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事業再構築補助金　第６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 連携体 事業計画名 認定支援機関名 リース会社：事業者名

中部 富山県 中新川郡立山町 トラスティン 立会い見積り型スピード車検で新たな車検モデルを構築、個人顧客に向けた新規顧客開拓に挑戦 株式会社シャイン総研

中部 富山県 南砺市 株式会社カワベ 3230001009213 金型技術を応用した半導体洗浄装置架台製造事業 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 総曲輪パルフェラスコー キッチンカーを活用したスイーツと健康弁当の移動販売事業 小倉　悠治

中部 富山県 射水市 有限会社片口屋 2230002013660 コロナ禍における売上回復及び新規顧客獲得に向けた特別感あるプライベート空間の提供 新湊信用金庫

中部 富山県 高岡市 株式会社年輪 6230001017980 新食感・新形態の日本酒「かんてん」の開発・販売 高岡信用金庫

中部 富山県 南砺市 有限会社才川造園土木 2230002009650 処分木を熱源として活用した温室設備と実店舗・ＥＣの新設で新分野展開 富山県商工会連合会

中部 富山県 高岡市 ケーズメタル株式会社 2230002013438 高まる電気自動車需要を見据えた産業用ロボット部品製造業への進出 株式会社ゼロプラス

中部 富山県 富山市 株式会社ミズノマシナリー 9230001003160 温室効果ガス低減に資するパワー半導体等製造装置部品の取り組み 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 株式会社ホーエ 1230001008786 大型・高硬度材微細加工技術の確立と作業分析による生産性向上によるＥＶ分野での国内回帰の実現 株式会社北國銀行

中部 富山県 滑川市 三晶エムイーシー株式会社 7230001007808 高精度・高速・低コストオリジナルインサート・アウトサート複合製造ラインの構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 キタムラ機械株式会社 5230001009905 高精度・高剛性・高信頼性と高速化を両立する高速・高トルクスピンドル低コスト大量生産体制の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 富山市 テクノトラスト株式会社 1230001003671 既存事業との相乗効果をねらった環境配慮型コインランドリー事業展開 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社Ｃ－ＲＩＳＥ 7230002013482 ＲＰＡ市場初「完全クラウド型ＢＯＴプラットフォーム」で業績Ｖ字回復！ 税理士法人中山会計

中部 富山県 射水市 大門食糧有限会社 1230002014057 無洗米および高品質米ネット販売による医療・介護市場への販路拡大計画 北浜グローバル経営株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社アッシュ 5230001006092 北陸初の外国人技能実習制度に準拠した入国後講習施設の新設 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 高岡市 株式会社エスワークス 4230001013684 稀有な技術を強化して半導体製造装置用部品やＥＶ用部品製造等新分野へ進出 高岡信用金庫

中部 富山県 魚津市 広浜建材株式会社 7230001007188 高精度・低コスト超大型スチール製建築金具製造技術の確立とその適用分野の開拓 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 総合建設　雅 体験型民泊ビジネスへの転換に向けた烏骨鶏サービスの高度化 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社匠技研 6230001006728 サプライヤーからメーカーへ昇華し主要顧客の小径工具・治具市場席巻による事業再構築を実現する 株式会社富山銀行

中部 富山県 南砺市 有限会社昭信機工 7230002009654 焼却炉廃熱を活用した地域密着型のゼロエネルギー温浴施設の開業 砺波信用金庫

中部 富山県 射水市 株式会社小谷製作所 5230001012636 半導体製造装置（筐体製造）の収益改善による事業再構築 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 富山市 株式会社山森製鎖 7230001003385 薄肉貴金属高品位・低コスト溶接接合技術の確立とビジネスプロセスＩＴ化の推進 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 有限会社ブリーズ髪風 3230002011928 離職美容師再就職支援と新たな収益源獲得に向けた高コミュニケーション美容技術講習コンテンツ開発 株式会社北陸銀行

中部 富山県 氷見市 有限会社桝形開発 7230002013144 高精度・高効率施工化に向けた三次元データ測定・評価・設計・施工プロセスの構築 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 株式会社ファームＮＩＮＪＡＰＯ 9230001015247 廃米を活用した米粉のケーキ製造販売と古民家改修による体験型カフェづくり 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 昭北ラミネート工業株式会社 7230001001273 電池分野で求められる電池包材とカーボンコート製品の開発・製造事業 株式会社富山銀行

中部 富山県 富山市 萩浦工業株式会社 2230001002499 次世代冷却技術によるリサイクルエネルギー発電装置の実用化挑戦事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 富山交易株式会社 8230001002064 新設備導入による火力発電所石炭灰リサイクル事業の再構築 富山信用金庫

中部 富山県 下新川郡朝日町 ふどうさんの北陸 シェアハウス型一時滞在拠点の整備による地方移住と職探しの総合支援事業 アシステム税理士法人

中部 富山県 富山市 アルパカ舎 ワーケーション滞在型とデイユース体験型のハイブリッド民泊ビジネスの展開 富山県商工会連合会

中部 富山県 射水市 高精株式会社 4230001013115 「生分解性」×「サステナビリティ」：環境適合した生分解性樹脂製品開発による新分野開拓 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社ハーベスト富山 4230001011853 世界で最も美しい湾クラブに加盟している富山湾にてボートライセンススクール開校事業 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 射水市 株式会社ＵＭトレーディング 3230001005757 塗装業導入による中古車販売の依存型事業から活用型事業への転換 高岡信用金庫

中部 富山県 富山市 株式会社梅かま 8230001001982 従来の常識を覆す主菜商品の開発による新分野展開によって事業再構築を図る 株式会社北陸銀行

中部 富山県 下新川郡入善町 株式会社富山ビバレッジ 5230001007520 海外市場へのシフトのための健康志向を捉えた高付加価値製品開発とその生産体制・販路の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社トリコノート 8230001016089 既存事業で培ったネットワークとノウハウを活用したサウナの販売・施工事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 星野工業株式会社 5230001016918 首都圏再開発ラッシュに向けた短工期・低コスト仮設足場資材開発と生産工程構築 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 株式会社青木工業所 9230002000082 クリーンルーム整備と高度なＦＡ装置製造技術による半導体市場への新分野展開 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社森工業 1230001011071 製造プロセスのＩＴ化技術を活用したユーザーオリジナルアート日用雑貨類製造での事業転換の実現 新湊信用金庫

中部 富山県 中新川郡立山町 立山製紙株式会社 5230001006489 合紙技術の高精度化による新事業への進出と新たな板紙生産技術の開発 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 近藤建設株式会社 6230001000929 総合建設業におけるＤＸ化の進展による高付加価値建築分野への新事業展開 富山信用金庫

中部 富山県 黒部市 株式会社昌栄堂 4230001007348 熟練技術に依存しない大量・均一・継続・安定自動洋菓子製造体制の構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 南砺市 有限会社エーシーファクトリー 5220002010086 商業施設内装仕上設計・製造・施工一括体制への移行に向けた三次元複雑木材加工技術の確立 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 小矢部市 株式会社ミヤモリ 3230001009147 ハトムギ糠油のコールドプレス搾油法による搾油工程の内製化と糠油製品のアップサイクル事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 氷見市 はしもと屋 ワンランク上の高付加価値ニーズを捉えるサービス提供体制の再構築 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 富山市 ファーマパック株式会社 2230001002648 自社の強みである容器製造に着目した新分野展開で、医薬品受託製造における差別化を図る 株式会社北陸銀行

中部 富山県 砺波市 手羽先とり料理　とり新 サブスクリプション形式での調理済み食品ＥＣ販売と飲食店向け調理済み製品開発サービスの展開 富山県信用組合

中部 富山県 富山市 株式会社ＥＹＥ　ＳＴＯＰ．ＤＥＳＩＧＮ 7230001014548 不法投棄問題と循環型社会に貢献する建設発生土リサイクル事業への進出 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 砺波市 本家かまどや砺波店 紅ズワイガニ加工を中心とした卸売業兼加工事業への業種転換 富山県信用組合

中部 富山県 富山市 富山促成青果株式会社 1230001002013 Ｍ＆Ａのチャンスを活かした量販店向けカット野菜事業への新分野進出事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 富山市 株式会社ＦＯＲＴＥＣＨ 8230002002963 高効率・高収益開発向け土工工事施工に向けた建築基礎工事プロセスＩＴ化の推進 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社安田組 9230001011080 既存のネットワークを生かし資格保有者人材を活用した仮設足場（とび工事）業への参入 タフコンサルティング株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社ファーレン富山 5230001002653 急速に進む自動車電動化を見据えたＥＶ車販売及び整備事業への業態転換 株式会社フォーバル

中部 富山県 富山市 合同会社コトリ 9230003001179 フォトジェニックなテーマパーク！セルフフォトスタジオの設置 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 株式会社環境総設 3230001006219 井戸掘削業進出による飲食店の融雪、給排水・衛生設備のトータルケア 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 株式会社ウェルテクノ 7230001003600 給油タンクメーカーの挑戦！大型バス市場参入と建設機械部品の新規製造事業 株式会社北國銀行

中部 富山県 南砺市 成政酒造株式会社 3230001008751 「酒造好適米の米麹でつくった甘酒」の製造体制・販売チャネルの構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 滑川市 有限会社波間工作所 2230002009015 大型簡易ＮＣ旋盤の新規導入による、長尺丸物のオーダーメイドへの挑戦 株式会社富山銀行

中部 富山県 射水市 三和パック株式会社 3230001012695 段ボールの可能性を追求した高デザイン・低価格一般消費向け段ボール製品開発とその生産工程、販路の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社北日本製工 7230001003658 産業分散化に向けた高品位・低コスト薄肉ステンレス材加工・組立技術の確立 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 氷見市 釣屋水産食品株式会社 2230001011616 小売業への新規参入による新たな収益源の創造 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 黒部市 有限会社自然堂 6230002008062 オンライン完結型オーダーメイド不妊漢方相談プログラム事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 富山県 中新川郡舟橋村 ファインネクス株式会社 4230001004849 高精度・低コスト異種金属接合圧造技術の確立と高効率生産体制の構築 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 有限会社ヴィ・ウエスト 4230002006935 富山湾直送　獲れたての魚を提供する「鮨バル」の開業 富山商工会議所

中部 富山県 高岡市 有限会社佐野政製作所 7230002011172 伝統技術を活かした芸術性のある高付加価値店舗什器への新分野進出 高岡信用金庫

中部 富山県 南砺市 株式会社福光工業 5230001008774 ＥＶ分野での量産型製造受注獲得に向けた精密金型製造プロセス可視化技術の確立 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社ジュープラス 1230001004505 ウッドファイバー素材の外販を新たに立上げて収益構造を再構築する 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 中新川郡上市町 オフィスＨ株式会社 5230001016967 高度な洋菓子製造技術や厳選素材にこだわった独創的なスイーツ販売事業 あかねパートナーズ株式会社

中部 富山県 砺波市 糀ＡＳＯＢＩ 日本古来の麹文化を全国に広める 株式会社北國銀行

中部 富山県 魚津市 本江酒造株式会社 1230001007193 低アルコール原酒の製造による魚津市唯一の酒蔵の復活プロジェクト 株式会社北陸銀行

中部 富山県 滑川市 株式会社金山産業 5230001007792 護岸対策・災害対策工事参入に向けた自動化の推進による高精度・低コスト施工体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 氷見市 株式会社加野ダイカスト工業所 2230001011525 アルミダイカスト精密製品一貫生産体制の強化に向けた評価・分析プロセス高度化 氷見伏木信用金庫

中部 富山県 射水市 うどん万福 新しい生活様式に対応した地元に愛されるうどん店の省力化実現と惣菜・物販事業 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 日本特殊軽電株式会社 7230001002255 感染リスクも軽減する革新的な「布団の丸洗いお任せサービス」事業の構築 あかねパートナーズ株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社ナイン自動車 9230001002311 自動車業界の技術変革とニーズの変化に適応する新サービス展開によるＶ字回復事業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 有限会社ＡＲＰ 8230002005553 新時代に沿ったワーケーション滞在が可能なコワーキング機能付の宿泊施設 株式会社愛知銀行

中部 富山県 高岡市 株式会社インサイト 6230001011769 総合商社事業再構築に向けた創業支援への進出による顧客育成プロセス高度化 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社富山レスキューサービス 1230001016095 子育て世代の母親の生活基盤を支える「美容×便利」の新サービス開発 あかねパートナーズ株式会社

中部 富山県 中新川郡上市町 有限会社佐々木博善社 6230002005828 新時代の「大切な故人を丁重に弔うための小型葬儀市場」の新開拓 あかねパートナーズ株式会社

中部 富山県 滑川市 糸氏技研株式会社 6230001007759 精密金型一貫製造業者へのステップアップのための精密金型製造体制の構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 菱越電機株式会社 8230001003533 ＡＩを活用し設備設計事務所の単純作業を省力化する事業 池水　龍一

中部 富山県 富山市 有限会社水文 9230002005560 海外展開加速化に向けた生産プロセス全体での温度・衛生管理技術の高度化 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 合同会社ＫＫワークス 9230003001022 高機能プラスチック製品製造業に事業転換を図る 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 富山市 北日本新聞清水販売店 地域に根ざした新聞販売店の健康増進牛乳宅配事業で事業再構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社
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中部 富山県 下新川郡朝日町 畑畳店 「和モダンユニット」を効率的に製造する拠点整備とショールームの開設 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 豊島産業株式会社 4230001005178 インフラ整備・維持コスト低減化に資する高品質・低コストリサイクル上層路盤材生産体制の構築 富山信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社立ち呑み屋 8220001021651 「食」と「体験」で家族がつながるコミュニティパーク運営事業 レンタルＥＣ株式会社

中部 石川県 七尾市 能登窯業株式会社 9220001016089 屋根工事業の不動産事業進出　３６０°スキャニングによる不動産開発ＤＸ のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社コリヤンハウス 4220001007134 エンドユーザー向け小売部門新設　事業計画 金沢信用金庫

中部 石川県 かほく市 平野美希子フラメンコ教室 音楽芸術のための文化総合施設新ＥＳＴＵＤＩＯ　ＡＲＴＥ開設 のと共栄信用金庫

中部 石川県 小松市 カネセン 地産地消やジビエでＳＤＧｓを推進し、中心市街地の活性化にも貢献する創作イタリア料理店 はくさん信用金庫

中部 石川県 金沢市 ラセラヴィ 心と身体を美しく整えるオーダーメイド整体事業への進出 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 十六文亭 農商工連携の「棚田蕎麦」を活用した製粉・体験事業の展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 七尾市 串滿斎やきとり家竹松 キッチンカーによる物販・地元スーパーへの卸事業販路拡大 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社エムワイプラント 1220001022755 樹脂の知見活用による建設業から半導体工場向け製造業への大胆な転換 経営ビューイング株式会社

中部 石川県 輪島市 株式会社のむら 9220001016717 着物を着てもらい、能登へ来てもらう。二つの魅力を伝えるフォトスタジオ事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 謎屋珈琲店 北陸初の謎解き脱出ゲーム体験施設への展開事業 株式会社福井銀行

中部 石川県 金沢市 金澤じんや 飲食店から新たに実店舗とデジタルを組み合わせた熱帯魚販売事業への挑戦 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 金沢市 株式会社ファヴォリ 4220001020517 女性の自立労働を支援するネイル技術者育成の新事業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 有限会社ネクストワンコシダ 7220002011652 若年層と女性に向け、整体師養成スクールをオンライン配信へ業態転換 株式会社コムラッドファームジャパン

中部 石川県 金沢市 奥村建装株式会社 2220001018562 建築塗装店の技術をカーラッピングサービスに活かす新分野展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 野々市市 株式会社ぶった農産 3220001008026 飲食店プラットフォームによる「企業スタッフ向けお弁当デリバリーサービス」への進出 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 株式会社ライフサワダ 2220001020592 社会課題に挑戦する健康寿命延伸パーソナルフィットネスジムの開業 半田　武志

中部 石川県 白山市 米澤鐵工所 素材切り出しから溶接加工検査まで一括受注、ワンオブ部材加工パックの提供 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 シーダーホームズ株式会社 6220001003552 完全オンラインで打ち合わせが可能。ウィズコロナの注文住宅の新定番に 税理士法人宮田会計

中部 石川県 金沢市 スナック喫茶遊々 創業支援シェアサロンによる男性・ジュニア向けエステ事業 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 小松市 株式会社ありがた屋 3220001011715 小中学生向けプログラミング自学アプリの開発・配布事業 小松商工会議所

中部 石川県 七尾市 クボン快創 地域に密着しそれぞれが持つ住宅エクステリアの理想の実現 のと共栄信用金庫

中部 石川県 輪島市 株式会社田谷漆器店 8220001016544 リアルショップ建設により、オンラインショップ売上増加につなげる。 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社ＯＨＡＲＡ 3220001014791 塗装サービスによるバリューチェーンの全体最適化および新市場開拓 中村　敦夫

中部 石川県 小松市 株式会社永田藤作商店 5220001012249 カーテン資材用織物、集中からの脱却。スポーツカジュアル衣料用織物への新規進出 小松商工会議所

中部 石川県 加賀市 石川樹脂工業株式会社 3220001013050 バイオマス複合材料と自己循環生産ライン開発による欧米向け低炭素プラ雑貨事業への展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 能美市 株式会社オノモリ 9220001012864 高精度・低コスト精密機械製造技術の確立とその適用分野の開拓 株式会社北陸銀行

中部 石川県 白山市 岩本工業株式会社 5220001008973 半導体製造装置向け精密部品加工における高精度・低コスト生産体制の構築 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社福栄水産 3220001022497 「金沢紅かに」としてブランド化によるベニズワイガニの加工販売計画 山内司

中部 石川県 金沢市 株式会社ｏｎｄｏ 5220001022669 金沢産自然食品の独自ブランド事業立ち上げによる経営基盤の強化 児玉　直樹

中部 石川県 小松市 有限会社河村商店 3220002010427 金属リサイクル業の強みを活かした金属成分分析業への新分野展開 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 中國菜家　桃花片 ミシュラン掲載「石川県の小さな中華料理店」が家食市場に挑戦！ 税理士法人中山会計

中部 石川県 白山市 株式会社オーティ・マットー 6220001009046 多様化する外食店用回転コンベアを社内一貫生産し新市場を開拓！ 税理士法人中山会計

中部 石川県 金沢市 株式会社山岸建築設計事務所 4220001007191 創業７１年の金沢の建築設計事務所がＢＩＭを導入し建設投資コンサルティング事業に挑戦！ 税理士法人中山会計

中部 石川県 小松市 株式会社真誠プランニング 2220001014207 次世代通信携帯用アンテナに用いるアクリル構成部品加工の新分野展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 ＢＥＳＴ株式会社 6220001020977 多様なデザインの保護看板シートを提供し建設景観の向上をはかる 福井県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 株式会社さかえや旅館 4220001002952 アフターコロナ時代にも対応できる宿の高付加価値化による事業再構築計画 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

中部 石川県 金沢市 株式会社かなや 8220001019951 ポストコロナを見据えた宿泊事業の新分野展開 株式会社マネジメント・シェルパ・クリエイト

中部 石川県 加賀市 有限会社たちばな四季亭 5220002012561 老舗旅館による自社および地域の経営資源を活用した高付加価値事業への挑戦 株式会社北陸銀行

中部 石川県 白山市 株式会社ウイル・コーポレーション 6220001018492 バリアブル印刷によるパッケージ商品の新たな生産・販売展開 協同組合さいたま総合研究所

