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事業再構築補助金　第７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 富山市 株式会社あおい 7230001005919 畳店としての強みを活かしたリフォーム事業で、個人顧客の新規開拓に挑戦 株式会社シャイン総研

中部 富山県 富山市 株式会社寺下工業 4230001006861 建築廃材を活用したサステナブルなリフォーム事業への新分野展開 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 株式会社イチジュン 8230001017657 爬虫類販売をメインとしたペットショップの開業への業種転換 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社Ｒｅｃｔｏｒ 9230001002609 中高年をターゲットとしたセルフ脱毛サロンの開業 株式会社北陸銀行

中部 富山県 射水市 株式会社村中手芸 1230001012870 ペット事業参入及び衣類事業との相互波及効果の確立 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 ｃａｆｅ＆ｂａｒ　ＡＲＥＡ１ 地産地消のハンバーガー専門店の新店舗開業 株式会社北國銀行

中部 富山県 砺波市 ひでお屋 富山から発信する野外ライブや立体音響スタジオミニコンサート事業 猪瀬　素子

中部 富山県 滑川市 株式会社笑農和 1230001014735 大幅なＧＨＧ削減と真のスマート農業を実現する革新的なＡＩシステム技術開発 あかねパートナーズ株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社村井工業 6230001005267 次世代パワー半導体クリーンＦＡ向け精密板金部品製造への新分野展開 株式会社富山銀行

中部 富山県 射水市 株式会社ユーピーディー 7230001016123 事業分野拡大に向けた新たな高速・高回転精密非球面加工機大量生産体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 射水市 魚岸精機工業株式会社 7230001012626 高密度フィン形状成形金型製造に向けた高精度・低コスト形彫放電加工技術の確立 株式会社北陸銀行

中部 富山県 魚津市 有限会社新興商事 8230002007640 富山湾と立山連峰を一望する美食のヴィラ 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 下新川郡入善町 奥村板金株式会社 4230001016654 建材の自社製造体制構築（＝問屋依存体質からの脱却）と建材卸売業への参入 株式会社富山銀行

中部 富山県 射水市 株式会社吉岡成機 4230001012884 透明成形品専用ラインの確立による国内完結型ビジネスモデルの構築 富山信用金庫

中部 富山県 射水市 株式会社天高く 7230001012964 冷凍めんの需要増加を捉えた、自動販売機での冷凍ラーメンの無人販売による店舗売上の依存からの脱却 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

中部 富山県 砺波市 有限会社トナミメタル 9230002009355 熱間鍛造用金型部品への受注分野のシフトに向けた大型化・短納期化に対応する生産体制の構築 富山県信用組合

中部 富山県 射水市 アン・ルージュ エステサロンからスイーツ製造販売業への転換を通じた美容と健康の創出 新湊信用金庫

中部 富山県 富山市 有限会社吉本自動車工業 2230002005204 福祉事業新規参入を通じたライフラインサポート事業者へのステップアップ 灰谷　直樹

中部 富山県 射水市 浦島建材株式会社 4230001012629 高精度のファイバーレーザー溶接機導入による新分野展開で非建材の拡充化を図る 富山県商工会連合会

中部 富山県 富山市 株式会社サイプラ 8230001004944 当社の技術や経験等を活かし「新たな分野である玩具製造」に挑戦 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 イトウ土石 砕石ローコスト安定供給に向けた砕石端材を用いたリサイクル砕砂製造体制の構築 富山県信用組合

中部 富山県 富山市 アイエッチファーム株式会社 3230001014799 有機肥料の開発・製造による売上拡大と、環境に配慮した循環型農業の確立による持続可能な農業の仕組みの構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 砺波市 有限会社松本製作所 3230002009419 受注分野拡大に向けた精密切削加工技術適用素材のシフト・拡大 富山県信用組合

中部 富山県 滑川市 畑酒店 老舗酒店が取組む先進かつ複合的なフォトサービス業への業種転換 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 Ｋ＆Ｆ株式会社 9230001016583 「創作和食」と「ペアリング」を提供する和食専門店事業計画 高岡信用金庫

中部 富山県 富山市 お墓ドクター　高柳石材 墓石材を再利用！墓石材を活用した住宅関連商品等の新規事業展開 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 氷見市 有限会社やまだ 7230002013193 小規模葬儀ニーズ取り込みに向けたリモート参列対応型小規模葬儀サービス提供体制の構築 灰谷　直樹

中部 富山県 南砺市 株式会社山秀木材 6230001008617 「組合せウッドパネル」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 氷見市 株式会社ブルーミン 5230001017098 店舗型飲食店でのクラフトビール販売から、缶ビールのオンライン販売への転換 氷見商工会議所

中部 富山県 富山市 島倉塗装工業株式会社 5230001014913 焼付塗装事業推進に向けた新規社屋の改修及び設備導入による新規受注の獲得 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 三愛自動車工業株式会社 5230001000970 増加するトレーラーの整備需要を取り込めるよう業態転換にチャレンジ アシステム税理士法人

中部 富山県 砺波市 株式会社ベストボンド 7230001008665 しゃぶしゃぶ店の転身！朝昼晩営業＆Ｔ／Ｏ可能なカフェレストランへ 松尾　基司

中部 富山県 高岡市 西島株式会社 4230001010632 高岡市活性化に貢献する、観光客向け、クラフト販売・飲食販売分野への参入 金瀬　栄義

中部 富山県 高岡市 北日本興業株式会社 4230001009939 鋳鉄・鋳鋼、建設機械のみに偏った事業構造に新たな事業を加える 株式会社北國銀行

中部 富山県 富山市 株式会社ル・アンジェ 1230001016351 美容スキルと貸衣装・縫製技術を活用したレンタルフォトスタジオの展開 富山県商工会連合会

中部 富山県 射水市 ライフ・コンシェル三粋 地球環境にやさしいコンテナハウスの装飾・販売及び賃貸事業への進出 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 射水市 株式会社スカイ 6230001013294 半導体製造装置（溶接成形部品）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ＫＡＮＡＹＡ 4230001004576 設備導入による長尺部品の内製化により、半導体製造装置の部品製造等に進出する業態転換 株式会社富山第一銀行 三菱ＨＣキャピタル株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社フレーズ 5230001003809 「店頭の味を再構築！急速冷凍技術でおいしいクレープをいつでもどこでも！」を実現する事業契約書 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 光進工業株式会社 6230001000870 次世代足場を活用した高単価の土木市場向け足場工事への新規参入																 株式会社ジャストコンサルティング

中部 富山県 富山市 大日工機株式会社 6230001001514 高精度長尺ネジ研削加工体制構築により新分野展開を行う 株式会社北陸銀行

中部 富山県 南砺市 有限会社清水重建 1230002009503 大規模造成工事分野に依存した体質からの脱却に向けた人のスキルへ依存しない自動施工体制の構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 中新川郡立山町 新川レジン工業株式会社 5230001006514 ＧＦＲＰ製品の超大型加工に向けた新たな生産体制の構築 富山信用金庫

中部 富山県 中新川郡立山町 木の香株式会社前川建築 9230001014208 「サウナｘ旅ｘプライベート空間ｘ木の癒し」を実現する貸切ヴィラ事業 あかねパートナーズ株式会社

中部 富山県 富山市 株式会社ファインカットセンター 6230001002636 新社屋への移転による高精度加工体制の構築による半導体・ＥＶ分野参入による事業再構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 有限会社梨花苑 7230002005439 ファミリー層をターゲットとした新たな焼肉店ブランドイメージの構築 新湊信用金庫

中部 富山県 下新川郡入善町 株式会社入善商業開発 5230001007529 地元のショッピングセンターを再活性化させるために惣菜小売事業への再構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 高岡市 ビーズ 進化型トータルビューティーケアにより美容院の限界を突破 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 アサノデンキ 地域の方が集う飲食店の開業と宅配ランチによる事業再構築 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 中新川郡上市町 いっぽいっぽ株式会社 6230001013724 就労支援事業所が取り組むカフェ及び農産物加工品製造販売事業 新大和税理士法人

中部 富山県 南砺市 薮工業株式会社 7230001008616 薮工業新築住宅　Ｓ－ｓｔｙｌｅ販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 富山県 高岡市 有限会社野村エンタープライズ 2230002011763 コロナ禍でも利用しやすい非接触型のセルフ脱毛サロンの展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 富山県 砺波市 川瀬ＣＪ株式会社 3230001014650 対面・非接触での高品質顧客サービスを実現する「特産松阪牛」専門店の出店 高岡信用金庫

中部 富山県 射水市 株式会社矢野工作所 2230001012572 特殊鋼・特殊合金製造機械向け製品受注生産体制の構築 新湊信用金庫

中部 富山県 小矢部市 有限会社エスケーシー 9230002010288 ＤＩＹ教室×ハーフビルドプランで「共につくる」体験提案事業 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 富山市 富美菊酒造株式会社 2230001016805 酒蔵観光による当社の酒造りと消費者との新たな関係性の構築 富山信用金庫

中部 富山県 富山市 有限会社河元鉄工所 1230002004033 医薬品製造機械部品の製品化を実現し、新市場への進出を図る。 株式会社富山第一銀行

中部 富山県 小矢部市 有限会社長谷川石油 6230002010118 「次世代自動車の整備認証を得てガソリンスタンドから事業転換」 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 射水市 三和金属工芸株式会社 8230001012419 半導体分野進出に向けた高精度・低コスト大型・厚肉アルミダイカスト製品製造技術の確立 富山信用金庫

