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

2023年4月14日時点

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

中部 富山県 R2161S00001 株式会社ヨネダ 7230001008806 緊急事態宣言特別枠 新たなサプライチェーンの確立と無駄のない魚介類の活用 株式会社北國銀行

中部 富山県 R2161S00002 なかやす酒販株式会社 5230001010615 緊急事態宣言特別枠 飲食店連携による新たな販売手法と宅飲み客をつなげる交流拠点事業 高岡信用金庫

中部 富山県 R2161S00004 Ｖｉｖａ富山駅前店 緊急事態宣言特別枠 富山県の地産地消食材を使った冷凍ピザ開発による事業再構築 富山商工会議所

中部 富山県 R2161S00007 株式会社ニュージャパン・トラベル 5230001002397 緊急事態宣言特別枠 着地型観光商品のネット販売等による複合的な新規事業展開 株式会社北陸銀行

中部 富山県 R2161S00008 エアーストリーム 緊急事態宣言特別枠 無添加の富山名物ブラックラーメンの商品開発と卸売、通販市場への参入 富山信用金庫

中部 富山県 R2161S00009 ＡＮＤ 緊急事態宣言特別枠
子供服事業を生かした非接触フォトスタジオと撮影小物販売への新分野展

開
株式会社北陸銀行

中部 富山県 R2161S00010 株式会社ＬＬＣｔｏｙ 1230001017936 緊急事態宣言特別枠 家族や友人等との小規模披露宴等をトータルプロデュース 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 R2161S00011 有限会社角久旅舘 1230002010849 緊急事態宣言特別枠 旅館から非接触型個室すき焼き店へ 高岡商工会議所

中部 富山県 R2161S00013 株式会社ビーライン 7230001005638 緊急事態宣言特別枠
飲食店から、小売、宅配・テイクアウト、食品製造の多業態型への事業再

構築実施
富山商工会議所

中部 富山県 R2161S00015 株式会社フォーシーズンズ 4230001011333 緊急事態宣言特別枠 食品の「健康志向ニーズ」に対する商品提供と生産体制の構築事業 株式会社富山銀行

中部 富山県 R2161S00016 有限会社大黒家 5230002009326 緊急事態宣言特別枠 強みを活用、住民の暮らし・お店の運営をサポートする便利屋事業 株式会社アクティブ・フォー

中部 富山県 R2161S00017 株式会社徹優 8230001014852 緊急事態宣言特別枠 持続可能な地域資源活用型製薪炭業への業種転換事業 富山県商工会連合会

中部 富山県 R2161S00018 福野タウンホテル株式会社 9230001008531 緊急事態宣言特別枠 ビジネス需要特化型からあらゆるシーンに対応できる施設への転換 株式会社アクティブ・フォー

中部 石川県 R2171S00002 株式会社石川プレート 9220001001009 緊急事態宣言特別枠 新型プロペラガードの実用化によるスマート漁業の実現と船舶市場進出 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171S00004 世戸国際産業支援株式会社 4220001021317 緊急事態宣言特別枠 産業ドローン市場への新規参入とドローン整備請負業への挑戦 石川県商工会連合会

中部 石川県 R2171S00005 株式会社石川県水 2220001000933 緊急事態宣言特別枠 日本海産水産品の「１．５次加工」加工事業への進出 株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171S00006 合同会社クリクリエイト 1220003002680 緊急事態宣言特別枠 万能スタジオ兼コワーキング＆マッチングスペース事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171S00008 合同会社ゼローム 4220003002546 緊急事態宣言特別枠 出張型ＳＡＭＵＲＡＩ　ＴＨＥ　ＲＩＤＥの実施 池水　龍一

中部 石川県 R2171S00010 株式会社ゼック 4220001000378 緊急事態宣言特別枠 地方の移動販売車と出店場所のマッチングポータルサイト運営事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 R2171S00012 株式会社ゴールドフーズ 7220001018442 緊急事態宣言特別枠 新しい生活様式に対応した多用途キッチンカーによる新分野展開事業 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 R2171S00014 白山お宿さかい 緊急事態宣言特別枠 ご当地スイーツの開発と屋外販売で観光客集客を図る旅館業の挑戦 石川県商工会連合会

中部 石川県 R2171S00017 株式会社ライブステージ 9220001010736 緊急事態宣言特別枠 イベント会社がプロデュースする地場特産品を利用した移動販売 西田　基博

中部 石川県 R2171S00018 輪島塗ぬり工房　楽 緊急事態宣言特別枠 能登の里山で輪島塗を満喫する「まるごと輪島塗・漆体験教室」事業 輪島商工会議所

中部 石川県 R2171S00020 ファブールののいちサロン 緊急事態宣言特別枠 メンズ美容サービス新設による男女兼用エステサロン展開事業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 R2171S00021 山﨑商事株式会社 8220001000011 緊急事態宣言特別枠
一里野スキー場におけるキャンプ場の開発・Ｂｅｙｏｎｄ　Ｉｃｈｉｒｉ

ｎｏ
税理士法人畠経営グループ

中部 石川県 R2171S00022 有限会社わくわく手づくりファーム川北 9220002008671 緊急事態宣言特別枠 宅飲み需要に向けた地域の果実を副原料としたフルーツ発泡酒の製造 大丸経営コンサルティング株式会社
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中部 石川県 R2171S00023 ＬＥＰＩＡ 緊急事態宣言特別枠 脱毛専門エステサロン事業計画 山本　兼三

中部 石川県 R2171S00025 株式会社高野商店 1220001013267 緊急事態宣言特別枠 北陸老舗駅弁メーカーによる自宅への刺身もある冷凍惣菜販売事業 株式会社迅技術経営

中部 石川県 R2171S00026 株式会社クラモト・氷業 8220002002386 緊急事態宣言特別枠 老舗氷屋によるお酒・飲み方・グラス・氷のベストマッチサブスク事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171S00029 株式会社ティーズ・モービレ 5220002009269 緊急事態宣言特別枠 日本初「全天候型チタンフレームソファ」で世界市場に挑戦 税理士法人中山会計

中部 石川県 R2171S00030 Ｂｅｓｓｅｒａ株式会社 7220001010192 緊急事態宣言特別枠
お客様が大切にしたい想いを丁寧にくみ取りカタチにする小さなウエディ

ング
株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 石川県 R2171S00032 農家レストラン＆チーズケーキ専門店　ソリッソ 緊急事態宣言特別枠 能美市の観光資源を活用しコロナ禍ニーズに応える新商品開発事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 R2171S00035 イナホ舎／古民家まれびと 緊急事態宣言特別枠 ストレスフリーなスローライフを里山の古民家で満喫 加賀商工会議所

中部 石川県 R2171S00036 株式会社ぶどうの木 1220001005669 緊急事態宣言特別枠 イタリアンカフェの映像コンテンツ付き冷凍総菜商品通販への業態転換 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171S00037 株式会社ＭＯＲＩＴＡ　ＭＴＣ 8220001007106 緊急事態宣言特別枠 抗菌性のあるアウトドア用品の開発 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171S00039 株式会社スガモトテント 1220001013242 緊急事態宣言特別枠 屋外ＰＣＲ検査対応時に最適な緊急受付テント「救護キーパー」の開発 加賀商工会議所

中部 石川県 R2171S00041 株式会社アイネックス 3220001000635 緊急事態宣言特別枠 メンズコスメ事業新規参入 税理士法人マネジメント

中部 石川県 R2171S00042 ゲストハウス　カドヤス 緊急事態宣言特別枠 オンラインショップ立ち上げ 金沢商工会議所

中部 石川県 R2171S00043 株式会社冨士タクシー 1220001005768 緊急事態宣言特別枠 地域交通を支えるオートガススタンド事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171S00044 ここーね 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによる移動調理販売の展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 R2171S00047 株式会社舟楽 2220001003457 緊急事態宣言特別枠 店舗内飲食による事業分野の拡充 株式会社北國銀行

中部 石川県 R2171S00048 有限会社橋爪商店 9220002017053 緊急事態宣言特別枠 結婚式を予定するカップルを対象としたセルフエステ事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 R2171S00049 株式会社ストアインク 5220002013221 緊急事態宣言特別枠
おうち時間が増える昨今「旅する気持ち」を「ギフト」として贈るサービ

ス
のと共栄信用金庫

中部 石川県 R2171S00052 株式会社あかめ寿し 4220001010757 緊急事態宣言特別枠 飲食事業と連携したレンタルスペース事業 税理士法人地藤会計事務所

中部 石川県 R2171S00055 株式会社花組 4220001018668 緊急事態宣言特別枠
“コロナ禍における巣篭もり需要”と“家事負担軽減”を目的とした食の宅配

サービス
公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 R2171S00057 株式会社森八 4220001007118 緊急事態宣言特別枠 餡を活用した自家需要チョコレート・パン・アイス等他分野進出計画 中部経営・辻・本郷税理士法人

中部 石川県 R2171S00059 有限会社一里野高原ホテル 4220002000006 緊急事態宣言特別枠
ＳＤＧｓ　ＶＩＬＬＧＥ　ＩＣＨＩＲＩＮＯ　ＳＴＡＲＴ　ＵＰ　ＰＲＯ