中部 石川県 かほく市 有限会社大崎 7220002017229 ２４時間・無人化インドアゴルフで地域イノベーション貢献への展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 ステンレス株式会社 8220001010539 アルミ・真鍮板による意匠性の高い建築用デザインパネルの製造 株式会社北國銀行

中部 石川県 七尾市 株式会社宝仙閣 7220001015514 加賀の宿改修による日帰り富裕層向け本格高級レストランへの挑戦 濱田　健司

中部 石川県 白山市 株式会社いちの 7220001000078 衣から住へ。健康と癒しに特化したセレクトショップへの業種転換 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 株式会社清水スポーツ 8220001022872 地域密着卓球専門店が挑む「清水スポーツ２．０」 村田　良一

中部 石川県 七尾市 姥浦建設株式会社 3220001015278 民間新エネルギー需要獲得に向けたＩＣＴ施工体制構築による商流再構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社西研精機製作所 1220001004893 高度平滑加工による工作機械から医療機器への大胆な新分野展開 株式会社北陸銀行

中部 石川県 七尾市 有限会社中島木材工業 1220002014248 石川県産材低コスト・安定供給に向けた高品位・低コスト一貫製材ラインの構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 石川県 白山市 さか喜 道の駅に定食屋として出店。地域貢献で地元に不可欠の存在へ！ 白山商工会議所

中部 石川県 金沢市 竹村鉄工所 サプライチェーン連携での高精度・低コスト変種変量精密継手生産体制の構築 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 能任絹株式会社 2220001005214 衣料用副資材から乗用車向け資材分野への進出による事業再構築の推進 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社越山商店 3220001002771 和菓子の伝統的なあんこの技術を生かした発酵小豆の飲料水（ＡＺＵＫＩ　ｄｅ　ＨＡＫＫＯ）の開発及び　製造・販売 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 無添加パンまつや 石川県初、スマホに特化した無添加パンのドライブスルー店舗への転換 金沢中央信用組合

中部 石川県 加賀市 株式会社光パックス石川 2220002012754 高級木箱を超える高級日本酒用Ｖカットパッケージの開発 株式会社北陸銀行

中部 石川県 小松市 株式会社加州プロパテイ 5220001014071 出張者や地域住民のテレワークを促進する駅前レンタルスペースの運営事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 鹿島郡中能登町 唐草ドローンプロジェクト 産業用ドローンオペレーター育成と整備事業のワンストップ化による継続可能な地域事業の創出 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 株式会社アースプロジェクト 4220001016267 ペット産業向け商品の開発とＥＣサイト販売事業への転換 金山　睦美

中部 石川県 金沢市 株式会社安江鉄工 4220001007142 多種ワーク連続加工技術を活用した高精度・高生産性・低コスト同時連続完成品生産体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 かほく市 株式会社宇ノ気給食センター 6220001018113 豊かな食生活を提供する介護施設・社員食堂向け真空調理事業の開始 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社ヤスヨシ 6220001007157 精密板金技術と精密切削加工技術の融合による産業機械精密部品一貫生産事業へのステップアップ 金沢信用金庫

中部 石川県 小松市 家具工房レオン 家具製造小売販売業から天然乾燥の建材卸売業への新分野展開事業 小松商工会議所

中部 石川県 能美市 中出鉄工株式会社 8220001012799 先進的物流施設向け、大型かつ高強度な建築用鋼材での新分野展開 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 株式会社山法師 9220001024141 ドライブスルーや無人販売でコロナ禍を生き抜く大判焼き店の挑戦 石川県商工会連合会

中部 石川県 白山市 株式会社盛本自動車商会 5220001008908 搬入出サービス付き倉庫事業 税理士法人和

中部 石川県 白山市 西川鉄工所 高精度化・生産性向上を図り次世代ダンプトラック用変速機部品に挑戦 株式会社北國銀行

中部 石川県 加賀市 株式会社カワシタ塗装 2220001013101 最新ドローン導入による建物点検診断と農薬・肥料散布サービスの提供 株式会社北陸銀行

中部 石川県 小松市 有限会社ヨシダ 2220002011384 プロジェクションマッピングと故人ビデオの投影で“故人らしさ”を演出する家族葬サービス 塩津　友輝

中部 石川県 白山市 ヨシオ工業株式会社 2220001009504 グローバルで成長する建機業界の量産部品加工分野への進出事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 石川県 金沢市 株式会社金崎鋲螺製作所 8220001001868 独自特殊ネジ加工技術で半導体製造装置等高難度アルミ加工に取組 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 小前田運輸株式会社 5220001011993 流通加工への進出と倉庫管理システムの導入による総合物流サービス企業への転換 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 石川県 金沢市 株式会社海幸フーズ 5220001018329 拡大するドラッグチェーンストア向け水産製品の供給体制構築事業 株式会社福井銀行

中部 石川県 金沢市 横山往診診療所 「北陸初、手外科専門のクリニックの開設と全国初のハンド・ドックの実施」 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 株式会社ワークス 7220001010291 地域観光マネジメントのワンストップ窓口事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 小松鋼機株式会社 7220001011934 温室効果ガス低減に資するＬｉイオン電池製造装置筐体製造等取組 株式会社北陸銀行

中部 石川県 白山市 株式会社酒井工業 5220002009062 ステンレス形鋼加工技術の確立と小ロット対応による新分野展開 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 トリニティＪａｐａｎ株式会社 5220001014906 地域に貢献できる障害者複合施設運営による新分野への挑戦 株式会社富山銀行

中部 石川県 金沢市 柔Ｌａｂ．株式会社 5220001018221 「コロナ禍における運動に特化した介護予防・日常生活支援フィットネス型の総合事業」 有限会社仙台屋

中部 石川県 白山市 株式会社永井鉄工所 6220001014616 工作機械向けの生産技術を活かして、半導体製造装置向けバルブ・継手の生産へ挑戦 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 合同会社ＡＤ　ＰＨＯＴＯ　ＳＨＩＮＡＮＯ 9220003003110 スチール写真の技術を活かした地元企業の広告動画制作支援事業 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 株式会社ヤマモト自工 9220001018218 つの新規サ－ビスの提供により、自動車整備業から地域のトータルモビリティサービス事業者へ転換を図る 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社木地リード 4220001007076 ５Ｇ基地局基板用の極薄ガラス繊維を織る「極薄部品の製造」に挑戦 株式会社北國銀行

中部 石川県 白山市 株式会社崎村工務店 5220001014682 作業員の配置最適化を実現するシステム開発と建設業の生産性向上への貢献 浅田　章大
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中部 石川県 金沢市 南島オート株式会社 3220001006888 ＩｏＴ検査機器等デジタル活用型修理技術を完備したスマート工場化による収益性や透明性を確保したサポカー完全整備体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 羽咋郡宝達志水町 株式会社土一板金工業所 8220001015819 防災・老朽化対策を目的とした非住宅リフォームに係る建築板金事業への新分野展開 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 株式会社ヤマト醬油味噌 6220001007256 クラフト濁り酒醸造所による海外日本酒市場への挑戦 株式会社北國銀行

中部 石川県 かほく市 株式会社ＮＫポリマー 4220001018065 マシニングセンタ導入による半導体製造装置向けゴム製品市場への進出 税理士法人表会計事務所

中部 石川県 金沢市 宮下印刷株式会社 6220001006927 伝統工芸を守る事業者向けにブランディグ支援事業を開始 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 有限会社金森鉄工所 1220002001931 メンテナンス・交換部品製造サービス分野への集中のためのフレキシブル生産体制の構築 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社ライフ・マネジメント 8220001022534 石川北陸の海産物を用いた新サービス・新商品 株式会社北陸銀行

中部 石川県 白山市 ケンコー食品株式会社 6220001000104 業務用食品の製造業（ＰＢ＆ＯＥＭ）から、自社・開発商品（ＮＢ）の製造販売に転換する事業。 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 小松市 株式会社イソヤ 5220002011844 既存技術を活用し、半導体業界に進出！半導体製造装置の筐体製作 株式会社北國銀行

中部 石川県 羽咋市 神音 古民家を活用した宿泊展開と地域連携で「豊かさの再認識」体験を提供 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 有限会社大名茶家 5220002003536 カニ料理の無店舗販売による”かに百味百美”の確立 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社あたらしや 5220001000807 金沢市初のセルフロウリュが可能な貸切型フィンランド式サウナ事業 株式会社愛知銀行

中部 石川県 金沢市 有限会社ＭＹＣＡＲＳ 1220002008407 意欲ある障害者のための就労継続支援Ｂ型事業所の開設 税理士法人表会計事務所

中部 石川県 金沢市 株式会社ことぶき 3220001002788 すべて屋内で衣装の持ち込みも不要。グラマラス・フォトウェディングを提案する。 税理士法人宮田会計

中部 岐阜県 瑞浪市 丸理印刷株式会社 6200001021911 ＸＲ技術による伝統工芸品等の保存・販売支援サービス構築 東濃信用金庫

中部 岐阜県 大垣市 古川佑佳 サブスク型のビジネスモデルとインスタグラムの広報戦略で労働集約型ビジネスから脱却する！ 長谷　有希央

中部 岐阜県 各務原市 株式会社ＳＡＮＭＹＡＫＵ 9200001038291 自社の強みを活かしたフランス焼き菓子の製造小売業への進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 郡上市 八屋 ペットフーディスト監修、獣肉利活用するドッグラン・カフェ事　業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ロマン 7200001005921 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへの新分野参入　コロナ禍でダメージを受けた生産業者を救うサイト構築 株式会社　タクト経済研究所

中部 岐阜県 郡上市 株式会社ＣＨＡＣＯ 3200001036565 居酒屋からの事業転換～郡上市初の本場讃岐うどんへ挑戦～ 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社徳香 6200001037354 ＥＣ販売の拡充を見据えた高級焼肉ブランドの立ち上げ 関信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 株式会社Ｈ＆Ｙ 1200001028408 地域と連携した海上を中心とする総合アスレチック事業の立ち上げ 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 モリ加工 手洗の習慣により需要増のオートストップ水栓用止水弁の組立事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 岐阜県 揖斐郡大野町 株式会社ドリームクエスト 6360001011657 ドローン操作の専門性を活かし、ドローン操作の専門家育成のための研修事業へ進出 中井　一

中部 岐阜県 可児市 Ｙ＇ｚ　ＦＡＣＴＯＲＹ 先進運転支援システム、自動運転自動車に対応可能な整備工場への新分野展開 柴田　浩然

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ＫＭＣ 7200001033823 バイクの拡販を見据えたカフェ事業への新分野展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ユイットデザイン 6200001029649 駅前ファンと街づくり！人と店をつなぐサブスク事業「タマ呑み隊」 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 関市 有限会社大塚自動車 6200002018510 ソロキャンプニーズに対応した「車中泊及び災害にも対応」キャンピングカー制作 株式会社　タクト経済研究所

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社フードライン 2200001036517 コロナ禍で変化した家族団欒を手作りパンで応援する喫茶店の挑戦 株式会社市岡経営支援事務所

中部 岐阜県 加茂郡八百津町 有限会社渡辺屋 9200002016560 ワインインポーターとして直輸入ワイン卸売に挑戦する新分野展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 山県市 江崎プラスチック工業株式会社 1200001006520 大手小売業の求める大型プラスチック什器の製造・直接販売による事業再構築 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 岐阜市 Ｊｏｙｏｕｓ　Ｍｅｄｉａｔｉｏｎ株式会社 4200001036028 テイクアウト型セルフビュッフェ（台湾式自助餐） 若山　哲生

中部 岐阜県 美濃加茂市 タンドール製菓株式会社 8200001017189 老舗洋焼き菓子メーカーによる大胆なジェラート製販拠点設立事業 ＨＴＭコンサルティンググループ株式会社

中部 岐阜県 岐阜市 リラクゼーションａｌａｍ コロナ禍における事業転換、老後の為の介護脱毛事業への転換 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 可児市 有限会社タイシンテクノ 4200002018132 協力会社と挑む法規制の機会と捉えたアスベスト除去工事業への進出 ＳＭＣ税理士法人

中部 岐阜県 加茂郡白川町 和ごころ農園 地域の未利用資源を有効活用し、里山の再生を目指す循環型茶業の構築 東濃信用金庫

中部 岐阜県 山県市 大一建設株式会社 6200001006508 自社オリジナル新製品「ストーンフェンス」による新分野展開事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 羽島市 株式会社ＴＡＫＵＭＩ 4200001031887 非日常空間での最先端幹細胞エステ含むトータルエステ事業に挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 高山市 有限会社まるでん池田屋 9200002025966 地域の特産品を活かした和菓子の製造販売 高山商工会議所

中部 岐阜県 本巣市 有限会社住吉屋 3200002009553 料理自慢の淡墨の宿から清流根尾川の幸を届ける鮎の缶詰事業進出 西川　彰紀

中部 岐阜県 関市 株式会社ＣＡＬＭ 8200001019846 ＥＣサイト構築と単品商品の開発でＢｔｏＣ市場へ新たに進出する。 株式会社はせべ経営

中部 岐阜県 羽島市 有限会社ぎふ初寿司福寿分店 3200002010577 カウンター越に職人が握る本格寿司の味が楽しめる、テイクアウト・デリバリー事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 ばんざい弁当 岐阜県の地域特産品を活かしたスイーツ生産による新分野開発 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 恵那市 燻製工房　源　ｇｅｎ 地域に根付き、燻製の魅力を発信する新事業。 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 恵那市 山本石油株式会社 1200001023821 高速道路の休憩施設向けガソリンスタンド併設型水素ステーション 塩津　友輝

中部 岐阜県 海津市 株式会社瀬古牧場 5200001035441 畜産農家による牛糞を原材料とするペレット状有機堆肥の製造 大竹　貴司

中部 岐阜県 安八郡神戸町 株式会社コーテック 8200001016843 次世代パワー半導体に対応！難加工材であるＳｉＣ加工事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 加茂郡富加町 株式会社ＯＲＩＢＥ 6200001018692 脱炭素社会実現の推進と北欧の暮らしを提案する複合施設を建設 森藤　啓治郎

中部 岐阜県 土岐市 株式会社マルヒ肥田陶器 5200001023009 新たに脱炭素社会に向けたクリーンな電気エネルギーで焼成可能な「電気窯」導入による生産から販売までの一気通貫型製造事業 土岐商工会議所

中部 岐阜県 中津川市 ＤＡＩＳＥＮ株式会社 2200001023408 高機能発泡樹脂材料を用いたＥＶ車用電池部品の軽量化実現、量産化体制構築 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 美濃加茂市 株式会社新和工業 1200001018268 新材料に対応していくことで、次世代自動車向け生産体制を構築する 小倉　裕樹

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社アース 2200001012229 ホームシアター向け商品で施工業者からメーカーへの転換を目指す 羽島商工会議所

中部 岐阜県 揖斐郡揖斐川町 株式会社ところ 4200001016038 普段着の洗濯代行を、クリーン＆省エネルギーで家庭洗濯する普段着をクリーニング店へ！ 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 関市 株式会社ルナパーク関 9200001027063 複数のホテルのフロント機能を一元管理できるコールセンター事業 佐々木　康貴

中部 岐阜県 土岐市 株式会社ヤマ太酒井製陶所 8200001021653 焼成技術の応用　窯業から人工軽石製造への新分野展開 鈴木　勇二

中部 岐阜県 大垣市 株式会社ライトスピードソリューションズ 5200001016326 地域初！　席に予約特化したＤＸ化に貢献！フィットネスジムを始めとするオンライン予約サブスクモデル展開へ ＪＰコーチ＆コンサルティング株式会社

中部 岐阜県 美濃加茂市 株式会社マルケン工業 9200001018112 ロボット溶接機の活用による橋梁重仮設部品への新分野展開 関信用金庫

中部 岐阜県 高山市 有限会社飛騨和牛工房 2200002025849 黒毛和牛の肥育繁殖事業にあわせ精肉販売まで一貫する事業再構築計画 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社アチュ 3200001031252 イタリア銘品「パンチェッタコッタドルチェ」等の国内製造へ挑戦 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 大垣市 岐垣鋼業株式会社 8200001013485 ロボット用部品の新素材開発・販売事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 多治見市 合同会社ＮｅｘｔＦｏｏｄｓ 4200003004593 洋食店経験を活かした創作焼肉店の出店計画 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 岐阜県 中津川市 有限会社青山工業 9200002024662 金属の精密加工技術を活用して、電気モーター事業部を新設し、新たな新規事業を展開します。 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 土岐市 株式会社フタダ 3200001031632 「和食」と「美濃焼」の組み合わせで新ブランドを海外へ輸出する Ａ－ＭＥＣ株式会社

中部 岐阜県 羽島郡笠松町 株式会社堀井商店 5200001011491 地域の燃料総合商社から、生活モビリティを支えるＮｏ．１会社へ 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社五番館 1200001002032 伝統文化と人がふれあう登山口のコミュニティー茅葺カフェ 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 郡上市 ネイチャーデザイングッジョブラボ ワーケーションに特化した、ゲストハウスつき貸切キャンプ場 八幡信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ｉｉｉ 5200001034410 料理人特化型人材マッチングアプリの開発・運営事業 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 山口精機工業株式会社 9200001005589 燃料電池車における機能部品の金型製造へ進出しグリーン成長戦略に貢献 岐阜信用金庫 三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社マキレディ 2200001008755 婦人服の製造卸から基礎化粧品の製造販売に挑む～初めての直販事業を新たな柱に～ 株式会社名古屋銀行

中部 岐阜県 飛騨市 牛丸石油株式会社 1200001025495 「清潔・キレイ・安全」をテーマとした環境衛生事業への進出 神岡商工会議所

中部 岐阜県 不破郡垂井町 株式会社エムエスサポート 4200001031152 フードロス解消および、個包装ニーズに貢献する個包装加工事業への新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 関市 有限会社ゼロ・インポート 5200002018825 危機を好機に、運転代行業から美容業への事業転換 関信用金庫

中部 岐阜県 高山市 山下技装株式会社 9200001025249 自動車整備業参入による事業再構築　自社倉庫をトラック荷台の据付等を行う工場に改装する。 高山信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ＳＥＩＷＡ 8200002002545 土木業育成塾を開講し、建設・土木業に特化した人材派遣業を開始する。 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 株式会社長島工業 8200001032345 特殊素材インコネルの加工技術高度化により航空機部品業界に参入 関信用金庫

中部 岐阜県 関市 アテナ工業株式会社 7200001018923 環境対応ニーズに素材変更で応える食品容器開発と量産効率最大化 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 養老郡養老町 株式会社加洋製作所 7200001014963 難加工材プレス技術の高度化によりＥＶ車向け新素材部品製造事業に進出する 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ギフベア 2200001001438 強固な顧客基盤を活用した物流業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 岐阜県 多治見市 株式会社タクミコーポレーション 2200001022731 不動産業・食肉卸売業の経験を活かし、焼肉事業へ進出！ 東濃信用金庫

中部 岐阜県 美濃加茂市 ＮＳプロデュース プロ騎手も愛食する食の栄養バランスにこだわったカレー製造事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 岐阜工芸株式会社 1200001001208 ＥＣサイト＆体験型ショールームを構築し岐阜提灯の文化を継承 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 ヤママ製陶所　加藤尊也 製造業から小売業（オンライン／オフライン販売）への業種転換 東濃信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 可児興業株式会社 9200001012296 とび職人の熟練技術を活かした次世代足場のレンタル事業による売上拡大 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 有限会社加藤木工所 8200002018574 地場産木材から作った商品を全国へ届けることで地域を活性化 折口　隼耶
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中部 岐阜県 美濃市 株式会社エスケーワイ 1200001031270 製缶板金業からニーズが高まっている半導体製造装置製造業への進出 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 瑞浪市 アスゲン製薬株式会社 5180001015958 ＥＣ販売による高付加価値医薬品の直接販売 株式会社商工組合中央金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社笑顔グループ 6200001030714 不登校や引きこもりの就業訓練も実現する鰻店の開業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 愛岐工業株式会社 3200001006790 ウォータージェット工法による道路区画線一貫工事実現と新領域進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 瑞浪市 株式会社高嶋砿業社 7200001021811 高性能ファインセラミックス原料の生産機能を持つ商社への転換 株式会社十六銀行 十六リース株式会社