中部 富山県 砺波市 紺田糀味噌醸造所 リアル・オンラインを織り交ぜた顧客体験の創出による最終顧客への直接販売方式への再回帰 富山県信用組合

中部 富山県 魚津市 ふたば 非対面販売拡大に対応する生産体制拡充での業態転換を通じた新規取引先拡大 にいかわ信用金庫

中部 富山県 中新川郡上市町 株式会社鳶・ＣＲＡＦＴ 7230001015356 プラント工事と溶接工事を請け負うために金属部材製造ラインを整備する新規事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 魚津市 Ｍｉｔｓｕｉ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ株式会社 5230001017008 アフターコロナ環境を見据えた、国内向けキッチンカーの製造販売事業 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 南砺市 有限会社エスオースポーツ工業 4230002009715 自動化技術と熟練技術を融合したプロセスのＩＴ化による個別生産対応力の強化 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 株式会社メタルウェア 4230001005112 厚板金属曲げ加工技術の導入により、各種機械デザインカバー製作への展開 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 富山県 高岡市 有限会社ホープ斫 9230002012425 資源循環型社会への貢献を目指す産業廃棄物中間処理事業への挑戦 株式会社富山銀行

中部 富山県 高岡市 ライフアップ富山 ＤＸを活用した空き家事業に関する新サービスの提供 新湊信用金庫

中部 富山県 高岡市 山岡石材工業株式会社 5230001011092 低コスト短納期での新たな高意匠墓石製造販売体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 富山県 富山市 さくら住宅有限会社 6230002001356 事業再構築に向けた不動産賃貸サービス提供プロセスのＩＴ化によるフレキシブルオフィスサービス開発 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 新新薬品工業株式会社 2230001001179 医薬品コーティング技術の高度化とその適用分野開拓による製造分野の多様化 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 南砺市 中川株式会社 5230001008816 ヘルスケア分野への集中に向けた段階着圧設計生地製造技術の高度化 株式会社北國銀行

中部 富山県 小矢部市 清水樹脂工業株式会社 8230001009456 建築分野における事業機会を捉えるための高精度・低コストプラスチック押出成形技術の確立 石動信用金庫

中部 富山県 富山市 吉乃友酒造有限会社 7230002006338 純米酒製造への依存・地域限定からの脱却に向けた純米酒酒粕化粧水美容パック生産体制・販路の構築 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 富山県 南砺市 川田ニット株式会社 9230001008853 農業分野・新規分野参入に必要不可欠となる太径原糸テンション管理技術の高度化 株式会社北陸銀行

中部 富山県 高岡市 山元醸造株式会社 9230001011097 欧米向け輸出加速化に向けたオーガニック製品の開発とその製造工程の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 しもおきひろこキッチンスタジオ 「米、汁、麦」をコンセプトとし、新たな外食需要の開拓と地域の方々の豊かな食文化への貢献を図る、新店舗ＯＰＥＮ計画 税理士法人サクセスブレイン

中部 石川県 七尾市 ブロッサム 遠方からの観光客に３種のソースを土産として販売する のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 ゲストハウスＰｏｎｇｙｉ ゲストハウスが縁結びカフェ開始　～婚活ビジネスで孤独問題対策に貢献～ 金沢商工会議所

中部 石川県 金沢市 株式会社アクシス 7220001008443 中国向け美容グッズ開発とライブコマースを核としたＥＣ販売への挑戦 のと共栄信用金庫
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事業再構築補助金　第７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 石川県 金沢市 株式会社アルティスター 1220001010702 ブライダルエステサロンがアンチエイジング向け美顔サービスの新展開 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 ＤＥＬＩＧＨＴ合同会社 9220003001972 事務所をセントラルキッチンに転換し、瞬間冷凍スイーツの卸売とオンライン販売で再構築 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 七尾市 株式会社近藤鉄工建設 5220001015334 新設備導入による鉄骨１次加工業への新分野展開 七尾商工会議所

中部 石川県 金沢市 キャラバンサライ株式会社 7220001002462 地元高齢者向け喫茶店から、若者観光客向けテイクアウト専門店への業態転換 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社浦設備研究所 3220001001311 「環境建築」×「工芸建築」を武器に新たな市場への挑戦 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 株式会社牛若 1220001001288 高品質の冷凍肉・凍眠商品を、第３の商材に育て上げる 税理士法人宮田会計

中部 石川県 金沢市 株式会社ＭＢＫ 2220001010131 大型ステンレス製品加工技術開発による蓄電池産業への新分野展開 山岸　康也

中部 石川県 能美市 株式会社中東 5220001012686 カンナクズ・端材ともみ殻を混合した木質ペレット開発とグリーン分野展開 大丸経営コンサルティング株式会社

中部 石川県 金沢市 株式会社金太 4220001002283 グリーン成長分野での加工鋼材（ハイテン（高張力）材）供給事業 ひまわり経営サポート株式会社

中部 石川県 金沢市 岡田研磨株式会社 5220001001623 ＥＶ建機用ブッシュ実現とＩｏＴ部品化によるグリーン成長への挑戦 株式会社北陸銀行

中部 石川県 鹿島郡中能登町 丸井織物株式会社 4220001015673 バイオマスプラスチック製液体用フィルターの開発及び製造によるフィルター市場への進出 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社鈴木精機 2220001003580 一産業集中の分散化に向けた複雑形状５軸加工技術・変種変量生産技術の確立 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社ａｎｄ　ＰａＢＬｏ 9220001024356 健康グルメ！！管理栄養学を取り入れたウェルネスガレット専門店 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社パインズカンパニー 2220001018744 ワイン輸入卸売業から、地元産未利用薔薇を使用したクラフトジンの製造・販売に挑戦 株式会社シャイン総研

中部 石川県 金沢市 株式会社パワーエイト金沢 2220001023587 廃棄食材の大石牛骨を活用したスープ加工卸売事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 エベケストーキョー コーヒー文化発展のためのシェアロースター事業 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 百万石商事株式会社 7220001005531 交通量の多い道路に面している立地を生かした新分野展開 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 七尾市 Ａｃｈｉｅｖｅ 大工が作る「能登ヒバ」オーダーメイド家具事業の展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 ＬＡ　ＳＨＡＲＥ 町家にて地元食材をリーズナブルに提供するお一人様鍋料理専門店への業態転換 山岸　康也

中部 石川県 金沢市 株式会社村谷機械製作所 5220001007001 高精密三次元測定機や画像測定機等で半導体用金型補修への展開 宮崎　孝充

中部 石川県 金沢市 有限会社ＰＩＣＫ 1220002007565 コロナと３大ショックを乗り越え中食ビジネスへ転換、高齢者と女性の雇用へ 株式会社ＢＡＵＭ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ

中部 石川県 小松市 株式会社高松鉄工 1220001012153 食品製造機械用部品である板コンベアの新規製造による新分野展開 はくさん信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社アメニモ 4220001024567 金沢の代表的観光地である近江町市場とバス観光のマッチングを実現する海鮮丼飲食店事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 野々市市 株式会社大同エンジニアリング 5220001023155 アフターコロナを見据え、ＩＯＴを活用した「宅配ボックス」の新規事業 小林　弘昌

中部 石川県 かほく市 株式会社エコマスク 9220001017384 水質浄化とカーボン排出抑制に貢献するミズゴケを貸し出しする 税理士法人宮田会計

中部 石川県 金沢市 伸恵工業株式会社 1220001020271 石川県初の建設業に特化した展示用レンタルスペースの提供と地元密着型ハウスメーカー事業への転換 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 加賀市 有限会社カモデ 8220002012294 フルーツ等の加賀市地域資源を活用したスイーツ展開による再構築 藤井　雅英

中部 石川県 金沢市 株式会社吉井商店 8220001007386 金箔新製造ラインの構築 株式会社北國銀行

中部 石川県 白山市 ヘアカットスタジオ　クルール トータルビューティを新たに提案！リーズナブルなセルフホワイトニングサロン 税理士法人マネジメント

中部 石川県 小松市 有限会社タキ屋電器 2220002010840 地域の高齢者の「聞こえ」の不安解消！補聴器及び関連商品販売事業 一般社団法人　石川県中小企業診断士会

中部 石川県 能美郡川北町 株式会社福井鉄工所 5220001008817 有機性廃棄物の低温熱分解処理装置製造技術確立による事業再構築 株式会社福井銀行

中部 石川県 金沢市 助国鉄工株式会社 3220001018495 小型・ロット製造制御盤ケース製造体制を整え、新分野へ進出する 株式会社北國銀行

中部 石川県 野々市市 株式会社ＨＡＮＡＢＵＳＡ 8220002013516 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

中部 石川県 金沢市 有限会社パルファン 6220002004789 金沢の老舗ブティックの挑戦！健康と美容と文化のトータルサポート事業！ 税理士法人中山会計

中部 石川県 金沢市 ジブンチ 金沢の本格派イタリアンシェフが手掛ける石川県産食材の焼き菓子専門店 税理士法人中山会計

中部 石川県 鳳珠郡能登町 株式会社ランドスケープ開発 9220001016782 能登の松を活用した商品の開発・製造及び販売事業 興能信用金庫

中部 石川県 白山市 有限会社城寛商事 9220002000463 既存事業とのシナジー効果を発揮！安心安全なデジタル化倉庫による新分野展開！ 株式会社商工組合中央金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社竹田栄鉄工 5220001009559 難削材の加工技術確立と専用工場の設備による産業用ロボット部品等への展開 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 有限会社イシダ鉃工 1220002011583 異素材の加工技術習得による建機業界依存のビジネスモデルから脱却 株式会社ジエック経営コンサルタント

中部 石川県 白山市 株式会社永伸建装 6220001010846 移住・二地域居住を促進する次世代観光からの空きビルリノベ事業 石川県商工会連合会

中部 石川県 かほく市 有限会社カナジ鉄工所 9220002016848 高精度デジタルＣＮＣ旋盤で競争力を強化、建機分野と金型分野へ 株式会社ＢＡＵＭ　ＭＡＮＡＧＥＭＥＮＴ

中部 石川県 河北郡内灘町 株式会社ナニワ急便 2220001017291 金沢港での倉庫事業を核とした「チームナニワのワンストップ物流」 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社炭澤鉄工 2220001008241 難削材の複合加工技術内製化により医薬品ボトリング設備部品の量産体制構築 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社金銀箔工芸作田 3220001002251 若者層（観光客・地元客）をターゲットにした、金箔と食品を通じた金沢らしさを感じる新コンセプトの店舗への改装計画。 株式会社北國銀行

