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事業再構築補助金　第3回公募　通常枠・大規模賃金引上枠・卒業枠・グローバルV字回復枠・緊急事態宣言特別枠・最低賃金枠　採択案件一覧【中部ブロック】
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エリア 都道府県 市区町村 事業者名 法人番号 事業計画名 認定支援機関名

中部 富山県 富山市 株式会社桑原 9230001005545 主力受注産業への依存脱却に向けた高難度素材射出成形対応生産体制の構築 富山県信用組合

中部 富山県 富山市 有限会社西部トラベル 9230002001790 地域の人々と創る「地域の祭り」をテーマにしたオンラインツアー事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 氷見市 氷見ラーメン 地域に根差したキッチンカー飲食事業への進出 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 アンドライフ株式会社 1230001016120 ヘッドスパ＆ヘアカラー専門のオーガニックサロンの展開 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 居酒屋　艶次郎 富山県産　夏ブリのブランド化事業 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 本格手打ち蕎麦福籠 八尾産蕎麦を活用したスイーツ含む新商品展開による売上獲得 富山商工会議所

中部 富山県 富山市 ル　グルトン うなぎ業態の開業による新しい売上の獲得 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 Ｔ．Ａ．Ｃ　ｍｅａｌｓ株式会社 4230001016919 富山県産白身魚のあらを利用したラーメン店、ラーメン卸売業の展開 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 株式会社島田木材 5230001009434 日本産ウイスキーの高付加価値化を実現する熟成樽と管理サービスの提供 越澤　勝

中部 富山県 砺波市 株式会社ふたつわ食品 3230001008396 健康志向に合わせた付加価値の高い「冷凍弁当」事業の展開 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 中新川郡上市 ＪＶＳ株式会社 5230001017775 測量で培った安定操縦技術を活かし新たにドローン運送事業に挑戦 アシステム税理士法人

中部 富山県 富山市 株式会社塗元 1230001014974 大型設備の点検・修理時の塗装需要を獲得するため、工場を新設し機械塗装分野に進出する。 株式会社商工組合中央金庫

中部 富山県 氷見市 有限会社美人家 6230002013211 富山駅前で富山湾氷見産の原材料を使った寿司、弁当が買える小売店開発事業 税理士法人田中会計

中部 富山県 射水市 株式会社笹川建築 8230001013821 ～心のバリアフリーａｃｃｏｍｍｏｄａｔｉｏｎ～ 富山信用金庫

中部 富山県 富山市 株式会社とやま健康生きがいセンター 8230001006156 日本産ウイスキー業界初となる独立系瓶詰事業展開による産業構造変革 株式会社富山銀行

中部 富山県 南砺市 日嶋精型株式会社 4230001008767 超硬材加工事業立ち上げに向けた専用自動化生産ラインの構築によるコロナ禍脱却の事業再構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 高岡市 有限会社タイキ 1230002013595 半導体分野参入に向けた高精度・低コストロボットアルミ溶接接合技術の確立 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 中新川郡立山町 ヒロタ自動車販売株式会社 1230001006518 整備工場の増改築及びライン再編による大型トラック整備分野への進出事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 魚津市 北陸開発公社有限会社 4230002007834 脱炭素社会に貢献する廃材を利用した「ウッドチップ」販売と「薪」無償提供型薪ストーブ販売 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 株式会社シーアール 8230001001149 熱・傷に強くデザインの自由度を上げた大判セラミックカウンター開発事業 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 富山製鋲株式会社 2230001003761 風力発電産業参入に向けた線材切断・成型プロセスの改善による頭部形状成型精度の向上 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 小矢部市 株式会社宇川農産 4230001017784 ＩｏＴ自動環境制御型イチゴ栽培施設の観光農園化及び加工直売事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 富山市 株式会社ＡＢＬトラスト 2230002004370 介護サービス面的展開に向けた介護事業と介護施設向け配食事業への進出 株式会社北國銀行

中部 富山県 富山市 株式会社でんそく 5230001001787 エネルギー分野における存在感強化のためのオリジナル省力化・効率化機器開発・生産体制の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社林インターナショナル 5230001004699 日本語学校事業への新規参入による高付加価値日本語教育サービスの提供 富山信用金庫

中部 富山県 富山市 杉政貿易株式会社 1230001001329 建設機械修理整備技術もフル活用して、次世代電気自動車含めた新整備モデルの実現へ。 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 Ｋ＆Ｓ　Ｇｒｏｕｐ株式会社 9230001006799 居酒屋経営から強みを活かした鮮魚店への業種転換 富山信用金庫

中部 富山県 中新川郡立山町 株式会社宝水 1230001006526 主事業をフル活用した立山の天然水及び業界初！機能水でのウォーターサーバー事業への進出 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 株式会社国際有機公社 3230001008719 有機液体肥料の製造事業 株式会社富山銀行

中部 富山県 中新川郡立山町 称名土木株式会社 8230001018052 災害対策・災害復旧工事における省人化・低コスト化に向けた建設プロセスＩＴ化の推進 株式会社北陸銀行

中部 富山県 小矢部市 株式会社棚田建設 5230002010060 リアルとバーチャルを融合した新たな高付加価値木造住宅提案プロセスの確立 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 高岡市 長沢自動車総合センター 大型トラックボディ製作・部品製造、取付け、改造への新分野展開 株式会社富山銀行

中部 富山県 高岡市 石丸工業株式会社 3230001012209 陳列棚用製品一貫受注生産ラインの構築と低コスト生産体制の構築による販路開拓 新湊信用金庫

中部 富山県 富山市 有限会社大山技研 3230002006556 産業用ロボット用精密部品完品一貫生産に向けた技術開発体制の構築 富山県商工会連合会

中部 富山県 高岡市 上下興業有限会社 7230002012369 インフラ事業へ受注再構築計画 富山県商工会連合会

中部 富山県 下新川郡入善町 エヌツール 切削工具メーカーへのステップアップを実現する低コスト生産体制とその販路の構築 にいかわ信用金庫

中部 富山県 高岡市 日本海酒販株式会社 5230001010664 酒販の卸売業から食品製造・卸売業への新事業展開 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 高岡市 有限会社Ｗ－Ｌｉｆｅ 8230002013507 「ハレの日」ニーズに応えた焼肉店の新規開業のよる事業再構築 中田　祐輔

中部 富山県 高岡市 藤原金属株式会社 5230001010805 地域に密着した製造業への新分野展開をし、事業の多角化を目指す 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社エヌ・ピー・シー 8230001005653 主要材料を内製化して原価削減に取り組むための生コンプラント設置事業 あおぞら経営税理士法人

中部 富山県 富山市 エムアールティ株式会社 9230001000439 産業分野分散化に向けた大型スリワリカッター製造工程の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 砺波市 株式会社山田商事 6230001008435 生粋の庄川鮎の圧倒的なブランド化とオンライン販売を実現する 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 富山市 橘開発株式会社 2230001001625 廃石膏ボードリサイクル技術の確立によるコロナ禍での収益安定とＳＤＧｓの加速化 富山商工会議所

中部 富山県 砺波市 株式会社林交易 5230001015102 生産用機械器具製造業への業種転換のための高品位・低コスト・短納期ウレタン材精密加工技術の確立 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 カナディアンホーム株式会社 4230001004428 介護施設運営事業への進出による新たな提案スタイルの構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 株式会社ナカニシ 8230001002345 新たな住生活のニーズを捉えたＤＸによる総合建築リノベーション事業 あかねパートナーズ株式会社

中部 富山県 富山市 有限会社真木工業 9230002006864 ドローンを利用した地域農業の活性化推進事業 三上　拓真

中部 富山県 高岡市 株式会社ＫＯＫＩ 9230001015346 自動車分野参入のための大型薄肉鍛造銅合金における高精度・低コスト全自動化ラインの構築 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 滑川市 株式会社沢田製作所 7230001007799 高精度・低コスト次世代自動車部品製造ラインの構築とその品質保証体制の強化 株式会社北陸銀行

中部 富山県 黒部市 株式会社喜泉閣 2230001007639 温泉旅館で行う、キャンピングとワーケーション事業の融合 黒部商工会議所

中部 富山県 高岡市 株式会社ブルーコムブルー 8230001010819 実店舗・オンライン融合型ＥＣサイトの開発による新たな地方アパレルショップビジネスモデルの構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 株式会社コラレアルチザンジャパン 3230001017100 井波彫刻の木片を利活用した「木の香り」の開発製造及び体験拠点の新設 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 射水市 泰平アルミ有限会社 4230002014062 創業以来こだわってきたアルミの曲線加工ノウハウを活用した新分野展開事業 高岡信用金庫

中部 富山県 南砺市 株式会社スケダ 1230001008588 小規模特化型リモート葬儀サービス提供体制構築による顧客満足度向上と生産性向上の両立 富山県信用組合

中部 富山県 富山市 株式会社清水工務店 3230001001236 高付加価値化ニーズの拡大を捉えた新たなライフスタイル総合提案企業への脱却 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 魚津市 株式会社石﨑製作所 2230002007448 環境変化に強い企業への進化を目指し高難度加工部品事業へ進出 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 玉旭酒造有限会社 5230002006736 玉旭ＭＯＴＨＥＲ製造ストーリーＡＲ３６０°動画による体験提供企業へのステップアップ 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 五十嵐建設株式会社 5230001000211 一般個人をターゲットとした低価格化のための低コスト生産ラインの構築 株式会社北陸銀行

＊事業計画名等については、一部補記している箇所がございます。
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中部 富山県 富山市 富山熔断株式会社 7230001002214 超肉厚部材高精度・高品位・高生産性切断加工技術の確立 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 高岡市 第一物産株式会社 1230001010288 精密加工能力の向上による５Ｇ関連分野への新分野展開事業 株式会社富山銀行

中部 富山県 高岡市 協和マシン株式会社 7230001009936 パネルベンダーメーカーによる革新的な複合加工機の製造・販売体制構築事業 株式会社富山銀行

中部 富山県 高岡市 キタムラ機械株式会社 5230001009905 大型難削材加工分野での世界シェア奪取に向けた大型横型５軸マシニングセンタ生産体制構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社タアフ 1230001001519 手術支援ロボットメーカへ高品質部品を提供する新分野事業の展開 富山商工会議所

中部 富山県 高岡市 ミセスコーヒー株式会社 2230001015823 人気喫茶店の技術を伝えるスクール事業と、調理加工品の卸売事業 株式会社アクティブ・フォー

中部 富山県 氷見市 株式会社半七 8230001015198 巣ごもり需要とベビーフード開発でコロナ禍を生き抜く事業 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 富山県 高岡市 十栄商事株式会社 7230001010514 コインランドリーとたい焼き店の複合化による、ショッピングセンター活性化計画 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 富山県 高岡市 北陸レジン工業株式会社 7230001010943 プラント精密ダクト高効率化設計の高度化とその低コスト提供体制の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 射水市 株式会社鍋島製作所 8230001013078 多サイズ専用加工体制構築による自動倉庫システム分野の新規開拓 高岡商工会議所

中部 富山県 高岡市 山の季食彩工業株式会社 2230001013307 高付加価値水煮商品の製造業へ新分野展開し事業再構築を図る 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社速星精工 7230001013938 薄物リング形状油圧部品に関する高精度・低コスト化を達成する全自動生産工程の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 高岡市 炭谷三郎商店 ポストコロナ時代に向けた、人々の心と暮らしを豊かにする新商品の開発と、小売店舗およびＥＣサイトの新設 高岡信用金庫

中部 富山県 富山市 平野電業株式会社 6230001005192 ボルダリング人材の育成と雇用をまもる新規事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 小矢部市 岩田ニット株式会社 6230001008939 医療用装具製造業界への本参入のための新技術開発プラットフォームの構築 石動信用金庫

中部 富山県 滑川市 株式会社サンブランチ 8230001015792 整形外科病院との連携及びＩＣＴの活用で「未病」の改善に取り組むフィットネス 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 射水市 ゆうあい株式会社 4230001017594 フレキシブルオフィス型インキュベータ施設による起業支援事業へ 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 株式会社ふくみつ華山温泉 2230001008777 ワーケーションスペース完備の高付加価値型施設でインバウンドの新分野展開 株式会社北國銀行

中部 富山県 富山市 総合通信サービス株式会社 7230001001422 最新ＩＴを駆使した、個室貸切型トレーニングジムのサブスクリプション事業 株式会社商工組合中央金庫

中部 富山県 砺波市 株式会社斉藤木工所 1230001008258 目利き力と技術を活かし、建具製造業から最終消費者向け独自ブランドを展開 大丸経営コンサルティング株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社ダイショウ 5230001006340 全国的に事例の少ない『”熱々らーめん”を提供するドライブスルー事業』への挑戦 株式会社富山第一銀行

中部 石川県 小松市 有限会社長池製菓 3220002010971 地元の食材を使った目でも楽しむカラフル団子の開発事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 珠洲市 合同会社ＫＡＮＥＭＯＲＩ 3220003002274 生地と地元食材にこだわった薪窯冷凍ピッツァを地域外に提供する新事業 珠洲商工会議所

中部 石川県 加賀市 株式会社ホテル・アローレ 9220001013714 グランピング＋ドローンの体験型観光ツアーで加賀市の魅力発信 加賀商工会議所

中部 石川県 金沢市 有限会社ジャパンサービス 6220002014763 北陸初！『健康と学び』を提供するＶＲ設置型レンタルオフィス事業の展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 ルーチェワーク株式会社 4220001010278 企業向け、運動機会の増進に向けたサービスのオンライン化事業 海本　慎二

中部 石川県 白山市 株式会社フェルム 8220001021791 建設機械部品製造に対応した３軸ポジショナー導入による新分野展開 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 羽咋市 有限会社西村瓦工業 9220002015197 瓦屋根工事業との相乗効果を発揮できる金属製屋根工事業への新分野展開 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 金沢市 株式会社こはく 4220001022240 金沢、近江町市場のお取り寄せグルメ×カタログギフト事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 七尾市 有限会社夢華 8220002014167 着物レンタルからスタジオ記念撮影までをワンストップ化！次世代の呉服屋イノベーション 七尾商工会議所

中部 石川県 金沢市 北陸恋活ねっと オンライン予約制の個室型カフェ＆バーの開業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 加賀市 アッラ　コンタディーナ 新時代に向けた多用途キッチンカーでのイタリアンバールの開業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 珠洲市 有限会社あさ井 7220002016073 コワーキングスペースを活用した地域連携インキュベーション事業 珠洲商工会議所

中部 石川県 金沢市 株式会社ＩｎｔｅｒＧａｔｅ 2220001008472 業界初！３Ｄプリンターによる障碍者用車椅子背もたれ成形事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 有限会社丸高商会 1220002005577 中古自動車の越境ＥＣを活用したマレーシア向け輸出の取組 株式会社北國銀行

中部 石川県 河北郡内灘町 株式会社ＨｅａｒｔＬａｎｇｕａｇｅ 7220001020786 公園施設のＤＸを推進するＩｏＴ機器とソフトウェアの開発・販売事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 ダイニングバー　ジョイニング フライドチキンのテイクアウト専門店での新分野展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 白山市 合同会社山立会 2220003002416 ジビエと羊肉の新展開！焼肉店と食肉製品製造業からなる複合飲食店事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社みつ和 5220001006861 地域における顧客地盤を活かした非接触型婚活事業への新分野展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社フアーストモータース 5220001005574 もとぶ牛１頭買い！余すことなく和牛を味わうセルフオー　ダー焼肉店開業での事業再構築 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 石川県 金沢市 山岸工業株式会社 3220001021961 金属加工工場の新設による製造から据付までの一貫サービスの構築 小林　弘昌

中部 石川県 金沢市 株式会社ＷＩＮＧ 9220001021163 飲食事業から美容エステ事業への多角化。北陸初のエステ機器を導入した痩身・脱毛エステ事業 税理士法人地藤会計事務所

中部 石川県 河北郡内灘町 プラスナチュラ 古都金沢の景観と一体となる、日常に潤いを与える花屋カフェ事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 鹿島郡中能登町 お好み焼ｋｉｋｉ お好み焼き屋が始める「飲食宅配を兼ねた除雪サービス」 のと共栄信用金庫

中部 石川県 河北郡津幡町 旅する料理 資源循環型モロッコ料理レストラン開業計画 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社　Ｔｈｒｅｅ　Ｗｏｏｄ　Ｄｉｎｉｎｇ 1220001022276 レストランウエディング展開による新規顧客の獲得 税理士法人のむら会計

中部 石川県 金沢市 ビッグカントリージャパン株式会社 2220001018208 飲食やります！健康志向の国産マカサプリメントと新業態ラーメン店へのチャレンジ！ むかい税理士法人

中部 石川県 金沢市 能崎物産株式会社 5220001005203 小売事業、コンサルティング事業参入による業態再編 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社ＦＵＮ 6220001022916 地元食材を活用した体にも優しいカレー店舗への新分野展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 ＳＡＭＵＲＡＫＩ　ｄｅｓｉｇｎ デザイン事務所が運営する女性向けＷｅｂデザインスクール 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 株式会社松本解体工業 8220001010233 ＳＤＧｓの地球環境配慮型の新たなニーズに対応するため、ダストボックス（コンテナ）収集運搬事業への進出 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 中山歯科医院 歯根データを活用した革新的マウスピース矯正治療の導入 塩津　友輝

中部 石川県 小松市 有限会社マルフジ 4220002011192 地域密着型洋菓子店のパン・ショコラ・ジェラート専門店による新分野展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社アヅマ 6220001000797 需要増加が見込まれる工作機械部品製造への進出 株式会社北國銀行

中部 石川県 七尾市 勝雄館 旅館からゲストハウスへ事業転換による１人旅客獲得事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 まゆ月 実店舗とネットを融合した新たなお茶屋ビジネスモデルの構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 石川県 加賀市 日樽建設工業株式会社 8220001013327 コロナ禍後の観光業・商業の新しい価値創造に貢献する新ユニットハウス 加賀商工会議所

中部 石川県 金沢市 北川工業株式会社 8220001010571 解体事業参入！「建てる」と「壊す」でシナジー創出 税理士法人畠経営グループ
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中部 石川県 野々市 株式会社ヴェリテ 7220001019746 外観的美容支援でガン患者対応トータルビューティーサロン新分野展開 石川県商工会連合会

