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事業再構築補助金　第４回公募　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 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 高岡市 協同組合高岡総合給食センター 2230005006034 高齢者施設向け冷蔵配食「デリシェフ」 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 食堂マルコ 富山県産食材を使用した焼き菓子専門店での事業再構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 合同会社つぼみ 9230003001666 ミシュラン選出のブランド力を生かしたテイクアウト事業の構築 富山信用金庫

中部 富山県 滑川市 割烹あらき 和食の五法を取り入れた和風ラーメン店への事業転換と働き方の改革 深井克志

中部 富山県 砺波市 福助 冷凍コース料理調理済み製品の開発、生産体制構築および販路開拓の実行 富山県信用組合

中部 富山県 黒部市 松倉呉服店 呉服販売の店舗スペースを活かした飲食事業への業種展開による街の賑わい創造と貢献 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 大澤工業株式会社 5230001004971 昇降機製造技術を活用した足場作業専用荷揚リフト事業への進出 一般社団法人富山県中小企業診断協会

中部 富山県 富山市 株式会社ラグジュアリー 9230002005651 買取商品にリメイク修理を施し、利益率の高いＥＣ、小売部門へ進出 富山商工会議所

中部 富山県 富山市 一般社団法人地域・観光マネジメント 2230005008609 ～富山県のシンボル「立山」の古民家を改装した体験型施設～ 富山商工会議所

中部 富山県 射水市 株式会社ＴＡＰＰ 7230001015389 バーチャルリアルを活用した新たなコンテンツの提供 富山商工会議所

中部 富山県 魚津市 有限会社魚津鈑金 8230002007475 カーライフ問題解決企業としてのステップアップに向けた先進安全システム搭載車一貫修理・整備体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 魚津市 株式会社一期 8230001016246 木製什器・家具一括製造体制の構築による木工分野での事業再構築の実現 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 富山市 有限会社西正工業 9230002006765 廃プラスチックリサイクル事業への進出のための高純度・低コストプラスチックリサイクルシステムの構築 富山信用金庫

中部 富山県 小矢部市 株式会社アキ 7230001008921 営業エリアの拡大と古民家リサイクルでの持続可能社会形成に向けた古民家移築用古材販売システムの構築 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 サンフーズ株式会社 5230002011117 ＢｔｏＣビジネスへのシフトに向けたカット野菜急速冷凍技術の確立 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 富山市 いおざき印刷株式会社 8230001000191 新分野展開による付加価値提案力の向上とＥＣ活用による全国展開 富山商工会議所

中部 富山県 富山市 株式会社中田工務店 1230001004926 健康寿命延伸をテーマとしたサービス付き高齢者向け住宅の提供による総合的な街づくり事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社ジースリー 9230001005941 次世代自動車・車検対応力の強化による総合カーライフサポート企業への脱却 富山県商工会連合会

中部 富山県 中新川郡上市 マルマス機械株式会社 3230001004833 ５Ｇ基地局整備事業向けに環境負荷低減を目指したシューズクリーナー新規製造事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 酒井容器株式会社 1230001010065 高意匠化ニーズを捉える高精度・低コスト多色プラスチック射出成形技術の確立 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 射水市 ウッドリンク株式会社 3230001012514 全自動合板加工機とＡＩ積込ロボットの導入による完全自動製造ライン化 株式会社北國銀行

中部 富山県 氷見市 株式会社うみあかり 9230001016352 大型民宿からの脱却に向けたハイクオリティニーズ取込みのためのブランドイメージの強化 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 富山市 シンワ産業株式会社 4230001015400 小水力発電密閉型螺旋水車フレキシブル生産体制の構築による新分野開拓の実行 株式会社北陸銀行

中部 富山県 中新川郡立山町 株式会社柳田製作所 6230001003337 超硬素材加工と大型丸物加工の実現により、成長市場への新分野展開を図る 株式会社北陸銀行

中部 富山県 中新川郡立山町 中田自動車鈑金塗装 車載式故障診断装置車検分野進出のための先進安全システム整備・車検体制の高度化 富山信用金庫

中部 富山県 富山市 株式会社誠栄工業 3230001016845 本格的な専門アスベスト事業の立ち上げによる建築物再生企業への進化 株式会社北陸銀行

中部 富山県 滑川市 株式会社米沢建設 7230001017724 ネットと実店舗を融合した非接触型こだわりパン・スイーツ販売事業 あかねパートナーズ株式会社

中部 富山県 小矢部市 アットホーム株式会社 6230001008922 日本初！個室サウナ×テレワークスペース事業による“選ばれる地域化”で地方創生に貢献！ 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 射水市 岩坪クリーニング 非対面型クリーニングサービス提供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 有限会社カンノ 8230002006122 バス部品製造技術を活かしキャンピングカー部品製造事業への新規参入 富山信用金庫

中部 富山県 高岡市 株式会社上田合金所 1230001009719 新分野展開としての環境維持・保全分野開拓のためのステンレス鋳造技術の確立 株式会社北陸銀行

中部 富山県 射水市 株式会社木田クレーン 8230001016799 省人化・短工期化ニーズを捉えたクレーン工事技術を活用した新サービス開発と販路開拓の実行 新湊信用金庫

中部 富山県 高岡市 株式会社にくまる 9230001015197 冷凍自動販売機を用いた、冷凍食品の無人店舗販売 増江　大介

中部 富山県 砺波市 株式会社センティア 4230001009468 チューリップ花き作農業からの脱却に向けた四季栽培による川下加工事業への進出 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 株式会社プロジェクトデザイン 9230001013498 オンラインビジネスゲーム決済・管理プラットフォームによる新事業確立 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 有限会社大西石油 9230002010420 中古車販売事業に参入、既存事業とのシナジーにより観光需要に左右されない経営基盤を作る 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 射水市 有限会社放生若狭屋 1230002013819 カジュアル・ファッショナブルニーズに集中するための新たなブランドイメージの構築 新湊信用金庫

中部 富山県 富山市 有限会社駅前ラーメンひげ 4230002000483 白エビラーメンと白エビ餃子の物販事業 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 株式会社ＯＮＷＡＲＤ 1230001016401 本事業で取り組む対象分野となる　事業（日本標準産業分類、中分類ベース） エクセルブレーン株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社精田建鉄 9230001001370 建材関連事業者としての事業領域を拡大し、建材販売先および工事発注元に対する新たな価値を創造する 株式会社北陸銀行

中部 富山県 小矢部市 株式会社小矢部精機 6230001009004 フレコンバッグ保管倉庫向けの自動搬送装置の開発・実用化 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 テレ通株式会社 2230001001798 顔認証システム等を活用した防犯予防システムの開発・展開サプライチェーン内における業態変更（小売りから商社へ） 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 株式会社ＧＧＹ 2230001017324 託児サービス付きの焼肉店開業で安心して食事ができる場の創出 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社Ｐｒｏｃｅｅｄ 3230001006788 鍵付き完全個室ブースの新設によるウィズコロナ・アフターコロナに適応するサービス展開 株式会社北陸銀行

中部 富山県 氷見市 有限会社細川 1230002013117 氷見牛を主とした地産地消食材を提供するエンターテイメント型オーベルジュ（宿泊施設）の開業。 株式会社北國銀行

中部 富山県 富山市 株式会社ＡＴＯＪＩ 5230001017817 コロナ禍により低迷する既存事業とは異なるビジネスモデルの展開によって新たな収益源を確立 株式会社北陸銀行

中部 富山県 中新川郡舟橋村 株式会社Ｍ＆Ｂ 7230001006347 ＲＶパーク（車中泊）の建設とスイーツ専門テイクアウトによる集客増加事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社島井 1230001010180 高精度大型部品精密加工技術を生かして事業転換を図る 株式会社北陸銀行

中部 富山県 中新川郡舟橋村 一般社団法人常願寺川公園スポーツクラブ 3230005008260 総合型地域スポーツクラブを拠点とした地域活性化事業 税理士法人田中会計

中部 富山県 中新川郡上市 新生薬品株式会社 9230001005925 クリーム乳化に関わる独自技術を活かした、新たな製品群へのチャレンジでの新分野展開 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 株式会社ＫＡＫＥＲＵ　ＰＬＵＳ 1230001016145 移住推進型の古民家再生・販売事業への進出 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 中谷工機株式会社 8230001008755 ＩｏＴを活用した２４時間稼働の精密加工自動システムの構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 高岡市 ＣＯＲＥ株式会社 9230001018753 県内初！顧客の非日常空間へのニーズを満たす、オーダーメイドのコンテナハウス施工販売事業 高岡信用金庫

中部 富山県 黒部市 恵比須丸 食品製造業への新分野展開で実現する収益性向上と廃棄ロス低減 アシステム税理士法人

中部 富山県 射水市 株式会社藤岡園 2230001012829 新たなブランディング戦略により実現する「お茶を通じた新たな体験・経験」提供体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社ティーテクニカ 5230002011471 金型メーカーによる半導体製造装置分野への製造供給体制構築事業 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 株式会社河本ウインド 9230002000891 ビヨンドコロナ＆脱炭素時代のＤＸ技術連携した非接触型インドアゴルフ練習場 株式会社富山第一銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社アワフーズ 2220001009677 リモート懇親会で使用できる全国配送可能なオードブル弁当の製造販売 公益財団法人石川県産業創出支援機構
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中部 石川県 白山市 エステティックイリヤ エステサロンの強みを活かしたヘアカラー専門美容業への事業転換 白山商工会議所

中部 石川県 金沢市 アジアごはんとおはぎ善 急速冷凍技術導入によるおはぎ新商品の開発と全国向けＥＣ販売 税理士法人中山会計

中部 石川県 七尾市 株式会社マリモ 2220001015527 丁寧な接客でファン客を獲得する韓国コスメ店に新分野展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 有限会社南自動車商会 7220002011231 自動運転にいち早く対応　車検・点検整備の新しいモデルに挑戦 株式会社シャイン総研

中部 石川県 金沢市 株式会社ステップアップ 6220001010375 ガトーショコラ専門“ケンズカフェ東京”の石川県でのＦＣ展開 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 ラウンジ　ｎａｏ 地域の魅力を満載したワンコインランチ提供による新分野展開事業 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 白山市 株式会社やわらぎ生活研究所 3220001008843 伝統文化の継承による、誰一人取り残すことのない介護事業展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 ＣＡＬＤＯ 猟友会と連携して地場ジビエを活用したドックフード製造による事業再構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 野々市 株式会社ふじ工業 6220001011489 雇用維持および地方の生活を守るための除雪事業への参入 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社ＰＡＧＵ 4220001022983 大自然×ヴィンテージドレス×装花装飾で彩るロケーションフォトウエディングの提供 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 金沢市 株式会社ＲＥ 4220001024113 除菌・抗菌ノウハウを活かしたハウスクリーニング新分野展開 小倉　悠治

中部 石川県 金沢市 株式会社マルシン 6220001006712 食品卸売業から飲食店兼業へ～川下への事業展開～ 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 プティパ 美容室から鍼灸院への新分野展開。美容と健康を包括した地域密着型の美容室 税理士法人地藤会計事務所

中部 石川県 金沢市 チョムスキーコーヒーアンドライブラリー ポストコロナ禍における生活に密着した自家焙煎珈琲店の新分野展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社ユナイテッド 3220001024106 地元飲食店とのタイアップを伴う持ち帰りからあげ・弁当事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 プライベートジムエス 遊んで学べるキッズスポーツスクールの運営による新分野展開事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 合同会社Ｗａｎａｌｙ 8220003001420 ワーケーション等「新しい生活様式」に適合する一棟貸宿泊・滞在施設の開業 株式会社商工組合中央金庫

中部 石川県 白山市 大工集団欅 自店で採蜜したハチミツを使ったクリ－ミーハチミツの製造販売 石川県商工会連合会

中部 石川県 河北郡内灘町 アシッド・ブルーム　スタジオミミ こどもスタジオを利用した小規模ビジネス向けレンタルスペース事業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 金沢市 株式会社Ａｌｌ　Ｄａｓｈ　Ｒｅｓｔａｕｒａｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍｓ 8220001018219 能登の希少な食材にこだわった「能登牛のひつまぶし」専門店の開店 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 加賀市 有限会社トラント 9220002012640 急速冷凍機３Ｄフリーザーを活用し高品質料理を広範囲に販売 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 株式会社斉藤輸送 6220001015779 運送業の従業員スキルを活かした除雪サービスの展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社ＣＬＡＮＳ 8220001021412 高架下という立地を活かしたテイクアウト一体の非接触型唐揚げ・焼き鳥店を出店 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 金沢市 株式会社金沢丸越百貨店 6220001002182 北陸の銘品を全国へ地場産業の振興に寄与するオンラインショップ事業 新大和税理士法人

中部 石川県 金沢市 株式会社カーショップチャレン 4220002013602 地元事業者との提携で進めるキャンピングカーレンタルへの挑戦 中村　哲也

中部 石川県 野々市 リヴィラ 国産鳥を使用した体にやさしいテイクアウト型からあげ専門店の開業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 野々市 株式会社創 5220001019780 眠っている空き家でアクアポニックス（屋内菜園）を提案する事業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 箔座株式会社 9220001003987 オンラインによるオーダーサービス／ファンサイトの構築および国内外への販路開拓 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 ＭＡＰＳ セントラルキッチンの複合的活用による収益源の多角化事業 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 ｓｏｉｘａｎｔｅーｄｅｕｘ 美容スペシャリストが打ち出す！植物療法ハーブ専門店による業種転換 株式会社福井銀行

中部 石川県 金沢市 ゲストハウス西金沢スマイルアンドスマイル ゲストハウス施設の一部を改修してのコッペパンテイクアウト専門店事業への新分野チャレンジ 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 宮丸精密金型株式会社 2220001006955 新分野展開に向けた大型・耐腐食性焼入れ高硬度材高精度・低コスト生産体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 七尾市 株式会社山田屋 2220001015551 市場出荷に依存しない経営体質獲得に向けた能登産干物製品開発と生産体制・販売チャネルの構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 羽咋郡志賀町 株式会社ノトアロイ 1220001015874 電子部品・半導体分野向けの超硬合金素材の量産体制の確立 株式会社北陸銀行

中部 石川県 河北郡津幡町 マスケンサービス株式会社 7220001021677 建設車輛オペレーター事業から一般貨物自動車運送事業への業務拡大 海本　慎二

中部 石川県 金沢市 株式会社有川製作所 8220001000878 プレス事業者を対象とした金型製作・販売およびメンテナンスサービスの展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 珠洲市 ランプの宿株式会社 8220001016981 宿泊観光に依存しない地域観光資源としてのグランドデザインの高度化 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社フジ観光開発 1220001002451 旅館の既存施設設備を活用したランニングステーション事業 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 株式会社スリーアール 6220001014161 北陸地域から再生石膏紛を広めよう 税理士法人畠経営グループ

中部 石川県 金沢市 漁師飯居酒屋ＧＯＥＮ 能登メギスの加工販売による地域飲食店の活性化 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 株式会社フォルティス 2011001093088 宿泊業から天然酵母の高級食パンと地元果物を使ったコンフィチュールを売りにしたカフェ事業への展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 株式会社北研精機 1220001012418 ワンタッチ式装着を実現する次世代建機のアタッチメント開発事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 有限会社モアー 5220002005904 古民家を利用した、フォトウエディング×宿泊＆レストラン事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 白山市 株式会社金田鉄工所 8220001009069 地球温暖化、および高齢社会に必要な北陸初の小型冷凍トラックの製造および整備拠点の開設 株式会社北國銀行

中部 石川県 七尾市 株式会社蔵 9220001022566 新商品！？新スタイル！？新サービス！？革新的な焼肉店 のと共栄信用金庫

中部 石川県 鳳珠郡能登町 株式会社モアグリーン 4220002015730 奥能登の食材を活用した、純国産高付加価値ペットフードの製造と販路開拓 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 有限会社タナカ精工 1220002012565 需要増加が見込まれる次世代自動車（二輪含む）部品の製造へ進出 株式会社北陸銀行

中部 石川県 白山市 株式会社ヤスジマ 2220001007144 需要増加が見込まれる「炭素繊維複合材料成形装置」の製造へ進出 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社柿谷商店 6220001020399 完全オンライン化フィンランドサウナ併設のレジヤー型宿泊施設で再構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 七尾市 マホー工業株式会社 9220001015520 ＂マイクロＥＶ＂を観光客にレンタルし、新しいカタチの観光を提供する のと共栄信用金庫

中部 石川県 加賀市 株式会社キタデ 2220001013167 山中漆器の技術を応用した独自製品の開発による新市場の開拓と事業再構築の取組み 株式会社北陸銀行

中部 石川県 加賀市 宮西　翼 ペット専用貸別荘とドッグカフェ新規オープンによるペットツーリズムの開拓 小松商工会議所

中部 石川県 金沢市 株式会社ヤマザキ自工 6220001007215 水性塗装技術の取入れによるＳＤＧ＇ｓへの対応、これを活用し事故車完全再生販売事業で地域に良質で安価な高年式サポカーを供給 株式会社福井銀行

中部 石川県 白山市 有限会社山上工業 1220002006030 コロナ禍による受注減から、新たにアルミ製部品受注に踏み切る 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社田井屋 3220001003927 機器ソリューション新保守システム「ミマモル」開始 税理士法人中山会計

中部 石川県 金沢市 サンユー精密株式会社 8220001003121 ＥＶ分野への参入を実現するための超小型・超薄肉・高精度・低コスト全自動成形・組立・梱包ラインの構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社西出工業 5220001008412 医療分野への参入と組立工程までの完品一貫生産に向けた生産体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 白山市 大竹化成株式会社 8220001000085 金属加工機の導入で高性能フィルター部品加工事業へ参入！ 浅田　章大
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中部 石川県 金沢市 株式会社一真 4220001001161 新型コロナを機会に嫌がる加工（ショットブラスト）の委託加工事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 七尾市 有限会社ウイルコーポレーション 2220002013661 最先端　抗菌ショールームでのシミュレーションゴルフ練習場 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社四季彩 9220001011503 高級呉服サブスク事業＆移動型記念日写真館事業の新事業展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社あどべん太 3220001000791 最新の映像用スタジオレンタル事業 久保　和夫

中部 石川県 輪島市 有限会社ぬりもの 2220002015674 輪島塗と能登の新しい食様式を開発・発信していく日本料理オーベルジュ「杣径」の開業 大角　武志

中部 石川県 金沢市 株式会社共同電気 5220001010079 電気工事で培った技術を活かしての中古キュービクルリユース事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社ドゥハウス 7220001004541 飲食店開店に向けたチャレンジショップから本格出店までをトータル支援 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 プロジェクトリバイバル株式会社 6220001022180 建物解体業者からトラックプリンター施工業者への再構築計画 税理士法人あおば

中部 石川県 金沢市 指江　勇一郎 金沢の味を、そのまま自宅へ！冷凍食品の製造及びＥＣモール『Ｃｈｉｌｌ　Ｄｅｌｉ（チルデリ）』における販売事業 金沢中央信用組合

中部 石川県 金沢市 株式会社種工匠土田 2220001014594 もなか製造技術を応用した食べれるスプーン等の製造・販売 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 赤玉株式会社 4220001000691 金沢おでん名店の味の常温長期保存商品化による販路と売上の拡大 半田　武志