中部 石川県 能美市 フジタ技研株式会社 4220001012712 ＥＶ向け歯車等の金型製造に対応する微細加工と検査体制の獲得及び生産性向上計画 シェアビジョン株式会社 ＪＡ三井リース株式会社

中部 石川県 金沢市 株式会社朝日丘開発 5230001011489 空家を活用した「海辺のリゾート民泊」で地域を活性化！ 株式会社商工組合中央金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社アートフード 6220001000632 ランチ・持ち帰り需要を取り込む”そば×どんぶり”新業態の展開 株式会社北陸銀行

中部 石川県 小松市 株式会社武田工業所 1220001012129 世界で拡大するハードロック事業に対応した大型鋳鋼部品加工事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 白山市 パティスリーヴォワイヤージュサンラファン パティシエ技術と感性を詰め込んだ本格アイスクリームの新分野展開 のと共栄信用金庫

中部 石川県 羽咋郡志賀町 株式会社和泉工業 6220001015853 フッ素樹脂コーティング事業の立ち上げにより業績回復を目指す事業再構築 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 白山市 和宏精密株式会社 5220001009526 金属加工と熱処理の工程集約による「省エネ＋短納期」の実現 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 北川鉄工株式会社 9220001008846 プレス用大型クラッチ＆ブレーキ重要部品を複合加工機等で事業再構築 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 酒バールＴＥＲＵ 食べ歩きで楽しむ「金沢海鮮クレープ店」への業態転換 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社リーズン 9220001011651 ハンバーガーショップとレンタルスペースの開業による新分野展開事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 カネノ精密工業株式会社 1220001011840 横型マシニングセンタ等で建機用大型油圧マニホールドブロックへ展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 永野技研株式会社 6220001004781 仕上げ（調整）ゼロを可能にする半導体チップ搬送用トレイ部品金型への挑戦 株式会社富山第一銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社Ｎｏｂｌｅ　Ｄｉｇ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ 1220001005223 小規模飲食店に特化したオーダー・配膳システム開発と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

中部 石川県 河北郡津幡町 株式会社三谷フーズ 7220001006851 アフターコロナの食卓を豊かにする手軽で美味しい肉商品の製造販売事業への進出 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 ヨシダ印刷株式会社 1220001007401 小規模事業者×石川県［魅力が輝き交流が盛んな地域づくり］×店頭販促物 株式会社北國銀行

中部 石川県 河北郡津幡町 光興業株式会社 5220001017677 ＩｏＴを活用した自動車向けアルミ部品製造事業 株式会社北國銀行

中部 石川県 加賀市 有限会社野口鉄工 2220002013455 高精度化・生産性向上を図り大型品の半導体洗浄装置部品に挑戦 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社北上製作所 7220001002297 製造プロセスの合理化によるスマート農業製品の新規受託への展開 株式会社北國銀行

中部 石川県 能美市 有限会社ワイズ工業 8220002009555 金属塗装工程の内製化による完全なる一貫生産体制の構築 株式会社北陸銀行

中部 石川県 野々市市 株式会社ＬＩＢＥＲＴＡ． 4220001022496 テイクアウト型飲食店×ＩｏＴ冷凍自販機でコロナ禍の既存ホテル事業とのシナジー効果を 株式会社北國銀行

中部 石川県 加賀市 株式会社あーすエステート 4220001022521 ２４時間営業のハイブリッド型フィットネスジムの新規展開による事業再構築 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

中部 石川県 加賀市 たかまつ食品株式会社 2220001019478 ドライフルーツ市場進出による家庭需要の取り込み 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社石野製作所 3220001001105 「効率搬送装置」による焼き肉店の省人省力化 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 有限会社いしぐろ造形工房 4220002010252 「ヒトとモノを繋ぐファイバーレーザ導入による食品関連機器製造への新分野展開」 北村　尚也

中部 石川県 金沢市 株式会社らくや 4220001019831 居酒屋事業から地産地消のおにぎりとお惣菜店へ「うまいものの極致はお米なのである。」 税理士法人ノチデ会計

中部 石川県 金沢市 株式会社スカイウォークス 2130001049096 リユース専門の衣料品・装飾品等の店舗・ＥＣサイト運営への業種転換 北浜グローバル経営株式会社

中部 石川県 七尾市 株式会社ファミリーダイニング 6220001015770 デジタル技術の活用でコロナ時代を乗り越える全席非対面型ラーメン事業 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 有限会社ユーアンドゆ 1220002006872 銭湯に地元野菜を活用したカフェ・テレワークスペースを併設 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 有限会社アクティル 6220002008435 ＳＤＧｓな伝統工芸品、厳選した輪島塗を体験型販売 石川県商工会連合会

中部 石川県 金沢市 株式会社インフィニティ・コーポレーション 2220002012110 アパレル事業から金沢市内初の若者をターゲットとした室内スケートボードパークの建設 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 石川県 金沢市 株式会社インターステイト 8220001010365 睡眠の質を改善するヘッドスパの開業による新分野展開事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 輪島市 日本料理　富成 天然食材の卸・小売販売と自然体験が出来るオーベルジュ事業 トリプルナイン株式会社

中部 石川県 七尾市 株式会社チャンスねっと 6220001023559 冷凍食品による食事美容事業への新分野展開 古賀　雄子

中部 石川県 野々市市 株式会社ａｃａｃｉａ 1220001015008 ハイブランドのセレクトショップが手掛けるサスティナブルな古着店の運営事業 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 石川県 金沢市 株式会社エイトブレスユー 2220001020246 犬の保育所・預かりサロンの開業による新分野展開事業 株式会社北國銀行
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中部 石川県 小松市 ＯＣＥＡＮ株式会社 8220001014184 天然鉱石「光明石」を利用した足湯サービス事業　～高齢者の健康促進とコミュニケーションの活性化～ 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 石川県 金沢市 株式会社ナカタケ 1220001004753 地域のくらしに安心と安全を！屋根のプロ集団が手掛ける防犯カメラ設置事業 むかい税理士法人

中部 石川県 金沢市 前田鋼材株式会社 7220001006538 多種金属精密一次切断加工技術を活用した多種金属精密切削加工技術の確立 株式会社北陸銀行

中部 石川県 鹿島郡中能登町 有限会社アクセス 2220002014610 大切なペットと！能登の自然と食を満喫する高級宿の運営 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社今田自工 2220001008076 デジタル活用型設備と水性塗装技術への更新により「最新サポカーの完全修復」ビジネスを開始する 金沢信用金庫

中部 石川県 金沢市 有限会社石村商店 9220002009752 介護施設、就労継続支援施設の問題を解決するランドリー施設開設 浅田　章大

中部 石川県 金沢市 よつば接骨院 接骨院経営のノウハウを活かした脱毛サロン及びプロテインバーの出店 中村孝治

中部 石川県 羽咋郡宝達志水町 村昭繊維興業株式会社 5220001015978 産業分散化に向けた高質感・高機能混繊糸安定・大量供給体制の構築とその適用分野開拓 株式会社北陸銀行

中部 石川県 羽咋市 酒井樹脂機工 マシニングセンタ導入による工作機械部品製造を核とした新分野展開への挑戦 のと共栄信用金庫

中部 石川県 金沢市 株式会社ラクト 2220001020691 空き家解体廃材をリユースした「ガーデンルーム事業」 北村　尚也

中部 石川県 金沢市 株式会社アドバンテージ・ファクトリー 3220001011500 「デザイン力と技術を備えた若手スタッフがグランピングで旅行業界を盛り上げる」 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 株式会社山岸製作所 2220001007193 ＩＴ企業との協業による働き方改革から始めるＤＸ支援サービスへの挑戦 税理士法人中山会計

中部 石川県 羽咋市 有限会社羽咋やくしん会 9220002015230 コロナで変化した顧客ニーズに合わせ、在宅治療に特化した薬局で売上を拡大する のと共栄信用金庫

中部 石川県 能美市 株式会社ピースリー 6220001008353 ペット法要代行とペット動画配信 株式会社北陸銀行

中部 石川県 珠洲市 株式会社三百苅管工 4220001016985 遊休不動産を活用した宿泊、別荘事業による事業拡大と過疎地域への貢献 浅田　章大

中部 石川県 加賀市 竹内製菓株式会社 1220001013275 観光市場向け菓子から一般流通市場向け菓子の開発・製造・販売事業 株式会社北陸銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社ハマー 3220001018347 運送事業から車両整備・製造業への新規開拓 株式会社北國銀行

中部 石川県 小松市 但馬鮮魚店 市場に精通した魚屋が確かな目利きで新鮮・安心な野菜を提供する「青果店」新分野進出事業 小松商工会議所

中部 石川県 金沢市 株式会社モミジグループ 1220001019603 従来の居酒屋・酒場モデルを脱する食体験をベースにした収益複層化事業 北村　尚也

中部 石川県 羽咋市 コアフュールマジュール 新たな業種である理容業に業種転換を果たし、人口減少によるニーズの変化に　対応する。 株式会社Ａｖａｌａｎｃｈｅ　Ｔｅｃｈ

中部 石川県 金沢市 株式会社冨士交通 6220001005747 アテンドサービス付きパッケージツアーの企画開発とＢｔｏＣモデルによる事業再構築 税理士法人金沢セントラル会計事務所

中部 石川県 金沢市 株式会社アイ・ツー 8220001008698 新しいワークスタイルとＤＸ人材育成を支援する金沢駅前ライブスクール 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 ながた食肉 地域初！精肉店が営むバーベキュー場で観光誘客・地域活性化を図る。 石川県商工会連合会

中部 石川県 加賀市 樫田憲一郎木造建築研究所 海外富裕層向けセカンドハウス新築事業への事業転換 石川県商工会連合会

中部 石川県 かほく市 白山工業株式会社 1220001017672 大型建設機械精密油圧配管提供に向けた高精度・低コスト太径パイプ加工技術の確立 株式会社北國銀行

