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事業再構築補助金　第2回公募　通常枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・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 市区町村 受付番号 事業者名 法人番号 事業類型 事業計画名 認定支援機関名

中部 富山県 富山市 R2162S00004 株式会社うまや 2230001013901 緊急事態宣言特別枠 新たな呉服屋の在り方の構築　定額制カジュアル呉服レンタルサービスの開始 中田　祐輔

中部 富山県 富山市 R2162S00005 株式会社キュービックネットワークスジャパン 8230001004606 緊急事態宣言特別枠 ＢｔｏＣでの新分野展開を目指した通所型児童発達支援の教室運営事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 黒部市 R2162S00007 有限会社ティー・アイ・システム 5230002008105 緊急事態宣言特別枠 家庭菜園ニーズを捉えた一般消費者向け製品製造への新規進出 灰谷　直樹

中部 富山県 射水市 R2162S00008 笹谷工業株式会社 9230001012418 緊急事態宣言特別枠 高速高精密ポータブル３Ｄスキャンで風力発電用増速機部品への展開 堀田　幸男

中部 富山県 南砺市 R2162S00009 株式会社インターウェブ 9230001009380 緊急事態宣言特別枠 既存優位性を活用したスマート農業ＤＸ支援サービスへの主力事業転換 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 R2162S00010 株式会社サカナサケ 4230001016448 緊急事態宣言特別枠 新食感！茹で上げ焼きそば店の出店で従業員の育成と雇用維持を確立 富山商工会議所

中部 富山県 高岡市 R2162S00011 株式会社マツノ 8230001010967 緊急事態宣言特別枠 健康サプリ・美容用品ブランド「ミクル」の立ち上げと、ネット広告宣伝・販売と地域衣料小売店への貢献 高岡信用金庫

中部 富山県 氷見市 R2162S00012 ＆～アンパサンド～ 緊急事態宣言特別枠 まつ毛・眉毛エクステの美容関係者向けオンライン教室の開始とのれん分けの実施 氷見商工会議所

中部 富山県 砺波市 R2162S00013 株式会社ライフフィット 5230001015928 緊急事態宣言特別枠 ケトジェニック食を中心とした食事コンサル業への業態転換 公益財団法人富山県新世紀産業機構

中部 富山県 砺波市 R2162S00014 株式会社ジャストドゥイット 1230001009470 緊急事態宣言特別枠 らーめんのデリバリー開始と本格インスタントらーめんの開発事業 太田　直充

中部 富山県 富山市 R2162S00016 株式会社Ｒａｄｉａｎｔ 2230001018875 緊急事態宣言特別枠 オンラインカウンセリングを用いた半非対面エステ事業 富山商工会議所

中部 富山県 滑川市 R2162S00017 株式会社高木久雄商店 1230001007821 緊急事態宣言特別枠 衣服店から憩いの場としての提供事業 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 R2162S00018 株式会社ライズウィル 4230001006812 緊急事態宣言特別枠 既存事業の強みを活かして食品通販・卸売事業を展開 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 R2162S00019 株式会社大 8230001005760 緊急事態宣言特別枠 富山海産物の素材を活かした冷凍わっぱ飯開発による通販事業の開始 富山商工会議所

中部 富山県 富山市 R2162S00021 株式会社志満屋 2230001001245 緊急事態宣言特別枠 富山の鮮魚と薬膳・発酵食材で”味・心・美”を充たす加工品の開発 株式会社アクティブ・フォー

中部 富山県 南砺市 R2162S00022 南部白雲木彫刻工房 緊急事態宣言特別枠 国伝統工芸（井波彫刻）技術を活かした体験型新サービスの展開と新商品開発 富山県商工会連合会

中部 富山県 南砺市 R2162S00024 ゲンタグラス 緊急事態宣言特別枠 小売り誘導　宿泊観光業　１棟貸し体験型宿泊施設経営 楠本　恵味

中部 富山県 富山市 R2162S00025 富山の彩かさ桜亭 緊急事態宣言特別枠 富山県の地産地消食材を使った通販事業による事業再構築 富山商工会議所

中部 富山県 富山市 R2162U00004 株式会社たから抜型工業 5230001001614 通常枠 高耐久・高精度のメタルサンド抜型製造による新市場進出 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00005 株式会社フクール 9230001002658 通常枠 立山の自然・歴史・文化体感型複合型ワークプレイス事業とアフターコロナ時代に必要とされる人材開発研修事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 富山市 R2162U00006 株式会社シー・エー・ピー 1230001001147 通常枠 アフターコロナに向けた自社独自の新たなマーケティングを構築する事業 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 R2162U00007 有限会社高崎日吉堂 7230002013755 通常枠 ３Ｄバーチャルギャラリーによるオンライン美術品販売 ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

中部 富山県 黒部市 R2162U00008 生地蒲鉾有限会社 3230002007950 通常枠 「練り物の新しい食スタイルを」天ぷらのファーストフード事業 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 魚津市 R2162U00009 株式会社金太郎温泉 4230001007050 通常枠 金太郎温泉「リ・ボーンプロジェクト」 株式会社リョケン

中部 富山県 富山市 R2162U00014 株式会社北越 6230001007676 通常枠 ファイバーレーザー加工機導入による「プラント」×「医薬品」事業の立ち上げによる事業再構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 滑川市 R2162U00015 株式会社エムダイヤ 3230001005427 通常枠 樹脂回収での付加価値向上事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 R2162U00016 有限会社タナダ 4230002011506 通常枠 ステンレスの大径・長尺部品の生産体制構築による新分野進出 株式会社市岡経営支援事務所

中部 富山県 高岡市 R2162U00017 株式会社晴香園 3230001010253 通常枠 「花と緑の雑貨屋さんｎｉｃｏｃｏ」が新業態「リアルバーチャル店舗」に挑戦 税理士法人中山会計

中部 富山県 高岡市 R2162U00022 株式会社安田紙業 8230001011081 通常枠 幹線道路沿いでの無人古紙回収ステーション設置による地域リサイクル推進事業 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 R2162U00025 株式会社新栄製作所 1230001001122 通常枠 ＳＲＣ構造十字継手柱における低コスト生産体制の構築による柱加工分野への進出 富山信用金庫

中部 富山県 富山市 R2162U00029 正栄産業株式会社 2230001005519 通常枠 ＶＲ住宅展示場の開設等による住宅の営業販売のオンライン化 若杉　拓弥

中部 富山県 富山市 R2162U00031 株式会社中川製作所 4230001002316 通常枠 設計機能を強化して溶接・溶射専門会社から大型設備部品メーカーへの転換 株式会社商工組合中央金庫

中部 富山県 高岡市 R2162U00032 ＧＲＮ株式会社 8230001016080 通常枠 クラフトウイスキー熟成樽を薪材に活用したバー＆グリル飲食店展開 越澤　勝

中部 富山県 富山市 R2162U00034 株式会社ＰＣＯ 5230001004559 通常枠 デジタル時代に対応したコンベンション運営支援サービスの提供 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 R2162U00036 株式会社リバン・イシカワ 5230001008840 通常枠 ＩｏＴ、ロボットを活用した２４時間稼働の精密加工自動化システムの構築 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 黒部市 R2162U00038 有限会社惣万精機 9230002008076 通常枠 当社の強みを活かし、ワイヤ放電加工機を導入し、医薬品分野部品への進出を果たす 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00039 レストランワイン専門店　カーヴ・ロンド 通常枠 過疎地域の古民家を活用したオーベルジュ事業への進出 太田　直充

中部 富山県 射水市 R2162U00043 株式会社スピードワールド 5230001013634 通常枠 需要が高まる大型トラック専門のタイヤ交換サービス事業の立ち上げ 株式会社富山銀行

中部 富山県 射水市 R2162U00044 立山化成株式会社 6230001012734 通常枠 医薬品原料供給国内回帰促進のための医薬品原料安定生成化、低コスト化、かつ短納期化生成技術の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 下新川郡入善町 R2162U00045 吉原建設株式会社 3230001007563 通常枠 ＩＣＴ技術を活用した住宅型有料老人ホーム及び訪問介護事業への新分野展開 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 R2162U00046 東条うどん 通常枠 ２４時間プライベート型低酸素ランニングレンタルジム事業 富山商工会議所

中部 富山県 氷見市 R2162U00049 有限会社宮下重建 4230002013155 通常枠 伐採生産性向上・リサイクルによる低コスト化により実現する災害対策伐採事業への進出 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00051 ホーライサンワイナリー株式会社 1230001005098 通常枠 ぶどう園ワイナリーの強みを活用したメンタルヘルスケア分野における企業向け研修事業への参入 富山信用金庫

中部 富山県 氷見市 R2162U00052 株式会社越田商店 1230001015056 通常枠 直売所の設置による富山産の新鮮な魚介類を使用した加工品製造直販事業 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 R2162U00055 株式会社石王丸紙業 8230001009729 通常枠 「送る」から「贈る」に革新する高度なダンボールの新分野展開 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00056 有限会社ゼフィール 3230002004031 通常枠 新たな生活様式を支える健康生活サポート事業進出を通じたエリア再活性化 富山県信用組合

中部 富山県 中新川郡上市町 R2162U00057 株式会社コージン 5230001004757 通常枠 空間距離・沿面距離精度と成形強度・高生産性を両立したインサート射出成形体制の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 小矢部市 R2162U00059 株式会社石動マシナリー 2230001008942 通常枠 主力先依存体制からの脱却に向けた加工サイズに捉われないフレキシブルかつ生産平準化生産体制の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 富山市 R2162U00061 美笑興業株式会社 8230001015660 通常枠 Ｗｉｔｈコロナの対応のため新たな取り組みを導入した薬局運営 株式会社北陸銀行

中部 富山県 下新川郡入善町 R2162U00063 株式会社飯作運輸 5230001007537 通常枠 大型精密機械専用一括物流サービスの開発によるワンストップサービス提供体制の構築 にいかわ信用金庫

中部 富山県 富山市 R2162U00064 有限会社スターダム 3230002001755 通常枠 高付加価値直腸もつ鍋冷凍調理済製品の開発と非対面提供体制の構築 新湊信用金庫

中部 富山県 富山市 R2162U00065 株式会社石黒商事 8230001000225 通常枠 既存事業のノウハウを活用した養液栽培ユニット等の生産体制構築 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 R2162U00066 宮本みそ店 通常枠 糀を使用したジェラート製造及び地域連携型体験観光事業 魚津商工会議所

中部 富山県 射水市 R2162U00067 株式会社倉谷アルミ工作所 6230002013681 通常枠 建築分野で培った金属薄板加工技術を活かした大型バス製造分野へ進出 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 砺波市 R2162U00068 株式会社三恵ネツト 5230001008246 通常枠 タイヤの安全管理を核に今までにない積雪地域密着型複合施設事業に進出 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 R2162U00070 株式会社斉藤組 2230001008579 通常枠 三次元データを中心とした建設プロセスＩＴ化による新たな土木建設サプライチェーンの構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 富山市 R2162U00071 株式会社高瀬鉄工所 5230001001572 通常枠 大型・長尺ワークにおける高精度旋盤加工技術を活かした新加工分野への進出 富山信用金庫

中部 富山県 高岡市 R2162U00072 島田工業株式会社 4230001010186 通常枠 高岡市伏木地区周辺に点在する観光資源を線で繋ぐ地域活性化事業 高岡商工会議所

中部 富山県 富山市 R2162U00074 株式会社クリエイト，クラブ 1230001014421 通常枠 新分野展開による新たな収益の柱確立と、既存事業の付加価値向上 アシステム税理士法人
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中部 富山県 黒部市 R2162U00075 カナヤママシナリー株式会社 5230001007297 通常枠 難削材ハステロイの成膜真空チャンバ製造で革新的な加工技術確立と新市場開拓 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00076 株式会社土田製作所 6230001005325 通常枠 高強度固定力鋲製品製造における全自動ライン構築による低コスト生産体制の構築 富山県商工会連合会

中部 富山県 中新川郡上市町 R2162U00081 株式会社東洋電制製作所 3230001004791 通常枠 電線加工工程の自動化プロジェクトによる新分野事業展開 株式会社富山銀行

中部 富山県 高岡市 R2162U00083 有限会社大野組 3230002012521 通常枠 地域課題解決型ホテル事業（滞在型観光サービス）への進出 アシステム税理士法人

中部 富山県 氷見市 R2162U00086 和風温泉元湯叶 通常枠 プライベート・個別ニーズに対応したワーケーション宿としてのステップアップ 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 高岡市 R2162U00087 株式会社松村精型 4230001010970 通常枠 ＥＶ分野進出のための大型アルミ鋳造金型一貫生産体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00088 株式会社広和産業社 7230001013780 通常枠 クリーンルームを新設し、医療分野容器の検査・加工事業を展開 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00089 富山精密株式会社 1230001002005 通常枠 高精度弛み止めボルトの開発とその生産体制の構築事業 富山商工会議所

中部 富山県 富山市 R2162U00090 イッセイ株式会社 3230001018164 通常枠 地元富山の肉の加工品と産直野菜を扱う小売（スーパー）卸売事業 富山商工会議所

中部 富山県 射水市 R2162U00091 株式会社タカオカメガ 6230001012750 通常枠 自動化・省人化による生産性向上に向けた全自動検査ラインの構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 富山市 R2162U00092 北川クリーニング 通常枠 感染症予防需要に対応した高級クリーニング集配サービスの実現 富山信用金庫

中部 富山県 中新川郡立山町 R2162U00093 キンコー樹脂工業株式会社 7230001000655 通常枠 コロナ禍で需要が増す簡易検査キット専用の自動製造ラインの立ち上げ 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00094 株式会社カムイワークスジャパン 7230001000622 通常枠 データ解析機械を活用した消費者直販による事業再構築計画 株式会社名古屋銀行

中部 富山県 黒部市 R2162U00097 くろべの太陽株式会社 9230001016815 通常枠 地場野菜を使った冷凍調理食品の開発・販売による新分野 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00099 有限会社月光堂フォート 2230002001178 通常枠 放課後等デイサービスの新規開設　写真館による児童預り状況の撮影・連絡サービス あおぞら経営税理士法人

中部 富山県 砺波市 R2162U00101 株式会社柿里 7230001008228 通常枠 当社初となる新事業展開の挑戦とＳＤＧｓへの取り組み 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00104 株式会社ビルド・サポート 2230001006839 通常枠 解体・土木工事一括調達ニーズと工事低コスト化ニーズに対応する解体・土木一括工事の提供 株式会社北陸銀行

中部 富山県 黒部市 R2162U00105 有限会社桃源 7230002008565 通常枠 団体客用大宴会場を個室ダイニングレストランへ改修！団体旅館から脱却 株式会社北陸銀行

中部 富山県 砺波市 R2162U00108 となみ麦酒合同会社 3230003001688 通常枠 砺波発のＣＢＤ×地元食材の香り×クラフトビールの製造・小売 富山県信用組合

中部 富山県 高岡市 R2162U00109 株式会社翔南産業 5230002011298 通常枠 複雑三次元切断加工での継手新形状開発による連携ＶＥ提案の実行 株式会社北陸銀行

中部 富山県 射水市 R2162U00110 ニュー・ブリッジ 通常枠 地域内連携にて実現する有機栽培米真空パック製品開発と販路開拓 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 R2162U00112 ａｄａｎ 通常枠 「食」「泊」「美」を融合した街中アートの駅にて実現する街中再活性化 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 砺波市 R2162U00117 有限会社ワークスサトウ 6230002010506 通常枠 熟練技術からの脱却によるリバースエンジニアリング精密部品低コスト化大量生産体制の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 高岡市 R2162U00119 株式会社旭東機械製作所 6230001009937 通常枠 コロナ禍からの回復に向け、デジタル技術を活用した製造プロセスの大改革 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 R2162U00121 株式会社バイキング 1230001006336 通常枠 ＤＸにて資源の社会循環を促進する全国フランチャイザー事業の構築 あかねパートナーズ株式会社

中部 富山県 下新川郡入善町 R2162U00122 丸善醬油株式会社 4230001007554 通常枠 「醸造発酵のプロが作る、米麹熟成鶏からあげ」常設店舗展開事業 富山県商工会連合会

中部 富山県 中新川郡舟橋村 R2162U00124 特定非営利活動法人お米食堂 4230005008945 通常枠 富山県産米を使った新商品開発と自動販売機による提供方式の多様化 公益財団法人富山県新世紀産業機構

中部 富山県 高岡市 R2162U00125 株式会社麻田 9230001015478 通常枠 結婚式の招待状から当日受付業務までのＤＸ化 高岡商工会議所

中部 富山県 富山市 R2162U00126 株式会社日本海ロジテック 5230001004682 通常枠 倉庫と作業場を兼ね備えた物流倉庫建設によるトータル物流サービス事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00129 株式会社興和 8230001000902 通常枠 空き家を長期滞在建設労働者向け宿泊施設へ転換する 富山信用金庫

中部 富山県 射水市 R2162U00130 有限会社孫七・川田水産 3230002013841 通常枠 富山湾の上質な魚介中食商品を楽しみ、深め、生み出す場「Ｍｉｎａｔｏ　Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｌａｂｏ」 坂口　正

中部 富山県 黒部市 R2162U00131 株式会社延樂 8230001007633 通常枠 「芸術の鑑賞・販売・交流を提供する新・芸術体験型温泉旅館」 あおぞら経営税理士法人

中部 富山県 射水市 R2162U00133 タケウチゴーセイ株式会社 7230001012758 通常枠 ガスメーター分野が求める低コスト化と組立工程外注化ニーズを捉える生産体制の構築 富山信用金庫

中部 富山県 砺波市 R2162U00135 農工房長者株式会社 1230001013571 通常枠 小売店流通進出のための商品開発と安定供給体制の構築 富山県信用組合

中部 富山県 富山市 R2162U00137 株式会社クア・ソリューション 6040001030391 通常枠 タンク製作の国内内製化及び独自のプラントプランニングの更なる強化、環境ソリューションへの取り組み 株式会社富山銀行

中部 富山県 氷見市 R2162U00138 有限会社松本魚問屋 5230002013138 通常枠 魚問屋のオンライン体験・現地ツアー連動型ｔｏ　Ｃ定期購買ブランド 株式会社北陸銀行

中部 富山県 魚津市 R2162U00139 株式会社アイザック・ユー 8230001007674 通常枠 移動販売車製造分野進出のための生産プロセスＩＴ化の推進 にいかわ信用金庫

中部 富山県 富山市 R2162U00140 有限会社オリス 8230002000728 通常枠 県産材を活用したタイニーハウス商品化による新市場展開 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 R2162U00141 株式会社エムテン 2010001094484 通常枠 高精度、かつ低コスト幅１０００ｍｍ超Ｈ型鋼加工体制の構築とその販路開拓 新湊信用金庫

中部 富山県 富山市 R2162U00146 株式会社田島木材 1230001001618 通常枠 住宅建築の超短工期・少人施工を可能とする木製大型パネル建材の開発と製造体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00152 株式会社石富建設 1230001017424 通常枠 ヒノキチオールを添加した液体ガラスの製造・供給事業 高岡信用金庫

中部 富山県 富山市 R2162U00154 株式会社カワキタ 9230001015486 通常枠 アジア諸国向け特殊車両市場への商流再構築のための生産体制強化 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 滑川市 R2162U00155 北陸熔断株式会社 7230001007898 通常枠 グループ２社間の連携により、建材業界依存のビジネスモデルからの脱却を図る 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 氷見市 R2162U00156 瞳土建工業株式会社 4230002012974 通常枠 働き方多様化を推進するフレキシブルオフィス事業への進出 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 富山市 R2162U00157 株式会社ライフドア 6230001016066 通常枠 治工具開発・製造３Ｄデータベース構築による付加価値製造技術の確立 富山商工会議所

中部 富山県 富山市 R2162U00161 有限会社シーフード北陸 1230002005452 通常枠 新たな鮮魚販売システムを提案するための富山駅前での選択と集中の実行 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 高岡市 R2162U00165 株式会社三幸 6230001011034 通常枠 売上げの安定成長へ向けて成形事業への新分野展開を図り、金型設計～成形までのトータルサービスの実現 高岡信用金庫

中部 富山県 富山市 R2162U00166 株式会社酒井鉄工 7230001001001 通常枠 高生産性５軸多面加工技術の確立のための三次元５軸多面加工データベースの構築 富山信用金庫

中部 富山県 氷見市 R2162U00168 有限会社西条観光 3230002012884 通常枠 移住体験を最大化する非接触型中期滞在システムと体験メニューの構築 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 富山市 R2162U00175 株式会社四六八ちゃ 7230001015439 通常枠 四六八ちゃの富山配食 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00177 有限会社白えび屋 6230002001570 通常枠 富山県特産の白えびを活用した冷凍食品事業への参入による、飲食店事業に依存したビジネスモデルからの脱却 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 R2162U00179 株式会社石金精機 4230001000220 通常枠 航空機部品事業の売上カバーに向け、多品種少量高精度部品の自動化システムでの製造を実現 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 R2162U00180 有限会社万華苑 4230002014376 通常枠 ＥＣ連動のサブスクリプション・オンラインフラワースクール・コンテンツ配信事業 株式会社シャイン総研

中部 富山県 射水市 R2162U00182 株式会社ミートハウスやまだ 5230001012867 通常枠 老舗焼肉店『コロッケのサブスクを実現するための惣菜店開業』 株式会社北陸銀行

中部 石川県 野々市市 R2172S00002 有限会社マルコ紙工 2220002000676 緊急事態宣言特別枠 段ボールをより簡単に、より速く、より便利に利用できるサービス 本田　英夫

中部 石川県 金沢市 R2172S00005 株式会社ｇｉｎｐｌｕｓ 1220001020593 緊急事態宣言特別枠 とんこつラーメン店から新業態の持ち帰りからあげ・弁当店の開設 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 金沢市 R2172S00011 株式会社ＧｏｏｄＭｏｕｎｔａｉｎ 2220001014677 緊急事態宣言特別枠 既存店への食品、パン、惣菜等の卸業務を兼ねたセンターキッチンの役割も担うパン屋の開業 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 石川県 金沢市 R2172S00012 株式会社コラソン 6220001018393 緊急事態宣言特別枠 ソニックスライサー及び計量充填機導入による新規市場開拓 今寺　武

中部 石川県 金沢市 R2172S00013 株式会社アールジェイ 9220001021725 緊急事態宣言特別枠 不動産を活用した既存事業の相乗効果と収益の安定化に向けた新事業 のと共栄信用金庫
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中部 石川県 鹿島郡中能登町 R2172S00014 株式会社エヌテックス 8220001016313 緊急事態宣言特別枠 繊維で培った技術とキャンプノウハウを融合させたキャンプ専門店 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 R2172S00015 トネリコ株式会社 5220001022198 緊急事態宣言特別枠 国内人気作家による生活を彩る作品のオンライン販売事業への転換 税理士法人中山会計

中部 石川県 小松市 R2172S00017 有限会社エー・ピー・エイチオフィス 6220002010325 緊急事態宣言特別枠 セルフ灸で免疫力向上、「治療」から「予防」事業への新分野展開 小松商工会議所

中部 石川県 金沢市 R2172S00018 料理教室　中田料理学園 緊急事態宣言特別枠 北陸初。飲食店営業許可付キッチンのレンタル・運営サポート事業（クラウドキッチン） 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 R2172S00019 アルソアトワール 緊急事態宣言特別枠 子育て世代の女性の自己実現支援と非対面体験型化粧品等販売事業 税理士法人畠経営グループ

中部 石川県 白山市 R2172S00021 浅野太鼓祭司株式会社 4220001008941 緊急事態宣言特別枠 太鼓修理とオリジナルロゴマークバチ、専用練習場レンタル事業 はくさん信用金庫

中部 石川県 白山市 R2172S00022 任孫商店 緊急事態宣言特別枠 「ふぐの子」の瓶詰加工による業務用市場への展開 石川県商工会連合会

中部 石川県 珠洲市 R2172S00023 株式会社揚げ浜 9220001019918 緊急事態宣言特別枠 森林・自然をいかした野外スペースの活用による業種転換 珠洲商工会議所

中部 石川県 白山市 R2172S00024 株式会社池元 8220001019456 緊急事態宣言特別枠 伝統的な建設業にシェアリング資材置き場を通じたデジタル化推進 白山商工会議所

中部 石川県 珠洲市 R2172S00026 有限会社橋元酒店 1220002016145 緊急事態宣言特別枠 町のお酒屋による田舎体験×温泉銭湯×アートを提供する宿泊事業 珠洲商工会議所

中部 石川県 羽咋郡志賀町 R2172S00027 志賀興業建設株式会社 5220001015879 緊急事態宣言特別枠 能登における運送会社の安全・安心・快適を提供するトータルサポート事業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 小松市 R2172S00028 株式会社ｒｅｌｅａｓｅ 3220001021177 緊急事態宣言特別枠 シェアキッチンによる地域活性化事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 能美市 R2172S00029 有限会社つるや菓舗 1220002011501 緊急事態宣言特別枠 海外在住の人向け日本のご当地食品のサブスクリプションによる販売 税理士法人地藤会計事務所

中部 石川県 金沢市 R2172S00030 株式会社ＣＬＯＵＤ 3220001015030 緊急事態宣言特別枠 うつわのリサイクル事業で「おうち時間」の充実を提供 株式会社北國銀行

中部 石川県 河北郡津幡町 R2172S00031 株式会社ＴＳＵＭＵＧＩ 4220001022595 緊急事態宣言特別枠 接骨院による健康促進型エステサロン事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 R2172S00032 いちいち 緊急事態宣言特別枠 居酒屋からたこ焼き店への事業転換 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 R2172S00033 株式会社エスアールデイー 3220001001402 緊急事態宣言特別枠 ＩＴＣとデジタル活用で『リアルよりリアル』なアーカイブをリザーブ！ のと共栄信用金庫