ＪＥＣＴ
石川県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00001 有限会社永江技術工作所 8200002020480 緊急事態宣言特別枠 生産プロセスの抜本的な見直しと短納期対応による新分野への展開 株式会社フラッグシップ経営

中部 岐阜県 R2211S00002 エフイーエム有限会社 8200002008955 緊急事態宣言特別枠 新型エレキギター企画開発ならびに海外販売事業 株式会社名古屋銀行

中部 岐阜県 R2211S00003 株式会社ＳＡＲＡ 1200001028044 緊急事態宣言特別枠 屋内外一体型サロンへの業態転換による呼吸メソッド普及事業 関信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00004 岩崎模型製造株式会社 8200001026297 緊急事態宣言特別枠
ＤＸ（ＡＩ・ＡＲ）技術を用いた食品サンプルの新たな情報コンテンツ

サービス開発
公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 R2211S00005 大衆ビストロポテ 緊急事態宣言特別枠 脱・居酒屋　ラーメンの新規展開とテイクアウトの開始 東濃信用金庫
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中部 岐阜県 R2211S00006 株式会社リビングプラザ 5200001015121 緊急事態宣言特別枠 プレミアムブランドの開発とモデルハウスの施工による新分野展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00007 株式会社巧報社 6200001019121 緊急事態宣言特別枠 Ｍａｄｅ　ｉｎ　ＪＡＰＡＮを中東ＵＡＥへ　新規販売を図る事業計画 関信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00009 株式会社フューダック 5200001005576 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢ完結型オンライン住宅販売システムの構築 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00010 株式会社中山道大鋸 5200001024502 緊急事態宣言特別枠 身内で楽しめる施設として、屋外屋内で楽しめる癒しの場所を提供 中津川商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00011 株式会社トライフィット 5200001007408 緊急事態宣言特別枠 新事業学童型学習塾の開校により、各務原市の女性雇用促進を図る 東濃信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00013 株式会社東進 1200001017220 緊急事態宣言特別枠 ４０年の教育ノウハウを活用した放課後等デイサービス事業への展開 株式会社アクセルパートナーズ

中部 岐阜県 R2211S00014 株式会社ゆがふ 6200001018619 緊急事態宣言特別枠 完全独立型ペット共生貸別荘による新分野展開事業 可児商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00015 小島工業株式会社 5200001030384 緊急事態宣言特別枠 プレスブレーキ高精細な曲げ加工で工作機械フレームの売上獲得 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 R2211S00016 株式会社馬場十一商店 4200001011402 緊急事態宣言特別枠 美容師向け革製シザーケースＥＣ販売による事業再構築 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00018 株式会社アプリコット・オーブ 4200001029056 緊急事態宣言特別枠 長良川温泉地域活性化　和装なりきり体験プロジェクト 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00019 たら福 緊急事態宣言特別枠 居酒屋業態から食堂業態への転換～ウィズコロナのご褒美外食の提供～ 宗宮　健治

中部 岐阜県 R2211S00020 正栄金属工業株式会社 4200001007136 緊急事態宣言特別枠 ヘルスケア産業への進出による事業再構築 川村　貴浩

中部 岐阜県 R2211S00021 株式会社ＳＷＡＮ　ＳＴＹＬＥ 1200001029570 緊急事態宣言特別枠 感染症対策を考慮した個室エステサロン運営による事業再構築 税理士法人青葉会

中部 岐阜県 R2211S00022 ツムギボシ 緊急事態宣言特別枠 物販と持ち帰り・配達飲食業態への参入に伴う改装と設備 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00023 中央金型株式会社 7200001023411 緊急事態宣言特別枠
金型製造・射出成形のワンストップ体制を活用した金型補修ビジネスへの

新分野展開
株式会社フロウシンク

中部 岐阜県 R2211S00024 株式会社アビックス 5200001007985 緊急事態宣言特別枠 自社ＥＣサイト構築と基幹連携による営業利益と作業効率の向上 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00025 株式会社黒龍 5200001032819 緊急事態宣言特別枠 冷凍食品によるイートイン業態転換と食料品製造業への進出事業 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 R2211S00026 Ｃａｆｅ　Ｎａｔｕｌｌｙ 緊急事態宣言特別枠
こだわり調理×楽しくテイクアウトを軸とした自慢のスイーツで新分野展

開
岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00028 株式会社みわ屋 3200001021930 緊急事態宣言特別枠 地産の飛騨牛と鰻料理の冷凍食品化による店頭販売およびＥＣ販売事業 近藤　智也

中部 岐阜県 R2211S00029 株式会社将矢 2200001030461 緊急事態宣言特別枠 循環型地域経済を目指した協創型プロモーション事業の開始 篠田　陽子

中部 岐阜県 R2211S00030 有限会社彦河屋 9200002027946 緊急事態宣言特別枠 料理旅館を廃業し、世界農業遺産の長良川鮎を主にした居酒屋経営に転換 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 岐阜県 R2211S00031 ガレリア 緊急事態宣言特別枠 ＳＤＧｓにもなる、地産地消　非対面型東濃ひのき酵素風呂事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00032 有限会社ベビブレ 5200002009171 緊急事態宣言特別枠 新規事業・新製品・新チャネル創出による飲食店の事業再構築プラン 芦田　恒志

中部 岐阜県 R2211S00033 大和食品株式会社 6200001023825 緊急事態宣言特別枠 高齢者向け小口切り食材の製品化に向けた生産・販売管理システムの刷新 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00034 有限会社ＦＫマルヨシ 7200002008329 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍の新生活様式に対応する地域密着生活充実事業への展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00036 一般社団法人ヒガシミノ団地 3200005012488 緊急事態宣言特別枠
地域内の魅力ある商品の販路開拓　・販売【使用用途（オケージョン）に

コミットした販売方法の提案】
東濃信用金庫
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中部 岐阜県 R2211S00037 Ｈａｙａｓｈｉ 緊急事態宣言特別枠 機械製造業分野での主に液体に関する技術を活用した大規模機械設備戦略 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00038 株式会社楽 9200001028103 緊急事態宣言特別枠
和食を極めた大衆居酒屋から、ファミリー向け、こだわりのラーメン店へ

事業転換
末永　浩之

中部 岐阜県 R2211S00041 鱒蔵 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ時代の成長戦略！釣りキャン事業で新市場を開拓！ 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00042 ガルーダ 緊急事態宣言特別枠 創作居酒屋で培った強みを結集し、料理で勝負できる焼肉店への事業転換 東野　礼

中部 岐阜県 R2211S00043 ヒトノネ 緊急事態宣言特別枠
ビジョントレーニングと個別学習に特化した放課後等デイサービスの開始

事業
岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00044 有限会社アンスリープ 7200002009153 緊急事態宣言特別枠 台湾式シャンプーを中心とした総合美容スペース事業 河合正尚

中部 岐阜県 R2211S00045 石安株式会社 1200001033275 緊急事態宣言特別枠 石材を活用した家庭用品の新製品開発による新分野展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00046 株式会社石榴 1200001002197 緊急事態宣言特別枠 奥美濃　郡上みそラーメン　あづまや　新規出店計画 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00047 松屋食品株式会社 5200001004867 緊急事態宣言特別枠 環境変化に適応するためのミールキット加工の受託 菅野　守

中部 岐阜県 R2211S00049 牧口晴一税理士事務所 緊急事態宣言特別枠 一般向けの啓蒙書の出版・映像販売と本の内容の支援サービス 牧口　晴一

中部 岐阜県 R2211S00051 株式会社ネクストホーム 7200001033699 緊急事態宣言特別枠
ジェラート製造機器導入による無農薬減農薬「野菜ジェラート」の開発・

販売
中津川商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00052 吉安商事株式会社 2200001014448 緊急事態宣言特別枠 化学薬品事業に参入して、洗浄用シンナー等の危険物を販売する 税理士法人おおがき会計

中部 岐阜県 R2211S00053 有限会社サカイ食品 5200002026522 緊急事態宣言特別枠 高付加価値な大福の商品開発によるＢｔｏＣ市場の開拓 丸山　学

中部 岐阜県 R2211S00056 株式会社グッドホーム 9200001029729 緊急事態宣言特別枠 注文住宅建築からアウトドア事業と不動産業へ 明和マネジメント税理士法人

中部 岐阜県 R2211S00057 家田紙工株式会社 6200001000304 緊急事態宣言特別枠
既存ノウハウと新規設備投資を活用したオリジナルペットアイテム事業の

展開
税理士法人長尾会計

中部 岐阜県 R2211S00058 コリアンダイニングキムチェ 緊急事態宣言特別枠
コロナを乗り切る打開策！完全個室でいただく韓国伝統薬膳料理とテラス

席での韓国スイーツ提供事業
関信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00059 株式会社リバークレス 7200001028088 緊急事態宣言特別枠 地域資源活用の柿酢をテーマとしたショップ併設茶房の新規開設 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 R2211S00060 株式会社長良川観光ホテル石金 9200001027195 緊急事態宣言特別枠 ワーケーション用客室改修によるハイブリット型旅館への挑戦 税理士法人ＮＥＸＴ