中部 石川県 小松市 株式会社北菱 3220001012408 外注依存を高利益体質に革新！下水道ロボット製造の業態転換戦略 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 疋田産業株式会社 5220001005483 ロボット導入に対する教育的課題を解決したＥＶ車向けハーネス製造業へのロボット化推進事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 かほく市 株式会社沢野建設工房 8220001017567 大工が手加工・木組みした唯一無二の家具製造への進出事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 白山市 株式会社清水金属 2220001009157 厚物ステンレス、高純度アルミの高精度加工で新分野進出 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 有限会社スロー・ライフ 6220002006661 ワイナリー開設による自社生産オリジナルワイン販促事業 金沢商工会議所

中部 石川県 金沢市 株式会社カナザワファクトリー 8220001022170 加賀野菜と魚の食材乾燥事業と自社ブランド和菓子製品の開発計画 税理士法人中山会計

中部 石川県 金沢市 株式会社ＳＡＩＮＯＭＥ 5220001021786 金沢の本物素材と工芸を取り入れたショコラティエに係る新規事業開発 株式会社迅技術経営

中部 石川県 金沢市 株式会社リトルハンズ 2220001023760 ハンドメイドアクセサリー教室運営、実店舗運営事業 魚谷　康行

中部 石川県 金沢市 株式会社高林製作所 4220001004073 建設機械、航空機向け油圧バルブから水素産業向けバルブへの新分野展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社小林製作所 9220001002808 省エネルギー型コンパクト自動粉体塗装プラントによる業態転換 株式会社商工組合中央金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社カツユキ 8220001000936 新分野進出での多様なサービス向上による顧客層拡大と地域貢献 株式会社富山銀行

中部 石川県 能美市 辰口観光株式会社 4220001012893 ワーケーション対応及び旅館に来られない方にまつさきの味を届ける事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 竪町びぁばぁる×まるしぇ　きにつちに 「古都金沢の囲炉裏茶屋」和カフェ×レンタルスペースへの事業転換 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 パトリ合同会社 5010003017110 通信制高校の資料請求事業及びオンライン合同相談会 金沢商工会議所

中部 石川県 金沢市 有限会社改建工業 7220002010092 一貫技術サービス開発と提供体制の構築による下水道管敷設スペシャリストへのステップアップ 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社安達電設 7220001010481 地中送電ケーブルを短期間かつ低コストで交換、社会インフラ分野へ参入 株式会社ＢＡＵＭ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ

中部 石川県 白山市 金沢東工鋼材株式会社 4220001009064 インフラメンテナンス需要に向けた橋梁・建築向け鋼材加工品の製造に進出 株式会社北國銀行

中部 石川県 能美市 株式会社テムザ北陸 1220001014059 建設業とのシナジー効果を創造する学習塾事業 半田　武志

中部 石川県 能美市 株式会社中島鎔断 6220001012801 ファイバーレーザー切断機の導入による建機等の外装部品市場への進出 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 有限会社エイトテクニカルサービス 5220002006670 倉庫業進出による自動車整備機械のサプライチェーン最適化 浅田　章大

中部 石川県 白山市 株式会社イトウ紙工 4220001008990 ＥＣ需要に対応する段ボール製レターパック製造ラインを構築 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 有限会社光希 9220002015461 新しい生活様式に対応する建築リフォーム工事事業 税理士法人金沢セントラル会計事務所

中部 石川県 金沢市 ジェムインターナショナルフーズ株式会社 1220001011411 レトルト事業進出による事業の柱構築と地域飲食店の販売支援 浅田　章大

中部 石川県 金沢市 岡田研磨株式会社 5220001001623 高精度研削・自動生産体制の導入による精密部品対応工場への転換 株式会社北陸銀行

中部 石川県 小松市 株式会社栄食 5220001011779 高齢者向けチルド総菜製造への業種転換 株式会社福井銀行

中部 石川県 小松市 株式会社ダイモール 5220001012158 三次元形状コンサルティングを含む樹脂３Ｄプリンティング事業の起ち上げ 株式会社北國銀行

中部 石川県 白山市 株式会社笠間製本印刷 4220001000270 郵送ダイレクトメール（ＤＭ）を活用したマーケティング支援事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社サカイダ・フルーツ 7220001002941 事前注文制ドライブスルー型八百屋の新設事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 加賀市 株式会社ＢｉｇＧＢＭＯＵＮＴＡＩＮ 3220001022381 自社プラットホームを活用した国産車の海外輸出と地域を牽引するエーミング整備事業による新分野展開 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 石川県 野々市 インディゴ 『素材』『相性』『幸福感』に特化する“１人焼肉専門店”の開業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 小松市 有限会社小六庵 6220002010572 老舗料亭の「コワーキングスペース」並びに「大人のたしなみ教室（華道・茶道・着付け）」事業 小松商工会議所

中部 石川県 加賀市 株式会社我戸幹男商店 4220001013561 海外需要拡大に対応した産地再構築施設の開業 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 株式会社わくわくプロダクション 1220001022656 デリバリーや会席料理等の食事付プラン商品化による事業再構築の展開 興能信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社ターニングポイント 2220001021640 特許製品を活用したゴミ処理事業への事業転換 ブライトウイル・アドバイザリー株式会社

中部 石川県 金沢市 株式会社翔泰 5220001022925 ポストコロナの人材需要に応えた県内初の日本語学校機関の設立 小倉　悠治

中部 石川県 白山市 株式会社ボデーショップ米光 4220001009403 高年式サポカーの事故・破損車の完全修理実現が切り開く事故車再生販売ビジネス はくさん信用金庫

中部 石川県 羽咋郡宝達志水町 有限会社西岡自動車鈑金塗装 3220002014774 今までにない塗装までする自動車リサイクルパーツ販売への転換 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 ｍａｒｋｅｔｉｎｇ　ｗｏｒｋｓ　ｙａｍａ株式会社 1220001022425 テイクアウト・宅配・通販専門店の新業態の開設 金﨑　卓也

中部 石川県 金沢市 株式会社アスモーター 8220001021899 移動販売の新たな選択肢「キッチントレーラー」事業の展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 能美市 株式会社北陸園芸 4220001012919 能美市の森林を活用した自然共生型フィールドアスレチック事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 加賀市 守田漆器株式会社 8220001013599 山中漆器の製造卸業から製造卸小売業への転換による売場確保と技術継承 石川県商工会連合会

中部 石川県 七尾市 有限会社ラックス 3220002014700 廃瓦の処分・リサイクル事業と自社処分の利点を活かした解体事業で地域課題を解決 のと共栄信用金庫

中部 石川県 鹿島郡中能登町 有限会社リカーショップかんやま 6220002014499 『お布団丸洗い』等の地域に密着した新サービスによる事業再構築 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 フッドトレーニング ｈｏｏｄ　２４　Ｃａｒｄｉｏ～２４時間セルフ有酸素特化型ルーム～ 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社ポラリス 7220001008666 こども施設職員の各々のキャリア形成の支援のための、オンデマンドによる研修受講サービス 新大和税理士法人

中部 石川県 金沢市 株式会社カガノト 6220001020969 非接触型ドライブスルーを併設し　た焼肉店開業での事業再構築 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 石川県 金沢市 有限会社綾商店 6220002000994 鉄屑を高品質鋳造材料へと昇華させる業態転換事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社嗜季 5220001014781 フレンチレストランによる複合型事業転換「まち食」と「まち宿」 金沢信用金庫

中部 石川県 小松市 太陽キャスト株式会社 7220001018302 超精密極小ロット大カスでで実現する半導体及び医療機器への新分野展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社ＥＳＳＣＨ 7220001019267 訪問看護現場の生産性向上と地域医療介護連携のＩＣＴ化支援事業 金沢信用金庫

中部 石川県 小松市 ＳＰＰ株式会社 1220002011880 無縫製生産システムとｅコマースの連携による犬服業界への新規参入 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 小松市 株式会社サイエン 2220001012053 コロナ等の感染症でも「普通に」お別れが出来るホールを作りたい 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社長良ういろ 6200001003901 米粉の可能性を追求！「ういろ」から「フォー」へ新規参入 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社丸善グループ 9200001005003 電子パネル看板開発とサイネージ事業の確立による売上平準化 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 多治見市 日比野陶器株式会社 6200001020954 業務用食器として名高いＨＩＢＩＮＯ　ＪＡＰＡＮの食器を一般消費者向けに店舗＆ＥＣ販売 東濃信用金庫

中部 岐阜県 恵那市 ベルエアー コロナと高齢化に打ち勝つ！商店街コミニティのコアとなる飲食店の開業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 岐阜県 多治見市 株式会社ライゴア 7200001023155 土岐市初！サブスクリプションを用いた非接触セルフ脱毛サロン事業 鈴木　勇二
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中部 岐阜県 郡上市 株式会社丸三 8200001026545 自動車整備士が行うトラックの二次架装業務 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 ｎａｎｏ　ｗｏｒｋｓ株式会社 9200001008699 アナログメディア（紙媒体）からデジタルメディア（ＷＥＢ媒体）への転換 長屋　宗孝

中部 岐阜県 可児市 リッシュ 【コロナ禍における新提案！サブスクリプションを用いた非対面型セルフ脱毛サロン】事業の展開 鈴木　勇二

中部 岐阜県 高山市 ルナソル株式会社 8200001031371 複合型ペットショップの開設によるＢｔｏＣ事業モデルへの業種転換 丸山　学

中部 岐阜県 岐阜市 ＴＩＡ 新分野に生き残りをかけ飲食業からの挑戦 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 大垣市 中華山本 ワンストップで地域密着型の中華フードデリバリーサービス事業 大垣商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社中和旅行 2200001031625 中国観光客依存からの脱却！中国語教室＆内モンゴル料理専門店 税理士法人　市川会計事務所

中部 岐阜県 可児市 美シンデレラ 男性をターゲットにした非接触型の脱毛エステ事業の開始 荒川　紳示

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社サンワールド 1200001034348 行楽地の高級パン屋がバーチャルレストランでデリバリーを展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 下呂市 飛騨漬物食品株式会社 4200001025880 岐阜のええもんを手軽に！漬物屋が新たに作るお惣菜製造販売事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 下呂市 株式会社ミツ工機 5200001034864 介護分野に新展開し、強みを活かしてチャンスを勝ち取る「手摺り」製造事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 大垣市 株式会社ＣａｓａＨｏｍｅ 4200001030410 集客手段を獲得し、独自ブランド住宅販売で脱・下請けを目指す 岩本　秀巳

中部 岐阜県 各務原市 有限会社えんがわ 2180002060031 オンライン部屋の建築によるオンラインセミナーや動画コンテンツ配信等といった新たな販売方法による事業転換 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 森のくまさん接骨院 地域密着型の接骨院からエステサロンへの業種転換 税理士法人創経

中部 岐阜県 岐阜市 丸長産業株式会社 3200001005082 衣料小売事業から、インターネット受注によるデリバリー飲食店事業への業種転換 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 インネット株式会社 5200001000420 業界初、ペット格安カットサロン参入によるペット関連市場の拡大と自社業容拡大 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 高山市 中坪造園有限会社 4200002025649 日本一「安心・安全なスプライスロープ」を提供し、高所作業者の命を守る ＭＭＰＣコンサルタンツ株式会社

中部 岐阜県 可児市 株式会社大竹商店 4200001017655 確かな目利きで地域に新鮮・上質な魚を提供する「魚屋」への業態転換 東野　礼

中部 岐阜県 岐阜市 サイクリングジャパン ガイド付きサイクリングツアーからセルフガイドツアーへの転換 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 各務原市 株式会社ナベヤ製作所 3200001007120 脱・航空機依存プロジェクト 各務原商工会議所

中部 岐阜県 各務原市 株式会社グリーントラスト 4200001037208 民間患者等搬送事業者認定に基づいた介護タクシー事業への業種転換 各務原商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社三商トレーディング 5200001009008 ホルミシス療法を用いたアンチエイジングルームの運営事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 株式会社さくら 8200001023212 パンの製造小売「日常の食卓から健康を創るパン」事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 郡上市 西脇建設株式会社 2200001026468 地域資源を活用したワーケーション施設展開事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 瑞浪市 株式会社平子商店 7200001022652 陶磁器卸売業からＥＣサイトでの木製玩具等企画販売事業への展開 東濃信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 有限会社ジュウバン 6200002022933 地元恵那どりに特化したランチ営業とテイクアウトによる業務転換 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 中津川市 横井社会保険労務士事務所 変形労働時間制対応の給与計算システムによる医療機関のＤＸに挑む 伊藤　智史

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ネオパルバー 4200001012598 モーターコイル製造用ダイスへの新分野展開 関信用金庫

中部 岐阜県 関市 株式会社ハネル 5200001037413 オリジナル韓国料理のＥＣ販売事業 関信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 ととのえ 引きこもりの就労支援、失業者の自立などのサポートができる空き家を利用したカフェの運営 中津川商工会議所

中部 岐阜県 郡上市 しょうりゅう　本田昇司 アフターコロナの社会に対応した中華料理店の新事業創出の取り組み 関信用金庫

中部 岐阜県 郡上市 民宿　しもだ 身体実感から学び、つながる！！木と水に包まれた新たな体験事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 恵那市 株式会社ゼロワンカンパニー 8200001024466 古民家と自然環境を活かした十割蕎麦処「かしや」を開業する 髙木　利彦

中部 岐阜県 美濃加茂市 Ｄｉｏｎｅ コロナ禍でも負けない！　メンズ・レディース兼用美肌事業で再構築 菅原　由一

中部 岐阜県 中津川市 株式会社ビーワークス 2200001036822 自社で培ったノウハウを活かしカーラッピング事業分野へ参入 税理士法人柘植会計事務所

中部 岐阜県 多治見市 株式会社エクシィズ 8200001020507 溶融スラグを使った新たなコントラクト向け大型プランター等製品開発、及びＴＡＪＩＭＩ　ＣＵＳＴＵＭ　ＴＩＬＥＳの製造販売事 東濃信用金庫

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 有限会社リサイクル・クリーン神原 8200002015794 環境産業機器を活かした３Ｒへの取組みによる新分野開発 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 高山市 有限会社トラスト・ワン 2200002026302 焼肉店フードロス活用の食品製造とデリバリーのプラットフォーム計画 飛驒信用組合

中部 岐阜県 中津川市 株式会社クレー興産 6200001032099 自社生産した米、野菜を中心に惣菜加工し販売する弁当屋への新分野展開 都竹基己

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ひょうたん姉妹 6200001027702 岐阜の天然食材とジビエの加工食品製造販売業への事業再構築 多田　武志

中部 岐阜県 揖斐郡大野町 株式会社ひでぴょん 8260001016292 シート加工会社から全く異なる点字事業の立ち上げと進出事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ミユキデザイン 6200001031258 まちなか空きビル活用モデルとしての若者・起業向けシェアハウス＋コミュニティ事業 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 海津市 有限会社田中漬物食品 3200002014818 ピクルス好きによる満天オンラインコミュニティーの創造 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 土岐市 株式会社カネス 9200001023104 美濃焼テイクアウト容器による環境対応型事業への取り組み 東濃信用金庫

中部 岐阜県 郡上市 有限会社郡上八幡自然園 4200002027793 動物樹木葬園事業 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 高山市 柏木工株式会社 9200001024762 住空間と家具をオーダーメイドするメーカーブランド直営店の事業化 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 各務原市 伊神建設株式会社 4200001006856 地方工務店が木造住宅に工場生産ユニット工法を導入するプロジェクト エー・アンド・パートナーズ税理士法人

中部 岐阜県 可児市 株式会社ゴイス 8200001024656 『幼稚園と保護者をつなぐ動画配信サービス事業』 東濃信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 山水物産株式会社 7200001007100 グルメ缶詰製造業への新分野展開とＥＣサイトでの販売 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 美濃市 株式会社トーヨーパック 9200001019382 医療機器市場向け輸送パッケージの生産体制構築と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

中部 岐阜県 羽島市 株式会社ｂｏｄａｉｊｙｕ 6200001028535 人とのつながりや思いの「共感」を洋服でつなげるコミュニティ型販売事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 下呂市 株式会社下呂魚介 4200001025781 卸売業の仕入力の強みを活かした旅館従業員向けの弁当製造・配達事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 恵那市 嵯峨乃や 健康をコンセプトとした下駄工房がはじめる地産地消カフェ 恵那商工会議所

中部 岐阜県 不破郡垂井町 株式会社杉山製作所 5200001013752 食品廃棄物処理プラント製造事業への進出によりＳＤＧｓ目標の達成に貢献 株式会社ゼロプラス

中部 岐阜県 土岐市 星山運輸有限会社 1200002021568 運送事業者のノウハウを活かしたミネラルウォーター宅配事業。 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 揖斐郡大野町 中央スチール株式会社 5200001016128 ファイバーレーザー切断機導入による短納期・調達リスク対応型工場への転換 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 瑞穂市 有限会社杉原商運 3200002010123 運送業からの転換！金属製建築資材加工業への参入とワンストップサービスの提供 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社ミート丸一 2200002009182 精肉店が営む、ちょっと贅沢なお惣菜・お弁当の製造販売事業 岐阜信用金庫
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中部 岐阜県 各務原市 豊田工業有限会社 6200002007884 レーザー加工機と製缶技術を活かしたレトロフィット分野への展開 株式会社ピースマネジメント

中部 岐阜県 中津川市 株式会社豆の匠中島豆腐 2200001024414 自社製造した豆腐・豆乳を活用した古民家風カフェ運営による事業再構築 中津川商工会議所

中部 岐阜県 郡上市 株式会社おくみの園グループ 4200001026747 レストラン・宿泊経営からバームクーヘン製造業へ新分野展開する 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 大垣市 日電精密工業株式会社 8200001014095 ＥＶリレー部品の一貫生産による電気自動車分野への新規参入 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 各務原市 株式会社鵜飼 7200001006853 世界初の３Ｄ金属光造形複合加工機を活用した医療機器業界への進出 株式会社市岡経営支援事務所

中部 岐阜県 郡上市 株式会社ヤスモク 9200001026577 クイックレスポンスＥＣシステムによる個人へのオーダー木製品製造販売 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 養老郡養老町 株式会社ハートフルクック 3200001014991 加熱後に急冷する新調理法導入による老人保健施設向け食事宅配 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 高山市 コクフ工業株式会社 3200001025411 下請依存脱却のための無垢材家具製造への新分野展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 各務原市 株式会社庭遊館 2200002007269 ドッグカフェを中心とした愛犬のための新事業 関信用金庫