中部 石川県 金沢市 株式会社エイム 1220001000240 次世代型セルフエステサロンの経営 税理士法人白山コンサルティング

中部 石川県 河北郡津幡町 有限会社デントニウム 5220002016629 エピテーゼ製作分野進出に向けた三次元データ連携によるエピテーゼ製作プロセスの高度化 バンカーズアンドアソシエイツ株式会社

中部 石川県 金沢市 金沢紙業株式会社 4220001002085 北陸エリア初の「難処理古紙の買い取り・再資源化サービス」への挑戦 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 株式会社金澤まちづくり公社 1220001011650 不動産賃貸の強みを活かした「金澤美粋百貨店」事業への挑戦 税理士法人北陸会計

中部 石川県 金沢市 株式会社北都高速運輸倉庫金沢 1220002009751 地元産の穀物を地元に保管できる体制を整え、地産地消に貢献する倉庫設備事業 税理士法人宮田会計

中部 岐阜県 高山市 スシバー　モンテフェリス 一流の寿司職人による惣菜の製造販売により、地元食材の良さを広め生産者を支援する 東野　礼

中部 岐阜県 各務原市 居酒屋　豆蔵 環境にも優しい廃棄になる食材を使ったペットフード販売計画 岡田　悦子

中部 岐阜県 各務原市 株式会社ＢＵＳＴＥＲ 1200001034166 次亜塩素酸水製造メーカーから生成機メーカーへの挑戦 株式会社市岡経営支援事務所

中部 岐阜県 飛騨市 株式会社ＭＨＳＬ 3200001027325 子育てママに優しい地域密着型内職斡旋事業への業種転換　職業紹介・労働者派遣業 後藤　公平

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 アールアンドディー 自動車販売店の「魅せる差別化」を実現！カーラッピング事業 馬渕　智幸

中部 岐阜県 揖斐郡大野町 株式会社ヌベール 9200001016165 ＥＣサイト導入による自社製品の強みと新規性の相乗効果を引き出すＢｔｏＣへの新たな取組み 株式会社　タクト経済研究所

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社ハイビックス 1200001010233 新技術の導入による空気圧を用いた医療機器製造の事業化計画 株式会社　タクト経済研究所

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社幸輝 3200002005651 特別室の設置によるハイエンド層の取り込み 岐阜商工信用組合

中部 岐阜県 中津川市 有限会社ミュージックセンター・ダイソー楽器 9200002023607 おたく産業ビジネスへの参入と音楽ソフト事業からの撤退 中津川商工会議所

中部 岐阜県 高山市 ＴｏｒｉＤｏｒｉＦａｒｍ いちごの栽培及びいちごとバラのコラボ商品の販売 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 岐阜県 多治見市 株式会社松正 2200001022665 築１２０年の建物を活かした古民家カフェ開始　プロジェクト 東濃信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 味波鵜沼店 テイクアウト・デリバリーを開始し、　新たな顧客層の獲得で事業のＶ字回復を目指す事業 株式会社エモーサル

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社台湾らーめん大吉 6200001030359 地域のソウルフード大吉らーめんを新たに自動販売機で提供 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 可児市 八鍼灸院 感染症に配慮したセルフ脱毛・マッサージ事業への参入計画 座間　裕史

中部 岐阜県 可児市 有限会社ベイラウンド 1200002018325 日本茶に特化したカフェ営業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社六連鯛市場 7200001005913 海のない岐阜県の消費者に新鮮な魚を提供する小売販売への挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 瑞浪市 有限会社比嘉商事 5200002022521 急速冷凍機を用い沖縄のフードロス削減と事業者の販路拡大に貢献 瑞浪商工会議所

中部 岐阜県 郡上市 ニューテック株式会社 5200001026705 「天むす」にイノベーションを！高付加価値化への取組事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 大垣市 ＡＩＴＨＥＲ（アイテール） 既存事業のノウハウを活かした太陽光発電設備の清掃・管理 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 岐阜県 岐阜市 スエナミ工業株式会社 1200001002692 強度と軽量性を両立する工程革新で次世代型農機開発事業に参画 株式会社ゼロプラス 共友リース株式会社

中部 岐阜県 美濃加茂市 名北工業株式会社 3200001018308 環境負荷低減材料の提供による電気自動車分野への新事業展開 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 岐阜県 多治見市 株式会社中島窯業 8200001022049 「ホタテ貝殻」を原材料とした「焼かないホタテタイル」の事業化 東濃信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 株式会社ラックシステム 7200001029854 国内生産力を身に着けて、エンジニアリングからＥＶ製造向け設備製造事業へ 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ワーク 1200001008095 デザイン性の高いオリジナルパンを主力商品とするパン屋を開店 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 株式会社アイビー 1200001022113 地域経済成長に貢献！事業者向けアプリ制作事業を通じたストック型ビジネスへの転換 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 羽島市 合同会社ファミリア 5200003003933 地域初となる学習支援に特化した放課後等デイサービスの開業事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社高橋紙業 4200001010032 健康志向の上昇に応える！拡大を続けるドライフルーツ市場参入による事業再構築 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ジーベック 8200001012363 小売業から建設業への転換による地域密着型の店舗リフォーム事業 森本　晃弘

中部 岐阜県 関市 有限会社小澤製作所 2200002018547 低原価量産体制を活かして切り拓くオフィスチェア・照明市場進出 関信用金庫

中部 岐阜県 不破郡垂井町 グルマンマルセ株式会社 2200001014860 地域の農業生産者にも好循環を生み出す「体に優しい高付加価値氷菓事業」の新規展開 羽根田　隆弘

中部 岐阜県 各務原市 株式会社ＴＡＫＩＭＯＴＯ 7200001035480 滝本真シェフ考案、非対面でも本場パリの美味しさと感性が味わえるフランス菓子の通信販売事業 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 郡上市 有限会社和田木工所 5200002028056 自社の木工技術を活用したベビー向け積み木分野への新規参入事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 羽島市 株式会社ジークリエイト 7200001012463 ガレージ・アウトドア・シェルターなど多目的トイハウラーの製作販売事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 海津市 株式会社鮮魚かねや 9200001039240 鮮魚販売店からお魚惣菜販売店への業態転換 渡邊　万洋

中部 岐阜県 本巣市 有限会社ビーンズ 4200002015674 自家用車をキャンピングカーに変身させるカスタムサービス開始 株式会社フラッグシップ経営

中部 岐阜県 下呂市 ナカキ工業株式会社 8200001035562 新分野展開に向けたバイク部品と半導体のゴム製品の製造体制構築 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 羽島市 株式会社浅川設備 9200001012172 少数精鋭の水のプロが挑む！岐阜県の水インフラ長寿命化への取組 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社三共 6200001002184 ＳＤＧｓに貢献するＥＣ市場向け梱包袋の生産体制構築による新事業展開 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 可児市 サンキホーム有限会社 7200002017040 空き家を無くす！建築業から不動産仲介業への新分野展開！ 株式会社アクセルパートナーズ

中部 岐阜県 可児市 有限会社日本教育企画 9200002017658 医療法人とコラボした「水素ガス吸入療法」事業への参入 東濃信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社うを仁 7200001035596 老舗日本料理店の強みを活かして健康応援事業へ新分野展開 伊藤智香

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社十八楼 8200001008634 岐阜の地域資源を活用した「癒しと健康」を提供する都市型リゾート旅館 遠藤　久志

中部 岐阜県 岐阜市 ＢＲＩＧＨＴ　ＢＯＤＹ 自動車板金・修理技術を活用した愛車家が集まるガレージ事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 羽島市 株式会社ピアチェーレ 2200001011437 アパレル店のＥＣ展開を支援するＷＥＢ制作による新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 岐阜県 山県市 有限会社杉田精機 3200002006451 金型製造の技術力を活用した精密製品製造への新分野展開 岐阜県商工会連合会 共友リース株式会社

中部 岐阜県 岐阜市 ユニオンスポーツ株式会社 6200001005690 地域密着女性専用ＡＩパーソナルフィットネスジムの運営 西浦　啓一郎

中部 岐阜県 瑞浪市 日本ジオニック株式会社 4200002022134 金属加工業者がオーダーメイドのゴルフクラブ製造事業に進出 岐阜商工信用組合

中部 岐阜県 山県市 株式会社フジインテック 8200002006570 新たな製造方法導入によるカテーテルの新たな事業展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 多治見市 有限会社磯村工務店 9200002019927 地域の戸建住宅向け住みやすさに重きを置く外構リフォーム工事業 東濃信用金庫
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中部 岐阜県 高山市 有限会社内藤工業 8200002025620 金属加工下請け事業からサブアッセンブリー製品メーカーへの転換 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 加茂郡白川町 鈴村建築株式会社 7200001017363 家守りが創る、心地よい東濃ヒノキの造作家具と断熱パネル製造 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 羽島市 Ｃ，ＷＯＲＫ株式会社 7200001012042 不良品を良品に生まれ変わらせる、アパレル大量廃棄問題への挑戦 小倉　裕樹

中部 岐阜県 各務原市 有限会社レスカリエ 1200002012138 既存事業の強みである高い縫製技術を活かしダウンパック事業へ新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 岐阜県 高山市 ＤＥＡＫＳ 担々麺専門店への事業転換と観光客需要獲得に向けたアフターコロナ対策 丸山　学

中部 岐阜県 山県市 岐阜環境株式会社 4200001009438 設備投資による解体業への新分野展開 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 瑞浪市 株式会社イサジ 2200001021709 【パンと美濃焼のコラボレーション！！　パンと美濃焼がある生活の提案！！】事業の展開 鈴木　勇二

中部 岐阜県 下呂市 有限会社萩原チキンセンター 6200002027313 郷土料理「けいちゃん」専門飲食店を新たに開業 ＭＭＰＣコンサルタンツ株式会社

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ニシキフード 9200001035454 自動販売機総菜サービス「フーちゃん食堂」の展開 岐阜商工会議所