中部 石川県 小松市 R2172S00034 メルシー・ボンヌジュルネ合同会社 8220003002542 緊急事態宣言特別枠 森のテラスでペットとの触れ合いに癒されるベジベーカリー店開業 浅井　克樹

中部 石川県 金沢市 R2172S00037 株式会社ドリームワークス 4220001014493 緊急事態宣言特別枠 北陸初！トランポリンパークの開業 浅田　章大

中部 石川県 金沢市 R2172S00038 株式会社マツバラ 3220001008100 緊急事態宣言特別枠 地域飲食店の個性を引き出す紙器の開発 税理士法人中山会計

中部 石川県 河北郡津幡町 R2172S00039 株式会社中農組 8220001017658 緊急事態宣言特別枠 鉄道土木会社が「防災造園」で地域の安全と住まいの環境整備に取り組む 竹田　健一

中部 石川県 金沢市 R2172S00040 株式会社青山 9220001008953 緊急事態宣言特別枠 特殊鉄筋加工技術を要する国家レベル超大型プロジェクト分野への進出 株式会社北陸銀行

中部 石川県 加賀市 R2172S00043 公益財団法人前端文化振興財団無限庵 3220005004236 緊急事態宣言特別枠 文化財景観を活かした茶懐石事業による事業再構築 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 R2172S00044 有限会社林石材 4220002004758 緊急事態宣言特別枠 日本の伝統をＤＸ化！オンライン墓参りとお墓管理サブスク事業 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 石川県 金沢市 R2172S00046 株式会社フォーシーズ 6220001020580 緊急事態宣言特別枠 飲食コンサルタント×居抜き物件で新たなソリューション開発 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 石川県 金沢市 R2172S00047 株式会社竹庄 6220001018708 緊急事態宣言特別枠 水産卸売業からネット活用した一般顧客向け鮮魚サブスクリプションへ新たに展開 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 石川県 金沢市 R2172S00050 Ｂ＆ＬＨ合同会社 4220003002307 緊急事態宣言特別枠 悩みをチャンスに！北陸初のリモート草刈機を用いた除草サービス 株式会社富山銀行

中部 石川県 小松市 R2172S00051 有限会社片町ツアーホテル 6220002010416 緊急事態宣言特別枠 地元特産品を使ったテイクアウト、ＷＥＢによる販路開拓プロジェクト 金沢商工会議所

中部 石川県 金沢市 R2172S00052 株式会社オハラ 6220001001688 緊急事態宣言特別枠 医療・介護分野を新たな顧客として米粒状こんにゃくで事業を再構築 税理士法人ノチデ会計

中部 石川県 金沢市 R2172S00053 しほがま 緊急事態宣言特別枠 地域密着型の現代ニーズに対応したマツエクサロン 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 石川県 金沢市 R2172U00006 有限会社桜ＧＲＯＵＰ 6220002008534 通常枠 金沢発ラグジュアリーブランドを全世界にバーチャル発信する事業 税理士法人中山会計

中部 石川県 能美市 R2172U00010 株式会社鈴木鉄工 1220001012673 通常枠 エンドユーザー向け点検事業への進出と高付加価値サービスの実現 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 R2172U00012 有限会社蓬莱堂 4220002005203 通常枠 兼六園下ビルを活用した金沢名物グルメ店及びゲストハウス事業 中村孝治

中部 石川県 かほく市 R2172U00013 株式会社三宅鉄工所 8220001017831 通常枠 新規レーザーパンチとセルストッカシステムによる新分野・量産品の自動生産事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00014 株式会社松本商店 4220001018916 通常枠 地物浜焼きの店舗等複合業態への転換及び旨辛味噌ラーメン店の出店 中村孝治

中部 石川県 かほく市 R2172U00015 ジョイハウスオカダ合同会社 3220003001375 通常枠 土地建物のプロによる「まだ使える家」の有効活用プロデュース事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 加賀市 R2172U00020 有限会社こおろぎ楼 6220002013113 通常枠 地域産業体験　参加型　次世代貸別荘旅館 石川県商工会連合会

中部 石川県 河北郡津幡町 R2172U00024 株式会社津幡石油 4220001017637 通常枠 ガソリンスタンドとコインランドリーの融合。「ＷＡＳＨ＆ＷＡＳＨ」を概念にしたサービス。 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00025 株式会社フラワーガーデン 8220002006981 通常枠 石川県最大級のブライダル施設と好立地の強みを活かしたガーデンレストラン事業の展開 株式会社北陸銀行

中部 石川県 小松市 R2172U00026 コマツキカイ株式会社 4220001013801 通常枠 高精度リング加工技術を応用した洋上風力発電機用部品の新規事業化 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00029 株式会社ＤＩＮＯ 5220001022850 通常枠 かつての郵便局をリノベーションして再び皆が憩い集う活動拠点に 税理士法人宮田会計

中部 石川県 金沢市 R2172U00030 株式会社ロング 3220001007556 通常枠 半導体製造装置用ステンレス部品の溶接・組立による事業再構築 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 R2172U00031 株式会社トレスアクア 4220001019988 通常枠 衣料向け織物から産業資材（エアバッグ）向け織物への新分野展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 R2172U00033 株式会社木村精工 4220001008479 通常枠 製造業の省力化ニーズに貢献するプロダクト事業化とブランド構築 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 R2172U00034 中野水産加工株式会社 7220001015415 通常枠 老舗かまぼこ屋の挑戦！本格讃岐うどん店事業による新分野展開 株式会社北陸銀行

中部 石川県 白山市 R2172U00035 株式会社ミモト 8220001009465 通常枠 難削材対応設備の導入による次世代ガスエンジン部品製造事業 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 R2172U00039 株式会社ポーラスター 3220001009404 通常枠 高性能海苔巻き機導入による省人化と介護施設向け冷凍寿司の製造				 税理士法人中山会計

中部 石川県 金沢市 R2172U00040 株式会社旭グラビア製版センター 2220001000751 通常枠 多様なニーズに応えるグラビア印刷事業計画 山本　兼三

中部 石川県 白山市 R2172U00041 有限会社茶谷鉄工所 4220002003850 通常枠 新たな製造方法で生産する「特殊サイレント歯車」による新市場開拓計画 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00042 株式会社ビイ・エス・エイ 6220001005425 通常枠 大自然の中で非日常を体験！貸切リゾート事業の展開 中田　祐輔

中部 石川県 白山市 R2172U00048 株式会社エイトリンク 5220001010104 通常枠 夜需要の居酒屋から昼需要を満たす、個室寿司店の開業で事業再構築 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 石川県 能美市 R2172U00049 株式会社アサヒゴウセン 2220001012615 通常枠 環境に配慮したサステナブル素材開発による海外アパレル市場への展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 白山市 R2172U00050 株式会社吉田酒造店 4220001009502 通常枠 ＳＤＧｓな酒造りで若年層をターゲットとした「家飲み」新市場を創出する 株式会社北國銀行

中部 石川県 能美市 R2172U00052 有限会社久保田鉄工所 7220002011470 通常枠 自社の立ち位置と事業の方向性を定めて新しい加工分野を開拓する 石川県商工会連合会

中部 石川県 小松市 R2172U00054 ライオンパワー株式会社 6220001012578 通常枠 個人使用向け医療機器市場への参入（放射温度計付パルスオキシメータの製造販売） 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 加賀市 R2172U00055 有限会社セクター 8220002013342 通常枠 ＲＰＦ燃料の製造販売 税理士法人畠経営グループ

中部 石川県 金沢市 R2172U00058 能登印刷株式会社 9220001005208 通常枠 芸術体験の直接鑑賞の代替手段となるプラットフォームサービス提供計画 株式会社福井銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00060 株式会社中本鉄工 4220001004809 通常枠 医療分野におけるＰＣＲ検査機製造の開拓事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 小松市 R2172U00061 株式会社善吾楼 4220001021515 通常枠 登録文化財指定予定庭園活用と個室露天風呂を併せた新たな旅館の再構築 税理士法人竹長会計
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中部 石川県 白山市 R2172U00066 株式会社マイテック 6220001009707 通常枠 ＩＯＴ及びロボットを活用した溶接新技術による事業再構築 石川県商工会連合会

中部 石川県 河北郡津幡町 R2172U00071 北陸セメント販売株式会社 4220001017694 通常枠 生コンクリート練り混ぜ機への混和材投入のための装置一式増設工事 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 小松市 R2172U00072 株式会社曽田製作所 6220001012074 通常枠 機械加工事業をベースにした精密高周波熱処理サービスへの新分野展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00073 有限会社エニィワン 7220002007329 通常枠 ＡＩを活用した日本語教育システムの開発と国際日本語教育センター設立事業 税理士法人中山会計

中部 石川県 金沢市 R2172U00074 中村製畳株式会社 2220001015114 通常枠 畳・内装業での地域知名度を活かした空き家管理事業への取組 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 R2172U00076 株式会社彦田 7220001005481 通常枠 医療と美容を融合したアピアランスケアの研修施設と仕組みの構築 平川雄二

中部 石川県 白山市 R2172U00080 有限会社大屋醬油 4220002000105 通常枠 醸造スイーツや醸造体験等で観光誘客を図る老舗醤油製造所の挑戦 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 R2172U00081 有限会社バンボウ 7220002004722 通常枠 顧客のコーヒーライフをサポートする新店舗での新サービスを活用した物販部門強化計画 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 R2172U00082 株式会社フォルクレーベン 1220001008440 通常枠 介護付き有料老人ホーム内に通所リハビリセンターを開設する 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 R2172U00084 北陸エアコン株式会社 1220001007938 通常枠 循環蒸留方式の導入による新種フロンガス再生と販路拡大 西田　基博

中部 石川県 白山市 R2172U00086 株式会社マルショー 5220001009443 通常枠 ロストワックス製法の習得による金属加工からブレード金型への新展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 R2172U00087 花の屋 通常枠 山代プラス「人が集まる場所が持つ、地域とのつながりの可能性」 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00088 株式会社金沢有馬 8220001010943 通常枠 「カラオケボックス」から「シェアオフィス」「レンタルスタジオ」等の多目的施設への新展開 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 R2172U00092 笠間理夏子 通常枠 北陸初！金沢の若手女性デザイナーが手掛ける「ノンアルコール専門店」 税理士法人中山会計

中部 石川県 金沢市 R2172U00094 株式会社堀他 2220001006146 通常枠 八百屋のスイーツ生産強化事業計画 山本　兼三

中部 石川県 小松市 R2172U00095 有限会社ジータ 3220002013322 通常枠 スモールスタート＆クイックウィンの省人化設備開発販売事業 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 R2172U00107 株式会社ロングパーツ 1220001007558 通常枠 ステンレス製長尺ワーク高精度加工技術確立による半導体装置分野への進出 株式会社迅技術経営

中部 石川県 白山市 R2172U00108 有限会社直海屋 8220002000191 通常枠 ドライブスルー薬局や高度医療用薬の訪問提供による新規開拓 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 R2172U00110 有限会社のさか 4220002004535 通常枠 アフターコロナに向けたオンラインとリアルを融合した新店舗事業 藤井　雅英

中部 石川県 加賀市 R2172U00114 有限会社吉花 2220002013100 通常枠 団体客からの転換、個人客向け日帰り施設＆商品の販売 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 R2172U00115 本田機械工具株式会社 3220001006137 通常枠 ＡＩ活用による試作品等の極小ロット製品加工事業への新分野展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 R2172U00116 中川産業株式会社 1220001014868 通常枠 再生素材による高性能エコポリエステル生地の開発と販路開拓 株式会社福井銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00117 株式会社家元 2220001011625 通常枠 動物病院向けアプリ開発とトータルプロデュース体制の確立 浅田　章大

中部 石川県 金沢市 R2172U00122 中島メッキ工業株式会社 8220001004747 通常枠 特定業界依存脱却の為の次世代型環境対応めっき皮膜の実現 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 かほく市 R2172U00124 有限会社今村興業 2220002016771 通常枠 『日本海側で初となる、介護レベルの高い高齢者向け、高齢者住宅の経営による事業再構築計画』 のと共栄信用金庫

中部 石川県 能美市 R2172U00125 タケダ機械株式会社 2220001012680 通常枠 マテハン業界向け革新的な複合加工機の新開発 ひまわり経営サポート株式会社

中部 石川県 野々市市 R2172U00127 ヨシオエンジニアリング株式会社 5220001000559 通常枠 高精度・高難度の部品加工に特化した製造機能と商社機能による複合的な事業展開 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00131 加賀繍ＩＭＡＩ 通常枠 伝統工芸品「加賀繡」に使用する刺繍糸４０００色の染色・販売事業 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 R2172U00133 株式会社中川鉄筋工業所 5220001000443 通常枠 暮らしを充実させるアイアン家具「ｎｏｎｏＬａｂｏ」の製造販売 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00135 株式会社みづほ室内工業 5220001014996 通常枠 受注先個別デザイン対応内装材の開発と販路開拓によるインターネット通信販売でのＢｔｏＣビズネスの加速化 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00136 株式会社兼六 8220001002619 通常枠 特別名勝兼六園内の噴水前に佇む「和風庭園オーベルジュ」の事業構想 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 R2172U00140 株式会社山越 2220001003168 通常枠 オンラインワークフローシステム導入による製造プロセスＤＸ化と製品価値向上 株式会社北國銀行

中部 石川県 能美郡川北町 R2172U00141 高鍬金庫株式会社 7220001008798 通常枠 「ステンレス板金加工事業」の体制造りによる、半導体市場への展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 R2172U00143 有限会社小松鋳型製作所 7220002010571 通常枠 ３Ｄ造形技術を活かした食品用樹脂型による菓子企画製造への展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 R2172U00154 株式会社ツカサ 2220001007821 通常枠 ２０２４年問題を見越した新倉庫建設による物流のワンストップサービス事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00155 羽二重豆腐株式会社 6220001005375 通常枠 健康志向の新商品（ノンミート食品）による市場開拓 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 R2172U00157 株式会社クラスコデザインスタジオ 6220001018187 通常枠 リノベーションデータを活用した不動産フロントシステムの販売 株式会社北陸銀行

中部 石川県 小松市 R2172U00161 株式会社坪内 1220001022268 通常枠 重切削・高精度の生産ライン構築による半導体製造装置への新展開 村西　卓

中部 石川県 白山市 R2172U00163 株式会社朝日電機製作所 5220001008940 通常枠 医療向けプリント基板実装環境の構築 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 R2172U00170 株式会社西鐵工所 3220001009321 通常枠 電気自動車向け部品製造事業及び工具ビビリ対策装置開発事業計画 金沢信用金庫

中部 石川県 輪島市 R2172U00175 のと栄能ファーム 通常枠 奥能登初の農家直営の米粉ベーグル製造で農村の振興を図る事業展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 加賀市 R2172U00176 北陸建材工業株式会社 1220001013399 通常枠 廃石膏ボードリサイクルによる地域の循環型社会形成推進への貢献 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00183 株式会社金澤兼六製菓 5220002016166 通常枠 全粒粉１００％の洋菓子メーカーとして健康志向市場へ新規展開 株式会社みずほ銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00185 株式会社中善工務店 4220001004841 通常枠 土採掘場跡地の遊休資産を活用したトレイルライドパーク運営事業 北村　尚也

中部 石川県 小松市 R2172U00187 株式会社北日本テクノス 8220001011900 通常枠 コロナに打ち克つ「小型ＥＶ車両」メインフレーム量産化事業 株式会社福井銀行

中部 石川県 金沢市 R2172U00190 株式会社二羽歯切 6220001005061 通常枠 小型遊星歯車の高精度加工を通じたロボット・エネルギー分野への進出 株式会社迅技術経営

中部 石川県 かほく市 R2172U00192 石川可鍛製鉄株式会社 5220001017355 通常枠 次世代自動車防振用部品製造のための自動化ライン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

中部 石川県 金沢市 R2172U00193 株式会社ストアハウス 7220001009573 通常枠 インバウンド向け民泊施設を「一人暮らしの高齢者向けコミュニケーションアパート」に大幅改装 中泉　友治

中部 石川県 白山市 R2172U00194 株式会社ビー・ケー・テイ 8220001008814 通常枠 日本初の高出力レーザー加工機を導入し、超厚板のクリーンカット技術への新分野展開を図る 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 R2172U00196 株式会社セカンドセンス 2220001019998 通常枠 サードプレイスカフェ併設、デイユース可能な貸切温泉付き高付加価値の宿 光山　弘章

中部 石川県 羽咋郡志賀町 R2172U00198 イグレックキッチン株式会社 8220001022212 通常枠 能登の冷凍グルメをオンラインで！絆を作る体験型コースギフト 石川県商工会連合会

中部 岐阜県 揖斐郡大野町 R2212G00001 株式会社稲富石油 6200002015268 卒業枠 Ｍ＆Ａによる「ガソリンスタンド」の「一般貨物自動車運送業」への進出 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00001 株式会社ライフ 1200001028465 緊急事態宣言特別枠 塗装事業者の本格的インドカレー店オープンによる新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00004 合同会社Ｌｉ－Ｆｒａ 8200003004334 緊急事態宣言特別枠 求職者のための支援訓練実施に向けた訓練校開校事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 多治見市 R2212S00005 株式会社池田産業 8200001020465 緊急事態宣言特別枠 設計・施工管理力を活かした質の高いリフォームビジネスへの展開 足立　剛

中部 岐阜県 羽島市 R2212S00006 有限会社大野サービス 1200002011494 緊急事態宣言特別枠 運送業から自動車整備事業への業種転換 中野　一宏

中部 岐阜県 関市 R2212S00007 有限会社プライムタカ 7200002019094 緊急事態宣言特別枠 旅行店がレモネード販売店を県内初出店させ事業再構築を行う計画 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 R2212S00008 株式会社ヤマベイ 9200001019622 緊急事態宣言特別枠 オンラインカウンセリングのマッチングサイト構築 永山　寛正

中部 岐阜県 高山市 R2212S00009 ホワイトルンゼ 緊急事態宣言特別枠 アレルゲン２８品目不使用で安心を届ける災害備蓄用クッキー開発 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター
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中部 岐阜県 羽島郡笠松町 R2212S00010 有限会社サポート 3200002012053 緊急事態宣言特別枠 笠松初！！コロナに負けるな障がいを持つ方への就労継続支援計画 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 中津川市 R2212S00011 株式会社辰喜建築工芸 8200001023872 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍のニーズに対応したモデルハウス建設による新営業戦略 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 大垣市 R2212S00012 有限会社クッチーナ 2200002015148 緊急事態宣言特別枠 「ミシュランの味をご家庭へ」事業計画 足立　博男

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00013 ナチュラルビューティーセレブ館 緊急事態宣言特別枠 エステグランプリ受賞のサービスと美容師の子どもとともに進出！髪と頭皮のための美容室 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 R2212S00014 酒菜みなみ 緊急事態宣言特別枠 バーの創作料理がお昼に！和牛肉寿司と８０超メニューが楽しめる本格和食店展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00016 株式会社ツアーコンサルタンツ 7200001003421 緊急事態宣言特別枠 ＥＣサイトでの受注体制の構築と固定費削減 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 海津市 R2212S00017 いなりや 緊急事態宣言特別枠 店前飲食サービスの展開により安心して気軽に立ち寄れるお店へ 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00019 コジ　コジ 緊急事態宣言特別枠 本格パスタソースのテイクアウト商品開発と移動販売車によるアウトバウンド営業 篠田　陽子

中部 岐阜県 加茂郡七宗町 R2212S00020 株式会社丸信住宅産業 1200001017609 緊急事態宣言特別枠 体験型モデルハウスを営業ツールに建売住宅事業へ業態展開を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 岐阜県 大垣市 R2212S00021 菅原内装 緊急事態宣言特別枠 店舗内装工事業から少数飼育のブリーダー業への新分野展開 渡邊　万洋

中部 岐阜県 高山市 R2212S00023 ファニチャースタジオｎｏｃｏ 緊急事態宣言特別枠 クラフトギャラリー＆ワークショップ施設の新設による事業の多角化と新規顧客の創出策 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00024 グランツ株式会社 9200001033631 緊急事態宣言特別枠 ＳＮＳ拡散により地域貢献・エコ商品をＥＣサイトで直接販売 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 高山市 R2212S00026 有限会社雉子舎 8200002025141 緊急事態宣言特別枠 飛騨木工技術とクラフト製品創作力を活かした装飾工芸品分野進出 飛？信用組合

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00027 株式会社ＭＬＣ 9200001030380 緊急事態宣言特別枠 岐阜県初！ドライブスルー形式車型テイクアウトカフェ 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00028 炭焼まるいち 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーで新市場へ進出！自慢の唐揚げとチャーハン販売 岐阜商工信用組合

中部 岐阜県 中津川市 R2212S00029 有限会社岩寿荘 3200002024288 緊急事態宣言特別枠 ワーケーション需要獲得に向けた客室改築と宿泊プランの導入 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 郡上市 R2212S00030 ＵＮＩＣＯｎａｉｌ 緊急事態宣言特別枠 ネイルサロンから男性専用セルフ脱毛サロンへの事業転換 税理士法人創経

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00031 株式会社オオノ 4200001030451 緊急事態宣言特別枠 作業場改装による新商材ＮＡＮＯＣＴ（ナノクト）の新分野への展開 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 R2212S00032 エクステリア＆ガーデン　美翔 緊急事態宣言特別枠 庭から提案し自然と共生する家づくりへの事業転換で雇用の継続と実現 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 瑞穂市 R2212S00035 株式会社ＭＧ国際貿易 9200001029935 緊急事態宣言特別枠 安心安心を届ける日本製ブランドを、衛生に悩む消費者への届ける企画製造業への転換 篠田　陽子

中部 岐阜県 中津川市 R2212S00036 有限会社内木モータース 2200002024108 緊急事態宣言特別枠 自動車整備業×ドッグサロンによる新たな市場開拓 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 大垣市 R2212S00038 和モダンフレンチ　たかはし 緊急事態宣言特別枠 ケーキ等の新たな製造販売により、外出自粛やプチ贅沢志向に対応 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 各務原市 R2212S00039 株式会社林本店 9200001007412 緊急事態宣言特別枠 日本酒醸造技術を応用した、機能性表示食品の製造・販売を開始 各務原商工会議所

中部 岐阜県 高山市 R2212S00040 山一商事株式会社 4200001025245 緊急事態宣言特別枠 直営飲食店を閉鎖し、飲食店へのデジタル機器等の販売への進出 インターグロー税理士法人

中部 岐阜県 山県市 R2212S00042 ビストロサングリエ久助 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーで展開する山県ハヤシライスで地域の活性化 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00043 株式会社アンフィニ 6200001035572 緊急事態宣言特別枠 メンズ専門の脱毛とホワイトニングのセルフサロンへの業種転換 深川　祐司

中部 岐阜県 大垣市 R2212S00045 ガチブタ（我一豚） 緊急事態宣言特別枠 店内飲食中心のラーメン店からテイクアウトが主体の店舗への業態転換 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 美濃加茂市 R2212S00046 株式会社アドバンス 4200001018884 緊急事態宣言特別枠 シミュレーションゴルフ事業で地元企業に健康経営の推進を図る！ 馬渕　智幸

中部 岐阜県 可児市 R2212S00048 株式会社金三 2200001035056 緊急事態宣言特別枠 アフターコロナを見据えた繁華街へのコロナ対応型店舗の新規出店 東濃信用金庫

中部 岐阜県 可児市 R2212S00049 株式会社康生 5200001017852 緊急事態宣言特別枠 顧客層の拡大！創業１００年に向けての新商品開発 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00051 株式会社富士清空工業所 7200001004444 緊急事態宣言特別枠 マスクのフィットテスト新サービスの提供 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 中津川市 R2212S00052 株式会社星ケ見 6200001023544 緊急事態宣言特別枠 旅館設備活用によるしゃぶしゃぶ・すき焼き店への事業転換で売上回復を実現 株式会社アクセルパートナーズ

中部 岐阜県 郡上市 R2212S00054 ナチュラルファームＣｏｃｏｒｏ 緊急事態宣言特別枠 農業から業種転換「充電（癒やし）と放電（仕事）を繰り返せるワーケーション施設」 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00055 株式会社カミリアジャパン 5200001032430 緊急事態宣言特別枠 非対面で家族みんなが安心に美容健康維持できるセルフエステ事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 大垣市 R2212S00057 株式会社ノガレス 1200001036113 緊急事態宣言特別枠 スムージーのテイクアウト専門店開業による新分野展開への挑戦と新たな売上の確保 税理士法人清会計事務所

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00058 株式会社Ｔｈｉｎｋ　Ｂｌｕｅ 6200001029608 緊急事態宣言特別枠 ＡＲ技術を用いて、現実空間上に情報を重ねるアプリケーションの開発 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00060 ＳＨＩＡＷＡＳＥ株式会社 4200001036440 緊急事態宣言特別枠 非接触型注文システムを利用した韓国料理テイクアウト事業の展開 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00062 株式会社ぎふ初寿司 6200001008009 緊急事態宣言特別枠 老舗寿司屋が寿司と天ぷらと炉端焼の美味しい「海鮮炉端居酒屋」へ業態転換 藤垣　寿通

中部 岐阜県 大垣市 R2212S00063 合資会社花村産業 6200003001696 緊急事態宣言特別枠 海鮮居酒屋から「出張エンジンクリーニング事業」への業種転換 河合　伸治

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00066 合同会社あした 6200003004518 緊急事態宣言特別枠 介護事業ノウハウを生かした産後ケアサポートサービスの新分野展開 糸川　純平

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 R2212S00067 有限会社上田製パン 8200002015324 緊急事態宣言特別枠 イベント実施型店舗への改装と屋外イベント定期開催事業の構築化 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 海津市 R2212S00068 九洲屋 緊急事態宣言特別枠 新商品「草もちミールキット」のＥＣサイト販売による全国展開事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 多治見市 R2212S00071 株式会社ユラコーポレーション 4200001027571 緊急事態宣言特別枠 パートナーインクルーシブ事業。体質改善をフルサポートする。 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 加茂郡川辺町 R2212S00073 ヘアデザインナチュール 緊急事態宣言特別枠 セルフビューティー事業 税理士法人ＺＥＲＯ