中部 岐阜県 関市 ふくすけ代行 会員制システム導入で差別化するプール付全天候型ドッグラン開設 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 恵那市 ＪＩＭＣＯＭ 移住しても安心︕仲間と仕事に出会えるコワーキングスペース事業に挑戦 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 恵那市 株式会社セキュア・ペーパー・リサイクル 7200001024434 リサイクル固形燃料ＲＰＦ製造請負サービス確立による事業再構築 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 京陶窯業株式会社 3200001020585 新焼成炉による新技法を用いた和洋飲食器の製造と海外販売の開始 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 可児市 株式会社Ｋｓ　Ａｒｔ 9200001027617 「ＡＩＲ鉋工法」導入による新たな木材再生・長寿命化サービス体制の構築 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 株式会社油喜 2200001010728 ＧＳから指定工場車検を中心とした総合カーケア事業者に転換！！ 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 養老郡養老町 マツハルテック株式会社 9200001015084 最新デジタルシステムによる製造「スピード加工」と「商品化」 牧口　晴一

中部 岐阜県 各務原市 有限会社深尾鉄工所 7200002008147 技術力を強みに小規模町工場のＴｉｅｒ１向け電動車部品試作製造への挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 有限会社政友商事 3200002007631 解体工事業界の今後を見据えた新分野展開 杉本　貴浩

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ａｃｔ 6200001034806 コロナ等感染症対策を考えたオリジナル設計のサ高住運営 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 株式会社水野鉄工所 1200001005217 航空機産業で培った加工技術を新たに装置産業分野へ展開する。 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社松栄堂楽器 4200001002558 駅前教室の統合新店舗における、新しいスタイルのレッスンの提供 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 Ｒｉｓｔｏｒａｎｔｅ　ｉｌ　Ｐｒｅｓｉｄｅｎｔｅ 飛騨高山の厳選された原材料を使用した高原生食パンによる事業再構築 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社イシュー 9200001000342 自然光撮影スタジオによる新サービスとライブコマースＥＣ販売事業 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 セーフティーサービス株式会社 4200001016260 環境緑化材製造分野への進出による持続可能型企業への変革 税理士法人永遠会計

中部 岐阜県 本巣市 大洞印刷株式会社 8200001010391 パッケージの新たなニーズと環境保護に向けた革新的製品生産計画 株式会社エフアンドエム

中部 岐阜県 各務原市 株式会社Ｔ．Ｍ．Ｄ 6200001008207 ファイバーレーザー加工機によるアルミ・ステンレス部品加工事業による新たな顧客開拓 小倉　裕樹

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社ヴォロンティエｉ 3180001081721 ＥＣ販売・自動販売機によるフローズン高級洋生菓子のＢｔｏＣ販売サービス 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社蓑島刺繡 1200001010183 最新の刺繍・プリント加工設備により、新規ＢｔｏＣ事業展開の為の大口から小口までの多様なオーダーに応えられるシステムの構 株式会社エフアンドエム

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社岐阜文芸社 6200001001450 巣ごもり需要に応えるパーソナライズ化された高付加価値ＤＭの製造 税理士法人タックスアンドマネジメント

中部 岐阜県 美濃加茂市 株式会社エコソニック 1200001035511 在宅時代のニーズにスポットを当てた趣味空間のプロディース 東濃信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 八州製作株式会社 5200001011632 切削工程に新設備を導入し新分野ＥＶ車用大型金型分野へ進出する 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 高山市 有限会社舩坂酒造店 9200002025900 旧小学校施設を活用した岐阜県初のウィスキー専門蒸留所の設立事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 安八郡神戸町 株式会社カートラージインベスト 2200001031204 地元密着型の多目的ショールームによる一般顧客販売への新分野展開 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 有限会社関口商店 4200002024205 災害対策とＩｏＴで地域インフラを支えるコインランドリーの事業展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 スエナミ工業株式会社 1200001002692 業界初の自動仕上機能付き板金加工仕上装置で省人化およびコロナ対策に貢献する事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社タクト・エフ・ピー・オフィス 3200001003144 地方創生！サテライトオフィス等を完備した宿泊可能な総合型中小企業支援センター建設 税理士法人ＴＡＣＴ高井法博会計事務所

中部 岐阜県 揖斐郡大野町 株式会社山辰組 2200001016246 ハイブリッド・サイフォン送水装置のリース事業への新分野展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 株式会社あんしんネットワークス 5200001035235 生の喜びを提供する障がい者向け自然共生グループホーム事業展開 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社桔梗屋 9200001001547 食材提供事業で培ったノウハウを活用し、冷凍餃子事業に挑戦する 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 加茂郡八百津町 株式会社ＴＡＣＣＹ 9200001034753 新型コロナ禍での抗菌意識の高まりに応じ「無光触媒抗菌コート」サービスの提供 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 飛騨市 山荘しげり 一家で大挑戦！流葉地区を盛り上げるカフェ＆日帰り貸切風呂事業参入 高山信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 有限会社うさぎや 5200002024699 観光地「馬籠宿」内の好立地を活かした国内客向けそば店への事業転換 中津川商工会議所

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社ＢＲＥＫ 5200001038849 地域美容業界での美容師教育事業とオンラインカウンセリング事業 清水　裕雅

中部 岐阜県 高山市 マキノウッドワークス 睡眠市場に向けた新製品開発とＥＣ販売網構築による売上向上事業 小山　武仁

中部 岐阜県 山県市 株式会社エーエスジャパン 6200001029822 アウトドア商品の製造販売による、新標準への変革と地域活性化策 税理士法人永遠会計

中部 岐阜県 土岐市 有限会社宗山窯 8200002021314 陶磁器に漆（蒔絵・螺鈿）を施した洋食器の開発と海外市場開拓 久野　恭裕

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社リアルＧＬＯＢＡＬ 2200001010653 コロナ禍で激化する焼肉事業から食肉小売りを新規展開する計画 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 高山市 高山米穀協業組合 3200005009699 御用聞きに特化したインターネット注文アプリの開発および販売事業 高山信用金庫

中部 岐阜県 可児市 ディンプル 非接触オーダー・テイクアウトなどのコロナ対策システムを備えた焼肉店事業の構築 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 飛騨市 株式会社イバタインテリア 2200001025494 直営店を作り、新たな繋がりと新しい顧客層を創出する。 飛驒信用組合

中部 岐阜県 美濃市 有限会社キャリッジ 8200002018649 『Ｗｉｔｈ－コロナ』の時代を見据えた新分野（コインランドリー）への参入事業 美濃商工会議所

中部 岐阜県 各務原市 株式会社円相フードサービス 2200001008359 セントラルキッチン工場新設によるフローズンミール製造販売計画 税理士法人創経

中部 岐阜県 高山市 御嶽鈴蘭高原観光開発株式会社 1200001026114 飛騨地域最大級のキャンプ場事業への進出 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 岐阜県 羽島市 長谷虎紡績株式会社 2200001011395 環境配慮された材料による糸を二層構造糸にする技術の確立と販売を行う 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 中津川市 株式会社上見屋 4200001023876 目指せコロナ禍からのＶ字回復！飲食店から洋菓子製造小売への新分野展開 福井　健

中部 岐阜県 羽島市 佐藤産業有限会社 8200002010688 専用ソフト開発でトラック駐車場シェア事業に進出する事業再構築 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 株式会社岐洗 9200001024523 抗菌・殺菌加工を施した医療用ユニホームを低価格で提供できるクリーニングシステムの構築 佐藤　吉英

中部 岐阜県 郡上市 有限会社まるや石油 5200002028106 「郡上市高鷲町の魅力を伝えよう！移動式宿泊事業への参入」 株式会社十六銀行
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中部 岐阜県 瑞穂市 ケアケア接骨院 患部の治療から健康維持強化・免疫力向上サポート事業への進出 馬渕　智幸

中部 岐阜県 中津川市 カーバンプール 岐阜県産材で作るオリジナル家具をスケートボードショップで販売 中津川商工会議所

中部 岐阜県 関市 株式会社東洋化学 5200001019411 再生原料を使用したオリジナル商品の製造・販売による売り上げ拡大 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 有限会社さとカンパニー 4200002008570 テイクアウト・ＥＣ商品の開発による事業再構築 各務原商工会議所

中部 岐阜県 瑞浪市 中工精機株式会社 4200001021830 製缶板金加工技術を用いた大型部品製造による新分野展開の実施 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 岐阜県 大垣市 エナジーフロー 制御盤・自動化設備の設計・製造・電気工事の一括請負体制構築 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 瑞穂市 有限会社新月バラ園 3200002009520 ポストコロナの収益拡大を目指す家族で楽しめる観光農園事業への進出 馬渕　智幸

中部 岐阜県 可児市 株式会社御嵩建築 3200001027341 文化財を活用したテイクアウトカフェとレンタルオフィス事業計画 東濃信用金庫

中部 岐阜県 下呂市 天領酒造株式会社 8200001025836 新製法の天然発酵スパークリング日本酒で高級酒市場を再構築する 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 日本水機工株式会社 4200001035392 道路舗装工事にワンストップで対応できる企業を目指し、新たに区画線の設置工事に参入 岐阜商工信用組合

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社トオヤマ 6200001003678 医療分野の廃棄物収集運搬事業の立ち上げによる地域貢献事業の展開 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 キャトル・セゾンＭＯＲＩ 店舗型レストラン事業からデリバリー飲食サービス事業への転換 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 岐阜県 加茂郡富加町 株式会社ドリームバンク 2200001018837 水栓バルブ発祥の地岐阜の技術力を全国へ！新機構搭載の浄水、洗浄機器の展開 税理士法人タックスアンドマネジメント

中部 岐阜県 関市 株式会社エコピア平成 6200001018981 地域に密着した食品メーカーとして新分野展開を図る「道の駅平成」 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 美濃市 有限会社佐藤鉄工所 9200002018714 大型複合加工機を利用した工作機械業界から、半導体関連業界への新分野参入 関信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 ＭＵＳＥ有限会社 9200002012155 特許取得の「目地溝の形成方法」を活用した外構工事の代理店展開 山田　直人

中部 岐阜県 岐阜市 ＪＥインターナショナル株式会社 9180001103073 ロールｔｏロール３次元外観検査装置の開発 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 岐阜市 福寿堂 既存居酒屋の強みを活かす和食の要素を取り入れた焼肉店事業 山田　直人

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社森建材 6200002004857 砂利採取場跡地での６次産業型観光農園カフェ及びデイキャンプ場の設立・運営計画 山田　直人

中部 岐阜県 各務原市 鳥羽工産株式会社 1200001007345 ファイバーレーザー加工設備導入による次世代自動車試作事業への新分野展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 下呂市 株式会社コムズ 4200001025947 レーザー加工機を使った新商品開発で強固な経営基盤づくり 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 関市 東海理研株式会社 3200001019405 食の流通イノベーションを実現するオーダリングサービス新規展開 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング

中部 岐阜県 高山市 株式会社太田商会 6200003003817 地元の観光資源を活かした地域にとって革新的な観光サービスとなるガイド事業 税理士法人ゆびすい

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社快フードプロジェクト 2200001033316 「癒食集」を具現化した岐阜ランドマーク施設で地域活性化を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 岐阜県 高山市 株式会社坂本 1200001024836 ステンレス・鉄材からアルミへ新規参入し製品種類の拡大と特許製品の改良 株式会社北陸銀行

中部 岐阜県 可児市 広見ガス株式会社 8200003002065 ＬＰガス会社が考える、災害にも備える次世代型住まいの提案 東濃信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 檜創建株式会社 4200001023851 新たなコミュニティを創造する看取り型シェアハウスの開設 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 揖斐郡大野町 株式会社田中屋ＦＯＯＤ　ＳＥＲＶＩＣＥ 1200001016511 「田中屋　マルシェ」創設　ＥＣ小売市場へ参入 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社大洋舎 7200002002744 岐阜県初！宿泊・介護施設に向けたセル方式リネンサプライサービスの展開 株式会社ダイワマネジメント

中部 岐阜県 中津川市 有限会社フラット 3200002023257 デジタル技術と低炭素技術を活用した外国人向けの賃貸事業への転換 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 郡上市 株式会社マツダクリエイト 2200001028332 再構築に向けた「中古キャンプ用品買取・販売、レンタル事業」の新展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 ＡＩＭＳ株式会社 5200001030582 リフォーム業×不動産売買仲介業による事業再構築 四ヶ所　十郎

中部 岐阜県 羽島市 不二商事株式会社 4200001011443 香りを纏う私だけのシャンプー＆コンディショナー事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 大野郡白川村 有限会社城山館 2200002026293 宿を起点としたニューツーリズム造成・ＤＸ化事業 小山　武仁

中部 岐阜県 中津川市 エスケーホーム リフォーム業で培った技術を活かしてコンテナハウス製造業へ転換 中津川商工会議所

中部 岐阜県 土岐市 有限会社妻木日陶産業 3200002021368 陶磁器産地ならではの資源を活かした、ボディケア用品開発への新分野展開 土岐商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 林金属工業株式会社 4200001004257 一貫加工を活かし新分野で金型・プレス加工受注獲得事業 関信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＣＵＲＵＣＵＲＵ 7180001068582 スポーツファッションＥＣに特化したマーケットプラットフォーム展開事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社三明工作所 4180001024373 自動車部品製造から半導体製造装置用部品製造への新分野展開戦略 山中　勝彦

中部 愛知県 日進市 有限会社三嶋商事 3180002062423 〝販売〟から〝製造〟への大転換！「業界初のマイクロ３ダイス転造盤」の開発 坪井　亮

中部 愛知県 高浜市 Ｃａｆｅ　Ｇａｒｄｅｎ　Ｐｏｔ 「地元フルーツ使用シフォンケーキドライブスルーＰｏｔ」新事業計画 株式会社森田経営

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社Ｓｕｎ　Ｆｒｉｅｎｄ 2180001088957 ウィズ＆アフターコロナに適応し成長し続けるリフォーム事業で再構築 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 名古屋市東区 エーオーシー　ル　モノポール リユース食品の「汁なし担々麺」開発における環境啓蒙事業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社清心社 5180001037341 テイクアウト・ＥＣ市場への高級クレープ新規販売による新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊川市 酒菜膳 飲食店が「だし」で内食をサポート！椎茸粉末の六次産業化事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 海部郡大治町 株式会社プランシャン 5180001098185 高機能・低価格な「らくちんおしゃれ」介護服（患者着）をＥＣで販売する 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社エブリシング 7180001101756 スマホ中古市場端末への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ブラッカー 1180001132451 多様化する脱毛に対応。子供や高齢者も安全に施術可能な脱毛サロン運営 松山　亮樹

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社油屋 6180001024660 フードロス防止にもつながる！小袋包装加工への挑戦 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 一宮市 マルハチ工業株式会社 6180001084622 自動車部品専門商社から福祉関連商品企画・販売企業への転換 尾西信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社アース・トラベル 3180001073578 旅行業からの転換、コロナ禍に対応した非接触型ラーメン店の開業 春日井商工会議所

中部 愛知県 知多市 竹新製菓株式会社 2180001094724 お米の総合加工食品メーカーとして、米を原料としたヌードルを製造販売する。 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社やぶやグループ 9180001059101 水産加工品販売における新分野展開及び売上の獲得 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社コレクト 9180001103973 小規模飲食店向けＯＥＭセントラルキッチンによる新しい生活様式推進事業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市西区 Ｒｅｐｒｏｄｅｓｉｇｎ株式会社 5180001137678 ＷＥＢメディア・冊子発行・イベントスペース設置で那古野の魅力向上 權田　成悟

中部 愛知県 江南市 株式会社エヌイーティ 7180001102770 ３Ｄプリンタを活用した試作品製造業への参入と小学生向け教育商品の開発事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊橋市 有限会社エスバイエス 1180302012550 建築内装・エステサロン事業者がハイブランドコスメ小売事業で既存事業の強みを磨く！ 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ＨＡＺＩＭＥ 3180001121361 自社の製造技術を強みとした製麺等の製造卸売事業への参入 株式会社エベレストコンサルティング
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中部 愛知県 春日井市 フロンティアマネジメント株式会社 2180001089105 既存飲食店との相乗効果を活かした菓子製造事業計画 東濃信用金庫

中部 愛知県 豊川市 まちの洋食屋さんキッチンいまい ランチに絞った専門店化とキッチントレーラーを活用した移動販売機能の追加 豊橋信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社木下一二商店 2180301023110 ドローンによる獣害被害防御ネット配送サービス事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社ウェルテック 2180301026162 最先端のハイブリッド高周波ウェルダーを導入し、既存事業、新規事業で新たな商品に挑戦をすることで高収益企業へ転身する 西尾信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社ゆたかサービス 9180301024639 遊休資源となっている空きスペースを活用したレンタルスペース事業の展開 豊川商工会議所

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社プライムサービス 4180001090259 接触機会を抑えるセルフ型店舗へ、提供方法の変更による業態転換 有限会社えんがわ

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ドリームボックスジャパン 7180001058328 コロナ禍で高まる駄菓子の大人買い需要にオンライン販売で応える 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 マルキチ商事有限会社 9180302009861 ボードゲームをもっと楽しく快適に！関連グッズ製造販売 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社かまくら屋 4180001139857 シニア・シルバー世代の憩いの場「健康麻雀サロン」の新規出店 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 一宮市 有限会社浦山工業 1180002078710 オンデマンドデザイン印刷建材生産とＤＩＹ工房でのデザイン建材加工 水野　正勝

中部 愛知県 一宮市 横山ワッシャー株式会社 6180001084465 保育園開園のための環境整備と保育園のＤＸ化計画 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社くすむら 8180001016524 豆腐事業者が、ファストフード形式「菜飯田楽専門店」への挑戦 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 Ｐｒｉｅｒ株式会社 7180001103570 業界初！温熱療法を取り入れた育毛のトータルケア事業を確立する 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 碧南市 司法書士法人まさき事務所 8180305008663 相続手続の非対面オンライン相談と専門家ワンストップサービス化 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 名古屋市中区 エステート・プランニング株式会社 6180001108133 オーガニックハーブティーカフェと不動産業のシナジーの実現 森藤　啓治郎