中部 岐阜県 R2211S00061 けいちゃん・からあげ　香月 緊急事態宣言特別枠 「レンジでチン・香月のけいちゃん」による業種転換に向けた新工場設立 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00062 株式会社４４－ｐｒｏｊｅｃｔ 2200001032400 緊急事態宣言特別枠 人手不足業界への海外人材の採用支援・定着支援事業 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00064 株式会社エスアールティワールド 8200001032543 緊急事態宣言特別枠 健康食品「菊芋プレミアム」の通信販売事業開始 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00066 有限会社下呂ロイヤルホテル雅亭 7200002027205 緊急事態宣言特別枠 地元特産を利用したファミリーレストラン（感染対策防止型） 古田　喜久雄

中部 岐阜県 R2211S00067 株式会社イチタスイチ 6200001030607 緊急事態宣言特別枠 スイーツブランド構築事業 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00070 株式会社つぎもり 9030001121783 緊急事態宣言特別枠
農林漁業体験型ワーケーション対応小規模複合施設の開発と運営（民泊管

理とシェア事業）
岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00071 有限会社宮川中華そば 1200002026022 緊急事態宣言特別枠 飲食店３店舗から２店舗プラス１オンライン店舗への再構築事業 遠藤　隆浩

中部 岐阜県 R2211S00072 合同会社キャトカム 3200003002417 緊急事態宣言特別枠 サービス業における機材内製術の転用による製造業への業種転換 多治見商工会議所
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中部 岐阜県 R2211S00073 株式会社山愛 3200001024842 緊急事態宣言特別枠 国内ＥＣ向けＳｈｏｐｉｆｙマーケティングアプリの開発・販売 山下　英一

中部 岐阜県 R2211S00074 株式会社ジャストライフ 5200001023000 緊急事態宣言特別枠 顧客管理と顧客向け契約管理台帳を兼ね備えた保険管理システム 東濃信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00075 株式会社本郷 5200001026853 緊急事態宣言特別枠 常連客との繋がりを深める！地域産食材にこだわる食品製造業への進出 飛驒信用組合

中部 岐阜県 R2211S00076 アンチエイジングカフェヒナタ 緊急事態宣言特別枠 セントラルキッチンによるテイクアウトの拡充と販路拡大 愛知県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00077 Ｚ－Ｐｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 8200001012925 緊急事態宣言特別枠 カフェスタイルのたこ焼き専門店 坪井　敦

中部 岐阜県 R2211S00078 有限会社日本料理鳥安 8200002022097 緊急事態宣言特別枠 脱宴会　自社の条件特色を活かした効率の良い持続可能な飲食業の形成 瑞浪商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00079 株式会社ネバーランド 9200001011934 緊急事態宣言特別枠 若者が活躍できる、イメージを一新した高速道路警備業の取り組み 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 R2211S00080 株式会社曽我商店 4200001025889 緊急事態宣言特別枠 急速冷凍技術を使って個食に対応する「冷凍おせち」の製造販売 ＭＭＰＣコンサルタンツ株式会社

中部 岐阜県 R2211S00081 メリメロ 緊急事態宣言特別枠 通販事業に業態転換のための厨房の改装、及び飲食スペースの縮小。 東濃信用金庫

中部 岐阜県 R2211S00082 Ｅ・Ａ・Ｐ合同会社 9200003004382 緊急事態宣言特別枠 訪問介護事業（ホームヘルプ）への参入の為の拠店作り 中津川商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00083 喫茶　茶夢 緊急事態宣言特別枠
高齢者から若年層への顧客移行と観光客を取り入れたテイクアウト事業へ

の参入
岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00085 有限会社礎 7200002008527 緊急事態宣言特別枠 既存技術とスタッフ教育のカリキュラムを活かしたオンライン教育事業 羽島商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00088 有限会社森瓦店 2200002026046 緊急事態宣言特別枠 地域農産物を生かした共創型製造業へのチャレンジ 高山商工会議所

中部 岐阜県 R2211S00090 ほたる 緊急事態宣言特別枠 ジビエ料理の振興及び普及拡大に向けた流通構造の構築事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 R2211S00091 焼き肉章 緊急事態宣言特別枠 地産地消型食肉販売店経営への進出 工藤　玲司

中部 岐阜県 R2211S00094 クーデター 緊急事態宣言特別枠 絆とワクワクを創造する新しい食の楽しみ方の提供 岩本　大輔

中部 愛知県 R2231S00003 もふりこっと名古屋今池店 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト可能な飲食店の併設でフクロウカフェの競争力ＵＰ 株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231S00004 有限会社片浦建機産業 2180002027393 緊急事態宣言特別枠 パーソナルトレーニング事業 名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231S00005 株式会社ナチュール・メイ 4180001108341 緊急事態宣言特別枠
生産効率化システム導入によるフランチャイズ展開用セントラルキッチン

への転換を行う事業
廣瀬　陽介

中部 愛知県 R2231S00007 株式会社そよ風 3180002079616 緊急事態宣言特別枠
オンライン葬儀事業の実現で地域経済の発展を目指す　～関わる方々の想

いをつなぐ～
本間　健一

中部 愛知県 R2231S00008 有限会社アカトク 5180302012646 緊急事態宣言特別枠 完熟菌床しいたけ栽培・販売事業への新規進出計画 豊川信用金庫

中部 愛知県 R2231S00010 永月まんねん 緊急事態宣言特別枠 自前のマイクロバスを活用した移動販売事業による事業再構築 川村　貴浩

中部 愛知県 R2231S00011 株式会社Ａｃｔ　Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙ 2180001117897 緊急事態宣言特別枠 名古屋コーチンレバーの加工食品を製造・ＥＣ販売し新事業を開発 株式会社中京銀行

中部 愛知県 R2231S00013 アトリエ　アヴァンセ 緊急事態宣言特別枠 業種転換における「美・食・住」創生計画 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231S00014 株式会社桧家住宅名古屋 5180001102590 緊急事態宣言特別枠 注文住宅で培った自社の強みを生かしコンテナハウス事業へ参入 廣瀬　陽介

中部 愛知県 R2231S00016 株式会社Ｍ＆Ｍコーポレーション 8180301004451 緊急事態宣言特別枠 シェフの総菜と地産の食材があるフードコート型セルフ飲食エリア 岡崎信用金庫
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中部 愛知県 R2231S00017 合同会社ＤＹカンパニー 9180303004374 緊急事態宣言特別枠 焼肉店と牛タン加工食品のＥＣ販売へ挑戦し事業構造を再構築する 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231S00018 Ｙｔｏｕｒｓ株式会社 5180001051292 緊急事態宣言特別枠
法人向け旅行業と店舗運営の知見でお客様の夢を追求する児童発達支援

サービス事業への進出
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00019 株式会社Ｌｙｎｘ 7180001118544 緊急事態宣言特別枠 スーパーマーケット内装工事業への新分野展開計画 税理士法人創経

中部 愛知県 R2231S00020 和洋旬彩くらう堂 緊急事態宣言特別枠
居酒屋の遊休時間を有効活用。オリジナル五平餅などの軽食をテイクアウ

トで提供
豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231S00021 尾関農園 緊急事態宣言特別枠
顧客ニーズを捉えた「贈答用高級ぶどう品種」の生産体制の構築による新

分野展開への挑戦
西岡　昭彦

中部 愛知県 R2231S00022 Ｐｉｓｔｅ 緊急事態宣言特別枠 プロテインアイスの新規製造・販路開拓 碧南商工会議所

中部 愛知県 R2231S00023 瑞穂タクシー株式会社 7180001024354 緊急事態宣言特別枠 障がい児通所支援事業進出のよる新規顧客獲得と経営の安定化 後藤　公平

中部 愛知県 R2231S00024 ゲストハウスますきち 緊急事態宣言特別枠
民泊から旅館業への転換による、ビジネス・ファミリー層向けた新規プラ

ンの開設
瀬戸商工会議所

中部 愛知県 R2231S00025 株式会社リーン・スタイル 8180001136586 緊急事態宣言特別枠
複業パーソナルトレーナー養成事業と個室ジムレンタル事業への参入によ

る事業再構築
碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231S00026 株式会社ミレーヌ 4180001018391 緊急事態宣言特別枠 社会貢献と収益性が両立する発達障害者の就労移行支援事業 税理士法人コスモス

中部 愛知県 R2231S00027 株式会社ユニクス 4180001134305 緊急事態宣言特別枠 システム開発の競争力を高める専用マッチングプラットフォームの構築 岐阜信用金庫

中部 愛知県 R2231S00028 株式会社飯田商店 6180001029370 緊急事態宣言特別枠
家庭用市場向け魚惣菜の開発によるＤｉｒｅｃｔ　ｔｏ　Ｃｏｎｓｕｍｅ

ｒ事業への進出
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00029 株式会社Ｍｏｕｎｔ＆Ｓｅｅ 6180001054955 緊急事態宣言特別枠 アパレルショップ向け韓国からの輸入仕入サポート事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231S00030 株式会社Ｆｏｏｊｉｎｒｏｃｋ　Ｍｕｓｉｃ 4180001128752 緊急事態宣言特別枠
創作ハンバーガー店の新規出店によるライブハウス企業の地域中食市場へ

の参入
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00031 株式会社トライアーティスト 1180301024729 緊急事態宣言特別枠
スマホアプリと地域観光資源を活用したスポーツイベント「ＦＤＧ」企画