中部 岐阜県 可児市 サクラテック株式会社 5200001017877 鉄線メーカーによるスマート工場化アドバイザリー事業の新規展開 株式会社ｕｌｕコンサルタンツ

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社今井自動車 3200002008943 フレンチシェフ厳選　日本が誇る最高級ブランド牛とちょっと贅沢な洋惣菜の販売 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 本巣郡北方町 株式会社林商事 5200001010312 株式会社林商事のバスクチーズケーキ製造販売 株式会社プレジデントワン

中部 岐阜県 下呂市 丸八旅館 都会生活からのプチ離脱需要を踏まえた鮎釣り旅館からの脱却事業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 岐阜市 日の出クリエイティブアクト株式会社 6200001008149 衛生用品メーカ認証技術による宿泊業等の衛生器具販売等 岩本　大輔

中部 岐阜県 美濃加茂市 株式会社センス 3200001018794 オーダーメイドのコンプリートカー製造販売事業 美濃加茂商工会議所

中部 岐阜県 郡上市 原建販株式会社 8200001026834 増えるテレワーカーの移住願望に地域初のトレーラーハウス製造販売で応える 株式会社エフアンドエム

中部 岐阜県 岐阜市 江南工機株式会社 5200001001930 高精密ＣＮＣ工具研削盤の導入とＩｏＴ化された生産ラインの構築による、新製品インサートドリルの取り込み 小倉　裕樹

中部 岐阜県 岐阜市 マインドアップ合同会社 6200003004501 地産地消をコンセプトにした自家栽培野菜を使用したとんかつ店への参入 株式会社愛知銀行

中部 岐阜県 美濃加茂市 スマイルサポート株式会社 4200001031326 就労継続支援Ａ型事業所がグループホームの運営により障害者の自立をトータル支援 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社井上感動マネジメント 9200001036642 専門家に相談できる動画撮影スタジオ、テレワーク用防音ブースを新設 岩本　秀巳

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ラボーナ 5200001012861 即戦力人材養成！実務経験豊富なプロが教えるＥＣ特化型スクール事業 税理士法人ＮＥＸＴ

中部 岐阜県 関市 株式会社ユーゼック 6200001019757 板金製缶加工技術を活用した半導体製造用チップマウンター部品製造への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 サンワニット株式会社 8200001010706 丸編み機での半世紀以上の繊維加工ノウハウを活かしＥＶ車向け軽量カーシート生地の開発・製造に挑戦する 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 安八郡神戸町 東海牛乳株式会社 6200001014618 ＳＤＧｓと生産性向上を両立するバックインボックス方式による業務用殺菌乳製造販売への参入 大垣西濃信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 有限会社ソーイング平島 5200002010831 「繊維縫製事業のハイブリッド化による収益の拡大」 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 飛騨市 有限会社山口木工所 9200002027038 豊かな食卓を創造する飛騨の家具オーダーメイドキッチン事業進出 飛驒信用組合

中部 岐阜県 岐阜市 シェルピア高畑建設株式会社 4200001003176 エアコンを使わない冷暖房システムの畜舎への展開 株式会社市岡経営支援事務所

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ｔｏｍｏｎａｇａ 8200001034176 地域とビジネスを結びつけるレンタルスペースとお弁当テイクアウト事業で新分野展開 吉川　洋光

中部 岐阜県 岐阜市 ど鉄板なべきん ｗｉｔｈコロナ時代に対応した餃子自販機・テイクアウトメインの店を開業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 有限会社テクニカル三友 9200002011826 ハンドクレーン等の導入による生産性向上および半導体製造装置市場への進出 株式会社ゼロプラス

中部 岐阜県 羽島市 株式会社Ｒｏｂｅｃｉｔｙ 3200001035204 独自デザインと世界観を活かした、インテリア商品の販売事業への挑戦 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 羽島市 株式会社アートジャパンナガヤ設計 5200001010700 無菌ルーム・新たな製法を駆使したパン缶詰工場を立ち上げ、生食パンのような美味しく、高い安全性を誇るパンの缶詰を製造する 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社日本温浴研究所 6200001027413 自家製ハーブを使用した新しい化粧品浴剤製造と販売法による事業再構築 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 各務原市 株式会社順徳産業 7200001007926 自宅に欲しかったスペースをサブスクで！２４時間営業のインドアゴルフ場の運営 税理士法人タックスアンドマネジメント

中部 岐阜県 安八郡安八町 大平工業株式会社 1200001014498 鉄骨加工業の生き残りをかけた一次加工量産品への新分野展開 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 山田刺繍 立体刺繍技術の高度化によるキャラクターグッズ等高単価商品への挑戦 株式会社アクセルパートナーズ

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ルフト 6200001010625 障害者支援も兼ねた軽作業の受託によるコロナ禍における経営安定化の取組 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社青木染工場 9200001007981 サステナブル素材の染色技術で切り拓く環境アパレル商品の新展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 大垣市 株式会社棚からボタ餅 8200001016744 有名ラーメンの冷凍自動販売機での２４時間無人販売でテイクアウト需要を取り込む 沼波　義修

中部 岐阜県 羽島市 福壽工業株式会社 9200001011439 自社自働化技術とＩｏＴ・ＤＸ化で電気自動車部品を素材から一貫生産する 株式会社十六銀行 十六リース株式会社

中部 岐阜県 岐阜市 棚橋工業株式会社 5200001003258 曲げ工程強化による大量生産対応および大型店向け什器市場への進出 株式会社ゼロプラス

中部 岐阜県 岐阜市 安田商事株式会社 4200001005536 業績好調な肉業態参入で実現！原油価格変動の影響を受ける脆弱な経営体制からの脱却 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 チャバミリサ株式会社 2200001031749 刺繍・縫製技術を活かしたＤ２Ｃ新ブランド創設事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 日の丸興業株式会社 2200001004366 自動車のアフター市場の変化に対応し、人と環境に優しい新たな市場へ 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 多治見市 西尾商事有限会社 4200002020501 地域高齢者の介護予防に貢献するヨガスタジオの新規展開 東濃信用金庫

中部 岐阜県 多治見市 ミツル陶石株式会社 9200001022080 物価上昇、輸出規制を克服！ガーデニング用「砂利の製造販売」へ新分野展開 東濃信用金庫

中部 岐阜県 土岐市 株式会社ＤＣＫ 2180301030908 ＤＸ化推進も可能なフランチャイズフィットネス事業に参入し、経営多角化による強い企業へ！ 野間　民会

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ムツヤス 8200001009491 〇 ＪＡ直売所のフードロスを活用した匠の創作惣菜・弁当製造販売

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社エム・シー・システム 4200001005998 〇 ＪＡ直売所のフードロスを活用した匠の創作惣菜・弁当製造販売

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社林工芸 5200001004256 伝統工芸品製造で培った技術、設備と人的資源を活用した新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 本巣市 Ｎ．Ｕ．Ｔ．合同会社 2200003004785 地産地消！『卵のセレクトショップ自販機』の設置・運営 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 山県市 株式会社永井精機 9200001006629 不良品流出０％の高精度自動車用ゴム製造社が国内外で需要を伸ばす建設機械用ゴム製造へ 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 株式会社皆川製作所 3200001008283 プレキャスト型枠業界への参入による新分野展開 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 岐阜市 有限会社アールコンセプト 6200002006721 地域や子どもたちに交流の場を！　ｗｉｔｈ　コロナに向けた、テイクアウトメインの飲食店舗新設 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 大垣市 株式会社油研 9200001014425 環境にやさしいコンクリート成型用型枠の離型剤の開発、製造、販路開発 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 恵那市 株式会社シノダック 2200001024182 パイプマルチカット複合機の導入による倉庫内ラックの製造事業 ＳＭＣ税理士法人

中部 岐阜県 揖斐郡池田町 西濃化成株式会社 8200001016257 環境に配慮したプラスチック製品の量産化と試作提案型体制の確立 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 郡上市 株式会社カタギリテック 8200001026347 特殊スパイダー建機による作業困難場所における造園工事業務の機械化 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 安八郡安八町 富士和商事株式会社 3200001014918 岐阜県大垣市にて「２４時間ジム」、「総合型ジム」の特徴を兼ね備えた複合型フィットネスジムの新規展開による事業再構築 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

中部 岐阜県 多治見市 株式会社スワンクラフト 1200002022302 自動ユニット加工生産ライン構築によるタイルのユニット加工事業への新規参入 税理士法人青葉会

中部 岐阜県 高山市 株式会社紀旺 9200001024779 「飛騨地域初」最先端の技術を駆使した会員制インドアゴルフ施設運営。 三野島　徹

中部 岐阜県 各務原市 株式会社安田屋 5200001007606 新製品・アレルゲンフリー菓子パンの量産化に対応する多品種少量生産体制の構築事業 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社シャルドネ・オフィス 9200001034274 地域ブランド木材を活用した商品企画開発の教育事業へ新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 岐阜県 海津市 株式会社ＤＭテクノス 1200001016874 金型製品に依存した体制からマンドレル部品市場への新分野展開 株式会社市岡経営支援事務所

中部 岐阜県 岐阜市 三承工業株式会社 8200001008171 産官学民が持続可能ビジネスで繋がるＳＤＧｓプラットフォーム運営事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 可児市 有限会社シンコー精器製作所 2200002018068 Ｆ１世界選手権をはじめとしたモータースポーツ部品加工への進出 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 大垣市 有限会社てっちゃん 3200002015056 フリーランス美容師向けシェアサロンサービス 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 中津川市 株式会社加藤製作所 8200001023303 石油ストーブ「油タンクおよび芯案内筒」部品の一貫生産 公益財団法人岐阜県産業経済振興センター

中部 岐阜県 加茂郡白川町 有限会社片保岐 4200002016417 白川町の魅力を届けるカフェ事業による新分野展開 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 羽島市 株式会社クレセント 4200003004222 縫製業から刺しゅう事業の新分野展開による新商品開発と新規販路開拓による事業再構築 秦博雅

