀行

近畿 福井県 福井市 有限会社堂下商店 5210002002456 地元のガス屋が運営する家事時短も助ける災害対応ランドリー事業 福井商工会議所

近畿 福井県 福井市 フクイテキスタイル株式会社 6210001003652 電気自動車用革新的大口径超長尺多量巻シート機材開発による新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

関東 山梨県 甲府市 有限会社花やの前の美容室 7090002005255 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

関東 山梨県 笛吹市 山梨繊維 自治体及び地域住民・地元高校生と一体となった地産地消弁当の販売事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 甲府水晶株式会社 9090001000643 スタジオと専用機材を用いたインスタライブによるＥＣ事業 新城　裕史

関東 山梨県 甲府市 株式会社キタックスサービス 4090001014573 地元山梨県飲食事業者の顧客基盤を活用した脱毛サロン＆瘦身エステ店の開業 リードブレーン株式会社

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 トラットリア・ジラソーレ 「イタリア屋台の味を山梨で！」山梨県産ジビエ肉のイタリアンサンドウィッチ店頭販売事業 甲府信用金庫

関東 山梨県 甲斐市 株式会社Ｓｅａｈｏｒｓｅ 4090001014425 山梨県内で唯一の甲州地どり焼き鳥のテイクアウトサービスの開始 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 北杜市 ペンションまんてん星 「草原の宿」の強みを生かした宿泊・空間利用プランの提供とジビエペットフード加工販売 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 Ｖｉｖｏｇｕｅ 既存事業で培った技術・知識を活かしネイルスクールで人材育成 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲斐市 ＨＡＩＲＲＯＯＭ　ＭＩＴＥ コロナ禍もアフターコロナも対応！保育士のいるヘアサロンの経営！ 甲府商工会議所

関東 山梨県 甲府市 雨宮建築 ウィズコロナ・アフターコロナに対応！山梨名物「吉田のうどん」で観光客向け飲食店の経営！ 甲府商工会議所

関東 山梨県 富士吉田市 合同会社富士山フード 1090003000970 居酒屋業態から地元食材使用の弁当及びテイクアウトへ新分野展開 富士吉田商工会議所

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 テクノクリーン株式会社 8090001003135 クリーンルーム内で使用する容器類の精密洗浄によるリユース化事業 甲府信用金庫

関東 山梨県 中央市 甲信食糧株式会社 2090001002860 低炭素技術を活用した山梨県の地域資源の魚加工製造業への進出 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡忍野村 株式会社よいまさ 2090001010070 旅館機能と融合した長期滞在型コンドミニアム事業への新分野展開 都留信用組合

関東 山梨県 甲府市 小澤畳工業所 畳表端材を活用した小物販売への新分野展開 甲府信用金庫

関東 山梨県 大月市 縁 からだに良い地元食材と料理を提供するお洒落なカフェへの転換 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 都留市 株式会社ＭＴＳ 6090001014051 「山中湖の四季と日本らしさでおもてなし。山中湖初の和風カフェ」事業 長田　忠幸

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 有限会社松浦木工 1090002013115 意匠性の高まりに応える大型建具分野への新事業展開 山梨信用金庫

関東 山梨県 中央市 山梨建鉄株式会社 6090001002221 一歩踏み出して、一貫加工に改編。コラム開先加工を自社でやり抜く。 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 甲府市 株式会社カジハラ 9090001004462 老舗牛乳配達店がパン屋へ業態転換～高付加価値パンへの挑戦～ 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 鹿鳴館 富士山を一望できる資源高に対応した施設への転換とファミリーヴィラの構築 都留信用組合

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 株式会社ワールドエクスポート 8090001013596 越境ＥＣ事業者の海外物流発送管理代行事業の展開 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 北杜市 山岳インストラクター増本亮 薪ストーブ燃料のインターネットを利用した販売事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 甲府市 合同会社エースプランニング 5090003000356 ドローンを活用したスマート農業支援事業 甲府商工会議所

関東 山梨県 甲府市 株式会社八百創 4090001015761 瞬間冷凍機を活用した青果１次加工品卸売事業 新城　裕史

関東 山梨県 甲府市 株式会社創証 7090001013135 ポストコロナ時代に向けたテイクアウト・冷凍食品販売事業 新城　裕史

関東 山梨県 北杜市 有限会社農業法人清里ジャム 1090002014476 地域資源を活用した「天然酵母角食パン」製造販売新分野展開事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 山梨市 株式会社ＯＺＵＣＡ 8090001006716 古着を使用したリメイク商品の製造・販売及び実店舗とＥＣ販売の運営。 甲府信用金庫

関東 山梨県 南都留郡山中湖村 ペンションステップハウス 都会から離れて自然の中で特別な１日を過ごす！自然体験型貸別荘の展開 都留信用組合

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 株式会社ＲＥＣＡＲＥスポーツ 1090001015599 医療従事者による予防医学的トレーニングを提供するスポーツジム 米倉　徹

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 株式会社ＡＲＰＡ 2090001014600 「レストランリゾート体験型コンドミニアム」の提供 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南アルプス市 甲斐ダイアログシステム株式会社 7090001004794 難削材を用いた医療機器向け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

関東 山梨県 甲府市 ７ｏｆｆｉｃｅ株式会社 2090001012678 パッケージ製造・オリジナル封筒製造への進出による業態転換 甲府信用金庫

関東 山梨県 南都留郡西桂町 あしたば硝子工房 家族３世代で自然の中で楽しい時間を共有できる「里」づくり 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 富士吉田市 株式会社プリーズ・ディライト 9090001010873 富士山を見ながら日常型ワーケーション！！「まるサテ」×旅じや 鈴木　尚剛

関東 山梨県 甲斐市 株式会社伝真堂 5090001005241 衣服の修繕縫製工房及び修繕縫製職人育成工房の設立 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 韮崎市 株式会社ヤマモリ貿易 8090001013654 自社ブランドを活用した地方創生のあり方、競合ではなく、共合へ 小口　一策

関東 山梨県 甲府市 株式会社丸太 1090001004800 社会のニーズに見合った商品の提案型外構工事事業 深沢　邦秀

関東 山梨県 山梨市 有限会社ダイエー製作所 7090002010809 切削加工やプレス加工から洗浄作業をメインとする環境を構築する 山梨県民信用組合

関東 山梨県 富士吉田市 ｋａｇｏｏ 地域商店街の活性化に向けた街に溶け込むレトロな宿泊施設の展開 都留信用組合

関東 山梨県 大月市 大一木材株式会社 5090001008211 木材の製材工場が取り組む特殊な木材表面加工による新規事業展開 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 韮崎市 株式会社金星貿易 9090001013892 廃プラスチック製造プラントを構築しプラスチック原材料の製造販売 甲府信用金庫

関東 山梨県 甲府市 有限会社モリヤ製作所 7090002003151 ５Ｇ及びＩｏＴ、電気自動車に必要な電気部品（コネクタ）の製造事業 本川　修一

関東 山梨県 中巨摩郡昭和町 有限会社クラタ 3090002004582 甲州牛一頭買いの強みを活かしたパン・ハンバーグ製造小売事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 山梨市 株式会社まもかーる 8090001009025 「選べる健康冷凍弁当」を開発！入居系施設向けの新規顧客開拓に挑戦 株式会社シャイン総研

関東 山梨県 笛吹市 有限会社八光企業管理センター 4090002008541 ３Ｄプリンターを用いた環境に優しい仮設トイレの製造・販売事業 森藤　啓治郎

関東 山梨県 笛吹市 株式会社ｍｕｋｕｎｏｋｉ－ｊｐ 2090001009427 ＥＣ通販事業と障害者就労継続支援Ｂ型事業の協調 初鹿　武仁

関東 山梨県 西八代郡市川三郷町 トラストホーム 地域の活性化を目指した「クラフトビール製造・販売」 山梨信用金庫

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 有限会社さざなみ 8090002012036 ウィズコロナ時代に家族や仲間で滞在できる湖畔のプライベート宿泊ヴィラ 都留信用組合

関東 山梨県 甲府市 山陽エンジニアリング株式会社 3090001000962 地域内資源を活用した化石燃料代替となるバイオマス燃料ペレットの製造・販売 山梨信用金庫

関東 山梨県 北杜市 合同会社ＮＩＬＯ 2010903002742 キャンプ場ウェディングプランの創設 山梨県商工会連合会
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関東 山梨県 笛吹市 株式会社こはくフーズ 2090001006011 セントラルキッチン併設型のうなぎ料理の店内飲食・テイクアウト・通信販売の実施 山梨信用金庫

関東 山梨県 甲州市 上条庵 自然あふれる里山の伝統と文化が漂う自然体の暮らしを肌で感じる遊び空間等の創出 藤原　範夫

関東 山梨県 大月市 株式会社和田電業社 4090001008047 電力インフラ設備のケーブル事故を発見する小型・高性能な装置を電気工事会社が製品化する 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 南都留郡忍野村 有限会社小山田製作所 3090002011744 中型プラスチックの射出成型で蓄積した加工ノウハウを小型玩具部品製造に活用する新分野展開。 株式会社シェアードバリュー

関東 山梨県 都留市 株式会社ナミキ 7090002010395 ＮＣフライス盤導入による生化学自動分析装置の精密反応セルの開発 ペンデル税理士法人 三菱電機クレジット株式会社

関東 山梨県 南都留郡鳴沢村 有限会社Ｈｅａｒｔ　ｂｙ　ＴＡＧ　ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ 1010402015783 アクティビティー体型　温泉グランピングの経営 但馬信用金庫

関東 山梨県 甲府市 有限会社フィッシュランドイシハラ 8090002002648 動物病院とトリマースクールのコラボレーションによる既存事業とのシナジー効果最大発揮 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 富士吉田市 株式会社高木建材 4090001009846 多様化する生コン製造技術に対応するべく製造から販売まで一貫した事業への転換 都留信用組合

関東 山梨県 西八代郡市川三郷町 株式会社丸美建設工業 7090001012112 特産品を使った腸活市場向けウェルネススイーツの製造・販売事業 山梨県商工会連合会

関東 山梨県 南都留郡富士河口湖町 株式会社恵実田恒産 7012402023570 売上激減した繊維業から先端的なＡＩ技術を活用したコインランドリー事業への新規参入 株式会社山梨中央銀行

関東 山梨県 富士吉田市 合同会社新世界通り 3090003001166 観光客をターゲットとした自社運営する共同キッチン飲食店事業への業種転換 富士吉田商工会議所

関東 長野県 松本市 株式会社アクセル 4100001017005 既存中古車販売事業とシナジーの強い整備事業への新分野展開 井上　拳

関東 長野県 下伊那郡松川町 株式会社ライフテック 7100001023438 半導体製造装置用の極小電子部品実装加工への新分野展開 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社深志荘 6100001013943 信州産そば粉１００％使用した料理宿自慢のお蕎麦を手軽にお家で！ トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 岡谷市 有限会社早川実業 4100002031681 木材流通情報センター構築により輸送コスト低減化事業 有限会社エス・エム・エスコンサルティング

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 株式会社村瀬組 1100001008948 地域資源に付加価値を！ブランド浅間石をＥＣ　サイト構築により小売事業展開 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 長野県 長野市 アダプテーション ポストコロナを見据えた新たなる食文化の発展へ。地域に根付くフレンチレストラン事業 長野信用金庫

関東 長野県 北安曇郡白馬村 リトリート　ビレッジ ３０代～４０代向けにリトリート合宿型ボディケアスクールを開校 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 長野県 長野市 綿貫有二中小企業診断士事務所 副業・兼業支援インキュベーション施設の運営事業 群馬県商工会連合会

関東 長野県 諏訪市 株式会社エス・イー・エム 1100001018195 高精度測定の内製化によりＥＶ車両用リアクトル製造装置の生産へ挑戦 諏訪信用金庫

関東 長野県 諏訪市 ｍａｎｄｏｒｅ 飲食店で培ったコロナ対策を活かしたポストコロナ対応美容室への業種転換 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 マウンテン　アンド　シー モンゴル式テント「パオ』を使用したコテージとキャンプ／グランピング場の運営 松本信用金庫

関東 長野県 長野市 カンリワーク株式会社 3100001026345 アウトドア用品のランタン・ナイフ類の買取販売店舗・サイトの運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 長野県 伊那市 たきざわ製作所 地域の技術と雇用をツナグ。電子部品製造業の事業承継と業種転換 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 上田市 福祉タクシーおじま 地元地域で築いた信頼と実績をもとに実施する民間救急事業 髙司　浩史

関東 長野県 佐久市 一般社団法人東信建設アカデミー 9100005012055 ドローン操縦国家資格検定の認定機関として申請する為の会場条件を整備する事業 有限会社エス・エム・エスコンサルティング

関東 長野県 長野市 Ｈｅａｒｔ２　Ｄｏｇ よりよい『犬との暮らし方』をワンストップで提供する複合型トリミングサロン 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 有限会社アールアンドデー 9100002006340 オートメーション化を通じた地域資源体験型事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 伊那市 ヴィータヘアデザイン 待機美容師の社会復帰をお手伝い！「ハサミを使わないサロン」出店 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 上伊那郡宮田村 ＥＡＴ＆ＪＯＹ 観光以上、移住未満！農泊ワーケーションで地域創生！ 長野県商工会連合会

関東 長野県 飯田市 合同会社奥村企画 1100003004227 既存コインランドリー事業と組み合わせ高いシナジー効果を得るセルフサロン事業 伊那商工会議所

関東 長野県 北佐久郡立科町 ＹＯＮＧ　ａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ　ｓｔｕｄｉｏ 空き家を活用した「地産地消カフェ」及び「滞在型創作活動拠点」事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 駒ヶ根市 炭火焙煎　森の詩 こだわりの自家焙煎珈琲と独自イベントを特徴とした事業再構築 駒ヶ根商工会議所

関東 長野県 安曇野市 有限会社穂高綜合印刷所 4100002024000 印刷所が展開する新分野への展開　ダンス・体幹トレーニング教室事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 駒ヶ根市 こまくさ観光株式会社 1100001023880 駒ケ根の秘境巡りオープントップバスで風を感じながらバスツアー事業 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社イーシークリエイト 4100001007047 イベント食のステーキハウスから手作りの温かみを提供する現代版大衆食堂（定食屋）への転換 長野信用金庫

関東 長野県 北安曇郡白馬村 白馬焙煎工房 主たる対面式飲食サービス提供事業からの脱却と業種転換、及び新分野事業展開の計画 長野県商工会連合会

関東 長野県 松本市 エスペース ヘアサロンからあらゆる毛の悩みを解消する育毛・脱毛サロンへの展開 中田　麻奈美

関東 長野県 伊那市 有限会社木曽権兵衛 3100002032714 “家族の一員”であるペットの火葬事業へ新分野展開 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 松本市 １５５８ｅａｓｔ ケータリング販売のアウトドアサービス提供で感染症の危機に強い事業に業態転換 株式会社八十二銀行

関東 長野県 伊那市 ＨａｉｒＡｒｔＣｌｅｖｅＲ 地域初の先進的ＬＥＤビーム脱毛器を用いた痛みの無いサロン事業 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 上水内郡小川村 麦ダンス農園 キッチンカーと大豆受託作業への展開 長野県商工会連合会

関東 長野県 佐久市 個太郎塾佐久平教室 コロナ禍に対応した完全個室型の低価格セルフ脱毛事業への業種転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 長野県 伊那市 和　プロジェクト 「完全無添加・国産ワッフル」の開発、移動販売で収益構造の改善 伊那商工会議所

関東 長野県 上伊那郡南箕輪村 株式会社宮坂組 4100001021007 上伊那・木曽地区でのＩＣＴ施工普及に向けたドローン測量、三次元設計データ作成事業への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 直富商事株式会社 7100001002557 産業廃棄物の再資源化を推進するリサイクルラインの高度化と研究開発 協同組合さいたま総合研究所

関東 長野県 伊那市 株式会社信州ウエイスト 5100001020750 パルプ材の供給逼迫の課題解決に資する大規模古紙リサイクル工場 伊藤　智史

関東 長野県 岡谷市 株式会社平出精密 5100001019727 金属精密板金加工技術高度化による半導体露光装置向け部品変種変量生産への対応 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下伊那郡松川町 松川サービス株式会社 9100001023114 ＥＶに対応・トラック需要に備えた最新検査ラインの導入 税理士法人ＡＳＣ

関東 長野県 東御市 株式会社わざわざ 9100001030044 体験型店舗「よき生活研究所」の設立による地域付加価値創設事業 株式会社りそな銀行

関東 長野県 伊那市 有限会社プロス 6100002033552 高品質シリカ抽出と高密度炭素の分離可能なくん炭製造 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 塩尻市 紅建総株式会社 3100001030421 木質バイオマス燃料製造による再生可能エネルギーの収集と里山再生 税理士法人未来経営

関東 長野県 飯田市 南信バイオマス協同組合 4100005009964 木質ペレットを燃料とした省エネ型浴場施設運営への取組 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 有限会社軽井沢テニスセンター塩沢山荘 6100002013042 軽井沢のニーズに応え、広い施設と好立地を生かした新型コインランドリー事業の展開 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 長野県 駒ヶ根市 株式会社ボディーショップキガサワ 7100001021945 先進自動車に特化した自動車整備工場を新設しＥＶシフトに備える 株式会社フォーバル

関東 長野県 長野市 有限会社彩華企画 4090002009234 コロナ禍による自己投資需要拡大に応えた女性専用顔お剃りフェイシャルサロンサービスの開発計画 磯貝　常太

関東 長野県 小諸市 ハグタップルーム合同会社 2100003005249 ロングライフパンの製造による業務用販売と通販への進出 小諸商工会議所

関東 長野県 上田市 有限会社おきな商店 9100002016117 ウィズコロナ時代に高まる屋外レジャーニーズに応えるＲＶパーク事業によるＶ字回復 上田正史

関東 長野県 千曲市 宮下カーランド株式会社 4100001006412 「地域のくるまやさん」としての車検実施体制整備 長野県信用組合

関東 長野県 諏訪郡富士見町 富士見鉄工株式会社 6100001018876 切断加工工程の高度化・効率化による建機部品市場への新規事業展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 須坂市 犬処ケンケン 殺処分ゼロへの取り組み　ペットの生から死までをケアする複合施設 ＴＭ人事労務コンサルティング株式会社

関東 長野県 伊那市 株式会社Ｂｅｅ　Ｄｅｓｉｇｎｓ． 1100001032873 地域資源の高付加価値化を叶える家具雑貨ブランドと店舗運営事業 長野県商工会連合会

関東 長野県 飯田市 ｐａｌｇａｎｐｏｔ 長野県地元食材を使った韓国料理店から食品製造工場の設立とＥＣによる全国販売 飯田信用金庫

関東 長野県 上伊那郡飯島町 有限会社マルイチフードサービス 3100002034438 惣菜づくりに長けた食肉事業者による新商品開発と新販路への進出 堀江コンサルティングオフィス株式会社

関東 長野県 長野市 ＡＫＥＢＯＮＯ株式会社 7100001032463 循環型社会を切り開けるソルガムを使ったグルテンフリー菓子工房への進出 株式会社長野銀行

関東 長野県 松本市 株式会社Ｇｏｏｄ　Ｆｏｏｄ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 4100001033571 沖縄料理店からＦＣ加入による低価格ステーキ店への新分野展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

関東 長野県 佐久市 株式会社コウゼック 6100001007160 将来性があり、強みの精密加工技術を活かせる新分野への事業展開 美斉津　晃

関東 長野県 上田市 西田技研工業株式会社 3100001010134 超高精度切削加工による工作機械、農業機械部品製造への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 伊那市 ラングヘアー ヘアサロン＋脱毛サロンで「顧客の持つきれい」を実現する事業 伊那商工会議所

関東 長野県 長野市 有限会社ライフサポート 4100002007005 中華居酒屋から障害者支援のグループホーム運営事業に業種転換 井下　佳郎

関東 長野県 上伊那郡辰野町 有限会社秋山製作所 3100002035064 新分野である半導体製造装置向け部品の受注獲得に向けての取り組み 美斉津　晃

関東 長野県 飯田市 有限会社バハティー 5100002037109 小売業で培った顧客基盤を活かした生活支援サービス業への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社フェイスリーディングアカデミー 7190001021268 長野初！！産婦人科医と連携した女性専用ピラティススタジオ事業 桑原　仁

関東 長野県 松本市 季節料理・手打そば川船 お店の味がそのまま！急速冷凍で信州の美味しいを全国販売へ！ 松本商工会議所

関東 長野県 諏訪郡富士見町 株式会社ケーツー 1100001020093 医療福祉施設向け　高精度鉄骨製品の製造技術確立による業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 長野県 東御市 ぼんじゅーる農園 自家栽培ぶどうを用いた「委託醸造」からドメーヌワイナリーへの業態転換 株式会社アンカーマン

関東 長野県 安曇野市 信州レジャー興業株式会社 7100001015170 動画配信スタジオの構築による新たな顧客層の開拓で事業を再構築 株式会社ビジネスモデルサイエンス

関東 長野県 飯田市 ＩＷＯＮＴＧＩＶＥＵＰ株式会社 9100001030457 飲食店で培ってきたオリジナリティを活かしたデリバリー事業へのチャレンジ 飯田信用金庫

関東 長野県 安曇野市 スナック路　 スナックから焼肉店への事業転換による変化に強い経営基盤の構築 長野県商工会連合会
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関東 長野県 飯田市 合同会社リッチィービューティー 2100003005265 飲食店営業のノウハウを活かし手作りの味を惣菜販売として事業展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 株式会社ケンテック 1100001028129 現業のノウハウを活用した家事代行および関連事業への挑戦 株式会社長野銀行

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 株式会社シェリダン 9230001014307 地域特性を活かしたシェアオフィス事業と出張料理事業の展開 桶屋　泰三

関東 長野県 千曲市 ちくまミライ合同会社 3100003004646 地域資産を見直し貢献する「地産地消弁当」の販売と文化創造事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社山岸製作所 5100001003598 天然ガス自動車に搭載される高精度変速機部品の生産体制構築 長野信用金庫

関東 長野県 佐久市 合同会社佐介 8100003006456 伝統ある佐久鯉をリブランディング！想いが詰まった「鯉かまぼこ」を全国へ！ 菅原　寅太郎

関東 長野県 諏訪郡富士見町 ベテル工業株式会社 3100001018879 電子機器等に必要不可欠な複雑形状加工を施した両面プリント配線板を製造し、デジタル技術の発展に貢献！ 長野県信用組合

関東 長野県 長野市 宮澤　大祐 空き家問題を解決！善光寺エリアの新感覚デザインの宿泊所 松尾　基司

関東 長野県 長野市 株式会社千歳屋本店 2100001031230 人気洋菓子店がつくる気軽に楽しめるケーキテイストのアイスクリーム販売事業 長野信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社ノーボーダー 5100001006015 カット野菜の加工・製造事業への参入による事業の再構築 駒田　裕次郎

関東 長野県 長野市 株式会社松屋旅舘 8100001003265 ワ―ケーション需要獲得に向けた事業再構築 園原　庄三

関東 長野県 上田市 株式会社Ｋ－ＰＯＷＥＲ 7100001030731 アスベストアナライザーを活用したアスベスト調査業務 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 株式会社矢島 9100001010896 中小製造業向け技術ソリューションサービスの新展開 一般社団法人日本中小企業サポート協会

関東 長野県 諏訪市 株式会社松本精密 6100001018752 次世代航空機開発関連部品の高精度化と短納期製造ラインの構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 白骨齋藤売店 コロナ禍における収益の多様化を図るためのカフェ新設計画 株式会社長野銀行

関東 長野県 上田市 株式会社ＳＥＩＲＹＯＵ 6100001011162 当社代表の知見・経験を活かしたペット業界への事業展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 東御市 株式会社シャトーシーピー 6100001010692 既存事業で培った建築・土木設計監理技術を強みに、　地域の住環境革新につながるシェアリノベーション事業へ参入 髙司　浩史

関東 長野県 松本市 株式会社綜合印刷 8100001013413 デジタル技術の活用により省力性と処理・検査能力が高いＡ４サイズＤＭ封入封緘事業の新規展開 株式会社マネジメント・リライアンス

関東 長野県 松本市 株式会社ＳＴＯＲＣＨ 2100001028945 信州産肉・ジビエを活用した地域観光資源の開発事業 松本信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社長野西沢書店 3100001002461 地域住民と観光客に寄り添う　アドバンス型マチナカ書店構築事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 合同会社オオタカ 1100003006066 お店の味をご家庭で！お店メニューの冷凍加工と自動販売機での販売 松本信用金庫

関東 長野県 小諸市 有限会社岳建築設計 3100002012567 ペットと人が幸せに共生できるペットサロン・ドッグカフェ＆ドッグラン 小諸商工会議所

関東 長野県 諏訪市 有限会社金井精密 9100002027980 スマート農業を支える金属部品加工への挑戦 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 塩尻市 日本ハイコム株式会社 6100001015733 樹脂フィルム向け高精細印刷プロセスの構築による、新製品の事業化 株式会社ＧＩＭＳ

関東 長野県 下高井郡山ノ内町 有限会社渋峠ヒュッテ 4100002018547 バイカー・サイリスト・ヒルクライマー需要を捉えた宿泊飲食 長野県信用組合

関東 長野県 上田市 有限会社青木モータース 8100002013552 最新のデジタル設備を活用した自動車整備分野と事故現場対応分野への進出 ストラーダビジネスサポート株式会社

関東 長野県 伊那市 ＮＯＢＬＥ　Ｌｅａｔｈｅｒ　Ｔａｉｌｏｒ ゴム素材を主とした新素材を活用したカスタムスニーカーの製作への事業転換 アルプス中央信用金庫

関東 長野県 飯田市 有限会社中山藥局 5100002036952 妊活から始める女性のワークライフバランス応援施設の開設 飯田商工会議所

関東 長野県 佐久市 株式会社サワイ 1100001007264 軟材薄肉小型アルミニウム関節機構部品の高精度化を実現し協働ロボット市場に新規参入する 一般社団法人佐久産業支援センター

関東 長野県 上田市 クラブ　ルッソ 上田市の若者に元気を！屋内型ゴルフシミュレーション練習場＆カフェ事業による地域活性 髙司　浩史

関東 長野県 松本市 合同会社相寿 9100003004351 地域に愛され５０年焼肉屋【味楽苑】の味を全国へ発信 税理士法人橋詰会計事務所 三菱電機クレジット株式会社

関東 長野県 飯田市 株式会社実りや 5100001032556 子育て女性が規格外廃棄となる果物を機械乾燥加工によって価値ある商品に蘇らせ収益アップを図るフルーツ農場再構築 税理士法人さくら中央会計

関東 長野県 北安曇郡白馬村 株式会社ＩＫＥＩＫＥツガイケ 8100001032545 青木湖畔の絶景カフェ・サウナ事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 伊那市 株式会社片桐建設 7100001020674 高付加価値なデザイン住宅開発を目指し、新天地に設計事業部を設置 株式会社長野銀行

関東 長野県 岡谷市 有限会社山田写真館 9100002031982 つくりあげよう！記憶と記録に残るプライベートウエディング！ 株式会社八十二銀行

関東 長野県 松本市 株式会社小松製作所 3100001013120 当社の強みを活かした既設構造物向け制震装置の開発・商品化 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 マルミ印刷有限会社 9100002004930 印刷業界のポリプロピレン加工問題の抜本的解決に資する事業 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 木のおもちゃ製作所・銀河工房 木育を学べる「おもちゃカフェ　ｗｉｔｈ　ツリーハウス」の展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 長野市 株式会社大澤屋 6100001025195 顔の見える地場果物を１年中おいしく、たのしむ 長野信用金庫

関東 長野県 茅野市 シェルハメディカル株式会社 9100001027404 ＡＩによる運動機能解析を取り入れた人工関節用ナビゲーションシステムの開発 諏訪信用金庫

関東 長野県 長野市 株式会社イシワタグラフィックス 3100001006033 販促物作成のプロが作る、宣伝効果の高い美粧段ボール製造 株式会社ＩＳＴコンサルティング

関東 長野県 長野市 有限会社鵜野興産 2100002000647 アスベスト調査市場参入による建築工期の短縮と経営基盤の強化 長野信用金庫

関東 長野県 松本市 株式会社国興 5100001013102 ネット・ＶＲ・ＳＮＳ・リアル融合３Ｄマルチチャネル化での首都圏向けサービス提供プロセスの高度化 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

関東 長野県 飯田市 株式会社オリエントオール 2100001022287 Ｗｉｔｈコロナを見据えた自動洗浄機による介護用品特化型消毒業の開始 飯田信用金庫

関東 長野県 上田市 長野アドバンスコンディショナーズ株式会社 6100001011377 既存事業の強みを生かし、「ＤＸゴルフレッスン事業」によって地域と業界を盛り上げる 髙司　浩史

関東 長野県 下伊那郡高森町 三島建設株式会社 2100001028747 地中から地上まで、一式施工を目指すための地盤改良工事への展開 飯田信用金庫

関東 長野県 南佐久郡小海町 株式会社みつわ 7100001008983 ポストコロナだからこそ求められる「非接触×小規模」の滞在型家族葬サービス						 株式会社アカウティングプロ

関東 長野県 諏訪郡富士見町 有限会社吉田製作所 5100002029626 圧力センサ需要の獲得によるポストコロナに対応した新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪郡富士見町 有限会社牛山製作所 4100002029453 食品機械分野・工作機械分野への高硬度材・難削材加工への挑戦！ 長野県商工会連合会

関東 長野県 長野市 有限会社名神エンタープライズ 6100002005221 安心できる環境とサービスを提供する住宅型有料老人ホームの開設 長野信用金庫

関東 長野県 飯田市 株式会社天の雫フードサービス 1100001032592 インドアシミュレーションゴルフ練習場併設型飲食店事業を新分野展開して事業再構築をします 飯田信用金庫

関東 長野県 上伊那郡箕輪町 株式会社ニゴナ 2100001024911 自社開発商品の万能海鮮ペースト製造、販売事業 株式会社長野銀行

関東 長野県 長野市 Ｈａｐｐｙ株式会社 3100001030041 長野県Ｎｏ．１のラーメン店のＦＣ事業化計画 株式会社長野銀行

関東 長野県 長野市 株式会社タイコー 6100001001758 アレルギー緩和対策事業（ダニ捕りシートの生産計画） 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡飯島町 丸忠リサイクル株式会社 5100001022128 自社ＥＣサイト、店舗でモノとヒトの縁結び。《もったいない》を１００％リサイクルへ。 株式会社八十二銀行

関東 長野県 駒ヶ根市 株式会社トーワ 4100001021312 ＦＡ関連機器製造や特殊巻線製造で培った技術力を活かした衛星探査及び地球の地震計測定器製造への新たな挑戦 氣賀澤　正門

関東 長野県 岡谷市 株式会社ナガタ 6100001019684 光学商社初のインドネシア現地法人設立による医療用レンズ量産計画 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 Ｅｐｉｃ　Ｊａｐａｎ アウトドアガイド業者が内外富裕層に向けた一棟貸の宿泊業に進出 早瀬　達

関東 長野県 長野市 株式会社丸冨士 4100001003351 得意先・消費者の課題を解決する米粉パン・スイーツ等製造事業への進出 長野信用金庫

関東 長野県 茅野市 株式会社メイユー 1100002030579 円筒・内面研削の高精度探究による事業再構築 公益財団法人長野県産業振興機構

関東 長野県 佐久市 有限会社ジャンリッツ 5100002011708 日本初ドイツ有機農業団体ＢＥＳＨ技術供与による食品製造分野進出 北村　浩幸

関東 長野県 長野市 株式会社佐藤興産 1100001031446 ゴルフバーによる大人のアミューズメント施設と地域活性化 桑原　仁

関東 長野県 松本市 株式会社アニエラ 6100001029989 ＤＸで世界のアニメ・ポップカルチャーファンを　結びつけるメディアコマース事業の開発 大澤　宗一朗

関東 長野県 上田市 豊上モンテリア株式会社 9100001011176 菓子製造販売→輸出・卸売・製造加工物流等事業でＶ字回復 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上伊那郡辰野町 まつくぼ 個食需要に対応したテイクアウト弁当事業とネット販売事業への参入 税理士法人成迫会計事務所

関東 長野県 長野市 株式会社浅川薬品 6100001005222 地域の見守りとコミュニティーに貢献できるそろばん塾への進出 藤巻　雄司

関東 長野県 小諸市 千曲運輸株式会社 4100001008581 物流のＤＸ化を視野に入れたドローンスクール・受託サービスの開始 齊藤　祐一

関東 長野県 松本市 株式会社ニシマ 5100001013820 障害者福祉事業参入による、個々から世帯ベースサービスへの転換 株式会社アカウティングプロ

関東 長野県 岡谷市 タンクデザイン 「伝えたい」を可視化するＰＲ動画とラーニング動画制作事業に進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 上田市 イチカビューティーガーデン 無人セルフ脱毛サロン立ち上げ支援オンラインスクール 株式会社ビズグランツ

関東 長野県 東御市 有限会社山岸自動車工業 4100002015924 地域へ恩返し！常設マルシェの開設と電動フォークリフト整備事業 渡邉　学

関東 長野県 茅野市 株式会社ファンクリップ 2100001020340 ＩＴ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の展開 諏訪信用金庫

関東 長野県 駒ヶ根市 有限会社本多写真館 4100002034420 写真スタジオのリソースを活用した革新的な小規模結婚式サービスの事業化 株式会社長野銀行

関東 長野県 長野市 亜細亜印刷株式会社 4100001000101 高度な技術を活かし、他社の２倍の生産性の特殊後工程に参入する 株式会社みずほ銀行

関東 長野県 北安曇郡白馬村 ホテルそよ風 プライベート空間で白馬の四季と食を楽しむ　トレーラーハウス型宿泊施設「そよ風ハウス」 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 有限会社船橋屋 5100002037190 老舗和洋菓子店の人気菓子×次世代冷凍技術で新市場開拓に挑む 飯田信用金庫

関東 長野県 安曇野市 株式会社スターミール 8100001014980 新商品開発と販売先の多角化戦略による老舗飲食店の経営強化計画 トリプルナイン株式会社

関東 長野県 長野市 株式会社ａｃｕｅｓ 7100001025599 シェアオフィスを情報発信基地とした信州の日本酒販売支援事業 岡本　洋平

関東 長野県 東御市 農日農味 ワイン生産者とソムリエによるＬｏｃａｌ・風土を楽しむ飲食店・宿・ワインショップの複合施設整備事業 株式会社八十二銀行
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関東 長野県 飯田市 有限会社味の万世 5100002035582 食品製造業者の経験をいかした地元名産半生菓子製造業への参入 飯田信用金庫

関東 長野県 下伊那郡阿智村 株式会社大葉 9100001027230 土木工事業から地域農業を盛り上げる農業支援事業への進出 北原　竜也

関東 長野県 北佐久郡軽井沢町 有限会社ホテルそよかぜ 6100002013331 夏だけじゃない軽井沢！暮らすように泊まる家族滞在型施設に挑戦 トラストブレインズ株式会社

関東 長野県 上田市 有限会社原製作所 4100002014579 Ｉｏｔ情報を３Ｄバーチャルツイン空間で一元管理するソフトウエアの開発と販売 上田信用金庫

関東 長野県 伊那市 盛木材 古民家改修による山暮らしノウハウ提供型ゲストハウス事業 株式会社八十二銀行

関東 長野県 安曇野市 有限会社丸山菓子舗 4100002024082 和洋菓子販売店の「観光客向けアンテナショップ」新規事業による地域貢献 森田　昇

関東 長野県 大町市 株式会社市野屋 2100001017122 『伝統的な酒蔵における、製造工程見直しによる低アルコール／発泡日本酒への新たな挑戦』 フィッシュリップル株式会社

関東 長野県 長野市 有限会社丹波島製本 1100002003056 製造方法の変更で提案力強化と高付加価値サービス提供への挑戦 長野商工会議所

関東 長野県 松本市 有限会社橋詰商店 8100002021142 地域コミュニティ型複合施設の運営 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北安曇郡小谷村 アニメル株式会社 3100001032153 小谷村のスキー場のホテルがウイスキー作りも体験できる宿泊施設に挑戦 税理士法人白井会計事務所

関東 長野県 上田市 八幡屋 プライベート空間を重要視したサービスアパートメントの構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 茅野市 株式会社アークス 9100001030218 日本初！蓼科湖の魅力を再発見する湖畔ニング事業 諏訪信用金庫

関東 長野県 木曽郡南木曽町 有限会社源次商店 1100002027360 人力に代わる新工法により、河川上流の急峻渓流地域における土砂流木災害対策を実現する 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 有限会社メガテン 7100002036166 コストコ地域ショップの展開～常設店舗でＶ字回復～ 飯田信用金庫

関東 長野県 小諸市 有限会社丁子屋 3100002012600 古民家を活用した菓子製造販売事業への進出 株式会社八十二銀行

関東 長野県 塩尻市 有限会社アルファイン 2100002025454 エステサロンノウハウを活かしたセルフエステ事業への転換 株式会社長野銀行

関東 長野県 飯田市 アルビズジャパン株式会社 8100001023445 培ってきた国際的なネットワーク＆外国人就労ノウハウを活用したホテル旅館業への新分野展開 飯田信用金庫

関東 長野県 上伊那郡南箕輪村 有限会社栄樹 1100002033631 施設をリノベし企画力・販売力の強みを生かした新事業でＶ字回復 酒井　庄平

関東 長野県 小諸市 有限会社車留夢 7100002012480 空き家を活用したペットとゆったり過ごせる宿泊兼ＢＢＱ施設による事業再構築 株式会社八十二銀行

関東 長野県 北佐久郡御代田町 有限会社古越製麺所 8100002011564 経営安定化のため、健康弱者向けの生麺を開発し新分野展開を図る 美斉津　晃

関東 長野県 北安曇郡白馬村 ＺＹＰ株式会社 7110001032611 スキー教室事業から長期滞在型デジタルノマドと連動した新たな事業展開 佐藤　香織

関東 長野県 飯田市 株式会社神明堂 2100001022485 手芸等水引細工向けの水引材料開発・製造による新たな販路開拓 株式会社八十二銀行

関東 長野県 諏訪市 株式会社ＡＬＬＡＲＥＡ 5100001032663 ヴィンテージカーショップの世界観を味わえる体験型カフェへの挑戦 中田　麻奈美

関東 長野県 佐久市 コトホグ屋 有機りんご農家が手掛ける「持続可能型モデル」の店舗兼カフェ展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 飯田市 あんじゅ＋２ 高齢化社会に対応したパン製造業および宅配事業への新分野展開 株式会社八十二銀行

関東 長野県 下高井郡野沢温泉村 有限会社住吉屋 5100002017473 創業１５０年の老舗旅館が温泉付き貸切ラウンジでテレワーク市場への新分野展開 三井　和典

関東 長野県 上田市 株式会社トミック 8100001010047 金型製造で培った金属加工技術から世界にひとつだけのアウトドア用品の創出へ 株式会社長野銀行

関東 長野県 長野市 ライフサービスジャパン株式会社 7100001028313 地元密着型既存ビジネスを活かしたフランチャイズベーカリー事業 長野信用金庫

関東 長野県 上田市 三永木材 樹木廃棄物を１００％再利用するウッドチップリサイクルシステムの構築 松田　秀幸

中部 岐阜県 高山市 スシバー　モンテフェリス 一流の寿司職人による惣菜の製造販売により、地元食材の良さを広め生産者を支援する 東野　礼

中部 岐阜県 各務原市 居酒屋　豆蔵 環境にも優しい廃棄になる食材を使ったペットフード販売計画 岡田　悦子

中部 岐阜県 各務原市 株式会社ＢＵＳＴＥＲ 1200001034166 次亜塩素酸水製造メーカーから生成機メーカーへの挑戦 株式会社市岡経営支援事務所

中部 岐阜県 飛騨市 株式会社ＭＨＳＬ 3200001027325 子育てママに優しい地域密着型内職斡旋事業への業種転換　職業紹介・労働者派遣業 後藤　公平

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 アールアンドディー 自動車販売店の「魅せる差別化」を実現！カーラッピング事業 馬渕　智幸

中部 岐阜県 揖斐郡大野町 株式会社ヌベール 9200001016165 ＥＣサイト導入による自社製品の強みと新規性の相乗効果を引き出すＢｔｏＣへの新たな取組み 株式会社　タクト経済研究所

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社ハイビックス 1200001010233 新技術の導入による空気圧を用いた医療機器製造の事業化計画 株式会社　タクト経済研究所

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社幸輝 3200002005651 特別室の設置によるハイエンド層の取り込み 岐阜商工信用組合

中部 岐阜県 中津川市 有限会社ミュージックセンター・ダイソー楽器 9200002023607 おたく産業ビジネスへの参入と音楽ソフト事業からの撤退 中津川商工会議所

中部 岐阜県 高山市 ＴｏｒｉＤｏｒｉＦａｒｍ いちごの栽培及びいちごとバラのコラボ商品の販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 岐阜県 多治見市 株式会社松正 2200001022665 築１２０年の建物を活かした古民家カフェ開始　プロジェクト 東濃信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 味波鵜沼店 テイクアウト・デリバリーを開始し、　新たな顧客層の獲得で事業のＶ字回復を目指す事業 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社台湾らーめん大吉 6200001030359 地域のソウルフード大吉らーめんを新たに自動販売機で提供 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 可児市 八鍼灸院 感染症に配慮したセルフ脱毛・マッサージ事業への参入計画 座間　裕史

中部 岐阜県 可児市 有限会社ベイラウンド 1200002018325 日本茶に特化したカフェ営業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社六連鯛市場 7200001005913 海のない岐阜県の消費者に新鮮な魚を提供する小売販売への挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 瑞浪市 有限会社比嘉商事 5200002022521 急速冷凍機を用い沖縄のフードロス削減と事業者の販路拡大に貢献 瑞浪商工会議所

中部 岐阜県 郡上市 ニューテック株式会社 5200001026705 「天むす」にイノベーションを！高付加価値化への取組事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 大垣市 ＡＩＴＨＥＲ（アイテール） 既存事業のノウハウを活かした太陽光発電設備の清掃・管理 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 岐阜県 岐阜市 スエナミ工業株式会社 1200001002692 強度と軽量性を両立する工程革新で次世代型農機開発事業に参画 株式会社ゼロプラス 共友リース株式会社

中部 岐阜県 美濃加茂市 名北工業株式会社 3200001018308 環境負荷低減材料の提供による電気自動車分野への新事業展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 岐阜県 多治見市 株式会社中島窯業 8200001022049 「ホタテ貝殻」を原材料とした「焼かないホタテタイル」の事業化 東濃信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 株式会社ラックシステム 7200001029854 国内生産力を身に着けて、エンジニアリングからＥＶ製造向け設備製造事業へ 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ワーク 1200001008095 デザイン性の高いオリジナルパンを主力商品とするパン屋を開店 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 株式会社アイビー 1200001022113 地域経済成長に貢献！事業者向けアプリ制作事業を通じたストック型ビジネスへの転換 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 羽島市 合同会社ファミリア 5200003003933 地域初となる学習支援に特化した放課後等デイサービスの開業事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社高橋紙業 4200001010032 健康志向の上昇に応える！拡大を続けるドライフルーツ市場参入による事業再構築 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ジーベック 8200001012363 小売業から建設業への転換による地域密着型の店舗リフォーム事業 森本　晃弘

中部 岐阜県 関市 有限会社小澤製作所 2200002018547 低原価量産体制を活かして切り拓くオフィスチェア・照明市場進出 関信用金庫

中部 岐阜県 不破郡垂井町 グルマンマルセ株式会社 2200001014860 地域の農業生産者にも好循環を生み出す「体に優しい高付加価値氷菓事業」の新規展開 羽根田　隆弘

中部 岐阜県 各務原市 株式会社ＴＡＫＩＭＯＴＯ 7200001035480 滝本真シェフ考案、非対面でも本場パリの美味しさと感性が味わえるフランス菓子の通信販売事業 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 郡上市 有限会社和田木工所 5200002028056 自社の木工技術を活用したベビー向け積み木分野への新規参入事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 羽島市 株式会社ジークリエイト 7200001012463 ガレージ・アウトドア・シェルターなど多目的トイハウラーの製作販売事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 海津市 株式会社鮮魚かねや 9200001039240 鮮魚販売店からお魚惣菜販売店への業態転換 渡邊　万洋

中部 岐阜県 本巣市 有限会社ビーンズ 4200002015674 自家用車をキャンピングカーに変身させるカスタムサービス開始 株式会社フラッグシップ経営

中部 岐阜県 下呂市 ナカキ工業株式会社 8200001035562 新分野展開に向けたバイク部品と半導体のゴム製品の製造体制構築 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 羽島市 株式会社浅川設備 9200001012172 少数精鋭の水のプロが挑む！岐阜県の水インフラ長寿命化への取組 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社三共 6200001002184 ＳＤＧｓに貢献するＥＣ市場向け梱包袋の生産体制構築による新事業展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 可児市 サンキホーム有限会社 7200002017040 空き家を無くす！建築業から不動産仲介業への新分野展開！ 株式会社アクセルパートナーズ

中部 岐阜県 可児市 有限会社日本教育企画 9200002017658 医療法人とコラボした「水素ガス吸入療法」事業への参入 東濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社うを仁 7200001035596 老舗日本料理店の強みを活かして健康応援事業へ新分野展開 伊藤智香

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社十八楼 8200001008634 岐阜の地域資源を活用した「癒しと健康」を提供する都市型リゾート旅館 遠藤　久志

中部 岐阜県 岐阜市 ＢＲＩＧＨＴ　ＢＯＤＹ 自動車板金・修理技術を活用した愛車家が集まるガレージ事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 羽島市 株式会社ピアチェーレ 2200001011437 アパレル店のＥＣ展開を支援するＷＥＢ制作による新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 岐阜県 山県市 有限会社杉田精機 3200002006451 金型製造の技術力を活用した精密製品製造への新分野展開 岐阜県商工会連合会 共友リース株式会社

中部 岐阜県 岐阜市 ユニオンスポーツ株式会社 6200001005690 地域密着女性専用ＡＩパーソナルフィットネスジムの運営 西浦　啓一郎

中部 岐阜県 瑞浪市 日本ジオニック株式会社 4200002022134 金属加工業者がオーダーメイドのゴルフクラブ製造事業に進出 岐阜商工信用組合

中部 岐阜県 山県市 株式会社フジインテック 8200002006570 新たな製造方法導入によるカテーテルの新たな事業展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 多治見市 有限会社磯村工務店 9200002019927 地域の戸建住宅向け住みやすさに重きを置く外構リフォーム工事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 高山市 有限会社内藤工業 8200002025620 金属加工下請け事業からサブアッセンブリー製品メーカーへの転換 株式会社十六銀行
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中部 岐阜県 加茂郡白川町 鈴村建築株式会社 7200001017363 家守りが創る、心地よい東濃ヒノキの造作家具と断熱パネル製造 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 羽島市 Ｃ，ＷＯＲＫ株式会社 7200001012042 不良品を良品に生まれ変わらせる、アパレル大量廃棄問題への挑戦 小倉　裕樹

中部 岐阜県 各務原市 有限会社レスカリエ 1200002012138 既存事業の強みである高い縫製技術を活かしダウンパック事業へ新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 岐阜県 高山市 ＤＥＡＫＳ 担々麺専門店への事業転換と観光客需要獲得に向けたアフターコロナ対策 丸山　学

中部 岐阜県 山県市 岐阜環境株式会社 4200001009438 設備投資による解体業への新分野展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 瑞浪市 株式会社イサジ 2200001021709 【パンと美濃焼のコラボレーション！！　パンと美濃焼がある生活の提案！！】事業の展開 鈴木　勇二

中部 岐阜県 下呂市 有限会社萩原チキンセンター 6200002027313 郷土料理「けいちゃん」専門飲食店を新たに開業 ＭＭＰＣコンサルタンツ株式会社

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ニシキフード 9200001035454 自動販売機総菜サービス「フーちゃん食堂」の展開 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 可児市 サクラテック株式会社 5200001017877 鉄線メーカーによるスマート工場化アドバイザリー事業の新規展開 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社今井自動車 3200002008943 フレンチシェフ厳選　日本が誇る最高級ブランド牛とちょっと贅沢な洋惣菜の販売 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 本巣郡北方町 株式会社林商事 5200001010312 株式会社林商事のバスクチーズケーキ製造販売 株式会社プレジデントワン

中部 岐阜県 下呂市 丸八旅館 都会生活からのプチ離脱需要を踏まえた鮎釣り旅館からの脱却事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 日の出クリエイティブアクト株式会社 6200001008149 衛生用品メーカ認証技術による宿泊業等の衛生器具販売等 岩本　大輔

中部 岐阜県 美濃加茂市 株式会社センス 3200001018794 オーダーメイドのコンプリートカー製造販売事業 美濃加茂商工会議所

中部 岐阜県 郡上市 原建販株式会社 8200001026834 増えるテレワーカーの移住願望に地域初のトレーラーハウス製造販売で応える 株式会社エフアンドエム

中部 岐阜県 岐阜市 江南工機株式会社 5200001001930 高精密ＣＮＣ工具研削盤の導入とＩｏＴ化された生産ラインの構築による、新製品インサートドリルの取り込み 小倉　裕樹

中部 岐阜県 岐阜市 マインドアップ合同会社 6200003004501 地産地消をコンセプトにした自家栽培野菜を使用したとんかつ店への参入 株式会社愛知銀行

中部 岐阜県 美濃加茂市 スマイルサポート株式会社 4200001031326 就労継続支援Ａ型事業所がグループホームの運営により障害者の自立をトータル支援 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社井上感動マネジメント 9200001036642 専門家に相談できる動画撮影スタジオ、テレワーク用防音ブースを新設 岩本　秀巳

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ラボーナ 5200001012861 即戦力人材養成！実務経験豊富なプロが教えるＥＣ特化型スクール事業 税理士法人ＮＥＸＴ

中部 岐阜県 関市 株式会社ユーゼック 6200001019757 板金製缶加工技術を活用した半導体製造用チップマウンター部品製造への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 サンワニット株式会社 8200001010706 丸編み機での半世紀以上の繊維加工ノウハウを活かしＥＶ車向け軽量カーシート生地の開発・製造に挑戦する 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 安八郡神戸町 東海牛乳株式会社 6200001014618 ＳＤＧｓと生産性向上を両立するバックインボックス方式による業務用殺菌乳製造販売への参入 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 有限会社ソーイング平島 5200002010831 「繊維縫製事業のハイブリッド化による収益の拡大」 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 飛騨市 有限会社山口木工所 9200002027038 豊かな食卓を創造する飛騨の家具オーダーメイドキッチン事業進出 飛驒信用組合

中部 岐阜県 岐阜市 シェルピア高畑建設株式会社 4200001003176 エアコンを使わない冷暖房システムの畜舎への展開 株式会社市岡経営支援事務所

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ｔｏｍｏｎａｇａ 8200001034176 地域とビジネスを結びつけるレンタルスペースとお弁当テイクアウト事業で新分野展開 吉川　洋光

中部 岐阜県 岐阜市 ど鉄板なべきん ｗｉｔｈコロナ時代に対応した餃子自販機・テイクアウトメインの店を開業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 有限会社テクニカル三友 9200002011826 ハンドクレーン等の導入による生産性向上および半導体製造装置市場への進出 株式会社ゼロプラス

中部 岐阜県 羽島市 株式会社Ｒｏｂｅｃｉｔｙ 3200001035204 独自デザインと世界観を活かした、インテリア商品の販売事業への挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 株式会社アートジャパンナガヤ設計 5200001010700 無菌ルーム・新たな製法を駆使したパン缶詰工場を立ち上げ、生食パンのような美味しく、高い安全性を誇るパンの缶詰を製造する 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社日本温浴研究所 6200001027413 自家製ハーブを使用した新しい化粧品浴剤製造と販売法による事業再構築 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社順徳産業 7200001007926 自宅に欲しかったスペースをサブスクで！２４時間営業のインドアゴルフ場の運営 税理士法人タックスアンドマネジメント

中部 岐阜県 安八郡安八町 大平工業株式会社 1200001014498 鉄骨加工業の生き残りをかけた一次加工量産品への新分野展開 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 山田刺繍 立体刺繍技術の高度化によるキャラクターグッズ等高単価商品への挑戦 株式会社アクセルパートナーズ

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ルフト 6200001010625 障害者支援も兼ねた軽作業の受託によるコロナ禍における経営安定化の取組 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社青木染工場 9200001007981 サステナブル素材の染色技術で切り拓く環境アパレル商品の新展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 大垣市 株式会社棚からボタ餅 8200001016744 有名ラーメンの冷凍自動販売機での２４時間無人販売でテイクアウト需要を取り込む 沼波　義修

中部 岐阜県 羽島市 福壽工業株式会社 9200001011439 自社自働化技術とＩｏＴ・ＤＸ化で電気自動車部品を素材から一貫生産する 株式会社十六銀行 十六リース株式会社

中部 岐阜県 岐阜市 棚橋工業株式会社 5200001003258 曲げ工程強化による大量生産対応および大型店向け什器市場への進出 株式会社ゼロプラス

中部 岐阜県 岐阜市 安田商事株式会社 4200001005536 業績好調な肉業態参入で実現！原油価格変動の影響を受ける脆弱な経営体制からの脱却 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 チャバミリサ株式会社 2200001031749 刺繍・縫製技術を活かしたＤ２Ｃ新ブランド創設事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 日の丸興業株式会社 2200001004366 自動車のアフター市場の変化に対応し、人と環境に優しい新たな市場へ 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 多治見市 西尾商事有限会社 4200002020501 地域高齢者の介護予防に貢献するヨガスタジオの新規展開 東濃信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 ミツル陶石株式会社 9200001022080 物価上昇、輸出規制を克服！ガーデニング用「砂利の製造販売」へ新分野展開 東濃信用金庫

中部 岐阜県 土岐市 株式会社ＤＣＫ 2180301030908 ＤＸ化推進も可能なフランチャイズフィットネス事業に参入し、経営多角化による強い企業へ！ 野間　民会

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ムツヤス 8200001009491 〇 ＪＡ直売所のフードロスを活用した匠の創作惣菜・弁当製造販売

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社エム・シー・システム 4200001005998 〇 ＪＡ直売所のフードロスを活用した匠の創作惣菜・弁当製造販売

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社林工芸 5200001004256 伝統工芸品製造で培った技術、設備と人的資源を活用した新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 本巣市 Ｎ．Ｕ．Ｔ．合同会社 2200003004785 地産地消！『卵のセレクトショップ自販機』の設置・運営 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 山県市 株式会社永井精機 9200001006629 不良品流出０％の高精度自動車用ゴム製造社が国内外で需要を伸ばす建設機械用ゴム製造へ 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 株式会社皆川製作所 3200001008283 プレキャスト型枠業界への参入による新分野展開 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社アールコンセプト 6200002006721 地域や子どもたちに交流の場を！　ｗｉｔｈ　コロナに向けた、テイクアウトメインの飲食店舗新設 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 大垣市 株式会社油研 9200001014425 環境にやさしいコンクリート成型用型枠の離型剤の開発、製造、販路開発 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 恵那市 株式会社シノダック 2200001024182 パイプマルチカット複合機の導入による倉庫内ラックの製造事業 ＳＭＣ税理士法人

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 西濃化成株式会社 8200001016257 環境に配慮したプラスチック製品の量産化と試作提案型体制の確立 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 郡上市 株式会社カタギリテック 8200001026347 特殊スパイダー建機による作業困難場所における造園工事業務の機械化 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 安八郡安八町 富士和商事株式会社 3200001014918 岐阜県大垣市にて「２４時間ジム」、「総合型ジム」の特徴を兼ね備えた複合型フィットネスジムの新規展開による事業再構築 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

中部 岐阜県 多治見市 株式会社スワンクラフト 1200002022302 自動ユニット加工生産ライン構築によるタイルのユニット加工事業への新規参入 税理士法人青葉会

中部 岐阜県 高山市 株式会社紀旺 9200001024779 「飛騨地域初」最先端の技術を駆使した会員制インドアゴルフ施設運営。 三野島　徹

中部 岐阜県 各務原市 株式会社安田屋 5200001007606 新製品・アレルゲンフリー菓子パンの量産化に対応する多品種少量生産体制の構築事業 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社シャルドネ・オフィス 9200001034274 地域ブランド木材を活用した商品企画開発の教育事業へ新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 岐阜県 海津市 株式会社ＤＭテクノス 1200001016874 金型製品に依存した体制からマンドレル部品市場への新分野展開 株式会社市岡経営支援事務所

中部 岐阜県 岐阜市 三承工業株式会社 8200001008171 産官学民が持続可能ビジネスで繋がるＳＤＧｓプラットフォーム運営事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 可児市 有限会社シンコー精器製作所 2200002018068 Ｆ１世界選手権をはじめとしたモータースポーツ部品加工への進出 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 大垣市 有限会社てっちゃん 3200002015056 フリーランス美容師向けシェアサロンサービス 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 中津川市 株式会社加藤製作所 8200001023303 石油ストーブ「油タンクおよび芯案内筒」部品の一貫生産 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 加茂郡白川町 有限会社片保岐 4200002016417 白川町の魅力を届けるカフェ事業による新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 羽島市 株式会社クレセント 4200003004222 縫製業から刺しゅう事業の新分野展開による新商品開発と新規販路開拓による事業再構築 秦博雅

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社春近製作所 4200001007821 より強度・耐久性の高い鍛造部品の精密切削加工に着手、電動アシスト自転車、スポーツサイクル向けの高付加価値製品製造に着手	 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ｅ－パック 8200001027857 下請加工業者から自社ブランドのジュースの製造販売へ参入 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 大垣市 株式会社空間建築工房 9200001028359 第８回再築大賞で国土交通大臣賞を受賞した当社が大垣市景観遺産で空き家の利活用事業開始 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社蓑島ロジスティックス 7200001012604 コンビニ等の日用品の品質管理から個店配送まで！高効率・高精度なシステム構築計画 株式会社エフアンドエム

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 有限会社ケイ・エイ商事 9200002001604 自社の強みを生かして社会課題の解決に取り組む「介護食メーカー」への新分野展開計画 服部　貴行

中部 岐阜県 美濃市 アサヒフォージ株式会社 4180001011487 国内ＥＶシフトを加速させる「次世代ｅＡｘｌｅ」向け高強度精密部品の製造 岐阜信用金庫 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

中部 岐阜県 多治見市 株式会社ヤマエル 1200001020744 巻き付け工法の可能性を探る！建設業から製造業への転換事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社Ｍ＆Ｋ　Ｄｒｅａｍ 6200001033130 ポストコロナに向けた、神戸初ｍｙ鉄板ハンバーグ店の展開事業 花木　栄治

中部 岐阜県 恵那市 恵那防災株式会社 3200001023654 新たな分野、自動車修理業への進出 髙木　利彦

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社Ｙｕ電工 3200002008761 先端技術を取り入れたジェンダーレス教育支援事業への新分野展開 税理士法人末松会計事務所
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中部 岐阜県 郡上市 有限会社カーボイス 9200002027764 観光資源に恵まれた郡上市内でのくるま旅サポート事業への進出 馬渕　智幸

中部 岐阜県 中津川市 中津川串揚げくしえもん 美味しいとんかつを地元に広め、やがて全国へ 中津川商工会議所

中部 岐阜県 可児市 株式会社光葉 1200001018425 オリジナル商品開発とＥＣ市場参入の為の事務所兼作業場の建設 髙木　利彦

中部 岐阜県 高山市 株式会社飛騨上宝自然人倶楽部 4200001032522 古民家を活用したゲストハウス開設と農業体験のビジネス化で、地域への移住促進を後押しする 高山信用金庫

中部 岐阜県 山県市 有限会社グリーンワークス 2200002006691 再生可能エネルギーを活用した「自産自消」システム普及へのトータルサポート 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ガレージアウトストラーダ 9200001008708 鈑金塗装工程の内製化によるレストアサービスへの参入でコロナ禍を跳ね返しＶ字回復を達成 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 有限会社丹波建設 2200002011502 オリジナル内装壁材開発による内装工事省力化への貢献と製造分野への新規参入による新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 可児市 株式会社ウィッシュ 8200001018848 家族の心と体を癒す猫カフェと家族美容を併設する新型店舗展開 株式会社フライングサポート

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 有限会社ボディーショップ和 1200002011189 先進安全自動車移行期に対応するためのホイールリペア事業による収益の向上 税理士法人ＡＳＣ

中部 岐阜県 羽島市 株式会社ヴェルデュール 1200001011719 委託生産のみから脱却したＥコマース市場での直販事業体製の構築 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 安八郡神戸町 株式会社宗宮機械 9200001035396 脱炭素社会、グリーン成長戦略に寄与する電動フォークリフト用バッテリー再生事業への事業転換 花木　栄治

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社Ｔｒｉｐｌｅ　Ｃ． 8200001034234 おうちｄｅチャウディー冷凍食品事業 柳原　靖子

中部 岐阜県 中津川市 ＭＩＫＡ　ＢＥＡＵＴＹ　ＤＥＮＴＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ 歯科クリニックと相乗効果のある食やカウンセリングを通じた予防医療サービスの展開 株式会社八十二銀行

中部 岐阜県 恵那市 株式会社クリーンホーム 6200001037726 早い安い！お家のクリーニング＋補修＋抗菌をワンストップで提供 髙木　利彦

中部 岐阜県 各務原市 ワタナベベース 元プロボクサーによるボクシングジム併設型フィットネスクラブ経営での地域貢献事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 一般社団法人岐阜県学習塾協会 6200005008129 ＳＤＧｓ教育体験施設「カブトムシパーク（仮）」で未来を生き抜く子どもに 株式会社市岡経営支援事務所

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社砂川養殖 3200001035294 養鰻事業から「土壌汚染浄化液販売」を中心とした環境解決型事業への再構築 グラビス税理士法人

中部 岐阜県 本巣市 有限会社長屋自動車 1200002009662 自動車修理専門事業者から、ニーズの高い「完全修復済みサポカー」に特化した中古車販売サービスへの進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 田舎ＤＩＮＩＮＧ　八十八 通年営業でバリアフリーに対応したオートキャンプ場運営への事業転換 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 岐阜県 多治見市 串もんず ワンタン麺でのＦＣ本部化ビジネスによる事業再構築 東濃信用金庫

中部 岐阜県 大垣市 有限会社西尾キャリー 6200002012991 同業者に向けた慢性的な業界問題解決事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 羽島市 有限会社ワイテックコーポレーション 7200002011927 整備の行き届いた車を手軽に利用できる長期専門のレンタカー事業 伊藤　初彦

中部 岐阜県 美濃加茂市 ＭＩＡ　ＢＩＺＶＥＮＴＵＲＥＳ 中古車の『カスタムカー』設計、製造、販売、メンテナンスまでのワンストップサービスの提供 高橋　英明

中部 岐阜県 中津川市 ＷｏｏｄＳｔｒｉｋｅ 地元産木材等を使用したオリジナルブランドの木製家具の製造販売 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 岐阜県 多治見市 トレンドクリエーションズ株式会社 4200001027332 伝統陶磁器産業と一流デザインの融合、卸売業から小売業への挑戦 税理士法人中央総研

中部 岐阜県 飛騨市 株式会社ソイル 1200005012829 農業体験や自然体験ができる拠点としての宿泊施設の開業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 多治見市 株式会社多治見トレーディング 6200002022529 【地元企業のニーズに最速・高品質で応える！　ジャストタイム梱包】事業の展開 鈴木　勇二

中部 岐阜県 郡上市 山と ひるがの地域の活性化と経営の安定化を目指す、フランス料理をベースとしたオーガニックレストラン兼コミュニティカフェの開業 八幡信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 株式会社横山製作所 9200001007627 全自動生産ラインの構築と高精度加工の実現によるＥＶ向け部品製造への挑戦 小倉　裕樹

中部 岐阜県 各務原市 株式会社杉山 9200001008633 １０尺材の加工技術獲得による生産性向上と工作機械板金への挑戦 各務原商工会議所

中部 岐阜県 各務原市 株式会社昌幸 2200001034909 ＥＣ販売・テイクアウト対応の『うなぎ料理販売事業』への業態転換 東濃信用金庫

中部 岐阜県 高山市 西本デザイン事務所 デザイン性の高いカーラッピング事業およびバッジ等製造販売事業への進出 飛驒信用組合

中部 岐阜県 岐阜市 珈琲番地１８分署 喫茶店から焼き芋テイクアウト店への事業転換 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 瑞穂市 マルヤスホーム株式会社 1200001030900 懐かしいと新しいが共存！メニューで差別化！テイクアウト専門店 馬渕　智幸

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 株式会社美濃クラフト 4200001011575 製作工程の大胆な内製化を通じた建築金物市場の販路開拓 株式会社アライブビジネス

中部 岐阜県 高山市 株式会社鈴小坂 5200001026886 川魚専門料理店への業種転換とアフターコロナを見据えた観光客需要獲得作戦！ 丸山　学

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ＯＬＣ 5200001028684 ポストコロナで需要増加する個室焼肉・おうち焼肉に向けた事業再構築 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 有限会社正栄土木 7180002078738 地域活性化！！買い物代サービスにリユース事業を組み合わせた事業 税理士法人　浅野会計事務所

中部 岐阜県 本巣市 株式会社博太 3200001028075 都市鉱山を活用した、地域の循環型社会の構築事業 岐阜商工信用組合

関東 静岡県 焼津市 株式会社ペッツ 1080001018322 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社サカエコーポレーション 8080001006056 非接触型セルフフェイシャルエステティック事業の構築 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 増田金属株式会社 2080001009155 放熱性に優れる新素材を使用したＥＶ車用ヒートシンクの金型製造進出計画 シェアビジョン株式会社

関東 静岡県 静岡市葵区 鵬水産株式会社 8080001000843 お弁当移動販売車での山間部地域への小売事業 辻本　元彦

関東 静岡県 浜松市東区 有限会社ユー・トラック第一 4080402008662 フードトラックによるテイクアウトショップ関連ビジネス新規展開 遠州信用金庫

関東 静岡県 浜松市西区 有限会社カネ渥 1080402009936 廃棄資材を有効活用でＳＤＧｓ・地域貢献！牡蠣殻を肥料に転換・販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 静岡県 焼津市 良知樹園株式会社 7080001015421 農地や調整区域などで活用し難くなった「お困りごと不動産事業」 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 磐田市 有限会社シンワハウス 2080402020917 コロナ禍でも需要旺盛な防災用トイレ用品製造販売事業への展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ 2080001019559 社内ＤＸを駆使した輸入タイヤの販売事業への参入 辻　拓真

関東 静岡県 浜松市東区 ジーサイド ライブハウスノウハウを活かしたキャンプ場・ＢＢＱ場事業の展開 浜松商工会議所

関東 静岡県 御殿場市 ユー・デザイン クリエイターが集うコワーキングスペースの開設 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市浜北区 なゆた観光自動車有限会社 2080402015330 観光バス活用によるペットツーリズム 遠州信用金庫

関東 静岡県 三島市 ｌｏｇｏｏｄ株式会社 1080101021647 「イメージコンサルティングサロン」で内面と外見の「両面美人」を増やす！ 三島商工会議所

関東 静岡県 焼津市 株式会社フォワード 4080001016182 普通のキャンプに飽きたベテランキャンパー向け、日本初のシェア型キャンプ場 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

関東 静岡県 磐田市 株式会社桝形 2080401016866 当店看板メニュー「とん汁」などを、新技術により冷凍食品として小売販売を行う 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市清水区 髪工房オクヤマ コロナ禍に対応した美容エステサービスの開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士市 株式会社小林園 6080101015999 和菓子製造を通じた急須で入れる「お茶文化」の復権 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社ＡＲＩＧＡＴＯ 7080001010884 ガストロノミーツーリズムの目的地となる割烹への事業転換 静岡商工会議所

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社シンセイ 5080001008352 一流ゴルフ場を体験できるシミュレーションインドアゴルフ連勝上の開設事業 石井洋之

関東 静岡県 浜松市中区 グレイトフルズ　白尾康博 朝～夕方の需要を見込むテイクアウトを中心とした「コッペパン」販売 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 伊東市 株式会社ワイズ 5080101014036 セルロースナノファイバーを使用した米粉パンの普及事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 熱海市 有限会社利久 7080102018744 熱海を盛り上げる奇跡の逸品を開発し、苦手な季節の克服とＶ字回復を目指す地域貢献事業 熱海商工会議所

関東 静岡県 島田市 Ｈａｎａ　Ｓｗｅｅｔｓ 焼き菓子製造でテイクアウト・ネットショップ事業へ進出 村松　昭宏

関東 静岡県 榛原郡吉田町 アンサンブルプラス 困った大家さんの味方に！不動産退去時の立会い・原状回復事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社Ｆ設計 2080001010625 国産単一部材を使用する木造３階建て内部無柱住宅の開発と販売 静岡商工会議所

関東 静岡県 焼津市 株式会社原川土木 9080001015114 ＩＣＴ測量設計事業への新分野展開による事業再構築の取組み 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 三島市 ａｎｃａ．ｔｅｒｒａｃｅ株式会社 4080101021017 女性の悩みに寄り添う健康と美容の新分野展開 平野　巧

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社ピー・ディー・シー 7080002010999 いろいろな子供のためのプログラミング教室 静岡商工会議所

関東 静岡県 焼津市 株式会社あまる斎藤商店 5080001014615 関西の老舗料亭の監修を受けた高級魚一夜干し類の製造と販売事業 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 駿東郡清水町 株式会社ＢＲＩＣＳ 8080101016517 ＥＶシフトに伴う新たな生産体制構築と運用支援のための技術者派遣体制の構築 株式会社清水銀行

関東 静岡県 湖西市 有限会社鷲津メッキ工業所 3080402009554 革新的な鍍金技術の確立によるＥＶ関連部品の鍍金処理加工への参入 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 島田市 サカイ産業株式会社 8080001013036 グリーンコンポジットを用いた「電気自動車ワイヤレス充電用カバー製造」 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 平金産業株式会社 4080001004393 亜臨界水処理によるバイオマス・廃プラスチックのリサイクル事業 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 株式会社湖北 7080401010377 ＥＶに対応した自動車整備・電力供給システムの事業構築 税理士法人ＡＳＣ

関東 静岡県 磐田市 株式会社野末商店 2080401016362 ひっ迫する国内銅需要を解決する「小型モーター」に特化したリサイクル新サービス 株式会社コムラッドファームジャパン 三菱ＨＣキャピタル株式会社

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社蔦木 2080401003229 次世代ＥＶの蓄電池性能向上に繋がる高精度部品製造事業への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社ワイアード・コア 5080002004540 廃タイヤの油化・精製技術を利用した、再生燃料プラントの構築 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社三富工業 1080101010138 産業廃棄物の最終処分場不足・焼却炉が与える環境問題を解決する輻射熱方式分解炉システム事業 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 磐田市 ダイテック竜洋株式会社 1080401016347 高精度切削加工による空調機のベースプレートの開発 ペンデル税理士法人

関東 静岡県 富士市 アチーヴ・コーポレーション株式会社 4080101010837 ＰＯＲＩＣＡ教育システムの普及事業、シェアサロン事業による差別化戦略 大竹　貴司
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関東 静岡県 浜松市北区 株式会社森下金型製作所 3080401012179 試作部品製作部門を立ち上げ、取引先の求める短納期・高い良品水準をクリアすることでＥＶ部品市場に本格参入			 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 島田市 有限会社緑香園 1080002014246 農家が生産する茶のティーバッグ加工の受託業務の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社タイセイエレックス 1080401001258 「ＩＳＯ／ＴＳ１６９４９」レベルの高度品質保証による車載電子機器制御系基板分野への新分野展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 御殿場市 株式会社なべすけ 6080101020157 富士山の伏流水を活用した『富士山の干物』の開発と販売 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 伊豆市 株式会社アイディー 6080101004688 熟練工の金型製造技術を用いたトリミングプレス金型の新分野展開 三島信用金庫

関東 静岡県 伊豆の国市 有限会社長岡生コンクリート 9080102008487 表面温度と透水性に優位性をもつ造粒ポーラスコンクリートの開発 高柳　哲也

関東 静岡県 浜松市浜北区 大杉建鉄株式会社 4080401010157 高板厚鉄骨柱製作における革新的な高効率コア溶接体制構築による新たな事業展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士市 サイトーデンキ 再生した古民家を使った民泊利用への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 磐田市 株式会社堀内テクノロジー 4080401016765 高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 静岡市葵区 株式会社ナカキン 8080001003838 家庭用スチール家具ブランドの新規設立計画 静清信用金庫

関東 静岡県 熱海市 有限会社丸高名産店 7080102018620 オリジナルあつおグッズの開発商品でコロナ、原油高に負けない事業再構築 三島信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社萩原製菓 2080101003710 土産菓子の品質を食品スーパーへ！全国特産品を使った菓子を展開！ 堀江コンサルティングオフィス株式会社

関東 静岡県 富士市 有限会社下條商店 8080102014115 地場産青果を使ったジューススタンド事業 新城　裕史

関東 静岡県 藤枝市 株式会社藤静 2080001020814 メンズ脱毛と整体による非接触型複合エステの新規開業 辻　拓真

関東 静岡県 焼津市 株式会社武村鋳造所 4080001015003 鋳造事業にて培ったノウハウと知識を転用し、高精度かつ短納期な中子の製造・販売を目指す しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 島田市 有限会社ユナイト 3080002014186 自動車整備業から新たに喫茶店事業への進出 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市北区 有限会社タカミツ看板 4080402004819 特許取得製品の生産体制構築とオーダーグッズ事業への新規参入 浜松商工会議所

関東 静岡県 三島市 株式会社ワンダフルライフ 9080101007523 既存トリミングショップを再構築し、イタリアンシェフによるペットフード事業に進出 三島信用金庫

関東 静岡県 三島市 有限会社ヤスエ工業 4080102011867 高精度化、ジャストインタイム対応による半導体製造装置市場への進出 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 静岡県 富士市 塚田溶接工業株式会社 7080101009050 コロナ影響で縮小する製紙市場から、成長する水素エネルギー市場、医療機器市場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 浜松市北区 太洋コンクリート工業株式会社 3080401002956 残コン・戻りコンを活用した再生品の製造販売とサプライチェーンの構築 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社ツツミ製作所 5080101002065 研削加工高度化による半導体製造装置向け流体制御部品製造への進出 三島信用金庫

関東 静岡県 菊川市 アートワークス株式会社 5080401025063 足場工事の強みを生かした土木工事業への進出・特殊伐採事業の新展開 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 アトリエ　ビエンラ ブライダルジュエリー製作技術を活かした体験型ワークショップ事業 静清信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社プランドウ 3080001010649 釣り場環境改善につながる堤防釣り用錠剤状釣り餌の開発・販売 静清信用金庫

関東 静岡県 湖西市 ＪＮ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ株式会社 3011101054435 スパイス調合体験スペースの新設による本格スパイス専門小売業への新事業展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 磐田市 有限会社永田ブロック工業 9080402019812 ＤＩＹ用化粧ブロックの開発とインターネットを通じた販売強化の展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 富士宮市 株式会社きうちいんさつ 8080101011385 多品種小ロット対応に強い小回りの利く生産体制を活かし、印刷通販事業への業態転換を図る 株式会社ポジティブブレイン

関東 静岡県 静岡市葵区 Ｒｅｓｔａ株式会社 4080001010747 新型コロナウイルス対策を徹底した最先端インドアゴルフ練習場の新規運営 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市東区 Ｅ’ｓｓｅ 新サービス「イタリアンバーベキュー」を開始し、事業環境に対応した料理店に生まれ変わる 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社Ｓｕｉｋａ　ｃｈａｎ 9080001025105 焼津市におけるベトナム料理と和食を融合した居酒屋の出店 関戸　信晴

関東 静岡県 焼津市 福与精機有限会社 8080002016608 半導体製造装置向け超精密リニアガイド用ブロックの製造技術獲得 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 焼津市 美容室　ビディア 「定番」から「個性」へ。結婚式スタイルの変化に対応したフォトウェディング事業への進出 飯塚　理恵

関東 静岡県 富士市 株式会社大鳥機業社 7080101008275 大胆な業態転換による食品業界向け高強度排水ポンプの短納期生産体制構築事業 石山　賢

関東 静岡県 牧之原市 太田塗装 ドローンを用いた雨漏り調査や太陽光パネル点検に関する事業開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 焼津市 みそよん 地の利を活かしたテイクアウト型唐揚げ専門店への事業転換 株式会社アクセルパートナーズ

関東 静岡県 浜松市西区 アマテラス株式会社 9080401025068 強みを活かした食品小売り事業への新分野展開 中野　一宏

関東 静岡県 富士市 有限会社アローズコーポレーション 8080102016111 ソロキャンプ需要に対応した小型簡易キャンピングカー販売 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 富士市 富士丸魚株式会社 9080101010015 静岡の魚を全国に！水産卸売業者が取り組む冷凍惣菜の製造・販売 富士信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 株式会社アドライン 1080101012357 食品・料理のコーディネートサービスによる販路開拓 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 伊豆市 有限会社ケイ、アイ、サービス 9080102008207 日本料理店が行う閑散時を利用した弁当及び惣菜の製造・販売の取組み 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社ヤマトミ 6080001010266 ＩＱＦ技術を活用した釜揚げしらす製品の製造販売 富士信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社大英鉄工建設 1080101000972 全自動溶接ロボット導入による意匠性の高い鉄骨工事事業への新事業展開 三島信用金庫

関東 静岡県 沼津市 山本被服株式会社 9080101001963 企業向け作業服の製造技術を活用し、アウトドア製品市場へ参入 クレアスト株式会社

関東 静岡県 浜松市西区 佐藤牧場 貴重なブラウンスイス種の生乳を１００％使ったチーズ工房の新規出店とＥＣサイト運営 袴田　淳

関東 静岡県 磐田市 株式会社ウラノ 8080401016092 一般土木工事から伐採・除草工事業へ（新分野展開） 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 沼津市 合同会社帝通 2080103002248 外国人技能実習生に対する入国後１ヶ月法定講習を行う研修センターの運営への新分野展開 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ＨＫＳ 2080001022356 コロナ渦の中でも安心して利用できる個室サウナルームの運営 橋本　昌幸

関東 静岡県 富士宮市 株式会社水野建設 2080101011861 「３．５％から１０％へ、次世代型２４Ｈフィットネスジムの開設で挑む新市場」 富士宮商工会議所

関東 静岡県 牧之原市 有限会社香川薬局 7080002014439 地域初の患者に合わせた漢方生薬の調合・煎じ薬のパック販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 静岡県 静岡市清水区 長澤瓦商店株式会社 6080001023672 地域産業“清水瓦”の復活と伝承　－瓦製品自社生産で事業拡大－ 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市葵区 ハートホーム株式会社 6080001006223 こだわりの住空間を演出するデザイン家具販売の新規開業 静清信用金庫

関東 静岡県 御殿場市 ＣＨＥＲＵプラス フォトウエディングを中心としたフォトスタジオ事業の展開 補助金活用支援会合同会社

関東 静岡県 沼津市 鉄板酒場　三良坂 宅配弁当サービスで挑む新たな顧客開拓 富士宮商工会議所

関東 静岡県 焼津市 有限会社村松運送 8080002016351 運送業者による、小ロッドに対応した在庫管理業への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 駿東郡長泉町 株式会社三島ダイハツ 4080101006273 レジャー需要の変化を捉えたキャンピングカー製造事業への進出 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市浜北区 株式会社ＰＥＥＲ 7080401013446 がん患者のニーズを代弁する情報コミュニティＳｐｅａｋの開発 遠州信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 オフィス　エーアンドオー 建築関連業の経験を活かした飲食店事業と貸スペース事業への展開 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社トータルメイキング 2080401022798 浜松の子育て世帯を応援する「ローコスト住宅建売事業」への挑戦 大桑　克博

関東 静岡県 富士市 株式会社心 8080101009974 プロテインカフェの開設で新規顧客開拓 富士宮商工会議所

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社あったか農場 1080401025091 「直売所×レストラン×収穫体験イベント」を組み合わせた篠原玉ねぎの６次産業化事業 清水　進矢

関東 静岡県 富士市 五光産業株式会社 3080101008502 期限切れ目前の冷凍食品を惣菜に！スマレジ活用と食品ロス削減の惣菜屋 富士商工会議所

関東 静岡県 富士市 ＫＩＣＨＩ　ＴＯ　ＮＡＲＵ株式会社 2080101016159 生野菜の焼きカレー店が作る映える新鮮フルーツと野菜の焼き菓子ネット販売 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社富士グリーンホテル高橋 4080101009425 富士山麓で狩猟した地産地消のジビエ料理の提供による焼肉店への事業展開 有限会社大石ビジネスコンサルティング

関東 静岡県 田方郡函南町 株式会社ケンゾウ鐵工 4080101005531 地域住民に利便性の提供を図る高齢者配食事業による新分野進出 有限会社大石ビジネスコンサルティング

関東 静岡県 熱海市 駿河物産 製造一筋の和菓子屋が挑む、ＳＮＳ映えを意識した和菓子カフェの新規参入 熱海商工会議所

関東 静岡県 賀茂郡西伊豆町 小松観光株式会社 3080101014839 堂ヶ島ホテル天遊の絶景が望める日帰りサービス実施による事業再構築 株式会社ワタオカＳ＆Ｃ

関東 静岡県 伊東市 みつばちのーと 自社の蜂蜜を利用した蜂蜜加工品の製造体制の確立 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 裾野市 株式会社東亜工業 2080101003405 当社独自の超精密ナット部品製造技術を応用した人工関節用ナット部品製造を軸とする医療機器製造産業への新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 興津螺旋株式会社 1080001007746 業界初！ファクトリーオートメーションに求められる半導体製造装置用「重量誤差０．３％以下のねじ部品」の大量生産体制の構築 株式会社清水銀行

関東 静岡県 沼津市 Ｃラボラトリ株式会社 9080101019568 次世代自動車製造をターゲットとしたアルミダイカスト金型用微細冷却部品の開発製造技術の高度化と量産体制構築による新分野展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社ワイ・エム・ケー 6080001011025 コンクリート総合メンテナンス事業を拡大した新工法によるインフラ高度修繕事業への参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社ＹＳＫ　Ｗａｔｃｈ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ 3010901036254 時計修理で培った技術の産業用機械微細部品加工製造分野への展開 株式会社清水銀行

関東 静岡県 藤枝市 株式会社トータルサービスエフ 8080001017177 遊具の塗装事業の開始 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 オフィスアエラ 静岡県静岡市で初・２４時間無人営業インドアゴルフ練習施設への業種転換 嶋田　景太

関東 静岡県 沼津市 株式会社安田製作所 2080101001920 高性能ＣＮＣタレットパンチプレス導入による、ＥＶ車用モータ部品量産化への新たな挑戦 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 浜松市西区 株式会社坂下製作所 5080401006212 ＥＶの減速機「歯車」を新規に生産し、ＥＶ部品市場に進出する 山脇保生

関東 静岡県 浜松市南区 アスム株式会社 1080401023319 真空半導体製造装置分野進出に向けた機械加工の内製化による一貫生産体制の構築 シェアビジョン株式会社

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社エヌテック 9080001000719 プレス金型製造技術を高度化した次世代部材加工用金型等最新鋭の金型開発分野への参入 株式会社商工組合中央金庫



48 / 98 

事業再構築補助金　第７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
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関東 静岡県 伊豆の国市 株式会社サマーハウス 5080101007213 輸出を主とした中古車販売事業 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 湖西市 有限会社菅沼製作所 8080402009657 半導体製造ライン向け装置等の材質変更等モデルチェンジへの対応・Ｖ字回復策 シェアビジョン株式会社

関東 静岡県 浜松市北区 アート電子株式会社 5080401000082 極小チップ部品の製造により「医療・ロボット・次世代自動車」分野へ進出 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市浜北区 株式会社ニューリサイクル 2080401010398 非鉄金属回収業から加工販売、金属以外のリサイクルに挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市清水区 三明機工株式会社 2080001008025 シミュレーション技術を活用したロボット導入仮想システムの提供 株式会社ゼロプラス

関東 静岡県 沼津市 株式会社日弘商会 8080101002418 建設鋼材の自社製品加工による内製化と高品質化を通じたインフラ市場への新規参入 株式会社清水銀行

関東 静岡県 島田市 有限会社落合製材所 8080002014033 大工の育成事業の開始 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社スレンダー 9080001012532 ＡＩを使ったエンジニア育成オンラインプログラミングスクール しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 島田市 有限会社キムラ加工 3080002014368 ルイボス茶葉に着香加工した商品開発による事業再構築の実現 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 沼津市 株式会社齋藤興業 8080101007747 リフォーム業がＦＣラーメン店へ新分野展開することによる持続可能な循環型経営への取り組み 株式会社イワサキ経営

関東 静岡県 沼津市 有限会社田中鉄工 2080102002273 医療分野進出への新たな挑戦（コロナショックサバイバル） 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市北区 サン・アーティスト株式会社 2080401022955 レーザー切断加工の内製化による鉄道内装部品市場への新分野展開 浜松磐田信用金庫 株式会社アマダリース

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社大津製作所 3080401001000 下請けからの脱却を目指して、無垢材のぬくもりと無機質なアイアンが織りなすアイアン家具のオーダーメイド製造業への新分野展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社ペーパークラフトイトウ 3080401004795 デザイン性の高いパッケージ市場への参入 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 浜松市浜北区 エンシュー化成工業株式会社 9080401010128 高品質と省プラスチックを両立させ、食品・医療・工業関連へ進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 陶土楽 陶芸体験ができるキャンプ場運営事業への業種転換で既存事業も復活させる 木村　美都子