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00076 株式会社スパーダ 8200001030852 緊急事態宣言特別枠 非接触型店舗における冷凍ピザの卸売プロジェクト 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 高山市 R2212S00077 株式会社ＭＯＮＯＳＴＯＮＥ 4010401100138 緊急事態宣言特別枠 飛騨の地域資源を活かした、経済循環型結婚式事業 高山商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00079 伊藤テキスタイル株式会社 6200001000361 緊急事態宣言特別枠 ベーカリー事業の新規立ち上げによる商品開発および売上拡大 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00080 株式会社酒井設計事務所 3200001002146 緊急事態宣言特別枠 プライベートサウナ設計事業展開による売上拡大と健康生活提供 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 美濃市 R2212S00081 株式会社シルエフ 7200001034210 緊急事態宣言特別枠 地域密着型・住民と中小企業を繋ぐ生活のお困りごと解決サービス事業 一般社団法人共創デザイン総合研究所

中部 岐阜県 高山市 R2212S00082 株式会社本陣平野屋 7200001025127 緊急事態宣言特別枠 新しい旅館型ワーケーション「ワーク×家族×休暇」の再構築 ＭＭＰＣコンサルタンツ株式会社

中部 岐阜県 下呂市 R2212S00083 丸中製麺所株式会社 9200001026214 緊急事態宣言特別枠 自家製麺を使った飲食店参入事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 大垣市 R2212S00084 株式会社キャリックス 3200001031491 緊急事態宣言特別枠 運送業者に特化したタイヤ交換サービス事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 多治見市 R2212S00087 旬彩真心 緊急事態宣言特別枠 創作和食居酒屋からラーメン店への事業転換 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212S00088 居酒屋　御瑠草 緊急事態宣言特別枠 脱　居酒屋！　昼営業による肉そばの新規展開とテイクアウトの開始 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 高山市 R2212S00089 有限会社松喜すし 3200002026697 緊急事態宣言特別枠
客足減少による増加するフードロスを新市場の需要に対して収益化するテイクアウト＆デリバリー新サービス提供の

挑戦
遠藤　隆浩

中部 岐阜県 多治見市 R2212S00092 Ｃａｆｅ　ＫａＲＡ　ＫａＲＡ 緊急事態宣言特別枠 韓国料理カフェ＆ダイニングから韓国食品の小売業への業種転換 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 各務原市 R2212U00002 岩戸工業株式会社 5200001006830 通常枠 既存製造技術を活かしたニッチ市場への展開による経営革新の実現 各務原商工会議所

中部 岐阜県 郡上市 R2212U00005 中部スノーアライアンス株式会社 2200001026699 通常枠 スキー場オンリーからの脱却！ゲレンデを活かしたキャンプ＆農業体験事業 岐阜県商工会連合会
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中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00006 有限会社酒井工業 1200002001883 通常枠 耐摩耗鋼板を素材に用いた破砕機用ロングライフ部品の新規製造および販売。 羽根田　隆弘

中部 岐阜県 山県市 R2212U00010 有限会社タカキ製作所 4200002006475 通常枠 ＣＮＣ自動旋盤、自動ライン化設備導入による新たな業界への進出 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 郡上市 R2212U00012 グリーン・デイズ合同会社 9200003004275 通常枠 最新ドローンを活用した測量技術の高度化および新サービス展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00015 有限会社和幸 3200002007549 通常枠 総菜用冷凍水産食品の極小ロット生産体制確立による事業再構築 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 美濃市 R2212U00016 和宗株式会社 9200001029266 通常枠 新たな事業への挑戦！障害福祉サービスマッチング事業による事業再構築 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00018 六原建設株式会社 9200001005911 通常枠 複合施設建設によるまち全体の価値向上を目指す地域リノベーション事業 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 R2212U00019 株式会社メタルワークス 9200001012692 通常枠 下請依存から脱却し、遮熱コンテナハウスの製造・販売事業に参入 岩本　秀巳

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00021 株式会社クインズゲイト 8200001027345 通常枠 紹興酒ＪＯＪＩＢＥＮＩから開発したお酢ベースのオリジナルドレッシング等の製造による調味料市場の参入計画 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 可児市 R2212U00025 株式会社シルヴァンブリーズ 6200001018825 通常枠 学習塾経営に革新をもたらす七色システムの開発 株式会社未来財務サポート

中部 岐阜県 中津川市 R2212U00026 株式会社林製作所 5200002023511 通常枠 ５面加工技術習得によるゆらぎの無い高精度・大型金型への業態転換 株式会社愛知銀行

中部 岐阜県 大垣市 R2212U00027 中部カラー工業株式会社 5200001013967 通常枠 塗装業から印刷業への挑戦オーダーメイドデザイン基材提供事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00029 株式会社坂口捺染 6200001002176 通常枠 圧倒的な短納期と高いプリント技術で親子に提供するリンクコーデ 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00031 株式会社ＥＦＨ 8200001032634 通常枠 パン製造・小売事業およびコーヒースタンド事業 堀　佳一

中部 岐阜県 下呂市 R2212U00032 株式会社舞台峠 8200001026033 通常枠 団体旅行客から個人客、農家への地域振興新業態展開 宮澤　博之

中部 岐阜県 郡上市 R2212U00033 株式会社相互 9200001026429 通常枠 老舗建設会社の知名度、巨大な倉庫、好立地、地元の繋がりを活かし、カフェレストランの開業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00037 大生堂薬品工業株式会社 4200001002987 通常枠 昭和の疲労回復企業からコロナ時代のテレワーク応援企業への大転換 株式会社ＡＣＣ

中部 岐阜県 関市 R2212U00040 株式会社広瀬屋呉服店 8200001019499 通常枠 洗う以上のよろこびを提供できるコインランドリー業への参入 関信用金庫

中部 岐阜県 安八郡神戸町 R2212U00041 日電精工株式会社 3200001014629 通常枠 ＩＧＢＴ部品の製造による電気自動車分野への新規参入 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 下呂市 R2212U00042 さつき苑温泉供給株式会社 3200001025799 通常枠 事業再編後の自社の強みを活かしてホテル宿泊市場への新分野展開 新山　寛晃

中部 岐阜県 各務原市 R2212U00043 株式会社ビー・アイ・テック 6200001008280 通常枠 新製品販売力構築による、研究開発から医療品製造販売業への発展 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 関市 R2212U00046 奥長良川名水株式会社 2200001019819 通常枠 エコボトル＆野草水開発で切り拓く史上初の水専門Ｗｅｂサイト構築 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 R2212U00047 株式会社ソウゾウ 5200001036885 通常枠 レビュー動画に特化した購入型クラウドファンディングサイト運営事業 関信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00053 カワボウ繊維株式会社 7200001008627 通常枠 ホールガーメント機による衣料製品の社内一貫生産ラインの構築 株式会社商工組合中央金庫

中部 岐阜県 大垣市 R2212U00054 東海サーモ株式会社 5200001014008 通常枠 生地メーカーから、自動車部品メーカーへの進出 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 羽島市 R2212U00058 株式会社プロスパー 5200001011459 通常枠 脱炭素社会に向けた次世代ＥＶ式小型モビリティ外装部品への新分野展開 後藤　篤志

中部 岐阜県 各務原市 R2212U00061 株式会社川嶋建設 7200001036628 通常枠 自動車整備・中古車販売を通じて近隣住民・協力会社との関係を強化 岩本　秀巳

中部 岐阜県 関市 R2212U00070 株式会社ナカダクラフト 9200001020051 通常枠 ５軸加工機とＩｏＴ技術の活用による、高稼働・高生産体制の構築 小倉　裕樹

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 R2212U00071 株式会社トーテック 7200001027866 通常枠 金属加工技術の向上で水質保全船製造事業に進出し地球環境改善に貢献 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00075 高橋製瓦株式会社 4200001003168 通常枠 ポストコロナ時代を見据えた新・伝統工法による達磨窯瓦製造及び市場開拓 遠藤　久志

中部 岐阜県 加茂郡八百津町 R2212U00076 ＣＹＣ株式会社 8200001017247 通常枠 リチウムイオン電池リサイクル・レアメタル回収装置事業の展開による事業再構築 税理士法人フィールド

中部 岐阜県 関市 R2212U00082 有限会社大澤刀剣 2200002018539 通常枠 オリジナル高級包丁の製造販売と海外への直接販売事業 株式会社フライングサポート

中部 岐阜県 中津川市 R2212U00083 恵那醸造株式会社 3200001023646 通常枠 酒造製造技術を活かした代替のきかない新価値を創出し新事業展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 加茂郡富加町 R2212U00085 株式会社ＦＥＳＴＡ 6200001031497 通常枠 血糖値の上昇を抑える食品を製造しアスリートやシニアに提供する 東濃信用金庫

中部 岐阜県 関市 R2212U00086 株式会社キョウワ 9200001019085 通常枠 新分野の開拓による機械装置製造事業の再構築と事業ポートフォリオの最適化 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 各務原市 R2212U00089 株式会社扇屋 6200001006904 通常枠 強みを活かして「災害被害軽減のための地盤改良工事」へ新規参入。 羽根田　隆弘

中部 岐阜県 中津川市 R2212U00097 株式会社熊﨑精工 3200001023910 通常枠 ダイカスト部品市場から成長著しいモーターコア市場への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 R2212U00098 株式会社ホワイトハウス 1200001020983 通常枠 Ｂｏｏｋ型防災キットの販売事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00099 有限会社ファーイースト 8200002006711 通常枠 葬儀業界向け霊柩車運行管理クラウドサービスの展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 飛騨市 R2212U00101 株式会社八ツ三館 9200001036948 通常枠 飛騨地域の食材を活用するチーズケーキ専門カフェへの参入 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 恵那市 R2212U00105 株式会社恵那川上屋 9200001024416 通常枠 栗餡および栗パウダーを焼菓子に転用、焼菓子製造プロセスの自動化による通販卸、ＯＥＭ供給体制の構築 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 中津川市 R2212U00107 株式会社広和木材 1200001023350 通常枠 岐阜県産「東濃桧」の無垢材を使用した特製大型家具製造体制の構築 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00108 有限会社正忠商店 8200002004302 通常枠 風雨の夜間でも快適に荷物を搬出入できる屋内型トランクルームの新規開業 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00114 勝栄工業株式会社 9200001009202 通常枠
解体後の処分ゴミを１００％リサイクル！！産業廃棄物がセラミックになる夢の技術ＥＲＣＭで、ゴミを宝

に変えて新規事業を展開
岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00115 株式会社丸泰 1200001005051 通常枠 建築会社から多角化企業へ　～宿泊事業への展開～ 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00117 アンディネット 通常枠 有人接客型ハイブリッドコインランドリーの開業 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 関市 R2212U00118 イワノ工業株式会社 1200001018961 通常枠 新プラント建設による「高強度コンクリ―ト」の製造開始と公共工事への新規参入 株式会社エベレストコンサルティング

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00121 株式会社岐阜スイミングスクール 8200001001309 通常枠 アスリート向け本格高地トレーニングへの新分野転換 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00123 株式会社サニーエンジニアリング 7200001002258 通常枠 医療支援用ロボット部品金型製作への新たなる挑戦 株式会社商工組合中央金庫

中部 岐阜県 飛騨市 R2212U00126 株式会社ＨＩＤＡＩＩＹＯ 7200003003460 通常枠 コンセントレーション・プロジェクト型ニーズ向け空間提供サービス 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 本巣市 R2212U00127 白木建設株式会社 9200001009986 通常枠 ウッドショックに対応するための国産建材を活用した新たな取り組み 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00128 株式会社岡本 7200001008552 通常枠 土木分野および半導体分野の鋳物部材の新規取り込みによる新分野展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 大垣市 R2212U00133 株式会社ゼロックス 9200001028012 通常枠 地域福祉の主体を担う共同生活援助サービスによる新分野展開 税理士法人おおがき会計

中部 岐阜県 多治見市 R2212U00135 株式会社山建重機 4200001021112 通常枠 リテラ工法による建設発生土のリサイクル推進事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00138 有限会社中日本タオル 9200002003385 通常枠 地元に寄り添うスマートランドリーと宅配洗濯代行サービス事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 R2212U00139 サシヒロ株式会社 5200001016219 通常枠 「パーソナルスペースＢＯＸ」の量産化に対応するための再構築事業 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 R2212U00140 中日トレーディング株式会社 3200001012599 通常枠 卸売業から”売れる”商品を見極める目利き力を生かし、健康と美容の製造小売業へ。 篠田　陽子

中部 岐阜県 中津川市 R2212U00141 有限会社福嶋陸送 7200002023550 通常枠 大型車両の修理技術と実績を活かしたレッカー車製造販売および大型レッカー事業参入 株式会社愛知銀行

中部 岐阜県 大垣市 R2212U00145 株式会社川瀬樹脂工業 9200001013476 通常枠 ＩｏＴ化で挑むエコ貢献と感染対策を両立する吸引機付立体パネル開発 株式会社十六銀行
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中部 岐阜県 美濃加茂市 R2212U00146 有限会社川登屋 9200002015991 通常枠 コロナ禍の生産者の野菜・果実の廃棄ロスゼロを目指す食品加工事業 美濃加茂商工会議所

中部 岐阜県 多治見市 R2212U00148 株式会社栄ステンレス 8200001022957 通常枠 超精密な平面度が求められる燃料電池用コイル製造装置の海外展開 東濃信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 R2212U00150 合名会社安田商店 5200003001169 通常枠 ＢｔｏＢから新商品開発によるＢｔｏＣでの新規事業化 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 可児市 R2212U00152 株式会社シモセキ 7200001031075 通常枠 ネットと融合した美術品のライブオークションの開設 税理士法人ＺＥＲＯ

中部 岐阜県 中津川市 R2212U00156 株式会社馬籠館 1200001027483 通常枠 観光地馬籠の新たなブランド創出による地域活性化事業 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 土岐市 R2212U00158 光洋陶器株式会社 2200001021295 通常枠 密を避けて窯業の最新技術を体験できる産業観光事業へ新分野展開 東濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00162 中部産機システムズ株式会社 8200001034250 通常枠 特殊車両の整備技術を活かしたＢｔｏＣ向け電気自動車・超小型モビリティの販売メンテナンス 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 中津川市 R2212U00165 株式会社中部商事 3200001024306 通常枠 ＯＥＭ事業に取り組み飲食店をサポートする拠点構築事業 中津川商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00170 髪屋 通常枠 店舗管理力を活かし、コロナ疲れを癒す個室美容院を設立 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 R2212U00171 セイノウ設備株式会社 5200001030649 通常枠 グランピング施設運営による思い切った再構築でコロナから脱却！ 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 羽島市 R2212U00173 株式会社ハナムラ 8200001011803 通常枠 バーチャルリアリティーショールーム、Ｅコマースプラットフォーム構築補助金 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 R2212U00178 恵東精機株式会社 3200001023340 通常枠 高精度放電加工機による電動自動車向け部品金型製造事業による新たな顧客開拓 小倉　裕樹

中部 岐阜県 恵那市 R2212U00181 株式会社柘植建設 8200001024243 通常枠 新技術による東濃ひのき新製品の生産と販売事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 美濃加茂市 R2212U00182 Ｃｕｅ　ｃｒｅａｔｉｖｅ　ｗｏｒｋｓ 通常枠 デザイン思考を活かしたペーパークラフトの通販事業構築 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 岐阜県 恵那市 R2212U00183 Ｇｏｏｄホーム株式会社 3200001024405 通常枠 新分野・不動産業へ進出の為の新規営業所作り 恵那商工会議所

中部 岐阜県 関市 R2212U00191 トマト工業株式会社 4200001020122 通常枠 サーモセッティングレジン切削工場の立ち上げ 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 R2212U00193 杉浦製陶株式会社 3200001022020 通常枠 静電塗装技術の実用化によるグローバル戦略製品の製造 東濃信用金庫

中部 岐阜県 高山市 R2212U00197 株式会社つづく 4200001030658 通常枠 革新的面談方法の新規展開による生産性向上と地域活性化への貢献 飛驒信用組合

中部 岐阜県 美濃加茂市 R2212U00198 株式会社アイランドリディム 9180301011868 通常枠 アレルギー対応アイスクリーム製造販売事業 犬山商工会議所

中部 岐阜県 各務原市 R2212U00199 株式会社前田ビーケイ 4200001012615 通常枠 包装機械組立事業に進出し、金属加工から組立までの一貫生産体制の構築 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 関市 R2212U00207 株式会社カレット 5200002019484 通常枠 既存事業とのシナジー効果が発揮できる溶岩石ホットヨガへの着手 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00210 株式会社エスイーアイ 7200002002620 通常枠 通信機能を搭載した非常用蓄電池システムの開発および販売による新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 多治見市 R2212U00211 ＺＡ　ｈｏｍｅ株式会社 6200001034946 通常枠 コロナ禍におけるソーシャルディスタンスの為のキャンピングカー製作販売事業計画 東濃信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 R2212U00213 有限会社山音商店 8200002020852 通常枠 地域密着の八百屋から飼育環境に配慮したブリーダー事業への展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 大垣市 R2212U00215 株式会社烏骨鶏本舗 1200001016544 通常枠 烏骨鶏原料による新規事業拡大 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 R2212U00218 株式会社ライフ敷島 4200001002450 通常枠 認知症老人グループホーム運営経験を活かした障害者グループホーム新分野展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 大垣市 R2212U00221 有限会社早野研工 5200002013058 通常枠 今やるしかない！オリジナル商品でＢｔｏＣ市場への販路開拓 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00225 伸光製菓株式会社 6200001002440 通常枠 高級洋菓子小売店への新分野展開による新規顧客の獲得と販路開拓 各務原商工会議所

中部 岐阜県 郡上市 R2212U00226 株式会社キャリーオン 1200001030025 通常枠 放課後等デイサービスの新分野展開 浅野高嗣

中部 岐阜県 各務原市 R2212U00227 株式会社ハヤシモールド 9200001038192 通常枠 ＳＴＬ金型製造技術を活かしたオリジナルプラモデル事業の構築 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 美濃市 R2212U00230 大豊化学工業株式会社 9200001019300 通常枠 廃プラ由来の材料から電設資材を製造販売する新しいエコ事業計画 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00233 株式会社信立 9200001026924 通常枠 航空機依存からの脱却を狙った医療機器部品への新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 郡上市 R2212U00235 株式会社郡上螺子 9200001026619 通常枠 新分野“半導体製造装置部品製造”への新規参入事業計画 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 高山市 R2212U00238 ユンヌフルール 通常枠 鹿ダシによるフレンチレストランを宿泊施設型オーベルジュへ 高山信用金庫

中部 岐阜県 高山市 R2212U00240 有限会社内木新聞店 3200002026458 通常枠 地域初の高級食パン専門店が町や人を元気にします！ 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 各務原市 R2212U00245 サンミール株式会社 5200001007291 通常枠 冷凍生パスタで需要が高まった家庭料理をターゲットとした販売戦略 各務原商工会議所

中部 岐阜県 多治見市 R2212U00247 株式会社センチュリー 3200001020726 通常枠 動画配信サービスによるステ－クホルダ－復興と地域企業の連携を行う事業 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 各務原市 R2212U00251 株式会社ヤシマ 5200001007597 通常枠 ５０トンストレッチフォーマー導入による鉄道車両部品加工事業への参入 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00252 株式会社ＷｏｒｌｄＷｉｄｅ 5200001036282 通常枠 岐阜の海プロジェクト 各務原商工会議所

中部 岐阜県 関市 R2212U00253 有限会社伸幸精密 6200002018766 通常枠 ポストコロナを生き抜くためのＥＶ部品用金型への参入事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 瑞浪市 R2212U00256 株式会社イトウ化研 6200001022851 通常枠 強みを活かした産業用クリーニング事業　及びコインランドリー事業進出による再構築戦略 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 海津市 R2212U00257 佐藤仏檀店 通常枠 仏壇店によるアロマ製品開発＆オンラインアロマスクール開校事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00259 有限会社ヴィヴィッド 8200002008518 通常枠 美容事業の経験と実績から行うサロン経営サポート事業計画 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 R2212U00261 株式会社ＴＥＡＭ 7200001009435 通常枠 和食の技術と店舗の世界観を活かした和スイーツ工場の建設及びテイクアウト・ＥＣ販売 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 中津川市 R2212U00263 有限会社アミーズ 1180002070634 通常枠 リニア駅開発地域初の災害対応型コインランドリーの導入 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 郡上市 R2212U00269 株式会社ＤＵＲＩＮＧ　ＦＩＥＬＤ 8200001037377 通常枠 自動車・アウトドア融合店舗への挑戦 酒井　智義

中部 岐阜県 可児市 R2212U00272 有限会社一心 6200002017669 通常枠 地域の味を失わせない。うなぎ専門店への転換。 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 R2212U00274 有限会社鈴貴工業 5200002008933 通常枠 軽作業事業を組み合わせた自立支援！障害者支援施設の運営 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 R2212U00279 株式会社丸三 9200001019597 通常枠 「使い捨てプラスティック」から「恒久プラスティック」への転換 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00001 美容室クープドゥ 緊急事態宣言特別枠 非接触型オートメーション化美容室を構築する。 伊藤　彰浩

中部 愛知県 豊川市 R2232S00003 有限会社鈴木青果 9180302014936 緊急事態宣言特別枠 八百屋だからできる！トレーラ型店舗のフルーツパーラーを新分野展開 豊川信用金庫

中部 愛知県 豊田市 R2232S00006 レクラ・ド・リール 緊急事態宣言特別枠 気軽にフレンチを楽しんでいただくキッチンカー 税理士法人春岡会計

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00007 株式会社セブン 6180002031458 緊急事態宣言特別枠 ラーメン・本格中華料理のテイクアウト、デリバリー事業 安部　正明

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00009 株式会社クレセント 2180001054422 緊急事態宣言特別枠 地場の食材・料理・陶芸などの魅力を届けるネット通販事業の展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 常滑市 R2232S00011 株式会社Ｇａｔｔｅｖｉｌｌｅ 6180001120195 緊急事態宣言特別枠 テイクアウトとＳＤＧｓを意識した非接触型ファストフード事業の展開 伊藤　央

中部 愛知県 北名古屋市 R2232S00012 合同会社ＥＬＥＣＴＲＯＮ 2180003020356 緊急事態宣言特別枠 感染リスクを徹底排除した自走ロボット導入焼肉店への事業転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 R2232S00015 なかむら洋品店 緊急事態宣言特別枠 鮮度一番！自家焙煎珈琲で販路拡大！ 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 半田市 R2232S00017 ＧｉｎｏＢｉｌｉ 緊急事態宣言特別枠 いつでも食べることが可能な冷凍ピッツァの新分野展開 半田商工会議所

中部 愛知県 弥富市 R2232S00018 株式会社水谷クリーンサービス 6180001099133 緊急事態宣言特別枠 イベント実施に左右されない常設型店舗出店による業種転換計画 桑名商工会議所
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中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00019 株式会社スマイルツーリスト 8180001107587 緊急事態宣言特別枠 放課後等デイサービスの開設により売上回復と経営の安定を目指す 後藤　公平

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00020 株式会社Ｚｅａｌｅｘ 6180001103051 緊急事態宣言特別枠 インターネットとライフラインの総合窓口への業態転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00022 すし沢 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍の需要をターゲットに既存店と連携した喫茶店事業を展開 豊川信用金庫

中部 愛知県 豊川市 R2232S00024 Ｇａｒａｇｅ　ＣＬｏｖｅｒ 緊急事態宣言特別枠 輸入車専門の自動車整備工場が新たに挑戦するタイヤ交換業務の内製化 豊橋信用金庫

中部 愛知県 春日井市 R2232S00025 有限会社名岐屋 6180002067510 緊急事態宣言特別枠 非生産時間及び空間の活用によるリスク分散的事業への転換 春日井商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00027 株式会社萬里 2180001139909 緊急事態宣言特別枠 金属スクラップ卸売事業での事業再構築に関する事業計画 佐野　良太

中部 愛知県 岡崎市 R2232S00029 繁建設株式会社 2180301003698 緊急事態宣言特別枠 カンボジア人技能実習生の集いの場の創出による売上回復の取組み 西尾信用金庫

中部 愛知県 小牧市 R2232S00030 株式会社藤一番 6180001077015 緊急事態宣言特別枠 新業態の中華料理店でコロナ禍の飲食需要を獲得する 税理士法人コスモス

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232S00031 株式会社Ｂｅａｕｔｙ．Ａｉ 2180001125339 緊急事態宣言特別枠 マスク生活下のニーズに応えるリフトアップミストＥＣ販売事業 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 一宮市 R2232S00033 中名国際貿易株式会社 6180001104520 緊急事態宣言特別枠 輸入商材販売と、想いを継いだエステ事業の融合で女性の美に貢献する ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 北名古屋市 R2232S00035 株式会社ジェイジェイ 4180001062299 緊急事態宣言特別枠 航空機組立で培ったノウハウを生かした、多機能ガラスコーティングの提案・施工事業 株式会社北國銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232S00036 株式会社エステージ 2180001114779 緊急事態宣言特別枠 貸切・会員制シミュレーションゴルフ施設運営による新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232S00037 萬寿食品株式会社 5180001001198 緊急事態宣言特別枠 生食から冷凍食材製造への転換による新市場開拓 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00038 有限会社ケイシンサービス 4180302007300 緊急事態宣言特別枠 成熟市場の業界常識を破壊！「生活者」中心でデザインする「スマート・クリーニング」事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00039 株式会社きときと 7180002053740 緊急事態宣言特別枠 和食料理店による富山発、旬の食材とジビエ物販への新分野展開 足立　剛