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社春近製作所 4200001007821 より強度・耐久性の高い鍛造部品の精密切削加工に着手、電動アシスト自転車、スポーツサイクル向けの高付加価値製品製造に着手	 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ｅ－パック 8200001027857 下請加工業者から自社ブランドのジュースの製造販売へ参入 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 大垣市 株式会社空間建築工房 9200001028359 第８回再築大賞で国土交通大臣賞を受賞した当社が大垣市景観遺産で空き家の利活用事業開始 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 瑞穂市 株式会社蓑島ロジスティックス 7200001012604 コンビニ等の日用品の品質管理から個店配送まで！高効率・高精度なシステム構築計画 株式会社エフアンドエム

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 有限会社ケイ・エイ商事 9200002001604 自社の強みを生かして社会課題の解決に取り組む「介護食メーカー」への新分野展開計画 服部　貴行

中部 岐阜県 美濃市 アサヒフォージ株式会社 4180001011487 国内ＥＶシフトを加速させる「次世代ｅＡｘｌｅ」向け高強度精密部品の製造 岐阜信用金庫 三井住友ファイナンス＆リース株式会社

中部 岐阜県 多治見市 株式会社ヤマエル 1200001020744 巻き付け工法の可能性を探る！建設業から製造業への転換事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社Ｍ＆Ｋ　Ｄｒｅａｍ 6200001033130 ポストコロナに向けた、神戸初ｍｙ鉄板ハンバーグ店の展開事業 花木　栄治

中部 岐阜県 恵那市 恵那防災株式会社 3200001023654 新たな分野、自動車修理業への進出 髙木　利彦
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中部 岐阜県 岐阜市 有限会社Ｙｕ電工 3200002008761 先端技術を取り入れたジェンダーレス教育支援事業への新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 岐阜県 郡上市 有限会社カーボイス 9200002027764 観光資源に恵まれた郡上市内でのくるま旅サポート事業への進出 馬渕　智幸

中部 岐阜県 中津川市 中津川串揚げくしえもん 美味しいとんかつを地元に広め、やがて全国へ 中津川商工会議所

中部 岐阜県 可児市 株式会社光葉 1200001018425 オリジナル商品開発とＥＣ市場参入の為の事務所兼作業場の建設 髙木　利彦

中部 岐阜県 高山市 株式会社飛騨上宝自然人倶楽部 4200001032522 古民家を活用したゲストハウス開設と農業体験のビジネス化で、地域への移住促進を後押しする 高山信用金庫

中部 岐阜県 山県市 有限会社グリーンワークス 2200002006691 再生可能エネルギーを活用した「自産自消」システム普及へのトータルサポート 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ガレージアウトストラーダ 9200001008708 鈑金塗装工程の内製化によるレストアサービスへの参入でコロナ禍を跳ね返しＶ字回復を達成 株式会社大垣共立銀行

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 有限会社丹波建設 2200002011502 オリジナル内装壁材開発による内装工事省力化への貢献と製造分野への新規参入による新分野展開 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 可児市 株式会社ウィッシュ 8200001018848 家族の心と体を癒す猫カフェと家族美容を併設する新型店舗展開 株式会社フライングサポート

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 有限会社ボディーショップ和 1200002011189 先進安全自動車移行期に対応するためのホイールリペア事業による収益の向上 税理士法人ＡＳＣ

中部 岐阜県 羽島市 株式会社ヴェルデュール 1200001011719 委託生産のみから脱却したＥコマース市場での直販事業体製の構築 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 安八郡神戸町 株式会社宗宮機械 9200001035396 脱炭素社会、グリーン成長戦略に寄与する電動フォークリフト用バッテリー再生事業への事業転換 花木　栄治

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社Ｔｒｉｐｌｅ　Ｃ． 8200001034234 おうちｄｅチャウディー冷凍食品事業 柳原　靖子

中部 岐阜県 中津川市 ＭＩＫＡ　ＢＥＡＵＴＹ　ＤＥＮＴＡＬ　ＣＬＩＮＩＣ 歯科クリニックと相乗効果のある食やカウンセリングを通じた予防医療サービスの展開 株式会社八十二銀行

中部 岐阜県 恵那市 株式会社クリーンホーム 6200001037726 早い安い！お家のクリーニング＋補修＋抗菌をワンストップで提供 髙木　利彦

中部 岐阜県 各務原市 ワタナベベース 元プロボクサーによるボクシングジム併設型フィットネスクラブ経営での地域貢献事業 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 岐阜市 一般社団法人岐阜県学習塾協会 6200005008129 ＳＤＧｓ教育体験施設「カブトムシパーク（仮）」で未来を生き抜く子どもに 株式会社市岡経営支援事務所

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社砂川養殖 3200001035294 養鰻事業から「土壌汚染浄化液販売」を中心とした環境解決型事業への再構築 グラビス税理士法人

中部 岐阜県 本巣市 有限会社長屋自動車 1200002009662 自動車修理専門事業者から、ニーズの高い「完全修復済みサポカー」に特化した中古車販売サービスへの進出 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 中津川市 田舎ＤＩＮＩＮＧ　八十八 通年営業でバリアフリーに対応したオートキャンプ場運営への事業転換 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 岐阜県 多治見市 串もんず ワンタン麺でのＦＣ本部化ビジネスによる事業再構築 東濃信用金庫

中部 岐阜県 大垣市 有限会社西尾キャリー 6200002012991 同業者に向けた慢性的な業界問題解決事業 株式会社十六銀行

中部 岐阜県 羽島市 有限会社ワイテックコーポレーション 7200002011927 整備の行き届いた車を手軽に利用できる長期専門のレンタカー事業 伊藤　初彦

中部 岐阜県 美濃加茂市 ＭＩＡ　ＢＩＺＶＥＮＴＵＲＥＳ 中古車の『カスタムカー』設計、製造、販売、メンテナンスまでのワンストップサービスの提供 高橋　英明

中部 岐阜県 中津川市 ＷｏｏｄＳｔｒｉｋｅ 地元産木材等を使用したオリジナルブランドの木製家具の製造販売 株式会社ＫＳビジネスコンサルティング

中部 岐阜県 多治見市 トレンドクリエーションズ株式会社 4200001027332 伝統陶磁器産業と一流デザインの融合、卸売業から小売業への挑戦 税理士法人中央総研

中部 岐阜県 飛騨市 株式会社ソイル 1200005012829 農業体験や自然体験ができる拠点としての宿泊施設の開業 岐阜県商工会連合会

中部 岐阜県 多治見市 株式会社多治見トレーディング 6200002022529 【地元企業のニーズに最速・高品質で応える！　ジャストタイム梱包】事業の展開 鈴木　勇二

中部 岐阜県 郡上市 山と ひるがの地域の活性化と経営の安定化を目指す、フランス料理をベースとしたオーガニックレストラン兼コミュニティカフェの開業 八幡信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 株式会社横山製作所 9200001007627 全自動生産ラインの構築と高精度加工の実現によるＥＶ向け部品製造への挑戦 小倉　裕樹

中部 岐阜県 各務原市 株式会社杉山 9200001008633 １０尺材の加工技術獲得による生産性向上と工作機械板金への挑戦 各務原商工会議所

中部 岐阜県 各務原市 株式会社昌幸 2200001034909 ＥＣ販売・テイクアウト対応の『うなぎ料理販売事業』への業態転換 東濃信用金庫

中部 岐阜県 高山市 西本デザイン事務所 デザイン性の高いカーラッピング事業およびバッジ等製造販売事業への進出 飛驒信用組合

中部 岐阜県 岐阜市 珈琲番地１８分署 喫茶店から焼き芋テイクアウト店への事業転換 廣瀬　陽介

中部 岐阜県 瑞穂市 マルヤスホーム株式会社 1200001030900 懐かしいと新しいが共存！メニューで差別化！テイクアウト専門店 馬渕　智幸

中部 岐阜県 羽島郡岐南町 株式会社美濃クラフト 4200001011575 製作工程の大胆な内製化を通じた建築金物市場の販路開拓 株式会社アライブビジネス

中部 岐阜県 高山市 株式会社鈴小坂 5200001026886 川魚専門料理店への業種転換とアフターコロナを見据えた観光客需要獲得作戦！ 丸山　学

中部 岐阜県 岐阜市 株式会社ＯＬＣ 5200001028684 ポストコロナで需要増加する個室焼肉・おうち焼肉に向けた事業再構築 岐阜信用金庫

中部 岐阜県 各務原市 有限会社正栄土木 7180002078738 地域活性化！！買い物代サービスにリユース事業を組み合わせた事業 税理士法人　浅野会計事務所

中部 岐阜県 本巣市 株式会社博太 3200001028075 都市鉱山を活用した、地域の循環型社会の構築事業 岐阜商工信用組合

中部 愛知県 名古屋市中川区 ａｒｔ－ｌｏｖｅｒ株式会社 7180001103538 〇 美容室連携による医と美の融合アピアランスケア専門サロンの展開

中部 愛知県 春日井市 ダイニングスポーツバーホペイロ スポーツバーからスポーツ観戦可能な焼き鳥店への事業転換 春日井商工会議所

中部 愛知県 犬山市 高木石材店 墓石業から位牌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 豊橋市 株式会社Ｐｒｅｓｅｎｔ 3180301031640 中心市街地の活性化を背景とした、一人飲みに特化した中年男性のための「サードプレイス」の設立事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社スタジオシンタックス 1180001059884 ０円賃貸のマッチングサイト及びサブリース事業計画 税理士法人税金相談センター

中部 愛知県 知多市 アーティストショップエーアンドモモ 教室経営からジャパネスクな作品販売への展開 税理士法人名古屋トラスト会計

中部 愛知県 岡崎市 三河サンプル工房 店舗でレクチャー！イベント業者向け食品サンプルキット販売 岡崎商工会議所

中部 愛知県 名古屋市千種区 音楽事務所クアルト 想いを形に！楽器レンタルで学生の記憶に残る思い出作り 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 ゆあん鍼灸接骨院 鍼灸接骨院の強みを活かしたエステサロンへの新分野展開 税理士法人創経