関東 静岡県 伊東市 株式会社Ｇｌｏｖｅｒ 6080101021485 ゴルフ関連サービスを結び付ける地域創生プラットフォーム構築事業 野竿　健悟

関東 静岡県 熱海市 有限会社魚久 1080102018048 伊豆山地域の利便性向上！地域スーパーへの新分野展開 熱海商工会議所

関東 静岡県 伊東市 株式会社魚将 8080101018793 卸問屋のセントラルキッチン！ミールキットで伊豆の魚を全国へ！ 三島信用金庫

関東 静岡県 沼津市 美らいず株式会社 4080101018987 針刺し事故を予防するためのインスリン注射針処理機の製造販売事業 松浦裕

関東 静岡県 富士市 大富士製茶有限会社 9080102015970 荒茶製造残渣を用いた堆肥製造販売とかぶせ茶製造小売への新分野展開 富士信用金庫

関東 静岡県 富士市 川島株式会社 4080101008385 半導体の国内供給体制強化に向けた半導体フォトレジスト増産のための原料流通拠点整備事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 掛川市 ビューティーしずおか協同組合 4080405004650 就職率１００％の美容師養成学校の設立事業 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士宮市 株式会社伊藤製作所 9080101011252 共同試作開発力とサーボプレス機による次世代ＥＶ電池部品への進出 植松　誠

関東 静岡県 富士宮市 有限会社雲上 8080102016474 かき氷専門店から富士宮の地域資源の観光活用空間への転換 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市南区 株式会社味香美 1080402007956 ラーメンスープ開発で培った強みを活かし、ペットフード業界へ進出！ 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社青島歯車製作所 3080001000055 自動化ラインの生産性向上を実現する新型パーツフィーダ用歯車の試作 静清信用金庫

関東 静岡県 島田市 株式会社森田木工所 9080001013324 蒲鉾板製造技術を生かした「かじり木」製造への挑戦 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 有限会社ヨリザネ製作所 8080402008766 樹脂製パレットの一貫生産体制構築によるＥＶ部品用パレット分野への新分野展開 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 伊東市 株式会社伊豆太郎 3080101013907 地元資源の地域還元を目指した新規サービス展開、地域に根ざした小売販売事業への挑戦！ 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社望野板金製作所 5080101009861 長年の精密板金加工で培った金属製品表面仕上げの技術力を活かした、高級感あるアウトドア用品市場への進出 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 沼津市 株式会社池田製作 6080101015438 産業用設備に使用される高精度な金属部品製造技術を応用した半導体分野への参入 三島信用金庫

関東 静岡県 浜松市北区 奥浜名湖マリーナ有限会社 2080402016147 キャンプ✕マリンアクティビティで当社の強みを活かした業種転換 税理士法人アカウント

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社コーヨー化成 7080001010208 サプライチェーンの再構築による業態転換 株式会社清水銀行

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社ステージ・ループ 1080401002586 無人航空機運用事業と音響測定事業の開始 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社インプルーブ 3080401021394 日焼けサロン「ＭＡＨＡＬＯ　ＢＥＡＣＨ　Ｔａｎｎｉｎｇ　Ｓａｌｏｎ　Ｈａｍａｍａｔｓｕ」の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 静岡県 袋井市 天龍製鋸株式会社 3080401017392 最新の加工技術を活かして付加価値の高い製品開発を行い販路拡大を目指す事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 熱海市 ふた鶴合同会社 4080103000877 ケージフリーペットホテル・トリミングサロン・ペットリハビリ健康促進事業 株式会社イワサキ経営

関東 静岡県 磐田市 株式会社ＹＡＳＡＩ 9100001025093 農業生産法人による加工食品製造業への新分野展開事業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市葵区 デコデザイン オンラインショールームを設けたＥＣサイトでの家具小売販売事業への参入 辻　拓真

関東 静岡県 磐田市 株式会社クリアテック 8080401016324 精密冷間鍛造によるＥＶ用多段変速トランスミッション部品の開発 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士市 杉山工業株式会社 3080101010458 金属管曲げ専門業者を目指し、ＣＯ２冷媒用高強度銅管の曲げ加工に挑戦 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社アイクス 3080001000022 税理士法人向け相続申告の業務効率化プラットフォーム事業 セブンセンス税理士法人

関東 静岡県 藤枝市 仲山鉄工株式会社 4080001016645 デジタル技術を活用し、生産性向上、高精度化を図る高付加価値コンクリートカッターの開発 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 伊東市 金子トラスト株式会社 2080101019260 新型コロナに負けない、地域に「にぎわい」を取り戻す喫茶店事業への挑戦！ 一般社団法人日本経営パートナーズ

関東 静岡県 田方郡函南町 有限会社岩田自動車鈑金工業 5080102009539 地域初！ＡＳＶ等自動車アフターサービスを網羅した最新自動車整備工場への変革 三島信用金庫

関東 静岡県 磐田市 平松建築株式会社 1080401019291 ライフタイムコスト提案でＺＥＨ中古住宅の資産価値を高めるリノベーション事業 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 掛川市 豊田精工株式会社 1080401014417 設計と切削加工技術を活かし、ＥＶ等次世代型自動車の部品製作へ新分野展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社大穂工業 6080401001030 マルチユース大型撹拌翼の製造による新販路獲得 疋田　通丈

関東 静岡県 沼津市 株式会社三誠電機 3080101000665 生産の自動化を実現し、既存の変流器部品から、業務用大型ブレーカー部品の製造に挑戦する新分野展開 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 御前崎市 料理教室　ｔｅｔｏｔｅ 食を通じた地産地消空間の創設とアフターコロナのライフスタイル提案 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社ラビアンプロ 5080101009993 老若男女誰でも利用できる！歯本来の白さを楽しんでもらえる新ホワイトニング 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 藤枝市 プライズナーネイル カウンセリング・アフターフォローを充実させた「セミセルフ脱毛サロン」の運営 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 沼津市 ｓｔａｎｄ－ｕｐ 販売～再購入まで一貫管理が可能な自動車整備業への新規展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市中区 合同会社ユメサボウ 6080403002332 機能訓練に特化したデイサービスの新規開業による第二の収益の柱の確立 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 駿東郡長泉町 ブルペン 野球の指導が受けられる個人練習場提供事業への新分野展開 沼津信用金庫

関東 静岡県 伊豆市 有限会社西乃家 9080102008529 地元高校の県外出身生徒受入れに伴う下宿業の開始 三島信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 左京商事株式会社 4080001009946 アワビの輸入卸売業から一般消費者、スーパー・小売店への直接販売への進出 株式会社清水銀行

関東 静岡県 藤枝市 株式会社大建 2080001023916 建築技術を活かしたオーダーメイドキャンピングカー製造事業の開始 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 富士市 株式会社信栄 7080101016848 管工事の経験を生かした配管製造事業への展開 三島信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社川口化成 8080101000446 環境に配慮したＣＮＦ材を利用したブロー成形加工事業への進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 磐田市 有限会社大庭鉄工所 6080402020541 アルミ鋳物への高い角精度の多面加工による医療用モーター市場参入 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 浜松市東区 イナペイントサービス株式会社 3080401022228 サブスクリプション型　会員制完全個室サウナを開業 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 東海部品工業株式会社 2080101001210 カーボンニュートラル達成の為の、デジタル技術循環型金型・工具事業の創出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 掛川市 株式会社桑原園 6080401014544 高付加価値オリジナルティーバッグ商品の開発・製造による掛川茶の全国展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 浜松市東区 ＮＧＮ株式会社 8080401020433 ＥＶ向け新規ダイカスト金型製造への参入 遠州信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 丸八不動産株式会社 4080401005198 新しい生活様式に則ったマシン特化型２４時間営業フィットネス事業の確立 浜松磐田信用金庫

関東 静岡県 富士市 有限会社Ｋ＆Ｍ 6080102016063 富士宮市初！一年中楽しめる、ＥＶ充電設備等完備した次世代型キャンプ場 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 ＱＵＡＬＩＴＹ３ 脱毛で心とカラダをゆたかに！接骨院による脱毛事業への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社アオイ楽器店 3080401000010 和楽器を中心とする海外向けオンライン教室の展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士宮市 有限会社山口製作所 5080102017392 金型製造業者が新規に実施する「ＥＶ車用電池パック」プレス加工事業 株式会社コムラッドファームジャパン 静銀リース株式会社

関東 静岡県 沼津市 株式会社イズラシ 2080101002076 ＥＶの車体剛性を向上するＥＶ構成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 静岡県 富士市 株式会社宝楽 6080101009646 「インドアゴルフ」事業の展開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 牧之原市 有限会社トシズ 7080002014926 日本初、放射線やコロナウイルスを完全遮断する「シェルター機能付き高級トイレ」の提供 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 藤枝市 株式会社丸宮椎茸 8080001016781 国産菌床から作られた高品質な乾燥椎茸の商品化と市場開拓 株式会社静岡中央銀行

関東 静岡県 浜松市南区 可美給食株式会社 9080401001291 多様化するライフスタイルに合わせた健康志向冷凍弁当の製造販売 遠州信用金庫

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社遠州日石 2080401000705 次世代自動車対応の点検・整備サービスの提供開始による地域の次世代自動車普及促進事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 藤枝市 株式会社藤枝パークインホテル 1080001016763 本格個室サウナと客室の時間貸しによる高稼働・非接触ホテルの運営 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社ＭｉＹａＢｉ 9080101021508 体験型レストランという新分野展開で既存事業も復活させる 木村　美都子
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関東 静岡県 藤枝市 株式会社赤堀技研 4080001021728 新たなインフラである新交通システム事業に寄与する金属部品製造 株式会社フラッグシップ経営 静銀リース株式会社

関東 静岡県 磐田市 有限会社フィールド 9080402021017 障害者グループホームへの業種転換 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 有限会社藁科産業 1080002006425 伊豆長岡温泉街の、温泉足湯のできるカフェ事業 野竿　健悟

関東 静岡県 浜松市中区 有限会社ホテル明治屋 5080402008240 展望風呂とおもてなしの強みを活かすワーケーション向け市場への新進出 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 沼津市 株式会社サンプラダイニング 1080101017703 富士山ブランド「富士山クルマエビ」　で世界進出！地域を支える１社統合型ハイブリッド六次産業化 株式会社イワサキ経営

関東 静岡県 富士宮市 株式会社佐野商店 9080101023207 富士山麓で大自然を楽しむフィンランド式プライベートサウナ＆キャンプ施設の提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

関東 静岡県 沼津市 株式会社長倉製作所 4080101001340 電動車を見据えた高精度鍛造品の製造技術確立による業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

関東 静岡県 富士市 有限会社鈴木自動車工業 7080102014207 専用ブースを活用した水性塗装開始で自動車整備業界の変化に対応 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

関東 静岡県 浜松市東区 株式会社Ｔ・Ｒ・Ｋ 4080401021253 ドローン活用と体感ショールーム活用の省エネ環境商材「遮熱シート」販売施工事業 株式会社清水銀行

関東 静岡県 磐田市 株式会社マルイ水産 5080401016293 シラス一筋７０年企業が挑む、新冷凍技術によるノンドリップ釜あげシラス 大桑　克博

関東 静岡県 伊東市 弘木屋産業株式会社 1080101013768 「世界基準の家づくり」を実現し、新たなビジネスモデルを確立する 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 島田市 株式会社山田園 2080001013495 ＢｔｏＣギフト市場参入のための新製品開発と生産・販売体制拡充 松井　洋治

関東 静岡県 沼津市 雄大株式会社 9080101001971 ＤＸによる飲食サービスモデル変革 三島信用金庫

関東 静岡県 伊豆の国市 長岡物産株式会社 1080101007745 病院・福祉施設・学校向けの加工調理食材の生産工場開発と製品開発 株式会社オオサワ・ビジネス・コンサルティング

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社リベラル 9080401018303 建設会社による地元特産品製造・販売業への挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 三島市 石渡食品有限会社 5080102009448 美味しさも機能性も！「新パン」開発製造事業とＥＣ販売展開 藤巻　かな江

関東 静岡県 静岡市清水区 日興工業有限会社 7080002010859 アルミ厚板溶接技術を取り込むことでロボット外周パネル市場への新規参入 株式会社エコ・ブレーンズ

関東 静岡県 伊豆市 株式会社伊豆美化企画 9080101004982 廃棄物処理で発生した木材を堆肥へとリサイクルする循環型経済への挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社ハートピア 9080001018422 子供や障害者、高齢者、地域住民が集う地域共生型カフェの展開 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 富士市 株式会社ブライダルハウス 4080101009607 永遠に輝く記憶をお二人に！理想のＷｅｄｄｉｎｇ　Ｓｔｙｅを提案するための新事業展開 富士信用金庫

関東 静岡県 沼津市 株式会社金子工務店 5080101005200 新生活様式への対応！リモートワーク＆２拠点生活の体験と建設事業 三島信用金庫

関東 静岡県 藤枝市 ポップスポーツクラブ ０歳から６歳を対象とし、水慣れから初歩的な泳ぎ指導に特化した少人数制の室内温水水泳教室 島田商工会議所

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社水鳥工業 3080001005079 静岡産下駄の海外展開を見据えた工場見学とオリジナル下駄制作体験工房の運営 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 浜松市東区 有限会社川上研磨工業所 1080402013698 バリ取り自動化ロボット導入電動化船外機部品研磨加工への進出 青嶋　伸治

関東 静岡県 静岡市清水区 富士工業株式会社 7080001010249 ＥＶ車向け自動車部品加工への参入による、事業環境変化への対応 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 株式会社うんの 1080001023628 介護施設の紙おむつ処理＆リサイクル！専用機器レンタル販売事業 岩井　久典

関東 静岡県 静岡市駿河区 株式会社都 6080001005142 ＳＮＳ等活用による販売方法の改革により多くの人々の健康に貢献！ 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 カットクラブロイヤルヴォックス ウィズコロナを見据えた薄毛・肌質改善のエイジングケアに特化した個室メンズ専用プレミアムサロン しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社丸忠建設 4080002005597 おが屑を使用した酵素温浴風呂と酸素カプセル事業の開発 静清信用金庫

関東 静岡県 浜松市南区 有限会社コスモグリーン庭好 6080402014155 堆肥用木質チップからバイオマス発電用木質チップ製造への新展開 静岡県中小企業団体中央会

関東 静岡県 伊豆市 株式会社不二商事 4080101004888 既存事業と地域活性化の懸け橋となる賑わい創り事業 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 静岡市清水区 有限会社丸和橋本興業 6080002011247 公共インフラ長寿命化に向けた足場仮設工事への進出 静清信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社テンポイント 4080001021389 キャリア思考の若者を中心とした人材紹介サービス 戸越　裕介

関東 静岡県 静岡市清水区 東海プロテック株式会社 3080001010236 ＥＶ車向け金属部品加工と半導体製造装置向けプラ加工による持続可能な体制の実現 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 焼津市 株式会社サイダ・ＵＭＳ 2080001014857 半導体市場向け高精度高速微細加工機製造事業への新分野展開 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 三島市 株式会社ルーム・アシスト 5080101006867 サテライト美術館としての飲食店事業 沼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社Ａｕｒａ 3080001017462 ＩＴの活用により接触機会を減少させたセルフエステ事業の展開 静岡商工会議所

関東 静岡県 焼津市 株式会社さんすい 4080001015960 港町、焼津の新たなソールフード「マグロコロッケ」の開発と販売 焼津商工会議所

関東 静岡県 静岡市葵区 株式会社福みみ 8010801025971 プライベートサウナとマッサージで極上の「整い」を提供する全く新しい業態開発 静岡商工会議所

関東 静岡県 榛原郡吉田町 株式会社静岡物産 4080001013972 多目的可動式折り畳みブースの開発と自社製品製造体制の構築 杉山　毅

関東 静岡県 御殿場市 Ｌｉｌｂｅｅ 外国人向け不動産ポータルサイトの運用と付随する言語サービスの提供 静岡県商工会連合会

関東 静岡県 富士宮市 株式会社サキフジ 1080101012290 アスベスト調査・分析事業への進出による、既存事業とのシナジー効果 富士信用金庫

関東 静岡県 静岡市清水区 株式会社グラスオート 2080001021127 環境配慮型の板金・塗装とオリジナルパーツの製造 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 下田市 温泉民宿　浜屋 コロナ禍で窮境に陥った民宿からマリンレジャー客向け一棟貸し別荘の展開 株式会社咲楽

関東 静岡県 伊東市 株式会社ケイポート 3080101016199 既存事業の強みとシナジーを活かした「ひもの専門の飲食店」への転換 株式会社清水銀行

関東 静岡県 磐田市 株式会社オキソ 3080401016106 製造技術の強みを活かした「Ｅサイクルギヤ」の加工事業に新分野展開 税理士法人決断サポート

関東 静岡県 掛川市 株式会社北辰たちばなや 2020001030959 新たな商品　洋生菓子製造による、国内チルドスイーツ市場、海外イスラム商圏への新規参入 島田掛川信用金庫

関東 静岡県 駿東郡長泉町 三島給食株式会社 8080101006261 ケータリングビジネスへの進出と基盤ＩＴシステムの整備 有限会社アイ・リンク・コンサルタント

関東 静岡県 藤枝市 有限会社人形のひなせい 6080002017847 雛人形製造ノウハウを活用したアレンジフラワー製造分野への進出 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 伊東市 テンポドーロ株式会社 3080101019268 「早い！安い！旨い！」を備えた都内パスタファーストフード事業への挑戦 株式会社静岡銀行

関東 静岡県 静岡市駿河区 有限会社小泉設計室 1080002001946 オリジナル家具の制作ができるＳｈｏｐＢｏｔの導入 しずおか焼津信用金庫

関東 静岡県 静岡市葵区 有限会社アズネット 5080002012064 通信制高校向けのオンラインコース開発による、Ｂ　ｔｏ　Ｂ　ｔｏ　Ｃへの進出 土田　卓也

関東 静岡県 浜松市中区 株式会社内山刃物 2080401006339 自社開発工法を用いた硬脆材微細加工の事業化 株式会社静岡銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 ａｒｔ－ｌｏｖｅｒ株式会社 7180001103538 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

中部 愛知県 春日井市 ダイニングスポーツバーホペイロ スポーツバーからスポーツ観戦可能な焼き鳥店への事業転換 春日井商工会議所

中部 愛知県 犬山市 高木石材店 墓石業から位牌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 豊橋市 株式会社Ｐｒｅｓｅｎｔ 3180301031640 中心市街地の活性化を背景とした、一人飲みに特化した中年男性のための「サードプレイス」の設立事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社スタジオシンタックス 1180001059884 ０円賃貸のマッチングサイト及びサブリース事業計画 税理士法人税金相談センター

中部 愛知県 知多市 アーティストショップエーアンドモモ 教室経営からジャパネスクな作品販売への展開 税理士法人名古屋トラスト会計

中部 愛知県 岡崎市 三河サンプル工房 店舗でレクチャー！イベント業者向け食品サンプルキット販売 岡崎商工会議所

中部 愛知県 名古屋市千種区 音楽事務所クアルト 想いを形に！楽器レンタルで学生の記憶に残る思い出作り 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 ゆあん鍼灸接骨院 鍼灸接骨院の強みを活かしたエステサロンへの新分野展開 税理士法人創経

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ＢＬＯＯＭ 5180001110981 ミセスグローバルアース初代グランプリがプロデュースするドレス店舗＆レッスン事業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 愛知県 刈谷市 有限会社天美堂塗装処 4180302018611 ドローンを活用した新規事業への転換 株式会社　ビレッジ開発

中部 愛知県 岡崎市 株式会社エルデザイン 8180301004781 コロナ時代のニュー・ノーマルに対応するためのたこ焼き店の新規展開 兼武　文範

中部 愛知県 海部郡大治町 花菖蒲 和食店をうなぎ専門店にチェンジしデリバリーにも挑戦 いちい信用金庫

中部 愛知県 安城市 株式会社玉津浦木型製作所 2180301013045 産学連携によるパンデミックに影響が少ない思い切った新規業種（福祉・介護事業）へのチャレンジ！ 西尾信用金庫

中部 愛知県 尾張旭市 カワシマデザイン ＶＭＤデザイナーが展開する米粉パン工房＆教室『ＢＩＴＴＥ』 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中区 美尚メモリアルサービス株式会社 2180001108211 地域密着型ワーケーション事業で白馬の新たな可能性を引き出す！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ 9180001132428 ｗｉｔｈコロナで持続可能な配信イベント事業への挑戦 足立　剛

中部 愛知県 豊橋市 ハラヘアデザイン 在宅ワーク等の新需要の開拓を目指した整体事業による新分野展開 豊川信用金庫

中部 愛知県 新城市 合同会社トラスト 8180303003229 エクステリア工事業を開始してＢｔｏＢからＢｔｏＣにも対応した事業転換 株式会社エモーサル

中部 愛知県 額田郡幸田町 株式会社ＯＬＤ　ＭＡＲＫＥＴ 4180301027431 スイーツ店がハンバーグＦＣ参入でデリバリー・テイクアウト店へ 松尾　基司

中部 愛知県 西尾市 ＧＯＴＯＨＡＲＩ治療院 治療院ブランドの物販ビジネス展開とセルフケア型サービスの提供 吉川　順子

中部 愛知県 小牧市 株式会社ＧＲＳ 7180001115120 「２４時間ジム」と「総合ジム」の強みを兼ね備えたフィットネスジムの新規展開による事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

中部 愛知県 豊橋市 株式会社トウエイ製作所 7180301006341 廃プラ・廃木材を利用した新たな路盤材の開発・製造事業への参入 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ジャパンハンドコートマリンズ 2180001036874 独自の審査システムを導入し犬と猫のブリーダー仲介サイトを運営 仙波　洋平

中部 愛知県 知立市 永遠に美しく 育児に追われ孤立感を感じるママためのサポートに主眼をおいたエステサロン事業への業種転換 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社フードリンク 7180001090776 地元酪牧場と提携し新鮮な生乳を使用したジェラート専門店に挑戦 折口　隼耶
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中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社弥生自動車 9180001001384 コロナ禍で需要拡大したグランピング場運営への業種転換 岡田　悦子

中部 愛知県 豊橋市 ボーズガレージ 見込生産型バイク販売事業の展開による、生産性と資金繰強化戦略 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 高浜市 株式会社ＧＥＮＲＯＫＵ 4180301029808 キッチンカーを活用したこだわりの串物メニュー販売による売上回復計画 岡田　悦子

中部 愛知県 知多郡武豊町 株式会社文武 1180001130884 工業地域の特性を活かしたアジア系食料品販売事業への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 安城市 有限会社魚美本店 5180302016399 ふるさと納税を活用したこだわりの地域特産品開発企業への転身 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ＣＲＥＡＴＩＶＥ２１ 7180001117868 １００人１００色のお客様の要望を実現する旅行業者代理店事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市天白区 有限会社エムズ 1180002061014 地域雇用を創出する現場に寄り添う総合的人材サポートサービス 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 名古屋市中区 うな革和なり 滞在時間を大幅減少させた鮓店の開店でウィズコロナに挑む！ 稲山哲智

中部 愛知県 尾張旭市 フィールドエンジニア株式会社 6180001139970 バーチャル展示会を駆使した駐車場特化型の外構業者へ新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社イーリード 5180001071084 小学生向け英語学童保育で楽しみながら英語を学ぶ サポート行政書士法人

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社サンエス 2180001058316 オリジナル昇降機開発による建設業界の生産性向上と新たな販路となるＥＣサイトの構築 株式会社　タクト経済研究所

中部 愛知県 一宮市 株式会社アデリス 9180001142798 飲食店が「食」の独自サービスを提供する放課後等デイサービスへ転換 一宮商工会議所

中部 愛知県 豊田市 有限会社杉浦ワールド自動車 7180302022387 最先端機器を活用したＳＤＧｓに直結するボンネット内清掃事業 株式会社フォーバル

中部 愛知県 名古屋市西区 Ｉｔｏ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｏｆｆｉｃｅ合同会社 9180003017825 プラットフォーム事業への進出と空き家問題解決による事業再構築 増田　建介

中部 愛知県 名古屋市東区 フィグラティブ・ジャパン株式会社 3200001035336 来日ムスリム向け国内ハイヤー・レストラン予約のオンライン化実現 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ＣＨＥＣＫ 3180001125569 建設業から雑貨・ＤＩＹショップへの新分野展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社リアルグレイス 6180001106995 水素カフェ起点のデジタル活用した水素機器販売による健康市場進出 井上大輔

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社土屋建設 5180002026095 左官工事のノウハウで廃棄物を活用した建築材料分野への参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 有限会社オリジン 2180002033994 美容業界での経験を活かした雑貨販売による売上回復計画 岡田　悦子

中部 愛知県 一宮市 昭和コンピューターシステム株式会社 9180001084644 ＩＴのスキルを活かした「ｅスポーツ」ビジネスへの新分野展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 蒲郡市 麺屋天赦 既存事業の弱みを補う、個別指導塾運営による経営の安定化 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 サイポート株式会社 2180001117749 離島や過疎市町村へのドローン配送ビジネスの構築 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 連華インターナショナル合同会社 2180003016180 発光文字看板製作による業態転換 税理士法人伊勢山会計

中部 愛知県 豊橋市 株式会社丸大木工所 8180301007215 パーツ製造からのシフト。キャンピングカーの内装・家具の完成品製造事業 経営ビューイング株式会社

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ＪＩＢＵＮ 9180001110482 人材派遣会社による個別指導塾ＦＣへの業種転換 株式会社みらい経営

中部 愛知県 名古屋市西区 岐阜工業株式会社 9180001025219 ステンレス材の加工技術を活かして、建築内装事業から半導体関連の設備製造事業に転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 風見鶏本店 機会損失させない！店舗の味を再現した冷凍ラーメンの自販機およびＥＣサイトによる全国販売 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ＴＹＫ　Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ 7180001131290 需要拡大するスポーツイベント事業への進出で実現する事業再構築 杉山　正和

中部 愛知県 あま市 珈琲庵 自家製焼菓子製造で企業向け真心ギフトのＥＣ販売による新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社シー・エム・バー 1180001049448 中小企業の企業ブランドの認知・向上のためのＯＪＴ支援サービス セントラル税理士法人

中部 愛知県 豊橋市 ママ食材有限会社 8180302009838 青果の流通・加工で培った強みと地元農産物を活用した洋菓子の製造販売 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社アドシップ 1180001111174 最新のオンラインレッスンをメニュー含んだレンタルスペース運営 岡田　悦子

中部 愛知県 春日井市 スパゲッティハウスそ～れ 老舗あんかけスパ店が手掛けるセントラルキッチンと新たなデリバリー戦略 Ｒｉｋｙｕコンサルティング合同会社

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社ＨＡＤＯＮＧ 5180002055482 専門料理店の新業態「秘伝レシピによる本場韓国レトルト総菜の非対面販売」 坪井　亮

中部 愛知県 名古屋市中区 常川印刷株式会社 2180001038326 制作から運営発送までのＥＣサイト支援とエコ原料製品で新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 加藤電気株式会社 4180001009977 電気で暮らしを明るく快適にする室内デザイン・リフォーム事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 裕理株式会社 7180301034747 総合エクステリア事業への展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 北名古屋市 ホルモン焼肉家一眞 静岡名産のお茶・ビール・とうもろこしを提供するカフェ事業 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社前川建築 4180002029009 地域密着７０年の建築企業が挑む丼ぶり専門店事業への新分野展開 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社Ａｌｌ　Ｂｌｏｏｄｓ 4180001124438 地元三河一色産の新鮮な食材に拘った鮮魚専門焼き物テイクアウトデリバリー事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＧＦエンタープライズ 1190001027089 一次産業生産者と消費者をつなぐレンタルスペース＆バーベキュー運営とＦＣ展開 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 名古屋市緑区 エイサン開発 実演型ショールームを構築し食品加工機リペア業へ新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 安城市 ＯＮＥＢＥＴ 安城市初のビアガーデン事業で密回避！ 安城商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社グッドリレーション 6180001058618 空き家（古民家）再生販売事業と中古住宅リノベーション事業への進出 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ＲＥＢＩＵＳ 1180001118797 国際人材コワーキングスペースで外国人の孤立と国内人材不足解消 株式会社百五銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社笹木商店 7180002004289 老舗豆腐店による「今までにない豆腐商品」の小売事業計画 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社デルソル 5180001113654 美容師の強みを活かした「個室脱毛サロン」併設店舗への新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ラディアンスグループ 8180001107042 若者世代に向けた異業種交流会サイトの構築・運営 小倉　裕樹

中部 愛知県 豊橋市 株式会社岡本尚 8180301025811 耕作放棄地をドッグランに再利用　不動産賃貸業からの転換 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社ティーズデザイン 7180001109510 地元の牛乳屋さんが挑む！地域密着型お宝鑑定団 伊藤　央

中部 愛知県 豊橋市 株式会社エム企画 7180301008437 事業承継の機会と人材を活用するためのコインランドリーの新分野展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市北区 浪速金液株式会社 2180001013023 創業９５年にわたる金液製造の技術で電子部品材料の開発・製造へ 株式会社ブレインリンク

中部 愛知県 名古屋市緑区 良穂株式会社 4180001104530 本格中華店が行う、中食＆外食ハイブリッド飲茶専門店で再構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 ＮＡＲＫＩＳＳＯＳ ペットと飼い主の暮らしに寄り添う商品開発とブランドの設立 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ＨＡＣＨＩＸ 9180001128649 生産ライン変更にも自動対応可能な人工知能型不良品検査クラウドサービス事業進出 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社オフィスＨＡＰ 2180001124349 サブスクリプション方式による健康・美容のトータルパッケージ提供事業 中嶋　直哉

中部 愛知県 安城市 ｂｒｉｌｌｅｒ　ｅｙｅｌａｓｈ 対ビジネスマン特化型まつ毛サロンへの変換と非対面型ホワイトニング導入 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 ビジネスサポートコンサルティング株式会社 9180001114392 小規模事業者向ＳＮＳコンサルティング事業でＳＮＳマーケティング市場に進出します。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

中部 愛知県 常滑市 澤田酒造株式会社 8180001093159 直売所の整備及び、地場産特製酒器での試飲体験造成等で観光蔵化 常滑商工会議所

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社リバイブ 7180001125623 「疲労回復ハイブリッド療法」サービス提供とＷｅｂマーケティング強化対策 井川　和美

中部 愛知県 海部郡蟹江町 有限会社浜舟 5180002092988 ハレの日に特化した魚料理専門店のテイクアウト事業への業態転換 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 高浜市 株式会社おおでんちこ 4180301015675 高齢者向けデリバリーキッチンカー事業への参入 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 名古屋市南区 合同会社ＭＣ　ｄｅｓｉｇｎ 8180003020953 トップ人材を育て裾野を広げるフェンシング教室の立ち上げ 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 Ｇｅｍｚ株式会社 5180001065185 レスパイトケアを充実させる安心の医療的ケア児の児童発達支援事業所の開設 小倉　裕樹

中部 愛知県 豊田市 バンバン堂 地域資源を活かした飲食店舗を併設した滞在型宿泊施設　（はじまりａｐａｒｔｍｅｎｔ）における複合事業展開 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市昭和区 ヴェニオ物語合同会社 5011103005995 本社事務所を改装し、東京の企業の名古屋での販売拠点となるサロンの開設 伊東　修平

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社小池建設 9180001021795 「犬の口腔ケア専門士®」の資格ビジネス 名古屋商工会議所

中部 愛知県 岡崎市 中村科学工業株式会社 6180301001517 樹脂成型ライン向けスマートＩＯＴ・エッジＡＩ情報システムの開発販売事業による新分野展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 結婚スタイル株式会社 9180001066023 人もペットもくつろげるペットファーストホテル事業 高橋　英明

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社Ｄｂｅｓｔ 5180001148114 人の集まるオフィス街での空き駐車場を活用したランチ難民向け出張販売 公益財団法人中部科学技術センター

中部 愛知県 岡崎市 株式会社小幡建設 8180301000442 ２０～３０歳代の子育て世代をメインターゲットとした完全プライベートなピラティススタジオ・オンラインレッスンの運営 高橋　英明

中部 愛知県 丹羽郡大口町 株式会社Ｇ　ＡＵＴＯ　ＴＲＡＤＩＮＧ 6180001151637 顧客のカーライフを面で支える関連多角化レンタカー事業への展開 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社エムオープラン 7180001068905 管理メンテナンス事業への進出によるコロナ禍のＶ字回復 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 知多郡武豊町 株式会社隆鑫 4180001111691 ソウルフード「餃子」　専門店出店とブランディング 伊藤静政

中部 愛知県 知多市 株式会社三四四 4180001094961 低コスト洗浄分級プロセスの開発による、有機系残渣付着プラスチックのマテリアルリサイクル事業の創出 碧海信用金庫

中部 愛知県 常滑市 株式会社春日井金型 9180001093141 ＥＶ車用超高張力鋼板化に対応する最適なプレス金型製作技術の構築 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社高津製作所 1180001006754 「自動車安全保障」をサーボプレス機と当社のシン・金型生産体制で実現 白川　淳一

中部 愛知県 津島市 株式会社中藤電機産業 3180001096562 半導体工場向け空調用制御盤のリンフリー塗装下地処理設備の導入 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社木村建材店 7180002027496 廃棄される土を改良土に再生する資源循環型ビジネスで社会課題を解決 株式会社十六銀行
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中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社イワタ 3180001027831 自動車のＥＶ化、軽量化に貢献するアルミ中空素材の加工技術の確立 アアル株式会社

中部 愛知県 海部郡蟹江町 有限会社丸昇 3180002089953 Ｔシャツメーカーが綿花栽培から提案する持続可能なファッション 桑名三重信用金庫

中部 愛知県 大府市 スチールテック株式会社 7180001014974 ＥＶ生産用コモンプレート新ライン構築・洋上風力発電部品事業 株式会社商工組合中央金庫 株式会社名古屋リース

中部 愛知県 新城市 西山林業合同会社 9180303004440 木質バイオマス発電市場への参入によりカーボンニュートラル社会の実現に貢献する計画 豊川信用金庫

中部 愛知県 安城市 有限会社クズハラゴム 4180302016598 微細・高強度ゴム成型技術の強みを生かしてＦＣＶ、ＥＶ向けゴム部品に進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 丹羽郡大口町 株式会社日章 3180001081093 ＥＶ用アルミホイール金型及びインホイールモーター用ホイール金型の開発製造への新分野展開 東春信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社エヌ・クラフト 8180301003908 労働力不足を解消するＡＩ技術とＩｏＴ技術を用いた水産物選別システムの開発事業 磯貝　常太

中部 愛知県 額田郡幸田町 株式会社オカザキエンジニアリング 1180301002296 高精度なＥＶ用ターボチャージャー向け組付け治具の製造体制の確立 株式会社村井

中部 愛知県 豊田市 株式会社ニシムラ 7180301019062 金型製造技術を活用した燃料電池用金属セパレータ製造事業への参入 仁井田　修

中部 愛知県 額田郡幸田町 金星工業株式会社 3180301012822 カーボンニュートラル化・循環型社会実現向けたバイオマス発電廃棄物（木質焼却灰）リサイクル事業計画書 かがやきコンサルティング株式会社

中部 愛知県 安城市 株式会社鳥居工務店 7180301013148 カーボンニュートラルへ向け、木造ゼロエネルギー低温倉庫に特化したコールドチェーン事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 マツシロツール株式会社 9180001053582 電動自動車製造現場の最大効率化に貢献するネジ製造 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社タナカ 4180001012675 店舗販売事業から物流拠点整備による冷凍健康スイーツ等製造卸販売事業 中日信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社鈴木建築 8180001052057 建築的手法によるＬＣＣＭ住宅の商品化と事業用建築物の木質化事業の展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 東海市 大日食品株式会社 9180001022125 歴史ある大日だからできる！ＡＩで愛・地球な日配共配センター 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 稲沢市 株式会社高瀬金型 1180001085971 パワー半導体の性能向上と量産に寄与するフッ素樹脂の成形加工技術の確立 株式会社市岡経営支援事務所 十六リース株式会社

中部 愛知県 高浜市 東光工業株式会社 9180301015852 発想の転換を試み設備治具改善をした斬新的なライン構築による事業再構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社明治機械製作所 6180001015668 切削技術を高度化しＳＤＧｓ対応の歯科専用チェア部品製造・組立事業へ進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 西尾市 株式会社三州陸運 2180301023283 需要が拡大する内職市場へ進出し、経営の安定化を図る 後藤　公平

中部 愛知県 春日井市 株式会社プラスワールド 4180001074889 高い溶接技術を活かした金型メンテナンス事業への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社南谷製作所 7180001079308 ロボット業界向け極小歯厚歯車測定用の精密球面測定子を製品化 ひまわり経営サポート株式会社

中部 愛知県 名古屋市緑区 小林工業所 旋盤工程を高度化し、ＥＶ向け電装系部品製造機械部品製造事業に進出する 株式会社中京銀行

中部 愛知県 東海市 株式会社楽々 1180001121314 大衆居酒屋から、市場直送食材を使った海鮮和食店への事業転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 安城市 株式会社メタルヒート 2180301016130 金属熱処理における新しい還元処理への挑戦 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 中部ユニフォウム株式会社 9180001022281 循環型社会の『リユース』と『非接触対応』で安心・安全な学生服小売業の展開 森本　雄一

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社精工社 4180001037219 訪問調剤の経験を有する薬剤師を活かした「訪問調剤に対応した調剤薬局」による新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ティムズ 9180001125118 焼肉店の新規出店と松阪牛弁当販売により売上のＶ字回復を達成 岐阜信用金庫

中部 愛知県 犬山市 株式会社テクノフジタ 7180001080835 地域初２４時間利用可能なコワーキングスペース・シェアオフィスの開設 岐阜信用金庫

中部 愛知県 安城市 有限会社ジィーウェイ 8180302018426 日本の先端技術を活かしたＡＷＧの販売及び世界展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社プラスカインド 8180002002127 パンプトラック場併設のオートキャンプ事業への新分野展開 井下　佳郎

中部 愛知県 清須市 Ｗ・Ｍ株式会社 1180001059141 電気自動車を中心とした、大変革期の自動車に対応する「進化形板金塗装工場」の構築 中日信用金庫

中部 愛知県 半田市 ＩＣ　Ｔｒａｄｉｎｇ株式会社 5180001118315 インターネットプラットフォームを駆使した健康サプリ販売によるグローバル展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊川市 今泉プレス有限会社 8180302014549 電気自動車軽量化のため、高張力鋼板プレス部品向け順送金型製作技術の構築 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 東海市 八角株式会社 3180001094500 地産地消で安定供給！希少な「魚系低アレルゲン練製品」のＥＣ販売 坪井　亮

中部 愛知県 名古屋市緑区 ＨＯＬＬＹ　ＧＯＬＩＧＨＴＬＹ コロナ禍の非接触ニーズに対応！美容出費額全国トップの愛知県下で行う、セルフエステ事業参入による事業再構築 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 蒲郡市 光和石油株式会社 9180301010969 観光市場を活性化　屋内体験型市場の展開 税理士法人　タックスワン中部

中部 愛知県 豊田市 愛三ゴム工業株式会社 2180001009731 複雑形状化、大型化するゴム成形品への対応と新分野への展開 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 春日井市 居酒屋　櫻 非対面販売に対応した本格パスタ専門店に事業転換 ＡｒｒｏｗＳ株式会社

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社サンデシカ 5180001054675 実用性が高い高機能立体構造をもつ革新的ベビー用品の製造開始 協同組合さいたま総合研究所

中部 愛知県 豊田市 株式会社ＪＵＮＫＥＮ 5180301026928 増加する資材の需要を捉えた「建築資材の卸売分野への参入」 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 名古屋食鳥鶏卵株式会社 6180001022482 鶏卵卸売から鶏卵専門セントラルキッチン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 東海市 香翠荘 マイクロツーリズム需要獲得に向けた篠島の魅力を伝える新分野展開 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 安城市 有限会社マエダ技研 5180302027396 自動化ロボット部品の生産に向けたボトルネック解消と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 名古屋市中川区 松岡特殊鋼株式会社 9180001020871 既存事業での加工技術を活かす！非接触三次元測定機を利用したリバースエンジニアリング事業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 津島市 有限会社オーエム鉱産 8180002092936 ＩｏＴ技術及びスマートタンクを活用した未来志向型燃料配送 横田　和博

中部 愛知県 名古屋市港区 有限会社木村ウッドテクノ 9180002006614 工具不要で組立分解可能な幼児向け木製家具（知育玩具）の製造販売 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社オオハラ 1180001099443 職別工事業から塗料のリユース事業への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社コーエー・テック 3180001079914 国内自動車メーカーのＥＶシフトと車体軽量化のニーズに対応するＣＦＲＰ製特殊ボルト量産計画 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社やお万 9180001068457 飲食店からコロナ禍に対応するために小売業およびテントを活用した都市型バーベキュー店舗運営という新分野展開への挑戦 西岡　昭彦

中部 愛知県 名古屋市名東区 エーチーム株式会社 8180001108453 空き店舗スペースを有効活用！会員制シミュレーションゴルフ施設サービス 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社グローバルスタッフサービス 2180001118400 ＩＴを活用した就労継続支援Ｂ型事業所立ち上げに伴う業種転換 浮島　達雄

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社グローバルフーズコネクション 9180001121281 『肝料理専門ＥＣ店舗事業で、本格肝料理をご自宅へ』 奥原　清

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ＨｉｇｈｌａｎｄＦａｒｍ東濃 4200001023174 日本初の国産養殖エビを活かした体験型テイクアウト事業を展開！ 税理士法人　いちゆう会計

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社まつおか 3180001048571 買い置き、ながら備蓄ニーズの高まりに対応！コロナによる休眠顧客と潜在顧客の掘り起こしを実現する、チルド食品製造事業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 豊田市 有限会社ユーシン 9180302021916 解体工事業および重機用エアコン製造業への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社不朽園 2180001048366 老舗和菓子屋の持続可能な高付加価値ＯＤＭ受注生産事業																 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社吉桂 9180001041760 廃棄木材を活用した家具ブランドの立ち上げとＢｔｏＣ向け店舗展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社四季 3180001050239 米粉を主原料とする惣菜パン及びチルドパンのテイクアウト専用ベーカリ－ショップの開設による業態転換事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ドットニュース 5180001117077 子育てママの仕事復帰サポート！幼児教室＋スキルアップアカデミーの開校 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社中部デリカ 5180001043488 換気と華のあるメニューでリーズナブルに楽しむ大衆鳥焼肉店 株式会社百五銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 ビクシア株式会社 9180001111984 小規模サロンに特化したオンリーワン「電子カルテ」のサブスク事業 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 有限会社井上電設 8180002007638 食品ロス削減に貢献するべく、三重県産の冷凍した野菜と食材を使用したスイーツの無人販売所 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社小出鉄工所 9180002027610 修理部品の再製作による国内回帰と事業承継促進事業 安井得郎

中部 愛知県 大府市 コクサイエンジニアリング株式会社 9180002025663 ３ＤプリンタとＩｏＴを活用した自社ブランド製品の開発製造による新規市場の拡大 税理士法人森田経営

中部 愛知県 犬山市 小島鈑金工業株式会社 3180001081011 建築板金技術を活用した軽トラハウス事業への新分野展開 犬山商工会議所

中部 愛知県 蒲郡市 近藤合成株式会社 1180301010984 色相・外観状態に高度な均質性を求められる学用ケースの製造事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 豊田市 神戸屋商事株式会社 1180301018227 肉料理職人としての食肉小売業展開と老舗洋食キッチンカ―の連動企画 豊田商工会議所

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社ＷＯＲＫＳ 7180001063914 Ｐｉｒｅｌｌｉ　社公認の運送用大型トラックタイヤ交換サービス事業 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

中部 愛知県 日進市 日進螺子工業株式会社 1180001015235 ホタテの貝殻を活用したペットケア用品への新分野展開 みらいコンサルティング株式会社 株式会社名古屋リース

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ベルフロー 1180301029802 女性ならでは気遣いの家事代行に加え、脱毛事業で美容提供と介護負担減に挑戦 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 ｃａｆｅ　Ａｉ 地元食材店と連携したテイクアウトとこだわりのコーヒーで近隣富裕層を獲得 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ジャパン・ゼネラル貿易 3180001047615 Ｂ級品ハンドルロックに付加価値を加え再販売し、車の盗難率の減少に貢献 稲山哲智

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社栃尾製作所 9180001028568 金属加工で培った技術・ノウハウによる家具等のＢｔｏＣ市場への挑戦 前田　正明

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社テラニシ合金 6180001061043 銅の作用で抗菌した愛知県産有機果実・野菜のドライ食品製販事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 東海市 合同会社ラ・パレット 2180003015281 三大アレルギー対応型アイスクリームケーキの開発による事業再構築 半田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｐａｓｅｏ 2180001073380 花き産業の発展を貢献を目的としたフローリスト向け「フルフィルメント事業」の展開 伊藤　仁

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社Ｂｕｉｌｄ－Ｗｏｒｋｓ 5180001122977 空間演出と観光地が強みの育成型ワーケーション事業で地方創生へ 東春信用金庫

中部 愛知県 豊川市 丸ヱス化成工業株式会社 1180301010233 自動車用部品のワンストップ供給に向けた高難燃性発泡プラスチック部品への新規参入 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 てらもと歯科医院 ウィズコロナと国民皆歯科検診時代の新たな歯科医療サービスの提供 兵庫太和税理士法人
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中部 愛知県 一宮市 株式会社山岸 1180001086607 半導体装置の筐体加工・組立事業に進出することによる収益のＶ字回復 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社ライフマインド 8180001080041 「健康福祉ゴルフ施設」の設計サービス実現に向けたシュミレーションゴルフ施設「ＬＧ（仮）」の運営 野中　隆文

中部 愛知県 名古屋市中区 ＣＳアセット株式会社 9180001107611 コロナ禍・戦争による顧客離れを防止するインドアゴルフ場運営への参入 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社メイナン 6180001022961 加工技術を別の形で活かす！ウズベキスタンでの新たな取り組み 株式会社十六銀行

中部 愛知県 常滑市 珈琲工房しいの木 こだわり自家焙煎珈琲豆店がこだわりの手動小型焙煎機の製造開始 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社愛西金属 2180001149775 二酸化炭素削減と資源循環の推進に対応した金属スクラップ加工業への進出 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 瀬戸市 有限会社丸錬梅村商店 2180002072308 駅前の好立地を活かした「商」の拠点として、地域活性化に取り組む！　卸売業からレンタルスペース事業への業種転換 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 ピーコン・リアルエステイト株式会社 1180001044275 電気を使用しない自動ドア　ＥＣＯドアの製造・販売事業への参入 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 みよし市 有限会社若林工機 5180302025722 プレス金型用設計・製造データのデジタル化・内製力強化による高付加価値プロセスの構築 森島　章博

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ＹＴＥＣ 6180001071918 経営の二極化が進む建設業界のアフターコロナ時代に対応する、家具什器工事内製化事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知多郡東浦町 株式会社名古屋精密金型 1180001092844 ＥＶ用ＰＣＵケースのアルミダイカスト金型製造による新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 大府市 株式会社ネクサス 8180001135522 生産能力の向上により自動車向け産業機械のシェアを拡大する 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 岩倉市 有限会社ジール 8180002082433 電解水生成装置の販売と電解水利用ビッグデータの活用を通じた除菌衛生対策サービス業への進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 額田郡幸田町 株式会社ＨＰＹＫ 1180301025974 メタボ、糖尿病対策！科学的根拠に基づく減量用ヘルシー弁当販売 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社光書店 2180001020688 書店多角化モデルの一歩先を行く喫茶店テイクアウトのＣＲＭ展開 西川　彰紀

中部 愛知県 名古屋市名東区 有限会社鵜飼新聞店 3180002001934 現事業のネットワークを活かし効率的な新事業展開で地域に根ざす 松田　健

中部 愛知県 清須市 株式会社和田製作所 6180001045748 航空機で培った部品加工技術を活かし空飛ぶクルマ市場へ事業展開 株式会社中京銀行

中部 愛知県 安城市 有限会社ナレッジサービス 1180302020958 東海地区初　セルフ無人店舗から日本一の「あいちの花」をお届けします 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 岡崎市 高橋油圧工業株式会社 1180301001281 地ビール工場の設計変更要請に即応する高精度フェルール製造事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 清須市 株式会社エース・ブレッド 1180001045182 ＩＴ新システム導入による生産・配送体制の改革 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社東海製作所 9180001020211 環境に優しい紙製什器の製造で、コロナで変わった事業環境に対応した再構築を行う。 米澤　真弓

中部 愛知県 名古屋市中村区 ラスアンテルナショナル株式会社 2180001120199 フレンチ風旬菜揚げ物専門店の新規出店と惣菜のテイクアウト及び宅配事業 株式会社フライングサポート

中部 愛知県 小牧市 株式会社ハウスセンター中部 4180001076365 仮設トイレの３Ｋを解消するお手頃快適トイレの製造販売事業を立ち上げる 株式会社十六銀行

中部 愛知県 刈谷市 株式会社ポリコートジヤパン 7180301014468 車をキレイにするトータルサービスへの転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 愛西市 株式会社エスオーエフ 2180001103583 学習塾運営会社がＦＣビジネスのノウハウを活かしてどらやき専門店に挑戦 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 有限会社勇建工業 4180002045410 鏡面研磨技術獲得による駐車場・床面等の舗装工事事業への参入 座間　裕史

中部 愛知県 一宮市 株式会社エスフーズ 9180001132774 果物ジャム製造の知見を活かし、無添加飲むジェラート製造販売に挑戦 ＡｒｒｏｗＳ株式会社

中部 愛知県 みよし市 エムデザイン事務所 空き家再生の一棟貸しプライベート空間で安心・最高の思い出つくりを 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社バロック 4180001060484 上質な端材を活用したオリジナル家具の製造を行い、物価高騰下においても収益を確保できる体制を構築する。 稲山哲智

中部 愛知県 あま市 ＭＵＴＥ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ株式会社 6180001122241 快適な空間でくつろいでいる間に終わる洗車・コーティングサービス「くつろぎ洗車・コーティング（仮称）」 榎並　由洋

中部 愛知県 安城市 株式会社ルボワ 7180301028906 メタバースで世界に「日本の庭園」というクールジャパンを展開する事業 株式会社　ビレッジ開発

中部 愛知県 弥富市 株式会社高橋鉄工所 7180001102630 複合加工機導入によるロボット向け高精度製品の量産化対応 小倉　裕樹

中部 愛知県 豊橋市 佐藤精工株式会社 9180301005705 高精度な金型製造技術を活かして、電動車向け金型製造事業に挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 安城市 株式会社レプコ西日本 1180301027483 コロナ禍でも安心して子育て世代が食事をしながら交流できる米粉を使ったピザ等を提供する飲食店事業への進出 長谷川　賢哉

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＮＥＸＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 8180001143491 マンション・アパート清掃業からリフォーム業という新分野展開への挑戦 西岡　昭彦

中部 愛知県 春日井市 株式会社三和商会 2180001072894 合成樹脂建材加工事業および木質ペレット製造事業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊川市 株式会社ｐｌａｙｓ 9180301032963 自分らしいオシャレを気軽に実現！超時短３Ｄネイルサービスの開始 塩津　友輝

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社アカリヲ 2180001145626 自社リソースを活用した親子空間「コンフォータブルプレイス」の開業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 モード被服株式会社 2180001081276 無人販売所でおうち時間を快適に過ごすための衣食ワンストップ販売 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＥＳＬＩＥＦ 9180001130753 古屋発祥の牛まぶしの積極的な販売を行い、既存事業とのシナジー効果を図る 稲山哲智

中部 愛知県 名古屋市中区 ＧＴソリューション株式会社 2180001101455 ＡＩ×飲食業界　ＩＴ技術で飲食業界の生産性向上に貢献　－サブスクリプション事業への進出－ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 灯家 居酒屋から餃子・創作串揚げ専門店へ事業転換で廃棄ロス０へ 名古屋商工会議所

中部 愛知県 安城市 株式会社とんかつの廣 2180301028563 揚げない揚げ物で起死回生、地元一次産業と連携した揚げ物インキュベーション施設 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社小金屋 2180001121429 非破壊試験による内部調査事業への新規参入 いちい信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 水野教雄陶房 電気炉導入による新製品開発と店舗販売の開始 瀬戸商工会議所

中部 愛知県 岡崎市 株式会社マルサ 1180301001868 地産食材の恵みと地域力を活かした飲食・小売事業の新分野展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 小牧市 株式会社マスターズ 6180001118909 中古住宅を活用した改修ＺＥＨ住宅の販売に向けたモデルハウスの導入 株式会社はせべ経営

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社オフィスワーク 3180001044884 地元の大型不動産ポータルサイトと連動した地域不動産ポータルサイトの構築 糸川　純平

中部 愛知県 豊田市 寿司・和食　岬 中部地方初ＯＣＭタイプのカスタムサンドイッチ店の展開 豊田信用金庫

中部 愛知県 東海市 いろり屋 地元野菜で新たな名物を作る！地域の文化でブランディング！ 半田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ＮＥＸＴ　ＷＥＥＫＥＮＤ 6180001139822 就労に悩む障害者へ向けた事業所の展開と新規顧客の獲得！ 稲山哲智

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社サクラ自動車工業所 9180001008347 電動車向け整備への事業展開でカーボンニュートラル化を狙う 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市昭和区 有限会社ユーロハーツ 2180002059916 省人型インドアゴルフ事業による、法人向け福利厚生サービス 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 有限会社ナクア 3180302025443 自然派レストランが挑戦する地元の良質食材と特殊冷凍技術を組み合わせた冷凍グルメ事業 株式会社坂本＆パートナー

中部 愛知県 名古屋市名東区 合資会社Ｓｈｅｒｐａ　Ｒｅｐｕｂｌｉｃ 1180003016470 白川郷で行う宿泊×レストラン×サウナで地域唯一の複合施設の展開 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 合同会社クラッチワークス 6180003017860 美容・医療業界のニーズに合わせた事前カウンセリングツールの開発・販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 有限会社カスヤドアー製作所 9180002000360 耐久性に優れたドア枠の製造 株式会社中京銀行

中部 愛知県 北名古屋市 大五株式会社 9180001045919 衣料製造過程で出る端切れを完全リサイクルする革新的な工程を創る いちい信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社サンエス 1180301012205 就労支援メンバーが取り組む一色産うなぎのテイクアウト・オンライン販売事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社名巧社 6180001111351 商業店舗内装工事の強みを活かしたオーダーメイド家具の製造販売 渡辺　真康

中部 愛知県 名古屋市港区 有限会社トリート 4180002048537 健康経営の需要を意識したフィットネスジムへの参入 小倉　裕樹

中部 愛知県 犬山市 佐橋造園 国宝を手掛ける庭師の挑戦、上質な空間演出で地域活性化を実現。 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社Ｐｒｏｇｒｅｓｓ 6180001102342 絵本がいっぱい溢れる施設で実施する「医療的ケア児対応　児童発達支援事業」への業種転換 豊田信用金庫

中部 愛知県 春日井市 蕎麦の三心 我が国の伝統食「そば」の発展に寄与する蕎麦店 東濃信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社Ｆｏｒｅｓｔ 2180001137771 県内初！ダーツプロによる地域に根差したユニバーサルダーツカフェ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 尾張旭市 ヒューマンコンサル株式会社 9180001132683 既存事業とのシナジー効果が見込める尾張旭市初のセルフ脱毛サロン市場への参入 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ＺＥＲＯＳＴＡ 6180001152478 和菓子の催事事業からキッチンカーによる移動販売事業への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＷＥＧＯ　ＪＡＰＡＮ 5180001141358 化粧品業界と栄地区の再開発に寄与「ライブコマースを活用したプロ級スキンケア製品」の販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ＪＲＳ 2180001072845 独自成分を配合した自社製品と人気の韓国コスメで小売販売に進出 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 岩永真一 本屋併設シェアサロン開業で名古屋の文化発展とフリーランス支援 權田　成悟

中部 愛知県 名古屋市中区 スペイン食堂Ｅｓｔｏｙｌｌｅｎｏ 名古屋の人気スペイン料理店が手掛ける菓子販売事業 岡田　悦子

中部 愛知県 豊橋市 株式会社鈴木鈑金工業 7180301005946 創業５０年企業が挑む、医療用・食料用金属機器加工への新分野展開 大桑　克博

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ドルチェ 2180001132095 フェムテックを活用した働く女性の就業継続支援サービス 戸塚　成樹

中部 愛知県 愛西市 株式会社山王スパ 5180001138511 エステサロンのノウハウと顧客カルテを活用して自然派化粧品通販への新分野展開 税理士法人コスモス

中部 愛知県 名古屋市緑区 レザークラフトぱれっと 需要の増加している「ＯＥＭレザー製品事業」への挑戦 株式会社大三経営事務所

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ＣｏＣｏエンターテイメント 9180301025810 昼の飲食業態への新分野展開で「まちなか」を活性化！汁無し系ラーメン店のドミナント展開事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 一宮市 有限会社ピーシースタイル 8180002080180 子育て・介護世代女性のセカンドキャリア支援事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 合同会社ＭＯＴＥＮＡ 8120003011405 女性に特化した育毛・美髪サロン＆ＥＣの展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 名古屋あきんど株式会社 6180001090918 ペットクリニックの新規開業による新たなペットサービスの展開 愛知信用金庫
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中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社エムズクルー 6030001106779 出来立て・作りたてを味わえるパティスリーへの新分野展開 税理士法人ＧＮｓ

中部 愛知県 名古屋市中区 あにめろでぃ カフェレストランから焼き菓子の製造小売業に業種転換 春日井商工会議所

中部 愛知県 大府市 株式会社和光 6180001092773 市場の要請に応え感染対策デザインの制服を製造し、新分野進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 東海市 株式会社エスエイチティ 3180001107385 オーダーメイドのイスの販売で経営のＶ字回復 座間　裕史

中部 愛知県 日進市 うま旨劇場 コロナ禍でも冷凍食品と無人販売に対応する非接触ラーメン店事業 近藤　智也

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＺＥＡＲ 1180001121140 日本中の主婦たちの家事負担を軽減する冷凍惣菜の無人販売事業 名古屋商工会議所

中部 愛知県 一宮市 株式会社アクティブラボ 7180001103827 障がい者向けの「住まい」と「働く場所」の提供による自立支援事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 安城市 中川板金 板金技術を活用したモバイルハウス・モバイル店舗事業による脱・下請化 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊川市 光洋スプリング工業株式会社 6180301009849 中小企業の強みを集結！同業者・商社・機械メーカーと協力して叶える医療用ガイドコイルの量産事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ＴＯＰ　ＣＲＡＦＴ 5180001089291 重量品対応ライン増設による大型部品塗装ニーズへの対応 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 永井海苔株式会社 7180301006647 海の恩恵「海苔」のリーディング企業が挑む「海にも、人にも優しい『脱プラスチック』」事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社エイチツー 6180001108348 高品質尿素水製造プラントの獲得によるＯＥＭ事業への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ＡＧＥＮＴＥ 8180001134383 黒ナンバー車両レンタルサービスでコロナ禍の物流個人事業者を支援 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 犬山市 株式会社メイトクツールズ 6180001081537 脱ガソリン車依存！ＥＶ自動車への新分野進出を進める事業再構築 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊川市 有限会社小松工業 9180302013178 乾燥しいたけ・粉末しいたけ製造による６次産業化の取り組み 税理士法人中央会計社

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社角千本店 6180001011824 瞬間冷凍麵の開発による新たな業態への販路拡大 服部　貴行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社バディ 9180001047130 映像制作業務の開拓による事業再構築 服部　貴行

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社岩手屋 4180001004623 健康・プチ贅沢ニーズを掴む！輸入食品知識と関係企業の協力を組み合わせた加工食品の製造・販売 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社西村製作所 3180001007123 防衛・宇宙・航空機のエンジン製造用の治工具製造事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 森工業株式会社 4180001021131 自社のクイックチェンジ製造技術で日本の切削加工の省人化に貢献する事業 株式会社村井

中部 愛知県 豊橋市 株式会社渥美工業所 3180301005000 大型検査路生産事業に進出し高速道路リニューアルに寄与することで全国的なＳＤＧ’ｓに貢献 豊橋信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社モリデンキ 9180001051173 主要部品の製造停止に対応した新製品開発・製造によるＶ字回復計画 シェアビジョン株式会社

中部 愛知県 岡崎市 有限会社神谷商店 9180302000894 アルミ溶解炉導入によりスクラップの高度化を図りインゴットの生産に挑戦 グラーティア税理士法人

中部 愛知県 碧南市 旭化学工業株式会社 5180301015006 大型射出成形技術を高度化しＥＶ向け大型プラスチック部品製造への進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 八一産業株式会社 5180001001355 レーザ加工における三次元立体加工等技術の獲得による新分野展開 シェアビジョン株式会社

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社トーコー 5180001079086 仕上げ工程の高速自動化による、半導体装置産業向け量産部品分野への参入 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ナミキツァーンラート 8180001044541 用途拡大で需要が増加している「減速機用部品等の製造」へ参入し、日本の生産性向上へ貢献 株式会社エフアンドエム

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社創健 8180301020829 ジブリパークから車で５分！土地開発事業者が手掛ける「手ぶらキャンプ場」の開設 宮野　壽明

中部 愛知県 半田市 株式会社杉浦製工 6180001138378 長尺曲げ加工技術の獲得による、大型食品加工・搬送装置産業への参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 江南市 株式会社Ｙ’ｓ　ＮＥＸＴ 7180001126844 物流会社の強みを活かしたワインバーの新事業展開 みらいコンサルティング株式会社

中部 愛知県 稲沢市 三和式ベンチレーター株式会社 2180001085847 断熱性のあるアルミ１１００番製のトップライト製造に向けたファイバレーザ切断による生産性向上計画 シェアビジョン株式会社

中部 愛知県 海部郡飛島村 有限会社太田鉄工所 5180002090513 高精度マシニング機で大型・複雑形状加工を装備し次世代継承へ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ＳＡＲＡ 2180001138299 非接触型プライベートサロンで展開するＡＧＡ改善育毛事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 知多郡武豊町 株式会社ニートレックス本社 7180001092260 切削工程を高度化しＥＶおよび半導体向け研削砥石の製造販売へ進出 橋詰秀幸

中部 愛知県 春日井市 株式会社テイエムジー 2180001116924 サロン・ＤＩＹレンタルスペース併設の地域密着郊外型シェアオフィス事業への転換 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社名古屋ゴルフトレーニング 4180001125997 アフターコロナを見据えた中古自動二輪車事業による成長戦略の取組 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 春日井市 神村電機工業株式会社 3180001073958 専用ライン構築×新たな生産体制の導入による半導体関連市場進出事業 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 小牧市 モリックス株式会社 5180001076595 ＥＶ需要にあわせ軽量化ニーズが高まる２色射出成型金型製造への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 知立市 全国旨いもん居酒屋てっちゃん ゴルフブーム到来！最新の３Ｄ技術で世界・日本の名門ゴルフ場をプレーできるゴルフバーへの事業転換 喜田　佳映里

中部 愛知県 稲沢市 株式会社泰新工業 5180001085935 建築用金物の金型受注に向けた加工効率化と短納期対応計画 シェアビジョン株式会社

中部 愛知県 東海市 株式会社東海メカニックス 1180001103246 新分野展開として車載用半導体の製造装置の設計製造を開始する。 碧海信用金庫

中部 愛知県 新城市 有限会社櫻井モータース 5180302027883 次世代自動車の普及に貢献。新城市初の自動運転システム搭載車の車検・修理サービス事業の開始 豊橋信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社達美装 2180001104359 当社の強みを活かした地域初となる塗装業者専門の足場仮設事業 東野　礼

中部 愛知県 一宮市 Ｖｉｓｃｏｎ　Ｊａｐａｎ株式会社 1180001117989 他機能と融合した粘度コントローラーの開発と国内生産体制構築 東京中央経営株式会社

中部 愛知県 名古屋市北区 三友商会 建物解体事業への展開と会社組織の体制整備計画 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社伊藤段ボール工業所 3180001007890 多品種小ロット梱包用段ボールの生産体制構築と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 半田市 有限会社愛 9180002087448 弔い人「愛（めぐみ）」が提案する故人を土に還す新しい仕組み 半田信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社Ｓ－ＴＥＣ 7180301031612 製造設備の導入による角ダクト製造・販売への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 鈴一物産株式会社 8180001078911 ＬＰガスを活用した災害・防災対策事業の展開 坂本　晃

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社大和屋守口漬総本家 7180001041589 「守口漬」の製造ノウハウ（粕漬け技術）を活かした「粕漬けの燻製食品」の開発・製造し「おつまみ市場」への新分野展開事業 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 知多郡東浦町 大成工機株式会社 8180001092821 工作機械部品の加工技術でＥＶ向け高張力鋼圧延ロールの製造に挑戦 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 小牧市 有限会社吉田技研 8180002070181 切削加工機導入により半導体搬送機部品製造事業への参入を目指す 北浜グローバル経営株式会社

中部 愛知県 岡崎市 株式会社グランフェアズ 9180301012478 オリジナルシステムの開発と提供により、再構築！中小企業・中小事業者のＤＸ化を推進します！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ウラヤマ 5180001073238 地域交流の空間としての２４時間無人型インドアゴルフ練習場運営事業 インターグロー税理士法人

中部 愛知県 岡崎市 旬彩ふき島 食とイベントをワンストップで提供「スモールイベントプロデュース事業」 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 サウステック株式会社 8180001104345 環境に配慮したブラスト工法で既設橋梁のメンテナンス サポート行政書士法人

中部 愛知県 西尾市 株式会社ｅｎｕｆｉｃ 3180301031153 ウィズコロナに対応した地域密着型の完全予約制プライベート美容室 東京中央経営株式会社

中部 愛知県 名古屋市西区 有限会社三武塗装 8180002023445 自動車、二輪車向けジルコニウム化成処理事業への挑戦。 岐阜信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 有限会社松山商店 3180302002789 大型特殊車両対応！物流の集積地である安城市のインフラを支える地域密着型自動車整備事業 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 刈谷市 株式会社エイト 5180301027141 老人デイサービスと障がい者向け日中一時支援事業を組み合わせたハイブリット型デイサービスの開設 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 渡辺精密工業株式会社 7180001007706 鉄工所が半導体製造装置用樹脂薬液制御用バルブ部品事業へ新規参入する 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社サンビーオフイス 8180001036480 次世代ウェアラブル電子部品実装基板製造技術の再構築 北辰コンサルティング株式会社

中部 愛知県 岡崎市 有限会社テクノヨシトミ 7180302000673 架装車両の電動化に対応するため、金属切削加工部品のデジタル設計～生産プロセスの構築 岡崎商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社オールハーツ・カンパニー 4180001106840 既存事業の強みを生かし新たに冷凍パンを開発、国内・海外の販路多角化を進め事業再構築に挑戦 堀江コンサルティングオフィス株式会社

中部 愛知県 豊田市 株式会社ＡＱ－ＦＡｉＮ 4180301032274 ＥＶ制動装置部品金型で高硬度難削材加工と生産性向上に取組む ひまわり経営サポート株式会社

中部 愛知県 名古屋市北区 ファミリーなか家合同会社 5180003015254 ペットボトルの脱プラに貢献！紙製ペットボトル製造事業参入によるグリーン成長戦略推進事業 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 丹羽郡大口町 株式会社ヤマト金属製作所 4180001081175 省エネルギー部品の加工！既存の技術を応用し新分野へ進出する。 武田　侑也

中部 愛知県 大府市 大平鉄工株式会社 4180001092569 精密・複雑な工作機械部品事業へ進出するための“高精度横形マシニング”導入 碧海信用金庫

中部 愛知県 安城市 泰東工業株式会社 5180301013034 電動車向け部品製造への新たな挑戦による自動車産業への貢献 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ケイアンドケイ 9180302011132 デュアルカメラ・センサー搭載室内ゴルフ練習場への業種転換 豊川信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 有限会社モリサキ工芸 7180002056033 角物加工のプロ集団が挑む、半導体製造装置に向けた独自の旋盤（丸物）加工技術確立 尾西信用金庫

中部 愛知県 海部郡蟹江町 ＨＵＤ株式会社 6180001110675 シミュレーションゴルフと飲食を組合わせたシミュレーションゴルフ場 津島商工会議所

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 株式会社メイコウザン 3180001081275 ＥＶ向けコアモーター部品製造による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社ファンテック 2180001125669 電気設計技術を活かしたサプライヤーへの挑戦～念願の環境事業への進出～ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 岡崎市 有限会社生駒組 2180302000249 解体業務とシナジーを発揮！杭抜き事業の内製化で新たな顧客開拓！ 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 エムズプランニング株式会社 4180001061788 プロ野球選手から寄贈された多数の貴重品を展示する「野球ミュージアム」 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 合同会社Ａｏ 2180303004819 オンオフラインで展開する、非日常と日常が融合するデリ＆パティスリー 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 西尾市 山庄株式会社 4180301022770 伝統あるお寺と協力した抹茶カフェや様々なサービス提供による地域活性化 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社豊田電研 2180001038887 電動化で今後の需要増が期待される車載ＥＣＵケースのアルマイト加工に新規参入 岡崎信用金庫
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中部 愛知県 名古屋市守山区 Ｓｏｒａｍｉ　Ｆｏｏｄｓ　株式会社 9180001103651 宅食文化の定着に伴う「弁当販売」サービスの業態転換 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ＴＥＣＨＮＯ 9180002057814 大型産業機械メンテナンス事業への新事業展開 佐々木　寛

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社リミックスプロダクツ 1180001055603 「食×アート」の体験価値を提供するフラワーカフェ事業の立ち上げ 岡崎信用金庫

中部 愛知県 長久手市 香流工業株式会社 2180001067820 自動車用亜鉛ダイカスト部品から自転車用アルミダイカスト部品への新分野進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 グリーンフロント研究所株式会社 1180301004458 中小企業向け業績ＵＰにつながるＳＤＧｓ推進支援コンサルティング 岡崎商工会議所

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社コスモツーリストインターナショナル 5180001058016 既存事業で培った顧客リストを活かした「法人向け集配付きコインランドリー」への事業転換 坪井　亮

中部 愛知県 碧南市 カフェ＆バー　フィガロ ポストコロナに向けた新しい飲食店出店計画 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 岡崎市 株式会社佳山キカイ 4180301030534 半導体製造装置関連事業への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 山田工業株式会社 1180001021217 生産体制の高度化で医療・介護分野とハイブリッドワーク対応オフィス製品に進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社スプリングラボ 9180301003758 新技術素材（電荷減衰シート、バイオプラシート）用押出成型の生産体制の構築 岡崎商工会議所

中部 愛知県 長久手市 有限会社シーシーアイ 1180002034663 犬の散歩ついでにアウトドア体験ができる飲食店開発で事業再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社岡本造花店 1180001034961 老舗造花店の成長戦略に向けたオンライン利活用による新事業展開 株式会社中京銀行

中部 愛知県 海部郡飛島村 株式会社ＦＫトレードジャパン 1180001134844 廃棄物の７割削減！！廃車解体業参入による環境への”絶”挑戦事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 額田郡幸田町 轟醸造株式会社 8180301002538 焼酎醸造のノウハウで『紙パック×ウォッカ』による宅飲み需要の獲得 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社モノプラン 6180002035046 継続的に社会の防災力を高める防災備蓄品管理ＤＸサービスの構築 吉野　康太

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社大樹 5180001068114 宿泊者の健康増進に寄与するトレーラーハウス宿泊業への進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 稲沢市 マルイ工業株式会社 4180001086067 電動化の流れを先取りしたアルミ軽量部品の試作・少量生産体制の構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 みよし市 株式会社サカイ化成 5180301032174 非食用米を用いたバイオマスプラスチック事業への新分野展開を通じた環境配慮型企業への転身 株式会社ダイワマネジメント

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 有限会社瑞穂テック 8180002053558 板金加工と機械加工を一括受注できる高付加価値工場に事業再構築 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 名古屋市中川区 有限会社アジアネット 5180002058452 エンドユーザーに最新デジタル通信設備を提供し、下請脱却で再構築！地域の次世代通信環境を革新し、当社事業を再構築します！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 春日井市 春日井燃料株式会社 2180001073901 カーボンニュートラルに対応した近未来型のサービスステーションの運営事業 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 豊橋市 神谷薬品株式会社 4180301005412 設備・水処理技術を生かす野菜加工場整備による就労継続支援Ｂ型への新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社イシダテクノ 6180001024710 フードデリバリーに革新をもたらすシュリンク包装機開発を通した新分野展開 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング

中部 愛知県 名古屋市緑区 丸和機械株式会社 2180001040802 部品製造から組付けまでワンパッケージ化した生産体制の構築 立野　靖人

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社中本 1180001099162 工場ラインのオンライン展示で技術支援サービスに新分野展開！ 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 豊明市 株式会社平野工業 9180001069455 カーボンニュートラルに寄与する精密樹脂成型金型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 豊川市 株式会社嶋田鉄工所 7180301010500 複合加工旋盤の開発と拡販で自動車部品向け偏重から新市場を開拓 株式会社村井

中部 愛知県 北設楽郡東栄町 株式会社青い空 3180301024181 セルフビルドが可能な小さな木の住まい１軒分の建築資材キットの販売 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊明市 有限会社ひまわり不動産 7180002064548 海に夕日が映える地産地消の癒しカフェで展開する地域の魅力発信 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 安城市 株式会社モトハウス 1180301017658 バイクマフラーの内製化で日本技術と拘りの世界１のマフラー製造 税理士法人名南経営

中部 愛知県 豊田市 株式会社都筑 3180301018695 地域のワクワクをネットワークする新業態バーチャルスポーツカフェの新規展開 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング

中部 愛知県 一宮市 株式会社真清園 1180001083769 日本茶専門店×地域事業者のイートイン付きテイクアウト事業 一宮商工会議所

中部 愛知県 豊田市 株式会社北川製作所 2180301018127 曲げ工程強化による一般空調市場から環境配慮型塗装設備市場への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市熱田区 宝エステートサービス株式会社 9180001056206 ワーケーション市場等への新分野展開 辻中　修

中部 愛知県 碧南市 株式会社ＲＭＦ 5180301017159 ＥＶ電池製造機械の金属部品に特化した切削加工事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 Ｓｏｆｔ株式会社 1180001108063 ＷＥＢ予約できる美容系サロン専門メディアサイトの運営 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社アビリティー 2180002075599 従業員満足度を高め業績アップ！オンライン福利厚生サービス事業 いちい信用金庫

中部 愛知県 弥富市 有限会社オートレックエンタープライズ 2180002091118 中古自動車販売業者のミートパイカフェ事業による地域密着型サービスへの転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 江南市 有限会社清水鉄工所 6180002081932 立型ＣＮＣ旋盤導入で航空機用大型治具および大型プレス機用部品の新規受注獲得 東濃信用金庫

中部 愛知県 あま市 西菱冷暖房株式会社 3180001098278 業務用高効率空調機の体験型ショールームの設置による事業再構築 秋田　秀美

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社百福 6180001071298 リゾート幹線道路の活ウナギ店舗のロードサイド展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社陽華園 8180001091410 遊休不動産を活用した「サブスクリプション型シェアスペース」の開業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 一宮市 合同会社クサダ建築製作所 9180003018666 一級建築士事務所が業務用エアコン取付等の空調工事に参入 一宮商工会議所

中部 愛知県 知多郡南知多町 永和堂製菓舗 地域と来町者をつなぐランドマークとなる「ひろば」事業 知多信用金庫

中部 愛知県 丹羽郡大口町 サロンドココ セルフ美容機器導入で男性向けトータルビューティーサロンへ事業転換 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 長久手市 合同会社ピアー 1180003017857 スマートキーを活用した無人貸しスタジオの運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 春日井市 有限会社住マイルナカホーム 6180002070456 地域コミュニティを深めながら次世代まで繋ぐＺＥＨ住宅体験型カフェ 東春信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 聖 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 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊川市 乗本畳店 コロナ禍でも安心！布団やベッドのマットレス洗浄・乾燥サービス 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社マクシスエンジニアリング 4180001004210 精密加工機導入によるＥＶ用樹脂部品金型の試作開発と事業化 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 北名古屋市 有限会社中山工務店 1180002051980 「コンテナハウス」で街おこしに貢献する「アンテナショップ」 税理士法人内山会計

中部 愛知県 名古屋市南区 有限会社ダウニー 1180002021728 扉を開ければいつもそこにある「幸せ」を提供します！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 小牧市 日本プラスチックス・テクノロジーズ株式会社 6180001076958 自動車部品からバイオプラスチックを用いたオフィス家具への進出事業 神谷　隆生

中部 愛知県 名古屋市守山区 インテグラル株式会社 8180001140893 和洋菓子のＦＣ展開とＥＣによる業態転換を通じた事業再構築 浮島　達雄

中部 愛知県 名古屋市中村区 カフカ株式会社 1180001072383 特許技術で女性の悩みを解決する、機能性補助下着の新規開発 株式会社百五銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ラパンセ 3180001103921 肉割烹の旗艦店を開店＆ＥＣ市場での調理済冷凍食品販売 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社コスモウィンズ 8180001053303 クリエイターのためのプラットフォーム「ある・みる」の開発と運営事業 税理士法人　中央会計

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社佐藤鉄工所 9180001006499 難削材加工への挑戦による最新輸送機器等の部品製造事業の立ち上げ 株式会社十六銀行 十六リース株式会社

中部 愛知県 春日井市 有限会社林プレス 8180002012340 精密溶接技術を活かした次世代電気自動車部品の量産品生産への新分野展開 株式会社中京銀行

中部 愛知県 刈谷市 有限会社上栄工業 3180302018117 ロボットアーム部品製造事業への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 長谷川歯科医院 検査内製化による、大病院と連携したインプラントメンテナンス事業 森藤　啓治郎

中部 愛知県 一宮市 株式会社ＵＫＡＥ 9180001130571 美容を気にする人でもお腹を満たして楽しめる焼肉屋の開業 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社アートクライム 6180001062520 重炭酸入浴剤の生産体制構築による健康等市場への新規参入事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 清須市 株式会社タカハラコーポレーション 6180001025345 住宅ソリューション事業の強みを活かした不動産事業の新事業展開 みらいコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中川区 有限会社オオス 6180002017597 エーミング・アライメント設備を導入し、時代のニーズに沿った新しい整備工場を開業 伊藤　達也

中部 愛知県 岡崎市 プロメタル工業株式会社 9180302003138 自動車シート部品の製造へ挑戦し自動車の安全性向上に貢献する 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＩＮＢ 1180001130653 ニーズの変化に対応した「テイクアウト・ＤＸ」対応店舗の新展開 岩本　大輔

中部 愛知県 岡崎市 有限会社アンド 4180302000156 花屋が挑む！フラワーカフェで地域に癒しと彩りを提供 岡崎商工会議所

中部 愛知県 豊明市 株式会社トルシープ 2180001096002 琵琶湖への宿泊客誘致と観光産業活性化を狙った、サステナブルツーリズム「新ＨＩＤＥ　ＯＵＴ」の運営 稲山哲智

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社ＨＡＹＡＳＨＩ 7180001132611 中食＆外食ハイブリッド型の本格街中華店開始で事業再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 合資会社林製麺所 3180003003418 国産小麦の地産地消による小規模ラーメン店の冷凍食品ＯＥＭ製造事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 有限会社樹林舎 8180002055934 出版事業からサロン併設書店への事業再構築 浮島　達雄

中部 愛知県 日進市 有限会社トガシコート 4180002063247 触媒ヒーター焼付装置と薬液開発技術による医薬品業界への進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社フーズサポートモリカ 5180001049691 名古屋のカフェに「テレワーク革命」で働き方改革！生産性向上！ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ＪＢイレブン 8180001047370 中食市場への新規参入及びファストフード新業態開発出店について 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社Ｄ－ＭＡＲＫＥＴ 5180001123455 瞬間冷凍技術による食品ロスの削減とライブコマースによるマーケットの拡大 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社池田事務器 1180301017848 地域の新拠点づくり～人と人がつながるコワーキングスペース事業～ 豊田信用金庫

中部 愛知県 春日井市 ナビエース株式会社 9180001074629 コロナ禍でも高い需要が見込める多品種極小ロットの段ボールパレット事業への取り組み 株式会社大三経営事務所

中部 愛知県 豊田市 有限会社一献 3180302017564 ポストコロナ時代の社会文化に対応する地産地消蕎麦カフェの開業 豊田信用金庫
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中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社さくら工房 3180001108029 高精度採寸技術を活用し、サイディングのプレカットを実現することで環境に配慮した現場施工に貢献 株式会社エフアンドエム

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社山本建材 3180001027550 地域イベントプラットフォーム事業『イベキャン＋ＮＡＧＯＹＡ』の開発 税理士法人名南経営

中部 愛知県 名古屋市南区 合同会社ＳＰＩＣＥ　ＴＥＮＧＯＫＵ 2180003022088 健康志向型テイクアウト新業態「チャイ」で老若男女に笑顔をお届け 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 長久手市 有限会社Ｎｅｗｓ　Ａｇｅｎｔ　Ｈｏｓｏｋａｗａ 2180002063703 福祉事業の課題解決を実現する新事業モデル構築で挑む事業再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社Ｔ＆Ｋ 9180001118518 地域に密着した中高齢者向けの物品の買取事業 岩本　大輔

中部 愛知県 西尾市 株式会社Ｊｏｈｎ　Ｂｒｅｃｏｎ 4180301029997 事業計画書～完全個室初心者向けゴルフラウンジの開設 山田コンサルティンググループ株式会社

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社喜東工業所 1180002027477 アルミ加工体制確立による排気から電気動力部品の試作量産製造への転換 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 ＡＢＳホールディングス株式会社 9180003014079 本生わらび餅本舗のフランチャイズ本部の新規構築による業種転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ソロピッツァチェザリ 6180001113182 陶器・家具等アイテムの輸入販売を通したイタリアンレストランの新業態移行支援事業 白川　淳一

中部 愛知県 あま市 株式会社竹内金型製作所 3180001098303 電気自動車の低コスト化・燃費向上に貢献するＣＦＲＰ製品向け大型金型製造 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 半田市 有限会社ＯＭ 6180002084431 ファクトリーオートメーション・中古車販売・飲食事業から、キッチンカー製造販売事業への事業再構築計画 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社アイテック 9180001015905 自動化工場構築で工業炉用の付属制御盤製作にチャレンジ 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 愛知県 知多郡南知多町 株式会社山三商会 2180001093016 今後の食料確保と環境問題を考える～昆虫食への取り組み 知多信用金庫

中部 愛知県 春日井市 木野瀬印刷株式会社 9180001074001 地域振興券のデジタル化と電子マネー・ポイントによる地域ＤＸ事業 東濃信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 味大有限会社 9180302003798 近隣住民・企業従業員の第３の場所。食事付きコワーキング施設への転換 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社１万ｈ 9180001108337 求職者のことを考え抜いた介護人材マッチングシステムの開発 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 岡崎市 株式会社高橋組 6180301003744 次世代システム吊り足場を利用した足場事業への新たな取り組み Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

中部 愛知県 小牧市 有限会社一期自動車 3180002070756 オートボディプリンター導入による自動車広告事業への新規参入 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社フードエイド 1180001105093 食肉のプロが行う世界最古の海水浴場を体験するグランピング事業 鈴木　義則

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ホクエーエンタープライズ 7180001121226 葬儀事業において、葬儀会館（小規模店舗）ティアのフランチャイズ事業化計画 山田コンサルティンググループ株式会社

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社アップスターツ 4180001054841 就労支援Ｂ型施設とグループホームの総合型障がい者支援施設への新規展開 グラーティア税理士法人

中部 愛知県 弥富市 株式会社ＹＳコーポレーション 5180001006528 地元材木店と連携して和風建材を製作、越境ＥＣサイトで海外に販売 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社トマト 4180001024010 名古屋市初！アスリートのボディメイクとボディケアを行うパーソナルジムの開業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社夏目デザイン 7180301008478 人生１００年時代の課題に貢献。第二の人生を応援するトレーラーハウス製造・販売事業への新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 豊明市 青海建設有限会社 4180002064567 建設業の強みを生かした、『人』・『モノ』・『経験』・『技術』をつなぐ地産地消カフェへの進出 西尾信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社コーパスコーポレーション 4180001077784 春日井市の高齢者のイキイキ創造！パーソナルトレーニング・美容サービス付き有料老人ホーム事業への挑戦 株式会社エモーサル

中部 愛知県 一宮市 中伝毛織株式会社 8180001084331 ＪＡＰＡＮデザイナーのダイレクトプロジェクト（オリジナルテキスタイルの共同開発） いちい信用金庫

中部 愛知県 安城市 株式会社ラックス 1180301029389 求人ノウハウを活用したマッチングポータルシステムの運用計画 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＳＴＲ 9200001012429 ウィズコロナ時代における小規模税理士事務所に向けたＩＴ化支援サービス 株式会社十六銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社桑原 8180001084216 Ｘ線検査機ＡＩ自動化開発及び、ＡＩ検品技術を活用したビジネスモデルの確立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社東京足袋本舗 3180001023979 自社ブランド靴下の開発とＥＣ販売事業への進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 トータルオフィス株式会社 1180001090600 地域密着型の集客支援施設による広告宣伝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 名古屋市緑区 株式会社Ｏｃｅａｎ 3180001122517 「食」を通じて地域を支える持続可能な就労継続支援Ｂ型事業所の開設 鈴木　義則

中部 愛知県 名古屋市守山区 アイコム有限会社 7180002060191 「メンタルリフレッシュアウトドアフィールド」新分野展開に関する事業再構築計画 村瀬　功

中部 愛知県 名古屋市中区 ＡＺＡＰＡ株式会社 2180001066062 車両駆動用電池の開発・販売事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊川市 株式会社リンネファーム 6180301030053 地域資源を活用し育てた豚の直売による地元ブランド確立 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社アディックス 7180001044658 トレーニングジムの縮小と好立地を活かした不動産業への挑戦 水野　輝彦