中部 愛知県 安城市 R2232S00041 株式会社ＢＲＡＶＯ 3180301016526 緊急事態宣言特別枠 イベント開催支援ＩＴサービスの開発による新分野参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232S00042 天ぷら　やじま。 緊急事態宣言特別枠 美味しいもの、身体に良いものを来店されたお客様、全国のお客様へ 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232S00043 株式会社ライリスト社 5180001034371 緊急事態宣言特別枠 竪琴教室開講及びオンライン発表会開催による売上回復の取組み 株式会社投資育成総合研究所

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232S00045 株式会社エレックイザキ 8180001066684 緊急事態宣言特別枠 ＢｔｏＢで培った省エネと光空間の提案力をリフォーム住宅へ展開する事業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00047 有限会社オートデューク 8180002039441 緊急事態宣言特別枠 オ－ストラリア向け国産中古車の卸販路開拓と越境ＥＣ構築 税理士法人　岡部会計事務所

中部 愛知県 安城市 R2232S00048 ニューセブン 緊急事態宣言特別枠 韓国料理キンパ専門店テイクアウトファストフード事業 安城商工会議所

中部 愛知県 瀬戸市 R2232S00049 稲山陶苑 緊急事態宣言特別枠 新窯元ブランド立上げとＥＣ環境の構築により販売促進を図る 瀬戸商工会議所

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232S00050 株式会社堀商店 9180001050935 緊急事態宣言特別枠 自社企画商品の継続的開発・市場投入体制構築によるＢｔｏＣ分野への展開 糸川　純平

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232S00051 ゆめみらい株式会社 1180001066526 緊急事態宣言特別枠 美尻づくりに特化したオンライントレーニングアプリの開発 澤井　美香

中部 愛知県 豊田市 R2232S00052 株式会社ミューゼ 3180301021402 緊急事態宣言特別枠 デザイン力を活かしたギフト用アーティフィシャルフラワーの製作とＥＣ販売 グラーティア税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00053 株式会社Ｕｎｉｃｕｓ 9180001119747 緊急事態宣言特別枠 ドローン及びサーマルドローンによる調査事業 公益財団法人名古屋産業振興公社

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00054 株式会社萬珍軒 6180001032770 緊急事態宣言特別枠 強みのメディア戦略を活かしたネット販売事業への業態転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 高浜市 R2232S00055 とんかつ懐石こざくら 緊急事態宣言特別枠 『旨い！』『早い！』『お値打ち！』を叶える「焼きトンカツ」専門店出店計画 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 春日井市 R2232S00056 株式会社カネヒロ 4180001073949 緊急事態宣言特別枠 抗菌防カビ特許を活かして塗装市場に参入する外壁パネルの新展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232S00057 エスプラス株式会社 8180001121308 緊急事態宣言特別枠 建柱基礎工法を応用した屋外広告塔施工事業への新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00058 有限会社アシストコム 2180002057069 緊急事態宣言特別枠 在宅勤務者をターゲットとしたストレスチェック事業の構築 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232S00059 株式会社ＭＯＸ　ＰＬＡＮ 6180001128263 緊急事態宣言特別枠
築１５０年の古民家ギャラリーに喫茶スペースを設置し飲食事業とレーザー加工機の貸し事業展開・業種転換事業計

画
井上大輔

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232S00060 株式会社ハッピーチャイルド 4180001095431 緊急事態宣言特別枠 「子育てを学ぶ」大人の学校をハイブリッド教室で全国展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市南区 R2232S00062 株式会社カノウモールド 4180001014275 緊急事態宣言特別枠 プレス金型製造における３次元製作技術を応用したペット関連商品製造への進出。 知多信用金庫

中部 愛知県 春日井市 R2232S00065 ＡＭＹドアテック株式会社 1180001113435 緊急事態宣言特別枠 後付け開閉装置のインターネット販売事業化 春日井商工会議所

中部 愛知県 北名古屋市 R2232S00066 株式会社ＣＯＢＯＯ 6180001063634 緊急事態宣言特別枠 世界初のトライク（３輪バイク）用カスタムパーツおよび完成車販売事業への進出 大橋　誠

中部 愛知県 刈谷市 R2232S00068 チーズ家クヴェレ 緊急事態宣言特別枠 専門店のこだわりを自宅でも再現するチーズ専門レストランのＤ２Ｃ業態転換 若杉　拓弥

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00069 アンツエナジー株式会社 6180001112779 緊急事態宣言特別枠 既存事業の強みを活かしたわらび餅製造小売業への新分野展開 中野　一宏

中部 愛知県 半田市 R2232S00070 ヴォーノ・イタリア半田店 緊急事態宣言特別枠 ビュッフェ形式の食べ放題店からテイクアウトを強化した小規模店舗への移転 知多信用金庫

中部 愛知県 春日井市 R2232S00071 株式会社げじょう接骨院 1180001089659 緊急事態宣言特別枠 接骨院が新たな試みとして高齢者が利用し易いトレーニング施設を新設 春日井商工会議所

中部 愛知県 名古屋市南区 R2232S00072 有限会社川勝鉄工所 7180002043114 緊急事態宣言特別枠 環境産業設備のワンストプサービスを行い、国内回帰を図る事業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00073 株式会社京都屋 1180001035514 緊急事態宣言特別枠 リサイクル着物を活かした、リメイク着物レンタル事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00074 株式会社ＱＵＩＣＫ 9180001061635 緊急事態宣言特別枠 ファミリー向け大衆焼き肉店への新分野展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00075 株式会社ビーヴィオ・オット 5180001102005 緊急事態宣言特別枠 アフターコロナを見据えた刺繍加工業への新分野展開 四俵　正勝

中部 愛知県 春日井市 R2232S00077 株式会社やくだちや 5180001109124 緊急事態宣言特別枠 ライフスタイルの変化及び高齢化社会に対応したコーヒー製造業進出 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 西尾市 R2232S00078 ガレージＫ＆Ｒ 緊急事態宣言特別枠 無人ヘリコプター操縦技術を活用した第一次産業への支援 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 知多郡武豊町 R2232S00079 力士料理すもうＢＡＲ 緊急事態宣言特別枠 新分野展開　健康サロンの開店 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 R2232S00080 ギフト 緊急事態宣言特別枠 日本の縫製技術とナポリのデザインが融合した新ブランドのＥＣ販売 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00082 リバティーンズバー 緊急事態宣言特別枠 メキシカンタコスの店としてフードデリバリー業態へ参入 丸山　和秀

中部 愛知県 江南市 R2232S00085 トーカイｓｙｎａｐｓｅ株式会社 3180001129421 緊急事態宣言特別枠 実店舗のＥＣ化を支援ネットショップ構築のためのオンラインスクール事業 坪井　亮

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232S00086 株式会社ＮＵＫコーポレーション 8180001106449 緊急事態宣言特別枠 こだわりのレストランから、中食＆外食ハイブリッドの再構築モデルへ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 R2232S00089 金生織物工場 緊急事態宣言特別枠 サプライチェーンを守り多品種少量生産需要に対応する新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00090 株式会社パッシオーネ 6180001121912 緊急事態宣言特別枠 「守る」から「攻める」へ！キッチンカーと通信販売事業で新分野展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 知多郡南知多町 R2232S00091 株式会社山海館 8180001093010 緊急事態宣言特別枠 地元食材を活かしたライダー向けカフェ開設による事業再構築 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00092 株式会社ユニティジャパン 3180001013815 緊急事態宣言特別枠 飲食店販売チャンネルの拡大・デリバリービジネスの事業化 名古屋商工会議所

中部 愛知県 春日井市 R2232S00093 株式会社オギハラ 3180001073850 緊急事態宣言特別枠 スポーツ用品の小売販売から非対面型製造小売り販売への展開 安藤　朝将

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00095 株式会社みかわ大国堂 3180301008696 緊急事態宣言特別枠 地元食材を活用した新たな豊橋銘菓の開発・販売による新分野展開 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 大府市 R2232S00096 三代目ちゃ銀 緊急事態宣言特別枠 一人来店客特化型焼肉店の営業を通じた事業再構築 知多信用金庫
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中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 R2232S00098 蔵の舞 緊急事態宣言特別枠 コロナ感染対策“最高レベル”の海鮮焼き専門店へ事業転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 豊田市 R2232S00099 焼肉りゃんけ 緊急事態宣言特別枠 こだわりの自家製韓国惣菜と、旨辛！本場キムチの量り売り店 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232S00100 イタリア食堂Ｇｉｒａｓｏｌｅ 緊急事態宣言特別枠 既存事業のイタリアンを活かした創作和惣菜デリ店開業による事業基盤の強化 山本甲矢

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00101 株式会社アンダンテ 8180001143665 緊急事態宣言特別枠 名古屋大須商店街と連携したコニュニティースペース事業への挑戦 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00104 ＯＲＩＢＥ 緊急事態宣言特別枠 ラーメン店のフレンチシェフが贈るフレンチまぜそばテイクアウトの挑戦 豊橋信用金庫

中部 愛知県 愛知郡東郷町 R2232S00105 株式会社エス．エム．ティ工業 7180001054780 緊急事態宣言特別枠 アイデアと顧客ニーズを実現する技術力で外部環境変化に打ち勝つ企業へ 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00106 Ｌｏｔｕｓ　Ｆｌｏｗｅｒ株式会社 6180001067610 緊急事態宣言特別枠 キッチンスタジオを使った料理教室と未稼働時間のフル活用 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00108 株式会社アルコム 2180001062887 緊急事態宣言特別枠 瀕死のインバウンドインフラ外貨両替事業の復活作戦 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232S00111 古民家サロン彩生 緊急事態宣言特別枠 酸素ボックス導入による非接触サービス構築への新分野展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 豊川市 R2232S00114 フジテックス株式会社 3180301029478 緊急事態宣言特別枠 新たに荷役預かり倉庫事業を開始し事業再構築に取り組む 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 新城市 R2232S00115 株式会社みかわ元気ものがたり 3180301022012 緊急事態宣言特別枠 ドローンを活用した非接触型農業支援サービスへの新規参入 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232S00116 株式会社桜山フーズ 6180001123248 緊急事態宣言特別枠 「快適なごく普通の生活」提供による介護施設運営への新分野展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232S00117 株式会社エヌジェイジー 3180001128662 緊急事態宣言特別枠 衛生管理技術を生かした福祉施設向け冷凍真空パック給食事業展開 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00118 株式会社アデリー 1180001012083 緊急事態宣言特別枠 ネイル、アイラッシュサロンに併設する脱毛サロン事業 株式会社中京銀行

中部 愛知県 西尾市 R2232S00120 三矢水産株式会社 9180301023260 緊急事態宣言特別枠 業界初！自動販売機を使った“おいしい・新鮮な一口干物”販売事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232S00122 有限会社ＷＩＴＨ　Ａ 5180002059962 緊急事態宣言特別枠 換気施設を備えた「ウェビナー配信施設」の構築 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 R2232S00124 株式会社アイチ金属 7180001009743 緊急事態宣言特別枠 業界初・バーチャル＆リアル店舗での高級家具オムニチャネル戦略 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232S00125 インスパイアード 緊急事態宣言特別枠 コロナ時代に対応した新しい事業スタイル構築計画 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232S00127 ＱＵＥＳＴＩＮ合同会社 3180003016361 緊急事態宣言特別枠 クラフトツーリズム創造で宿泊単体から体験宿へ展開事業 山崎　榮一

中部 愛知県 蒲郡市 R2232S00130 和食の美波 緊急事態宣言特別枠 日本料理店で培った技術と発想力を活かし、和スイーツ店に挑戦する 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00131 有限会社彩光社 9180002011424 緊急事態宣言特別枠 潜在的な男性の美へのニーズを掘り起こす、非接触型セルフエステの開業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232S00132 Ｋｉｔｃｈｅｎ　Ｌｏｔｕｓ 緊急事態宣言特別枠 フレンチシェフこだわりの本格洋食をフードトラックレストランで提供 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232S00133 株式会社アオイ 6180001021369 緊急事態宣言特別枠 ″映える″と話題のフルーツサンドをキッチンカー・カフェ＆デリバリーで 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 小牧市 R2232S00134 株式会社オー・エス・シー 4180001121757 緊急事態宣言特別枠 独自技術を活用したオーダーメイドＬＥＤキーホルダーの製造・販売 小牧商工会議所

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00135 有限会社一里 1180002038664 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト販売所の新設及び整備によるマーケットの拡大 後藤　佳良

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00137 株式会社日本ビジネスサービス 8180001123840 緊急事態宣言特別枠 カリスマトリマーがペット販売併設型カフェで癒しを提供する事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232S00139 有限会社スポーツトラスト名古屋 9180002052261 緊急事態宣言特別枠 学びを実践につなげる総合教育支援事業 根本　景子

中部 愛知県 一宮市 R2232S00140 フロンティア株式会社 4180001085275 緊急事態宣言特別枠 多頻度小口化の輸送ニーズに応える新ソフトを使った運送業コンサルサービス 馬渕　智幸

中部 愛知県 知多郡南知多町 R2232S00142 有限会社すず屋 5180002085645 緊急事態宣言特別枠 老舗旅館による地元住民の生活環境向上に繋がる新たな挑戦 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00143 株式会社福中建装 8180001106523 緊急事態宣言特別枠 デジタル・アナログのハイブリットエステ店よるＢｔｏＣ市場進出 野本　浩次

中部 愛知県 知立市 R2232S00144 有限会社アイズ 7180302020903 緊急事態宣言特別枠 飲食店向けの外食特定技能取得者マッチングサイトの構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00146 株式会社スライブステージコーポレーション 4180001059709 緊急事態宣言特別枠 フードホールと低糖質イタリアンバル新規開店による事業再構築 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00148 井上電設株式会社 4180001034323 緊急事態宣言特別枠 独自の集塵機製造技術を活かし木材業界以外への新分野展開、先ず窯業系から 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00150 有限会社小ざくらや一清 7180002057691 緊急事態宣言特別枠 お子様が喜ぶ洋菓子製造で若年層開拓を図る、老舗和菓子屋の挑戦 岐阜信用金庫

中部 愛知県 春日井市 R2232S00151 お惣菜お弁当たかはし 緊急事態宣言特別枠 居酒屋経営からの思いきった転換！お惣菜・お弁当事業でⅤ字回復 春日井商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00155 ヘアーサロンイカイ 緊急事態宣言特別枠 床屋でエステ。理容師が個室で施術する脱毛事業 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00157 株式会社ミライク 2180001103575 緊急事態宣言特別枠 新生活様式に対応したＯ２Ｏ（オンライン・ツー・オフライン）事業 豊田信用金庫

中部 愛知県 海部郡蟹江町 R2232S00159 有限会社米栄 7180002089727 緊急事態宣言特別枠 米穀業界向けのＢｔｏＢマッチングＷＥＢシステムの構築・運営事業 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232S00161 昭和酒類販売株式会社 5180001004275 緊急事態宣言特別枠 移動販売＆ＥＣで繋げる地元愛知の希少酒の助け合いの「和」事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00162 株式会社童庵 2180301006338 緊急事態宣言特別枠 和菓子屋が新たに健康美容食品・ペットフード製造に挑戦 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊川市 R2232S00164 アジアクリエイト株式会社 1180301009705 緊急事態宣言特別枠 製造業が手掛ける、労働災害の撲滅に資する安全体感研修サービスの提供 豊橋信用金庫

中部 愛知県 知多市 R2232S00165 岡田産業株式会社 9180001094668 緊急事態宣言特別枠 金属系からガス特殊チューブ・樹脂系配管設計・工事へのチャレンジ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232S00166 株式会社アス・ライズ 4180001107624 緊急事態宣言特別枠 空きスペースを利用したセルフ脱毛事業の展開 税理士法人アクロス

中部 愛知県 海部郡蟹江町 R2232S00168 株式会社伊藤建設 3180001135056 緊急事態宣言特別枠 自社の売上回復と地域活性化を目指すコロナ完全対応型創作料理専門店への挑戦 株式会社エモーサル

中部 愛知県 江南市 R2232S00170 株式会社Ｙプランニング 9180001135240 緊急事態宣言特別枠 軽バン・ライトバンを内装工事し多様なライフスタイルの支援計画 松本　祐輔

中部 愛知県 尾張旭市 R2232S00172 株式会社坂田酒販 7180001079539 緊急事態宣言特別枠 商品管理能力及び配送能力を活かしたデジタル食品卸売業への進出 若原　芳治

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00173 有限会社愛音 7180002060225 緊急事態宣言特別枠 おもてなしの経験則から創出する、新しい形の心身カウンセリング事業 エイタックス税理士法人

中部 愛知県 豊田市 R2232S00176 大衆酒場正やんの台所 緊急事態宣言特別枠 カスタムメニューによるデリバリー＆テイクアウト事業への業態転換 豊田商工会議所

中部 愛知県 半田市 R2232S00179 ゴールドマニア 緊急事態宣言特別枠 非接触型で安心安全に購入していただく店舗 半田商工会議所

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00180 株式会社Ｃｈｅｅｒｓ 6180302011853 緊急事態宣言特別枠 託児所があり美容師が働きやすく、地域の顧客も嬉しい美容室事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 R2232S00181 魚健水産 緊急事態宣言特別枠 プロトン凍結によるおいしい魚介を全国に届けたいプロジェクト 寺倉　慶

中部 愛知県 高浜市 R2232S00183 八剣伝高浜店 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト専門店の設営。 碧海信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 R2232S00186 ＭＪ 緊急事態宣言特別枠 美とスパイスのプロが開発する焼き菓子のテイクアウト専門店とオンライン通販 岡崎商工会議所

中部 愛知県 一宮市 R2232S00187 セントロ・ククルカン株式会社 4180001089367 緊急事態宣言特別枠 高品質低価格弁当専門の販売プラットフォーム ＳＢＮ税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00189 株式会社ファーレン 3180001131311 緊急事態宣言特別枠 結婚を真剣に考える人専用の「結婚アプリ」で幸せな夫婦を増やす！ ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 豊田市 R2232S00190 ワールドスタイル株式会社 9180301021124 緊急事態宣言特別枠 日焼けサロンが運営する脱毛サロン（日焼け肌施術対応）の新規店舗の出店事業 鎌倉　友一

中部 愛知県 一宮市 R2232S00191 株式会社のむら本店 3180001083486 緊急事態宣言特別枠 特別なワインでよろこびを！限定ワイン特化型ＷＥＢサイトでのＢｔｏＣ販売 税理士法人大樹

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00193 株式会社食べリバティ 9180001130142 緊急事態宣言特別枠 業態転換による新規飲食店「食べりん亭」のオープン 安藤　昭弘

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00194 からだ工房 緊急事態宣言特別枠 現役Ｙｏｕｔｕｂｅｒ整体師が直伝！自ら発信し稼げるオンライン整体スクール 株式会社市岡経営支援事務所
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中部 愛知県 蒲郡市 R2232S00195 有限会社元清 2180302016006 緊急事態宣言特別枠 旅館でワーケーション＆巣ごもりグランピングルームの展開 中部税理士法人

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232S00197 アロマセラピー＆エステティック　プチ・ソメイユ 緊急事態宣言特別枠 最新脱毛機導入による脱毛サービス開始での事業再構築計画 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232S00199 株式会社ＬＥＧＡＲＥ 8180001135209 緊急事態宣言特別枠 感染症にかかったペットを安心して預けられる猫専用ペットホテルの開業 株式会社プロシード

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232S00200 はるた 緊急事態宣言特別枠 飲食店から思い切ってテイクアウト事業へ業態転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 R2232S00204 株式会社Ｎａｃｈｉ　Ｇｒｏｕｐ 5180301017596 緊急事態宣言特別枠 繁華街から戦略的撤退！手羽先好きの名古屋人にテイクアウト専門店 座間　裕史

中部 愛知県 小牧市 R2232S00205 株式会社アイテックリサーチ 9180001075503 緊急事態宣言特別枠 出張非破壊検査事業への新分野展開による新市場開拓 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00206 株式会社ビーンズ 4180001134858 緊急事態宣言特別枠 身障者に優しい自操式の福祉車両の販売・機能パーツ開発 朝日税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00207 株式会社ｍａｒｉｓｉｅ 6180001137132 緊急事態宣言特別枠 中食を総合提案！フランス料理、菓子、飲料のテイクアウト専門店 税理士法人アクロス

中部 愛知県 あま市 R2232S00208 株式会社クリア 7180001099693 緊急事態宣言特別枠 自動車修理技術を応用した解体業者向けトラック製造業への再構築 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00209 大栄既製服株式会社 4180001037425 緊急事態宣言特別枠 スーツ老舗製造卸のクローズＥＣサイトと展示会を活用したＢｔｏＣ分野への挑戦 株式会社ジャストコンサルティング

中部 愛知県 春日井市 R2232S00210 Ｍａｒｉｒｉｎ 緊急事態宣言特別枠 スナックバー経営から新規事業はエステサロンを開業予定 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232S00211 アプランドル 緊急事態宣言特別枠 フランス料理店が作る伝統的なラーメン店 税理士法人ポラリス

中部 愛知県 豊川市 R2232S00212 株式会社戸田理平商店 6180301010360 緊急事態宣言特別枠 老舗海苔屋による無人販売・商品開発の為の施設リニューアル 豊川信用金庫

中部 愛知県 一宮市 R2232S00213 トラットリアルーナ 緊急事態宣言特別枠 キッチンカーによる移動販売事業計画 税理士法人　Ｂｒｉｃｋｓ＆ＵＫ

中部 愛知県 一宮市 R2232S00215 ラ　イゾレッタ 緊急事態宣言特別枠 オーダー技術を活かし、ペット服製作販売に挑戦する 稲沢商工会議所

中部 愛知県 常滑市 R2232S00216 合資会社柿田呉服店 7180003013058 緊急事態宣言特別枠 当社の祭事用品のノウハウを結集し刺繍加工に着手、日本の伝統文化を守る 東野　礼

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232S00218 八剣伝 緊急事態宣言特別枠 キッチンカー行脚！焼きたてキューバサンドをお届けします。 奥田　まり

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00219 株式会社Ｆ．Ｄ－Ｃｒｅａｔｅ 3180001070831 緊急事態宣言特別枠 繁華街を救え！コロナ禍に対応したエビ料理専門のテイクアウト店 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00220 新名産業株式会社 6180001036870 緊急事態宣言特別枠 飲食店ビル最上階に都心立地だからできる職住近接型スペースを提供 税理士法人あい会計

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00221 有限会社牧原製菓 6180302009757 緊急事態宣言特別枠 シューティングマシンを完備したパーソナルバスケットボール練習施設 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00222 株式会社丸三製作所 4180001020934 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍における安心安全なパーソナルトレーニング事業 セントリバー税理士法人

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232S00226 有限会社一よし 2180002046914 緊急事態宣言特別枠 デリバリーサービスに対応する為の、システム環境整備及び店舗設備改修 名古屋商工会議所

中部 愛知県 愛西市 R2232S00228 株式会社グリーンテックフーズ 8180001098505 緊急事態宣言特別枠 食品廃棄と環境に貢献をする設備導入とそのノウハウの展示販売 株式会社エクステンド

中部 愛知県 犬山市 R2232S00229 ｖｏ－ｒａ　ｃａｒｅ株式会社 2180001119349 緊急事態宣言特別枠 医療・福祉関連に特化したＭ＆Ａ支援事業への展開 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

中部 愛知県 豊田市 R2232S00234 ｃａｆｅ　ｃａｃｈｅｔｔｅ 緊急事態宣言特別枠 強みを活かしたこれまでにないカフェスタイルのうなぎ料理店 岡崎商工会議所

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00235 株式会社Ｌ．Ｂ．Ｍａｒｋｅｔ 1180001108889 緊急事態宣言特別枠 事業譲渡により継承した和食店のテイクアウト型惣菜専門店への業態転換 株式会社ぐんぐん

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00238 株式会社Ｎｅｘｔ．Ｔｕｂｅ 2180001134208 緊急事態宣言特別枠 感染リスクの軽減や脱炭素社会へ貢献するＯＣＲ事業への挑戦 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00239 Ｄｅｖｏｔｉｏｎ 緊急事態宣言特別枠 ＢＹＯＤ型クラウドＰＯＳシステム「ＶＩＳＩＴ」の開発と展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00240 ヘアセットココ 緊急事態宣言特別枠 みんな笑顔！ハンディがあってもおしゃれができる！ 名古屋商工会議所

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00241 株式会社ａｌａ 3180301012517 緊急事態宣言特別枠 「麹」を主役にする新しい店舗展開 税理士法人中央会計社

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00242 株式会社エイトナイン 6180001119576 緊急事態宣言特別枠 最新デジタル技術を活用したシュミレーションゴルフ事業への参入 岐阜信用金庫

中部 愛知県 安城市 R2232S00243 トラットリア彩會 緊急事態宣言特別枠 オリジナル冷凍食品・ジェラートのネット販売によるＥＣ事業への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 知多郡美浜町 R2232S00244 アミューズメントパーク　オクトパス 緊急事態宣言特別枠 ビリヤードのオンライン対戦を通じて世界と繋がろう 知多信用金庫

中部 愛知県 田原市 R2232S00247 鈴木屋 緊急事態宣言特別枠 老舗和食料理店から気軽に買えるハンバーガーのテイクアウト事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232S00248 こころ整骨院 緊急事態宣言特別枠 アスレチック型プレイルームで親子で遊べるトレーニングジムの事業化 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00249 株式会社一希 6180001100230 緊急事態宣言特別枠 飲食店から料理の食材の加工・配送を行う無店舗小売業への新展開 糸川　純平

中部 愛知県 東海市 R2232S00250 Ｑｕｅｅｎｓ　Ｃａｆｅ 緊急事態宣言特別枠 トルコ料理キッチンカー営業から多様な紅茶葉の製造業に大転換 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232S00251 ＸＩＧ 緊急事態宣言特別枠 新生活様式にマッチしたエクササイズ商品の開発 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00255 株式会社富田屋 6180001020296 緊急事態宣言特別枠 オリジナル餃子の製造と餃子専門店展開による名古屋の新たなソウルフード開発事業 冨田　久二子