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社ブロズ 9180001070165 ポリカーボネート製炭酸洗顔用ボウルの開発による新分野への展開 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市昭和区 ｔｒｉｐａｓｓ 体験型完全オーダーメイドのオリジナル楽曲制作 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 アメニティージャパン株式会社 9180001046818 非対面・非接触の無人インドアゴルフ施設の運営事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊橋市 豊信建設株式会社 9180301007024 ＩＣＴ搭載建機の導入による民間建築工事の基礎工事請負と椎茸ハウス販売代理を通じた市場開拓 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 ハンズプロ株式会社 1180001115241 非認知能力を育む、ＳＤＧｓ対応型「知育玩具」の開発・製造・販売 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 名古屋市中村区 ハウスリッチ株式会社 7180001111887 不動産事業に展開し「脱下請」して「住まいや店舗なんでもサポート企業」へ転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社Ｔａｖｅｌ 6180001071942 レトルト商品のネット販売事業 稲川　喜之

中部 愛知県 犬山市 おでん酒場作 コロナ禍の居酒屋経営から地元スーパーマーケットや観光地のキッチンカー販売へ新分野展開 犬山商工会議所

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社赤壁 3180001129867 ネットシステムを利用したテイクアウトと店内の換気・空調システム強化 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 ステーキ家シーエスグリル 老舗ステーキ店の味を特別な人に贈るＥＣ販売事業の確立 伊藤　誠悟

中部 愛知県 豊田市 株式会社ＶＥＲＥＳＳＡ 5180301034286 イタリア料理店を活かした自家製シロップのかき氷店舗で売上増を図る 豊田商工会議所

中部 愛知県 安城市 合同会社モンステラ 6180303004518 コロナ禍におけるハイブリッド運営エステの展開 安城商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 中山不動産株式会社 4180001069996 コロナ不況に負けない職業訓練校で売上アップと地域経済に貢献する事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社東海 2180001061798 家庭で再現できる本場韓国料理のテイクアウト事業による一般消費者の取り込み 伊藤　誠悟

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社オール出版 3180001053596 音楽情報紙「月刊Ｍｕｓｅ」のＷＥＢマガジン化で活路を開く！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 名古屋市南区 世界印刷販売有限会社 5180002009744 電子回覧板システムの開発による印刷業から情報サービス業への進出 大橋　誠

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ＥＦＦＯｒＴ 6180001103217 肉料理特化型デリバリー専門キッチンの展開 伊藤　央

中部 愛知県 一宮市 トータルサービス　ノルド ご当地有名ラーメン店のＦＣ加盟により夢の飲食店を実現する！ 東春信用金庫

中部 愛知県 豊川市 株式会社アイビス 2180301029917 三河一色産「炭火焼き鰻」と比内地鶏の卵黄を使った鰻専門店の開業 豊川信用金庫

中部 愛知県 一宮市 有限会社アートスペースプロジェクト 3180002079979 ウィズコロナ・アフターコロナに対応！「大型ＬＥＤビジョン」導入で事業再構築！！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社トーセン 9180002047294 放置空き家を活用したバイクガレージ賃貸事業への新分野展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社明星 9180001041190 ストック型ビジネスのノウハウを生かした中長期レンタカー事業の挑戦 株式会社マックコンサルタンツ

中部 愛知県 名古屋市千種区 サロンドパリス 美容技術を活用した、お肌と財布に優しい脱毛サービス事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社Ｓｐｌｅｎｄｏｒｅ 7180001109741 障害者も利用できる痛くない高級脱毛サロン事業 青山　泰長

中部 愛知県 愛西市 有限会社なかしま 1180002090847 オリジナル縁畳をはじめとした、オリジナル和室のトータルコーディネート商品販売事業 株式会社ライトアップ

中部 愛知県 蒲郡市 株式会社ＶＩＯＬＥＴＴＥ 8180301024350 小売のためのスタジオ出店とオンライン販売導入による自社ブランド品の構築 蒲郡商工会議所

中部 愛知県 知多市 ＣｒｙｓｔａｌＣｌｏｖｅｒ 密を避けた完全個室での電磁波痩身フィットネス事業の展開 塩出　貴臣

中部 愛知県 豊田市 有限会社オレンジハウス 8180302025083 ウィズコロナを生き抜くトータルビューティサロンへの進化 山本　文則

中部 愛知県 春日井市 株式会社ＡＦＦＥＣＴ 4180001132903 マスク生活の肌荒れ対策のシミケアと美肌脱毛で業種転換 東春信用金庫

中部 愛知県 春日井市 有限会社スポルト 6180002068104 コロナ禍でも安心のマンツーマン型療育による児童発達支援事業 東春信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社エージェントジャパン 1180301027888 キッチンカーで培った！テイクアウトに強い複合飲食事業へ進出！ 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社オフィスパーク 5180001056374 東海地区企業初！貸したい企業×借りたい企業　オフィス未活用スペースのマッチングとサイト構築 株式会社みらい経営

中部 愛知県 海部郡蟹江町 プチ・ポンレヴェック パン教室をドーナッツ専門店に 桑名商工会議所

中部 愛知県 西尾市 エスエスケイ株式会社 6180301023189 ビルダーと創るオリジナルガレージ”オレガレ”の製造販売 ＭＭＰＣコンサルタンツ株式会社

中部 愛知県 名古屋市中川区 有限会社チャイナ企画 6180002047099 地方の子供向け新分野のエンターテインメントの恐竜ショーへの挑戦 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市昭和区 ＧＡＲＡ コロナ渦でも衰えない美容需要を満たす、エステ・セルフ脱毛事業 山田　英裕

中部 愛知県 名古屋市中区 ＹＵＥＮ株式会社 2180001059834 ジビエ肉の解体加工施設の整備による食肉小売への進出 服部　貴行

中部 愛知県 小牧市 丸菱工業株式会社 5180001076505 医療・介護福祉向けのベッドカバー等の高難度縫製事業への参入 クレアスト株式会社

中部 愛知県 一宮市 サクセス 事業継承を見据えた事業転換、ナイトクラブから焼肉店へ 馬渕　智幸

中部 愛知県 名古屋市名東区 ヘンリーモリス株式会社 8180001068417 賃貸住宅「＆ガレージ」の企画設計と創作家具の開発による「巣ごもり天国」の家づくり 宮野　壽明

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社Ｍａｕｉ 3180001138158 熟練アイリストが開発したアイラッシュサロン向け顧客管理システムの販売 髙橋　正

中部 愛知県 名古屋市中区 ベストテック株式会社 4180001042169 航空機業界から新事業展開への挑戦 名古屋商工会議所

中部 愛知県 愛西市 株式会社ケーズカーペントリー 2180001110299 建築施工技術を活かし美容室に消毒サービスを新たに提供する新分野展開 フォワードシップ経営株式会社
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中部 愛知県 名古屋市名東区 東恒株式会社 4180001122128 中国ブランドＡＰＩＹＯＯの日本総代理店として日本国内での販売計画書 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社昭和写真工業所 8180001053253 商業向け印刷技術活用のオーダーメイドプリント製品によるＢｔｏＣ市場の新規開拓 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社タイガアソシエイツ 3180001125008 マッチングシステムを搭載した小規模店向け開業支援パッケージ 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 豊橋市 プロジェクト・キュー ＩｏＴ　ＬＥＤ　デジタル機器の活用による新規仮設イベント事業への販路拡大 豊橋信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 株式会社ケーイーシー 8180001085783 制御盤製作及び工業用パソコン修理内製化事業 稲沢商工会議所

中部 愛知県 安城市 有限会社ディーウェーバー 8180302017634 世界的デザイナーが挑む地域密着型「ものづくりデザイン駆け込み寺」事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 北名古屋市 かけや 夜需要の居酒屋に依存せず、新たな生活様式に合わせたテイクアウト事業 税理士法人　Ｂｒｉｃｋｓ＆ＵＫ

中部 愛知県 清須市 株式会社一文字グループ 9180001125662 清州信長！清州信長からあげの無人販売店への業態転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 小牧市 有限会社ギッシュ 1180002068397 アフターコロナに向けた「女性のトータルビューティーサポートサービス」展開プロジェクト 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 合同会社佐藤美容研究所 4180003014298 コロナ禍でも気軽に通えるエステサロンの展開 坂上　洋子

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社鶏工房 2180001058860 オリジナル餃子の量産＆無人販売体制の構築による業態転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 小牧市 株式会社Ｊａｐａｎ　Ｓｔｙｌｅ　Ａｒｒａｙ　Ｃｏｉｋｉｙａ 6180001146620 飲食・フォトサービスを組合せた新しいウエディングプロデュース事業 中日信用金庫

中部 愛知県 碧南市 株式会社浅井商店 4180301017440 子育て支援製品の開発・市場化による下請け事業からの脱却 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社林屋 9180001083448 尾張一宮産クラフトビールの開発・製造・物販による事業再構築 一宮商工会議所

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ケー・エム・プランニング 9180001025318 ワークシェアによるキッチンカーと無人店舗の運営～ＡＩロボットによる新たな接客～ 愛知信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社日本システム 8180001055308 ＳＮＳやクラウド型ＣＴＩを活用した男性の生活の質を上げる脱毛サロン 權田　成悟

中部 愛知県 海部郡大治町 株式会社章心 4180001126938 飲食店を始めコロナ禍を乗り切るための販路開拓及び新分野へ進出 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 半田市 株式会社カネマタ 3180001091621 ブライダル事業を転換して新分野によるオンライン着付け教室事業 知多信用金庫

中部 愛知県 豊川市 株式会社ジョガーマン 2180301034355 豊川初！韓国スイーツキッチンカ―事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ＫーＢＵＩＬＤ 4180301026821 地域密着型シミュレーションゴルフ施設の運営事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 豊田市 有限会社ＩＫテクノ 2180302005553 労働者派遣からノウハウを活かした自社製品製造による事業再構築 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社仁 4180001130799 名古屋ご当地鍋の「台湾もつ鍋」の冷凍商品化とＥＣサイトによる全国販売 ＡｒｒｏｗＳ株式会社

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ユニバーサルオート 5180001119040 ビンテージカーを蘇らせる塗装設備の導入 伊藤静政

中部 愛知県 西尾市 株式会社丸十竹内 9180301030991 エビを見た目も美しく急速冷凍３Ｄスキンパック 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 西尾市 創作和食風雅 宴会対応から魅せる調理で付加価値の高い飲食空間の提供への転換 西尾商工会議所

中部 愛知県 田原市 大衆酒場ｔａｍａｒｉｖａ 田原発！地元観光に寄与するクラフトビール製造販売事業への参入 豊橋信用金庫

中部 愛知県 田原市 株式会社オレンジボックス 2180302011964 ＩＰリモート配信システムを使った農業用ドローンによる農薬散布代行サービス 豊橋信用金庫

中部 愛知県 春日井市 ＧＳＰスタジオ 業態転換によるリアル配信新規飲食店「レイノセレステ」のオープン 春日井商工会議所

中部 愛知県 一宮市 ＧＭ総合事務所 空き家対策に資する測量技術の高度化による新サービス提案事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 りんご歯科 治療から予防へ。地域住民の健康を守る歯科ドック事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 大地と海の　おぜん屋 大衆居酒屋から「上質なおもてなしをおすそ分け」する日本料理店への転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社内藤食品 4180301022564 弁当・惣菜の受託製造から外食業に進出し、新たな経営基盤を確立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＴＲＡＶＥＬ　ＣＲＥＡＴＥ 4180001107005 オンライン配信対応の多目的デザイナーズレンタルスペース事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 刈谷市 株式会社Ｔａｂｌｅ２ 5180301031960 名古屋コーチンを使った地鶏の黒焼きテイクアウト事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 ちゃんこ割烹四季味茜 元力士が作るちゃんこ鍋のＥＣ商品開発販売事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社名鈴社 6180001059756 １組貸切型のフォトスタジオ開業で新分野展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市港区 有限会社Ｉ・Ｓガード 6180002056703 警備業者による一般消費者向けカステラ製造販売業への挑戦 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ズイス 8180302004649 好立地の大規模店舗を活用した個人・ファミリー層向け焼肉事業 サポート行政書士法人

中部 愛知県 知多市 カフェプリュス 惣菜製造許可を取得し、市の７施設利用者向け弁当類販売事業開始 半田信用金庫

中部 愛知県 豊川市 鳥山塗装 地域に密着した新技術を活用した木材加工販売への新事業展開 豊川信用金庫

中部 愛知県 豊田市 アイ、デイ、ワークス 母子家庭従業員を支える為のエステサロン開業 平家　勉

中部 愛知県 豊橋市 有限会社カランタス 8180302006587 解体業への進出と古材の利活用による木製家具製造業の新分野展開 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市北区 辛麺屋　輪 商圏内で初の「本格京ラーメン・唐揚げ専門店」（新分野展開）の体制づくり 西岡　昭彦

中部 愛知県 半田市 株式会社丸真建設 6180001093813 ４つの美と健康の複合サービス提供への新分野展開 半田商工会議所

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社日興電気工事 7180001089645 まごわやさしいテイクアウトで子育てママ・単身赴任・老人を幸せに 座間　裕史

中部 愛知県 岡崎市 ちゃのまのごちそう 心も身体も元気になる移動式青空レストラン 税理士法人　ＴＭＣ

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社Ｒ　ＡＲＴ 9180001144019 自家焙煎カカオ豆で製造した高品質チョコレートとドリンクの販売 吉野　康太

中部 愛知県 安城市 株式会社しゃもじや 2180302016542 テイクアウト・デリバリー専門業態の構築と展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 バーボンストリート バー経営から惣菜・弁当販売＆精肉の小売業への思い切った再構築プラン 税理士法人アクセス

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社キャプテン 5180001109256 多様な雇用ニーズに対応する求人広告事業へ新分野展開を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 長久手市 株式会社マムハウス 1180001002968 店舗開発力を生かした「選べるセルフエステ」進出計画 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 未来デザイン 地方の隠れた名品をライブショッピングで販売代行する新分野展開 西村伸郎

中部 愛知県 豊橋市 信建 環境やリサイクルを意識した家具雑貨の制作販売。大工と元アパレルが提案する古き良き新しい商店街の１店 豊川商工会議所

中部 愛知県 豊田市 ＰＥＡＣＥ ＰＥＡＣＥ　の世界観を活かしたドライフラワー販売でのインテリアコーディネート事業 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＢＳＪ 8180001116051 自社アイドル・スクリーンを活用したワンストップの広告代理業 中井　一

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ｅ．ｐａｒｔｎｅｒ 7180001120277 シングルマザーの多能工職人育成（オンライン教育事業） 税理士法人アクロス

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ＥＭＣ 8180001088514 音楽練習スタジオから最新クラウドサービスを利用した音楽オンライン教室 株式会社アクセス・イノベーション

中部 愛知県 名古屋市中区 ミュージックマルシェ 音楽とアートのコラボライブ配信・ピアノレッスン動画ネット配信事業 名古屋商工会議所
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中部 愛知県 名古屋市守山区 有限会社みずのかぐ 8180002001533 廃材の一枚板を利用した、リノベーション用システムキッチンの製造・販売 西塔　隆二

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ヨコイ工業 2180001027584 精密なシャフト製造の実現に向けた新たな加工方法の確立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 網走委員会 機械学習アルゴリズム及びチャットシステムの構築 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中川区 丸善印刷株式会社 6180001020932 美味しさとおしゃれを両立したキューブパン事業への進出 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 名古屋市中村区 つけ麺丸和名駅西店 シミュレーションゴルフ施設運営で新分野展開を！ サポート行政書士法人

中部 愛知県 日進市 ＬＥ　ＳＡＶＯＩＲ 子どもと親向けの「パーソナライズ体験（学び）提供アプリ」開発事業 安城商工会議所

中部 愛知県 犬山市 下町人情屋台夢ノート 職人が特産品を使用し作り出す本格おつまみと厳選日本酒を合わせた唯一無二の晩酌セットのネット通販 犬山商工会議所

中部 愛知県 小牧市 有限会社愛光園 2180002068545 地域内初！採蜜体験ができる養蜂場での１００％純粋国産蜂蜜関連商品の製造販売 株式会社Ｄｙｎａｖｅ

中部 愛知県 小牧市 株式会社ケー・ワイ・ビー 4180001052960 駐車場リフォーム用塗料「リメイックス」を代理店制度活用で拡販 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 安城市 株式会社ケーエスケー 5180301012845 精密自動旋盤導入による遠隔手術ロボット部品を含む医療分野への新分野展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 犬山市 株式会社近藤鉄工所 3180001081589 最新技術で部品工場の事業承継を図り産業機械のサプライチェーンを守る 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 弥富市 グリーンハウス コロナ禍に負けないヘルシーカレーのテイクアウト事業に新規進出 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市名東区 有限会社チャコール・フードシステム 3180002059155 愛知県産の食材を使用し、家庭の中食に貢献する食品製造業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社東海アドエージェンシー 4180001038489 交通広告ポータルサイト開発による直接営業からネット営業への転換 株式会社みらい経営

中部 愛知県 名古屋市北区 合同会社テラスクリエイト 8180003015747 都心の真ん中で手ぶらで楽しめるバーベキュー事業への新分野展開 西村伸郎

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＢＬＩＳＳキッチン 9180001127238 年間１０万個売れた無添加フルーツケーキサンド店が手掛ける本格ケーキ店 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 北名古屋市 ＡＦｕＲｅｋｉｔｃｈｅｎ 「ウィズコロナ時代の非接触・完全個室型セルフ脱毛サロン事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 リンゴボーイデザイン株式会社 9180001102959 感染対策・安全に拘ったホテル事業への新規参入で売上向上 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社ヘアークリエイションナカオ 1180002026487 美容のトータルコーディネイト提案型貸衣装業の展開 株式会社みらい経営

中部 愛知県 清須市 有限会社はやかわ 7180002040557 （贅沢をひとり占め！本格ひとりうな重） 折口　隼耶

中部 愛知県 岡崎市 中野　太智 ハンドセラピスとパーソナルストレッチを取り入れた法人向け健康増進パーソナルトレーニング施設の開業 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 有限会社ＳＧ・Ｓ 8180002079314 話題の「おうちカフェ」を充実させる冷凍パンケーキの製造販売 税理士法人大樹