中部 愛知県 安城市 有限会社トコム 2180302016996 副業スタートアップに特化したインキュベーション施設 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社名古屋ＥＡＰセンター 9180001118328 ポストコロナ禍での中小企業へのメンタルヘルスサービスを実現するプラットフォームの開発 中日信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 ｓａｒｉａｗｏｒｋｓ株式会社 8180301026371 苦しい中、小さく始めた個人店。死んだ会社で再起を図る暖簾分け冷凍うどん 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 中部ジビエ ジビエ料理のテイクアウト・精肉販売で業績のＶ字回復を目指す！ 結城　渉史

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社オフィスたんば 8180002054911 ケアの精神でペットの日常的なお世話支援事業に新分野展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 西尾市 有限会社尾崎金型 2180302027473 インサート成形技術と製品評価技術の取得による次世代自動車部品への参入 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社フューテックホールディングズ 2180001055899 家づくりの安心を保証するソフトウェア事業への進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社丸八食肉店 7180003003273 惣菜・弁当のＯＥＭ製造及び自社オリジナル惣菜の製造販売事業 株式会社フライングサポート

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社中倉精研所 2180001015119 内面研削盤導入による新製品群の生産体制確立 小倉　裕樹

中部 愛知県 春日井市 あそびの学舎らいふ 密閉空間の体操教室から広々としたアスレチックジム型の遊戯施設へ業態転換！ 佐々木　智浩

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ウエストポイント 8180001102786 イベント仕様ＬＥＤビジョントラックの開発とイベント事業への進出 中日信用金庫

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社グッドフィールプラス 3180001126113 多業種ネットワークや病院との連携等を活かした「レンタルスペースとドッグランのある複合カフェ」の運営 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社グランツホーム 3180001054009 有機水耕栽培によるビル屋上農園の設計建設販売と研修サービスへの進出 ペンデル税理士法人

中部 愛知県 名古屋市昭和区 有限会社山都屋 5180002057438 ウィズコロナに再起を見出す飲食事業者のニーズを満たすレンタルスペース事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 いわさ商店 学校指定服小売業から学習塾を併設した子育て支援業への転換 三重県商工会連合会

中部 愛知県 豊田市 有限会社トーコー 1180302022780 ＥＶ化の波に乗る町工場での部品量産体制づくりとロボット活用 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 常滑市 有限会社ｆｅｅｌｓ　ｓｏ　ｇｏｏｄ 5180002087311 シェアサロンとセルフエステのハイブリッド店舗による事業再構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社春日井石材 9180001076864 住宅建材に特化した地域の施工事業者向けの倉庫シェアリングサービスの展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 津田鋼材株式会社 8180001020146 鉄骨加工業者の高グレード案件に対応した大型鋼材加工の一貫生産体制構築 シェアビジョン株式会社

中部 愛知県 みよし市 ミヤマ工業株式会社 8180301019805 稼働管理システム搭載プレス導入により電動車用プレス部品開発に挑戦 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社トラシア 9180001130968 コロナに強いインターナショナルプリスクール・アフタースクールの運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 蒲郡市 株式会社杉浦鉄工所 9180301028111 町工場の技術と経験を活かした半導体製造装置用部品の製造開始 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 名古屋市東区 日本華燦國際産業株式会社 5180001140161 調理革命！世界最先端　自動調理ロボットの体験型ショールーム事業 東雲達哉

中部 愛知県 岩倉市 株式会社ハンズ 5180001088327 美容整体に特化した施術サービスの新分野展開 吉松　宏晃

中部 愛知県 名古屋市緑区 イノス株式会社 6180001061027 地域の自動車産業を盛り上げる！国産スポーツカーに特化し、オーナーをワンストップでサポートする中古車販売・自動車整備事業	 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 半田市 安全タクシー株式会社 9180001091509 健康増進と人手不足を同時に解消するトレーニング教室の開設 鈴木　熙

中部 愛知県 名古屋市中区 ペルー料理　デラコンチャ ペルー人の知識を集約、スーパーフードを活用したデトックス商品の開発 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社エンジニアリング中部 8180001029600 企業のＤＸ化・ぺーパーレス化を目指し電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスの開発とサービス提供 林　千尋

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社大東通商 2180001014797 ワイヤー放電加工機等の導入で工作機械部品加工に新規参入する。 ひまわり経営サポート株式会社

中部 愛知県 名古屋市熱田区 ＦＬＯＲＡ 地域密着ＢｔｏＣフラワーＳＤＧｓ商品販売店設立とＩＴ活用で販売効率の改革 堀町　一夫

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社Ｔキューブ 1180002054703 既存ビジネス形態を活かして新規事業「完全無人シミュレーションゴルフ店舗」への挑戦 渡邉　賢

中部 愛知県 大府市 株式会社ファミーユ 3180301017235 フィットネスの知識とカウンセリング力を活かして効果の高いセルフエステに挑戦！ 座間　裕史

中部 愛知県 北名古屋市 ヘアーメイク　いつものところ 業界初、施術時間が短く簡単で、髪が傷まない酸性リキッドパーママシンの製造販売の事業化 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社バルデコ 1180001113014 スペイン料理店からケーキ製造販売店への事業転換 税理士法人ＴＡＧ経営

中部 愛知県 名古屋市中村区 森岡産業株式会社 2180001033145 旋盤加工技術の内製化によりＥＶ車両向け電動制御ブレーキ部品の量産体制構築 株式会社十六銀行

中部 愛知県 岡崎市 有限会社ケーティーワークス 1180302001116 航空旅客機部品の胴体を成形するチタン合金製フレーム部品の製造技術構築 株式会社森田経営

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社松尾製作所 5180001015504 ＥＶ化対応のための新工法技術を採り入れた電気電子系部品製造 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

中部 愛知県 春日井市 有限会社ビーンスターク 6180002067064 若い力でＩｏＴを推進する！プログラミング教材開発事業 髙木　一貴

中部 愛知県 岩倉市 ＣＳＳ株式会社 1180001087282 金属糸でジャカード織を可能にする新製品開発で新分野展開 税理士法人アイオン

中部 愛知県 海部郡飛島村 株式会社久野金型 7180001097342 カーボンリサイクル製品に対応する業態転換 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＬＯＺＩ 9180001134548 Ｓｍａｒｔ　Ｂａｒｃｏｄｅを活用した汎用型製造業向け業務システムの開発とＳａａＳ事業の新事業展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社テンエー 4180301031557 サプライチェーンの課題を解決する食品加工業 林　和夫
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中部 愛知県 名古屋市守山区 松柏園 在日外国人をターゲットに日本文化を体験できる体験型宿泊施設への業態転換 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 犬山市 株式会社平和 1180001132096 物流倉庫内の半導体梱包作業およびクリーン保管庫事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社大場商会 6180301026175 短納期を実現する工作機械オーバーホール、レトロフィット事業 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 大府市 株式会社オデック 9180002087200 大型金型製作による電気自動車分野への新分野展開を目指す 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 豊橋市 鈴豊キープ株式会社 6180301005955 子育て中の家族のための思い出に残る写真が撮れるセルフフォトスタジオ 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 シンコウメディカル株式会社 4180001002123 古民家を飲食店と宿泊施設に再生し伝統と文化を守る地域活性化プロジェクト 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 刈谷市 アイジーエヴァース株式会社 2180301013706 自動車産業のカーボンニュートラルに貢献するＥＶ関連超精密製品事業への新分野展開 税理士法人イマイズミ 三菱ＨＣキャピタル株式会社

中部 愛知県 豊橋市 ベルタ トレーラーによるフリー・モビリティ訪問理美容サービスへの業種転換 豊橋商工会議所

中部 愛知県 岡崎市 アーキテックス株式会社 1180301003567 新しい「住まい方」を提供するＡＩ設計アプリＩＴサービスＤＸ事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 豊田市 株式会社ＢＯＳＳ．ＮＥＴ 4180301021005 車両修理事業へ進出し安心して輸入車を持てる環境整備に貢献する																 株式会社エモーサル

中部 愛知県 西春日井郡豊山町 株式会社心 1180001121066 海鮮料理屋が挑む！非対面式券売機を活用したテイクアウト可能なラーメン店 伊藤　央

中部 愛知県 知多郡阿久比町 株式会社ＺＩＺＡＩ 9180001128962 自社ノウハウを活かした当社独自の地元連携型キャンプ事業の実施 伊東　徳恭

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社池山メディカルジャパン 7180001052561 乳がんと再生医療を基軸にしたインバウンド医療事業の為のプラットフォーム構築事業 野中　隆文

中部 愛知県 常滑市 マツヤ産業株式会社 8180001093290 クリーンルームと生産工程のＤＸ化による微細チップの搭載基板実装 株式会社中京銀行

中部 愛知県 知立市 株式会社三立機械販売 8180301014723 不動産賃貸仲介管理を行っている農機具屋から農業機械も取扱っている不動産屋へ 税理士法人ＴＭＣ

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ＦＢエージェント 1180001136386 コロナに負けない！顧客ネットワークを活かした飲食コンサルからの飲食店経営 東春信用金庫

中部 愛知県 愛西市 株式会社Ｈｕｇ　ＳＰＯＲＴＳ　ＣＬＵＢ 6180001108661 自前のスタジオを新規に構え、母子向け体育教室を開業する補助事業 永山　寛正

中部 愛知県 清須市 株式会社スズ建 8180001102134 新たな機器（粒度選別機）を導入し、「川砂」の製造販売事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 岡崎市 有限会社光洋化成 3180302001171 ロボットの導入によりＥＶ車時代に向けた製造現場の大転換をはかる 林　千尋

中部 愛知県 一宮市 株式会社天壁堂 2180001122823 内外装業で培った技術を活かしてペットも過ごしやすいコンテナハウス製造業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 合同会社ライラ・カンパニー 5180003020279 人に魅せたくなるジェンダーレスブランド創設による多様性社会の推進 伊藤　誠悟

中部 愛知県 小牧市 有限会社ＹＫＢ 6180002070902 高性能レーザークリーナーレンタル及び販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 岡崎市 ウッドデザインパーク株式会社 7180301031471 海外からの仕入ラインを活かしたインテリア用品の販売事業展開 グロースリンク税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中区 高橋接骨院 人生１００年時代のニーズを叶えるコンディショニングジム 東濃信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社デッセウェブ 2180001104912 プロモーション動画制作とオンラインシステム構築をしたトランクルーム事業の挑戦 髙崎　勇一

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社アレカグリーン 3180001061822 コロナ禍における保有資産を活用した非接触型バケーションレンタル（貸し別荘）事業 税理士法人ファルベ

中部 愛知県 額田郡幸田町 株式会社ササノ合成 7180301002514 射出成形工程のＤＸ化によるデジタルモールド事業の構築 岡崎信用金庫

中部 愛知県 愛知郡東郷町 株式会社ＨＩＤＥエンタープライズ 7180001060333 施工で培った機械ノウハウ活用で食品の充填・包装業へ新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市東区 加納経営事務所株式会社 4180001114439 コロナ禍のゴルフニーズに対応した２４時間営業インドアゴルフ 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 東海市 株式会社ナガタ工務店 4180002088632 顧客も売り方も全く異なる！不動産仲介業者との連携による革新的リノベーション事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 高浜市 高浜工業株式会社 6180301015822 窯業産業設備から、電気自動車関連ロボット自動化設備製造への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 岡崎市 Ｂ．Ｏ．Ｂ株式会社 7180301030036 生活娯楽企業を救う休眠地を活用したリモート式欧州車中古車販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社日翔警備 6180001127983 カメラ付き自走式ロボットを使用した下水管内の調査の運営 税理士法人　浅野会計事務所

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社パーフェクトジャパン 8180001124392 卸売業から「卸売＋珍味製造販売」への事業転換による事業再構築 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社Ａｔ　Ｗｏｒｋロジスティクス豊田 6180301020129 物流業界の強みを活かした尿素水「ＡｄＢｌｕｅ」の製造販売事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 ＧＡ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ株式会社 9180001090972 農業体験ができるキャンプ場・グランピング施設の運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 知立市 株式会社友愛ビル管理 9180301014953 ロードマッピングサービスの開発による地域貢献活動と事業再構築 渡辺洋司

中部 愛知県 岡崎市 株式会社クリエイトエンジニアリング 3180301004670 ユニット構造機の新開発と引き入れ外注による生産体制への転換 岡崎商工会議所

中部 愛知県 知多市 株式会社ＰＬＵＳ　ＯＫＤ 7180001146173 地域事業者との連携による複合施設運営を通じた事業再構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 津島市 株式会社アキシゲ 5180001103936 資源循環型社会を目指すための産業廃棄物積替保管施設への挑戦！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知立市 株式会社高村鉄工所 6180301014758 革新的製造技術の導入による高付加価値半導体製造装置向け精密部品進出事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ハルカデイズ 9180001138771 既存事業の経験を活かし、障がい児支援が不足する地方への新規参入 株式会社福井銀行

中部 愛知県 岡崎市 有限会社和風レストラン桂 3180302003341 老舗飲食店が中食事業に転換、「冷めても美味しいステーキ弁当」の提供 岡崎商工会議所

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ライカシャトル 1180001127575 業務フローを全く変えることなく現場負担ゼロで、　デジタル経営へのシフトできるソフトウェアの開発・販売 伊藤　誠悟

中部 愛知県 岡崎市 有限会社谷岡コンクリートサービス 5180302004081 地域唯一の一本釣り漁業者による釣りマニア向け遠洋遊漁船の展開 平家　勉

中部 愛知県 小牧市 株式会社三喜工務店 1180001075907 多様化社会に向けたシェアスペース事業と会社の強みを生かしたオリジナル家具販売事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社東名ヒューズ 9180001031621 セキュリティの強化されたワーケーション施設と利用者のマッチング 加藤一男

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ＶｅｒｏＭｅｔａｌ　Ｊａｐａｎ 4180001090795 メタルプロダクトのオンラインセレクトショップによる事業転換 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 マックホールディングス株式会社 4180001129651 本格的なゴルフ練習環境を提供する完全無人ゴルフラウンジ事業への進出 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 瀬戸市 愛知珪曹工業株式会社 6180001078599 新製品「無機系抗アレルゲン剤」の製品開発と製造販売 税理士法人総合経営

中部 愛知県 愛知郡東郷町 ひかるクリーン 愛知県の間伐材を用いた戦国武将キャラクターグッズの製造・販売 あらた税理士法人

中部 愛知県 碧南市 合同機工株式会社 2180301015223 半導体産業のサプライチェーンの強靭化に貢献する長尺精密部品への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 株式会社みやび 8180001115094 「ふわとろわらび餅」で飲食店から生菓子製造業へ業種転換 稲沢商工会議所

中部 愛知県 名古屋市緑区 光基工業株式会社 3180001028061 超精密加工製品事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ＴＬＣ 1180301009333 豊橋市の高齢者を笑顔に！デイサービス事業への進出による、地域初の幼老複合施設への挑戦！																 岡崎信用金庫

中部 愛知県 田原市 株式会社ピカ壱 2180301029289 電気と健康は当たり前がいい　自己分析スマートゴルフで健康年齢向上へ 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 Ｄｅｓｉｇｎ　Ｓｔｏｃｋ蔵株式会社 8180001140282 業務用の厨房設備を備えたクラウドキッチン専用レンタルスペース事業の展開 浮島　達雄

中部 愛知県 名古屋市昭和区 和光建設株式会社 9180001009700 ＶＲショールームで企業の脱炭素化促進！「ＺＥＢ普及事業」 坪井　亮

中部 愛知県 瀬戸市 有限会社幸信工業 4180002074145 ３０００坪の土地を活かして世界の富裕層をターゲットとする錦鯉の養殖事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ＡＩＴＣ 8180001142015 「ＤＸ人材育成を促進するｅ－ラーニングシステムソリューション事業」の販売・運営事業への業種転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ＳｍａｒｔＯｎｅ 8180001134268 最新技術の簡単さと楽しさを提供するカフェスタイルのショールーム＆ラボの運営 高橋　英明

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ナリタ 2180001031966 創業７４年の老舗企業が取り組む、多彩で安全なオリジナル韓国惣菜の食品製造事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 有限会社大成工業 8180002038617 地域のシニアとコドモのＤＸを実現するカルチャーセンター 戸塚　成樹

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社チャンスグループ 1180001138226 障がい者の「親亡き後を見据えた自立した生活」を実現するグループホーム「大樹」の運営 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社シェアタイムパートナーズ 8180001127750 保護者のサードプレイス・保育士在中カフェの運営 税理士法人　浅野会計事務所

中部 愛知県 名古屋市西区 コニカミノルタビジネスサポート愛知株式会社 2180001017750 ＤＸ化を推進する実務支援型ＩＴ人材教育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 海部郡蟹江町 株式会社ＮＭＳ 4130001057923 サロン向けに「天然由来１００％の洗浄剤」を製造・販売する事業への進出 奥岡　亮太

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ＰＧＴ 8180001112769 リアルとリモート双方でアスリート学生をサポート！新時代の学生寮！ 篠原陽一

中部 愛知県 名古屋市名東区 有限会社聖天道院 7180002004520 近視予防クッション・治療シール販売、視力オンライン教室の事業展開 小倉　裕樹

中部 愛知県 常滑市 株式会社トライテクス 6180001091899 協働ロボット導入支援を行うロボットＳＩｅｒ事業 知多信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社エイティーンエンタープライズ 9180301012511 写真で伝えたい私の世界　をＤＸで実現、スタイルフォト事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ろけバス 6180001072230 専門的な輸入食材を使用した人気フランチャイズベーカリー事業 近藤　智也

中部 愛知県 豊田市 合同会社エスワイサービス 2180303004075 元力士が作るおひとり様向けちゃんこ鍋専門店への新分野展開 近藤　智也

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社コンフォート 7180001071801 快適な空間を提供する、ＩＴ化社会に対応した室内ゴルフ練習場への新分野展開事業 名古屋商工会議所

中部 愛知県 一宮市 株式会社木全造苑 7180001123635 トレーラーハウスの製造・販売による造園会社のブランディング 尾西信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社青山精機 4180001112269 高度な金属加工技術と生産性向上対策による成長分野への進出 中原　晃

中部 愛知県 豊橋市 リビングライフオオクボ 全国の生産者とつながる笑顔が集う洋食レストラン事業 鈴木　啓佑

中部 愛知県 豊橋市 株式会社兼八テクノ 3180301005396 厨房機器メーカーが“独創的な屋外用ユニットキッチン”を開発し、高級エクステリア事業へ参入する事業 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 名古屋市南区 ＩＭＡＸ株式会社 7180001014033 Ｉｏｔ自動機のリモートメンテナンスサービス事業 株式会社名古屋銀行
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中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社アド・アシスト 5180001136184 企画・販促力を活かし、広告業からＤ２Ｃの化粧品販売業へ展開 權田　成悟

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社マイティミズタニ 4180001079252 高付加価値部品の参入における、ＥＶ向け新製品の取込み 小倉　裕樹

中部 三重県 津市 株式会社津松菱 1190001000698 百貨店の新分野展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 聖建工株式会社 7190001015996 ＩＣＴ測量の導入による生産性向上および発注者指定型工事への進出 株式会社ゼロプラス

中部 三重県 鈴鹿市 ユリテックジャパン アンケートアプリの開発・運用 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 三重県 伊賀市 株式会社えん 8150001021238 都市型新和菓子ブランドの出店事業 上野商工会議所

中部 三重県 伊勢市 株式会社二光堂 2190001006868 地域のグルメを発信するプラットフォームとなる土産店への変革。旅行客が地域の匠達と出会い、つながり続ける場の創出。 株式会社三十三銀行

中部 三重県 四日市市 有限会社ヤマコウ 7190002022471 ＩＣＴ導入による土木工事元請け事業への進出 株式会社ゼロプラス

中部 三重県 四日市市 合同会社ヨッカイチ 4190003003234 焼肉店への事業転換と冷凍松阪牛ハツによるＥＣ市場への展開で売上回復 ＡｒｒｏｗＳ株式会社

中部 三重県 四日市市 株式会社紺文デザイン 4190001024158 日常にささやかな彩りを添えた特色あるお弁当で、テイクアウト事業に参入 税理士法人ＡＣＴ

中部 三重県 四日市市 ＣＯＯＬ－ＦＩＮ 早い！安全！非接触！眼精疲労改善に特化したリラクゼーションサロン 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 伊賀市 株式会社トビタ 2190001025372 ご供養の多様性とコロナ禍社会に対応した粉骨、洗骨ビジネスの展開 三重県商工会連合会

中部 三重県 南牟婁郡御浜町 有限会社紀伊自動車学校 5190002005206 熊野エリアの観光案内サービス付き宿泊施設「さとやま未来宿」の展開 株式会社ｔｚコンサルティング

中部 三重県 鳥羽市 楠精器株式会社 1190001007355 既存事業で培った精密板金加工技術を強みに、半導体製造設備向けの筐体・部品製造へ参入し事業再構築に挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 桑名市 水谷精工株式会社 2190001023442 生産体制及び検査体制刷新による、グリーン成長戦略への参画 株式会社フラッグシップ経営

中部 三重県 伊勢市 秀英工業株式会社 7190002008909 大型製缶製造ノウハウを活かし新たなリニア産業へ進出する 株式会社三十三銀行

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社プリンシプル 9190001003223 ３Ⅾプリンタ導入とパーツリサイクルバンク構築による新分野展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 株式会社リョウシン 5190001021815 水性塗装に対応した鈑金塗装事業実施による事業再構築計画 株式会社フォーバル

中部 三重県 伊賀市 株式会社共同技術コンサルタント 4190001008929 ドローンレーザー導入による測量の生産性向上および事業拡大計画 株式会社関西みらい銀行

中部 三重県 津市 有限会社一志ピックファーム 4190002002121 養豚・精肉機能に食品加工・小売機能を追加する豚肉製販一貫事業 伊勢商工会議所

中部 三重県 員弁郡東員町 有限会社イワタ 8190002017677 合成繊維の廃材の再生と成形で新しい市場へのチャレンジ 桑名三重信用金庫

中部 三重県 伊勢市 株式会社伊勢古仁屋 8190001026035 専門店のこだわりわらび餅の小売店舗設置による販売チャネル拡大 岩佐　修二

中部 三重県 北牟婁郡紀北町 有限会社垣善フアームス 2190002005646 製造工程の自動化と製造場所確保による鶏糞肥料の量産化計画 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社ランコントル 1180001107965 ＩＴコンサルティング会社が強みを生かして自転車関連事業に進出 ＳＭＣ税理士法人

中部 三重県 四日市市 有限会社杢承 8190002023122 日本古来からある木の文化　古民家の良さを後世に継承する新事業を目指す！ 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 一般社団法人三重県地域創生協会 3190005011145 個と社会をつなぐ地域の井戸端会議拠点としてのサロン事業 山根誠司

中部 三重県 津市 株式会社遊空間工房 8190001020442 南伊勢ボートハウス神海舞（かしぶ）の開業で地域イノベーションの実現 税理士法人決断サポート

中部 三重県 四日市市 ファイン・テック株式会社 1190001021835 地球に優しい地盤改良技術「エコジオ工法」導入による新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 四日市市 株式会社棲栖舎桂 6190001027068 一級建築士事務所が作る、高断熱基礎部門新設による最高位性能表示取得 井上大輔

中部 三重県 四日市市 株式会社田室塗装 5190001017920 循環式ハイブリッドブラストシステムを用いた塗膜剥離事業への新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 鈴鹿市 有限会社タツジ 1190002007841 『ＰＧＡプロがいる個室型シュミレーションゴルフとレッスンスタジオの運営』 税理士法人決断サポート

中部 三重県 鈴鹿市 コーヒーウノ 地元食材を使った洋菓子店の開業で新たな地域・顧客層に販路拡大 權田　成悟

中部 三重県 度会郡大紀町 株式会社プロホーム・大台 5190001011221 自然素材を活かしたオーダーメイド家具・キッチン及び住宅高性能化のためのＤＩＹ商品の開発販売 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社朝日建機 9190001005558 電動車対応型整備工場とトラックタイヤ事業への新分野進出 税理士法人決断サポート

中部 三重県 松阪市 エムテック株式会社 2190001011307 缶類等不燃物の中間処理業進出で、地域社会の発展に一躍を担う 株式会社三十三銀行

中部 三重県 四日市市 藤井鉄工株式会社 8190001016060 ウィズ・ポストコロナを見据えた製氷機・冷蔵庫分野への新分野展開 税理士法人　中田会計事務所

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社ＥＡＶＥＣ 8190001027363 動物「介護」分野へ進出のための施設と技能の向上 新大和税理士法人

中部 三重県 津市 株式会社山川測量設計コンサル 7190002002234 最新鋭レーザードローン等の　ＩＣＴ　測量体制を　再構築し生産性の向上を図る 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 株式会社ＴＩＥ 3190001023243 居酒屋業態からコロナ禍でも堅調な焼肉業態への事業転換計画 奥岡　亮太

中部 三重県 伊勢市 株式会社ゴーリキアイランド 3190001007568 流通加工とデジタル化で多品種小ロット販売を実現する業態転換の取組み 株式会社中京銀行

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社サカタ 6190001005008 相乗効果が発揮できるマタニティ特化セルフ写真スタジオへの挑戦 奥岡　亮太

中部 三重県 四日市市 山泰建設株式会社 6190001016649 鈴鹿山脈の自然を満喫。ドッグラン併設の複合レジャー施設へ挑戦 奥岡　亮太

中部 三重県 桑名市 ピッツェリアサンセット 食材の地産地消と冷凍食品製造による桑名市活性化事業！ 税理士法人麋城総合経営事務所

中部 三重県 四日市市 株式会社マツデン 5190002022003 先端技術でスコアアップ　完全個室シミュレーションゴルフスタジオ運営 株式会社みらいホールディングス

中部 三重県 鳥羽市 西口建築 ワーケーション向けアクティビティ研修施設で鳥羽の観光業を再建 株式会社百五銀行

中部 三重県 三重郡菰野町 株式会社ＡＲＵＫＡＳ 8190001027512 高圧洗浄機を用いた排水管洗浄事業への進出 奥岡　亮太

中部 三重県 鈴鹿市 三舞建設株式会社 6190001005412 路面切削工事進出による路面改修工事完全手の内化計画 鷲尾　みどり

中部 三重県 いなべ市 株式会社ケーテック 5190001012962 自動販売機フレーム製造からセルフレジ等の精密部品量産事業に進出 株式会社百五銀行

中部 三重県 鳥羽市 有限会社ノア 2190002010646 絶景×町興し　絶景ｃａｆｅｓｈｏｐ『海女のテラス』の運営　～パールロード沿線の活性化～ 株式会社三十三銀行

中部 三重県 名張市 有限会社もりわきにかく 7190002013446 独立した焼き肉店が家業をいかしておこなう新分野展開 株式会社シザコンサルティング

中部 三重県 伊勢市 和牛石アミ焼肉たまちゃん 「石アミ」と「一頭買い・自社生肉加工」による和牛サブスクリプション事業への参入 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社ヨシザワ 8190001005484 「次世代自動車向け電動化部品用の帯電防止かつ耐摩耗性を向上した真空成形トレー」という新分野展開への挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 桑名市 株式会社アダプト 7190001013876 コロナ禍でも成長が見込める焼肉市場への展開でＶ字回復を図る 税理士法人　マネイジ

中部 三重県 松阪市 株式会社パワーエイト松阪 6190001027415 ブランド牛肉（松阪牛）を使用した、生食用牛肉の製造・販売 松井　督卓

中部 三重県 いなべ市 株式会社エイド 7190001024576 世界のＥＶ化を支える電子部品・精密部品及び関連製品等の倉庫管理事業へ進出 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 有限会社サクラテック 9190002020309 自社の強みを活かし、新たに３ＰＬ事業を採用する倉庫業への進出 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 富士印刷株式会社 4190001016056 偽造防止デザイン処理によるブランドロイヤリティ確立印刷物への新分野展開 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊勢市 株式会社坂谷自動車工業 5190001006650 電動車対応型の販売・整備業への新分野進出 株式会社三十三銀行

中部 三重県 四日市市 ファーストホーム株式会社 4190001026856 未利用の土地を生かしＢＣＰ対応もできるトレーラーハウス展開事業への業態転換 丸山　達也

中部 三重県 松阪市 豊栄工業株式会社 9190001011135 樹脂品の加工技術内製化により自動車部品検査治具の量産体制構築 株式会社三十三銀行 三重リース株式会社

中部 三重県 四日市市 太田化研株式会社 8190001014485 持続可能な水産業を推進するための水系防汚・防藻剤の開発 森　智

中部 三重県 三重郡菰野町 名金産業株式会社 5190001017516 国内初のパーツホーマー加工による車載センサー用アルミケースの製造 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

中部 三重県 四日市市 有限会社谷口鉄工所 5190002020980 重切削加工技術の強化による新分野展開計画 島本　昌一

中部 三重県 亀山市 株式会社ニシカワ 2190001023657 制御機器ＯＨ工場の新設によるリユース事業への挑戦 浮島　達雄

中部 三重県 鳥羽市 漁師めしみなと食堂 飲食業から足場工事業へ業種転換による多角化経営の実現 浮島　達雄

中部 三重県 桑名市 栗田精工株式会社 5190001012145 洋上風力発電機用大型軸受部品加工への挑戦による新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 三重県 松阪市 株式会社ウッドベル 9190001010120 ガソリン車販売からＥＶ及び電気設備サービス事業へ参入 株式会社フォーバル

中部 三重県 桑名市 株式会社磯部工業 4190001019653 倉庫事業進出で「出荷管理×在庫管理」の高付加価値を実現する 株式会社エモーサル

中部 三重県 三重郡菰野町 株式会社アイナス 7190001025558 人材の力を活かして人材派遣業が大胆にこだわりの焼肉店へ業種転換 北辰コンサルティング株式会社

中部 三重県 鈴鹿市 満開　 美容と健康の複合サロン施設の開業 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 株式会社ＰＡＬＭＥ 4190002002666 結婚式場が手掛ける！イベントホール事業によるシナジー効果の創出 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 株式会社真宮 8190001018271 市場ニーズを捉えたライフサポート事業のＦＣ展開による新分野への挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 イノウエ株式会社 5190001016889 高精度湯口スリーブの開発により新たな市場の創造を実現する 桑名三重信用金庫

中部 三重県 伊賀市 株式会社西條 6190001019899 インフラ整備の「基礎」を安定供給するための砕砂製造事業への新分野展開 株式会社南都銀行

中部 三重県 松阪市 株式会社西山商店 6190001010429 機械式佃煮製造システムを導入し佃煮市場への本格参入 砂子　貢

中部 三重県 伊勢市 株式会社テンクリエイション 9190001024970 地域に根付くシェアラウンジの運営 伊勢商工会議所

中部 三重県 四日市市 プロリンクスＫＳ経営技研合同会社 2190003002411 美容室専用託児室のノウハウで新規保育所併設による地域貢献型事業 亀山商工会議所

中部 三重県 四日市市 釜屋株式会社 7190001014619 超大型サイズのＨ形鋼の加工による大規模建築物市場への新規参入 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊勢市 株式会社大山真珠店 4190001006536 真珠宝飾販売店がパールパウダーを使用した新規飲食事業への挑戦 株式会社ミッドランド経営
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中部 三重県 三重郡川越町 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　ＦＬＥＵＲ 6190001021772 ＹｏｕＴｕｂｅｒ向けナレーションサービスでニッチ市場に参入し事業拡大 三重県商工会連合会

中部 三重県 多気郡明和町 株式会社世古口建設 9190001010847 『空き家不動産の流動性を高める不動産ビジネス』で新分野展開する事業 三重県商工会連合会

中部 三重県 松阪市 株式会社日本屋メンテナンス 9190001010698 コンビニエンスストア跡地を利用した、コインランドリー事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 松阪市 株式会社ＳＰＡＣＥ 9190001023790 風光明媚な立地で、最新デジタル技術によるヘルプケアと天然温泉の癒しを提供する最高のデイサービス 加藤一男

中部 三重県 多気郡大台町 株式会社セーフティ・リ・ファーム８８ 9190001021654 コロナで減少した売上を取り戻す、茶葉販売会社による有機栽培茶葉を有効活用したドリンク・和洋菓子カフェ 株式会社みらい経営

中部 三重県 津市 株式会社寿美家和久 4190001003995 老舗料亭の日本料理を全国に届けるプラットフォーム「ストデリ」の創設 株式会社ＰｒｏｓＷｏｒｋ

中部 三重県 四日市市 株式会社林工業 4190001024315 高い溶接技術を生かしたオーダー型キャンプギア商品のＤ２Ｃ事業 井上大輔

中部 三重県 伊賀市 盆栽ライフ 盆栽を通してライフスタイルを提案する「盆栽カフェ・ギャラリー」 株式会社百五銀行

中部 三重県 伊勢市 株式会社中美建設 6190002009321 地元木材を使う工務店による『木育スペース』（仮称）運営事業 伊勢商工会議所

近畿 滋賀県 蒲生郡日野町 松喜園 駅前の立地を活かし日本料理店が実施するおばんざい居酒屋事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 彦根市 麺や江陽軒 冷凍ラーメン加工販売所の立ち上げ事業への挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 公益財団法人滋賀レイクスターズ 9160005009541 社会のスポーツ環境課題を解決。スポーツ指導者の研修および派遣マッチング事業の開始！ 澤井　美香

近畿 滋賀県 東近江市 ゆん キッチンカーによる移動式テイクアウト販売事業への新分野展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 滋賀県 大津市 合同会社令和 9160003001814 配達エリア内の食材をふんだんに使用した地産地消型お弁当屋を設立し、地域活性化を図る。 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 高島市 おしゃれサロンかつ乃 『フリーポア・ラテアート』の魅力を発信する事業への挑戦 萬木　誠

近畿 滋賀県 大津市 竹之坊ケーキ 人気スイーツ店の技術力を活かしたカフェ事業への参入 大津商工会議所

近畿 滋賀県 大津市 安心コンサル有限会社 5160002004796 加入状況が一目瞭然！攻めと守りの保険営業支援システムの開発 大津商工会議所

近畿 滋賀県 東近江市 湖東興産株式会社 3160001010459 車のＥＶ化に欠かせない半導体不足に資する焼成炉増産への対応 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 湖南市 株式会社ＭＴＫ 9160001016681 処理困難産業廃棄物を活用した製鋼副資材製造販売事業への新展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 山田運送株式会社 5160001002009 ＩＴ技術を駆使した「混載」物流サービスにより脱炭素社会に貢献する 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 金剛精機株式会社 2160001000741 市場が拡大していくＥＶ用筐体、フレームの試作品開発事業への進出 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社センコー 8160001005751 グローバル競争に打ち勝つ！次世代パワー半導体製造装置部品の超微細加工への挑戦 株式会社関西みらい銀行

近畿 滋賀県 大津市 有限会社本郷工業 4160002001687 脱商用電源のＥＶバイクレンタル事業で滋賀県観光をイノベーション 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 有限会社竹内精機 2160002012199 複合旋盤とＩｏＴ導入による高付加価値製品製造への挑戦 シェアビジョン株式会社

近畿 滋賀県 草津市 株式会社増田機械 9160001014636 アーム型ロボットを使用した自動機製造における取引先需要を満たした短納期化計画 シェアビジョン株式会社

近畿 滋賀県 東近江市 株式会社水研設備 6160001010373 インフラ改修需要を掴む、大口径「プレハブ配管」加工・販売計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 株式会社Ｒｅａｌｔｏｒ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ 2160001016325 ビッグデータをフルに活かした地域密着型不動産仲介業（新分野展開） ひまわり経営サポート株式会社

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社ジェイプラス 9160001011716 地域密着型女性専用ＡＩパーソナルフィットネスジムの運営																				 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 滋賀県 長浜市 株式会社黒壁 9160001006583 滋賀・長浜のまちづくりに貢献してきた当社が、地元の食材を使った惣菜・菓子の製造と販売で新分野へ参入！ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 有限会社岩﨑工業 5160002008913 社会問題化する社会インフラの老朽化に貢献する「公共工事における次世代足場を使用した足場工事」 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 草津市 株式会社オフィスワイズ 9160001014198 滋賀県初ものづくりラボの創設事業 草津商工会議所

近畿 滋賀県 彦根市 マックス・ケイディ 郷愁漂う８０年代海外映画を再現！「世界観」を味わうコンセプトカフェの開業 北浜グローバル経営株式会社

近畿 滋賀県 大津市 株式会社小野ドライ 6160001000366 オンライン衣装レンタル事業による事業再構築 大津商工会議所

近畿 滋賀県 甲賀市 ニッポンロジパック株式会社 2160001006020 自宅のスキマを有効活用するオーダースキマ家具の製造通販事業 税理士法人イースリーパートナーズ

近畿 滋賀県 守山市 山豊テグス株式会社 5160001015506 仕入ＰＥ釣糸を自社内製転換により新製品開発し増収増益を計る 京都信用金庫

近畿 滋賀県 守山市 和のほとり忠兵衛 顧客寄り添い型エンターテイメント鮮魚店事業 京都信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ルメルシエ 5160001004483 アレルギー体質・ヴィーガンの方向けジェラート・アイスケーキ販売事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 有限会社エンドユーザー 3160002004690 古民家、地域食材を活用したグルテンフリーパンの製造販売 京都信用金庫

近畿 滋賀県 高島市 有限会社クリーニングショップ丸善 1160002011301 非対面システムの構築により感染防止対策と人材不足の解決に取り組む 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 合同会社おうみアットホームサービス 4160003000861 「２０年の信頼と実績」「駅前の好立地」を生かして、地方都市でも最先端のテレワーク設備を提供 三須税理士法人

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社ＡＴＵＭ 7160001015941 総合工事業者の半導体洗浄装置部品の生産という新分野展開による事業再構築 株式会社関西みらい銀行

近畿 滋賀県 東近江市 マックスパワー有限会社 5160002010076 国内初のヘリコプター整備認定会社が地元自治体とタッグを組み観光事業に挑戦 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 エイチ・アイ株式会社 3160001009625 高齢者向け機能改善サービス付加による介護施設の事業再構築計画 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 草津市 リハビリ整体＆トレーニングＪｕｍｐ 近隣に増加する若者に向けた「からだ再構築」プロジェクト 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社マップデザイン 2160001023197 住宅事業から、木製のキャンピングシェル製造事業で、業種転換 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 近江八幡市 まる亀畜産株式会社 9160001022317 『全国初』近江牛専門牧場直営焼肉店から「都市型ＢＢＱが体験できる近江牛精肉店」という新たなスタイルへの新分野展開事業 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 愛知郡愛荘町 株式会社西川工芸 9160001017044 断熱リフォーム「ぬくいーな」の事業開始で地元の住宅あったか計画 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 大津市 ＡｎＳｕｎ株式会社 3160001022586 伊勢志摩初！本格的かつ貸切型の隠れサウナ施設運営事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

近畿 滋賀県 湖南市 北島酒造株式会社 4160001004856 酒蔵の伝統技術体験×地域資源コラボの酒蔵ツーリズム事業 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 米原市 勝鍼灸トレーニングラボ 整骨院に併設のレンタルスペースとカフェで身体と食をワンストップフォロー Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 滋賀県 草津市 アゴラ 非日常感を演出する新業態と犬用飲食メニュー・ドッグランに進出する再構築 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社パワーコンプレックス 1160001021094 旧車・絶版バイクを自社製造のパーツでレストアして“いのち”を吹き込む事業 ひかり戦略パートナーズ株式会社

近畿 滋賀県 大津市 株式会社高陽建設 4160001000756 ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ～ＩＣＴの導入による生産性向上～事業計画書 大津商工会議所 エヌディリース・システム株式会社

近畿 滋賀県 甲賀市 創庫生活館　水口店 リサイクルショップの店舗空間を活用した唐揚げテイクアウト店の新展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 蒲生郡竜王町 株式会社セラミックライニング竜王 1160001019329 セラミック端材を活用したセラミックパテ商材の開発・販売・施工 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 犬上郡甲良町 株式会社ファーストシステム 6160001009226 欧州での省エネ需要を開拓するヒートポンプ式暖房・給湯器向けポンプ成形 塩津　友輝

近畿 滋賀県 守山市 ヒラテック株式会社 5160001018211 フッ素樹脂の一貫加工へ、外需獲得も見据えた半導体部品等製造計画 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ジェージーシー滋賀 7160001000869 道の駅へのアウトドアショップ出店による事業再構築 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 介護タクシーみつばち 高齢者向け配食サービスの展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 滋賀県 彦根市 株式会社ＦＲＥＥＤＯＭ 2160001009337 風光明媚な三方五湖の宿泊施設運営による事業再構築 株式会社大垣共立銀行

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社ＰＮＳ 8160001021278 レッカー事業で蓄積した独自技術を用いた自動車整備事業への転換 左近　和男

近畿 滋賀県 東近江市 協和工業株式会社 1160001010485 人材不足に悩む農家に貢献！ＩｏＴ活用による修理・管理を簡略化する農業用空気弁			 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 宮部鉄工株式会社 7160001008805 日本唯一のバルブ集積地彦根における、新たな下水道用バルブ製造産業の創出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社うえで 2160001005096 コンシュルジュがいる寝具コインランドリーで健康的な睡眠を提供 湖東信用金庫

近畿 滋賀県 高島市 株式会社中野測量設計事務所 8160001011997 ボーリングマシン導入で公共工事の地質調査事業に参入 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 守山市 株式会社上原フォートスタジオ 9160001015931 個室空間で記念日を祝いながら撮影するフォトスタジオ多店舗展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 清水工業株式会社 4160001008378 次世代型を含む原子力発電所向け「超高効率耐震弁」の製造 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 彦根市 合同会社ぽんと 5160003001355 鉛バッテリー再生事業 若林　邦久

近畿 滋賀県 大津市 有限会社ジェイプランニング 4160002013245 健康寿命長期化・ウェルビーイング社会へ向けた鍼灸治療事業への新分野展開						 株式会社アカウティングプロ

近畿 滋賀県 長浜市 有限会社モリイ工芸 5160002007080 防火認定ディスプレイ製造業へ参入する新規事業計画 長浜信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 株式会社リ・ランド 1160001014726 地元要望に基づく、商業施設建設禁止地域内へのコインランドリー店出店事業 近畿産業信用組合

近畿 滋賀県 守山市 株式会社中井鈑金自動車 6160001015397 自動車整備業界における水性塗装の促進および地域同業者との共存・発展計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 蒲生郡竜王町 株式会社沢井建設 8160001010801 地場産にこだわったカフェ＆レストラン店による事業再構築事業 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 近江八幡市 有限会社宮嶋工務店 5160002010869 ゴミの減量・ＳＤＧｓに貢献するサイディング端材を活用した新事業展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 甲賀市 株式会社一雅 9160001016954 耕作放棄地でのもみ殻から始まるバイオマス燃料と熟成野菜の製造・販売 永野　隆幸

近畿 滋賀県 高島市 株式会社友輝建設 1160001012102 3 次元測量へ参入することにより、急務である【インフラメンテナンス の推進】に寄与し、人々の安全な暮らしを守る事業へのチャレンジ 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 犬上郡豊郷町 株式会社ナツハラ 5160001016909 国内公共事業から輸出用設備機器関連部品事業への新規参入 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 滋賀県 犬上郡豊郷町 株式会社くらま 3160001008065 和食の調理技術を活かした、冷凍ピザの製造販売への業種転換計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＷＯＯＤ　ＤＥＰＯＴ 2160001016523 木製ドアのサイズオーダー事業開始による事業再構築 京都信用金庫
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近畿 滋賀県 彦根市 グッドボルダリング アスリートこそ美しく！！疲労や美肌をサポートするセルフサロン 地域創生Ｍｅｄｉａ＆Ｃｕｒａｔｉｏｎ合同会社

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社ウミノ製作所 3160002012586 金属加工の高度化による医薬品・医療機器分野への新分野展開 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 守山市 ビーンズ・トスティーノ 珈琲販売・パン販売・コインランドリーによる複合型の新事業展開 滋賀県商工会連合会

近畿 滋賀県 草津市 株式会社Ｍｕｓｃｌｅ　Ｑｕａｌｉｔｙ 8160001024066 医療と連携した生活習慣病に特化したフィットネス事業 京都信用金庫

近畿 滋賀県 大津市 有限会社服部管工事 3160002004724 事業承継を見据えた鋼構造物工事業への進出による事業再構築 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 東近江市 有限会社松原産業 7160002010272 インフラメンテナンス部材加工事業への進出 小森　俊

近畿 滋賀県 草津市 株式会社千紀園 7160001012914 日本茶・菓子の製造小売から「日本文化を育て人が集う場所」への新展開 草津商工会議所

近畿 滋賀県 草津市 美玄株式会社 4120001198719 フードロスにも貢献する独自性の高い「アイスクリーム等の製造販売」事業へ参入 株式会社関西みらい銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＤＲＴ 7160001018903 レジャーに精通した釣り具製造事業者による総合アウトドア施設運営への参入 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 滋賀県 草津市 美ず奈 ランチ・カフェからディナーまで！地元食材を生かした新たな地域カ 滋賀県信用組合

近畿 滋賀県 草津市 株式会社ＴＯＨＳＨＩＮ 9160001017465 ＤＸを活かしフードロスを減らせ！地元食材を活かしたラーメン店で売上アップ 有限会社あんしん会計

近畿 滋賀県 大津市 株式会社石本板金工業 6160001019266 板金工事業からの新たに板金加工業への事業展開進出 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社テリオス 6160001003410 最新ドローンを用いた建物点検・調査事業への進出とＩＣＴ建設分野への展開 税理士法人北浜・中西会計

近畿 滋賀県 長浜市 シガ・ホーム株式会社 7160001006701 高齢化が進み古家や空き家が増加する滋賀県長浜市での戸建て住宅解体業 株式会社京都銀行

近畿 滋賀県 栗東市 株式会社サンキ 2160001014295 測量業界に特化した受発注マッチングプラットフォームの開発・提供事業 株式会社ｂｔｏｂｅｅ

近畿 滋賀県 大津市 有限会社スタイルエクサ 3160002012009 ”滋賀県初”ジャイロトニックによるアクティブシニア向けメディカルフィットネス 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 守山市 有限会社プロデュース・ビー 4160002014458 あなたが希望した場所でフォト婚ができる新規事業 京都信用金庫

近畿 滋賀県 東近江市 近江織物株式会社 9160001009801 最新鋭顔料インクジェットプリンタ（国内初）の導入による環境負荷を大幅に削減したテキスタイル製品の製造を行う計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社ＣＲＥＡＴＩＶＥ　ＲＯＯＭ 6160001016750 ライブハウスと商店街の復興のためのＥＣモール構築 京都信用金庫

近畿 滋賀県 栗東市 いずみ建築設計株式会社 1160001018586 「空気のおいしい家」自然素材と遮熱材を使った健康省エネ住宅 滋賀中央信用金庫

近畿 滋賀県 高島市 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｗｏｏｄ　Ｗｏｒｋ 7160001022649 圧倒的別荘感　大自然感じる１棟貸出リゾートヴィラ ウィズアップ税理士法人

近畿 滋賀県 彦根市 大洋産業株式会社 6160001008434 製造業の蓄積資産を活用した問題解決・課題達成の支援と地域活性化 彦根商工会議所

近畿 滋賀県 大津市 想伸建設株式会社 5160001002446 石膏ボードパネルの製造販売と木造コンテナハウスの製造販売 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 小川良株式会社 4160001009797 デジタル印刷体制の構築によるＢｔｏＣ服飾プリント市場への参入計画 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社Ｔ＆Ｍ 8160001017598 高まる世間のＶＲ／ＡＲニーズに対応した新しいレンタルスペースの創設 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 株式会社匠工房 3160001015986 ショールーム型の家具販売事業で家全体をトータルプロデュース ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 滋賀県 高島市 高島ワニカフェ 新分野展開による多様な価値創造と売上及び利益の最大化 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 東近江市 近江銘茶　武久商店 滋賀茶に特化したスイーツテイクアウト事業で新しいティー文化創出 八日市商工会議所

近畿 滋賀県 高島市 株式会社近江夢楽ファーム 4160001019986 無農薬にこだわる生産者が開発するフローズン商品とフードロス削減 松成　文貴

近畿 滋賀県 彦根市 滋賀球団株式会社 7160001019199 地域に根差したプロ野球独立リーグのオンライン・オフラインのハイブリッド体験型サービス 税理士法人虎ノ門会計

近畿 滋賀県 野洲市 株式会社ケーエス 1160001015740 新ブランド育成による事業構造の変革 株式会社滋賀銀行

近畿 滋賀県 大津市 株式会社サニーディ 5160001024102 湖西初インドアゴルフ練習場の新展開による事業再構築 京都信用金庫

近畿 滋賀県 近江八幡市 株式会社カネ吉ヤマモトフーズ 9160001010701 伝統的建造物の民家を近江牛と近江野菜の非接触型レストランへの再生計画 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社ｓｔａｃｔｉｌｅ 4130001052453 オリジナルアクティブウェアの製造販売とメディア兼ＥＣサイト構築 魚谷　康行

近畿 京都府 京都市下京区 ＡＲＥＸＩＡ株式会社 9130001062695 洗練された空間で体質改善施術を提供するエステサロン事業 上原　航平

近畿 京都府 亀岡市 ｙａｓｕｈｉｒｏ　ｓａｗａ　ｄｅｓｉｇｎ　ｏｆｆｉｃｅ． 家具の展示販売及びＥＣ販売へ参入する新規事業計画 京都信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 江崎器械株式会社 8130001029910 運動指導するＡＩ運動機器を用いた感染症に強い無人ジム運営 林　勇作

近畿 京都府 京都市伏見区 鉄板焼き７３ちゃん家 知名度と技術を活かした新たな価値を創造するドッグサロンの開店 税理士法人優和

近畿 京都府 長岡京市 稲荷塾 東大・京大・国公立医学部受験者向け数学塾添削のオンライン・全国対応 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 京都市下京区 アールディーエム株式会社 4130001019097 金券ショップ事業から京都のフリーズドライ食品専門事業に挑戦しＶ字回復 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 ゲストハウス　ロコココロ 専門分野を絞った広告戦略によるヒトとペットの心に残るワンダフルホテル 税理士法人優和

近畿 京都府 舞鶴市 有限会社クレスポ・コーポレーション 1130002034965 京都府初！おいしいパンとエンターテインメントを届ける　焼きたてベーカリー「小麦の奴隷」ＦＣ事業への挑戦 川橋　隆則

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社真澄 1130001055632 光触媒による世の中ピカピカ除菌・殺菌プロジェクト 伊村　睦男

近畿 京都府 京都市南区 株式会社シンワプランニング 9130001010910 医療用用紙やフィルムなどの精密断裁に対応する新事業を展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 立石雷 文化芸術イベントも楽しめるワーケーションスペース運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 長岡京市 株式会社ヒサシヤマモトコーヒー 8130001045164 最高技術を持つバリスタによるコーヒースクール・技術指導事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 木津川市 株式会社デザインスープ 8130001048225 世界に一つのオリジナルラバーダックを試作生産する小売への転換 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 ハマムラ株式会社 9130001007080 京都中華発祥の店が作る京都中華料理のＥＣ販売事業進出計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 特定非営利活動法人エフエム・ギグ 4130005005671 着物業界に特化したモデル付き動画、制作、配信代行サービス 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市南区 相生合同会社 9130003004893 日本伝統阿波藍を利用した新たなファッション商品開発＆海外販路進出 笹谷　誠吾

近畿 京都府 向日市 株式会社ＳＡＳＵＧＡＹＡ 2130001062875 新たな完全栄養食の開発で新たな市場を開拓し、Ｖ字回復を図る 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 ＢＣＢジャパン株式会社 6130001063614 アフターコロナにおけるアウトドア志向の変化に対応する遊漁船業の新展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 相楽郡精華町 ボンドプランニング株式会社 5130001059332 配達飲食から高齢者施設給食へ転換するセントラルキッチン化計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 株式会社七緒 8130001059544 ペットと宿泊できるグランピング施設と地元農家のマルシェ会場 野﨑　智仁

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社ＳＤＫ 4130001053261 溶接工に特化した人材派遣マッチングプラットフォームを構築する計画 株式会社福邦銀行

近畿 京都府 京都市下京区 ＪＩＪＩ お花教室をプラットホームにした複合型ビジネス 有田　耕介

近畿 京都府 亀岡市 有限会社ＡＳＣ 3130002029336 介護脱毛サービスの新構築による「人生１００年時代」の実現支援 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社松原オート 1130001001900 増えるＡＤＡＳ車両に対する事故時の社会的ニーズ市場への新たなる進出 株式会社フォーバル

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ｗｉｓｈ－ａｌｉｚｅ 9130001062704 師（士）業向け簡易商取引プラットフォーム 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 ファイティングポーズ株式会社 8130001040165 新たな商品開発によりテイクアウト＆ＥＣサイト事業を実現する！！ 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市伏見区 一本槍 ウィズコロナを乗り越えるためのふぐ料理店による新メニュー提供 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社魚三楼 6130001029061 京料理のすそ野を広げる高齢者向け弁当配食サービス事業への進出 京都中央信用金庫

近畿 京都府 向日市 株式会社矢尾卯 7130001030514 レジシステムを新規開発し、顧客情報管理サービス業へ新規参入。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 肉処佐藤 焼肉店が営業する地域密着＆複合型美容サロンの開業 猪口　建太朗

近畿 京都府 京都市中京区 ベトナム料理　ティェム　アン　フォーンビィェット ベトナム料理店による料理教室および食品・雑貨販売事業への展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 ライフウィズ株式会社 2130001059814 衣類の大量廃棄問題に挑む、障碍者雇用創出型リネーム事業の開始！ 京都信用金庫

近畿 京都府 相楽郡南山城村 株式会社しおん 7130001046717 当社のリソースを活かしたペット用の着物レンタル及び写真事業の展開 野澤　正太

近畿 京都府 京都市伏見区 細井株式会社 6130001005434 インテリア卸問屋のおうち時間充実を図りたい一般顧客への新事業展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社北之間 9130001010316 全国の土地相続問題の悩みを解決するオンラインカウンセリング事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 木津川市 すし園 コロナ禍を乗り越える！地元のお店の業態転換 諸　勝文

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社中村 3130002009107 建設現場から出る木廃材を活用した玩具エコキューブの製造・販売展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社熊魚庵たん熊北店 3130001023026 ギフト商品のインターネット販売 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社Ｃｌｏｃｋ 9130001057299 「完全予約制」ゴルフバー開業による地域住民コミュニケーション活性化事業 エース税理士法人

近畿 京都府 宇治市 ヘアー　プロデュース　アップス サブスクリプションによる「セルフ美容パーク」の構築 藤原　靖典

近畿 京都府 京都市西京区 ヘアーナッティ 個室型シェアサロンと植物販売に進出し夫婦で事業を拡大する 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 株式会社ティーアンドピー 7130001024367 紙媒体と相乗効果を生み出す動画作成・編集の新分野展開 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市左京区 有限会社エヴァンタイユ 3130002004834 京都の老舗フレンチ料理店によるオーダーメイド注文システムを採用したテイクアウト惣菜事業 ヒッドワークス合同会社

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社ｌａｆ 9130001036336 子供向け専用写真と写真のネット販売事業 株式会社ラディカルソリューション

近畿 京都府 京都市伏見区 ＭＯＶＥ ボディメイク＆脱毛サロン施設の構築による健康美容市場への挑戦 猪口　建太朗
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近畿 京都府 京都市中京区 ラピス四条 高級呉服を使用した「京都」を活かした呉服レンタル業 大八木　勇毅

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ロキシー 8130001061830 日本文化を総合的に体験！京都初観光客向け茶事体験 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 向井製作所 地域のニーズに応えるカフェとレンタルキッチンの新事業展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社サナブレンド 2130001062173 無人型温浴施設事業への新分野展開による地域活性化 中村　哲也

近畿 京都府 京都市北区 アトリエ　ミッチェ　キョウト シェアハウスの空きスペースをカフェ＆ギャラリーに活用する 京都商工会議所

近畿 京都府 京都市上京区 有限会社あい・あい 8130002022848 正藍染工房で学ぶ、伝統工芸の町京都ならではのピアノ教室を展開 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 京都府 京都市下京区 ナンクル食堂 販売チャネルの多様化＋サブカルの発信拠点で新事業展開 伊村　睦男

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社修美 6130001025267 文化財の保存修理事業の外注引受 株式会社ラディカルソリューション

近畿 京都府 亀岡市 株式会社イーエル・オカモト 3130001035450 中小製造業向けに特化した短期導入可能なＤＸシステム事業 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 ユアサ化成株式会社 3130001023018 難燃性バイオマス樹脂を活用したリサイクル事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 京都府 舞鶴市 日本海精錬株式会社 1130001043570 鉛（なまり）バッテリー専用　自動解体・分別装置の試作開発・ＣＯ２排出削減 株式会社シャイン総研

近畿 京都府 京都市南区 株式会社セイコーカンキ 1130001010950 ＥＶ自動車専用バッテリーの保管庫を建設するための部品製造工場の建設 京都信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 カンケンテクノ株式会社 1130001030783 半導体製造における排ガスグリーン化事業への新規進出に伴う再構築計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社フジタ自動車 1130001011593 Ｉｏｔを駆使した野菜工場から提供するサラダパッケージによる農業革新 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 ＳＴＵＤＩＯ　Ｄ＇ＡＲＴＥ　ＣＯＲＶＯ 専門家を育成するプロフェッショナル向け絵画教室の開業 金恵蓮

近畿 京都府 京都市右京区 和笑株式会社 6130001047402 裁断加工と刺繍加工を内製化する業態転換による衣料品の一貫生産化計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社京都物産企画 2020001097445 京都物産店の店舗設営ノウハウを活かして実店舗としての　炭火焼鳥屋「暖」への展開 株式会社京葉銀行

近畿 京都府 宇治市 箸や楓 外国人向け高付加価値商品の開発と販売事業 公益財団法人京都産業２１

近畿 京都府 京都市右京区 大建加工株式会社 4130001001154 グラビア印刷工法を使用したコーティング加工の導入による新規事業への進出 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 京都府 船井郡京丹波町 株式会社ＴＯＫＹＯ　ＭＡＲＩＮＥ 7130001031652 日本発「モーターサイクルのカスタム」を世界へ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社グッドプロジェクト 4130001047809 自分で管理画面から作成できるホームページ作成ツール 登尾　源一郎

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社かじわら米穀 7130001009120 老舗米屋がつくる白米や古代米を使用した「米屋のおにぎり専門店」開業計画 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社サロンドＬａＬｅ 4130001045309 エステ施術者養成教室のオンライン化による独自技術の地域浸透と販路拡大 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 森建設株式会社 3130001042736 ＩＣＴ建機を活用して新分野へ参入し労働生産性を向上する事業再構築 京都府商工会連合会

近畿 京都府 木津川市 株式会社藤本商店 5130001036884 コロナや原油高騰に打ち勝つ新商品の開発 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社白木染匠 6130001021142 伝統工芸品である京手描友禅の地域との連携を強固にした販売体制の構築 株式会社京都銀行

近畿 京都府 長岡京市 うお寿 団体から個人へ顧客層の転換と小売業参入でコロナに打ち勝つ経営を 京都府商工会連合会

近畿 京都府 綾部市 中央油圧工業株式会社 1130001041797 半導体製造に係る産業ロボット用大型部品の量産体制構築による売上向上計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 安田自工株式会社 7130001011893 あらゆる車検に一貫対応可能な指定工場を目指し、人手不足の同業他者や物流業界に貢献 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社イマムラ 6130001009030 老舗製餡所が地域密着のコラボレーションカフェを運営、自慢の餡を強みに新分野展開を図る 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 京都府 亀岡市 松田農園 主原料１００％自家生産亀岡産・亀岡加工野菜加工品の開発 岩橋　亮

近畿 京都府 京都市右京区 東洋ケース株式会社 7130001048812 企画力とデザイン力とキャラクターライセンスを活用した新製品の拡販プロジェクト 株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 亀岡市 株式会社いずみ 4130001035788 多角的な販売方法と廃棄ロスの削減による利益率向上化事業 松岡　保彦

近畿 京都府 亀岡市 丹山酒造有限会社 3130002028998 「有機認証を取得した純米酒」により、オーガニック市場へ挑戦 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社吉岡製作所 4130002001764 「発電機負荷試験装置」の開発・製造・販売と「プログラマー」育成 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社あかぴーまん 1130001056606 京都府が認めた健康メニューを自宅で再現！オリジナル調味料の販売に挑戦 株式会社シャイン総研

近畿 京都府 京都市下京区 設計工房　優 ペットと快適に過ごすことができるペットに特化した旅館業の経営 株式会社京都銀行

近畿 京都府 船井郡京丹波町 ウェルカム上野もとしろ 蕎麦を総合的に楽しむ「蕎麦を核としたエンタテイメント事業」 京都信用金庫

近畿 京都府 木津川市 伸栄株式会社 8130001037112 超音波加工技術によるハイハードマテリアルの切削加工事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ＯＫＡＭＯＴＯ 9130001054321 京都市内で７店舗を展開するレンタル着物発祥の企業が、美容室や写真館に向けた新事業に挑戦する 株式会社京都銀行

近畿 京都府 宇治市 株式会社トクシュ 9130001032871 金属加工技術の高度化による食品加工機械市場への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 ＺＥＮ都ＲＯＡＤ株式会社 3130001063724 道路工事に一貫して携わる企業へ！～人々の安全とインフラを守る新分野展開～ アイネックス税理士法人

近畿 京都府 京都市西京区 東洋音響株式会社 8130001008484 次世代エンターティメント「ドローンライトショー」 京都中央信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 株式会社ワコウ産業 2130001036078 新たな海鮮丼店の運営により、土木工事業とは違う事業の柱を構築 京都信用金庫

近畿 京都府 長岡京市 西川化工株式会社 9130001030330 既存事業の強みを活かした医療品（歯科インプラント）製造への新分野展開 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社電装工業 1130001037515 半導体関連部品の製造に参入し、我が国の半導体自給体制強化に貢献する計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 三彩食品有限会社 6130002013122 おいしいを世界へ　冷凍ご飯の挑戦 税理士法人京都経営

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ＣＬＡＳＴＥ 2130001061852 京都の毘沙門堂界隈の自然溢れる土地を活用した、観光客・地元住民のためのレンタルスペース併設のカフェ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 清水プラス株式会社 2130001010842 高度な樹脂切削能力を転用し、高精度な医療機器製造事業への参入を目指す。 立野　靖人

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社キョークロ 4130001012580 めっき装置の改造による軽量化対応ファスナー部品市場の取り込み 京都中央信用金庫

近畿 京都府 八幡市 株式会社京悦食品物流 8130001039488 京都府八幡市の周遊拠点となるサイクルステーション立ち上げ事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 宇治市 粟津練染工業株式会社 9130001032260 “アワヅ加工”への信頼感向上に向けた社内体制とビジネスモデル再構築による安定収益体制の実現 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社大入 7130001002637 出張スキャンによる国宝級文化財のデジタル化複製作成事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社大野産業 1130001025957 太陽光パネル洗浄に参入～廃棄物化を遅らせ再エネの拡大にも貢献 有田　文茂

近畿 京都府 木津川市 株式会社ゆずりは工務店 8130001066490 古民家ワーケーション施設の開発による新事業構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 ラパティスリードゥダーダ 京都とフランスを感じる高級アイスクリームケーキの製造通販事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 株式会社アクセルオン 4130001045275 富裕層向け高級車・レストア車保管サービス及び買取り専門店事業 株式会社南都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社右源太 3130001005973 貴船・鞍馬山で家業３００年の京懐石料亭がアロマ・スイーツ等のオリジナルブランドで新市場開拓 松下　晶

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社本家尾張屋 7130001022528 本格的な日本蕎麦をどこでも手軽に味わえる冷凍生蕎麦事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 有限会社本藍染雅織工房 7130002012791 廃棄衣類を活用した伝統の本藍染技法によるインテリア雑貨及びルームウェアの製造販売 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 アイディーケア株式会社 5130001028551 住む・食べる・働く！障がい者向け「スマイルホーム（仮称）」事業への挑戦 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 有限会社スマイルホーム 9130002022533 特徴的な店舗内装を活かした肉ビストロの経営と厨房スタッフ不足が深刻な飲食店への料理提供事業 花山　和士

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社キューレット 7130002027187 ネイルサロン向け予約・決済アプリの開発・運用によるＩＴサービス事業への転換 福田　敦

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社成幸不動産 3130001001080 １級建築士の資格取得を目指したマンツ－マン方式の学習塾の運営事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社大伸 4130001042396 ガス回収事業への進出による地域の地球温暖化対策への貢献 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社明淨 8130002023425 ＮＭＮサプリメントとエステサロンの展開による健康領域への新規参入計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 株式会社Ｆｏｏｄでｐｌｕｓ 7130001065155 「プロが作る家庭料理」をおうちで！焼肉店経営で培ったリソースを活用して中食市場参入計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 城陽市 株式会社Ｓｈｉｎｍｅｉ　Ｄｅｌｉｃａ 6130001038558 自社技術を活用して急速冷凍による米飯加工食品を製造販売する計画 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

近畿 京都府 京都市伏見区 ＪＡＰＡＮ　ＳＴＹＬＥ株式会社 9190001024343 多数のフォロワーを味方に新たにＥＣモールを運営する事業計画 京都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 株式会社ＺＥＲＯ 3130001053089 最新技術・設備の導入による脱毛サロンの展開への挑戦 税理士法人スマイル

近畿 京都府 南丹市 有限会社朝日製粉所 1130002028587 地域の素材を活かした老舗の米粉屋が作る米粉加工品製造販売事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社彩 1130001042283 体験型忍者カフェ運営によるインバウンド需要依存からの脱却 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市南区 株式会社京都第一ホテル 7130001012157 経営危機を打破するアートを掛け合わせた新たなワ―ケーション事業の発信計画。 京都信用金庫

近畿 京都府 城陽市 有限会社アクト崎川 9130002031369 金銀糸メーカーが挑戦する、金属スリッター製造加工事業の構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社Ｒｅｙｏｕ 2130001050269 一杯の博多長浜ラーメンを追求。経営危機を打破する東京ラーメンマーケットへの挑戦事業。 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ダッハランド 4130001049160 無人販売店舗向けの、安心・安全な新しい決済システムの開発 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社越後屋 8130001013971 京都の名品宇治茶と乾物コラボで伝統の味に革新を起こす「出汁茶」の開発 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 焼肉　京城苑 京都の老舗焼肉店が新たにタンメン店を出店する事業計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社ヘルスアート 6130002009302 中山寺近くで飲食・宿泊サービスを新たに提供することによる新規顧客獲得計画 尼崎信用金庫
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近畿 京都府 京都市下京区 株式会社松尾商店 6130001018816 大豆由来のプラントベースブラウニーの開発 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 京都府 京都市左京区 大晃エステート株式会社 6130001026570 ヘルスケア分野の事業支援を特徴としたコワーキング施設構築 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 有限会社ナチュラルエナジー 3130002018363 トレーニング（健康寿命延伸）とワーケーションを軸としたアカデミー事業の運営 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社北斗プリント社 9130001007279 Ｂ２Ａ・Ｂ２Ｇで培った印刷技術をＢ２Ｂ＆Ｃに展開するＥＣ事業への事業再構築 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 京都府 舞鶴市 有限会社舞鶴ソーイング 7130002034919 軽衣料製造ノウハウを活用した重衣料製造・販売サービスへの新分野展開 京都北都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社デンタルトラスト 7130001034671 デジタル化で歯科患者経験価値向上に貢献する歯科技工事業に参入 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社京都空間研究所 9130001031972 ３Ｄスキャナを利用した動的耐震診断システムの開発・販売の取組 猪口　建太朗

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社クレバー 8130001033383 ＷＩＴＨコロナ時代における保険付き家具販売事業への新分野展開～花と家具のコーディネイト～ 藤原　靖典

近畿 京都府 京都市北区 山腰登記測量事務所 ３Ｄモデリングが可能にする非対面販売・効率的設計・高精度管理 ウィズアップ税理士法人

近畿 京都府 京都市北区 株式会社京額 3130001004620 「芸術家に展示場所を」額屋が行う工房型ギャラリー事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社ジョイサポート 8130001028573 自動車整備業界の変化に挑戦するプロジェクトチームの結成 アイネックス税理士法人

近畿 京都府 与謝郡与謝野町 江原産業株式会社 2130001040690 丹後ちりめん織元による観光型ショールームストアでのＤｔｏＣ事業 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社Ｌａｐｌｕｓ 4130001054020 不動産仲介業者向けマーケティング支援事業への業種転換 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社堤淺吉漆店 8130001018104 サスティナブルな天然塗料「漆」を知る、つくる、つかうプロジェクト 税理士法人みのり会計

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社きたむら 9130001009176 割烹料理店を運営する事業者による料理民泊宿の運営事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 京都府 京都市下京区 Ｆａｍｏｕｓ１・ＪＰ株式会社 8130001060816 コロナ後における学園祭需要を見越したキッチンカーによる新規参入事業 芦谷義一

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社ひろめ会総本店 4130001007143 再起を賭けた老舗精肉業者が製造する冷凍ＰＢ商品のマルチチャネル販売への挑戦 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 ｇｉｒａｓｏｌｅ ソムリエールが厳選するイタリアチーズの量り売り販売事業 中村　哲也

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社朱常 3130001017597 ＤＸを取り入れた新方式の生産基盤による青果包装加工サービスの提供 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京田辺市 株式会社富士製作所 1130001038843 水素・アンモニア濃度分析装置・細胞培養装置のセミオーダー化で、開発から製品化を１ヶ月で実現する事業 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社ＢＡＳＥ 3130001067733 肉の無人販売店出店によるスペースの有効活用と新市場進出 南　博光

近畿 京都府 向日市 株式会社アトリエイハウズ 3130001030872 中古住宅の仲介から性能向上までの手ぶらで安心リノベ事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 長岡京市 理容ヤスイ 日本の男を変える！理髪店の技術を活かした脱毛サービスへの挑戦 京都府商工会連合会

近畿 京都府 長岡京市 クラブコング株式会社 8130001030736 Ｗｅｂマーケティングを活用した新開発サプリメントの通信販売事業の構築 税理士法人川嶋総合会計

近畿 京都府 京都市山科区 株式会社義雄工業 2130001066892 産業廃棄物にしかならないサイディング端材を活用したリサイクル製造業 西山　智久

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社ｍｉｎｉｔｔｓ 5130001049936 日常ストック・介護食をレストランクオリティに　～レトルト機器と常温食品の可能性～ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 ｖｉａｇｅ 地元食材を使った低感染リスク型日本酒バー事業への業種転換 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社佐野家 9130001017402 京都府民をターゲットとした日帰りサービスによる事業再構築 藪　壽人

近畿 京都府 乙訓郡大山崎町 味彩 飲食店経営者だからできる地元密着型の職業体験付学習塾 南　博光

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社一香 7130001031405 社内資産を活用した介護事業に参入し安定収入確保と社会貢献を実現する 株式会社デジタルスタイル

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社福助 3130001007169 『結婚式前夜にご家族水入らずでご宿泊いただける』京料理の店 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社アイワテック 1130001026542 伊勢志摩の魅力を満喫！地域密着型グランピング施設運営事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社サポートどれみ 3130001062065 京の味噌玉みそぽんを活用した京都健康カフェ開業計画 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社カスガ東林書房 2130002009735 書店×カフェのシナジー効果で観光客を誘致！ブックカフェ＋ジェラート店への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京田辺市 コフロック株式会社 6130001038731 次世代半導体製造装置向け低コンタミネーションバルブの開発・製造計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 木津川市 マンヨーツール株式会社 5150001002232 トラクションモーター部品向け特注品工具製造による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 京都府 京田辺市 エースメタル株式会社 9130001038670 半導体製造装置部品市場進出のためのＩｏＴ導入によるトレーサビリティ体制構築事業 シェアビジョン株式会社

近畿 京都府 京田辺市 井上卓也 コインランドリーの新しいビジネスモデルによる観光都市京都で多店舗展開 税理士法人優和

近畿 京都府 京都市左京区 ポワンコンヴィヴィアル 真空パック洋食の製造販売およびＯＥＭサービス事業への参入による業種転換 京都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 大進工業株式会社 1130001043463 ＩＣＴ建機を活用した新市場への挑戦 京都北都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 田中精工株式会社 1130001015017 ＥＶ用高速チップマウンター構成部品の製造を通じた電気自動車製造業界への新規参入事業 株式会社京都銀行 三菱電機クレジット株式会社

近畿 京都府 宇治市 槙島木材株式会社 7130001033079 木材一筋の経営によって培った木材知識を活用し、「ＫＩＮＩＳＵＭＵ」というブランドで複合事業を行う。 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社ふじまつ 1130001011602 既存飲食店に対する　オリジナル冷凍食品の　研究開発　製造　販売支援事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社オービービー 2130001017879 製本から発送まで一貫体制や取引先との深いコネクションを活かした見やすく長持ちなＰＵＲ製本への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市南区 株式会社中金 7130001011167 ７０年の陽極酸化処理事業で培った技術の発展－治工具のブランド化＆検査・試験業務の事業化－ 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市東山区 京栄食品株式会社 7130001004617 ボロニヤブランドと拘りぬいた珈琲で新カフェ業態を創造する事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社ＯＢＡＴＡ 4130001070926 アスベスト調査業務を通じた少人数で対応できるビジネスモデルの再構築 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京丹後市 細見工務店 天然木＋レジン樹脂を融合したデザイン家具の海外販路開拓 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市南区 株式会社京都バネ製作所 6130001012182 コイリングマシン導入による大型バネ生産の自動化とバネ事業の拡大 株式会社但馬銀行

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社マサズミ印刷所 3130002001534 オンデマンドプリントで実施する学習塾向けテキスト市場への新分野展開 株式会社大三経営事務所

近畿 京都府 京都市左京区 ヤマナカアドバンスマテリアル株式会社 5130001007506 自動車・半導体製造分野向け新材料開発による新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 八幡市 ヌーベル株式会社 7130001038169 リチウムイオンバッテリーの製造装置に係る大型精密部品の製造を通じ、脱炭素社会の実現に向けたＥＶ車の普及に貢献する 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社ポスト２４ 7130001029036 連携先ホテルへの出張スパや美容メーカーとタイアップの新美容事業 山口育男

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社タカハラ 1130001014976 医療用器具（人工関節加工）市場への参入 株式会社京都銀行

近畿 京都府 綴喜郡宇治田原町 株式会社上辻園 4130001037891 輸出用及び新商品（菓子）用お茶を製造するための新工場を建設 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市西京区 イリオワン株式会社 9130001053629 可愛いワンちゃんとの思い出づくり 「ペット動画撮影サービス事業」 佐々木　智浩

近畿 京都府 京都市北区 株式会社山田工務店 5130001005617 地域密着型工務店による学生向けシェアハウスへの挑戦 中村　哲也

近畿 京都府 京丹後市 かねみつ グランピング＋ワーケーションが可能な宿泊施設の整備 京都府商工会連合会

近畿 京都府 宇治市 株式会社サンフーズジャパン 7130001032642 精密計量とコロナ対応省人化工程で病院食分野へ大胆な業態転換実現 株式会社京都銀行

近畿 京都府 亀岡市 株式会社小山精密 9130001059378 精密加工技術を活かしたキャスター部品加工による新市場への挑戦！ 一般社団法人ヒューリットＭＦ 三菱ＨＣキャピタル株式会社

近畿 京都府 福知山市 コアマシナリー株式会社 3130001041408 「産業機器向け」アルミ部品メーカーが新たに挑む「医療機器向け」への参入計画 株式会社京都銀行

近畿 京都府 亀岡市 株式会社ナカノ 3130001035731 ドローン導入によるスマート農業を普及させ、地域農業に貢献する 税理士法人優和

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社シンキ 9130001033721 デジタル技術　ニックメーカー導入による新たな販売サービス進出 宇治商工会議所

近畿 京都府 久世郡久御山町 東洋化工株式会社 5130001033519 大型部品の３Ｄ加工を実現し半導体のサプライチェーン強靭化に貢献 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ 三菱電機クレジット株式会社

近畿 京都府 京都市下京区 合同会社ＨＵＧ 6130003005184 全国の酒蔵から届ける日本酒専門店「ＳｉＺＵＫ」複数事業者と連携し京都を活性化 税理士法人キーストーン

近畿 京都府 京都市西京区 株式会社豊岡建築設計工房 7130001066070 京の山村集落でクリエイティブなワーケーション！古民家×蔵サウナ施設の運営 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 有限会社ハウジング水上 4130002022769 不動産業から、神社前の地域振興を目的とする飲食店出店の新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ｍ－ｔｅｃｈ 5130001067764 バイクショップがデジタル融合技術でライダーの拘りに応える製造業に進出 京都中央信用金庫

近畿 京都府 亀岡市 Ｋｉｓａｉ　季彩 亀岡の食に貢献する弁当とシェアキッチンと予約制飲食店事業の展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 交洋ファインケミカル株式会社 6130001010582 次世代半導体向け低メタル化材料の製造 株式会社京都銀行

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社大西製作所 8130001050305 成長分野である産業用センサ向け精密基幹部品の生産と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社ＢＯＮＤＳ 7130001063704 鉄骨製造業を行っている同社が、並行して『製缶板金業』に進出し、工場改修を実施。 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社清水商店 9130002000811 京扇子の魅力を活かした商品で苦境に立たされた飲食店・旅館の差別化戦略 株式会社京都銀行

近畿 京都府 亀岡市 株式会社京都匠建築 9130001046319 好立地な土地保有や他業種ネットワークを活かした冷凍餃子を中心に豊富な冷凍商品を取り揃える無人販売 京都中央信用金庫

近畿 京都府 船井郡京丹波町 ソシアテック株式会社 8130001055469 コンバートＥＶのタッチパネル化、コネクテッドカー化のためのオリジナルＶＣＵの開発 髙司　浩史

近畿 京都府 綾部市 サント機工株式会社 5130001041752 多品種・中～小ロットのモーターや電動機向け減速機関連の部品加工への挑戦 株式会社京都銀行 京銀リース・キャピタル株式会社

近畿 京都府 京都市左京区 雅設計工務 建設現場の廃材ゼロ化！不要資材マッチングアプリ事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ルチル 1130001055715 植物染の染色体験ができるグランピング施設の運営 京都商工会議所

近畿 京都府 与謝郡与謝野町 株式会社潮 7130001040876 湯灌業で培ったノウハウを活かした家族葬専門葬祭業への新分野展開 株式会社但馬銀行
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近畿 京都府 京都市中京区 株式会社たん熊北店 7130001021604 ＨＡＣＣＰ導入で健康的な高鮮度製品を提供し国民健康寿命増進に貢献 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 創栄図書印刷株式会社 3130001021327 製造体制のＤＸ化とデジタル対応を組合わせ高付加価値印刷物作成 京都信用金庫

近畿 京都府 宇治市 株式会社エムテック 3130001032555 金属部品外観検査に自動検査機を活用して事業再構築 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市山科区 山口美術織物株式会社 6130001013461 スタジオ併設の一般消費者向け着物レンタル事業にチャレンジする 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社スタイル 3130002019007 ゴルフに真剣な方のためのインドアゴルフ練習場事業への参入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 南丹市 株式会社野中組 5130001034938 南丹にぎわいカフェ計画「ノナカフェ・プロジェクト」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 東志水産株式会社 2130001018175 ホテルや飲食業のビジネスを革新する鮮魚加工品の急速冷凍品製造・提供を開始 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社ビーブロックス一級建築士事務所 5130001066832 これからの生活に嬉しい最先端のインテリア商品「漆喰のデザイン壁」 京都商工会議所

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社コーシン 9130001033399 ファイバーレーザ技術導入による定置型蓄電池分野への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社光清 1130001051821 農業特化型の地域密着型通所介護事業立ち上げ計画 天野　邦郎

近畿 京都府 京都市北区 ＰＩＣＡＲＯＥＩＳ ＯＥＭ受注によるアイスクリーム製造業に業種転換する為の設備投資等 株式会社デジタルスタイル

近畿 京都府 京都市左京区 キュイジーヌ　バー　カフェ　ピクニック 羊肉×味噌汁をコンセプトとするレストラン経営 坪井　亮

近畿 京都府 京都市右京区 レンタル着物じゅぱん 着付師監修　嵐山「初」映えスタジオで自撮りしちゃおう！ 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社山本清掃 2130001011948 廃棄物処理からリサイクル資源製造へ転換し地球環境の保全に貢献 市木　圭介

近畿 京都府 綴喜郡宇治田原町 株式会社森本工業所 4130001037941 従来よりも大型重量の鉄骨を溶接加工して売上を拡大する計画 株式会社南都銀行

近畿 京都府 京都市伏見区 有限会社Ｒａｓｈｉｋｕ 8130002022377 飲食＆シェアキッチン＆サービスアパートメント　複合事業の開始 金恵蓮

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社Ｍｔ．Ｎｅｘｔ 8130001050676 観光客向けスイーツ専門店とＥＣサイトを通じた販売の事業再構築 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社スイッチティフ 1130001025817 印刷のＤＸ推進を図る「アプリｄｅデザイン簡単印刷」を開発し、デザイナー支援を実施する 京都信用金庫

近畿 京都府 京丹後市 株式会社炭平旅館 1130002033851 老舗料亭旅館が所有の酒蔵でつくる発酵餡の和菓子で新分野進出 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社ヴォーグ 5130001036199 不動産事業から韓丼のフランチャイズ飲食店経営に進出 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 宇治市 あすなろグリーン株式会社 1130001069054 各家庭の生活に寄り添ったＢｔｏＣ向け、和と洋を組み合わせた「造園×外構」の独自サービス 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 有限会社長瀬製作所 4130002023164 打錠機の杵などの長尺の高精密加工部品の加工業へ新規参入する。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 我ん家 キャンプ場内におけるファミリー層向けの蕎麦専門店出店 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社くろちく 9130001020637 コンシェルジュステーションを核とした地域活性化プラットフォーム構築事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 京都府 京都市南区 日本紙工株式会社 7130001012231 製薬・健康食品業界向けの蒸着紙パッケージ製造事業への新規参入 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社アクセスコーポレーション 2130001029098 ＶＲ技術でリアルな買い物体験が出来るバーチャルショップとオンラインストアの実現 株式会社京都銀行

近畿 京都府 宮津市 宇野青果株式会社 6130001040480 地域特性を活かし新たな市場を創出する総合卸売業への挑戦 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ｓａｈｏｕ　ｄｅｓｉｇｎ 5130001031464 モデルハウス、ショールームを兼ねた自社設計の京町家ホテル運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 京都市西京区 タッチミー 家具・インテリア雑貨の制作・販売事業の展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社最上インクス 5130001000808 熱交換効率を向上させる厚板低背伝熱フィンを用いた、液体熱交換市場への新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社守山鉄工 4130001029451 新装置導入と工場動線改善により美術工芸品製造業に進出する計画 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社弁慶ひっこしサービス 9130001042219 観光客だけでなく、地元住民の健康促進のための京都市内でのシェアサイクル事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 正法建設 非対面での「産業廃棄物回収」の為のコンテナ貸出サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社翠雲苑 4130001061248 京都祇園町を舞台に６０年に渡り営業している人気廣東料理店が、「中華風仕出し弁当」の宅配事業に挑戦する 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市北区 光悦堂 感染対策完備の茶事飲食店事業について 税理士法人ロールスパートナーズ

近畿 京都府 京都市中京区 ｎｏｄｅ株式会社 6130001063960 ホテル内におけるアートギャラリーおよび物販スペースの新設事業 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市東山区 有限会社念々洞 4130002010113 登り窯を使った伝統的な清水焼食器の大量生産 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 京都府 京都市右京区 株式会社ヤマト 1130001008805 新しいカタチの提案による商品開発・新市場開拓 税理士法人広瀬

近畿 京都府 京都市右京区 ＫＡＳＵＧＡ土地家屋調査士法人 5130005015661 ドローン測量事業 京都信用金庫

近畿 京都府 舞鶴市 木繁水産株式会社 7130001043350 魚屋が作る海鮮丼　木繁水産舞鶴店の開業 株式会社福井銀行

近畿 京都府 長岡京市 株式会社伸輝開発 9130001030149 建設事業の強みを活かした一棟貸し宿泊施設運営事業への新規参入 京都府商工会連合会

近畿 京都府 京都市中京区 有限会社ＴＨＰ 5130002022256 美容室のサステナビリティを実現するスクール事業とトータルビューティーサロンの開始。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社丸由 5130001009700 京料理に心を尽くす“丸山嘉桜”による惣菜製造業への新たなる挑戦事業。 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社都メディケアサービス 7130001040133 デイサービスのノウハウを活かした要介護者対応バリアフリー温泉事業 ミカタ経営株式会社

近畿 京都府 宇治市 株式会社ＴＡＪＩＲＯ工房 6130001065016 「理科科学実験教室」の開校とＤＸ導入 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 ホームスマビューマーケティング株式会社 3130001058303 不動産内覧ロボットの製造、レンタル事業 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社山中油店 7130001024524 油専門商社から当社製品を活用したスイーツ製造小売とマルシェ展開による一体型事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社小嶋商店 9130001061391 地張式提灯を全国・世界の消費者へ 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市北区 株式会社伊藤商事 2130001049807 ロボットを活用し回復の兆しが見えた外食産業への早期参入 税理士法人優和

近畿 京都府 京都市東山区 株式会社ニーテツク・ツール 7130001009533 ドリルにおける個別製品等の新規事業 株式会社滋賀銀行

近畿 京都府 京都市下京区 谷山無線電機株式会社 4130001018017 テナントビルの空室を利用したフィットネスジムの経営 岩浅　公三

近畿 京都府 京都市右京区 有限会社凛 4130002023791 子どもたちの未来を創る、就労継続支援Ｂ型事業所の運営事業 登尾　源一郎

近畿 京都府 京都市下京区 有限会社画箋堂 5130002006853 １００年以上続く画材販売業からオンラインアート教室に新規事業挑戦 京都信用金庫

近畿 京都府 綾部市 有限会社原田商店 8130002033449 京都北部最大級の地域おこし。安心安全な観光産業への新分野展開 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 キッチャン有限会社 4130002021606 精肉店×食育　個性派スーパーマーケットの開業 金恵蓮