中部 岐阜県 各務原市 有限会社鈴村電気 2200002007590 電気工事職人を目指す仲間が集うコワーキングスペースを運営する 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 恵那市 株式会社恵那三洋製作所 1200001023656 最新放電技術を利用した精密形彫り加工による金型工期短縮化 小倉　裕樹

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社さかいファーム 5200001006459 地元農家とタイアップした地産地消のケーキ店運営に進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 イロドリ 自宅でミシュラン有名店のラーメンを味わう冷凍ラーメン拡販事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社キムラ産業 1200001001653 脱炭素に貢献を。環境配慮型新商品開発による日用品市場進出事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 大垣市 ツヤ技研有限会社 1200002012897 職人の研磨技術力と研磨ロボットの融合による住宅関連製品研磨事業への新展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 安八郡神戸町 株式会社薩摩 9200001015803 サステナブルな社会に対応する新素材の屋内用シート事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 美濃市 有限会社足立縫製 2200002018398 縫製加工業から解体工法・解体工事業への業種転換での事業再構築計画 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 可児郡御嵩町 株式会社久田見製作所 8200001018030 「紙の基板化」事業計画 東濃信用金庫

中部 岐阜県 郡上市 アドバンス　ゴルフクラブ ゴルフ練習場の強みを生かした新たなキャンプ場サービスの創出 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 恵那市 ジクス工業株式会社 2200001023952 精密加工技術を活かして、難易度が高い半導体検査装置部品生産へ挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 広金製餡所 全国初！特許製品使用・独自製法による氷菓の量産化による事業転換 株式会社ピースマネジメント

中部 岐阜県 高山市 有限会社エム・イートーク 2200002025007 地域に新たな楽しみを！飛騨初インドア貸切シミュレーションゴルフ練習場開設 飛驒信用組合

中部 岐阜県 多治見市 株式会社エーテル 1200001023144 新時代に対応した価値を次世代へとつなぐスマート住宅提供事業 株式会社愛知銀行

中部 岐阜県 海津市 合同会社ひだまり 4200003003133 地域ニーズに応えた、入浴介護サービス（通所介護）の新たな提供 座間　裕史

中部 岐阜県 多治見市 Ｆ．Ａ．ＷＩＮ株式会社 1120102005842 フィットネス×高卒資格×就労までを一気通貫で支援する学校運営 東濃信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 株式会社原仙自動車 4200001020931 自動車整備業から、輸入車カスタム部品製造と板金塗装業への新分野展開計画 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社パイオニア・マシンツール 1200001004152 超精密エアチャックの開発による新市場開拓 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 羽島市 株式会社ハシマシート工業 1200002011916 自社開発機を主力としたストック・ソリューション事業への新事業展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 土岐市 アラクラン 岐阜県多治見市初！「美容と理容のハイブリットサロン」の開業 結城　渉史

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社スパイラル 9200002002486 健康麻雀店の開業による事業再構築 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 関市 株式会社彩麗企画 6200001035580 アパレル／雑貨製品の国内製造（縫製）事業 関信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社ふじの湯 4200002004000 地域住民やＺ世代とのつながりを強化するセルフエステ事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 不破郡垂井町 郷運輸株式会社 9200001014771 中小製造業の課題に寄り添う日本初のシェアリング倉庫事業 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 恵那市 カフェアンドギャラリーカバノ ヨーロッパ情緒と本格フランス料理を堪能できるオーベルジュ開発 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 株式会社ＩＮＣ国際教育振興協会 6200001032264 ダイバーシティ介護施設を開設し社会問題の解決にチャレンジ！ 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 城南運輸株式会社 9200001011109 福祉用品レンタルに特化した小規模３ＰＬへの新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 海津市 株式会社高田工業 5200001016516 ＥＶ向け高性能樹脂部品の量産システム構築による事業再構築 株式会社大垣共立銀行 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

中部 岐阜県 関市 株式会社こうえき社 1200001019134 ＩＴを活用したリアルとオンラインの次世代型葬祭サービス業への挑戦 一般社団法人共創デザイン総合研究所

中部 岐阜県 大垣市 有限会社友田工務店 6200002014542 建築廃材を活用したインテリアの製造販売とＤＩＹの技術指導とカフェ 大垣商工会議所

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 株式会社黒田製作所 1200001011000 金型技術を活用した大型プラスチック射出成形事業への展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 養老郡養老町 合資会社高木商店 5200003001788 地域文化の持続・発展を目指す「音響ＰＡサービス＋オンライン配信」事業の展開 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社湯口組 8200001027584 工場の改修と設備導入による搬送設備の製造・販売への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 株式会社和 2200001029009 焼肉店からＳＤＧｓに配慮した高級食パン店への事業再構築 株式会社八十二銀行

中部 岐阜県 中津川市 インテリア永田 内装工事職人としての提案を生かした建築部品のセレクトショップ事業の展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 山県市 高井建工 岐阜県山県市における椎茸生産６次産業＆ブランド化事業 森藤　啓治郎

中部 岐阜県 揖斐郡大野町 有限会社カワダ精工 9200002015380 炭素繊維入りプラスチックの射出成形による技術革新 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ＥＮ 4200001032431 デザイン技術と岐阜伝統工芸の連携による植物販売事業への挑戦 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社寶蓮 4200001030377 ＶＲギャラリー兼実店舗による新商品の国内外販売事業 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社丸泰自動車工業 8200002004574 ＴＵＶ認証と特定整備指定工場によって”見える化”が実現した自動車整備の提供 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 中津川市 有限会社交告プラスチック加工 6200002023295 セルロースナノファイバーでＥＶ部材を作り環境負荷を低減する取組 株式会社市岡経営支援事務所

中部 岐阜県 羽島市 共拓産業株式会社 6200001029203 自社倉庫でのクラウド型サードパーティロジスティックスサービスの提供																 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 株式会社Ｐｒｏ 1200001012196 内装業者の介護事業者との連携による健康サポート薬局への挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 有限会社更科 7200002024672 歴史的建物を活用した「ローカル・ガストロノミー」を実現する高級天然食材料理店の展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 イワヰ工業株式会社 7200001000443 最新レーザー技術導入による非鉄金属加工の社内一貫生産体制の確立 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 高山市 株式会社蜘手電気 4200001024809 年中無休の無人運営システムのインドアゴルフ場による事業再構築計画 高山信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 株式会社エンインダストリーズ 7200001023114 業界初のプレス周辺機器無線接続技術の製品化で新市場を開拓する 齊藤　祐一

中部 岐阜県 関市 有限会社フェニックスオート 8200002019069 ＵＴＶ・トレーラーハウスによる事業再構築 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社オープン・ワン 4200001027951 新業態『炉辺焼き風パン料理のファストフード店』への挑戦 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 中津川市 有限会社アボウオーキッド 2200002024173 食×花で演出するカフェ事業よって実現する花屋の新ビジネス 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 大垣市 有限会社川崎商店 1200002012468 かつてのにぎわいを再現　その名も城下町の＂夢の国” 大垣商工会議所

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 服部工業株式会社 8200001027106 建設業向け建設資材専門運送業の展開 伊藤　初彦

中部 岐阜県 各務原市 澤井不動産株式会社 1200001008211 学生寮の運営による事業再構築 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 岐阜市 テイクオフ株式会社 8200001003486 介護事業ＤＸプラットフォームによる外国人留学生の介護人材化 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 関市 光和工業株式会社 2200001019117 蓄電池分野への新規参入と量産体制の構築 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 株式会社ながもり 3200001011304 新たな「低糖質高タンパク質」冷凍弁当製造による新分野展開事業 関信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 山興住宅株式会社 7200001002150 カフェと有酸素運動ジムを開設して食と運動をワンストップで提供 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社蛍ｄｅｓｉｇｎ 8200002006728 店舗開発ノウハウを活用した蕎麦屋への新分野展開 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 本巣郡北方町 有限会社啓志院 1200002009456 整体院併設の「ＤＸ活用のコインランドリー・　洗濯代行宅配業」を展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 高山市 麺屋しらかわ 土産用、中華そば製造でオムニチャネルへ進出、ブランド強化戦略 川田　勉

中部 岐阜県 山県市 ミズタニバルブ工業株式会社 3200001006675 コロナ禍で発生した新たなニーズに対応する新製品開発を含む事業再構築 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 下呂市 株式会社カネ新ゴム 3200001037984 新分野展開のチャンスを獲得するための水道関連ゴム生産体制の構築 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 山県市 有限会社フジタファーム 5200002006565 地域商社が新たに製造機能を構築し新市場獲得と地域活性化を図る 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 恵那市 合同会社ＡＧＥＮＴ　ＡＸＩＳ 3200003005031 自動車整備を内製化し既存事業との相乗効果を図る新分野展開 佐藤　吉英

中部 岐阜県 岐阜市 岐阜電子工業株式会社 3200001001395 半導体部品水平リサイクルのビジネスモデルによる新分野展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 土岐市 有限会社星山食肉店 5200002021572 老舗食肉販売店直営だから出来る！新鮮・安心・お手ごろ価格の国産焼肉店で再構築！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 岐阜県 羽島郡笠松町 有限会社貴久泰 5200002010583 急速冷凍機の導入による冷凍おせちの盛り込み事業の展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 関市 株式会社ミヤチ 4200001019651 コーティング・ラッピング市場参入によるガソリンスタンドからの脱却 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 高山市 株式会社グリーンウッド 5200001026201 人気観光地飛騨高山で楽しむ、お手軽アウトドアキャンプ場ハイマウントウッド ＭＭＰＣコンサルタンツ株式会社

中部 岐阜県 山県市 株式会社オンダホーム 1200001006537 「耐震君」の事業化と生産性向上に向けた加工工程の内製化 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 株式会社リアル 2200001012344 中古車市場に安心安全な取引を提供！業界初となるシステムの構築事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 郡上市 心屋郡八 地域素材を活用した郡上で初めてのクラフトコーラの新規製造・販売 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社みやび屋 8200001012322 岐阜県を代表する名物料理を誕生させる新たな外食サービス事業の展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 株式会社アペックスハート 6200001022100 動物愛護精神に基づく社会問題「飼育放棄」解決型ブリーダーマッチングサイト事業への進出 株式会社マックコンサルタンツ

中部 岐阜県 関市 有限会社塚原製作所 9200002019638 マシニングセンタ導入による新規製品の生産体制確立 小倉　裕樹

中部 岐阜県 大垣市 株式会社ケアフル 5290001056041 安心安全に住める複合的グループホームの新設 山田コンサルティンググループ株式会社

中部 岐阜県 大垣市 株式会社ワカミヤ商会 1200001014457 廃棄見込み医療・介護商材のリユース事業 山田コンサルティンググループ株式会社

中部 岐阜県 羽島郡笠松町 有限会社みの一テント 5200002011268 業界初アルミフレームを使った新工法膜天井開発・販売による下請施工会社からの脱却 株式会社名古屋銀行

中部 岐阜県 高山市 有限会社日下部民芸館 1200002025164 業種転換！！　不動産業から宿泊事業へ、地域ＤＭＯへの転身、“歴史、文化融合型　ホテル事業”への転身にチャレンジする！ 遠藤　隆浩
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中部 岐阜県 海津市 株式会社ファーブル 8200001015424 残糸／生地に息吹を吹き込み、縫製業界を活性化する 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 羽島郡笠松町 スリーアローズ株式会社 7200001032148 無添加・酵素入りレトルト食品の製造とＥＣ販売による新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 瑞浪市 有限会社東海特殊観光サービス 3200002023026 「脳科学に基づいた運動療養アプローチ」×「心理学に基づいた学習支援アプローチ」のプログラムを活用した児童療養サービス 西尾信用金庫

中部 岐阜県 海津市 有限会社丸信研磨工業 5200002014659 精密内径研磨と真円度の測定による、ＥＶ向け製品加工体制の構築 小倉　裕樹

中部 岐阜県 下呂市 株式会社イダケン 8200001031454 地域の特性を活かしたインドアゴルフ施設の開設による新分野展開 益田信用組合

中部 岐阜県 高山市 高山印刷株式会社 3200001024958 新たなデジタル印刷機器導入で付加価値の高い印刷物を！ 古里圭史

中部 岐阜県 大垣市 株式会社高健商事 4200001013844 高度なクリーニング技術と多彩なサービスが叶える次世代循環型衣類ケア事業 坪井　亮

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ＣＨＡＰＴＥＲ　ＷＨＩＴＥ 8010401129181 ポストコロナのＤＸ活用による五島列島古民家活用宿事業 中森　優太

中部 岐阜県 関市 有限会社林モータース 4200002019023 キッチンカーの販売及び開業支援事業 関信用金庫

中部 岐阜県 大垣市 サイトー電子株式会社 4200001016491 ＡＩ搭載出荷検査装置の開発 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 安八郡安八町 株式会社リュウセイ 5200001032777 解体業から製造業へ　地域初！　急成長の半導体ボトル洗浄業の専門事業者への挑戦！ ＪＰコーチ＆コンサルティング株式会社

中部 岐阜県 中津川市 有限会社堀ブロツク 5200002023560 アニマルウェルフェアを課題としたドッグラン施設建設 髙木　利彦

中部 岐阜県 大垣市 株式会社さくら酒店 7010601043200 小規模酒蔵と協働！越境ＢｔｏＢプラットフォームの構築で新規顧客開拓 株式会社シャイン総研

中部 岐阜県 安八郡輪之内町 合同会社森ルーフ建装 9200003003723 地域初！　塗装、板金ブースも揃えた本格的な塗装ができるＤＩＹ事業への進出！ ＪＰコーチ＆コンサルティング株式会社

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社大原屋 5200001000809 岐阜市初の地域リノベーション機能を併せ持つ側面を持つコワーキング事業 株式会社愛知銀行

中部 岐阜県 高山市 株式会社鈴木製畳 4200001024899 襖張機導入による新規事業開拓と自社での生産性向上 遠藤　隆浩

中部 岐阜県 加茂郡八百津町 やおつ乳業 地域の賑わいをつくる！地元産牛乳を使用したチーズ工場の開設 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 可児市 雅 創作居酒屋から創作焼き肉店への新分野展開 株式会社静岡銀行

中部 岐阜県 大垣市 武内合資会社 1200003001668 麹を使った蜂蜜酒の製造による薬用酒（その他醸造酒）市場の開拓 大垣商工会議所

中部 岐阜県 岐阜市 土屋商店 デジタルプリンターを導入し生地問屋から生地メーカーに進出 税理士法人ホライズン

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ＩＴ工房Ｚ 7180001101913 置いて電源を入れるだけネット環境不要でコスパの高い見守りサービスの実現 中日信用金庫

中部 愛知県 清須市 株式会社フライヤーズ 3180002058917 コロナ禍で市場が拡大している「セルフ脱毛事業」への参入による事業再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社アットプレイス 2180001105423 コロナ禍でも安心して学べる場を！ＡＩを用いた完全個別指導学習塾 株式会社マックコンサルタンツ

中部 愛知県 一宮市 株式会社クラシックホテル 7180001082600 新冷凍技術で店のこだわり洋食をご家庭で味わえる業態転換事業 足立　剛

中部 愛知県 半田市 プライベートサロンＬａｖｉｅｒｅ リラクゼーションサロンで脱毛・美容のワンストップサービス サポート行政書士法人

中部 愛知県 稲沢市 株式会社リバース 1180001086268 犬山城下町での次世代わらび餅スイーツ販売 税理士法人大樹

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社オフィストランジットスタジオ 2180001132401 タコスキットのＥＣ販売、タコスのテイクアウト販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 名古屋市北区 ももたろう株式会社 4180001109273 美容鍼灸・インナーマッスルトレーニングによる、心と体のトータルバランスケアサポートの展開 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 岩倉市 有限会社いずみ 9180002082325 長年地元に愛されたお店がモンブランの開発を行い全国へ波及させる事業 稲山哲智

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社リンクス 3180001110257 既存事業での防犯カメラノウハウを活用した防犯カメラショールーム展開 須永　達也

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ｍａｈｍｕ 7180001072213 女性をずっと元気にキレイに！補整下着販売事業への参入 株式会社十六銀行

中部 愛知県 春日井市 ジャパンｓｔｙｌｅ株式会社 1180001121520 積極的な再利用への取組を図った、解体事業へのチャレンジ 稲山哲智

中部 愛知県 刈谷市 株式会社ＭＴカンパニー 8180301031231 地元畜産家と連携したテイクアウト商品の開発と販売 株式会社　ビレッジ開発

中部 愛知県 稲沢市 株式会社小林忠産業 8180001085726 急速な拡大が予想されるＥＶ車向け緩衝材事業への新分野展開 株式会社大三経営事務所

中部 愛知県 名古屋市東区 櫻文化堂書店 日本語教育発展に貢献するためコロナ禍に対応した会員制貸事務所業への参入 税理士法人創経

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社アコー 4180001005968 フィルター需要等に対応した金型部品・プレス加工の一括受注実現するためのワイヤ高精度化業 シェアビジョン株式会社

中部 愛知県 刈谷市 有限会社ＤＲ企画 2180302019165 東南アジア料理の美容・健康に焦点をあてた多国籍調理店事業 稲山哲智

中部 愛知県 一宮市 株式会社弘洋電機 6180001082460 長年培った高度な技術で街路の安全を照らすＬＥＤ照明機器製造業へ新分野展開計画 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 安城市 有限会社Ｋ・テック 3180302017713 ハンディファイバーレーザ溶接導入による、自動車市場から樹脂成型市場への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ＡＷＥＣＣ 6180301032520 株式会社ＯＭＯにＦＣ加盟し、地元ウズラ卵を使った鶏白湯ラーメン屋の開業事業 豊川信用金庫

中部 愛知県 春日井市 がんじゅう接骨院 麻痺セラピスト協会認定、身体のためのトータルサロンひつじＬＡＢＯの提供 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 豊川市 有限会社プラステック 7180302013923 今ある設備をそのままに、最小限の設備投資でＩＯＴを実現 税理士法人中央会計社

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社ｍａｃｈｏ 3180001125932 心身の健康をサポートするパーソナルピラティススタジオの開設 菊地　正和

中部 愛知県 清須市 丸一三 トルコ出身の和食料理人が開発する「純国産ケバブ」「ケバブサブスク」による中食需要への参入 岡崎信用金庫

中部 愛知県 安城市 りふれ＆ラージャ 全国の経営不振マッサージ店のフランチャイズ化計画 安城商工会議所

中部 愛知県 北名古屋市 ＭＩＹＡＭＩ株式会社 7180001102820 ＢｔｏＢからＢｔｏＣへ。ラグジュアリーサロンヘッドスパへの進出でＶ字回復。 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社スキンラボ 4180001091298 美容関係店舗専門の不動産賃貸仲介事業「おばちゃん不動産」 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市北区 ｂａｒｂａｃｈｉｃａ 生花とカフェの融合！コロナ禍における新しい癒しの場の提供事業 中部税理士法人