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00258 株式会社心乃信 1180001072235 緊急事態宣言特別枠
名古屋で評判のシェフとコラボし、ヘルシーでお洒落でお手軽な惣菜（無国籍料理）テイクアウト専門店をオープ

ン。
前田要

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00259 株式会社ｆｒｅｅ　ｂｉｒｄ 9180001131917 緊急事態宣言特別枠 地域初！セルフカフェの時間貸しスペース事業への業種転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 半田市 R2232S00260 知多セントラルシステムズ株式会社 5180001091850 緊急事態宣言特別枠 スーパー・テーマパーク向けヴィーガン志向商品とスマートジェラートの開発・生産・販売 西尾信用金庫

中部 愛知県 一宮市 R2232S00261 株式会社エターナルアート 5180001086388 緊急事態宣言特別枠 カーラッピングとプロテクションフィルム事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 R2232S00262 和暖 緊急事態宣言特別枠 廃鶏テイクアウト店への事業転換で、ＳＤＧｓで選ばれる企業へ！ 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232S00263 株式会社創和アーキテクツ 9180001105879 緊急事態宣言特別枠 ドロ－ンで安心と美観を整備　点検・報告書作成業務事業計画 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 西春日井郡豊山町 R2232S00265 河良 緊急事態宣言特別枠 全国グランプリ金賞受賞！名古屋コーチン料理専門店の味を全国へ！コロナ禍で高まる「お取り寄せ」市場参入事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 蒲郡市 R2232S00266 株式会社シーエンジ販売 9180301025389 緊急事態宣言特別枠 新仕様オリジナル商品によるヘルスケア市場への参入 豊川信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00267 有限会社濱作 5180302009213 緊急事態宣言特別枠 ３０年間蓄積した韓国料理ノウハウの還元により、ＢｔｏＣへの業態転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232S00268 株式会社チヨダ 4180001023862 緊急事態宣言特別枠 高精度完全飛行ドローンによる農薬散布、飛行講習及び機体の販売事業 川﨑　利男

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00270 株式会社ＳｅｅｓＳｉｇｎ 2180001124646 緊急事態宣言特別枠 屋外広告受注時の新分野への進出による新需要開拓と販路拡大 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 岡崎市 R2232S00273 東和給食株式会社 4180301001808 緊急事態宣言特別枠 企業向け弁当製造業・社員食堂運営事業から惣菜製造業への新分野展開 岡崎商工会議所

中部 愛知県 春日井市 R2232S00274 ウェディングプロデュース　こいきや 緊急事態宣言特別枠 青空の下の結婚式をお手伝い！『移動する結婚式場カー』での販路拡大 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00275 ｈａｉｒ＆ｍａｋｅ　ｐｈａｌａｅ 緊急事態宣言特別枠 顧客別に選定したトリートメントと炭酸泉ヘッドスパによる髪質改善事業 近藤　智也

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00277 ティージー株式会社 4180301006303 緊急事態宣言特別枠 エコな中古エクステリア買取・販売事業の展開による新市場開拓 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232S00278 株式会社アサヒプロカラー 3180001011488 緊急事態宣言特別枠 ブライダルフォトを主軸にした撮影スタジオの設立とそれによる販路拡大事業 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00279 株式会社名古屋リビング新聞社 5180001046805 緊急事態宣言特別枠 出版社がフォトウエディングとレンタルスタジオをプロデュース 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 稲沢市 R2232S00280 株式会社アイシーコーポレーション 2180001086721 緊急事態宣言特別枠 生活の悩み相談を併設した、セルフカフェスペースの新事業を展開 尾西信用金庫

中部 愛知県 西尾市 R2232S00286 有限会社ノエル 1180302026385 緊急事態宣言特別枠 フランス料理と美容エステサロンのコラボレーション 碧海信用金庫
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中部 愛知県 あま市 R2232S00287 株式会社トレードワン 4180001098442 緊急事態宣言特別枠 おうち時間を充実させるガーデンファニチャー事業の展開 株式会社みらい経営

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00289 株式会社プラウド 7180001129830 緊急事態宣言特別枠 リアルな音と映像、ｅ－ｓｐｏｒｔｓで大須を活性化 菅原　由一

中部 愛知県 知立市 R2232S00290 株式会社ＡＮＩＫＩ 2180301028365 緊急事態宣言特別枠 自社の最大の強み×自動車販売事業獲得による下請け構造からの脱却 平家　勉

中部 愛知県 あま市 R2232S00292 有限会社片桐産業 7180002092276 緊急事態宣言特別枠 職人の高齢化と技術の伝承を解決し、文化財保護に繋がる神具（擬宝珠）の製作事業 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00294 株式会社ＩＤＥＯＬ 6010901031616 緊急事態宣言特別枠 空の移動革命を視野に入れた物流系ドローン操縦講座開設 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00295 株式会社中央組 7180001031268 緊急事態宣言特別枠 クリーンルーム内部機器の運搬、据付け、設備工事の事業展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00296 ＴＹ株式会社 3180001129033 緊急事態宣言特別枠 時間貸の高級感あふれるレンタルスペース ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00297 シーズトラスト合同会社 5180003016343 緊急事態宣言特別枠 市場ニーズに柔軟に対応し、競合優位性の高い料理デリバリーサービス 東京中央経営株式会社

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00299 株式会社テマトジカン 4180001136078 緊急事態宣言特別枠 アレルギー患者のニーズに応えるデリバリー・ＥＣ販売グルテンフリーカフェへ新分野展開 岩田　隆喜

中部 愛知県 刈谷市 R2232S00300 株式会社ＤＡＤＡ 8180301016315 緊急事態宣言特別枠 社長の料亭での修行経験を活かしたとんかつ専門店によるＶ字回復 税理士法人アクセス

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232S00301 株式会社吉祥総合調査 7180001106111 緊急事態宣言特別枠 探偵スクール事業 ビューロ・ネットワーク税理士法人

中部 愛知県 一宮市 R2232S00302 藤下設備 緊急事態宣言特別枠 誰でも簡単に建設業の事務経理書類を作成できるアプリ 岐阜信用金庫

中部 愛知県 江南市 R2232S00305 株式会社はなきもの 8180001114724 緊急事態宣言特別枠 きものポータル事業 税理士法人　西濃会計事務所

中部 愛知県 岡崎市 R2232S00306 楽食家ほろほろ 緊急事態宣言特別枠 プロを育成するオンライン特化型ボーカル・ギター専門スクールの新事業計画 株式会社森田経営

中部 愛知県 愛西市 R2232S00307 カフェダイニング　ホーム 緊急事態宣言特別枠 テイクアウト・デリバリーサービス導入による事業再構築 津島商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00309 株式会社Ｄ．Ｅ．Ｎ 8180001142295 緊急事態宣言特別枠 本場手打ちうどんのテイクアウト事業と夜間ゴーストレストラン事業による展開 税理士法人コスモス

中部 愛知県 名古屋市港区 R2232S00311 株式会社ＡＳカンパニー 2180001101208 緊急事態宣言特別枠 中小企業による３ＰＬ（サード・パーティーロジスティクス）の運営 税理士法人　浅野会計事務所

中部 愛知県 愛西市 R2232S00312 合同会社ＲＡＩＺＵ 3180003014836 緊急事態宣言特別枠 老犬を飼えなくなったときのお預かり施設「老犬ホーム」 坪井　敦

中部 愛知県 刈谷市 R2232S00315 株式会社Ｒｉｓｉｃａｒｅ 1180301031907 緊急事態宣言特別枠 刈谷市初のコーヒースタンド出店によるテイクアウト事業の構築 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00317 株式会社ＭＡＧＵ 3180001120082 緊急事態宣言特別枠 寿司（テイクアウト・デリバリー）事業による事業再構築計画 廣瀬　好伸

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00319 株式会社アジア・インタラクション・サポート 3180001104333 緊急事態宣言特別枠 「外国人向け多言語日本情報ショート動画配信ポータル」の運営事業 林　千尋

中部 愛知県 江南市 R2232S00320 Ｎａｉｌｓａｌｏｎ＆Ｓｃｈｏｏｌ　Ｄｒｅｓｓ 緊急事態宣言特別枠 美容業界に特化したＷｅｂサービス事業及びシェアサロン業の展開 いちい信用金庫

中部 愛知県 春日井市 R2232S00324 株式会社サンフレンズ 9180001089949 緊急事態宣言特別枠 規格外農産物を使った国産・無添加ドライフルーツの製造販売 恒川　貴光

中部 愛知県 岡崎市 R2232S00326 シェ　トモ 緊急事態宣言特別枠 ジビエ料理に精通したフレンチシェフが提供する顧客の好みに応じた出張サービスの提供 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232S00327 愛和株式会社 6180001122209 緊急事態宣言特別枠 日本の経済の源となる人を応援するためワンコインで地域を応援 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 あま市 R2232S00328 株式会社サン・クリエイト 6180001097896 緊急事態宣言特別枠 塗装工事と防水工事で雨漏りのワンストップ対応体制構築 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00330 株式会社ｍｏｄｅｃａ 7180001111466 緊急事態宣言特別枠 特定業界に依存しないＥＣサイト運営・集客支援事業分野への展開 糸川　純平

中部 愛知県 江南市 R2232S00331 スリーエイト 緊急事態宣言特別枠 急速冷凍技術で人気ラーメン店の味を自動販売機で２４時間いつでも手軽に！ 木野　宏紀

中部 愛知県 春日井市 R2232S00334 株式会社セイシンＡｔｏＺ 2180001090293 緊急事態宣言特別枠 紙版オリジナル絵本をアニメーション動画にする取り組み 春日井商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00339 ｎｏｃａｋｅ． 緊急事態宣言特別枠 現店舗の改装、新店舗の開店及び両店舗のブランディング 岐阜信用金庫

中部 愛知県 江南市 R2232S00342 株式会社チームエイシア 1180001131767 緊急事態宣言特別枠 「善く生きるための生活支援」障がい者グループホームの運営事業 江南商工会議所

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232S00345 ヘアーサロンナカオ 緊急事態宣言特別枠 老舗美容院によるハウス型フォトスタジオ事業の展開 株式会社みらい経営

中部 愛知県 一宮市 R2232S00346 株式会社Ｍａｒｕ 8180001119599 緊急事態宣言特別枠 和スイーツを用いた、キッチンカーによる出張専用店舗計画 Ｒｉｋｙｕコンサルティング合同会社

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00347 株式会社マチ家 9180001107545 緊急事態宣言特別枠 東海初「牛骨×宮崎辛麺」の提供を通じた宮崎食文化の発信事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 西尾市 R2232S00348 有限会社イワセ技研 1180302026245 緊急事態宣言特別枠 ＩｏＴ技術搭載ロボドリル導入による航空機業界等への進出と付加価値額の向上 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232S00349 清生株式会社 3180001131641 緊急事態宣言特別枠 マッチングプラットフォームを活用した客室清掃サービス事業 山田　直人

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00351 鮨酒人　しょう 緊急事態宣言特別枠
居酒屋経営のノウハウを生かした店舗改装・独自ＥＣサイトを立ち上げることによるテイクアウト・デリバ

リー事業・業態転換事業
岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00352 株式会社フォーライフ 8180301026289 緊急事態宣言特別枠 新規ハチ駆除事業へのチャレンジング計画 坪井　亮

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00353 株式会社ＴＨＥＯ 4180001133554 緊急事態宣言特別枠 フリーランスと企業のマッチングを支援するコワーキングオフィス運営事業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 犬山市 R2232S00354 中部魚錠株式会社 4180001081381 緊急事態宣言特別枠 経験を積んだプロが厳選いた美味しい魚を最新凍結技術で美味しさそのままに食卓へ 犬山商工会議所

中部 愛知県 一宮市 R2232S00355 堀江織物株式会社 3180001084609 緊急事態宣言特別枠 ＷＥＢ連携による１着からのオンデマンドアパレル生産サービス 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 一宮市 R2232S00358 株式会社洋華堂 6180001085356 緊急事態宣言特別枠 生花販売業者が挑む地元食材を使ったスムージーカフェとお弁当販売 川松　久芳

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00359 マルニシ　リノベーション＆クリエーション 緊急事態宣言特別枠 「ＢＡＳＥ　ＰＲＯ」への加盟による基礎巾木工事業への参入 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232S00362 株式会社松柏苑 9180001090808 緊急事態宣言特別枠 ＩＣＴデータベースシステムを活用した脳梗塞リハビリステーションのＦＣ展開事業 伊藤　誠悟

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00363 株式会社神谷ガーメント 4180001035263 緊急事態宣言特別枠 Ｗｅｂサイトを活用した採寸工数の低減とＥＣサイトによる販路拡大 永山　寛正

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00365 株式会社Ｉｍａｅｄａ　Ｄｅｓｉｇｎ 2180001108293 緊急事態宣言特別枠 ＤｅｚＵＰ：集客ブランディング販促支援サブスクリプション 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00368 有限会社アッシュ 9180002055438 緊急事態宣言特別枠 サブスクリプション方式を活用した花き小売業への業種転換 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232S00369 株式会社ジークラフト 1180002055701 緊急事態宣言特別枠 社会環境変化に対応したオンラインイベントの普及によるイベント市場への貢献 グロースリンク税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00371 株式会社ブリッジエンジニア 6180001090744 緊急事態宣言特別枠 技術教育デジタルコンテンツ制作及びオンライン販売へ新市場進出 名古屋商工会議所

中部 愛知県 刈谷市 R2232S00372 ＮＳ株式会社 2180301031006 緊急事態宣言特別枠 ポルトガル語・英語にも対応したオンラインネイルスクール 税理士法人中央総研

中部 愛知県 あま市 R2232S00375 株式会社名京ケミカル 4180001108853 緊急事態宣言特別枠 立地を活かした業種転換。地域の皆様の需要に応える揚げ物屋さん。 株式会社十六銀行

中部 愛知県 蒲郡市 R2232S00376 株式会社ホテル三河 1180301011306 緊急事態宣言特別枠 三河地方の新和牛「みかわ牛」を活用した新名所の立ち上げによる顧客開拓策 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232S00378 株式会社ＦＬＡＧＳコンサルティング 9180002034549 緊急事態宣言特別枠 業界初！税理士・会計士に特化したＭ＆Ａ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 江南市 R2232S00379 有限会社江南観光社 8180002082623 緊急事態宣言特別枠 旅行と野菜（健康）をテーマとし、健康促進を戦略とする飲食店舗事業 江南商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232S00380 合同会社サンライズ２１ 8180003009880 緊急事態宣言特別枠 サンライズ２１　新規ブライダル事業の立ち上げ 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00385 株式会社みちのく屋 4180001110586 緊急事態宣言特別枠 ＺＯＯＭを活用した留学代理店併設、カフェ・バー計画 若尾　僚彦

中部 愛知県 豊田市 R2232S00386 合同会社Ｈｙｂｒｉｄ　Ｅｎｇｌｉｓｈ 9180303004267 緊急事態宣言特別枠 コロナ時代を乗り越えるグローバル人材の育成・コンサル事業 豊田商工会議所

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232S00389 株式会社ライオットエンターテイメント 5180001126680 緊急事態宣言特別枠 飲食＆エンタメのノウハウを活かしたテイクアウトスイーツ専門事業 岡田　悦子
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中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00391 ダイニング　バル 緊急事態宣言特別枠 カラオケＢＡＲの経営ノウハウを生かした店内飲食、テイクアウト、デリバリー事業展開・新分野展開事業計画 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00393 株式会社アルマダス 3180301026095 緊急事態宣言特別枠 免許制度を見据えた産業用ドローン専門教育プログラムの開発 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232S00395 株式会社Ｌｉｆｅ　Ｃｒａｙｏｎ　Ｓｔｙｌｅ 1180001121264 緊急事態宣言特別枠 社会人向けオンラインビジネススクール事業計画 高橋　英明

中部 愛知県 豊橋市 R2232S00397 有限会社プールスクエア 5180302009411 緊急事態宣言特別枠 お手軽・お気軽に美味しいワッフルバーをテイクアウト！ 豊橋信用金庫

中部 愛知県 一宮市 R2232S00398 有限会社サカエ商事 4180002076406 緊急事態宣言特別枠 夜のお客中心の居酒屋業態からランチ客が見込めるカレー屋業態への新分野展開 有限会社えんがわ

中部 愛知県 一宮市 R2232S00399 株式会社イエタス 9180001116331 緊急事態宣言特別枠 不動産代理業・仲介業からハウスクリーニング事業へ事業拡大する業態転換 税理士法人創経

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232S00402 桜咲串　陣屋 緊急事態宣言特別枠 居酒屋のノウハウを生かした独自のＥＣサイトを立ち上げテイクアウト・デリバリー事業展開・業態転換事業計画 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 北名古屋市 R2232S00403 株式会社友建 5180001088054 緊急事態宣言特別枠 本店新規事業開業計画（不動産取引業・飲食業） 大野治彦

中部 愛知県 一宮市 R2232S00405 小塚毛織株式会社 9180001084223 緊急事態宣言特別枠 オリジナル製品開発とＥＣサイトによるＤｔｏＣへの転換・海外展開による販路拡大事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232S00406 株式会社ＢＲＥＩＴＨＯ 7180001058856 緊急事態宣言特別枠 学習塾向けＡＩオンライン教材開発事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 R2232S00410 丸三食肉株式会社 2180001007421 緊急事態宣言特別枠 県内の生産者、ホテル・飲食店と提携　愛知肉ギフトの開発 株式会社シャイン総研

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232S00412 株式会社ＥＭＵ　ＤＥＳＩＧＮ 7180001114782 緊急事態宣言特別枠 インクジェットプリントによるデジタルアート着物のオンライン販売 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232S00413 株式会社ＪＦＦ 8180001056462 緊急事態宣言特別枠 複合現実ＭＲと人の融合から創出する新しい伝統芸能イベント事業 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232S00414 株式会社ラテック 2180001089435 緊急事態宣言特別枠 新規インフルエンサーマーケティング事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232S00415 株式会社オクトパスワン 4180001131574 緊急事態宣言特別枠 コロナ禍に負けない、脱アルコールでヘルシーな鶏肉料理店の展開 福井　規之

中部 愛知県 小牧市 R2232S00416 名備運輸株式会社 7180001076560 緊急事態宣言特別枠 人手不足でも生産性を高めるドローンを活用した地域貢献事業 伊藤　圭太

中部 愛知県 刈谷市 R2232S00420 株式会社永田工作所 4180301017168 緊急事態宣言特別枠 リバースエンジニアリング事業 朝日税理士法人

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00007 株式会社シティツアーズ 4180001030628 通常枠 官公庁等に対する業務アウトソーシングサービスを提供するＢＰＯ事業 濱田　和希

中部 愛知県 田原市 R2232U00010 有限会社サンモータリゼイション 8180302010738 通常枠 自動車修理販売業からオリジナルコインラインドリー業態への業種転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 豊川市 R2232U00011 株式会社東海分析化学研究所 3180301010355 通常枠 環境食品分析事業からＰＣＲ検査等の臨床検査への新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 一宮市 R2232U00012 菱輝金型工業株式会社 2180001084015 通常枠 医療用途ロボット関連部品の生産及び医療機器部品製造への新規参入 税理士法人コスモス

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00015 株式会社カレント 4180301005420 通常枠 食材卸売業による自家焙煎セルフサービスカフェ新規出店による新分野展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 知多郡武豊町 R2232U00016 岩川鉄工株式会社 9180001092911 通常枠 大型精密加工能力の伸長による、モーターコア金型大型部品分野への事業転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 小牧市 R2232U00017 有限会社澤田機運 8180002069067 通常枠 重量物の専門運送サービスから新台据付及び中古機械売買までのサービス一貫化による新分野展開 東春信用金庫

中部 愛知県 尾張旭市 R2232U00018 株式会社Ｓ．Ｉコントロールズ 5180001090571 通常枠 検査用治具製造業への進出による事業再構築 豊田信用金庫

中部 愛知県 津島市 R2232U00026 伊藤鉄工株式会社 9180001096342 通常枠 航空機部品製造技術を活かした新規事業の受注拡大を図る製造方法の抜本的改革 株式会社三井住友銀行

中部 愛知県 田原市 R2232U00030 合資会社雅風 6180303001614 通常枠 農業王国「渥美半島」を野菜を捨てない町に！野菜の新しい摂り方を提案する野菜デザイン事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 清須市 R2232U00031 渡辺製作所株式会社 3180002040429 通常枠 ５軸多面加工機導入と精密切削加工技術を活用したＥＶ部品製造への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00032 ＴＨＧ株式会社 5180301031003 通常枠 自動車生産ライン製造業によるロボット事業への新分野展開 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U00037 株式会社海鵬 6200001023098 通常枠 地域ネットワークの強みを活かした、障がい者福祉ビジネスへの業種転換 足立　剛

中部 愛知県 瀬戸市 R2232U00038 ハローサービス株式会社 2180001079171 通常枠 既存住宅リフォームから、第一次住宅取得者をターゲットとしたリノベーション＋不動産仲介業へ転換する 稲葉　隆治

中部 愛知県 碧南市 R2232U00045 碧南窯業株式会社 1180301015488 通常枠 物流サービス・インキュベーション事業の提供による、地場産業イノベーションの創出 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 R2232U00047 株式会社エフェクトメイジ 6180001043297 通常枠 「アウトドアでの過ごし方」をテーマにアクアイグニス隣地に複合ＲＶレジャー施設を展開 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00048 丸繁紙工株式会社 3180001013492 通常枠 既存資産（遊休資産・人材・ノウハウ）と新規設備との融合による、新分野への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 北名古屋市 R2232U00049 安田工機株式会社 1180001052195 通常枠 超精度半導体製造装置市場への進出による新たな収益事業の確立 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00052 株式会社あいち食研 7180001115590 通常枠 フードロス削減に向けた、地元食材を用いたオリジナル缶詰の製造 小倉　裕樹

中部 愛知県 田原市 R2232U00053 株式会社大羽石油店 7180301007661 通常枠 地元の利便性と健康を重視したテイクアウト惣菜販売 豊橋信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 R2232U00054 株式会社坂元機械製作所 4180002071786 通常枠 大型装置の製造・提案を可能とする新製造工程構築によるラインビルダー事業の新確立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00056 株式会社植村土建 1180301005150 通常枠 特殊住宅基礎技術の活用によりコンテナを使ったカスタムハウス事業の新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 小牧市 R2232U00059 村﨑設備株式会社 9180001130126 通常枠 最新設備と自社施工技術による土木工事市場への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 西尾市 R2232U00060 安藤木型株式会社 5180301023090 通常枠 成長分野であるロボット・半導体業界に新規参入し、新型コロナを乗り越える 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 一宮市 R2232U00064 オザワ繊工株式会社 9180001082342 通常枠 ピンチをチャンスに変えて流通業界に進出、地域経済の物流に貢献する。 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00065 有限会社オガワ製作所 2180002017675 通常枠 新たな挑戦！強みを活かした自動車天井組立装置開発による事業再構築 岡崎信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 R2232U00066 株式会社アイエヌオー 3180001085573 通常枠 脱酸素社会に向けたＥＶ向け駆動モーターコア用金型部品製造への参入 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00067 有限会社大和 7120102015893 通常枠 整骨院事業を美容と健康をサポートするトータルサービスへと革新する取り組み 株式会社池田泉州銀行

中部 愛知県 江南市 R2232U00070 株式会社波多野工務店 7180001087599 通常枠 家と庭のＷ提案で家庭での暮らしを楽しくさせるガーデニング事業 馬渕　智幸

中部 愛知県 西尾市 R2232U00074 株式会社ホーミーホーム 6180301023841 通常枠 リノベーションした日本家屋と地域特性を生かしたサービスで幸せを創造する 岡崎信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00076 東洋ライト工業株式会社 4180301006377 通常枠 リモート操作可能なＩｏＴ鉄筋工事自動組立ロボットの開発・製造販売 豊橋信用金庫

中部 愛知県 一宮市 R2232U00080 中部エクストロン株式会社 8180001083085 通常枠 耐熱性、通電性が高い高機能樹脂をインサート成形しＥＶ部品を生産 株式会社十六銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00081 株式会社ＳＡＭＵ 3180301012525 通常枠 完全個室の美容室と気兼ねなく入れるウイッグサロン経営へ業種転換 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00086 株式会社グッドケア 6180001036615 通常枠 日本初、伝送システム付きワイヤレス「心電計＋血圧計＋酸素飽和度計」の販売 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 一宮市 R2232U00090 株式会社平和電機 7180001083664 通常枠 新たな製缶板金加工技術の確立による新分野への展開 尾西信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00091 株式会社イー・メンテ豊橋 9180301029836 通常枠 プラント建設業から電子回路シーケンサ設計製造業への新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 高浜市 R2232U00094 株式会社東豊商会 1430001054835 通常枠 樹脂製品の多品種少量生産分野から量産加工と自社製品開発、販売の新事業展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 津島市 R2232U00096 株式会社マイシン 7180001098753 通常枠 産業廃棄物の中間処理場建設に伴う地球環境保全貢献プロジェクト 税理士法人杉浦経営会計事務所

中部 愛知県 一宮市 R2232U00097 丸井鉄工株式会社 1180001083711 通常枠 大型門形マシニングセンタ導入による半導体製造ライン向け大物加工の実現 岐阜信用金庫

中部 愛知県 半田市 R2232U00098 株式会社旭モータース 3180001091514 通常枠 運転年齢向上と健康維持のためのフィットネスジム運営 知多信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 R2232U00103 株式会社光和製作所 3180001080442 通常枠 完全オーダーメイドの一貫生産体制を活用し、加工食品製造ライン部品市場への参入計画 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00105 株式会社エヌ・エー・ジム 2180001016257 通常枠 単独小売店（モノ）からフィットネス＆ヨガ（コト）を加えた複合店舗への業態転換 みらいコンサルティング株式会社
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中部 愛知県 安城市 R2232U00107 イセ工業株式会社 7180301013503 通常枠 高精度大径曲げ加工の実現による、ロケットエンジン分野への参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U00108 株式会社中部日本互助会 2180001004699 通常枠 「葬儀の小規模化」を捉えた経営資源の再分配と「ペット葬」の新規展開 株式会社エベレストコンサルティング