近畿 京都府 京都市南区 内外特殊染工株式会社 7130001011316 スマートテキスタイルに対応する樹脂コーティング技術開発と新分野展開 Ａ－ＭＥＣ株式会社

近畿 京都府 長岡京市 Ｌｉｌｏｕ 京都花街から展開するスイーツ外販事業 亀元　祐希

近畿 京都府 京都市左京区 有限会社ＭＩ建築工房 8130002021734 京都の町並みを守り建物を強くする、ドローン活用事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 フロイデ 縮小均衡へと進む事業構造からの転換を目指した洋菓子業界の参入と多店舗展開事業 京都中央信用金庫

近畿 京都府 綴喜郡井手町 有限会社松尾商店 6130002030183 高齢化する地域の豊かな生活を支える住マイル事業 税理士法人イデア

近畿 京都府 京都市南区 株式会社フレイバー・プラザ 7130001034845 和牛冷凍総菜製造による販路拡大と新分野展開 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 株式会社玉屋 1130001011148 茶業界向け包装メーカーから健康食品市場への進出 中谷　健太

近畿 京都府 京都市下京区 京都サンド株式会社 9130001019423 トレーラーハウス及びタイニーハウスの製造及び販売による事業再構築 税理士法人京都合同会計

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社ｂｅｔａｓｐａｃｅ 6130001065321 宿泊施設における京文化体験サービスの提供 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市中京区 有限会社辻倉 3130002016854 和傘の製造における安定生産の為の社内体制の強化 株式会社京都銀行

近畿 京都府 京都市左京区 株式会社伊地智写真型製作所 6130001005913 昭和初期京友禅デザインのＮＦＴ販売 京都信用金庫

近畿 京都府 宮津市 株式会社フジワラ工務店 1130001063890 宮津市の魅力を伝える「大工が創る宿」 京都北都信用金庫

近畿 京都府 京都市南区 有限会社京都ケミサプライ 9130002024620 既存事業の顧客ネットワークを活かした遺品整理事業への展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市下京区 株式会社Ｆｕｊｉｔａｋａ 5130001029962 自動車愛好家に特化した時間貸し洗車場の運営モデル 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 株式会社藍ぜん 6130001019772 メタバースを利用した着物の需要喚起事業 パイオニアブレイン株式会社

近畿 京都府 久世郡久御山町 株式会社ＮＥＸＵＳ 9130001034422 精密板金技術の獲得による医療機器精密部品製造への参入 株式会社アライブビジネス

近畿 京都府 京都市中京区 株式会社久玖 6130001061700 外国人留学生を対象とする進学指導塾開業による新規顧客開拓 新大阪総合税理士法人

近畿 京都府 京都市南区 富繁放電加工株式会社 7130001011282 高性能バルブ製造の為の高効率生産体制の構築と新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市上京区 有限会社フクオカ機業 3130002002862 体験型店舗とＥＣを組み合わせた西陣織のＤｔｏＣ展開による顧客体験価値の最大化 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市西京区 日本調味食品株式会社 2130001008944 レトルト加工ノウハウの活用により高齢者向け市場に参入する。 京都信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 伏見倉庫株式会社 3130001015568 ウィズコロナ・アフターコロナ社会に対応する新しい物流倉庫「次世代型四温度帯倉庫」の展開 株式会社みずほ銀行 みずほリース株式会社

近畿 京都府 京都市上京区 特定非営利活動法人ミラツク 7130005012698 オンラインメディアの構築と掲載記事を用いた出版事業及びオンラインコミュニティ運営事業 烏野　利勝

近畿 京都府 船井郡京丹波町 一般財団法人和知ふるさと振興センター 6130005007765 地元「和知」のブランド食材を使った餅スイーツのテイクアウト事業 岩本　博至

近畿 京都府 京丹後市 エス・エヌ・ホールディングス有限会社 9130002034025 フィットネス業の経験を活用したヘルスツーリズム対応型ホテル 但馬信用金庫
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近畿 京都府 京都市山科区 株式会社キシテック 1130001051251 光触媒・ナノチタンコーティング事業のフランチャイズ展開 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市左京区 京都大原農園株式会社 2130001059632 京都大原で展開する体験型アウトドア施設の通年営業の実現 松成　文貴

近畿 京都府 京都市下京区 あぎやお 魚料理専門店から『缶詰販売』への業種転換 京都商工会議所

近畿 京都府 八幡市 株式会社Ｌｉｖｉｎｇ　Ｃｏｌｏｒ 7130001055288 カフェ営業へ新規展開！新たなコミュニテイーの場作りで地域に活力を 小森　俊

近畿 京都府 京都市北区 株式会社Ｔｒｕｅ　ｗａｙ 4130001057378 猫の暮らす商品販売＋猫と住むための場所を提案＋保護猫応援プロジェクト 京都中央信用金庫

近畿 京都府 京都市伏見区 株式会社一言寺接骨院 1130001067454 「地域住民の健康をトータルサポート！接骨院プロデュースの健康焼肉事業」 岩永　愛

近畿 京都府 宇治市 上田製作所 ＣＴ・ＭＲＩ画像診断分野向けレーザサイドポインター部品の製造 株式会社フラッグシップ経営

近畿 京都府 京田辺市 株式会社エイチ・アンド・ティー 6120001154315 プレス加工分野から高精度切削加工へ　飲料缶製造業界への新分野展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 バッチ 深夜型レストランがセルフ方式のワインショットバーの展開 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社博隆商事 3120001202191 業種転換によるライブコマースを利用した中国向け土産物販売事業 廣瀬　秀一

近畿 大阪府 守口市 ａｃｅｒｏ 近隣の子連れママさんにオシャレな憩いの場を提供するカフェランチ店の開業 大川　剛義

近畿 大阪府 高石市 株式会社ｋｅｅｐ 7120101057490 アフターコロナに強い焼肉店の出店×顧客台帳を活用したＥＣ運営 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 守口市 西洋菓匠　長谷川 催事だけでなく製造・販売所を造ることで安定した売上を確保する 浦田幸一

近畿 大阪府 寝屋川市 イヨギク電研空調株式会社 7120001147391 好立地な土地利用や飲食店の運営ノウハウを有する社員の在籍を活かしたパンケーキ専門カフェの運営 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ライジングサン 7120101028153 不動産業と連携したリノベーション特化型の住宅リフォーム事業 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 東大阪市 ネイルワン ハワイ式マッサージ『ロミロミ』とセルフエステを提供する美容サロンの開業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 泉南郡田尻町 小はれ 深夜に強い居酒屋がラーメン店に業態変換し事業回復をはかる 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社クルール 8120001120736 飲食店デザイナーが届ける大阪産ハチミツを楽しめるスイーツ物販 大川　剛義

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｔａｋｅｍａｓａ 6120001220109 女将が作る温かい料理×アメフト試合会場へのキッチンカー出店モデル構築による再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社イチカラ 8120001223398 広告業からメンズ脱毛サロン業態への事業再構築計画 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 岸和田市 八木　貴伸 低コストでレイアウト変更可能なマンション特化の内装デザイン業 岩橋　亮

近畿 大阪府 枚方市 有限会社ＯＥＨ 7120002073752 所持するポテンシャルを最大限に活かした天空英会話カフェの出店 山本　文則

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社ＷＯＲＬＤ・ＬＩＮＥ 1120001189324 次世代代を見据えたメタバースコンサルティングスクール事業 久德　真也

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社井上工作所 7120001004790 仮設橋梁部材の量産化進出に当たってのボトルネック工程解消のための設備投資 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 東大阪市 奥村　信子 子どもも大人も利用できる、子ども食堂運営で地域に貢献できる事業へ展開 長谷　有希央

近畿 大阪府 寝屋川市 有限会社あきゅぱ 8120002075657 バスケットボールコートレンタル業と介護予防事業 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 松原市 有限会社玄米匠房とんぼの里 1120102015809 お米屋がつくるごはんがメインの弁当類テイクアウト事業 松原商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＰｒｏＣａｒｅ 3120101053403 東洋医学の観点を活かした美容施術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 枚方市 プチクリエイト 住宅確保要配慮者の住居と自立支援を提供するシェアハウス事業 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市北区 マル 給水の課題を解決する高性能な給水循環式ジョウロを製造する 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社山城物産 1120001048067 専用ＥＣサイト及びＳＮＳ動画配信等を活用した新ブランドの立ち上げ 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 茨木市 株式会社バビ 7120901001714 ハンドバッグの販売で培った技術を活用し、新たに飲食店の開業と輸入製品の販売を開始 茨木商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社食の絆計画 7120001224224 酒類販売に捉われないラーメン屋の開業 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社高村電気 5120101054333 電気工事業の技術と人材を活かした制御盤作製事業の新展開 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 八尾市 株式会社アリヨシ 5122001022023 高齢者と障がい者の旅行に特化したユニバーサルツーリズムの実現 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市城東区 麻原将平 チャンピオンキックボクサーによる、体作りのスキルを活かした体力向上のパーソナルジ　ム運営事業 原　和正

近畿 大阪府 羽曳野市 トータルビューティーサロン　カトレア お客様の美をサポートする複合型美容サロンへの新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 和泉市 ｂａｂｙ　ｐｌａｎｅｔ　ｓｈｏｐ ピアノ・リトミック・ドラムからバンド演奏も学べる音楽教室 大槻　直志

近畿 大阪府 大阪市西区 ＤＨＳＯＦＴ株式会社 3120001123322 外食のみから、ゴーストキッチンおよびＥＣ通販への事業展開 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 豊中市 ＮＩＮＥ株式会社 2120001177088 ポストコロナで注目されるギャラリーカフェ事業への新規参入 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社プラスワンマインド 4120001163474 「幸せの黄金鯛焼き」のＦＣ本部経験を生かした芋ペースト製造販売事業 井上　拳

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社トラバホ・カンパニア 4120101029518 店舗の立地特性を生かし、業態変更することで客単価アップを図る 株式会社シザコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ＫＯＺＯＵ 9120001197501 カレー屋を開業し、冷凍カレーの店舗販売・デリバリー・テイクアウト　露天営業の実施を行う 税理士法人ＫＴＮ

近畿 大阪府 守口市 株式会社ｆａｍｉｌｉｎｋ 4120001195336 最新脱毛機器での脱毛・美容施術サービスの展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社わやま工務店 6120101052699 工務店での経験を活かし、宮崎県でのゲストハウス開業 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市旭区 マッキーゴルフスクール 出張ゴルフレッスンから打ち放題インドアゴルフ事業への業種転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ｆ．ａｃｅ 7120001247704 アイドルグッズの制作販売及びＥＣ通販事業立ち上げによる事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 吹田市 バーモーメント テイクアウト専門業態「夜パフェ」の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 枚方市 株式会社三笠屋化粧品店 5120001150736 老舗化粧品店の新分野挑戦！クリーン＆グリーンビューティー専門店 野竿　健悟

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ハピネスマイル 1122001031853 デイサービス併設による高齢者に寄り添った整骨院の開業 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

近畿 大阪府 大阪市淀川区 合同会社ＯＣＥＡＮｓ 5120003008874 提供する商材の幅を広げ団体客から個人顧客中心の顧客獲得 篠原　英樹

近畿 大阪府 大阪市中央区 クリアス株式会社 4120001239118 子どものＩＴリテラシー向上！ＩＴの強みを活かした児童発達支援事業の実施 西岡　幹博

近畿 大阪府 枚方市 下町のイタリアンバールボーノ 飲食店事業から、冷凍販売機を導入し自動販売事業への業態転換 青石　吉司

近畿 大阪府 吹田市 ｒｕｖｉｔａ　ｉｎｃ． 次世代３Ｄスキャナーをドローンに搭載し「建設ＤＸ」への参入 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市浪速区 合同会社オフィスフェローズ 6120003017775 トイレ待ちの問題を解消し安全管理も可能な機械　「フェローズ　ＦＤＭ２２０」の製作販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 豊中市 パン工房あい 博士プロデュース！砂糖とバターを全く使わないパンの卸売販売 池田　寛太

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社晏有 2120001224542 大阪コリアタウンの冷凍スイーツＥＣ販売事業 松原　元

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ドリームサプライズ 1120901028894 研修・コンサル事業にて靴・鞄修理事業の普及と当社発展を図る 株式会社ＧＩＭＳ

近畿 大阪府 大阪市西区 トップオフィスシステム株式会社 9120001045858 透析業務の安全性・効率化を実現！ｄｏｔｔｏＨＤの製造プロジェクト 京都紫明税理士法人

近畿 大阪府 四條畷市 株式会社日知和 9122001016319 既存の運輸業から取引先の資材を管理する物流中継拠点事業へ展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 とりだん南巽店 健康ニーズに応えるコールドプレスジュース製造販売事業 上田　行洋

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社テクネット 4122002006257 国内初！潜在的ニーズに着目したベルトコンベア自動位置調整装置の開発 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 一般社団法人あみだ堂 1120105008883 都市近郊　体験型　グランピング施設 大阪信用金庫

近畿 大阪府 富田林市 居酒屋ふぁいみぃる 飲食店とドローンを活かした観光分野への進出 松原商工会議所

近畿 大阪府 大阪市生野区 合同会社なごみ福祉タクシー 8120003007485 地域に密着した高齢者向けおそうざい製造販売と『７５３ダイニング』の運営への新分野展開 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 合同会社ＥＮ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 2120003010734 大阪・九条で名物の「草鍋」店のレシピを受け継ぐ新分野展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｆａｉｒ　Ｔｒａｄｅ　Ａｖｅｎｕｅ 二段構えの収益構造を備えたルーフトップレンタルスペース＆フードデリバリー・カフェ 川口晃央

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 花咲み荼合同会社 3120003014998 台湾茶の資格を活かし、台湾茶スクールのフランチャイズ事業展開 Ａｒｋ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市此花区 草鍋えんや 野菜をうりにした鍋屋が焼肉店を開業し売上確保と相乗効果を図る 山本　文則

近畿 大阪府 大東市 明景建設工業 ３密を避けた飲食販売が可能なキッチンカー購入とそれに伴う調理場の新設 大東商工会議所

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社Ｍａｉｓｏｎ　ｅｃｒｕ 3120001226975 健康志向のパティシエが手掛ける、元気なシニアのためのカフェ 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市住吉区 山下勇気 石垣島で飲食店×テイクアウトができる店舗を出店します 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市城東区 古民家すたじおわが家 宿泊施設に新たな付加価値を生み出すエステ事業への展開 エース税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＳＴＡ 4120001247252 オンライン対応可能なダンススクール開業による事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 吹田市 株式会社イワクラボ 7120901041017 寺社仏閣向け　Ｗｅｂ　マーケティングサービスパッケージ化による収益強化支援事業 税理士法人広瀬

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＡＭＡＺＯＮ天尊 ペルーの疑似観光を体感できるペルーの民芸雑貨ＥＣ販売への転換 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社オリジンニッポン 6120101056691 ムスリム向け日本産食品のサブスクリプション販売事業 堺商工会議所

近畿 大阪府 大阪市生野区 吉田株式会社 5120001217428 収益減の輸入卸業から国内完結型「ペット火葬」事業へのシフト変更 平　了輔

近畿 大阪府 羽曳野市 有限会社クリスタルマジック 4120102018916 コロナ禍の「美容」ニーズに応える脱毛サービスの導入 ストラーダビジネスサポート株式会社
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近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社フロントアーク 4120001203445 介護福祉用品貸与基幹システムをカスタマイズして提供する計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 テレック株式会社 9120001025793 豊富なＰＯＰで安心して購入できる、大型商業施設の韓国スーパー出店 税理士法人松岡会計事務所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社フロントライン 1120001112979 地元食材を使った特製餃子による地産地消促進再構築事業 田川　智洋

近畿 大阪府 大阪市西区 新東洋服店 カルチャースクール用レンタルスペース事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社アイマニア 7120001121652 活力ある飲食店、食生活にこだわる家庭向けのセレクトショップ 大阪商工会議所

近畿 大阪府 守口市 株式会社ＴＲＹ 5120001192134 地域密着型企業の強みを活かしカフェ事業に参入する事業計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 ＫｉＫｉ 最新機器を導入したヘッドスパ及びヘアケア事業 松﨑　真則

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ビオテック 2120901025321 「大阪のお好み焼き」の冷凍自販機とＥＣによる販売事業 髙司　浩史

近畿 大阪府 箕面市 炭火焼肉心一 熟成芋の生産から販売とそれを活かした焼き芋販売へ焼肉屋の挑戦 米田　茂

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 ゆかや 無添加商品開発によるランチタイム営業とテイクアウト及び物販事業のスタートアップ 中村　哲也

近畿 大阪府 高槻市 パートナー株式会社 7120901033385 美肌アプローチ事業 北摂マーケティング合同会社

近畿 大阪府 大阪市西区 合同会社ユニバーリレーション 1120003012244 女性の美容・健康と社会進出を支援する美容整体事業 中嶋　崇

近畿 大阪府 大阪市北区 天満切子株式会社 4120001218220 自社製造の天満切子で鑑賞の美・用の美を味わえる飲食店の開業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 枚方市 Ｒｅｓｔｏｒｅ　Ｓｐａｃｅ　幸 オンラインでも提供可能な美容スクール事業への業種転換 井上大輔

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ＡＳＫ 2120001117473 コンサルいらずでＰマーク取得！！クラウド支援サービス 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 大阪府 大阪市住吉区 有限会社芋忠本店 7120002042815 障がい者に対応した非対面ハイブリッド貸しホール事業 横山　昌司

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社リバース 5120001197612 「稼げるキャリアコンサルタント」育成＆独立支援システムの構築 岩崎　弘之

近畿 大阪府 茨木市 有限会社藤熊食品 6120902001409 老舗蒲鉾メーカーの強みを活かしたドッグフードのサブスクリプションサービス 茨木商工会議所

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 カシュ・カシュ 疲れた方を癒す完全個室型マシンによる美容・マッサージ事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社Ｒｅ　ａｎｄ　Ｏｎｅ 8120001216402 リフォーム業で培った空間づくりでアミューズメント型飲食店を大阪府寝屋川市にオープン ヒッドワークス合同会社

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社ダイレクトマーケティングセンター 5130001025185 広告・調査ノウハウを活かした海外ＥＣお菓子販売・文化発信事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社えむスタジオ 5140002004245 「アートを活用した自立訓練型事業所」に参入 株式会社ＣＦサポート

近畿 大阪府 枚方市 ａｍｏｒｅｔｔｏ ＥＣによるワイン販売への進出とワイン飲食・保管スペース運営 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市西区 チェルピーナ オーガニックイタリアンのＥＣ販売およびテイクアウト・デリバリー 市竹　敦

近畿 大阪府 箕面市 株式会社ガーデンラボ 9120901005936 「森林３Ｄ計測システムを使用した樹木調査サービス事業」 近畿税理士法人

近畿 大阪府 八尾市 有限会社山がや 5122002015083 テイクアウト需要を取り込む地域初のパニーニ専門店による事業再構築計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 小山百合 免疫系薬草・漢方を使った”安心＆安全”のエステサロン事業への挑戦 竹内　友章

近畿 大阪府 寝屋川市 マイ・ハピネス 業界初！カウンセラー業から探偵業へ　夫婦問題を解決できる探偵事業 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社ＩＣＨＩ’Ｓ　ＷＯＲＫＳ 2120001203265 「空きスペースを利用したＤＩＹスクール、レンタルスペース事業」 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社近畿エコロジー 5120001112125 既存の従業員の能力を活用一した非接触セルフエステサロンの開業 税理士法人ウィズアス

近畿 大阪府 大阪市此花区 焼肉の金海 本格韓国料理の２４時間３６５日自動販売機による冷凍食品販売 エース税理士法人

近畿 大阪府 枚方市 心身堂ａｉｒｆｅｅｌ 手もみの「ほぐし整体」から、マシン導入した「エステ事業」参入。 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社メイクビー 6120001137121 巨大マーケット　ペットは家族『アニマルネットアプリ』 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社ボンパルク 3122002004344 フランス料理シェフによる本格デザート介護食の製造販売事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ＢＥＥ　ＷＯＲＬＤ 2120001196526 デザインに特化した空間デザイン・リノベーション業のサステナブル化 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市西区 ワンコインドーム株式会社 5120001104816 タクシー事業とのシナジーが期待できる自動車整備業への参入 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 有限会社オフィスユーアンドエム 4120002012721 ブランドの構築で地方の農業振興と飲食店の売上増につなげる 黒川　剛史

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社成康 7120001207402 おひとり様鍋事業で蜜を回避！ 西岡　幹博

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社有藤商店 7120001030234 中古大型トラック販売業から中型トラックメンテナンス業への転換 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社ホープホーム 4120901028792 居宅支援法人の看護る家のシステムの開発 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＭＡＲＱＳ株式会社 2120001202457 ＷＥＢ制作会社が市場の拡大が顕著な求人ポータルサイトの運営に参画する 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ワンダー・クリエイト 3120001184661 ＴＳＵＴＡＹＡ　レンタル事業からトレカ・ガチャへの新分野展開 岡本　亮

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社グランディーユ 9120101051145 地産地消の野菜で健康づくりを叶える飲食に特化した就労継続支援Ｂ型の新設 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 アワーズ株式会社 3120001185395 既存のプログラミング技術を活かしたロジカ式プログラミング教室の運営 吉田　真由美

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ファムカンパニー 2120001168855 コロナ禍でも安心。貸し切りのキッチンとマイワインセラーの運営 大阪信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 三立電機株式会社 7120001147937 窒素ガスリフロー実装によるファインピッチ基板の量産化事業 若松　敏幸

近畿 大阪府 枚方市 ケーライフデザイン 地域密着型！！個人事業主向けレンタルスペース事業！ 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 八尾市 りんご屋 食料自給率を高める循環型シェアキッチンカー 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 有限会社けやき亭 3120002048758 常温専用弁当のみの販売から、要冷蔵単品メニューの新たな展開 石田　英二

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社洗ｐｅｒ 3120001225481 ガラスコーティングの技術を活かしたヘルシーなたこ焼きの製造販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市北区 ＢＡＲ　ＳＫ　ＯＣＥＡＮＳ 子育てママが自宅開業できるネイルサロン開業支援事業への転換 小野　孝二

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＪＡＰＡＮ大和グループ 6120001168059 創業１５０年老舗の挑戦！オーダーメイド大和煮の卸売事業開発 髙瀬　哲也

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＢＡＳＩＳ 5120901043675 デジタル技術を駆使したＳＮＳ映えするレンタルスタジオ 木村　龍弥

近畿 大阪府 大阪市中央区 アドレス 関東で人気上昇中の絶品タコスが食べられるメキシカン料理屋 大槻　直志

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＡＣＮプログラム 4120001126951 非対面システムを導入した２４時間営業のインドアゴルフ練習場事業 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 堺市東区 グリルヤクッタ コロナ禍でも安心して飲める！おひとりさま歓迎の立呑み居酒屋 大槻　直志

近畿 大阪府 大阪市淀川区 エイトビルド株式会社 7120001194558 内装業の経験を活かしたリノベーション物件のトータルプロデュース 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社えぐち塗装 6120001189864 自社物件の１階を活かしたたこ焼き屋運営による事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市中央区 アナトラ オーダースーツ店のＦＣ本部を新規構築しＷｅｂ集客支援 松川　浩士

近畿 大阪府 羽曳野市 三晃プラスチック工業株式会社 6120101032115 ＥＣサイト開設と３Ｄプリンタ新規導入・ＬＥＤ内照式サインの製造直販事業開始 柏山　行雄

近畿 大阪府 八尾市 ディンク株式会社 2122001019360 大型補修を含めた設備メンテナンスおよび薬品製造販売の構築 八尾商工会議所

近畿 大阪府 大阪市東成区 フラージャ 撮影を楽しむ空間を！セルフ写真館の運営による事業再構築計画 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 堺市東区 株式会社ヤナギモト 4120101007614 新たな鋳造技術による原子力発電設備部品の製造を通じたグリーン成長戦略への取り組み 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社津田商店 6140001064702 冷凍物流センターによる低炭素社会と働きやすい環境実現への貢献 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市平野区 大宝製袋株式会社 6120001018049 環境配慮型包材量産加工技術の研究開発による新分野への事業展開 宮崎　和宣

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社イイダ 8122001000546 ＥＶ・燃料電池部品向高精度モールドベース製造に取り組む 大阪シティ信用金庫 ＪＡ三井リース株式会社

近畿 大阪府 大阪市平野区 ハシダ技研工業株式会社 2120001021304 切断工程の加工精度および生産性の向上による次世代半導体製造装置市場への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 貝塚市 協栄鋼材株式会社 5120101038088 電気自動車産業を支えるセパレータフィルム生産用スリットダイの製造 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 林純薬工業株式会社 5120001087409 業態転換による半導体材料製造技術の高度化とＯＥＭ受注の拡大 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 守口市 株式会社プロトワーク 4120002078944 多品種少量生産の超精密金属加工部品の自動化生産技術開発と生産 大阪信用金庫

近畿 大阪府 箕面市 ドナウ商事株式会社 7120901029912 脱炭素社会実現に向けて　強バリア性ナイロンリサイクルへの挑戦 中廣　琢二

近畿 大阪府 八尾市 株式会社Ｒｉｎｇ 6122001022039 異素材の精密加工技術を活かしたＩｏＴ／ＡＩ機構部品参入による脱炭素社会の実現 株式会社フロウシンク

近畿 大阪府 大阪市中央区 ｍｅｄｉｄａｓ株式会社 9120001218629 中小企業向けの脱炭素見える化ソフト「タンゼロ」の開発及び脱炭素経営の普及事業 髙谷　浩忠

近畿 大阪府 柏原市 株式会社松徳工業所 2122001021242 工程内チタン廃材の革新的再生焼結技術の実用化事業 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Ｆｏｒ　ｉｔ 2120001142083 ＥＣ小売業と連携しアパレル卸業のＤｔｏＣ倉庫建設での新事業モデル構築計画 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アクアリンク 1120001099622 ＡＩ制御室外冷却システムの開発による電力マネジメント事業へ進出 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社メタルドゥ 7120001040563 リチウムイオン電池の国内循環システムの開発 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社山下製作所 4120001050961 特許技術を応用した新製品を開発し、新分野への進出を図る。 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 八尾市 アベル株式会社 9122001017630 近赤外領域での反射率を１％以下に抑える二層被膜による反射防止処理技術の開発 株式会社京都銀行



65 / 98 

事業再構築補助金　第７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 大阪府 高槻市 株式会社大晃機械製作所 8120901011290 カーボンニュートラル社会に貢献、洋上風力発電トランスの製造 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 大阪府 大阪市西区 中嶋産業株式会社 2120001045996 切断・機械加工技術の獲得による免震装置市場への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 東大阪市 ナミテイ株式会社 9122001005577 異形線加工技術を活かしたＥＶ車のモーターコイル、パーツを開発し生産体制の構築 株式会社トリプルバリュー

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 ＧＦ株式会社 1120001115081 余剰野菜から生み出すオリジナルヘルスフード（ベジバー）によ　る健康価値食品創出及び、フードロス削減事業 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 有限会社若竹 8120002056087 通所介護サービス事業への事業転換による軽度の要介護者へのアプローチ 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

近畿 大阪府 東大阪市 北川自動車販売株式会社 1122001002045 街中のペットリゾート「小型犬専用ドックラン自動車販売修理店」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ＦＬＯＷ 7120001207617 プロ技術者向け「美容と健康セミナー」（動画＆対面）で当社ノウハウを伝授 株式会社ＫＪソリューションズ

近畿 大阪府 柏原市 有限会社岡林鉃工所 7122002015288 ワンタッチ組立式自動搬送装置の製造技術確立による事業再構築 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 高石市 フレンズ株式会社 7120101050933 放課後デイサービスから就労継続支援施設への新分野展開 井上　裕光

近畿 大阪府 和泉市 有限会社アオイ農園 3120102027083 フルーツ専門店ならではの洋菓子の製造及び小売販売事業による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 植一精工株式会社 4122001000731 工程集約化と省人化による半導体工場向け搬送システム装置用部品の製造計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 八尾市 株式会社おべんちゃー 1122001033437 「眼鏡をスマートグラスへ変えるオーディオデバイス」の製造・販売 井上　拳

近畿 大阪府 茨木市 株式会社アートウェーブ 1120901001521 需要の伸びが期待できるセラミックデザイン床材加工への業界初めての取組 岩佐　修二

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ニッコー 9122001019560 モビリティ分野における高級自転車やＥＶ車の高付加価値な特殊加工部品を製造し、カーボンニュートラルの達成に寄与する 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社Ｌｉｅｎｃｈｅ 6122001032814 自社のリソースと古民家を活用した雑貨＆カフェ運営で事業安定と地域の課題解決を図る。 熊田　裕美子

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ケンメー 3122001027643 精密板金の一貫生産体制と提案力を活かした建設機械用金物等の開発・参入計画 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大阪市西成区 松岡捻子株式会社 7120001004304 流体の配管をすばやく安全に着脱する部品であるカプラの製造を開始する。 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 泉南市 シンコーケミカル株式会社 3120101050573 設備投資を通じた産業資材用原糸市場への新分野展開 米本合同税理士法人

近畿 大阪府 泉南郡田尻町 青木ヨット株式会社 7120101040538 世界最小のヨットで世界一周したギネス記録を樹立した青木洋の会社による中型ヨット製造 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 岸和田市 てっぱんＳｅｓａｍｅ コロナ禍にニーズが高まっている対人接触が少ないラーメン店での事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ＬａＶｉｔａ 2130001061745 地域での連携で、おいしさと健康のスイーツ、栄養補助食品へ転換 株式会社タスクールＰｌｕｓ

近畿 大阪府 堺市北区 一般社団法人のあ 3120105007693 障害者雇用に対応した新たなテイクアウト及び社会貢献事業 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社マスダ 9120001148660 「ショールーム型カフェ事業」推進によるリフォーム事業拡大 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 高槻市 ワイズ不動産販売株式会社 9120901012346 ＣＯ２削減や住まいにおける健康増進、放置竹林問題に貢献する「調湿材の製造販売」事業 近畿産業信用組合

近畿 大阪府 富田林市 株式会社創快 5120101055208 電気自動車・水素自動車の分野での開発・製造による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 泉大津市 株式会社ＳＯＷＡＳ　Ｉｎｃ． 2120101042431 「心身の健康を取り戻す」パワースポット・グランピング事業 瑛智税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西成区 西山総建株式会社 7120001095079 ガス導管工事の会社が水道工事分野にも展開しインフラ守る事業展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ＭＯＮＤＩＡＬ 4122001025448 デザイン提案を付加価値とした家具・インテリア雑貨販売 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ｂｅｒｎ 4120001202686 髪質改善に特化した美容室による育毛も叶う高級ヘッドスパ専門店 リトラス税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 創作料理　華蔵 大阪初の中国・香港で人気の蒸し鍋料理を感染対策に適した個室形態で提供 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市旭区 森本淳一 トレーニングセンターを設立し日本のスポーツの発展を支える事業 青石　吉司

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ダイケンリフォームサービス 8120002077414 既存事業のコインランドリーに自動カフェを併設する業態転換 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社東洋工業 2120001148295 大型部品の曲げ加工内製化で実現するキュービクル筐体カバーや付属品等製造進出計画 シェアビジョン株式会社 三菱電機クレジット株式会社		

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社甲 6120001019872 長尺品対応・共通部品化を可能とするファイバーレーザ加工機導入による新分野への参入 松下　隆信

近畿 大阪府 松原市 有限会社川西製作所 2120002009331 油圧制御機器用の高精度部品の製造開始による受注拡大事業 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社グローバルパート 9160001014413 車載トレーラー火災事故防止による社会貢献と売上Ｖ字回復 岡田　嘉広

近畿 大阪府 吹田市 株式会社アクティブ関西 7120901017504 大阪府の「健康１０」の推進に貢献！最新のＡＩを活用した女性専用フィットネスジム事業の運営 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 明和機工株式会社 3120001050772 高精度複合旋盤加工体制の構築による宇宙産業分野への参入 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社杉本建装工業 7120101022362 カフェ型ショールームによる集客力の向上と新サービスへの展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ダイツー 3120001045104 国産材料と最新冷凍技術、設備を活用した郊外型ベーカリー店による事業再構築 株式会社アサユナイト

近畿 大阪府 大阪市大正区 有限会社キヨタキ 5120002015442 ネット上で３Ｄシミュレーションが行えるシステムを導入してネコ用住宅リフォーム事業へ進出する 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社大黒屋 2122001023560 解体・収集運搬事業のノウハウを活かした産業廃棄物中間処理事業の構築 東大阪商工会議所

近畿 大阪府 堺市北区 西田車輌 既存事業の強みを活かした中古トラック販売事業への進出 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社スバル 8120101045098 １００円均一市場からの脱却と国産ヒノキ製品による３００円均一市場等への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社味の吉川 1120001036823 企業の従業員の昼食を支える！チルド食品＋レトルト食品＋冷凍食品中心の簡易社員食堂の運営計画 株式会社北陸銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 アイン合同会社 7120003006950 婦人用下着企画会社が挑む美容製品開発の取り組み 宮田　大

近畿 大阪府 門真市 株式会社リ・ポール 1120001181272 「グループホーム向け宅配弁当サービス×飲食店」複合事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＣＯＯＬＨＡＮＤ 2120001205848 日本の食文化「こんにゃく」を使った食品をもっと身近にするＥＣ 吉川　広崇

近畿 大阪府 八尾市 葛城商事株式会社 5122001022444 二上山の魅力を国内外に発信「エコツーリズム観光立ち寄り施設事業」 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社カツラ 4120001042281 下町古民家改装による貸切個室サウナ事業 大西　森

近畿 大阪府 高槻市 有限会社コスモフーズ 4120902010840 急速冷凍機と独自ノウハウを組合せ、消費者向け海鮮商品等の開発・販売に取組む 岩佐　修二

近畿 大阪府 和泉市 株式会社ミールファーム 6120101047567 レトルト加工及び乳化装置導入による総菜・乳化食品の製造販売開始計画 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 門真市 株式会社大翔 6122001017187 ペット共生型障がい者向けグループホームの運営 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社ＥＩＧＨＴ　ＢＲＩＤＧＥ 4120001226173 中古品買取専門店の開業による事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社大阪ファスニング 4120001011501 ＡＬＣ用あと施工アンカーボルトの“塩害対策新市場”開拓 森　健輔

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社ＤＡＩＳＥＩ 3120101058427 「個室、動的ストレッチジムとオンラインデジタルヘルス管理で地域・企業の健康問題を解決」 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大東市 株式会社山﨑木工所 4122001016050 ＱＯＬの向上を目指した椅子ブランド（ＢｔｏＣ）の立ち上げと、ＥＣサイト販売計画 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ハレルヤ大阪 6120001120432 四万十ポークを売りにした、食堂スタイルの飲食店を経営する 株式会社イソシエ

近畿 大阪府 大阪市港区 有限会社西本製作所 1120002048660 世界的に安定供給が求められる燃料市場を支援する 株式会社タスクールＰｌｕｓ

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社ニューマルシェ 6120001000931 惣菜専門店及びゴーストレストランを出店し若い世代向け中食産業へ展開 森本　次郎

近畿 大阪府 守口市 株式会社中井保温工業 5120001115499 設備工事業者から新素材を使用した加工技術提供を開始する新分野展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ビーエーシースタッフ 9120001211014 人材派遣会社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 岸和田市 株式会社マーシュ 7120101037625 コロナ禍で減少した売上回復を目指し水廻り施工と木材施工を内製化する事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 有限会社Ｇ・Ｉモータース 1120102011964 中古車販売業から大型車両の全塗装を行う新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 有限会社岡田製作所 8122002016491 最新鋭長尺曲げ加工機を導入し、新分野へ参入する事業 松下　隆信

近畿 大阪府 東大阪市 ニッコーグラビア印刷株式会社 7122001005983 新製品のバルブ付きパッケージの製作と新たな市場開拓を図る計画 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社大和屋本店 9120001083791 道頓堀川をのぞむ天空のプライベートサウナで「ととのう」あすへの活力 山本　文則

近畿 大阪府 大阪市浪速区 Ｉｃａｒｅ株式会社 9120001196932 リフォーム市場に向けた環境にやさしい高機能床材の販売 税理士法人さくら会計

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社奈技工房 2122002010673 知って、見て、体験して、購入する理想のオーダーソファ製造販売 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市大正区 はるみち鍼灸接骨院 鍼灸師・柔道整復師資格を活かし美容鍼・エステ分野に進出、新たな顧客層を開拓し業容拡大を図る 山口一也

近畿 大阪府 大阪市福島区 たんとたんと キャンプ不要でバーベキューが出来るヨーロピアンスタイルの展開 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社浅田鉄筋工業所 4120901022655 切断及び曲げ加工の大幅な効率化で新分野展開による事業再構築を実現 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 門真市 大阪コロナ株式会社 3120001157205 受注生産品の特殊加工を内製化して金属製品製造事業を拡大する事業再構築 株式会社伊予銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ナニワ屋 4120001039352 老舗クリーニング業のノウハウを活用した着物リメイクへの新展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社西田秀鉄工所 2122001005641 マシニングセンタを導入することにより、高い精度を実現し半導体関連市場に参入する 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 大阪市淀川区 東阪工業株式会社 9120001057127 仮設資材開発技術を活かした、イベント会場等で使用する移動式安全通路の販売・レンタル事業 本出　一正

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ハウスエム 6140001107056 関西発のスポーツレッスンと知力育成教室をワンストップで行う学童教室事業 税理士法人ＦＡパートナーズ

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社ミズウチ 7120101037765 最新型横型マシニングセンタの導入による新分野・新事業展開計画 島本　昌一 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス㈱

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社キー・マン 2120101054897 残土処理事業への新分野展開で新たな事業の柱の構築 株式会社池田泉州銀行
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近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社エム・デー・エス 6120001019690 リサイクル技術力を活かしたブラスト加工によるリユース事業の取組み 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社泉洋 4120001172376 地域特産物を活用できるオーダーメイド食材の提供 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社エトスコーポレーション 1120001218017 マンション販売から、営業活動をＤＸ化し中古住宅販売を開始する新分野展開 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 池田市 株式会社クルーズ 4120901040665 ウィズコロナ時代に最適なキャンピングカーのレンタル事業 赤田　健行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社平井精工所 4122001012999 ターボ分子ポンプ用部品の高精度研削技術確立による事業再構築 京都信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社ジェーシーエス 8120101041510 自動車の等速ジョイント用の新たに依頼がある７種のグリースの充填加工への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社八木製作所 8120001029985 ＤＸ加速　３Ｄデジタル技術活用による義肢装具部品の高付加価値化事業 一般社団法人ヒューリットＭＦ

近畿 大阪府 堺市美原区 引田鉄工株式会社 2120101021724 工程統合が可能なタレットパンチプレス導入による新分野参入事業 松下　隆信 株式会社アマダリース

近畿 大阪府 大阪市浪速区 野口彦株式会社 3120001039527 取次店による靴の新しい販売システム 税理士法人とよのパートナーズ

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ピュアフラワーＦＣ 2120901030552 枝もの販売の為に、生産地の近くに配送センター＆スタジオ作る 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社フィーコ 1120001233081 脱毛エステサロンが差別化を狙ってフォトスタジオ事業へ参入 株式会社八咲

近畿 大阪府 大阪市東成区 大昭和印刷紙業株式会社 4120001044906 今後のデジタル化されず市場伸長するキャラクター雑貨や環境対応家具メーカー業への挑戦 長島　広明

近畿 大阪府 寝屋川市 パティスリーアミ 完全グルテンフリーのベーカリーおよび完全グルテンフリーの麺を冷凍食品化し、ＥＣサイト、スーパーで販売する新分野展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 森田化成工業株式会社 4120101049796 食品（主にベーカリー市場）に使用される環境対応型包装資材の製造 森田　茂樹

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社いちい工務店 6140001086878 工務店がＤＩＹスペース運営の物品賃貸事業で売上の回復を図る 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 田中手帳株式会社 7120001031083 ノート製本事業への進出による事業多角化とポストコロナも見据えた事業構造改革の取組み 株式会社伊予銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社ディンクス 1120001028465 時計の並行輸入・ＯＥＭ製造受託事業の強みを活かし、アパレル事業に進出する事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 河内長野市 ＡＭＥＮＤ 車両カスタム業からＥＶキャンピングカー製造への業種転換 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 フリー　ヘア　アトリエ 顧客カルテを用いて行うオーダーメイド感覚のコーヒー販売事業 中谷　浩一

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 毎日発條株式会社 4120001050648 自動車の安全性確保に向けた新設計「保安部品」関連の生産および供給体制の構築 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社アイビーティジェイ 5120101047436 医療業界向け革新的育毛製品開発及び新市場進出による新分野展開 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社サカ洗工 2120001172667 沖縄におけるモータースポーツの拠点となるレンタカー事業 星　雄仁

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 不二精工株式会社 3120001050574 異種材料接合技術によるインサート成形ライン新設と新分野展開 株式会社紀陽銀行 三菱ＨＣキャピタル株式会社

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 株式会社山田組 5120001101986 特殊仕様クレーン杭打ち機の開発によって実現する新分野展開の取組 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 柏原市 株式会社テム・ホーム 4122001022742 自家焙煎コーヒーのテイクアウト店とＥＣ販売による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 松原市 丸三住宅株式会社 4120101025772 ウィズコロナに対応した高級感あるファミリー向け焼肉店の出店 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 豊中市 豊栄工業株式会社 2120901025569 金属板加工から金属長尺加工への新規参入による業績Ｖ字回復の実現 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社ｊｏｕｅｒ 7120001232912 「焼肉店」から「ワインとのペアリングを楽しむレストラン＋ワインバー＋ワイン販売」への事業再構築計画 京都信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社Ｍ－ＮＥＴＰＲＯ 6122001032228 火鍋料理店の経営及び真空包装冷凍総菜のＥＣ販売事業 株式会社ＮＫＫソリューションズ

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 ＳＩＧＮ　ＰＲＩＮＴ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ　／　Ｐｏｅ＇ 有害汚染物質を発生させない無臭インクの印刷機を導入し売上回復を図る 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 高嶺精機株式会社 7122001004639 部品加工から組付け作業まで一貫対応する「機械・装置の受託生産」への進出による生産活動の高付加価値化 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社エヌエスシィ 3122001008973 超高加圧技術・自動化・省人化を駆使した次世代自動車部品製造への進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 八尾市 ＧＲＡＮＤＩＲ株式会社 4122001033574 地域初のヘアサロンを併設したトリミングサロンの店舗展開による再構築事業 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 三島郡島本町 株式会社シーパーソンズ 5120901016796 ２４時間利用可能な完全無人運営の安価なフィットネスジムの展開 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社リビエール 1120101024174 潜在需要に対応する次世代型フィットネスジムへの参入 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 大家緑化株式会社 3120001122200 ロープアクセスによる打診調査効率化のためのドローン技術の応用 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社ナカヤオートプラザ 7120001031307 クイックリペアサービスで次世代自動車産業の発展に貢献 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社大阪ハニー 9120001196429 都市養蜂から広がるＳＤＧｓの輪を、持続可能な収益事業に 中澤　悠平

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社カナモリ 6120001017158 健康とエシカル消費に配慮したオールインワン男性向けサンケア「Ｂｌａｎｃ　ｈｏｍｍｅ　－ブラン・オム－」 榎並　由洋

近畿 大阪府 大阪市中央区 一般社団法人住宅建築コーディネーター協会 3120005014369 独自ＬＭＳ構築によるオンラインサービスとコンテンツの新展開 株式会社イージーネット

近畿 大阪府 池田市 満寿美通商有限会社 9120902014812 輸入家具の卸・小売業からトレーニングジムへの新分野展開 三宅　伸

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 有限会社ケイツーサービス 1120002041112 バイクライダーが交流できる宿泊・ＢＢＱ施設付き複合型カフェ 上杉　光一

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ファーメイカンパニー 6120001161113 インターンシップ斡旋プラットフォーム事業への業種転換 大阪信用金庫

近畿 大阪府 松原市 株式会社吉しや 9120101030140 焼肉店の強みを活かした中食・内食市場への参入による事業再構築 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 堺市南区 ケーエム化学株式会社 3122001018378 製菓分野向け極小容器の製造による新分野展開で売上拡大を目指す 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社イプリコ 2122001024666 新たなニーズを取込むレンタルスペースの運営事業の実施 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 うどん製麺所　業－ｇｏ－ 本格うどん＋出汁パックのテイクアウト特化事業への転換 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社Ｉ・Ｋ・Ｉ 3120001218295 自社保有のノウハウ・技術・人材を活かしたマイクロブルワリー開設の新分野展開 山口　大輔

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社Ｙ．Ｇ　ＧＲＯＵＰ 1120001170804 地元人気ラーメン店による、フランチャイズ事業とプロデュース事業を展開する事業計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住吉区 Ｔ－トラスト株式会社 5120001194485 １００年経っても大丈夫！米軍の軍需技術である新塗装剤導入により防災・減災を推進し、国土強靭化に貢献する 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 松原市 株式会社プロ・スタッフ 1120101025676 最新設備と独自の加工技術を活かした再生医療業界への新規参入事業 小笹愛斗

近畿 大阪府 大阪市西区 Ｔ．Ｋ．ｓｔｙｌｅ株式会社 4120001169281 ペット共生型グループホームの開設・運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 河内長野市 株式会社田中ぶどう園 3120101049533 都市と農村を繋ぐ、ぶどう狩りとジェラート事業 大阪府商工会連合会

近畿 大阪府 堺市中区 タニ工業株式会社 9120101004169 軽量・耐摩耗を追求したタニブランドの脱着装置の製造事業を展開 光畑　裕貴

近畿 大阪府 池田市 有限会社内田組 3120902014454 ドローンを活用した構造物点検、除草剤散布および防鳥対策事業の展開 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社シフトオン 5120001176624 「スタジオプログラム専門フィットネスクラブ」による地域・健康増進事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 ゆう亭 船場料理を武器に宮津へ、和オーベルジュで地域の観光需要も喚起 廣岡　茂男

近畿 大阪府 八尾市 高田金型工業株式会社 8122001019207 ＩＴ×職人の金型技術を活用し、新素材セラミックの金型と成形装置の製造 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 グリーン環境メンテナンス株式会社 4120101038857 地球環境とストレス社会の改善を両立するリフォーム事業の確立 御堂筋税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 文明商事株式会社 4120001207504 ブランド和牛と高級果物を通信販売・輸出し、新型コロナの影響を乗り越える 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＹＳプランニング 7120901030226 軽食からしっかり食事まで！地域ニーズの大きい、深夜にデリバリー・飲食可能な本格レストランの開業 近畿産業信用組合

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ｋｏｏｋｏｏ＆ｃｏ 6120901002928 飲食店経営会社による飲食業就職に特化したＢ型就労支援事業所の開設 表　順一

近畿 大阪府 大阪市大正区 有限会社三愛 8120002064619 アイスクリーム及びパフェのフランチャイズ展開によるテイクアウト販売及びデリバリー販売の実施 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市西成区 太陽株式会社 8120001198178 自社製品の無人店舗販売から自動販売機による販売への業態転換 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市城東区 株式会社武城 4120001190576 ウィズ、アフターコロナを見据え、こども食堂を併設した、お惣菜居酒屋への新分野展開 浦田幸一

近畿 大阪府 大阪市福島区 Ｓｅａ　Ｂａｎｋ株式会社 8120001176200 関西初のフルオーダー型回転寿司店舗出店による売上Ｖ　字回復計画 近藤　新次郎

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＯＢＵ 7122001029776 飲食店ノウハウを活用した精肉店への転換 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 東大阪市 じゅうじゅう亭 地域ブランドを活かして食品のネット販売という新事業へ進出する 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 東大阪市 カーショップ　ジョイン ＯＢＤに対応した自動車整備工場併設によるカーライフトータルサポート事業 大阪商工会議所

近畿 大阪府 八尾市 佳味　光月 懐石料理の味を自宅にお届け「おうちごはん」お取り寄せグルメ事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ユーティリティースポット 5120001208328 アメ車に特化した自動車屋が運営するアメリカンフードトラック 京都信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社五徳 9122001002302 紙・プラスティック製品卸売事業から銅買取事業への新分野転換 中村　哲也

近畿 大阪府 大阪市淀川区 有限会社アイ・シー・ビー 9120002071408 ジム併設型の創業支援の場の開設で顧客満足度向上・新規顧客獲得 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社グロウイング 6120102016488 沖縄で多言語対応したＫＩＯＳＫ端末導入でインバウンド特化型のレンタカー事業による売上確保 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 サン・フォレスト株式会社 6120001043749 今井宗久ゆかりの地で空き家を茶室のある共同利用型オフィスとして活用 福本　功

近畿 大阪府 大阪市生野区 平成未来株式会社 5120001227336 参入障壁が高い、ニッチなドール市場への参入プロジェクト 芦谷義一

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社クインボンド 1120001199612 最新鋭急速冷凍・セントラルキッチンを設置した冷凍・生鮮食品ＥＣ通販事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 泉佐野市 カガリ縫製 バスタオルヘム加工分野への新規参入 泉佐野商工会議所

近畿 大阪府 豊中市 株式会社閣雲堂 7120901023287 仏具業者がＤＸで制御盤製造販売へ新分野展開 株式会社池田泉州銀行
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近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社トシカワ 7120001125711 小ロット対応・スピード生産を強みとした、刺繡・マーキング加工業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 松原市 焼肉富士 松原のロールモデル飲食店を目指す。老舗焼肉店の味を、ご家庭に届けます。 秋田　豊

近畿 大阪府 大阪市中央区 ジー・アンド・エフ株式会社 9120001094987 寝装品業向け撮影スタジオの開設及び自社ブランドの国内生産・販売の夜収益計画 松川　吉信

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社佐藤酒店 6122002001917 飲んで選べる！１人分で買える！ワインとウイスキーの大型専門店 吉川　広崇

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 りゅうぼく歯科 新たなインプラント周囲炎治療法の実用化と事業化及び普及事業 兵庫太和税理士法人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社日勝亭 4120001210441 老舗ビリヤード販売業者が行う初心者からプロまで集うビリヤード場の運営 西谷　友香里

近畿 大阪府 大阪市中央区 大和串Ｐｌａｎｎｉｎｇ株式会社 2120001125146 ＢＢＱカフェと宿泊施設、マリンアクティビティの複合業態「串本マリンＱ」 但馬信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＣＲＯＳＳＯＶＥＲ　ＪＡＰＡＮ株式会社 8120001084031 板金塗装事業の開始でトラック・重機のトータルサポートを展開 光畑　裕貴

近畿 大阪府 藤井寺市 株式会社ベルネッツ 9120001118523 処理に困る鹿肉をペットフードとして商品化し、オンラインで販売 世古　建一

近畿 大阪府 交野市 串焼大倉 秘伝のタレを用いた串焼のテイクアウト事業を展開 光畑　裕貴

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社福井興業 4120101055860 スピード重視の外壁塗装ワンストップサービスの立ち上げ事業！ 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 大阪市中央区 シー・エイ・ピー株式会社 2120001105701 個人ブランド企画者向けワンストップ製造販売受託事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 豊中市 有限会社愛媛製作所 4120902017794 ロール加工の高度化によって実現する新分野展開の取組 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 大阪市都島区 日本カード株式会社 1120001048661 当社の強みのハウス・カードを券売機に応用し、社員食堂・学生食堂の無人化省人化を推奨して新しい市場を切り拓く事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社酒井マーク製造所 6120001079792 粘着面への印刷を実現した製品単体の営業力を向上させる２層シールの両面印刷等提供計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 比井　宏志 腰痛・痛み改善トレーニング事業 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＫＩＭＩＹＡ 2120001220491 二輪車ツーリズム率先型キャンピング施設の運営 税理士法人アップパートナーズ

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社エコサービス 4120001171329 伝統文化に寄り添う観光撮影サービスで京都経済の活性化へ貢献！ 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＵｐＧｒａｄｅ 5120001197331 間仕切り用造作家具の販売により、壁が要らない新しい形のリノベーションを提供する ＭＳＣ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市淀川区 有限会社アクア 3120002019453 ダイビング専門から総合型マリンレジャー産業へ 伊村　睦男

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社関西工作所 2120101001206 「下町ロケット」に続け！産業用ロボット部品の加工へ新分野展開 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 ａｐｐＲｅｃｉａｔｅ．合同会社 3130003004569 介護食事業企業初「薬膳介護食セントラルキッチン」新設と薬膳料理の開発・販売事業 伊村　睦男

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社りんくうビジネスアシスト 5120001144234 専用ポータルサイトを活用したベトナム人の人材紹介事業を展開 光畑　裕貴

近畿 大阪府 箕面市 日本総合ホームセンター株式会社 9120001125718 ＡＩ×ＶＲ（３Ｄ）を活用したリフォーム提案自動化システムの開発 的場　俊雄

近畿 大阪府 八尾市 株式会社上田工務店 4122001032254 顧客要望に対応する、魅力的な海外テイスト家具のオーダーメイド 株式会社ダイワマネジメント

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社栄紙工所 5120001226998 ＡＩ搭載ＶＲ活用によるピッチングマシンを導入した室内野球練習場事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ゆきえもじ 1120001209643 昼はテイクアウト、夜は居酒屋メニューが楽しめるラーメン店 中原　広一

近畿 大阪府 守口市 アルテックス株式会社 8120001155204 異業種への参入により長期収益を確保し経営リスクの分散を行う取組み 渡邊　良享

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｍｅｄｉａｇｅ 2120001175513 ペットブリーダーと個人のお客様との直接取引を支援するＷＥＢポータルサイトの構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 ろ七タオル株式会社 9120101038539 消費者向けタオル製品の製造、販売によるコロナ禍、物価高騰の克服と事業の長期的な発展 森下　勉

近畿 大阪府 大阪市旭区 有限会社エド写真工芸社 4120002000115 ＩｏＴ銘板の開発による中小企業のＤＸ化推進事業への新規展開 京都信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社イーストエンドカンパニー 8120001119118 ＩＴ指輪で健康管理！海外販路を活用したスマートリングの製造販売 廣岡　茂男

近畿 大阪府 枚方市 あっちゃんの台所 飲食店経営から、地元に根づいた会員制インドアゴルフスクール運営事業への新規参入 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 南河内郡太子町 株式会社岸本組 6120101031471 地球にやさしいタイヤ販売と出張取付 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社グラシアス 3120001175909 企業の電気代を削減！コストにも環境にも優しい次世代節電ユニット販売事業 岩井　久典

近畿 大阪府 箕面市 寺澤美紀 廃棄予定の花を活用するエシカルなドライフラワー販売事業 赤田　健行

近畿 大阪府 堺市中区 ヘアーアベニューベンケイ 理髪店によるメンズトータルビューティー事業の展開 株式会社中央ビジネスグループ

近畿 大阪府 寝屋川市 有限会社曽田印刷 5120002072566 心温いお絵かき水筒からコロナ禍で傷んだ心も体もヨガで癒す事業 京都信用金庫

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社アクア 3120101040921 学童保育施設への本気のおやつの安定供給事業 矢野　哲夫

近畿 大阪府 大阪市城東区 ロビン 「癒し」にこだわり都市近郊のキャンプ場にサウナ施設を開業する 弓手　宏亮

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社ＦＲＵＯＲ 9120001217746 本場の中華料理自社デリバリー事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 ＮＰＯ法人ＨＥＬＬＯｌｉｆｅ 4120005011464 既存主力商品を取り下げ「体験型の茶屋」に一新　ーインバウンド需要を見据えた新たな茶カルチャーの発信ー 烏野　利勝

近畿 大阪府 吹田市 株式会社スマートグリッド 6120901019055 セントラルキッチ化と燻製スイーツの持ち帰り宅配店舗開発 髙瀬　哲也

近畿 大阪府 東大阪市 サンケイ城北サービス株式会社 9122001003606 地元大型小売店へのキッチンカー販売でコロナ禍に食の温もりを！ 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社トライアンズ 5120001219498 高架下テナントを利活用した地域密着型バスケコミュニティの構築 廣岡　茂男

近畿 大阪府 東大阪市 焼肉・韓流鉄板鍋　すずらん ランチ難民救出！持ち帰り＆冷凍自販機で山形・仙台牛の味を販売 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＦＴＦ 7120001223481 フィットネス利用後にぴったり！身体に優しい総合ケアサロン開設 廣岡　茂男

近畿 大阪府 松原市 株式会社時 1120101062389 旅立ちのお手伝い企業がカフェに進出！絶品スフレチーズケーキ！ 廣岡　茂男

近畿 大阪府 守口市 株式会社淀川製作所 6120001156963 小型炭化ユニットと改善・進化設計の場への創設展開事業 税理士法人ＫＪグループ

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社ＧｒｏｗＬｅｇｉｏｎ 8120001146450 自宅でもプロの味を。餃子がイチオシのテイクアウトもできるお店 大槻　直志

近畿 大阪府 大阪市北区 ＰＡＴＨＦＩＮＤＥＲ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ株式会社 4120001223740 バリスタ世界チャンピオンの焙煎所！最高のカフェラテをご自宅で 松本　佳之

近畿 大阪府 箕面市 合同会社でびゅ 7120903001381 五感を開放し”ととのう時間”を提供するメディテーションスタジオ已今当（ｉｃｏｎｔｏ） 箕面商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 サクセスサポート株式会社 5120001134730 子ども達の明日を築く！！学童保育×英語教育『ＣＡＮ－ＤＡＹ』 大阪商工会議所

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｓｏｌｕｍ 4120001238821 脱毛サロンが完全無人営業２４時間利可能フィットネスジムに挑戦！ 税理士法人ＨＹＫ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＲＥ＆Ｓ　Ｊａｐａｎ 2120001141382 海鮮卸問屋が自社加工冷凍商品でアメリカ中部の日本食シェア独占 廣岡　茂男

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社Ｎ　ｃｏｍｐａｎｙ 9120001181439 コロナ禍で閉店した老舗焼鳥店復活でアフターコロナの工事も獲得 廣岡　茂男

近畿 大阪府 守口市 廣岡中小企業診断士事務所 守口市近辺の若手士業×創業者に「育てるオフィス」で旱天慈雨を 守口門真商工会議所

近畿 大阪府 八尾市 株式会社共和放電 1122001018289 自社の強みであるワイヤー放電加工技術を用い加速器分野へ進出 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 堺市中区 ＭＯＲＲＯＷ 美容室で１０分・１０００円、男性向け髪のメンテナンス予約プラットフォームの新規事業 セブンセンス税理士法人

近畿 大阪府 守口市 株式会社パワーオブインシュアランス 4120001206828 買取業を通しての地域経済活性化事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社コーナン工業 6122002010182 高品質と低コストを同時に実現できる模倣困難性の高い生産体制の構築により建設分野への参入を果たす 北伊勢上野信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｍｅｒｕｃｉａｓ 6130001065577 多様なエンタメサービスを提供するライブ配信アプリ業の開始 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 古田鋼業株式会社 7120001050587 排ガス規制強化に則ったＥＧＲ大型船に対応した厚板切断加工体制の構築 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社藏家 8120001176423 木の造作キッチン・家具・建具・木造トラス工法倉庫事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社コレクト 5120001182275 自家製生パスタの卸売業とカジュアルバーを経営する事業計画 永和信用金庫

近畿 大阪府 高槻市 株式会社大新製作所 3120002027497 電気自動車普及に貢献する大型プレス金型製造プロジェクト 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 八尾市 有限会社共和商会 2122002015656 薄板切断と豊富な鋼板在庫能力に二次加工を付加した農業機械等への参入計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社マウントフィールド 8120001194623 薬食同源の健康サポートへ生産者らと連携、調剤薬局の「冷凍野菜」製造プラン 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 吉田博水産株式会社 2120001036830 大阪中央卸売市場内に、安全・安心の鮮度管理を保障する物流センター事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 高槻市 株式会社オーエス産業 4120901015477 協力会社との連携・自社ノウハウの活用により、廃プラスチックの再資源化に取り組み、資源の循環化に貢献 近畿産業信用組合

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社新高製作所 4120001013241 大型化した免震エキスパンションジョイントの短納期化等による受注率向上 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 東大阪市 下野金属株式会社 5122001003304 市場拡大する物流システム機器分野向け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

近畿 大阪府 大阪市西成区 日機工業株式会社 2120001004052 ＣＮＣレザーパンチプレスで安全用ロードブロッカー部品への展開 堀田　幸男 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社井村商店 6120001233647 鋼材卸売業でのノウハウを活かした、半導体製造装置部品製造における一貫体制の構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社ナカムラロール 8120101041758 ロール製造技術を活かし、ＥＶ自動車関連産業への新分野展開 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社ＳＴＡＮＤＡＲＴＨ 1120001146267 新倉庫建設による冷凍冷蔵品の自社配送実現と配送代行サービス提供の開始 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社リッタイ 9120101007964 自動車部品用中型ダイカスト金型製造に新規着手する事業計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 国松株式会社 7120001001771 食品等向けに重量物密閉用途のポリ袋製造を新たに事業化し売上増大 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社うたた寝屋 7120002068273 リラクゼーションマッチングサービスへの新事業展開 株式会社徳島大正銀行
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近畿 大阪府 大阪市西区 富士建設株式会社 8120001154486 新たな暮らし方とストック型社会の実現を共創するリノベーション 安藤　亮史

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社４ｇｒｅｅｎ 7120001125546 保有ノウハウを生かした、ペット同伴可能なレストラン事業への進出 安藤　幹根

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社エフ・ティナカニシ 9122002000783 フルーツ感がたまらない！みんな大好きソフトクリーム・ｗｉｔｈ・果物事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 カワモト・マニュファクチュアリング株式会社 9120001054578 ＡＩ接客ロボットに会える！町工場が挑戦する「冷めてもおいしい」ベビーカステラ店の新事業展開 中本美智子

近畿 大阪府 和泉市 株式会社花藤 2120101045153 葬儀事業のノウハウを活かしたペット葬儀による事業再構築事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 株式会社瓢月堂 6122001019836 大人向け新ジャンルお菓子「お酒に合うサブレ」の開発、製造 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市住之江区 住吉鋼管株式会社 5120001030954 鋼管研磨機などを導入、建機用鋼管の高付加価値化を目的に業態転換を図る 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社大阪送風機製作所 6120001004593 需要が拡大するＥＧＲブロワ増産のための取付プレート内製化計画 シェアビジョン株式会社

近畿 大阪府 大東市 光陽工業株式会社 8122001015313 デジタル技術と高精度加工を融合させた生産プロセスによるＥＶ市場への参入 北浜グローバル経営株式会社 三菱電機クレジット株式会社

近畿 大阪府 堺市西区 山大興業株式会社 3120101007417 製造業向け鋼材の３次元精密加工技術確立による事業再構築 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 泉南市 山陽製紙株式会社 8120101044117 「ＰＥＬＰ！」を活用した新分野展開で事業再構築を実現 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社合同アーバス 9120001001803 板金加工技術を通じて、半導体装置産業へ新たに参入する 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 フカイ工業株式会社 7120901020887 医療機器関連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 商工中金リース株式会社

近畿 大阪府 大阪市港区 大港食品株式会社 1120001029273 「ダイコーパン」を全国へ！個包装した冷凍焼成パンの需要に応じる 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社サーテクノコア 9122001014966 金属表面処理を行うための表面処理テスト化工及び被膜評価の受託事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社Ｋ－ＴＥＣ 2120001233576 配管工事経験を活かした船舶用バルブ製造事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社川下機工 6120001147599 自動車部品製造で培った品質管理を活かした、アウトドアスポーツ競技に係る部品製造計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市都島区 宮原防災設備株式会社 3120001008762 防災設備設置点検事業からデジタルサイネージ設置工事への新分野展開 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社三原金属工業 4120001018975 スーパーマーケットのＤＸ推進に貢献！高性能な次世代カート製造業へ新分野展開計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社畑住建 7120001169626 建設事業の施工ノーハウを活用したコインランドリー事業への展開 株式会社イソシエ

近畿 大阪府 堺市南区 東和工業株式会社 7120101004567 ポリマー碍子の国内量産体制を構築し、予測される送電網の次世代化に備える 立野　靖人

近畿 大阪府 東大阪市 有限会社ハラダ 8122002017291 動く時のフラつきを防ぐスポーツ用ソックス・シニア用ソックスの製造事業 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 有限会社高瀬製作所 9120002001224 熱ひずみを極限まで抑え込むレーザ加工技術を構築することによる新分野への参入 松下　隆信

近畿 大阪府 東大阪市 宝永ゴム株式会社 2122001007043 販売部品の国産化によるサプライチェーン強化に向けた事業再構築 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ビスワス 3120901037365 インド料理店の経営を支えるワンストップコーディネートサービス																 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 株式会社ヒラタ 9120001069535 金属切削加工分野への進出に伴うロボドリル２台導入及び工場改修 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市住之江区 パニンクレットジャパン株式会社 5120001114732 既存事業の海外取引実績を活用した卸売業から小売業への新規進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市港区 有限会社ＴＯＳ 7120002055593 クラウド型タスク管理サービス導入による受託事業からの脱却 白井　利明

近畿 大阪府 大東市 株式会社ロワパール 5122001033202 ２４時間無人インドアシュミレーションゴルフ場を開設し新分野展開を目指す 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社松本 9122001013860 需要が拡大するＬＥＤ導光板を使った他社に先駆けた新事業展開 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 堺市東区 有限会社赤木工拓 7120102012924 基礎工事の知識と経験を活かし、新たに杭抜き工事業に進出する事業計画 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｍｅｄｉｓｅｒｅ 2120001123678 業界初のオンラインで受験できる「ＡＩが出題する模試」の開発事業 ＣＲＥＳＴ税理士法人

近畿 大阪府 富田林市 株式会社ＴＯＰ印刷 1120101023671 最新型ラミネーター機導入によるＰＰ加工事業への新分野展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 ゴルフブック株式会社 4120001220250 予約制の完全非接触型ゴルフスタジオによる健康寿命の促進 みんなの税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 グローバル・インシュアランス株式会社 1120001023193 ライフステージに寄り添ったメモリアル撮影のためのバーチャルスタジオ開設 片岡　誠司

近畿 大阪府 大阪市生野区 進興鍍金工業株式会社 5120001017720 新たなめっき装置の生産ラインの導入と外注加工の内製化を推進する事業計画 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社三起 2120002030782 飲食サービス業を営みつつインターネット附随サービス業に進出 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＭＡＳＳ 2120001112004 ＬＥＤ照明付随ＵＳＢから給電する防犯カメラ等を有した防犯システムの開発 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社金剛製作所 6120001017414 新分野のグリーン成長分野で利用するコジェネ向け配管加工事業 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ルディア 7120001173917 美容鍼サロンが開発する「白キクラゲのスイーツサプリ」による事業拡大 尼崎商工会議所

近畿 大阪府 泉南市 有限会社金田家具 2120102027514 ニーズが高まっている１日型デイサービスを導入する事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 泉佐野市 ツカサ工業株式会社 3120101045094 新規開発の特許製品の特殊継手を用いた管工事の工法変更による事業再構築 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ハウスラボ 1120001137662 ＢｔｏＢからＢｔｏＣーＥＣに変更し、住設機器交換・修理業を多商品化した業態転換計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社木下金型 9120001234452 精密研削機を用いた高精度プレス金型の製作 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社ケー・プロジェット 2120001099019 生産性向上を目的とした協働ロボットのソフトウェア設計事業への参入 辻　拓真

近畿 大阪府 大阪市旭区 株式会社共栄空調 3120001205558 京都府南丹市美山町における車中泊を楽しめるキャンプ場運営事業の展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 柏原市 有限会社平野製作所 1122002015517 ５軸加工機の導入を通じた設備体制の再構築による医療機器業界への新規参入事業 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社ヨシダオートサービス 6120101024748 改正車検制度に備えた法人向け自動車サービス事業への新分野展開 井之川　宗弘

近畿 大阪府 大阪市浪速区 三多国際株式会社 5120001162871 和洋中ダイニングから中国東北文化体験型焼肉店への転換 檜垣　典仁

近畿 大阪府 泉南郡田尻町 有限会社岸野セレモニー 1120102024248 家族葬専用式場におけるオンライン葬儀サービス事業への進出計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 和泉市 株式会社和泉セレモニーセンター 3120101041201 スマート葬儀及びデジタルサイネージ広告業への業態転換 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社田中商事 2122001025846 新たに管径φ１００～１５０ｍｍの小口径管路調査を行い持続可能なインフラ実現に貢献 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 泉南郡岬町 株式会社みさき 7120101053300 農作物加工品の新製品製造、品質向上、６次化製造業への転換 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 有限会社阪和溶接工業所 4120102003810 レール溶接検査の内製化と品質管理サポートによる売上回復計画 株式会社伊予銀行

近畿 大阪府 柏原市 株式会社誠設備工業 9122001023273 自社の強みを活かした奈良県初の「エアストリームカフェ」の運営 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社大建技術コンサルタンツ 1120001056524 ＩＴに強いという強みを生かして下水管の診断業務に参入し経営基盤の強化 村治　規行

近畿 大阪府 八尾市 宮崎株式会社 3122001020251 廃プラスチックを商材へ転換する資源循環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 大阪市大正区 株式会社睡眠考房まつい 7120001130199 寝具卸売業から顧客ニーズに寄り添う機能性寝具製造業への転身 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 昭和化工株式会社 1120001055955 豆腐製造のコスト削減と効率化を叶える豆腐用消泡剤の製造開始 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市大正区 スクリューズ株式会社 5120001027620 ＣＮＣ精密旋盤導入による二軸延伸フィルム製造ライン用スクリューの量産体制構築 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 松原市 株式会社イルアス 4120101055043 レーザー溶接を活用しメンテナンスフリーのミストコレクタを開発 株式会社ピースマネジメント

近畿 大阪府 岸和田市 フォーユー株式会社 7120101049620 第５次岸和田市障害者計画に基づいた福祉事業で安定経営を目指し、地域ニーズに沿った事業を展開します。 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 豊榮印刷株式会社 4120001070282 高級化粧品市場向け高級化粧箱の事業化 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 池田市 株式会社ｒｏｓｅｔｔａ 2120901036814 店舗設計業から消費者向けに不動産・デザイン・リノベまでトータル提供する地域密着型ライフスタイル提案建設業への業種転換 豊中商工会議所

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 かもめ不動産株式会社 7120001232978 住宅老朽化が進む地域で「住み続けられる街づくり」のＳＤＧ＇ｓ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社ショウキ運輸 4120101050754 地域密着型２４時間営業のトレーニングジム運営に独自サービスで挑戦する新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＱＲＡＵＤ 3120001127991 自社高級ブランドを生かしたフルサービススタイルの個室高級焼肉店の出店 塩津　友輝

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社ショウナカ 5120001247202 最新鋭曲げ加工機導入による空気清浄機向けへの新規参入事業 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 有限会社ハシモト製作所 8120002047747 最新のマシニングセンタ導入による半導体分野への進出で事業再構築を実現 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 宮里金属製作所 新型コロナ禍で市場拡大するスポーツサイクル市場への新分野展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ブレンディング 5120001047180 ３Ｄ技術を活用したスポーツアパレル製品デザインのＤＸ提供 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 豊中市 株式会社トウキン工業 9120901024812 溶接加工技術を活用した、高齢者用ＩｏＴトレーニング器具の製造開発 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社リッシ 7120001116504 プロデザイナーが提供する 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 古賀組 自社ＥＣサイトでの肉とキムチをメインとした韓国料理の通信販売 株式会社リアリゼイション

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社ライズワークス 8120901037971 保護犬・繁殖引退犬の譲渡（販売）事業 税理士法人　池田会計事務所

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社三和 2120001129221 新たなリサイクル製品での新分野展開 松田　峰成

近畿 大阪府 八尾市 株式会社天徳工業 4120001121457 メーカー各社の「西の製造拠点」として新たな引き合いに応える新分野展開 株式会社阿波銀行

近畿 大阪府 門真市 土井池設備工業株式会社 3120001157840 設備工事部材製造販売による資本生産性強化に係る取り組み 株式会社アライブビジネス

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社レイファー 2120001173228 ポストコロナ社会へ向けたエステティック事業への進出計画 大阪信用金庫
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近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社ディー・エヌ・ティー 3140002068226 高まる国内観光需要に対応した完全非接触型の戸建て宿泊施設 みどり合同税理士法人

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社くれえる 3120001078616 「バスる動画・オリジナル化粧品！美容系人材の収益事業化支援事業」 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 寿精版印刷株式会社 1120001022823 印刷事業からサステナブルな混抄和紙の開発による和紙製造業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大阪市旭区 寺西化学工業株式会社 2120001000803 関心が高まるＳＤＧｓに充分配慮した筆記具を製造する事業再構築 株式会社みなと銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 一般財団法人日本教育支援機構 8120005011758 すぐに使える特別支援教育オンライン教材＋ブランド化 横尾　美晴

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社東製作所 4120001022663 小規模飲食店や工場設備の厨房機器製造から、大手外食産業向け製品の受注製造への挑戦 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 ｈｉｒｏｎｄｅｌｌｅ．ｍｋ株式会社 2120001136424 ＥＣサイトの構築による非対面のＥＣコマース販売事業 上田　明雄

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社アイディールホーム 7120001169048 「日常の中で気軽に行ける温泉旅館」気分を味わえる酵素風呂サービス事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社一柳金型製作所 9120002026246 プレス成型シミュレーション技術を生かしてＥＶ金型市場へ参入する！ 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 日興鶏卵荷受株式会社 7120001006085 共同配送でＣＯ２排出量を削減！配送業と産直品等販売店へ進出！ 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 摂津市 株式会社ＬＯＯＰ 1120001123828 国内生産のカーテン縫製事業で図るトリプルＷＩＮの事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 枚方市 株式会社シルキードライ 7120001149727 クリー二ング需要の縮小に伴う工場の縮小と洗濯代行サービスの開始 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

近畿 大阪府 枚方市 豊栄産業株式会社 9120001150625 環境配慮に特化した内装装飾造作物製作事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社和田金型 1120001117532 ＥＶに必要なリチウムイオン電池の封止及び配列容器の金型への新分野展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社三鷹倉庫 8120001018939 国内外Ｅコマース事業者に向けた物流支援サービス事業 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社日本物流 3120001040666 販促物等の印刷事業進出による顧客拡大及び高収益化 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 田中金属株式会社 3120001052190 プレスブレーキの導入による新規受注と生産性向上による量産計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社西尾技建 5120001145208 大口径・大深度対応のＩＣＴ地盤改良機導入による施工の効率化 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ハセガワ 9122001022795 最新型切削装置の導入による半導体及び電気自動車給電設備の製造装置分野への進出 長尾　豊嗣

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社イトー 5120101000361 事故多発エリアにおける先進安全自動車ヘルプセンター事業の開始 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社関西パートナーズ 3120001112044 ゴルフ練習場を開設し、コロナ禍の不動産業低迷の影響を打破する 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 泉南市 古宮タオル工場 衰退産業への依存脱却と新たに観光農園と農園カフェを始める事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市美原区 清水鉄筋工業株式会社 1120001139064 低磁性鉄筋等の生産体制構築によるリニア新幹線業界への新規参入 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社旭東金属 1120001019968 カーボンニュートラルへ資する真空チャンバーの生産体制確立を通じた新分野への進出 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社浅草 9120001073479 持ち帰り・慶事用飲食という新サービスを開始するため店舗を改修 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社前田興産 1120001058396 瀬戸内内の自然を生かした産後ケアを実施し、地域の課題を解決する助産院の経営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 摂津市 株式会社小野工建 5120901009156 建設現場における事故を減らし職人の安全を確保する。次世代防護棚のレンタル事業 本出　一正

近畿 大阪府 堺市南区 株式会社ＨＡＲＡＫＡＷＡ 2120101050723 ＥＣ事業を使ったコロナ後の新しい高級中国料理店の経営モデル ストラーダビジネスサポート株式会社

近畿 大阪府 大阪市住吉区 Ｈｉｃｏｍｐ株式会社 7120001214373 軽貨物運送事業者の経営に貢献できる、自動車整備業参入による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ＢＳクリエイト 6120001168174 完全予約制の素材にこだわりを持った創作ジビエ料理店への挑戦 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社アール・ジェイ・エス 5122001014103 車検指定工場の認定を取得し、ＥＶ車中心の次世代整備工場へ転換 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 冨士灯器株式会社 8120001006324 アウトドアブランド「マイルストーン」を活用しＳＰＡへ進出する 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社オーシャンビュー 5120001210135 内外資源をフル活用した高付加価値プライベートエステサロンの経営 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 吹田市 株式会社小松 3120901033653 地方の染色企業の設備を承継・補強し、製造業に展開して付加価値製品づくり事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市生野区 有限会社湖北東洋医学美健 7120002009517 介護ＤＸで高齢者増と職場の効率化に対応した通所介護事業 十　茂

近畿 大阪府 大阪市北区 シェリー アッパー層をターゲットにした新たなまつ毛エクステサービスの展開 税理士法人ＦＩＡ

近畿 大阪府 高槻市 ＭＡＲＬ　ＤＥＳＩＧＮ　ＳＴＵＤＩＯ ライブ配信＆ＥＣ促進撮影用貸し切り制作スタジオ 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 箕面市 徳岡デンタルクリニック 歯科医院によるデジタル特化の技工所開設と包括的診療の強化 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 ＪＯ－ＷＯＲＫ株式会社 2120001049403 ＥＶ充電器と通信連携する充電予約アプリ開発を伴う運営管理ワンストップ事業 税理士法人オークラ会計事務所

近畿 大阪府 富田林市 浪速工業株式会社 2120101031087 振れ止め付きのＣＮＣ旋盤導入による幅広い新たな金属加工部品を製造する計画 大阪シティ信用金庫 三菱ＨＣキャピタル株式会社

近畿 大阪府 八尾市 有限会社中製作所 9122002014429 金属精密部品製造ノウハウを生かした輸出用工業製品部品の量産対応 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 摂津市 株式会社鳥本工業 8120901040430 ウイズコロナ　独自技術によるアクチュエーターの低コスト化と短納期化 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 ｋｏｔｉ 新店舗によるヘアサロンからトータルビューティーサロンへの展開 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社興和製作所 3120001032647 工場自動化に向けた製造業の肝となるプーリーへの製造参入！ 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ホープツーワン 7120001008602 法人向けのメタバースプラットフォームを開発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 大阪市西区 株式会社中森製作所 2120001224096 難削材を用いたボルト製造で電力発電・航空宇宙市場へ参入する 株式会社タスクールＰｌｕｓ

近畿 大阪府 大東市 株式会社Ｓｐｏｒｄ　ｋｉｙｏｉ 7122001023639 Ｄ２Ｃ販売網を新たに開設し、カスタムオーダーに対応可能な生産体制の確立 水上　和之

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ヴィジョンクリエイト 8120001113319 精肉加工技術の活用による「精肉インターネット販売事業」の新分野展開 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社アイズ 6120101055561 社会的課題解決のために重度障がい者グループホームの設立 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 松原市 旭紙工株式会社 8120101024894 衛生用品、医薬部外品アッセンブリ事業 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 有限会社アイティケイ 7122002013003 無人冷凍餃子販売所の事業化による経営多角化計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ＫＡＳＩＫＡ 4120001145976 売上減少に悩むデザイン会社が新たにキュレーションサービスを展開します 株式会社八咲

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社稲田製作所 4120001019544 ３次元マシニングセンターを活用するコロナ下での製造革新の取り組み 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ナコム 1122001005428 リアルな高齢者用やわらか食で福祉施設入居者の豊かな老後を支援 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市此花区 神戸ドラム株式会社 9120001026305 ドラム缶のリユース技術を活かし、潤滑油剤（グリース）の小分け充填事業に進出し、日本の“ものづくり企業”の発展に貢献 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 門真市 田村工業株式会社 8120001157679 精密切断加工機の導入による特殊鉄筋の製造体制の構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 堺市堺区 大裕鋼業株式会社 9120101003930 電磁鋼板のスリッター加工対象に「ＥＶ向け」を追加するための大胆な設備投資計画 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社スタイルクリエイツ 6120001102496 ＡＩを活用した食生活管理サービス事業への進出 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市福島区 Ｍａｔｃｈ 「居酒屋の名物から揚げ」を販売するテイクアウト・デリバリー専門店 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 大阪市福島区 株式会社ｏｒｂ 5120001124797 活海老焼きも楽しめる焼肉屋の出店とテイクアウト事業への新展開 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 松原市 立ち呑み処　あたらしや コロナ禍に市場が拡大しているテイクアウト事業開業による事業再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 有限会社タカテック 6120002056741 ＮＣ旋盤導入による産業用機器部品事業分野での事業展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社長浜 1120001224254 豊富な飲食店運営ノウハウを活かしたＡｆｔｅｒコロナ時代対応の新規出店 浅井　健吾

近畿 大阪府 大阪市北区 日邦電機株式会社 3120001057603 建設業界向けクラウド型の遠隔管理システムを提供する事業計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市大正区 株式会社プラス・ノーブル 9120001181166 就労継続支援Ａ型にて建築ＣＡＤ等のスキル形成を実施し社会課題に資する取組 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 有限会社三協 5122002013847 設備工事業から機械部品を製造する金属加工業への新分野進出計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社アキュードジャパン 7120001115720 健康志向を背景にコロナ感染対策に配慮したインドアゴルフ事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社豊里金属工業 2120001052497 ３Ｄスキャナ等の導入によるリバースエンジニアリング事業の構築 大阪商工会議所

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社雨風 5120101000452 ３３３年続く老舗「糀屋雨風」の糀（こうじ）を用いた代替肉への挑戦！ 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 ＲＡＭＳ株式会社 8120001215610 新開発の洗浄機で一体型マフラーの切断・溶接不要な洗浄サービスの展開 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 辰己屋金属株式会社 2120001084086 唯一無二で厚い部材に対応可能なスリッターラインの導入事業 株式会社名古屋銀行

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社ベクトル 1120001230129 専用装置を用いたカラス撃退サービス事業の実施 永田　強士

近畿 大阪府 東大阪市 大一精機株式会社 4122001003882 ＮＣ複合自動盤等の装置導入による特殊パイプ継手の量産体制構築 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 豊中市 有限会社Ｋ・Ｓデザイナー 2120902021583 小型精密加工機の導入によるニーズが高まっている極小金型市場への進出 北浜グローバル経営株式会社 三井トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

近畿 大阪府 大阪市東成区 光金属精工株式会社 5120001013389 ＣＮＣ自動旋盤機導入による加工高精度化及び充電・蓄電器分野への新展開 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 泉大津市 株式会社川上自動車鈑金塗装 4120101042231 環境および人体に配慮したサステナブルな水性鈑金塗装に転換する 御堂筋税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 大阪造園土木株式会社 1120001072546 剪定現場における木材の出張チップ化及びバイオマス発電企業への販売事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 富田林市 大阪高波株式会社 9120001040578 高周波スイッチング電源用トランス量産計画 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社カンネツ 7120001114128 食品の冷凍加工に使用する急速冷凍機の製造販売 細川　佳但
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近畿 大阪府 大阪市東住吉区 株式会社Ｅｓｐａｃｅ 7120001197973 アニマルセラピー効果で自立を促す障害者グループホーム事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 有限会社Ｋ＆Ｇ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ 5120002061602 女性活躍の支援を通じた地域に愛されるピラティススタジオの開設 片岡　誠司

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社朝山組 7120001030242 需要が見込める好立地に最新のコインランドリーを開業する計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 三和パッキング工業株式会社 8120901023996 完全自動化によるＥＶ自動車・建機・農機用の部品生産事業と部品組立事業参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 泉南郡岬町 株式会社辻ウッドテクニカル 4120101065876 ストーリー性のある日本固有の木材と金属を融合させたキッチンツール開発におけるカスタムオーダーでの海外展開 株式会社マドック

近畿 大阪府 大阪市住吉区 ｏｈｓｔｉａ　ｆａｃｔｏｒｙ株式会社 6120001118864 笑顔あふれる就労継続支援施設で体に良い駄菓子カフェの運営 坪井　亮

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ｇｏｆｆａ 1120001213802 顧客に遠隔非接触で古着の提案販売が行えるシステムを導入し新事業を成功させる 株式会社ＴＲＥＥ

近畿 大阪府 摂津市 株式会社室谷 7120901034350 金属加工の技術を活かして、ＥＶ自動車の金属部品製造へ進出 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 不二精機株式会社 3120001018670 医療分野とＥＶ産業のものづくりを支える精密金型を提供する業態転換 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＳＫ精密 7122001030593 ２４時間・高精度・高効率加工によりミクロン単位の需要に応える 永和信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 ｎｉｃｏ． 情報発信地×インフルエンサー　革新的美容ＤＸに挑戦！ 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社デジタルアックス 5120001194857 ＤＸ化によるＥＣサイトシステム構築とメタバースにおける新事業展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＭＩＲＡＣＲＥＡＴＩＯＮ株式会社 1120001173237 人的資本経営に基づき「自ら育つ環境」を支援する新しいクラウド版人事マネジメントシステムの構築 花山　和士

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社イーパラス 3120001120740 導入装置により国産生地のセミオーダーの自社ブランドの製品を製造する業態転換 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ヒラカワ 6120001069538 大規模設備投資を通じた業態転換による売上拡大と収益力の向上 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 Ｆｒｅｓｈ　Ｓｐｅｅｄ株式会社 5120001210077 生産者と消費者を繋ぐオークションサイト型産直市場の開設 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 東大阪市 奥野鋼材株式会社 8122001001305 ＥＶ部品用金型鋼材の短納期提供による技術開発とＥＶシフトの促進 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 堺市西区 伸友建設株式会社 7120101003255 都市部における狭小地特化工事での一貫したサービス提供による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社イワサキ 6120001030292 『病院向け購買及び物流管理ソフト』の開発販売 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市東住吉区 ＭＴＫモールドテック株式会社 5120001182861 専用区画での射出成形導入による樹脂成形事業の推進 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 オーエス株式会社 2120001059617 心と体に健康を届ける新規事業開発「都市型個室サウナ　」 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 ＤＧ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ株式会社 9120001161688 動画制作・映像制作・レコーディングがワンストップでできるエンタメ総合スタジオの運営 小元　文隆