中部 愛知県 知多郡東浦町 竹内商事 新規事業エンジンクリーニングで危機的状況を乗り越える みなと行政書士法人

中部 愛知県 小牧市 丸翔工業 美容サロンに特化した開業支援型内装工事業への新分野展開を図る 東春信用金庫

中部 愛知県 東海市 有限会社愛東住郷 4180002088500 建設業のノウハウを活かした福祉施設での障がい者の自立促進事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 有限会社河合鉄工所 8180002009403 地域住民のニーズに応える「酸素カプセルサロン」等の出店計画 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 ＡＴＥＬＩＥＲ　ＨＡＲＬＯＷ 酵素風呂をメインサービスとする女性向け温活サロン事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 一家しゃぶしゃぶ　酔蜀香 トレーラーハウスを用いた体験型旅行によるブルーオーシャン戦略 須永　達也

中部 愛知県 名古屋市千種区 ＢＩＧＢＡＮＧ株式会社 6180001125698 ＥＣ専用商品の独自製造のためのセントラルキッチンを確立する 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ＴＲＩＢＥ 7180001108561 次世代高速通信を駆使したＤＪ教室による新分野展開を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 安城市 ロミロミサロンＫａｙａｓａ 高級わらび餅のテイクアウト専門店 安城商工会議所

中部 愛知県 東海市 株式会社望月エンタープライズ 9180001117437 愛知県東海市において初のセルフホワイトニング専用サロン開設とホワイトニング関連商品の販売 税理士法人伊勢山会計

中部 愛知県 岡崎市 ビズユー ＩＴを活用したメンターマッチング事業の展開 藤榮幸人

中部 愛知県 安城市 株式会社三好電気 1180301013401 自社施工ノウハウを活用した管工事進出による売上規模拡大計画 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社アクア・ヴィッツォル 3180002051120 ヘルシーな国産鶏肉、セルフで上質なワイン・日本酒を提供する、お洒落な焼き鳥店への事業転換 税理士法人タカイ会計

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ＳＨＮ 8180001106052 立地を生かした名古屋中心部での都市型ワーケーションの展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 春日井市 ナ　セオル 『瓶を割る』新規ビジネスでストレス解消と循環資源の付加価値向上 座間　裕史

中部 愛知県 常滑市 株式会社マエダモールド 2180001093305 デジタル技術を活用した、歴史的建造物等ゼネコン・大手建設資材メーカー向けＦＲＰ型の製造 有限会社竹内総合研究所

中部 愛知県 名古屋市中区 日本チャンネル株式会社 3180001122847 スタートアップ企業をターゲットとしたシェアオフィス事業 武藤　孔明

中部 愛知県 豊田市 ぐいチキ ２４時間営業のぎょうざの無人販売店の出店 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社トラント 4180001137910 ２４時間型の完全プライベートジムの開設及びＥＭＳ事業への進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社ＲＯＡＮ 5180301026622 お洒落な空間とテイクアウトで楽しめる本格的な和スイーツ専門店 レンタルＥＣ株式会社

中部 愛知県 名古屋市千種区 ピーネット ピアノを小型軽量化するリビルドの技術とシステムを構築する 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 ヘルステック株式会社 2180001142722 「健康と美」を実現する特許技術を活用したセルフエステ機器開発 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社日本ソリューションズ 9180001129663 ○ 「ゴルフのちから」個室シュミレーションゴルフサロン

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ＤＡＮＤＥＬＩＯＮ 5180001136192 ○ 「ゴルフのちから」個室シュミレーションゴルフサロン

中部 愛知県 江戸川区 合同会社Ｇｏ－ｏｎ 5010603008005 ○ 「ゴルフのちから」個室シュミレーションゴルフサロン

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社シンキング 1200001012510 ○ 「ゴルフのちから」個室シュミレーションゴルフサロン

中部 愛知県 碧南市 有限会社たぁぶる 3180302020106 ＥＣサイト構築による名物餃子の通信販売事業への進出 大橋　誠

中部 愛知県 名古屋市千種区 Ａ．ｃｏｃｏｔｔｏ フワフワかき氷とオリジナルシロップのかき氷専門店テイクアウトへの業態転換 吉野　康太

中部 愛知県 長久手市 株式会社タクミ 3180001063694 気軽に動画を投稿できる卓球コミュニケーションサイトの構築 株式会社十六銀行

中部 愛知県 一宮市 東海テキスタイル株式会社 2180001082431 移動販売と最新ＡＩ採寸技術を組み合わせたオーダースーツ事業 ＡｒｒｏｗＳ株式会社

中部 愛知県 岡崎市 有限会社入江金型工業所 5180302017521 ＥＶ部品金型の生産体制構築による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社愛衛 7180001063682 「セルフケア」に役立ちする飲食サービスの提供で、地域の健康寿命延伸に貢献！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社パリシェモア 4180001086810 国内外の旅行者・アーティスト向け民泊兼ポップアップスペースの提供で叶える事業再構築 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市緑区 ＭＳＩシステム株式会社 8180001081618 知的財産権を活かした新製品の販売展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 蒲郡市 有限会社丸義ＰＬＡＳＴＥＲＥＲ 8180302015935 次世代の左官職人を育てる職人教育事業への新分野展開を図る 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 有限会社ＳＥＩＫＡ 9180002050629 特殊清掃・レーザー洗浄に進出し、クリーン空間創出に貢献します 株式会社愛知銀行
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中部 愛知県 津島市 有限会社アイチ工産 6180002089109 ドローンによる赤外線外壁調査及び特許技術の洗浄システムを使用した太陽光パネルの洗浄事業 加藤　寛

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社天禄亭 7180002057700 プログラミング必修化をうけ地域に必要とされる教育ＩＴ事業 公益財団法人名古屋産業振興公社

中部 愛知県 津島市 合資会社アイトス 7180003013669 地域連携型レンタル撮影スタジオ開始による地域文化活性化への貢献 古林　国博

中部 愛知県 一宮市 合名会社三楽 5180003011856 尾張一宮の環境変化に適応した高付加価値型ビジネスモデルへの転換事業 森藤　啓治郎

中部 愛知県 岡崎市 大石工業株式会社 6180301027586 東海地方のイベントを盛り上げるキッチンカーでの移動販売事業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 愛知県 名古屋市北区 アイミット株式会社 1180001113567 愛猫家を対象に新たな付加価値を提供する商品開発で新展開 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 ＳＥＣＯＮＤ　ＮＩＮＥ株式会社 4180001112104 アンチエイジング技術で名古屋のビジネスパーソンに活力をもたらす美容室の経営 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 小牧市 株式会社ブルーワークス 1180001112783 人材派遣業から、技能実習生の入国後研修センターへ新分野展開。 兼武　文範

中部 愛知県 江南市 光穂工業株式会社 6180001087690 ワイヤーメッシュ製造技術を活用した獣害対策事業による事業再構築 江南商工会議所

中部 愛知県 小牧市 ぶた福チャコール 豚職人が魅せる！喜ばせる！「ハレの日のとんかつ」専門店への進出 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社永冨 1180002041313 「美肌を叶える」完全個室で安心な美容脱毛サロン事業 名古屋商工会議所

中部 愛知県 豊川市 有限会社神谷石油店 8180302013022 ありそうでない！技術と立地を活かしトラックロードサービスに挑戦する 岡崎信用金庫

中部 愛知県 西春日井郡豊山町 株式会社ライトアップ 1180001065461 ＷＥＢ案内状・ホームページ制作を主体としたＷＥＢ事業 中日信用金庫

中部 愛知県 豊田市 牧村工業株式会社 1180301019290 介護福祉車両等あらゆる座席シートカバーの高難度裁断・縫製事業 クレアスト株式会社

中部 愛知県 清須市 寺戸大志 お客様好みにカスタマイズできるバスコンの制作・販売・レンタル事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社Ｍｏｎｋｅｙ　Ｔｒｅｅ 9180001131735 新たな名古屋名物「ジューシー味噌とんちゃん」の開発による愛知県飲食業界の活性化 名古屋商工会議所

中部 愛知県 みよし市 有限会社森島製作所 4180302024329 ステンレス廃材を再利用した、アウトドア製品の販売 稲山哲智

中部 愛知県 春日井市 株式会社ドリーム・ファミリー 3180001077785 地域の婚姻率向上に貢献！結婚相談所併設の婚活エステサロン開業事業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 豊川市 Ａｘｉａ　ｗｏｒｌｄ　ｃｏｍｐａｎｙ株式会社 6180301033205 豊川市初のシェアサロンによる休眠美容師の多様な働き方実現事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社保母電設 6200001036810 美容サロン拡大に伴う内装工事・技術支援サービスへの新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 豊田市 上野屋本店 １０６年地元に愛される老舗とんやき屋による、営業形態の多角化への挑戦 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社ナイテック 4180002049337 他社製ロボット間のデータ変換 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 丹羽郡大口町 ＥＴＥＲＮＡＬ　ＡＵＴＯ 先進運転支援システムの完全対応に向けての事業再構築 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｆｏｒｓｉｄｅ 7180001142569 メディア戦略を活かしたハンバーガー店出店・テイクアウト市場への参入による事業再構築 株式会社アサユナイト

中部 愛知県 岡崎市 株式会社Ｊｏｙｓｓ 6180301026373 お好み焼き専門店「畑のお出汁・たまな」の新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 炭火やき萩 飲食店が新事業として“メンズ専用脱毛サロン”を展開し、事業の再構築をする！ 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ＭＡＲＵＴＯ 2180001065857 通販用加工食品ＯＥＭ製造事業へ進出 株式会社アサユナイト

中部 愛知県 知多郡南知多町 ＯＨＡＮＡ テイクアウトとデリバリーに注力して島民と島を超えて当店の料理を届ける事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 みよし市 福田工業株式会社 5180301019766 ３Ｄプリンターを活用した内外装検具製作に向けた取組 小倉　裕樹

中部 愛知県 一宮市 株式会社Ｆｉｓｉｋｏ 7180001105385 化粧品の委託販売事業からＤ　ＴＯ　Ｃ自社オムニチャネルの構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知多市 株式会社エクセル 8180001105475 ２４時間無人化システムによる低感染リスクの室内ゴルフ事業 塩出　貴臣

中部 愛知県 犬山市 星月夜 「飲食業から食品製造業への事業転換」オンラインショップで食品販売 犬山商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中村区 葵建設株式会社 3180001029200 ワンストップで「あなたの理想の暮らし方」をトータルアレンジする新分野展開への取り組み 株式会社　タクト経済研究所

中部 愛知県 名古屋市中区 カーサノバ株式会社 9180001109161 次世代不動産エージェント特化型コワーキングスペースの構築事業。 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ｒａｋｕｅｎ 4180001101197 居酒屋が挑む新たな時代に適した非対面型餃子専門店への事業転換 中日信用金庫

中部 愛知県 津島市 株式会社お多福 2180001102890 家族の力を合わせた「思いやり」あふれるＢ型事業所を開業 權田　成悟

中部 愛知県 名古屋市東区 インパーソン株式会社 7180001137643 壺焼き芋店の店舗経営およびＦＣ展開への業種転換 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社アイデザイン 4180001126582 豊富な経験と人脈を活用した仕事帰りに通える稼ぐ為のデザイン教室 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市東区 天婦羅亀彦 素材を引き出す老舗天婦羅屋発！Ａ５ランク和牛を使った贈答品開発 アアル株式会社

中部 愛知県 日進市 ＮＡＣ 仕入れ代行業から特殊車両の組立・販売・整備を行う小売業へ転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社オオタケ 1180002042220 コロナのニーズに対応した角打ちスタイルのアンテナショップへの挑戦 税理士法人伊勢山会計

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ビラジーズ 6180001122150 ウィズコロナに対応した、新たな軽音楽部の未来とその新市場への事業展開 税理士法人アクシス

中部 愛知県 名古屋市南区 カタイワ株式会社 7180001132396 目利きを活かした調達・販売の新市場展開によるミニバン専門中古車販売店 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 豊田市 富士開発株式会社 8180301019185 「女性専用ＡＩパーソナルトレーニングスタジオ」への業種転換 西浦　啓一郎

中部 愛知県 名古屋市北区 有限会社ステージ 1180002051254 本格仕込みの自宅調理用「冷凍からあげ」を新商品として販売 中日信用金庫

中部 愛知県 知多郡南知多町 丸豊 業態転換をしたい民宿・飲食店へＥＣ販売の支援を行う 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 豊橋市 豊立電設株式会社 2180301007047 人手不足に悩む建設業者のスムーズな業務執行をサポート！積算業務サービスの開始 豊橋信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 有限会社藤城建具店 7180302009475 木の温かみとデザイン力を活用した、リフォーム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 名古屋市西区 八木康代 美容業での経験を活かした放課後等デイサービスの開校 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中区 中部エコサービス株式会社 9180001058945 太陽光発電設備や電化住宅設備の販売施工を行ってきた事業者による電気自動車販売事業 株式会社中京銀行

中部 愛知県 津島市 株式会社ＴＯ貿易 6180001103935 ＩＴ×キッチンカー　ＳＮＳや空き地マッチングサービスを活用したキッチンカーとＦＣ展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 尾張旭市 マウンテン 尾張旭市ブランドを強みとしたキッチンカーによる移動販売事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社ホリダス 9180301031024 豊田市への地域貢献・地産地消を目的としたキッチンカー移動販売事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社アクアテック 5180001105783 防水工事業から新興住宅地（名古屋市守山区）での高級食パン事業への参入 高松　佑

中部 愛知県 安城市 株式会社ｍｅｅｔｓ 3180301016682 クリエーター養成学校（技能教習事業）の設立と運営 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 いっちょらい 居酒屋による無添加調味料の販売事業による販路拡大計画 インターグロー税理士法人

中部 愛知県 安城市 株式会社空・インターナショナル 7180001108537 稲沢の名産品に認定を受けたわらび餅のテイクアウト専門店開業 Ｖ－Ｓｐｉｒｉｔｓ経営戦略研究所株式会社

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社クルース 9180001031448 完全個室！肉のプロによる地産地消にこだわった、映え焼肉店への事業転換 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 名古屋市中区 ＴＯＭＩＴＡ株式会社 2180002058975 コワーキングスペース開設とマッチング事業で創業・独立支援 權田　成悟

中部 愛知県 豊橋市 伊藤勇有限会社 3180302006410 人材の強みを活かしたドローン事業による業種転換 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社セントラルホールディングス 6180001107787 既存事業の強みを活かした姿勢矯正サービスへの挑戦 税理士法人伊勢山会計

中部 愛知県 小牧市 株式会社ホクエートレーディング 8180001121225 人と環境にやさしい清掃サービスと除草サービスの展開 東春信用金庫

中部 愛知県 豊明市 晴レルヤ酒場 「老若男女が気軽に学べるゴルフスクールの開校」 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社カインドネス 3180301009232 英語で学ぶプログラミング、ピアノレッスンのサブスク形式学習塾型学童保育事業の展開 静岡県中小企業団体中央会

中部 愛知県 瀬戸市 高岡葵 お客様の理想のアイゾーンを提案するアイラッシュサロン事業展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 西尾市 ＮＫ自動車合同会社 4180303004775 地域の自動車事業者が挑む鈑金修理サービスにおける新分野展開 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 西尾市 成学館 ＩＴ活用による自立学習支援付き預かり事業 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ユタカ写真製版 8180001018561 壁紙リユース袋の製造販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社Ｌｏｃａｔｕｒｅ 3180001117005 レンタカー事業者による自動車整備の内製化と経営基盤の強化 中村　健一郎

中部 愛知県 清須市 有限会社デジフォトワールド 9180002060207 レンタル写真スタジオの新事業で売上拡大！ 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 愛西市 株式会社ＳＯＵＲＩＲＥ 4180001105999 今池の再開発に合わせて焼肉屋開業で今池のファミリーを笑顔に！ 權田　成悟

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社エフリード 2180001136674 「無店舗型開業支援のための製麺販売事業による新分野展開を図る 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社ファイン・ライトサービス 6180002005107 最先端のトレンドを押さえた韓国インテリア販売事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社テイ・アイ・エス 7180301001334 仮想空間の３Ｄシュミレーションによる革新的な電動車部品生産ラインの開発 岡崎商工会議所

中部 愛知県 小牧市 有限会社佐藤木型製作所 4180002081868 エアモビリティ（ｅＶＴＯＬ）パーツの開発及び製造への進出 田中雅之

中部 愛知県 豊田市 友新精機株式会社 8180301019524 全固体電池をはじめとした次世代電池関連製品への進出 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 有限会社荒木製作所 1180002010672 水素・燃料アンモニア発電複合素材部品の難切削加工技術を活かした新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 知立市 株式会社クラタ 8180301014698 設備改造・改善ノウハウを織り込んだ　斬新ライン構築による事業再構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 愛西市 株式会社新興工業 5180001097162 半導体製造用シャフト加工分野への挑戦「ＲＯＴＥＲ－ＳＨＡＦＴプロジェクト」の始動 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 愛西市 伸光技研産業株式会社 6180001097161 ＥＶ車のバッテリーパック用ナット製造によりエコカー市場に進出 株式会社十六銀行

中部 愛知県 一宮市 時田毛織株式会社 2180001083248 繊維製品を基点とする汎用性の高い低炭素廃棄処理サービスへ進出 一宮商工会議所

中部 愛知県 愛西市 有限会社鈴木工業 2180002090929 耐摩耗鋼板を使用した軽量コンテナ製造による脱炭素への貢献 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 株式会社ミワレーザー 3180001081267 次世代半導体需要を見据えた半導体製造装置部品事業への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社大成 1180001014773 機械商社が技術力を活かし燃料電池自動車向け設備事業に進出 岡崎信用金庫
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中部 愛知県 一宮市 株式会社志水製作所 5180001082775 電動車向け大型バスバー製造による脱炭素化社会への貢献 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社山田メツキ工業所 6180001023043 電気自動車の普及に対応した検査工程のＤＸ化への挑戦 株式会社フロウシンク

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社藤田製作所 3180001015431 ＰＣ周辺機器から水素ディテクターへの挑戦によるグリーン成長戦略の実現 株式会社ＡＣＣ

中部 愛知県 岡崎市 株式会社アルクス 2180301000209 地域初！グリストラップ排水油脂・工場生産排水油脂に特化した広域・集約処理事業の開発 碧海信用金庫

中部 愛知県 犬山市 株式会社パームホルツ 1180001119556 国産材と海外未利用資源による新規外構材の実現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 小牧市 ニダイキ株式会社 6180001076297 特許技術！再エネ蓄電池用イオン交換膜の開発・事業化による成長戦略 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社睦自動車 1180301007361 東三河地域の自動車産業を牽引する次世代自動車に特化した整備工場新設 株式会社フォーバル

中部 愛知県 稲沢市 稲沢工業株式会社 6180001085612 特別高圧盤筐体の高精度・短納期化による再生可能エネルギー市場進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 豊橋市 カネミツ金属株式会社 5180301009247 国内に滞留する混合廃プラスチックの循環資源化による事業転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知多市 株式会社ウチダ製作所 6180002088168 中小製造業のグループ化による電動車部品サプライチェーンの構築 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 津島市 株式会社光設備 8180001099412 働く人と企業にクリーンなエネルギーを提供して明るい未来の光りへ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社中京 5180001020082 タイにて稼働計画である水素エンジントラックの水素タンク切削工具の開発 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 あま市 株式会社大一工業 9180001099238 グリーン成長を支える半導体製造に不可欠なターボ分子ポンプ用精密部品の製造 税理士法人大樹 三菱ＨＣキャピタル株式会社