中部 石川県 金沢市 株式会社ＫＡＩ－ｃｒａｆｔ 7220001022279 本格パスタの専門店（パスティフィーチョ）の運営事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 榮松酒店 飲食店専門酒販店主の知識と経験が決めた飲食店ＦＣによる事業再構築 半田　武志

中部 石川県 金沢市 株式会社麩金 7220001005622 焼き麩技術を応用した海外植物代替肉市場への挑戦 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社環境公害研究センター 3220001001757 環境ＤＮＡ解析技術を用いた北陸地方における新分野・新市場への参入 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 株式会社吉田プレス 2220001007417 ＡＩ・Ｉｏｔを駆使した無人化医療機器部品製造 税理士法人マネジメント

中部 石川県 かほく市 株式会社梶鋳工所 3220001017373 二アネットシェイプ「スマート水道メーター部品」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 ｓｏｉｌ株式会社 6220001020341 メーカー直営店が提供する「ほんもの」の珪藻土製品の体験 税理士法人中山会計

中部 石川県 小松市 株式会社のとや 6220001012297 北陸地域内高付加価値・プライベートニーズを捉えるサービス提供体制の高度化 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 ルーティヴ株式会社 3220001021004 製材所から出る端材を有効活用したサステナブルな木材造作家具 むかい税理士法人

中部 石川県 金沢市 エダ産業株式会社 7220001001423 下請構造脱却による経営安定化のための新事業展開での機械塗装・建築設計両部門間シナジー効果の創出 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 石川県 白山市 高木鉄工株式会社 7220001009235 ロボット導入でスチール部品からステンレス・アルミ部品へ新分野展開 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社ジーセレクト 5220001009732 ＢｔｏＢビジネス加速化に向けての新たな当社オリジナルフレンチトースト製造体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 土井　誠 持続可能な地域づくりのための、オリジナル調味料の製造販売と鉄板焼事業への進出 竹田　健一

中部 石川県 金沢市 有限会社招龍亭 4220002009856 北陸初、中国レストランによる中国現代絵画美術館事業計画 山瀬　昌紀

中部 石川県 金沢市 株式会社Ｍａｖｅｒｉｃｋ 8220001020298 石川県初の室内ゴルフアスレチックの建設とパーソナルゴルフスクール運営 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 金沢市 有限会社高崎屋 1220002003597 老舗寿司割烹の歴史・文化とモダンを融合させたバー開設 浅田　章大

中部 石川県 羽咋郡志賀町 寺岡畜産株式会社 8220001015728 能登牛と当地の豊富な食材を活かした食肉加工品を首都圏に展開する事業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 加賀市 株式会社シモアラ 8220001013715 木造建築の強みを活用した、シナジー効果を生み出す木製家具事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 かほく市 株式会社日新 4220002016654 美しい”のと里山里海”を身近なところから守ろう！違法投棄ゼロの地域を目指して 株式会社北國銀行

中部 石川県 七尾市 岡田翔太郎建築デザイン事務所商事合同会社 5220003001951 能登の空き家問題に挑むモデルルーム型古民家宿泊事業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 レアテック株式会社 2220001009660 業態転換によるマンションの計画的な修繕・保全の「見える化」事業 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社イッセイ 2220001001163 農業・環境・エネルギー分野に貢献する事業への進出を通じた新分野展開 株式会社迅技術経営

中部 石川県 小松市 株式会社吉光組 8220001012568 専用リテラ導入による汚染土不溶化処理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 合同会社ＷＡ・Ｈｏｓｐｉｔａｌｉｔｙ 4220003002455 北陸地域・金沢から始まる飲食事業者・消費者マッチングシステム 株式会社企業参謀

中部 石川県 加賀市 株式会社吉田屋 8220001020496 泊まる温泉旅館から過ごす温泉旅館へ　健康促進新湯治旅の提案 株式会社北國銀行

中部 石川県 加賀市 株式会社ティーズコーポレーション 9220002012608 快適・安心・健康の家づくりのためのスマートホーム体験型専用ショールームの構築 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社オールウェイズ 8220001017212 『セントラルでクラウドなキッチンが地域をつなぐ！』 のと共栄信用金庫

中部 石川県 加賀市 株式会社加佐ノ岬倶楽部 7220001013749 重伝建地区「北前船主の里」古民家再生ゲストハウス事業 株式会社北國銀行

中部 岐阜県 加茂郡坂祝町 株式会社オガワファブスペース 3200001018175 新素材シート製品に対応した生産体制構築による新分野展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 瑞浪市 株式会社堀養蜂園 8200001037006 「養蜂場の蜂蜜小売りから蜂蜜スイーツ店への開発・販売への転換」 東濃信用金庫

中部 岐阜県 恵那市 株式会社ますき 4200001024206 おうちでお店の味を！冷凍パスタの製造と多チャンネルによる販売展開 恵那商工会議所

中部 岐阜県 大野郡白川村 一般社団法人ホワイエ 8200005012153 白川村ＩＣＴ教育スクール事業 飛驒信用組合

中部 岐阜県 中津川市 東進産業株式会社 3200001023431 新開発の導電性接着剤の製造販売参入 中津川商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社ストロベリーフィールズ 2200002002476 生花店に新たなカフェ店（テイクアウト含む）を展開する新分野開発 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 土岐市 土岐市陶磁器卸商業協同組合 3200005008370 美濃焼産地の強みを活かしたＥＣとショールームによる新販路構築 土岐商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社プロクシー 9200002005357 工作機械の制御盤事業からロボットアームのワイヤーハーネス事業へ新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 Ｃａｆｅ　Ｓｈｉｒａｎｕｉ 経営基盤の強化と地域活性化パのためのパン製造販売事業の展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 中津川市 保母興産株式会社 7200001024194 要介護者のＱＯＬ向上に貢献！福祉用品レンタル市場への新規参入による経営基盤強化事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社Ｂｏｎｄ 2200001027466 男性の肌や毛髪の悩みに応える完全個室メンズエステサロンへの挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 ブラジル 飲食店によるアフターコロナの簡易宿泊施設への新分野展開事業 中津川商工会議所

中部 岐阜県 郡上市 株式会社アプト 3200001027580 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社山一建材 9200001005572 簡単キャンピングカーキットによるコミュニティ型住宅提案事業 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 大垣市 株式会社ＳＵＮペイント 1200001038464 バーチャル提案型　塗装コンサルティング拠点の設置 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 海津市 瀬口綜合設備株式会社 3200001015404 栄養満点！発芽にんにくを使った地域ブランド餃子で新事業展開 株式会社名古屋銀行

中部 岐阜県 岐阜市 司法書士法人あおぞら合同事務所 1200005001906 業界初、オンライン完結商業登記サービス『登記託（とうきたくす）』の開発 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 合同会社大西縫製 2200003004612 寸法直し・修理縫製業メーカーへの業態転換 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 株式会社コラント 6200001012167 地元岐阜県の地域特性を活かしたペットフード製造販売事業の実施 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング
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中部 岐阜県 高山市 ちゃごみん 子供からシニアまで新メニューで地域の方たちを笑顔に 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 美濃加茂市 株式会社セブンクローバー 8180001113387 ビーガン＆グルテンフリーのスイーツ専門店 垣内　芳文

中部 岐阜県 岐阜市 ひっぱりだこ　岐阜駅前店 地域特産品を活かした餃子を開発し冷凍自販機での販売による地域貢献 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 恵那市 ぜんや おばんざい居酒屋から強みを活かしたイタリアレストランへの挑戦 髙木　利彦

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社共立タクシー 8200001001688 岐阜県インバウンド観光促進事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 本巣市 チャイニーズダイニング　胡食 地元有名中華料理店のテイクアウト専門店への業態転換 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 大野郡白川村 株式会社おけさ 7200001026190 観光客のニーズを掴み地元の原材料に拘った発酵食品の自社製造販売事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 不破郡関ケ原町 有限会社レストラン伊吹 6200002013651 ローカルセントラルキッチン事業の立ち上げによる複合的フードビジネスの展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 下呂市 株式会社冠婚葬祭こころの会 2200001025759 高濃度水素酸素吸引による健康で長生きするための新サービス事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 高山市 ＯＶ森の自然学校株式会社 6200003002793 宿泊・セミナー業から製造業（スモールハウスキット販売）への転換 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 大垣市 ＳＯＭＩＹＡＴＥＣ株式会社 2200001016774 電気工事の専業からカスタム制御盤製造を開始する事業再構築計画 アアル株式会社

中部 岐阜県 高山市 井上工業 農産物加工を生かした地域活性化 高山商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 ｇｌｏｗｔｈ　ｃｏｆｆｅｅ 健康需要に特化した自家焙煎珈琲とジビエでのキッチンカー事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 トーエー社 コロナ新生活様式に対応した新商品開発で新分野展開 明和マネジメント税理士法人

中部 岐阜県 本巣市 かとう商事株式会社 3200001009884 鉄道模型が走るカフェ＆ジオラマ体験教室の運営 各務原商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ＣＡＮＶＡＳ 5200001033800 塗装業で培ったデザイン力を活かし、オリジナル家具の製造・販売へ進出 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 岐阜県 安八郡安八町 旬菜だいにんぐ愼 セルフエステ店への転換と洋菓子の製造販売を企業化する取り組み 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 加茂郡八百津町 ヴァンソレイユ 高品質な商品を提供したい！栗ペーストの卸売事業への新規展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 羽島市 小島接骨院 地域密着型の接骨院から健康促進リラクゼーションサロンへの新分野展開 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 岐阜県 多治見市 森電気工事株式会社 7200001021092 ＢｔｏＢからＢｔｏＫ（Ｋ＝こだわりの強い人）へ！こだわる人のスイッチ専門店 東濃信用金庫

中部 岐阜県 高山市 株式会社飛騨高山きのこの里 8200001026280 新規に家庭用椎茸栽培キットを全国に向けて販売 飛驒信用組合

中部 岐阜県 中津川市 旬味　三喜屋　ビジネスホテル　みき屋 ビジネスホテル運営のノウハウを活かした古い空き家活用のドミトリー民泊業 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 可児市 有限会社大和自動車 7200002017123 電気自動車の整備と充電ステーションの設置等への新分野展開 東濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社オートリペアカワシマ 7200001000765 自動車修理工場における新たな軽トラ脱着ハウスへの新分野展開 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 高山市 古滝牧場 ＢｔｏＣルートによる自然体験型施設の開設と生乳食品の販売 別所　大介

中部 岐阜県 岐阜市 ＥＮＩＳＨＩ 飲食店から製麺製造・販売による新分野開発 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 高山市 株式会社大のや醸造 3200001024751 味噌／醤油製造業から総合的な醸造業へ。醸造技術を活かした酒造り（どぶろく）への進出 山下　英一

中部 岐阜県 高山市 株式会社岩佐鐵工所 3200001024710 生産能力強化による形鋼二次加工品市場から一次加工品市場への進出 株式会社ゼロプラス

中部 岐阜県 大垣市 株式会社渡辺組 4200001014462 ”水の都”大垣市の地下水を守る下水道管渠更生工事業への本格参入 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 マリン商事株式会社 6200001004882 ポストコロナ時代に消費者が求める「商品＋情報」を、自社作成動画を活用した通販で、直接消費者に届けるＢｔｏＣ事業の立ち上げ 羽根田　隆弘

中部 岐阜県 関市 佐藤精密株式会社 4200001019156 磨いてきた金型製作技術・生産体制を活かしたＥＶ向け新製品の展開 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 瑞浪市 山和陶業株式会社 3200001021963 国際的な小売チェーン店と連携した海外市場への本格進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社大丸グラフィックス 3200001005677 コロナの影響を受ける受注型印刷業から印刷用紙販売業への進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 中華料理公喜 地産地消の食材を使った本格中華料理店への業態転換 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 可児市 株式会社カケフ住建 7200001034061 物流需要の拡大を見据えた、住宅市場から物流倉庫市場への進出 株式会社ゼロプラス

中部 岐阜県 土岐市 株式会社ｍｔ 4200001022630 「鯖にとことん拘ったとろさば専門店」で中高年の健康増進と地域の活性化を図る 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 恵那市 株式会社恵那清掃工業 4200001024338 地域の空き家対策に貢献！廃棄物収集運搬ノウハウを活かした解体事業への参入 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社サクラダ工業 8200001002208 町工場の産業ロボット向け黒染加工への挑戦と地域への貢献 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島郡笠松町 木曽川染絨株式会社 6200001010922 木曽川の地が育む肌に優しい草木染め製品販売によるＳＤＧｓ推進 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 株式会社クリモト 4200001019107 新技術の導入でガソリン車依存からＥＶスリーブ部品製造への新事業展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ルミエール竜美 2200001005868 ＢｔｏＢの家具製造業からＢｔｏＣの家具直販体制への業態転換 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 株式会社ヤングリーフ 2200001011635 製造のみの業態からＳＤＧｓなユニバーサルファッションＤ２Ｃへの業態転換 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 株式会社森メタル 5200001034055 コロナストレスによる健康二次被害防止に貢献！地域密着型ファミリーパーク事業への参入 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 羽島市 株式会社シンエイ 2200002011592 ファイバーレーザー加工技術を応用して、食品用包装機部品の試作開発事業に参入。 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 加茂郡富加町 有限会社前川鉄工 6200002016745 鉄骨溶接ロボットによる高精度溶接でＥＣ市場拡大に沿った大型物流倉庫向け建材製造 関信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 西川株式会社 9200001004005 学習塾のノウハウを生かし、子供たちに明るい未来をもたらす事業へ 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 関市 株式会社しんかい 4200001019222 次世代型「中高年向け小規模運動スタジオ」の開発 株式会社市岡経営支援事務所

中部 岐阜県 羽島市 有限会社サカオ精工所 8200002010746 製造工程の自動化内製ノウハウを活用した中小企業への自動化ラインの外販 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社渡辺製作所 7200001028451 国内最大の竪型真空炉導入と低歪み熱処理工程確立による事業再構築 各務原商工会議所

中部 岐阜県 可児市 有限会社サンアイ都市企画 7200002016083 地域に根差した非対面・非接触型のコワーキングスペースの運営 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 恵那市 株式会社小栗材木店 2200001024174 脱紹介営業！ＩｏＴ、動画を活用した無人モデルハウスで攻めの営業へ業態転換 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社市川金属 4200001006864 大型プラスチック金型のメンテナンス事業への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 レリアンス株式会社 1200001007741 アパレルに関するノウハウを活用したＥＣ倉庫事業への進出 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 多治見市 株式会社セラメッセ 6200001022026 タイルの個別製造から、パネル　サイディングの製造・サービスへ 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 大垣市 株式会社宮川技研 2200001014340 次世代向け半導体製造装置に使用されるＳｉｃセラミックの加工への対応 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社アンリツ 2200002006725 コロナ禍のアパレル不況克服！洋服新ブランドの開発とＤＸによる地域イノベーション 竹上　将人

中部 岐阜県 中津川市 有限会社岩木石油 7200002024094 地域の未来に希望の光を灯すための再生可能エネルギー推進事業 安藤　朝将

中部 岐阜県 本巣市 株式会社三栄舎ローラ製造所 2200001036491 リチウムイオン電池用超精密セパレータフィルム生産装置に進出、日本のモノづくりに貢献 株式会社十六銀行
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中部 岐阜県 各務原市 株式会社ＨＡＮＡ竹屋 6200001031002 新規考案商品の開発製造技術を活かし、花き業界の新たな市場を創出 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 有限会社テックアダチ 3200002007862 大型金型の設計、製造から試作評価に至る自社一貫生産体制の構築 小倉　裕樹

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 ＴＪＴ株式会社 9200001034605 中古車販売事業から架装自動車製造・販売事業への参入 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 加茂郡坂祝町 柴田自動車株式会社 1200001017542 金型製造による自社ブランドタイヤの製造販売事業への業態転換 一般社団法人共創デザイン総合研究所

中部 岐阜県 羽島郡笠松町 Ｋ’ｓＰｒｏｊｅｃｔ株式会社 6200001030466 ポストコロナに向けたテイクアウト需要獲得のためのベーカリーショップ展開事業 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 関市 株式会社木村刃物製作所 2200001019075 刃物産地の活性化に向けた製造・卸売り業への新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 山県市 株式会社朝日会館 9200001035727 地域経済の活性化に貢献する地域唯一のビジネスホテルへの業態転換事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 郡上市 停車場　島津徳造 「選べるメイン弁当」のテイクアウト専門店の開業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 飛騨市 有限会社渡辺酒造店 6200002027065 日本酒市場の縮小に立ち向かう「飛騨産みりん」製造事業への参入 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社坂井製作所 8200001007116 住宅水栓部品で培った真鍮部品製造技術で医療機器部品製造の生産性向上に貢献する事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 大垣市 ＴＥＧ株式会社 9200001015290 大型汎用フライス盤導入による新市場への商品供給体制の構築事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社那加クレーンセンター 2200001007088 デジタル化により全国展開へ！ｅラーニングとオリジナル教材の構築 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社プラーナ 1200001009317 設計から製作まで一貫対応！新体制構築による金属製品加工分野への進出事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 美濃市 有限会社兼和精機 5200002019402 多品種「大量」生産の実現による高精度・高品質な部品供給への事業展開 関信用金庫

中部 岐阜県 山県市 株式会社太陽 3200001006601 伝票のデジタル化とピッキング作業支援システムを備えた倉庫業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 株式会社オクトス 7200001019013 関の刃物を全国へ！ネット販売進出で地元に恩返しを行う業態転換 東濃信用金庫

中部 岐阜県 養老郡養老町 ヤスフク建築株式会社 1200001036328 建築業の常識を覆す！本当に必要となる住宅を提供する 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 多治見市 有限会社ヤナ原タイル 8200002022403 インテリア建材市場向け「貼るモザイクタイルシート」新分野展開 東濃信用金庫

中部 岐阜県 関市 株式会社フィット・ワークス 6200001020021 特定技能の活用促進に向けた登録支援機関事業への参入 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 下呂市 合同会社大安食堂 5200003004163 名物料理「とんちゃん（味付け豚肉）」冷凍パウチ商品化による市場開拓 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ラボレムス 7200001005797 冷凍煮込みうどんの製造と、自販機・ネットショップによる販売事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 郡上市 蕎麦処俄ＮＩＷＡＫＡ 駐車場の無い城下町のそば店から駐車場完備の国道沿いのラーメン店へ 八幡信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社Ｑｕｈａｎ 8200001029093 地域の人々の豊かさや文化が　つながる、ＳＤＧｓビレッジづくり 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 各務原市 有限会社メイコー 3200002008167 新工場設立による自動車向け塗装ブースメンテナンス事業への進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社高納商店 6200002002811 ファインバブル発生シャワーヘッド製造による新市場参入 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 関市 有限会社長井紙工 8200002018970 巣ごもりを愛猫と共に楽しめる高機能段ボール製ハウスの製販事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 岐阜県 羽島市 株式会社愛幸電機 6200001012150 半導体生産性向上に向けた機器製作ライン制御装置の製造体制構築計画 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 ＫＧイメージング株式会社 6200001002028 アルバム制作・出張撮影のノウハウを活かした撮影スタジオ事業への新分野展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 養老郡養老町 有限会社川地装飾 8200002013906 職業体験型発達支援教室創出によるものづくり人材育成事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 羽島市 株式会社Ｎａｇａｏ塗装 5200001032827 多様性ある地域貢献のため社内人材を活かして就労支援事業へ転換 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 有限会社アートホームデザイン 1200002022970 美濃焼をテーマにした体験・配信型複合施設の新規開設 東濃信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 株式会社イザワピグメンツ 5200001020468 世界初の乾式粉砕技術による量産化体制の確立 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社寛太 8200001006992 環境に優しい最新鋭の塗装工場を新設し、金属部品塗装業界へ参入する 岐阜商工信用組合