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ＢＬＯＯＭ 5180001110981 ミセスグローバルアース初代グランプリがプロデュースするドレス店舗＆レッスン事業 Ｓｃｈｅｅｍｅ株式会社

中部 愛知県 刈谷市 有限会社天美堂塗装処 4180302018611 ドローンを活用した新規事業への転換 株式会社　ビレッジ開発

中部 愛知県 岡崎市 株式会社エルデザイン 8180301004781 コロナ時代のニュー・ノーマルに対応するためのたこ焼き店の新規展開 兼武　文範

中部 愛知県 海部郡大治町 花菖蒲 和食店をうなぎ専門店にチェンジしデリバリーにも挑戦 いちい信用金庫

中部 愛知県 安城市 株式会社玉津浦木型製作所 2180301013045 産学連携によるパンデミックに影響が少ない思い切った新規業種（福祉・介護事業）へのチャレンジ！ 西尾信用金庫

中部 愛知県 尾張旭市 カワシマデザイン ＶＭＤデザイナーが展開する米粉パン工房＆教室『ＢＩＴＴＥ』 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中区 美尚メモリアルサービス株式会社 2180001108211 地域密着型ワーケーション事業で白馬の新たな可能性を引き出す！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｒｅｌａｔｉｏｎｓ 9180001132428 ｗｉｔｈコロナで持続可能な配信イベント事業への挑戦 足立　剛

中部 愛知県 豊橋市 ハラヘアデザイン 在宅ワーク等の新需要の開拓を目指した整体事業による新分野展開 豊川信用金庫

中部 愛知県 新城市 合同会社トラスト 8180303003229 エクステリア工事業を開始してＢｔｏＢからＢｔｏＣにも対応した事業転換 株式会社エモーサル

中部 愛知県 額田郡幸田町 株式会社ＯＬＤ　ＭＡＲＫＥＴ 4180301027431 スイーツ店がハンバーグＦＣ参入でデリバリー・テイクアウト店へ 松尾　基司

中部 愛知県 西尾市 ＧＯＴＯＨＡＲＩ治療院 治療院ブランドの物販ビジネス展開とセルフケア型サービスの提供 吉川　順子

中部 愛知県 小牧市 株式会社ＧＲＳ 7180001115120 「２４時間ジム」と「総合ジム」の強みを兼ね備えたフィットネスジムの新規展開による事業再構築計画 株式会社ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ

中部 愛知県 豊橋市 株式会社トウエイ製作所 7180301006341 廃プラ・廃木材を利用した新たな路盤材の開発・製造事業への参入 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ジャパンハンドコートマリンズ 2180001036874 独自の審査システムを導入し犬と猫のブリーダー仲介サイトを運営 仙波　洋平

中部 愛知県 知立市 永遠に美しく 育児に追われ孤立感を感じるママためのサポートに主眼をおいたエステサロン事業への業種転換 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社フードリンク 7180001090776 地元酪牧場と提携し新鮮な生乳を使用したジェラート専門店に挑戦 折口　隼耶

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社弥生自動車 9180001001384 コロナ禍で需要拡大したグランピング場運営への業種転換 岡田　悦子

中部 愛知県 豊橋市 ボーズガレージ 見込生産型バイク販売事業の展開による、生産性と資金繰強化戦略 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ＧＥＮＲＯＫＵ 4180301029808 キッチンカーを活用したこだわりの串物メニュー販売による売上回復計画 岡田　悦子

中部 愛知県 知多郡武豊町 株式会社文武 1180001130884 工業地域の特性を活かしたアジア系食料品販売事業への新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 安城市 有限会社魚美本店 5180302016399 ふるさと納税を活用したこだわりの地域特産品開発企業への転身 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ＣＲＥＡＴＩＶＥ２１ 7180001117868 １００人１００色のお客様の要望を実現する旅行業者代理店事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市天白区 有限会社エムズ 1180002061014 地域雇用を創出する現場に寄り添う総合的人材サポートサービス 株式会社市岡経営支援事務所

中部 愛知県 名古屋市中区 うな革和なり 滞在時間を大幅減少させた鮓店の開店でウィズコロナに挑む！ 稲山哲智

中部 愛知県 尾張旭市 フィールドエンジニア株式会社 6180001139970 バーチャル展示会を駆使した駐車場特化型の外構業者へ新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社イーリード 5180001071084 小学生向け英語学童保育で楽しみながら英語を学ぶ サポート行政書士法人

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社サンエス 2180001058316 オリジナル昇降機開発による建設業界の生産性向上と新たな販路となるＥＣサイトの構築 株式会社　タクト経済研究所

中部 愛知県 一宮市 株式会社アデリス 9180001142798 飲食店が「食」の独自サービスを提供する放課後等デイサービスへ転換 一宮商工会議所

中部 愛知県 豊田市 有限会社杉浦ワールド自動車 7180302022387 最先端機器を活用したＳＤＧｓに直結するボンネット内清掃事業 株式会社フォーバル
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中部 愛知県 名古屋市西区 Ｉｔｏ　Ｂｕｓｉｎｅｓｓ　Ｏｆｆｉｃｅ合同会社 9180003017825 プラットフォーム事業への進出と空き家問題解決による事業再構築 増田　建介

中部 愛知県 名古屋市東区 フィグラティブ・ジャパン株式会社 3200001035336 来日ムスリム向け国内ハイヤー・レストラン予約のオンライン化実現 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ＣＨＥＣＫ 3180001125569 建設業から雑貨・ＤＩＹショップへの新分野展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社リアルグレイス 6180001106995 水素カフェ起点のデジタル活用した水素機器販売による健康市場進出 井上大輔

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社土屋建設 5180002026095 左官工事のノウハウで廃棄物を活用した建築材料分野への参入 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 有限会社オリジン 2180002033994 美容業界での経験を活かした雑貨販売による売上回復計画 岡田　悦子

中部 愛知県 一宮市 昭和コンピューターシステム株式会社 9180001084644 ＩＴのスキルを活かした「ｅスポーツ」ビジネスへの新分野展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 蒲郡市 麺屋天赦 既存事業の弱みを補う、個別指導塾運営による経営の安定化 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 サイポート株式会社 2180001117749 離島や過疎市町村へのドローン配送ビジネスの構築 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 連華インターナショナル合同会社 2180003016180 発光文字看板製作による業態転換 税理士法人伊勢山会計

中部 愛知県 豊橋市 株式会社丸大木工所 8180301007215 パーツ製造からのシフト。キャンピングカーの内装・家具の完成品製造事業 経営ビューイング株式会社

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ＪＩＢＵＮ 9180001110482 人材派遣会社による個別指導塾ＦＣへの業種転換 株式会社みらい経営

中部 愛知県 名古屋市西区 岐阜工業株式会社 9180001025219 ステンレス材の加工技術を活かして、建築内装事業から半導体関連の設備製造事業に転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 風見鶏本店 機会損失させない！店舗の味を再現した冷凍ラーメンの自販機およびＥＣサイトによる全国販売 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ＴＹＫ　Ｐｒｏｍｏｔｉｏｎ 7180001131290 需要拡大するスポーツイベント事業への進出で実現する事業再構築 杉山　正和

中部 愛知県 あま市 珈琲庵 自家製焼菓子製造で企業向け真心ギフトのＥＣ販売による新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社シー・エム・バー 1180001049448 中小企業の企業ブランドの認知・向上のためのＯＪＴ支援サービス セントラル税理士法人

中部 愛知県 豊橋市 ママ食材有限会社 8180302009838 青果の流通・加工で培った強みと地元農産物を活用した洋菓子の製造販売 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社アドシップ 1180001111174 最新のオンラインレッスンをメニュー含んだレンタルスペース運営 岡田　悦子

中部 愛知県 春日井市 スパゲッティハウスそ～れ 老舗あんかけスパ店が手掛けるセントラルキッチンと新たなデリバリー戦略 Ｒｉｋｙｕコンサルティング合同会社

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社ＨＡＤＯＮＧ 5180002055482 専門料理店の新業態「秘伝レシピによる本場韓国レトルト総菜の非対面販売」 坪井　亮

中部 愛知県 名古屋市中区 常川印刷株式会社 2180001038326 制作から運営発送までのＥＣサイト支援とエコ原料製品で新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 加藤電気株式会社 4180001009977 電気で暮らしを明るく快適にする室内デザイン・リフォーム事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 裕理株式会社 7180301034747 総合エクステリア事業への展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 北名古屋市 ホルモン焼肉家一眞 静岡名産のお茶・ビール・とうもろこしを提供するカフェ事業 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社前川建築 4180002029009 地域密着７０年の建築企業が挑む丼ぶり専門店事業への新分野展開 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社Ａｌｌ　Ｂｌｏｏｄｓ 4180001124438 地元三河一色産の新鮮な食材に拘った鮮魚専門焼き物テイクアウトデリバリー事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＧＦエンタープライズ 1190001027089 一次産業生産者と消費者をつなぐレンタルスペース＆バーベキュー運営とＦＣ展開 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 名古屋市緑区 エイサン開発 実演型ショールームを構築し食品加工機リペア業へ新分野展開 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 安城市 ＯＮＥＢＥＴ 安城市初のビアガーデン事業で密回避！ 安城商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社グッドリレーション 6180001058618 空き家（古民家）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 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ＲＥＢＩＵＳ 1180001118797 国際人材コワーキングスペースで外国人の孤立と国内人材不足解消 株式会社百五銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 有限会社笹木商店 7180002004289 老舗豆腐店による「今までにない豆腐商品」の小売事業計画 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社デルソル 5180001113654 美容師の強みを活かした「個室脱毛サロン」併設店舗への新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ラディアンスグループ 8180001107042 若者世代に向けた異業種交流会サイトの構築・運営 小倉　裕樹

中部 愛知県 豊橋市 株式会社岡本尚 8180301025811 耕作放棄地をドッグランに再利用　不動産賃貸業からの転換 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社ティーズデザイン 7180001109510 地元の牛乳屋さんが挑む！地域密着型お宝鑑定団 伊藤　央