運営
愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00032 美ら海不動産 緊急事態宣言特別枠 沖縄のやんばるの森に包まれた貸切ラグジュアリーキャンプ場！ 名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231S00033 株式会社ＣＩＲＣＬＥ　ｏｎｅ 7180001139251 緊急事態宣言特別枠 １店舗複数業態／真空包装機の導入による新たな商品提供への実現 名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231S00034 株式会社鳥丸フードサービス 1180001077440 緊急事態宣言特別枠 「瞬鮮やきとり」製造拠点建設計画 株式会社中京銀行

中部 愛知県 R2231S00035 株式会社ｋｅｎｓｏｈ 9180001120036 緊急事態宣言特別枠 整骨院からビューティー＆ヘルスケアサロンに業種転換 末松　昌樹

中部 愛知県 R2231S00037 株式会社ケイアイコン 6180001112878 緊急事態宣言特別枠 ピンチをチャンスに変える、コロナ禍生き残りのための一手！ セントラル税理士法人

中部 愛知県 R2231S00038 株式会社リクエストプロ 1180001033402 緊急事態宣言特別枠 一般建設市場へ進出「おうち時間を充実させるプチリフォーム事業」 杉山　正和

中部 愛知県 R2231S00039 株式会社ＬＩＧＧＩ 5180001138437 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによる移動型販売及び店舗でのテイクアウト 税理士法人ＴＡＣＴ高井法博会計事務所

中部 愛知県 R2231S00040 株式会社センスオブファン 1180001087118 緊急事態宣言特別枠 マイクロツーリズムの拠点となる自然と移動を楽しむ宿泊業への進出 税理士法人ベストフレンド

中部 愛知県 R2231S00041 堀博貴 緊急事態宣言特別枠 ドラム演奏業から音楽制作業へ業種転換 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00042 株式会社Ｐａｒａｇｏｎ 1180001065412 緊急事態宣言特別枠 日本初のコイン式バスケットボール専門シューティングハウス 税理士法人アクロス

中部 愛知県 R2231S00043 彩芽 緊急事態宣言特別枠 ハイブリッド屋台（ホットドッグ＆ハンドメイドＳＨＯＰ） 愛知県商工会連合会
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中部 愛知県 R2231S00044 株式会社ｆｏｒ　Ｔ’ｓ 3180001133209 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈコロナに対応したデリバリー型マリッジ事業の展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 R2231S00045 株式会社加とう 5180001121995 緊急事態宣言特別枠
セルフメディケア時代における「地域の”食”と”健康”推進ステーション」

事業
株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231S00046 有限会社串タツ 3180002053307 緊急事態宣言特別枠 居酒屋業からファミリー向け大衆焼肉店への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 R2231S00049 小島鈑金 緊急事態宣言特別枠 板金折曲サービス提供による地域板金事業者との共存共栄事業 犬山商工会議所

中部 愛知県 R2231S00051 株式会社味仙本店 3180001142366 緊急事態宣言特別枠 創業６０年名古屋名物台湾料理店が挑む中食産業・大型受注への挑戦 税理士法人スマッシュ経営

中部 愛知県 R2231S00052 有限会社ケーアンドエム 6180302019979 緊急事態宣言特別枠
ＥＣサイト構築による自社ノウハウと消費者ニーズを融合した一般消費者

向け食品販売事業
碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231S00053 株式会社辻喜 9180001031423 緊急事態宣言特別枠
老舗鮮魚問屋が開発した特級品質の白みそ漬け～卸売市場からオンライン

販売への展開～
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00055 セットサロンエイト 緊急事態宣言特別枠 男性美容や介護脱毛に貢献する中高年男性向け脱毛サロン事業 宇佐見　紘且

中部 愛知県 R2231S00057 富士コーヒー株式会社 7180001040228 緊急事態宣言特別枠 ｗｅｂマーケティングを活用した家庭向け量販店マーケットへの進出 株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231S00058 株式会社ＮＡＳＫＥＹ 9180301026032 緊急事態宣言特別枠
実環境／実ワークでのロボット搬送システム検証サービスと自動設備の製

造販売
碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231S00059 バイクバンク 緊急事態宣言特別枠 中古バイク分解による部品の非対面販売・海外展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 R2231S00063 株式会社Ｓ．Ｉ．Ｍ 3180001127565 緊急事態宣言特別枠
強みを活かしたマンション大規模修繕工事市場への事業転換による再構築

戦略
末松　昌樹

中部 愛知県 R2231S00064 株式会社ａｌｔｏ＆Ｃｏ． 8180001118436 緊急事態宣言特別枠 フードトレーラーを導入し移動販売事業による事業再構築を図る 税理士法人コスモス

中部 愛知県 R2231S00068 有限会社ビーボ 2180002081168 緊急事態宣言特別枠 ＩＴ企業による、自社ビルの、先進的なレンタルスペースへの転用 稲沢商工会議所

中部 愛知県 R2231S00070 イー・バレイ株式会社 6180001048767 緊急事態宣言特別枠 自社製品（枝打ちロボット）開発製造と販売を行う事業 安藤　宣貴

中部 愛知県 R2231S00071 株式会社エゴスキュー・ジャパン 9180001064497 緊急事態宣言特別枠 エクササイズのオンライン化と有料配信管理システムの構築事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 R2231S00073 大米水産株式会社 2180001008659 緊急事態宣言特別枠
最新の凍結技術による新商品開発の製造業への挑戦、そしてＢｔｏＣへの

拡大
名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231S00077 有限会社アブランテス 6180002081552 緊急事態宣言特別枠 『待ちの事業』から『攻めの事業』へ！　キッチンカーで業態転換 株式会社エクステンド

中部 愛知県 R2231S00078 株式会社豊箸 7180301027404 緊急事態宣言特別枠 ３Ⅾフリーザー加工によるアップルパイ＆ロティサリーチキン販売 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 R2231S00079 株式会社メックシステム 9180001057930 緊急事態宣言特別枠 ３Ｄプリンタ導入と環境制御技術の活用による野菜育成装置開発 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00081 株式会社エアロ 5180001046375 緊急事態宣言特別枠 航空機部品組立技術を活用した新分野事業再構築計画 名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231S00082 有限会社ベルビー 2180302026608 緊急事態宣言特別枠 オンラインによるエステスクール事業 西尾商工会議所

中部 愛知県 R2231S00085 株式会社建商 8180001090676 緊急事態宣言特別枠 住宅解体特化を活かす処分保証サービスと工具管理アプリの新展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231S00086 株式会社ＳＥＳＳＩＯＮ 4180001128199 緊急事態宣言特別枠 美しくなりたい人を応援する『非接触型セルフケアサロン』事業の展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00087 有限会社和さび 9180002048326 緊急事態宣言特別枠 営業時間外の飲食スペースを活用した貸し会議室事業への展開 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 R2231S00089 株式会社成陣 9180301009169 緊急事態宣言特別枠 地元食材や三元豚を使用したこだわりの企業弁当宅配事業 蒲郡信用金庫
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中部 愛知県 R2231S00090 有限会社来た佐 7180302010714 緊急事態宣言特別枠
地方の居酒屋から「弁当の来た佐」へ、法人向けに特化した弁当事業の確

立
豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231S00091 株式会社リバースジャパン 1180001112742 緊急事態宣言特別枠 放課後児童施設、子供食堂、学習塾開設による地域の子供育成事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 R2231S00092 株式会社トリクトラック 4180001113366 緊急事態宣言特別枠 インターネット出願システムのパッケージソフトウェア販売 西垣　哲雄

中部 愛知県 R2231S00093 株式会社ブローニュ 2180301013284 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトプロモーション強化・Ｄ２Ｃ販売による販路拡大事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231S00098 株式会社Ｈｏｐｂｕｄｓ 5180001121590 緊急事態宣言特別枠 ３密回避「キッチンカーによる持ち帰り飲食サービス業」事業計画 名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231S00100 合資会社瀬戸本業窯 3180003010703 緊急事態宣言特別枠
瀬戸・ものづくりと暮らしのミュージアム（瀬戸民藝館）の開館にかかる

敷地の動線、展示整備
瀬戸信用金庫

中部 愛知県 R2231S00104 ラウレア 緊急事態宣言特別枠
美容店舗と連携してシナジー効果を発揮できる「非接触型エステ」による

新分野展開
豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231S00105 株式会社アクアケア 1180001109573 緊急事態宣言特別枠 高度特化型無人フィットネスクラブ運営を通じた事業再構築の実現 株式会社中京銀行

中部 愛知県 R2231S00106 ほどほど家一宮グルメ通り店 緊急事態宣言特別枠 居酒屋⇒しゃぶしゃぶお寿司食べ放題への業態転換事業再構築 いちい信用金庫

中部 愛知県 R2231S00109 有限会社大富商会 9180002073431 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト専門店の衛生環境整備におけるロールモデル事業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 R2231S00110 有限会社どてや 8180302020778 緊急事態宣言特別枠 焼肉店から中華料理店への新分野展開における事業計画 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 R2231S00111 株式会社Ｔ－Ｒｅｘ 6180001138403 緊急事態宣言特別枠 新たな魚食スタイルの発展　魚丼刈谷店「Ｔ－Ｒｅｘ飲食事業」 近藤　了三