中部 岐阜県 大垣市 株式会社Ｎｏｔｏファクトリ 9200001032567 障がい者の生活の不安を減らし、いつかは真の自立を目指すＮｏｔｏＴｏｗｎ【グループホーム】事業 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 ユーエスウラサキ株式会社 9200001005671 未開拓市場への展開に向けたファイバーレーザー複合機の導入による新製品開発 各務原商工会議所

中部 岐阜県 不破郡垂井町 株式会社工和製作所 3200001014777 小物から長尺ものまでのフルラインナップの総合工場の確立 税理士法人おおがき会計

中部 岐阜県 加茂郡白川町 東濃ひのき製品流通協同組合 4200005006431 脱炭素社会と災害復旧に貢献するチップ製造販売モデルへの転換 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 多治見市 ＫＯＴＯＢＵＫＩ外装株式会社 2200001028191 ドローンで撤去を効率化！廃棄太陽光パネルの資源化前処理事業 東濃信用金庫

中部 岐阜県 安八郡神戸町 株式会社クレーンタル野田 5200001013554 バイオマス発電所向け間伐材のチップ化事業の展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 可児郡御嵩町 桜之コーポレーション株式会社 4200001030781 「接客力の高さ」を活用！フランチャイズでも差別化する取り組み 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 可児市 株式会社中央ミクロン工業 2200002017144 強みを活かした新分野展開による新たな需要獲得と同業他社との差別化 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社堀正 7200001004766 コロナ禍で高まる衛生意識の高まりに応える機能性繊維の製造計画 株式会社エフアンドエム

中部 岐阜県 美濃市 有限会社中島化学 2200002018984 射出成型技術を活かし自動車分野への新事業展開！ 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社長良園 7200001024624 観光手土産菓子メーカーからの脱却！国内製造初の有機ＪＡＳ認証菓子製造で事業再構築 税理士法人タックスアンドマネジメント

中部 岐阜県 高山市 エム．スタイル株式会社 3200001030535 コロナ禍の需要拡大を取り込む「平屋」特化型新築事業への参入 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 関市 株式会社ミュウ 2200001020041 理美容ハサミ製造の強みを活かした美容サービスへの進出 関信用金庫

中部 岐阜県 羽島郡笠松町 竹内公亮 元プロアスリートが施術する江戸時代から続く日本古来の関節整復法による接骨院併設コンディショニングジム 税理士法人安須田会計

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社スパークル 1200001008426 カラーリング事業新設による付加価値向上と競争力強化 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社小麦家 2200001006239 ビジネスワーカーを支える次世代都市型スマート飲食店への挑戦 各務原商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社森住建 4200001016310 岐阜県建築業のＳＥ構法・完全無人モデルハウス構築による業態転換 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 株式会社ＬＡ．ＭＩＡ．ＭＡＲＣＨＥ 1200001037012 美容ノウハウを活用した脱毛サロンへの新分野展開 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 岐阜市 古風人 コロナ禍の地元生産者を救う！缶詰・レトルト・瓶詰食品の製造販売 税理士法人大樹

中部 岐阜県 山県市 ムトウエフエー株式会社 9200001006686 「工場のお医者さん」からキュービクルメーカーへの新分野展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 高山市 有限会社ベル 8200002025918 地域果樹園と連携して取り組む飛騨初ワイナリー事業参入 高山信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社日天 7200001030077 限りある資源を未来につなぐために資源回収事業に参入！ 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社イーグルロジ 2200001032160 梱包技術の強みを活かし　、　ニーズ拡大中の　多品種小ロット対応　の　物流倉庫の運営 株式会社愛知銀行

中部 岐阜県 岐阜市 ＲＳＣ 「ラーメン部門と焼肉部門」の２業態による、コロナに負けないマルチ店舗を自社運営！ 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 飛騨市 古川製材株式会社 2200001026261 「価格は定額、間取りは自由。」な革新的住宅、リノベ事業の新展開 飛驒信用組合
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中部 岐阜県 岐阜市 玉田建設株式会社 2200001003269 オフグリッドコンテナハウス事業による新分野展開 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 土岐市 中京舎フーズ株式会社 7180001131571 モバイルシステム導入による定食型焼肉食堂開店及び展開計画 小栗　崇嗣

中部 岐阜県 岐阜市 ぎふ介護株式会社 2200001026947 コロナ禍に対応した「感染対策強化通所介護施設」の運営 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 吉村プレス工業株式会社 7200001005748 次世代自動車部品生産に対応したスマートプレス製造ラインの構築 Ａ－ＭＥＣ株式会社

中部 岐阜県 養老郡養老町 株式会社高木ミンク 6200001015748 Ｘ線とＡＩによる異物検査装置を活用した商品循環物流事業の構築 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社津田工業 3200001007310 反転投入機能付き重量箱の普及によるＳＤＧｓへの貢献 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 株式会社カネモク 7200001026133 持続可能な社会の実現に向けた国産広葉樹の付加価値最大化事業 ＭＭＰＣコンサルタンツ株式会社

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社セイコーの五島 5200001002788 女子が癒される多目的プライベートカフェルームの時間貸し事業 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 土岐市 ツチノネ工房 製造業から旅館業への転換によるビジネス・ファミリー層に向けた宿泊施設の新設 土岐商工会議所

中部 岐阜県 多治見市 株式会社エスエス 6200001037577 建築塗装で培った技術力を活かし、新たに工業塗装へ進出する事業再構築 ＳＭＣ税理士法人

中部 岐阜県 郡上市 株式会社旗将 4200001034948 消防団の省力・軽作業化を実現！「ホース自動巻取機」の開発 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 宗宮美容室 祖母・母・姉妹の三世代で地元女性の美と癒しを提供するエステ事業 馬渕　智幸

中部 岐阜県 安八郡安八町 株式会社高橋精機製作所 4200001034122 鋳物の高精度加工環境を取得し、産業用ロボット分野へ新分野展開する 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 美濃加茂市 エクステリア山本 安心安全で癒しと健康を提供する人の輪広がるハーブ専門カフェ事業 関信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 株式会社天野企画 8200001028046 岐阜県最大級の多目的スタジオを建設しデジタル映像配信事業に進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 アグリーダー 小麦アレルギー・グルテンフリーに対応した岐阜県産希少米ハツシモ使用の米粉製造販売 杉原　誠

中部 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 株式会社キサラエフアールカンパニーズ 5200001017010 ジビエ事業家が行う森とジビエのキャンプヴィレッジ 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 岐阜県 下呂市 有限会社金森鐵工所 5200002027603 熟練の技が光る零細鐵工所の高精度鉄骨階段受注による生き残り 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 大垣市 ハイジェントテクノロジー株式会社 6200001013512 未来の暮らしを守る食用コオロギ事業 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 可児市 有限会社樋口商事 8200002017246 食品ロスを削減する！知名度を活用した卸売業への参入 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 サンエース株式会社 7200001002084 ハイブランド企画から「知的財産活用」の運動機能性アパレル製品の製造・ＥＣ直販へ転身！ 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社アペル・シーニ 7180001105583 ブライダルヘアメイク技術とデジタル技術を活用した新時代の美容室開設 税理士法人アズール

中部 岐阜県 恵那市 有限会社ワークス 5200002024039 労働生産性の向上に向けた新事業による事業再構築 菅野　守

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社ヒキエソイル 8200002003782 地域初！冷凍パン生地販売を目玉にしたパン屋とモデルガーデンの融合 税理士法人ＮＥＸＴ

中部 岐阜県 郡上市 グッドカフェアンドファクトリー 郡上イチゴをふんだんに使ったテイクアウト・ＥＣ專門タルト店 戸塚　成樹

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 株式会社久保川鉄工 3200001016682 スチールからステンレスへ！階段製造専門企業の新たな挑戦 名古屋総合税理士法人

中部 岐阜県 岐阜市 西濃印刷株式会社 9200001002792 新分野進出！１２０年の歴史の強みを活かした地域コミュニティをつくる動画制作事業 株式会社　Ａｌｌｉｅｄ

中部 岐阜県 山県市 株式会社アルアート 5200001031779 樹脂と木材を組み合わせた革新的材料の専用製造装置開発による事業再構築 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 高山市 株式会社斐太パックス 4200001025187 パッケージ製造販売会社が挑む新たな地域名産品への挑戦 遠藤　隆浩

中部 岐阜県 美濃市 ＧＡＲＡＧＥ　ＳＥＶＥＮ‘Ｓ 板金塗装事業進出によるオリジナル車輌販売 美濃商工会議所

中部 岐阜県 可児市 株式会社エス・ケイ・ワイ 2200001017640 クリーン製造環境、異物混入防止体制の構築による自動車業界依存過多からの脱却と成長分野製品の生産体制整備 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社坂井田製作所 7200001002159 複雑高精度部品の生産体制構築による新分野進出 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 美濃市 有限会社アーバンプラネット 7200002019441 滞在型観光立市をめざす美濃市での地産ビール醸造 美濃商工会議所

中部 岐阜県 関市 ｈｏｎｅｓｔ 異業種がタッグを組み遊休地を有効利用！地域共生型のキャンプ場 笠井　正法

中部 岐阜県 美濃加茂市 名北工業株式会社 3200001018308 自動車産業に依存した収益構造転換計画 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社五合 9180001075420 親水性無機塗料の塗装治具の製造・塗装・剥離洗浄のサービス事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 ＷＩＴプラス株式会社 4180301020774 自動車部品メーカーをターゲットとした専門技能人材の派遣業 グラーティア税理士法人

中部 愛知県 半田市 有限会社可香工業 9180002087365 ポストコロナ時代に移動販売事業による売上向上のチャンスを提供 岡田　悦子

中部 愛知県 豊橋市 株式会社僊 7180301009526 飲食事業者が食卓の雰囲気を変える居酒屋料理を惣菜販売事業で家庭に届ける挑戦 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社Ｌｉａｎ 2180001066475 自社ブランド美容商品の開発・提供とアイブロウサービスの新展開 協同組合さいたま総合研究所

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ギグル・ディッシュ 5180001104397 自社の強みを生かしたドルチェパンケーキによる二毛作運営の確立 廣瀬　陽介

中部 愛知県 犬山市 犬山ツーリスト株式会社 9180001080726 観光バス事業の売上激減で企業存続のため学校・企業の送迎バス事業進出 犬山商工会議所

中部 愛知県 豊橋市 有限会社協和企画 8180302011983 ボディメンテナンス施設の構築による健康増進ニーズへの対応 猪口　建太朗

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社カプセル 4180001056532 住宅業界の販促集客ＤＸを促進するＡＩを活用したＳａａＳ事業計画 名古屋商工会議所

中部 愛知県 豊田市 株式会社コンジュ．ＪＡＰＡＮ 3180301032151 マツエク利用者に特化した仰向け筋膜リリース事業等の開始 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 トラストジャパン株式会社 7180001052520 ゴルフシミュレーターの導入によるゴルフ入門者層の掘り起こしとパーソナルサービス 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 有限会社ヒロミ食品工業 3180002024415 先端的ＡＩ技術搭載の菓子製造機器導入によるギフト市場等への新規事業展開 税理士法人Ｊ－ｓｐｉｒｉｔｚ　山内会計

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社ピュアコーポレーション 7180001090520 微弱電荷機器を活用したプライベートサロン事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社一八 6180001144310 ポストコロナ時代の「食」における、テイクアウト・デリバリーによるＶ字回復計画 岡田　悦子

中部 愛知県 豊橋市 有限会社創ｉｎｇ 9180302008327 デジタル・自動機の導入と高付加価値化による業態転換の実現 豊橋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社財務サポートセンター 7180001115260 法務・財務・労務の悩みをアプリで簡単解決！経営支援サービスの事業化 中筋　一郎

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＤＧＧ 5180001072710 「男性やファミリー層の悩み解決！　脱毛サロン」 和田　義弘

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社大日堂 9180001031027 コロナ禍で薄れゆくハンコ文化の新たな文化的・資産的価値の創出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 協和建設起業株式会社 4180001011974 アナログ業界に風穴を！建設業界のＤＸ推進のためのＲＰＡサービス開発 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 有限会社エムジーコーヒー 8180002075874 珈琲豆卸売会社が取り組むオリジナルデザインドリップバッグ事業 宮田　大

中部 愛知県 岡崎市 白雪乳業有限会社 5180302001525 自宅で食べたい特別なアイスクリーム～新素材に仕上げた溶けないアイスクリームで機能性とビジュアルを楽しむ～ 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＣＯＡＬ 6180001110691 新たな名古屋名物あんかけカレーパンの開発とテイクアウト事業 細田　紘輔

中部 愛知県 豊橋市 株式会社和の膳 9180301033020 農業王国・東三河をまるごと家庭の食卓へ！創作和食店が「ごちそう料理キット」で新分野展開 豊橋信用金庫
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中部 愛知県 豊田市 藤岡拓也 顧客１ｓｔのファイナンシャルプランニング相談を実現するポイントサイト運営 豊田商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＢＯＯ　ＧＲＯＵＰ 5180001088491 餃子とおばんざいの業務店向け製造と販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 安城市 アールマンプロデュース株式会社 9180301028631 お客様の心に寄り添ったペット火葬を提供する事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社エンカウント 2180001107304 組織内コミュニケーション特化型オンライングループウェアサービス事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＡＣＴ 6180001127488 食肉加工・卸売会社から焼肉店への垂直型多角化戦略による業種転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 知多市 株式会社知多ピーアールセンター 4180001094755 障害者を活用したセントラルキッチンの構築と冷凍食品の販売事業 西河　豊

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社デックサポート 5180001112292 ～人材（財）×風土～自社の強みを活かした宅配対応型ハンバーガーショップの経営 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 ＢＡＧＥＬ　ＭＯＮＤＡＹ キッチンカーによる機動的販売の強化と、設備投資による生産効率の向上 神戸商工会議所

中部 愛知県 岩倉市 有限会社ティーアイ・コミュニケーションズ 1180002082480 エステルームや美容設備を技術者向けに貸し出すレンタルサロン業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 一宮市 ユーキ商事株式会社 8180003015788 環境負荷軽減につながるＤＰＦ（ディーゼル微粒子捕集フィルター）分解洗浄サービス事業 税理士法人杉浦経営会計事務所

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社早川冷菓 5180001001082 早朝集荷システムで実現する、「とれたて朝挽き生鮮三品」の宅配事業 宮野　壽明

中部 愛知県 安城市 有限会社ｊｏｉｅ 1180302016799 既存事業の受注停止に対する無添加食品製造分野への参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 半田市 株式会社間瀬工業 8180001102266 配管工事用部品「フランジ付きパイプ」の一貫生産体制の構築 半田商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 大矢伝動精機株式会社 5180001034917 既存設備部品の再設計・再加工を行い、設備の延命を図る事業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 豊橋市 有限会社てんめい 8180302012107 新求人情報サービス「スマＱ」の新規事業構築 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 有限会社ＧｌａｎＰｌｕｓ 3180002093022 「選べる楽しさ」を提供し、付加価値向上・生産性向上を目指す刺繍プリント事業 株式会社中京銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社プラリシア 1180301028457 最新の運動療養プログラムを取り入れた、放課後等デイサービス施設のリニューアルと新施設の開設 澤井　美香

中部 愛知県 名古屋市中区 オールアップ株式会社 8180001138839 痩身エステからパーソナルトレーニングジムへの新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 額田郡幸田町 有限会社幸和工業 2180302004539 自動車業界で培った金属加工技術を生かした電子・医療分野への進出 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 刈谷市 株式会社近藤環商店 3180301017185 日本酒テイクアウト販売所・設備の新設によるマーケット拡大 あらた税理士法人

中部 愛知県 豊橋市 快適デジタル株式会社 2180301025932 「時計製造業界の衰退を防ぐ腕時計組立キット」企画開発・販売 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 東海市 オリエンタルビストロ　ドモス ダイエットメニューを含んだ内面からの美にこだわったエステの提供 公益財団法人名古屋産業振興公社

中部 愛知県 豊川市 株式会社ＳＥＲＥＳＴＯ　ＳＴＹＬＥ 9180301029010 アットホームな空間　で過ごす、親族だけの「小さな結婚式」サポート事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 知立市 ｓｔｖｉｎｏ株式会社 4180301035335 地域の賑わいを創出する再開発事業へのハイブリット型カフェ新規開業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＴＡＯ 7180001058906 コロナ禍の影響を受けた映像制作事業から障がい者グループホームへの新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社イオン・フレックス 9180001070719 ビギナー向け「完全個室」「非接触」フィットネスに事業再構築 税理士法人ＴＡＧ経営

中部 愛知県 岡崎市 ジャパニーズダイニング匠ｙａ 家庭で専門料理店の味を楽しめるもち米料理のテイクアウト 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 知多郡東浦町 家庭料理　我母 飲食店業（居酒屋）による惣菜の製造・冷凍加工販売への業態転換（提供方法の変更） 山崎　榮一

中部 愛知県 安城市 株式会社安城トラックセンター 2180301012567 つながりの中から生まれた新事業　従来の常識を覆す切削液の製造・販売 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 安城市 有限会社谷山写真館 7180302016892 老舗写真館のノウハウを生かしたセルフ写真スタジオ 碧海信用金庫

中部 愛知県 清須市 Ｊ・ｆｒｅｅ 飲食と完全個室のゴルフシミュレーション空間を提供 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 小牧市 木木の釜座 急速冷凍技術を活用した通販用デザートの開発・事業化 株式会社シャイン総研

中部 愛知県 知多郡美浜町 エイムトラスト株式会社 4180001122854 ＡＩを活用して汚卵と正卵を判別する卵選別システムの開発 有限会社竹内総合研究所

中部 愛知県 一宮市 ユーエスファクトリー 県下初！ＤＩＹニーズも満たす個性豊かな１２７５色塗料の調色＆販売事業へ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 ｈａｎｋａｃｈｉ／ｂｅａｕｔｙ 非接触サービスを実現！高付加価値セルフケアを叶える女性専用プライベート低温サウナ事業 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 大府市 彦建 １級大工技能士＋２級建築士がトレーラーハウスメーカーに挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社カノンラボ 3180001059098 「箱庭療法」と「発達ナビ」でみるみる成長！障がい児向け療養型通所施設事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社三河湾リゾート・リンクス 9180301003808 リゾートホテルの強みを活かしたデジタルイベント企画事業立ち上げ 岡崎信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 まき助産院 助産院による赤ちゃんからの歯科矯正アクティビティープログラム 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 愛知電子工業株式会社 8180001023157 血管の状態がその場で簡単に一目でわかる血管内皮測定器の開発 前田　勝昭