近畿 大阪府 松原市 株式会社コマチ製作所 9120101029447 工作機械向けの部品製造力を活かし、油圧機械分野に進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社谷口製作所 6122001022195 ロボットを活用した省人化生産体制の確立による半導体関連部品加工分野への新事業展開 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社清光 8120001156037 大型部品対応設備導入によるガソリン車部品依存体質からの脱却 大阪信用金庫 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社イデアルディレクションズ 4120001178605 業界課題を解決するＷＥＢデザイナー育成事業。	 加藤　祐輔

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社オーティーシー 3120001076561 オーダーメイドスクールを中心としたドローンビジネスの提供 マジェステ株式会社

近畿 大阪府 河内長野市 株式会社大阪ケース製作所 4120101033552 ＢｔｏＣ向けオーダーメイド段ボール製品の製造所兼店舗の運営 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 茨木市 成和工業株式会社 6120901002589 高性能ファイバーレーザー加工機導入による大型製品の高精度生産体制の構築 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ゼフィルス 6120001188767 冷凍餃子販売事業への新規参入による事業再構築 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 パインストリートキャピタル株式会社 7120001200670 淡路島に保有する遊休資産を用いた、ＤＸ活用型ワーケーション対応宿泊施設運営事業への参入 株式会社三井住友銀行

近畿 大阪府 池田市 木下木材株式会社 3120901019504 パーソナルジム開設によりセルフメディケーションに貢献する計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社中央鍛工所 5122001014879 持続可能資源製造装置のコアとなる鍛造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

近畿 大阪府 泉佐野市 甚野染工株式会社 7120101039778 泉州タオルの風合い向上設備導入による高級品市場参入と事業拡大 北浜グローバル経営株式会社 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社朋友会 6120101022529 周辺地域の障害者と事業者を支える障害者就労支援施設の開設計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住之江区 株式会社ＺＡＺＡ 1120001129684 短納期で複雑なデザインに対応できるインクジェット捺染への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社アートスクール大阪 9120001177214 ウィズコロナ・アフターコロナを生き抜く美術学校の生き残り戦略 得田　政臣

近畿 大阪府 大阪市中央区 ＯＨｏｌｄｉｎｇｓ株式会社 8120001180326 飲食店経営で培ったノウハウを活かし、完全個室のふぐ専門店に進出する事業再構築計画 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社ダイプラ 1120001015380 医療関連分野への進出と環境配慮型素材加工の強化による事業再構築 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ＭＡＣオフィス 8120001033772 空き家を利用したフレキシブルオフィス化事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 貝塚市 竹田織物株式会社 2120101038248 炭素繊維及びペーパーヤーン織物の新規事業を展開する再構築計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社アシストリーシング 6120001201711 女性が入りやすい落ち着いた隠れ家のようなラーメン店開業 株式会社百十四銀行

近畿 大阪府 大阪市都島区 宇都宮鍼灸院 補完代替医療による妊活支援サービスのコンテンツ開発及び普及を展開 古家後　達郎

近畿 大阪府 大阪市東成区 大石金属工業株式会社 9122001001163 自動車エンジン部品の生産ライン構築による販路拡大 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 大東市 大東楽器株式会社 9122001015568 音楽ホール・音楽練習室レンタル事業 株式会社みずほ銀行

近畿 大阪府 箕面市 ＨＩＫＡＲＩ株式会社 7120901032156 風光明媚な景観を堪能できるグランピング事業 箕面商工会議所

近畿 大阪府 大阪市淀川区 サンリツ電機株式会社 9120901037632 自社の強みと新たなスキルの融合による、産業用ロボット向け制御盤事業の立ち上げ 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社ドライブ 7120002051452 マキネッタ（コーヒー抽出機）専用自家焙煎コーヒー豆の販売 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大東市 株式会社Ｍｏｖｅｄ 8122001032069 小豆島で地元の食とアートを楽しむ小規模宿泊施設 中居　広行

近畿 大阪府 高槻市 ＨＡＲＵＮＯ株式会社 1120901016998 店舗経営の経験や人脈を活かし、飲食店及び自販機事業を展開する 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 堺市美原区 株式会社ビットドクタージャパン 3120101057874 掘削及び杭打機能付き重機導入による送電線等鉄塔補強工事への参入 大阪信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 一文字 「家飲み・中食」需要にマッチした、技術ノウハウ・人材を効果的に活用する鶏肉専門の惣菜店事業 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 平和鋼材株式会社 5122001006505 熱処理能力獲得によるＭＬＣＣ製造用金型材料の安定供給とＤＸ推進の実現 株式会社ゼロプラス

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社煌 9120101056417 解体工事で発生する産廃の収集運搬・保管事業に参入する新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社ダイビ 6120001033007 学生確保に苦慮する大学に対し新分野展開オリジナルグッズ事業で貢献する 田中　一郎

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 合同会社アルファセブン 6120003014319 障がい者の賃金向上を目指すｅスポーツカフェ併設の就労支援施設 大阪信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 本田金属工業株式会社 2120101041904 蓄電池のプレス成型品の製造による新分野展開 アドバンスト・エム株式会社 ディー・エフ・エル・リース株式会社

近畿 大阪府 大阪市淀川区 ｄｅｎｔａｌ　ＢｉＯＶＩＳＩＯＮ株式会社 3120001143691 歯科技工業からＡＩを活用した中高生向けの学習塾運営業への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社ｎａｎａｐｌｅ 2120101024025 腕時計専門店からベーカリーショップへの進出による事業再構 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 池田市 株式会社西洋舎阪神 2120902014901 クリーニング事業のロボット推進による２４時間無人対応企業への転換 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 泉南郡岬町 株式会社エネライン 3120101056802 トラックメンテナンス事業進出による地域運送インフラ維持への貢献 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社羚友設備 7122001014266 管工事や設備設置事業の強みを活かした、地下水濾過システムの開発・販売による事業再構築 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ワイコム 3122001008115 ウィズコロナ・アフターコロナ対策ばっちりの飲食店事業をはじめます。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 交野市 トキワ産業株式会社 2120001151836 土壌汚染浄化剤・浄化水の製造設備と体制の構築 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 箕面市 Ｍｉｇｈｔｙ　Ｌｏｎｇ　Ｔｒａｄｉｎｇ合同会社 9120903002205 独自開発に成功した高性能ハードウェアで「てっぺん」を目指す新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 株式会社ラドルフ 4120001203726 新しい生活様式に対応、自動車のリアル×オンラインのハイブリッド店舗で、一気に全国進出へ 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 門真市 リアライズ株式会社 5120001195715 パッティングラボ創設によるゴルフ用パター事業への本格参入（新分野展開） ベンチャーサポート税理士法人

近畿 大阪府 大阪市城東区 西喜合成株式会社 8120001015878 アジアを始めとした国際市場で先端医療に貢献する！呼吸測定器等に使われる高品質な医療機器用プラスチック部品の製造 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 奥田金属株式会社 5120001022803 全自動ドローベンチの導入により、生産性及び品質を向上する事業再構築計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社００９ 3120001188902 アートを中心とした展示表現を伴う「フュージョンダイニングバー」の出店計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市平野区 日本金銭機械株式会社 7120001022181 ハイパースペクトルカメラによる病理画像ＡＩ診断システムの事業展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 高石市 株式会社５ＰＡＬ 2120101057470 知識が無いと出来ない「すべてを手に入れるトレーニング」 ＭＧＳ税理士法人

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 有限会社かな田 3120102024270 希少な植物を販売する観葉植物店（実店舗・ＥＣ）をオープンする計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社グランディール 8120001206535 歯科に特化した訪問診療サポート・デジタル化支援事業 日本経営ウィル税理士法人

近畿 大阪府 吹田市 株式会社スカイ 3120901016575 キッチンカーの試験販売から多店舗展開のテイクアウト店の新規立上げ 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 株式会社Ｋ＆Ｓ 3120101022985 新型コロナの不活化効果を持つスカルプ＆フェイスジェルの製造 溝川　裕也

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ワサビ 5120001123824 モノ・コトづくり事業者向けのインターンマッチングサービスの構築 トリプルグッド税理士法人

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社ロブ・クラッシック 9120002041096 古民家リノベーションと一体化した薪ストーブとサウナの体験販売 池田　寛太

近畿 大阪府 松原市 オートステージグローリー株式会社 2120101064608 ＤＩＹによる自動車塗り替えサービス提供による事業再構築 株式会社フラッグシップ経営
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近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社アマテラス 7120001124192 女性障がい者のために、多様な職種で未来の選択肢を増やす就労支援！ 齋藤　由宇

近畿 大阪府 泉北郡忠岡町 川崎毛織株式会社 4120101042933 新装置とＥＣサイトを導入しオリジナル毛布商品の小売り業に参入する事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社クロスナイン 8120002068677 平日の送迎・夕食・延長保育に対応した幼児教室経営による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 泉大津市 ロシェル株式会社 2120101056968 自動車の新ブランドの総販売店事業による事業再構築 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社喜多工業所 8122001002030 高精度の多面加工が可能なマシニングセンター導入によるポンプ製造業への新分野展開 大阪商工信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 ホープアドバンスジャパン株式会社 2122001032280 フリーズドライ製品製造によるペットフード市場での新分野展開 髙砂　吉孝

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＹＯＢＯ 5120901039426 ＶＲを活用した非接触型の障害者機能訓練施設の事業化による事業再構築 ウィズアップ税理士法人

近畿 大阪府 豊中市 ソフィア歯科医院 歯科技工内製化で低価格・即日の審美治療を実現する革新的業態転換 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社松本コンストラクション 5120001191367 被災地における、画期的な土壌改良機器を導入した暗渠排水事業 笹倉　宣也

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ＢＯＮＤ＆Ｃｏ． 5120001176211 関西から世界へ、コロナ渦に対応したＳＤＧｓに寄与する革製品ブランド事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 ＶＥＮＤＯＲ株式会社 1120101058643 競業から協業へ。リノベ展示場をつかった町おこし 行政書士法人アクティス

近畿 大阪府 高槻市 株式会社マナ 3120901012087 調味料ＯＤＭ企業による希釈用飲料市場への参入 株式会社ブレインリンク

近畿 大阪府 大阪市西淀川区 三友通商株式会社 7120001080584 収益構造の多角化可能なシュミレーションゴルフ併設飲食店 末永　義孝

近畿 大阪府 八尾市 株式会社健康堂 6122001022583 地元の子どもたちにＩＣＴ技術による学習機会を提供するプロジェクト 津田　伸也

近畿 大阪府 守口市 株式会社ＮＯＯＲＤＷＥＳＴＥＮ 7120001182570 コロナ禍で増えたリモートニーズを取込んだ大日町活性化促進事業 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 摂津市 株式会社ダイマツ 8120901009616 全国初！作業用ヘルメットのペイントカスタムサービス事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 高槻市 ダイキョウ物産 家庭でプチ贅沢を楽しめる魚料理テイクアウト販売への挑戦 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社まるくに 6120001214382 ３Ｄ技術を活用したデジタルサイネージ製造販売事業への進出 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 美倍紙業株式会社 2120001018969 アフターコロナで高まる薄型段ボール箱市場への新分野展開 株式会社経営ソフトリサーチ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社みんなのむら 1120101059088 限界集落の地域活性化も見据えた「古民家×グランピング」事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社ムーンエレファントジャパン 2120001029297 セントラルキッチンで実現する、Ｂ２Ｂハイブリッドレンストラン 星野　裕司

近畿 大阪府 大阪市平野区 株式会社アイマシーン 7122001027466 超高齢化社会の到来による社会課題に貢献する「車いす・介護用食器等の製造販売」へ参入 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 八尾市 株式会社Ｐｌｕｓ　ＯＮＥ 8122001031079 おたからや事業進出によるリユース事業への進出 株式会社愛媛銀行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社ＪＥＴ　ＬＩＮＫＳ 4120001206786 小資金・小規模美容室『ＰＯＬＹＧＯＮ』の多店舗展開とＦＣ出店事業 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 吹田市 株式会社Ｃａｓｅｔｔａ 9120901034869 トータルビューティーサロンを展開する新規事業計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 貝塚市 株式会社セレクト 4120101045787 宿泊業、不動産事業からアンティーク家具販売事業、イベント開催（料理教室）への新分野展開 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ｍｏｏｂｌｅ 8120901031347 新たなコンテンツを創出し提供するＳａａＳ事業 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市浪速区 有限会社政楽館 9120002020744 太鼓道場からグランピング運営へ転換し、アウトドア需要を捉える計画 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 山本金属株式会社 4120001019172 最新設備を組み合わせた生産ラインの再構築による水素エネルギー業界への参入事業 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 大阪府 豊中市 井上精密有限会社 2120902017598 ワイヤ放電加工機を用いた超精密金型の製造により、半導体製造分野への進出 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 枚方市 株式会社Ｔｅｎａｃｉｔｙ 7120001217608 飲食事業の多角化による経営リスクの改善と売り上げ拡大への取り組み 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ノーサイド 7122001024793 福祉事業者が花園ラグビー場でご縁を結ぶ「ひとつなぎカフェ」 野村　早希

近畿 大阪府 大阪市鶴見区 株式会社Ａ．Ｓ．Ａ．ファーム 5120001229654 キッチンカーによる開業を目指す創業者向けのトータルサポートビジネスへの業種転換 株式会社タスクールＰｌｕｓ

近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社森下建装 3120001202927 建物の断熱性を上げるウレタン吹付工事に挑戦する事業計画 永和信用金庫

近畿 大阪府 吹田市 神戸ＣＳ開発株式会社 6130001056452 無人ロボット受付引取機を利用した有人・無人ハイブリットクリーニング店への転換 京都紫明税理士法人

近畿 大阪府 堺市堺区 株式会社Ｔｈｅ　Ｒｉｋｙｕ 1120101054246 酒蔵から廃棄されている酒粕を活用したエシカルな酒粕料理店の経営への挑戦！ 株式会社イストワール

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 株式会社Ｔａｋｅ　ｉｔ　ｅａｓｙ 2120001178128 脱ゲーム依存・卒ひきこもり！子どもたちの運動あそび場事業 本倉　淳子

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社イカトタコ 4120001225274 飲食店事業から日本料理文化を発信する複合型コンテンツ事業への大胆な転換 岡野　充博

近畿 大阪府 泉大津市 オフク工業株式会社 4120101042223 余った自社ビル余剰スペースを活用して新事業を展開 井上　裕光

近畿 大阪府 大阪市平野区 昌和印刷株式会社 2120001020537 紙製什器製作で培った設計力・紙加工ノウハウを生かし、環境に優しい紙パッケージ製作への挑戦！ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 株式会社モアイ 3120001006576 サービス業の豊富な知見を生かした、冷凍食材の提供 株式会社わかば経営会計

近畿 大阪府 大阪市西区 岩佐株式会社 5120001041415 繊維業から消臭剤の開発及び消臭成分を利用した加工品の製造・販売 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 弁護士法人ブライト 6120005017674 弁護士業界の課題を解決し、法律相談を身近なものに！個人弁護士向け業務支援システムの提供 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ＢＡＲＩＫＩ 1120001188210 カフェ併設店舗と自社ＥＣサイトによる虫よけグッズ販売への挑戦 大阪信用金庫

近畿 大阪府 泉佐野市 Ｗｉｓｈ　Ｐｌａｎｎｉｎｇ株式会社 5120101040894 就職困難者を活用し、単価の高いアスベスト工事に参入する。 大阪信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社エスオーシー 9120101036261 寝具類分野への新規参入による病院向けワンストップリネンサプライサービスの実現 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 枚方市 ＧＬＡＳＳ　ＷＯＲＫＳ 免疫力を高める効果のある米ぬか酵素風呂をオープンする事業計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 摂津市 株式会社プリマコスメディコ 8120901013601 ＥＣシステムの開発による天然素材化粧品のＢｔｏＣ販路構築 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社トレノテック 8120901040769 食品トレー容器の“成形金型の部品”の製造への新分野展開 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＨＯＰＥ 9120001132532 ライフスタイル別リノベーション定額プラン付き中古住宅の提供 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ニシムラ 8122001019545 自動ドア駆動部品制作に業界初のワイヤー仕様を開発した新分野展開 株式会社日本修身経営

近畿 大阪府 大阪市西区 ジャパンハナ不動産合同会社 1120003015429 在日外国人市場向けの不動産・生活情報ポータルの立ち上げ 藤井　光樹

近畿 大阪府 大阪市淀川区 Ｌｉｅｎ株式会社 9120001193707 地元特産の「イカ釣り」船の運営と「釣果買取・販売」事業 尾中税理士法人

近畿 大阪府 門真市 株式会社ティージープライム 8120001157828 試作品メーカーが取り組む物流市場向けキーパーツの量産プロジェクト 株式会社大三経営事務所

近畿 大阪府 枚方市 株式会社ジョブ建設 8120001149800 枚方地域の飲食店を盛り上げる、焼肉業界への進出計画 株式会社滋賀銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社コーユービジネス 1120001079599 物流業界のミスが減り生産性がアップするスマートグラスの開発販売 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 トランスポートアトミック株式会社 8120101032294 「セパレートボデー」を使用した中継輸送で運送の効率化　ＣＯ２排出量の削減を実現 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社さくら 9120001177957 クラウド型ＩＯＴを活用したランドリー及びトランクルーム事業運営 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 豊中市 上野自動車株式会社 3120901027738 中古トラック荷台向けポリウレアの出張塗布と、同荷台仕様車の提供 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社プラスターフーズ 7120101060825 食肉卸直営！ウマイ肉が、ただヤスイだけの焼肉店 大城　真樹

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社助春 5122001027245 セントラルキッチンによる自社冷凍食品の製造販売事業 横山　昌司

近畿 大阪府 豊中市 Ｍａｎａリンパ 働きたい女性を支援！ポストコロナを見据えた個室エステスクール 株式会社フラッグシップ経営

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社日新テック 1122001013298 精密同時５軸加工技術を開発し、ＥＶ自動車市場へ新規参入を図る 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社スタークレア 3120001222396 新たな顧客層・販売チャネルを開拓する体験型店舗とＯＭＯシステム開発 芦田　恒志

近畿 大阪府 大阪市此花区 フォー　アンド　カシェット　インク リトアニア・北欧をテーマにした古民家民泊施設を運営 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 岸和田市 株式会社百花 1120101053272 障害者就労支援事業に参入し、お弁当販売事業で新分野展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 和泉市 株式会社和泉観光 1120101046680 パチンコ店を改装して日本最大級・最新型室内ゴルフ練習場の運営 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社シモヤマ 2120101024446 土木建築業から残土＜建設発生土＞の引き取り業務へ進出する計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社ＳＯＡＲ 3122001035860 【関西初】心も体も強くするオンラインによるボクシングの個別オンラインレッスン事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ウィズプロモーション 7120001053953 不動産事業から中古品買取専門店事業への進出 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ピエラピエール 9120001226334 人気パティシエＹｏｕｔｕｂｅｒによる菓子製造業への業種転換 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

近畿 大阪府 高槻市 ＲＯＵＴＥ２７１高槻店 パンの小売りから製造小売りへ～コロナに負けない事業へ～ 大城　真樹

近畿 大阪府 松原市 株式会社ヨシミツ 6120101025894 丹波篠山発！地域活性化のジビエ料理とアニマルワールド 本倉　淳子

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ライジングマム 6011701018431 リノベーション空き家を活用した、仕事付きシニア向けシェアハウスの取組 岩﨑　良子

近畿 大阪府 門真市 株式会社ＧＵＤ 4120001189890 人が集まるパン屋で門真市に活力を！地域密着型ベーカリー事業への転換 有限会社えんがわ

近畿 大阪府 高槻市 株式会社安樹 1120901033127 地域の福祉を底上げする弁当配食事業の展開 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 門真市 ジャッド株式会社 1120001157578 建設業界の安全を守る！土木資材運搬車両の架装・点検・メンテナンスサービス 株式会社京都銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社創都設計 2120001082932 ワーケーション利用可能な機能付き宿泊施設の新分野展開 牧田　祐輔

近畿 大阪府 守口市 一般社団法人どんぐりの会 4120005018402 メンタルチェックの推進から高度医療を含む総合的治療機会の提供 多田　裕司
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近畿 大阪府 大阪市西成区 株式会社ケーエスアイ 9120001093898 印刷会社による、人材マップシステム開発を軸とした新規ＨＲ分野への参入 税理士法人ゆびすい

近畿 大阪府 大阪市東成区 株式会社美庵 6120001160486 国産さつまいもを独自技術で高付加価値な焼き芋にし海外展開する 株式会社タスクールＰｌｕｓ

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｇｌｅａｎｅｒ 6120001177522 主婦等の在宅オペレーターによる営業代行サービスを新分野展開として事業化 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 東大阪市 合同会社青空 2122003001044 ｅスポーツカフェ併設の就労支援施設で障がい者賃金を上げる計画 大阪信用金庫

近畿 大阪府 大阪市西区 蓮華 ＦＣを利用したベーカリー事業への新分野展開 南波　剛

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社おにぎり村 5120001222659 給食ノウハウを活かした就労継続支援事業に業種転換計画 アクツナカノ税理士法人

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ＪＯＩＳ 5120001145331 コロナ禍でゴルフ人口増加！全９打席の大型インドアゴルフ場運営への進出 近畿産業信用組合

近畿 大阪府 大東市 有限会社青和物流 8122002011286 住宅用基礎杭加工工程の内製化により、資材保管から加工・運搬までワンストップサービスを提供する事業 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ＲＡＳ 1120901045832 グラフィカルデザインを活用したアーティストブックの一気通貫（企画～製造～販促）体制の構築 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 株式会社トライアウト 7120001099146 宮古島と県外企業を繋げ、新しいビジネスを創出するワーケーション向けホテルとマッチングサイト 株式会社りそな銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社スウィート 1120001132382 オンライン・オフライン融合型ゴルフレッスン・コミュニティ運営事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 東大阪市 吉原精密工業株式会社 9122001008308 熟練の技とデジタル技術を生かした新たなものづくりの創出 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市浪速区 ニコニコのり株式会社 7120001039399 海苔のリサイクル、再利用、再生産を担うのりメーカーを目指して 服部　峻介

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＯＲＡＮＧＥ 2120001212308 ネット＋リアルで集客！不動産仲介業者コンサルティング 大阪信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 堀田カーペット株式会社 4120101041902 宿泊型ショールームをベースにしたＢｔｏＣ事業の新規展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社ＲＥＡＲＳ 5120001199385 デリバリー／持ち帰り実店舗・ＥＣ　進出「ＦＯＯＤ　ＦＡＣＴＯＲＹ」 株式会社ＲＡＤ

近畿 大阪府 堺市北区 株式会社エフイーホーム 7120001153992 業務フローのＤＸ化によるＢｔｏＣビジネスからＢｔｏＢ市場への新分野展開 北浜グローバル経営株式会社

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社オービット 6122001023672 革新的加工技術の導入による医療機器向け超高精度部品製造事業への進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 吹田市 株式会社かさ家 8120901042484 コロナ禍でも安心して利用できるテイクアウト事業・通信販売事業開業による事業再構築 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 高石市 まごころクリエーション株式会社 3120101057437 高い技術による髪質改善と癒しだけでなく、地域コミュニティの豊かさの実現を目指す美容サロン						 株式会社アカウティングプロ

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社城 4120101057799 和食料理店が展開する「コロナ対応型完全個室の焼肉店」 大阪信用金庫

近畿 大阪府 柏原市 株式会社ｄａｉｌｙ　ｄｏｓｅ 8122001033505 北海道喜茂別町での非接触型宿泊施設開業による”ルスツ観光圏”の形成計画 スズカＦＡＳ株式会社

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社プラス工具製作所 7120001058168 部品加工事業への新展開を目的とした高効率生産体制の構築と、事業再構築実現 ＦＭＢコンサルタンツ株式会社

近畿 大阪府 寝屋川市 株式会社柏原歯車製作所 8120001151574 射出成型機及び産業用ロボット向けタイミングプーリーの新事業参入 若松　敏幸

近畿 大阪府 大阪市住吉区 株式会社パテスリーボン 4120001033495 洋菓子店が焼くだけで美味しい焼菓子の冷凍生地を製造販売する計画 北おおさか信用金庫

近畿 大阪府 岸和田市 ライズ産業株式会社 8120101043894 ＂育毛ができる”高品質ペット・トリミングサロン運営 中原　広一

近畿 大阪府 泉佐野市 株式会社ジョイプラス 3120101060655 ｗｉｔｈコロナ禍に沿った、テイクアウトベーカリー事業の新規展開 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社シーズクリエイト 9120001064916 最新デジタルプリンター機による販促プロデュース事業 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社ブラッシュミュージック 5120001200012 映像クリエイタースタジオの設置によるスタジオ業データ収集事業 兵庫県商工会連合会

近畿 大阪府 大阪市北区 ＫＯ　ＳＴＵＤＩＯ株式会社 5120003012455 ＶＲ　×３ＤＣＧの技術を活かした「ＶＲで巡る試食の旅」体験型取り寄せカフェ 弘瀬　哲志

近畿 大阪府 東大阪市 カモト金型有限会社 7122002001073 樹脂押出し成形機導入による高精細樹脂製品の試験量産事業展開 砂川　和敏

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社カクノ 4120001028719 「のり面工事」への新展開 株式会社フォーバル

近畿 大阪府 吹田市 株式会社トータルサービス 1120001121336 利用者の就労場所も提供可能なペット共生型のグループホーム運営 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 大阪市北区 有限会社満蔵 7120002061245 世界遺産の徳之島初のグランピング施設開設で地域活性化！ 瀬崎　昌彦

近畿 大阪府 泉佐野市 神豊タオル株式会社 9120101039784 小ロット生産の贈答用プリントタオル分野への進出 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 枚岡合金工具株式会社 7120001025036 センサーとモバイルデバイスを活用したＩＯＴ化商品の開発と販売 尾中税理士法人

近畿 大阪府 大阪市天王寺区 吉泉興産有限会社 7120002070221 コロナに負けない！スーパー銭湯が提供する健康創造事業で地域の健康づくりに貢献 北大阪商工会議所

近畿 大阪府 豊中市 株式会社ＰＭＣ 6120901027421 ～薬剤師の働き方改革！！調剤業務削減で安心・働きやすい職場を提供～ 中西武重

近畿 大阪府 堺市西区 株式会社ＤＯＵＳＡＮ 7120101058522 重症心身障害児を対象とする安全・安心第一の放課後等デイサービス 堺商工会議所

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社日工 1120101034454 屋根塗装のプロがノウハウを活かし太陽光パネル・蓄電池設置事業に進出 奥岡　亮太

近畿 大阪府 八尾市 アイセル株式会社 8122001017540 加工データ提供サービスを中心とした新ベンディングロール事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 大阪府 大阪市西成区 藤川金属工業株式会社 8120001004237 事業再構築でプレス工程の内製化を実施して美容、医療機器へ進出 株式会社南都銀行

近畿 大阪府 大阪市大正区 オート　スタイル 輸入車の板金塗装に対応した自動車整備工場への事業再構築 松下　隆信

近畿 大阪府 大阪市西区 アルコトレーディング株式会社 3120001226686 ベーグルを軸に衣食の暮らしを提案し、都会の洗練さと田舎の自然やゆるさをミックスさせた新しいライフスタイルの提案 株式会社商工組合中央金庫

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社わっしょい 9120001178229 大阪発！わっしょい冷凍ラーメンをすべてのひとに 野々口　精

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社マリッサ・ワールド・トレーディング 7120001089898 地域の若手パティシエ・シェフが活躍！こだわりの焼菓子カフェ 原　伸行

近畿 大阪府 摂津市 株式会社三和軽合金製作所 2120001007641 精密鋳造による半導体製造装置の真空ポンプ部品製造への新分野展開 アドバンスト・エム株式会社

近畿 大阪府 八尾市 合同会社ＳＯＬ　ＣＯＭＯＤＡ 1122003001053 愛犬と愛犬家が共に快適に過ごせる貸別荘型グランピング事業の挑戦 八尾商工会議所

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社シネマドライブ 9120001184409 マーケティングも学べる映画制作オンラインスクール事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 枚方市 株式会社丸兆 1120001150698 地域のランドマーク施設での新アトラクションによる事業多角化 京都信用金庫

近畿 大阪府 堺市中区 株式会社オータデンツー 9120101001406 “地産地消”とれたて野菜・果物産地直送ビジネスによる新事業展開 林田　高佳

近畿 大阪府 箕面市 株式会社箕面ビール 7120901005814 ビール製造工程で廃棄される酵母を利用したオリジナルパンの製造販売 株式会社打越会計事務所

近畿 大阪府 茨木市 株式会社ＨＫＪサービス 9120901037203 地域課題解決型兼防災対応型コインランドリー事業への新分野展開 平岩雅司

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社メタルクリエイション 9122001014768 ３次元解析技術を用いた業界初の特殊絞りプレス金型（紙器用）量産技術の確立と希少技術の技術承継の取組み 株式会社北陸銀行

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社林吾 2120001092188 オンリーワンで高付加価値のオーダーメイドブランドプロジェクト 大田　敏信

近畿 大阪府 和泉市 飯田産業合資会社 4120103001318 創業７０年の歴史で培った技術と開発力によるスポーツ用生地の生産・開発事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 大東市 株式会社ノースオブジェクト 6140001020060 ＥＣ×店舗オムニチャンネル構築とファンマーケティングによる直販 佐浦　有節

近畿 大阪府 大阪市西区 有限会社ガッツうまい米橋本 8120002041023 「近くにお店があれば。。」に応えるＥＣ・デリバリー販売と発芽酵素玄米で「美味しさ」と「健康」を全国に 税理士法人ほはば

近畿 大阪府 大阪市中央区 株式会社Ｓｕｉｋｏｓｈａ 4120001104338 友人とのバーチャルショッピングを実現する新感覚ＥＣサイトの構築 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 エコノス株式会社 9120001140683 企業のＤＸを効果的に支援するポータルサイトと常設展示場の複合型事業 株式会社Ｎ総合会計コンサルティング

近畿 大阪府 枚方市 ゲティスバーグ合同会社 2120003018067 ＤＸによる、全国の事業者参加型の共存共栄ビジネスモデルの構築 税理士法人細川総合パートナーズ

近畿 大阪府 大阪市西区 株式会社グローアップス 4120001191509 高度な会員管理が可能なクラウド型電算システム 合同会社Ｇ＆Ｎ

近畿 大阪府 大阪市北区 ＳＥＫＡＩ　ＨＯＴＥＬ株式会社 9120001187452 空き家を活用した地域体験型マンスリーマンション事業 ＴＳＡ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市大正区 株式会社デフラグ 3120001203355 業務用洗濯機メンテナンス業の知見を生かした、コロナ・災害対応型コインランドリー事業への挑戦 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 大阪府 羽曳野市 谷口商事株式会社 5120101032223 運送事業者のペットボトルリサイクル高精度選別事業への挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 大阪府 八尾市 株式会社増子建設 4122001029234 日本の５８０万人の脊柱管狭窄症の方に影響を与える革新的なデイサービス事業 八尾商工会議所

近畿 大阪府 泉佐野市 有限会社ワタナベ 6120102024326 半導体製造装置部品の加工で一社下請け体質からの脱却を図る新分野展開計画 株式会社共立コンサルタント

近畿 大阪府 大阪市淀川区 株式会社Ｅｓｐｒｉｔ 1120001220278 非接触型のデジタル機器を活用したインドアゴルフ練習場の運営事業 藤永　滋

近畿 大阪府 大阪市生野区 株式会社ネオテックス 6120001222402 建築アート塗装で地域活性化！国土交通省による、コロナ危機を契機とした「まちづくり」へ貢献！ 尼崎信用金庫

近畿 大阪府 和泉市 エム・テクニック株式会社 9120101043398 静止型分散機の開発・商品化事業 柏　之雄

近畿 大阪府 大阪市都島区 株式会社ウィズ建築設計 9120001122450 建築現場の実務から開発する図面管理システム「Ｉｎｈａｎｄ」を用いた業務改善サービス 税理士法人銀河

近畿 大阪府 東大阪市 株式会社グレイト 6122001002445 手作り包みクレープ「ＴＵＴＵＭＵ」の催事及びＥＣ販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 高槻市 株式会社ｍｅ 6120901037940 児童に応じたきめ細かい医療ケアと食育で迎える保護者もにっこり放課後デイサービス 税理士法人　えびす会計

近畿 大阪府 泉南市 りんくうフレッシュ株式会社 7120101047252 切り花輸送業から野菜果実の保管輸送事業への新分野展開 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 堺市中区 有限会社ウエダサービス企画 5120102011424 自社リソースを有効活用したトランクルームレンタル事業への進出 鈴木　康一郎

近畿 大阪府 摂津市 株式会社だんきち 6120901032322 一流指導者によるオンラインレッスンの新分野展開 株式会社アカウティングプロ

近畿 大阪府 守口市 株式会社山﨑モールド 2120001169589 種別専業を脱却、新たなビジネスモデルとして金属用金型製造に参入 宮本　俊弘

近畿 大阪府 八尾市 ヤマトエスロン株式会社 9122001020378 環境対応カレールウ容器の製造・量産へ向けた業態転換計画 株式会社エフアンドエム

近畿 大阪府 四條畷市 福間運輸株式会社 9120001152761 運送業×ＤＸ！　荷物とともに情報も運ぶ、日本初『トラックサイネージ』への挑戦 一般財団法人南都経済研究所
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近畿 大阪府 大阪市中央区 アリス薬局 ＥＣサイトおよびシステム導入による零売サービスの完全オンライン化 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

近畿 大阪府 大阪市東淀川区 株式会社日原商店 9120001139271 地域に根ざしたテイクアウト専門カレー店による事業復活計画 鈴木　康一郎

近畿 大阪府 大阪市中央区 北浜レトロ株式会社 6120001099031 街の喫茶店が焼菓子製作所を新設！素敵なティータイムを届けるサービス企業へ 大阪シティ信用金庫

近畿 大阪府 大阪市阿倍野区 カフェマリキータ グルテンフリーに対応した新ブランドの立ち上げと卸売販売の開始 三宅　真司

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社Ｃｌｏｕｄ－Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 3120001179760 コミュニケーション型のＷＥＢサイト埋め込みチャットＢＯＴ事業 中央会計株式会社

近畿 大阪府 堺市堺区 堺トレード株式会社 7120101028475 フィットネスクラブ、エステ事業の併設による新規事業への参入 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Ｇｒａｎｄ　ｂｏｉｓ 3120001199098 高級食パン製プレミアムフィナンシェを目玉商品とする地産地消カフェおよび通信販売 五味田　匡功

近畿 大阪府 羽曳野市 株式会社レインヴオ 3120101058030 フィットネスアシストツール開発による革新的フィットネスの展開 中原　広一

近畿 大阪府 枚方市 コマツ株式会社 7120001149553 建築資材の廃番商品等を再利用し、産業廃棄物・ＣＯ２排出量削減につなげ、ＳＤＧｓ達成と脱炭素社会実現に貢献する新規事業 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ドリグロ 9120001212904 小規模企業特化型クラウド勤怠管理アプリ「ＫＡＮＲＩＬ」のリリース 森　翔太

近畿 大阪府 高槻市 株式会社プランテリア 3120901011923 リノベーション需要高まる！コロナ・物価高にも対抗できるメタバース設計と総合的住環境提案 株式会社関西みらい銀行

近畿 大阪府 豊中市 エスアイ精工株式会社 6120901028312 新素材を用いた腕時計用部品製作事業への展開 佐久間　貴士

近畿 大阪府 富田林市 摂津樹脂工業株式会社 8120101030959 【日本で３社目の成形同時充填サービス！】健康食品や化粧品分野でメイドインジャパン商品需要に応える！ 株式会社紀陽銀行

近畿 大阪府 堺市中区 大容工業株式会社 7120101035967 空調機器の冷却技術を得意とする鈑金加工業者が、乳がん患者のための国産「医療用頭皮冷却装置」の製造にチャレンジする 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 八尾市 株式会社ＬｉｖｅＡｉｒ 4020001113373 建築業界向け自社システム開発新サービス提供と業界のＤＸを推進 滝澤　久嗣

近畿 大阪府 大阪市港区 株式会社ＨＩＴＯＭＩＯテクノロジーズ 3120001133767 鍼灸接骨院が健康経営Ｗｅｂプラットフォームサービス・美容鍼灸に進出 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 豊中市 株式会社五穀屋ダイニング 1120901033333 イタリアンレストランが手掛ける地域に愛されるベーカリーの出店 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 大阪府 枚方市 ＡＧＡＲＩ株式会社 1010401061977 防災ビジョンプロジェクト！デジタルサイネージ広告事業への新規参入 京都中央信用金庫

近畿 大阪府 八尾市 いきいき鍼灸整骨院 健康を促進するインソールの開発及び販売 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

近畿 大阪府 大阪市北区 株式会社ハッピーアワー 6120901028601 大人の贅沢な時間をトレーラーハウスで過ごすグランピング事業 株式会社打越会計事務所

近畿 大阪府 大阪市都島区 ＷＡＬＫ鍼灸整骨院 「１００歳まで歩ける身体づくり」をサポートするフットケアサロンの展開 舩越　玲子

近畿 大阪府 泉南郡熊取町 株式会社松藤テリー 4120101040516 ４０年のタオル製造の歴史で築いた技術を活かした地域産業を支える整経事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 大阪府 守口市 株式会社ビケン 1120001181859 餃子の製造販売および就労支援事業への参入 税理士法人清正

近畿 大阪府 堺市西区 合同会社青空ひまわり 1120103002194 障がい福祉施設にパンと笑顔を届ける 税理士法人　悠久　杉本会計事務所

近畿 大阪府 吹田市 株式会社ＮＯＶＡＳＴＯ 6120001201661 スマホ一台で完結！小規模ＥＣ事業者のためのＥＣ販売管理システム 松本　佳之

近畿 大阪府 摂津市 有限会社パックス 4140002015441 設計力・開発力・読解力を生かして、未来に貢献するものづくりへ！！！ 茨木商工会議所

近畿 兵庫県 豊岡市 三宅株式会社 9140001056127 リサイクル素材等を活用した鞄の企画製造販売分野へ進出することでの売上増加計画 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社ｄｅｆ 3140001092400 既存の修理技術を活かした非常用発電機負荷試験市場への新規参入 小野　美治

近畿 兵庫県 明石市 淡路 地元産鶏肉を使用した手羽先から揚げのテイクアウト販売事業 村中　昭雄

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 小笠原　かすみ 和田岬市民の心の拠り所！子供から大人まで楽しめるお母さん食堂 松尾　基司

近畿 兵庫県 高砂市 有限会社鎌田商店 9140002037101 新技術導入によるラムネ飲料のアジア向け輸出事業進出 赤田　健行

近畿 兵庫県 尼崎市 阪神発條株式会社 4140001050720 三次元トーションばねの製造による環境分野への貢献 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社ＭＪ 5140002054117 外国人と触れ合える民泊とコミュニティスペース運営 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 高砂市 有限会社ナカシマ苑 6140002038770 鮮度抜群！卸直営焼肉店の瞬間冷凍肉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 西宮市 メリーキッチン株式会社 5140002060701 秘伝のスンドゥブ鍋を真空包装・急速冷凍しＥＣで全国へ売り出す事業計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＣＨＩＲＡＳＨＩＷＯ 1140001091569 地域資源の最大活用によるワーケーション型宿泊施設事業の新分野展開						 株式会社アカウティングプロ

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 ココ　クラール プライベートサロンでできる「ファミリー脱毛」 西山　英志

近畿 兵庫県 たつの市 株式会社箱や 4140001092267 消費者のコト消費への変化に対応する木箱パッケージ市場開発 Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 鶏や食堂鉄板えん 地産地消！兵庫県漁連とのコラボおにぎり弁当販売 税理士法人神戸あおぞら会計

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社Ａｎ・Ｆａｎｇ 4140001042362 クラウド型の業務一元管理システムの提供で建築業のＤＸ化を促進 株式会社アサユナイト

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社トップライフ 3140001030938 不動産仲介業のＶＲ、ＥＣ活用及び非対面コンサルティング事業 髙司　浩史

近畿 兵庫県 姫路市 エコフィード西日本株式会社 5140001065635 既存事業の産廃業とシナジー効果が期待できる中古車販売・整備事業へ新分野展開 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社Ｒ．ｃｏｍｐａｎｙ 6140001083033 整骨院がプロデュースする新しい形のメディカルフィットネス 森藤　啓治郎

近畿 兵庫県 神崎郡市川町 キムトモプロスノーボードスクール ＢｔｏＢ事業参入！増設増員で量産化による冷凍ピザの卸売り事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 瀬戸内科医院 電子カルテシステムを活用した抗加齢医療進出 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社コウキ 8140001086455 男女共に通える、エステ・脱毛・ネイル・フィットネスを融合させたサロン 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ＴＫＹ 9140001055582 リバースエンジニアリングを用いた研究開発による新市場への参入 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 明石市 株式会社不動産の窓口 9140001100917 不動産取引とのシナジー効果が高い貴金属等の買取事業の展開 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 三田市 株式会社マツウラ 4140001066601 化粧品小売業からトータルビューティサービス業への転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＫＣ 4140001113122 プロテイン（たんぱく質補給食品）に特化したＥＣモール事業 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市灘区 Ｆｅｅｌ＆Ｓｅｎｓｅ アート映像作品を活用したメタバース・ＶＲ事業およびその関連事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 尼崎市 有限会社じん 7140002044818 障害児（者）向けフィットネスジムを併設した福祉サービスの提供 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 ダイニング　バー　セルバッジョ 石焼き釜を導入して、本格的な窯焼き料理専門店を展開する 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 加西市 株式会社北條 8140001110330 特殊防水加工した播州織による商品のウェブ販売事業 加西商工会議所

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社芦屋酒井 2140001097012 芦屋の街の料理店が、おうち時間を彩る洋菓子店を出店 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 アルコバレーノ 地産食材を使用した冷凍ピザの企画製造卸売販売事業の展開 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 養父市 株式会社トージ工芸 6140001046568 オンリーワングッズの個別受注販売による業態転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 明石市 がまでん株式会社 1140001092179 カーボンニュートラル実現による　インフラ事業実現計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 三木市 株式会社秋山住研 8140001036039 「住む人・働く人に心と身体の安心」を提供するグループホーム建築・運営による障がい者支援事業 みそら税理士法人

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社マルニシ 8140001080796 野菜一次加工事業の経営リソースを有効活用する冷凍ピザ事業 ベンチャーサポート税理士法人

近畿 兵庫県 加古川市 加古川ワインバル ワインバルからコロナの影響にも強い飲食事業への業態転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社ジュエル神戸 6140002058414 ３Ｄ仮想商品を製作しＷＥＢ受注して製造販売する。 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 尼崎市 山口工業株式会社 8120901040397 建設業従事者をターゲットとした、リラクゼーション・ケアメニューに特化した美容サロン 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 エヌディエルツー第二次中村研究室 デザイン事務所からデザインスクール事業への業種転換 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 株式会社原田測量設計 8140001035362 ３Ｄスキャナー測量を活用したＶＲ事業への参入 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社リーフオブライフ 8140001110149 オンライン完結型、最新栄養学に基づく個別健康講座と治療院向け個別経営講座の開講 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 姫路市 ＳＴＯＲＥ 宇治緑茶を使用したオリジナル製品の開発販売 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市北区 コンパス みんなの家飲みをちょっと贅沢にする肉加工品販売事業への挑戦 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 三木市 三日月 食をウリにした居酒屋業態から、高級肉割烹料理への事業転換 後藤　雅明

近畿 兵庫県 西宮市 テツクス理研株式会社 2140001069515 アパレル業界のＤＸを推進するモデルケース構築による新分野展開 合同会社照参会

近畿 兵庫県 神戸市灘区 バルザル三宮店 「天ぷら×ワイン」の組み合わせでランチ、テイクアウトも行う創作和食店の展開 櫻井　雄太

近畿 兵庫県 姫路市 ＡＲＶＡ 誰もが入りやすく楽しめるアウトドア、キャンプをテーマとした居心地の良い空間、憩いの場を提供する飲食事業 福井寛之

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社有馬芳香堂 4140001012464 豆・ナッツを使った冷凍食品製造事業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 ササノワ合同会社 3140003012075 「草やまの草むら」コミュニティー計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社アンド 6140002052417 オンライン研修サービス事業参入による既存事業とのシナジー効果計画 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 Ｚ－ＤＥＶＥＬＯＰＭＥＮＴ株式会社 2140001106169 結婚式場プロデューサーによる衣類・宝飾品のリユースショップ 松尾　基司

近畿 兵庫県 西宮市 Ｄａｒｔｓ　＆　Ｐｏｏｌ　西宮ブラッズ シミュレーションゴルフ事業開始による事業再構築と女性顧客の開拓による売上拡大 森下　勉

近畿 兵庫県 西宮市 ヒメクリ エステとヘアー事業のシナジーを活かした真のアンチエイジングケア 西宮商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社フィアーノ 4140001090840 ワインバーからサンドイッチのテイクアウトにシフトチェンジし事業再構築を目指す！ 神戸商工会議所
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近畿 兵庫県 神戸市東灘区 ｆｕｎ．ｆｕｎ　ｐｌａｃｅ 家庭でもなく公共施設でもない親子の育ちと学び舎 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加東市 株式会社ケーピープラテック 4140001074942 プラ容器メーカーが挑戦する「紙」でのリニューアブル対応事業 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 揖保郡太子町 株式会社アグロガーデン 1140001038933 土を使わない観葉植物によるオフィスや店舗の室内緑化の推進事業 兵庫太和税理士法人

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社松本製作所 5140001061667 重電機器から需要が急拡大する半導体製造装置の部品製造業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社阪神メタリックス 2140001016657 特殊鋼材の高難易度加工による水素ガスタービン事業への新規参入 株式会社フロウシンク

近畿 兵庫県 加古川市 松本鉄工株式会社 8140001043613 国内半導体生産力を支えるウエハ搬送ロボット部品事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社梶原鉄工所 8140001058297 高性能バイナリー発電設備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 姫路市 株式会社トラストワークスジャパン 5140001063894 燃料電池電解質シート製造設備の開発・設計・製造への新分野展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 小野市 小野精機株式会社 2140001076619 ＥＶ車向けのハイテン材を用いた大型部品加工事業への進出による事業再構築 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社神戸工業試験場 1140001014570 世界初プラント余寿命評価の社会実装に向けた生産技術体制の構築 多田　善計

近畿 兵庫県 尼崎市 東亜通信工材株式会社 8140001050139 ＥＶ開発を支える振動試験装置部品製造事業への進出と低炭素社会の実現 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社桜井 3140001048922 自動車スクラップ品を有効活用したアルミリサイクル業への転換 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 西宮市 六甲電子株式会社 8140001070839 ６Ｇ通信機器向け半導体素材の研削・研磨加工事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 たつの市 株式会社アソカ産業 8140001091546 未利用水力活用で脱炭素実現～発電機部品の一括提供モデルを構築 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 サンライズ工業株式会社 8140001063446 自社特許を活用したＥＶ向けサーマルマネジメントシステム用部品製造事業への進出 株式会社三井住友銀行

近畿 兵庫県 加古川市 有限会社柳川製作所 2140002036844 地球温暖化対策に資する高電圧真空遮断器事業参入による経営基盤強化 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 浜田化学株式会社 2140001050821 新規油分分離工法の研究開発による食品廃棄物のリサイクル資源化計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 加古川市 加古川市環境事業協同組合 1140005009278 有機廃棄物のリサイクル技術の高度化と効能の高い堆肥開発事業 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 多可郡多可町 株式会社タイネクサス 9140001075663 電気自動車・自動運転向け部品製造への新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社ビエント 8140001056755 再生エネルギー（ＲＰＦ）の製造による、ＣＯ２排出量の大幅なダブル削減効果 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 井上化成株式会社 2140001042496 特殊形状のゴム製品の新規生産によるコロナ禍、原油価格・物価高騰等の克服 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 川西市 かとう歯科 歯根診断と徹底的な原因分析に基づく精密かつ再治療を必要としない歯列矯正サービス 塩津　友輝

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社岸本料飲店 5120002068688 ウィズコロナ、アフターコロナにおける収益の安定化に向けた老若男女に愛される鰻チェーン店の展開 リードブレーン株式会社

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社タイカイ 4140001001871 規格外や地産原料の野菜・果実を活かした、スイーツ餃子・焼売の製造販売事業 花岡　貴志

近畿 兵庫県 三木市 株式会社クメダ精密 8140001036237 医療ロボット用パーツ製造によるがん治療への貢献と収益改善プロジェクト 株式会社大三経営事務所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社ナカタニ 7140002017674 ドローンを活用した調査、測量、農薬散布、害虫駆除サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社スナガワ 9140001044024 ＺＥＨ対応「中古リノベーション住宅」販売事業への進出！ 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社オオギヤ 6140001066079 アクリルベースのトムソン抜型制作と鋼材加工によるリスクの分散 Ｓ＆Ｐ税理士法人

近畿 兵庫県 明石市 株式会社エムプランニング 1140001096279 市場拡大！　ｅ－ｓｐｏｒｔｓ需要に対応したドライビングシュミレータ事業 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社叶工業所 1140001058337 自社での部品製造への挑戦―組立検査からシャフト部品切削加工への進出― 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社畑滝製作所 1140001043438 製造業者に向けたドライアイス洗浄サービス提供による金属加工技術とシナジー効果の発揮 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社メディ・オ・マサ 3140002058053 地産地消で人をつなぎ食からまちを元気にする「人とモノの交流カフェ」づくり 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 株式会社狛デザイン一級建築士事務所 9140001125591 川のせせらぎを感じられる、サウナ・露天風呂付き貸別荘ホタルリゾート 小川　裕右

近畿 兵庫県 神戸市中央区 イー・シェアーズ株式会社 9010001134556 シニアが抱える様々なお困りごとを解決する社会貢献型マッチングプラットフォーム事業 倉田　晃

近畿 兵庫県 宍粟市 平野建築 過疎化地域に新たな空間を～地域活性化と新分野展開の双方を実現～ 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＯＴＭ 3140001065109 ＦＡ装置用部品の製造販売からＦＡ装置製造一貫対応への新分野展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社わらじん 5140001114391 飲食直営からＦＣ型へセントラルキッチンで食材卸とＥＣ、小売業へ 伊原　百合枝

近畿 兵庫県 加古川市 石本電設 近江牛の精肉販売、及びセルフ焼きスタイルのステーキレストラン事業 レンタルＥＣ株式会社

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ニューフタバ 3140001069836 ヘアグッズショップを併設したトータルビューティーサロン（ヘッドスパ中心のエステサロン・セレクトショップ）の経営 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社プレミアムグラス 5140001089915 機能性超薄板ガラス切断加工プロセス構築計画 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社安田精機製作所 1140001122217 試験機メーカーの強みを生かし、受託試験事業への参入を目指す 立野　靖人

近畿 兵庫県 尼崎市 スマートプランニング株式会社 1140001055689 顧客の経済的安定と夢の実現を支援する『長期資産形成教育』実施計画 森藤　啓治郎

近畿 兵庫県 神戸市中央区 グリーンハウス株式会社 2140001020394 カフェレストラン業から空間ビジネス型カフェレストラン業へ新分野展開による事業再構築計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社森下電気設備 9140002044915 総合型クラブハウス事業でゴルフ愛好家に健康増進、技術向上の機会を提供する新分野展開 大阪信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 ユニオン工業株式会社 9140001051813 アパレル及び服飾雑貨の自社ブランド品の製造・販売に挑戦する事業再構築計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社ウッズ 1140001021988 高性能境界警備センサー事業（ＡｇｉｌＦｅｎｃｅ事業）の新規事業展開 北澤　淳

近畿 兵庫県 姫路市 関西合成樹脂工業株式会社 9140001058239 メラミン含侵・乾燥機導入によるフォイル製造・販売事業の新展開 中島　丈道

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ＧＰＲＯ 6140001055684 未使用土地とゴルフ練習機を活用した地域密着型移動販売車イベント事業 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 洲本市 有限会社都冷蔵 6140002069064 高糖度製品製造技術を活用したソース・パスタソースベースの製造販売 株式会社徳島大正銀行

近畿 兵庫県 加古川市 志方建設株式会社 1140001042927 放置竹林を伐採し有機肥料等へと加工する資源循環型事業の構築 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 丹波篠山市 有限会社典座 3140002035110 測量専業事業から体験型施設の運営に新分野展開する計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 俣木鉄工株式会社 3140001052973 技術力と最新設備の導入で高度な耐震性能を実現する基礎工事部材の製造 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 濱口鉄工株式会社 4140001044607 金型や建設特殊機械アタッチメントの修理・再生サービス事業進出 兵庫太和税理士法人

近畿 兵庫県 川西市 株式会社丸忠 3140001083556 和食材レストランと宅配弁当を開業し食文化の豊かさを提案し事業拡大する計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 パティスリーエムズパッション 景観と農産品という自然の恵みを活かした洋菓子店の新たな取組み 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社スマイルあわじ 2140001094744 古民家を利用した淡路島食材の地産地消フィッシュバーガー店 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 テクサジャパン株式会社 9140001072644 需要が期待される水上太陽光発電設備の監視システムの開発 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 美方郡新温泉町 日本精機宝石工業株式会社 2140001056579 地域観光事業の活性化につながる体験型観光コンテンツの提供 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 加古川市 岩田歯科医院 マイクロスコープによる「精密治療」実習セミナー等、歯科医師向け教育事業に新規参入 播州信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 新宮　慶三 夫婦それぞれの強みを活かした同一店舗におけるシェアキッチンとゴーストキッチンの運営 ひょうご税理士法人

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社Ｂａｒｎｏｎｏ 1140001110163 若者向け「仲間で遊ぶスイーツバル」への変換事業 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 川西市 一吉工業株式会社 2140001079225 省エネ、健康、安全の価値を提供する高断熱高気密リノベーションの取り組み 合同会社バリューアップ

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ゆにばす株式会社 3140001108783 浴室リフォーム業から浴室リフォーム職人養成所事業への新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 ＰＵＴＩＭＯＭＯ 神戸牛の購買チャネルを活用したフレンチ風高級焼肉店の事業展開 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 明石市 株式会社神明住建 7140001036964 古民家をリノベーションしたグランピング及びサウナの日帰り複合施設の新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社Ｆｒｏｎｔｉｅｒ　Ｖｉｓｉｏｎ 3140001073499 弊社コア技術と新量産方式を使い手術教育ツール製造から医療機器製造に事業転換 駒田　裕次郎

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社藤岡石油店 3140001005287 ガソリンスタンド事業から地域密着型の自動車整備事業に大胆に転換 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 宍粟市 つるるんとん 理容師としての出発点で脱毛サロンで新たな市場に進出する 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 洲本市 ペンション　ラ・メール 料理技術を活かしてカフェ事業に参入する事業再構築計画 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 多可郡多可町 吉田商事株式会社 5140001075956 地域が抱える課題を解決しつつ、ＡＩを活用しドローン散布で、販路拡大 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市灘区 ＤＯＵＢＬＥ＝ＰＡＲ 駅チカ空き物件を活用した、シミュレーションゴルフ事業への展開 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 明石市 株式会社リュミエール 3140001108461 タオル、アクリル商品のキャラクターグッズ製造への参入 日新信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 温馨窯 有馬温泉の陶芸体験教室がつなぐ、人・コト・もの 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 さとり キッチンカーを併用したテイクアウト型唐揚げ専門店への事業転換 後藤　公平

近畿 兵庫県 姫路市 中川建具有限会社 6140002049867 ひょうご木製品マイスターによる高いデザイン性を再現した造作家具・内装材等の生産体制構築計画 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 有限会社綱業商会 1140002011220 ３Ｄプリンターを用いて設備のＩｏＴ化及び最適操業を支援する業務 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 宝塚市 Ｓｍａｒｔ　Ｄｅｓｉｇｎ レザー商品の独自ブランド化を行いＥＣ市場への進出 上野　貴司

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ＴＨＩＮＫ 2140001045846 失業した飲食業者を救う、焼肉「いちえん」のフランチャイズ展開計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 名古山商事株式会社 5140001113542 培った人脈を活かしたアジアアロワナ専門店開業による事業展開 株式会社但馬銀行
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近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社Ａ・Ｓ・Ｂ 6140001083578 乗用車とトラック車両をトータルサポート整備修理事業を展開 光畑　裕貴

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社ＩＫＥＮＯ 7140001119364 ハンドメイド製品製造会社が自社ＥＣで２万人のフォロワーから直販受注する業態転換 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社東洋測器製作所 1140001113868 「モノ」から「技術」へ！計測器商社から流量計校正事業への新分野展開 上月　和彦

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社エースタイル 8140001111650 化粧品・美容品の研究開発に特化した製造メーカー事業を展開 光畑　裕貴

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ミリミリ 身だしなみから「美」だしなみへＺ世代とビジネスマのニーズに応える男性美容脱毛事業。時間貸しプライベートサロン ＭＧＳ税理士法人

近畿 兵庫県 芦屋市 有限会社アルト 5140002027650 特区民泊制度活用、欧米人特化型宿泊サービス業開始による再構築 楡井　宏志

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社ＷＡＳＳＩＡ 1140001108892 焼肉屋さん直営、廃棄する神戸ビーフを活かした神戸ビーフの無人販売所 伴　拓真

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ＳＵＮＧＲＡＮ 7140001103120 小売店舗の競争力を高める卸、ブランディング事業 折原　麻衣子

近畿 兵庫県 尼崎市 ナチュール コロナ禍の暮らしを明るく照らしたい！抹茶スイーツで地域住民に「憩いの時間」を提供 株式会社コムラッドファームジャパン

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社Ｙ’ｚ　Ｏｎｅ 2140001077716 一般自動車向け高級コーティングの一般自動車向け高級コーティングの技術者育成事業 パイオニアブレイン株式会社

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社杉本工業 1140001103596 建設業から『自然』×『コンテナ』の制作展示販売事業 塩谷　久枝

近畿 兵庫県 神戸市北区 ジョイ　ゴルフ　スペース 新型コロナウイルスに対応した気候変動の影響を受けないインドアゴルフ事業 飛田　幸作

近畿 兵庫県 尼崎市 難波金属株式会社 4140001050456 タイニーハウスの販売によるサスティナブルな暮らしの提案 有限会社グリーン経営サービス

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社日本石材 5140001043260 墓参り客の為の物品販売も兼ねた休憩施設の運営事業 高砂商工会議所

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 株式会社安田商会 4140001065603 運送業から倉庫業へ参入し地元企業の求めるワンストップサービスの提供 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 南あわじ市 ジョイポート南淡路株式会社 5140001085625 特別な体験を生む新たな高付加価値企画遊覧船事業の創出 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 高砂市 有限会社ＣＩＣ 9140002038735 既存事業の強みを全て活かす！トレーラーハウス製造・販売事業 松本　佳之

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社堤乃坊 5140002049810 ビジネス旅館から出張ビジネスパーソンの活動拠点への転換 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社ピアサポーターズ 5140001122502 学校教員不足の改善を目指す、オンラインサポートプログラムの新分野展開 伊藤勢津子

近畿 兵庫県 神崎郡市川町 株式会社ＫＴテック 3140001115739 兵庫姫路発！レモンケーキ専門店「レゾンデートル」のＦＣ展開による事業再構築 河野　剛寛

近畿 兵庫県 淡路市 合同会社ＪＯＹ　ＣＩＲＣＵＳ 7140003012798 時代のニーズに合わせたまちづくり。無添加そうざい店への空き家活用リノベーション事業 公益財団法人ふくい産業支援センター

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 有限会社ＣＯＸＳＷＡＩＮ　ＰＡＣＩＦＩＣ 9140002025386 従来の対面小売、卸売業からサブスクリプション形式を取り入れたＥＣサイト販売業、サイト運営事業 島﨑健二

近畿 兵庫県 加古郡播磨町 河野　哲也 “中食需要”に対応する、お惣菜店の新規事業計画書 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

近畿 兵庫県 神戸市長田区 サロンド美宝 エステサロンからＶＲスポーツクラブ事業と関連商品ネット販売への新分野展開 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社ミャムミャム 9140001084466 賞味期限の長いセミドライフルーツの開発、ＥＣでの販売強化 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 川西市 アンビシャス ［ＩＴ活用の革新的新メソッド「英語教室」事業］への参入 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 明石市 株式会社エイト 8140001123869 土木工事業者が挑む働く人の身体を守るカフェ事業の新分野展開 髙瀬　哲也

近畿 兵庫県 神戸市北区 明日香株式会社 1140001089613 真の自立を目指し、就労支援事業から、グループホーム事業へ 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 石田鶏卵株式会社 5140001001029 地域コミュニティー型コイン精米機ビジネス業への参入 石田　英二

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 有限会社マイロード 8140002024018 神戸市垂水区で初となる「看護小規模多機能型居宅介護」事業所の開設 竹國　健

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社大幸ポンプ興業 3140002004783 大規模建設工事（大型物流倉庫・公共施設等）のコンクリート圧送事業 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＨＡＤＡ　ＢＡＳＥ 7140001101636 １人客からファミリーまで！「高品質な肉の旨味」を楽しめる焼肉店運営に参入 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社岡本インテリア 6140001028327 プロ用ＤＩＹ用品の簡単オーダーシステム構築事業 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社池谷 4140001015707 高精度複合加工体制の構築による次世代船舶エンジン部品の製造 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 兵庫県 西宮市 アライドフロー株式会社 4140001100723 ２０５０年食糧危機に向けて、酪農・畜産分野に牛精子の性分離装置の開発・製造・販売事業				　				 片山　崇

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社エール 7140001109695 アウトドアのインドア化で手軽な飲食レジャーを提供！「ＢＢＱもできる本格イタリアン」施設運営 株式会社関西みらい銀行

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社丸十 7140001043622 半導体製造装置部品の超短納期提供による事業多角化の実現 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社エイトテクノ 2140001090660 複雑形状・難削材・高精度が要求される旋盤加工分野への進出 株式会社ユニバー経営サポート

近畿 兵庫県 姫路市 長栄水産 地元の牡蠣や海産物を活用した加工場の開設 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加西市 株式会社甘中製作所 4140001106885 建機用スプラインシャフトをミーリング付ＣＮＣ旋盤等で事業再構築 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 兵庫県 加東市 株式会社バンテック 7140001075186 道路工事のＩＣＴ化により、生産性と安全性を向上し、受注を拡大する計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市北区 長田　信 生活機能維持・改善、フレイル予防に特化した施設による新サービスの提供 株式会社ＭＡＣ経営

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 立吞ホールぜん コロナ禍で打撃を受けた立呑み居酒屋から自身の強みを活かした焼肉店へ事業再構築 株式会社つくばビジネスソリューション

近畿 兵庫県 小野市 株式会社源平刃物工場 8140001076687 当社の強みである熱処理加工の新ビジネスモデルによる地場産業の再興 シェアビジョン株式会社

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社関海事工業所 9140001085365 ライフライン用海底ケーブル建設工事業から、洋上風力発電用のケーブル建設工事業への進出 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 淡路市 一般社団法人大地が教えてくれたこと 5430005012793 自然の豊かさを感じる　畑の中の　レンタルスペース 渡辺　義明

近畿 兵庫県 美方郡香美町 株式会社タスク 3140002046891 【次世代オンライン内覧】来店不要で身障者レンタカーを全国に中古車販売 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社長尾工業 6140001085145 楽しむペットを眺めながら、同時に景観も楽しめる外風呂付き満喫キャンプ場 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市北区 高山興産株式会社 3140001015195 神戸の有力カフェや神戸市との協業により地域振興の一翼を担う飲食店事業 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 明石市 一般社団法人善 3140005022452 ドローンの操縦資格「操縦士回転翼３級」を活かし、新たにドローン関連事業に進出する 播州信用金庫

近畿 兵庫県 豊岡市 有限会社河端ダイカスト 3140002046165 ダイカスト金属加工の高度化による成長市場への挑戦 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 玉越工業株式会社 6140001060024 新溶接専用工場を活用し受注拡大と効率化向上を図る事業再構築計画 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 加古郡播磨町 株式会社ヤマテツ 1140001037563 ＩＣＴ建機導入による土木工事のＩＣＴ施工体制の構築と大規模工事への参入 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社トータル 6140001032568 廃棄処分となる設備工事資材等のＥＣサイトでの販売事業への進出 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 呑み処ひろせ。 ユニバーサルツーリズムを具現化した愛犬と泊まれるゲストハウス事業 島根県商工会連合会

近畿 兵庫県 赤穂市 株式会社ＳＡＫＵＲＡＧＵＭＩ 9140001040816 兵庫県赤穂市の地域経済の活性化に貢献する「絶品のピッツァ×絶景のオーシャンビューによる宿泊事業」 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社クロシェホールディングス 2140001026623 アパレル産業から食品製造業へ高機能食品製造・販売産業への進出 安藤　幹根

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社ＥＸＺＥＳＴ 2140001098101 船舶と車両の販売事業からマリンアクティビティ好きの集まるカフェレストラン事業の展開 荒巻税理士法人

近畿 兵庫県 明石市 ガトー・ファヴォリ 小さな焼き菓子店が新たにお菓子教室の併設を行う 小川　雅弘

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ケーズクリエイト 2140001100568 大工経験を活かした不動産建売事業への新分野展開 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社アタ工業 3140002054135 ドッグランを併設したトリミングサロンの運営 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市兵庫区 株式会社森創建 4140001099056 ペットスパの開業により、暮らしやすい地域社会を実現する計画 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社平尾創建 5140001066550 米粉を用いて野菜を練りこんだヘルシーなバウムクーヘンの製造と販売 ひまわり経営サポート株式会社

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ヒメユキシステム 8140001095646 姫路のソウルフード「どろ焼き」の冷凍食品を製造する事業計画 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社ヒラク 2140001078846 遊休不動産再生事業の強みを活かした高級町屋民泊事業への新分野展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 丹波篠山市 株式会社エスピーオー 1140001054939 既存事業の売上減少による苦境から抜け出す為の新分野展開 田中　洋介

近畿 兵庫県 加古川市 加古川ブレード株式会社 1140001089555 水素発電向けコア部品となる試作開発品への新分野展開 深津勝哉

近畿 兵庫県 明石市 一級建築士事務所わびすき リフォーム相談ができる建築廃材のリユースショップの運営 税理士法人森田事務所

近畿 兵庫県 神戸市灘区 元町井おか 地元食材と当店の強みを活かしたテイクアウト・通販による事業再構築 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 西宮市 Ｎａｔｕｒａｌ　Ｈｅｒｂｓ “御食（みけつ）国（くに）”淡路島の人と自然と連携し、心と体の調和を提供する複合事業を展開 塩尻　明夫

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社オイシス 6140001015952 環境負荷低減パッケージへの変更による、新たな中食の開発と生産・販売 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 宝塚市 株式会社ＯＨＬ 1140001115617 資材倉庫併設カフェで無料ＤＩＹ教室！余剰資材のネット販売促進 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 三木市 株式会社テクノス三木 6140001036461 産業用機械向け部品への新分野展開とサプライチェーンの強靭化 株式会社フラッグシップ経営

近畿 兵庫県 加西市 株式会社エイティロジテック 5140002062994 今後の需要拡大を期待できる環境負荷が低い紙包装事業への新規参入 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 有限会社白晃工業 4140002045050 半導体工場向け事業からＥＶ自動車工場向け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 豊岡市 有限会社三世商事 1140002046340 地域との共存共栄を図る蕎麦屋・米販売・自販機集積事業への挑戦 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 姫路市 東運オートサービス株式会社 5140002053993 地域一番店ＤＸ化したインドアゴルフ練習場の新分野展開 株式会社阿波銀行

近畿 兵庫県 三木市 株式会社三恵商事 8140001099275 地域密着不動産事業社・三恵商事が提供する不動産と土木工事のワンストップサービス 中村　清誉

近畿 兵庫県 南あわじ市 ダントーホールディングス株式会社 9140001085662 高意匠タイルおよび１００％植物由来成形材料の高級化粧品容器の製造という新分野展開への挑戦 株式会社三井住友銀行
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近畿 兵庫県 姫路市 株式会社ＥＭＩＮＡ 6140001102940 老舗料亭が挑む、培った味と最新設備を掛け合わせた新たな姫路名物の創出 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 高砂市 福本重機械工業株式会社 6140001044217 金属部品加工から航空機用大型チタン構造物の加工に進出する事業再構築計画 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社アイスタイル 2140001067403 注文住宅専門工務店が超ＺＥＨ水準の子育て支援アパート普及事業に挑戦 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 アワケンコンサルタント株式会社 6140001112485 自社の古民家を活用した希少な卵と丹波地鶏の親子丼店を新規展開 上田　誠

近畿 兵庫県 淡路市 フレアデザイン 〇 “淡路島の良いモノ発掘”デザイナープロデュースによるセレクトショップへの挑戦

近畿 兵庫県 洲本市 有限会社うづ志ほ名産店 9140002068749 〇 “淡路島の良いモノ発掘”デザイナープロデュースによるセレクトショップへの挑戦

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社シリウス 7140001027294 淡路島での徹底した感染対策を施した１棟貸しリゾートヴィラ運営 株式会社四国銀行

近畿 兵庫県 西脇市 株式会社岡崎塾 1140001112151 学習塾が経営する、人を繋ぎ一緒に成長できる大人気焼き芋専門店 播州信用金庫

近畿 兵庫県 たつの市 竹内鉃工株式会社 6140001038400 大型物流倉庫の建設需要獲得に向けた、超大型鉄骨生産体制の構築 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 エコロキア株式会社 2140001112274 企業に合った水耕栽培キットの提案 兵庫県信用組合

近畿 兵庫県 神戸市中央区 有限会社ナラヤニジャパン 5140002023708 インドの食材を冷凍販売し、国内にインド料理を広げる 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 有限会社守食品店 8140002009258 自社生産の豆乳を使った、「豆腐屋のスイーツ」の製造・販売 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 洲本市 株式会社マルショー 1140001084886 淡路島初「複合型美容サロン」の新分野展開 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 神戸ダンボール株式会社 7140001002867 ＥＣサイト構築によるダンボール資材を活かしたＢｔｏＣ事業の立ち上げ 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市灘区 高田工務店株式会社 5140001001937 ゴルフウェア等の製造販売業への進出による新規顧客獲得計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 美方郡新温泉町 山陰造園土木株式会社 9140001056696 草刈りサービスでニッチビジネスを立ち上げ、売上回復と地域貢献をめざす 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 株式会社中山合金鋳造所 6140001063522 金属と木材、石材等の異種材料が融合したアイアン家具を現実世界と仮想世界にて販売 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社バビッチ 9140001095249 プロの機能×クリエイティブなオリジナル商品開発および同業者のＤＸ支援 株式会社シザコンサルティング

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社アランワーク 4140001088752 手厚い小規模保育園経営経験を活かした児童発達支援事業への進出 森本　晃弘

近畿 兵庫県 豊岡市 蔵 観光客向け鞄小売業からこだわりの鞄製造販売業への転換 但馬信用金庫

近畿 兵庫県 赤穂郡上郡町 ドッグサロンプリンセス 感染リスク低減に繋がる非接触型サービス・セルフエステサロン事業への取組 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社アクセス 1140001031707 国内製造拠点の構築による純国産プリントウェア製造事業への転換 兵庫太和税理士法人

近畿 兵庫県 美方郡香美町 株式会社入江産業 5140001056642 精密切削加工の高度化によりＥＶ車用アルミ部品の大量生産に挑戦 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 たつの市 株式会社日正 9140001039387 自然豊かな環境で療養を行う、放課後等デイサービス事業への事業転換 深津勝哉

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 福辰合金株式会社 3140001002391 カーボンニュートラルに向けた省燃費船舶用大型鋳物の製造への挑戦 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社クオリティー 1140001026087 既存商品服飾雑貨と全く異なるオーラルケア独自商品の開発販売への挑戦 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社杏栄工業 6140002048241 全天候型の屋内野球練習場の運営に挑戦する事業計画 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社アドヴァンス 9140001080795 奄美群島・徳之島で行う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 尼崎市 有限会社リビエール 5140002043185 東京出店に伴うパンの製造販売とＥＣサイト構築により売上拡大を図る計画 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社永松製作所 4140001050423 高性能ＣＮＣ旋盤の導入による金属加工品目の拡張および生産性向上計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 株式会社ミヤケ建設 4140001063821 土木工事の経験を生かしながら解体工事業への進出 播州信用金庫

近畿 兵庫県 加古川市 有限会社なりフーズ１ 1140002020089 食肉内臓専門加工業者から和牛の解体及び精肉加工業者への転身 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 三田市 有限会社創桐 5130002034400 ＡＩを活用したシステム構築と最新の設備導入で新分野展開に挑戦 株式会社京都銀行

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社大山開発興業 5140001022421 産業廃棄物の分別事業 みどり合同税理士法人

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社サワダ製作所 7140001054529 製造プロセス改善による産業用冷凍機向け部品の量産体制確立 株式会社商工組合中央金庫

近畿 兵庫県 加古川市 長井紙業株式会社 5140001043211 新規設備の導入による加工および製品ラインナップの拡充 吉村　友彰

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社シモテック 5140002004658 産業ロボット用の新たな高精度部品の製造開始による新分野展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 加東市 Ｔ＆Ｐ総研 従業員の行動変容を促すシステム販売業への転換 松谷　晴行

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社金川鉄工所 1140002048072 再生可能エネルギーに使用される新たな生産設備部品の製造 播州信用金庫

近畿 兵庫県 小野市 山陽利器株式会社 9140001076703 塗装工程の事業買収を契機とした次世代型農機用刃物生産への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 芦屋市 株式会社プレスティージ 3140001000718 特許技術の機能水を活用した商品群の開発製造販売事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 宝塚市 住本建設株式会社 3140001083317 建設発生土（残土）の造成リサイクルを伴う処分場事業への展開 株式会社山陰合同銀行

近畿 兵庫県 神戸市垂水区 ＲＥＤ株式会社 3140001101598 食品工場向けＩＯＴ衛生管理システムの開発と事業化 Ａ－ＭＥＣ株式会社

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社夙川プリ・スクール 2140002056818 西宮市の待機児童問題を解決する高付加価値学童デイサービスの展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 宍粟市 Ｉ－ＴＥＮ株式会社 3140001038964 高品質保証可能な自動製造装置付き高速ベンディング加工機の導入 株式会社エフアンドエム

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 こと平 ボディメイクに特化したレンタルジム及び自動販売機による売上向上計画 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 丹波市 株式会社森田石材店 6140001041354 石材店の住宅リフォーム事業への新規参入による新分野展開の実現 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 鈴木木材株式会社 1140001059541 木材乾燥業と国産一枚板製造販売実施のためのショールーム展開 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 丹波市 サカイヘアーサロン 理容業で培った技術活用によるカーラッピング事業への新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 豊岡市 有限会社かとう電器 6140002046757 ＩｏＴ家電が体験できる。ＩＴに苦手な方に寄り添った街の電器屋さん。 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 竹内工作所株式会社 7140001100349 新設備導入による拡大基調の多軸振動試験装置加工への新規参入 馬場浩平

近畿 兵庫県 加東市 株式会社小林石油店 9140001074946 ガソリンスタンドの空きスペースをコワーキングスペースとして有効活用する。 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社増田産業 7140002052804 工場集約と最新型ミシンの導入による高級雑貨事業への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 神戸市西区 藤田歯科クリニック 歯科医療知識を活かした、来院が難しい患者への訪問診療事業への進出 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社金岡光輝園 4140001085064 最新ドローン技術・最新草刈り機導入による伐採草刈りの飛躍的生産性向上 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 ドティチュ ベトナム人向け食肉小売業からのアジア食材を中心としたスーパーへ進出 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 丹波市 山名酒造株式会社 2140001041358 有機ＪＡＳ認証の酒粕によるオーガニック加工飲料・食品製造事業の新展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 伊丹市 日空工業株式会社 5140001078744 フリーズドライ食品メーカーに対する、真空凍結乾燥機の開発と効率 株式会社池田泉州銀行

近畿 兵庫県 神崎郡福崎町 東洋ミネラル株式会社 2140001063261 障がい者支援事業の立ち上げによる収益改善計画 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 小野市 株式会社みのり 1140001077320 クレーン技術を活かした重量物運搬から高所作業事業への新分野展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社エムス・テック 6140001099418 ものづくりの教育を「エンジニア育成プログラム」サービスの展開 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 美方郡香美町 山﨑石材株式会社 4140001056379 店舗での墓参り用品の販売と出張葬儀サービスによる事業再構築 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 アルリード株式会社 6180001125186 技術とリソースを活用し、継手・機械・部品及び消耗品をＥＣ販売する 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 大豊工業株式会社 8120901024490 抜き工程の自動化によるリソースの最適化事業 松下　隆信

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社高橋商店 9140001049840 中小酒卸売業における革新的な物流スキーム構築とＥＣ市場への挑戦 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 丹波篠山市 株式会社アグリヘルシーファーム 6140005008985 自社農産物を利用してキッチンカーでのおにぎり販売と小中高生アスリートへ食トレのサポート 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 小野市 有限会社テクノフーズ 2140002062849 感染症対策下で広告を提案するサイネージ付きかご殺菌機事業 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 加古川市 Ｆａｉｔｈ　Ｗｏｒｋ 企業交流の場を提供するシミュレーターゴルフで地域活性化を促進。 株式会社タスクールＰｌｕｓ

近畿 兵庫県 神戸市中央区 い草 自動販売機による冷凍インスタントうどんの無人販売と多店舗化計画 坪井　亮

近畿 兵庫県 芦屋市 ランドスケープアーキテクチャー株式会社 2120001127290 テイクアウト・デリバリー対応の、立ち飲みバルによる事業再構築 北浜グローバル経営株式会社

近畿 兵庫県 南あわじ市 近畿測量株式会社 3140001085577 水中測量・マルチビーム導入による２次元から３次元への大転換 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 中井製作所 難削材加工技術で国土強靱化に貢献する橋梁用耐震補強ボルト等供給計画 播州信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 ヤンスイ株式会社 3140001034369 ミシュラン一つ星を獲得した鉄板焼き店２号店出店による業種転換 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社リクスイ 4140001055026 ＤＸと人員採用を進め、河川測量から港湾測量への展開を図る事業。 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 加西市 小芦建設株式会社 6140001076210 自社完結の一貫中小規模ＩＣＴ施工による土木工事の革新及び経営のＶ字回復 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社リノワイズ 6140001088370 海外旅行者が歴史文化を体験できる宿泊施設の構築事業 高瀬　加奈子

近畿 兵庫県 丹波篠山市 Ｃｉｅｌｏ株式会社 3140001111829 地域連携を実現する「ＳＤＧｓセントラルキッチン」による冷凍食品製造受託 中兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 阪神ホーム株式会社 2140001047058 小規模塗装業者を対象とした共存共栄をはかるパートナー制度の構築 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 加東市 ふわり オーダーメイドを取り入れたトータルスタイリングサロン事業 兵庫県商工会連合会
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近畿 兵庫県 南あわじ市 長尾屋 民宿の好立地と施設を生かし健康志向に対応した日帰り水素風呂事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 西宮市 ＭＵＳＫＡ 独立志向の美容師に働く場を提供する「集合型サロン」事業への新分野展開 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＨＡＡＡＰ 3140001110913 地産地消を目的とした健康志向食品の無人販売事業による売上規模拡大 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 カレラコーヒー 多品種の焙煎豆製造で手軽に専門店のコーヒーが飲める、ドリップパックの製造 浜口　祐介

近畿 兵庫県 姫路市 金寛工業株式会社 8140001113192 ミオンパシ―・モビリティを用いた労働安全に有効なフィットネスサービス 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 三田市 ＹａＭａ建装 郊外型完全個室２４時間シミュレーションゴルフ練習場事業 株式会社ＲＡＤ

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社親和エステート 8140001119685 好立地の店舗による「手作り・種類豊富・健康的」な惣菜と弁当のテイクアウト事業 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 宍粟市 高山石材店 原油価格高騰でニーズ高まる再生食用油のろ過システム製造力を強化 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 多可郡多可町 加美電機株式会社 1140001075423 モジュール実装基板製造ラインの新設による新分野展開 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 神戸市西区 有限会社ハイアップ 2140002026093 地域を元気にし、仲間との憩いの場を提供するハンバーガー事業 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 丹波篠山市 メタルアートアンドジュエリー　ユウジイシイ ニューツーリズムにおける体験型コンセプトジュエリーカフェ事業 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市長田区 株式会社庄田軒精肉店 9140001111732 急速冷凍機３Ｄフリーザー導入による生食用食肉加工事業への参入 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 南あわじ市 民宿瀬登 料理民宿の強みを活かし、貸別荘事業を新分野展開する事業計画 株式会社阿波銀行

近畿 兵庫県 南あわじ市 南あわじ山形農園有限会社 1140002070118 南あわじ市の地産地消を促進するうどんメインの飲食店運営計画 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社大和生研 9140001059872 ＩＴ×葬儀　アフターコロナにおける新たな葬儀のカタチ「オンライン葬儀」 株式会社ゼロプラス

近畿 兵庫県 姫路市 梅岡株式会社 1140001057925 老舗呉服店による新たなフォトウェディング事業への挑戦 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社アイデック 3140001062601 完全個室のシミュレーションゴルフ兼カフェ店による事業再構築 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 株式会社新生工業所 5140001034961 チップサイズの小型化の時流 税理士法人アクアマリン

近畿 兵庫県 姫路市 三木商店 青果卸売から青果小売＆美容室＆地産カフェへ多角化転換 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社ＧＥＯソリューションズ 2140001072031 ドローン導入・運用コンサルを伴う産業用特殊機体販売事業 坪井　亮

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社森谷工芸 3140001018000 駅前立地のファクトリーショールームから訴求する暮らしに合ったオーダー家具事業 経営ビューイング株式会社

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社阪神計器製作所 3140001050663 電子式水道メーター市場への新規参入及び量産体制の構築 檜垣　典仁

近畿 兵庫県 姫路市 龍田紡績株式会社 3140001059985 炭素繊維の糸（連続繊維）の開発と製造販売 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

近畿 兵庫県 加古川市 株式会社ヤマモトガレージ 9140001046268 トータルカーサービスの優位性を活かしたショールームでの自動車販売 税理士法人辻田会計事務所

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 青木設備工業株式会社 3140001032133 人脈と地縁を活用、駅前・地域密着型のインドアゴルフスクールで収益向上へ 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 洲本市 山口鮮魚 淡路島繁栄の裏で地元の魚仲買が起死回生を誓うプロジェクト 淡路信用金庫

近畿 兵庫県 高砂市 株式会社ＺＥＮＳＩＮ 5140001095327 保育園事業から地域貢献を果たす放課後デイサービス事業へ転換 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社シービット 8140001020835 デジタルシミュレーターによる三密回避のソロテニス練習場の新規事業展開 株式会社アシスト

近畿 兵庫県 神崎郡市川町 株式会社ケイテック 7140001077133 超音波式検査法導入による海外向けＤＯＴ規格ガス容器市場への進出 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社ｍａｉｍａｉｓｈａ 9140002048049 喫茶併設の小さな美術館を機能分離、各々新サービス提供による事業再構築への挑戦 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 南あわじ市 えのもと接骨院 接骨院から非接触型２４時間セルフエステへの事業転換 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 姫路市 安積　貴士 今ある「技術支援」や「人的資源」を最大活用した、新たな美容サービスの多様化にチャレンジします。 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 西宮市 株式会社畠山企画 2140001072576 低額・定額制の「ｗｅｂチラシ作成し放題サービス」によるＶ字回復計画 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 宍粟市 浪漫亭食堂 地元人気居酒屋がシミュレーションゴルフで地域活性化のハブ拠点に 西兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 加古郡稲美町 株式会社日産精機工作所 4140001044598 溶接事業への新規参入による一元管理体制の構築 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社Ｎｅｘｔ　Ｉｎｎｏｖａｔｉｏｎ 9140001126524 次世代足場を利用した中高層マンションの大規模修繕工事の足場設置業への参入 福井寛之

近畿 兵庫県 丹波市 足立自動車鈑金株式会社 6140001040884 地域初の試み！地域の高齢化に対応した先進安全自動車の整備と車検 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ＨＡＶＥＦＵＮ 9140001108480 「モノ」売りから「コト」売りへ。スポーツ＆フィットネスの総合サービス企業へと進化する。 川阪　伸一

近畿 兵庫県 多可郡多可町 桑村繊維株式会社 6140001075476 フットサルウェアＤｔｏＣ事業の展開 有限会社三井経営研究所

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社増田 4140001107784 富裕層向けゴルフシミュレーターを併設したカーディテイリング事業 湯浅　達志

近畿 兵庫県 たつの市 株式会社兵庫測機販売 5140001040547 構造物維持点検サービスへの進出による事業再構築 松永　敏明

近畿 兵庫県 豊岡市 株式会社久保田製作所 8140001055897 最新のデジタル機器、地元高校とのコラボにより、めっき工場からパン屋へ業種転換 税理士法人Ｔ－ＧＡＩＡ

近畿 兵庫県 姫路市 ｃｏｃｏｓｔａｔｅ合同会社 5140003014763 愛犬家とペットが毎日通える全天候型ドッグラン事業 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 明石市 株式会社シシオス 3140001103982 体幹トレーニングにより子どもやアスリートの心と体を育成するスポーツ教室の新規開業 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