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社はやみ 7180001101509 都度払いＯＫ！完全予約制メンズ脱毛サロン事業の展開 伊藤　央

中部 愛知県 海部郡大治町 株式会社ワニナル 5180001124445 福祉事業から市場規模が拡張する医薬品通販事業を行う新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社マツミ 2180001002959 事業所の個性が光る！オリジナルユニフォームの自社ブランド立ち上げ 林　千尋

中部 愛知県 名古屋市千種区 クロスワン 少人数クラスホットヨガ教室の開校 小倉　裕樹

中部 愛知県 半田市 きょうわ接骨院 産後の骨盤矯正での女性向け施術実績を活かした美容脱毛への進出 西尾信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 オートスクエア　ユーズ リモート販売とカラーシャンプー洗車からなる二本柱での事業展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊田市 株式会社Ｌｉｎｏ 9180301031379 顧客の悩みに寄り添った商品提案をするホームケア推進の総合エステサロン 高橋　英明

中部 愛知県 春日井市 快ケア合同会社 3180003022120 接骨院から送迎付き高齢者デイサービスへの事業転換 春日井商工会議所

中部 愛知県 愛知郡東郷町 からだの恵み 非接触　寝たまま座ったまま筋力トレーニング計画 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 栄林商事株式会社 2180001109894 自社製造の中華鍋等の調理食材セットのスーパーマーケットへの直販 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 ジーティーケイ 家庭用ゲーム機の高性能加工サービスで巣ごもり需要にアプローチ サポート行政書士法人

中部 愛知県 安城市 嶋名海雲合同会社 6180303004261 ドローン撮影と動画作成をコラボした研修で企業動画を製作する新事業への参入 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 ケイズカンパニー テイクアウト専門のベビーカステラ販売を行い販路開拓を図る。 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ＯＮＯＣ 8180001112281 ＳＤＧｓとＤＸを組み合わせた新時代の建材リサイクル事業 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社西川 8180001004974 自社直営のN-Styleオンラインフィットネスジム事業構想 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社アヴァンサ 9180001072351 日本最大級の下着総合オンラインサービス事業 名古屋総合税理士法人

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社朱麗貿易 4180001110520 物産展のつながり　「うまいもの」をご近所に 伊藤静政

中部 愛知県 半田市 株式会社ブランディング 5180001093839 インスタ映えするオシャレな韓国バル事業に新規進出 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社ティーエスケー 1180001079998 ３次元ＣＡＤ／ＣＡＭ導入による加工精度の高度化と新分野開拓の実現 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市名東区 北海炙屋 コロナを乗り切る！売上激減の居酒屋から個室ダイニング・　テイクアウト専門韓国風チキン店への転換 株式会社みらい経営

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社未来縫製 6180002020329 老舗縫製業によるお直し店への進出でＢｔｏＢからＢｔｏＣへ転換する 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社プレジャー 1180001080139 配膳ロボットを活用した完全非接触型焼肉店開設事業 河村裕司

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社旅企画 2180001123978 フードトラックで手軽に気軽に海外＆国内旅行気分をご提供 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社トリフォリオ 5180001115700 外食から中食マーケットへ「シェフたちの無人販売所」 税理士法人コスモス

中部 愛知県 江南市 株式会社Ｇｌａｎｚ 8180001108800 結婚式場のシェフが手掛ける３Ｄフードプリンタを活用した冷凍調理食品の製造と販売事業 江南商工会議所

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社プラスアルファ 3180001088709 運輸業の多角化による鉄板焼き店出店で経営資源再分配と安定収益を実現 近藤　紀幸

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社バンズヘア 9180002042510 がん患者・脱毛症の女性が病と戦うための医療用ウイッグの販売			 西塔　隆二

中部 愛知県 名古屋市緑区 一般社団法人発達障害改善サポートＪｕｎｏ 9180005018532 発達障害改善セミナーサービスから医療分野まで含めた障害者福祉事業への業種転換 加藤康夫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社平井減速機製作所 1180001020706 老朽化したダムの水門用減速機の設計製造による新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社アイシーエー・アソシエィツ 2180001050891 アフターコロナにおける志摩市英虞湾での高級古民家旅館の運営に向けて 株式会社ＧＣパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ＨＩＦＵＭＩ 6180001131515 認知症グループホームの事業承継と訪問介護による事業再構築 桑名商工会議所

中部 愛知県 安城市 東南精機株式会社 5180301016004 大型３Ｄ溶接の高精度自動化による、高歩留り金型補修サービスの市場化 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社テレサイト 2180002028383 婦人服製造業から希少性の高いアパレル製造小売業への事業再構築 須永　達也

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社雄進建築 9180001104518 宮古島初！国内最先端のコロナ対策に最も有効なＩｏＴスマートホテルへの新分野展開 村上　創太

中部 愛知県 豊川市 石国産業株式会社 2180301009761 クリーン合成燃料ＧＴＬの産業用重機へのデリバリー販売 豊川商工会議所

中部 愛知県 安城市 大見工業株式会社 5180301012738 特殊精密部品加工事業 碧海信用金庫
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中部 愛知県 清須市 株式会社放電エンジニアリング 4180001001174 超大型放電加工機導入による発電事業用大型ガスタービン部品加工への参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 有限会社セイザン 4180002076678 グループホームと整骨院での就労支援を組み合わせた障碍者福祉事業への転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 有限会社茅根工業 8180002076856 建設現場改革を目的とした配管ユニット受託製造業への新規進出 羽根田　隆弘

中部 愛知県 名古屋市港区 ソブエクレー株式会社 5180001006668 リサイクルＣＦＲＰ事業への新分野進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社アイアン工業 7180001081899 デザイン・設計力を活かしたＯＥＭアウトドア用品分野への展開 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 小牧市 株式会社ＹＫＭ 6180001143972 美と健康を追求する総合ボディメイクサロンの開設 ＯｎｅＷｏｒｌｄ税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中村区 萬屋住宅株式会社 3180001033375 配膳ロボットを活用した焼肉店への事業転換で収益の安定化を図る 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 安城市 株式会社シンワサービス 3180301013556 電気・ガス・水廻り住宅設備アカデミーの開設とオンライン受注・　ワンビジット施工によるＦＣビジネスモデルの開発 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 石原ニット株式会社 2180301005075 地域貢献を目指した洗濯代行・コインランドリーの両立事業 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 合同会社ＴＨＲＥＥ　ＰＩＥＣＥＳ 8180003016621 地域活性化につながる商圏限定ECモール事業への業種転換 税理士法人ウィン

中部 愛知県 海部郡飛島村 櫻井木材加工株式会社 2180001097347 新様式生活に向けた木製品開発製造とＥＣ販売での個人市場への新事業展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 有限会社カワイ 6180002011179 ３５年来愛されたラーメン屋による、豚蒲焼き料理事業のＦＣ展開 伊藤　浩之

中部 愛知県 豊田市 東海工業株式会社 2180301018837 門型マシニングセンタ導入による、溶接ロボットの開発・一貫生産事業 小倉　裕樹

中部 愛知県 豊橋市 トヨネン株式会社 4180301006443 洋上風力発電の基礎部における洗堀防止用「袋体土木ネット」の新規製造・販売事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 刈谷市 株式会社丸新 9180301017254 「この時代だからこそ、家族みんなの健康を守る会社へ！」フィットネスクラブ事業参入による地域の健康増進を目指して 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ネットフィールド 3180001054685 ベーカリーカフェの新規事業展開による経営基盤の安定化 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知多郡武豊町 株式会社風 6180001093904 環境省認定里地里山５００選定地で過ごす体験型里山複合観光事業 半田信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 おぎ乃 日本古来の伝統商品である麹関連の新商品開発と生産・販売体制の構築 岡崎商工会議所

中部 愛知県 名古屋市守山区 ビーチ株式会社 8180001130234 高齢者住宅等の「買い物難民」を支援する、新鮮食材の移動販売事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 有限会社べっぴんエンタテイメント 8180302009598 移動美容室への転換で、山間地域のニーズとｗｉｎ₋ｗｉｎな事業展開 豊橋商工会議所

中部 愛知県 知多郡南知多町 有限会社ホテル晴快荘 5180002085711 大宴会場を再構築し、コロナ対応の個室ステーキ・海鮮鉄板焼事業に転換 株式会社アトリオン

中部 愛知県 豊田市 有限会社みさと寿し 4180302023611 感染リスク低減と多様性を重視した、個室かつ非接触型の寿司・日本料理提供事業への挑戦 朝日税理士法人

中部 愛知県 豊田市 株式会社光生 4180301018216 介護医療ロボット分野進出計画とＤＸ化への取り組み 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 有限会社テクノタウン 2180002040529 機械加工の高度化による治具製造業からアッセンブリ事業への新事業展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊川市 株式会社エスエスモールド 7180301010005 住宅外装用金型製造業から非住宅向けデザイン壁材の小売施工事業への新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ダイヤニウム 5180001133867 室内空気質モニタリングセンサーＩｏＴデバイス＆システム「Ｄｉａｎｕｍ　ＡＩＲ　ＰＡＴＲＯＬ」 和田　義弘

中部 愛知県 豊田市 中日本精研株式会社 8180301020622 シェアファクトリー実現に向けたロボット設備部品製造事業への参入 豊田信用金庫

中部 愛知県 大府市 株式会社シモヤ 3180001092537 店舗屋内外看板製造から高度道路交通システム（ＩＴＳ）用ケース製造への新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社エヌイーホールディングス 8180001016177 自宅受講と学習効率向上を実現！ＡＩ搭載の学習システム開発事業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 Ｍａｎ　ｔｏ　Ｍａｎ株式会社 3180001050123 派遣求人検索サイトの開設及び自社求人の登録データベースの開発事業計画 坂本　晃

中部 愛知県 江南市 株式会社ＳＨＯＵＴＥＣ 2200001012773 産廃業界のＤＸ化促進のための「収集運搬業者によるソフトウェアＭｕｓｕｂの開発」 坪井　亮

中部 愛知県 安城市 有限会社アマノ工業所 5180302016226 機械加工精度を向上し半導体製造設備中枢部品量産による新分野への展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社アイチ・ジェー・ブイ 7180001047685 原料保管倉庫業への新分野展開による事業再構築 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 岡崎市 ソニックシステム株式会社 7180301003768 自動化生産設備に携わる技術者育成キャリアアップ教育事業 丸山　達也

中部 愛知県 名古屋市西区 浄心工業株式会社 7180002023586 鉄道産業分野に依存した事業構造から小売業コロナ対策分野への新分野展開 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市港区 有限会社増田木工所 9180002019343 愛知認証材と抗ウィルス化粧板を使ったテレワーク用ワークブースの製造 藤榮幸人

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社木村製作所 2180001057648 精密切削加工技術向上によるＥＶ、半導体製造装置の部品製造分野への新分野展開 株式会社中京銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社那須鉄工所 4180301019040 生産設備部品の精密切削加工からプラスチック射出成型金型製造への新分野展開 豊田信用金庫

中部 愛知県 豊川市 株式会社太飛 3180301011849 若き力をフル活用。ＩＣＴ土工の施工技術獲得による大型公共工事の受注開始 豊橋信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社エムアイシーグループ 7180301022347 三河地域に無いデジタル媒体を導入し、総合デジタル推進サービスで三河地域のデジタル化を推進する事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社こうら 7180001021814 産業用ロボットを中小企業生産ラインに積極導入する販売手段構築 ひまわり経営サポート株式会社

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社久門精機 4180001028762 次世代自動車向けハーネスの結節金属部品金型への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 合資会社尾張屋 6180003004925 自社ビルの空きスペースを活用した室内型トランクルーム事業の展開 長岡　雄二

中部 愛知県 豊橋市 株式会社アーキＨＩＬＯ 6180301009163 独自技術を活用したＩＨ式橋梁塗膜剥離工事への事業転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 知多市 桟生工業株式会社 3180001095267 大型組み付け技術と溶接技術を生かした、大型・長尺ＦＡ設備メーカーへの昇華 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 一宮市 大昌工業株式会社 4180001086389 ＭＲＩ装置のステンレス部品生産による、医療機械分野への新事業の進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 ラ・カボット ジビエの解体から加工・製造、販売まで 巽　俊樹

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社イオタ 6180001099819 非対面でネットワークシステムのトラブル原因を解析できるソフトウェアの開発・販売 伊藤　誠悟

中部 愛知県 名古屋市北区 有限会社丸音商会 8180002012638 老舗精肉店が肉の知識を活かしてファミリー向け和牛焼肉屋に参入 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社メディー 9180001129317 一般消費者向け市場（ＢｔｏＣ）へ販路拡大のための当社初の製菓出店及びＥＣ販売の事業計画 佐藤　元美

中部 愛知県 尾張旭市 ジーオブイー株式会社 2180001080419 無垢材へのこだわりと建築技術の融合で切り拓く製材加工への進出 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 八木鋼材株式会社 7180001021153 「鋼材カンバン方式」の開発による一次加工分野への参入による事業再構築 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 ＭＢ株式会社 8180001029666 商社から協働ロボットシステムインテグレート事業への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 丹羽郡大口町 株式会社日章 3180001081093 次世代自動車向け完全自動運転に必要な電子部品金型への新分野展開 いちい信用金庫

中部 愛知県 常滑市 合同会社井上屋 5180003017102 一般消費者向け飲食料品販売強化を目指すおにぎり専門店構築事業 常滑商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社フローラ 5180001110016 コロナ下で障がい者雇用創出を実現するドッグラン併設カフェ 株式会社みらい経営

中部 愛知県 知立市 スズデン工業株式会社 8180301016257 工場自動化（ＦＡ）に対応した機械製造の一貫製造体制の構築 税理士法人名南経営

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社フジカ 6180001013309 印刷会社様向けオリジナルオーダーサイズの印刷用紙製造事業 株式会社愛知銀行
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中部 愛知県 岡崎市 株式会社ハロー赤ちゃん 6180301001327 国内裁縫セミオーダーのベビー服ブランド立ち上げとリモート接客システム構築 岡崎信用金庫

中部 愛知県 清須市 清洲櫻釀造株式会社 4180001045312 異物除去技術の向上による「果実の濁り酒」製造事業への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市中区 合同会社ＢＥＡＰ 5180003020782 精神障碍者向け保護動物共生型グループホーム事業 高橋　英明

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ｅ－Ｌｉｆｅ 7180001073285 地域包括ケアシステムの実現！医療一体型のナーシングホーム事業への参入 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社タック 1180001037849 中小企業の生産性向上を確約するロボコンサルティング業発足事業 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング

中部 愛知県 日進市 有限会社カットスペースケイズ 5180002062140 理美容室の運営から、がん患者向けに特化した医療用ウィッグ製造・販売への進出 神谷　隆生

中部 愛知県 名古屋市東区 有限会社Ａ．Ｄ．Ｋ 7180002055712 『空想を現実にする場所』～リノベーションでかなえる自分空間～ 株式会社中京銀行

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社くら 6180001107655 コロナ過において需要が高まるインドアゴルフ場の運営に進出し経営の安定を図る 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 一宮市 クリーニング・はじめ 非対面を中心としたクリーニング事業への業態転換 いちい信用金庫

中部 愛知県 田原市 株式会社渥美魚市場 9180301007825 魚市場を皆さんに開放します。「伊良湖港お魚ひろば」へようこそ 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 豊田市 豊田水建株式会社 6180301030318 災害時に電力と水を自給できる設備整備パッケージによる新分野展開 公益財団法人中部科学技術センター

中部 愛知県 一宮市 株式会社東榮マシナリー 8180001083176 生産設備製造業からＥＶ用モーター部品の精密切削加工への新分野展開 佐原　啓泰

中部 愛知県 常滑市 齋田炉材株式会社 3180001093163 コロナ禍におけるフィットネスクラブへの業種転換による事業再構築 常滑商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＧＲＯＯＶＥ・ＬＩＮＥ 8180001113131 ペット可のテラス席を併設した焼肉屋開業で、居酒屋から焼肉屋に進出 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社Ｕ－ＭＡＰ 5180001125922 「放熱樹脂向け添加剤の合成技術を応用したセラミックス基板事業」 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 安城市 株式会社ＩＭＰＡＣＴ 8180301027304 デジタル技術を活用した省人化と非接触化を実現する協働ドリンクロボット開発事業 株式会社森田経営

中部 愛知県 愛西市 株式会社山田軽金属製作所 9180001097225 技術力を強みにした、電動車向けアルミ鋳造製品の切削加工への挑戦 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社オオバ 7180301005269 食品業界向けＨＡＣＣＰ対応不織布製品製造・販売への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 愛知郡東郷町 曉技研工業株式会社 2180001066616 自動車部品用金型技術を活かし橋梁・高架道路用伸縮装置の製造へ進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 余白文化株式会社 9180001123014 保育業界のデジタル化を促進！午睡チェックサービス事業に進出 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 豊橋市 株式会社徳田家具店 2180301006404 ＡＩを使い快眠志向のニーズに応える体感型ベッド専門館計画 判治　章男

中部 愛知県 豊田市 井桁堂株式会社 1180001023238 独自製法でアーモンドを主役に置き換える新商品ラインナップ投入 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 新城市 昭典木材株式会社 4180301024131 ウッドショックを乗り越える！複雑な木材加工の内製化による製材品質の向上と即日納期の実現 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社元祖鯱もなか本店 2180002030331 老舗和菓子屋における顧客接点強化としての地元密着型テレワーク施設の運営 堀江コンサルティングオフィス株式会社

中部 愛知県 刈谷市 株式会社クイックス 8180301013931 商品情報管理（ＰＩＭ）システムの開発・提供 宮﨑　陽平

中部 愛知県 名古屋市港区 十一屋工業株式会社 7180001019742 鉄骨の安定的な海外調達実現に向けた物流網構築計画 株式会社ＡＧＳコンサルティング

中部 愛知県 日進市 荒川工業株式会社 2180001066624 ウルトラファインバブル発生装置の開発、生産、販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知立市 株式会社加藤製作所 3180301014686 樹脂系廃棄物炭化技術の獲得による素材製造事業への参入 豊田信用金庫

中部 愛知県 一宮市 有限会社坂口工業 9180002080097 浅井町に待望のベーカリーを！下請け製造業による新事業チャレンジ 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 有限会社ピーズグリーン 4180002044718 鮮魚×発酵料理の新店舗オープンで「熟成刺身」のテイクアウト・デリバリーを実現 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 江南市 株式会社米庄 5180001087428 コメ卸からＨＡＣＣＰ準拠真空包装専用ライン導入でギフト市場へ本格参入 江南商工会議所