中部 愛知県 名古屋市中区 竹村株式会社 6180001037836 老舗小物問屋が展開する着物のトータルコーディネートレンタル事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 春日井市 有限会社季節料理日比野 2180002065724 和食店によるコロナ禍を乗り越える新しいスタイルの和カフェ展開 東春信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ル・タン・ペルデュ 9180001110796 既存のフレンチレストラン利用客をターゲットとしたワインショップ開業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社鈴勝 7180002066354 カーボン止水板製造を足がかりに卸業から製造業への華麗なる転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 ワールドスポーツコミュニティ株式会社 4180001132300 子供と企業を繋ぐオンラインプラットフォーム事業への新分野展開 井上大輔

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ジェイフード 2180001096126 純日本産食材を活用した洋菓子開発と自社販路開拓による再構築 東春信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社なつめ 1180301006693 新しい酒屋の形態への挑戦並びに地産地消を活用したネット販売 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 江南市 有限会社吉田工作所 4180002082271 デザイン性・機能性を追求した製品開発によるＢｔｏＣ事業への新規参入 株式会社フロウシンク

中部 愛知県 碧南市 川合商店 自社商品開発力を活かした移動販売事業への新分野展開 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社志誠 1180002046790 衛生管理を徹底した養殖アメリカザリガニを全国の中華料理店に提供 愛知商工連盟協同組合

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社山口熊製作所 8180001021202 プレス加工の技術を活かして、長尺サイズ部品製造とＢｔｏＣ市場へ進出 中井　一

中部 愛知県 豊田市 とりちゃかふぇとりこや コアな客層ニーズに沿った鳥専門のペットホテルの運営 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市東区 テッパンイズミサンカイ １組でも１名でも１食でも。飲食店による飲食店の為の飲食店予約 明日翔ナレッジワーカーズ税理士法人

中部 愛知県 日進市 株式会社市川組 6180001124923 木の優しさを感じる斬新なデザインとアイデアのコンテナハウス販売時用 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 安城市 株式会社アロナエンタープライズ 9180301016727 コロナ禍でも需要拡大する用品販売とペット預り事業への新分野展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 小牧市 ワイズジュエル 先祖から受けついでいる宝飾品を、自分の好きな形にリフォームするジュエリーリフォームに挑戦 廣瀬　陽介

中部 愛知県 豊橋市 やまざき歯科クリニック 歯科医師による「精密入れ歯」のリモートカウンセリング事業 税理士法人　ＳＨＩＰ

中部 愛知県 小牧市 株式会社にんじん 2180001076301 有機野菜・無農薬野菜および無添加食材をより多くの人へ届ける移動販売事業 浅野高嗣
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中部 愛知県 東海市 株式会社金丸製作所 3180001094244 飛沫防止パネルの製造・販売によるサービス業分野への新展開 半田信用金庫

中部 愛知県 豊田市 佐野工業株式会社 5180301018330 自動車部品製造技術を活かし、座席シートカバー市場への新規参入 クレアスト株式会社

中部 愛知県 一宮市 石窯とアロハリノ ＤＩＹ専門レンタルスペース事業への業種転換による売上回復計画 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社Ｖｅｎ企画 1180001064281 広告事業経験を活かしたインフルエンサー育成事業への新規展開 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市熱田区 大衆酒場クロカル 一度の来店で二度楽しむお店、楽しさはオンラインにも広がる 株式会社中京銀行

中部 愛知県 江南市 有限会社横城商事 8180002082887 タングステン・スクラップの精錬純度とリサイクル処理効率の向上 株式会社サカイｉＴ経営

中部 愛知県 北名古屋市 カラオケ喫茶　ぱらだいす カラオケ喫茶によるテイクアウトの手羽先唐揚げ専門店 大西　森

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＧＯ　ＡＬＬ　ＯＵＴ 2180001146327 下町のイタリアンレストランが、無添加・無農薬にこだわって、食材の小売りに本格的に進出する業種転換型事業再構築計画 川腰　章二

中部 愛知県 春日井市 株式会社コバヤシ 1180001075353 歯科治療におけるＤＸ「デジタルデンタルセンター」の創設 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 ＫＯＴＯ－ＣＡＦＥ ＫＯＴＯ－ＣＡＦＥ内アウトドア専門店（ＡＴＯＭＩＣ　ＭＡＲＫＥＴ）新築工事 豊田信用金庫

中部 愛知県 一宮市 串道楽　尾州苑 牽引キッチントレーラ導入に伴う商品開発と新しい提供方法の構築 一宮商工会議所

中部 愛知県 豊川市 コージーフィットネス 健康を促進する地域コミュニティの基盤となる複合施設の新規開業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 高浜市 株式会社ＳＫ 6180301032933 店舗向け換気調査と換気改善サービスへの事業展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 犬山市 株式会社プロローグ 3180001061095 生産者と消費者を繋ぐ！訳あり食品販売プラットフォーム運営事業																 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社明工舎製作所 6180001041318 半導体市場に向けた多品種小ロット生産の自動化工程への取組 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市港区 ＩＦＴ株式会社 7180001106177 炭火焼を気軽に楽しめる！キッチンカーによる鰻料理の提供事業 中部税理士法人

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ジェガット 9180001106530 ＣＳ抜群の対面営業のノウハウを生かしたテレマーケティング営業導入 豊田信用金庫

中部 愛知県 尾張旭市 ミッション・ツール株式会社 8180001129284 業界初！オンライン展示会による新事業で業種転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 清須市 株式会社Ａ－Ｄｅｓｉｇｎ 7180001132405 極限まで感染リスクを抑えたセルフエステによる売上回復計画 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市西区 Ｃａｆｅｄｉｎｉｎｇ　ＬｉＬｉｉ　Ｐａｒｋ 親子Ｃａｆｅを生かしつつ、ママと子供の笑顔を企業へ繋ぐレンタルスペース 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 肉ずしと酒肴　じゅげむ 飲食業で培った接客・調理術を活用したブランド菓子製造販売への展開 糸川　純平

中部 愛知県 田原市 カフェエンビーチ 密回避・非接触対策を施した屋外音楽イベントの提供により業態転換をめざす計画 株式会社ＫＡＮＪＯパートナー

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｔｈｅ　Ｓｅｃｏｎｄ　Ｔｒａｖｅｌ 7180001090231 「脱毛×歯のホワイトニング」メンズ美容サロン事業への新分野展開 中筋　一郎

中部 愛知県 豊川市 福田鐵工所 ものづくりのプロフェッショナルが造る「粉体塗装」を活かしたカラフル製品の提供 豊橋信用金庫

中部 愛知県 一宮市 あんしゅー 更年期ケア専門サロンにくせ毛カット専門美容院を併設し、相乗効果を狙う 一宮商工会議所

中部 愛知県 犬山市 萱場コンクリート工業株式会社 5180001080770 雨水対策用大型桝製造による業態転換 太田　直樹

中部 愛知県 愛西市 カトウテキスタイル有限会社 3180002090382 清流板取で楽しむ。繊維業からグランピング事業への挑戦 鷲尾　裕二

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社オフィスダグ 7180002043865 印刷会社プレゼンツ！高級シュークリームのテイクアウト及び通信販売事業の展開 伊藤　央

中部 愛知県 豊橋市 ラウンジ和璃 会員制ラウンジ業を廃業して多目的飲食店への事業転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 三成産業株式会社 9180001028163 現場力を活かす！最新レーザークリーニング事業の立ち上げ 中筋　一郎

中部 愛知県 名古屋市中村区 美辺株式会社 9180001122057 タスク管理で業務を見える化しでコミュニケーションを円滑化、わくわく働ける保育業務システム作り 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ダイナリ 3180001125296 観光資源を活かしたプロ人材育成ワーケーション事業で町おこし 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社ブリッジ 9180002041280 インターネット視聴型動画教材の制作及び販売 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ダイワプランニング 3180002023796 『漏水の撲滅』をめざし水の利用と水の環境を守る 名古屋商工会議所

中部 愛知県 一宮市 ｃｏｌｏｒｓ　ａｕｔｏ　ｓｅｒｖｉｃｅ ポストコロナ時代の需要を狙った、移動販売によるＶ字回復計画 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社Ｙ・Ｋダイニング 3180001114258 新冷凍技術により店の人気料理をご家庭で味わえる業態転換事業 足立　剛

中部 愛知県 豊川市 東宝製パン有限会社 5180302013669 焼きたてアメリカンベイクの菓子製造・販売事業でＶ字回復！ 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＦＵＫＵＭＯＴＯ 9180001063466 ゴルフクラブ　フィッティング事業開拓 魚谷　康行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ライフメイト 7180001064846 冷凍食品製造からトレーラーハウス型食品小売店舗への大胆な新分野展開 税理士法人シーエス総研

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ＴＡＩＳＨＩ 1180002049554 日本国内初のブレードガードフルオーダー製造販売事業 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ＡＬＰ 9180001118724 飲食業から解体工事業への業種転換によるＶ字回復の達成 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 稲沢市 株式会社日創 8010801021401 既存事業のノウハウを活かしたデジタルサイネージ販売と動画製作事業への進出				 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社アイ・エヌ・エフ 2180001015861 ニューラルＡＩ機械翻訳事業計画 佐分　宏光

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社キッズ・エンターテインメント 9180001053962 ベビー・育児サポート・キッズ用品、乳幼児向け玩具のサブスクリプションサービス事業計画 井上　秀彦

中部 愛知県 名古屋市緑区 サンライト株式会社 7180001105063 塗装工事業から賃貸住宅再生事業に進出する事業再構築 株式会社中京銀行

中部 愛知県 あま市 株式会社メルシスコム 4180001129057 オンラインやＷＥＢカメラを使ってコロナ禍でも安心して学べる個別学習塾 後藤　公平

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社写真のみくに 4180001036880 フォトウェディング事業への独自展開とオンライン予約の確立！ 名古屋商工会議所

中部 愛知県 豊田市 株式会社田嶋工業 8180301028681 修理向け需要が高まる超大型機械用油圧旋回アクチュエータの製造 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 安城市 安城とらや 老舗和菓子屋による着地型旅行としての体験型カフェときっとＥＣ 碧海信用金庫

中部 愛知県 高浜市 株式会社エムテック 4180301015667 製造業（試作製作）から製造業を支援するＩＴサービス業への事業転換 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 安城市 炭焼き酒場ＴОＲＩーＹＡ炭の助 地元安城産「いちじく」を名古屋名物へ「フルーツわらび餅ドリンク事業」への進出 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 よろずカフェ陣吉 健康志向の飲食店が美容関連事業を新たに行い、　内面も外見もトータル的に美しくする事業を展開！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 大府市 有限会社青い鳥 4180002084549 キッチンカーによる管理栄養士監修の地産地消・健康弁当販売事業 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 荒川理恵 フードカラーセラピー資格の新設とその教材販売に関する業種転換 西村伸郎

中部 愛知県 海部郡大治町 株式会社Ｉ　ａｍ 7180001147551 テイクアウト事業を軸とした障がい者の労働環境創造プロジェクト サポート行政書士法人

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社エナジーセラピージャパン 2010001181340 ハンドセラピスのオンライン講義＆実店舗開設による新分野展開 ビューロ・ネットワーク税理士法人

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ＰＣＢ 5180301029930 完全個室、テイクアウト中心の飲むわらび餅販売事業への進出 岡崎商工会議所

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社ライフサポート 9180001105540 コロナ感染対策対応！ショーケース方式で提供する高級志向パン屋 株式会社名古屋銀行
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中部 愛知県 豊橋市 ＢＡＧＵ龍 地域高齢者に「活き残るための自衛隊式ストレッチ」を提供し売上拡大！ 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社中部機器工業所 8180001059127 トライク（大型３輪バイク）のレンタル事業の展開 株式会社プロシード

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社栄スタジオ 4180002030866 創業６０年の地域密着営業の強みで児童発達支援事業に挑戦し地域貢献を完結する 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社ヒューマン・エンターテイメンツ 9180001086649 韓国家庭料理店への参入とデリバリー等非接触提供体制の構築 一宮商工会議所

中部 愛知県 愛西市 株式会社ダイナ 3180001102089 災害インフラの基盤を向上させるため空中を制する 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ライヴ 4180001041773 食用国産合鴨の廃棄羽毛を利用したサスティナブルダウンウェアの製造販売 株式会社十六銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社勝川ランドリー 1180003009986 ＳＤＧｓ時代のエシカル消費とハレの日クリーニングの物販シナジー事業 税理士法人税金相談センター

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 一般社団法人日本フードラボ＆トレーニング協会 8180005017221 食品製造業者向けＨＡＣＣＰ対応システムおよび禁食対応支援ツールの提供 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 リトルタイガー 飲食店経営のノウハウを活かした店舗改修、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、業態転換事業計画 曾根義光

中部 愛知県 豊田市 炭火やきとり　笑路 真空、冷凍技術によるテイクアウト等強化とフードロス排除による事業再構築 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＤＯＰＥ 3180001131971 家族のスキル・ノウハウを結集！クルマ好きが集まる焼肉店 權田　成悟

中部 愛知県 稲沢市 日置興業株式会社 5180001114512 「リフォームのお金の悩みを解決できる」建設業者を増やすコンサルティング事業 吉野　康太

中部 愛知県 名古屋市中区 いなせ屋 地域密着型！ラグジュアリー＆リーズナブルな焼肉店への事業転換 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市中川区 有限会社松栄 6180002056983 手作り韓国総菜卸業者が挑戦する、ビビンバ専門の飲食事業への業種転換 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 ヴァンモア株式会社 1180001039812 携帯ジュエリーボックスを開発し量産販売の事業化 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 琉球王国 江戸中後記の文化遺産体験が可能な簡易宿泊施設の運営 中部税理士法人

中部 愛知県 名古屋市北区 ザポットベリー 韓国料理店から焼肉店及び中食通販事業への業態転換 若杉　拓弥

中部 愛知県 春日井市 メナードフェイシャルサロン守山小幡 地域の高齢化社会に対応した新たなエステ事業（介護脱毛、痩身）への進出 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 知多郡南知多町 鯛祭り広場株式会社 2180001132632 えびせんメーカーのワインのお供開発を通した新ポジション確立事業
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 東海市 株式会社スーパートップ 4180001094334 喫茶コーナーを併設し、化粧品店の顧客対象拡大と賑わいを創出します 安藤　朝将

中部 愛知県 豊川市 カイロプラクティックしもん コロナ禍に安心安全なプライベートサロンによる売上回復事業 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社Ｌｉｆｅ　Ａｒｃ　Ｓｙｓｔｅｍ 3180301027481 ＡＩマッチング機能を備えた人材派遣会社向けＳａａＳ開発による新分野展開 糸川　純平

中部 愛知県 名古屋市昭和区 オガワヒロコ 料理研究家から習う、買える、体験できる食文化の専門店へ 名古屋商工会議所

中部 愛知県 春日井市 有限会社原科 6180002067048 無線設備等の登録検査等事業者への新分野展開 春日井商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社プレジャー企画 7180002042413 クラウンの請負派遣から屋外で自主公演する劇団へと変革する案件 阿久津　公一

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ビアーテ 4180001104563 正しい栄養の知識を提供する頭髪ケアサロン事業 角谷　郁

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社三洋製作所 1180001028187 次世代自動車モーター周辺部への導入を目指した、新素材を用いたタグピン製造事業 小倉　裕樹

中部 愛知県 一宮市 株式会社せんせん 8180001085222 美容グッズ卸売業による韓国サロンブランドヘアケア用品開発事業
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 名古屋市中区 帝１麦 中華食材に特化した生鮮食品小売業への業種転換 一般社団法人香川県中小企業診断士協会

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ユー＆エルズ 7180001114304 社会福祉学アプリとストレスの見える化で離職率低減実現サービス いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ｃｏ－ｎ 8180001124797 良いものを長く使う、ビンテージデニム高級椅子の製造販売事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社尾割組 1180301019919 セルフエステでの事業再構築　土木事業の女性活躍促進支援事業 豊田信用金庫

中部 愛知県 高浜市 株式会社工藤電装 6180301016977 業務委託の架装業務から、各種レンタルスペースと自動車整備を組み合わせたオリジナルの事業創造による、新分野への挑戦 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 サンライズ商事株式会社 2180001002067 ランチタイムに低感染で学生や一人客を取り込むラーメン戦略 吉野　康太

中部 愛知県 丹羽郡大口町 前田鉄構建設有限会社 7180002074737 癒しのペット市場への進出！観賞用淡水エイのブリーディングおよび販売 税理士法人大樹

中部 愛知県 豊橋市 有限会社千賀商店 2180302008143 「安心・美味しい」豆菓子を、新しい技術で健康プロデュース事業に参入 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 魚菜や　ゆずとと 個室で食す天ぷら専門店への新分野展開とテイクアウト事業への参入 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 鮨屋とんぼ株式会社 3180001136046 すし屋のセントラルキッチン化及び冷凍技術を活用した　ＥＣ販売・テイクアウト販売の開始 サポート行政書士法人

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社アイラシク 4180001128471 働く女性をターゲットとする総合的なビューティサロンへの転換 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社モリコ 4180001089573 お手軽短時間で介護脱毛も可能。女性限定ＶＩＯ脱毛専門サロン運営 松山　亮樹

中部 愛知県 名古屋市緑区 大橋　利恵 ＡＩ肌診断を活用した男性向けエステサロン 高橋　英明

中部 愛知県 名古屋市中区 コノスコ 地域に愛される「生パスタ」を中心とした当店主力商品のＥＣ販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社プロジェクトＭＡＸ 6180001086701 動画サイトを活用したオンライン茶道教室事業 高橋　英明

中部 愛知県 岡崎市 株式会社アサイクロップ 3180301000158 飲食店様と共に地域経済を盛り上げていく多機能ショールームを作る！！ 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 あま市 株式会社ＯＺ 8180001068508 大切な人を菌やウイルスから守るダイヤニウム事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 名古屋市熱田区 有限会社音家フーズ 6180002046464 本物の魚の旨みを届ける、地域密着居酒屋のテイクアウト事業 宇佐見　紘且

中部 愛知県 安城市 コーヒールンバ 自家焙煎を始め新しい喫茶店の価値観への再構築 名古屋商工会議所

中部 愛知県 愛知郡東郷町 お結び屋日本の心 「食育」を取り入れた児童の発達支援事業への挑戦！ 伊藤　央

中部 愛知県 半田市 株式会社ホームデザイン和 2180001104540 建築業へのシナジー効果を狙う、地域のカフェ＆レンタルスペース 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社フェイス 2200001009563 セルフエステ、オンラインサロンで提供するアンチエイジング専門サロン 本間　健一

中部 愛知県 岡崎市 日本ダックス株式会社 1180301001653 コロナ禍に対応した非対面による顧客サービス化への社内環境変換の構築 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 有限会社愛興 9180002052716 障害のある人もない人も共にいきる社会をめざしてカーテン縫製作業所の福祉事業所を開設 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社アイシー 5180001107879 高齢者向けの生活支援サービス事業の新規展開 インターグロー税理士法人

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ＳＨＩＰ 8180001126513 ネットシステムを使用したテイクアウト事業の立上げと換気・空調設備の強化 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 合同会社ＲＩＱＴＡＧＥ 7500003002358 地元ブランドうなぎのキッチンカーで新たな販路展開 山口　大輔