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232U00109 株式会社ショーエイ 5180003000322 通常枠 薄板の低ひずみ溶接技術を活用した新製品・新分野へのチャレンジと、溶接工程の現場集約による生産の効率化 株式会社十六銀行

中部 愛知県 東海市 R2232U00112 株式会社マルエム 2180001089344 通常枠 テレワーク可能なワークスペース・配信用スタジオのレンタル事業 半田信用金庫

中部 愛知県 あま市 R2232U00121 有限会社大島工作所 3180002091505 通常枠 自動車部品製造業から高級ティッシュ等生産設備部品の精密研磨加工への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00122 一口 通常枠 既存そば店の閉店とテイクアウト専門店の新規開店 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00132 株式会社服部商店 4180001039859 通常枠 ファブレスから「製品・サービス」総合提供会社への業態転換を実現 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 江南市 R2232U00134 株式会社アイチケン 4180001087321 通常枠 伝統木造建築の経験の蓄積を生かした日本初の伝統建築用大型材木プレカットサービス 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00135 アデキ産業株式会社 2180001129950 通常枠 太陽光エネルギー発電ロス低減を実現する！独自開発洗浄ブラシでパネル洗浄事業へ新規参入 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00136 栄新薬株式会社 9180001004032 通常枠 気流粉砕技術による地産野菜パウダー化で挑むフレイルケア食進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 豊田市 R2232U00137 株式会社ＧＳＰ 6180301021845 通常枠 地域の調剤薬局が挑む高齢者男性に焦点を当てた通所介護事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00139 株式会社中京電気 7180301025440 通常枠 ドローン・電気設備保守技術を活用し高圧線点検事業へ新分野展開 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 一宮市 R2232U00140 有限会社石渡建設 6180002078086 通常枠 土木工事に新たに測量サービスを導入し、施工のＩＣＴ化を実現 浮島　達雄

中部 愛知県 小牧市 R2232U00142 三晃金属株式会社 4180001075929 通常枠 超省人化製造転換で最先端ビルの意匠を支える特殊深曲げ製品進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 R2232U00147 アトリエボーテサカエ 通常枠 美容技術を活用したトータルビューティーサロンの新分野進出計画 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 日進市 R2232U00150 株式会社ジェーイーエスインターナショナル 7180001067460 通常枠 貸ダンススタジオ、及びギター関連の小売店舗・修理事業展開への挑戦！ 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232U00155 サンタキアラ 通常枠 パンデミックの影響を受けづらい新しいレストラン像の追求 税理士法人コスモス

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232U00156 ヒロセ合金株式会社 7180001022671 通常枠 鋳造会社による新規５軸加工機導入で省人化、新規品への挑戦 Ｎｏ．１税理士法人

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00157 エステサロン　シャルル 通常枠 コロナ禍の需要をターゲットにしたオンライン配信事業 豊橋商工会議所

中部 愛知県 一宮市 R2232U00159 株式会社ＤＲＥＡＭ　ＯＮ 2180001133300 通常枠 居酒屋での仲間との夢の時間を家族の夢の時間へ！ハンバーグ専門店への進出 岐阜信用金庫

中部 愛知県 知多郡阿久比町 R2232U00160 株式会社日成電機製作所 8180001020526 通常枠 工作機械製造装置から食品製造装置用制御盤の生産体制の構築による新分野展開への挑戦 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00161 有限会社水谷ケミカル 8180002034715 通常枠 太陽光パネル大廃棄時代に向けた『太陽光パネル処分業』への参入 株式会社十六銀行

中部 愛知県 東海市 R2232U00162 株式会社二俣製作所 7180001095107 通常枠 金型製造から自動車バックドアへのセンサー取り付け治具等製造へ展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232U00163 Ｂａｄｍｉｎｔｏｎ　ｃｌｕｂ　ｈｏｕｓｅ　Ｃｈｉｃｋ 通常枠 東海地区初！専用アリーナを持つバドミントンスクール開校と運営 名古屋商工会議所

中部 愛知県 津島市 R2232U00168 末廣寿司 通常枠 冷凍した郷土料理「モロコ寿司」と医療機関向け弁当の製造販売 津島商工会議所

中部 愛知県 西尾市 R2232U00169 株式会社Ｍａｃｈｉｕｍａ 2180301030024 通常枠 競走馬の早期回復サポートする競走馬専用リハビリセンターの開所 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 一宮市 R2232U00171 株式会社亀屋 4180001086959 通常枠 和菓子作りキット販売及びＷＥＢ活用の和菓子作り体験サービス事業 株式会社フライングサポート

中部 愛知県 春日井市 R2232U00174 株式会社カノウモールド 8180001077500 通常枠 遊技機金型偏重からの脱却を図るフッ素樹脂等の高硬度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 小牧市 R2232U00175 ジオトラスト株式会社 3180001106593 通常枠 環境に優しい新型工法の提供および内製化による業務体制の刷新 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232U00176 株式会社名古屋化学工業所 9180001022471 通常枠 専用建屋で５Ｇ高周波対応用の高機能樹脂を開発し、電子機器市場へ進出 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 あま市 R2232U00177 有限会社村上組 3180002091075 通常枠 鉄骨材料を自社内加工で行う事で、工事の短縮化と省力化につなげる。 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 半田市 R2232U00180 上中建築株式会社 6180001091585 通常枠 地域高齢者の「老後の住」を支援するホーム運営と空家管理 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00181 株式会社ＮＯＶＩＣ 7180001071339 通常枠 ライフイベントカンパニーへのシフトチェンジ 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 津島市 R2232U00184 株式会社八村呉服店 1180001096589 通常枠 老舗呉服店の強みを活かした「革新的フォトウエディング事業」 株式会社エベレストコンサルティング

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00185 有限会社大和 2180302008291 通常枠 業界でも数少ない超大型プラスチック部品生産体制構築による新事業への進出 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 R2232U00186 株式会社丸由製作所 5180001011098 通常枠 補修・消耗部品の統括的供給に向けての設備投資 岡崎信用金庫

中部 愛知県 知多郡東浦町 R2232U00188 株式会社フジエ 2180001092868 通常枠 金属加工技術とソフトウェア開発ノウハウでＩＯＴ生産システムを構築 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00189 新出工業 通常枠 新市場であるマスク製造機器用部品への新分野展開 佐原　啓泰

中部 愛知県 尾張旭市 R2232U00191 ケーイング株式会社 6180001080290 通常枠 地域経済と飲食・宿泊業界の活性化に向けた古民家再生事業の推進 東濃信用金庫

中部 愛知県 豊明市 R2232U00201 有限会社木だち 3180002063990 通常枠 Ｂ型就労支援事業とギャラリー併設型のカフェショップ事業へ進出し、業種転換を図る 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00206 株式会社Ｋ＆Ｊフロンティア 9180001124961 通常枠 業界初！三河牛の熟成肉を強みにした精肉店への業種転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00214 興亜商事株式会社 7180001003903 通常枠 情報セキュリティ事業参入：記憶媒体ミリ単位破砕と社会貢献モデルの構築 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00216 有限会社大須土地管理 2180002005036 通常枠 セルフエステ経営と再構築事業の経験を活かしたテナント支援による地域活性化 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 一宮市 R2232U00217 有限会社梶田機械工業 3180002076043 通常枠 超長物精密加工による半導体製造ライン向け部品への事業展開 いちい信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 R2232U00218 株式会社鈴重 3180001054669 通常枠 脱炭素社会に向けた電気自動車のインフラ整備を担う事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00220 株式会社メキシポン 9180301029051 通常枠 デリ販売を伴う喫茶業への転換による多角店舗展開事業 豊川信用金庫

中部 愛知県 西尾市 R2232U00223 株式会社セイワ 1180301022550 通常枠 パートナーロボット部品製造事業に進出し、医療介護のサービス向上に貢献 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00224 株式会社オフィスＥＭＰ 8120001166580 通常枠 強みである営業力を活かした就労継続支援Ａ型事業所への転換事業 中谷　浩一

中部 愛知県 豊田市 R2232U00225 有限会社エーワン 5180302022521 通常枠 放置民有山林整備事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00229 有限会社熱情グループ 4180002054080 通常枠 南知多の豊かな食材をあらゆる形で提供する熱情プロジェクト 岐阜信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 R2232U00231 株式会社アイワトレイデング 2180301016163 通常枠 ３Ｄデジタル技術を駆使した建設車両リバースエンジニアリング事業 刈谷商工会議所

中部 愛知県 一宮市 R2232U00232 株式会社ありす 9180001105136 通常枠 一宮モーニングの喫茶店が展開する「美・酒」の新たな「憩いの場」提供事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00233 株式会社エイリン 8180302004310 通常枠 保全・修理のしやすさをコンセプトとした搬送用ロボット製造事業 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 丹羽郡大口町 R2232U00237 協栄産業株式会社 4180001087379 通常枠 竪型射出成型機の導入による、プレス加工と樹脂成型が高度に融合した新製品の展開 小倉　裕樹

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00240 有限会社永田建築 3180302008935 通常枠 介護リフォームの経験を活かして福祉用具貸与販売事業への進出 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00241 株式会社三洋電業社 8180001062881 通常枠 ＦＣ向け設備工事ノウハウを活かす冷凍餃子の移動式無人販売事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 春日井市 R2232U00242 株式会社藤木コーポレーション 5180001134683 通常枠 人材の強みを活かした超硬工具再研磨により業種転換を果たす 小倉　裕樹

中部 愛知県 津島市 R2232U00243 株式会社葵精工 7180001096311 通常枠 工場環境の安全衛生と協力会社の廃業問題を解決する、小径シャフト製造の内製化 小倉　裕樹

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00251 株式会社ＢＴダンススタジオ 1180301028473 通常枠 非対面型オンラインレッスンの拡大とオンライン発表会への転換 税理士法人創経
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中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232U00261 株式会社エドワード一級建築設計事務所 9180001090725 通常枠 建築設計力を活かした、一棟貸宿泊ビジネスへの新分野展開 足立　剛

中部 愛知県 津島市 R2232U00262 株式会社装建 9180001098529 通常枠 従来の工法（ブラスト工法）から循環式ブラスト工法への転換 税理士法人アクロス

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U00264 株式会社サンケン 9180001100186 通常枠 新しいＧＤＳ工法で液状化対策市場の獲得を目指す 東濃信用金庫

中部 愛知県 安城市 R2232U00265 有限会社さがみや 3020002023721 通常枠 デジタル技術を活用した非接触型のセルフ脱毛専門メンズエステ事業 株式会社森田経営

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232U00267 株式会社あい美す 6180001024586 通常枠 美容商社の情報力で失客を防ぐ！スタイルの再現性に特化した電子カルテの開発 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 一宮市 R2232U00271 茶久染色株式会社 3180001084303 通常枠 ガーゼ遺残事故解消の為の手術用ガーゼ向けＲＦＩＤタグの製造 尾西信用金庫

中部 愛知県 碧南市 R2232U00275 加藤謙鉃工株式会社 1180301015133 通常枠 電気自動車関連部品製作事業への参入 株式会社十六銀行

中部 愛知県 尾張旭市 R2232U00276 アサヒ工業株式会社 5180001079458 通常枠 マンションストック問題における大規模修繕工事の足場組み事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 弥富市 R2232U00287 株式会社太光ワークス 3180001116469 通常枠 人手不足で長期化するトラック塗装を短納期化し、物流活性化に貢献 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00289 株式会社リクルーティング・デザイン 1180001041867 通常枠 ニッポンの介護人材の未来を担う、アジアを視野に入れた人材総合サービス事業計画 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00290 株式会社石井商店 2180001137210 通常枠 インドアゴルフ練習場・ゴルフスクール経営への新規参入 岐阜信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 R2232U00292 株式会社エスエイチ 3180301016484 通常枠 キャンピングカー用シートの企画・販売及び取付けによる業態転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊田市 R2232U00293 友新精機株式会社 8180301019524 通常枠 製造方法の変更による新たなハイブリッド車用デフケース生産への進出 碧海信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00295 谷脇工業株式会社 5180301013042 通常枠 恒温管理施設における集光用レンズ金型の新開発による太陽光発電市場への参入計画 税理士法人森田経営

中部 愛知県 碧南市 R2232U00297 宮地工業株式会社 6180301015566 通常枠 自動車部品向け製造装置から医薬品向け製造装置への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232U00298 土地家屋調査士法人スペース設計 6180005016398 通常枠 土地家屋調査・測量のポータルサイト開設運営による業種転換 豊田信用金庫

中部 愛知県 西尾市 R2232U00299 りこ助産院 通常枠 母子を見守り、今の時代を共に生きる助産院の改革 西尾商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00300 有限会社中村工業 3180002028556 通常枠 次世代新工法によるアスベスト除去事業への新たな挑戦 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232U00301 株式会社アライブ 9180001050010 通常枠 ＡＩとＩＴをフル活用した、教育＆コミュニケーションアプリ事業 林　千尋

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00302 株式会社ディーエスエス 4180001053521 通常枠 太陽光発電設置事業のノウハウを活かした空き地・空き家問題解決サービスの展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00308 株式会社アスラン 4180301022052 通常枠 自社の低温真空乾燥技術を活用し無農薬コーヒー・バナナを余すことなく使用した６次産業化事業の構築 豊橋信用金庫

中部 愛知県 新城市 R2232U00309 有限会社穂岳 8180302028210 通常枠 先代と築いた営業力を活かす工期短縮に資するプレカット材輸送事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00310 中日裝業株式会社 7190001013281 通常枠 新仮設工法を開発し、超高層マンション大規模修繕へ挑戦 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00317 株式会社アスタスタ 3180001059362 通常枠 ＷＥＢ受託事業からプラットフォーム事業への転換 株式会社大三経営事務所

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232U00318 東山株式会社 9180001028758 通常枠 物流業務の生産性向上を実現するトラック荷量分析ＡＩアプリ販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 R2232U00319 有限会社三割屋 2180002080046 通常枠 お客様の声を受け、独自の「街で働く車の車屋さん」への新分野展開 尾西信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00320 有限会社デンタルワールド 3180302010643 通常枠 歯科技工所からデンタルプロデュースコンサル業への事業転換 佐原　啓泰

中部 愛知県 愛知郡東郷町 R2232U00325 株式会社津代エクステリア 1180001066831 通常枠 地域の特性を生かしたシミュレーションゴルフ事業への展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 安城市 R2232U00331 株式会社こみでん 5180301029328 通常枠 スマート農業に向けた梱包・搬送作業の省力化設備の開発 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 弥富市 R2232U00334 中森技研株式会社 2180001097603 通常枠 コロナ禍において市場拡大が進むロボット産業への進出事業 石川　裕史

中部 愛知県 西尾市 R2232U00335 有限会社まるいち 9180302026510 通常枠 多彩な塗装を行うレストア自転車専門店へ業態転換 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 みよし市 R2232U00341 株式会社サンコー精機 9180301020308 通常枠 次世代電気自動車用バッテリー関連部品分野向のプレス金型製作技術の構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00343 有限会社おり紙 5180002022986 通常枠 ポストコロナに向けた地域に密着した飲食事業への新分野展開 依田　裕

中部 愛知県 碧南市 R2232U00344 ヨシダ工業株式会社 2180301015611 通常枠 ステンレス加工技術修得による低温物流市場への参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00348 株式会社ＫＰ 8180001072996 通常枠 クロワッサン専門店「麦香奏」ブランド構築に向けた事業基盤整備 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00349 近藤金属工業株式会社 9180001030227 通常枠 熱加工技術の新規導入により、産業機器向けから協働ロボット向け部品製造へ進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 知立市 R2232U00350 有限会社広見商事 7180302019631 通常枠 「当社独自の専用複合加工機」による最適化ラインの構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00355 株式会社ＡＪドリームクリエイト 7180001086452 通常枠 競合他社をターゲットに変える逆転の発想「焼肉店から食肉加工業への新展開」 坪井　亮

中部 愛知県 名古屋市南区 R2232U00358 株式会社生方製作所 8180001014131 通常枠 災害に負けるな！ＢｔｏＢを活かしてＢｔｏＣへ挑戦 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232U00359 長苗印刷株式会社 2180001022437 通常枠 植物主成分のバイオマスプラスチック使用によるハイブリッドパッケージ製品（紙＋フィルム）の製造 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 東海市 R2232U00362 株式会社たつとり 8180001137725 通常枠 訪問看護・介護ステーションとナーシングホーム設立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知多郡美浜町 R2232U00363 有限会社齊藤工業 6180002083433 通常枠 高精度・高耐久の半導体製造装置部品の生産体制構築による新分野展開への挑戦 西岡　昭彦

中部 愛知県 西春日井郡豊山町 R2232U00365 株式会社大永水産 1180001052311 通常枠 プロが選ぶ鮮魚を３Ｄ冷凍技術活用で家庭用商品開発・通販事業分野への展開 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 刈谷市 R2232U00366 有限会社石川研磨 8180302017923 通常枠 超大型精密円筒研削盤の導入による、次世代向け高機能性フィルム製造用大型金属部品加工への進出 朝日税理士法人

中部 愛知県 碧南市 R2232U00369 三和株式会社 9180301015274 通常枠 アルミエンジン部品からＥＶ・脱炭素化部品製造への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 R2232U00370 豊桑産業株式会社 1180001088603 通常枠 デジタル技術を活かした高品位家具市場への展開による経営革新の実現 各務原商工会議所

中部 愛知県 日進市 R2232U00371 株式会社エアロクラフトジャパン 3180001067571 通常枠 ３Ｄ金属積層造形機（３Ｄプリンター）導入による航空機産業への参入 株式会社りそな銀行

中部 愛知県 半田市 R2232U00376 株式会社ＯＨＡＮＡ　ＳＥＬＦ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 4180001122631 通常枠 知多半島の魅力発見！アフターコロナに向けた屋外カフェ併設のグランピング事業 坪井　亮

中部 愛知県 安城市 R2232U00377 株式会社杉浦機械 1180301012997 通常枠 超難削材の独自加工技術開発と夜間連続操業によるロケット部品等量産化事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U00386 株式会社青電社 3180001017064 通常枠 電気設備業界末端をデジタル化し、人、紙、時間の無駄を削減。業界の課題を解決！ 公益財団法人名古屋産業振興公社

中部 愛知県 蒲郡市 R2232U00387 株式会社平野屋 9180301011265 通常枠 平野屋サウナープロジェクト！日帰りサウナを新設し、新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 瀬戸市 R2232U00391 品野セラミックタイル工業株式会社 5180001078872 通常枠 意匠性向上の為のインクジェットプリンター導入による新販路構築。 かがやきコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00393 株式会社ＭＦＣ 6180001103084 通常枠 建設業に必要不可欠な足場の組立・解体サービス 丸山　和秀

中部 愛知県 一宮市 R2232U00394 金銀花酒造株式会社 4180001082529 通常枠 小規模酒蔵の『モノ売り』から『コト売り』へのビジネスモデル転換 いちい信用金庫

中部 愛知県 安城市 R2232U00408 味処　うおみ高棚店 通常枠 ドライブスルーで商圏拡大！レシピ提案型コミュニティスーパー開設による新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 西尾市 R2232U00410 小林工務店株式会社 2180301026113 通常枠 自然素材の（化学物質素材を使わない家）自社注文住宅ブランドの立ち上げと展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00413 株式会社ｖｉｎｏｆｏｎｉｃａ 4180001131483 通常枠 ワイン革命。「ナチュラルワイン、オンライン全国普及計画」 加藤一男

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00414 有限会社鈴木鈑金 2180002028029 通常枠 カーボンニュートラルへの挑戦！遮熱事業で日本の節電に貢献する 税理士法人ファミリィ

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00418 光フードサービス株式会社 6180001072619 通常枠 飲食業界では先進的な完全非接触・ＤＸを導入するファミリー向け焼肉店の開業 株式会社愛知銀行
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中部 愛知県 蒲郡市 R2232U00419 株式会社大須賀商店 4180301010833 通常枠 日本の中心（愛知県）から自社製・自社ブランド（布団類）でＥＣ事業に挑む 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00423 株式会社まるてん 7180001069853 通常枠 ＩＯＴ管理による医療再生美容液及び膣ハフ施術のエステティックサロン 泰山　秀政

中部 愛知県 北名古屋市 R2232U00431 橋梁技建株式会社 4180001045824 通常枠 橋梁付属物建設技術パッケージ化によるカスタムメイド型製品販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00433 有限会社千成工業 8180002046124 通常枠 食品包装分野でのスリット加工と製袋加工の一環加工体制の確立 株式会社エフアンドエム

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232U00435 名東化工機株式会社 4180001003047 通常枠 特許技術！金属加工用特殊クーラント水製造販売による事業再構築 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U00438 株式会社ケベット 2180001123169 通常枠 ダクト施工業から製造へ進出してワンストップ体制を構築し、顧客の利便性を向上 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232U00439 中部食肉販売株式会社 2180001062318 通常枠 事業譲渡で承継した経営資源を活用した、新規販売ルートへの進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00440 ジャパンファースト株式会社 5180301004388 通常枠 地域の産業活性化に貢献する冷凍冷蔵事業への新分野展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00441 堀場産業株式会社 2180001040637 通常枠 オンライン大規模バンケット会場改装による売上回復の取組み 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00443 日中企画株式会社 7180002058789 通常枠 テイクアウトとＷＥＢ予約を組合せた本格上海料理ファストフード店への転換 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00447 株式会社大福 8180001104659 通常枠 愛知県東海市に弊社初の物流センターを建設し新事業に取り組む 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00449 グラストップ株式会社 1180001102529 通常枠 新型コロナを不活化するガラスコーティング剤の量産、施工体制の確立 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00450 スマイルプラス合同会社 4180003014967 通常枠 家事代行ＷＥＢマッチング事業 金﨑　卓也

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00455 株式会社ＳＫＹｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ 7180001071033 通常枠 伝統的和菓子「どら焼き」のリノベーションによる再構築でＶ字回復を図る取組 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 大府市 R2232U00456 近藤鉄筋株式会社 7180001088928 通常枠 切断・圧着・検査を一貫で行える、全国初の機械式継手の加工工場兼倉庫の実現と販路拡大 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 海部郡飛島村 R2232U00457 大地株式会社 3180001097536 通常枠 精密加工による除菌ゲートと非鉄金属加工への新分野展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 東海市 R2232U00463 株式会社ＭＲ 9180001115069 通常枠 自家消費型太陽光システムを活用したゼロエネルギー観光拠点整備計画 東濃信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 R2232U00466 東海挾範株式会社 4180001006917 通常枠 ゲージと三次元測定機を連携させたインライン自動検査システムの事業化 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00470 株式会社スギノ 5180301005915 通常枠 自動車の金属加工技術による歯科技工物製作アウトソーシング事業 株式会社フロウシンク

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00473 有限会社エム・プロダクツ 2180302011097 通常枠 循環型ライフスタイルを体感できるコミュニティー施設の開発および飲食サービス業の展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U00475 株式会社ジェーケー・コーポレーション 9180001048434 通常枠 ＱＯＬ向上に資する革新的なムース食品の開発を通じた新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00478 株式会社アイティーコスモス 1180001049076 通常枠 災害時の情報収集及び警戒監視のための「災害対応支援システム」 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00479 株式会社シンキレーザ 5180301005865 通常枠 レーザー加工のスペシャリストが挑む新分野展開のための新たな生産体制構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232U00485 株式会社リンクス 9180001109517 通常枠 介護ロボットを活用したリハビリトレーニング型高齢者施設の運営 税理士法人川島・伊縫合同会計事務所

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00488 有限会社アイワ技研 5180302000320 通常枠 新型レーザー加工機が可能にする精密加工で新分野進出 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00491 株式会社イートジョイ・フードサービス 7180001059037 通常枠 ポストコロナに対応した屋外で飲食が楽しめるキャンプＢＢＱ場の開業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 碧南市 R2232U00492 石川軽金属工業株式会社 5180301015071 通常枠 成長分野である半導体製造装置部品市場への新規参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00496 有限会社大新製作所 8180002011805 通常枠 難切削加工技術を活かした医療品包装機械分野への新分野展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 丹羽郡大口町 R2232U00498 カサイエレック株式会社 7180001115310 通常枠 沖縄県初となる「実証ラボ」を通じたデジタル化システムの製造販売事業 沖縄県商工会連合会

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00499 有限会社カズオフーズ 4180302000858 通常枠 新しい調理方法を活用した給食提供サービス事業の業態転換 岡崎信用金庫

中部 愛知県 みよし市 R2232U00500 株式会社ＹＭＤテック 5180301020666 通常枠 自動車電動系領域の高精度装置部品の新分野展開を図る放電加工プロセスの新構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00502 株式会社ＰＲＥＣＩＯＵＳ・ＢＥＡＵＴＹ 3180001100324 通常枠 低所得者向けの介護・看護付き住宅型有料老人ホーム 浅野　要

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232U00503 合同会社大須Ｎスタイル 7012403003200 通常枠 地域福祉貢献と顧客利便性を追求したＩｏＴコインランドリー事業 前田　直

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00506 株式会社アルファスポーツ 2180001101447 通常枠 完全非対面で運動指導を行うセルフフィットネス事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 R2232U00511 カムエンジニアリング株式会社 9180301003948 通常枠 産業機械事業の縮小と精密部品加工事業の拡大に向け設備投資を行い事業の「選択と集中」を図る 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 愛知県 刈谷市 R2232U00514 有限会社アンジュ 5180302017876 通常枠 バーテンダーが作る本格クリームソーダ－を提供するギャラリー喫茶 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232U00515 サン食品株式会社 3180001021909 通常枠 ロカボ（低糖質）商品の開発と生産体制の確立による新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 安城市 R2232U00518 曙工業株式会社 4180301012623 通常枠 航空機部品の切削加工技術を応用した半導体製造装置部品加工への新規参入 西尾信用金庫