中部 愛知県 R2231S00113 べースコーヒー株式会社 3180001133919 緊急事態宣言特別枠 コーヒーパックのデザインおよび製造を請け負うＯＥＭ事業 一宮商工会議所

中部 愛知県 R2231S00115 株式会社桔梗 2180002048605 緊急事態宣言特別枠 門外不出の蕎麦を全国へ　ＥＣサイトでスイーツ＆蕎麦をお届け 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231S00117 サンライト株式会社 6290001079842 緊急事態宣言特別枠 うどん屋から現場向け昼の宅配弁当及び夜の日本料理店への事業転換 鍬竹教男

中部 愛知県 R2231S00119 有限会社篠島観光ホテル 7180002085627 緊急事態宣言特別枠 ワーケーション施設整備による稼働率改善に伴う売上向上事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00120 株式会社Ｍｉｒｉｓｅ 4180001125824 緊急事態宣言特別枠 全国×地域ブランドを活用した焼肉セット＆サービスのネット販売 税理士法人ＦｏｒＹｏｕ

中部 愛知県 R2231S00123 株式会社梅金商店 6180001034461 緊急事態宣言特別枠 商品・サービスの電子カタログの作成とオンライン販売システムの導入 齋藤　讓一

中部 愛知県 R2231S00124 株式会社浅野屋 6180001033785 緊急事態宣言特別枠 オンライン＆３６０度カメラで実現！眼鏡のカスタムショップ事業 西河　豊

中部 愛知県 R2231S00125 ファースト 緊急事態宣言特別枠 ３次元ＣＡＤと、ものづくり技術によるオリジナルトレーラーの開発 山田　雅夫

中部 愛知県 R2231S00126 ＣＯＮＩＣ株式会社 4180001131211 緊急事態宣言特別枠
日本初の「冷凍食肉自販機」を設置し、サスティナブルな銘柄肉を販売、

普及する
株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 R2231S00127 株式会社タイヨー 7180001017218 緊急事態宣言特別枠 ノベルティ事業の強みを活かした縁日イベントキット販売の新規展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 R2231S00128 株式会社ラルース 9200001012759 緊急事態宣言特別枠 「とまとチーズヌードル」の開発と販売形態の多様化 Ｒｉｋｙｕコンサルティング合同会社

中部 愛知県 R2231S00130 株式会社上々 8180301017164 緊急事態宣言特別枠 ソーシャルコマースを活用した顧客本位の新たな鮮魚販売事業展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231S00131 牡蠣とワインの飲み放題サンビーノトト 緊急事態宣言特別枠 飲食店の調理技術を発揮するブランド生菓子製造販売への展開 糸川　純平

中部 愛知県 R2231S00132 シーシーエスコーヒー株式会社 7180001004703 緊急事態宣言特別枠 一杯抽出型コーヒーの小ロットＯＥＭ、及びオフィスコーヒー事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行
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中部 愛知県 R2231S00133 株式会社ＡＣＱＵＩＲＥ 7180301011886 緊急事態宣言特別枠 コロナ対策が徹底された完全半個室型美容室の開業 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 愛知県 R2231S00134 株式会社ジェイライズ 5180002082601 緊急事態宣言特別枠 ＩＴを活用した非接触ＤＩＹ型サービスによる焼肉店事業の展開 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 R2231S00135 有限会社池田屋 8180002074265 緊急事態宣言特別枠 新規に冷凍餃子の販売ツールを構築し地域のウィズコロナ時代に貢献する 犬山商工会議所

中部 愛知県 R2231S00136 株式会社Ｊメンテナンス 1180001073332 緊急事態宣言特別枠 ビル清掃ノウハウを活用したセルフ脱毛サロン開発 岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231S00137 ＧＲＯＷＩＳＨ 緊急事態宣言特別枠 花の販売で気付いた相見積もりサイトの重要性に伴う業種転換 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00138 株式会社ライティングブルーム 3180301029544 緊急事態宣言特別枠 プロジェクションマッピング技術を活用した新しいイベントの提供 岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231S00139 カグラ 緊急事態宣言特別枠 オリジナルデザインの家具制作と販売のできるオンライン木工教室 尾西信用金庫

中部 愛知県 R2231S00140 エースメディア株式会社 6180001006361 緊急事態宣言特別枠 Ｗｉｔｈコロナを前提とした収益と付加価値の向上に向けた戦略 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231S00141 愛知バス株式会社 5180001049592 緊急事態宣言特別枠 貸切バスツアー発着場となるオリジナルカフェ事業への展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 R2231S00142 株式会社小川 9180001034979 緊急事態宣言特別枠
企業の福利厚生としての傘の『シェアリング・サービス（仮称：エアカ

サ）』を提供する。
松本　宜久

中部 愛知県 R2231S00144 株式会社ＹＭプランニング 1180001123252 緊急事態宣言特別枠 国土交通省認定のドローンスクールの運営及びドローンサービス事業 加藤　寛

中部 愛知県 R2231S00145 株式会社エヌブリッジ 1180001119151 緊急事態宣言特別枠 中小金属加工業のＤＸを実現する生産性改善指導サービスの開発 名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231S00148 株式会社Ｌ＆Ｅ 7180001048997 緊急事態宣言特別枠 高齢を理由に惜しまれつつ閉店した名店の味を蘇らせる 税理士法人　Ｂｒｉｃｋｓ＆ＵＫ

中部 愛知県 R2231S00150 株式会社近藤板金工業所 6180001094282 緊急事態宣言特別枠 高耐久「ミニボックスオフィス」の製造販売事業 知多信用金庫

中部 愛知県 R2231S00151 ＦＬＡＧ株式会社 3180001105884 緊急事態宣言特別枠 店舗のフードコート化および当社をブランド構築する店づくり 株式会社中京銀行

中部 愛知県 R2231S00152 ティアラ株式会社 5180001121392 緊急事態宣言特別枠 美と健康をトータルサポートできる、本格派サロンへの転換 一宮商工会議所

中部 愛知県 R2231S00153 有限会社ゆめぼん 9180302020926 緊急事態宣言特別枠 美容と健康商材の販売のため自社でのエステサロンの開業 碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231S00156 有限会社庭安造園 6180302014848 緊急事態宣言特別枠 造園技術と地域資源を活かした特産品販売と体験施設の新規展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 R2231S00157 株式会社まきやす 3180301010231 緊急事態宣言特別枠 【新分野展開】フォトウェディング事業による事業再構築 岡田　淳

中部 愛知県 R2231S00159 株式会社ジェーピーマネジメント 2180001065345 緊急事態宣言特別枠
サスティナブルな暮らしそれに該当する商品を提案し、ＥＣ（通販）販売

する事業の構築
坪井　豊明

中部 愛知県 R2231S00160 株式会社ＴＨＥ　ＢＯＲＤＥＲ 2180001125405 緊急事態宣言特別枠 地域の食材を活かしたソース・惣菜の製造販売事業へチャレンジ！ 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00161 有限会社ムーンライト 9180302004251 緊急事態宣言特別枠 ちょいモテおやじの厳選屋（物販・飲食・教育複合店）設立計画 岡崎商工会議所

中部 愛知県 R2231S00163 有限会社ＪＹＴ 4180002059848 緊急事態宣言特別枠
コロナ対策を機にこれまでにない思い切った猫×コワーキングスペース事

業
末松　昌樹

中部 愛知県 R2231S00164 中京建設株式会社 7180001087905 緊急事態宣言特別枠 新規学習塾運営事業 いちい信用金庫

中部 愛知県 R2231S00166 リンクスパートナーズ株式会社 4180001068552 緊急事態宣言特別枠 オンライン接客によるセルフ美容・脱毛事業への業態転換 中日信用金庫

中部 愛知県 R2231S00167 有限会社亀屋 9180002013552 緊急事態宣言特別枠 老舗料理処による備長炭炭火焼きうなぎの真空冷凍商品開発及び通販事業 税理士法人青葉会
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中部 愛知県 R2231S00168 有限会社太田紙工 3180302015155 緊急事態宣言特別枠 ものづくりの技術を活かした新しい釣り道具の開発 岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231S00169 有限会社グランツ 6180002087649 緊急事態宣言特別枠 豊富なお酒の知識・品揃えを最大限に活用したネット販売事業 座間　裕史

中部 愛知県 R2231S00170 株式会社Ｅ－レクト 8180001105070 緊急事態宣言特別枠
革新的なＹｏｕｔｕｂｅｒやパフォーマーをターゲットにした「動画配信

サービス」
岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231S00171 有限会社トライプーム 7180302028104 緊急事態宣言特別枠 ドローン最先端技術を活用した空撮及び運航管理事業への進出 豊川信用金庫

中部 愛知県 R2231S00172 株式会社ジェイブリッジ 6180001133981 緊急事態宣言特別枠 コロナに負けない自社開発のアニメーション動画作成サービス 末松　昌樹

中部 愛知県 R2231S00173 株式会社ミナクル組織研究所 5180301034336 緊急事態宣言特別枠 組織の人材マネジメントの課題を手軽に解決するアプリケーションの開発 林　高史

中部 愛知県 R2231S00175 のら 緊急事態宣言特別枠 新規メニューの開発とテイクアウトの導入による事業再構築計画 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00176 株式会社マストポール 1180001109986 緊急事態宣言特別枠
来店客自身がエステ装置を利用し施術するセルフエステ店舗を２４時間営