近畿 兵庫県 神戸市須磨区 株式会社ベルズ 1140001101831 淡水魚養殖事業 兵庫信用金庫

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社安楽電工 3140001102654 既存事業と当社社員のパン作りノウハウを活かした冷凍パンの製造 姫路信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市東灘区 株式会社ＲＩＮＸｓ 9140001117936 ランゲージ・エクスチェンジを元にしたオンラインプラットフォーム 株式会社イソシエ

近畿 兵庫県 神戸市長田区 神戸須磨書店 「憩いの空間」古書店と美容室が一体化した、ほっこりして頂ける店舗 神戸商工会議所

近畿 兵庫県 神崎郡市川町 株式会社フジ工業 9140001063602 半導体製造装置市場への新規参入によるコロナ禍、物価高騰の克服と事業拡大 但陽信用金庫

近畿 兵庫県 丹波市 ハートパック株式会社 2140001041250 脱プラスチックス包装への対応による新分野展開の実現 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 美方郡香美町 エイワ電器株式会社 3140001056644 電子部品実装技術の高度化により新規ＬＥＤダウンライトの基板事業へ挑戦 株式会社但馬銀行

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社淡味 4140001086112 産地から食卓まで！これからの生鮮サプライチェーン構築のためのハブショップの展開 株式会社みずほ銀行

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社住環境クリニック 4140001102208 高機能をアピールするモデルハウス新設によるリノベーション事業へ転換 尼崎信用金庫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社ＡＣＲＯ 6140001088420 ウィズコロナでも事業持続可能な仕組みで飲食業界に進出 尼崎商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市中央区 クラージュ株式会社 6140001033153 １日１グループ限定！海が見える６００平米の土地を活用したペットも同伴可能なグランピング事業 湯浅　達志

近畿 兵庫県 明石市 株式会社かんさいベイト 5140001109516 釣り餌問屋の小売業への事業展開 日新信用金庫

近畿 兵庫県 淡路市 食堂カフェ　バイオリン 働く女性の身近な癒やしを求めたリトリート施設の新設による、飲食事業から宿泊業への新分野展開 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市灘区 株式会社ドロウファクトリー 7140001096752 自社のデザイン・設計力を生かし、貸別荘事業に進出する 日新信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市西区 株式会社紅諒 4140001100608 サラダチキンの無人販売店舗の出店・運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 兵庫県 姫路市 株式会社友結 7140001114398 人とペットが共に遊べる・学べる新たなペット複合施設の運営事業 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 神戸市北区 株式会社ＬＯＫＫＩ 4140001125704 人流増加エリアでの独自性が高い地域密着型学習塾の新規開校 馬場浩平

近畿 兵庫県 神戸市長田区 有限会社エコライフジャパン 8140002027417 ハウスクリーニング会社が空き家を再生させるリフォーム業へ挑戦！ 西田　和倫

近畿 兵庫県 尼崎市 株式会社明誠建装 7140001109621 ドローン技術を活かした造成工事における測量事業 大阪信用金庫

近畿 兵庫県 神戸市中央区 Ｌ’ＡＶＥＮＵＥ株式会社 5140001057384 低糖質・ビーガン対応冷凍スイーツ等を新規製造販売しＶ字回復 株式会社みなと銀行

近畿 兵庫県 淡路市 株式会社島村 8140001085093 地産土産のプロが地元牛乳のアイスクリーム商品化と販売展開に挑戦！ 兵庫県商工会連合会

近畿 兵庫県 神戸市北区 ウイ塗装株式会社 4140001029401 オリジナル家具のデザイン・販売を行い、快適な自宅オフィスのスペースを提案 ＭＳＣ税理士法人

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社播磨海洋牧場 8140002052308 地域と水産の課題を組合わせ、ＳＤＧｚの観点より新分野展開を図る 姫路商工会議所

近畿 兵庫県 宝塚市 イアフレド株式会社 4140001104030 ヘルスケアアプリ連動のワイヤレスイヤホンのシステム開発 浅野　直人

近畿 兵庫県 西宮市 有限会社森企画 8140002058081 ドッグにグッドなグランピング施設 税理士法人ＨＹＫ

近畿 兵庫県 明石市 学校法人森学園 8140005022316 多可サイクルステーションの設置に伴う地域ＷＥＢメディアサービス 奥　光明

近畿 兵庫県 神戸市中央区 株式会社水登社 4140001021390 自動車産業へ参入　パイプ自動化加工設備の拡販 笹倉　宣也

近畿 兵庫県 伊丹市 株式会社パルス 9140001078815 「施術×運動」をコンセプトとしたトレーニングジム併設の整骨院 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

近畿 兵庫県 姫路市 有限会社英真 1140002047636 インバウンドにも！ファミリー対応１棟貸し【まちなか別邸】の運営 但陽信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 大林創建 自宅スイーツ需要に応える「テイクアウト専門プチパンケーキ」製造小売に参入 京都中央信用金庫

近畿 奈良県 大和郡山市 株式会社スパイナルリンク 3150001022496 運動特化型デイサービスへの業種転換 トーマス株式会社

近畿 奈良県 大和郡山市 スリーライン 地域の価値創出の拠点「クリエイター向けシェアオフィス」の開業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 うえだ歯科クリニック インプラントと矯正を高度化して総合的な歯科治療体制を確立する 株式会社京都銀行

近畿 奈良県 奈良市 株式会社いち屋 4150001020474 グルテンフリー＆ロカボな総菜の製造販売と健康食堂「トング」 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

近畿 奈良県 大和郡山市 株式会社介護のおくむらさん 8150001016824 福祉用具の非接触型中古販売事業計画 奈良県商工会連合会
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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

近畿 奈良県 北葛城郡河合町 安田デンタルラボラトリー ＣＡＤ／ＣＡＭシステムによる製造方法に改革し、顧客ニーズを満たす補綴物で健康増進に貢献 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 橿原市 株式会社タツミ 9150001010669 『高信頼性への革新に向けた３Ｄ画像基板外観検査への業態転換』 税理士法人あおば

近畿 奈良県 奈良市 株式会社白男川 2150001016747 コロナ禍、コロナ後に集客できる飲食新事業への転換 髙司　浩史

近畿 奈良県 奈良市 ＷａｓｈｏｋｕＰｒｅｓｓ 京都文化を持続的に未来へつなぐ 京都中央信用金庫

近畿 奈良県 香芝市 グリーンベアーズカンパニー 大正・昭和初期の洋館の部屋レンタルスタジオ新分野展開事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 フェローファニチャープロダクツ 一般消費者向けオリジナル家具の製造と販売拠点の開設による店舗用什器製造事業からの転換 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 生駒市 ナイヤビンギ ベジタリアンカフェがテイクアウト・ネット販売（物販）をメインとした店舗を新設 大和信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 ａｄｄ　ＰＬＵＳ 古民家を活用した地域と都市の人と経済を結ぶ地域経済活性化事業 やまと税理士法人

近畿 奈良県 高市郡高取町 カイロオフィスあしたか 温活施術で新規患者の獲得＋セラピストへの温活コーチング！ 寺崎　兼司

近畿 奈良県 磯城郡川西町 株式会社吉村モータース 9150001011378 中古車をリフレッシュ！循環型社会に対応した新規販売方法の確立 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 生駒ミナト整骨院 メディセル導入！幅広い治療を行い、幅広い症状改善・幅広い年齢層の獲得を狙う 寺崎　兼司

近畿 奈良県 生駒郡三郷町 アベノ日本一 毘沙門天の使い百足（むかで）の卵型ドーナツ開発で新規需要開拓 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 吉野郡天川村 杉本銘木・オートキャンプとちお コテージ建設による新たな顧客層獲得と収益性の改善 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 株式会社福井商会 7150001002098 脱炭素社会実現に寄与するカーボンニュートラルＬＰＧ販売事業への業態転換 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 奈良市 株式会社丸野金属 5122001027039 ミックスプラスチックからマテリアルリサイクルプラスチックへの転換 株式会社関西みらい銀行

近畿 奈良県 奈良市 株式会社やまと蜂蜜 1150001002467 低粘性飲料の紙カートン充填技術の獲得による中国コーヒー市場への進出 株式会社ゼロプラス

近畿 奈良県 大和高田市 豊富住建株式会社 9150001013110 「子供の面倒をみながら家で仕事ができる」次世代の新しい家づくり事業への挑戦 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 北葛城郡王寺町 パラダイスバーガーズ “グルテンフリー＆ローカーボ＆高たんぱく”最強健康ハンバーガーで、身も心も元気になる「本格派健康志向カフェ」の展開 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 橿原市 藤井株式会社 9150001010883 自社特許技術を活用、「超軽量」「超吸水」製品でＥＣ市場開拓へ			 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 葛城市 株式会社吉川国工業所 5150001013659 サポイン事業のＣＮＦ複合樹脂製品実装化及びバイオ複合樹脂販売による川上産業新進出で環境配慮型企業として成長する 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 御所市 石川化学工業株式会社 4150001014781 エンジニアリングプラスチックによる新分野展開を通じた高付加価値事業への転換 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 北葛城郡河合町 ラッフルズオート 先進レーザー装置導入による自動車整備の革新と顧客満足度向上 公益財団法人奈良県地域産業振興センター

近畿 奈良県 大和郡山市 菓子工房秦製菓株式会社 4150001019590 「新しい生活様式」に対応したポストコロナの和洋菓子の製造販売 堀江コンサルティングオフィス株式会社

近畿 奈良県 宇陀市 山本建設株式会社 2150001009825 ドローン操縦技能の普及と高度化で地域産業の高度化に寄与する 一般財団法人南都経済研究所

近畿 奈良県 奈良市 香薬房 「漢方セルフカフェ」と「煎じ代行サービス」を加えた「体験型漢方薬局」の実施 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 株式会社川東履物商店 2150001025467 履物文化発信基地構築による自社ブランドと地場産業の活性化を目指した再構築事業 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 橿原市 株式会社アドバンス 5150001012074 コロナ禍でニーズが急増中。中古トラックとキャンピングカーの洗車「専門」サービス事業への挑戦 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 奈良市 株式会社Ｒｅｌｉｅｆ 5150001022916 整骨院の知識・技術でシナジー効果を狙った美容院への新分野展開 京都中央信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 小松建築設計事務所 多様な業種に対応したコロナ対応型シェアキッチンの運営 升谷道教

近畿 奈良県 北葛城郡王寺町 株式会社サンキ 1150001012796 樹脂鏡面加工機の国内導入による、商品付加価値の向上及び顧客満足度の向上 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 奈良市 有限会社ラブレゾナンス 3150002001945 待ちの姿勢から攻めの営業へ！飲食店経営でお客様との接点づくり 奈良商工会議所

近畿 奈良県 高市郡明日香村 ヤマモトソックス株式会社 5150001011472 靴下業界初の生分解性繊維で作るエコロジーソックスの開発とＤ２Ｃの実現 水上　和之

近畿 奈良県 大和高田市 ふくすけや 安心安全で健康にこだわり、地元の活性化に繋げるベーカリー事業への転換 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 株式会社つるや 6150001018566 芸舞妓オンラインスクール 一般社団法人公益活動サポートセンター

近畿 奈良県 橿原市 ビル・エイド株式会社 9150001020569 ２４時間３６５日柔軟な働き方に対応するサテライトオフィス事業 福本　功

近畿 奈良県 橿原市 ＫＯ．ＣＲＥＡＴＥＳ株式会社 9150001025205 セントラルキッチン新設によるデリカテッセン事業と介護ケータリングへの業態転換 角井　崇文

近畿 奈良県 吉野郡吉野町 柿の葉すし　ひょうたろう 「待ち」から「攻める」営業へ！既存の強みを活かした卸販売事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 奈良市 桐語貿易株式会社 2150001018867 薬膳料理店発展計画書 中村　徹

近畿 奈良県 奈良市 株式会社良金興業 2150001002565 “地域の高齢者の憩いの場に”地域特産品を使用したバリアフリーカフェ事業 株式会社愛知銀行

近畿 奈良県 北葛城郡河合町 株式会社グルメＮＥＴ 4150002010318 百貨店の惣菜対面販売から鮮度保持冷凍技術導入とＥＣ通販事業 安田　有一

近畿 奈良県 生駒市 株式会社ワイズ 1150001007771 地元奈良の食材を生かしたラーメン店で地域活性化 星　雄仁

近畿 奈良県 奈良市 株式会社かんとりい 3150001019815 オーガニック食品の宅配業への新分野展開で売上を回復する 奈良商工会議所

近畿 奈良県 奈良市 カフェアンドレストランプール フランス仕込みのシェフによるフランスの本格焼き菓子店の開発 髙瀬　哲也

近畿 奈良県 橿原市 田中瓦工業有限会社 3150002010748 深刻化する空き家問題解決に貢献！屋根工事業で培ったリソースを活かして解体工事業へ新分野展開			 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 香芝市 株式会社はしもと商店 5150001022107 急速冷凍機の導入による「急速冷凍瓦そば」の開発、テイクアウト販売への業態転換 株式会社シャイン総研

近畿 奈良県 五條市 新濤和産業株式会社 7150001016387 プラスチック製品の製造事業の立ち上げ 丸山　千寿

近畿 奈良県 生駒市 株式会社クレイル 8150001004829 外構工事の自社施工と大工塾の開講による新分野展開への挑戦 田中　道彦

近畿 奈良県 天理市 株式会社佐倉 7150001024646 建築施工事業から加工事業に進出、一気通貫体制で競争力を強化 中村　誠

近畿 奈良県 御所市 株式会社井上自動車 1150001018455 市内で唯一のＡＳＶ整備対応による事業用車両向け車検事業への進出 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 根来僚 奈良ブランドの高級焼肉とおもてなし接客で事業再構築を図る！ 野竿　健悟

近畿 奈良県 宇陀市 株式会社小春日和 9150001025460 発酵食品テイクアウトとＥＣ立ち上げによる地域連携と健康支援 セブンセンス税理士法人

近畿 奈良県 葛城市 株式会社鳶真 2150001021268 次世代マルチアングル工法法面足場を利用した法面足場工事への新たな取り組み Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

近畿 奈良県 大和高田市 彩和奏　心み 差別化メニューとして奈良県産ジビエ肉や地場産食材を使うオリジナルソースかつ丼店の展開 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ＫＯＷＡ 2150001012713 鉄骨にかかる軽量二次部材製造加工分野への進出について 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 生駒郡平群町 有限会社曽我乃家本店 2150002006342 究極の時短料理！和菓子職人の技術を活かした魔法の調味料の開発 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 桜井市 特定非営利活動法人おひさまひろば 4150005004614 療育＆保育経験を活用！生活介護と地域交流で思い切った新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

近畿 奈良県 奈良市 アップルデンタルクリニック 予防矯正の提供を中心とする健康増進型歯科医院への再構築計画 北浜グローバル経営株式会社

近畿 奈良県 宇陀市 侑大運輸株式会社 3150001010212 新たに営業倉庫事業を開始することによるトラック輸送網の集約化 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 磯城郡田原本町 上古代工芸社 地産地消を掲げたラグジュアリーナイトカフェによる地域活性化 株式会社フラッグシップ経営

近畿 奈良県 葛城市 有限会社山下製作所 5150002009441 アナログ加工機と最新型複合旋盤の組合せによる半導体製造装置市場への進出計画 島本　昌一

近畿 奈良県 北葛城郡王寺町 奈良仏像彫刻舎 陶芸教室と陶器陶人形制作卸事業から小売店展開事業への参入 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 橿原市 株式会社Ｆｒｅｅ　ｃｈｉｌｄ 4150001020557 犬の専門家と服飾専門家が業務提携して提供する犬の衣装製造販売及び写真撮影サービス 岡田　啓秀

近畿 奈良県 宇陀郡曽爾村 森のオーベルジュ　星咲～きらら～ オーベルジュが過疎地域で挑戦する一日一組限定の高級貸しコテージ事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 北葛城郡広陵町 株式会社ケッチファクトリー 1150001017523 コロナ禍での癒しを提供する非日常南国風カフェ×美容サロン		 株式会社南都銀行

近畿 奈良県 天理市 株式会社奥田工務店 8150001020652 木造住宅の工務店による建築端材を利用した家具製造販売業への挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 奈良県 橿原市 株式会社マルマツ 9150001011915 オール電化の介護サービス　包括型グループホームの立ち上げ ウィズ経営コンサルティング株式会社

近畿 奈良県 天理市 株式会社松田工業 5150001023658 溶接業が手掛けるアイアン家具セレクトショップ 税理士法人あおば

近畿 奈良県 天理市 合同会社ほうせき箱 2150003001276 日本初の奈良県産「柿の葉茶」専門店新設事業 奈良県商工会連合会

近畿 奈良県 桜井市 有限会社エム・ディー 9150002007053 独自の製法によるオリジナル冷凍食肉製品の製造 大和信用金庫

近畿 奈良県 奈良市 未来創造マネジメント株式会社 1150001009132 間人の地域事業者と提携し、町全体をホテルに見立てた宿泊施設の設営 かなえ経営株式会社

近畿 奈良県 橿原市 株式会社高橋商店 6150001010647 Ｉｏｔコインランドリー×高級カーケア×灯油配送インフラ整備によるＳＳの事業再構築 中村　晃

近畿 奈良県 大和高田市 東武建設株式会社 2150001022448 奈良県初！託児所付き総合美容施設による美容業界の技術革新 株式会社ダイワマネジメント

近畿 奈良県 北葛城郡上牧町 株式会社上杉食品 5150001014764 こんにゃくメーカーの無添加レトルト総菜で食の安全と楽しみを守る！ 山田　順也

近畿 和歌山県 岩出市 美肌脱毛グリュック トリートメントエステによるトータル美容のワンストップサロン 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 南海染料製造株式会社 6170001002452 日本で唯一無二の有色スルホン化技術による黄色染料新規生産 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 株式会社フジ電装 2170001002877 あらゆる看板製作ニーズに応えることにより地域の経済活性化に貢献 星　雄仁

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ディープジャパン 3170001000608 キッチンカーの総合商社を設立し、地方創生に寄与する 税理士法人あすなろ

近畿 和歌山県 海南市 美容室もーぶ 美容室に併設した脱毛サロン　キッズ・ジュニアの脱毛需要を開拓する 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 有田市 株式会社古川組 8170001007409 社会のインフラを支える！管工事事業参入で総合建設業として１００年企業へ 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 株式会社平山 7170001002815 高性能複合縁貼り機等の導入による家具Ｄ２Ｃ販売事業の展開 ミレ信用組合

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 西風大工 未病診断システムで未病診断・健康経営サービスの展開 高橋　巧磨

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ｓａｓｑｕａｔｃｈ 2170001013263 若者ｐｈｏｔｏカルチャー発信事業で、シャッター通商店街の再復興を目指す！ 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 麺屋ひしお 生麺製造販売 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 紀の川市 株式会社エヌエス 4170001008385 古民家を活用した体験型宿泊業にチャレンジし地域活性化を！ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 海草郡紀美野町 和花菜農園 農林埜里家　ひぐらし　（のりのりや　火暮らし） 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 オフィスグリーン 動画広告製作および公開による視聴回数に応じた広告事業 岸川　勇生

近畿 和歌山県 橋本市 音楽工房 民族楽器・音楽・文化の教授と販売事業 橋本商工会議所

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 ウインドセンター　〇紀工業 地域初！いつまでも美しくありたい女性のためのエステサロン 高橋　巧磨

近畿 和歌山県 和歌山市 ２１９＿７ｒｏｏｍ まつ毛エクステサロン＆写真スタジオで地域ニーズを獲得 前薗　浩也

近畿 和歌山県 御坊市 ココロヘアー 地域の魅力を力に海辺のトータルビューティーの挑戦 税理士法人きしゅう会計

近畿 和歌山県 紀の川市 株式会社前田 6170001008276 老舗ラーメン店によるあんこを使った新しい食の価値の提供 大八木　勇毅

近畿 和歌山県 和歌山市 岩本石油株式会社 5170001000291 ガス事業のＤＸ化でＣＯ２削減と成長を実現！ＬＰＷＡ導入 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 東牟婁郡串本町 和歌山南紀センター 高齢者層と新成人をターゲットとする理美容サービスと写真事業 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 株式会社クライス 4170001009912 “新しい和歌山の銘菓”出店による新分野展開計画 沼崎　健一

近畿 和歌山県 有田市 株式会社ユニワールド 3170001007438 ＰＵＭＡワークウエア及びＰＵＭＡワークグローブの企画開発による事業再構築 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 株式会社キーポイント 2170001014732 「国産」のペット仏壇の商品開発および販売事業 株式会社関西みらい銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社丸幸 2170002003544 冷凍水産食品製造の自動化と学校給食用白身魚フライの製造・販売の実施 株式会社南都銀行

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 株式会社アクシス 7170001009777 和歌山県白浜町産のオリーブを使った加工品製造・販売事業 株式会社リアリゼイション

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社Ｌ． 1170001016829 温室設備を用いた高品質な観葉植物の栽培及び対面・ＥＣ販売 水城　実

近畿 和歌山県 橋本市 ペットシッターランド 高野山等の観光客改善を見越したペット同伴可能フルーツジュース販売事業への挑戦 橋本商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ＲＥＦＯＲＭ 5170001000531 三次元フレーム計測システム導入による自動車整備の受注拡大計画 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社フーズファイル 8170001008381 食に新たな選択肢を！地産地消の温かみを感じる高齢者施設向け惣菜デリバリー事業 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Ｈｏｕｓｅｌａｎｄ 9170001015294 不動産の空間スペースを最大活用する３Ｄデジタル広告事業への参入 株式会社池田泉州銀行

近畿 和歌山県 田辺市 宮惣ケミカル株式会社 1170001008933 化学材料を撹拌して粘土形状の鉄粉取りクリーナーを製造する計画 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 海南市 株式会社名手酒造店 7170001005792 新ジャンル「スパークリング日本酒＆低アルコール原酒」による新たな市場開拓 海南商工会議所

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 小守デンタルラボラトリー ＣＡＤ／ＣＡＭ設備導入によるデジタル化と新素材の活用による次世代型歯科技工所の構築 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 和歌山市 クワトロ 地元の餡子を用いた「あんバターサンド」ブランド強化で事業再構築 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 株式会社小竹農園 1170001008660 大手デパートで高級梅干を販売してきた当社が、小ロットの製造を開始し食品ロスの軽減を目指す！ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 岩出市 増田米菓株式会社 2170001008255 有機あられと有機玄米シリアルを国内外で販売する事業 株式会社池田泉州銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社エイコーコジマ 1170001000361 自動採寸機能を有する制服販売アプリの開発・販売 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社サンフレックス 7170001001420 農場直営の『ブランド豚』を消費者目線で扱う食品小売店開業 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 理容ドラゴン 男性客だけでなく、女性客や高齢者を対象とする新事業への挑戦 和歌山商工会議所

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社ビューティー 3170001013139 板金塗装業、及びロードサービス業の立上げ 丸山　千寿

近畿 和歌山県 日高郡印南町 株式会社フジ田産業 3170001010375 県内初の初心者から中級者を対象にした体験型キャンプ専門店の出店 株式会社フラッグシップ経営

近畿 和歌山県 紀の川市 株式会社レンタリース和歌山 5170001013483 「コインランドリー×カーサービス」によるシナジー効果を発揮！複合型コインラン 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社マスメン 9170001003035 生活スタイルに応じた快眠コーディネート事業の展開 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社千尋 8170001001782 心身を整え、パワーをチャージするサウナ事業への進出 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 吉松米穀株式会社 6170001007534 美味しいお米を地域の方々へ直接届けたい！米のプロが始める飲食事業計画 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 ベネフィット株式会社 1170001005435 ラピュタの島の街、和歌山加太で昭和レトロなレストハウス事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社シーエス・キュウ 9170002005030 和歌山の魅力を全国に発信する地産地消重視の高級パン専門店の新展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

近畿 和歌山県 橋本市 水落工業株式会社 4170001010754 新製品のショートエルボの製造と新たな市場開拓を図る事業計画 株式会社日本修身経営

近畿 和歌山県 伊都郡かつらぎ町 青山チップ 産業廃棄物処理業に参入し、廃材をバイオマス発電燃料に！ 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 越内事務所 人材研修サービスで新時代の「コンサルのできる社労士」に！ 高橋　巧磨

近畿 和歌山県 有田市 株式会社上友農園 6170001014324 ＳＤＧｓ推進、規格外みかんを活かした、高糖度みかんジュースの新商品開発と製造施設の設置 和歌山県中小企業団体中央会

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社共立産業 5170001000960 当社の強みと機会を活かす事業系リフォーム事業での新分野展開計画 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社ワールドエージェンシー 7170002005115 魅力ある地域にもっとモビリティを！レンタカー・カーシェア事業 岡　京子

近畿 和歌山県 東牟婁郡那智勝浦町 株式会社加治安 8170001011633 感染症蔓延などの外部環境に影響されない付加価値の高い水産加工食品開発へ 株式会社三十三銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社音和産業 3170001006902 電気の専門家集団として、災害に強いまちづくりに貢献する 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 音楽文化堂ピアノワールド 音楽ホール建築による地域活性化！和歌山を音楽の街へ！ 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 日高郡みなべ町 株式会社佐々木農園 5170001009787 規格外梅を活かした「梅スイーツ＆梅シロップ」の新商品開発と製造施設開設事業 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 田辺市 トータルビューティマネージメント　インディ 愛犬とともに世界遺産の自然と食が満喫できるドッググランピング施設の運営 植田　竜夫

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社武田建設 8170002002359 オーダー家具ショールーム・ＤＩＹツールショップ併設型　健康と環境に配慮したヘルシーなカフェを開店します 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社村上コンクリート工業所 5170001008938 残土の受入事業による業種転換 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 有限会社大黄印刷 3170002002223 印刷業における製本工程内製化による競争力向上 株式会社あさひＣ＆Ｃ　Ｏｆｆｉｃｅ

近畿 和歌山県 紀の川市 株式会社小川製作所 9170001007746 半導体製造装置の高精度の部品製造により事業を強固にする計画 株式会社商工組合中央金庫

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社ラポール 7170001012979 和歌山県内初の法事・法要専用会館事業						 株式会社アカウティングプロ

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社アイシン 7170001015973 地元商店街復興の起爆剤なり得る「近隣ニーズに応える韓流スイーツカフェ運営 株式会社エフアンドエム

近畿 和歌山県 西牟婁郡白浜町 ＯｃｅａｎＨｏｕｓｅＳｈｉｒａｈａｍａ オーベルジュとヴィラを融合した新たな宿泊施設への事業転換 和歌山県商工会連合会

近畿 和歌山県 田辺市 株式会社山本建設工業 6170001014142 ＩＣＴ建機の導入による建設工事市場における新市場開拓事業 株式会社ジャストコンサルティング

近畿 和歌山県 有田郡有田川町 株式会社合同興業 9170001010329 乾式吹付工法の技術習得により、今後、急増する社会インフラ設備の維持補修市場で新分野事業を展開する 瀬藤　啓司

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社大輝製作所 3170001007834 〇 新設備の導入と連携体の構成による建設機械分野への進出計画

近畿 和歌山県 岩出市 株式会社ダイヤテック 4170001007841 〇 新設備の導入と連携体の構成による建設機械分野への進出計画

近畿 和歌山県 西牟婁郡上富田町 ナカト産業株式会社 6170001014786 次世代環境配慮型燃料「ＧＴＬ燃料」油槽所開設による新分野進出 株式会社紀陽銀行

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社紀州まちづくり舎 8170001013530 駅近の芝生公園における屋外の屋根付き多目的レンタルスペース運営事業 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 株式会社ヴァイオス 1170001002622 下水道の検査・高圧洗浄事業を展開する当社が「下水道管の補強・補修」並びに「無機性汚泥の農地還元事業」に取り組む 株式会社池田泉州銀行

近畿 和歌山県 日高郡日高川町 株式会社ライトスタッフ 5170001014705 旅館ビルの活用によるレンタルスペース運営事業 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 株式会社有北秀雄商店 5170001000151 美容室とカー用品店がコラボ！新規顧客の相互獲得で収益体質改善 税理士法人ＫＴリライアンス

近畿 和歌山県 和歌山市 株式会社日本保缶工業所 7170001002583 メンテナンス業者が挑む物造り製缶事業 公益財団法人わかやま産業振興財団

近畿 和歌山県 橋本市 小林農園 地域雇用創出！ＤＸ導入によるｗｉｔｈコロナいちご観光農園事業 橋本商工会議所

近畿 和歌山県 和歌山市 土井福商事株式会社 4170001002207 移動販売によるこだわりのたまごサンド、飲食店人気メニュー冷凍配達事業 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 株式会社キタノヤ 9170001015947 内装工事事業者による法人向け福利厚生施設として展開するスポーツジム運営事業 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 ＥＳＴＡＴＥ　ＬＩＮＫ株式会社 8170001014347 「ゼロ・エネルギー化した低層スモールオフィス」の開発及び、製造、販売で新しい不動産価値を創造する事業 瀬藤　啓司

中国 鳥取県 西伯郡南部町 株式会社ミキソーイングスタジオコーポレーション 1270001003874 アパレル衣料品の製造技術を活かし、インテリア製品市場へ参入 クレアスト株式会社

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社キリンクラフト 1270001006489 エクセルのように業務ソフトとして使えるクラウド型ＲＤＢの開発 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 鳥取県 倉吉市 株式会社ウッドプラスチックテクノロジー 1010001119515 再生ＰＰバンド製造事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫 商工中金リース株式会社

中国 鳥取県 境港市 フォーカス 地元市民のカーライフを支える！自動車整備事業への新分野展開 井上　拳

中国 鳥取県 鳥取市 ミネル株式会社 7270001000247 南蛮大名ゆかりの地の古民家を民宿に改修して始める国際交流拠点創造事業 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社澤寿運輸 1270001002744 自社の強みを生かしたＢｔｏＢｔｏＣ新事業の展開 鳥取県商工会連合会
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中国 鳥取県 鳥取市 株式会社Ｂ－ＲＩＳＥ 2270001002859 地域初！非対面・非接触の無人シミュレーションゴルフ事業に参入 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社いなば仁風会 4270001006461 医療との連携により、既存事業とシナジー効果を追求～機能訓練強化型デイサービスへの進出～ 株式会社山陰合同銀行

中国 鳥取県 境港市 大海株式会社 2270001004013 深絞真空包装機を使用した完全真空包装・ノントレーの干物製品の製造 山陰みらい税理士法人

中国 鳥取県 倉吉市 株式会社丸十 8270001005146 現代アートと大型空き倉庫の親和性による新たなビジネスモデルの構築 アザレア税理士法人

中国 鳥取県 東伯郡琴浦町 永禮自動車販売有限会社 7270002009527 アライメントを標準化した電子制御装置整備による新規需要獲得 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 鳥取市 アロー産業株式会社 1270001000145 パワー半導体向け大電流対応基板の製造による新分野への進出 公益財団法人鳥取県産業振興機構

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社ドリームかわはら 8270001002424 パン工房整備事業 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 境港市 株式会社ラインデザイン一級建築士事務所 7270001007655 パノラマロケーションと星空、サウナで整うゆったりとした時間を過ごすホテル 株式会社島根銀行

中国 鳥取県 倉吉市 有限会社大平フードシステム 8270002010384 老舗焼肉店が新発売！“梨ダレ・焼肉セット”外販による事業再構築 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 八頭郡智頭町 牛臥電気工事有限会社 7270002004627 地域の廃棄食材の活用から生まれる地域資源（食材・人材）の好循環創出事業 西日本税理士法人

中国 鳥取県 東伯郡琴浦町 株式会社ｕｅｎｏ‐ｅｄｐ 5270001005842 住宅専門マッチングアプリの開発・提供による事業の再構築 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 鳥取市 株式会社アドバンスコーポレーション 1270001002257 キャンピングカー＆グランピングでオールとっとり体感プロジェクト 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 西伯郡日吉津村 株式会社味屋コーポレーション 7270001003893 地域資源を使った冷凍調理食品製造への参入と全国展開による新たな収益構造の確立 鳥取県商工会連合会

中国 鳥取県 米子市 株式会社ピアベール 1270001003511 葬祭業から体験型観光業への経営多角化による皆生温泉活性化計画 米子信用金庫

中国 鳥取県 境港市 碧と風 シミュレーションゴルフで健康維持と新しいアフター５の構築 株式会社島根銀行

中国 鳥取県 鳥取市 農事組合法人広岡農場 6270005000351 空山地勢を活かした農・食・観光オープンイノベーション事業 公益財団法人鳥取県産業振興機構

中国 鳥取県 鳥取市 新沼敬行 地域みんなでＳＤＣｓを実現するグルーカルなエコボンパーク事業 株式会社鳥取銀行

中国 鳥取県 米子市 株式会社スペック 2270001003329 ＩｏＴを活用した環境計測・感染症対策システム「みえるわ」の企画販売 株式会社島根銀行

中国 鳥取県 西伯郡南部町 カフェ　てまり 食肉加工事業参入による事業継続 鳥取県商工会連合会

中国 島根県 松江市 渡部印刷株式会社 1280001000813 デジタルサイネージを活用したデジタル広告業への参入 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 益田市 有限会社森谷 8280002010383 ＤＸを活用した益田市の「女性の活躍支援」集い相談できるコワーキング事業展開 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 浜田市 株式会社Ｓ．Ｅ．Ｉ 1280001006793 イルミネーションフルカラー電飾「ｔｗｉｎｋｌｙ」販売事業への参入 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 いづも縁結び整骨院 美容への意識が高い２０－３０代女性向けのＳＷＩＭＳ・陶板浴を用いた美容整体サービス カタチクリエイト株式会社

中国 島根県 安来市 有限会社紅葉館 4280002004629 田舎の精進料理旅館が始めるワーケション対応滞在型宿泊事業 株式会社島根銀行

中国 島根県 浜田市 有限会社電技社 4280002008398 フロン類処理業参入で地方から地球温暖化対策 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 株式会社川端 9280001006902 雲南市を愛する店主が、雲南地方独自の郷土寿司店を開店！！ 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 株式会社ジンザイスチール 1280001003213 ジャバラユニット工法による元請企業満足度向上と自社収益力向上 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 有限会社中村茶舖 4280002001618 日本茶スタンドの新設、キッチンカーの導入による日本茶ドリンク・スイーツの販売 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 有限会社つねまつ酒店 2280002001479 飲食店等の事業者向け酒類販売事業から個人顧客向け酒類販売事業への新分野展開 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 圓工事有限会社 4280002000347 水道管工事業への新規参入による、売上増加・生産性向上計画 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 安来市 秦精工株式会社 3280001002444 航空機からグリーンエネルギーへ　蓄電池部品への参入 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 益田市 益田興産株式会社 3280001005109 ＦＡコンクリート、環境配慮型コンクリートの普及拡大を通したカーボンニュートラルへの貢献 株式会社山口銀行

中国 島根県 安来市 かばはうすホールディングス株式会社 1280001002396 地域初となるベーカリーとフィットネスジム併設型店舗による地域活性化 セブンセンス税理士法人

中国 島根県 松江市 株式会社千茶荘 3280001000415 松江初！体験型お茶ラボと健康志向の差別化新商品で新規需要を開拓 公益財団法人　しまね産業振興財団

中国 島根県 松江市 有限会社大廣建設 5280002001303 仮想空間展示場と環境配慮型住宅モデルハウスの開設によるＤＸとＳＤＧｓの取組強化 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 ｆａｎｇ　Ｓｏｎｇ マッサージからヘアカットまで、新形態「健康美容ワンストップサービスサロン」の事業展開 島根県中小企業団体中央会

中国 島根県 松江市 株式会社テクニカルカンパニー 4280001002559 シルバー活用運営型会員制娯楽設備（ゴルフ練習場＆サウナ施設）への新分野展開 税理士法人矢尾井会計

中国 島根県 松江市 株式会社宍道建設 8280001000922 地球環境に優しい残土処理場運営～その後は緑化活動をして山へ復元～ 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 結び株式会社 8280001006473 新規顧客層の獲得による安定的な経営基盤の確立 株式会社フォーバル

中国 島根県 安来市 やすぎ観光みかん園 ネット販売事業にシフトし、持続的な農業経営を！ 安来商工会議所

中国 島根県 松江市 株式会社八束電工 2280001000779 電線ユニットの製造事業への参入 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 安来市 有限会社松本デンキ店 2280002004911 家電販売の経験と技術を活かした特色あるリフォーム専門店の開店 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 益田市 ＧＲＩＮ セルフ写真館を併設しスタジオを活用した新たなサービス展開事業 益田商工会議所

中国 島根県 松江市 株式会社秀玉堂 5280002000973 出雲ブランド×大手アパレルブランドとの共創による新分野展開プロジェクト 松江商工会議所

中国 島根県 大田市 ｓｔｉｔｃｈ　ｃｒａｆｔ こだわりのオーガニック素材を利用した子供服の製造販売 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 有限会社大信漢方薬品 2280002005604 先端のシミュレーションゴルフ機材導入によるインドア練習場事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 松江市 ＬｏＴａ森田屋 地域資源と飲食のノウハウを活かした美肌カップアイスの卸売事業 島根県商工会連合会

中国 島根県 出雲市 有限会社玉木製麵 2280002006370 ＤＸを活用したデリバリー事業の構築 株式会社フォーバル

中国 島根県 益田市 益田石油株式会社 8280001005112 『地域を活性化したい！緑ヶ丘ＳＳでの複合サービス事業』 株式会社山口銀行

中国 島根県 雲南市 有限会社オンダクリーニング 7280002011259 閉店後は無人受付で行う「非接触」２４時間クリーニングの取り組み しまね信用金庫

中国 島根県 安来市 株式会社シオミ 3280001002411 次世代システム吊り足場を利用した橋梁足場工事事業への進出計画 窪　孝史

中国 島根県 浜田市 渡洋自動車整備工場有限会社 2280002008846 高付加価値車両のオリジナル製作＋廃版パーツのオリジナル製造で全国展開 島根県商工会連合会

中国 島根県 浜田市 株式会社ヒューマン・ハンド 6280001007234 手作業・軽作業のパイオニアが手掛ける倉庫・発送代行業 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 高田精機 金属加工業からオフロードバイクの情報発信基地への転身 株式会社島根銀行

中国 島根県 松江市 株式会社アテナ 8280001000047 自社の経営リソースを活用した「３本の矢（新事業）」で売上回復 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 出雲市 三共鋼機株式会社 4280001003160 溶接ロボット導入によるウィズコロナに向けた大型建築物市場への進出 株式会社ゼロプラス

中国 島根県 松江市 フジキコーポレーション株式会社 9280001000624 企業向け健康サポートシステム事業への新規参入 株式会社山陰合同銀行

中国 島根県 松江市 株式会社エブリプラン 6280001000115 空家を現代の価値に変化させる古民家・古材活用流通事業 税理士法人矢尾井会計

中国 島根県 江津市 株式会社三維 3280001004622 「土を食らう町、江津」実現に向けたオーガニック商品・食品分野への展開 日本海信用金庫

中国 岡山県 玉野市 Ｂ＆Ｓ航平整骨院 「きつい」から「楽しい」トレーニングへ、遊び感覚で鍛える　ＦＵＮ　ＦＩＴ　ＢＯＸ　ジム事業 笠岡信用組合

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社川空山海 8260001030310 自社ブランド商品の開発・製造・ネット販売開始による事業再構築 株式会社四国銀行

中国 岡山県 瀬戸内市 ｌｉｌｙ 働き方改革のための【花で彩る空間コーディネート】事業 宮里　悠司

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ブルースカイ 3260001032781 視認性を高めて交通事故予防「再帰性反射材を使用したランドセルカバー」の販売 岡山商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社フクちゃんフーズ 9260002015581 ラーメン卸売業者によるコストパフォーマンス重視の対面式天ぷら店直営への挑戦 吉田　正人

中国 岡山県 岡山市北区 Ｄａｎｃｅ　Ｓｔｕｄｉｏ　ＳＴＯＭＰ ダンスレッスン動画のサブスクリプション販売事業 ＩＴプラン株式会社

中国 岡山県 岡山市中区 ＳｗｅｅｔＳｕｅ 魅せるアパレル店舗を目指して、製販一体型体験ショップの展開 山口　大輔

中国 岡山県 備前市 有限会社福井堂 3260002031997 健康に配慮した低糖質和洋菓子のＢ２Ｃ／Ｂ通販 大倉　宏治

中国 岡山県 岡山市南区 有限会社ケーナイン 9260002003495 ペットの出張トリミングサービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 岡山県 岡山市北区 Ｊクレール 未病診断システムで未病診断・健康経営サービスの展開 岡山商工会議所

中国 岡山県 和気郡和気町 焼肉　勘 和気唯一の焼肉店が挑む地域野菜メインの惣菜テイクアウト事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 株式会社鈴木 1260001013692 外壁洗浄業界に参入し、住まいの総合クリーニングサービスを提供 福田　虎大郎

中国 岡山県 玉野市 相賀佛光堂有限会社 8260002032628 高齢化社会に対応する新サービス開始による事業再構築 玉野商工会議所

中国 岡山県 玉野市 株式会社ｋｕｒｏｎｕｓ 6260001034701 リモート天体観測サービスの提供事業 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社立身 7260001023273 高級和食料理店が挑戦する移動販売車による親子丼販売事業 税理士法人久遠

中国 岡山県 倉敷市 株式会社フルサイト 7260001025600 地元フルーツを活用した直売所及びカフェ新設による新分野展開 株式会社広島銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社Ｒｉｃｅｔｔａ 3260001035025 「アフターコロナはデリカテッセンで贅沢な食卓を楽しもう」 大倉　宏治

中国 岡山県 岡山市東区 石橋観光株式会社 1260001008189 店内飲食・テイクアウトを利用されない方向けの冷凍無人販売の開始 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＳＯＩＲ　ＪＡＰＡＮ 9260001030697 シングルマザーの多様な働き方を支援する２４時間エステサロン 大倉　宏治

中国 岡山県 美作市 株式会社英田エンジニアリング 8260001020708 ラジエータメーカ要請の超高精度金型に挑戦し、コロナ禍を克服する。 株式会社中国銀行
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中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ジャパンウェブコンタクトセンター 2010401121953 サブスクアプリを開発・販売することで業態転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 岡山県 倉敷市 伊井工業株式会社 4260001015249 Ｖ字回復に向けて「ダンプタイヤ洗浄装置」の製造事業へ進出 株式会社ゼロプラス

中国 岡山県 倉敷市 くらしき水道レスキュー 「古い空き家の買取・再生・再販事業」による事業再構築 倉敷商工会議所

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社壱屋 9260001011565 食育と経験ノウハウで地域の児童の自立支援を促進する放課後等デイサービス施設の開発 井上　右策

中国 岡山県 倉敷市 株式会社美巧 5260001026674 ＤＸを活用したＢｔｏＣ販売への挑戦　ＤＩＹサロンの運営 安　剛志

中国 岡山県 岡山市中区 Ａｄａｍ法律事務所 次世代を見据えたＤＸを活用した法律相談窓口の開設 齊藤　雄一郎

中国 岡山県 小田郡矢掛町 株式会社平野鉄工所 9260001018115 四面ボックス柱製造ラインの構築による超々高層ビルへの対応 株式会社中国銀行

中国 岡山県 津山市 前田畜産運送有限会社 8260002029384 【バイオマス発電の効率ＵＰに貢献！】水分調整技術活用による高品質木質チップ製造へのチャレンジ！ 株式会社エフアンドエム

中国 岡山県 岡山市北区 サンヨー・マシンパーツ株式会社 8260001006178 ＥＶ向け自動機部品への新進出によるグリーン成長事業 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 玉野市 株式会社岡萬 4260001027665 食料・農林水産業における市場ニーズに対応した新商品の導入及び研究開発 玉野商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社中原製作所 5260001004911 水素発電用タービン及び、水素ステーション関連部品の生産設備の設置・運用 株式会社中国銀行

中国 岡山県 真庭市 株式会社ヤマサキ 1260001022900 切削チップ製造分野への新分野展開によるグリーン成長戦略の推進 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 備前市 株式会社竹田鉄工所 3260001021603 航空エンジン部材から、水素・アンモニア混焼発電部材への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中国 岡山県 久米郡美咲町 有限会社藤昇工作所 6260002028958 特許の具現化による発電関連分野の部品製造 津山信用金庫

中国 岡山県 和気郡和気町 日本シール印刷有限会社 2260002031107 凸版印刷事業からデジタル印刷事業参入による事業再構築 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社タイト 6260001029924 オガクズ、モミガラ等を再利用した固形燃料製造販売事業の展開 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 上田工業株式会社 7260001029106 産業ガス・インフラメンテナンス分野への新規参入による建設業から製造業への業種転換 水島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 日本ＡＲＣ株式会社 2260001027576 ニーズを捉えたラジコン草刈り機メーカ事業への参入事業 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 津山市 エンジニアリングサービス株式会社 8260001020451 ドローンを用いて建築物等の点検、災害時派遣等に対応する事業 尼崎信用金庫

中国 岡山県 総社市 株式会社ボルテム 3260001032732 電気設計スペシャリストの新事業展開によるＦＡ（工場自動化）装置のトータルプロデュース 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 和気郡和気町 谷口倉庫有限会社 6260002031078 倉庫業を展開する事業者による農業サービス事業への新分野展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社Ｇｏｉｎｇ 9260001030524 企業・高齢者向け宅配弁当事業と障害者・子育て世代の雇用創出 株式会社アルマ経営研究所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ガルバ 4260001031650 鋼板を用いた建設資材加工・販売事業によるメーカー化 三矢　達朗

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ヨリテック 6260001019446 キャンピングカー製造によるオートキャンプ分野への新分野展開 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市東区 サンクリエイト有限会社 9260002015284 旬の地元食材使用の大人のやさしい瀬戸内イタリア料理店開店 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社ヨシダ 9260001010146 旋盤加工技術を活かした専用機・油圧シリンダー部品への新分野展開 株式会社フロウシンク

中国 岡山県 瀬戸内市 株式会社谷口ホールディングス 5260001011734 完全非接触対応のボウリングサービス提供への事業再構築 備前日生信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 有限会社西山歯車製作所 8260002020302 新分野である高単価小ロットの複合金属加工への進出 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 真庭市 合同会社蒜山耕藝 5260003001353 どぶろく特区で無農薬農家が挑む、自然由来のどぶろく開発 中島　隆宜

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社フジモト 7260001005874 建設現場や河川工事の残土を造成用土等に再利用する事業を展開する 税理士法人田中会計

中国 岡山県 備前市 Ｎｅｏスクリュー株式会社 9260002032536 資格取得ができる外国人技能実習生研修センターの設立 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社平井鉄工所 5260001014563 リピート受注が見込める製造工程製品を受注する新ビジネスモデルの構築 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市中区 リエルプラス ピザに挑戦し、コロナ禍での外出自粛、原材料の高騰、高温期間の長期化の三重苦を克服する。 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社アールディ興産 6260001008804 瀬戸内の絶景と地域観光資源を生かしたキャンプ場事業による地域活性化 税理士法人きび合同会計

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社バズクリエーション 6260001030650 飲食店を展開する事業者によるレンタルスペース事業への新分野展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社三友建装 7260001003044 当社の強みを活かした人工大理石のアップサイクル事業 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 高梁市 大森精工有限会社 9260002027008 ノウハウと最新設備のシナジーによる「ＥＶ車関連部品」製造事業への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ＨＡＮＧ　ＬＯＯＳＥ 3260001016330 アパレル染色加工業の強みを活かすサンプル縫製業への新分野展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 津山市 有限会社園楽 2260002029844 精肉店の出店及び、ＥＣ販売による中食・内食需要を取込み、販路拡大を図る 株式会社山陰合同銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社四季彩工務店 5260001019463 「空き家を活用した地域再生～オンライン型ショールームを使う空き家リノベーション 大倉　宏治

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社いしば志 7260001034997 コロナに負けない！駅前型うどん店からテイクアウト販売含む郊外型うどん居酒屋への業態転換 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 美作市 株式会社ジーフォルム 4260001020950 既存事業を活かした油圧ホース開発と電着塗装への挑戦 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ベルコン 4260001017294 有機物処理装置の製造開始を通した環境問題解消とＳＤＧｓへの貢献 水島信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社彩ろ里工房 5260002012046 地域と共に生きる～女性が主役の地域コミュニティ食堂（お惣菜・お弁当店）～ 笠岡信用組合

中国 岡山県 真庭市 ワンファミリー 女性専用パーソナルトレーニング＆ヨガスタジオへの進出 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 総社市 有限会社前田料理店 9260002024013 日本料理店の「技」を駆使した病院食・介護食提供事業への新分野展開 岡山県経営コンサルタント事業協同組合

中国 岡山県 岡山市北区 バー　ホロホロ 地産地消！旬の新鮮食材を使用した健康志向おばんざいカフェ 大倉　宏治

中国 岡山県 玉野市 株式会社Ｓｅａ　Ｒａｙ 9260001032173 屋根付き人工芝ドッグラン併設型カフェを通じた新規顧客の獲得 玉野商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＨＵＧＨＵＧ 8260001023628 生活困窮者を救済する自社ローンを活用した中古車販売フランチャイズ事業 近藤　智也

中国 岡山県 真庭市 株式会社ヤマテック 5260001023770 林地残材のチップ化によるバイオマス発電への燃料化事業 津山信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社グリルルーム浜 5260002012590 出来たてをそのまま冷凍したうまみ凝縮瞬間冷凍ハンバーグとレトルト牛タンシチューの通販事業 税理士法人石井会計

中国 岡山県 総社市 株式会社ＯＮＥ’Ｓ　ＷＯＲＫ 1260001030861 新分野展開・業種転換　就労継続支援Ａ型事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社オカジュウ 3260001012800 土木工事業者が挑む小売販売向け、園芸、造園業者向け真砂土販売事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社東丘産業 1260001008387 遊技場の換気システムを活かした２４時間型高品質フィットネスジム 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 岡山県 岡山市東区 オーシャンフリークス株式会社 4260001029240 過疎化の進む隠岐の島の宿泊施設と連携し、釣り具メーカーが新たに遊漁船事業に進出！ 印牧　秀晃

中国 岡山県 岡山市北区 おこや 市場の活性化と利用者の利便性に配慮したコインランドリー事業 岡山商工会議所

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社アールテック 8260001030590 塗装業者がチャレンジする足場リース事業への新分野展開 吉田　正人

中国 岡山県 岡山市北区 有限会社カナミツ商店 2260002015332 産業廃棄物収集運搬業から再生資源卸売業への業種転換計画 吉田　正人

中国 岡山県 総社市 有限会社野口運輸商事 8260002023916 冷蔵輸送を主たる事業とする運送会社が取り組む、冷凍・冷蔵機の修理事業への新分野展開 吉田　正人

中国 岡山県 岡山市東区 早坂建設有限会社 1260002007982 循環型社会形成の一貫としての建設発生土のリサイクル事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 株式会社大秀組 7260001023868 次世代システム吊り足場で安全・迅速な老朽インフラ改修向けサービス事業計画 Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

中国 岡山県 岡山市南区 友晃産業株式会社 9260001004635 廃プラと廃プラ以外の産業廃棄物と融合した再生産品の創出と生産 岡山商工会議所

中国 岡山県 倉敷市 合資会社ガラクタス 5010703001446 ウィズコロナにおける飲食店のＰＢ商品化支援や６次産業化支援等地域イノベーション事業の開始 水島信用金庫

中国 岡山県 勝田郡勝央町 日本秀一化粧品株式会社 9260001031027 無添加化粧品の製造プロセスを確立し、ＯＥＭ事業を中心とした新分野展開に挑戦 堀江コンサルティングオフィス株式会社

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社難波ファーム 2260001031553 冷凍加工設備導入による冷凍イチゴ販売業への新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 赤磐市 株式会社福山鉄工所 2260001011159 Ｘ線管ローターの生産体制構築による医用機器事業への参入 福島　理浩

中国 岡山県 倉敷市 株式会社上野ベース 2260001035249 完全個室型パーソナルサウナ事業の開始によるウィズコロナ時代の健康増進 水島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 有限会社安藤工業 9260002016274 キャンピングカーや各種店舗等の建築板金製品の提供 株式会社中国銀行

中国 岡山県 倉敷市 株式会社アサヒメッシュ産業 9260001012398 大型構造物へのプレキャスト化の適用拡大による新たな鉄筋市場への参入 株式会社中国銀行

中国 岡山県 瀬戸内市 株式会社ナスボート牛窓マリーナ 8260001021433 プレジャーボートを活用したマリンアクティビティ事業の新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 和気郡和気町 株式会社ティムコ 1260001032890 お店の味を届けます、遠く離れたあなたにも（一休焼冷凍化により、販路拡大へ） 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 株式会社渡部工業所 8260001030293 半導体プラントに使用される配管製作による経営基盤の強化事業 水島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 株式会社フューチャーコミュニケーション 8260001024337 病気の予防のための酵素風呂サービスと酵素飲料の販売 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市南区 株式会社ミムラ 6260001006502 ペットボトル・缶の収集・リサイクル事業への新分野展開 株式会社百十四銀行

中国 岡山県 加賀郡吉備中央町 エヌ、イー、シール株式会社 4260001007510 革新的成形技術の活用による次世代ＥＶ向け樹脂製品製造事業への新分野展開 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 津山市 株式会社日栄工業所 8260001020105 難加工材の冷間曲げ加工技術を確立し、次世代ボイラー管製造に挑戦する取り組み 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社アイルソリューション 8260001025319 モバイル端末を用いた取引管理システムの開発と販売 岡山商工会議所

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社エムケイクラフト 8260001007589 金属加工の高度化による建築分野への新分野展開 おかやま信用金庫

中国 岡山県 岡山市北区 おおしま歯科クリニック 最先端デジタル技術活用による歯科技工サービスの導入 阿波銀コンサルティング株式会社
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中国 岡山県 玉野市 有限会社キトテック 4260002032549 産業機械・社会インフラ維持需要に応える大径・長尺ワーク製造への「新分野展開」事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市東区 株式会社光南溶工 2260001007834 成長分野である医療機器市場のうち先進医療設備への新分野展開 おかやま信用金庫

中国 岡山県 津山市 有限会社さしこう 5260002028430 衣食住を揃えたライフスタイルの総合的施設化による事業再構築 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 株式会社ＥＡＴ結 6260001033661 地元岡山発祥・名産の特産品を使用した商品を自社で生産し、ＥＣサイトを立ち上げ販売 森永　正樹

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社桃太郎部品 3260001008063 トータルカーライフを提案する新分野展開で自動車業界の明日を創造する 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 倉敷市 社会福祉法人倉敷夢工房 8260005004384 体験型観光農園事業を通じた地域社会福祉貢献活動のさらなる確立 玉島信用金庫

中国 岡山県 倉敷市 株式会社岡京 5260001033448 女性がイキイキ活躍するために～子育て世代の託児所付き健康増進施設～ 大倉　宏治

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ビー・ビー・エー 9260001010609 都市部低層施設の胴縁工事に要する壁面下地部材加工事業の実施 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 総社市 トラットリア　グラート イタリアン惣菜の販売によりコロナ禍で増加する中食需要に対応 福田　虎大郎

中国 岡山県 岡山市南区 アドしんせい有限会社 6260002014248 保護犬と暮らす、岡山一オープンで安心な障害者グループホームの開所 玉島信用金庫

中国 岡山県 美作市 株式会社モリナリー 8260001025822 半導体関連小型筐体、複雑な加工を要する筐体の製造分野への進出 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市中区 有限会社太田工務店 2260002001968 アフターコロナを見据えた宿泊体験及びＶＲ体験の出来るモデルルームの設置 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社長谷井商店 2260001005359 コロナ渦での変化した食生活に対応した弁当・惣菜専門店運営事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 井原市 有限会社ユーコーポレーション 3260002026238 自動車販売・整備業からＳＤＧｓ貢献事業への新分野展開計画 鈴木　康一郎

中国 岡山県 岡山市北区 福祉住研センター株式会社 3260001007684 『ヴィラスタイルグランピング』事業への挑戦による当社「新分野展開」の実現 株式会社トマト銀行

中国 岡山県 美作市 得正岡山美作店 おにぎりテイクアウト専門店の開店による中食市場への参入 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 倉敷市 有限会社南風工業 1260002024648 新分野展開による顧客循環サイクル実現 玉島信用金庫

中国 岡山県 浅口市 岡山手延素麺株式会社 3260001017931 国産小麦を使用した手延べうどん製造進出のための工程の自動化 シェアビジョン株式会社 ひろぎんリース株式会社

中国 岡山県 岡山市北区 小林事務機株式会社 7260001002541 社員がイキイキと働き変革を推進するコミュニケーション職場の提案事業 株式会社伊予銀行

中国 岡山県 岡山市中区 アーク合同会社 5260003003589 高層マンション富裕層向けサブスク型リラクゼーションサービス 大倉　宏治

中国 岡山県 真庭市 有限会社醍醐の里 7260002034096 〇 真庭市から岡山市へ！事業連携で真庭の特産品を岡山で販売する「真庭市場」を出店

中国 岡山県 真庭市 株式会社マルツ 5260001022830 〇 真庭市から岡山市へ！事業連携で真庭の特産品を岡山で販売する「真庭市場」を出店

中国 岡山県 岡山市北区 合同会社ＰＡＬＯＮＡＭＵ 7260003001599 「ひのき酵素風呂」と「自然派健康食」の循環型ＳＤＧｓ事業で健康をサポートする新事業展開 朝銀西信用組合

中国 岡山県 倉敷市 株式会社光伸建設 7260001013274 重要伝統的建造物群保存地区での古民家一棟貸し事業への進出計画 窪　孝史

中国 岡山県 岡山市南区 ダイヤ工業株式会社 7260001030501 身体情報管理型ダイヤウェアラブルシステムを活用した安全・健康管理事業 株式会社中国銀行

中国 岡山県 玉野市 株式会社Ｓ１ＮＥＯＪＡＰＡＮ 6260003002029 国産自転車のＯＥＭ事業の立上げ事業により収益拡大 税理士法人ＬＥＧＡＲＥ

中国 岡山県 倉敷市 有限会社小田上車体 1260002023022 地域初！板金塗装のプロが教えるＤＩＹ支援事業で、新たな市場に挑戦！ 水島信用金庫

中国 岡山県 津山市 株式会社リストワールインターナショナル 1430001058407 一棟貸しの贅沢な宿泊体験と岡山県北エリアの魅力発信で地域活性化に挑戦 株式会社シャイン総研

中国 岡山県 真庭市 株式会社藤岡エンジニアリング 5120001026787 アルミダイカストの内製化による新分野展開 株式会社中国銀行

中国 岡山県 岡山市中区 株式会社岡山どうぶつ整形外科病院 1260001031109 整形外科に特化した動物病院が挑む高度軟部外科分野への進出 税理士法人久遠

中国 岡山県 美作市 株式会社小林工業 1260001020895 アフターコロナに向けた体験型サウナハウス販売事業 岡山県商工会連合会

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ハートジャパン商事 9260001023593 ＳＤＧｓのために！リサイクル処分の高度化による国内循環システムの構築 大倉　宏治

中国 岡山県 倉敷市 株式会社インターネット倉敷 3260001013162 地方企業の生産性向上に資するオフィス空間の総合提案を行う 株式会社広島銀行

中国 岡山県 岡山市北区 プルーリオン かき氷と焼き芋スイーツを販売する二毛作ビジネスへの挑戦 税理士法人ＦＩＡ

中国 岡山県 岡山市北区 株式会社ＫＵＢＯＴＡホールディングス 8260001023710 飲食業のスキルとスマホアプリを活用した福祉事業への新分野展開 岡山商工会議所

中国 広島県 広島市安佐南区 有限会社エイジ 4240002002058 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

中国 広島県 広島市中区 株式会社サイキエンタープライズ 5240001021470 実店舗及びネットショップにて展開する「バルーンショップ事業」 山田　紳太郎

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社京橋コーポレーション 1240001016334 デリバリーの需要に対応し、高い製品開発力と販促力で、迅速かつ本格的なイタリアンのデリバリー専門店の実現 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＡＬＦＩＮＥ 6240001042747 コロナ禍で増える子供の運動不足を解消する新たな体幹スポーツ教室運営事業 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社種清建工 4240001019565 ＳＤＧｓに寄与した地域密着型解体工事業への新分野展開 山本　直輝

中国 広島県 東広島市 合同会社エレファント 8240003004553 テイクアウト、卸によるコーヒーの製造販売事業 しまなみ信用金庫

中国 広島県 尾道市 風月 老舗うどん屋のこだわりの味を家庭で楽しめる通販事業への挑戦 尾道商工会議所

中国 広島県 福山市 株式会社はなび 4240001046163 ウィズコロナに対応したテイクアウト型うどん店による事業再構築 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社システム・ブリッジ 6240001044685 既存事業の強みを活かして取組む、日本初の無人精肉販売事業所 広島信用金庫

中国 広島県 三原市 藤和工業株式会社 7240001044651 売上の新た「柱」！！住宅専用の柱製造で事業「再構築」 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＲＩＺＥ 4240001017932 環境にやさしいゴルフレンジボールのリユース事業への再構築 阿部　公樹

中国 広島県 廿日市市 旬菜工房　茶里 飲食営業で培った菜食メニューを活かした「中食」業態への完全転換 山根　敏宏

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社ジーノン 7240001015248 人々のＷｅｌｌ－Ｂｅｉｎｇ（幸福、健康、快適）を実現させ我が国のＳＤＧｓ達成に貢献する 広島信用金庫

中国 広島県 広島市南区 株式会社トマトコーポレーション 2240001016473 地域密着のネットワークを活用した終活サポート事業及びカルチャースクール事業への参入 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 株式会社Ｐ．Ｇ 8240001031046 ブランド品買取店の西日本展開基幹店舗出店 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＳＭＡＲＴ　ＯＮＥ　ＤＥＳＩＧＮ 8240001018935 ショールームを活用したオーダーキッチン中心のリノベーション 広島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 有限会社カトー企画 4240002003865 コインパーキング用地での冷凍自動販売機による冷凍食品小売事業展開 大村　真司

中国 広島県 廿日市市 株式会社平和モーターサイクル 8240001053676 広島のお店に「古くて新しい」アメリカンモダンテイストを吹き込む！ 広島信用金庫

中国 広島県 東広島市 有限会社クロキ工作所 1240002027529 カーボンニュートラル対応に向けたハイブリット車・ＥＶ車用のパーキングロットカム製造 株式会社広島銀行 ひろぎんリース

中国 広島県 福山市 株式会社クレアーレ 6240002046672 建設業から日本遺産鞆の浦における当社所有設備をいかした民泊事業への進出 福山商工会議所

中国 広島県 広島市安佐南区 ｕｚｕパートナーズ 外反母趾等足の痛みに特化した専門施術所『整足院』の新規出店 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市東区 焼鳥居酒屋ゆゆり 激辛好きの女性に届け！広島辛麵専門店で目指す広島の新トレンド 松尾　基司

中国 広島県 広島市佐伯区 旭ホームズ株式会社 5240001000061 空家再生による地域活性化・事業回復 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 有限会社Ｎｏｂｌｅ　Ｓｅｎｓｅ 7240002013721 高齢者に特化した地域密着型美容サービスによる事業再構築 株式会社ワタオカＳ＆Ｃ

中国 広島県 広島市中区 御菓子司鶴屋 果物系アイス開発と製造卸展開、店舗コンサル・教室等の複合展開事業推進 山根　敏宏

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社三ツ矢 1240001050837 塊根植物販売のリアル店舗出店。塊根植物による癒しを広島へ 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 有限会社大世渡鉄工所 2240002032288 新素材を使用して、未経験の新たな用途への機械に参入計画 呉信用金庫

中国 広島県 安芸郡府中町 野村乳業株式会社 2240001036546 農産物の新たな付加価値創造と環境負荷削減に貢献する事業化の実現 株式会社広島銀行

中国 広島県 尾道市 株式会社加度商 3240001037964 尾道市の環境推進にＺＥＨ住宅の魅力を実感できる体験展示場で貢献 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市市 株式会社寺西屋 1240001055126 広島県宮島産「讃美牡蠣」ＥＣサイトによる通信販売事業 税理士法人船倉事務所

中国 広島県 福山市 ＲＯＳＥ　ＣＬＩＮＩＣ 歯科受診控えや価格高騰によるコスト増に対応した審美性の高い補綴物の即日提供サービス展開 シェアビジョン株式会社

中国 広島県 広島市南区 株式会社グリーンサークル 1240001015955 コロナ禍で疲弊した人々の心身を癒す「オーガニック化粧品」と「オーガニック食品」の開発製造およびオンライン販売 広島商工会議所

中国 広島県 広島市中区 有限会社マツヤ 4240002015704 広島初の韓国商品専門スーパーのＦＣ店舗出店による小売業への挑戦 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 株式会社Ｔ’ｓ 2240001050480 若者向けのカフェから少人数向けの焼肉店へ転換を図る。 井上　拳

中国 広島県 広島市佐伯区 株式会社勝組 8240001046688 建築業界のイメージ向上を目指した若者男性向け美容サービスの提供 近藤　将太郎

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社モンテドール 3240001016695 ビアガーデン風のイートインスペースを構築し業態転換を図る 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社テックササキ 2240001007241 大型金型製作による電気自動車部品量産コスト低減・生産効率向上 株式会社フラッグシップ経営

中国 広島県 広島市中区 株式会社ＭＯＲＩＭＯＴＯ 5240001041980 脱・下請で顧客と繋がり地域の暮らしに貢献する住宅販売の事業化 須永　達也

中国 広島県 廿日市市 株式会社藤い屋 8240001028109 お菓子の総合プロデュース事業に挑戦！ 株式会社広島銀行 ひろぎんリース株式会社

中国 広島県 福山市 シープロ株式会社 5240001043325 自動化・ＤＸ化に貢献する金属加工業への新規参入 株式会社中国銀行

中国 広島県 東広島市 株式会社新和自動車 7240001022847 最新機器によるホイールアライメント・自動車先進安全装置のエーミング、及び高級外車の板金塗装 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社品川工業 3240002007669 自動車向け小型足回り部品に参入し脱炭素社会の実現に貢献する 株式会社フラッグシップ経営

中国 広島県 東広島市 株式会社カスタムエンジニアリング 4240001022445 強みの自動車板金生産技術を活かし、電気自動車や特殊車両関連製品へ新分野展開 中村　清悟

中国 広島県 三原市 クツワ産業株式会社 5240001040041 製造用高速向流クロマトグラフの製品化に向けた試作 三原商工会議所
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中国 広島県 福山市 株式会社オカムラ 4240001034523 モノを大切に。家具リペア事業への参入 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 ザフィジックファーム株式会社 5240001049735 世羅町の無肥料・無農薬で栽培した在来種お茶の実を使用した化粧品の生産体制構築 公益財団法人くれ産業振興センター

中国 広島県 呉市 新谷誠二 柑橘のＥＣ販売および飲食店運営による地域経済への貢献 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市中区 株式会社グランクラシック 7240001051499 洋菓子店が地元食材を使用した独創的なジェラートを製造小売する事業計画 広島信用金庫

中国 広島県 三原市 ＢＡＲ　ＦＬＡＴ 地元三原市の健康を食で支えたい！本格手打ち蕎麦店への挑戦！ 株式会社広島銀行

中国 広島県 大竹市 有限会社丸網水産 6240002037762 地元の味を広める！「くばおう」でかき養殖業からかき小屋経営へ展開！ 株式会社伊予銀行

中国 広島県 広島市西区 品川製菓株式会社 8240001012789 広島の老舗洋菓子店による冷凍洋菓子オンライン販売とカフェ出店 広島信用金庫

中国 広島県 広島市西区 株式会社シンク・タンク 2240001016845 デザイン・印刷技術を活かした、オリジナルデザイングッズ製作サービスの新分野展開 株式会社フロウシンク

中国 広島県 福山市 府中焼き・鉄板焼食堂　鉄餞 府中焼きを全国に販売する通信販売事業の展開 株式会社アサユナイト

中国 広島県 府中市 横山建設工業株式会社 3240001034474 空き家特化型不動産事業参入の新事業展開 府中商工会議所

中国 広島県 福山市 株式会社ホーミイダイニング 3240001029706 毎日の食卓に並ぶ“小さな幸せ”わたしの街のお肉屋さん 池永経営会計税理士法人

中国 広島県 府中市 旭・スチール工業株式会社 9240001034106 金属加工の高度化による建築分野への新分野展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 株式会社ｅｎｉｖｒａｎｔ 5240001047722 ワイン製造技術を活かし、カフェ・レンタルスペース施設への展開 株式会社トマト銀行

中国 広島県 広島市中区 有限会社トリニティー 9011102020562 メタルセラミック中心の補綴物製作から新技術によるチタン製補綴物製作への転換計画 株式会社広島銀行

中国 広島県 安芸郡熊野町 有限会社瑞穂 8240002048576 新「アトリエ交流事業」を立上げ、“美”と“観光価値”を高める体験サービスを新規展開 税理士法人広島パートナーズ

中国 広島県 広島市西区 株式会社ナックス 4240001046758 緊急災害時に夜間離着陸も可能な臨時・可搬型ヘリポートを提供する事業 岡本　樹幸

中国 広島県 三原市 高掛農園 ハーブ農家による美容室運営及び商品開発販売新事業 広島県商工会連合会

中国 広島県 福山市 株式会社Ｈｏｍｅ　Ａｓｓｉｓｔ 6240001056482 『広島県福山市で初のドローンを使った赤外線点検・測量事業』　　の展開 株式会社アサユナイト

中国 広島県 福山市 株式会社三宅鉄工所 5240001032303 長尺加工品に対するＮＣ旋削加工体制構築と精密加工工場への転換 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 東広島市 株式会社東洋不動産 1240001022943 相続、終活、省エネ施工までワンストップ対応する不動産サービス 秋井　正宏

中国 広島県 呉市 株式会社恒栄食品 1240001026804 冷凍機・調理鍋等の導入による冷凍野菜事業への新規参入 株式会社広島銀行

中国 広島県 廿日市市 リライフ株式会社 4240001028896 体験型モデル住宅を開設して省エネ施工の住宅リフォーム事業へ進出 秋井　正宏

中国 広島県 福山市 有限会社シャルダン商会 3240002041115 『薄利体質からの脱却　超重量物輸送・据付事業』 株式会社山口銀行

中国 広島県 東広島市 カープロデュースＡＫＲ レーシングシミュレータ導入による新分野展開 岡田　卓也

中国 広島県 福山市 ガレージバンブー合同会社 4240003001802 全身美容への新分野展開で長期顧客の獲得を目指す 岡田　卓也

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社竹井商事 3240002009566 新たな利用ニーズ対応と感染症に強いユニバーサル仕様の宿泊施設に再構築 秋井　正宏

中国 広島県 呉市 株式会社多田製作所 1240001026119 繰返し分包薬供給装置「お薬わたる君」による服薬支援 株式会社広島銀行

中国 広島県 江田島市 峰商事合同会社 7240003001493 さつまいも農家が挑戦するパン製造業への新分野展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 東広島市 有限会社ミートいまおか 4240002028441 惣菜メニューの開発による業態転換 岡田　卓也

中国 広島県 広島市中区 ヒトミスタイル コロナ禍に対応したオリジナルアパレルブランド商品の製造小売に参入 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 呉市 有限会社タムラ 1240002033320 店舗横に冷凍食品製造場所を新設し、自販機やネットでの販売にチャレンジ 呉信用金庫

中国 広島県 東広島市 株式会社クレシア 2240001050828 食用昆虫の粉末加工を通じた高タンパク質食品の開発及び昆虫食市場の開拓 中嶋　直哉

中国 広島県 広島市安佐南区 有限会社アートソーイングたなベ 1240002020426 店舗と専用ＥＣサイト構築による、オーダーカーテン製造販売事業へ参入 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐南区 有限会社テックマツウラ 1240002025061 高精度船舶用部品製造に着手することによる新たな事業の柱の構築 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 呉市 呉製疊有限会社 7240002032663 和モダンリフォームの提案で、顧客開拓と長期的な関係性の構築に挑戦 株式会社シャイン総研

中国 広島県 福山市 有限会社メタルテック 7240002041862 立形マシニングセンタの導入による長尺物加工体制の確立 株式会社中国銀行

中国 広島県 呉市 有限会社西本製作所 6240002033621 新たな多軸型ＣＮＣ旋盤導入し生産技術力を高め多様な分野への挑戦 呉信用金庫

中国 広島県 呉市 有限会社ショップやまもと 5240002033085 食料販売店としての仕入力・地域との繋がりを活かした焼肉店開業 呉信用金庫

中国 広島県 広島市南区 株式会社イワサキ 4240001001028 電気自動車向け大型製品へ新分野展開し、経営多角化実現と脱炭素化貢献 中村　清悟

中国 広島県 福山市 スターフィールド株式会社 4240001034903 ファブレスから自社生産へ環境にやさしいプラスチック容器原料製造で新分野へ挑戦！ 株式会社中国銀行

中国 広島県 広島市安佐南区 フィナンシャルウィズ株式会社 7240001047621 日本初の鉱物標本専門ショールーム兼カフェバーで新たな価値の提供 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社広島金型 8240001009240 精密かつ小型化が要求される電気自動車部品用金型への進出による新分野展開 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 合資会社ふくでん 6240003001718 家庭や児童養護施設で生活ができない子どもたちのための自立生活援助事業 両備信用組合

中国 広島県 東広島市 浜本工業株式会社 3240001022594 医療機器分野に新規参入する曲げ加工機導入事業 松下　隆信

中国 広島県 広島市西区 株式会社レア・プラス 4240001051840 バーチャルゴルフ事業への新分野展開による事業再構築 藤原　和重

中国 広島県 福山市 株式会社巧工業 3240001037700 建設現場で培った経験を活かし建設用金属製品の製造に挑戦 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 株式会社ＦＪコーポレーション 6240001054767 飲食業・電気工事業から、シミュレーションゴルフ事業へ転換 福山商工会議所

中国 広島県 三次市 合同会社ｇｒｅｅｎ　ｍｕｇｉｍｕｇｉ 5240003002980 新たな都市型カフェ店舗オープンと卸売販売への新分野展開による事業再構築 藤原　和重

中国 広島県 広島市中区 有限会社三榮堂 7240002006436 感染症の危機に強い、明るく・おもしろく・にぎやかなセルフランドリーの出店 川上　正人

中国 広島県 東広島市 ゲイソー・ロジスティクス株式会社 3240001023353 ＴＭＳの一新と自社の強みを生かし、コロナ禍でも成長できる新市場開拓 株式会社フィールドマネジメント

中国 広島県 尾道市 株式会社大池製缶所 5240001037855 ＥＶ向けモーターコア試作・生産加工事業への参入 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 株式会社福山塗装工業所 7240001032747 耐久・耐腐食性に優れた塗装技術を活かした大型金属部品の塗装			 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 山県郡北広島町 株式会社セイユー 6240001023994 生産用機械器具部品製造事業の新規展開による売上・販路拡大事業 ＫＹＳコンサルティング株式会社

中国 広島県 安芸郡熊野町 株式会社寿エンジニアリング 5240001036329 部品加工事業への新分野展開とサプライチェーンの安定化による新型コロナウイルス及び原油価格・物価高騰への対応 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

中国 広島県 福山市 株式会社杉原熔接工業所 8240001035030 地域の健康をバックアップするリラクゼーション＆スポーツジムの事業化 株式会社中国銀行

中国 広島県 府中市 後藤工業株式会社 1240001034229 ＥＶ車主力部品製造会社への事業展開プロジェクト 税理士法人あじさい会計

中国 広島県 広島市安佐南区 株式会社フォーブル 2240001005781 知名度と仕入のスケールメリットを活かした会員制自動車整備サービスの提供 川上　正人

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社ＢＳＴ 2240001019699 総合建設業から環境に配慮したアスベスト検査事業への新規参入 山田　紳太郎

中国 広島県 福山市 株式会社ＳＨＯコーポレーション 4240001035422 最新のカラー３　Ｄ　プリンタを活用した住宅模型製造による製造業への事業展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市西区 株式会社加茂川 1240001010700 感染症等の危機に強い事業にするためのビジネスモデルの転換 川上　正人

中国 広島県 広島市西区 三鬼サービス株式会社 8240001004002 お客様の「困った」をすぐ解決する「駆け込み寺」企業となる！ 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 三島建材株式会社 1240001032265 微動探査システムによる地盤調査で、地盤改良と耐震補強もトータル支援 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 尾道市 尾上瓦工業 廃材を生かした建材製造販売事業への参入 尾道商工会議所

中国 広島県 福山市 株式会社府中家具 5240001032014 循環型社会の実現に貢献する「家具修理サービス」等の新分野展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 呉市 有限会社作田水産 9240002035532 ワカメの茎・根を活用した新たな商品展開（茎ワカメ・海藻資材）により、事業再構築及びＳＤＧｓの実現に貢献する。 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社４５ＢＰＭ 6240001024373 スペイン料理の強みを活かしたベーカリーキッチンへの事種転換 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市中区 ヘアースタジオ・アドニス 一般美容室からウィッグ専門個室サロン「ウィッグ・ファクトリー・アドニス」への業態転換 広島商工会議所

中国 広島県 福山市 株式会社笹井工作所 5240001030678 半導体製造装置向け『精密部品製造』と『ユニット組立』に新事業展開 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 株式会社ドリームファクトリー 2240001034599 工場を救え！今こそ古い機械に新しい息吹を 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市中区 ワークスプラス株式会社 6240001049593 こだわりのカラフル野菜・パンケーキを提供する農業カフェの建設による再構築事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 廿日市市 木村屋 広島の三大食文化を融合した新名物「おこもみじ」誕生！！ 広島信用金庫

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社エムフーズ 2240001019121 旅行気分な食体験、広島の「ぶち美味い」を通じてみんなを笑顔に！ 松田　裕

中国 広島県 呉市 株式会社Ｓｔｏｒｙ　Ａｇｅｎｔ 5020001136860 クラフトビール醸造所の新設により販路拡大に取り組む事業 呉信用金庫

中国 広島県 府中市 株式会社Ｔｅｃｈｎｏ　Ｃｒｏｓｓ 3240002046832 難削材研削で培った強みを活かした新工程の立ち上げ 岡田　卓也

中国 広島県 広島市西区 株式会社吉本コーテック 2240001019856 配電資機材小修理業務への新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 株式会社田頭茶店 1240001026110 日本の伝統文化に新しい感性を融合した団子の生産・販売体制の構築を図る事業 呉信用金庫

中国 広島県 呉市 高橋工務店株式会社 5240001027385 高級家具販売を第２の収益の柱として、併せて呉市の地域経済に貢献 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 株式会社のじま家大工店 5240001047598 森林に囲まれた古民家で癒されながら働けるワーケイション事業 濱高　大

中国 広島県 東広島市 株式会社メカトロシステム 9240002029443 出張回数を減らして働きやすい職場環境を形成することを目指す内製化 川上　正人
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中国 広島県 福山市 ゲイビ鋼業有限会社 2240002040415 一次加工専門業者から高精度形状加工業者への変革 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 福山市 ｅｐｃ株式会社 6240001050675 施工品質と製品開発力を活かした半導体関連工場向けの配管製作・工事事業への進出 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 広島市南区 株式会社クロスデータ 7240001047423 地域と共にＯｎｅＴｅａｍ！瀬戸内での多様な“クロス（融合）”の「新業態グランピング事業」 菊池　孝太郎

中国 広島県 広島市中区 リビンズ株式会社 2240001019575 地域イノベーションと暮らしの豊かさを実現するＥＣ事業 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 東広島市 有限会社ｅｂ 5240002029380 ＥＶ販売・整備×モバイルハウス製造・販売で脱炭素社会の実現と地域の防災に貢献する新分野展開 森藤　啓治郎

中国 広島県 広島市東区 株式会社日之出水産 5240001009862 アンテナショップ事業と映えるオリジナル蒲鉾の販売でＢｔｏＣへの挑戦 公益財団法人ひろしま産業振興機構

中国 広島県 庄原市 舛元木工株式会社 8240001025031 新たにオリジナルブランドを確立し、睡眠市場のニーズを捉える 株式会社広島銀行

中国 広島県 山県郡北広島町 株式会社宮谷精工 6240001049503 高精度立型マシニングセンタ導入による半導体製造装置、ロボット産業分野への挑戦 株式会社アルファ

中国 広島県 庄原市 株式会社成実左官工業 3240001053409 土木工事業への参入による上流工程への垂直展開 広島県商工会連合会

中国 広島県 広島市安佐北区 有限会社青葉食品 8240002000306 ベトナム・フィリピン製品に特化した海外食品専門店の出店事業 菅田　茂樹

中国 広島県 東広島市 株式会社オーエイプロト 9240001022424 試作ノウハウを活かした自社ブランドＯＡ１００製品の開発プロジェクト 株式会社もみじ銀行

中国 広島県 福山市 関西伸鉄株式会社 3240001030309 新たな加工方法による、耐震性など強度が必要とされる分野への挑戦 株式会社中国銀行

中国 広島県 尾道市 株式会社三平工作所 6240001037805 薄板・特殊難加工材の一貫生産体制構築による脱炭素市場への参入 株式会社伊予銀行

中国 広島県 広島市南区 株式会社ミレニアムフーズ 2240001024253 居酒屋から若者人気の高い韓国料理業態への事業転換計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

中国 広島県 広島市中区 株式会社日本斎苑 1240001047503 地元斎場管理業者がトレーラーハウスを用いたグランピング事業に挑戦 株式会社山陰合同銀行

中国 広島県 福山市 有限会社カーサービスオガワ 1240002044524 カーコーティングによる新たな価値観の創造とサスティナビリティの実現 株式会社中国銀行

中国 広島県 三原市 有限会社寺迫組 6240002054213 経済環境の変化の影響を克服し新エネルギー分野への新分野展開 株式会社中国銀行 中銀リース株式会社

中国 広島県 広島市西区 株式会社ひのき 5240001009854 急速冷凍機を使った調理済み商品の販売 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市中区 株式会社イロナインターナショナル 6240001015257 「女性目線ならではの感性を活かしたハイクラス宿泊施設運営」 広島県信用組合

中国 広島県 東広島市 輝 飲食店経営者による、家族のような暖かさを感じるオートキャンプ場の開発 広島県中小企業団体中央会

中国 広島県 広島市中区 株式会社ゆあまーと 1240001054292 マイクロブタのカフェ及びペットホテル事業への新分野展開 田久保　普三

中国 広島県 広島市中区 ＳＵＰＰＯＳＥ　ＤＥＳＩＧＮ　ＯＦＦＩＣＥ株式会社 6240001046500 サウナ×レストランのミクストラン開業を主軸とする新分野展開 株式会社広島銀行

中国 広島県 広島市中区 株式会社ミレニアムダイナース 7240001052217 韓国ブームを捉えた流行の韓国料理新業態への参入計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

中国 広島県 三次市 合同会社共生 3240003002231 高齢者にくつろいで生活してもらえる檜風呂のある日本旅館風の有料老人ホーム運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 広島県 東広島市 一般社団法人東広島自立支援センターあゆみ 8240005013024 不足する知的障がい者等のグループホームを開所し、その地域での障がい者理解促進と地域活性化を図る事業 広島信用金庫

中国 広島県 福山市 株式会社ＧＲＡＣＥ 4240001058679 家族全員がくつろげる洗車場と地域密着の未来型カーショップの実現 株式会社中国銀行

中国 広島県 福山市 株式会社サン・クレア 7240001048289 「生きる力」を育むアドベンチャーツーリズム×教育事業への参画 株式会社伊予銀行

中国 広島県 豊田郡大崎上島町 小池造船海運株式会社 1240001037495 ガット船に搭載する荷役クレーンのリサイクル事業 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 重森商店 瀬戸内の一本釣り漁師が提供する食堂および冷凍魚商品販売による新分野展開 呉信用金庫

中国 広島県 広島市安佐北区 株式会社広島総合開発 2240001009287 輸送事業者による砕石製造業への挑戦 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市中区 株式会社グロウ 1240001052247 飲食店とワーカーのマッチングアプリプラットフォーム事業 田村　俊幸

中国 広島県 広島市西区 株式会社コーエイ 6240001003162 自動車車体整備業界の人材不足問題を支援するセンターの新設 株式会社広島銀行

中国 広島県 福山市 ＭＩＮＷＡ　ＴＥＣ株式会社 5240001053720 ロボット導入により工程を自動化し半導体製造装置分野に進出する 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 山県郡安芸太田町 栗栖建設工業株式会社 2240001023890 ダム湖沼の堆積土砂浚渫システムの実用化による堆積土砂浚渫事業 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市安芸区 有限会社福島工業 3240002014319 ＣＮＣ旋盤導入による、アルミ製インペラ加工の自動化 株式会社　Ｇサポート

中国 広島県 広島市中区 アース工業株式会社 3240001000146 地すべり対策事業を新設し、完全内製化による業態転換 株式会社広島銀行

中国 広島県 呉市 有限会社エヴァライン 2240002034598 呉中央桟橋ターミナルにおけるカフェ事業の展開 呉信用金庫

中国 山口県 光市 丸屋 本格割烹料理店が地元の「青梅」を使った一品メ二ューを開発し名産品に育てる取組み 光商工会議所

中国 山口県 光市 株式会社ＰａｔｈＧａｔｅ　Ｊａｐａｎ 3240001049002 オンライン書道教室の海外展開 光商工会議所

中国 山口県 周南市 しろくまグラフィックス グラフィックデザイナーが手掛ける、空き家再生事業 光商工会議所

中国 山口県 山陽小野田市 株式会社扶桑工業 5250001007915 機械部品の組立から川上の資材研磨加工事業への新分野展開 一般社団法人日本中小企業継続支援士協会