中部 愛知県 豊田市 R2232U00519 株式会社丸加釀造場 3180301019330 通常枠 発酵で健康を提案！カフェで新たなお客様とつながる仕組みづくり 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 R2232U00520 有限会社パール金属 1180002032378 通常枠 ３ＤＣＡＤ／ＣＡＭ及び三次元測定機導入による械部品設計事業の開始 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00521 株式会社八洲 8180001033180 通常枠 密な地下街飲食店から、中食＆外食ハイブリッドの再構築モデルへ 株式会社中京銀行

中部 愛知県 西尾市 R2232U00525 有限会社光和サービス 5180302001178 通常枠 当社のノウハウと技術力を活用して射出成形教育市場のトップスなる！ 喜田　佳映里

中部 愛知県 名古屋市港区 R2232U00528 株式会社ユアネットワーク 2180001058043 通常枠 特殊車両を扱う専門業者がコロナ禍対策を施した飲食店への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232U00532 株式会社スマイル 2180001088701 通常枠 イチゴおよび地元農産物の加工食品製造および販売による新分野展開 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232U00533 夢木香株式会社 3180001024465 通常枠 日本初全棟個別フィンランドサウナ付き“八ヶ岳サステナビレッジ”事業計画 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 愛西市 R2232U00535 株式会社東栄超硬 3180001097189 通常枠 精密加工部品の測定・修正加工ワンストップ超特急サービス 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U00537 有限会社太陽舎 2180002000929 通常枠 ＩＴを活用した２４時間対応の複合サービス提供型店舗への業態転換 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 安城市 R2232U00538 株式会社タキオン 5180301013595 通常枠 プレス試作加工の技術を活かし、金型保管期間が終了した旧モデル自動車の補給部品の小ロット生産事業への参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 春日井市 R2232U00539 株式会社オリエント総業 6180001075679 通常枠 ＡＭＲ　（協働型自律走行ロボット）　応用による軟包装グラビア印刷工程の自動化推進事業 東春信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00541 株式会社ネイチャーズウェイ 5180001016221 通常枠 オンライン接客・販売事業 税理士法人ブレインワン

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00555 大角建材株式会社 2180001011753 通常枠 リサイクル土砂の開発による建築材料業として土木分野への展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 大府市 R2232U00557 有限会社池本シート商会 1180002084592 通常枠 鉄骨加工を加えた新ブランド立ち上げによる、付加価値空間創造事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232U00559 横井クレーン株式会社 3180001029084 通常枠 安全で狭隘地へも対応した新たな工事法による障害物撤去事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00560 株式会社アサノ食品 4180001018771 通常枠 冷凍用早炊き加工米の製造販売 松下　昌弘

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00564 株式会社大和 5180301001534 通常枠 食品スーパーの強みを活かした鮮度の高いフルーツサンドのＥＣ及び卸売事業の構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 日進市 R2232U00566 株式会社フォークス 1180001067689 通常枠 子ども向け野外プログラムを備えた新しいグランピング施設「スターツリーズ中津川」 株式会社みらい経営

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232U00567 株式会社ピーエスアロー 7180001061802 通常枠 地方営業所の新設と抗ウイルス効果がある水溶液を用いた衛生サービス事業への事業転換 水野　輝彦

中部 愛知県 安城市 R2232U00568 株式会社サンライズ 7180301016530 通常枠 大型ＮＣ加工機の導入による商社から建築装飾加工メーカーへの転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00569 株式会社藏 2180001137870 通常枠 食通に「他にない味」と言わしめた隠れ家的創作和食料理店の味を家庭に届ける 愛知商工連盟協同組合
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中部 愛知県 岡崎市 R2232U00570 株式会社シンユー 6180302001490 通常枠 食品・薬品業界向け生産ライン、ロボット設計・製作事業への進出 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232U00573 株式会社ＴＥＮ 2180002063133 通常枠 落ち着いた空間で作業できるオンラインワーカー向けレンタルオフィス 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232U00575 株式会社ＷＣＳ 5180001057496 通常枠 ワールドコスプレチャンピオンシップ審査員検定試験の実施事業 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 名古屋市南区 R2232U00577 福崎鋼業有限会社 8180002014642 通常枠 家具部品プレス加工に特化した金型の開発製造による　部品サプライヤーから開発型メーカーへの転換 伊藤　誠悟

中部 愛知県 あま市 R2232U00578 中日本炉工業株式会社 3180001098443 通常枠 半導体分野へ進出！国内唯一のＣＶＤコーティング装置と新しいビジネスモデルを創出し事業再構築する。 岐阜信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00579 有限会社野村土木 6180302002506 通常枠 人工芝を活用した環境と経済が共存する環境循環型社会の実現 豊田信用金庫

中部 愛知県 東海市 R2232U00581 株式会社ＳｏＬ 9180002087729 通常枠 介護・福祉をもっとスマートに！高齢者と障がい者の幸せな暮らしを量産するハッピーホーム 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00588 株式会社新生工業 5180001120246 通常枠 Ｘ線画像診断によるマンション給排水管リフォーム工事の受注拡大 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00594 株式会社ヤマサンイトウ 3180001033219 通常枠 ＰＢ製品によるユーザー顧客開拓事業 辻中　修

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00596 有限会社スリーポイント 7180002049747 通常枠 ２４時間いつでもお袋の味を楽しめる煮物専門店の立ち上げ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232U00602 伊藤金型工業株式会社 2180001023253 通常枠 リバースエンジニアリングによる自動車金型の測定業務 小倉　裕樹

中部 愛知県 長久手市 R2232U00604 ＭＡＫＯＴＯ 通常枠 密を避けた新店舗移転による日本料理店から創作料理店への転換 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 半田市 R2232U00605 キッコウトミ株式会社 8180001091641 通常枠 昔ながらの製造方法の特長を最大限に活かす醤油・味噌製品での新市場開拓 半田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232U00607 ワールドビジネス株式会社 1180001055470 通常枠 脱卸業！ウィズコロナ対応高品質ゲートの開発と販売 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 瀬戸市 R2232U00609 有限会社米祐商店 5180002071736 通常枠 コロナ過における、中食・内食分野での炊飯・加工技術を活かした食の価値創造 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00612 ケーピーワークス株式会社 8180001003885 通常枠 パーソナライズＤＭ事業立ち上げによる事業再構築 春日井商工会議所

中部 愛知県 海部郡大治町 R2232U00613 株式会社ホリウチ 8180001098463 通常枠 オリジナル鉄骨ユニットの開発・自社製作・施工販売による新分野展開 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00614 合資会社気晴亭 7180003005030 通常枠 冷凍食品による名古屋めしを全国発信事業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00618 Ａｈａ　ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ株式会社 8180001115879 通常枠 個室型サウナの新規開店による業種転換の実施 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 稲沢市 R2232U00622 サロンドフェイスモアナ 通常枠 美と健康に特化したカフェ事業参入で体内から美のサポート 稲沢商工会議所

中部 愛知県 一宮市 R2232U00623 川口合成株式会社 5180001082651 通常枠 真空成形の技術を活用したブリスターパックの製造販売事業 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 R2232U00625 有限会社アシスタ 7180002052800 通常枠 障害者専門の日中サービス支援型グループホームの運営 伊藤　誠悟

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232U00626 株式会社アイオン 9180001072087 通常枠 自動車部品の輸入金型の生産トライサポート及び小ロット成型品生産の請負事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岩倉市 R2232U00627 愛国機械株式会社 4180001087750 通常枠 新業種取引先獲得・家屋効率向上計画 小倉　裕樹

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00631 中野製作所株式会社 2180301004201 通常枠 鉄道車両製造業界向けの台車関連部品加工を開始する新分野展開 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232U00633 合同会社ひまわり企画 5180003018645 通常枠 名古屋市内の住宅地で安心して暮らせる障がい者グループホーム事業 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00638 マツシロツール株式会社 9180001053582 通常枠 デジタルオートメーションによる無人化工場事業 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232U00640 滝本技研工業株式会社 6180001023844 通常枠 半導体事業に参入する為の精密加工への受注取組 小倉　裕樹

中部 愛知県 刈谷市 R2232U00643 有限会社アペオ技研 1180302017863 通常枠 測量業から水災害対策コンサルティングサービス業への展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00644 合同会社ちくさ企画 6180003019106 通常枠 障がい者向けグループホーム 株式会社静岡銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00646 合同会社ケイアンドエス東京 2180003014960 通常枠 名古屋の中心部で快適・安全な生活することを支援する障がい者福祉事業 株式会社静岡銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00650 株式会社名西薬品 2200001027904 通常枠 保険調剤薬局事業への新規進出 株式会社中京銀行

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00655 株式会社一進 4180301027489 通常枠 デザイン力を活かした自社ブランドの確立で下請依存体質脱却 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00657 有限会社大政 2180302006808 通常枠 炭焼き調理を特徴とした地産地消日本料理店への事業転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232U00658 加賀産業株式会社 1180001035101 通常枠 ショッピングカート除菌装置の開発 中谷　安良

中部 愛知県 知多郡東浦町 R2232U00663 明興産業株式会社 3180001092891 通常枠 木型パレット製造事業を活かしたトレーラーハウス製造販売への新分野展開 税理士法人　Ｂｒｉｃｋｓ＆ＵＫ

中部 愛知県 碧南市 R2232U00668 有限会社ファイブ 9180302020216 通常枠 小規模地域の連携フードデリバリーとゴーストキッチン事業の構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 R2232U00672 松山毛織株式会社 7180001084613 通常枠 服飾系から農業分野への進出－天然繊維製の栽培用ネットの販売－ 株式会社エー・シー・エム

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00673 株式会社アーテック 6180301001772 通常枠 コロナに負けない、安全で安心な給食を届ける、こども給食事業 林　和夫

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00676 株式会社アレックス・ジャパン 3180001071284 通常枠 航空宇宙で培った技術でフライトシミュレータ製造販売事業を創設 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00677 株式会社マ・メゾン 1180001003909 通常枠 外食と内食の共存を目指した既存飲食店併設による小売業への参入 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 R2232U00687 株式会社中庄商店 2180001101125 通常枠 老舗鰻卸問屋が再起を懸ける！鰻のかば焼きレストランＦＣ展開事業！ 株式会社十六銀行

中部 愛知県 春日井市 R2232U00690 株式会社わしの製作所 2180001077506 通常枠 金型製造ノウハウを土台とした、プラスチック射出成形事業への参入 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 R2232U00695 株式会社ミガキの木村 8180001053864 通常枠 革新的３Ⅾプリンター等の導入による先進的・独創的な次世代デジタル生産方法の確立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 春日井市 R2232U00697 株式会社ざわ 2180001078512 通常枠 個室で味わう至福の焼き肉 片野　千哉

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232U00702 ＴＡＫＩＳＳＡ 通常枠 ＥＣサイト構築及びセントラルキッチン建築による事業再構築計画 小栗　崇嗣

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00703 株式会社ＲＥＢＩＵＳ 7180001119484 通常枠 価値観の多様化と生き抜く力を育てる新たな学童保育事業への業種転換計画。 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 豊田市 R2232U00704 藤野工業株式会社 7180301019194 通常枠 次世代自動車向け超ハイテン用プレス金型の生産プロセスの開発 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00705 ヒカリ・レンタル株式会社 7180301006861 通常枠 ＡＲ（拡張現実）技術で「まちの活性化」、地方共創型イベント創出事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 春日井市 R2232U00708 中村鉄工株式会社 8180001074646 通常枠 入手困難な大型コア部品のデジタル再生！３Ｄ技術の強化によるデジタルツイン事業の構築 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00717 トライボス株式会社 4180001106584 通常枠 脱毛、痩身マッサージを軸としたメンズエステ事業へ進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00718 株式会社ボニト 1180001032651 通常枠 鰹だし等パウダーを使用した新商品の海外展開事業 アアル株式会社

中部 愛知県 安城市 R2232U00721 株式会社サンワ金型 9180301012890 通常枠 ファウンドリ型生産事業開拓のための生産設備保全事業の構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00723 株式会社三雅 2180001049389 通常枠 国際大会受賞の美容鍼灸師監修、ライブコマースによる販路拡大 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232U00728 株式会社シッククリエーション 8180001058665 通常枠 「言語能力開発講座（作文・小論文・その他各種カリキュラム）を動画で提供する」事業による新分野展開 株式会社プロシード

中部 愛知県 清須市 R2232U00736 中京プラケア株式会社 4180001026155 通常枠 製造設備事業の新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00737 ニッコアイエム株式会社 9180001133913 通常枠 印刷業からフレキシブルオフィスサービス業への事業転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00739 フジタセイカ株式会社 1180001032486 通常枠 駄菓子工場からグルテンフリー食品工場への事業転換 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 R2232U00744 株式会社ＤＡＴＺ 7180001053758 通常枠 テイクアウト・デリバリーに適した健康志向型ハンバーガー業態の開発 岡崎信用金庫
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中部 愛知県 豊田市 R2232U00748 株式会社トラストスタッフ 8180301020358 通常枠 派遣業から各種先進機器設計事業社への再構築 株式会社エモーサル

中部 愛知県 豊田市 R2232U00751 大沢金型製作所有限会社 2180302021609 通常枠 次世代自動車向け部品の製造に向け先端的なデジタル技術を活用 小倉　裕樹

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00754 株式会社あづま 8180301006522 通常枠 自社の強みを生かした建設現場の全工程ＩＣＴ施工の実現 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232U00761 株式会社ネットプラザ 3180001024655 通常枠 アフターコロナを見越した、オフィスのリノベーション事業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 R2232U00763 福田造園土木株式会社 6180301019121 通常枠 「ベランダガーデン」オーダーメイド本格ウッドデッキのネット販売 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00764 株式会社アトム 3180001058182 通常枠 ＡＩを活用したマーケティング精度向上プロジェクト 株式会社北陸銀行

中部 愛知県 豊橋市 R2232U00765 伊藤塗装工業株式会社 9180301005110 通常枠 抗ウィルス塗装の量産化を実現する新技術を活用した感染予防製品の製造 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00769 株式会社リンクコンサルティンググループ 9011101062300 通常枠 アフターコロナ・オールオンライン採用システム 藤田　吉高

中部 愛知県 東海市 R2232U00772 有限会社鏡 3180002088864 通常枠 管工事業を行う企業が、業務用洗浄機の製造を通じて産業機械メーカーに転換する事業 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00775 株式会社ミライメイク 1180001025077 通常枠 子どもの夢を応援する職業体験型ｗｅｂサイト 税理士法人中央総研

中部 愛知県 清須市 R2232U00779 株式会社ウイングオート 2180001045181 通常枠 輸入車正規ディーラー店の強みを生かし車の保管サービス事業参入 廣瀬　陽介

中部 愛知県 小牧市 R2232U00780 株式会社アシストコーポレーション 3180001077901 通常枠 建設ＩＣＴ化を図り少人数で舗装施工を可能に！ウィズコロナ時代に対応 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00781 株式会社Ｈ＆Ｆカンパニー 8180001073160 通常枠 新たな商品開発『愛知産地消アイスクリーム』 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 弥富市 R2232U00783 ダイヨシ・コーポレーション株式会社 8190001003612 通常枠 クラウド型ＩＯＴシステムを足場資材リース業運営に活用する 泰山　秀政

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00792 和牛旬菜　一颯 通常枠 コロナ禍におけるゴルフ需要を取り込む最新型シミュレーター導入事業 坪井　亮

中部 愛知県 西春日井郡豊山町 R2232U00796 株式会社小塚屋 1180001052278 通常枠 航空業界からの撤退に伴う、介護食市場への参入計画 株式会社名南経営コンサルティング

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00799 合同会社Ｕ建築設計室 4180303004222 通常枠 ＶＲ住宅展示場「Ｕタウン」みんなの街プロジェクト 林　和夫

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00800 株式会社ｉｆオートサービス 6190001018752 通常枠 福祉車両の販売、賃貸業から整備業へ事業拡大する新分野展開 税理士法人創経

中部 愛知県 豊川市 R2232U00806 株式会社ＢＵＩＬＤ　ＬＩＦＥ 5180301021937 通常枠 ニューノーマル時代の新しい宿泊様式「非３密の体験型複合リゾート施設事業」 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00817 株式会社アルファポイント 8180001034055 通常枠 マルチタスクネットワーク物販端末を用いた地域・設置特性を活かした販売ソリューション 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 弥富市 R2232U00818 アサイウッドマテリア株式会社 4180001097361 通常枠 今後、建設需要が増加する木造の大規模建築物で使用可能な、国産スギ材を原料とした準不燃・難燃合板の開発 株式会社百五銀行

中部 愛知県 瀬戸市 R2232U00825 株式会社上々 2180001106009 通常枠 トレーナーのスキルアップ・資格取得を後押し！ヨガスタジオ大改装 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00828 株式会社ナカモサンルート 8180001031969 通常枠 コロナ禍・ポストコロナにおける宿泊市場の変化に対応したステイケーション、ワーケ―ション型商品の販売事業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 犬山市 R2232U00832 リタペットクリニック 通常枠 獣医師によるコロナ対応型ペットセルフウォッシュ・トリミング施設の建設 近藤　紀幸

中部 愛知県 みよし市 R2232U00836 有限会社近藤商会 7180302024805 通常枠 地域密着型ガス会社の日本最先端　ＧＴＬ一般取扱所への挑戦によって未来を創造！ 株式会社エモーサル

中部 愛知県 春日井市 R2232U00837 株式会社ウェザーテック 2180001073744 通常枠 災害時対応型オートキャンプ場の建設と運営による自立型経営の確立 東濃信用金庫

中部 愛知県 あま市 R2232U00838 株式会社ファインクオリティ 5180001129048 通常枠 開発工場の稼働と自社のプロから技術指導を展開 小倉　裕樹

中部 愛知県 一宮市 R2232U00840 株式会社Ｃｌｏｕｄ９Ｍａｒｋｅｔ 7180001119369 通常枠 東海初！モーニング＆カフェが楽しめるグランピング新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 安城市 R2232U00843 馬場産業株式会社 3180301013218 通常枠 最新の高剛性マシニングセンタ導入による脱炭素社会への取組み 岡崎信用金庫

中部 愛知県 東海市 R2232U00844 Ｋ．Ｍ．Ｋ．株式会社 2180001113500 通常枠 レーザー加工をチャンスに！思い切った再構築でコロナ影響克服 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 西尾市 R2232U00845 株式会社新美鉄工所 7180301022586 通常枠 大型金属部品の一体加工技術で挑む食品加工機械市場への進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232U00848 有限会社近藤食品 3180002056838 通常枠 高級食パンのテイクアウト・３６５日宅配サービス事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 R2232U00850 株式会社鬼頭 4180001116022 通常枠 最新型５軸マシニングセンタを活用した人命と未来の自動車産業の守る新分野への新事業展開 水野　正勝

中部 愛知県 名古屋市天白区 R2232U00851 株式会社ダウニーイースト 2180002058430 通常枠 季節のシュークリームを目玉にテイクアウト・デリバリー事業を展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 あま市 R2232U00854 株式会社あるてあ 9180001099188 通常枠 感染症対策をした重度障がい者グループホームへの新分野展開！ 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00856 株式会社Ｍａｍｍａ　Ｍｉａ 1120001203373 通常枠 中食ハイブリッド型焼肉店の事業展開を目的としたセントラルキッチン建設 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U00859 株式会社シマウイング 7180001042546 通常枠 カフェが展開する観葉植物販売と体感型ボタニカル事業 税理士法人創経

中部 愛知県 大府市 R2232U00861 有限会社林田電気システム 8180002087119 通常枠 ふるさと農園大府ＨＡＲＡＮＥＣＯ事業～Ａｆｔｅｒコロナの新しい観光農園 半田信用金庫

中部 愛知県 あま市 R2232U00862 株式会社ナテック 5180001099365 通常枠 超軟質樹脂によるヘルスケア事業への新規参入及び、制振・静音部品への更なる展開を目指す 尾西信用金庫

中部 愛知県 西尾市 R2232U00864 朝日精密工業株式会社 4180301022960 通常枠 立体複雑形状樹脂製品の品質課題を解決する新事業の創設 西尾信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00865 葵巧研有限会社 4180302001798 通常枠 メッキ工程のデジタル化・自動化と新洗浄方式による新たな表面処理技術の開発 岡崎商工会議所

中部 愛知県 津島市 R2232U00868 井ノ口産業株式会社 3180001102709 通常枠 新分野「プラスチックのリサイクル事業」の展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 R2232U00878 株式会社中京 5180001020082 通常枠 ＥＶ工具の開発を行い、カーボンニュートラルの実現を加速させる事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 東海市 R2232U00880 有限会社秀建 3180002088773 通常枠 擁壁工事ワンストップサービスの提供と地盤改良＋基礎工事への参入 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 R2232U00881 藤田工業有限会社 9180002012463 通常枠 【誘導コイル製造の加圧注型金型による熱板式短時間加圧注型法の開発】 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 犬山市 R2232U00884 株式会社エムケイユニティー 1180001081707 通常枠 リサイクル事業への挑戦！廃棄物を資源化して循環型社会を目指す 税理士法人中央総研

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00890 株式会社アイアールハーツ 8180001061834 通常枠 家食需要に新風を！高級食材名古屋コーチンのファストフード化で東京進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 清須市 R2232U00893 株式会社ハンディ 4180001124454 通常枠 障がい者が生き甲斐をもって活躍できる食パン専門店の立ち上げ 野本　伸一郎

中部 愛知県 安城市 R2232U00894 株式会社ユナイテッドフードサービス 2180301026765 通常枠 ハワイアンカフェの新規開店による新分野展開の実施 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U00895 一般社団法人高耐久ＳＳＴライニング協会 5180005014114 通常枠 不足している障がい児の放課後等デイサービス施設を開設し、明るい豊かな社会を実現する事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 清須市 R2232U00896 アクト株式会社 1180001045174 通常枠 高精度フィルム加工技術を活用した医療用フェイスシールド製造・販売への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 R2232U00898 三星ケミカル株式会社 5180001083848 通常枠 カーボンニュートラル社会の実現に貢献するリサイクルペレット事業への挑戦 三嶋啓一

中部 愛知県 半田市 R2232U00899 株式会社エーエムデザイン 8180001135316 通常枠 付加価値をサービスとした部品加工事業とＷｅｂマーケティングへの進出 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 R2232U00906 株式会社志恩 2180001090599 通常枠 祖業の居酒屋を大幅縮小し、新分野として焼肉事業に進出する 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊明市 R2232U00907 有限会社栄工業所 3180002064023 通常枠 ＥＶ自動車部品製造に不可欠な真空熱処理炉を導入することによりＥＶ車部品製造参入 西尾信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 R2232U00908 株式会社Ａ．Ｉ 6180301004602 通常枠 遊休地を活用したグランピング事業で取り組む事業再構築への挑戦 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00911 ＭＳドリーム株式会社 2180001068975 通常枠 特殊陶片を用いた農業用水濾過装置の組み立て販売と工業型農業プログラム販売への業種変更 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 R2232U00913 株式会社ｅｎｊ‐ｉ 3180001113202 通常枠 モデル店舗構築と出店ノウハウ提供による業態転換促進事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 R2232U00919 ベーグジャパン株式会社 3180001025835 通常枠 機械化による量産化とＥＣ通販・量販店での販売事業 辻中　修
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中部 愛知県 名古屋市南区 R2232U00921 株式会社明伸タイヤサービス 8180001134763 通常枠 軽自動車による低価格な中長期貸しレンタカー事業 税理士法人　寺尾会計事務所

中部 愛知県 名古屋市港区 R2232U00923 株式会社サンエネック 2180001100746 通常枠 雇用のシェアが実現する「アンテナショップと安納芋スイーツ製造」による企業レジリエンスの強靭化 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 春日井市 R2232U00927 有限会社田口商店 4180002066539 通常枠 和室に特化したショウルームの設置と、ショウルームを活かした新規事業 春日井商工会議所

中部 愛知県 名古屋市港区 R2232U00931 株式会社ソルテ 8180001135919 通常枠 センシング技術×グラフィックアート活用によるヘルスケアイベント事業展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U00937 株式会社ビジネス・ソリューション 9180001055694 通常枠 メーリング施設の刷新による業務の機械化と印刷分野への進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00944 株式会社ミライヲ 3180001120140 通常枠 新たな和洋菓子の販売の開始 愛知信用金庫

中部 愛知県 一宮市 R2232U00945 株式会社トキ・テック 4180001091109 通常枠 テレビ制作で培ったスキル・経験を活かしたＶＲ・ＡＲスタジオ事業への事業転換 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232U00947 有限会社チェントロ 6180002056868 通常枠 人気イタリアンが高齢者施設向け高級デリバリーと独自パスタの通信販売 監査法人コスモス

中部 愛知県 春日井市 R2232U00948 株式会社アーティストリー 6180002064895 通常枠 木材デジタル加工と職人技術で理想形状を実現、建築業界へ進出 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 稲沢市 R2232U00953 株式会社池戸製作所 1180001085526 通常枠 プラスチック製品分野への挑戦によるサプライチェーンの統合 ミッドランド税理士法人

中部 愛知県 名古屋市港区 R2232U00955 二和運輸株式会社 6180001007319 通常枠 宅配事業「ＴＹＫデリバリー」 太陽グラントソントン税理士法人

中部 愛知県 名古屋市南区 R2232U00958 株式会社モトシオプラスチック 4180001048372 通常枠 ドローン市場参入によるアフターコロナ社会の中における収益分散化を目指した再構築事業 株式会社ダイワマネジメント

中部 愛知県 名古屋市東区 R2232U00962 株式会社ＴＴＫ 7180001017531 通常枠 ウェルネス事業（動的ストレッチマシンの製造と販売） 根本　景子