業で運営する事業の新規構築
株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 R2231S00177 株式会社もみＫＩＮＧ 3180001139081 緊急事態宣言特別枠
２４時間営業店舗の強みを活かしたサポート付きセルフエステで事業再構

築
株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00178 クリーンタニ有限会社 8180002013644 緊急事態宣言特別枠 ２４時間営業を可能とする非対面受付・引取システムの構築 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 R2231S00179 有限会社関西 2180002074774 緊急事態宣言特別枠 和食料理人の技術を活かした、介護・やわらか食の宅配事業の新規参入 犬山商工会議所

中部 愛知県 R2231S00180 フィーチャリング・ビー 緊急事態宣言特別枠 病医院・従業員・患者向け「ＩＴ・資産管理塾」事業計画書 中日信用金庫

中部 愛知県 R2231S00181 合同会社Ｔｓｕｍｕｇｕ 緊急事態宣言特別枠 ０歳児から預けられる児童発達支援事業所・放課後デイサービスの開設 春日井商工会議所

中部 愛知県 R2231S00182 竹本染色巧 緊急事態宣言特別枠 豊川市ＦＣ一号店となる唐揚げのスズヒロ豊川本野店出店事業 豊川商工会議所

中部 愛知県 R2231S00183 株式会社僕らのゆめ 4180001069988 緊急事態宣言特別枠 若年層向けの和装体験型サービスによる着物文化の新しい形の継承 名古屋総合税理士法人

中部 愛知県 R2231S00184 鉄生 緊急事態宣言特別枠 居酒屋から和牛とホルモンを提供する焼肉店・精肉店への事業転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00185 株式会社タカハシ美掃 4180001144378 緊急事態宣言特別枠 光触媒ハイブリッド銀チタンコート剤抗菌サービスのメイン事業化 いちい信用金庫

中部 愛知県 R2231S00189 株式会社ＭＯＴＨＥＲ’Ｓ・Ｉ 9180001107181 緊急事態宣言特別枠 月額会員制オンライン料理教室とレンタルキッチンスタジオの展開 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 R2231S00191 株式会社アトリエはるか 9180001134317 緊急事態宣言特別枠 女性スタッフ比率９８％ヘアメイク専門チェーンの再構築 森　知樹

中部 愛知県 R2231S00192 株式会社ナカエクステリア 6180001127257 緊急事態宣言特別枠 一般顧客への卸売業の開始　ＤＩＹニーズに答える建材キットの販売 名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231S00195 株式会社アプロディテ 4180301016574 緊急事態宣言特別枠 エステ店がセルフ介護脱毛のサービスを提供する事業再構築 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 R2231S00196 株式会社鮨井 6180001116912 緊急事態宣言特別枠 インドアゴルフスタジオ開業計画 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 愛知県 R2231S00197 有限会社サクセス 8180002069100 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナ時代にあった男性専用短時間理髪店で挑む事業再構築 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 R2231S00201 有限会社とら家グループ 9180002058804 緊急事態宣言特別枠 低温調理や地産地消の特徴ある焼肉店へ！コロナを乗り越える！ 株式会社フライングサポート

中部 愛知県 R2231S00204 テトッチオ 緊急事態宣言特別枠 顧客共創型ジュエリーの実店舗化と生産効率による満足度向上計画 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00205 株式会社大煌 7180001124170 緊急事態宣言特別枠
個人向けＢｔｏＣ足場市場から大規模修繕向けのＢｔｏＢ足場市場への業

態転換
末松　昌樹
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中部 愛知県 R2231S00206 今枝メリヤス株式会社 2180001082159 緊急事態宣言特別枠 医療腹巻の生地の開発、製造、および縫製とエンドユーザーへの販売事業 一宮商工会議所

中部 愛知県 R2231S00207 スペースシステムズ株式会社 6180001027267 緊急事態宣言特別枠 パッド印刷前後の手作業工程を自動化するロボット製造開発事業 宇佐見　紘且

中部 愛知県 R2231S00208 株式会社味和居 8180001058707 緊急事態宣言特別枠
ＢｔｏＢ　の食肉加工業者が挑む「金賞テイクアウト店」での　ＢｔｏＣ　

分野への新規参入
坪井　亮

中部 愛知県 R2231S00209 有限会社浅野木工所 8180002010633 緊急事態宣言特別枠 自社オリジナルブランドのドラムスティック開発 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231S00210 株式会社バックスペース 2180301033737 緊急事態宣言特別枠 飲食店の出店リスクを低下させる、移動可能な専門店出店事業 岡崎商工会議所

中部 愛知県 R2231S00211 森本商會株式会社 9180001120993 緊急事態宣言特別枠 リスクを低減！！通常営業に＋ＯＮするデリバリー事業 小牧商工会議所

中部 愛知県 R2231S00213 株式会社ナリタテクノ 8180001079133 緊急事態宣言特別枠 カーボンニュートラルエネルギー燃焼技術の確立と工業炉への展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 R2231S00215 株式会社エイトスペース 7180001137107 緊急事態宣言特別枠 オンラインデリバリーに特化したシェアキッチン＆コンサルタント事業 野中　隆文

中部 愛知県 R2231S00216 株式会社伊藤工業 5180301026432 緊急事態宣言特別枠 造船からシミュレーションゴルフによる新しい事業の柱の構築 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 R2231S00218 ベトナムキッチン　アンヴィエット 緊急事態宣言特別枠 最新の中食需要傾向に応える本格ベトナム料理の惣菜・通販事業の展開 座間　裕史

中部 愛知県 R2231S00219 珈琲幸房Ｂ　ＺＥＲＯ 緊急事態宣言特別枠 モーニング戦争に終止符を。アフターコロナに向けた事業転換 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00221 株式会社ノーブルシステム 4180301030559 緊急事態宣言特別枠 コロナ影響下において個人・小規模事業者を応援するＳＮＳ事業 宮島　崇彰

中部 愛知県 R2231S00224 ジェイピーネクスト株式会社 9180001051669 緊急事態宣言特別枠 ウィズコロナの時代に生き残る　製品デモと感染防止を両立してＶ字回復 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00225 有限会社タイプ・エービー 1180002059470 緊急事態宣言特別枠 美味しく賑わう街をつくる『デザイン力×食』事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 R2231S00228 株式会社ツーリズムデザイナーズ 6180001110312 緊急事態宣言特別枠
スペースシェアサービス、テイクアウト事業参入と、ＡＩカメラによる生

産性向上
西尾信用金庫

中部 愛知県 R2231S00229 蒲郡観光株式会社 4180301010899 緊急事態宣言特別枠 海と温泉の街・家族でワーケーションプラン！ようこそ蒲郡へ 蒲郡商工会議所

中部 愛知県 R2231S00230 ダイビングサービスリバティー 緊急事態宣言特別枠
ヨガスタジオ建設、看護師のインストラクターが教える完全予約制ヨガ教

室を開業
岐阜信用金庫

中部 愛知県 R2231S00231 クリーンラボＡＳＡＩ 緊急事態宣言特別枠
ＩＴを活用した買取システム導入で「貴金属・高級時計」に特化したリ

ユース業を立ち上げ
座間　裕史

中部 愛知県 R2231S00232 有限会社人形の川秀 6180002085017 緊急事態宣言特別枠
子供の笑顔と働き方改革を推進！節句人形専門店の出張撮影マッチング事

業！
座間　裕史

中部 愛知県 R2231S00237 株式会社メカメイト 3180301027192 緊急事態宣言特別枠 ロボットシミュレーションサービスの確立 西尾商工会議所

中部 愛知県 R2231S00238 有限会社メイヨー 8180002081212 緊急事態宣言特別枠 世界初の医療機器開発で切り拓くグローバルトップへの道 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00239 や．フードサービス株式会社 5180001113893 緊急事態宣言特別枠 弁当専用ホームページの制作と業種転換による新規顧客開拓計画 大東　孝司

中部 愛知県 R2231S00240 株式会社不動産ＳＯＳ 4180001099201 緊急事態宣言特別枠 結婚ＳＯＳプロジェクト 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231S00241 株式会社エム・ティーデリバリー 1180001056584 緊急事態宣言特別枠
フチ糊圧着ＤＭ（メーラー）加工機の導入によるＤＭの生産性向上と新製

品等の拡販
後藤　佳良

中部 愛知県 R2231S00243 株式会社エコ・ネルフ 4011101078945 緊急事態宣言特別枠
女性の強みを昇華させる家事代行・生活支援マッチングプラットフォーム

の構築
豊橋商工会議所

中部 愛知県 R2231S00245 本郷接骨院 緊急事態宣言特別枠 超音波画像診断装置を導入して、新たに『スポーツ健診』に進出！ 名古屋商工会議所
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中部 愛知県 R2231S00247 サンスマイル株式会社 5180001134997 緊急事態宣言特別枠 シミュレーションゴルフ事業 税理士法人岩田総合会計事務所

中部 愛知県 R2231S00248 東山ガーデン株式会社 4180001062167 緊急事態宣言特別枠 卸売用ＨＡＣＣＰ製品製造のためのセントラルキッチン構築 林　千尋