中部 愛知県 犬山市 株式会社城東製作所 7180001081032 難削材加工技術を武器に精度・生産性向上による半導体製造機器への事業転換 東濃信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社セーフコート東海 7180301008387 ドローンを活用した新サービスの開発と事業シナジー最大化による大規模市場への進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 新城市 有限会社サカイフーズ 4180302027645 奥三河の魅力を再発見！幻のブランド牛「鳳来牛」を堪能できる「クルマ旅の目的地」をつくる事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社大羽ミシン 5180301005270 自社の強みを生かしたオリジナル製品の製造で新たな市場で事業展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 岩倉市 すずき不動産事務所株式会社 7180001088432 観光拠点におけるゲストハウス・ワーキングスペースの新事業展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社オフィスライジング 3180001110694 子どもの可能性を探究する障害児通所支援事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社山宝 6180001028174 極小部品開発による医療用部品のワンストップ製造体制の構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 弥富市 株式会社花井製作所 7180001097029 レーザー加工技術を活かした高炉用大型ダクト部品への新分野展開 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 新城市 株式会社豊栄工業 3180301024074 金型、医療機器分野から半導体製造装置分野への新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 碧南市 株式会社板倉製作所 5180301015039 大型金型の設計・製造を可能とする、ＩｏＴ連携された生産ラインの構築 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中村区 ナカノアビエーション株式会社 4180001031915 航空機部品の一貫生産で培ったノウハウを活かした冷凍シーラント製造への挑戦 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 豊橋市 有限会社ササノ 2180302007533 機械部品専業メーカーがカスタムカー向けパーツの製造で消費者市場に新展開を図る事業 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 豊田市 幸和工業株式会社 5180301018231 次世代モビリティである歩行領域ＥＶの樹脂部品の生産体制構築 豊田信用金庫

中部 愛知県 額田郡幸田町 株式会社カンドリ工業 6180301025821 高精度の新技術を活かしパートナーと連携し新型熱交換器を事業化 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社サイトー 7180001008316 新技術で、より高品質な炉の製造を通じ日本のものづくりに貢献 税理士法人ファミリィ

中部 愛知県 名古屋市港区 大誠精機株式会社 1180001006696 航空機分野からＥＣ通販向け物流分野への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊明市 山秋鋼業株式会社 1180001069529 ブリケッティングマシンの活用による金属粉の圧縮加工技術の確立事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 大府市 信正鋼材株式会社 9180001092531 穴あけ加工の内製化と薄板溶断加工の高度化による建築・土木業界への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 大府市 滝瓦工業株式会社 8180001092565 良好な自社立地環境を有効活用したペット関連事業への新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社アン・インターナショナル 8180001048856 既存事業とのシナジーを活かし　心と身体の健康をテーマにした　ヨガスタジオの立ち上げ みらいコンサルティング株式会社

中部 愛知県 安城市 株式会社花の店友楽園 6180301013223 リハビリ特化型デイサービス開設と花の魅力発信による地域内ＱＯＬの向上 碧海信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社中部研磨 8180001074480 卓越した研磨技術を活用したセラミックス部品超鏡面研磨への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 西川コミュニケーションズ株式会社 7180001004975 小ロット・パーソナライズＤＭの課題解決！連続可変印刷圧着ＤＭ事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 瀬戸市 有限会社日比野製作所 4180002072157 プレス業で培った金型ノウハウを転用したリサイクル金型製造販売事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 春日井市 ミノキン株式会社 7180001076767 リサイクル率を向上させ循環社会の実現を目指した買取り販売業への新規参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 有限会社ＩＫＤ 6180302025952 コロナ対策を徹底した室内ゴルフ練習場で新たな事業の柱をつくる 豊田信用金庫

中部 愛知県 半田市 株式会社リブコーポレーション 1180001093371 自然な環境で高生産量を確保する有機木耳の栽培事業への進出。 株式会社十六銀行
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中部 愛知県 一宮市 Ｎｙｐ株式会社 4180001117508 人々の美の追求を支え、地域貢献を目指すボディケア関連事業への転換 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ゼアズライツ 1180001109664 オフィス街でできる最新ゴルフシミュレーターを用いた室内ゴルフ練習場 永野　淳也

中部 愛知県 名古屋市西区 ＭＡＲＵＪＯＵ株式会社 6180001027168 短納期一貫生産体制でＶ字回復！『メイドインジャパン』の板ガラス加工の未来を創る！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社ブライド・トゥー・ビー 2180001054273 サプライズカンパニーが創る！今、本当に飲みたいクラフトビール 中部税理士法人

中部 愛知県 安城市 株式会社タカミインダストリー 5180301013050 自然災害に強い特別高圧受変電装置の塗装を実現するハイブリッド粉体塗装セミラインシステム開発 株式会社森田経営

中部 愛知県 西尾市 ビー・ワン工業株式会社 5180301023669 ポストコロナ時代に対応するための半導体製造装置部品製造業への事業転換 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 フジサービス株式会社 6180001046985 再生可能エネルギーを利用した、パン屋ＳＵＮによる新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ＨＹＢＲＥＥＤ 2180301025866 海外のおしゃれで高級感のある「カフェ」×「スタンド」を大規模ショッピングセンターに出店する新たな挑戦 林　和夫

中部 愛知県 半田市 株式会社ＩＭＡＺ 2180001133473 汚泥処理技術の導入から改良土へのリサイクルによる地域循環型社会実現に向けた新事業展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社丸菱製作所 1180001075007 大型昇降機依存からの脱却！既存技術を活かした精密加工部品進出 株式会社十六銀行

中部 愛知県 丹羽郡大口町 株式会社ラ・カーサ・デリ 1180001100532 セントラルキッチン方式導入による非対面ビジネスモデルへの転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社サンビーノ 1180301026361 食品ロス問題を解決する廃棄食材活用冷凍ミールキットの製造販売による再構築 糸川　純平

中部 愛知県 長久手市 青春貴族 飲食店の強みを活かし、食事指導を取り入れたヨガスタジオ設立へ 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社アドバ 6180001033926 サービス管理責任者など特定専門職種の有料職業紹介事業の新分野展開 事業承継コンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 ジオミックモータースポーツ株式会社 8180301029440 三密回避で地域イノベーションに貢献「新時代オンライン自動車レース大会」の開催 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社喜楽梅むら 3180001140394 鍼治療院を甘味処喜楽茶寮へ大変貌計画 瀬戸商工会議所

中部 愛知県 一宮市 株式会社ネッツトラスト 2180001101496 建材小売事業進出により、コロナ禍の影響を受けている建設業に寄与する 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社ＥＳＭ 7180001103083 田原市の雇用と観光人口を創出する体験型宿泊施設の開業 尾西信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 株式会社ワールド・クリーン 8180001086253 食品加工に由来するプラスチックごみの焼却処理からサーマル原料化への転換 尾西信用金庫

中部 愛知県 大府市 Ｆｉｎｅ　Ｇｒｏｕｐ株式会社 1180001096060 独自の非対面型ｗｅｂ査定買取システムによる地産地消の自家用車買取販売事業 ＳＭＣ税理士法人

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社シード 3180001071482 内装工事業での技術を生かし「平面板・成形板」等の内装材製造販売業への展開 愛知商工連盟協同組合

中部 愛知県 江南市 安井建設株式会社 7180001087723 新たな価値を創出するリノベーション事業へ進出し、顧客創造を行う 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社エーオー 8180001055274 業界初！医療分野に特化したサブスクリプション型求人募集業務の展開。 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社岡文 1180001034978 味覚情操教育ができるアカデミーレンタルルーム事業構築による新分野展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 中部マシナリー株式会社 2180001099624 顧客ニーズに応える専用機開発・製作工場の稼働と技術者育成事業 小倉　裕樹

中部 愛知県 一宮市 エル・ダブル株式会社 4180003016047 再生可能資源の精製加工と輸出販売の卸売業への新分野展開を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社力組 7180001054351 解体工事から排出される瓦のリサイクル事業で地域社会に貢献！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 三恵工業株式会社 7180001010222 建築業だから出来る建設費を抑えたテイクアウト専門の非接触型レモネード店の開業 株式会社百五銀行

中部 愛知県 春日井市 愛和基礎工業株式会社 2180001073612 コロナで需要が急増する小規模店舗の解体に特化した杭抜工事事業 東濃信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 合資会社かどやホテル 9180003000888 陸前高田市の食材をウリにした日本料理店新設による事業再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 丹羽郡大口町 名成電機株式会社 7180001081164 社会的コストダウンに貢献する「インフラ用検針メーターＢＯＸ」の製造・販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 半田市 株式会社陽山 7180001116317 地域資源を活用したセントラルキッチン方式による点心等製造販売 小島　靖弘

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＣＲＥＡＴＩＶＥ　ＤＥＳＩＧＮ　ＰＬＡＴＦＯＲＭ 8180001110319 クリエイターを育成する次世代型職業訓練オンラインスクール事業 中日信用金庫

中部 愛知県 常滑市 有限会社とり伊 9180002086177 地元有名モツ料理で挑む父の惣菜店の復活による事業転換策 半田信用金庫

中部 愛知県 東海市 サカモト乳販株式会社 8180001094306 地域密着の牛乳宅配業者による新鮮、健康で美味しい弁当宅配事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社日本エコ・ケア・サービス 5180001086693 サトウキビで地域を元気に！健康食材を活用したカフェ・弁当事業の展開 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 豊橋市 有限会社根上建築 6180302009105 木造住宅のノウハウを活かし、移動店舗やテレワーク用トレーラーハウスを提供 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社希光 5180001057430 高所作業用荷台昇降機の導入による高速道路施設の保全・改修事業への参入 株式会社中京銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ヒビヤ設計 7180301026769 新築設計事業からオーダーキッチン販売への業種転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 あま市 萱津工業株式会社 4180001097849 Ｗｉｔｈコロナ時代に技能実習生受入を効率的に行うリモート研修施設運営 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 稲沢市 株式会社ＴＧＶサービス 9180001100698 ＲＦＩＤを活用したレンタル品物流サービスの新展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 知立市 株式会社コムライン 8180301014707 ご家庭に「美味しい」と「楽しい」をお届けします！回転寿司店が挑む事業再構築 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 新城市 株式会社戸田工務店 6180301024039 地方の空き家古民家を都市部での暮らしの空間に変える、古民家再生事業における新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社Ｍ．Ｉ．Ｃオートサービス 8180001071049 自動運転付き車両整備で次世代修理工場へ再構築 株式会社中京銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社エフトス 4080401011386 介護業界に特化したグループウエア事業への思い切った業種転換 櫻井　賛

中部 愛知県 大府市 Ｓａｌｏｎ　ｄｅ　Ｙｏｕ 革新的ＡＩカウンセリングアプリを活用した男性向け美容健康促進事業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社貴洛 4180301018166 ステーキ店から顧客と地域に寄添う新しい外食サービスへの事業転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 昌和染工株式会社 8180001082847 バスケット専用施設とオリジナル商品販売による事業再構築事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 大日印刷株式会社 4180301001221 スマホ・タブレットで描いたデジタルイラストの印刷＆製本サービスの展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社オカダエンジニアリング 7180001118437 新たに半導体市場向け専用装置の組付け製造部門を立ち上げ 小倉　裕樹

中部 愛知県 豊橋市 株式会社フォルテプランニング 6180301025747 家具製造内製化による廃業予定先の職人受け入れとその技術承継 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 一宮市 有限会社ライプカラー 1180002079642 障がいに関わる「すべての人」を情報で支える地域密着型ポータルサイトの運営 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社マルワ 1180001024335 オンラインイベントの運営事業とバナナペーパーを使った新市場開拓計画 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社Ｋｅｎ 1180301029587 北陸の新鮮海産物が売りの店舗併設型バーベキュー場で新分野展開 坪井　亮

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社アスモック 2180001111116 加工する機械と場所を提供する会員制のシェアファクトリービジネス【アスモシェア】 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社ＯＦＡ 2180001112122 社長の想いと経験を活かした就労支援事業による地域貢献への転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 ホリデイズ株式会社 1180001124465 ライフスタイルマーケティングによる、スポーツ・アパレル事業への挑戦 株式会社十六銀行

中部 愛知県 小牧市 有限会社笹井電気工事 6180002069085 配線工事会社の搬送設備組付け事業進出による事業再構築計画 株式会社エモーサル
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中部 愛知県 一宮市 株式会社ユニセレクト 9180001109418 時短で美と健康を。スキンケア化粧品・健康食品を国内＆海外で販売 税理士法人大樹

中部 愛知県 西尾市 有限会社文寿 6180302027536 地域密着調剤薬局の強みを活かした訪問看護事業への新展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊川市 株式会社金田塗装 7180301029912 塗装事業を活かしたＤＩＹ教室及び映像システムの構築事業 豊川商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 ＴＳＵ　ＣＯＵＮＴＲＹ　ＭＥＭＢＥＲ’Ｓ　ＮＥＴＷＯＲＫ株式会社 7180001106747 日本初のゴルフ場一体のメディカルフィットネス（健康増進施設）開設 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社ホウセイ開発 6180001011023 産業廃棄物処理業の収集運搬業と中間処理業へ進出し、業種転換を図る 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 稲沢市 有限会社和陽館 4180002081455 新型コロナ禍の日帰り・テイクアウト利用及び感染対策強化事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ユタカペイント 6180001112036 地域発！体験型施設による自社ブランド化で新分野展開を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市中区 ＭＩＲＡＩ株式会社 8180001137246 体幹トレーニングで運動不足の子供たちに元気になってもらう事業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社ユメシンクリエート 7180002005543 地元老舗の味を受け継いだから揚げテイクアウトによる売上回復策 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 一宮市 中野建設株式会社 4180001083312 地域福祉向上と既存事業との相乗効果を図る児童発達支援事業への参入 いちい信用金庫

中部 愛知県 津島市 株式会社Ｐｒｏｕｄ 1180001123186 近隣の住民に愛される知名度ＮＯ．１のカフェを目指して 安藤　朝将

中部 愛知県 豊橋市 合資会社テックアドバン 7180303001613 周辺経済活性化に伴うベーカリー店舗新設による事業転換 豊橋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社カーキ 4180001136400 『歩ける医療的ケア児』のための児童発達支援・放課後等デイサービス 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 東海市 株式会社カーネーション 2180001131254 個人向け家事料理代行の経験を生かして、飲食店の『プチ』セントラルキッチンを展開 座間　裕史

中部 愛知県 刈谷市 株式会社ＭＯＮＤＩＡ 6180301032859 現状の１０倍の清浄度を必要とする半導体配管工事分野への進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 有限会社島田金型製作所 3180002013938 射出成形機導入による一気通貫ラインで挑む未来牽引型新分野展開 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社シーエーシ 2180001082729 新聞販売店の強みを活かした「ラストワンマイル」配達ビジネスとカフェ事業の展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 愛西市 山忠本家酒造株式会社 7180001097227 明治の日本建築を利用したイベント事業による日本酒と伝統産業の普及 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 エグチホールディングス株式会社 8180001063376 ゼロエネルギーリゾートホテルの運営　～「自分で創って」「自分で使う」未来のカタチ～ 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 協同組合ハーモニー 5180005005955 実技充実で介護現場の即戦力に！外国人材研修事業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社海部架設工業 6180001096717 次世代レーザークリーニング法による有害物質除去・クリーニング事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社エビスジャパン 3180001100943 クラシックバイク整備業からクラシック自動車エンジン整備業への事業転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊明市 株式会社毛受建材 6180001069524 安心・楽しいＤＩＹを提供する愛知県産の砂利・セメントの小分け販売 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 有限会社高木工業 9180002011894 金属加工から木製玩具へ　ＳＤＧｓに適う未来への展開 税理士法人スマッシュ経営

中部 愛知県 豊川市 アップデイト株式会社 8180301027519 飲食店からＡＩを使った非接触型フィットネス事業への新分野展開 豊川信用金庫

中部 愛知県 碧南市 アイスケ鋼材株式会社 3180301015024 低炭素・低エネルギーの生産方法による次世代自動車向け部品加工分野への進出 西尾信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社だるま 8180301014161 ＤＸを駆使した斬新な焼肉店を営業開始し、経営基盤を盤石にする 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ウィルプラス 6180001139772 ２社連携で取組む就労継続支援Ｂ型を活用したリネンサプライ事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 有限会社山甚クリーニング商会 8180002078456 クリーニング品の自動受付機・引取機の導入とドライブスルー方式の構築 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社スパ大和 4180001062233 東海初！自動ロウリュウ及び非接触型受付を備えた大型温浴施設リニューアル計画 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 高浜市 鈴木包装株式会社 2180301015289 ２０年積み上げたレーザー加工技術を活用し、スマート農業資材分野への新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 エーキュー 多様性における情報社会の国内外販路拡大に特化したデジタルシステム開発運営 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ジョイハンズ 6180001052868 ２社連携で取組む就労継続支援Ｂ型を活用したリネンサプライ事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社オノテック 9180001060934 建設業界の職人不足を解決する教育支援事業への新分野転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市中村区 エイム株式会社 2180001046790 自動車開発技術を応用した閉鎖循環式陸上養殖装置製造による新分野展開 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 豊田市 株式会社ライフタイム 3180301026038 まち・ひと・しごと創生支援を目指したプロ人材向けワーケーション事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社アンイーブン 4180002058404 リメイク商品にフォーカスしたアパレルのオムニチャネル販売 渡邉　幸道

中部 愛知県 安城市 中華料理ヤマヨ 冷凍料理の自動販売機による地元名物料理のバーチャル百貨店 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社豊橋ビジネスホテル 9180301006612 ホテルの全面改修に合わせた新事業への進出によるウィズコロナに適合した新たな事業構造の構築 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 名古屋大橋ボクシングジム＆フィットネス 地元のスポーツ業界とコラボ！動画配信の出来るレンタルスペース 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 有限会社アガティ 1180002036585 気軽に入れるポップアートギャラリーを新規出店し、若い顧客層を開拓する。 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ピーチ 5180001104430 那古野・四間道エリアに地産地消イタリアンレストランを開業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 豊田市 有限会社豊田煙火 8180302022881 花火を作ることで日本の花火の仕組みを知る「花火職人体験」 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 弥富市 有限会社加藤工業所 9180002090006 新分野製品の生産による生産部品の多角化と経営の安定化 齋藤　厚志