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社船翔 4180001064337 太陽光発電を利用した廃プラスチック等の減容事業化と技術の深化 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 菊田鉄工株式会社 9180001014312 表面粗さＲａ０．１以下の超高品質歯車の量産化 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社よしいけ工業所 5180001084466 ５軸マシニングセンタによる蓄電池セパレーター製造機器部品加工への参入 株式会社十六銀行

中部 愛知県 安城市 株式会社サンワ金型 9180301012890 電動車用金型向け高精度・高耐久スライド金型部品「ファイングライドパーツ」のオンライン供給事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 日愛工業株式会社 3180001083354 住み良い街へ！防減災および環境対策の拠点施設開設による土木への進出 税理士法人大樹

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社小川産業 7180001014207 最新設備の導入による輸出用梱包材製造への挑戦 株式会社大三経営事務所

中部 愛知県 一宮市 伊勢化研株式会社 6180001084135 抗ウイルス素材を使用した高品質プラスチック製品事業へ挑戦 株式会社Ｎｅｗ　Ｂｅｇｉｎｎｉｎｇｓ　Ｊａｐａｎ

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社ブームプロスペリティー 5180001107391 手軽にスマホで注文と持ち帰りができる地域密着型テイクアウト海鮮丼事業への進出 ＳＭＣ税理士法人

中部 愛知県 半田市 有限会社一粒社 9180002083117 ＲＰＡ出力管理システム導入により印刷稼働率１００％達成でキャパ５倍に拡大 半田商工会議所

中部 愛知県 豊川市 株式会社モストプランナーズ 2180301033316 東三河地域の「食と農」の推進に貢献！広告業者が挑む飲食事業への新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社ひよこ 2180301027540 整体院のノウハウと顧客ネットワークを活用してセルフ脱毛サービス店舗新設への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 丹羽郡大口町 大口精糧株式会社 9180001080981 旨味と栄養価が豊富なこだわり米の一般消費者向け通信販売事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中区 コネクト株式会社 8180001111572 県内最安値に挑戦！低価格を実現する新たな脱毛サロンビジネス 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ＳＴＹプランニング 2180001102214 不動産屋に行くのはもう古い！コロナ禍の今は、店舗を構える不動産屋からお客様の希望する場所に出張する時代だ 株式会社中京銀行

中部 愛知県 西尾市 株式会社トラベル三河 5180301022563 旅行代理店業務から美容部門を強化したテントサウナ事業への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 西尾市 炭火焼肉　ｋａｔｓｕｒａ 小規模でも貸し切り可能な寛げる空間の提供 西尾信用金庫

中部 愛知県 西尾市 愛楽農園はいぼーなす 自農園栽培品の自社加工による６次産業化からＥＣ市場の需要獲得を目指す新事業展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 ヘアーアンドメイク　ランプシー 介護福祉施設に向けた訪問ヘアカット事業 岡崎商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中川区 有限会社元藤フライス工場 6180002019619 航空機部品の切削加工技術を活かしたロケット部品分野への新分野展開 佐原　啓泰

中部 愛知県 知立市 株式会社ＤＣＴ 2180301030156 多様な理美容業態に対応可能な「インキュベーター型シェアサロン」事業の開発 碧海信用金庫

中部 愛知県 安城市 株式会社ＦＯＲＥＳ 3180301032754 運動療育に特化した児童発達支援事業所の開設により経営の安定化を図る。 後藤　公平

中部 愛知県 豊橋市 有限会社エー・アイ・エム・ユナイテッド 1180302012344 美容室のマンネリズム経営・レッドオーシャン市場からの脱却 大竹　貴司

中部 愛知県 額田郡幸田町 有限会社はせ川工業 3180302003696 溶接工程の自動化による次世代自動車部品搬送用パレット製造事業への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 一宮市 株式会社やなか珈琲 9180001086418 珈琲豆モバイルオーダーシステム導入による生産性向上の取り組み 宮田　大

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社アイリー 7180001070274 シミュレーションゴルフのサブスク事業を通じた新分野展開 浮島　達雄

中部 愛知県 名古屋市南区 有限会社杉本金型製作所 8180002009700 老舗金型製造業者が気運の高まるＳＤＧｓ対応と低コストに向け溶接修理へ事業転換 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 バルバッサーノ お一人様大歓迎！イタリア食文化をニュースタイルで提供するレストラン事業 杉原　誠

中部 愛知県 碧南市 石川鋳造株式会社 5180301015063 自社ブランド製品を起点とした「着地型産業観光」と新たなサブスクリプションサービスの創出 碧海信用金庫

中部 愛知県 半田市 有限会社永坂鉄工所 1180002083751 カーエアコンの配管同士を繋ぐチューブ・コネクタ製造への進出 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 奥井工業株式会社 6180001029767 建築板金の施工技術を活かしての建築板金加工販売業への進出			 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社トラフィック・シム 2180001046667 不特定多数の企業ユーザに対するＩｏＴ機器を用いたＳａａＳ事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ＫＣＳ 4180001132713 アフタースクール事業への進出による小学校児童向けの教育サービスの提供 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社たからセルロイド 9180001031200 コロナ禍の経済を元気にする人気キャラクター等を起用した各種雑貨の製造販売 株式会社関西みらい銀行

中部 愛知県 半田市 株式会社セキセイ 3180001091778 光海底ケーブル中継器の耐圧筐体カバー製造参入 ひまわり経営サポート株式会社

中部 愛知県 安城市 株式会社アムト 8180301016166 精密・難形状金型の高精度補正技術による電子部品分野への進出 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 春紅 中華料理店から冷凍餃子メーカーへの事業転換 豊田信用金庫

中部 愛知県 犬山市 株式会社マルニ 8180001080917 地方のデジタルデバイド解消に向けたコミュニティスペース構築で地方活性化に取り組む 犬山商工会議所

中部 愛知県 名古屋市昭和区 アール　アドバンス 悩める子供たちへの安心・安全の脱毛事業 税理士法人スマッシュ経営

中部 愛知県 安城市 株式会社大雄製作所 7180301013544 老舗金型業者が国策であるカーボンニュートラルによるＥＶ車転換に対応 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 エバイス株式会社 6180001060697 自然の中で、豊田でつながるアドベンチャー事業の創出 株式会社十六銀行

中部 愛知県 常滑市 株式会社ＩＷＡＷＡＫＩ 2180001136393 「長尺特殊建材」を切り口としたニッチトップメーカーへの昇華 半田信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 有限会社小野金型 6180302000699 温度管理下における二色成型金型開発による新規市場（ＥＶ市場）への参入と効率化への貢献 岡崎信用金庫

中部 愛知県 豊川市 株式会社土岐 1180302014951 当社の高い配管技術を活用し、安全な透析治療の確立・普及に貢献する 豊川信用金庫

中部 愛知県 高浜市 隠れ家ぼちぼち 居酒屋から日本料理店へ、日本料理を２４時間テイクアウト 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 ダイニングバーさくら 中高齢者と働く女性に向けた完全個室のエステサロンへ業種転換 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 あま市 小山工業株式会社 5180001097880 自動車・建築向け部品市場から食品機械向けステンレス部品市場への新規事業展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊明市 株式会社モリテック 2180001069528 家庭支援事業～家事を軽減するための放課後デイサービス及び児童施設～ 加藤　哲也

中部 愛知県 西尾市 有限会社篠原鉄工 2180302026343 生産能力の向上による高品質と量産能力を活かしたエアコン事業への進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 津島市 特定非営利活動法人Ｐｅｅｋ・ａ・Ｂｏｏ 4180005013595 生活介護事業を開設し、障がい者とその家庭に生涯の支援を提供 安井　章

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ハウスプラザ 8180001043618 コロナ禍での衛生的なおもてなしで拡大する、来客用小容量ペットボトル飲料卸売業への参入 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 豊橋市 株式会社シーアイプラント 3180301009281 新設備導入によるウォーターサーバー、センサ部品の加工事業参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｐｕｒａｖｉｄａ 6180001115732 ＩＴ×コールセンターで法人営業を効率化する営業支援システム事業 レンタルＥＣ株式会社

中部 愛知県 豊橋市 株式会社森田興産 5180301021879 環境制御装置「Ｇｒｅｅｎスクリーンシステム」開発による業種転換 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 インターメディアプランニング株式会社 7180001050524 自治体の都市連動型デジタルツイン・メタバース化に伴う課題解決を促進するＤＸソリューション開発 東海税理士法人

中部 愛知県 大府市 有限会社大府プラスチック工業 7180002084653 全てのトナーボトルの製造可能な生産体制の構築によりＯＡ市場への参入を目指す。 立野　靖人

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ほけんプラザ 1180001072887 地域初のカルチャーセンター運営に挑戦し既存事業とのシナジー効果を産み出す 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社ＫＩＺＵＮＡ 6180001114742 大衆居酒屋から鶏焼肉専門店への業態転換 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ツツジコーポレーション 5180001129659 飲食経験者を活かしてミシュラン受賞のラーメン店へ新分野展開 中日信用金庫

中部 愛知県 小牧市 日南精機株式会社 8180001074712 ハードとソフトの力を合わせて挑戦。積極的な新規市場開拓でＥＶ、半導体、医療への新展開。 岐阜信用金庫

中部 愛知県 東海市 株式会社光伸テック 8180001095056 板金加工事業から、コロナ禍で需要が伸びるゴルフアミューズメント事業への新分野展開 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 豊橋市 株式会社大建技工 2180301011503 小型溶接ロボットを導入し、鉄骨の「仕口溶接」と「コア溶接」の受注を獲得する 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社大和工芸 4180001019951 従来の木質系素材からＳＤＧｓ対応再生段ボール素材を活用した新展示手法での海外市場への新分野展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ワールドネットワーク 8180001048740 北白川ゴルフクラブ運営に関する計画書 税理士法人名南経営

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社ハウシーク 2180001124316 感性に訴求する自社ブランド「ＬＩＧ　ＨＯＭＥ」で戸建住宅販売事業を展開する 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 パイパティローマ 体験型ゲストハウス併設の食堂開業による事業再構築計画 長野信用金庫

中部 愛知県 大府市 株式会社辻本鉄工所 7180001092608 ＥＶ、ＦＣＶ、次世代ハイブリット車関連事業への新分野展開。 岡崎信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 浜名エンジニアリング株式会社 7180301006820 高まる半導体需要に対応するため、新型ガントリーローダーの製造を開始する。 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社テーラ・テール 6180001134609 高品質冷凍パンの開発によるＥＣ・ＦＣビジネスへの参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 知多郡美浜町 株式会社アローズデベロップメント 9180001132782 体験から定住へ、地元と観光客を結びつける古民家カフェで知多半島の移住促進事業 白川　淳一

中部 愛知県 豊田市 株式会社エムケージャパン 8180301030233 建築の知見を活かして、お洒落な空間のエステに新分野展開 豊田信用金庫

中部 愛知県 知多郡武豊町 ミミトータルケア オンラインカウンセリングによって差別化したサブスクリクション型セルフエステ事業の展開 名古屋商工会議所
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中部 愛知県 小牧市 東海タイヤセンター株式会社 1180001076211 協業による新分野展開「地元小牧市にブルーベリー観光農園開業」 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 西春日井郡豊山町 有限会社山中製作所 4180002067652 「半導体大国ニッポン」復権へ貢献！高性能プラスチック樹脂部品製造への業態転換計画 株式会社エフアンドエム

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社エーシーイージャパン 6180001111913 航空機関連事業から洋上風力発電関連事業への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社岡村製作所 2180001009946 エコカー向け部品製造ラインの新設により成長市場に進出する 株式会社十六銀行 十六リース株式会社

中部 愛知県 瀬戸市 あさひ精圧株式会社 3180001078627 転造塑性加工を応用した新工法による高精度スタッドボルトの量産製造体制の構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社アットイン 9180001054259 地域に根ざした、くつろぎに特化した温浴施設運営引き継ぎ 株式会社みらい経営

中部 愛知県 稲沢市 有限会社サンパットエンタープライサス 2180002080756 中古車小売事業『Ｒｅｎｏｖａｔｉｏｎ　Ｃａｒ　Ｄｅａｌｅｒ　Ｉｎ　ＫＯＵＮＯＭＩＹＡ』 税理士法人杉浦経営会計事務所

中部 愛知県 日進市 特定非営利活動法人全国福祉理美容師養成協会 1180005007435 ロボットを活用した障がい者雇用を促進する飲食業への進出事業 神谷　隆生

中部 愛知県 豊橋市 株式会社セントラルシステム 2180301008490 ゼロコロナへの挑戦　最先端プラズマ技術ステアライザ搭載空気除菌機の製造 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 加藤工業株式会社 3180001019192 個別生産の加工技術を生かした量産品への新規参入 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 知多郡美浜町 魚太郎株式会社 4180001093022 「知る」「見る」「食べる」の体験を提供する回転すし事業 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 トヨセット株式会社 1180001063671 コロナ禍で加速したオフィス家具ニーズの変化に対応した新商品事業 アルプス中央信用金庫

中部 愛知県 西尾市 株式会社Ｈｏｕｓｅｆｕｌｌ 1180301035239 木材加工技術とＳＮＳを生かしたオーダーメイド家具への業種転換 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 名古屋市中区 ＬＩＶＥ株式会社 2180001114556 ＡＩ×美容院！社内システムを拡張させたリピーター特化型システム販売 松尾　基司

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社國光社 5180001014431 ＮＳＦ対応蕎麦製麺機の開発・市場化による米国グルテンフリー市場への新規参入 岡崎信用金庫

中部 愛知県 蒲郡市 有限会社大丸鉄工所 2180302015610 金属加工技術を活用した半導体製造装置市場への進出 大橋　誠

中部 愛知県 名古屋市南区 オリエンタルモータース株式会社 9180001014221 最先端エーミング作業に対応した大型自動車指定工場への進出 佐々木　寛

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社岡本組 9180001072806 大気環境へのアスベスト飛散を防止する除去作業の確立で、従業員の健康を守りつつ、他社と差別化を図る 株式会社中京銀行

中部 愛知県 西尾市 中部金型工業株式会社 6180301022653 次世代自動車用部品向けの金型製造・修理による新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 特定非営利活動法人日本認知行動カウンセリング協会 2180005011436 認知行動療法の先駆者としての精神障害者専門の訪問看護事業 中部税理士法人

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社リケンモールド 3180001029101 高精度マシニングセンター導入によるＡＤＡＳ・ＥＶ市場への新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 東海市 前田工業株式会社 2180001094567 グリーン社会の実現に向けたレーザ溶接機の開発と特許工法の社会実装 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 みよし市 株式会社光洋工機 1180301019646 自動車部品向け金型加工から半導体製造装置の高精度部品製造への新分野展開 碧海信用金庫 三菱ＨＣキャピタル株式会社

中部 愛知県 一宮市 株式会社タケヒロレッカー 9180001085460 事故や故障などで動かなくなったトラックの修理事業への参入 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 安城市 有限会社エムエヌ化成 4180302016441 二酸化炭素削減に資する難削材ジェットエンジン部品の高度化事業 株式会社森田経営

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ＩＸＳＡ 8180001139738 建築設計業からコワーキングスペースサービス業への新分野進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社モア住空間研究所 2180001041429 コンテナハウスを顧客ニーズに合わせリフォームし販売する事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 安城市 有限会社スギエート 1180302017723 ＩＣＴに初挑戦！新たな施工方法でＩＣＴ指名型や造園工事へ進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 小牧市 ジャパンテクノ株式会社 6180001113117 脱炭素シフトの要、電気自動車・半導体業界において需要が高まるエンプラ製部品の製造計画 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 常滑市 合同会社バーライフ 9180003018435 コロナ禍で落ち込むイートインから総菜・パンの小売販売への新分野展開 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 日本街路灯製造株式会社 9180001022562 中部リニア向け制御盤や車両部品のアルミ溶接製品への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 ロータスコンサルタント株式会社 9180001073028 会員制２４時間無人シミュレーションゴルフによる新分野への挑戦 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＭＩＴＵＷＡ 6190001021590 【事故・故障対応システム】導入による、ワンストップ短納期修理サービス事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 安城市 ハウス成田建設株式会社 4180301013217 体験消費を促進させるアウトドア×食の体験型複合施設への新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社ＥＬＭ 2180301032978 独自の指導ノウハウでスコアアップを実現するゴルフフィットネス事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 うまうまディマーレ テイクアウトに特化したまぜそば屋展開プロジェクト 高柳　哲也

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社エスユウメック 5180001027870 独自の技術を活かし自動車内燃部品からＨＶ／ＥＶ・非自動車向け電子系部品への進出する 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ビジョン 9180002051453 「ハレの日」のプロによるアンティーク家具の映える子ども写真スタジオ事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 西尾市 株式会社匠設備 2180301026229 水道工事業からリユース可能なステンレス製パレット製造事業への転換 フォワードシップ経営株式会社

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 株式会社名洲電機 8180001081519 省人化を加速させる「次世代型ＡＧＶ」の共同開発・受託生産で事業領域拡大 岐阜信用金庫

中部 愛知県 海部郡蟹江町 株式会社サカエプレス 4180001098608 絞りプレス加工品の新たな生産方法による業態転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社リアルｘＩＴ 8180001132189 学生向けコミュニティの運営による多様な働き方の推進と地域経済への貢献 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 愛知県 刈谷市 株式会社ＫＯＴＯＢＵＫＩ 4180301027670 産業残土リサイクルシステムの確立による、土木資材メーカ－への転身 碧海信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社プロストリンク 1180301028234 ウォータージェット工法を活用した効率洗浄による浄化槽清掃業への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 北設楽郡東栄町 三信鉱工株式会社 1180301024183 植物性廃棄物を有効活用したスキンケア化粧品原料の製造と販売への業態転換 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＩＴＣＳ 9180001046504 ＥＲＰシステムとの連携性に優れたシンプルな顧客管理サービス「ｍｉｘｓｏｌ顧客管理」の開発 税理士法人タックスアンドマネジメント

中部 愛知県 豊橋市 豊倉サービス株式会社 5180301006434 「持たない経営」へ変革！夢中体験を生み出す体操教室で、こどもの「いきる力」を解放する事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 みよし市 三光金型株式会社 1180301017757 金型加工技術の高度化と自動化で挑むグリーン成長分野への新分野展開 株式会社百五銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社鳥越樹脂工業 2180001083280 コロナ禍における医療および介護従事者向け感染対策用新製品の開発・製造および販売 尾西信用金庫

中部 愛知県 豊田市 有限会社ニシカワ運輸 1180302024827 自社開発システムのクラウドサービス化による自動車運送革命 豊田信用金庫

中部 愛知県 津島市 株式会社サカモトエンジニアリング 2180001117716 厚板加工能力の獲得による板金加工業から鋼材製造業への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ａｓｓｅｔ　Ｌａｂ 2180001137994 「飲食＋エンターテインメント」がコンセプトの飲食事業への進出 杉山　正和

中部 愛知県 あま市 西海建工株式会社 3180001097775 建築廃材を再利用できる製造体制を構築し、循環可能な住宅建設の実現へ！ 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊田市 フラッグス 完全予約制「お客様を健康・幸せに導く　健康カフェ」事業 山根誠司

中部 愛知県 名古屋市中区 合資会社河津木型製作所 7180003004998 木型の高精度加工技術を生かした、産業用ロボット、建設機械関連部品への新分野展開 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 刈谷市 有限会社タニムラ工業所 1180302018507 試作品・補給品製造で培った技術を活かした次世代ニッチ車種分野への進出 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ＮＣＬＡＢＯ 1180001123839 ＥＶ化が進む中で需要が高まるサーキットボックス向け部品製造への新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社恵比須 5290001084026 高齢者配食サービスへの新規参入で地域の健康に貢献 權田　成悟