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ＣＲＡＦＴＥＣＨ 2180301028761 ３Ｄプリンタを活用！自動車エアロパーツ製造からバイクパーツへの新分野展開 豊橋信用金庫
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中部 愛知県 名古屋市 リブランラトゥ 既存エステ店の店舗集約並びに恋活支援サービスへの参入 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 西尾市 高杉建設株式会社 4180301022928 雑草除去の新たな工法の開発により、新たに公道・公共施設の除去分野に参入する 西尾信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社ＦＧ 9180001122040 遮熱・断熱見直しリフォーム　ＺＥＨの時代へ好循環　ＳＤＧｓへの取り組み いちい信用金庫

中部 愛知県 小牧市 株式会社ニッセイ 9180001076971 日本に在留する外国人への日本語教育への転換 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社アイルスクール 1180001129695 オンラインレッスン用アプリ製作によるオンラインプログラミング教室の開講 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市東区 合同会社セイビ 2180003018937 ≪水中ドローン≫の活用により漁業・水中業務等の課題を解決・改善し、水産業の明るい未来を作る Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ＦＡＬＣＯＮＥＲ 4180301029403 Ｄ２Ｃモデルで挑む！女性向け健康・美容補助食品のインターネット販売事業 伊藤　央

中部 愛知県 田原市 有限会社福忠 5180302010848 飲食業からレトルト食品開発販売事業への新分野展開 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 岡崎市 株式会社中日本サービス 5180301003852 接触機会を少なくする最新の設備を備えたメンズ美容脱毛サロン事業 三浦　勝美

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社Ｎｕｍｂｅｒ５ 8180001064878 コワーキングスペースを用いた小規模企業向け営業／在宅活動支援 糸川　純平

中部 愛知県 清須市 株式会社服部通商 9180001045381 新たに防災使い捨て容器セットを開発し小売販売への進出 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ディライト 1180301031295 タコライスとキッチンカーをコンセプトにした新しい販売事業 岩本　大輔

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社エムズコンサルティング 7180001088507 認知症ケアに注力した有料老人ホーム、通所介護、医療の連携事業 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社サットサンガ 8180001123799 居酒屋でのノウハウを活かして、キッチンカーで名古屋ブラックカレーを提供、コロナ回復に挑む 税理士法人山田アンドパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社Ｃ・Ｌ・Ｐ 5180001117886 建設会社が安定収入を求めて、大手パン屋のＦＣ店を開業 株式会社ＧＣパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社オオタ設備 8180002025425 福祉施設向け訪問美容サービスで利用者にかっこいい自分を提供 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ミッションフォートゥモロー 5180001139162 コロナ禍で国際交流を実現する多言語対応型格闘技教室事業 虫鹿　真司

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＤＵＡＬ　ＤＥＳＩＧＮ　ＤＥＰＴ． 4180001121435 学びのポータルサイト構築 笠井　永寿

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 有限会社舘 3180002010431 ドローンによる地上絵の自動下絵描写システムＮＡＺＣＡの開発 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 ｃｄｄｎａｉｌサロンアピタ江南西店 美容業に関する独立希望者を支援バックアップする総合美容サロン及未開業者への仕事場の提供 江南商工会議所

中部 愛知県 額田郡幸田町 有限会社南雲製作所 2180302003433 レーザー加工装置による電設工事工具用の高耐久部品への新分野展開 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 豊川市 有限会社平野製作所 5180302014997 最新ロボットを活用した新たな研磨方法の開発と業態転換 豊橋商工信用組合

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社節辰商店 6180002028891 幕末から続く老舗鰹節メーカーによる一般小売向け液体調味料事業への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 みよし市 有限会社新星工業 3180302022267 中小製缶業社へ特化したジャストインタイム切断加工への進出 碧海信用金庫

中部 愛知県 津島市 株式会社功晴精密 4180001099746 高精度ラックギヤ生産技術の確立によるロボット走行軸用ラックギヤ市場への進出 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 大府市 株式会社ドリーム・メディカル 6180001093607 調剤薬局と相乗効果を生み出す持ち帰り焼き熟成焼き芋による新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 半田市 株式会社ビーズ 3180002083865 自社開発美容商材・高度人材インキュベーション機能を活用した美容ホスピタル業態への参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 小牧市 株式会社木全化学 6180001076891 需要高まる化粧品やおもちゃの工業用包装容器の製造へチャレンジ！ 株式会社十六銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社渕上工業 5180301028965 半導体製造業向けロボット搬送装置部品製造への新分野展開 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 有限会社ハイネスト 4180002024281 オンデマンド印刷拠点の設置による、「デザイナーのメーカー化」「一般消費者のデザイナー化」を通じた新規需要の創出事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 榮バリュー株式会社 2180001052021 溶接業から精密切削技術によるロボット搬送機や非接触対応部品への新分野展開 佐原　啓泰

中部 愛知県 豊橋市 株式会社タイヤセールス 7180301006110 高度手作業×デジタル。自動運転時代を支える自動車整備工場へ。 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 有限会社牧ヶ野業務店 8180002024617 匠の技の技術伝承！左官職人仕様のパネル製造工場化による業態転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 常滑市 エバー株式会社 5180001093129 電気自動車用バッテリーケース部品への新分野展開に向けた新プレス生産ラインの構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 西尾市 有限会社ＧＲＩＰ 6180302027552 焼き芋完全無人販売ノウハウの開発で感染防止と全国展開を実現 西尾信用金庫

中部 愛知県 春日井市 有限会社シーエス工販 3180002073965 あらゆる産業機械に対応した油圧系部品を加工しＥＣサイトで販売開始 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 東海市 株式会社オフィスカコ設備設計 6180001094217 建築設備診断データ管理サービスの展開 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 清須市 安井精工株式会社 7180001045557 自動金型交換付加工機で曲げ工程を高度化しキッチン業界に進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 あま市 田村七宝工芸 明治１６年創業窯元がやる日本伝統工芸の尾張七宝体験ツアーコロナの影響で百貨店イベントが中止となり尾張七宝の製造・販売が大 児玉　直樹

中部 愛知県 豊田市 ヘアーワークス　オオチ 完全個室でのオキシビューティーヘルスケアの提供事業 朝日税理士法人

中部 愛知県 弥富市 株式会社東洋製作所 2180001097009 新設備導入による半導体製造装置部品の加工事業への参入 株式会社十六銀行

中部 愛知県 西尾市 青木組 連携先事業者を巻き込んだ事業効率化と地域貢献の両立 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社明佑 2180002036799 飲食店が強みを生かして行うテイクアウト・通販用スイーツ事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ＭＦアーキテクト 9180001115416 カフェ併設のデリバリーサービス事業への業種転換 税理士法人ウィン

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社しんめっく 5180001097914 紙加工業からフィルム加工業への事業転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社三光刃物製作所 1180001019517 特殊形状刃物の高効率生産体制確立による原木業界への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ヴイ・アイ・イー 1180001011655 工作機械部品製造からＡＧＶ（自動搬送装置）部品製造への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社都商事 8180301023261 お菓子屋にコインランドリーを併設、地域住民の憩いの場へと進化 岡崎信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社コバリ製作所 6180301004288 脱プラスチックに資するアメリカ向けコーヒードリップバッグ製造のロボットアーム部品開発事業 株式会社森田経営

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社東海螺子 9180003010739 脱炭素社会の象徴である自動車市場への更なる貢献により事業再構築をめざす 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社メイワ 4180301020865 自動車整備業から電動小型３輪自動車の販売事業に新分野進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 高浜市 株式会社アシストパーク 1180301025603 地元の農家と連携して、付加価値の高い地域食材の販売事業に挑戦する 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 エービーシーゴルフサービス株式会社 7180001016194 ホテルテイストの高級感あるコ・ワークスペース提供による事業再構築 愛知信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社葉栗オートシヨップ 5180001084557 １万件超の顧客データベースと当社塗装スタッフの技術力を活かしカ 岐阜信用金庫

中部 愛知県 犬山市 株式会社サイキ 7180001081024 ガソリン車向け部品市場から電動車向け次世代機構部品への新規事業展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊田市 道喜商事株式会社 3180301018745 新規業態（餃子販売店）の併用で、販路開拓による新たな顧客獲得の為の事業化計画 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社スタートレ 8180001117537 業界初！福祉分野へのスタートアップ実務支援事業への転換を図る 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 尾張旭市 有限会社塚本空調設備 4180002072875 空調設備設置業からフロン再生業へ事業拡大、そしてＳＤＧｓ貢献企業へ 東濃信用金庫
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中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｈ＆Ｋ’ｓカンパニー 4180001071663 地元名古屋の味でブランド化！ドライブスルー唐揚げ専門店！ 株式会社みずほ銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 グラッツィエディクオーレ イタリア料理店の食事付きコワーキングスペース開業による地域貢献。 あらた税理士法人

中部 愛知県 豊川市 株式会社藤光 5180301012465 太陽光発電事業者による鉄道工事のワンストップ提供事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 みよし市 株式会社グッドホーム 5180301020617 ノーマライゼーション　街づくり事業（障がい者グループホームの運営と福祉事業の充実） サポート行政書士法人

中部 愛知県 岡崎市 有限会社アクニーズ 2180302004563 承継と改革及びＳＤＧｓに取り組む焼き芋製造販売による新事業展開 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 西尾市 株式会社コバヤシ商事 1180301023714 ３次元刺繍を用いたオリジナル衣装・グッズ事業への新分野展開 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 春日井市 三立化工機株式会社 4180001078122 新業態のから揚げ専門店で既存店・人員・取引先を死守しテイクアウト需要を獲得する 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 丹羽郡大口町 株式会社アジャストプランニング 3180001104457 最新ドローンと可視化スマートアグリシステムを活用した農薬散布事業 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 名古屋市中川区 名西エンジニアリング株式会社 2180001115629 エッチング装置及び洗浄装置制作技術開発による半導体業界への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ＮＡＲＵＳＥ 1180001127617 建築業者向けポータルサイトの運営及びフリーマーケットアプリの提供 税理士法人税金相談センター

中部 愛知県 春日井市 株式会社ＤＳＡ 6180001126548 政府が掲げるドローンのレベル４活用を支援するフライト管理システムの開発 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 蒲郡市 形原造船株式会社 4180301010882 漁業向け小型建造船から国内／ＯＤＡ向けの洋上風力発電作業支援船など中型建造船への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 田原市 民宿お食事処　田原屋 落込む宿泊・飲食業を回避。日帰り温泉事業で創業４７年一世一代の大勝負！新たな展開へ。 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 江南市 株式会社ミワインテック 7180001087698 半導体需要の拡大を見据えた鉄加工業からアルミニウム加工業への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市熱田区 山下機械株式会社 3180001023062 「ＤＥＬＩＭＡＴＩＣ（デリバリーロボット・自動化システム）開発事業計画」による新分野展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社名正コーポレーション 4180001054932 地域の学ぶステーションと住民のライフスタイルサポート事業 いちい信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社平野工業 3180301023514 自動車エンジニア専用機の受託製造からＥＶ部品製造でカーボンニュートラルに貢献する事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 一宮市 株式会社今井造園 7180001118973 薪ストーブ及び地産地消の薪並びに庭で楽しむアウトドア用品の販売 一宮商工会議所

中部 愛知県 豊橋市 株式会社大知大河工務店 8180301006084 自宅時間の価値を向上する自宅サウナの加工販売事業による新分野展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 日進市 株式会社ジェイエルシー 9180001067013 個別指導に特化した児童発達支援事業「こども療育園」の開設により経営の安定化を図る 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社ネクサス 7180001136414 車両情報のオンライン管理システム×新時代のタイヤ交換出張サービス事業展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 有限会社ダイテック 4180302005915 太陽光発電を活用した高効率な収納スペースと最適保管環境の構築 岡崎商工会議所

中部 愛知県 一宮市 株式会社ライト 6180001084077 循環型経済の実現と半導体工場のコスト削減に寄与する「廃液再活用による化学品製造計画」 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社プランナーズランド 4180001040404 クラウドを活用したサブスク型看護学校向け支援システム開発事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社三精舎 3180001012206 「心のこもった」小規模葬儀の運営ノウハウを活かした家族葬運営受託とフランチャイズ展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社センテック 3180001066185 通信電気設備工事技術を活かした技術研修サービスの新規事業展開 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 岡崎市 エイム・エンタープライズ株式会社 6180301004362 セントラルキッチンの構築による通販用商品の開発、ＥＣ販売への業態転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 蒲郡市 有限会社イナモールド 9180302015133 医療機器金型の安定製造に向けた革新的技術による新規参入事業 税理士法人森田経営

中部 愛知県 名古屋市南区 浜崎工業株式会社 5180001015339 配管工事業者が建材メーカーに新分野展開し、業界のＳＣＭ最適化に貢献！ 株式会社中京銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社ループ 8180001124319 建設業からＤＸ型音楽スタジオによるプロミュージシャン創出事業へ 株式会社ＡＣＣ

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ハマダ工商 6180301001789 防犯カメラ等のクリアドームカバーの開発・製造 税理士法人名南経営

中部 愛知県 あま市 太陽化成株式会社 4180001098426 医療・介護器具製造に参入する事で製造業へ進出 岐阜信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社エスケー 3180301012707 自動車製造設備用部品から半導体製造装置用部品への新分野展開 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 有限会社ドリーム大高 3180002059130 徹底した新型コロナ対策を実施し、非接触利用が可能なコインランドリーへの進出 東京中央経営株式会社

中部 愛知県 名古屋市東区 有限会社アップルスタジオ 2180002015357 イタリアンドルチェ・スフォリアテッラ専門店へと事業転換を図る 中日信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ワイエムジー 3180301007624 物流や農業分野の省力化をサポート！自動車メーカー向け省力化機械の製造技術を活かした新製品開発事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社田中金型製作所 7180001000743 自動車部品向け樹脂成形金型から半導体向け封止金型への新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 西尾市 株式会社明吉製作所 9180301022254 ナット専門メーカーとして確立し日本のものづくり産業全体を支える事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社南部食鶏 8180005004112 １００％名古屋コーチンだけを使用した新規性の高いソーセージの製造・販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社ヨツ葉 6180001011329 現存事業で磨き上げてきた切削加工技術を活かしＥＶバイク向け新製品の展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社金剛製作所 4180001010019 新技術を加えた新製品に取り組み建設需要の急増に対応した新事業展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 勝プロセス工芸株式会社 2180001029845 オフグリッドシステムを搭載したビンテージトレーラーハウス事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊明市 株式会社石川商店 7180001069639 既存事業のスキルを活用した中古ゴルフボール販売事業への新分野進出 杉山　正和

中部 愛知県 常滑市 有限会社山藤工作所 1180002086358 多面加工による電動車向け金型製造への進出 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 名古屋樹脂工業株式会社 3180001026503 ツインシート中空成形技術の開発による新分野への進出 山田コンサルティンググループ株式会社

中部 愛知県 小牧市 ＧＯＹＯサービス株式会社 8180001107728 特殊清掃業界に進出し、業界で顧客満足度Ｎｏ．１サービスの提供 岐阜信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社東洋技建 6180301012316 ドローンとデータ処理、ＩＣＴ重機を連携させた業態への挑戦！ 豊川信用金庫

中部 愛知県 碧南市 株式会社マルキ 9180301017048 クリーンルームの設置と粉体塗装の導入により医療・航空機分野への進出と業態転換 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｇｌｏｂａｌ　Ｂｅａｕｔｙ　Ｃｏｍｐａｎｙ 1180001070180 映える高級フルーツ大福のテイクアウト専門店の展開 株式会社マックコンサルタンツ

中部 愛知県 愛西市 ティーエム技研工業株式会社 3190001024539 不採算事業からの撤退　熟練工の技術を活かしたメーカーへの転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 半田市 有限会社日進商会 6180002083755 整備部品卸売会社による、先進安全自動車の整備をみすえたサポートステーション事業への新規展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社新栄金型製作所 7180301000914 金型製造から医療・船舶向けプラスチック成形品製造業へ転換を図る 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社酒井製作所 2180301008482 最新ファイバー溶接システムを導入し、ＤＸを活かした抗菌照明器具製造事業への参入 豊橋信用金庫

中部 愛知県 豊川市 有限会社熊建ハウス 1180302013094 障がいがある方の自立と企業（経済）活動を両立させる新事業の構築 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市守山区 粋商事株式会社 8180001100245 農福連携で生きがいの実現を目指す生活介護への新規参入計画 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 犬山市 株式会社デンケン 9180001048335 世界トップシェアの繊維機械部品板金事業へ進出 株式会社百五銀行

中部 愛知県 小牧市 有限会社アイシステムズ 9180002068506 耐熱合金に対応した航空機・ロケット用精密部品製造への新規参入 株式会社プロシード

中部 愛知県 刈谷市 株式会社長坂 6180301014337 アジア人の体格に合う純国産人工股関節内のライナー製造技術を構築し医療機器市場へ参入 株式会社森田経営
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中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社名古屋商事 9180001031811 廃棄物処理支援でパチンコ台廃棄問題と健全な業界再興に貢献する 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 愛知郡東郷町 株式会社暁カンパニー 6180001067370 自動車部品の搬送パレット製造技術を活かし社会インフラ向けの大型鋼板加工へ進出 豊田信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社エイトプラス 5180301028065 地元企業働き方改革推進拠点！体感型リフォームショールーム建設 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 小牧市 シマダ機工有限会社 5180002069227 高精度５軸マシニングセンタ導入による半導体製造装置部品への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 シンコー株式会社 3180001019630 ハイブリッド断熱材販売の新規事業展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 矢島技研株式会社 5180001041491 オーダーメイド大型自動化設備製造への取り組みによる「新分野展開」事業 株式会社トマト銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 有限会社清康金属工業所 4180002000844 初期ロットで試作的量産が求められる水素燃料電池部品の製造事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社松原製作所 6180001028868 航空機事業で培った高度な板金技術を活用し新規受注へ向けた抜本的改革 岡崎信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社シンコー技研 8180301000921 大型溶接構造物の加工技術を活かし、シールドマシン用部品製造に進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社イトウ工業 5180001060517 コロナに負けるな！「抗ウィルス対策」事業で業績回復！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 あま市 旭コンテナ工業株式会社 7180001098233 プラダン加工技術で切り拓く医療＆ロボット用カーボン製品の開発 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 有限会社まんてん． 8180302012123 メヒカリフライ給食卸から、サステナブル「うずら卵フライ」卸事業への参入 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社アスト 8180001061776 食肉加工内製化による食肉端材の２次利用とＢｔｏＣ市場への進出 中日信用金庫

中部 愛知県 碧南市 株式会社東海地所 8180301015408 コスト発生要因を収益化させる、就労支援によるリユースビジネスの創出 碧海信用金庫

中部 愛知県 犬山市 株式会社フクトミ建設 4180002074509 地元回帰と地域貢献のための放課後等デイサービスを立ち上げる計画 岐阜信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 株式会社Ｋｅｎｎｅｒ 9180001085675 シム板の新材質対応及び量産体制構築によるＶ字回復策 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社エスリンク 1180001112940 社会福祉のプロ集団　就労継続支援Ａ型事業所が発足させる　障がい者グループホーム 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 フォレスト ＩｏＴ及び３Ｄ加工技術の導入によるＥＶ部品用金型への新規参入 東春信用金庫