中国 山口県 山口市 株式会社Ｅｍｂｅｌｌｉｒ　ａｍｉ 8250001015642 小児向け歯並び改善トレーニング事業による新分野展開 株式会社フロウシンク

中国 山口県 山口市 株式会社Ｋｉｒａｒａ　Ｍａｒｋｅｔｉｎｇ 9250001002747 県内就職促進を目的とした学生と企業のマッチング事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 山口県 下関市 写真のムラオカ 宣材写真制作・動画制作・楽曲制作までをワンストップで提供するプロモーション事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中国 山口県 防府市 紘 新たにジビエ肉を活用したペットフード等の製造販売事業への展開 溝田　修司

中国 山口県 防府市 のむら ポストコロナ時代に適した新事業展開による収益力向上事業 溝田　修司

中国 山口県 周南市 株式会社巧健 8250001014149 水素ステーション製作における新分野展開 株式会社広島銀行

中国 山口県 周南市 徳機株式会社 7250001010017 ＬＮＧ燃料船タンク鏡板製造事業計画 株式会社西京銀行

中国 山口県 宇部市 有限会社船木自動車商会 9250002006557 ＥＶ車など次世代自動車に特化した自動車整備工場の新設 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 あやらぎ第一整骨院 大型ＬＥＤビジョンを活用した地域情報の発信事業 Ｌｏｃａｌ　Ｐｌａｙｉｎｇ　Ｇａｍｅｓ合同会社

中国 山口県 周南市 株式会社レクタ 8250001018050 プラント加工技術を活かし、設備工事から金属製品製造業へ再構築 株式会社山口銀行

中国 山口県 周南市 有限会社パートナーパブリシティ 8250002015187 魅力ある地域個店の商品群を集約した委託販売事業モデルの開発 北野　孝志

中国 山口県 山口市 企業組合アグリアートジャパン 8250005008139 地域のレストランをリニューアルオープンすることでの事業再構築 山口県中小企業団体中央会

中国 山口県 下関市 株式会社ホームサポート 3250001017767 既存の解体工事業から発生するコンクリート塊から再生砂等を製造し、販売する新分野展開 西中国信用金庫

中国 山口県 下関市 株式会社武壱工業 5250001007907 ＩＳＯ規格を取得した安全管理ノウハウを活用して新たにアスベスト除去工事に進出 西中国信用金庫

中国 山口県 下松市 株式会社中山組 5250001009597 ＩＣＴ技術を駆使した解体・土木・建築一貫体制による事業再構築 株式会社山口銀行

中国 山口県 山口市 ネイルサロン　ディスコレ コロナ禍に左右されないメニューを取り入れた温活サロンで新分野事業展開 坪井　亮

中国 山口県 周南市 株式会社京瀧 1250001009898 おひとりさまゴルフの新体験！非対面・非接触の娯楽業に挑戦！ 株式会社山口銀行

中国 山口県 光市 有限会社谷野工業 4250002017030 「形鋼加工機導入により鋼材加工分野への進出を図る」 株式会社山口銀行

中国 山口県 周南市 富田印刷株式会社 8250001010024 個人客をターゲットとしたスマートプリント市場の創出 株式会社西京銀行

中国 山口県 防府市 株式会社はなぶさ未来設計 4250001015415 鞄・袋物業界を市場として選択、経営資源を集中投下 ＡｉｒＥｘ　Ｖｅｎｔｕｒｅ株式会社

中国 山口県 下関市 有限会社大下製作所 5250002012253 半導体製造装置部品の機械加工分野への進出と継続的な受注に向けた生産体制強化 シェアビジョン株式会社

中国 山口県 下関市 株式会社ｓｔｅａｍｂｏａｔ 6250001007278 狩猟アプリ事業による野生鳥獣肉の地産地消促進 松井　洋治

中国 山口県 岩国市 株式会社フジ興 3250001019482 古民家再生を通じたとうもろこし農家の持続可能な飲食事業展開 株式会社西京銀行

中国 山口県 萩市 嶋村化成株式会社 5250002013152 激甚化する豪雨災害に対応した大口径ポリエチレン管役物の製造・販売 はら経営株式会社

中国 山口県 大島郡周防大島町 藤川建設株式会社 4250001012791 空き家率・高齢化率が高い周防大島で解体業へ参入し地域の安全を守る取組み 中田　哲也

中国 山口県 長門市 株式会社フジサワ鐵工 1250001008371 Ｒグレードの新規取得による鉄骨加工の新分野展開事業の構築 山口県商工会連合会

中国 山口県 下関市 ユタカ電業株式会社 7250001006543 新製品「樹脂製トラフ嵩上板（かさあげばん）」の開発と市場導入 株式会社山口銀行

中国 山口県 熊毛郡田布施町 株式会社サンピット 8250001012648 ガソリンスタンドの生き残りをかけた尿素水の製造・販売事業 株式会社西京銀行

中国 山口県 光市 株式会社昇栄 7250001010834 周防大島ならではの体験型オプションとイベントで地域振興に寄与するグランピング 東山口信用金庫

中国 山口県 山口市 岡村工業株式会社 9250001013307 ドローンライセンス登録講習機関として「空の産業革命」への貢献 ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 宇部市 株式会社ボアソルテ 3250001017040 会員制シミュレーションゴルフ練習施設の新規展開 西中国信用金庫

中国 山口県 周南市 株式会社徳山ビルサービス 6250001009092 廃棄物収集・資源化一貫体制による資源・エネルギー創造企業への挑戦 株式会社山口銀行

中国 山口県 周南市 山陽建設サービス株式会社 8250001008836 無足場自動検査システムを搭載した壁面ロボットの販売 合同会社ＲＹＤＥＥＮ

中国 山口県 宇部市 株式会社永山本家酒造場 9250001004603 老舗酒蔵のクラフトビール事業への挑戦！ ワイエムコンサルティング株式会社

中国 山口県 柳井市 有限会社くさか 4250002019662 柳井のデートスポットを創造　～既存事業とのシナジー効果生む飲食事業への挑戦～ 株式会社西京銀行

中国 山口県 長門市 垢田の杜　桂月 宿泊事業者として健康とリフレッシュに特化した宿泊型ウェルネスツーリズム事業参入 山口県商工会連合会

中国 山口県 下松市 合同会社Ｓａｉ 8250003002911 スペシャルティコーヒーに特化したテイクアウトコーヒーと焙煎豆販売 株式会社西京銀行

中国 山口県 下関市 株式会社チャンス 9120001167702 地域の”三方良し“を実現する障碍者向けグループホーム事業 江﨑　貴一
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中国 山口県 柳井市 シンセイ自販株式会社 9250001015732 簡易グランピング付きドッグラン 東山口信用金庫

中国 山口県 下関市 株式会社やすもり 7250001006469 創業７０年の超老舗焼き肉店がライブコマースで全国に展開 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

中国 山口県 周南市 有限会社芳山園 8250002015294 山口県初のセルフロウリュができるサウナ設備の導入と温浴施設内のキャッシュレス化 合同会社ＲＹＤＥＥＮ

中国 山口県 熊毛郡田布施町 有限会社アイリス 5250002020082 完全会員制プライベートサウナ「Ｒｅ・Ｖｉｔａ」の新規開店事業 合同会社Ｇ＆Ｎ

中国 山口県 下関市 株式会社カツモトフーズマーケット 5250001007485 長州の味を全国に発信！下関食文化の創造拠点を創設します。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

中国 山口県 山口市 株式会社スペース 4250001001563 不動産取引業の強みを活かした新分野展開！　真砂土採取販売事業への進出 はら経営株式会社

中国 山口県 下関市 株式会社プランドゥ 6290801004339 日本とベトナムのビジネス交流を創出・促進するコワーキングスペース 株式会社西京銀行

中国 山口県 周南市 株式会社桜雲洞 4250001017972 古民家を改築して地域の日本文化の水準を高める 合同会社ＲＹＤＥＥＮ

中国 山口県 下関市 下関酒造株式会社 9250001005683 【２００年続く酒蔵】に向けた「“学ぶ”“体験する”“飲む”バーチャル＆リアル酒蔵観光ツーリズム」プロジェクト 株式会社山口銀行

中国 山口県 下関市 株式会社フジデンシ・ドットコム 6290001027743 古民家を活用した外国人向け宿泊施設の開業 下関商工会議所

四国 徳島県 小松島市 小松海産 移動販売によって伝統の「食」を拡める新事業計画 芦谷義一

四国 徳島県 阿波市 有限会社阿波食品 8480002010149 高付加価値無添加レトルトささみの販売促進で事業再構築を図る。 株式会社井上総合事務所

四国 徳島県 三好郡東みよし町 ＭＡＸ設計 レーザークリーナーによる金属・建物等の汚れ・サビ除去事業進出 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 吉野川市 ＯＲＥＧＡ２６ 独占販売権取得による高齢者施設入居者への移動販売事業進出 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 三好郡東みよし町 株式会社ＡＳＡＨＩ 2480001010097 テイクアウトピザ店の運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

四国 徳島県 徳島市 有限会社博純 1480002007317 入浴を伴うデイサービスを受けられない高齢者向け酵素風呂事業 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社マレグリーン 9480001010900 青果卸から地元産品活用した食料品製造・ＥＣ販売への業態転換 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社ジャルテック 2480002007836 テイクアウト飲食需要に応えるオリジナルキッチンカーの製造販売事業 佐藤　剛

四国 徳島県 徳島市 有限会社ヤマノビューテイメイト 4480002005144 エステの技術を活かしたメンズ脱毛と高齢者の介護脱毛事業 佐藤　剛

四国 徳島県 板野郡上板町 株式会社アスカ 5480001005540 次世代航空機の軽量化に資する革新的製品分野への進出 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 小松島市 株式会社ＦＲＥＥ　ＦＡＣＴＯＲＹ 1480001010338 高度な溶接技術で蓄電池セルモジュールフレームを製造する事業 小松島商工会議所

四国 徳島県 名東郡佐那河内村 有限会社佐々木工務店 8480002005842 中山間部の工務店の新工事分野進出によるコロナ禍からの脱却！ 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 有限会社花菱興業 9480002002715 道路の法面工事をアナログ施工からＩＣＴ施工へ業態転換を図る事業 徳島信用金庫

四国 徳島県 徳島市 山口屋 「１年中味の変わらない美味しい鰻／山口屋　」の販路を新たに開拓し、経営基盤を強化する。 長谷　有希央

四国 徳島県 徳島市 株式会社メーアコルン 6480001007940 「冷凍パン」のＥＣ販売により、ＳＤＧｓ実践を通じた社会貢献を目指す 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 板野郡北島町 株式会社元木工業 3480001010476 足場工事業者が自社の強みを活かし需要の高まっている解体工事業に参入 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 板野郡松茂町 株式会社パルトゥー 1480001005338 総合工事業から県産木材・木製品製造業への新分野展開 株式会社香川銀行

四国 徳島県 徳島市 ショットバー　プレール 徳島随一の歓楽街で働く親達のため、夜間託児所を開設 税理士法人アクシス

四国 徳島県 板野郡藍住町 合同会社花・花 1480003000477 ご家族の要望にお応えし、重度の知的障がい者や精神障がい者が安心 株式会社四国銀行

四国 徳島県 美馬市 株式会社Ｔ．Ｏ．Ｋ 3480001010872 弁当製造・配達販売による地域の見守りを担う新規分野事業転換 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 小松島市 株式会社高橋海産 6480001004104 廃棄する魚を総菜加工品として活用し食品ロス削減に貢献する新分野展開　高橋　翔希 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 阿南市 株式会社ＭＯＯＮＲＩＳＥ 9480001008077 経営環境の変化に対応する為に店舗改装に伴う経営革新事業 阿南信用金庫

四国 徳島県 小松島市 いちばんめのあり 健康・おいしさ・安全性を満たした中食を提供する高齢者向けキッチンカー「トクメシ（仮称）」 榎並　由洋

四国 徳島県 徳島市 サカエティエフサービス有限会社 5480002001522 ウィズコロナ対応型　喫茶店ピノキオ出店計画 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 小松島市 大上工業株式会社 2480001003373 オートメーション化で生産性を向上！国土交通大臣認定工場のレベルアップで新市場へ進出 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 徳島市 株式会社四季乃味 1480001000891 農林水産事業者や飲食店からのＯＥＭ受託によるレトルト食品の製造・販売 徳島信用金庫

四国 徳島県 徳島市 有限会社山永設備 7480002008689 ライフラインを支えるガス工事業の実績をもとに環境・防災に配慮したリフォーム業への進出 福本　崇

四国 徳島県 徳島市 めいえん カフェ業態から地域に根差した配達弁当店への事業展開 税理士法人アクシス

四国 徳島県 小松島市 株式会社山田工務店 3480001002399 「徳島すぎ」の大径材を使用した「柾目柄幅はぎ材」製造事業 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 ＮＩＣＯＮＬＬ建築事務所株式会社 2480001010080 完全個室空間を提供する建築事務所による美容事業への新分野展開 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 那賀郡那賀町 新丹生谷製材協同組合 6480005004166 ホームセンター向け商材の開発による徳島県の製材業発展への貢献 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社ニッキーファーム 9480001008374 ブロッコリー農家が作る低糖質ダイエット商材の卸、ＥＣ直販事業 税理士法人アクシス

四国 徳島県 徳島市 株式会社藍 7480001008186 地域の特産品や自社商品を利用したジェラートの製造・販売 徳島信用金庫

四国 徳島県 徳島市 岡田企画株式会社 3480001000378 【日本で唯一！ファーストクラスのおもてなしで徳島に元気を】 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 三好郡東みよし町 株式会社ふる里会館 6480001007767 ｗｉｔｈコロナ時代におけるご遺族本位の新たな葬祭サービスの提供 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 有限会社アプローチセンター 5480002000383 福祉施設や高齢者などを支援するワンコイン弁当の配食事業。 加藤　祐輔

四国 徳島県 徳島市 アールデコ株式会社 9480001008317 お客様の要望を汲み取り、お客様と共に「変化」を楽しめる「リフォームサービス」を提案します。 長谷　有希央

四国 徳島県 小松島市 有限会社栄興自動車販売 8480002007558 最新技術などの特定整備が出来る機器の導入と自動車整備のＤＸ化で徳島の自動車業界を牽引する 長谷　有希央

四国 徳島県 板野郡藍住町 株式会社Ｌ　Ｍａｇｉｃ 4480001006515 光触媒を活用した抗菌・抗ウイルスコーティングサービスの提供 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 徳島市 有限会社久保鉄工所 8480002001131 金属精密加工技術を活用した航空機産業への進出 阿波銀コンサルティング株式会社 阿波銀リース株式会社

四国 徳島県 阿南市 株式会社Ｔ＆Ｎダイナー 5480001010879 肉の匠が挑む！リーズナブルで希少性高い焼肉店！ 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 セカンド　ストーリー　エール　ワークス クラフトビールの　ＢｔｏＣ　市場の開拓に向けて製造・製品・販売法の刷新 平井　吉信

四国 徳島県 美馬郡つるぎ町 薪おじさん株式会社 2480001007696 イベント会場を兼ねたキャンプトレーニング施設の運営、アウトドア商品全般の販売への新たな挑戦 株式会社四国銀行

四国 徳島県 鳴門市 株式会社石井鉄工所 6480001004913 蓄電池産業への挑戦を通じてカーボンニュートラル実現に貢献する 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 板野郡藍住町 株式会社愛晃 6480001005390 当社の強みを活かしたハイブリッド非接触型神戸牛焼肉店事業 株式会社四国銀行

四国 徳島県 徳島市 リアルタイム 徳島の魅力を発信！ＥＣ活用・体験型焼肉店での観光地域づくり計画 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 勝浦郡上勝町 ペルトナーレ イタリアンレストランからオーベルジュへの事業転換 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社ふじや 6480001002009 無人販売事業開始による地元食材ブランドの販路開拓計画 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 徳島市 株式会社旭金属 2480001000008 廃棄される太陽光パネルのリユース・リサイクル促進による自然エネルギー産業への貢献 安岡　和孝

四国 徳島県 鳴門市 有限会社ヨコタ 8480002012095 脱印鑑の変化に対応するため、スタンプの魅力と可能性を拡げる 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 阿波市 一般社団法人旅の栞 6480005006682 徳島県での障害者雇用を生みだすインクルーシブカフェの展開 株式会社伊予銀行

四国 徳島県 海部郡海陽町 節川手袋有限会社 3480002014096 糸くずの絡み問題を針洗浄請負で解決＆廃棄物活用でＶ字回復 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 来宝綜合銘木工業株式会社 5480001002158 建材用木製品製造業からＥＣ活用リサイクル家具製造業への業態転換 株式会社阿波銀行

四国 徳島県 徳島市 藤本生花店 地域初！「お花でオンライン動画レッスン」と「レンタルギャラリー」 徳島信用金庫

四国 徳島県 徳島市 株式会社武市 5480001008584 障害者の就労機会と地域の買い物弱者を支えるお惣菜移動販売事業 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 阿南市 岡部興業株式会社 6480001006892 内装材製造企業による不燃建築基材製造事業への展開 株式会社徳島大正銀行

四国 徳島県 鳴門市 加藤塗建工業 樹脂を使った家具製造とショールームを兼ねたカフェを開店 税理士法人アクシス

四国 徳島県 板野郡藍住町 株式会社ＴＥＲＡＺＡＷＡ 4480002011613 建築板金工事業者から、金属屋根材メーカーへの飛躍 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 徳島市 株式会社松浦機械製作所 4480001002282 高難度の精密研削加工を「標準化」する業態転換への取組み 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 名西郡石井町 有限会社山下運送 6480002006603 営業倉庫の取得による「保管・荷役・輸送」の一貫物流事業の展開 阿波銀コンサルティング株式会社

四国 徳島県 徳島市 株式会社電信 2480001000841 自社開発のＩＯＴセンサー機器を利用したワインと日本酒の販売 徳島県商工会連合会

四国 徳島県 徳島市 株式会社尾上 4480001000393 アフターコロナの外食・観光需要に応える全国ご当地グルメマルシェの展開 税理士法人すばる会計

四国 徳島県 吉野川市 リトルバード有限会社 1480002009362 ギフトショップから　新事業　放課後等デイサービスへ挑戦　発達に困りごとがある児童の日常生活の向上と居場所つくりをめざす 吉野川商工会議所

四国 香川県 高松市 有限会社酔灯屋 3470002003777 高松市で飲食店を３５年運営してきたノウハウを活用した非接触型の宿泊施設の運営 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社Ｃｏａマネジメント 3470001013694 大人の職業体験施設「ジョブトレ」 高松信用金庫

四国 香川県 善通寺市 有限会社石原建工 6470002012791 ウィズコロナの社会変化に対応した高度な注文住宅による業態転換 株式会社百十四銀行

四国 香川県 仲多度郡多度津町 一般社団法人つながりプロジェクト 2470005006019 僅かなひと手間を加えることで手軽に食べられるお惣菜事業 北村嘉章

四国 香川県 高松市 株式会社ウエスト 2470001005172 楽しく作って美しく撮る！プロの撮影技術も学べるキッチン付きレンタルスペース事業への挑戦！ 観音寺信用金庫

四国 香川県 観音寺市 株式会社加地茂治郎商店 4470001018882 天水分（あめのみくまり）×祝言ｗｅｄｄｉｎｇ 観音寺信用金庫
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四国 香川県 高松市 Ｒｅ：ｌｅａｆＭＵＧＵ治療院 ボディバランスと針きゅう整体にメタトロンを組み合わせた新サービス構築 櫛田　祐一

四国 香川県 高松市 ＣｈｉｎａＤｉｎｉｎｇＭｅｉＷｅｉ さぬき（香川県産）の食材にこだわった『讃岐餃子』をネット販売業態転換 高松信用金庫

四国 香川県 木田郡三木町 株式会社森川ゲージ製作所 3470001006830 次世代船舶用エンジン向け超精密部品事業への新分野展開事業 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 山根建設株式会社 9470001011560 グリーン成長戦略に基づくＤＸ化された公共工事の提案 株式会社中国銀行

四国 香川県 三豊市 大成生コン株式会社 9470001010562 高炉セメントの製造・卸売事業の開始を通した低炭素型コンクリートの社会実装 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 武田商会合同会社 9470003001048 県下初！香川オリーブブランド肉餃子３種を開発し製造卸小売り販売 株式会社百十四銀行

四国 香川県 小豆郡小豆島町 有限会社宮山モータース 7470002019349 カーケア事業進出でＥＶにも対応した自動車整備業へと進化し事業再構築を実現 香川県信用組合

四国 香川県 仲多度郡まんのう町 新誠工業株式会社 3470001009486 土木工事のプロが手掛ける建設用機械修理業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社おへんろ企画 1470001014645 自動販売機による非対面型のお遍路グッズ販売事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社岩佐佛喜堂 9470001000588 顧客自らセレクトした香木・香料等を調合し、好みの香りの線香製造販売事業への業態転換 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 高松市 株式会社サミー 1470001001742 子供でも大人でも受講者が気軽に利用できる書道教室への参入 榎並　忠樹

四国 香川県 小豆郡土庄町 株式会社西崎組 7470001012206 日本初！デザインビルド方式に対応した大規模建築設計サービス 株式会社百十四銀行

四国 香川県 善通寺市 有限会社エムジーシステム 2470002012804 県下初の木繊維断熱材施工販売でゼロ・エネルギー・ハウスに貢献 株式会社香川銀行

四国 香川県 東かがわ市 株式会社開洋 4470001011557 高鮮度な瀬戸内のブランドふぐをご家庭に！プチ贅沢を手軽に楽しめるお取り寄せグルメ通販事業へ新分野展開 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 坂出市 有限会社末沢写真館 6470002015019 高齢者を対象に変更し、介護サービスへの業態転換と遺影写真による多角化 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社ゴーフィールド 3470001004719 オンライン配信事業への新分野展開によるイベントのトータル支援 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 有限会社横山電装サービス 5470002008832 分解整備及びレンタカー免許を取得しワンストップサービスでＢｔｏＣ市場へ新出 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 株式会社ＪＥＢアカデミー 4470001017158 増毛向け人工毛の製造開発とかつらの補修・クリーニング事業展開 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 株式会社ＺＥＲＯ 6470001005838 鈑金塗装の内製化で自動車の販売から整備、鈑金塗装の一貫体制による顧客の安心したカーライフサポートの実現 税理士法人合同経営

四国 香川県 丸亀市 たこ焼きＢＡＲ　ＨＯＰＥ 高松発！地域連携力を活かした健康志向たこ焼き冷凍自動販売に挑戦 株式会社ルーツ

四国 香川県 仲多度郡琴平町 株式会社総合技建コンサルタント 5470001008461 大型配電盤の供給体制構築による地域密着型の業態転換事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 綾歌郡宇多津町 四国システム印刷株式会社 3470001007787 印刷と加工の一貫体制構築し、コミケオリジナルグッズ製造へ進出！ 株式会社ルーツ

四国 香川県 観音寺市 株式会社石川組 5470001009781 業界初！ＺＥＨ基準を超える規格住宅の建築・販売の新分野展開 株式会社中国銀行

四国 香川県 東かがわ市 有限会社榎商店 4470002018304 ＡＩ・ＲＰＡを活用した独自システム導入を通したハードリカー×ＥＣ市場の深耕 株式会社中国銀行

四国 香川県 木田郡三木町 有限会社しゃぶ亭まる 4470002003710 安心できる店舗運営を実現するために、完全非接触型飲食店の構築 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 株式会社樹工舎 9470001016048 香川県産のＡＤ材を活用した地域貢献型家づくり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 香川県 丸亀市 Ｃａｆｅ　はるくもＳｕｎ． より良い材料にこだわったカフェと総菜販売による業態転換事業 香川県商工会連合会

四国 香川県 高松市 有限会社セキ 3470002010187 赤外線カメラ搭載ドローンによる太陽光パネル調査・点検・メンテナンス事業への新分野展開 西村　進

四国 香川県 丸亀市 有限会社中富工業 6470002012032 香川県から都市部高層建築物への鉄筋事業に参入 観音寺信用金庫

四国 香川県 高松市 有限会社スクエア 6470002009061 バイク販売・整備業進出による一括整備需要を捉えた増収計画 高松信用金庫

四国 香川県 小豆郡土庄町 ハシモト写真館 瀬戸内海を一望できる、非接触型簡易宿所事業 みどり合同税理士法人

四国 香川県 さぬき市 ヒューマンリング協同組合 9470005005848 宿泊施設の少ない地域で民泊施設を整備し地域イベントを後押し 星　雄仁

四国 香川県 高松市 有限会社中西塗装工業 4470002005070 業界希有！屋根瓦を再生させる洗浄塗装で葺替え＆技術者養成事業 株式会社百十四銀行

四国 香川県 丸亀市 株式会社ブランシュ 4470001008818 自家製味噌と香川県産食材を使った味噌漬けのＥＣ販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

四国 香川県 高松市 有限会社蓮井興業 8470002005406 香川県初となる地下シェルター宿泊体験型キャンプ場 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社ｍｏｔｏｒ７ 5470001014848 地域の高齢者の方が安心して末永くお付き合いできる中古自動車販売・整備事業に新分野展開 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 仲多度郡多度津町 株式会社あっとん 1470001012038 革新的な加工品（冷凍うどん）開発による、海外市場への新進出 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 バ－・ふくろう バーテンダ－が手掛ける本場香川のセルフうどん 株式会社百十四銀行

四国 香川県 観音寺市 株式会社モーリス 6470001018014 ＡＩ・ＩｏＴを活用した睡眠環境管理システムを備えた障がい者向け寝具の開発・販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

四国 香川県 仲多度郡琴平町 株式会社琴平グランドホテル 6470001008155 会員制のペット同伴リゾート宿泊施設の運営　ワンランク上のマイクロツーリズム顧客を囲い込む 株式会社中国銀行

四国 香川県 高松市 株式会社サンコーポレーション 3500001017080 屋根材事業（下請け）からリフォーム事業（元請）への転換 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 有限会社ブラフマンシステム 2470002007713 最新冷凍技術による新商品開発と独自冷凍販売機で販売店網を再構築 みどり合同税理士法人

四国 香川県 高松市 株式会社珀栄 3470001013447 香川県初の新工法による杭抜事業参入 香川県商工会連合会

四国 香川県 綾歌郡宇多津町 ＬＴＭエンジニアリング株式会社 6470001017354 リサイクルプラント向け金属部品の製造開始による循環型社会への貢献 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 一般社団法人かねとうみらい塾 6470005006097 アレルギー症状を改善する日常食の提供による、健康食の普及事業 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 高松ライフシステム株式会社 7470001006281 丸亀町商店街の関係人口を後押し、デリバリー付コインランドリー事業で新分野展開 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 テクノ株式会社 3470001002854 同業者向け「スマホアプリ連動・受配システム」のレンタル事業に新分野展開 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 高松市 株式会社福家写真館 9470001003558 レンタルデジタルプリントラボ＊への新分野展開による次世代型写真館 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 ティアラ　フィットネス 地域の健康拠点となるパーソナルジム＆無人レンタルジムで再構築 株式会社百十四銀行

四国 香川県 坂出市 株式会社尾崎スクリーン 3470001009255 業界初！デジタル印刷機を利用した唯一無二の商品づくり 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 高松市 株式会社高松マリーナー 4470001002481 プレジャーボートのＰＲブランド立ち上げとマリンレジャー向けネット販売 高松信用金庫

四国 香川県 高松市 有限会社多田機工 8470002004432 ナンバープレート専用プレス機械製造事業への新規展開 税理士法人多田羅会計事務所

四国 香川県 高松市 株式会社エヌディシージャパン 2470001000735 スローファッションを実現するＳＰＡによる自社ブランド販売事業に業態転換 株式会社中国銀行

四国 香川県 仲多度郡多度津町 本間建設株式会社 9470001007947 ＩＣＴ建機導入による建設発生土の運搬処理業への新たな挑戦を通じた循環型社会の実現 株式会社香川銀行

四国 香川県 高松市 株式会社愛和 2470001013794 「サムゲタン」のテイクアウト販売・通信販売及び個室での料理提供を開始する。 株式会社香川銀行

四国 香川県 仲多度郡多度津町 株式会社ミワ商店 9470001008458 地場産業を守る地域密着型ローカルスーパーのロールモデルの確立 株式会社中国銀行

四国 香川県 三豊市 サヌキ畜産フーズ株式会社 2470001012689 フレイル予防に貢献できるノンミート冷凍総菜事業を確立させる 吉川　和良

四国 香川県 高松市 株式会社ＩＰ 5470001013742 革新的美容液を使用した地域密着型の美容エステサロン事業 亀山　勝幸

四国 香川県 高松市 野崎自動車株式会社 8470001003336 香川県唯一！大型トラック整備事業、買い替え時の架台載せ替え事業への新分野展開により、自動車整備事業を再構築 株式会社みどり合同経営

四国 香川県 高松市 香川ダイハツ販売株式会社 1470001000967 ＩＴ化・働き方改革によるＳＤＧｓ時代の中古車リサイクル＆オンライン販売転換 高松商工会議所

四国 香川県 高松市 有限会社メリット 7470002009151 部活動の地域移行を踏まえたスポーツ選手育成及びセカンドキャリアを実現するための事業 大久保　伸二

四国 香川県 善通寺市 有限会社西岡製袋加工所 8470002013029 工場新設による不織布の製袋加工事業への参入 株式会社百十四銀行

四国 香川県 高松市 タイヨウ株式会社 5470001002596 ５０年培ったノウハウで新規事業も「安心・安全・衛生」をお届けします。 株式会社香川銀行

四国 愛媛県 新居浜市 鳥鶏 「地産地消キッチンカー」で飲食店経営と地域がよみがえる事業再構築 多田　稔

四国 愛媛県 松山市 株式会社アンミンピロー 9500001000411 ＢｔｏＢ事業から、ＥＣサイトを活用したＢｔｏＣ事業進出による業態転換 近藤　猛

四国 愛媛県 大洲市 株式会社福山 9500001007753 老舗写真館が若者に人気のセルフ写真館を開業、売上・利益アップ 森田　正雄

四国 愛媛県 今治市 有限会社木下ソーイング 8500002018107 タオルの縫製技術力・経験を活かし、ホームファッションに関わる「編物市場」に参入 エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 北宇和郡松野町 株式会社山崎農機 7500001015980 離農を逆手に取った農業用倉庫片付けサービスによる新分野展開 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 松山市 有限会社いっせい 9500002001020 料理下処理の集約新事業で、自社事業体制改革と売上増収益確保 木本　康聖

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社岡部工業 8500002016085 古民家活用を通じて「シビック・プライド」を醸成するため、遺品整理・賃貸仲介業へ進出 多田　稔

四国 愛媛県 今治市 ラシャンドシエル 四国初！ドライブスルー方式を採用したクレープ専門店が提供するこだわりイタリアン エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 松山市 株式会社ＴＨＩＮＫ　ＲＥＡＣＨ 1500001023122 ＳＮＳ事業経験を活かした、ＥＣアパレル小売業への参入 税理士法人やよい

四国 愛媛県 四国中央市 ＲＡＳＨＩＫＵ 地域初の焼き芋テイクアウト事業への思いきった挑戦 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社富士印刷 4500001014762 ２０５０年カーボンニュートラルに向けた地域脱炭素支援サービスへの新分野展開 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 今治市 東洋道路株式会社 1500001013049 ＩＣＴ搭載建機の導入によるＩＣＴ型工事元請受注の本格開始と地場舗装工事業界のＩＣＴ型工事普及への貢献 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 新居浜市 有限会社泉金属商会 2500002015951 大型産業廃棄物切断機導入による高品種鉄スクラップの低コストでの資源循環の実現 髙畑　明敏

四国 愛媛県 松山市 株式会社中予ステンレス工業 3500001002710 建設現場の工数削減につながる新たな建材の製造・販売への取り組み 倉智　武彦

四国 愛媛県 松山市 株式会社日珈 4500001003179 地域経済の活性化に貢献、県内唯一の老舗コーヒー卸問屋が提供する「コーヒー豆等の小売飲食事業」 株式会社エフアンドエム

四国 愛媛県 松山市 有限会社三光金物 5500002003854 人手不足に対応した建材の開発と新たな溶接方法の導入による業態転換 倉智　武彦
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四国 愛媛県 松山市 秀伝 秀伝からあげの２４時間無人販売による売上拡大・収益アップ 一ノ宮　康嗣

四国 愛媛県 今治市 しまなみ興産有限会社 9500002019491 新たなキャンプ場の提供で新たなニューファミリー市場への進出 大西　正志

四国 愛媛県 上浮穴郡久万高原町 ひだまり キッチンカーでの本格的なソフトクリームの販売事業 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 松山市 株式会社Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｏ　Ｓｏｌａｒｅ 4500001021585 ＡＩを活用した非接触型の高気圧酸素、予防歯科等のセルフケア施設運営 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社キノシタ 5500001014927 製紙業を支える！コロナ対策済最新型高機能換気設備で、快適な可変式商談・ワークスペースの提供事業に業態転換 株式会社みどり合同経営

四国 愛媛県 今治市 岡田建設株式会社 9500001011326 省力・省人化機械によるストックビジネスとしての草刈り管理ビジネスの新規展開 坂本　考弘

四国 愛媛県 西予市 ゆめさく屋 西予市における近隣エリアの住民が集う、子供を育むスポーツ施設で地域を活性化！ 宇和島信用金庫

四国 愛媛県 松山市 有限会社阿部木工 7500002000759 家具製造会社によるホームステージング業への挑戦！ エイアンドシープラス株式会社

四国 愛媛県 宇和島市 株式会社ＳＫＧ 4500001019200 東日本エリアでの運送事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 株式会社宮本金属 7500001019940 金属加工のプロによる塗装業（コーティング）への進出 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 今治市 有限会社ムラカミ 4500002020140 最先端のスポーツ科学と縫製の力で赤外線透過防止機能付きユニフォーム等の開発に挑戦 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 今治市 大三島果汁工業株式会社 2500001012883 大型野菜加工設備によるノンコア業務のアウトソーシング受託事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社村上自動車 3500002022138 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 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 ヤマセイ株式会社 1500001016670 生産体制革新で強みの高精度大型加工を強化し、成長市場の新製品受注による事業再構築を実現 中村　清悟

四国 愛媛県 西予市 天翔丸 居酒屋店主がうどん屋を開業し、地域に根差した新たな価値提供へ挑戦する 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 西条市 辰美産業株式会社 7500001009041 安全性・作業効率を向上させた次世代足場施工への取り組み Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

四国 愛媛県 松山市 有限会社遠藤青汁 6500002001527 販売代理店業から地域農産品を生かしたＨＡＣＣＰ対応新製品開発事業 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 高橋車輌株式会社 4500001015026 指定工場の認証取得により、車検業務の内製化を推進する事業計画 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 伊予郡砥部町 株式会社ＫＡＫＵ１０ 3500001007354 地域初！大型車両レッカー業務の実現と大型車両の車検体制の導入 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 西条市 株式会社ダイテック 7500001010593 地場のビール文化の灯を紡ぐビール醸造・販売への新分野展開事業 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 今治市 株式会社伊予捺染 7500001011154 需要が拡大している医療・介護事業者向け機能性印刷事業への進出 株式会社ゼロプラス

四国 愛媛県 今治市 有限会社近藤木工 3500002018243 曲面加工技術を活かしたＳＤＧｓ対応家具販売店への進出 愛媛信用金庫

四国 愛媛県 松山市 ｔａｂｅｍｏｎｏｓａｓｈｉ 発酵技術を生かし、料理教室から黒麹甘酒・醤油の製販に転換。『発酵×せとうち』でブランド化 原田　総介

四国 愛媛県 今治市 杉野綿業株式会社 9500001011755 人に、地球に、未来に優しい！サステナブルなタオルの開発 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 安永広告株式会社 3500001004178 市場ニーズを捉えたデジタルサイネージ広告による新分野への挑戦 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 西条市 株式会社藤田製作所 5500001009101 マシニングセンタと旋盤機の導入による小型金属加工製品製造事業への進出 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社城下文化堂 1500001014666 自家焙煎技術と地元食材を活用したチョコレート製造販売事業展開 川之江信用金庫

四国 愛媛県 新居浜市 合同会社５ＳＥＣＯＮＤＳ 8500003002019 今治タオルの素材特徴を活かした新寝具ブランドの創出 髙畑　明敏

四国 愛媛県 四国中央市 大黒美術紙工株式会社 4500001014696 業務用キッチンペーパーの国内製造 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 株式会社ＫＯＨＫＯＨ 6500001021088 居酒屋店長の目利き×地元食材×人材活用　～瀬戸内発ラーメン店の展開～ 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 東温市 ひととき 地域と融合した非日常を味わう自然に囲まれたカフェへの転換 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 松山市 日硝工業株式会社 3500001003221 最新エッジングマシンの導入によりガラス加工を全自動化する業態転換計画 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社いとう社 1500001020607 食事と運動で健康をサポートする飲食店経営者が運営するフィットネスジム事業 みどり合同税理士法人

四国 愛媛県 松山市 有限会社ナカムラ自動車 8500002004957 環境に配慮した低コスト・短納期を実現する水性塗装サービス 税理士法人ＡＳＣ

四国 愛媛県 宇和島市 株式会社こもこもＳｈｏｐ 9500001016110 宇和島市蒋淵の魚類養殖業者の現状と６次産業化への挑戦 舛田　希仁

四国 愛媛県 新居浜市 株式会社ファースト・ラボ 9500001010757 愛媛県産はだか麦を活用した発酵食品開発事業 東予信用金庫

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社ネクサス 6500001021360 カーボンニュートラルの実現に向けた欧州向け製品分野への新しい挑戦 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 松山市 四建商事株式会社 4500001002057 業界Ｎｏ．１ストレッチスタジオの四国初展開のための店舗改修・研修・広告 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 アウト・レパリーレン 水性塗料を用いたＡＳＶへの鈑金塗装とＯＢＤ車検という最新自動車整備への挑戦 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

四国 愛媛県 松山市 有限会社三原産業 3500002006660 地域社会に貢献できる骨材の保管管理業務へのチャレンジ 一ノ宮　康嗣

四国 愛媛県 松山市 株式会社アート・エクスプレス 5500001006098 ドローンパイロットが必要な企業や自治体に派遣するサービス 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 北宇和郡松野町 のぶりん農園 滞在型農業体験・田舎まるごと体験～アフターコロナにおける「コト（体験）消費」拡大に向けて～ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

四国 愛媛県 四国中央市 株式会社伊予機械製作所 9500001014213 既存技術の強みを活かした一般医療製品製造機械の製作への挑戦！ 梅原浩一

四国 愛媛県 新居浜市 高田工業株式会社 8500001010080 非破壊検査を含む検査代行事業への参入による橋梁建設等の強度部材の安定供給 髙畑　明敏

四国 愛媛県 今治市 有限会社西原石材興業 7500002020360 最高級大島石：にしはらの石を用いた展示場小売販売事業を展開 光畑　裕貴

四国 愛媛県 西予市 株式会社クイックサポート 2500001020416 移動美容車を導入し施設入所者や過疎地域住民へ質の高い美容サービスを届ける挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社Ｓ’ｃｈａｔｚ・Ｊａｐａｎ 2500001006118 自社の強みを活かしたカーディテーリング事業による新分野への挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 八幡浜市 平和建材産業株式会社 9500001008413 産業廃棄物を活用した「低炭素」コンクリート二次製品開発と量産体制構築 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社ワールドトランク 6500001020651 オリジナル大福ＯＥＭ事業への進出 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 松山市 株式会社四国ファシリティーズ 6500001021856 地域住民のニーズに応える「重症心身障がい児」向け障がい福祉事業の展開 株式会社愛媛銀行

四国 愛媛県 大洲市 サラ 愛媛初レンタルギャラリー併設バケーションレンタル運営への挑戦 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 四国中央市 宝株式会社 7500001014702 当社の強みを活用したユーザーニーズに対応する為の新素材加工への挑戦 観音寺信用金庫

四国 愛媛県 西宇和郡伊方町 有限会社加藤商店 9500002013148 クリーニング店消滅地域におけるコインランドリー事業の新展開 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 四国中央市 有限会社土居畜産食肉 7500002022092 精肉店からのポストコロナ対応の焼肉屋（飲食店）への業態転換 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 松山市 株式会社ガリレオコーポレーション 1500001007133 中古車を使ったコネクテッドカーの販売と「ＣＡＳＥ」に対応した新メンテナンスサービス事業 株式会社広島銀行

四国 愛媛県 松山市 未来創研株式会社 9500001020863 「グローバルでクリーンな街愛媛」を外国人労働者と企業と共創する 株式会社伊予銀行

四国 愛媛県 南宇和郡愛南町 鉄板かめお 立地条件を活かした景気に左右されないコインランドリー事業への展開 愛媛県商工会連合会

四国 愛媛県 松山市 大谷総業株式会社 2500002008815 安全性・施工性の推進に向けた次世代足場機材レンタル・リース事業への進出 株式会社伊予銀行

四国 高知県 高知市 ハンナ化粧品合同会社 6490003001197 高機能・コンパクト・組立不要・低価格の防災トイレの製造販売 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 有限会社繁春鉄工所 3490002011720 ５軸マシニングセンタ導入によるグリーン成長分野への進出 株式会社高知銀行

四国 高知県 土佐清水市 土佐清水海洋開発株式会社 8490001005009 ウィズコロナ・ポストコロナ対応　「匠の食卓」オンラインショップ 伊藤　央

四国 高知県 高知市 パティスリー　モンスリール テイクアウトケーキ店からカフェ併設の複合型店舗への展開 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 有限会社特選呉服いしはら 7490002008135 高知から発信！着物を中心とした伝統的な和文化を広める新業態店の展開 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社オフィスパートナー 2490001007811 プロジェクションマッピングによる一般顧客向け事業による新分野展開 高知商工会議所

四国 高知県 高岡郡中土佐町 山本鮮魚店 漁師町の鮮魚店がＯＭＯ戦略を軸にコロナ時代の新業態店に挑戦 梅原浩一

四国 高知県 高知市 株式会社エレパ 8490001000190 エレパフードビジネスプロジェクト 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 有限会社おかざき葬儀社 8490002000116 コロナ禍の葬儀ニーズを捉えた、新規葬儀プラン実施への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 南国市 株式会社エスイージー 5490001006570 食品機械用部品製造事業への新規参入による新分野展開 倉智　武彦

四国 高知県 高知市 有限会社川上食品 8490002000025 四万十川産オーガニックうなぎのリアル店舗とネットショップ展開 税理士法人生駒会計

四国 高知県 南国市 株式会社スウィーツ 8490001006477 「次世代高知県ＮＯ．１スウィーツ」の開発に伴う新分野展開。 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 人と道株式会社 5490001010077 自然豊かな吉野川沿いで、焚火やバーベキューなどのアウトドア体験ができる宿泊施設の運営 株式会社高知銀行

四国 高知県 高知市 ＭＡＥＢＡＲ 養殖業者と協力！釣り体験と海鮮丼店を融合した新事業への挑戦 高知商工会議所

四国 高知県 高知市 株式会社土佐御苑 5490001001539 高知県初！老舗旅館ブランドを活かした分散型ホテルの開業 特定非営利活動法人こうち企業支援センター

四国 高知県 吾川郡仁淀川町 株式会社大一林組 1490001005527 ＩＣＴ施工投資と研修施設構築を行い地域貢献に資する取組 株式会社四国銀行

四国 高知県 土佐市 土佐共同産業株式会社 1490001005485 ２４時間冷蔵冷凍自動販売機とキャッシュレス決済を活用した複合の無人自動販売機業態の開発 高知県商工会連合会

四国 高知県 安芸郡東洋町 株式会社フクチャンＦＡＲＭ 7490001010075 古民家をリニューアルし、ワーキングホリデー・観光客等の中長期滞在型施設による拠点整備事業 高知県商工会連合会

四国 高知県 高岡郡四万十町 有限会社三美ソーイング 2490002010855 ニット市場への進出と新規顧客獲得 高知県商工会連合会

四国 高知県 高知市 株式会社桃山商店 1490001007614 映画監督が運営する「キネマミュージアム」の設立 梅原浩一

四国 高知県 高知市 株式会社高知丸高 3490001000674 ４輪特殊重機を活用、災害復旧・インフラに貢献する新分野展開 高知商工会議所
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九州 福岡県 福岡市中央区 ＢＡＲＯＱＵＥ株式会社 5290001025797 花屋の構造的課題を解決したデリバリーサービスによる、売上回復と生花産業牽引の実現 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社Ｄｅａｒ　Ｓｉｓ・Ｂｅａｕｔｅ 6290001082458 全国花き生産量３位の福岡からお届け　手入れ不要で長持ちのプリザーブドフラワーでＥＣサイト販売　女性の活躍を支援します 魚谷　康行

九州 福岡県 久留米市 シルク美容室 美容師による美容室一体型脱毛サービス 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社丸久 1290001023078 陸上養殖サーモンの原料を活用した水産物冷凍商材の開発・販売 矢野　佑作

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社オキシス 4290801009711 美容整形手術後ケア事業展開により、美と健康をサポートする企業に成長 太田　範雄

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社アイフィール 7290001058597 Ｗｅｂマーケティング力を活用したハンバーガー店の開業 原　淳子

九州 福岡県 大野城市 株式会社アクティブワン 6290001042627 ブランド佐賀牛・国産和牛・もつ鍋の加工販売の展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＧＲＥＥＮ　ＬＩＦＥ　ＪＡＰＡＮ 5290001092689 不況に強いラーメンビジネスへの事業転換 園田　嘉生

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ケービーシーメディア 8290001012974 映画館向けクラウド型ＣＲＭツールの開発とサービス提供 福岡商工会議所

九州 福岡県 田川市 エコリスト 中国輸入した商品のＥＣプラットフォームＹａｈｏｏ！ショッピングでの販売 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 咲きうれ 観光市場の活性化と地域コミュニティを形成する憩いの　日本料理店への新展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ａｉｒ 3290001066224 地域中小企業をターゲットにしたライブコマース事業の開発と展開 富永　一也

九州 福岡県 小郡市 株式会社ＨＲＴ 1290001064353 女性に人気の辛麺屋がコロナ禍に強いスイーツテイクアウト店を展開 山根誠司

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社九州大和 6290801009791 物価高騰をチャンスに変える！地域限定「中古家電と家具」に特化した独自ＥＣサイトの構築とＥＣ拠点の創設で事業再構築 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市南区 藤川美肌製作所 エステサロン運営から美容商品の企画開発、卸売業への業種転換 松岡　秀利

九州 福岡県 春日市 肉酒場炙一 肉料理自慢の居酒屋が手がける惣菜パンのテイクアウト専門店 古町　聖文

九州 福岡県 大野城市 エムケー厨設株式会社 6290001040481 冷凍・冷蔵自販機を利用した事業再構築による売上回復計画 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社ＧＲＡＮＴ 5340002011972 ウェディングリング市場への参入を通じたライフイベントに寄り添う小物づくりの展開 江﨑　貴一

九州 福岡県 宗像市 三社丸　姫っこ 大島産海藻類・魚介類を原材料とした弁当・総菜の製造販売事業 廣木　鑑治

九州 福岡県 福岡市中央区 広島お好み焼きとんとんとん 飲食店×インフルエンサー×プラットフォーム＝広告の新時代 寺崎　兼司

九州 福岡県 久留米市 ヒーリングテラス 食の原点・お腹と心が満足する飲食店コニュニティーを目指して 益永　真見子

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社オーシャン・ブルー 9290002010010 メンズエステサロンを併設する、エグゼクティブ向け会員制バーの新事業展開 十時　広二

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社筑前博多独楽 7290001061163 小規模催事に特化した音響部門のトータル代行請負事業 山﨑　義孝

九州 福岡県 久留米市 株式会社満一 7300001007049 看板商品の餃子を冷凍餃子として無人店舗で販売 本田　隆博

九州 福岡県 福岡市中央区 有限会社アルファ企画 3290002009529 髪のコンプレックス解消専門店として、人々の素敵なライフスタイルをサポートする 黒岩　延時

九州 福岡県 太宰府市 有限会社松島茶店 9290002040222 有限会社松島茶店　老舗和菓子屋のＥＣ大航海時代の船出！ 久留　さつき

九州 福岡県 福岡市早良区 有限会社子どもの学び館 3290002028652 放課後学び館　児童の放課後預かり事業 大串　和義

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社エンジェルウイング 3290801019067 介護脱毛など新たな顧客層開拓のためのセルフエステ事業の新展開 渡邉　滋朗

九州 福岡県 福岡市中央区 甲斐田恭平 居酒屋形態への転換とランチテイクアウトデリバリーの多角化経営事業 園田　嘉生

九州 福岡県 小郡市 株式会社ＴＯＩ 6290001092911 不登校児童向けオンライン教育事業への新規参入 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 大野城市 株式会社ポスティクル 3290001043099 新たなニーズに応える移動ジェラート店 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡西区 西小倉駅前イタリアン酒場ＯＴＴＯ 安心で美味しいものを届ける、ＷＥＢを活用した多店舗ショップ経営 北九州商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 本丸黒崎店 女性向けのスポーツジム＆セルフエステ事業への新分野展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 エー・エイチ・シー株式会社 9290001075921 美容スクール開講により、美容業界の人員不足に立ち向かう！ 寺崎　兼司

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社吉丁 1290001042879 所有する古民家を改装し、飲食店としてのノウハウをいかした新規宿泊事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ネクストイノベーション 8290001083512 既存事業の強みを最大限活かした新事業への挑戦！ 寺崎　兼司

九州 福岡県 久留米市 てんやわんや 求肥を使用した大福のような新触感パンケーキ専門店カフェスタンド１０．８ 黒岩　延峰

九州 福岡県 福岡市中央区 ＩＭＩ総合企画株式会社 1290001062340 対面施術不要の脱毛・美容痩身セルフエステサロン事業 木原税理士法人

九州 福岡県 北九州市若松区 フリースタイル 新しい衣食スタイルを提案するクローズ＆スイーツトラック店舗 北九州商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡志免町 株式会社ダイショク 7320001003938 生き残りをかけ、新天地で展開する古民家カフェレストラン 山田　周作

九州 福岡県 八女市 フォレスティン株式会社 8290001083867 年間１０００万円　売上を上げるオンライン予備校 新飼　賢郎

九州 福岡県 糸島市 里や 「こころ×身体×仕事も整える」露天風呂・サウナ付きワーケーション事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡東区 サルト 間借り美容師事業から、アイサロン経営の業態転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 飯塚市 田所自動車有限会社 3290002044575 自動車ローン難民に向けたＩｏＴを使った新たな賃貸自動車事業 安武　晋司

九州 福岡県 福岡市博多区 ＢＩＬＬＹ 和食屋で新たな市場へ挑戦し、既存店舗とのシナジー効果を狙う 寺崎　兼司

九州 福岡県 遠賀郡芦屋町 合同会社Ｓａｍｐ． 4290803003209 飲食店ＤＸで顧客の心を掴む半屋外で開放的なドックカフェの開業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市西区 Ａｌｌｅｙ サステナブル工芸家が作る次世代サンダル　ＦＬＩＰ　ＦＬＯＰ 福岡県信用組合

九州 福岡県 糸島市 カシェット 記念日ナンバーケーキの制作教室の運営及びネットお取り寄せ受注販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市博多区 Ｄｅｊａ－ｖｕ 撮影・配信スタジオの構築とライブ配信によるオンライン事業展開 大串　和義

九州 福岡県 朝倉市 株式会社ポルテ 9290001084542 大自然で大機転☆農泊型グランピングでもっと地域が盛りアガる☆ 朝倉商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 ブレイクスルー 自動車の板金塗料技術を活かした新たな抗菌施工事業の立上げ 齊藤　祐一

九州 福岡県 田川郡福智町 ラ・ピアンタジョーネ 果樹園の６次産業化によるブランド構築事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 柳川市 株式会社ベベ 4010801030026 親子脱毛事業に新規参入し、子供から大人まで楽しめるエステサロンへの変貌を図る 兒玉　洋貴

九州 福岡県 北九州市小倉南区 増成動力興業株式会社 9290801003486 キャパシタバッテリー搭載電動車いすの開発・販売 渕上　耕司

九州 福岡県 直方市 株式会社コスモツール 1290802021362 金型製作技術を活用した電動車向けコネクタ製造への参入 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 直方市 株式会社エヌ・ティ・エム 2290801014069 精密金属加工の高度化によるＥＶ（電気自動車）事業への参入 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社エヴァ 4290001022977 使用済み紙おむつの３Ｒ政策事業　次世代の紙おむつリサイクル 大串　和義

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 株式会社Ｆｕｇｅｎ 9290001038457 板金加工技術を生かした半導体・食品製造機械分野への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 遠賀郡水巻町 株式会社スリーアローズ 3290801022038 電気自動車普及促進に向けた攻めの業態転換・事業再構築計画 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 柳川市 株式会社ケイティホーム 5290001060943 環境にもファミリーにも優しいＺＥＨ・北欧デザイン住宅事業への展開 大川信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社セゲル 3290001034643 「荷主」と「運送事業者」と「環境」をつなぐ物流ＤＸワンストップサービス【ａｌｌｈａｉｓｏ】構築事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 北九州市若松区 株式会社ふたじま不動 8290801024541 セメント燃料向け廃プラ供給業 益塚　友和

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＪＹ 8290001070790 日本製フライパンの製造拠点の整備による、フライパンの製造並びにリペア事業への進出 松本　宏之

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社名越工務店 3290002016582 世界的ウッドショック等による木材価格の高騰に対応しながら、環境に配慮した安価な再生木材を提供 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 大川市 末次家具工藝株式会社 6290001053459 伝統家具の技術を継承した新たなアウトドア家具の開発・製作 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 宮若市 岡垣興業株式会社 1290801014532 ドローンスクール熊本校開校＆ドローン宅配センター従業員　ドローンドライバー育成（ドローン免許国家資格取得） 西田　重和

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社是永商会 2290801001380 環境負荷低減とデザイン性が特徴の次世代型コンクリートの金型製造 ひまわり経営サポート株式会社

九州 福岡県 三潴郡大木町 株式会社タケシタ 7290001053342 電気自動車（ＥＶ）関連生産設備向け部品加工及び装置架台・フレームの製缶加工事業 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 筑後市 サンパック株式会社 7290001004584 フレキソニスコーティング印刷技術導入による脱プラスチックシール市場への新分野展開 株式会社十八親和銀行

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社ＧＯＳＵＫＥ 2320001012761 新型コロナウイルスによる豚丼事業売上低下を受けたわらび餅・白玉通信販売事業への業態転換 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

九州 福岡県 福岡市東区 合同会社オクトパスカンパニー 3290003008298 ＢＭＸ用オリジナルプロテクターの製作及び販売 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ウーリーサービス 2290001046929 人材派遣業から、おひとり様向け焼肉ファーストフード店への新分野展開 須永　達也

九州 福岡県 柳川市 株式会社川島製作所 7290001052765 海苔結束機械製造のパイオニアとして培った技術を活かし、韓国の海苔生産業界で新規市場開拓計画 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 北九州市八幡東区 株式会社イコーハウス 8290801009039 未来の暮らしをカタチにした　『省エネ×介護』住宅　～　初めてのオリジナルブランド住宅「憩家－ｉｋｏｉｙａ－」～ 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 筑紫野市 そば処　田中農産 そば農家による、国産自家栽培そばの冷凍食品化及び販売 木村　壮太郎

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社コムアルファ 4290001084596 世界に１冊、飼い猫写真のノート製造販売事業。 福岡商工会議所

九州 福岡県 小郡市 有限会社カイザー 9290002006603 「自走陸送」の実績とスタッフ力を生かした「事故車・不動車の買取販売」に新規参入！ 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 直方市 ゆりの整骨院 宿泊・整骨・美容がワンストップで！『複合型デイケア事業』 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社インターナショナルエアアカデミー 2290001006255 シニアライフ専門家育成に新規分野展開し、事業再構築します！ 福岡商工会議所
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九州 福岡県 柳川市 株式会社もろふじ 9290001053480 きもの保管シェアリング事業 税理士法人野田税務会計事務所

九州 福岡県 飯塚市 株式会社なかむら 7290001045645 スーパー惣菜コーナーと飲食店のニーズに沿って高鮮度惣菜を製造するＯＥＭ事業への進出 飯塚商工会議所

九州 福岡県 飯塚市 株式会社ＫＡＲＥＮ 4290001046506 内職事業への新規参入とドッグランカフェ新規出店による多角化経営計画 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社手嶋不動産 4290001028818 別府湾を一望できる絶景露天風呂付き宿泊施設及び温泉蒸し料理の提供 木村　壮太郎

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社ダイトク 5290802014593 地上から高さ４６ｍまでの、社会インフラの老朽化に対応する公共工事業等に進出！ 福岡ひびき信用金庫

九州 福岡県 福岡市城南区 株式会社セキワ物産 6290001001533 「『能古うどん』ブランドを展開するうどん店による焼肉店挑戦計画」 税理士法人創研

九州 福岡県 福岡市西区 有限会社ブリーム 1290002031039 ウイズコロナを生き抜く！婦人靴店が挑む鉄板焼事業への新分野展開 山本　喜広

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＹＯＧＡ　ＢＲＥＥＺＥ 8290001044935 完全プライベート空間でのオンライン式暗闇ボクシングフィットネス事業 酒井　康行

九州 福岡県 福岡市東区 合同会社レナトス 3290003007176 福岡市内の人気居酒屋が、地域住民の健康増進に貢献するアロママッサージ＆ピラティススタジオをオープンする 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 久留米市 今村塗装株式会社 9290001076333 足場組立、防水施工の内制化による一括請負体制の構築 松代　和也

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ソースクリエイト 7290001030903 受託型ＷＥＢ制作から業界課題解決型サービス提供事業への進出 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社タグワン 1290001069146 自転車を事故から守る！危険予測に特化したヒヤリハットセンサーの開発計画 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 有限会社宮原塗装 7290002037121 体験型ショールームでの独自塗装家具販売・小売事業への進出 常盤　直也

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社太陽貿易 5290801021467 海外調達力を活かしたインバウンド需要に対応したフォトスタジオ新分野展開 税理士法人ロジエンス

九州 福岡県 八女市 マーケティングミックス株式会社 2010001141575 新分野　地域企業への採用サイト提供及び求人ポータルサイトの開発 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 飯塚市 有限会社パティスリーＳＯＮＯＫＩ 4290002046819 人気洋菓子店による地産地消の本格ジェラート特産品の創出事業 浜　俊一

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＮＡＯＳＡＮ 1290001035172 イタリア料理店のギフト販売とスイーツ・カフェ事業による窮境からの脱却 松代　和也

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社カインド 3290001039873 新分野展開としていつでも利用可能なクイックサウナ店を新たに開業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

九州 福岡県 朝倉郡筑前町 秋月　池田屋 ご当地グルメ「筑前朝倉蒸し雑煮」のオンライン販売で地域経済活性化！ 古町　聖文

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ＵｎｉｒＴｅｃｈｎｉｃａ株式会社 4290801023167 地域に根差したリラクゼーション＆オフィス融合型のサブスクリプションカフェへの業種転換事業！ 丸山　達也

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社ママミール 7290001027107 「安心・簡単・美味しい」食事で家族を笑顔にする「子ども用冷凍食品」製造事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市城南区 株式会社グランムート 6290001073267 アパート企画会社が行うペット共生型の障がい者グループホーム事業 藤浦　敏明

九州 福岡県 福岡市博多区 博多券番　わ乃桂 日本・博多文化のハイブリット型発信地【座組み／博多芸所わ乃桂】運営事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 飯塚市 天喜 福岡県飯塚市で創業３９年目の人気焼き鳥居酒屋が、非対面ビジネスとして焼き鳥の冷凍販売に着手する 飯塚信用金庫

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社ＩＣＨＩ 1290801020729 地産地消の『産直野菜』を使用した栄養面を考えたテイクアウト型の中食販売への事業進出 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 邦華ＩＮＴ’Ｌ　ＴＲＡＤＩＮＧ株式会社 4290001010370 水産品の高付加価値化による自社商品開発と販売での新分野展開 経営サポート株式会社

九州 福岡県 福岡市東区 フィールドロック株式会社 3290001038025 ＣＭＳ開発を通じたコロナの影響を受けにくいシステム販売業への転換 株式会社フォーバル

九州 福岡県 福岡市早良区 有限会社左座園 5290002008116 「コト消費＆モノ消費」ニーズを叶えるハイブリッド型茶道体験施設の設置運営事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 福岡市早良区 有限会社ボーン・イン・ザ・アイランド 2290002026905 先端的食材保存技術の活用による通販事業・ふるさと納税事業への進出 松代　和也

九州 福岡県 那珂川市 Ｗｏｏｄ　Ｌｉｆｅ 快適な居住空間を提供する木造りのタイニーハウスの展示販売 西田　吉博

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社ＵＺＵ 6290001071881 環境配慮した無水洗車用洗剤の製造・販売と出張洗車サービス事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社飲食再生事業団 7290001058960 地域資源を活かした歴史と伝統のある蕎麦屋への新分野展開 松代　和也

九州 福岡県 久留米市 株式会社茶花の里 3290001049187 自然の恵みを再発見！地域連携×お芋スイーツ専門店で事業再構築 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市戸畑区 株式会社北九州活魚センター 6290801000882 国内最高品質のうなぎ『仁淀ブルー』を用いた冷凍うなぎ棒寿司の製造販売 塩津　友輝

九州 福岡県 糟屋郡篠栗町 株式会社エコラ 1260001024632 特殊冷凍技術を用いた冷凍生食パンの製造・販売事業。 加藤　祐輔

九州 福岡県 福岡市中央区 スキューバダイビング・エアー有限会社 4290002031457 世界初のレジャーを発信！ダイビング呼吸法を使った水中ヨガ 野村　真一

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＦＯＲＤＥＬソリューションズ 4290001064375 ネット通販から本格的漢方ペットフード開発・卸売への新分野展開 田中　順

九州 福岡県 三潴郡大木町 モリタインテリア工業株式会社 6290001053269 自社の木工技術を活用した高付加価値製品分野への新規参入事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 プロスライン株式会社 3290001066513 資源リサイクルを目的とした折りたたみコンテナ洗浄事業の展開 河津　祐二

九州 福岡県 福岡市城南区 Ｒｏｃｋｅｔ　Ｒｏａｄ株式会社 5290001076064 人間とロボットの『協働』社会実現に向けた協働ロボット専用ユニの開発販売 松代　和也

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＭＡＣＡＷ 7290001081830 マジックを習得するプロセスを活用した地域の子どもの多様性を育むマジック教室の開設 木原　敬吉

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社戸畑ターレット工作所 1290801002652 アルミダイカスト、アルミ鍛造の新技術導入による電動車部品への新規参入 公益財団法人北九州産業学術推進機構

九州 福岡県 行橋市 有限会社青い林檎 3290802023068 オタク消費に着目！地域初のゲームバー事業で行橋市に「新しい消費の場」を創出 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 久留米市 甚六鮨 老舗寿司店が職人を使わず機械化で挑戦する女性向け茶寮店舗展開 久留米商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ハゼモト建設株式会社 8290801003082 就労継続支援Ｂ型事業への新分野展開 北九州商工会議所

九州 福岡県 飯塚市 ぱん工房　菜の実 老舗ベーカリーが敢えて挑む、飲食事業への業種転換 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市南区 アテライト 広告デザイン事業からトータルメンズエステサロン事業への転換による、事業再構築 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 九州スタッフ株式会社 9290001018665 デジタル化したい中小企業のＤＸコンサルティング及び教育事業 藤浦　敏明

九州 福岡県 久留米市 季心川音 四季折々の景観を味わえる料亭の広い庭園内にある１日１組限定のサウナ付き貸切ゲストハウスの開業 久留米商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社福間商会 3290802015222 ディーゼルエンジンＳＣＲシステム用尿素水の効率的自社製造販売体制の確立 宇野　裕

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社旬菜倶楽部 1290001066003 ウィズコロナに対応する地元野菜の加工小売進出による業績回復 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市中央区 ビストロクワバラ テイクアウト需要の拡大に着目、調理で余った材料を使ったフィナンシェの販売に挑戦 株式会社シャイン総研

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社マル 7290001079305 折尾駅好立地での本格韓国料理のテイクアウト専門店開設事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

九州 福岡県 北九州市戸畑区 芳中　梨々華 働く女性のためのトータルサロンオープン 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社サービング 5290001028354 独自技術の開放による職人育成アカデミーの構築と建設物の環境性の向上 株式会社中央ビジネスグループ

九州 福岡県 久留米市 株式会社Ｂｕｉｌｄ 2290001090877 地域初の輸入クラシックカーレストア事業挑戦で持続可能な社会に貢献！ 古町　聖文

九州 福岡県 北九州市若松区 ベーカリーさくらい 飲食店と一緒に新商品開発！オリジナルパン生地の開発・販売 北九州商工会議所

九州 福岡県 三井郡大刀洗町 ディープリー 旧車エンジンレストア事業に挑戦しサステナブル社会に貢献！ 古町　聖文

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社システムズスタッフ 5290001027785 アナログ式ビルメンテナンスからデジタル化を促進する事業を展開する アネーラ税理士法人

九州 福岡県 久留米市 株式会社天年堂 9290001049223 老舗線香企業の強みを活かして「仏事市場」から「香り市場」へ事業再構築 筑後信用金庫

九州 福岡県 北九州市若松区 西日本精機株式会社 5290801011864 高精度加工機導入による医療・高気密性容器・半導体向け高精度金型事業構築 太田　範雄

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｇｏｏｄ　Ｈｕｍｏｒ　Ｃｏｍｐａｎｙ 3290001087419 オーベルジュ開設による地域内観光客及びワーケーション客のための「泊まれるレストランの開設」 力丸　宣康

九州 福岡県 福岡市東区 ハルデンタル 新感覚！薄くてつけ心地がＧｏｏｄなスポーツマウスガード　のサブスク事業 首藤　利幸

九州 福岡県 福岡市博多区 創造空間株式会社 2290001072677 キューブ型ＬＥＤビジョンで小規模事業者の売上回復を側面支援 福岡県信用組合

九州 福岡県 福岡市東区 木子大順株式会社 1290001084491 コロナで定着したパースナルユース用ハウス工場新設と自社での製造販売据付による業績回復 株式会社ＤＡＮ

九州 福岡県 福岡市東区 フェリーチェ 思い出ご飯とペットフギュア「世界で一つのお供え」クレイアート 瑛智税理士法人

九州 福岡県 大牟田市 株式会社アップＪ 7290001062434 「インドアキャンプカフェ」へ業態転換し、深夜もくつろげるサービス提供 大牟田商工会議所

九州 福岡県 春日市 そうり株式会社 8290001055627 冷凍自販機とＥＣサイトで地元食材による福岡発デイリーフレンチ 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 北九州市小倉北区 Ｂｏｎ　Ｍａｌｅ　ｈａｉｒ 地域のフリーランスと創る、忙しい女性向けの総合美容シェアサロン事業 行政書士法人ｊｉｎｊｅｒ

九州 福岡県 北九州市若松区 株式会社マイテック 3290801021782 丸物精密部品加工技術を活かした新分野展開による事業再構築 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 久留米市 株式会社しげなが 3290001051449 新分野　通信販売への展開を皮切りに当社商品のブランド化を目指す 株式会社佐賀共栄銀行

九州 福岡県 北九州市八幡西区 エムテック株式会社 8290801013379 インフラから養殖ブイまで！ポリウレア加工で革命的「劣化ソリューション」を実現！ 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市博多区 ラーメン味和 飲食業から製造業への業種転換計画 日髙　強

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 株式会社日輪鐵機興業 4290001038478 ３Ｄ切断用プラズマ切断機導入により特殊開先加工技術の獲得による新分野展開 シェアビジョン株式会社

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社つくし 4290001062338 焼肉・ホルモン居酒屋への新規進出による事業拡大への挑戦 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社三洋建設 7290801013248 廃プラスチックの再資源化により循環型社会へ貢献！回収資源から再生樹脂製造事業への参入 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 有限会社司製作所 7290002036668 ＳＤＧｓによる無料回収ボックス製作需要を囲い込むための属人的な曲げ工程の自動化及び効率化事業 シェアビジョン株式会社

九州 福岡県 福岡市西区 宇都宮　亨 湯布院に温泉付き簡易宿所を開設、地元飲食店との夕食連携で地域活性化 株式会社ことづくり

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社グリシード 2290001030569 抗生物質の代わりとなる新鮮なスピルリナ飼料で家畜の健康を守る。 木村　壮太郎
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九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社キャッチアップ 8290001058431 中小企業の組織連携強化を支援する新しい社内ポータルサービス開発 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社姪浜会館 6290001024195 今後の多死社会における社会ニーズに対応する「遺体安置事業」への参入 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 大野城市 丸善マテリアルフード株式会社 5290001030698 中小企業の事業多角化を支援！強いラーメン店を作るコンサルティング事業 白川　淳一

九州 福岡県 福岡市早良区 株式会社絵夢 4290001082154 新型コロナウイルスの影響から新しい生活様式に必要とされる　お洒落なコインランドリー新規事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 みやま市 有限会社和光製作所 9290002037111 量産加工のノウハウを半導体装置に集結！当社の主力製品へ 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 糸島市 株式会社Ｌｉｅｎ 2290001091611 エステサロンとフィットネスジム経営への業態転換 髙島　公生

九州 福岡県 福岡市博多区 ヤマヨシ産業株式会社 1140001093887 再生可能エネルギー（太陽光エネルギー）の夜間放電設備 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ＳＨＩＮＥＩ 2290801013855 つぼ焼き芋販売事業開始！北九州市黒崎の商店街で濃厚つぼ焼き芋をお届け！ 株式会社シーエイティ

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社九州壹組 4290801013449 美容の専門家によるＥＣサイト運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社セイコー住建 6290001035754 一般顧客向け脱炭素化・長期優良住宅 福岡商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 東邦地下工機株式会社 5290001014890 脱炭素に向けた電気式ボーリングマシン・ポンプ開発への業態変換 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ＮＡＲＵＭＩプランニング 5290001068334 雄大な久住高原で身体と心を整えるクリアリング事業による事業再構築 松代　和也

九州 福岡県 飯塚市 梶原工務店 利益減少の工務店。木製家具を新製造し、マレーシアで販売事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市早良区 有限会社エス・エフ・マーケット 3290002007714 規格外品活用のセミオーダー式ジェラートアイスクリームケーキＥＣ事業 福岡信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社トライセル・カンパニー・リミテッド 2290001077437 志賀島の自然を生かした飲食事業への多角化でＶ字回復と地域貢献の実現 富永　一也

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社クオーレ 6290001069918 ＬＩＮＥ＠を活用した習い事教室アプリの開発 株式会社リアリゼイション

九州 福岡県 福岡市東区 有限会社ワールド・テン 8290002019795 業界内連携による歯科医院向け人材募集のためのポータルサイト事業への展開 江﨑　貴一

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社クロマニヨン 5290001088968 ブランドコンサルティング会社が始める「ブランドの学校」事業 税理士法人井村アンドパートナーズ

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社イノウエ塗料産業 2290001011602 塗料卸売業が付加価値の高い金属製品塗装に向けた生産体制構築と新分野への進出 長生　信夫

九州 福岡県 福岡市南区 合同会社グリーンライフ 8290003006792 皮膚科医監修のもと医療脱毛クリニックで安全安心な永久脱毛 株式会社佐賀共栄銀行

九州 福岡県 福岡市南区 ヘアーメイクアムール 美容室の顧客に向けた完全個室のエステ事業への新分野展開 株式会社シーエイティ

九州 福岡県 福岡市博多区 有限会社Ｋ＆Ｋ建築地所 7290002028599 ポストコロナを見据えＦＣ加盟によってパーソナルジム業界に堅実な事業参入 浦田幸一

九州 福岡県 久留米市 だるま産業 戸建て木造住宅の大工業から戸建て住宅の解体業への事業転換 秦博雅

九州 福岡県 大川市 木彩工房 木の魅力を伝える新店舗で行う５Ｇ技術によるハイブリット式木工学校 大川商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ＬＯＣＵＳ 5290001089727 地元福岡を活性化する「アート小売業」の開始 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市南区 有限会社ロマン 9290002032062 Ｗｉｔｈコロナ時代の旅の楽しみ方。九州が誇る旨い肉を一挙食べ比べ 松代　和也

九州 福岡県 福岡市博多区 ＨＫＰ株式会社 2290001067883 ダンス市場が注目されるタイミングでの新たなダンススタジオの展開 税理士法人井村アンドパートナーズ

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 株式会社共和機工 2290001038208 工場新築、レーザー加工機導入による電子回路基板製造事業への新展開 松代　和也

九州 福岡県 久留米市 株式会社ビジネスプロモート 2290002052760 久留米市内のランドマークとなる大型ＬＥＤビジョン設置による広告事業 久留米商工会議所

九州 福岡県 嘉麻市 株式会社ゆめの樹 7290001064653 重度介護者にも対応可能な訪問看護スキルを活かし、快適な機械浴がある通所介護施設を新設 飯塚信用金庫

九州 福岡県 朝倉市 株式会社藤田ふとん店 2290001044164 デジタル３Ｄ計測機器で最適寝具をレコメンド！睡眠改善で社会経済に貢献！ 朝倉商工会議所

九州 福岡県 飯塚市 株式会社サンユーフーズ 8290001045850 新商品みりん干しの高品質化大量生産化による収益力改善事業 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 大野城市 株式会社エイトビーズ 9290001073074 ユーザ目線でのサービスを提供する、歯科医師が作る自社歯科技工所事業の立ち上げ 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Ｂｏｏｓｔｅｒ 6290801007341 オンラインとオフラインを融合した学習マッチングＷＥＢサービス事業 江藤　文仁

九州 福岡県 福岡市南区 有限会社アトリエモンタント 8290002030414 オリジナリティと思い出に残る家族を結うメモリアルブック【結本（ゆいぼん）】通販事業 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社Ａｃｅ 4290801017994 中古建物をリノベーションし低価格で高デザイン・高機能の住宅提供を行う。 菅野　浩司

九州 福岡県 糟屋郡宇美町 株式会社大脇製作所 7290001070775 医療用製品部品の製造への進出による窮境の脱出 松代　和也

九州 福岡県 北九州市八幡西区 日本ヒューレックス株式会社 6290801018363 ～電気エネルギーで未来に貢献する企業へ　分電盤・配電盤メーカーへの事業転換～ 株式会社北九州銀行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社ＹＯＳＨＩＭＵＲＡ 2290801022022 無人レジ等導入で省人化する、コロナ対策万全の屋外ＢＢＱビアガーデン出店 廣木　鑑治

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ｔｏｎｅｒｉｃｏ 6290001085964 自社工場とアンテナショップの建設による業態転換でＶ字回復の実現 富永　一也

九州 福岡県 中間市 合同会社Ｆａｉｔｈ 7290803002091 不動産会社向けオンラインリフォーム営業システムを開発・提供 加藤　祐輔

九州 福岡県 福岡市早良区 ネイルサロンバーグ マツエクサロンの空きスペースを活用した脱毛サービスの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 うきは市 よかもんいちご 自家栽培いちごを活かした加工品の開発といちごカフェの展開 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 福岡市中央区 川端杏奈 移動式着付けサロンの展開 濱高　大

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社因幡工務店 9290001019721 解体×リユース　解体工事のアンテナショップの開設 行政書士法人アクティス

九州 福岡県 飯塚市 タッグライン株式会社 3290001086395 国内初！医療機器消耗品受発注のＤＸサービスの提供 森　健輔

九州 福岡県 北九州市戸畑区 株式会社ハンズクラフト 9290801018609 便利屋業からＩＴ技術を活かし中小企業向けコンサル事業への進出 志村　俊郎

九州 福岡県 京都郡みやこ町 有限会社笹原 4290802023728 足場組立事業への参入による新分野展開 西岡　隆

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社サクラグループＨＯＬＤＩＮＧＳ． 6290001078357 心を整える、会員制ラグジュアリープライベートサウナ運営事業 税理士法人さくら優和パートナーズ

九州 福岡県 朝倉市 株式会社徳田畳襖店 2290001086660 最新畳製造機器の導入で洋室にマッチする「抗菌置き畳」の開発　新規顧客獲得に挑戦 株式会社シャイン総研

九州 福岡県 糸島市 株式会社徳永商店 5290001093852 糸島ブランド肉の小売販売・逆風に負けないビジネスモデルづくり 税理士法人トライウィンコンサルティング

九州 福岡県 福岡市中央区 漆間プランニング有限会社 4290002009767 「男性向けの美容サロン」の展開と関連商材の販売 税理士法人井村アンドパートナーズ

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社エデュコ 3290001079639 施設型福祉サービス事業の実施 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 嘉麻市 株式会社伊藤自動車工場 3290001045228 事業用トラックに関する総合メンテナンスサービスの提供 加藤　圭示

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社長山フーズ・ファクトリー 1290001026584 常温長期保存が可能な「おてがる野菜定期便」事業 中山　達

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社コードスタイル 7290001039960 建築デザイン力を活かして新たなグランピング事業を展開する 税理士法人井村アンドパートナーズ

九州 福岡県 朝倉市 有限会社八車荘 6290002043913 自社の強みや地域資源を活かしたアクティビティセンター事業の展開 立石　修

九州 福岡県 久留米市 株式会社木癒工房 4290001076379 体験型ショールーム新設およびバーチャルショールーム構築による販路拡大への取組み 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 糟屋郡篠栗町 長峰工機 チップマウンター等半導体装置向け部品製造体制構築による新分野展開 税理士法人たかはし事務所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ワクフリ 4290001080050 既存事業の知見を生かした教育事業！クラウドサービス活用人材の育成を通じ収益の安定へ 株式会社グッドパートナーズ

九州 福岡県 行橋市 宮田運送株式会社 3290801015330 運送業者が取組む営業倉庫業の開始と地方創生への取組み 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 久留米市 株式会社久留米原種育成会 6290001048707 マーケットサイズの大きな海外市場向けのダッチタイプキュウリの育種研究開発 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 朝倉郡東峰村 株式会社小石原開発 6290001082350 建設残土リサイクルと地域資源エネルギー促進業務効率化事業 大串　和義

九州 福岡県 糸島市 株式会社パーツ・フォアマン 7290001033179 高精度研磨加工による薄型銅膜の金型部品の製作 ペンデル税理士法人

九州 福岡県 福岡市早良区 フウケイヤ “店舗設計”のスキルや人脈を活用し、地域を元気にする『スィーツ＋カフェ』 福岡商工会議所

九州 福岡県 北九州市小倉北区 夏山豊起 ＦＰのノウハウを活かした住宅販売代行でトータルサービスを展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 飯塚市 北川製餡株式会社 5290001058681 有名菓子メーカーのあんを製造している製餡会社が、独自の高級和菓子の製造販売に参入する 飯塚信用金庫

九州 福岡県 嘉麻市 平野製作所 化学プラント業界向け特殊鋼シャフト等製造体制構築による新分野展開 飯塚信用金庫

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社オートワーク 9290001000937 自動運転、次世代自動車普及に資する３Ｄデータの特定整備を開始 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社小財スチール 6290001007497 課題解決に軸足を置いた高付加価値製品の供給による事業構造の転換 株式会社アライブビジネス

九州 福岡県 久留米市 上祥建設株式会社 9290001050536 自社ビルショールームによるリノベーション提案への新分野展開 筑後信用金庫

九州 福岡県 柳川市 柳川冷凍食品株式会社 5290001053303 業務用加工食品の卸売業から自社ブランド冷凍食品の製造販売業への転換 大牟田柳川信用金庫

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社フレア 9290001058307 離職率の高い美容業界の構造改革　高度な美容技術を最短で習得できる実践型美容アカデミーの開校 松成　文貴

九州 福岡県 宗像市 ハーツモーターハウス ＨＡＣＣＰ対応の加工場による独自商品製造と地場産品の小ロット加工の受託 飯田　展久

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社フクダ商事 9290001068009 産業廃棄物処理における中間処理（選別）によって環境負担となるフロン削減計画 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社のぼる 5290801010461 こだわりのお米を世界へ！冷凍おにぎりの国内外販売事業 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 有限会社平成電設工業 3290802005743 プロボクサーと練習できるセミパーソナルのボクシングジムへの事業再構築 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 小郡市 夕悠 接触機会の減少と真の悩みに対応した「セルフ脱毛サロン」 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 ダイワインクス株式会社 2290001049097 販売促進力をリソ－スとした小規模２４時間フィットネスジム事業 久留米商工会議所
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九州 福岡県 八女市 有限会社八女グリーンホテル 7290002047698 八女市伝統工芸職人等と連携したオンリーワンプランで地域活性化 福岡県信用組合

九州 福岡県 福岡市早良区 Ｓ＆Ｄ株式会社 8290001062383 セントラルキッチン生産による本場の味キムチの卸販売開始 髙島　公生

九州 福岡県 福岡市博多区 ２１テクノロジー株式会社 7290001046957 世界的に市場が拡大中の電動キックボード等のスマートモビリティ市場への業態転換 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社一優亭 5290001034501 世界展開を見据えた汁無し担々麺専門店の国内外ワンオペフランチャイズ展開 森　健史

九州 福岡県 福岡市中央区 ＺＥＲＯＮＥＸＴ株式会社 6180001105865 ペットと共に過ごすコインランドリーの楽しみ方の提案 株式会社エモーサル

九州 福岡県 福岡市中央区 そのもの株式会社 8290001077126 納豆カプセルで、世界の人々の健康寿命を１０年延ばす事業 古賀　光雄

九州 福岡県 中間市 株式会社マル五 9290802017493 地域資源活用の「はつ天」で地域おこし事業への挑戦 九郎丸　宏一

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ユーピーエス 7290001030424 ＡＩによるＣＲＭ自動化×ＡＧＡオンライン予約診療システムにて再構築 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 大野城市 株式会社センプレ 7290001068737 高齢者の歩行寿命に特化したコミュニティスペースへの事業転換 松尾　雅人

九州 福岡県 福岡市城南区 菓子館木太久 洋菓子小売製造（店頭販売）からカフェ事業進出、およびＥＣ販売での全国展開 松代　和也

九州 福岡県 田川市 平石ホーム 内装工事業の強みを活かしたコスパに優れるコンテナハウス事業 田川商工会議所

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社セイビ九州 1290001014110 ビルメンテナンス業界を統合する業務管理システム（ＤＸ）の開発及び販売事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 飯塚市 株式会社セレモニー 9290001045619 創業１０９年老舗葬儀社がオンライン葬儀の導入で「小さなお葬式」対応型施設に再構築 飯塚信用金庫

九州 福岡県 北九州市若松区 Ｇｒａｔｉａｓ合同会社 3290803003077 自社開発ソフトウェアを活用したＶＲ・ＡＲデジタルイベントへの進出 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 祥美堂 東洋薬膳カフェの開業／オンラインサロンの開設 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 福岡市博多区 フルタ株式会社 7290001030110 小さな子供から高齢者まで守る安否確認センサシステムの開発・設計 飯塚信用金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＦＯＲＷＡＲＤ 8290001083578 日本初！長期保存を可能にした無添加パンを全国の食卓へ 中島　隆宜

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社小林商店 2290001067867 コロナ禍でも安心！ビブグルマン連続受賞店が手掛ける鶏専門焼肉 寺崎　兼司

九州 福岡県 久留米市 株式会社池田電気商会 8290001050009 本事業で取り組む対象分野となる事業（日本標準産業分類、中分類ベース） 大川信用金庫

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ティーアンドイー 1290001006413 多チャンネル動画制作・販売事業 大串　和義

九州 福岡県 福岡市南区 株式会社ダイキヨープラザ 3290001001619 【店頭事業】⇒【卸・通販等事業】冷凍健康惣菜・スイーツ等事業 株式会社商工組合中央金庫

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ウインズジャパンホールディングス 6290001043286 土木工事業に特化した人材教育と案件シェア受発注システムの構築 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市博多区 アージュ株式会社 1290001024547 ワークライフバランスと地域活性化に貢献するインドアゴルフ場 税理士法人れいめい

九州 福岡県 福岡市西区 株式会社素屋 3290001055986 冷凍「生蕎麦」のインターネット販売事業による新規市場開拓 税理士法人ａｉ

九州 福岡県 うきは市 マルカ木材株式会社 7290001055207 木材加工技術を活かしたツーバイフォーパネル生産事業への業態転換 近藤　保裕 ちくぎんリース株式会社

九州 福岡県 直方市 福智産業株式会社 9290801014310 多品種生産体制の構築で半導体製造装置部品への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社Ｃ．Ｆ．Ｃ．ｃｏｍｐａｎｙ 4290001046588 最新テクノロジーを活用したセルフ焼き肉店の新規オープンとネット販売の開始 一般社団法人九州広域行政事務支援機構

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社フィールドオブドリームス 2290001075481 地場の特産物を活用したオリジナルワイナリーで地域の活性化に貢献！！ 株式会社北洋銀行

九州 福岡県 糟屋郡新宮町 世虹株式会社 6290001031621 自宅で手軽に博多のソウルフードを体験！急速冷凍機を活用した冷凍食品の製造販売事業 白川　淳一

九州 福岡県 久留米市 株式会社エフジー 6290001065990 八女市の解体工事業者による廃プラ収集・処理～エネルギー地産地消への挑戦 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 糟屋郡久山町 株式会社久原本家食品 4290001000017 レトルトから洋だし技術を活用した道産素材の冷凍完成調理食品への業態転換 株式会社北洋銀行

九州 福岡県 遠賀郡水巻町 みのり 電動ゴーカート場の運営による顧客層拡大、収益力強化 福岡県商工会連合会

九州 福岡県 久留米市 株式会社リビングデイ 5290001067047 感染症対策を徹底した非接触スタイルの健康施設　最先端シュミレーションゴルフ事業の運営 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 行橋市 株式会社胡座 3290802010470 ベーカリー「エキセントリック」開業による居酒屋店の事業再構築 髙村　英子

九州 福岡県 行橋市 株式会社左尾電機 6290801010023 不良品流出率０．００５％以下を誇る、独自の研究と検査体制でのリアクトル製造から新たに小型制御盤の製造へ参入 株式会社エフアンドエム