中部 愛知県 長久手市 伊藤鉄工株式会社 8180001100360 長尺高精度加工体制の構築によるリニアモーターガイド部品・高精度ゲージ部品の製品化 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 刈谷市 有限会社イケチク 9180302017922 自社で製造した食肉加工品（ソーセージ等）を電子商取引（ＥＣ）にて販売する。 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市港区 善進印刷有限会社 1180002048093 印刷業から高齢者介護事業への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社雅トータルデザイン 7180301026125 海沿いで占有感と非日常感が味わえるバケーションレンタル事業 レンタルＥＣ株式会社

中部 愛知県 一宮市 株式会社澤田製作所 3180001124728 ドローンを活用した業種転換に向けた新たなドローン活用サービスの開発と提供体制の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 愛知県 刈谷市 株式会社オアシス 1180301017633 体幹トレーニングで中学生の部活時間減少分を補う事業 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 豊明市 ＪＯＩＮＴＳ株式会社 2180301016543 イベント会社が行う斬新なルアー制作と製造工程イノベーション 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 名古屋上水管理有限会社 2180002037731 貯水槽・工場配管清掃事業から、下水道管更生工事に進出する事業再構築計画 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ＫＡＪＩＫＥＮ 8180003014815 感染症対策と楽しさで差別化したフィットネスジムへの新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 西尾市 有限会社柵木金型製作所 1180302026492 セルフレジ用の金型の製造に着手し、新たな事業の柱を確立させる計画 碧海信用金庫 三菱ＨＣキャピタル株式会社

中部 愛知県 安城市 佐々木工業株式会社 8180301012909 ＥＶ等樹脂部品の高効率・高品質塗装を実現する新塗装法の開発 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 長久手市 株式会社Ｐｒｏｄｕｃｔ　Ｍａｒｋｅｔ　Ｆｉｔ 7180001138047 専用アプリを活用した地域医療ネットワーク構築の支援サービス事業 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 豊田市 有限会社森組 7180302023732 大型構造物の製造ノウハウと利用した半導体製造装置分野への参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 コネクト株式会社 1180001108526 オンライン授業とＡＩ学習システムを活用した個別指導学習塾とフリー自習スペースの運営事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 岡崎市 有限会社Ｋ．プロジェクトメンテナンス 1180302005604 製缶板金業への新分野展開による熱処理設備向け専用治具の提供 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 安城市 有限会社ハヤシ商店 6180302017074 高周波技術の応用による画期的な活鰻流通用資材の開発と販路拡大 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社ＡＢＯＶＥ 9180001137286 プライベートサウナで土地活用！新分野展開への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 ディフェンドウォーター株式会社 9180002034524 特許出願中。芽胞菌に効く除菌液の販売 西村伸郎

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社サーパスオフィス 7180001057544 コロナ禍の影響の大きいオフィス用品・機器販売事業から、シミュレーションゴルフ事業参入による事業再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 大府市 株式会社鐵建 2180001127112 現場管理力を活かし足場組立工事から土壌汚染対策工事に事業転換 大府商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 ヤマタケ商事株式会社 8180001041613 ミシュランシェフが創る地産地消の「山のイタリアン」による新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 額田郡幸田町 株式会社中川鉄工所 4180301002376 大径ホイール金型治具の技術開発による電気自動車事業への参入 税理士法人森田経営

中部 愛知県 豊橋市 トーリンホーム株式会社 2180301007930 ＶＲ技術を活用したグリーン設計住宅の提供 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 今村工業株式会社 8180001023264 現地成形の仮設工場方式により国内最大の一体成形製品を製造し、地下資源の生産プラント分野への展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 フィフティセブン株式会社 1180001076392 周辺美容サービス進出による事業継続力の強化 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ＣＲＯＳＳ 9180001081872 「匠の技」とＤＸ化により塗装・リユース市場へ新規参入する事業 株式会社商工組合中央金庫
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中部 愛知県 岡崎市 株式会社六本木 7180301002480 地域再開発を好機に菓子製造業許可を持つパティスリーカフェへの転換 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 名古屋市北区 山田美術印刷株式会社 8180001013785 今まで表現出来なかった色彩豊かなアテンションシール製作による業態転換事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 有限会社みどり化学 6180002014891 自動車部品から業務用空調機部品への樹脂コーティング加工の新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社バーガーキツド 8180001020600 熟成肉のとんかつで高齢者夫婦やおひとりさまの健康をサポートする 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 尾張旭市 榊原産業株式会社 2180001079535 画期的工法に活用するポストコロナ対応型土木工事資材の加工開始 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 知多市 クーセイズ株式会社 2180001095912 「長久手　旬即便」「尾張旭　瞬菜便」「春日井　菜速便」　広告業から食品小売業への転換 税理士法人ブラザシップ

中部 愛知県 一宮市 有限会社ネロ 4180002079301 都市開発が進む一宮市で特別感を創出する隠れ家的な創作割烹料理店の運営 税理士法人大樹

中部 愛知県 名古屋市南区 有限会社カワイ 3180002013558 様々な社会ニーズに応えるトレーラーハウス製造・販売事業への進出計画 株式会社中京銀行

中部 愛知県 春日井市 昌和工業株式会社 8180001074266 溶接ロボット（自動溶接システム）導入による、ＥＶ向け台車設備の製造 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市南区 柳屋株式会社 3180001050759 フリーズドライフルーツ市場への新規参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ＲＩＴ 1180001124358 自動車部品生産用機械から半導体生産用装置の製造への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 大生熔接工業株式会社 1180001014781 溶接補修事業で培ったノウハウを活かした長寿命新作金型開発と生産体制の確立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社丸辰 3180001058629 ７０ｔトラッククレーンによる金属加工機械運搬・据付の業態転換 税理士法人　宇野会計

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ナージ 4180001109133 音楽教室が音楽のために作ったオンラインシステムで新市場へ進出 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 豊川市 株式会社ドロップス 9180301028202 コロナにより増えつつある精神障害者の社会参加促進のための新分野展開 株式会社　タクト経済研究所

中部 愛知県 瀬戸市 有限会社水野加工 1180002073307 物流標準化に寄与するプラスチック梱包材の製造で一社依存の経営脱却へ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 藤岡石油株式会社 8180301019887 地域密着型の「洗濯代行宅配・ＤＸコインランドリー事業」へ新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社丹羽工作所 3180001039686 汎用部品製造から産業ロボット精密部品製造へ業態転換を図る 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社近藤商店 4180001077826 ＳＤＧｓ　段ボール箱の需要増に向けた新設備導入による製造ライン再構築 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社ベアテックス 3180002037474 愛知県名古屋市名東地区初！本場米国式ハンバーガーショップ出店による業績のＶ字回復 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 カフェドエグロ 店舗レイアウトを変更し、テイクアウトとカフェバー事業に進出 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 東海市 芙蓉鋼板加工株式会社 6180001094530 試作開発期間短縮を求められる吸音材の特殊加工用金型の製造事業 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 一宮市 株式会社桂商会 1180001082416 羊毛紡績～織布事業を統合しアパレルメーカーの求める多品種小ロットのウール生地を提供するビジネスモデルへの業態転換 いちい信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社戸松電気工業所 9180301001456 電気工事×ハイアルチにより新たな顧客獲得戦略！ 碧海信用金庫

中部 愛知県 愛西市 ワイズコーポレーション合同会社 6200003003973 新車入手困難下の中古車需要増に対応した内外装リペア事業 藤榮幸人

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＳＵＰＥＲ　ＦＡＣＴＯＲＹ 2180001071723 「美」をテーマにしたワークショップとＥＣ販売でお客様と当社をなりたい姿に 株式会社エモーサル

中部 愛知県 春日井市 株式会社ビシュウ 3180001040025 屋外でも使用できる！白華が起きにくい防火木材の製造 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ヤマグチ 5180001024439 新たな宿泊需要に向けたペットと泊まれる癒しの一棟貸宿泊サービスの構築 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 合同会社絆 2180003012527 最高級の近江牛を提供する新業態で実現させる事業再構築 杉山　正和

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社シナノメンテナンス 1180001091334 次世代型コンタクトセンターによる定期点検アフター工事事業への参入 渡辺　義明

中部 愛知県 蒲郡市 ＣＨＡＲＩ－ＣＡＦＥ　ＰＯＴＴＥＲ 人と地域を繋ぐ循環拠点、サイクリストをゲストハウスの癒しでつなぐエイドステーション新構築 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社東海ファスト 4180001122499 コロナ禍の工事効率化を高めるアプリサービスの構築 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 西尾市 株式会社フカツ 4180301022878 コロナを乗り越え、地域密着サービスで１００年企業を目指す街のでんきやの挑戦 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 小牧市 オフィスタナカ 「カプセルトイ・ガチャ」による商店街・地域事業者の活性化事業 山口　徹

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社Ｊテック 4180001115998 自動車整備工場を建築し、生産停止している旧車部品の設計及び整備の実現 株式会社森田経営

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社ナテック 6180001000991 生活支援事業のサービスの事業化に伴う地域と顧客との繋がりを強化・継続する強い事業基盤づくり 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 蒲郡市 株式会社サンジュ堂印刷 2180301011032 地域の印刷屋からデジタル看板製作事業への進出と空き家再生による地域活性＆ブランド力向上 豊川信用金庫

中部 愛知県 岩倉市 株式会社ＢＥＹＯＮＤ－Ｚ 7180001142214 発達支援教室開校による発達障害児を持つ親と子供の社会進出加速支援事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 ベトコンラーメン新京 ＤＸを活用したコロナ対応型名古屋めし「ベトコンラーメン」店舗の多角化経営計画 株式会社中京銀行

中部 愛知県 蒲郡市 聖陵工業株式会社 5180301016268 無人搬送機向けアルミ部品の製造を開始し、新分野展開を図る。 酒井　康行

中部 愛知県 安城市 山喜工業有限会社 7180302017354 “デザイン性の高い大型金属パネル”の製造による建築板金分野への新規参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社トヨトミ 2180001010714 嗜好性の高い燃焼機器の開発と直接販売への転換 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ジスクリエーション 5180001054832 ＡＩ身体サイズ測定スマホアプリを活用したパーソナライズ枕のＥＣサイト販売 岡崎信用金庫

中部 愛知県 江南市 株式会社コンソルテ 6180001089299 絆を大切に、健康にも見た目も良いひつまぶし専門店への事業転換 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社電律 1180001063721 総合省エネシステムで電力不足に貢献！新分野展開への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 弥富市 株式会社リバイブ 5180001098672 建築事業者を主ターゲットとした古材販売事業の新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 高浜市 株式会社シンカアセットマネジメント 3180301015949 不動産価値を向上させる無人シミュレーションゴルフ施設 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社釜坂商会 7180001080265 エステサロンとリラクゼーションサロンの融合サービスの展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 西尾市 株式会社イナガキ精工 7180301022966 金型製造から樹脂成型までの一貫体制構築による電気自動車部品（ブスバーカバー）市場への進出計画 西尾信用金庫

中部 愛知県 あま市 株式会社有吉商店 5180001098680 エコバックでＳＤＧｓ対応を促進！新分野展開への挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社共豊コーポレーション 7180001035434 コロナ禍からのＶ字回復を図るアウトレット事業への業態転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ケアレビュー 1180001102132 クラウド型科学的介護データ分析システムの新規開発 いちい信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社サンライズ 4180001085069 カーボンニュートラルの実現に寄与する植物系樹脂成形品の一貫生産体制の構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ラグラックス信和 2180001041833 アパレルレンタル市場への参入による事業再構築 廣瀬　陽介

中部 愛知県 豊川市 株式会社ウェリナ 9180301032781 美容室から究極の癒しと身だしなみを追求するエステティックサロンへの進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社アディド 1180001064736 人脈と広告ノウハウを活かし成長ビジネスのからあげ店を開設 名古屋商工会議所

中部 愛知県 豊橋市 Ｓｔｅｖｅ　Ｄｅｓｉｇｎ　Ｅｎｔｅｒｔａｉｎｍｅｎｔ合同会社 9180303004837 暮らしを豊かにするタウンアプリを開発・運用して地域活性化の実現 中西　健

中部 愛知県 名古屋市中川区 有限会社恒心 3180002049379 新たな付加価値サービスによる産業用車両特化型整備事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社大中環境 6180001085505 アスベスト調査・撤去・解体の一貫施工サービスへの参入による事業再構築 ＮＢＣコンサルタンツ株式会社

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社Ｄｅｎ－Ｄｅｎ 1180001133524 省人化個室サウナの開業による属人化職人集団からの脱却とＦＣ化基盤作り 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 みよし市 原田車両設計株式会社 2180301020578 自動運転車両のソフトウェア開発 税理士法人名南経営

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社Ｋ＆Ｓ 2180001068728 料理教室・イベントで出会いを創出する婚活支援事業への新分野展開 税理士法人アリーズ

中部 愛知県 春日井市 有限会社ファーム 7180002067113 最新シュミレーションを使用した屋内型ゴルフ施設 東濃信用金庫

中部 愛知県 刈谷市 ＧＲｉＬＬバルＴＬＭ 健康「ととのいドリンク」の開発と個室サウナへの業種転換 株式会社　ビレッジ開発

中部 愛知県 安城市 株式会社タケヒロ 6180301013058 端材や農家排出のもみ殻の活性炭事業に進出し、脱炭素社会の実現に貢献！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 伊藤レーシングサービス株式会社 1180301002858 新型炭化炉によるウレタンの炭化減容と油化システムの開発と普及 岡崎信用金庫

中部 愛知県 高浜市 株式会社ケーツーテック 7180301015739 教育システムを活用した外国人労働者の教育施設運営と人材派遣事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊川市 中日精工株式会社 1180301010051 自動倉庫の需要増で安定供給が求められる減速機用遊星ギアの製造 豊川信用金庫

中部 愛知県 蒲郡市 有限会社ＢＯＲＩＳ 5180302015822 ＳＮＳに映える、地域の食材を使った贈答・お土産用プリンの製造・販売 岡崎信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 合同会社ＲＥＰＬＡＹ 1180303004373 車庫を利用した新たな建築デザインのエステサロンで地域イノベーション 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ＳＥＥＫ 2180301004606 強みを活かして非日常なアメリカン店舗で独自パンの２４時間無人販売 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 刈谷市 有限会社太田電気工事 4180302018033 ドローンを使用した太陽光パネル洗浄及び管理及び農薬・肥料散布への進出 株式会社ＡＣＣ

中部 愛知県 日進市 株式会社ワンダーランド 1180001067409 感染症防止対策とＩｏＴ機能を具備した斬新なモデルハウス兼ホテルの提供 東京中央経営株式会社

中部 愛知県 刈谷市 呑み処道草 本格中華料理の急速冷凍量産体制によるテイクアウト対応型飲食業態への転換 糸川　純平

中部 愛知県 蒲郡市 有限会社フィセル 1180302015826 商品開発のノウハウを活かし、既存事業とのシナジー効果を目指すパティスリー事業新分野展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 犬山市 株式会社島正技研 8180001081031 ３Ｄプリンター導入により、半導体関連事業への参入を行う。 犬山商工会議所

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 瀬古鉄工株式会社 3180001010424 新しい加工取組みによる建設用重機分野への新規事業 山口　徹

中部 愛知県 清須市 大和製本株式会社 1180001045356 新たな和土産「御朱印帳」製造によるＢｔｏＣ転換！ＧＯＴＯ＆インバウンド需要を見据えて 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 常滑市 株式会社テクア 4180001093220 自社のノウハウと経営資源を投入する産業廃棄物中間処理事業への参入 奥田　まり

中部 愛知県 稲沢市 株式会社アスリートスクール 2180001138571 高品質高付加価値の教育を提供できる３～５歳児向けプライベートスクールへの新規参入事業計画 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ｋｏｕｗａグローバルビュー 8180302007362 新分野で太陽光発電設備設置に伴う屋根補強塗装工事に進出する 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 愛知郡東郷町 ライテック株式会社 6180001124510 ＥＶ充電設備施工事業に進出し、脱炭素社会への生活基盤造りに貢献！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊川市 有限会社中畑製作所 3180302013720 プレス製造業から、３Ｄプリンタを活用した製造販売の新分野へ進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 和田フードテック株式会社 3180001021355 元看護師の経験と知識を活かした障がい者支援事業への転換 株式会社名古屋銀行
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中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ナップアップ 9180001138499 ライブコマースを活用した地域密着型ＳＮＳマーケティング事業 インターグロー税理士法人

中部 愛知県 豊田市 株式会社やまもと 9180301019515 野球とテクノロジーの融合、地域密着型野球専門店の新分野挑戦 豊田信用金庫

中部 愛知県 小牧市 有限会社和晃精機 6180002070233 モールドベース製造に加え、ＥＶ需要が高まるＣＦＲＰ成型金型製造への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社宮本組 3180001083874 長期間持続効果を発揮する屋内外対応可能な光触媒コーティング対策事業による新分野展開 尾西信用金庫

中部 愛知県 あま市 株式会社瑞工 4180001098418 リニア関連部品及び鉄道車両の見附部品の製造販売事業計画 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 刈谷市 株式会社豊電子工業 5180301014577 デジタルツイン技術を活用したオフラインシステム検証の確立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知多郡南知多町 呑み喰い停ぽん太 日間賀島、唯一のコインランドリー店の開業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＳＥＣＯＮＤ 4180001137150 ニーズ高にある中食・内食市場を見据えた冷凍商品等へのラーメンスープ活用事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 安城市 はまじ 多店舗展開を見据えた「和風カフェ」による和食居酒屋からの脱却 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 Ｂｅｌｌ　ｔｒｅｅ株式会社 9180001070826 宝石店が「イタリア製超高級品質スーツ」でアパレル市場の変革に挑む 株式会社ジャストコンサルティング

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社モノン 1180001101621 仕入れ力を活かした新規事業！廃棄野菜を使ったＳＤＧｓの取り組み。 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社オリジン 3180302012086 介護現場の「分かってもらえない」を解消　、配食事業「クッチル」の展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 碧南市 株式会社榊原製作所 9180301015241 ５軸加工技術の内製化により産業用ロボット部品の量産体制構築 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社トップマークス 2180001056294 ＡＩ利用設備でコールセンター即戦力スタッフ育成研修へ再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社クラフツ 5180001068551 ＵＩ／ＵＸデザインに特化したスマホアプリ開発事業進出 後藤　公平

中部 愛知県 額田郡幸田町 有限会社オカモト自動車 8180302003378 地域の先進安全自動車（ＡＳＶ）普及を支える、デジタル技術を活用した生産性の高い整備体制の実現 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 有限会社史光総業 5180002053809 思い切りＤＩＹを満喫・主婦向け都市型ＤＩＹスペースの運営事業 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 矢田川電鍍工業株式会社 7180001001361 電動化・軽量化に寄与する難素材への高生産性メッキ設備の導入 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社丸越 3180001024317 業態転換で実現！　共同物流、首都圏への販路開拓、通販事業の拡大 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社前畑精機 4180001015496 パーツフィーダーの新市場への展開および業界初の設計サービス提供への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社ビバーシェ 5180002048957 老舗バーが展開する食品製造およびテイクアウト事業 インターグロー税理士法人

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社エルビーホールディングス 5180002073121 世界的アフターパーツメーカーへの転身　日本の技術を世界へ 税理士法人ブラザシップ

中部 愛知県 半田市 株式会社藤工業所 7180001118718 金属加工技術のレベルアップによる環境・リサイクル設備部品市場への新分野展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 清須市 チーカス株式会社 7180001045648 更年期世代の女性用インナーウェアの企画・開発および販路開拓 石川　知穂