中部 愛知県 一宮市 有限会社ＴＳＢ 7180002079653 遊休スペースを活かし、地域の健康を支える健康サロン事業へ進出 一宮商工会議所

中部 愛知県 名古屋市港区 有限会社ケーエフディー 4180002047794 自動車の試作開発期間の短縮に寄与する冷間鍛造サンプル製造事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ライフ・オン 5180001130773 アスリートを目指す小中学生向けのリアルとデジタルを融合したハイブリットスタディークラブ 永山　寛正

中部 愛知県 西尾市 海味の蔵　寿和 地域の小規模事業者と共に成長出来るコインランドリーの新規開業 西尾信用金庫

中部 愛知県 碧南市 大成工業株式会社 4180301015345 ミクロン加工技術の習得によるブレーキバルブ市場への新規参入事業 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 豊川市 株式会社筒井鉄工 6180301010063 鉄筋加工機による製品の製造販売 豊橋信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社有真テック 7180002078630 新たな医療機器部品で高精度・高品質のアルミ等一貫加工体制確立 尾西信用金庫

中部 愛知県 豊田市 株式会社鈴木室内装飾 5180301018495 ＡＩインテリアコーディネーターによるオーダーカーテンのＥＣ販売への業態転換 株式会社アイリンク

中部 愛知県 西尾市 株式会社吉良屋 4180301023001 地元三河湾の海水を用いた伝統的な塩「饗庭塩」の製造・販売事業 株式会社マックコンサルタンツ

中部 愛知県 知多市 株式会社ＩＲＩＥ 5180001124107 フィットネスに国家資格のエビデンスを導入して健康づくりに貢献 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｅａｓｅ 1180001135710 ドキドキする顧客体験を提供！古着専門アプリ「ＫＡＩＤＯＫＩ」の開発 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社服部エンジニアリング 9180301006802 ５軸マシニングセンタおよび恒温設備導入による半導体製造装置市場への進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社ジョイフル設備 5180001074244 家電販売・設備工事事業の実績を用いたグランピング事業への事業拡大 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社山根組 4180001127093 鳶工事から塗装工事へ参入、塗装から地域活性化に貢献 廣瀬　陽介

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社伊徳 8180001103421 冷凍半製品の製造による内食需要の取り込み・海外展開への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 大府市 合資会社西村製作所 3180003012939 デジタル・ＡＩ技術を活用した高精度ＳＵＳ曲げ技術の獲得による医療分野への参入 岡崎信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社ＨＯＮＪＩＮ 7180001085322 ＳＮＳ映えするイノベーティブフレンチで鉄板焼き店を事業承継 いちい信用金庫

中部 愛知県 尾張旭市 有限会社コクブン 5180002074078 ２４時間いつでも家庭で楽しめる！本格中華の無人販売 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社パナショップ 2180001074263 ＥＣによる中古家電リース・販売事業 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 知多郡東浦町 マルテツフーズ株式会社 9180001095971 ダイナミックプライシングを活用した惣菜の「無人販売」計画 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社アバンティ 6180001085257 対面接客が必要なオーダーカーテン販売について、非接触で販売できるシステムを構築する 株式会社十六銀行

中部 愛知県 知多郡美浜町 有限会社灯台 8180002085849 家族・親族限定！南知多の自然を感じるグランピング事業 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社オハヨーサン 9180001035028 湯浴み着用で大切な人と一緒に入浴できる「今までにない日帰り温泉施設」事業への挑戦 株式会社マックコンサルタンツ

中部 愛知県 知多郡南知多町 マル伊リテール株式会社 9180001144241 直売所から、体験できる飲食店への進出で、南知多のしらすを名産に！ 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 安城市 株式会社トラスト 3180301013168 アウトドアバケーションに最適なカフェとマリンレジャー事業の運営 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社Ｂｅ－Ｆｉｎｅ 1180001090625 オーガニック食材を使用したチョコレート菓子の製造と販売の展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 津島市 株式会社キング 2180001126023 トラックのレンタル・サブスクリプション事業を行うことによりハード面からみたジャストインタイムを実現する。 株式会社百五銀行

中部 愛知県 知多郡美浜町 有限会社美浜商会 6180002085900 貝の仕入・加工技術を活かした品ぞろえ値域一の貝やさん事業 知多信用金庫

中部 愛知県 蒲郡市 株式会社蒲郡オレンジパーク 2180301011627 フルーツ狩りを利用したイベントプロデュース事業「移動果樹園」 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ウィルハンズ 1180001066253 老若男女をターゲットとした温浴施設内の脱毛サロン事業 豊田信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社Ｊｕｇａｒ　ｅｓｔａｄｉｏ 1180301030124 運動施設を併設したスポーツ型、生活介護 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＷＥトレーディングジャパン 6180001107440 リサイクル事業への進出によりサステナブルな経営体制を構築する 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 愛西市 愛知リサイクル株式会社 3180001099268 廃プラスチックを原料としたリサイクル燃料であるフラフ燃料の製造・販売事業 近藤　智也

中部 愛知県 名古屋市中区 合資会社メガネの井上 6180003005956 天然酵母・地場食材を多用したベーグル工房事業 トリプルナイン株式会社

中部 愛知県 犬山市 犬山セントラルホテル株式会社 3180003011222 国宝犬山城を有する歴史ある町並みに泊まる一棟貸し宿泊施設の開発 株式会社十六銀行

中部 愛知県 愛知郡東郷町 石川農園 拘り栽培の無花果からジャム等加工品を製造＆ＥＣ販売で６次産業化 坪井　亮

中部 愛知県 名古屋市中村区 大藤パッキング株式会社 1180001031018 脱コロナに向けた電気自動車市場及び寝具市場への新分野展開 株式会社エベレストコンサルティング

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社カーマッチ 3180001134149 在留外国人向け生活情報ポータルサイト運営事業 近藤　智也

中部 愛知県 豊田市 株式会社ルサンバレー 4180301031887 先進安全システム搭載車のエーミング作業に対応した自動車整備業への新分野展開 公益財団法人中部科学技術センター

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社伊藤精密工具製作所 2180001018897 モノづくり企業による次世代型教育サービス付き学童事業 株式会社中京銀行
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中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社エーアンドブイ 2180001016174 急変するライブ・エンタメ業界での生き残りをかけた事業拡張戦略 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 丸東東海商事株式会社 9180301007230 ミツバチ商社から希少で高品質なハチミツ『単花蜜』の製造へ進出 豊橋商工会議所

中部 愛知県 長久手市 有限会社サンハロー 6180002063641 ペット専門ＳＰＡ＆ＬＡＵＮＤＲＹ業態の開発によるビジネス需要依存からの脱却 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ベルグ 6180001130525 ２４時間３６５日利用可能な完全個室型フィットネスジムの運営 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊田市 Ｋ＆Ｔ株式会社 8180301021686 美腸プランナーが作る「高級食パン専門店」へ新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社アセットトラスト 5180001109909 デジタルを活用した無人化インドアゴルフによる事業再構築 天池　教昌

中部 愛知県 津島市 服部　成昭 ＡＩがコーチングする最先端マシンを導入したフィットネスジム事業 津島商工会議所

中部 愛知県 稲沢市 株式会社フタバセイキ 3180001009276 高付加価値回転工具製品への新規進出による先端産業企業への総合提案力強化事業 いちい信用金庫

中部 愛知県 丹羽郡大口町 株式会社カマタ製作所 8180001081675 協働ロボットのキーデバイス「力覚センサ」部品加工での事業再構築 岐阜信用金庫

中部 愛知県 清須市 有限会社大一紙工 3180002040214 【ＳＤＧｓ】紙とプラスチックを融合させた環境対応製品の開発！ 株式会社十六銀行

中部 愛知県 小牧市 株式会社伸興業 7180001109485 最新設備と自社施工技術による住宅リフォーム市場への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 西尾市 株式会社サリューズ 2180301023754 イベント関連企業による、美容健康を提供する酵素風呂事業の開始 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 一宮市 有限会社メイプ 8180002079090 レントゲン検診車及び高度医療機器レンタル事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 岡崎市 株式会社永田屋 2180301001495 仏壇ショールーム併設型のコロナ需要対応小規模葬儀サービスの構築事業 税理士法人森田経営

中部 愛知県 日進市 株式会社浩輝 3180001128646 搬送機器の知見を活かし、安全・環境事故防止向け部材製造への展開 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社Ｋ＆Ｉ 2180001127186 セルフエステサロン運営による美容業界の労働環境改善事業 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市港区 キトー興産株式会社 1180001006291 新たな需要を確実に捉える耐火物の卸業から製造業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ＧＲＥＥＮ　ＥＡＲＴＨ 3180001062234 引退した繁殖猫のための「引退猫専門マッチング施設」の開業 株式会社プロシード

中部 愛知県 みよし市 株式会社大翔 6180001108678 野球専門スポーツ店の展開を通じた、活気ある地域交流への貢献事業 株式会社プロシード

中部 愛知県 名古屋市北区 有限会社アド・フューチャー 2180002045478 情報誌のデジタル化による業態転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 テクノネット株式会社 7180001080026 感染対策を徹底した個室型「チョイ楽」フィットネス事業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社国松 6180301009246 食から健康へ自社変革！自己分析スマートゴルフによる『幸せ１００歳　健康からだづくり』推進事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社Ｍ＆Ｃ 3180001111825 地産地消サステナブル素材の子供向け衣料・グッズ新規製造販売 ビューロ・ネットワーク税理士法人

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社白川殿 3180001012429 名古屋初！従来の葬儀とバーチャルを融合したハイブリッド葬儀を展開 中日信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 池田物産株式会社 9180301008476 名産キャベツと生乳を用いた加工食品開発による体に良い食品需要の獲得 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社エヌダブル 1180001103816 コロナで国内回帰が要望される国産ビルドＨ鋼製造業へ新分野展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市西区 愛中理化工業株式会社 2180001024581 事業再構築のための新規設備導入による新分野展開 菅野　守

中部 愛知県 知立市 渡辺工業株式会社 6180301014964 自動生産技術を活用したパイプの軽量化・高剛性の難加工技術ニーズへの対応 碧海信用金庫

中部 愛知県 高浜市 株式会社雅 4180302020427 葬儀業で培った強みを活かして、上質な空間と料理を提供する日本料理店に挑戦する 岡崎信用金庫

中部 愛知県 津島市 アイズ継手技工株式会社 2180001113467 コンクリート強度を高める機械式定着工法用の金物付鉄筋の製造 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 メディカルコンディション ガン患者さんの不安解消と社会復帰を支援してＱＯＬ向上を目指す 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社安藤紙器 8180001073656 自社の立地を活かした物流事業への進出による事業再構築 岡崎信用金庫

中部 愛知県 大府市 株式会社渡辺製作所 7180001092772 複雑・高精度曲げ加工技術のフレキシブル活用による、省スペース搬送装置部品分野への参入 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社グローバルステージ 8180001101029 世界の中高大学生を対象としたグローバルＳＴＥＡＭ教育デジタル教材『ＩｎｔｅｒＥｄ（インターエド）』 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中川区 平松事業所 動物ふれあい施設の立上げによる地域連携と民泊の付加価値向上 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 名古屋市東区 有限会社ケィティコーポレーション 8180002036562 地元学生の健康をお助け。出来立ておにぎりのテイクアウト専門店 株式会社百五銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社カオスシスコム 7140001083511 フードロス低減に繋がる食材マッチングシステムの構築 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社エコ・テクノロジー 3180001062580 高効率発電できるトラック用車載風力発電機の開発				 塩津　友輝

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ヨシワ製作所 2180001107353 情報発信型カフェの新設によるＤＩＹ市場での新規顧客開拓 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＡＳＨＬＥＹ＆ＢＲＯＳ 7080401019294 日本初となる「０円アパレルＯＥＭサービス」の提供による新分野展開 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 安城市 　ＡＢ断熱 バーチャル旅行で英国へ。心の休息地、ロンドンバス・カフェの運営 新酒　芳斗

中部 愛知県 津島市 有限会社津島冷凍機 6180002089694 冷凍ＬａｂｏとＥＣを組み合わせた冷凍機工事業の高付加価値化 株式会社フライングサポート

中部 愛知県 豊橋市 株式会社くればぁ 4180301008621 サステナブル経営実現へ！オンリーワン技術とアイデアの力で人や社会を応援する事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社イワタ 3180001007916 ＣＮＣ旋盤を駆使し、日本のものづくりに貢献する製造商社になる 税理士法人ファミリィ

中部 愛知県 名古屋市中川区 魚彦江松加工センター株式会社 8180001018958 目指せ！鮮魚加工モデル工場化とＥＣを活用したサステナブルチャレンジ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社ＭＫ８ 9180002041636 インドアゴルフ練習場事業に進出し、地域の余暇と健康促進に貢献！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ｅＫビジネスシステム 6180001116128 ＧＰＳ活用によるクラウド型自動運行ルート設定支援 あらた税理士法人

中部 愛知県 半田市 有限会社中京プラント製作所 6180002084290 パン教室で人気のパンを一般消費者に届ける「ベーカリーカフェ」の開業 碧海信用金庫

中部 愛知県 あま市 加藤製菓株式会社 6180001025097 自社ブランドの立ち上げによるＯＥＭ依存からの脱却 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社ヨシダ工業 2180001083990 マリンレジャー愛好家向け　日本初！プライベート桟橋付きグランピング施設 株式会社北陸銀行

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社誠和工業 6180001118058 連結溶接ロボットを導入した大規模鉄骨工事業進出による事業再構築計画 株式会社エモーサル

中部 愛知県 豊田市 有限会社コンディトライベーレン 1180302022021 焼菓子のＥＣ事業と就労継続支援Ｂ型事業所開設に伴う業態転換 浮島　達雄

中部 愛知県 一宮市 竹内建築 父娘協働！キャンプと暮らしをつなげる「キャンプ事業部」の開始 權田　成悟

中部 愛知県 豊川市 株式会社美河ハム 9180301012255 新たに直売所とテイクアウト販売を実施し、ＢｔｏＣへの販売を強化 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 興和実業株式会社 5180001078815 自動車部品の樹脂化に対応する金属加工業への進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 一宮市 アイジョブ株式会社 9180001104468 初級プログラミングから各種センサーなどを組み込むまでの実践的プログラミング教室の開校 尾西信用金庫

中部 愛知県 常滑市 株式会社ベアリッジ 2180001095805 業務用トランシーバー事業からペット関連事業への新展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 長屋印刷株式会社 9180001039210 紙印刷からの脱却、クラウドを利用したブライダル映像事業への進出 株式会社名古屋銀行
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中部 愛知県 名古屋市中川区 有限会社奥村鉄工 8180002017686 ２本柱での再構築！物流倉庫業への進出と最新設備導入での一貫加工体制の確立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社大心 9180001090634 コロナ禍のサウナブームに対応した個室サウナ事業での売上回復策 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 高浜市 有限会社宮崎鉄工所 4180302020633 主軸移動型自動旋盤導入による、高精度小径シャフト製造事業の展開 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中村区 リバイバルビジョン名古屋株式会社 9180001066345 動画制作、ライブ配信事業 高橋　英明

中部 愛知県 刈谷市 株式会社ＷＩＮＫＳ 2180301016337 超大型ガントリー型５軸ＭＣ導入によるカーボン加工でのドローン事業展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社松葉 3180001070823 業態転換による水道管等工事の新工法導入と売上拡大の達成 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊川市 株式会社ＳＨＡＮＴＩ・ＳＨＡＮＴＩ・ＣＯＦＦＥＥ　ＦＡＲＭ 7180301027445 地元一次生産者の農産物等を使用した食品ロス削減のための開発と加工と販売 豊川信用金庫

中部 愛知県 豊田市 株式会社ウエストヴィレッジ２４ 9180301027716 ブランドうなぎと幻の米で「まぼろしのうな丼」ＥＣサイトにて販売 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市北区 ボワットブランシュ 完全外食事業からデリバリーサービスを活用しての業態転換。 税理士法人　Ｂｒｉｃｋｓ＆ＵＫ

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社カフェヨシノ 6180001020742 アフターコロナに対応！ドライブスルー併設型新店舗の立ち上げ 株式会社百五銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社斎藤塗工店 4180301005684 バイオ潤滑油（植物性工業加工油）の製造 豊橋信用金庫

中部 愛知県 高浜市 総本家　備長扇屋　半田上浜店 居酒屋から焼肉店に事業転換し、さらにテイクアウト強化により差別化を図る。 株式会社会社業務研究所

中部 愛知県 知多郡美浜町 株式会社ウルトラスト 6180001134600 データとデジタル技術を活用したウルトラＤＸゴルフスタジオ運営 豊橋信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 ミタケ精機 自動車緊急脱出ハンマー及び電気自動車向け装飾パーツ 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊田市 株式会社ＮＩＣＯＲｉ 1180301025776 自社独自技術で開発した「目地シールド」で建設資材販売事業への進出 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 酒肴ヌー ポストコロナに向けた飲食店による地域活性化事業の挑戦 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 一宮市 梶浦博昭環境建築設計事務所 建築設計事務所を改装したフレキシブルオフィス事業の展開 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中村区 丸二久田商店 市場のお魚屋さんが始める総菜屋さんで商店街活性化の第一歩 株式会社みらい経営

中部 愛知県 名古屋市中区 タック販売株式会社 9180001121538 ＰＢブランドの多目的可動部屋の直売事業 辻中　修

中部 愛知県 名古屋市熱田区 ＤＡＩＳＵＩ株式会社 6180001054369 建設業で培った強みを活かしたキャンプ市場への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 合同会社Ｋ＆ＡＣ 3180003019488 コロナ禍で需要増加！青果物運送業から「カット野菜」加工業への業種転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社不動産コンシェルジュ名古屋 5180001117374 コロナに立ち向かう母子家庭のママとベビーを応援！ 税理士法人　浅野会計事務所

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社バトリョ 8180001104304 アーティスティックトータルビューティを提供するフォトスタジオの運営 吉野　康太

中部 愛知県 名古屋市中村区 行政書士法人エベレスト 9180005016593 「汎用型相談チャットボット開発」を軸とした「相続手続きＤＸ」事業 税理士法人エベレスト

中部 愛知県 尾張旭市 山田明子 ２４万人超のフォロワーへ向けた、オリジナルブランド販売事業の展開 株式会社プロシード

中部 愛知県 一宮市 株式会社明豊工業 2180001146665 管工事のための溶接技術不要な資材を製造販売する事業への新展開 檜垣　昌幸

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社中部住器 7180002047890 ＥＶ市場の拡大を捉える日本初電気自動車向け充電ガレージへの挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 愛知郡東郷町 株式会社天池設計 1180001067581 製造工程の標準化・自動化需要拡大を見据えた汎用機製造への転換 サポート行政書士法人

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社三和産業 6180001012285 製造業の売上減少を革新的な卓上レモンサワー焼肉店で補う雇用継続策 株式会社十六銀行

中部 愛知県 大府市 株式会社ｅ－ｓｍｉｌｅ 8180002086871 コロナで深刻化する８０５０問題を解消！障がい者向けグループホーム事業 愛知商工連盟協同組合