中部 愛知県 名古屋市中区 ライフレボリューション セントラルキッチン及びテイクアウト専門店舗の構築による事業再構築 景山　洋介

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社セサ・ジャパン 9180001059712 健康美容ビルによるシナジー活かしたサポート付きセルフ脱毛事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 愛知郡東郷町 有限会社高木製作所 8180002061908 新工場を取得して自動車のＥＶ化に向けた部品生産の新たな取り組み 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 シーズンクリエイト 自社の設計・デザイン力のノウハウを生かして仕掛けの多いアートギャラリーを運営する。 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社Ｐｒｅｓｔｏ 9180001068358 建築会社が挑む！地球環境に配慮した産業廃棄物処理事業への参入 伊藤　央

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社キーマン 8180001069092 デリバリーと黒毛和牛骨スープの強みを最大限に生かすパスタの新商品開発 廣瀬　陽介

中部 愛知県 知立市 有限会社はるみこ 4180302019618 日本初！テレワークスペース＆コインランドリーで買い物・仕事・家事の一所完結事業 坪井　亮

中部 愛知県 海部郡蟹江町 株式会社レイズ 9180001137187 テレワーク化したい企業のためにリユースＰＣを非対面保守付きサブスクサービスでの提供 伊藤　誠悟

中部 愛知県 海部郡飛島村 株式会社楽創 4180001119157 国立公園内で地元食材を生かした食事が楽しめるキャンプ場施設へ新分野展開 足立　剛

中部 愛知県 豊橋市 株式会社大空エンターテイメント 9180301004442 ＬＧＢＴＱの強みを活かした流行最先端テイクアウト飲食事業への事業転換 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 岡崎市 ニッポー工業株式会社 9180301001638 バイオウレタン製造技術の開発によるグリーン調達製品への進出 岡崎商工会議所

中部 愛知県 豊田市 有限会社タクミ工業 5180302025739 工場の生産性と品質の向上に資する業界初の通函の最適化サービス 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 東海市 鳩山鉄工株式会社 5180001096296 繊維強化樹脂部品の切削加工・精密研磨への新規参入 株式会社投資育成総合研究所

中部 愛知県 大府市 株式会社アイム 7180001101483 大企業開発設計部門からの直接受注による新たな開発試作市場開拓 大府商工会議所
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中部 愛知県 東海市 株式会社井上デンキ工事 6180001094191 新工法ＩＨ式塗膜剥離方法を使用した塗膜剥離業及び塗装事業への新分野展開 株式会社イワサキ経営

中部 愛知県 名古屋市中村区 名古屋オーシャンズ株式会社 3180001056839 フットサルクラブチームの運営経験を活かしたフットサルアリーナ・コート・ジム・フットサルスクールの運営事業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 Ｌｅａｓｉｎｇ　ｐｌａｎｎｅｒ株式会社 4180001090408 賃貸マンションの現状回復で培ったリノベーションノウハウを使った中古物件リノベーション事業 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＷＥＳＴＲＡＩＮＳ 8180001128105 海岸沿い大自然の中で強みを活かした貸別荘事業開業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 ハッコー商事株式会社 1180001007216 空きスペースを有効活用した地域密着型コワーキングスペースの展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 稲沢市 株式会社氣凰堂 2180001102718 医師＆鍼灸師監修のオンラインカウンセリング健康商材販売事業 いちい信用金庫

中部 愛知県 春日井市 ニワ株式会社 4180001078147 ホカホカを届ける！オーダーメイドおにぎりの店舗・キッチンカー販売 吉野　康太

中部 愛知県 名古屋市港区 藤工業株式会社 7180001007284 ＥＶ車用グラファイトと超硬加工向け粗粒ＰＣＤ切削工具の開発及び展開 株式会社中京銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社フジコン 8180001083589 介護・終活・葬儀の循環サービスによる安心して暮らせる地域づくり 税理士法人大樹

中部 愛知県 田原市 合同会社美乃 9180303004127 「プログラミング教室」新規開校プロジェクト 和田　祐一

中部 愛知県 名古屋市港区 福義徳有限会社 7180002056818 飲食店の挑戦、中華加工食材の製造と販売事業への再構築 税理士法人中央総研

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社セイクン 5180001014720 風力発電機用雷保護システムの測定装置製造・販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 西尾市 株式会社エボリューション． 6180301023544 中継輸送と中ロットの混載輸送を可能にするシステム構築による社会問題解決 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 愛知郡東郷町 株式会社Ｋクリーン 5180001067693 子供たちの未来のために。持続可能な社会のための産廃再資源化事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 安城市 株式会社八百芳商店 9180301034076 地元農家・卸売市場の食品ロスを解決する野菜加工製造業への進出 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社マタドール 2180001105555 最高のパーソナルトレーナーになるための養成スクール事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社デコンス 7180001121234 宴会型の団体需要から脱皮。ポストコロナを見据えた店舗への再構築。 東濃信用金庫

中部 愛知県 小牧市 二葉化成株式会社 6180001075357 グラビア印刷等に特化した基幹業務システムを開発し、ＩＴサービス業へ進出する。 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 合資会社野田味噌商店 3180303002474 世界のベジタリアン、ヴィーガン市場へグルテンフリー対応のＧＩ八丁味噌を 碧海信用金庫

中部 愛知県 みよし市 株式会社ＳＫＥ 1180301021387 拡張現実機能訓練と新しい憩いの場を提供する通所介護施設の開設 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 春日井市 株式会社Ｍ＆Ｍソリューションズ 9180001108709 テイクアウト予約サイト構築支援ツールの提供と運営事業 税理士法人コスモス

中部 愛知県 小牧市 株式会社チェリオ中部 4180001076118 顧客ニーズを組み合わせて開発した新商品で挑む新市場開拓 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社エヌエムシー 1180002042088 中華居酒屋からファミリー層・会社員・観光客をターゲットとした鰻料理店への事業展開 株式会社プロシード

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ａｅｄａｍ 6180301008545 アエダムキッズプロジェクト 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 アイチマイクロ株式会社 3180001018731 ３Ｄ計測サービスで建設現場のＩＣＴ化を促進 山田　幸成

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ツーリストラボ 3180001120693 鹿児島県産の「さつまミライ」を使用したおいもカフェ「ｉｍｏｍｉ」展開 株式会社みらい経営

中部 愛知県 名古屋市守山区 木下工業株式会社 6180001059772 最新のリモート式菅内調査システムを使った「道路を掘り返さない」上下水道工法導入による生産性向上と渋滞緩和による地域貢献 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 大府市 有限会社矢田化学工業 6180002085215 電解水衛生環境システム販売事業および電解水を使用したコインランドリー事業への新規参入 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 一宮市 株式会社ソトー 8180001084265 機能性素材抽出事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ギミックス 6180002070431 本場韓国風豚焼肉店の新規開業 米倉　徹

中部 愛知県 名古屋市中区 宮地楽器株式会社 5180001041211 老舗楽器店がプロデュース！多種多様なニーズに応える「ミュージックスペース（仮称）」！！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 名古屋市南区 丸山建設株式会社 5180001015561 建設業の経験を生かした建設業特化型ドローンスクールの立ち上げ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｎｃｏｎｎｅｃｔｉｏｎ 8180001134367 地域居酒屋が冷凍加工食品製造業に進出し事業再構築 愛知信用金庫

中部 愛知県 安城市 有限会社シンケン 7180302016752 誤薬投与等を防止するための「配薬ワゴン」試作開発への参画と医療・介護用品市場への新分野展開 尾関　俊寿

中部 愛知県 名古屋市港区 有限会社花のウチダ 8180002006929 生花店が営むお花畑のテイクアウト喫茶店の開業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 刈谷市 有限会社都築工業所 3180302018587 自動車部品向け金型製造技術を活用し、家を災害に強くする建築部品分野への新規参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 瀬戸市 中島産業株式会社 1180001079115 小型オゾン発生装置向け板状複雑形状等のオゾン発生無声放電体の製造 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社カナオコーポレーション 8180001080280 建築工事における強みを活かした土木分野への進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 ワタナベフードソリューション株式会社 6180001113199 簡単に自宅でプロの味。高級介護食で利用者も飲食店も元気に！ 松田　裕

中部 愛知県 一宮市 株式会社エコ建築考房 8180001086559 健やかな家をつくる住宅メーカーの人と人をつなぐ木製プレイランド事業展開 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社クリエイティブハウス 7180001132710 塗装請負業からの転換、塗料販売へ！～ＤＩＹ塗装ワークショップの運営でポストコロナを生き抜く～ 杉江　麻希

中部 愛知県 愛知郡東郷町 株式会社コミット 6180001137966 保温工事の経験実績からの高い技術力を生かした板金加工への進出 碧海信用金庫

中部 愛知県 蒲郡市 有限会社ファーム 2180302015825 観光都市から住みよい街へ　障がい者福祉を通じた街づくり計画 サポート行政書士法人

中部 愛知県 清須市 株式会社ツーリスト中部 4180001052928 旅行サービス分野から、介護、医療サービスへの新分野展開 株式会社百五銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社Ｓｔａｒ’Ｑ 4200001026895 自宅でＯＫ！女性や高年齢者向けの仙骨刺激装置の開発及び販売 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 有限会社鈴清土木 4180302001609 イチゴ農家の生産性向上を実現する革新的農業ハウスの設計・施工 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 一宮市 株式会社アルファライズ 3180001085425 保険相談窓口・衛生管理を一体化した、地域密着型コインランドリー　事業の展開 株式会社プロシード

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社イーロジス 3180001116320 ＥＣ運営代行ワンストップサービス事業による新分野展開 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社エイジェイ 1180001089725 電気自動車時代に向けて、環境も考えた超省エネ住宅リフォーム業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 蒲郡市 千賀農園 いちご農園から農業資材の販売＆加工品ショップによる六次産業化と法人化計画 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊川市 岡本建設株式会社 7180301009253 建築事業から新生活様式での飲食事業を支えるキッチンカー製造への新分野展開 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社クレイド 6180001122035 就活向け撮影アプリの開発 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社三恵社 2180001012231 中部地区初の本格的絵本教室事業への進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社クリアコーポレーション 5180001091339 障がい者の社会進出を支援するグループホーム事業への進出 税理士法人ＦｏｒＹｏｕ

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社オフィスパフォーマンスラボ 6180001101526 ＫＩＤＳサーカススクール　～エンターテイナーが指導する体育教室～ 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市緑区 中京車体工業株式会社 6180001022235 カーボンニュートラルに向けたＥＶコンバージョンバス分野への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ヱフビー 5180001029636 ＥＣサイトの構築による自社ブランド製品の企画・生産・販売計画 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 日進市 一般社団法人みらい学びクリエイト 8180005016462 不登校児のためのフリースクール「ハーベスト」 株式会社みらい経営
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中部 愛知県 一宮市 株式会社オンテック 8180001085081 車両ＥＶ化の拡大による通電を要する衝撃及び温度上昇評価事業の構築 税理士法人名南経営

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社マキテック 4180001022765 再生可能エネルギー設備のリサイクル・リユースを見据えた、太陽光発電パネルの破砕事業 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ポラリス 4180001131293 外国人労働者の適正雇用の推進から働き方改革を支援 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社松枝衣裳店総本店 3180001005408 Ｗｉｔｈ　コロナに適応したフォトビジネス 山田コンサルティンググループ株式会社

中部 愛知県 東海市 株式会社東海レーベン 3180001102527 地域初のリハビリ付き有料老人ホームへの新分野展開で既存サービスの付加価値向上 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 碧南市 株式会社サンアドバンス 4180301015254 製造業ＩｏＴからスマート農業への転換～農作業効率化のトータルサービス～ 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社アリス 3180001011538 高齢者の健康に貢献する「脳トレコミュニティ空間事業」の新規展開 株式会社プロシード

中部 愛知県 東海市 有限会社久鐵 2180002087644 観光農園型ＢＢＱ場の開設により取引先に依存したビジネスモデルからの転換を図る 知多信用金庫

中部 愛知県 西尾市 福きたる株式会社 4180301028784 他社が行っていないテイクアウト・デリバリー専門の「うなぎ専門店」の新規オープン事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 豊田市 Ｔ３Ｄｉｎｉｎｇ株式会社 1180301031584 和と洋を合わせたハイブリットな和牛ハンバーグ店の展開 豊田信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社高部鉄工 2180301022938 大型の金型加工品技術を活かした半導体装置分野への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社モナヴェール 1180001091458 最先端設備を導入した歯科技工所の新たな展開 兵庫太和税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＯＶＥＲ 2180001113954 低価格＋小ロット！障がい者による粉末塗装のパイプ製品の販売 中部税理士法人

中部 愛知県 みよし市 マインテックジャパン株式会社 9180001116983 自社の強みを活かして「開発機の量産事業」と「オーバーホール事業」への参入を実現する 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社かぶらやグループ 3180001046798 和食居酒屋のべこたん刈谷店を事業再構築補助金を利用した韓国料理専門店への業態変更計画 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 みよし市 株式会社侘蔵 4180301026235 都市近郊型ワーケーションサイト“わびくらの里”運営事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 麻益株式会社 4180001033845 発電所向け特殊フィルター製造事業の展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 ＣＳＪ株式会社 1180001073266 商品をかわいくおしゃれに演出する塩ビクリアパッケージ製造事業 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社アルバ 4180001051839 薬剤配送スタッフ紹介プラットフォーム　ｍｅｄ　ｃａｒｒｙ 関西みらい銀行

中部 愛知県 半田市 みつまる自動車株式会社 2180001092067 新自動車の自動車サービスへの挑戦 半田信用金庫

中部 愛知県 みよし市 ＫＭＣ スーパーカー向けの点検・修理サービスの新たな展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 高浜市 株式会社鍔本幸鉄工 7180302020127 電気自動車に搭載される駆動モーター内の平角巻線の巻線機製造を行い電気自動車業界へ参入 株式会社森田経営

中部 愛知県 半田市 株式会社コハマテックス 7180001096212 精密機械部品を生産から加工までワンストップで 税理士法人　Ｂｒｉｃｋｓ＆ＵＫ

中部 愛知県 春日井市 豊洋コンクリート株式会社 1180001074917 環境負荷の軽減に寄与する路上路盤再生工事への進出 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社渡辺電設 9180002059463 空き倉庫、店舗を活用したインドアゴルフ場／ゴルフパークの提案販売施工受託事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ベースオン 7180001057206 簡易宿泊施設からレンタルオフィス・コワーキングスペース事業への事業転換 株式会社静岡銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 東邦運輸合資会社 3180003001454 飲料品残渣などを利用したバイオマスプラスチック用原料ペレットの量産化事業 公益財団法人中部科学技術センター

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ラ・カーサ 4180001088971 注文住宅の企画立案手法を活かして、建売住宅事業へ進出する 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社不動産パートナーズ 4180001123159 「Ｗｉｔｈコロナ時代の新しい不動産取引のカタチ」不動産仲介業務のＤＸ化による業態転換 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｋ・プロパティ 8180001121340 新しいライフスタイルが求める機能を完備したコインランドリー経営 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 安城市 株式会社エピ 9180301017502 セルフ脱毛、オンラインエステを導入した新しいエステ事業 井上大輔

中部 愛知県 一宮市 株式会社青山 6180001081941 事業用ユニフォームレンタル業への新分野進出 三嶋啓一

中部 愛知県 知多郡美浜町 有限会社紅葉屋 2180002087231 「いちご観光農園」の運営と「キャンプ＆ＢＢＱ施設」を融合した美浜町観光振興事業 税理士法人岩田総合会計事務所

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社富士 4180001001125 ラッピングカー等の曲面・立体広告による看板広告業の新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社トレス８１７ 4180001058578 廃棄物を資源へ！金属スクラップ品のリサイクルによる非鉄金属の販売 税理士法人大樹

中部 愛知県 春日井市 株式会社西山鉄筋 6180001119452 小規模建物に対する鉄筋加工から組立を行う社内一貫体制の構築 アイアンドアイ株式会社

中部 愛知県 清須市 特定非営利活動法人セブンデイズ 3180005016186 フードロス削減と障がい者就労支援を実現する「コロナ対応型セルフカフェ」の開業 ビューロ・ネットワーク税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中川区 合同会社カスタムエイド 9180003014104 メンバーズカードアプリ作成サービス「ＣＡＲＤ　ＢＯＸ」 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市熱田区 高齢社会街づくり研究所株式会社 3180001101248 先端技術「ＢｌｏｃｋＣｈａｉｎ」を用いたオンライン診療構想 東濃信用金庫

中部 愛知県 田原市 居酒屋てげてげ おっかさん弁当キッチンカー導入及びテイクアウト店新設計画 税理士法人ひまわり

中部 愛知県 名古屋市中区 つばめ交通協同組合 2180005004431 タクシー業界再興を実現するＩＣＴを活用した新交通インフラ創造事業 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング

中部 愛知県 名古屋市中村区 新日本実業株式会社 9180001030648 コロナ対応の障害者グループホームとデリバリー併用型飲食店運営 市竹　敦

中部 愛知県 名古屋市中川区 余合ホーム＆モビリティ株式会社 2180001021281 スマートホーム・スマートモビリティ部品の量産事業展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ａｒｎｅ 5120901013224 材料搬入から切削加工までの完全オートメーション化による短納期フルオーダー家具製造事業 株式会社北陸銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社アスケ緑化 9180301017808 ＰＦＩ案件の元請け化を目指した経営力向上計画 ミッドランド税理士法人

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社中部ＥＥＮ 8180001100014 空港舗装の走行式劣化調査システムの開発・実用化 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 八洲工具株式会社 2180001024433 最新型の工具研削盤導入による特殊工具の新規顧客獲得 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社松岡鉄工所 1180001028864 精密鍛造金型の技術構築による次世代自動車モーターコア部品及び異業種への新規参入事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 ヒノトインスペック株式会社 3180001045494 水素ステーションメンテナンス分野への新規進出 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 愛知郡東郷町 株式会社マルホウ 3180001067464 アスベスト除去工事から、アスベスト調査分析事業への進出 株式会社十六銀行