中部 愛知県 豊田市 東名印刷株式会社 2180301018754 コロナ禍でも「届く」高品質＆訴求型ＤＭ事業への事業再構築 株式会社ＧＩＭＳ

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＴＲＥＮＤ　ＬＩＮＥ 1180001133598 就労継続支援（Ｂ型）事業所および相談支援事業所の運営による新分野展開 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 西尾市 伊藤工業株式会社 9180301022964 供給力強化が求められる半導体製造用真空ポンプによる新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 知多郡東浦町 株式会社鼎勝商事 7180001109056 本格的な中華定食・中国食品の物販を開始し、新たな顧客層を開拓 田村　隼人

中部 愛知県 西尾市 ハヤカワ株式会社 9180301023376 生地商社から縫製裁断製造を内製化し、のぼりや横断幕など販促用品製造への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 海部郡蟹江町 加藤軽金属工業株式会社 2180001096803 押出用アルミ新合金の開発と生産 公益財団法人中部科学技術センター

中部 愛知県 豊田市 上成株式会社 9180301030083 障害特性に合わせた支援で定着率がアップ！発達障害に特化した就労移行支援事業 豊田信用金庫

中部 愛知県 小牧市 有限会社信和商会 6180002069168 老々介護、超老々介護に対応した商品展開による再構築事業 東春信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社遠藤製作所 3180001019028 ＥＶ業界に対応した高精度加工と研磨、品質保証による一貫製造体制の構築 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社坂元商会 3180002025735 地元業者との繋がりを活かしたエーミング（電子制御装置整備）作業分野への事業展開 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Ａ－ｏｎｅ 5180001057505 最新のＡＩによる次世代フィットネス事業に進出する 朝日税理士法人

中部 愛知県 名古屋市東区 磯部百花園徳川店 フラワーアレンジ技術や花農家との関係を活かした花教室の開催 神谷　亮賢

中部 愛知県 春日井市 株式会社ｃｏｄｅ３ 5180001077973 ＷＥＢプログラミング・デザインスクールの事業の開設 春日井商工会議所

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ロベック 2180001046849 コロナ禍での美容と健康をサポートする新たな事業展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 一宮市 かふぇまお よくある町のカフェから”天然酵母パンアカデミー”を新たに展開し事業再構築します。 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社テクノプラスト 1180001010624 高精度樹脂加工の量産化に挑戦し、医療機器産業への新分野展開による事業再構築 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＨＡＴＡＲＡＫＵＮＮ 3180001132796 介護システムによる業務簡素化と外国人雇用ＵＰ 岡田　悦子

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社酒泉洞堀一 3180001070105 環境配慮、テイクアウトを重視した自社クラフトビール醸造事業 Ｒｉｋｙｕコンサルティング合同会社

中部 愛知県 刈谷市 ＡＲＭＳ株式会社 5180301014619 サブスクリプション型お弁当デリバリーサービスへの進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社美和工業所 8180001024378 サ－メット素材の素材の総型バイトの試作開発で、アフタ－コロナ時代の生産性向上に貢献する 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 清須市 有限会社愛宝 2180002048448 高品質印刷と完全一貫体制で挑む収益力強化計画 服部　貴行

中部 愛知県 みよし市 アイミ建設株式会社 5180301021342 長年思い描いてきた介護事業に、事業再構築で本格的に挑戦する 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社坪井利三郎商店 3180001038333 和の体験型複合施設活用によるリノベーション事業への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社セントラル環境エンジニアリング 1180001136535 超高圧水洗工法用機器の導入による生産性向上と下請け構造からの脱却 佐々　裕一

中部 愛知県 名古屋市東区 ＭＡＲＣ　ＤＥＳＩＧＮ株式会社 4180001136417 市場ニーズを捉えたシミュレーションゴルフ事業による新分野への挑戦 株式会社マックコンサルタンツ

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社共立 6180001052001 事業リスク分散と社会貢献を目的とした放課後等デイサービスへの参入 グラーティア税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社Ｒａｙ　Ｃｌｏｕｄ 2200001010612 洗練された技術を持つ美容師がヘアメイクを行うフォトスタジオの運営			 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ＨＫＲ 8180001114534 地域密着型の障害者グループホーム事業所の新設 山口　徹

中部 愛知県 豊川市 三石ファーム 畜産業界のＤＩＹ！『めぐりふーど』から作るマッシュルームスナックの六次産業化事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 安城市 鉄板焼ムササビ コロナ感染を乗り越える、地産地消型飲食店と数値化による食品加工 岩月靖夫

中部 愛知県 一宮市 ソブエ歯科 事業承継を機に院内デジタル化推進と新たなデジタル歯科治療サービス展開に取組む ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社トビック 9180001012927 鳶工事業から、ゴルフ総合プロショップ事業への挑戦！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 太平産業株式会社 4180001094350 最先端水処理制御技術と世界初！ダンプトラックロボット洗車システムの展開 小林　孝至

中部 愛知県 豊橋市 渡辺靴修理店 体験を売りにした地域融合型ホステル宿泊施設業 税理士法人　ＳＨＩＰ

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社鬼頭鉄工所 3180001006298 小ロット多品種部品製造の自動化体制構築による内燃機関依存からの脱却 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社東立テクノクラシー 2180001080294 スコアが楽しみになる高齢者の生涯健康ゴルフフィッティング事業 戸塚　成樹

中部 愛知県 小牧市 コラゾンデザイン株式会社 7180001123379 住環境の快適化と省エネに寄与、高機能な木製サッシで新分野展開 東濃信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 有限会社戸谷表技 8180002080874 ＤＸと職人技の融合「モノがなくてもものづくり」への挑戦と業態転換 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ラテルネ 3180001112336 女性の活躍推進とＳＤＧｓを両立！美容業界で培ったノウハウを活用した化粧品販売事業への進出 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 三誠株式会社 4180001126475 断熱塗料による住宅、事業所の省エネ化、脱炭素化の推進事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ＥＭＵ　ｄｅｓｉｇｎ 3180001139585 ＢＵＺＺるカフェで活性化！建築設計会社が創る新しい地域貢献 坪井　亮

中部 愛知県 長久手市 合同会社アイティオ 8180003017909 地域の子育て家族を応援する総合サロン事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ブライタス 7180001126910 ＥＣ販売支援プラットフォーム構築によるＩＴ活用推進企業への転身 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 小牧市 株式会社ＣｒｏｓｓＥｍｏｔｉｏｎ 2180001146335 脱炭素化社会をリードする高齢者向け超小型電気自動車の普及 東濃信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社アクティー 9180001051479 意匠権を取得した新商品等の展開と検品・梱包ルームのレンタルによる業態転換計画 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊橋市 東三葬具有限会社 7180302008766 葬儀会社によるペット葬儀への新規事業参入で市場獲得と、人の葬儀の顧客接点を創出する 豊橋信用金庫

中部 愛知県 大府市 ＴＲＩＢＥＣＡ エステティック事業を導入したトータルヘッドサロンとしてのリニューアル 東海商工会議所

中部 愛知県 名古屋市東区 シリコンリナックス株式会社 1180001055165 日本の技術力を支える未来の人材育成スクールの新展開 税理士法人中村会計

中部 愛知県 碧南市 株式会社指只 1180302020017 体験型リフォーム専用のショールームを活用した提案型の介護リフォーム総合サービス提供事業 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社エブリワンズ 7180001143716 エステのおもてなし接客を取り入れた「全身もみほぐし」事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 イチゴスタジオ株式会社 2180001031272 看板製造業に内装業を加え事業再構築！顧客の「らしさ」を外観内装全て演出します！！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 豊橋市 ジェム 東海地方からのワ―ケーション利用者をターゲットにコンドミニアム運営 豊橋信用金庫

中部 愛知県 田原市 有限会社日研農園 9180302011017 コロナ禍の需要をターゲットに、新たな観光スポットを目指し新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 マニカホーム株式会社 1180001107552 「パッケージ型リノベーションをセットにした中古住宅」不動産事業 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 碧南市 双伸合成株式会社 1180301032839 内燃機関部品から、脱炭素向け電気、モーター絶縁部品対応の製品提供展開 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 刈谷市 有限会社佐藤鉄工 7180302018336 横形マシニングセンタ導入による新材料向け生産工程の実現 小倉　裕樹

中部 愛知県 西尾市 ｍｉｙａｍｏｔｏ 代替肉「テンペ」と味噌製造を開始！　廃棄するパンも味噌に！ 西尾商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＫＴＩ 6180001109544 防音対策をした、動画録音に特化したレンタルオフィス兼スタジオ事業への新分野展開 株式会社フォーバル

中部 愛知県 名古屋市守山区 美輝板金株式会社 8180001113321 建築業務におけるＤＸシステムを活用した新たな形での戸建て建築への参入 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 名古屋製酪株式会社 5180001024059 脱プラスチック問題に寄与する新事業展開による事業再構築 株式会社名古屋銀行
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中部 愛知県 安城市 株式会社大林テクノ 9180301012742 製造技術を活かした次世代自動車部品製造への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社プライム・サービス 3180301035575 既存の販路を活用し、グループホーム及び就労支援機関事業の展開 豊橋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市千種区 Ｐｌｕｓ　Ｋｏｍｂｕｃｈａ 製造卸へ新規参入するため、Ｋｏｍｂｕｃｈａを活用した業界初のノンアルコール飲料の開発 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＪＯＹエンタークリエイト 9180001113535 ウィズコロナを迎え、農福連携で新事業を起こし、６次産業で地域活性化を図る！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 瀬戸市 等流 左官アーティストが手掛ける「左官ギャラリー」で果たす伝統技術の継承 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 合同会社アールケープラス 9180003016942 外国人向け日本語オンライン教育；子育てママさんの副収入源創出による子供の教育機会の拡大 水谷　弘隆

中部 愛知県 豊橋市 株式会社樹研工業 4180301005817 超精密金属加工事業への新分野展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社タカハタ 3180001064115 自動車整備事業への新規参入 ストラーダビジネスサポート株式会社

中部 愛知県 碧南市 岡本軽金属工業株式会社 5180301015113 立型５軸制御マシニング導入によるトラック等向け新製品事業参入 小倉　裕樹

中部 愛知県 安城市 岩間建築設計事務所 建築小物製造ブランド化と学生の実践学習による設計事務所の展望 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 Ｊ－ＰＬＡＮＮＩＮＧ株式会社 2180001127087 銀座の味を名古屋市へ！ワンストップサービスの強みを生かし飲食店の活性化に貢献 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ダブルウッド 8180001125110 受注配送在庫管理システムの開発による小規模飲食店の再活性化促進事業 税理士法人ＢＬＵＥ　ＳＫＹ

中部 愛知県 名古屋市名東区 コブズマート ＡＳＶ技術を搭載した国産車・国外車に対するトータルサービスの提供 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

中部 愛知県 豊橋市 有限会社Ｙ・Ｍ・Ａ 6180302012224 車を大切にする方のための高付加価値カーディテイリングサービスの提供 税理士法人　ＳＨＩＰ

中部 愛知県 名古屋市東区 ＤＩＡＲＥＶＥ株式会社 6180001134988 飲食業の発展に寄与するオリジナルラッピング事業への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 有限会社和穀 8180302024944 加工品販売で栄養価の高い玄米の美味しさ普及×収益性改善を実現 豊田信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社ＭＪＩ 8180001086641 スクリュープレス脱水機の製造販売による環境事業で新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 豊田市 株式会社ミウメイ 2180301028398 外壁塗装で培ったノウハウを活かし、金属加工業者が抱える粉体塗装の課題解決を図る 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 愛知県 豊橋市 トモエ薬品株式会社 7180301006424 医食住の全方向から家庭の健康を護る！置き薬販売事業者の「生活支援サービス」への参入 豊橋信用金庫

中部 愛知県 豊明市 有限会社ティーズインターナショナル 9180002064133 フェムケアによる女性の体と健康のケア事業への展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 日進市 株式会社ユナイテットウィズ 5180001101733 最新設備を搭載したゴルフ練習場の開設 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市東区 スマック・ワールド株式会社 2180001049034 「ワゴンサービス事業で得たコネクションを活かしたキッチンカー事業への進出」 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 安城市 株式会社ミリオンオートサービス 6180301013396 車のバーチャルショールームとコストシミュレーションシステムの「ＣＡＲＦＩＬＥ」 鈴木一郎

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ケイワークス 9180301024630 共遊型オートグランピング場 豊橋信用金庫

中部 愛知県 知多市 有限会社やまちゃん 7180002088968 消費者の多様化するニーズに適応した新業態「うなぎ専門店」出店計画 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社柏木商店 1080401018748 「油そば専門店」出店によるポストコロナ時代の新規需要獲得 株式会社百五銀行

中部 愛知県 半田市 イシダ建設株式会社 7180001143286 観光資源と地元農作物を活かした健康的なカフェで町おこし 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社龍牙一宮 2180001126221 ＥＶ専門レンタル・販売保守までワンストップ支援による新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 一宮市 株式会社Ｔａｔｓｕｈｉｒｏ 1180001100796 ＺＥＨ特化型教育支援施設による中小工務店向け教育事業で新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 半田市 甍エンジニアリング株式会社 4180001106634 瓦技術サービス業から自社開発特許技術を活用するファブレスメーカーへの業種転換事業 半田信用金庫

中部 愛知県 一宮市 三星毛糸株式会社 6180001083847 新しいワーケーション事業「オープンファクトリー×コワーキングスペース」の立ち上げ 三嶋啓一

中部 愛知県 豊橋市 金城製菓株式会社 4180301005494 パウチタイプの一口羊羹開発による非常食市場や海上市場への展開 株式会社静岡銀行

中部 愛知県 岡崎市 有限会社ロードサービス岡崎 9180302003807 レッカー車修理技術を活用した日本初純国産レッカー車製造販売事業へ進出 座間　裕史

中部 愛知県 西尾市 西尾自動車協業組合 6180305006669 次世代（ＥＶ、ＦＣＶ、ＡＳＶ）自動車整備、車検事業への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社エナレッジ 2180001103096 太陽光発電システムのドローンによる発電不良の検知とメンテナンスサービスの新事業展開 アドバンスト・エム株式会社

中部 愛知県 知多市 株式会社今村設備 4180001096149 既存事業の経験を活かし、食品用機械部品の製造・加工への挑戦 鯉淵　拓真

中部 愛知県 稲沢市 有限会社栄和工務店 8180002080362 飲食業界の回復を支援するコンテナ建築の販売・施工への進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 江南市 株式会社シンテツ 5180001088310 鉄筋加工の内製化と住宅関連鉄筋・型枠工事施工への新たな挑戦 いちい信用金庫

中部 愛知県 江南市 株式会社ファンファン 1180001085253 ラジコン補修で得た塗装技術と最新の自動車水性塗装設備で地域ニーズの高い自動車軽整備・塗装・販売事業へ進出 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社イープ 3180001104507 障害者が作る国産石垣島モリンガの栽培とモリンガレストランの運営 名古屋商工会議所

中部 愛知県 田原市 株式会社山大鉄工所 9180301007817 バイオマス発電に使用される破砕機の部品製造への新規展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 海部郡蟹江町 株式会社旭製作所 5180001063552 ヒューマノイドロボット分野参入を目指す油圧駆動型コア部品の製造技術開発 株式会社中京銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社タイホー 3180001049933 オンラインにより中古タイヤの買取・販売強化を行いニッチ市場の獲得を目指す！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 都市企画株式会社 4180301003523 東海道五十七次「藤川宿」を感じる古民家カフェと民泊 豊川信用金庫

中部 愛知県 半田市 株式会社カナマル 2180001091622 安定した超多品種生産体制を構築し、フォークリフト業界へ進出する 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 豊田市 ｉＬｉｍＡ アスリート専用「ボリューム満点！１キロ弁当」の全国展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 西尾市 有限会社星野製茶 7180302027147 自社の高品質てん茶を生かした、自社初の第６次産業への挑戦 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市南区 アニマルクックズー ペットブリーディングの深い知識を活かした就労継続支援の開所 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＡＳ 4180001129610 株式会社Ｐｒｏｊｅｃｔ　ＡＳの子犬・子猫の繁殖事業 梅景　幸一

中部 愛知県 豊田市 株式会社ホームズ 8180301019251 最新の検査機器とシステムを活用したアスベスト調査市場への参入 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｒｏｏｍ 3180001065906 ３ＤＣＧを応用した「仮想展示システム」への新分野展開 名古屋商工会議所

中部 愛知県 蒲郡市 株式会社ジーエム 8180301011043 ３次元測定、ロボット活用に使用される治具製作のための設備投資 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社日昇 6180001070878 物流業者の人手不足に対応した、トラックの出張型タイヤ交換・車両整備事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 ことのは産業合同会社 2180003021214 行動変容に焦点をあてた糖尿病予備軍（境界型）の為総合生活指導事業 吉岡　晴美

中部 愛知県 一宮市 株式会社スタッフス 4180001082917 医薬品・医療用品に対応した定温物流倉庫業への新規参入 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 愛知県 名古屋市西区 ひばりタクシー株式会社 1180001026843 障害者と共存するグループホーム運営 愛知信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 ｌｏｓｔ　ａｎｄ　ｆｏｕｎｄ株式会社 2180001072597 地域の空き家相談窓口を目指して工務店協働で取り組むＶＲ古民家モデルハウス事業 坪井　亮

中部 愛知県 名古屋市千種区 ベンチャースタイル株式会社 3180001117392 愛知県内の飲食業者が市内農家で採れた生乳を使い、愛西市初の乳製品ブランドを創出 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 安城市 株式会社サンクス・クリエーション 5180301013579 「ウィズコロナ時代に適応した２４時間オープンの完全個室型シミュレーションゴルフスタジオ」の施工・運営 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 ジャパンマインド株式会社 7180001089018 地域密着型の惣菜店と介護の「食」を通しての融合サービス事業 柴山コンサルタント税理士法人

中部 愛知県 名古屋市南区 レック株式会社 6180001044444 次世代スマート農業に対応した省力化計量器と自動結束機の開発 今井宣之

中部 愛知県 刈谷市 株式会社共和 1180301013905 新加工技術導入で新規分野展開 山口　徹

中部 愛知県 名古屋市中村区 合同会社Ｌｅａｄ　Ｓｍｉｌｅ 7180003017166 キッチンカーに特化した製造・販売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 尾張旭市 株式会社巧真 3180001127152 完全個室型２４時間インドアゴルフスタジオ事業の展開 東濃信用金庫

中部 愛知県 一宮市 ヤマト通商株式会社 8180001115904 先端ＩＴ技術や設備を活用した自動車事業計画書 橋本　勉

中部 愛知県 豊田市 株式会社海老澤建設 5180301017968 新技術”エコジオ工法”による地盤改良事業への進出 漆間　聡子

中部 愛知県 名古屋市守山区 ｗａｃｓｔｙｌｅ株式会社 5180001126169 ＥＣサイト制作による女性職人の働き方改革推進事業 中垣　吉晴

中部 愛知県 春日井市 一途株式会社 3180001074246 新たな地域社会創造を目的としたワークステーション事業 渡辺靖

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社ルーツ 9180002057450 利用者の安全欲求を満たしながら「コリアンフードも楽しめる」焼肉店 株式会社エフアンドエム