九州 福岡県 糟屋郡須惠町 オンリーワンテック株式会社 1290001094549 半導体市場向け製造装置部品等の内径研削加工体制構築による新分野展開 株式会社佐賀銀行

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社リップル 2290801024340 終末期ケアに特化した「ホスピス住宅」 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ｓａｋｕｒａ　ｆｏｏｄｓ株式会社 9290801008758 ウォーと唸るほど旨い、生よりもおいしい習慣冷凍刺身 柿塚　英樹

九州 福岡県 福津市 青い鳥鍼灸整骨院 完全予約で女性特有の悩みに最適な鍼灸施術を提供する新事業展開 西岡　隆

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社スティールド 3290001001404 降雨災害対策の一役を担う土中余剰水集排水材の開発と製造販売 西嶋　俊成

九州 福岡県 筑紫野市 株式会社ＯＣＭ 4290001063708 自社の強みを活かした事業転換。地域Ｎｏ．１の整備事業者へ！ 税理士法人リライブ

九州 福岡県 久留米市 松浦鮮魚店 お家で楽しめる「美味しいお魚」を高級鮮魚卸売店が小売販売 瑛智税理士法人

九州 福岡県 久留米市 Ｏｃｒｏｓｓ株式会社 1290001074864 高齢社会に新しいデイサービスの形を提供し、地域の活性化を！ 寺崎　兼司

九州 福岡県 糸島市 竜馬 内食・中食需要の高まりに対応した食品製造および販売事業の開始 西岡　隆

九州 福岡県 飯塚市 ａｓｉａｃ 笑顔の輪を取り戻す！植育カフェ併設の園芸店 飯塚信用金庫

九州 福岡県 直方市 桃田工業株式会社 2290801024027 製缶・河川機械設備の組立て・設置工事の為一貫施工体制の整備 木月　章貴

九州 福岡県 朝倉市 株式会社坂田精密 5290001058426 大型業務用ドローンインペラ等製造体制構築による新分野展開 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ラブディ 7290001063151 ペットサロン事業を活かしたリモート診断対応の動物病院の開設 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 北九州市戸畑区 株式会社ハピサ 8290801023196 ＡＩマシンを活用した２４時間ジム×個室サウナの新事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 福岡市中央区 ＪＧＩホールディングス株式会社 5290001031093 中古車輸出事業の強化の為の買取店舗・自社整備工場を新設。仕入代行から買取販売事業を行う小売業への業態転換。 税理士法人ＳＨＵＥＩ

九州 福岡県 福岡市城南区 合同会社Ｍ＆Ｍ 9010703004858 個室で美容×健康トレーニング！一石二鳥を叶えるサロン 株式会社福岡銀行

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社ソリューション北九州 3290801024967 地域活性化とアフターコロナに対応する飲食向けポータルサイト展開 ＷＩＮＧ税理士法人

九州 福岡県 田川郡添田町 有限会社畠田建設 5290802025145 土木のＩＣＴ導入による災害対策事業展開と３次元測量データの活用 内田　義行

九州 福岡県 北九州市小倉南区 株式会社大工の緒方 3290801024975 古材流通事業への新規参入、古民家再生事業の本格稼働による経営の多角化 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 合同会社ＭＲＣ 7290003005481 独自開発・出汁もつ鍋をネット通販活用で全国に届けるプロジェクト 税理士法人創研

九州 福岡県 北九州市八幡西区 株式会社三丁目．ｃｏｍ 6290801013819 冷凍食品で全国展開計画 直方商工会議所

九州 福岡県 糟屋郡粕屋町 株式会社村井工機 6290001055918 「九州から宇宙へ」更なる高精度・高品質・高付加価値な部品提供体制の構築 税理士法人アーリークロス

九州 福岡県 北九州市小倉北区 ハーモニーワールド株式会社 7290801019583 環境にも体にも優しい自家製麺の三世代に愛されるラーメン事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市東区 株式会社バリュープロダクト 7290001003834 店舗の請負工事専門から、不動産と連動した注文住宅請負事業への脱皮で地域貢献を拡大する 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 福岡県 大川市 株式会社エトウ 3290001052678 家具卸営業のＤＸ化で言語を壁にしないスタイルにて世界市場へ進出 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ＦＡＮＦＡＲＥ 4290001057668 実績１０００棟の設計事務所が地域工務店を強くする！住宅設計スキルＵＰ講座 税理士法人アップパートナーズ

九州 福岡県 朝倉市 カーサービスマツダ 地域初！大型先進安全自動車の水性鈑金塗装への挑戦 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

九州 福岡県 北九州市八幡西区 有限会社アリカン 4290802018091 自動車解体による鉄スクラップ加工・販売事業計画 税理士法人アーリークロス

九州 福岡県 福岡市西区 リスイシステム株式会社 2290001069302 ＥＣサイトで手軽に利用、サブスクで家中まるごと綺麗なお水に 山田　周作

九州 福岡県 久留米市 有限会社ファーストグループ 4290002048559 福岡県初！プライベートサウナ施設事業 筑後信用金庫

九州 福岡県 北九州市小倉北区 株式会社妙香ワークス 5290801024866 「冬米夏草」を使った商品加工・製造・販売事業 北九州商工会議所

九州 福岡県 福岡市中央区 株式会社ｃａｕｄｅｘ 7290001088685 廃棄される豚を福岡のＢ級グルメにより再構築し、売上の回復！ 寺崎　兼司

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社ツマミナ 6290002028583 お酒主体の居酒屋チェーンから食事主体の飲食店への変貌事業		 Ｇ．Ｓ．ブレインズ税理士法人

九州 福岡県 福岡市中央区 合同会社ＣＯＲＡＺＯＮ　ＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ 1290003004489 スタジオ運営からダンスシューズの開発・製作・販売事業への新分野展開 安武　晋司

九州 福岡県 福岡市南区 キャプテンダイニング株式会社 4290001066058 セントラルキッチン機能とＥＣ販売機能を備えた地域密着型精肉・惣菜店の展開 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

九州 福岡県 福岡市博多区 株式会社親互 1290001058396 少人数・短時間での利用を考慮したアフターコロナ対応の飲食事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 福岡県 久留米市 Ｃ－ｃｌａｓｓ 「壁から始めるインテリアコーディネートオンラインサービス」に業態転換 中田　眞二

九州 福岡県 大野城市 株式会社バリューフロンティア 5290001073895 動画を活用したビジネスマッチングサービスへの業種転換 井上大輔

九州 福岡県 福岡市早良区 レストラン白山文雅 欧風カレー店によるレトルト食品開発とセントラルキッチン事業 鈴木　康一郎

九州 福岡県 福岡市早良区 高原自動車鈑金塗装 次世代自動車（ＥＶ、ＡＳＶ）の販売・整備拠点開設に伴う新分野展開 中村　晃

九州 佐賀県 鹿島市 有限会社花よし 9300002006849 華やかに撮影したい！オンリーワンの花フォトスタジオ 鹿島商工会議所

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 有限会社貴兆陶家 8310002009678 オンライン陶芸ワークショップへの新分野展開と全国への販路開拓 有田商工会議所

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社ＴＩＤＥ　ＴＩＥ　ＴＩＥＳ 1300001012203 オーガニック原料の日本製シャンプーバーの開発及び新規顧客開拓 佐賀商工会議所

九州 佐賀県 杵島郡白石町 有限会社三根コンタクトレンズセンター 9300002007228 コンタクトレンズ販売店がメディカルコスメ・サプリにて再構築 税理士法人アップパートナーズ
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九州 佐賀県 鳥栖市 ＥＸＣＩＡ 美容卸売業の強みを活かしたアイビューティーサロンへの挑戦 一般社団法人佐賀県中小企業診断協会

九州 佐賀県 唐津市 有限会社魚半 6300002010845 ペットと一緒に食事を楽しむ海辺の宿　「プライベートグランピング＆ワーケーション」 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 唐津市 株式会社福井建設 6300001007330 建設発生木材・伐採材を活用した木材チップリサイクル事業への進出 税理士法人ウィズラン

九州 佐賀県 唐津市 コガミート ふるさと納税・ネット販売用の佐賀牛加工品製造のための設備投資 唐津商工会議所

九州 佐賀県 唐津市 有限会社大久保商店 4300002010211 下水道管渠の調査・診断にロボットを導入し、社会インフラを守る 一般社団法人城西コンサルタントグループ

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社藤井電工 6300001000863 個人住宅及び店舗建築工事に係るワンストップサービス提供体制の構築 松代　和也

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社丸富産業 1300002005684 高難易度の杭抜き工事における短納期化を実現し、九州の都市再開発に貢献する新事業 株式会社エフアンドエム

九州 佐賀県 唐津市 田舎のビストロ　ポポット 地域の規格外品を昇華、こだわりおもてなしスイーツ製造・観光事業 浜　俊一

九州 佐賀県 鳥栖市 株式会社カーショップトヨマス 2300001006146 自動車販売とのシナジーを活かしたアウトドア用品専門店 西田　重和

九州 佐賀県 伊万里市 株式会社とろ作＆お届け料理はかせ＆めし飯カンパニー 8300001012007 うまかもん九州佐賀の仕出屋が作る冷凍オードブルを全国にＥＣ販売 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 武雄市 ワインショップ　イヴローニュ 小売業と飲食業の融合による新しいビジネスモデルの構築 武雄商工会議所

九州 佐賀県 伊万里市 天婦羅割烹　吉峰 天ぷら職人の全てを詰め込んだ通販用冷凍商品の開発とＥＣでの販売 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 暖帯樹木苑 「ＤＸ化」による超高解像度【２０億画素カメラ】の開発 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 多久市 真生工業株式会社 9300001003665 解体工事業からコンクリートがれき再資源化事業への進出計画 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 佐賀市 ＶＥシステムズ株式会社 3300001008736 高地トレーニングスタジオ開設による新規ジム運営事業 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 唐津市 株式会社新航丸 6300001007693 空き家を活用し離島での体験、滞在型ゲストハウス＆カフェ事業に挑戦 唐津商工会議所

九州 佐賀県 神埼市 シンエイメタルテック株式会社 8300001003237 半導体製造装置部品等の量産体制構築による新分野展開への挑戦 松代　和也 三菱電機クレジット株式会社

九州 佐賀県 藤津郡太良町 有限会社割烹ひさご 7300002007056 豊富な地元食材を活用、道の駅での惣菜販売によるＶ字回復計画 佐賀西信用組合

九州 佐賀県 多久市 オートコネクション 半導体不足は新ビジネスチャンス！新車から中古車への業態転換 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社タイヤスタジアム 3300002005690 ノウハウを生かし、大型バイクのパーツ販売・取付業への進出 株式会社佐賀共栄銀行

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社美ＡＬＬ 5300001009526 アフターコロナを見据え換気万全なテラス型オーガニックカフェを新設しシニア層の健康寿命を延ばす。 佐藤　健一郎

九州 佐賀県 三養基郡上峰町 有限会社ふるかわ整骨院 5300002009715 整骨院が挑戦する！デジタル画像診断システムの新サービス開発 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 伊万里市 株式会社牛勝 4300001005518 【伊万里の魅力を全国へ】進化系自販機による「伊萬里牛」の非接触販売及び販路拡大への挑戦 株式会社グッドパートナーズ

九州 佐賀県 唐津市 ケイユー交通 「唐津玄界灘の炙り海鮮丼×食堂車」地域連携型キッチンバス事業 佐賀県商工会連合会

九州 佐賀県 佐賀市 大幸食品株式会社 5300001001144 特殊冷蔵設備とＩｏＴシステム導入による産直ＥＣ事業及び「酢たまごセサミン」開発 株式会社シャイン総研

九州 佐賀県 伊万里市 株式会社亀井製作所 2300001010180 造船依存から脱却　艤装品から製缶へ高度な曲げ加工の一貫生産実現 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 神埼市 株式会社ＴＲＹ 3300001010840 ウィズコロナに向けたインドアゴルフ練習場 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 佐賀県 佐賀市 有限会社アドバンス 8300002002031 佐賀の特産を使用した「一楽堂の冷凍餃子」を新規に製造する 伊藤　公尊

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 株式会社ブラザーズワン 7300001009169 簡易化で負担軽減　サービスと収益を追加　犬のスマート保育事業 伊万里信用金庫

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 株式会社下建設 7300001005738 陶器の町、有田での家族・グループ向け宿泊施設運営事業の開始 ＳＢＣパートナーズ税理士法人

九州 佐賀県 嬉野市 株式会社唐泉電機エンジニアリング 8300001010167 時代のニーズを先取り！デジタルサイネージ広告事業で地域活性化 税理士法人アップパートナーズ

九州 佐賀県 鹿島市 合資会社光武酒造場 8300003000389 九州初！搾りたての味わいが長期持続する新商品の事業展開 鹿島商工会議所

九州 佐賀県 唐津市 いきや食品株式会社 9300001010876 地域産業の活性化に寄与する加熱調理済み高品質ハンバーグ等のＯＥＭ生産 株式会社エフアンドエム

九州 佐賀県 三養基郡基山町 株式会社松野金型製作所 6300001011547 金型製造ノウハウを活かし、新たに金属部品加工事業に進出する再構築計画 株式会社佐賀銀行

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社諸富食品 8300001001026 新たな挑戦！　とうふ屋さんが造る冷凍食品 森　茂樹

九州 佐賀県 西松浦郡有田町 有限会社英セラミックス 2300002008307 生地製造工程の機械化による佐賀県有田町及び陶磁器市場の復活のための設備投資 甲能　大輔

九州 佐賀県 佐賀市 株式会社ＭＡＲＶＥＬ 1290001086199 営業職にニーズがある商談可能なオンラインスタジオの運営 山部　浩平

九州 佐賀県 鳥栖市 ニコニコ車検オートセンター 「ＶＡＮ’Ｐｉｎｇ」で軽バンキャンピングカー市場へ進出 鈴木　康一郎

九州 佐賀県 唐津市 株式会社ＢＬＵＥ　ＤＥＳＩＧＮ 2300001007648 “見えない”を体感する展示場“カーテンレス設計” 唐津商工会議所

九州 長崎県 五島市 ヒロシ商店 既成販売衣服の補正ミニオーダーと持込衣服リフォームで売上改善 佐々野　邦久

九州 長崎県 長崎市 有限会社茂木一まる香本家 5310002005647 長崎特産品の伝承　工場見学と製造体験事業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 株式会社Ｊａｐａｎ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｓａｌｏｎ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ 7310001011801 東京の最新の美容トレンドを佐世保で発信、トータル美容サービスサロンへ挑戦 株式会社シャイン総研

九州 長崎県 佐世保市 焼き鳥おかめ 「地元名物・老舗焼き鳥屋の味」プチ贅沢商品化事業 松永　千登勢

九州 長崎県 長崎市 株式会社フラクタルデザイン 4310001003941 美容室の既存顧客への新提案。新たな選択肢の脱毛事業への取り組み。 アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 西彼杵郡長与町 株式会社山陽 3310001003430 災害対応型コインランドリー事業への参入 玉井　英樹

九州 長崎県 長崎市 株式会社オーネス 6310001004335 医療機関向のＳＤＧｓリサイクルフィルター製造小売業への事業展開 松﨑　秀宣

九州 長崎県 長崎市 共栄食産株式会社 5310001000450 長崎の新鮮素材を使った家庭料理店及びテイクアウトへの事業転換 長崎商工会議所

九州 長崎県 佐世保市 姜鵬伝統文化事務所 変面オンラインショーの提供と変面師育成スクールの開講 松村　博

九州 長崎県 島原市 アメ　エンタープライズ 商品開発力を強みに業種転換！新サービスを城下町島原から世界へ 島原商工会議所

九州 長崎県 長崎市 ジュエリーミヤモト 若者層・地域への情報発信強化と長崎初の「ジュエリーカフェ」開設による売上拡大。 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 ＰＲＩＭＥ・ＢＡＳＥＢＡＬＬ株式会社 9310001009546 イタリアンバルから、テイクアウトメニュー開発、個室イタリアンへの新分野展開 アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 南島原市 廣瀬果樹園 観光農園利用者の体験加工と自然発酵型ワイン・ジュース製造事業 前田　慎一郎

九州 長崎県 長崎市 株式会社來夢総業 7310001015133 人手不足の業界を救う、運送業への参入 山田　周作

九州 長崎県 佐世保市 株式会社トラスト 7310001009548 ドローンを活用した農薬散布・光触媒散布事業 森　健史

九州 長崎県 佐世保市 楓帆 漁師が手掛ける、新鮮で高付加価値の海産物加工品づくり 山田　周作

九州 長崎県 長崎市 株式会社東明商社 3310001013644 オリジナルキャンピングカーの製造販売レンタル事業 長崎商工会議所

九州 長崎県 長崎市 株式会社Ｆａｃｔｏｒｙ 2310001015435 油圧ハンマ導入による洋上風力等の再生可能エネルギー事業への展開 ゆうきＦＡＳ九州株式会社

九州 長崎県 島原市 アース建築株式会社 1310001014677 「高性能」と「デザイン性」を両立したリノベーション事業 株式会社フォーバル

九州 長崎県 長崎市 株式会社イワテック 4310001000179 植物工場向け「ＲＥ１００ソリューション」事業化への挑戦 株式会社福岡銀行

九州 長崎県 佐世保市 株式会社ＭＩＹＡＢＩ 3310001011433 木材のリサイクル事業による資源の有効活用と循環型工事の推進 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 島原市 吉岡青果 運動と栄養補給ができる非接触型のオールインワンジムの運営 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 大村市 有限会社大和設備工業 6310002017393 管工事業から解体業へ、解体時の仮設・敷設・緊急水道工事に一括対応 株式会社エフアンドエム

九州 長崎県 佐世保市 株式会社ビッグマン 2310001007127 ご当地の商品ブランドを外食から内食まで広げるプロジェクト 株式会社グッドパートナーズ

九州 長崎県 長崎市 株式会社永盛貿易 6310001014367 環境にやさしい！金属リサイクル事業を展開！ 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 諫早市 株式会社サン晃住環境システム 6310001011884 コロナ禍で心を癒せる自然を楽しめるドッグラン付きカフェの開業 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 株式会社牛右ヱ門 7310001005299 味変要望機能付き冷凍ハンバーグ、焼肉の無人販売とＥＣ展開事業 前田　慎一郎

九州 長崎県 平戸市 有限会社共栄組 3310002019319 建物解体事業者からの転換、既存事業を生かした解体一元化事業 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 大村市 ヒサノフーズクリエイト 第二の収益事業および地域災害対策としてのキッチンカー導入計画 大村商工会議所

九州 長崎県 南島原市 株式会社ビッグ 4310001009947 建築資材リ－ス、レンタル企業がウィズコロナ時代の居酒屋への挑戦 税理士法人内田会計事務所

九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町 株式会社松下建設 4310001006283 陶磁器・観光のまち「波佐見」ワーケーション長期滞在型グリーン住宅事業 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 長崎市 有限会社牧山商会 2310002005113 既存事業（資材卸売業）での技術・ノウハウを活かした、戦略的設備保全サービス業 長崎三菱信用組合

九州 長崎県 壱岐市 株式会社ヒサタ 4310002019202 島内初！最新機器を活用した脱毛＆ホワイトニングサロン。 飛田　幸作

九州 長崎県 西彼杵郡長与町 株式会社ＳＵＩＫＯ 5310001016521 レジン・モールテックス施工技術を活かした家具製造事業 税理士法人内田会計事務所

九州 長崎県 佐世保市 ライフクリエイト株式会社 1310001014314 「パンとスイーツ製造販売」でテイクアウト専門店の多店舗展開 税理士法人アップパートナーズ

九州 長崎県 佐世保市 有限会社川添商工 8310002009595 国産木材を用いたサステナブルで審美性が高いノベルティグッズ製作事業 経営ビューイング株式会社

九州 長崎県 壱岐市 バンヤン 壱岐市に介護予防に特化した運動施設を作り介護予防事業に進出する。 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 雲仙市 合資会社山中商店 8310003001717 天然醸造醤油をベースにした汎用調味料の商品化 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 諫早市 有限会社細木製作所 6310002015554 アルミ専用作業場の確保と機械設備導入による防衛機器及び周辺機器の関連機材分野への進出拡大 株式会社商工組合中央金庫

九州 長崎県 雲仙市 やきとりてっぱんじゅうじゅう 飲食業が中古大型トラック小売業に進出で業種転換事業 長崎県商工会連合会
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九州 長崎県 南島原市 株式会社伊﨑建設 7310001017518 ようこそ！オリジナル家具＆空間を楽しむカフェ 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 長崎市 ＡＬＬＯＵＴ 新たなフィットネスジムサービスプラン導入店の新規開店 伊藤　央

九州 長崎県 長崎市 株式会社長崎ウェルスチール工業 3310001016894 高精度曲げ加工機導入による半導体・医療業界の部品製造への進出 伊藤　公尊

九州 長崎県 西彼杵郡時津町 有限会社池田鉄工所 1310002007630 立型マシニングセンタ導入による生産性向上および受注増大計画 北浜グローバル経営株式会社

九州 長崎県 大村市 田中鎌工業有限会社 8310002017342 「刃物製造工程の見学＆体験でマイ包丁作り」 大村商工会議所

九州 長崎県 長崎市 有限会社共栄産業 1310002001435 新型レーザー加工機導入によるカーボンニュートラル市場向け部品供給体制構築による新分野展開 株式会社十八親和銀行

九州 長崎県 松浦市 有限会社久枝商事 6310002019794 地域のスポーツ情報と健康づくりの拠点となるフィットネス事業 松浦商工会議所

九州 長崎県 諫早市 株式会社浜松建設 5310001008337 環境にやさしいコンパクト平屋を展開するためモデルハウスを新設 株式会社十八親和銀行

九州 長崎県 南島原市 株式会社直組 5310001009938 ＩｏＴ重機の導入によるビオトープ支援システムの開発 アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 長崎市 霧氷酒造株式会社 8310001005001 長崎市観光促進×飲料委託製造×長期熟成酒への新分野展開 長崎県商工会連合会

九州 長崎県 佐世保市 株式会社ガッタライ 3310001016886 生月リゾート計画　複合施設『Ｓｕｎ　Ｓｅａ』 佐世保商工会議所

九州 長崎県 佐世保市 株式会社白浜工業 7310001005563 肉盛溶射事業への新たな展開と船舶関連市場への進出 佐世保商工会議所

九州 長崎県 大村市 ヨシトメ工芸株式会社 6310001016124 看板製作で培ったデザイン力・設計力を生かし、環境に優しい新素材で、展示ブース・什器の製作への挑戦！ 九州ひぜん信用金庫

九州 長崎県 松浦市 株式会社大信技術開発 3310001010542 学びの空間で食を楽しみ新たな賑わい創出を目指す 税理士法人ウィズラン

九州 長崎県 諫早市 有田工業株式会社 7310001007840 リン酸鉄処理✖自動化✖塗装によるマルチ塗装サービス アイジータックス税理士法人

九州 長崎県 長崎市 株式会社ぜに屋本店 8310001000935 老舗の質屋が長年培ってきた信頼を武器に、時計・宝石の修理専門店へ挑戦 税理士法人内田会計事務所

九州 長崎県 佐世保市 有限会社安達鉄工所 8310002009059 最新のシャーリング装置とソフトウエアを導入しインフラ事業に参入する事業計画 北浜グローバル経営株式会社

九州 長崎県 長崎市 株式会社Ｉ・Ｋ・Ｍ 1310001010395 防熱材製造の内製化及び造船技能伝承によるポストコロナにおける造船業課題の克服 山口　芳和

九州 長崎県 東彼杵郡波佐見町 株式会社岩㟢紙器 6310001006190 折りたたみ箱内製化への取り組みとコンサルティング事業 株式会社ＧＩＭＳ

九州 長崎県 佐世保市 株式会社エムワイカーライフ 9310001015148 ＥＶ、ＡＳＶ等の次世代自動車対応型の自動車整備センターの開設 中村　晃

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社アルチザン 9330002015582 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社リカービジネスジャパン 3330001008741 空瓶・空ペットボトル処理事業 大林　裕之

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社Ｓｏｒｃｉｅｒｅ．Ｉｎｃ． 7330001019644 女性の美をトータルサポート！美容室の強みを活かした新規サービス「ＬＥＤ　脱毛」で事業再構築 税理士法人ブルーラックス

九州 熊本県 熊本市東区 まなルモン 本格札幌ラーメン×特製味噌ホルモンで熊本に味噌ラーメンを広める 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 上益城郡益城町 合同会社アイオーアドバイザーズ 8330003007233 熊本県産ヒノキを使った移動式サウナの販売・レンタルで事業再構築 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市北区 中華そば　もり川 人気ラーメン店×地元グルメ＋キッチンカーで熊本・阿蘇の復興に貢献 隈元　順一

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社アトム開発 6330002000406 オンライン授業への取組で収益拡大と業務分担の組織化を図り他県出店を目指す 後藤　英

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社竹組 1330001026299 地域資源を活用した薪の製造販売と地域特産である無垢材の販売事業 佐藤淳

九州 熊本県 天草市 食の天草　にじ 未利用資源を活用したスムージー開発とテイクアウトＣａｆｅ新開業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 ＦＬＯＷＥＲ　ＫＲＡＮＴＺ 香りで店舗内まで足を誘う 西村　信男

九州 熊本県 熊本市中央区 エトワールピアノ教室 洗練された「映える」空間へ　ピアノ教室の」空き時間をレンタルルームとして有効活用 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ワイエンタープライズ 1330001004981 ウィズコロナ時代の環境変化に対応する～ハイフレックス型語学スクールの事業展開～ 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市北区 合同会社アイデアリフォーム 7330003005246 カーボンニュートラル・ＳＤＧｓは窓の遮熱塗装から 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 ＦＡＤ建築事務所 設計事務所が提供する現場実測調査型の耐震性能評価サービス事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社マスケン 3330001019284 店舗づくりのノウハウと天草の漁港人脈を活かした鮮魚の小売・飲食業への挑戦 経営ビューイング株式会社

九州 熊本県 菊池郡大津町 オフトコカフェ カフェからギフト＆テイクアウト専門店への業種転換事業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 ムーンボー キッチンカーとランチデリバリーで働くママたちを応援！ 藤田　香織

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社花岡建装 5330001022419 塗装業から新たにエステ事業に進出することで売上のＶ字回復を達成！ 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市西区 合同会社Ｌｅ・ｖｉｓａｇｅ 7330003009172 子育て支援「障害児等通所事業所」の運営 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 阿蘇郡小国町 有限会社鳩野建設 2330002023146 小国郷林業業界の収益増と木質バイオマス産業の安定化に貢献する燃料供給事業 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社現代ステンレス工業 1330002015821 高生産性設備の導入による高精度・複雑形状加工がもたらす新分野事業展開 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 荒尾市 有限会社栗山電気店 3330002021735 地域密着型ＩｏＴ／ＡＩそしてＤＸ環境構築のための情報通信工事事業への参入 荒尾商工会議所

九州 熊本県 宇城市 株式会社橋本商店 4330001025463 地域に元気を！　老舗ガス店によるコロナ対策万全のスポーツバー 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市南区 まんじゃぺしぇ ショックフリーザーと真空包装の活用で生産性向上を図り、アフターコロナの多業態型飲食サービスを実現する 後藤　英

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社阿蘇ナチュラル・ジェイファーム 6330001000134 本場ドイツで認められた食肉製品製造加工技術を応用した冷凍総菜製造計画 株式会社エフアンドエム

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ロフトコーポレーション 2330001023840 不動産業から街づくりプロデュース業へ 熊本信用金庫

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社小手川写真館 2330002004055 移動式スタジオによるお客様の０歳から終活写真、さらには世代を超えた人生の宝物づくり 熊本商工会議所

九州 熊本県 八代市 有限会社イマムラ運輸 2330002025563 「木材」と「綺麗」を運ぶ新事業！ハウスクリーニングへの参入 八代商工会議所

九州 熊本県 熊本市東区 有限会社ブライズ 6330002013556 ブライダル専業から脱却するためのマルチユーティリティスタジオの開設 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 球磨郡山江村 株式会社山江元気村 7330001017078 産業廃棄物である筍皮を活用した有機質１００％堆肥の製造・販売 栁瀬　博史

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社ナンシ精機 4330001010548 オーダーメイドのノウハウ活用による半導体装置向け超硬合金部品の製作 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社ジェッツカンパニー 3330002004822 子ども達の心と身体を元気にするメディカルダンススクール開校 瑛智税理士法人

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社谷﨑工務店 5330001006082 プロが指導！コロナ禍でも安心！完全個室のパーソナルトレーニングジムの開設 熊本商工会議所

九州 熊本県 天草市 天草ありあけ株式会社 4330001015687 道の駅で展開するキャンピングカー用ＥＶ充電スタンド併設コインランドリー 天草信用金庫

九州 熊本県 熊本市東区 合同会社ネクスト 9330003006894 自然豊かな山村で地元・観光客向けのそば屋を展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 阿蘇郡南小国町 株式会社帆山亭 6330001012591 心と体のリフレッシュ！旅館でウェルネススパツーリズムを体現できる新たな試みプロジェクト 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市西区 アウトデルタ 特定車種に特化したレストア事業にて業績回復を図る 島村　周作

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社山貿 5330001022179 「墓じまい」専門のサービスフローを構築し、販路拡大を目指す 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社エーアイプラス 3330001021777 天草産アオサの加工・販売事業及びアオサ専門店の構築 アコード税理士法人

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社あらき 8330001012796 自然食イタリアンレストランが運営する地域密着型・加工直売所の開設 赤塚　智哉

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社フンドーダイ 3290001061274 アンテナショップ×ＥＣ＝オムニチャネルによる食文化発信事業 堀　芳郎

九州 熊本県 上益城郡甲佐町 有限会社エヌサス工業 7330002019593 精密ブランク加工による業務・産業用蓄電システム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 熊本市南区 有限会社菓舗梅園 1330002002274 店頭販売から和菓子オンライン教室で魅力発信しＥＣ売上アップ 熊本信用金庫

九州 熊本県 熊本市北区 和心旬彩　燈 熊本県産ブランド牛を専門にお客様自らが焼くセルフステーキ 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ネクスト警備 8330001027159 警備会社による県下最大級バイク専用レンタルガレージ事業 税理士法人ウィズラン

九州 熊本県 熊本市北区 有限会社栄輝工業 4330002019068 板厚４０ｍｍ以上、５階以上の建築物に対応可能な大型建築物向け鉄骨における設計・製作・据付事業 株式会社エフアンドエム

九州 熊本県 熊本市東区 ベトナムトレーディング株式会社 1330001019864 日本企業とベトナム労働者を繋ぐ「つみき事業」 坂本祐資

九州 熊本県 菊池郡菊陽町 株式会社おしろタクシー 9330001017852 熊本初、タクシーサイネージ広告のアライアンス展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社エル・ディ・ケイ 5330001005654 阿蘇リモナイトを使用した天然塗壁材の製造プラント建設 髙橋・德永税理士法人

九州 熊本県 熊本市北区 有限会社ヨシカワ 2330002019334 絶景と非日常が体験できる非対面チェックインコテージの事業展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社中島本店 1330001010484 自社資源の活用でリユース事業に進出し持続可能な事業再構築実現 熊本商工会議所

九州 熊本県 人吉市 有限会社アクセンツ 7330002029915 人吉球磨特産の「ごちそう」と「おみやげ」による被災地復興と雇用促進 人吉商工会議所

九州 熊本県 葦北郡芦北町 株式会社アドバンスコネクト 6330001023192 リアル店舗とバーチャル店舗の融合による食料品小売事業及びオリジナルグッズ製造販売 中山　達

九州 熊本県 菊池市 株式会社リンクライン 3330001014905 部品商社から半導体・医療機器用部品加工業への新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 玉名市 株式会社ＡＰテクノス 3330001012000 小さな町工場による医療機器部品製造分野への新展開プロゼクト 株式会社フロウシンク

九州 熊本県 八代市 有限会社西岡養蜂園 1330002026983 新分野展開　地方における都市型イメージベーカリーカフェ事業 株式会社西日本シティ銀行

九州 熊本県 阿蘇市 株式会社いまきん 7330001025106 阿蘇内牧観光の拠点づくりと働き方改革による２００年企業への挑戦 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 上天草市 ファミリーショップうえの 冷凍食品開発と非対面型販売方式確立によるｗｉｔｈコロナ対応型店舗へと転換 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社ゲイコー水産 3330001018823 高品質冷凍技術を活用した水産物冷凍化事業の立上げ及び販路拡大 株式会社肥後銀行 肥銀リース株式会社
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九州 熊本県 上益城郡嘉島町 ハタノ綜合印刷株式会社 9330001003786 非接触製造「脱炭素　Ｐｒｉｎｔ＋ＰＬＵＳ抗菌」医薬向けパッケージ市場への参入 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市南区 有限会社万葉堂 5330002009935 強度行動障害を有する方々への支援に特化した生活介護事業所の開所 松代　和也

九州 熊本県 玉名郡南関町 株式会社ヤマチク 8330001011765 竹箸を体感できるカフェ併設のファクトリーショップ新設 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 玉名郡和水町 有限会社入江商店 8330002022662 国産材を活かした空間演出建材で企業力向上とメーカーとして挑戦 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社三愛木材 5330002004201 地域住民の居場所を作る、コミュニティカフェ開設事業 熊本商工会議所

九州 熊本県 宇城市 有限会社ティ・ケイカンパニー 6330002023885 ＤＸを活用した２４時間インドアゴルフ練習場の開業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 阿蘇郡南阿蘇村 合資会社喜多食品 5330003002740 農家と連携し、地域初の地元素材１００％アイスクリームの製造に挑戦。 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 山鹿市 ビストロネージュ おしゃれなガーデンを備えたレストランが演出する２人の記念日 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 上益城郡嘉島町 有限会社中野瓦 4330002019786 既存事業とのセット受注でシナジー発揮、足場工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 熊本市北区 株式会社東田工務店 2330001029359 風光明媚な景観とＢＢＱを１年中室内で楽しめる貸別荘事業 熊本県信用組合

九州 熊本県 菊池郡大津町 株式会社大津技研 5330001009267 アルミ鋳造部品の機械加工技術向上による半導体分野への進出計画 シェアビジョン株式会社

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社セイフティプランナー九州 3330001007413 警備業者が見守る安心・安全な住宅型有料老人ホーム「宝の城」 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 天草市 株式会社ジェム 3330001015738 地元天草の食材を活用した弁当・総菜販売による新分野展開 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 球磨郡あさぎり町 株式会社アスリー 7330001019223 日本初「たもぎ茸」を原材料とした化粧品の開発・販売事業への挑戦 トリプルナイン株式会社

九州 熊本県 合志市 株式会社ＫＲＢＲＯＳ． 7330001024974 自社栽培した野菜と地域農家の野菜でフードロスを目指した店舗の展開 税理士法人未来税務会計事務所

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社キャップドゥー・ジャパン 7330001022598 ＩＴ人材育成等の強みを活用したコワーキングスペースの開設 笑顔商店株式会社

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社本田謙工機 3330001004253 搬送ラインの製造業務への進出 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 上益城郡益城町 白川電機株式会社熊本製作所 4330001002438 対応力と品質を活かした配電盤製造から鉄道車両製造への新分野展開 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ＢＲＩＬＬＩＡＮＴ　ＡＧＥＮＴ 4330001020241 ファミリー層を取り込むＢＢＱ・牡蠣小屋・おうち焼肉デリバリー事業 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 荒尾市 有限会社井上産業運輸 8330002021656 「雇用維持と効率化へ」地方運送会社が仕掛ける倉庫業への新分野展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 阿蘇市 ＰＡＴＩＳＳＩＥＲ　ＨＩＲＯ 阿蘇の大自然に囲まれた場所でカフェ事業を展開する 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 山鹿市 美華 コロナ禍でのペット需要の高まりを受けた、近隣地域にないペット火葬・葬儀サービスへの進出 山鹿商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社若葉ビル 3330001005904 世界文化遺産である天草の地域の活性化に繋がるサスティナブルな宿泊事業「アマテラ」プロジェクト 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 玉名市 西田設計 酵素玄米の効率的な製造技術の確立による事業再構築 株式会社アサユナイト

九州 熊本県 玉名市 株式会社ＭＧＦ 2330001023411 地球環境に優しく、食の安心・安全を確保したウイルスバスターウォーター洗浄・消毒事業展開 野尻　富也

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社然’ｚ 9330001027513 塗装技術とレーザー加工機で作るレジン家具の製造販売事業 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社通宝 4330001003023 海苔販売事業からプラントベース食品の新規開発による販路開拓 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 上天草市 株式会社日興水産 3330001015424 天草の車海老養殖業者が冷凍食品製造を開始し、一般消費者に販売 吉野　恵子

九州 熊本県 天草市 光南開発株式会社 3330001015523 ＴＳＵＴＡＹＡ店舗を活かして、スイーツ販売天草一番店への挑戦 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市西区 川﨑設備有限会社 4330002002370 貯水槽清掃から医療福祉・飲食業に特化した清掃業へ事業転換 熊本第一信用金庫

九州 熊本県 菊池市 株式会社コッコファーム 8330001016913 ６次産業ＤＸの推進役として基幹システム開発・販売への新分野展開 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社ＳＥＮＳＴＹＬＥ 1330001019088 介護のミライを変換する！次世代型ＤＸ訪問介護看護プラットフォーマーへの新分野展開 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 有限会社白東 9330002015137 リネンサプライ事業強化と県内初のセル生産方式導入による高収益企業への転身 株式会社ダイワマネジメント

九州 熊本県 玉名市 株式会社九州メカニクス 9330001012696 高難易度異業種部品の医療・食品分野への挑戦！ 株式会社商工組合中央金庫

九州 熊本県 阿蘇郡西原村 株式会社ニューイングス 6330001017145 人と環境に優しい、新たな半導体ウエハー乾燥装置の製造・販売 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社宇佐美・工業 3330001006984 屋外複合宿泊施設を完備した宿泊観光サービス事業 中山　達

九州 熊本県 玉名市 岸田観光有限会社 2330002022651 オンライン旅行予約システム構築及びＥＣサイト活用によるビジネス拡大 玉名商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社永田冷機工業所 9330002007571 リスクヘッジ・収益増を見込める最新設備を備えたコインランドリー事業展開 井手　庸文

九州 熊本県 熊本市中央区 中華旬菜　燕燕 冷凍中華総菜のテイクアウト専門店によるコロナ禍からの脱却 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社スペースエージェンシー 2330001008081 ＷＥＢ販売型住宅「ＰＡＣＯ」に関するフランチャイズ本部の立ち上げ　　事業計画書 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

九州 熊本県 宇城市 内山果樹園 果樹園から不知火町松合の街おこしの一歩となるパフェ専門店への新展開 株式会社安信

九州 熊本県 熊本市西区 株式会社東亜サッシ 1330001003141 サッシ製造技術を活かしたカーテンウォール事業への挑戦 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 合名会社丁子屋 4330003001124 昼営業うどん店、夜営業焼鳥店を中心に飲食店への新分野展開 熊本商工会議所

九州 熊本県 合志市 株式会社ひまわり 7330001009967 熊本県を代表する米農家がつくる高品質な健康ひまわりオイル 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 宇土市 有限会社浦本緑化工業 7330002024271 環境対策も考慮した「短工期・低コスト」一貫施工により熊本県のイ 株式会社エフアンドエム

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社リバーウェーブ 3330001005532 ダイビングショップから幸福創造企業への事業再構築 ノーサイド行政書士法人

九州 熊本県 熊本市西区 丸尚商店 水産仲卸から一般消費者向けマーケット（ＥＣ販売）参入事業 税理士法人近代経営

九州 熊本県 熊本市中央区 株式会社ＡＢＣ保険グループ 7330001020098 顧客管理・営業支援システム開発を軸とした「保険ＤＸ事業」への参入。 西本　寛

九州 熊本県 熊本市北区 株式会社コーパレイト 2330001025985 自社資源を活用しエアコンとフロアのクリーニング事業へ進出 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市南区 蔵野株式会社 1330001001319 圧倒的な数の日用雑貨が並ぶ、熊本中心地のホールセールクラブ 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 天草市 吉永製パン所 老舗パン屋が過疎地で取り組む新たな観光複合カフェ創設事業 牛深商工会議所

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社ナチュ・ラテ 2330001023394 都市化が進む酪農環境とコロナ禍に適応した新たな６次化産業 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市東区 株式会社ホワイトストーン 1330001029054 「晴れ姿を美しく飾る」フォトスタジオ併設型美容院の出店計画 熊本商工会議所

九州 熊本県 熊本市南区 鈴木電設株式会社 9330001017282 廃棄太陽光パネルのリサイクル事業 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

九州 熊本県 宇土市 有限会社コダナス企画 1330002024401 冷凍自動販売機等を活用した冷凍食品製造業及び卸販売への新分野展開 熊本県商工会連合会

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社ウィナーズ 2330001000419 ＦＣ事業への新分野展開による熊本市中心部再開発への参画 株式会社熊本銀行

九州 熊本県 熊本市中央区 有限会社ビッグサァン 4330002013285 ｗｉｔｈコロナ　－【次世代型ハイブリッド】２４時間フィットネスクラブ開業 松田　講明

九州 熊本県 八代市 株式会社トヨオカ地建 2330001013973 メタバース内でバーチャル内覧！リノベプロモーション拠点整備 株式会社肥後銀行

九州 熊本県 熊本市南区 株式会社わかふき 1330001017991 幼児教室と親御さんのオンラインマッチングプラットフォーム Ａ２Ａリンク株式会社

九州 大分県 大分市 カントリーキッチンピュアハート 本格的ペット用オリジナルケーキの製造販売による新たな販路開拓 大分商工会議所

九州 大分県 竹田市 オステリア　エ　バール　リカド マチカドから大自然へ、食と自然に学ぶ新サービスの挑戦 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 大分市 株式会社ＯＳＰ工房 1320001013760 キョン専用罠新規製作・販売事業 溝口　康隆

九州 大分県 別府市 プログレス 確実に適期防除が出来る農業用ドローンでの農薬散布の請負 株式会社ＡＳＯ

九州 大分県 大分市 フジヤマ弁当 アパレル経験とＳＮＳ資産を活用した２４時間営業の無人古着屋展開 株式会社豊和銀行

九州 大分県 大分市 リーガルゲート行政書士事務所 留学生を活用したオンライン日本語教育と情報発信・通訳事業新展開 株式会社豊和銀行

九州 大分県 国東市 株式会社平田製作所 8320001008309 シリコンアイランド・九州で短納期・低コスト化努力に定評ある企業がより大きな半導体製造装置部品の製造へ 株式会社エフアンドエム

九州 大分県 大分市 射手園仏壇大分株式会社 5320001014722 遺品整理・生前整理と仏壇修復技術を活かしたリユース品販売で新分野展開 大分県信用組合

九州 大分県 日田市 日田九石販売有限会社 9320002019428 自動車認証工場の新設を通じてトータルカーライフサポート事業へ進出 株式会社大分銀行

九州 大分県 中津市 有限会社夢工場 5320002021486 ＥＶのフルメンテナンス環境構築により地域のＥＶマーケット拡大に貢献する 株式会社大分銀行

九州 大分県 日田市 有限会社カードクター・フカミ 6320002019109 「特定整備事業」「ＯＢＤ車検」を１００％行える環境（パーフェクトエーミング）を構築する 株式会社大分銀行

九州 大分県 竹田市 志保屋 歴史的建築物を活用した古民家宿泊業 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 いづみ印刷株式会社 1320201000014 地域特化型ペット関連ＥＣサイト、広告サービスの運営 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 有限会社クリーンテック 2320002002398 湯煙のまち大分の太陽光発電パネルのメンテナンスで事業再構築！ 齋藤　由宇

九州 大分県 大分市 株式会社おおいた家づくりコンシェルジュ 5320001015217 プライベートサウナ市場への参入による別荘建築事業の展開 大分みらい信用金庫

九州 大分県 由布市 有限会社小野信自動車 7320002007608 車検事業の強化を通じた海外展開の実現による事業再構築の実現 宮崎　誠

九州 大分県 別府市 有限会社榮建リフォーム・システム 1320002010798 高性能住宅建築事業に進出し、一生涯の住空間トータルサポートを実現 大分みらい信用金庫

九州 大分県 大分市 有限会社幸建企画 6320002008912 産業廃棄物収集運搬能力を活かし、古家１件丸ごと解体・収集運搬・リサイクルで新分野展開する。 協同組合さいたま総合研究所

九州 大分県 大分市 株式会社葵 5320001000359 オンライン技術を活用した貸切型の葬祭場並びに法事スペースの設立 株式会社豊和銀行

九州 大分県 中津市 株式会社さいえん 3320002020721 信用金庫空き店舗を利用した遺品整理・買取り事業の展開 株式会社大分銀行
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九州 大分県 大分市 株式会社給与設計事務所 1320001012465 ワーケーション研修で湯布院の地域活性化に貢献する事業再構築 幸松　慎太郎

九州 大分県 由布市 簑原工務店 伝統構法の佇まいに包まれて、人々のコロナ疲れを癒す自然体験施設「赤野の森」の運営 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 大分紙業株式会社 9320001000165 「子どもを注射の痛みから解放する！」ペルチェ素子を用いた皮膚冷却による穿刺痛緩和装置の製造 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 大分市 株式会社マイスペース 5320001005630 空きテナントの利活用による健康志向を捉えた複合カフェの新規開業 株式会社伊予銀行

九州 大分県 由布市 有限会社首藤建設 5320002003600 ドローン導入による地域課題改善と新規顧客獲得 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 有限会社ホマレビーフ 6320002006271 新事業：こだわりの良質な肉を使った唐揚げを提供！無人販売やテイクアウトに特化した食品製造業に新進出 株式会社豊和銀行

九州 大分県 由布市 湯布院ＣＡＲＮＥ 花の木通りの活性化！～コロナ禍で拡大した新たな需要「泊食分離」をとらえるための宿泊業への新規参入 大分県信用組合

九州 大分県 玖珠郡九重町 咲栄株式会社 5320001010250 コロナ禍、物価高騰時に適した無風・無音の次世代冷暖房システムの販売・施工により、経済発展とカーボンニュートラルに貢献 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 株式会社東部開発 1320001001914 混合廃棄物の中間処理サービスと再資源化への挑戦 協同組合さいたま総合研究所

九州 大分県 宇佐市 有限会社サンセイ 2320002014716 ジビエ処理研修センターの開設およびジビエ精肉・枝肉の店頭販売 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 株式会社おあげや 4320001018773 化粧品販売店から、九州初　劇場型油揚げ製造直売所への挑戦 甲斐　幸丈

九州 大分県 佐伯市 有限会社新町ビル 8320002016806 ＤＸ導入し見せる自社栽培低農薬安全安心な果物を使ったフルーツカフェの新規開業。 株式会社豊和銀行

九州 大分県 別府市 有限会社小野自動車工場 4320002011075 ＥＶ市場確立と自動化推進による収益シフト戦略 株式会社大分銀行

九州 大分県 臼杵市 Ｂ＆Ｒ合同会社 1320003003818 高齢化社会に向けた配食・店舗事業開始によるサスティナブル経営及び地域活性化の実現 株式会社大分銀行

九州 大分県 豊後高田市 有限会社肉のかなおか 5320002014556 ７０年以上続く老舗精肉店のプライドと再起をかけた焼肉店事業展開 豊後高田商工会議所

九州 大分県 大分市 有限会社飛田機械 7320002008102 水素供給設備の部品製造への挑戦 株式会社大分銀行

九州 大分県 由布市 有限会社下谷商店 9320002010114 酒文化の魅力を体験できる“お酒の博物館”のような酒店店舗改装 大分県商工会連合会

九州 大分県 速見郡日出町 あべ車体株式会社 6320001018929 環境面、健康面に配慮した水性塗装事業の確立 株式会社大分銀行

九州 大分県 玖珠郡玖珠町 有限会社トパーズ商会 9320002020146 「温泉つき手ぶらキャンプ」に和のテイストをプラスした新規事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 玖珠郡九重町 八鹿酒造株式会社 1320001010295 冷凍設備と新「ろ過」装置導入による高品質な日本酒の製造 株式会社大分銀行

九州 大分県 杵築市 有限会社廣心工業 6320002013672 テレワーク非接触型ビジネスホテル「翠ず」 株式会社豊和銀行

九州 大分県 日田市 九大測量設計株式会社 1320001010007 ３Ｄ航空測量を導入したダム改修整備調査への新分野参入 アトムコンサルティング株式会社

九州 大分県 中津市 日豊製袋工業株式会社 6320001010910 日本を支える高機能フレコンバック開発支援のための試験サービスの提供 公益財団法人大分県産業創造機構

九州 大分県 大分市 株式会社トリアナ 7320001004928 県内初！ｅスポーツ主軸型のＩＴ＆教育推進ＤＸコミュニティ事業 株式会社大分銀行

九州 大分県 大分市 焼肉居酒屋かんいち テイクアウト専用の絶品冷凍ハンバーグ販売事業で新たな市場開拓 株式会社豊和銀行

九州 大分県 国東市 アキリプロス合同会社 9320003001608 新鮮な野菜や果物をメインにしたカフェへの店舗の一部改装事業 大分県商工会連合会

九州 大分県 大分市 株式会社ネオマルス 1320001002202 ＡＬＧＯＰＡＳＳ事業（ＱＲコードで開錠できるデジタル鍵を使った店舗向けＤＸ商材） 大分みらい信用金庫

九州 大分県 由布市 株式会社ｎｉｃｏドーナツ 8320001006139 大豆を活用した食材製造業への新分野展開～小さな大豆の大きな可能性～ 大分県信用組合

九州 大分県 大分市 株式会社服部商会 6320001002247 ＦＲＰ船資材の卸売業者によるＦＲＰ製品の製造内製化への挑戦 大分信用金庫

九州 大分県 大分市 有限会社龍成工業 7320002004398 公共工事の元請け事業への転換およびＩＣＴ重機の活用による生産性向上 株式会社大分銀行

九州 大分県 別府市 有限会社ゴトーシステムサービス 6320002011387 自社の強みを生かした杵築市初のグランピング施設運営による業況回復計画 株式会社Ｈｉｇｈ　Ａｄｏｐｔｉｏｎ

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社ジンフット 8350001012126 グルテンフリー、ＶＥＧＡＮをも意識したそば粉スイーツ、ドレッシング製造業進出 川井田　大育

九州 宮崎県 都城市 北海道ダイニングマルミ 夜メインの飲食店が新たに挑む総菜等の製造小売事業 都城商工会議所

九州 宮崎県 宮崎市 合同会社エゴラク 2350003003112 就労支援マッチングシステム開発による新分野を通じた競争力強化 坪井　亮

九州 宮崎県 宮崎市 ファミリーカイロプラクティック 中年・高齢者向け整体・オステオパシー・エステの総合サロン 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社渡邊酒造場 1350002005374 ワーケーション誘致のためのテロワールを感じるリノベーション 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 パックスマイル オンラインシステム外販の開発と販売 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 東臼杵郡門川町 森とまと農園 自家栽培のＢ品野菜を活用した持ち帰りカレー専門店の出店計画 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社フント 8350001013578 ＷＥＢローカルメディアの立上げと運営による事業再構築計画 宮崎商工会議所

九州 宮崎県 都城市 株式会社中村商事 6350001011798 ウィズコロナ社会の在宅時間増加に備えた光回線工事・通信サービス販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社ニュータ 2350002003542 クリーンな社会を実現する剥離事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社テクニカル・キナイ 6350002008059 宮崎県の明日と資源を守る安定型最終処分場による資源循環型産業 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 北諸県郡三股町 有限会社カードックサービス 6350002015253 ＥＶトラックに特化した整備工場新設とＥＶ車対応の人材育成事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 キモノリメイクカンパニー　アコ 医療的ケア児のお預かりと医療的ケア児母親の社会進出支援事業 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社宮防 5350001002063 昆虫の機能性に着目した栄養補助食品の研究・開発 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社エムティーワイ 4350002000728 慢性的な人手不足と新型コロナウイルスに関わる行動様式の変化に対応する、無人冷凍食品販売店の運営 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

九州 宮崎県 日向市 株式会社ＴＭＳ 1350001015473 日向市の魅力最大限活用！空き家物件を再生し、宿泊新事業への挑戦！ 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 児湯郡木城町 アトリエｅｍｕ株式会社 8350001014270 終活需要を取り込むフューネラル事業の拡大 株式会社リアリゼイション

九州 宮崎県 西臼杵郡高千穂町 美味屋はるはる 韓国料理店から冷凍加工食品製造業への新分野展開 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 北諸県郡三股町 株式会社にしむら架設 8350001014626 建築のノウハウを活かした新分野展開と収益体制の構築 都城商工会議所

九州 宮崎県 児湯郡新富町 株式会社池田建設 5350001015701 宮崎の特産品をオールシーズンで全国に！急速冷凍による加工食品製造業への挑戦 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 東諸県郡綾町 株式会社綾の手 9350001015929 滞在型染織研修事業による伝統工芸技術の教育事業への展開 茨木　純一

九州 宮崎県 東臼杵郡門川町 株式会社イチマル水産 5350001006345 新機能フライヤー等によるコンシューマー向け食品製造の取り組み 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 宮崎市 有限会社三森特殊印刷社 9350002004526 ハード・ソフト一切不要！鮮度の見える化を実現するＭＳＰ　ＦＲＥＳＨＴＡＧ事業 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 宮崎市 ユノカ商事株式会社 9350001006548 食肉加工場の建設による既存事業およびグループとのシナジーを活かした新分野展開 株式会社宮崎太陽銀行

九州 宮崎県 都城市 あんどう工房 漆喰の特性を活用した新事業の推進 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社宮崎デンソー 9350001001821 自動車の未来に対応する認証整備工場（先進自動車、環境配慮自動車等）事業 税理士法人コンウェイ

九州 宮崎県 小林市 リフォームセンター宮崎株式会社 7350001013587 不動産業・木造建築解体業への新分野進出 高鍋信用金庫

九州 宮崎県 都城市 原口克美 自農園の農産物を活用したキッチンカー事業の推進 宮崎県商工会連合会

九州 宮崎県 日南市 株式会社日南酒販 8350001009733 地域活性化に貢献するべく日南市の食材・飲料等を販売する道の駅のような総合販売所 株式会社エフアンドエム

九州 宮崎県 日向市 川上木材株式会社 2350001013410 宮崎県初！スマート林業のためのドローンスクール事業 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社青木商事 1350001009293 宮崎名物を有名居酒屋の味で食卓へ～加工食品製造業への挑戦～ 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社グローバル 8350001005360 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 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 串間市 磯料理いよや 海鮮レストラン事業転換・鮮魚直売所新分野展開計画 串間商工会議所

九州 宮崎県 児湯郡都農町 株式会社空と海 6350001013010 さつまいも×農福商学連携で、当社と地域の持続的成長を実現する。 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 ＪＡＭ合同会社 7350003002563 内装業者が都城市初のＤＩＹ商材ショップ＆カフェをオープン！ 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 東臼杵郡門川町 株式会社山口工業 1350001016868 地域に集積する食品加工工場向け設備製作に参入する新分野展開 株式会社フロウシンク

九州 宮崎県 延岡市 有限会社デンソー宮崎 5350002012334 特定整備制度に対応可能な最先端の自動車整備分野への参入 ストラーダビジネスサポート株式会社

九州 宮崎県 都城市 虎コーポレーション株式会社 9350001016225 デジタルと人間味の融合！ＩＴ活用による完全コロナ対応型店舗の展開 佐藤淳

九州 宮崎県 えびの市 有限会社東康夫養鶏場 2350002018689 未利用の鶏肉を活用した顧客需要の創出による新たなキャッシュポイントの構築 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 宮崎市 はやしデンタルクリニック 包括診療対応デジタル歯科技工所の開設 宮川　譲

九州 宮崎県 宮崎市 社会福祉法人宮崎長寿会 4350005000601 感染症予防及び安全対策をグレードアップした設備（個室）への業態転換 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 宮崎市 ＧＡＲＡＧＥ　ＣＯＦＦＥＥ 菓子製造工場兼店舗の建設及び新商品開発による店外売上の拡大 合同会社ブループランニング

九州 宮崎県 宮崎市 らくぱっく株式会社 8350001014015 老人ホーム・病院への介護オムツと生活用品のデリバリー事業 株式会社鹿児島銀行

九州 宮崎県 宮崎市 株式会社ビーアンドエム 8350001014188 国内中小企業向け海外ＩＴ人材リモートチーム運用のための人事業務代行サービス 株式会社宮崎銀行

九州 宮崎県 都城市 株式会社富田美装 1350001009095 宮崎県初「ゴーゴーカレー」を出店し、都城市の方々と創る郊外型まちづくり施設の展開 宮崎第一信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 弘和コーポレーション株式会社 7340002012168 セルフ型マイクロバブル水のサブスク販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 鹿児島県 霧島市 ＦＵＺＺエンターテイメント 山とコーヒーの幸せなサイクルを作る 霧島商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 みずき整骨院 子育て世代の女性に向けたトータルへルスケア 鹿児島商工会議所
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九州 鹿児島県 肝属郡南大隅町 カメかえる 空家を改修し、地元のタンカン・ジャガイモを活用した飲食品のテイクアウト販売 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 ダンデライオン奄美 奄美ダイビングツアーから「クルーズ船」観光業への新分野展開 株式会社ＮＥＫＯ－ＫＥＮ

九州 鹿児島県 鹿屋市 有限会社福元電設 2340002027195 『太陽光パネルリサイクル装置』導入による資源循環関連型産業への挑戦 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社光陽石油 8340002003876 次世代の自動車マーケットに対応する“エネルギーステーション”への業態転換 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社鹿児島美掃 7340001015700 最終処分場を新分野展開し「地域循環型脱炭素社会実現」に取り組む。 協同組合さいたま総合研究所

九州 鹿児島県 大島郡和泊町 株式会社ｓａｐｏｎｉｎ 1340001023543 商品の製造及び販売を自社で行う　６　次化を図り、地域特産食材を全国の食卓へ 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社大隅機工 3340001000689 鹿児島の街と水資源を守る汚水汚泥中間処理事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社スペース・コモド 2340002013030 ウォータージェット工法による新しいアスベスト除去事業への挑戦 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社東宝建設 5340001002923 ライフイベントを担う、住宅メーカーによる結婚相談サービス事業 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ｄａｎｋｅｎ 5340001009968 ”焼き立てパン”を食卓へ！　～セントラルキッチン方式による生産性向上と働き方改革～ 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 熊毛郡屋久島町 有限会社屋久島葬祭 8340002019781 家族最後の時間を大切に、地域のニーズに応えた１日葬への新展開 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 大島郡知名町 株式会社ＧｏｎＺ 3120901041061 沖永良部島特産のジャガイモを使ったポテトチップスの製造販売事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 ファイブ・スターズ・ファクトリー株式会社 7340001020551 自動販売機を活用した「博多Ｋｅｎ’ｓカレー＋」販売事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 株式会社鹿屋フィーレ 8340001014197 養殖産地「鹿児島」から新製品販売網を通じた日本の食卓革命と世界への挑戦！ 狭山商工会議所

九州 鹿児島県 肝属郡錦江町 株式会社大山組 8340001013819 デジタル技術を用いて地方の建設の未来を担い地域社会に貢献する 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 鹿児島市 清輝建設株式会社 4340001002313 低濃度ＰＣＢ廃棄物収集運搬による収益機会の向上と循環型社会への貢献 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 奄美市 手花部商店 ＷＥＢ人材誘致を通じた島内活性化及び移住促進のための宿泊事業 髙木　一貴

九州 鹿児島県 鹿児島市 合同会社ＣＥＲＶＥＳＩＡ 7340003001756 鹿児島県のブランド鶏にこだわり、ベルギービールも飲める「鶏マゼソバ」専門店の展開 鯵坂　健太郎 九州しんきんリース株式会社

九州 鹿児島県 奄美市 有限会社丸永建設 8340002021341 『地域唯一の最新型ゴルフシミュレーター』導入　～島民ゴルフ課題解決～ 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 霧島市 株式会社ヒラヤマ食品 2340001012289 もう販売機会を逃がさない。鹿児島伝統食品を作る食料品製造業への挑戦 霧島商工会議所

九州 鹿児島県 霧島市 洗車工房株式会社 9340001017967 車好きのための中古車個人売買仲介システム「カウマッチ」の事業展開 村田　伸明

九州 鹿児島県 鹿屋市 株式会社プラスディー設計室 8340001014370 体験を通じて住まい手とつくり手の意識を変えるエコ戦略 鹿屋商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 麺匠　一松 おうちで食べるラーメン冷凍ミールキットを自販機とＥＣサイトで効果的に販売 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 Ｓｈａｎｇｒｉ－Ｌａ　Ｊａｐａｎ株式会社 6340001022037 アフターコロナを見据えたＢｔｏＢへの販路拡大事業 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社松建 4340001013194 コロナ禍・資材不足における資源リサイクル循環社会・ＳＤＧｓへの取組み 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 伊佐市 株式会社タケシタ 9340001013462 住宅基礎となる基礎工業への挑戦で地域貢献を含めたシェア№１を維持 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 指宿市 株式会社今宮 1340001009484 高齢者施設と保育園に併設した地域密着型障がい者グループホーム 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社美喜設備 4340001016008 人命を守る住宅の基礎となる土工・コンクリート工事業への新分野展開 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 日置市 株式会社丸山喜之助商店 6340001010446 自走式二軸破砕機導入による破砕困難廃棄物リサイクルの新事業展開の事業再構築と資源循環型社会構築への貢献 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社マム企画 2340002011323 新分野　国内初　産後ケアにも対応した自然回帰型宿泊施設の運営事業 株式会社宮崎銀行

九州 鹿児島県 霧島市 吞喜坊主 居酒屋営業から、キッチンカー導入による新たな市場開拓への挑戦 パートナー経営株式会社

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ヨシキ 8340001004520 豊かな暮らしと地域貢献、環境保全を実現する宅配水製造事業への新分野展開 鹿児島興業信用組合

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社ロードレスキュー２１ 3340002011413 オートボディプリンターによる新しいトラック塗装事業への進出 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 姶良市 株式会社永井クリーニング 9340001009304 いつでもお預け・引き取り可能な「お客様のクローゼット」となる新サービスの開発 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 中央ロード工業株式会社 2340001002785 道路切断汚泥のクリーンな処理と水の循環利用システムの構築 株式会社さくら優和コンサルタント

九州 鹿児島県 大島郡伊仙町 豊富建設株式会社 9340001010138 農薬散布代行サービス及びジャガイモ流通事業への進出 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 大島郡瀬戸内町 株式会社里山興業 9340002021704 汚泥・建設がれき・プラスチック等の廃棄物処理事業及び樹木調査等森林資源量調査事業への参入 駒田　裕次郎

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社プレジャー 5340001011338 鹿児島県鹿児島市のエンタメパン屋事業 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 指宿市 株式会社カマタ農園 1340001017116 カカオペレット野菜を中心とした付加価値商品による売上活性化事業 北浜グローバル経営株式会社

九州 鹿児島県 大島郡伊仙町 株式会社南宝建設 8340001010147 乳酸菌による土壌中土着菌の活性化から始まる離島地域の農業促進 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 株式会社ゴトー 5340001013904 ”星空日本一の町”で自然を満喫するゲストハウス事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 ドリーミィ大和株式会社 2340001000070 日本初！人も自然も喜ぶＤＩＹサウナキット販売への新分野展開 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 熊毛郡南種子町 株式会社有馬興業 2340001010417 コンテナハウスを利用したホテル事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

九州 鹿児島県 鹿児島市 らーめん食堂元斗好軒 天はふたつ！！金色（こんじき）に輝く「パン」と「麺」 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 姶良市 株式会社パーフェクト 5340001007922 自動車整備販売業飲食業の融合集客増収の確立による新時代型事業 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 出水市 きずな歯科 静脈麻酔薬を使用した，新たな歯科集中治療の確立 丸尾徳文

九州 鹿児島県 鹿屋市 株式会社ＫＡＭＩＭＵＲＡ 4340001014341 葬祭業からペット葬祭事業への新分野展開 福岡　正人

九州 鹿児島県 鹿屋市 有限会社樋渡コーポレーション 6340002026268 キャンピングカーの製造販売、仕入販売、レンタカー事業への進出 福岡　正人

九州 鹿児島県 奄美市 有限会社ビッグサービス 3340002021841 アスリートと栄養士監修の「食事＋運動」のヘルスケアプログラム 奄美信用組合

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社ホテル鶴屋 6340002019726 鹿児島市で屋久島の食材を使った飲食店　屋久島との懸け橋へ 会計法人ＭＳＰＧコンサルティング株式会社

九州 鹿児島県 伊佐市 株式会社迫田興産 4340001008228 鹿児島次世代の食文化を創り出す杜事業 株式会社南日本銀行

九州 鹿児島県 霧島市 雅叙苑観光有限会社 2340002015043 完全独立型ヴィラとＤＸ化による新たなおもてなしを提供する旅館事業 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿児島市 有限会社クリア 3340002003451 最新鋭オンデマンド印刷機などの導入による小ロット・高付加価値印刷事業への進出 中筋　一郎

九州 鹿児島県 霧島市 有限会社ホテル静流荘 5340002015115 霧島温泉郷に訪れる観光客をターゲットとしたオープンキッチン＆カウンター席でのライブ感ある鉄板ダイニング事業 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社絆 5340001012435 新たな地域コミュニティーの場となるインドアゴルフ事業の展開 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 指宿市 有限会社シンエイ産業 2340002018657 サザンテラス　イン　指宿　「整うサウナ」と「憩いのテラス」 指宿商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社Ｋ－ＶＥＴ 6340001006997 鹿児島動物呼吸器・心臓病センター設立への挑戦 中﨑　隆穗

九州 鹿児島県 鹿児島市 エクセル株式会社 6340001018407 地域コミュニケーション施設で鹿児島県の観光を楽しめる宿泊事業 鹿児島商工会議所

九州 鹿児島県 霧島市 株式会社常喜 3340001018814 ＳＤＧｓ社会を実現する地域密着型ベーカリー店の開業による新分野展開 有限会社えんがわ

九州 鹿児島県 姶良市 株式会社時輝工業 6340001017664 地元野菜販売や買物難民の解消のための青果販売事業と宅配サービス事業への参入 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 日置市 鹿児島ケース株式会社 8340001006161 ロボット市場等向け精密機械加工技術高度化による新分野展開 株式会社鹿児島銀行

九州 鹿児島県 鹿屋市 株式会社大隅金属 8340001014379 Ｂ２Ｃ向け店舗販売事業の展開で増収と収益基盤の安定化を図る パスウェイコンサルティング株式会社

九州 鹿児島県 薩摩郡さつま町 株式会社ＣＡＮＦＯＲＡ　ＣＯＭＰＡＮＩ 1340001021646 文教エリア化により、過疎化に歯止めをかける教育事業 川内商工会議所

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ｓｗｉｔｃｈ 9340001013371 スキルアップ志向型コワーキングオフィス（サードプレイスオフィス）事業 税理士法人甲南総合会計

九州 鹿児島県 鹿児島市 株式会社ジャパンネットワーク 8340001019808 海外向け高級車レザーを日本職人がリメイクした女性物の鞄等の製造・販売 小西　豊樹

九州 鹿児島県 大島郡伊仙町 松葉寿し 自社のノウハウを活用した観光客向け宿泊施設の開設 鹿児島県商工会連合会

九州 鹿児島県 いちき串木野市 田島板金工業株式会社 3340001019374 グランピング事業でいちき串木野の新たなレジャースポット開設 鹿児島相互信用金庫

九州 鹿児島県 薩摩川内市 レガシートラスト株式会社 8340001020864 鹿児島で人気の焼肉店による、美味しいお肉が安く買える精肉店 平野　謙二

九州 鹿児島県 鹿児島市 ＫＡＹＵ株式会社 3340003002188 地域の障がいをもつ児童を支援する企業へ業種転換 山田　陽介

九州 鹿児島県 霧島市 株式会社藤田ワークス 3340001007362 パイプ・形鋼加工技術の構築によるビジネスモデル化 株式会社宮崎銀行

沖縄 沖縄県 浦添市 株式会社ケイ・エム 5360002015641 防錆サービスから車の再商品化サービスへの新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 うるま市 合同会社嘉保 6360003008214 沖縄県産もずくの加工食品販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

沖縄 沖縄県 那覇市 伊波そろばん教室 Ｗｅｂ動画によるそろばんの自宅学習支援（ＳＯＲＯＢＡＮ　ＷＡＲＳ） 玉元　宏志

沖縄 沖縄県 宜野湾市 孔雀樓有限会社 5360002017828 創業４３年の孔雀樓味を特許を取った冷凍技術を使い、全国のお客様へ 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 うるま市 株式会社アイランド 8360001008016 化粧品製造業者が自社ＷＥＢサイトを構築し、直接、消費者へ販売する事案 阿久津　公一

沖縄 沖縄県 中頭郡嘉手納町 株式会社ＴＥＡＭ　ＧＡＮＢＡＲＵ 1360001028697 地域特化型フードデリバリーサービスへの事業転換により、Ｗｉｔｈ　コロナの環境下で地域経　済の活性化に寄与 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 ゴーディーズ 新たなコンセプトの「アメリカン　レストラン」を開発しオープンする 上仮屋　貞美

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社フラッシュエッヂ 1360001008278 コロナ禍で人手不足の小規模事者向けＤＸ「予約・決済」クラウドサービス 公益財団法人沖縄県産業振興公社

沖縄 沖縄県 豊見城市 大良農園 農業から加工品開発・飲食店運営への六次産業化 尾関　亮
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沖縄 沖縄県 うるま市 Ｓｏａｒ（ソア） エステサービス専用車とアイブローリフト施術導入による事業再構築 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 島尻郡与那原町 Ｂｌｕｅ　Ｓｏｕｎｄ株式会社 7010801022730 沖縄初プロユースライブ配信スタジオ新規参入による事業再生 仙波　洋平

沖縄 沖縄県 島尻郡久米島町 有限会社ハマユウキ 1360002010233 デジタル技術を活用した新規設備機器導入よる地魚の６次化（収穫・加工・流通）事業 税理士法人リモト

沖縄 沖縄県 那覇市 ゲストハウスイン沖縄株式会社 6360001019436 コンドミニアムから沖縄のスイーツ製造に大転換 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

沖縄 沖縄県 豊見城市 株式会社沖縄総合給食 2360001000309 透析患者用の『透析食』の冷凍食品を製造して、個人向けに販売する 上仮屋　貞美

沖縄 沖縄県 国頭郡恩納村 えるおきなわ有限会社 5360002020922 障害者の日常生活を支援するグループホーム事業への参入 津嘉山　朝之

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社玉那覇仁建築設計事務所 5360001026318 建築設計技術がサポートする、付加価値の高い「不動産仲介」 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 オーエイチエム 「タコライスのテイクアウト」を開業、建設業から飲食業に業種転換 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 南城市 株式会社モアグリーンプロデュース 9360001017354 コロナの影響を大きく受けない商品の製造・販売への事業転換 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 石垣市 沖縄大成運輸株式会社 8360001018436 輸送力の強みを生かす引越・不用品回収のワンストップサービス事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 ＮＯ　ＭＡＲＫ株式会社 9360001024615 修学旅行生向けアクティブラーニングプログラム事業への新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 喫茶セーラム 新たなブレンド茶の販売（飲料も含む）・倉庫で自社ブレンド茶製造 安里　匡平

沖縄 沖縄県 那覇市 ＴＩＤＡ　ＣＯＭＰＡＮＹ株式会社 7360001017109 腸内環境を育てる料理教室開催と長寿に特化した食品の開発•販売 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 宜野湾市 株式会社Ｏ・Ｍ・Ｉ 9360001021752 地域課題解決に寄与するコミニティ施設への新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 うるま市 株式会社くろとんフーズ 9360001027568 給食等の食品製造からペット用食品の製造への新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 サウスホーム株式会社 4360001014323 イベント料理企画に強みのある地域密着型ホテルレストランを新たに営業！テイクアウトでもホテル品質が楽しめる 株式会社エフアンドエム

沖縄 沖縄県 那覇市 ワイズ古島整骨院 整骨院が挑む外国人男性向けボディケアサービスによる事業拡大 宮田　大

沖縄 沖縄県 豊見城市 ＡＬＧＯＳ 琉球食材を地産地消　健康安全オープンエア南イタリア魚介バル事業 二藤　太地

沖縄 沖縄県 沖縄市 株式会社かりゆし沖縄 2360001008327 アフターコロナ・ウィズコロナ時代を勝ち抜く！新しい無人販売による新マーケットへの事業転換 公益財団法人沖縄県産業振興公社

沖縄 沖縄県 宜野湾市 株式会社沖宮設備 6360001017209 観光客やビジネスユース向け宿泊施設不足を解消するトレーラーハウス事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 有限会社日本プラント企画 3360002003409 ｅスポーツ・プログラミングを通じた知的オンライン教育への転換 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 合同会社ｐｏｒｉｐｏｒｉ 5360003007968 島内焼肉店による国際通り「おもてなしダイニング（肉料理中心）への事業転換」 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 うるま市 ことぶき商店 国産品にこだわった新食感の沖縄ぜんざい ＲｅＨｕｇ株式会社

沖縄 沖縄県 うるま市 株式会社ＴＨＩＤＡ　ＯＫＩＮＡＷＡ 4360001011056 占いサービスの提供から温活サロン運営への新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 中頭郡西原町 株式会社坂田給油所 9360001004328 沖縄の特産品を使用した冷凍餃子の製造・無人販売事業 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 タマキハウジング株式会社 3360001008301 誰でも手が届く価格と建築の概念を１８０度変えた「３Ｄプリンター」未来型住宅で、地元沖縄のあらゆる層の持ち家の夢を叶えます 金城　一也

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社丸三 3360001009828 企業向けクリーニングサービスの提供による販路拡大 折原　麻衣子

沖縄 沖縄県 糸満市 琉球プリンターズ株式会社 6360001025467 サービス提供プロセスのデジタル化と新サービス開発の実施 尾関　亮

沖縄 沖縄県 島尻郡南風原町 株式会社バイロン沖縄 2360001006537 汚泥処理システム構築による経営革新計画 コザ信用金庫

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社沖縄敷物商会 5360001000330 フローリングに敷く置き畳の製造に挑戦し、沖縄の畳店の活性化に貢献！ 株式会社シャイン総研

沖縄 沖縄県 うるま市 株式会社Ｔｈｉｄａ　Ｓｔｏｎｅ 3360001029421 天然石・アクセサリー販売からジュエリー加工・販売への新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 浦添市 株式会社いなんせ典礼 8360001014427 沖縄初！オンライン葬儀の導入及び少人数・低価格の「小さなお葬式」対応型施設へ大転換 コザ信用金庫

沖縄 沖縄県 国頭郡恩納村 合同会社テイクダイブ 4360003006475 チャンプルー文化を特徴とした沖縄オリジナルＴＡＣＯＳスタンド 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 豊見城市 株式会社コラボ 9360001010697 展示会施工管理プラットフォーム「スグ展」の開発および販売 税理士法人さくらパートナーズ

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ＭＡＴＣＨ 9360001026157 沖縄ウェディングムービーサービス「沖縄ウェディングムービー」　事業 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 着物・浴衣・琉装レンタル着付　ちゅら桜 やんばるの大自然溢れるグランピング事業への業種転換 井上　拳

沖縄 沖縄県 うるま市 株式会社にぃにぃカンパニー 9360001017684 ポスト・ウィズコロナを見据えた三方良しのサービスを提供するセントラルキッチン事業 池村　尚弘

沖縄 沖縄県 豊見城市 ＳＥＥＫ電総株式会社 4360001026723 コインパーキング関連事業から飲食店・食料品販売業者への新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社東町自動車サービス 2360002003590 非対面・非接触型予約によるエーミングサービスの新展開 東　幸司

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社琉球－ライフ 3360001013656 愛好家向けのプライベートサウナ運営事業 折原　麻衣子

沖縄 沖縄県 那覇市 スペアミント株式会社 7360002008734 ブロックチェーン、ＮＦＴを利用した不動産クラウドファンディングＳａａＳ事業 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 糸満市 ＧＵＩＬＤ　ＯＫＩＮＡＷＡ株式会社 6360001025285 レシートＯＣＲでファン化まで促進するＬＩＮＥ活用パートナー 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 宮古島市 株式会社ＰＵＴＯＮ 9360001026264 宮古島初のリゾートビーチ併設型コワーキングカフェ・ガーデンバー複合施設事業 宮古島商工会議所

沖縄 沖縄県 中頭郡北谷町 有限会社シーサイドハウジング 5360002018223 最新技術を用いた海ぶどうの養殖施設開発と首都圏への販路開拓 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

沖縄 沖縄県 石垣市 ｄｏｌｉｃ　ｋＡｉＳＹＡ オリジナル琉装も選べるリゾートウエディング事業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社りゅう 2360001020042 ＡＲ技術とメタバース開発による沖縄の近未来観光都市化事業 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 石垣市 やまばれーハウス やまばれーハウスレンタカー事業展開による新規顧客獲得並びに顧客単価の向上 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 南城市 株式会社大城生コン工業 1360002010638 フライアッシュコンクリートで持続可能な社会へ 株式会社沖縄海邦銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 南日本通信株式会社 2360001019258 シニアや初心者が利用しやすい環境を構築したスポーツジム事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

沖縄 沖縄県 国頭郡大宜味村 やんばる酒造株式会社 8360003004673 沖縄本島最北端の泡盛酒造所が新たな蒸留酒製造へ参入 株式会社沖縄海邦銀行

沖縄 沖縄県 浦添市 株式会社オート・インフォ 9360001022718 観光事業の発展を！レンタカー会社の最適経営と沖縄県内のクルマ需要 株式会社エフアンドエム

沖縄 沖縄県 浦添市 合同会社ことぶき家 6360003008916 宮古島の大自然の中で心をケアする、リゾート地共同生活援助事業所の開設 株式会社アクセルパートナーズ

沖縄 沖縄県 豊見城市 株式会社Ｗ．Ｏ．Ｆ沖縄 5360001024734 沖縄伝統空手のオンライン道場の開設計画 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 石和貞人 焼肉屋から都内『沖縄発ガーリックローストチキン』のテイクアウト専門店への新分野展開 坪井　亮

沖縄 沖縄県 中頭郡中城村 ワイズプランニング 強みを活かした三次元（３Ｄ）ＣＡＤ＆ドローン教室の開講 宮里　悠司

沖縄 沖縄県 中頭郡読谷村 有限会社緒方 6360002018478 デジタルマシン特化型２４時間省人メディカルフィットネスジム 株式会社鹿児島銀行

沖縄 沖縄県 糸満市 株式会社琉電製作所 3360001005380 建築資材・機械設備の板金加工サービスへの新分野展開と既存サービスの生産性向上 尾関　亮

沖縄 沖縄県 糸満市 株式会社ゼンショウトレーディング 5360001006336 建築製品向け製造業への新規参入による事業構造の転換と安定した収益基盤の構築 株式会社アライブビジネス

沖縄 沖縄県 那覇市 有限会社ライフスペース沖縄 9360002018863 民泊・不動産賃貸事業から飲食業への事業転換 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ダイドーリース 7360001011004 一棟貸し別荘とレンタカーをセットで！快適な沖縄旅行を提供へ 株式会社沖縄海邦銀行

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社新垣通商 9360001015770 デジタルコンテンツ制作の内制化による海外ＢｔｏＣ戦略 株式会社ＣＳＤコンサルタンツ

沖縄 沖縄県 宮古島市 株式会社ベジワーク宮古島 5360001026664 １次産業から２次×３次＝６次産業への挑戦で宮古島を活性化！ 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 石垣市 合同会社ＭｉｎａｍｉＰｒｏｊｅｃｔ 5360003007522 石垣島の大自然を活かした　完全キャッシュレスリゾートワーケーションサービス事業の挑戦 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 那覇市 一般社団法人沖縄そば発展継承の会 2360005004140 沖縄そば手打ち及び手打ち講師育成講座のオンラインスクール 株式会社ＳｏＬａｂｏ

沖縄 沖縄県 那覇市 アトラクティブ株式会社 5360001013654 沖縄全島でも数少ない好立地での２４時間シミュレーションゴルフ練習場 株式会社ＲＡＤ

沖縄 沖縄県 浦添市 株式会社ゆうづき 6360001020501 ケータリングサービス導入のためのキッチン拡大と経営革新計画 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 国頭郡金武町 農業生産法人ＡＮＤＥＳｆａｒｍ合同会社 1360003007674 南米原産の熱帯植物の中で自然を感じながら行うキャンプ場、カフェなどの飲食・アウトドア事業の展開 関山　潤一

沖縄 沖縄県 浦添市 株式会社フォーシー 4360001017193 新製品によるコロナ禍で生まれた新市場の開拓と製造方法の変更による製造効率向上 公益財団法人沖縄県産業振興公社

沖縄 沖縄県 島尻郡八重瀬町 有限会社大和工業 1360002009564 鉄骨溶接ロボットシステムの導入、Ｍグレードの取得を通じた中高層建物市場の開拓 株式会社アライブビジネス

沖縄 沖縄県 豊見城市 株式会社ＡＤｅＲ 2360001023854 沖縄・久米島で「当社完全監修」の一棟貸し別荘運営に挑戦し地域活性化！ 株式会社シャイン総研

沖縄 沖縄県 石垣市 インディゴベア株式会社 9360001027023 ナポリのソウルフード・ピッツァフリッタ専門店 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 石垣市 ネイチャー石垣島ダイビングサービス 石垣島の豊かな自然と海を活かした新ビジネスモデル創出事業 株式会社くろしお保育園

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社寄宮 8360001002150 新しい生活様式に対応する「食に特化した多目的・高機能施設」で新分野展開 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 宜野湾市 株式会社美想建 1360001027781 木工加工技術を転用した高付加価値レジンテーブルの製造とＥＣ展開 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 宜野湾市 ニッケン株式会社 3360001016683 コロナ渦でも大活躍！デジタルサイネージ事業への新分野展開 税理士法人エヌズ

沖縄 沖縄県 国頭郡本部町 エンターテイメントカフェアンドダイニング　ビンゴ 沖縄・伊江島で古民家をリノベーションし１棟貸宿泊事業への挑戦 松本　圭介

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社立川フードサービス 8360001015029 コロナの影響を打破するための工場移転と新業態店舗への展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 浦添市 有限会社ディスプレイカンパニー 9360002019192 ドローンを活用した看板および施設の安全点検・補修・製作サービス 株式会社琉球銀行

沖縄 沖縄県 島尻郡八重瀬町 ＳＴＥＰ－ｓｓ株式会社 1360001020646 イベントの企画・運営からＩＴ技術を駆使した野球教室×バッティングセンターの新規事業 髙司　浩史
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沖縄 沖縄県 那覇市 玉那覇味噌販売 フードマイスターが宮古島で豚肉加工品開発とテイクアウト店建設事業 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 石垣市 石垣島コンセルジュ 「八重山そばの製造・卸し販売・提供 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 沖縄市 株式会社美ら海アクアラボ 8360001024277 雨でも楽しめるＶＲアクティビティ事業への業種転換 沖縄商工会議所

沖縄 沖縄県 那覇市 ＣＯＬＯＳＳＥＯ２６２ 瞬間冷凍技術の活用を主としたメンチカツ持ち帰り専門店への新事業 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 国頭郡大宜味村 合同会社キノボリトカゲ 9360003011891 地域の資源を活かした『創作の場』としての廃校活用施設の開業 沖縄県商工会連合会

沖縄 沖縄県 糸満市 三高水産株式会社 9360001002570 海人（うみんちゅ）の町より、海人企業が起こす、まぐろエンターテイメント食堂 ＥＹ税理士法人

沖縄 沖縄県 那覇市 アクシオへリックス株式会社 4360001006007 教育プラットフォーム事業 比嘉孝明

沖縄 沖縄県 沖縄市 株式会社リョウエンタープライズ 5360001010585 雑菌・消毒剤の生産・販売事業への新分野展開 尾関　亮

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社イジュン 9360002007726 自然に囲まれ身も心もリフレッシュ出来る居場所づくり事業 那覇商工会議所

沖縄 沖縄県 島尻郡与那原町 株式会社えがおの花 2360001017708 社内教育のノウハウを介護・福祉事業者に対し行う研修事業の新たなサービス 関山　潤一

沖縄 沖縄県 浦添市 Ｃｏｎｎｅｃｔ　Ｌｉｆｅ　Ｃｒｅａｔｉｏｎ株式会社 3360001030288 ふるさとの味を自販機販売する「地元品の卸売業」 西山　優一郎

沖縄 沖縄県 宮古島市 スナヤマカフェ 当店名物の宮古そばを用いた、テイクアウト製品の製造販売。 株式会社ＳｏＬａｂｏ

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ＯＫＩＮＡＷＡ　ＲＥＳＯＲＴ　ＬＡＢ 5360001024247 アーチ島プロジェクト～無人島を使ったリゾート開発～ 辻・本郷ビジネスコンサルティング株式会社

沖縄 沖縄県 那覇市 株式会社ＡｄＳｃｏｐｅ 4360001011329 ＤＸレストラン事業へ新分野展開 株式会社沖縄銀行

沖縄 沖縄県 国頭郡本部町 有限会社大都建設 5360002020872 本部町住民の「暮らしの質向上」に寄与する布団洗い専門コインランドリーの展開 税理士法人タックスサポート・イトカズ

沖縄 沖縄県 宜野湾市 有限会社ケアステーションマナ 7360002018527 高齢化問題に認知症カフェでセラピードックと触れ合い資格犬普及で解決に挑む！！ 髙司　浩史

沖縄 沖縄県 宜野湾市 有限会社オヤテック 8360002019045 鉄筋加工工程の自動化による高層建築物市場への進出による事業再構築 株式会社アライブビジネス