中部 愛知県 R2231S00252 ダイナマイトハーレム 緊急事態宣言特別枠 アパレルの新時代を築く！顧客ニーズに合わせ多様性を追求！ 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00253 宮商事株式会社 8180001022919 緊急事態宣言特別枠 神宮「宮まんじゅう」プロジェクト 税理士法人中央総研

中部 愛知県 R2231S00254 株式会社葵 8180301017759 緊急事態宣言特別枠 移動販売車を導入し、食品や食材の販売を行い、商圏拡大を図る 豊田信用金庫

中部 愛知県 R2231S00258 有限会社音羽屋 5180002004448 緊急事態宣言特別枠 いろり料理店のいろりを活かした台湾茶レッスンおよび台湾茶販売 税理士法人中央総研

中部 愛知県 R2231S00259 株式会社まるみや 4180001121848 緊急事態宣言特別枠 地元産の安心食材にて健康志向の弁当を提供し、日本の食を支えます 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00266 Ｃｈｏｃｏｌａｔｅ－ｈｏｕｓｅ 緊急事態宣言特別枠 カーテン屋さんが本場イタリア仕込みのピザ移動販売で事業再構築 豊川信用金庫

中部 愛知県 R2231S00271 株式会社ＭＯＡＴ　ＷＩＤＥ 6180001131317 緊急事態宣言特別枠 地域の子供と主婦をお助け！本格肉料理のお弁当お惣菜専門店 座間　裕史

中部 愛知県 R2231S00277 ＬＩＮＫグループ 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト事業とコワーキングスペース設置による集約営業 豊田信用金庫

中部 愛知県 R2231S00279 株式会社愛知ハム販売 3180001104432 緊急事態宣言特別枠
「いま食べたいがきっと見つかる」デリバリー・テイクアウト専門店の開

業
監査法人コスモス

中部 愛知県 R2231S00283 うお寅 緊急事態宣言特別枠 うお寅版『近所の頼れるお魚屋さん』プロジェクト 株式会社中京銀行

中部 愛知県 R2231S00285 有限会社日間賀観光ホテル 3180002085696 緊急事態宣言特別枠 魅力ある新商品を開発し当社と地域の活性化を目指す新規事業展開 服部　貴行

中部 愛知県 R2231S00286 株式会社ジー・エム・ジー 2180001006539 緊急事態宣言特別枠 ビジネスセミナー付きコアワーキングスペース事業の展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231S00287 合資会社宮治 2180003003988 緊急事態宣言特別枠 通販用総菜製造設備導入による、鴨しゃぶ生産ライン構築および販売事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00288 株式会社Ｓｉｇｎ 4180301026895 緊急事態宣言特別枠
マイカーアフィリエイトによる『動く広告』の実現に資する、専用アプリ

ケーションの開発
碧海信用金庫

中部 愛知県 R2231S00290 ビヘイビアチェンジフィットネス 緊急事態宣言特別枠 ポストコロナ時代も安心【会員制貸切型２４時間プライベートジム】 東海商工会議所

中部 愛知県 R2231S00293 株式会社イーグルコーポレーション 9180301000103 緊急事態宣言特別枠
スポーツカーの改造技術を活用し、軽・乗用車の旧車市場に挑戦する為の

ショールーム兼カフェの建設
岡崎信用金庫

中部 愛知県 R2231S00295 株式会社テッシン 7180301029053 緊急事態宣言特別枠 コロナ成長市場である抗菌コーティングビシネスへの業種転換を図る 末松　昌樹

中部 愛知県 R2231S00297 東洋産業株式会社 7180301010351 緊急事態宣言特別枠 地域特化型の医療・介護業界への人材紹介事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231S00298 まつもと接骨院 緊急事態宣言特別枠 省力化セルフエステ事業による事業再構築でコロナ禍を乗り切る 東濃信用金庫

中部 愛知県 R2231S00300 株式会社Ｍｅｒｃｉｍｍｏ 5180001115543 緊急事態宣言特別枠 最新のネイル・アイトレンド及び癒しを提供する美容サロンの開業 株式会社百五銀行

中部 愛知県 R2231S00305 株式会社Ｂｆｕｌｌ 7180001088424 緊急事態宣言特別枠 ３Ｄプリンター生産技術を応用した自動車部品試作品への事業展開 株式会社シーピーエーコンサル

中部 愛知県 R2231S00318 株式会社ＤＲＥＡＭＳ　ＦＯＯＤ　ＣＯＭＰＡＮＹ 1180001130538 緊急事態宣言特別枠 お家のなかにも安い！旨い！楽！という名のハピネスを。 一宮商工会議所

中部 愛知県 R2231S00319 株式会社Ｓｍｉｌｅ　Ｄｅｓｉｇｎ 6180001128684 緊急事態宣言特別枠 機能性とデザイン性を備えたテレワーク用プレハブハウス販売事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 R2231S00323 ｓａｌｏｎ　ｍｏｎａ 緊急事態宣言特別枠 接触時間を減らした時短脱毛事業参入と男性顧客の獲得 知多信用金庫
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中部 愛知県 R2231S00326 お手入れサロンノコン 緊急事態宣言特別枠 ネイル歴２５年、銭湯内テナントから自宅改装店舗へ、送迎出張も開始 丸山　幸治

中部 愛知県 R2231S00327 株式会社Ｓｉｎｚａｎ 1180001121454 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト・デリバリーで和洋折衷の創作スパイスカレーを提供 近藤　紀幸

中部 愛知県 R2231S00331 合同会社ＷＯＲＬＤ　ＳＴＡＮＤＡＲＤ 3180003018325 緊急事態宣言特別枠 愛知の医療・福祉業界に特化した有料職業紹介事業への挑戦 近藤　紀幸

中部 愛知県 R2231S00332 ＳＴａｎｄ 緊急事態宣言特別枠
ライブコマースを活用した高品質オーダースーツのオンライン接客・販売

システムの構築
豊田商工会議所

中部 愛知県 R2231S00334 株式会社シーエンジ 3180301011064 緊急事態宣言特別枠
ＳＤＧｓに基づいた製品開発・製品販売・販売事業への体質・製造理念転

換
蒲郡信用金庫

中部 愛知県 R2231S00335 株式会社梅村 1180301021420 緊急事態宣言特別枠
サブスクサービス「安心。安全。徹底除菌・消臭革命。」を提供。ドライ

噴霧による、除菌作業の時間短縮・工程削減・コスト削減
豊田商工会議所

中部 愛知県 R2231S00337 株式会社ドゥーイット 7180001100403 緊急事態宣言特別枠 映像配信に立ちはだかる「壁」を突き崩すワンストップ配信サービス 押田篤

中部 愛知県 R2231S00339 有限会社味の集会場魚信 7180302000137 緊急事態宣言特別枠 テイクアウトスウィーツ需要取込のための事業構築 岡崎商工会議所

中部 愛知県 R2231S00340 東梅坪七丁目兆路 緊急事態宣言特別枠 居酒屋からうなぎ料理店への事業転換 高橋　英明

中部 愛知県 R2231S00342 ＥＳＰＲＩＴ 緊急事態宣言特別枠
ワイン専門販売店でのワインソムリエがコーディネート販売する（ＥＣサ

イト含む）積極販売戦略
豊橋信用金庫

中部 愛知県 R2231S00343 株式会社Ｒｉｓｈｕ 3180001105307 緊急事態宣言特別枠
飲食店経営の実績と強みを活かした非対面型テイクアウトとＥＣへの業態

転換
Ｈ＆Ａパートナーズ株式会社

中部 愛知県 R2231S00347 株式会社ＴＡＧ 3010401106598 緊急事態宣言特別枠 観光雑誌を発行する広告代理店がビーチで行うサウナイベント事業 後藤　公平

中部 愛知県 R2231S00348 株式会社五郎田 6180301023858 緊急事態宣言特別枠
鰻専門店の開業による、テイクアウト、ネットショップ、イートイン事業

の立ち上げ
西尾信用金庫

中部 愛知県 R2231S00349 株式会社ＧＡＲＤＥＮ 6180001116334 緊急事態宣言特別枠 ネイルスクールのオンライン事業化計画 木野　宏紀

中部 愛知県 R2231S00350 株式会社エール 4180003017490 緊急事態宣言特別枠 接触サービスから住サービスへの転換 豊田信用金庫

中部 愛知県 R2231S00356 株式会社ピスタチオ 9180001108601 緊急事態宣言特別枠 業種転換（飲食キッチンカー）計画 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00358 株式会社おぎす商事 2180001000228 緊急事態宣言特別枠 中国からの輸入・調達ノウハウを活かした会員制ポータルサイトの提供 名古屋総合税理士法人

中部 愛知県 R2231S00360 株式会社マルスギ捺染 4180003001866 緊急事態宣言特別枠 シルクスクリーンによるＴシャツ２次プリント事業への新規参入 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 R2231S00362 株式会社インターナショナルプロデュース 2180001034184 緊急事態宣言特別枠 ＳＤＧｓ、食品ロスに関心の高い消費者向けのオンライン食品販売 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 R2231S00366 ａｔｅｌｉｅｒ　Ｅｎｋｉ 緊急事態宣言特別枠 フラワーデザイナーが作るどこにもない洗練された癒しのカフェ 中部税理士法人