中部 愛知県 豊橋市 株式会社はるかぜプロジェクト 4180302006938 はるかぜ太鼓スタジオで太鼓エクササイズと園児親子・小学生教室 豊橋信用金庫

中部 愛知県 長久手市 ＤＯＵＧＵ株式会社 5180001121764 リノベーションホームシアター事業への参入 水野　正勝

中部 愛知県 知立市 株式会社竹内技研工業 6180302017768 建設分野への新規参入と新しい加工技術の取組み 山口　徹

中部 愛知県 名古屋市緑区 有限会社中村工業 2180002037995 自動化工程に取組み、新たに管工事業務を獲得していく 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社シンプライズ 6180001088813 データセンター設置によるワンストップ型プライベートクラウド事業への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊橋市 東海フレーム コインランドリーでアートにつながるマルシェ＆ギャラリーの展開 大橋　功宜

中部 愛知県 一宮市 有限会社ヤマグチ 2180002078453 パルプモールド抜型への新規参入によるコロナ禍の克服と事業の長期的発展 北摂マーケティング合同会社

中部 愛知県 岡崎市 ＳＡ株式会社 5030001072601 ダイレクトトレードの食材を活かした　ＥＣ　製造直販事業の展開 豊川信用金庫

中部 愛知県 碧南市 サマンドトラスト株式会社 6180001119799 排水処理薬剤の製造・販売 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＥＣＯイノベーション 6180001119155 店舗での不用品買取販売及びＥＣサイト構築 株式会社セームページ

中部 愛知県 瀬戸市 有限会社エスケー 1180002073430 骨壺工場内製化による商品提供体制の強化 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 ケイ・トラスト株式会社 9180301029002 地域のＤＸ推進型シェアレストラン併設コインランドリー事業 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 有限会社サンテクニカ 9180002047559 機械工具商で培った販路と情報を活かした金型の受注・製作への進出 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 安城市 水野木材株式会社 9180301013559 地元工務店ネットワークを使用した国産木材製の家具製造販売事業 りんく税理士法人

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社山一ハガネ 6180001009595 電動車両向け駆動モーターコア用金型部材の製造事業参入 株式会社ジエック経営コンサルタント
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中部 愛知県 尾張旭市 株式会社立一 6180002073590 土木工事で培った知恵を元に建設資材の販売業へ新事業展開 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ＯＮＥ　ＦＬＯＷ 1180001136312 木造建方工事業から「中古＋リノベーション」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ＭＫパーツ三河 1180301022121 愛知県初の女性専用ピラティス・スタジオ完備の２４時間型ジムで業種転換！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 ｍｏｄｉｍｏ．合同会社 9180003020523 最新脱毛機器を備えた誰でも気軽に通えるセルフ脱毛サロンを開始 一般社団法人中小企業人材育成協会

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社クリップコーポレーション 7180001005767 約４１年間の学習支援業の経験を基に取り組む動画学習事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 稲沢市 株式会社エステック 7180001086592 自然エネルギーを使った露天風呂付きオートキャンプ場の運営と地域の防災への取組み 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 岡崎市 有限会社助っ人ハウス白樹会 6180302001689 リハビリ機器の導入による機能回復に特化した介護予防への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 みよし市 桑野工業株式会社 5180301019642 異業界の技術・設備を取り込むことによる既存事業の価値再創造計画 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 有限会社エスケイエムダイ 1180002000236 自動車部品・ダンボール箱製造で培った設計力・開発力・提案力のノウハウを生かし、猫グッズ・ダンボール家具製造事業をおこなう 株式会社イストワール

中部 愛知県 蒲郡市 株式会社千賀屋 4180301011113 業界初の紙器生産技術の開発による新事業への進出と事業再構築の取組み 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 刈谷市 株式会社メイネツ 1180001010780 独自の酸化着色技術を活かした装飾品製造事業への新分野展開 株式会社ポジティブブレイン

中部 愛知県 津島市 株式会社ＹＡＭＡＤＡ 3180001119100 地域初の外車に特化したＡＳＶ整備体制の確立 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

中部 愛知県 みよし市 株式会社三好興産 4180301019809 古民家の解体～古材回収～古材販売の一貫体制で環境に配慮した『解体・古材買取販売事業』 碧海信用金庫

中部 愛知県 知多市 株式会社創写舘 4180001094722 企業やインフルエンサーのための動画・セルフィ・高品質スタジオ 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 愛西市 清水食品株式会社 4180001097469 地元の野菜を活かす美味しく健康的な真空フライチップス製造事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 ＹＵＲＡＩ オリジナル地マッコリのオーダーメイド醸造～日本文化と韓国文化の融合～ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊川市 有限会社夏目ホルモン店 4180302013703 冷凍自動販売機を用いたホルモンの無人販売事業への進出 株式会社　タクト経済研究所

中部 愛知県 刈谷市 株式会社アークネイ 1180301034967 ＥＶ車時代のＧＳ社員生き残り戦略！「自動車ケアのトータルサービス専門旗艦店」立ち上げ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 春日井市 株式会社日生ガードリサーチ 4180001074699 駐車場自動管理システムの開発によるテレワーク促進事業 細田　紘輔

中部 愛知県 名古屋市北区 キング株式会社 5180001140021 テイクアウト併設型ワインバーで名古屋飲食業界の新ビジネスモデルを構築 奥原　岳彦

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社フルテック 8180001123931 ＡＲ技術を活用したテーマ型個室サウナへの新分野展開 小野里　秀研

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社永明 6180002057809 セントラルキッチン導入による実店舗経営からオンライン販売への新分野展開 株式会社三井住友銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ＣＨＩＣＫａ　Ｉｎｃ． 3180001124190 プロ音楽家レッスンを導入する「障害児通所支援事業所施設」の開設 株式会社中京銀行

中部 愛知県 岡崎市 有限会社内藤電化空調設備 9180302002288 地域住民を守る「暮らし安心電化ＤＸリフォーム」サービスの展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ダフネコーヒー 7180001031235 「健康志向の低糖質・無添加パンを美味しいコーヒーとともに楽しめる地域コミュニティの場」の提供 株式会社ポジティブブレイン

中部 愛知県 知多郡南知多町 株式会社まる本 1180001093000 飲食店から配食サービスへの新分野展開によるＶ字回復・雇用維持 知多信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 有限会社クオリア 8180302012214 障害者の雇用を創出！ＳＤＧｓに基づいた障害者雇用によるジェラート店運営 豊橋信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社阿部住宅 7180301026521 ＶＲで想定できる快適ワークスペースの販売・レンタル事業の展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 みよし市 株式会社ＮＴサービス 4180301028677 倉庫内管理システムを活用した地元連携の「倉庫業」 株式会社名古屋銀行

中部 三重県 三重郡菰野町 三重通商株式会社 6190001017507 高速・高精度スライサー導入によるしゃぶしゃぶ肉等の高効率生産 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 四日市市 川村旅館 新型コロナで影響を受け、受け身の事業から地域貢献事業へ、地域活性化の担い手になる！ 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 志摩市 株式会社トライ 3190001008252 ペットと一緒に運動不足が解消できる小型流水プールの販売 森本　晃弘

中部 三重県 桑名市 株式会社ナイトレインボー 3190001025859 欧州雑貨などの独占販売権を獲得して新規に輸入卸事業を構築 桑名三重信用金庫

中部 三重県 鳥羽市 海の食堂　久兵衛 地域資源を活用した完全天日塩づくりへの挑戦と新たなお土産品開発 鳥羽商工会議所

中部 三重県 鳥羽市 株式会社マルタ金子商店 5190001007789 当社自慢の干物製造技術と観光地特性を活かした飲食業への展開 鳥羽商工会議所

中部 三重県 伊賀市 一般社団法人Ｎｉｎｊａ　ＴＡＧ協会 7190005011281 「非接触型娯楽用品」賃貸業への新規参入 上野商工会議所

中部 三重県 津市 株式会社Ｒｉｂｂｉｔ 3190001026403 人生の武器になる健康を手に入れるパーソナルトレーニングジム 桑名三重信用金庫

中部 三重県 熊野市 株式会社河上 5190001004183 既存顧客を最大のターゲットとして新サービスの展開で再宿泊につなげる 山本　修平

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社フューチャーリンク 1190001019417 青少年スポーツ健全育成の為のコーチマッチングプラットフォーム事業への進出 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 四日市市 株式会社マル富水産 5190001019495 冷凍商品の製造・卸及び、一般直売・ＥＣサイトでの販路拡大 四日市商工会議所

中部 三重県 伊勢市 串かつ本舗一八 飲食店から「韓国チキン」製造販売業への業態転換事業 伊勢商工会議所

中部 三重県 名張市 さくらプラス合同会社 8190003002991 地域課題「障害者自立」を支援するグループホームと就労支援事業 一般社団法人ＳＫＣ経営相談室

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社トピア 1190001005227 アルミ合金接合技術の研究開発でＥＶ低コスト量産化工法確立に貢献 株式会社三十三銀行

中部 三重県 四日市市 株式会社シーエス 6190001014685 ココナッツ殻を現地で収集、破砕、運搬を行い、輸入してバイオマス燃料として販売する事業 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 名張市 有限会社ハンドワークおがわ 6190002013257 次世代型太陽電池等の製造過程で重要な機能を果たす機械装置の部品製造 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 伊勢市 ＣＳＧコンサルタント株式会社 2190001006802 洋上風力発電所の建設海域選定支援データ提供サービスの導入 株式会社三十三銀行

中部 三重県 桑名市 北勢ダイキャスト工業株式会社 4190001012757 革新的自動生産ラインにより低・脱炭素に貢献できる電動車部品へ新展開！ 株式会社百五銀行

中部 三重県 桑名郡木曽岬町 株式会社出口化成 8190001022810 Ｄ２Ｃを活用した自社ブランド「ＳＷＡＹＬＥＹ」の開発・販路開拓 三重県商工会連合会

中部 三重県 鈴鹿市 ＰＲＯ　Ｓｈｏｐじん 地域初！最先端テクノロジー搭載システムを使用した非接触練習場 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 津市 旭鍍金株式会社 7190001000049 環境規制に対応している、高品質めっき処理を施したＥＶリレー部品とコンデンサ部品等の生産 株式会社百五銀行

中部 三重県 桑名市 株式会社佐藤工業所 2190001013377 当社の金属加工技術を活かし、移動体通信基地局向け部品への新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 三重県 熊野市 西建設 建設作業のＤＸ化による、生産性向上への新たな事業展開 あかつき税理士法人

中部 三重県 鈴鹿市 林建材株式会社 1190001005292 不動産事業における中古住宅リフォーム・リノベーション事業への新分野展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 有限会社小川製作所 2190002019605 産業用コードレス電動工具生産への進出の実現 ひまわり経営サポート株式会社

中部 三重県 三重郡朝日町 有限会社安達鉄工 8190002019070 金属加工の技術力を活用した医療機器分野への進出 株式会社三十三銀行

中部 三重県 鳥羽市 白瀧大明神奉賛会 １３００年の歴史の伝承　聖地「白瀧大明神」の価値化 株式会社百五銀行

中部 三重県 松阪市 株式会社ＫＴ工業 6190001027472 電子リサイクルを用いたリサイクルシステムの総工・設置による解体事業の業務効率化 松阪商工会議所

中部 三重県 松阪市 宮田設備工業株式会社 7190001010592 管工事における新営工事業からメンテナンス事業への新分野展開 松阪商工会議所

中部 三重県 いなべ市 小川太一 農家直売の応援！米の廃棄ロスの削減を叶える、米の低温貯蔵サービスの新事業展開 桑名三重信用金庫

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社奥岡技研 2190001004896 マフラー製造事業からシートフレームおよびＥＶ向け部品製造への新分野展開 株式会社三十三銀行 三菱電機クレジット株式会社

中部 三重県 鈴鹿市 中山水熱工業株式会社 2190001005267 ＩｏＴ活用した防爆振動センサー開発とデジタルマーケティングによる海外販売 鈴鹿商工会議所

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社スズカベース 3190001022220 高性能小型切削加工機の導入による、自動車産業以外への事業拡大。 宮田　伸一

中部 三重県 四日市市 東川建設有限会社 3190002021618 ＡＩフィットネスを次世代に導く 服部　健一

中部 三重県 四日市市 株式会社丸谷建設 9190001017272 アフターコロナ需要に対応する建機に特化したジャストインタイム運送業への新分野展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 ワールドテニスアカデミー有限会社 6190002023355 屋内型テニス教室から屋外型スポーツクラブへ、新分野への挑戦 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 四日市市 株式会社大園建設 1190001018476 ＤＩＹ講習、建材の販売により、需要が高まるＤＩＹ市場への新たな挑戦 浮島　達雄

中部 三重県 松阪市 株式会社キヨモト 3190001010951 ショッピング＆不動産情報を発信する新型コインランドリーの創設 株式会社三十三銀行

中部 三重県 三重郡川越町 株式会社丸翔運輸 6190001018802 低温倉庫の新設による新分野への挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 松阪市 株式会社上村工建 5190001010116 組立・加工を含めた住宅設備製造販売業への新分野展開 株式会社アスライト

中部 三重県 四日市市 有限会社八王子屋 2190002021511 自社独自の乳酸発酵技術を使った「食品ロス削減」提案 四日市商工会議所

中部 三重県 三重郡川越町 有限会社レイズ 8190002022826 断熱材の即日配達企業の挑戦　精密加工製品による販路開拓 税理士法人ブラザシップ

中部 三重県 三重郡川越町 銀河電機工業株式会社 9190001014658 老舗モータメーカーが挑む！ＥＶ・ＡＧＶ用モータの量産体制の実現 株式会社アスライト

中部 三重県 四日市市 有限会社福森工業 6190002022951 ｉ－Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ　を導入し、ＩＣＴ工事体制を構築。業績のＶ字回復を実現させる 株式会社百五銀行

中部 三重県 員弁郡東員町 有限会社平成工機 9190002018245 需要拡大が期待される先端分野・半導体製造装置業界への進出による新分野展開 三重県商工会連合会

中部 三重県 伊賀市 株式会社グリーンワークス 7190001008810 牛糞堆等肥化施設整備による地域課題の解決と農業発展への貢献 齊藤　誠吾

中部 三重県 津市 ＭＹＶ株式会社 9190001003297 松阪牛配合のハンバーグを製造開発。ハンバーグを三重県の新たな特産品にする 株式会社百五銀行

中部 三重県 鳥羽市 四季のご馳走家　味彩 最新技術による水産加工品製造と移動販売への事業転換 鳥羽商工会議所

中部 三重県 北牟婁郡紀北町 株式会社丸寿海産 1190001004550 当社自慢の養殖魚を用いた加工食品分野に新分野展開し、取引先・消費者のニーズに対応する！ 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 東電運輸株式会社 9190001015664 運送業がコロナ禍での倉庫需要および物流改革への適応を目指す、倉庫業への新分野展開 株式会社みらい経営

中部 三重県 松阪市 株式会社ＨＡＹＡＳＨＩ 2190001011694 高齢者の社会参加を実現するデイサービス事業への事業再構築 株式会社フラッグシップ経営

中部 三重県 四日市市 株式会社プレスト 6190001027051 農業用車両をメインターゲットとしたエーミングとＯＢＤ車検への新分野展開 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

中部 三重県 名張市 株式会社ファインデンタル 3190001009647 製造プロセスの改善とチタン製技工物の開発によって、需要の高まる保険診療分野での事業拡大を実現 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 伊勢市 株式会社ワァークスジャパン 9190001007224 障がい者の日常生活自立支援をするグループホーム事業への挑戦 大原　健佑

中部 三重県 伊賀市 ネットワークトップアシスト株式会社 8190001020748 忍者オフィスとリフォーム事業による地域のＩＣＴ導入促進計画 株式会社百五銀行
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中部 三重県 津市 白山開発株式会社 5190001003086 ゴルフリゾートクラブが新たに地元食材を使った冷凍生餃子の販売に挑戦 近畿産業信用組合

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社ワイテックサービス 9190001022826 製造業への進出と無軸スクリューコンベアの全国展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 津市 株式会社エコ・プランニング 9190001001276 廃棄物処理業のプラットフォーム事業確立で業界の活性化を 税理士法人決断サポート

中部 三重県 四日市市 株式会社アイリック 1190001015804 ウィズコロナ時代に対応した動画制作会社への新展開 株式会社プロシード

中部 三重県 三重郡朝日町 ロサガーデン株式会社 8190001024154 愛犬と一緒に三重を満喫できるキャンプ場・広場の開設・運営による事業再構築 三重県商工会連合会

中部 三重県 津市 徳水株式会社 3190001023409 水産物卸業の強みを活かした鉄板料理店開業による事業再構築 株式会社百五銀行

中部 三重県 松阪市 株式会社キハタトレーディング 6190001024957 本格的なログハウス１棟貸グランピング事業 松原　智恵蔵

中部 三重県 度会郡大紀町 有限会社奥伊勢廃材センター 4190002015370 廃棄物を活用した有機農業の事業化支援を通じた地域活性化事業																 株式会社エモーサル

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社ＹＯＴＳＵＭＩ 2190001005738 技術派遣事業から設計経験を活かした制御盤の製造事業へ進出 税理士法人　Ｂｒｉｃｋｓ＆ＵＫ

中部 三重県 伊勢市 リフィルルージュ ヨガとダンスを融合したフィットネスビューティサロンへ進出 三重県商工会連合会

中部 三重県 鈴鹿市 積善の家株式会社 1190001028186 地元鈴鹿と既存事業の持続可能な発展に繋げる、ヴィーガンカフェおよび地産地消レストラン事業を行うＳＤＧｓビレッジ構想 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 桑名郡木曽岬町 中堅商事株式会社 6180001068583 寧波料理を中心とした本格的な中国料理を提供する飲食店事業 近藤　智也

中部 三重県 伊賀市 三栄運輸株式会社 7190001008496 使用済み溶剤のリサイクル物流事業へ新分野展開 株式会社滋賀銀行

中部 三重県 三重郡菰野町 Ｋｅワークス株式会社 7190001025442 電気工事業によるおしゃれ作業服セレクトショップへの進出 株式会社みらいホールディングス

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社ｔｈｅ．Ｌｅａｆ 9190001026843 エクステリア事業のノウハウを活かしインテリア事業へ新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 四日市市 株式会社サノプランニング 5190001017788 飲食事業とフレキシブルオフィスを融合させた多角経営の為の新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 伊勢市 株式会社アイエスイー 3190001006405 独自ＬＰＷＡを活用しグリーン成長戦略に貢献する防災ＩｏＴ事業での新分野展開 駒田　誠司

中部 三重県 四日市市 有限会社ボーイズインターナショナル 6190002023462 レストアによるクラシックカーの再生とバイクのカスタムで市場価値の高い商品の製造・販売事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社タイシン 9190001022859 解体多能工集団の台頭。デジタル鉄骨解体事業への挑戦。 奥岡　亮太

中部 三重県 亀山市 株式会社丸一建材 5190001003499 生産工程の刷新を通じた自動車架装分野への参入による収益性強化と事業構造の強化 大串　智之

中部 三重県 松阪市 株式会社ジェイエヌジー 6190001019412 老舗珈琲店の新たな挑戦。ドーナツショップ「Ｐｉｃｎｉｃ　ＢＯＵＱＵＥＴ」 行政書士法人アクティス

中部 三重県 四日市市 協同組合北勢ライスセンター 6190005008766 高機能性米を武器に大人向け健康サポート事業へ転身。炊飯事業の技術革新～ 奥岡　亮太

中部 三重県 多気郡多気町 一般社団法人医食同源みえ 7190005005606 ビジネスセンターと連携した新たなビジネス創出の場を構築 三重県商工会連合会

中部 三重県 伊勢市 株式会社Ａ－ＬＩＮＥ 1190001007941 小売・飲食事業に挑戦することによるエビの一気通貫事業化計画 伊勢商工会議所