中部 愛知県 豊橋市 有限会社Ｎ教育 8180302012049 ＩＣＴを活用した「プログラミング×アクティブラーニング」事業の展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社月昇天 3180001080459 葬祭業のノウハウを活かしたペット霊園運営による事業再構築 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 西尾市 株式会社タナカエンジニアリング 8180301023311 高度加工技術を活かした量産工作機械のデバッグ事業への新規参入 税理士法人森田経営

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社石昆 6180001016055 自社製品を料理としても提供するアンテナショップ併設飲食店業態の開発 合同会社繁盛マネジメント舎

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社アコラ 2180001111033 飲食店から「仕込み済み食材」販売事業へ、コロナ禍での飲食店応援への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 協同モータース株式会社 1180001025250 タクシー車両特化型先進安全自動車整備事業への業態転換型集中戦略
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 名古屋市瑞穂区 株式会社瑞穂サービス 5180001063230 ゼロエミッションを目指す提案型リサイクル施設の開設 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 マルタ食品株式会社 9180001027207 ３代目婿の創造と変革　オーガニック菓子で心に火を灯す 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社マエナミパッケージ 7180001114907 プラスチック加工から資源循環型の取組み提供による事業転換 株式会社十六銀行

中部 愛知県 東海市 ヨガレインボウ 美と健康をテーマとした複合型健康施設開設による地域の健康増進 常滑商工会議所

中部 愛知県 豊田市 株式会社テンソー 5180301018727 インキュベーションフードコート業態の開発による、飲食店開業支援事業への参入 豊田信用金庫

中部 愛知県 蒲郡市 高橋織布 下請けからの脱却！人材・技術・設備のリソースを全て最適化する小規模繊維業者の大転換 坪井　亮

中部 愛知県 一宮市 株式会社國光 9180001084479 コロナ後の食需要に応える新業態「デリカフェ型セントラルキッチン」 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社アンドロディック 2180001119200 既存事業と地域福祉への波及効果を狙った美容医療・福祉美容への参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社北斗 2180001083685 エクステリア事業ＢｔｏＣ展開のためのグランピング体験型展示場及びカフェ運営 税理士法人大樹

中部 愛知県 知多郡武豊町 株式会社タニシ 5180002084275 バレル研磨の受託加工事業に進出し、表面処理加工の総合企業を目指す 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 ムアー食品株式会社 5180001013697 業務用スパイス製造業者が、新たに一般消費者向け家庭用瓶詰のスパイスシーズニング製品を開発し、ＢｔｏＣ事業に進出する。 中垣　堅吾

中部 愛知県 名古屋市北区 有限会社生きがい計画 7180002059457 福祉施設運営管理事業から児童発達支援支援事業の運営 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社アステップ 8180301009161 身体の健康から美容へ！アンチエイジング美容鍼の導入 税理士法人ＴＡＣＴ高井法博会計事務所

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社藁屋 1180001131081 農業用ドローンによる魅力ある新しい米作りで地域活性化 株式会社マックコンサルタンツ

中部 愛知県 稲沢市 株式会社オーテクニック 2180001100762 建設現場の困り事を解決！フラットパネル事業と資材マッチングシステムの構築 税理士法人大樹

中部 愛知県 春日井市 株式会社八木 3180001075104 革新的「木製タイル」の新商品開発により、コロナ危機を乗り越える新分野展開計画。 株式会社十六銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社協合産業 1180301020521 国内で唯一の採算ベース農業用ＰＥリサイクル事業の確立 平家　勉

中部 愛知県 岡崎市 株式会社八百七商店 5180301002020 ＢｔｏＢ事業に頼った売上構造を是正、ＢｔｏＣ事業の開始による食材ロスの最小化に挑戦 株式会社シャイン総研

中部 愛知県 豊川市 株式会社ＣＡＬＭＯ 1180301032574 「理美容室×脱毛」で新たな地域の雇用と需要を生み出すトータルビューティーサロンへ 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社Ｆ’ｓビューティー 7180001122876 養老の天然水を使用したオーガニック化粧品の製造とＥＣ販売への参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 マツバ産業株式会社 8180001083787 不動産事業への参入と地元密着で建築までのワンストップサービスの構築 一宮商工会議所
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中部 愛知県 名古屋市中区 誠信ＧＬＯＣＡＬ株式会社 2020001124389 次世代型の建築用高強度鋼管杭に対応する継手事業への挑戦 株式会社マックコンサルタンツ

中部 愛知県 江南市 かえる鍼灸整骨院 整体とフィットネスの同時提供でコロナ禍の健康管理に貢献 吉元秀樹

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社伊藤商店 3180002003633 「ブッタカフェへの挑戦！仏像に囲まれる斬新な癒し空間の提供」 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社オジェッティ 2180001034993 商品ラインナップと倉庫を活かした３Dゴルフ場への進出 あらた税理士法人

中部 愛知県 春日井市 株式会社オガッシダイニング 1180001104450 飲食店運営事業に加え、物販（パン・弁当の持ち帰り）およびレトルト食品製造業への挑戦 東濃信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社Ｑｕｉｎｃｉ 6180301016812 焼き立てパンの早朝デリバリーを基軸とした飲食ＥＣ物流の構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ＭＲＳ 9180001073003 ５５歳以上専用リハビリみどりプレミアムフィットネス事業計画 元雄　幸人

中部 愛知県 碧南市 味匠ちどり 飲食店から着地型旅行としての農業体験型ＢＢＱ事業への転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 シンデレラビューティー 子育て世代の女性の美を応援するセルフ脱毛事業への新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社ザットインターナショナル 7180002004272 リアル＋オンラインのハイブリッド型イベントへの新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社建築計画工房 4180002027581 地方に存在する魅力ある古民家を再生・活用したシェア別荘・セカンドハウスの賃貸借・管理事業 加藤一男

中部 愛知県 知多郡美浜町 有限会社紀の国屋 2180002085788 水素酸素吸入療法を主軸とした地域の高齢者向けエステサロン運営 米津　晋次

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社ｅ－ＬＩＦｅ 6180001133115 空き家問題・施設不足を解消する、障害者支援事業への業種転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社スワング 2200001023143 “ＳＡＵＮＡＧＯＹＡ”で新たなサウナ文化を創造し、地方の創生を実現する事業 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 安城市 カフェ・ピクアント 移動セントラルキッチンとミールキッド製造の無店舗販売への転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 有限会社宝石のエンジェル 7180002060027 特許取得の機構を製品化したネックレス留め具の製造販売 豊田信用金庫

中部 愛知県 清須市 有限会社竹澤鉄工所 8180002041372 下請け部品加工からブロー成形品専用加工機メーカーへの新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｔ＆Ｔホールディングス 9180301028986 クリーン社会の実現！障害者が活躍するリサイクル・清掃事業への挑戦 西尾信用金庫

中部 愛知県 安城市 フレックスファーム近藤 地元農家の廃棄農作物を活用した農家カフェと冷凍スイーツＥＣ販売 碧海信用金庫

中部 愛知県 常滑市 季処もりわき 障がい者に寄り添うカフェ事業で福祉の街のニッチトップを目指す 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市昭和区 美ツ冨士自動車工業株式会社 2180001009459 脱「脱炭素」危機！　好立地の整備工場を生かしたトータルキャンピングカー事業 太陽グラントソントン税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社エックスホールディングス 2180001125875 ライブハウスによるオンライン動画配信ライブを用いたハイブリッドイベント事業 伊藤　圭太

中部 愛知県 岡崎市 酒食百景松 水のいらない冷凍ラーメン製造での販路拡大による居酒屋からの転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社マックビーヒル就労支援機構 7180001103389 介護・障害・看護のノウハウを用い、日中サービス支援型共同生活援助事業を創設 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 東海市 ナゴヤスチール株式会社 1180001096218 非鉄金属やメッキ処理素材等の加工領域拡大による高付加価値事業への転換 シェアビジョン株式会社

中部 愛知県 稲沢市 株式会社アイミ 5180001055368 高齢者グループホームのノウハウを活かした障害者グループホームへの展開 日本経営ウィル税理士法人

中部 愛知県 名古屋市港区 アルファメタル株式会社 1180001059950 新たなアルミドロスリサイクル品の開発による新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社浚洗工業 2180001002174 ２４時間３６５日医療対応可能な高齢者施設の開設 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 碧南市 有限会社鍋田製作所 3180302020155 旋盤加工機とマシニングセンタ導入による新製品製造ラインの構築 小倉　裕樹

中部 愛知県 愛知郡東郷町 住工房株式会社 7180001067411 住宅リフォーム業による古民家ベーカリー＆カフェの新規開業 ＴＯＭＡ税理士法人

中部 愛知県 海部郡飛島村 海南精密株式会社 5180001097336 プラスチック成形品における自動車から日用品・物流分野への新事業展開 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 北名古屋市 サンフレッシュ株式会社 6180001045855 ペットフードの味付けから梱包までの一貫工程の開発 株式会社十六銀行

中部 愛知県 額田郡幸田町 小嶋工業株式会社 5180301002318 抄造工法により独自開発したリサイクルカーボン新素材を用いた軽量・防爆工具市場への新事業展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 合同会社チェンバロ 4100003004273 高級食事系パン・チーズ・ワインの小売事業への業種転換 税理士法人葵パートナーズ

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社石渡 4180001016081 容器・包装事業で培った売れる見せ方の技術を活かしたパン・スイーツ製造販売事業への進出 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 ＣＴＳ株式会社 8180001126397 鋼材加工業による次世代自動車向け自動搬送装置部品の設計製造販売 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 有限会社天津楼 8180002016390 「町中華を買い物難民へ」冷凍餃子製造事業 廣瀬　陽介

中部 愛知県 東海市 株式会社共和製作所 8180001094256 量産金属加工事業から少量・特注・高付加価値カーボン加工事業への転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 西尾市 兼子合金株式会社 4180301022977 高品質かつ大型アルミ鋳物の製造技術を活かした橋梁分野、半導体分野への新事業展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 一宮市 トータルエステサロン　ルシル 学校に行かなくてもエネルギーチャージ！「英語にふれるカフェ」事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ユーライフ不動産 7180001132272 利用者の交流を促進しイノベーションを創出するコワーキングスペース 田村　隼人

中部 愛知県 岡崎市 株式会社リアル 2180301026377 電気自動車市場の拡大に向けた新規設備を用いた検査事業の展開 糸川　純平

中部 愛知県 名古屋市北区 ＡＺロジ株式会社 5200001031977 運送業から倉庫業へ進出し、一貫物流サービスが提供できる企業へ展開 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 大西接骨院 事業の非接触化推進と地域の健康・交流を支える通所型運動事業の展開 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 豊明市 株式会社テスコ 7180001052891 ＢｔｏＣへの挑戦！荷物・タイヤ預かり事業への進出 株式会社エモーサル

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 有限会社光洋企業 6180002075117 運送会社から物流会社への移行を見据えた倉庫業の進出 税理士法人山田アンドパートナーズ

中部 愛知県 海部郡蟹江町 株式会社バース 1180001096861 コロナ禍に適応しつつ、競合先との差別化要素を有するフィットネスジム運営 株式会社北陸銀行

中部 愛知県 犬山市 有限会社パールアクティブコーポレーション 6180002074465 「ラーメン×水炊き×焼肉」の提供による新ご当地食文化の発信事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 蒲郡市 シィアンドジェイ 車両の整備業から環境にやさしい水性塗料の中古車販売への進出 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｓｅｒｇｅ源’ｓ 3180001057630 外食事業者による精肉加工食品販売事業への新分野展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

中部 愛知県 岡崎市 株式会社石原精密 3180301000141 高性能測定器等の導入によるリバースエンジニアリング事業進出 株式会社エー・シー・エム

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ｙｕｚｕ 6180001059467 飲酒中心の居酒屋業態から食事を中心とした店舗への業態転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社イタダキテン 3180001123969 テイクアウト餃子専門店の販売開拓事業 中津川商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社まつりグループ 4180001062720 本格レッスンから運動不足解消、食を通じたトータル健康支援を行うインドアゴルフスクール事業 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 豊明市 株式会社ひさすえ 2180001133309 技術力と提案力を活かして航空部品市場から半導体部品市場へ転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社スリーフィールズ 6180001141919 ＩＴ業界の内容に特化した出所者、学生、社会人向けのオンライン教育事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 西尾市 一色建築 大工の伝統工法と建築端材を活かした「体験型ＤＩＹ教室＋ＢＢＱ」 岡崎信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 ジャパン・イースタン・トレード株式会社 1180001085088 世界の女性に末永く愛される！日本発化粧品ＥＣブランドの構築 税理士法人大樹
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中部 愛知県 名古屋市港区 片野プラスチック工業株式会社 3180001006240 医療関係のプラスチック部品を製作できる体制づくり 岡崎信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社アイラス 1180302026749 地域で初めてとなる完全非接触型シミュレーションゴルフ練習スペースの新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ハラキン 7180001046844 コメ離れ問題を解消し地域活性化に寄与する新製品開発 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ＡＤＰ 9180001046454 新栄のメディアビルがランドマークに！デジタルサイネージ市場に本格参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 清須市 株式会社柴山鉄工所 1180001057384 エレベータ等の単品部品加工から医療ベット製品一貫生産体制への新分野展開 水野　正勝

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社中部テクノ 1180001049092 ＳＤＧｓに対応する環境商材の実証実験・販路開拓事業への転換 アイアンドアイ株式会社

中部 愛知県 東海市 旬彩料理　懐仙 非店舗内事業の再構築による少人数・家庭内喫食等の多様化への適応 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社財務支援センター 3180001089681 発注から決済まで究極の省人化を可能とするＩＯＴ自販機サブウエイマルシェの開発 税理士法人Ｈ＆Ｐ

中部 愛知県 新城市 共伸木材工業株式会社 3180301024124 癒しの環境の中にある宿泊施設を伴うレストランの建設と運営事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 有限会社山内製作所 1180002024961 樹脂加工と金属加工の二輪で競争力アップ‼金属加工導入による精密測定具製造 税理士法人　浅野会計事務所

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社大甚 5180001078897 アンテナショップとＥＣ技術の相乗効果を狙う木製インテリア販売 加藤一男

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社Ｕｌｉｖｅｔｏ 2180001103641 顧客ニーズを捉えた焼肉および精肉店の運営とグランピング事業による新分野への挑戦 株式会社百五銀行

中部 愛知県 犬山市 イトウ鉄筋株式会社 6180001080712 鋼材商社や鋼材メーカーからの高強度剪断補強筋の加工を請負う 税理士法人ティータック

中部 愛知県 西尾市 株式会社ＩＧＡＲＩ 3180001119323 既存事業の技術・ノウハウを活かした外国人労働者向け溶接訓練所 税理士法人森田経営

中部 愛知県 西尾市 牧野法務事務所 商工会と連携した地域零細企業の労働力創出のための技能実習生に対する宿泊施設併設型研修の開発事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 豊橋市 三元紙業株式会社 6180301007308 ＣＡＤ設計・デザイン力・提案力を生かし、オリジナル最終製品（キャンプグッツ・子供用家具）製作への挑戦！ 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊明市 株式会社和田工業 2180002064395 世界最速のパイプ切断技術とレーザーカットの融合による新分野展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 知多郡美浜町 有限会社カネヨシ製菓 4180002085786 「えびせんべい」を地域ブランド化しＢｔｏＣを新たな経営の柱とする 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ネイブレイン 2180301001702 介護サービス包括型障がい者ＧＨ・就労支援施設Ｂ型運営への参入 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ファズム 3180001055353 業界初、発達障がいの幼児達に、未来を広げるＩＴの基礎能力を付けさせる療育、「児童発達支援事業」の展開 加藤一男

中部 愛知県 豊橋市 有限会社アヴァンセ 1180302012237 空調設備設計・管理システムのプロが創る、低感染リスク・徹底管理システム施設による託児事業への進出 豊川信用金庫

中部 愛知県 尾張旭市 旭ホームズ株式会社 3180001079435 ５つの新事業が支え合う動画配信スタジオ付きキャンピング施設 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 中島紙工株式会社 1180001039151 新たな需要を確実に捉える日本初の抗ウイルス診察券事業への進出 株式会社投資育成総合研究所

中部 愛知県 名古屋市東区 有限会社パスト・プレゼント・フューチャー 2180002043911 世界のサムライファンに向けたオンラインコンテンツ配信＆ツアー事業 能登　隆達

中部 愛知県 蒲郡市 カネニ木材株式会社 3180301010891 コロナ禍の販路縮小で空いた自社倉庫での「バウムクーヘン販売」事業 株式会社ＲＡＤ

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社ＺＥＲＯＧＡＴＥ 9180001105499 既存事業と高シナジーなバク転スクールＦＣを活用した新規顧客開拓 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社日研化学研究所 9180001039581 顧客ニーズに応える製品開発を行う印刷資材製造会社による、化粧品ＯＥＭ事業への展開 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 ナゴヤホカンファシリティーズ株式会社 6180001013036 ＩｏＴ／ＡＩを活用した「非接触型見守りシステム」の開発・提供体制の構築 株式会社静岡銀行

中部 愛知県 一宮市 富士工機株式会社 2180001084386 既存事業の強みを活かした固体電解質を製造するプラント構築事業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 あま市 株式会社トゥール・モンド 3180001098690 国内初！微弱電流導引システムを活用した機器によるレンタル事業への再構築 山本典之

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ベスト・モア 9180001090650 健康志向ニーズに応えるミクストラン業態促進事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 ムラスタイル株式会社 1180301028060 ペットと共存できる防災ＤＸ対応リフォームとペットサロンの展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 知多郡東浦町 株式会社Ｓｗｅｌｌ 7180001140688 クラウド葬儀参列サービス／葬儀社向けパッケージシステム 税理士法人ヴェンティ

中部 愛知県 豊橋市 有限会社電成 4180302008595 ＤＸによる銘板製作自動化システムで、２４時間対応「翌日即納サービス」への転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社ニイノミカーゴサービス 4180302027133 地域事業者の生産性向上につながる物流関連業務の一括受託事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 慶華楼本店 中華料理店の本格派「冷凍餃子」と「秘伝のタレ」の製造卸による業種転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社星野商店 4180001040577 テント生地等の卸売業から、カット機・溶着機を導入し製造分野をへ本格参入！ 株式会社イストワール

中部 愛知県 春日井市 株式会社富窪精機 2180001074602 試作金型事業でのノウハウを活用し量産金型・部品事業へ 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ＬＯＫホールディングス 5180001072058 コロナで定着した中食需要を地域の飲食店とともに取り組むキッチンカー事業 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社アンレーベル 2180001130727 地域の美容師に対する酸性縮毛矯正技術の教育採ビス事業の展開 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 豊橋市 高林建工株式会社 3180301006147 移住希望サーファーからの暮らしの相談をオンラインＶＲで実現！土地や住宅の提供で夢を叶える 豊橋信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 愛知高圧株式会社 6180301030169 粉体塗装への業態転換による一般家庭向けＬＰガス販売強化事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＳＯＬＯ． 5180001124651 フィットネスジムを併設したウェルネス・トータルビューティーサロン事業 東濃信用金庫

中部 愛知県 あま市 株式会社大永総業 8180001099164 解体工事から基礎工事まで一貫して行うことで空き家活用でのコスト削減・短納期の実現事業！ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 大同至高株式会社 9180001017224 発泡ＰＬＡシート素材を使用した食品用耐熱トレーの開発によりカーボンニュートラル且つコンポスタブルに貢献する 税理士法人山田アンドパートナーズ