中部 愛知県 R2231S00368 ＳＵＧＩ　ｓｔｕｄｉｏ 緊急事態宣言特別枠 コロナ渦で激変する音楽ビジネスへの新サービス提唱と改革 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00369 翠窯 緊急事態宣言特別枠 上絵磁器アクセサリーの開発及び新規マーケットへの挑戦 瀬戸商工会議所

中部 愛知県 R2231S00370 株式会社天野クリーニング 3180003000613 緊急事態宣言特別枠 クリーニング店の挑戦。保健所基準を満たすサービスの開始 監査法人コスモス

中部 愛知県 R2231S00372 株式会社ホームドライ栄 5180301031283 緊急事態宣言特別枠 日本初！布団の即日クリーニング専門店の立ち上げ 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 R2231S00374 株式会社アルスト 4180001091100 緊急事態宣言特別枠 レシートの申請でお得にお買い物ができるサービス事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 R2231S00375 ヤマヤマ株式会社 7180301023163 緊急事態宣言特別枠 酒販店の空き店舗を活用したコインランドリーカフェ 愛知県商工会連合会
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中部 愛知県 R2231S00381 株式会社ｉ　ｍｅｍｏｒｉａｌ 3180001120999 緊急事態宣言特別枠 位牌等の販売をサポートし、コロナ禍の寺院・石屋の客単価向上を支援 名古屋商工会議所

中部 愛知県 R2231S00385 株式会社みかわ屋 6180301028519 緊急事態宣言特別枠 リユース店頭買取　販売　事業とインターネット販売事業 税理士法人　ＳＨＩＰ

中部 愛知県 R2231S00386 株式会社ｐｈｏｎｅｍｅ 7180301025449 緊急事態宣言特別枠 メイドインジャパン生地をインドネシアに販売する越境ＤＸ事業 株式会社第三銀行

中部 愛知県 R2231S00389 株式会社エイプラン 4180301015097 緊急事態宣言特別枠 無人店舗設立によるＩＴ重説への対応、空き家問題の解消に 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 R2231S00393 株式会社アイキューラボ 5180001061936 緊急事態宣言特別枠 直営店舗の完全無人販売店化事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 R2231S00394 株式会社オフィスＴＫＢ 9180001122957 緊急事態宣言特別枠 オンライン独習型コンテンツ販売の新規事業化による業態転換 中央会計株式会社

中部 愛知県 R2231S00398 株式会社かやん 8180001064119 緊急事態宣言特別枠 分野特化型オンラインエステ講習 株式会社十六銀行

中部 愛知県 R2231S00399 美ＷＡＳＨランドリーＦＵＷＡＬＩＳ 緊急事態宣言特別枠
感染予防対策と清潔安心安全の「ふわりす」大物洗濯代行サービス売上販

路拡大計画
いちい信用金庫

中部 愛知県 R2231S00400 株式会社Ｈ＆Ｓ 3180301009422 緊急事態宣言特別枠 高齢者向けの弁当、惣菜の製造販売事業 税理士法人　ＳＨＩＰ

中部 愛知県 R2231S00403 株式会社柴ふく 5180001130690 緊急事態宣言特別枠 柴ふくセントレア店出店計画 櫻井　康雄

中部 三重県 R2241S00001 リストランテ・ラミア・ヴィータ 緊急事態宣言特別枠 大衆向け「和洋中デリカテッセン製造販売」事業 伊勢商工会議所

中部 三重県 R2241S00002 有限会社二軒茶屋餅角屋本店 1190002009375 緊急事態宣言特別枠 伊勢志摩初！！クラフト缶コーヒー実現のための設備導入事業 鳥羽　史郎

中部 三重県 R2241S00003 株式会社ＭＯＬＡＴＵＲＡ 5190001025345 緊急事態宣言特別枠 オンライン料理教室と食材のサブスクリプションによる小売業への新展開 熊本　直純

中部 三重県 R2241S00004 株式会社テイクパート 2190001024473 緊急事態宣言特別枠 「ｗｉｔｈコロナ時代でも収益があがる飲食店モデル」の構築 株式会社第三銀行

中部 三重県 R2241S00005 株式会社エムズリアライズ 1180001072029 緊急事態宣言特別枠 ３Ｄデータ編集技術を応用したドローン点検測量サービス 桑名三重信用金庫

中部 三重県 R2241S00006 株式会社美建 7190001005972 緊急事態宣言特別枠 製造プロセスの変革・Ｗｅｂマーケティング活用による新分野展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 R2241S00007 グリーンライフ株式会社 9190001004948 緊急事態宣言特別枠 既存販路とのシナジーを発揮する商品を開発するための製造業参入 亀山商工会議所

中部 三重県 R2241S00008 株式会社ブリオカフェカンパニー 1190001003148 緊急事態宣言特別枠 生産性向上のためのモバイルオーダーを含むオーダーシステム等の再構築 津商工会議所

中部 三重県 R2241S00010 株式会社松治郎の舗 3190002015149 緊急事態宣言特別枠 観光地実店舗中心の販売からライブコマース併用への業態転換 松阪商工会議所

中部 三重県 R2241S00011 株式会社住まいリング 2190001025232 緊急事態宣言特別枠 既存事業とのシナジー効果を生み出す生活支援サービスの提供 桑名三重信用金庫

中部 三重県 R2241S00012 増田園芸 緊急事態宣言特別枠 圃場の立地を活かした子供向けの新しい体験スポットの構築 三重県商工会連合会

中部 三重県 R2241S00013 たこのすけ 緊急事態宣言特別枠 １日１組限定のアウトドア体験型グランピング施設の開業 三重県商工会連合会

中部 三重県 R2241S00014 株式会社ニューポート 2190001015860 緊急事態宣言特別枠 『食べる楽しみ』で地元高齢者の健康寿命を延伸するレトルト事業 イシズム株式会社

中部 三重県 R2241S00015 有限会社賢島グランドホテル 5190002011303 緊急事態宣言特別枠 新規お客様獲得ための設備投資 三重県商工会連合会

中部 三重県 R2241S00017 蒼築舎株式会社 3190001004796 緊急事態宣言特別枠
地域の土を活かす‼左官職人舎が、土壁材料製造と土ひとづくり塾展開で

事業再構築
四日市商工会議所

中部 三重県 R2241S00018 ５５カフェ 緊急事態宣言特別枠 ヘルシーテイクアウトの導入で若年層と子育て世代にサービス提供 桑名三重信用金庫
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中部 三重県 R2241S00020 マララテット 緊急事態宣言特別枠 父親を実施主体とした菓子販売店および菓子教室の開業 津商工会議所

中部 三重県 R2241S00023 有限会社伊勢志摩冷凍 3190002011206 緊急事態宣言特別枠 新たな温度帯商品の取り扱いによるマーケットの構築 桑名三重信用金庫

中部 三重県 R2241S00024 伊勢くすり本舗株式会社 8190001019030 緊急事態宣言特別枠 ＯＴＣ医薬品単味製剤ブランド商品開発と薬育推進カフェ併設の薬店事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 R2241S00026 合同会社ｉｙコーギー 緊急事態宣言特別枠 ビジネス需要から単身者が猫と安心して暮らせる住まいへの転換 四日市商工会議所

中部 三重県 R2241S00028 株式会社ＩＮＳ 9190005009654 緊急事態宣言特別枠 農作物の生産廃棄物を高付加価値商品に変換する循環型食品生産の実践 イシズム株式会社

中部 三重県 R2241S00031 株式会社多湖農園 2190001022394 緊急事態宣言特別枠
『６次産業化』で未来志向の強い農家となり、ウィズコロナ時代にさらな

る飛躍を目指す
三重県商工会連合会

中部 三重県 R2241S00032 グレイスキタムラ株式会社 7190001003729 緊急事態宣言特別枠 デジタルグラフィックブライダルジュエリーの導入 広岡　徹也

中部 三重県 R2241S00035 ＬＡＮＩ　ＨＯＫＵ 緊急事態宣言特別枠 空き家改装でセルフケアレッスン動画制作と独立エステサロン開設 伊藤　健介

中部 三重県 R2241S00037 有限会社現場サイド 6190002004462 緊急事態宣言特別枠
ウィズ、ポストコロナの新しい舞台公演を目指した配信・収録スタジオの

構築
津商工会議所

中部 三重県 R2241S00038 オステリアバルロッツォアズーロ 緊急事態宣言特別枠 イタリアンシェフプロデュースの「ラーメン店」新規出店事業 中井　豊

中部 三重県 R2241S00042 八島旅館 緊急事態宣言特別枠 海藻や魚介類の食品加工販売と離島でのレンタルサイクル事業の開始 鳥羽商工会議所

中部 三重県 R2241S00043 麻福株式会社 9010001194501 緊急事態宣言特別枠
麻の実を用いた健康志向食品製造業（冷凍および菓子製造業）への事業転

換
伊勢商工会議所

中部 三重県 R2241S00045 番じゃ屋敷 緊急事態宣言特別枠
食生活、生活環境の改善でアレルギー、病気を予防、改善！！～日本人が

日本人であるべき食生活を取り戻そう～
名張商工会議所

中部 三重県 R2241S00046 株式会社Ｂ２ＭＡＴＳＵＭＯＴＯ 7190001003290 緊急事態宣言特別枠 「バイカーズカフェ」での新規収益拡大 株式会社百五銀行