中部 愛知県 日進市 R2232U00964 株式会社Ｄｅｃｏ－Ｊ 7180001119402 通常枠 内装業からの業種転換、コロナ禍でも強い飲食店開業による事業 株式会社三重銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 R2232U00966 株式会社プロシード 7180001055408 通常枠 新たなサウナの楽しみ方「サ道」の開発によるプライベートサウナ事業 税理士法人Ｈ＆Ｐ

中部 愛知県 一宮市 R2232U00970 株式会社大一油脂 2180001084279 通常枠 食品廃棄物を再利用。昆虫を利用した資源循環系の確立。 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市熱田区 R2232U00975 株式会社ジェイ・クリエイト 1180001052583 通常枠 歪矯正機専用制御システムの開発及び自社製軸自動歪取機の開発新事業展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00977 ＫＯＭＡＨＯＴＥＬ合同会社 5180003017523 通常枠 「空き家再生」総合施設建設によるオフィス市場への参入計画 株式会社中京銀行

中部 愛知県 大府市 R2232U00980 丸岩産業株式会社 7180001092715 通常枠 地域連携デリバリーサービスの確立と弁当宅配サービスによる事業再構築計画 碧海信用金庫

中部 愛知県 半田市 R2232U00983 ｆａｃｔｏｒｙ８４ 通常枠 古民家活用でのシェアオフィス事業 税理士法人ヴェンティ

中部 愛知県 小牧市 R2232U00984 栄和産業株式会社 6180001075596 通常枠 超高齢化社会での介護需要を捉えた、ＱＯＬ向上を目指した新介護用品製造 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U00986 株式会社全進堂 5180001053883 通常枠 当社の印刷技術を活かしたオリジナルアイテム・グッズの製造・販売 株式会社プロシード

中部 愛知県 稲沢市 R2232U00987 株式会社アイピー・ファインテック 8180001085651 通常枠 ハイポサイクロイドギアを応用した医療機器部品製造による事業再構築 税理士法人大樹

中部 愛知県 西尾市 R2232U00989 株式会社サイバーサル 2180301028159 通常枠 事業譲渡によるスケートリンク事業の存続と新サービスの展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 半田市 R2232U00990 有限会社Ｂダッシュ 7180002088836 通常枠 「３Ｄデジタルデータ技術」で、中小企業の「イノベーション」に貢献 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U00994 株式会社クリッククローバー 2180001071112 通常枠 ＳＥＳ業界向けマッチングアプリ「ツナグ．ＳＥＳ」を提供し、ＳＥＳ業界の生産性向上に貢献する 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 蒲郡市 R2232U00995 加藤煙火株式会社 3180301010883 通常枠 点滅花火技術を用いた価値創造の第一歩として国内外の新市場へ進出する 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 R2232U00998 株式会社大成 1180001014773 通常枠 マッチングサービスによる対面型営業からの脱却と他業種、全国への営業展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 半田市 R2232U00999 知多印刷株式会社 4180001091827 通常枠 オリジナル地域物産小売りとＥＣサイト・アンテナショップの運営 加藤一男

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U01003 株式会社ライフタップ 1180001077399 通常枠 ウィズコロナ時代の完全個室型シミュレーションゴルフスタジオ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U01005 株式会社イークリエイト 6180001053759 通常枠 子供の「心技体」に関わる教育事業としての体操教室の新規参入 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U01015 アン・クリエーション株式会社 5180001041665 通常枠 ＶＲを活用したデジタル・コンテンツで新たな集客サービスを創出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 春日井市 R2232U01019 株式会社イー・スマイル 9180001102348 通常枠 先進システム活用による住宅分譲事業 ミッドランド税理士法人

中部 愛知県 名古屋市守山区 R2232U01021 有限会社ダスキン守山 7180002000981 通常枠 屋内活動が増える環境において日常の衛生面と快適性を光で演出 株式会社エモーサル

中部 愛知県 豊橋市 R2232U01023 福井酒造株式会社 1180301006925 通常枠 タイ米ウイスキー製造販売を切り口とした海外における日本酒文化の展開・価値向上 株式会社静岡銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 R2232U01025 サハシ特殊鋼株式会社 4180001006512 通常枠 火葬場における棺の無人搬送システムの開発、事業化で新分野展開 公益財団法人中部科学技術センター

中部 愛知県 日進市 R2232U01027 株式会社ＣＤＪホールディングス 1180001106389 通常枠 「中古スポーツ自転車市場におけるＣｔｏＣサポート事業への新分野展開」 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 R2232U01028 有限会社大正庵釜春 2180302002154 通常枠 非日常的空間を味わえる古民家カフェによる地域振興 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U01033 合資会社ヤスイペイント工芸所 2180003005984 通常枠 機能性パウダーコーティング新製品による新分野展開 税理士法人エイト

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U01034 株式会社ボカディレクション 7180001125482 通常枠 低迷する飲食事業とのシナジー効果を狙った同じビル内での個室サウナ事業を展開 株式会社りそな銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 R2232U01036 上田篤史 通常枠 夢を形に！融合型レンタルカフェキッチン 岩本　大輔

中部 愛知県 あま市 R2232U01042 株式会社ＡＵＴＯ　Ｄｒ．ＹＡＭＡＤＡ 9180001099337 通常枠 非対面、非接触型社会に向けた次世代のオーダーメイド移動式車両の製造販売による新分野展開 佐川　忠昭

中部 愛知県 春日井市 R2232U01045 株式会社来光工業 7180001013860 通常枠 誰も作った事のない超精密加工を施した高品質キャンプギア事業 税理士法人Ｈ＆Ｐ

中部 愛知県 豊橋市 R2232U01049 株式会社ホテルクリエイト 9180301008055 通常枠 太平洋ロングビーチ一望、グランピングコテージ展開による地域活性化 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 R2232U01064 株式会社ウインズ 8180001046579 通常枠 保全業務のＤＸ化推進に繋がる点検ツール活用サポートサービス事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 R2232U01072 清風株式会社 5180001072470 通常枠 名古屋新名物「太閤コロッケ」のテイクアウト販売事業 株式会社中京銀行

中部 三重県 伊勢市 R2242S00001 有限会社二見木工建設 9190002009624 緊急事態宣言特別枠 伊勢市初の【ショールーム家具店×コワーキングスペース×レンタルスペース】の運営 株式会社第三銀行

中部 三重県 松阪市 R2242S00002 株式会社長栄軒 1190001010350 緊急事態宣言特別枠 独自創作パン製造ノウハウで、思い切った斬新なアイスクリームジェラート製造 竹内　一馬

中部 三重県 桑名市 R2242S00003 三協フイルム紙業株式会社 9190001012249 緊急事態宣言特別枠 環境配慮型商品に特化したデリバリ、テイクアウト容器のインターネット卸販売への新規参入 大西　美喜男

中部 三重県 鈴鹿市 R2242S00006 エムフーズサービス株式会社 2190001005382 緊急事態宣言特別枠 お弁当配達から新たなうどん・そばのイートインビジネスを展開する事業。 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 四日市市 R2242S00007 六条ストア 緊急事態宣言特別枠 ネット時代にローカルで挑む！新しい形の宿泊サービスの提供 前田　久美子

中部 三重県 四日市市 R2242S00008 株式会社ＨＭ 5190001019280 緊急事態宣言特別枠 愛猫を安心して預けて、旅行に行ける「ねこ専用ホテル」誕生～ここから始まる、こころに残る旅の思い出～ 三重県商工会連合会

中部 三重県 四日市市 R2242S00010 水九印刷株式会社 9190001016456 緊急事態宣言特別枠 世界中のファンの力を活用した、同人誌（自費出版マンガ）の、二次創作プラットフォーム運営 株式会社みらい経営

中部 三重県 四日市市 R2242S00011 イシズム株式会社 3190001017542 緊急事態宣言特別枠 ワーケーション・ヘルスツーリズム・観光農園で地域の活性化 株式会社オークジャパン

中部 三重県 四日市市 R2242S00012 Ａ　Ｗｏｒｋｓ合同会社 9180003016645 緊急事態宣言特別枠 男性専門美容室が手掛ける、男性専門脱毛サロン 株式会社みらい経営

中部 三重県 四日市市 R2242S00014 株式会社ユニバーサルシンク 7190001020443 緊急事態宣言特別枠 様々なニーズに対応した万能型マルチフォトスタジオで新分野展開 四日市商工会議所

中部 三重県 熊野市 R2242S00016 有限会社新兵衛屋 1190002005168 緊急事態宣言特別枠 食品製造業がポストコロナを見据え、大型観光施設に自社直営小売店を開設 熊野商工会議所

中部 三重県 桑名郡木曽岬町 R2242S00018 欣生株式会社 5180001115221 緊急事態宣言特別枠 プラスチック（ＰＡ、ナイロン）のリペレットの製造及び輸出事業 近藤　智也

中部 三重県 津市 R2242S00019 株式会社天然樹ホーム 3190001000523 緊急事態宣言特別枠 展示場で住宅性能の見える化を再現！リノベーション事業への新展開 株式会社アスライト
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中部 三重県 桑名市 R2242S00020 株式会社鳥文 3190001024299 緊急事態宣言特別枠 ＡＩ・教育ＩＣＴで学ぶ自立型個別学習塾への業種転換 桑名商工会議所

中部 三重県 津市 R2242S00021 Ｔｈｅ１４ｔｈＭｏｏｎ 緊急事態宣言特別枠 バーテンダー監修；新しい真珠価値の創造 津商工会議所

中部 三重県 伊勢市 R2242S00022 株式会社三重軸装 1190001007462 緊急事態宣言特別枠 魅力ある工場づくり「表具の技」を発信するワークショップ 桑名三重信用金庫

中部 三重県 鈴鹿市 R2242S00023 有限会社輪音ｃｒｅａｔｉｏｎ厨 8190002007760 緊急事態宣言特別枠 新型コロナウイルス感染回避行動と外食動機に対応したウイズコロナ型焼き肉店の開設 四日市商工会議所

中部 三重県 鈴鹿市 R2242S00025 株式会社Ｈ．Ｌ．Ｓ 9190001023717 緊急事態宣言特別枠 コンテナハウス事業への新分野展開によりオンリーワン企業へ 税理士法人決断サポート

中部 三重県 志摩市 R2242S00026 株式会社山﨑 7190001008216 緊急事態宣言特別枠 既存事業の強みを活かした地産地消テラス型ＢＢＱ施設経営 中井　豊

中部 三重県 桑名市 R2242S00027 玉寿司 緊急事態宣言特別枠 老舗寿司屋のコワーキングスペース並びに料理教室の構築事業 桑名商工会議所

中部 三重県 四日市市 R2242S00029 伊藤酒造株式会社 7190001014321 緊急事態宣言特別枠 老舗酒蔵の技術を使った発酵系食品の開発による新生活の提案 四日市商工会議所

中部 三重県 津市 R2242S00032 有限会社安藤建設 5190002000074 緊急事態宣言特別枠 「住」＋「食」へ新分野展開！自家製天然酵母のパンと焼き菓子提供で四季を届けタイ 津商工会議所

中部 三重県 津市 R2242S00033 渡辺硝子株式会社 3190001001232 緊急事態宣言特別枠 耕作放棄地を活用。地域の知識人を先生に野外学習施設を開設。 津商工会議所

中部 三重県 松阪市 R2242S00035 株式会社和晃電設 1190001024706 緊急事態宣言特別枠 自家発電機の負荷試験事業で災害時対策、ＬＥＤビジョンで地域へ情報発信 税理士法人決断サポート

中部 三重県 四日市市 R2242S00036 株式会社エフディーシーエス 7190001022398 緊急事態宣言特別枠 あなただけのオリジナル木製キャンプギア（キャンプ道具）の製作・販売による新分野展開 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 四日市市 R2242S00037 株式会社ＪＣＣ 8190001023874 緊急事態宣言特別枠 和食職人が教える料理教室の開校を行い、コミュニケーションの場を提供する。 株式会社商工組合中央金庫

中部 三重県 鳥羽市 R2242S00039 浜英水産 緊急事態宣言特別枠 牡蠣養殖業者の挑戦！地域事業者と連携した水産加工業への進出と中食市場への参入 鳥羽商工会議所

中部 三重県 伊賀市 R2242S00041 伊賀ベジタブルファーム株式会社 3190001020001 緊急事態宣言特別枠 有機農産物等の生産・流通に関わる新たな情報サービス事業の立上 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 R2242S00042 株式会社ＴＮＧＭ 3190001017848 緊急事態宣言特別枠 介護利用者様の食から健康寿命延伸・機能性調味料で日本伝統旨みを世界へ イシズム株式会社

中部 三重県 四日市市 R2242S00043 株式会社ＡＩＲＳＩＤＥ　ＷＯＲＫＳ 8190001022059 緊急事態宣言特別枠 大型カフェからＡＩ搭載のトレーニングマシーンを導入したパーソナルトレーニング付きフィットネスジムへの進出 税理士法人決断サポート

中部 三重県 四日市市 R2242S00044 松阪牛たんど 緊急事態宣言特別枠
松阪牛や三重県の食材を使用した飲食店の味を食卓へ。ポストコロナ・ウィズコロナにおける中食需要を狙

い、焼肉屋から惣菜店へ進
税理士法人決断サポート

中部 三重県 津市 R2242S00047 さんとのーれ 緊急事態宣言特別枠 テイクアウトを主軸とした店舗移転開設事業計画 税理士法人　中田会計事務所

中部 三重県 伊賀市 R2242U00004 株式会社ＬＡＷＡＩ’Ａ 2190001024705 通常枠 当地域初のサブスクリプション型ヘアカラーサービス事業への挑戦 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 松阪市 R2242U00012 三重化学工業株式会社 9190001010608 通常枠
オープンイノベーション拠点『ミエラボ』を新設し外部の知見を活用してオリジナリティの高い製品を開発・販売す

る
株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 R2242U00013 株式会社ウインクス 8190001014378 通常枠 オールスクラッチ方式の焼きたてパンを製造販売する本格ベーカリーショップの運営 経営創研株式会社

中部 三重県 志摩市 R2242U00015 有限会社浜佐建設 3190002011841 通常枠 建築家のデザイン力とデジタル切削機械を活用した家具の製造販売事業 マジェステ株式会社

中部 三重県 津市 R2242U00016 有限会社安藤鉄工所 2190002000077 通常枠 新たな生産体制確立により漁業関連自動化設備を提供する事業転換計画 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 R2242U00018 株式会社東光測量設計事務所 3190001000721 通常枠
「３Ｄ測量アプリ（ｍａｐｒｙ）の販売事業」と「Ｑ－ＧＩＳによる土砂崩壊対策のための表面流水の２Ｄ解析事

業」
株式会社百五銀行

中部 三重県 桑名市 R2242U00019 株式会社大藤商会 3190001012353 通常枠 築１３０年古民家宿でノスタルジックな茶房（レンタルも可） 株式会社百五銀行

中部 三重県 志摩市 R2242U00022 有限会社佐藤養殖場 2190002011388 通常枠 牡蠣の高付加価値販売と廃棄ロスを無くす飲食店と商品開発事業 伊勢総合税理士法人

中部 三重県 いなべ市 R2242U00026 マル信緑香園 通常枠 体験型カフェの新事業展開による新規顧客獲得とお茶文化・地域振興 株式会社三重銀行

中部 三重県 鈴鹿市 R2242U00027 株式会社クレスコファーマス 9190001006267 通常枠 小児医療の調剤薬局から発達障害児のための療育施設事業への進出 堀江コンサルティングオフィス株式会社

中部 三重県 四日市市 R2242U00030 株式会社久真設工 4190001017764 通常枠 新たなる挑戦！高機能自動化ユニット製造事業による新分野展開 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊勢市 R2242U00031 株式会社グリル片山 3190001024803 通常枠 老舗フランス料理店がＥＣサイトとカフェで挑戦する起死回生計画 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 R2242U00035 三宅印刷株式会社 3190001001158 通常枠 ＥＣサイトの新規構築を通じたオンラインによる印刷通販事業への業態転換 北浜グローバル経営株式会社

中部 三重県 鈴鹿市 R2242U00037 株式会社ハンエイ 6190001005809 通常枠 掘った量より多く再生！土木事業者が改良土製造へ新事業展開 鷲尾　裕二

中部 三重県 津市 R2242U00043 株式会社立松 2190001019192 通常枠 地域を支える運送業をメンテナンスから支える自動車整備事業進出 株式会社三十三銀行

中部 三重県 亀山市 R2242U00045 パックスアライブ株式会社 2190001003477 通常枠 自社オリジナルブランドボックスの製造と販売に伴う、オンライン完結型のＥＣサイトの構築 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 R2242U00049 有限会社豊和精機 7190002007043 通常枠 インフラ市場から巣ごもり需要に沸く住宅リフォーム市場への進出 株式会社ゼロプラス

中部 三重県 四日市市 R2242U00050 株式会社Ｏ－ＧＯＥ 2190001017989 通常枠 地域雇用問題を改善！レンタルスペース事業で企業ＰＲとママの働き方を支援 四日市商工会議所

中部 三重県 名張市 R2242U00051 株式会社赤目山水園 6190001009867 通常枠 キャンプサイト＆グランピングコテージでコロナに強いアウトドア需要獲得 名張商工会議所

中部 三重県 四日市市 R2242U00058 株式会社ＭＯＡＮＡ 2190001025983 通常枠 建設業が行う地域に根差したリハビリ特化型自立支援型介護事業 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

中部 三重県 伊勢市 R2242U00059 有限会社婆娑羅 1190002009508 通常枠 伊勢市初！高付加価値脱毛サロンによるブランド構築でＶ字回復！ 三重県商工会連合会

中部 三重県 四日市市 R2242U00062 森欽窯業株式会社 5190001016583 通常枠 「障害」を「個性」に。発達障害児の可能性を伸ばす成長サポート事業 税理士法人サンアイ片山会計

中部 三重県 伊賀市 R2242U00065 エヌアイエ株式会社 9190001008404 通常枠 板金部品の下請け製造から配膳車筐体のＯＥＭ生産事業への転換 株式会社ゼロプラス

中部 三重県 いなべ市 R2242U00067 株式会社ＧＡＲＤＥＮＡＲＴ 8190001013413 通常枠 造園業の強みであるモデルガーデンと人材を活かしたガーデンカフェ事業 三重県商工会連合会

中部 三重県 名張市 R2242U00069 株式会社伊勢𠀋 8190001009287 通常枠 プロ向け卸オンリー業者イセジョウケンザイからの転換 株式会社シザコンサルティング

中部 三重県 津市 R2242U00070 株式会社美杉リゾート 9190001002200 通常枠 リゾートグランピング×地域課題解決型ワーケーションによる新分野開拓 税理士法人せいわ

中部 三重県 鈴鹿市 R2242U00074 株式会社プレサイス 2190001005622 通常枠 蓄積したカップリング技術を活かし他メーカーと連携での新分野進出 鈴鹿商工会議所

中部 三重県 桑名市 R2242U00075 株式会社續橋製作所 1190001012405 通常枠 ダイカスト・アルミニウム製モーター部品の製造開始による産業用ロボット市場への参入 株式会社百五銀行

中部 三重県 桑名市 R2242U00077 株式会社花のホクセイ 2190001019168 通常枠 癒しとやすらぎのペットエンディングビジネス（供養・火葬・埋葬等一体型ワンストップサービス） 桑名三重信用金庫

中部 三重県 伊勢市 R2242U00078 有限会社ワイエス精機 2190002010051 通常枠 今後需要が高まるジェネリック医薬品の製薬機械製造の新規参入 株式会社中京銀行

中部 三重県 四日市市 R2242U00080 株式会社ＤＥＣＯＲＡ’Ｓ 6190001021351 通常枠 デザイン家具製作販売と３Ｄを活用した独自販売サイト開発による事業再構築計画 太陽グラントソントン税理士法人

中部 三重県 鳥羽市 R2242U00081 有限会社晋開産業 5190002010503 通常枠 コロナ禍の観光ニーズを捉えた新型ＢＢＱサイトで業種転換を図る 鳥羽商工会議所

中部 三重県 四日市市 R2242U00082 有限会社富士クラッチ工業所 5190002021764 通常枠 電動・電子制御化の流れを先取りした自動車部品リビルド事業の再構築 株式会社名古屋銀行

中部 三重県 四日市市 R2242U00083 ゆか鍼灸院 通常枠 地域名産の萬古焼でつくる鉢の製造販売事業への業種転換 小山　泰弘

中部 三重県 四日市市 R2242U00087 株式会社服部 2190001017626 通常枠 肥料製造・販売専門店が新たに提案力を活かした農薬販売に挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 R2242U00089 株式会社フィンド 8180001134227 通常枠 女性の美と健康に特化した動画・コンテンツ配信事業に進出する。 ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

中部 三重県 四日市市 R2242U00090 藤井撚糸株式会社 7190001016061 通常枠 ホームユースカーペット向け高機能長繊維の一貫加工進出のためのヒートセット加工体制構築事業計画 株式会社三十三銀行
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中部 三重県 度会郡大紀町 R2242U00094 滝原西村ハイヤー有限会社 4190002015800 通常枠 大型車、キャンピングカー、キッチンカー、に特化した整備工場の新設 三重県商工会連合会

中部 三重県 亀山市 R2242U00097 三重ローソク株式会社 8190001003505 通常枠 コロナ禍によるローソク需要の減少に対応するために漁網のコーティング分野に参入 亀山商工会議所

中部 三重県 四日市市 R2242U00101 有限会社タカトモ 7190002023016 通常枠 コロナ禍のストレス軽減や生活の豊かさを取り戻す釣船業の新展開 小山　泰弘

中部 三重県 多気郡多気町 R2242U00102 有限会社竹内牧場 6190002015253 通常枠 こだわり育成の松阪牛を直営店・ＥＣ展開により自社販売する新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 鳥羽市 R2242U00104 有限会社幸洋荘 8190002010491 通常枠 「季さらアネックス」建設による新事業「グランピング事業」の取組み 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 R2242U00116 ミナミ産業株式会社 6190001016509 通常枠 独自技術を活かし、大豆を中心としたプラントベースフードによる新事業展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 亀山市 R2242U00117 山川運輸株式会社 9190001003561 通常枠 資材洗浄などの倉庫内メンテナンス業務の進出による付加価値向上 株式会社三十三銀行

中部 三重県 津市 R2242U00120 中勢製氷冷蔵株式会社 2190001000631 通常枠 個包装かちわり氷の商品化・量産化による新分野展開 浮島　達雄

中部 三重県 亀山市 R2242U00121 株式会社坂井電機 5190001003409 通常枠 製造・介護業界人手不足解消プロジェクト 株式会社百五銀行

中部 三重県 三重郡朝日町 R2242U00123 望月建築 通常枠 トレーラーハウスによるワ―ケーション推進計画 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 R2242U00125 株式会社トヤソニック 9190001015722 通常枠 取引先の供給要請への対応を通じた、自動化・ロボット市場進出計画 アアル株式会社

中部 三重県 松阪市 R2242U00127 株式会社とりいちフードサービス 6190001026061 通常枠 事業のＤＸ化により省力化と生産性の向上を達成しＦＣ店のモデルになる 松阪商工会議所

中部 三重県 桑名市 R2242U00129 株式会社衣裳乃井重 9190001012018 通常枠 老舗貸衣装店の提案する衣装と空間デザインを融合させたフォト事業 株式会社大垣共立銀行

中部 三重県 桑名市 R2242U00130 株式会社エルマーナ 1190001013130 通常枠 地元産野菜・ミールキット等宅配事業参入と都市との繋がりの創出 桑名商工会議所

中部 三重県 松阪市 R2242U00132 株式会社高瀬鉄工所 1190001010318 通常枠 人間と先端機械技術の融合。鉄骨改修工事のイノベーターへの挑戦 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 志摩市 R2242U00133 株式会社山芳工務店 4190001027912 通常枠 ソロ旅やワーケーションニーズを持つ若者をメインターゲットとしたカプセルホテル事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

中部 三重県 三重郡川越町 R2242U00134 合資会社早川酒造部 4190003001709 通常枠 酒造りのノウハウを活かした「甘酒」の製造・販売による新分野展開 三重県商工会連合会

中部 三重県 名張市 R2242U00135 光輝建設株式会社 3190001009762 通常枠 堆肥化事業を新分野展開し、再生利用業指定業者登録をして収益力向上 名張商工会議所

中部 三重県 伊賀市 R2242U00136 有限会社比土工業 9190002012826 通常枠 溶湯金属飛散に耐えうる火防着（耐熱耐火服）および加工用難燃樹脂の開発 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 R2242U00143 株式会社丸正呉服店 4190001005372 通常枠 日本の伝統と文化を世界中に発信！オンライン着付け教室事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 松阪市 R2242U00144 株式会社センプリーチェ 7190001022984 通常枠 食の時間を贅沢に。三重県の隠れた名産食材をふんだんに使ったジェラート販売事業 池田　正樹

中部 三重県 伊勢市 R2242U00152 三和真珠株式会社 7190001006681 通常枠 間崎島活性化プロジェクト　Ｍａｓａｋｉ　Ｉｓｌａｎｄ 銀座Ｋ．Ｔ．Ｃ税理士法人

中部 三重県 四日市市 R2242U00156 ヤマダイ食品株式会社 4190001016650 通常枠 家庭用カップ包装惣菜の製造販売展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 鳥羽市 R2242U00162 浜辺の温泉宿かめや 通常枠 海が見える旅館のテレワーカー誘致による起死回生 鳥羽商工会議所

中部 三重県 四日市市 R2242U00165 株式会社華月 9190001014550 通常枠 「業界初ハイブリット炊飯土鍋」の販売によるビジネスモデルの転換 四日市商工会議所

中部 三重県 四日市市 R2242U00166 株式会社三井理化工業 7190001016482 通常枠 ２４時間営業の個室型シミュレーションゴルフスタジオの運営とゴルフヘッドの修理・加工																			 桑名三重信用金庫