中部 愛知県 清須市 株式会社エムエス製作所 8180001045184 金型技術を活用した、移動式金型保守点検サービス事業への展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 大府市 有限会社ＮＥＯ　ＪＡＰＡＮ 5180002087071 循環式エコクリーンブラスト工法によるブラスト工事事業 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市港区 三重電気工事株式会社 2180001007454 照明実験施設を生かした設計・制作業務、販売業務への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社きよしホーム 3180301027275 建築リフォーム　マッチングポータルサイトの開発 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 一般社団法人海外人材サポート協会 7180005018055 外国人就労者を対象とした講習および就労・転職支援事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 一宮市 カンツバキ新生産業有限会社 2180002076077 冷凍健康スイーツ等を開発し、ＥＣ市場に新規参入する事業再構築 大垣西濃信用金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社ＳＨＩＭＡＤＡ 9180001060967 業界初、廃食用油を工業用油に再製し利用する社内循環事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社アーバニティー 9180301012156 飲食店経営のノウハウを生かした、障害者就業支援事業の実施計画 岡崎商工会議所
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中部 愛知県 豊橋市 株式会社ヒカリファミール 8180301006860 地方都市から、未来の食糧問題へ挑戦。昆虫食で地域イノベーション。 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＨＫホールディングス 3180001120561 ポストコロナ時代対応ヴィラ施設＋個性適応型セラピー施設ハイブリッド事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社エノア 7180301021687 宇宙産業の低コスト化に寄与する高性能・高耐久性ロケット燃料パイプの開発製造 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社相互運輸 2180002028103 コインランドリーとドライバー人材を活用した便利な代行サービス 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 サニーシーズン 気軽に手軽に簡単に、そうだバーベキューしよう！全天候型まちなかバーベキュー施設の開設 木野　宏紀

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ティダ 4180301003977 八丁味噌とレアハンバーグの地域メニュー・テイクアウト店の展開 岩本　大輔

中部 愛知県 名古屋市中区 オフィス早耶香 動画配信設備付きレッスンスタジオと資格取得支援サービスの運営事業 酒井　康行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ＰＡＣＩＦＩＣ　ＲＡＣＩＮＧ　ＴＥＡＭ 7180001133733 オンラインゲーム事業への業種転換 岐阜信用金庫

中部 愛知県 海部郡蟹江町 ティーエヌエス株式会社 8180001099577 ＡｄＢｌｕｅ®供給をシステムで自動化＋収集データ解析による新たなＡｄＢｌｕｅ®製造事業 株式会社りそな銀行

中部 愛知県 西尾市 相生ユニビオ株式会社 5180301022233 遠心分離機を用いた新たなみりんの製造方法によりコスト削減しシェア拡大を図る 西尾信用金庫

中部 愛知県 知多市 株式会社名南ゴム工業所 8180001094826 レーザー複合機にイノベーションを起こす高耐久クリーニングブレードの事業化 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 山眞産業株式会社花びら舎 9180001027520 新たな製造ライン等を導入して卸売業から製造業へ業種転換を図る計画 名古屋商工会議所

中部 愛知県 稲沢市 ナザテック株式会社 1180001085996 真空炉導入による接合技術の獲得を通じた燃料電池市場進出 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 蒲郡市 株式会社銀波荘 6180301010955 従来の団体温泉旅館から個人特化旅館へ刷新するための特別個室食事処の設置等によるブランディング事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 ラリーニュクレール株式会社 3180001130387 地域環境に配慮し、こだわって作られた全国の農作物を生かした　アイスクリーム菓子の製造・販売。 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊川市 株式会社ロンド・ベル 2180301027334 デジタル技術活用のライトアップと顧客管理システムによる集客支援事業 豊川商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社オールパーパス 5200002026720 障がい者の自立と共生社会を目指すＢ型作業所への進出 税理士法人　Ｂｒｉｃｋｓ＆ＵＫ

中部 愛知県 名古屋市中村区 アート・ホーム株式会社 9180002049002 ポストコロナ時代の非接触型＋提案型メンタルセラピーシーズン対応施設二毛作事業 ＲｅＨｕｇ株式会社

中部 三重県 松阪市 有限会社牧野商店 5190002014405 新たな市場での展開を可能にする強みを活かした新食感蒟蒻の開発 松阪商工会議所

中部 三重県 四日市 株式会社プラトンホテル 9190001019186 地域に新たなビジネスの機会を！地域密着型のビジネスマッチング＆オンラインサロン事業 税理士法人決断サポート

中部 三重県 松阪市 有限会社長井米生活農場 8190002015887 米作りひとすじ、地域の為に新たな課題であるＳＮＳマーケティングに挑戦する農場 三重県商工会連合会

中部 三重県 伊勢市 信和企画 レーザー加工機を使ってハンドメイド製品の開発及びインターネット活用で売上拡大 伊勢商工会議所

中部 三重県 松阪市 クルーズ 既存のオンライン販売のノウハウを活かした植物小売業への新分野展開！ 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊勢市 クローバー電子株式会社 2190001006604 電気機器製造・販売体制を活かしたＴシャツ等オリジナルグッズ製作販売 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市 琉球ダイニング　風と島人 移動式ビアガーデン事業による顧客獲得＆広告効果を通じたＶ字回復計画 岡田　悦子

中部 三重県 度会郡玉城町 株式会社ゼロ 7190001007622 ＥＣサイトのプラットフォームで地域社会を活性化する 株式会社ライトアップ

中部 三重県 鳥羽市 株式会社丸愛 1190001007529 市場ニーズに応える「缶詰」の新商品を開発して売上回復を目指す 税理士法人リンクス

中部 三重県 伊勢市 株式会社海老勢 8190001026687 ５Ｇ規格の到来で巨大マーケットに膨らむ動画市場を睨んで動画制作事業に参入 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊勢市 Ｇｒａｎｄｊｅｔｅ １度で効果抜群のお腹周りのダイエットに特化した完全個室専門店開設 松阪商工会議所

中部 三重県 四日市 株式会社今野商事 4190001024793 セルフサービス型の海鮮食堂×高齢者層の需要に対応した「街の魚屋」出店計画 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 伊賀市 株式会社心和総業 9190001022751 建設業から飲食業への新分野展開による売上回復計画 秦博雅

中部 三重県 伊賀市 株式会社アイシス 8190001008314 技術センターの土地と建物を利用し、新規にキャンプ場とコワーケション事業を始める 上野商工会議所

中部 三重県 津市 特定非営利活動法人もりずむ 4190005010088 「天然乾燥木材板」を”健康資材”としてリフォーム分野で普及拡大する 株式会社三十三銀行

中部 三重県 津市 株式会社Ｊコーポレーション 3190001003609 コロナ対策自動換気ギャラリーとサブスク絵画事業の新分野展開 宇治商工会議所

中部 三重県 津市 ダコンパーニョ 「行く」→「来る」への新分野展開！無限の可能性のある移動イタリアレストランでその場で合せた空間とスロフードの提供 津商工会議所

中部 三重県 伊勢市 人力車にじいろ リアル人力車からオンラインで旅する人力車へ業態転換 伊勢商工会議所

中部 三重県 四日市 株式会社ア・ビュー 6190001014231 介護人材の離職防止とモチベーション向上に貢献するプラットフォームの構築 四日市商工会議所

中部 三重県 志摩市 ｐａｂｌｏ デザインからアフターフォローまで、花屋が手掛ける庭園事業。 三重県商工会連合会

中部 三重県 四日市 株式会社いちばんフードサービス 1190001018550 食を通じた子育て世帯サポート事業 四日市商工会議所

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社マルヨシコーポレーション 1190001006233 固体水素を燃料とした水素発電機による発電システムの提供 鈴木　熙

中部 三重県 四日市 ＦＬＯＲＡＩＳＯＮ ローカルでも夢を叶えられる美容所兼撮影スタジオ設備で事業転換！ 四日市商工会議所

中部 三重県 多気郡多気町 株式会社Ｍａｅｓｔｒｏ 7190001011566 海上釣堀（マリンレジャー）の釣果の買取・販売・下処理サービスの事業化、臭わない魚加工食品の開発販売 梅村　彰

中部 三重県 多気郡大台町 美容室エスポワール ヘア・サロン（Ｈａｉｒ・ｓａｌｏｎ）を、地域のサロン・ド・テ（Ｓａｌｏｎ・ｄｅ・ｔｈｅ）に 桑名三重信用金庫

中部 三重県 四日市 ヒストリクス株式会社 6190001024387 外国人労働者の生活環境を支えるシェアルームサービスの事業展開 桑名三重信用金庫

中部 三重県 鳥羽市 若杉工機有限会社 9190002010763 同時５軸加工機の導入による複雑形状部品の精密加工分野への展開 株式会社中京銀行

中部 三重県 四日市 グリーン中部株式会社 8190001014741 飲食店ＦＣ事業からノンアルコール型ホットサンド店への新分野展開 経営創研株式会社

中部 三重県 いなべ市 株式会社ベアプロ 9190001019599 高硬度加工技術の開発により洋上風力発電市場への参入をめざす計画 桑名三重信用金庫

中部 三重県 四日市 萩野メタルワークス株式会社 4190001015917 コロナ禍で増えている非鉄金属に対応するためのレーザ加工技術の刷新事業 シェアビジョン株式会社

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社きのこ鈴鹿 9120101055609 営農型太陽光発電を用いた純国産椎茸の乾燥椎茸への加工事業 税理士法人和

中部 三重県 四日市 株式会社富洋組 4190001016106 ＩＣＴ機器を活用したｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎへの挑戦 株式会社三十三銀行

中部 三重県 松阪市 株式会社ダイギ 8190001010773 産直カタログギフトの開発によってコロナ禍で多様化するギフト需要に応える 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 マーフィー幼児教室 幼児教室から高齢者や子育てが終わった保護者世代を中心とした大人・シニア教室への転換 津商工会議所

中部 三重県 伊賀市 森大建地産株式会社 1190001019648 建築ノウハウを活かした地域密着型障害者グル－プホ－ム事業 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 津市 株式会社マルゴ水産 7190001001014 美味し国伊勢の漁業を支える貝のスペシャリストの鮮魚への新展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 エム・ケー・パビック株式会社 2190001000177 金属プレス機を活用した金属加工部品事業への進出と独自製造技術提供による事業転換 株式会社りそな銀行

中部 三重県 四日市 株式会社伊勢森建設 1190001017899 ｗｉｔｈコロナ時代を生き抜くためのＩＣＴ活用計画 株式会社百五銀行

中部 三重県 伊勢市 産経印刷工芸社 一般商業印刷からペットグッズを軸とした製造販売への新分野展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 鳥羽市 上野観光株式会社 8190001007340 観光旅館がワーケーションという新たな付加価値を提供していく為の新分野転換 浮島　達雄
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中部 三重県 桑名市 株式会社カントリーイノベーション 8190001013883 地元神社敷地内の遊休施設活用！新たに結婚式・個室宴会・お食事処・喫茶を設けた複合施設オープン計画！ 株式会社百五銀行

中部 三重県 伊勢市 株式会社原田組 5190001006923 地域課題を解決！除草作業で発生する刈草の堆肥化事業参入による新分野展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 伊勢市 倭庵黒石 ＤＸによる脱皮伊勢えびの量産化とＥＣ・卸販売による経営力強化 伊勢商工会議所

中部 三重県 三重郡菰野町 神崎産業株式会社 7190001014560 再生エネルギーレジリエンス・カーポートシステム事業 株式会社大垣共立銀行

中部 三重県 名張市 澤佐酒造合名会社 2190003001157 麹発酵技術と地元農産物を利用した新名張名物スイーツの製造販売 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 有限会社窪田モータース 6190002006269 三重県初！地域に貢献！中古車及び所有車両の特装車への架装・改造 鈴鹿商工会議所

中部 三重県 四日市 グライドデザインラボラトリーズ株式会社 3190001014911 キッチン付スタジオ【撮影×配信】のレンタル事業の新規立上げ 四日市商工会議所

中部 三重県 伊賀市 伊賀越株式会社 4190001008359 天然醸造醤油をベースにした高付加価値調味料開発によって醤油２次加工品市場への参入を実現 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 鈴鹿市 ベジキューブカフェ 自家製自然酵母、無農薬野菜を使ったベーカリーカフェ ＯｎｅＷｏｒｌｄコンサルティング株式会社

中部 三重県 伊勢市 株式会社萩原建設 6190001006906 空き家を利活用するシェアスペース事業への挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 桑名市 株式会社ドリームプロモーション 7190001012770 強みを活かして顧客ニーズに対応！ワーケーション事業への新分野展開！ 桑名三重信用金庫

中部 三重県 員弁郡東員町 旭金属株式会社 9190001013387 自動車の車両軽量化に貢献する部品の製造ラインを新規構築し新分野進出を図る 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 株式会社光機械製作所 7190001000882 循環型社会に向けて当社の強みを活かした工具の再生事業への進出 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 ホームステーションスズカテン 在日外国人向け人材育成施設運営のための既存施設改修及びシステム構築 髙橋　康郎

中部 三重県 名張市 株式会社対泉閣 3190001009382 ワーケーション環境整備により新たな需要創出による収益の拡大 田附　貴章

中部 三重県 桑名市 有限会社葉村屋 6190002017002 建物から家具まで設計士が創るオーダーメイド家具と非接触型家具！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 三重県 伊賀市 名阪開発株式会社 7190001008959 遊休地を活用したゴルフ場・キャンプ場・アドベンチャーパークを併設した複合施設 株式会社フラッグシップ経営

中部 三重県 いなべ市 株式会社ピー・エフ・エムコーポレーション 7180001047198 ～造り手の思いを伝える場所～透明性の高い商品・文化を提供する拠点作り 桑名三重信用金庫

中部 三重県 桑名市 あっちっち 松阪牛を使用した健康志向型ＳＮＳ映えハンバーガー開発事業 廣瀬　陽介

中部 三重県 伊勢市 ひまわり不動産株式会社 8190001023065 ＩＣＴ導入による見守り支援！人とつながる『障がい者グループホーム』 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊勢市 なかむら珈房合同会社 9190003003007 三重県初となるカカオ豆から焙煎するチョコレート専門店の立ち上げ 伊勢商工会議所

中部 三重県 松阪市 株式会社高杉アトリエ 8180001104139 地域資源を活かした民泊施設と飲食事業の立ち上げ 三重県商工会連合会

中部 三重県 四日市 ＬＡＮＤ＆ＨＯＭＥＳ株式会社 5190001018357 顧客ニーズを捉えた「屋上収益化」による新分野への挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市 株式会社加藤建築 5190001023282 窯によるお米の炊き上げ体験ができる！地産地消の安全食材を使ったおむすび屋 中野　幸一

中部 三重県 桑名市 有限会社大倉スーパー 6190002017497 地域に密着したコインランドリー＆カフェ運営による事業再構築 三重県商工会連合会

中部 三重県 名張市 株式会社ベルウイング 4190001009299 地域住民のライフステージに取り入れる、「住宅型有料老人ホーム」の開発 株式会社みらい経営

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社よつば不動産 4190001023829 健康二次被害の解決と新しい生活様式に適合した「通い放題」スポーツジムの展開 菅原　由一

中部 三重県 三重郡川越町 株式会社ダイコウ 1190001018807 建設業が再構築のため地域貢献に繋がるコインランドリー事業に挑戦！ 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 ３７ワインズ ワイン・食・農業をテーマとした宿泊事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 松阪市 有限会社伊勢和 1190002015258 業務用鰹節卸店から大型商業施設での店舗運営ならびにＥＣ販売開始 桑名三重信用金庫

中部 三重県 津市 中桐石油株式会社 2190001001357 創業７０年のガソリンスタンドが総合自動車サービス業へ大転換！ 株式会社商工組合中央金庫

中部 三重県 三重郡菰野町 有限会社こもの花苑 3190002023754 花の芸術を暮らしに展開してゆく植物のアート空間。こもれびの！ 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 四日市 フードサービス三重有限会社 3190002023481 食品卸売販売事業からカットフルーツ等の食料品製造業への転換 後藤　越郎

中部 三重県 松阪市 株式会社イセオリ 3190001010943 ガラスクロスの圧倒的品質と量産化により、需要が急拡大する世界の高品質半導体クッションボード（ＰＣＢ）芯材市場へ進出する 株式会社百五銀行

中部 三重県 多気郡多気町 株式会社うおすけ 9190001010888 個食対応新ブランド構築と真空包装機導入でネット通販市場へ進出 三重県商工会連合会

中部 三重県 鳥羽市 有限会社扇芳閣 2190002010530 森のアスレチックパークを軸にした、子連れワーケーション事業 鳥羽商工会議所

中部 三重県 四日市 九鬼肥料工業株式会社 3190001014721 海外向け新製品の開発と海外市場の開拓・輸出 株式会社百五銀行

中部 三重県 伊賀市 有限会社アイジィエー 5190002012714 未来志向のモビリティサービスを支えるＥｌｅｃｔｒｉｃ　Ｖｅｈｉｃｌｅの製造販売 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 下津醬油株式会社 3190001000465 老舗醤油屋の総合提案型オリジナル惣菜・調味液への転換事業 津商工会議所

中部 三重県 四日市 内藤製餡株式会社 4190001015743 老舗あんこ屋が糖類ゼロでおいしい革新的な新製品の開発に挑戦。 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 伊勢市 株式会社ゼクト 7190001007663 内航船業界における健康管理ソリューション 株式会社百五銀行

中部 三重県 三重郡菰野町 株式会社アクアイグニスアートマネジメント 8010001188388 ＶＩＳＯＮへの店舗出店（Ｄ＆ＤＥＰＡＲＴＭＥＮＴ　ＭＩＥ　ＢＹ　ＶＩＳＯＮ／ミナペルホネン） 株式会社愛知銀行

中部 三重県 四日市 大栄水産有限会社 8190002023320 楠漁港の再開発、地域活性化に向け、マリンレジャー産業への進出 税理士法人決断サポート

中部 三重県 松阪市 有限会社ミスズ 4190002014505 ｗｉｔｈコロナ時代の新しい結婚式「写真館で挙げるガーデンウェディング」 山口　耕平

中部 三重県 津市 ワンスインアライフタイム株式会社 4190001003987 現代美術作家がはじめて手掛ける絶景温泉　専門料理店から小規模高付加価値旅館への新分野展開 熱海商工会議所