中部 愛知県 津島市 株式会社カンダ住建 9180001098537 木工の技術を活用した人工大理石（コーリアン）加工の新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社前田技研 3180301001940 大型３Ｄプリンターを活用しモータースポーツ向け内外装試作品製作事業への展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 三幸電機株式会社 2180001021876 電子制御事業によるノウハウを活用した新事業～ＩｏＴとバッテリーとゼロカーボンへの取り組み～ 株式会社名南経営コンサルティング

中部 愛知県 清須市 株式会社三和サービス 2010001187825 自社の審査に基づく車両販売及び　ＧＰＳ　を活用した自社リースによる車両販売事業 株式会社プロシード

中部 愛知県 豊川市 株式会社小松屋 5180301009858 呉服販売での強みを生かし他にないエイジングケアサロンの新設 豊川信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ラシェ景観設計 7180301028212 脱炭素化社会における既存建築資材の再生、活用したリノベーション事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 豊川市 トリイ建築 高齢者の老後の不安をなんでも解決できるワンストップサービス 豊川信用金庫

中部 愛知県 津島市 有限会社ヴァリアス 5180002089142 電気自動車・先進安全自動車対応のワンデー修理サービスへの新規展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 碧南市 株式会社碧海スタッフ 3180301031764 運送会社とフリーランスドライバーを繋ぐプラットフォーム「ドラシェア」の開発 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 玉野化成株式会社 3180001014862 ＥＶ系プラスチック部品への新規参入とプラスチックリサイクル 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社Ｒ－ｆｏｏｄ 3180001106651 既存事業で培った強みを活かした１拠点集約型の「乳製品製造小売業」「アイスクリーム製造小売業」への新分野展開。 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 みゃーブリュー株式会社 2180001145766 地元果実のクラフトビールを店内醸造できる新業態への挑戦！ 川島　康史

中部 愛知県 春日井市 株式会社ハルキン 8180001074794 手ぶらで楽しめる全天候対応のＢＢＱ事業創業計画 株式会社大垣共立銀行
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中部 愛知県 名古屋市東区 有限会社服部ビル企画 5180002017474 クッキングスクール事業の新規立上げによる新分野展開への挑戦と新たな売上の確保 後藤　太一

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社竜製作所 3180001014854 脱炭素社会に貢献する冷媒を一切使用しないスポットクーラー事業の展開 税理士法人山田アンドパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ゲート 2180001108483 全国初！ＶＲ空間×アナウンサー　ＶＲライブコマースを使った新分野展開 小笠原　一郎

中部 愛知県 一宮市 有限会社オオヤギ製作所 8180002075973 オリジナル商品開発に向けた取り組み 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ブルームダイニングサービス 4010001192492 居酒屋から新分野であるファミリー向けレストラン業態への展開計画 株式会社みずほ銀行

中部 愛知県 北名古屋市 有限会社コマツヤ 2180002051773 老舗喫茶店の思い切った挑戦！魅せるオーブンで作る焼き立てスイーツ専門店 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中川区 合同会社クレッシェ 8180003018072 福祉事業者が挑む「希少！国産セミドライフルーツ」の販路多様化とデジタル弱者層への認知度獲得 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＹＲ．ｐｒｏ 1180001131536 医療・福祉との繋がりを活かした障害者福祉施設運営への事業転換 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社ニューフィールド 2180002050189 愛知県知多エリアの地域資源を活用したグランピング事業 株式会社三井住友銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社イーエム 2180001007842 レーザー加工機導入で製造業への挑戦　鉄からアルミへ新事業展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社アイライク 4180301032984 飲食事業での調理ノウハウ×有機野菜を生かした真空保存ドレッシングの製造販売による新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 山崎石油株式会社 6180301002060 地域密着型ＳＳによる、高齢化社会への貢献を目指した福祉車両専門サービス事業への挑戦 林　和夫

中部 愛知県 津島市 昭和機械株式会社 7180001096451 ロボットを駆使した生産ラインシステム業務（システムインテグレータ）への進出 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 ＲＥＰＲＯＺホールディングス株式会社 4180001064386 非接触型ドライブスルーと店舗を活用したＢｔｏＣ進出に関する事業計画書 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 常滑市 サンレー交通株式会社 5180001095439 大型金型の保管管理に特化した倉庫業参入による事業再構築計画 常滑商工会議所

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社ミズホ 4180001001257 高精度・多段式冷間鍛造機導入による次世代自動車安全技術・ＥＶ対応部品の高速生産体制の構築 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 尾張旭市 寺西商事株式会社 3180001119769 汚染処理水からを取り除くを取り除く土材の事業化と生木処分事業の実現 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市千種区 旭ゴム化工株式会社 3180001003304 医療向け液状シリコーン部品事業参入のための金型～成型一貫生産体制の構築 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 西尾市 株式会社ＩＭ 9180301024606 モノを作らないモノ作りへの挑戦“トライアルラボ”運用サービス 西尾信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 ＨａＳｋｙｎ＆Ｃｏ．株式会社 9180301024473 送迎付き、看護師常駐のシニア専用のフィットネス事業 岡崎商工会議所

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社コメダ 4010401102571 テイクアウト型大判焼業態の開発出店 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 一宮市 合同会社イレブン 2180003020042 日本古来の発酵技術を使った健康増進効果の高い酵素浴事業の展開 森藤　啓治郎

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社タスクールＰｌｕｓ 5180001115849 デジタルでつながる人・企業・社会。地域密着の会社買取センター×ＤＸデジタルサイネージ構築 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社アセットジャパン 2180001113384 非対面で活用可能な「健康経営／労務管理ツール」の開発及び提供 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 常滑市 株式会社ブルーチップファーム 6180001104966 自社栽培の農作物を活かしたフルーツパイ店での六次産業化の新たな展開 グラーティア税理士法人

中部 愛知県 日進市 株式会社ｅａｓｅ 4180001072083 エッセンシャルオイル製造ラインを構築し障害者自立支援事業 西田　和倫

中部 三重県 四日市 ＣＡＳ株式会社 6190001021599 焼肉店への転換＆冷凍松阪牛ハツによるＥＣ市場への展開でＶ字回復を図る ＡｒｒｏｗＳ株式会社

中部 三重県 四日市 有限会社内山製陶所 5190002019370 耐熱陶器食器の高付加価値加工による新たな事業領域の確立 四日市商工会議所

中部 三重県 伊勢市 合同会社パークヒルズ 5190003001872 介護施設サービスのオンライン化による新サービスの展開 伊勢商工会議所

中部 三重県 四日市 エースタイル株式会社 4190001016213 地元食材を使用した食品等の企画・加工のインターネット販売事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社リバー・ダイニング 3190001027120 モータースポーツの聖地“鈴鹿”初のレーシングシミュレーターカフェ出店 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 津市 令和金属工業株式会社 3190001026519 鉛蓄電池リサイクルと鉛地金精錬の新規事業のためのプラント設置 柳瀬　滋

中部 三重県 松阪市 へアーズマザー 理容専門から美容・脱毛・介護脱毛サービスへの思い切った新分野展開 原田　貴大

中部 三重県 四日市 有限会社オフィスゆめ 9190002023146 駅前ホテル内美容室に、美と健康を追求した脱毛・ヘッドスパ事業新設 桑名三重信用金庫

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社ヒロモリ 8190001005311 ４０周年を迎える節句人形店が新たに提供する和風かき氷 ミライズ税理士法人

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社クリフ 8190001004949 ゴルフクラブをコーディネート出来るゴルフクラブカスタマイズ店事業 近藤　智也

中部 三重県 伊勢市 プルミエ 女性従業員の継続的な就業を支えるための脱毛サロン事業の展開 岩佐　修二

中部 三重県 松阪市 有限会社タケガワ塗装 2190002015959 塗装業（本業）×動物園（地域貢献）からペットホテル（動物愛護）進出 松阪商工会議所

中部 三重県 名張市 パラドックス 幼児の食育と母親のリフレッシュを兼ね備えたキッズルームの運営 名張商工会議所

中部 三重県 津市 株式会社２３ 8190001022703 もつ鍋店を「ＳＯＬＯメシ」が食べられるスぺインバルに改装 水上　恵理

中部 三重県 津市 株式会社東万 5190001000736 エクステリア資材を自社生産、生産から施工まで一気通貫で行う新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 名張市 株式会社森脇商店 4190001009530 創業者の思いをもう一度、精肉店が提供する伊賀牛弁当 株式会社シザコンサルティング

中部 三重県 伊勢市 ＶｉＶｉ－ＰＬＡＮＥＴ株式会社 2190001027807 顔と頭皮のセットケアに対象を絞ったヒト幹細胞の専門店への新分野展開 三重県商工会連合会

中部 三重県 四日市 株式会社まる 4190001021766 障害者就労サービス事業を持続事業所への変革 イシズム株式会社

中部 三重県 鈴鹿市 有限会社ウィリーキッズ 5190002008092 ライダーが安心して集えるカフェ開設による新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 鈴鹿市 ホンダオートヒライ株式会社 5190001005355 コロナ禍におけるペット養殖販売事業への挑戦と地域への貢献 税理士法人決断サポート

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社カーフレンドタナカ 9190001005797 次世代自動車対応の自動車整備工場への転換 税理士法人決断サポート

中部 三重県 四日市 鈴木造船株式会社 2190001015233 造船設計とブロック製造のワンストップ受注サービスの新展開 税理士法人ＡＣＴ

中部 三重県 四日市 株式会社ＮＩＫＵＲＵ 5190001025519 肉の職人による！キッチントレーラーで地元食材を使ったヘルシーハンバーガーの販売 税理士法人決断サポート

中部 三重県 津市 株式会社三重新成コンサルタント 8190001002184 災害対策など地域社会へのインフラ事業を早期回復できる、ＩＣＴ化体制を再構築する 株式会社百五銀行

中部 三重県 桑名郡木曽岬町 株式会社ウエダ食品 3190001012139 飲食店向け食肉卸売業から自社テイクアウト専門店開設と加工場の整備 三重県商工会連合会

中部 三重県 四日市 株式会社Ｒｅｐａｉｒ　ＯＮＥ 2190001024795 空き家再生販売事業と中古住宅リノベーション事業への進出 税理士法人決断サポート

中部 三重県 鈴鹿市 ヨガスタジオＭＵＫＴＡ 免疫強化と強いカラダづくり！ヨガスタジオ・パーソナルジムと連携した接骨院の開業 川村　竜也

中部 三重県 四日市 株式会社山新 3190001016635 ハマグリ卸売事業１０８年の経験を基に、新たに惣菜開発事業への展開 岡本　泰樹

中部 三重県 多気郡大台町 Ｅ２リバイブ株式会社 4190001011627 ユネスコ・エコパークで多様なユーザーへ宿泊場所と滞在コンテンツを提供するゲストハウス事業 桑名三重信用金庫

中部 三重県 松阪市 有限会社山下化工 7190002014634 プラスチック製の小型側溝生産から治水向け水路生産に進出し水害対策に貢献 株式会社ゼロプラス

中部 三重県 伊勢市 ニュージャパンマリン株式会社 6190001006880 小型船舶製造業からの新分野展開・風力発電部品の製造着手と市場進出 株式会社三十三銀行

中部 三重県 四日市 コスモフーズ株式会社 6190001017597 紙容器無菌充填システム導入による飲料製造ラインの新設 株式会社三十三銀行
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中部 三重県 松阪市 有限会社村幸 1190002014565 茶袋屋が地元密着で始める環境に優しいお茶のティーバッグ加工業務 松阪商工会議所

中部 三重県 四日市 有限会社ユニオン 4190002023456 【四日市初】『中古車』カーリース事業で地域のカーライフをサポート 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 津市 ダイソウ工業株式会社 1190001001432 ファイバーレーザ導入による事業再構築・新事業への新たなる挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 伊勢市 株式会社ホーペック 3190001007626 新たな設備と新工法導入による高度管理医療機器部品の量産化計画 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社佛庄総本店 7190001005329 三重県初！古民家リノベーションによる造り付け仏壇の提案及び伊勢街道の空き家店舗化活用事業 鈴鹿商工会議所

中部 三重県 いなべ市 株式会社トミナガ 3190002017896 強化段ボール等で作る軽量、手軽、リサイクル可能なアイデア商品の製作 税理士法人杉浦経営会計事務所

中部 三重県 桑名市 有限会社ヨシキ産業 8190002017470 子供用布帛帽子の製造技術を活かし、高機能ニット製品市場へ参入 クレアスト株式会社

中部 三重県 伊勢市 株式会社ウェザイン 5190001020461 サテライトオフィス群の創設による地方版シリコンバレー事業 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

中部 三重県 桑名市 ナンショー株式会社 9190001013750 ｗｉｔｈコロナ　観光資源豊富な地域での個で楽しむ宿泊施設 株式会社エモーサル

中部 三重県 亀山市 喫茶はぁと 地域唯一のドッグラン併設喫茶店・コミュニティスペース開設事業 株式会社エクステンド

中部 三重県 鈴鹿市 有限会社ＯＦＦＩＣＥ　ＺＰＩ 2190002007865 魚釣りリール用カスタムパーツの企画開発製造販売 税理士法人アーク＆パートナーズ

中部 三重県 桑名市 有限会社松尾溶接 8190002017454 厚板に対応する新たな加工方法によるコロナの影響からのＶ字回復計画 シェアビジョン株式会社

中部 三重県 桑名市 有限会社ＨＩＲＡＮＯ　ＭＥＴＡＬ　ＷＯＲＫＳ 3190002017558 半導体製造装置向け「長尺物部品加工事業」による新たな顧客開拓（新分野展開） 小倉　裕樹

中部 三重県 四日市 クラタヤ株式会社 1190001018765 エーミング＆ＢＰトレーニングセンター新設による新規事業の構築 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊勢市 虎屋ういろ株式会社 3190001006826 ９８年間守ってきた既存製法とは異なる革新的製造方法で新商品を新市場へ 原田　貴大

中部 三重県 四日市 恵興業株式会社 6190003002060 バーリング加工技術の導入による高付加価値配管製品の提供 株式会社三十三銀行

中部 三重県 四日市 株式会社伊藤鉄工所 5190001014323 ＥＶ、医療機器産業への新規参入による事業の多角化 浮島　達雄

中部 三重県 桑名市 株式会社素材舎 8190001021589 地産地消、“桑名もち小麦”で三重県＆桑名を元気にする！ 桑名三重信用金庫

中部 三重県 鳥羽市 有限会社城山石油 7190002010518 環境配慮型セルフガソリンスタンド×Ｉｏｔ対応コインランドリー×燃料配送拠点～コロナ後に向けて地域インフラの役目を担う～ 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊賀市 株式会社ＬＩＬＹ 9190001025267 美容室が始める名張市初のセルフメンズ脱毛サロン 株式会社シザコンサルティング

中部 三重県 鳥羽市 有限会社ホテルニューいろは 1190002010688 宿泊業の新しいビジネスモデル・「コンドミニアム型宿泊施設」への業態転換 鳥羽商工会議所

中部 三重県 名張市 山中工業株式会社 9190001009534 多種少量生産ライン構築によりコロナ感染対策に貢献する空調部品開発に参画 株式会社百五銀行

中部 三重県 志摩市 株式会社上田商店 1190001024053 きんこ芋（伊勢志摩特産のほし芋）ファンを醸成するほし芋ジェラート工場兼直売所カフェの新設 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 株式会社マリーナ河芸 6190001001543 ワーケ―ション対応型長期滞在施設「マリーナｖｉｌｌａｇｅ」構想 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市 有限会社四日市酪農 2190002024076 牛乳の概念を覆すＡ２ミルクで日本をもっと健康に！ 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 松阪市 株式会社　田上 5190001011733 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ、地域資源の桧のある暮らしを提案する事業へ 三重県商工会連合会

中部 三重県 伊賀市 糸伍株式会社 5190001008325 組紐技術を応用した靴紐メーカー事業 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 伊勢市 株式会社エーエス設備工業 2190001006513 『土木と排水設備工事の一体化工法』 株式会社名古屋銀行

中部 三重県 四日市 帝産大鐘ダイカスト工業株式会社 4190001015586 バリ取りロボット導入によるＥＶ車部品製造に向けた新技術の開発 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊勢市 株式会社イヤシロチ 3190001024951 個人の生き甲斐の創造と、地域経済の復興に寄り添った新しい働き方改革の仕組み作り 伊勢商工会議所

中部 三重県 津市 Ｂｅｌｉｖｅ株式会社 4190002001255 独自の技術とデザイン力で取り組む省エネルギーなキャンピングカーの製造販売 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 三重県 多気郡大台町 エス・パール交通株式会社 5190001011163 高機能車、燃料電池車、ＥＶカーに特化した自動車整備事業への参入 三重県商工会連合会

中部 三重県 桑名市 株式会社ヤスダ工業 9190001013445 フィットネス分野への展開による新事業への挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社オーバルネットワーク 5190001004019 ノウハウを活かした、プリンター施工サービスによる事業再構築計画 税理士法人あおば

中部 三重県 鈴鹿市 南出株式会社 2190001005399 壁面・屋上等向け緑化資材の自社製造およびソリューション展開事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市 別府建設株式会社 5190001016154 塗膜剥離に特化した事業参入計画 税理士法人決断サポート

中部 三重県 四日市 株式会社ＨＡＭＹ 5190001024306 気軽にホームエステ　美容石膏パックの製造販売 株式会社みらい経営

中部 三重県 名張市 株式会社ＣＡＲＥＮＥＸ 9190001023122 動的ストレッチマシン等コンディショニングを目的としたジムの運営 名張商工会議所

中部 三重県 鳥羽市 有限会社酒乃店もりした 3190002010496 日本の伝統文化日本酒造りを支える為に酒屋が考えた新事業展開 株式会社シザコンサルティング

中部 三重県 桑名市 北勢ダイキャスト工業株式会社 4190001012757 自動車部品の豊富な鋳造技術を活かし、新製法・新システム導入によって電動化関連部品へ挑戦！ 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 株式会社ハイブリッジライン 6190001009751 ３本の柱（加工業・倉庫業・ロジスティクス事業）による新分野への挑戦 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 四日市 株式会社フォレスト・オオモリ 2190001016033 北欧家具等の小売り事業進出に伴う複合施設「Ｆｉｋａ」の建設 株式会社三十三銀行

中部 三重県 多気郡大台町 合同会社サイクロス 1190003002858 「量から質、更に共創へ」アウトドア事業の共創型モデルへの転換 三重県商工会連合会

中部 三重県 四日市 株式会社Ａｒｃａｄｉａ 6190001028124 感染対策を徹底した総合美容店舗「トータルビューティーサロン」の開業 株式会社Ｅｓｓｅｎｃｉｍｏ

中部 三重県 四日市 株式会社ＴＨＥ　ＣＥＮＴＲＡＬ 1190001022957 遊休スペースを使った国際シェアハウス、シェアオフィスの運営 税理士法人決断サポート

中部 三重県 伊賀市 Ｒスタイル社 名張市初の屋内シミュレーションゴルフ場の開設 名張商工会議所

中部 三重県 三重郡菰野町 有限会社エル 8190002019500 四日市初、飲食店集合施設「コンテナ店舗村」の開発・運営 株式会社三十三銀行