中部 愛知県 豊橋市 株式会社エム企画 7180301008437 事業承継の機会と人材を活用するためのコインランドリーの新分野展開 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市北区 浪速金液株式会社 2180001013023 創業９５年にわたる金液製造の技術で電子部品材料の開発・製造へ 株式会社ブレインリンク

中部 愛知県 名古屋市緑区 良穂株式会社 4180001104530 本格中華店が行う、中食＆外食ハイブリッド飲茶専門店で再構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 ＮＡＲＫＩＳＳＯＳ ペットと飼い主の暮らしに寄り添う商品開発とブランドの設立 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ＨＡＣＨＩＸ 9180001128649 生産ライン変更にも自動対応可能な人工知能型不良品検査クラウドサービス事業進出 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社オフィスＨＡＰ 2180001124349 サブスクリプション方式による健康・美容のトータルパッケージ提供事業 中嶋　直哉

中部 愛知県 安城市 ｂｒｉｌｌｅｒ　ｅｙｅｌａｓｈ 対ビジネスマン特化型まつ毛サロンへの変換と非対面型ホワイトニング導入 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 ビジネスサポートコンサルティング株式会社 9180001114392 小規模事業者向ＳＮＳコンサルティング事業でＳＮＳマーケティング市場に進出します。 税理士法人Ｒｅａｌ＆Ｃｌｏｕｄ

中部 愛知県 常滑市 澤田酒造株式会社 8180001093159 直売所の整備及び、地場産特製酒器での試飲体験造成等で観光蔵化 常滑商工会議所

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社リバイブ 7180001125623 「疲労回復ハイブリッド療法」サービス提供とＷｅｂマーケティング強化対策 井川　和美

中部 愛知県 海部郡蟹江町 有限会社浜舟 5180002092988 ハレの日に特化した魚料理専門店のテイクアウト事業への業態転換 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 高浜市 株式会社おおでんちこ 4180301015675 高齢者向けデリバリーキッチンカー事業への参入 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 名古屋市南区 合同会社ＭＣ　ｄｅｓｉｇｎ 8180003020953 トップ人材を育て裾野を広げるフェンシング教室の立ち上げ 名古屋商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 Ｇｅｍｚ株式会社 5180001065185 レスパイトケアを充実させる安心の医療的ケア児の児童発達支援事業所の開設 小倉　裕樹

中部 愛知県 豊田市 バンバン堂 地域資源を活かした飲食店舗を併設した滞在型宿泊施設　（はじまりａｐａｒｔｍｅｎｔ）における複合事業展開 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市昭和区 ヴェニオ物語合同会社 5011103005995 本社事務所を改装し、東京の企業の名古屋での販売拠点となるサロンの開設 伊東　修平

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社小池建設 9180001021795 「犬の口腔ケア専門士®」の資格ビジネス 名古屋商工会議所

中部 愛知県 岡崎市 中村科学工業株式会社 6180301001517 樹脂成型ライン向けスマートＩＯＴ・エッジＡＩ情報システムの開発販売事業による新分野展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 結婚スタイル株式会社 9180001066023 人もペットもくつろげるペットファーストホテル事業 高橋　英明

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社Ｄｂｅｓｔ 5180001148114 人の集まるオフィス街での空き駐車場を活用したランチ難民向け出張販売 公益財団法人中部科学技術センター

中部 愛知県 岡崎市 株式会社小幡建設 8180301000442 ２０～３０歳代の子育て世代をメインターゲットとした完全プライベートなピラティススタジオ・オンラインレッスンの運営 高橋　英明

中部 愛知県 丹羽郡大口町 株式会社Ｇ　ＡＵＴＯ　ＴＲＡＤＩＮＧ 6180001151637 顧客のカーライフを面で支える関連多角化レンタカー事業への展開 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社エムオープラン 7180001068905 管理メンテナンス事業への進出によるコロナ禍のＶ字回復 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 知多郡武豊町 株式会社隆鑫 4180001111691 ソウルフード「餃子」　専門店出店とブランディング 伊藤静政

中部 愛知県 知多市 株式会社三四四 4180001094961 低コスト洗浄分級プロセスの開発による、有機系残渣付着プラスチックのマテリアルリサイクル事業の創出 碧海信用金庫

中部 愛知県 常滑市 株式会社春日井金型 9180001093141 ＥＶ車用超高張力鋼板化に対応する最適なプレス金型製作技術の構築 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社高津製作所 1180001006754 「自動車安全保障」をサーボプレス機と当社のシン・金型生産体制で実現 白川　淳一

中部 愛知県 津島市 株式会社中藤電機産業 3180001096562 半導体工場向け空調用制御盤のリンフリー塗装下地処理設備の導入 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社木村建材店 7180002027496 廃棄される土を改良土に再生する資源循環型ビジネスで社会課題を解決 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社イワタ 3180001027831 自動車のＥＶ化、軽量化に貢献するアルミ中空素材の加工技術の確立 アアル株式会社

中部 愛知県 海部郡蟹江町 有限会社丸昇 3180002089953 Ｔシャツメーカーが綿花栽培から提案する持続可能なファッション 桑名三重信用金庫

中部 愛知県 大府市 スチールテック株式会社 7180001014974 ＥＶ生産用コモンプレート新ライン構築・洋上風力発電部品事業 株式会社商工組合中央金庫 株式会社名古屋リース

中部 愛知県 新城市 西山林業合同会社 9180303004440 木質バイオマス発電市場への参入によりカーボンニュートラル社会の実現に貢献する計画 豊川信用金庫

中部 愛知県 安城市 有限会社クズハラゴム 4180302016598 微細・高強度ゴム成型技術の強みを生かしてＦＣＶ、ＥＶ向けゴム部品に進出 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 丹羽郡大口町 株式会社日章 3180001081093 ＥＶ用アルミホイール金型及びインホイールモーター用ホイール金型の開発製造への新分野展開 東春信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社エヌ・クラフト 8180301003908 労働力不足を解消するＡＩ技術とＩｏＴ技術を用いた水産物選別システムの開発事業 磯貝　常太

中部 愛知県 額田郡幸田町 株式会社オカザキエンジニアリング 1180301002296 高精度なＥＶ用ターボチャージャー向け組付け治具の製造体制の確立 株式会社村井

中部 愛知県 豊田市 株式会社ニシムラ 7180301019062 金型製造技術を活用した燃料電池用金属セパレータ製造事業への参入 仁井田　修

中部 愛知県 額田郡幸田町 金星工業株式会社 3180301012822 カーボンニュートラル化・循環型社会実現向けたバイオマス発電廃棄物（木質焼却灰）リサイクル事業計画書 かがやきコンサルティング株式会社

中部 愛知県 安城市 株式会社鳥居工務店 7180301013148 カーボンニュートラルへ向け、木造ゼロエネルギー低温倉庫に特化したコールドチェーン事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 マツシロツール株式会社 9180001053582 電動自動車製造現場の最大効率化に貢献するネジ製造 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社タナカ 4180001012675 店舗販売事業から物流拠点整備による冷凍健康スイーツ等製造卸販売事業 中日信用金庫
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中部 愛知県 北名古屋市 株式会社鈴木建築 8180001052057 建築的手法によるＬＣＣＭ住宅の商品化と事業用建築物の木質化事業の展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 東海市 大日食品株式会社 9180001022125 歴史ある大日だからできる！ＡＩで愛・地球な日配共配センター 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 稲沢市 株式会社高瀬金型 1180001085971 パワー半導体の性能向上と量産に寄与するフッ素樹脂の成形加工技術の確立 株式会社市岡経営支援事務所 十六リース株式会社

中部 愛知県 高浜市 東光工業株式会社 9180301015852 発想の転換を試み設備治具改善をした斬新的なライン構築による事業再構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社明治機械製作所 6180001015668 切削技術を高度化しＳＤＧｓ対応の歯科専用チェア部品製造・組立事業へ進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 西尾市 株式会社三州陸運 2180301023283 需要が拡大する内職市場へ進出し、経営の安定化を図る 後藤　公平

中部 愛知県 春日井市 株式会社プラスワールド 4180001074889 高い溶接技術を活かした金型メンテナンス事業への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社南谷製作所 7180001079308 ロボット業界向け極小歯厚歯車測定用の精密球面測定子を製品化 ひまわり経営サポート株式会社

中部 愛知県 名古屋市緑区 小林工業所 旋盤工程を高度化し、ＥＶ向け電装系部品製造機械部品製造事業に進出する 株式会社中京銀行

中部 愛知県 東海市 株式会社楽々 1180001121314 大衆居酒屋から、市場直送食材を使った海鮮和食店への事業転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 安城市 株式会社メタルヒート 2180301016130 金属熱処理における新しい還元処理への挑戦 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 中部ユニフォウム株式会社 9180001022281 循環型社会の『リユース』と『非接触対応』で安心・安全な学生服小売業の展開 森本　雄一

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社精工社 4180001037219 訪問調剤の経験を有する薬剤師を活かした「訪問調剤に対応した調剤薬局」による新分野展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ティムズ 9180001125118 焼肉店の新規出店と松阪牛弁当販売により売上のＶ字回復を達成 岐阜信用金庫

中部 愛知県 犬山市 株式会社テクノフジタ 7180001080835 地域初２４時間利用可能なコワーキングスペース・シェアオフィスの開設 岐阜信用金庫

中部 愛知県 安城市 有限会社ジィーウェイ 8180302018426 日本の先端技術を活かしたＡＷＧの販売及び世界展開 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社プラスカインド 8180002002127 パンプトラック場併設のオートキャンプ事業への新分野展開 井下　佳郎

中部 愛知県 清須市 Ｗ・Ｍ株式会社 1180001059141 電気自動車を中心とした、大変革期の自動車に対応する「進化形板金塗装工場」の構築 中日信用金庫

中部 愛知県 半田市 ＩＣ　Ｔｒａｄｉｎｇ株式会社 5180001118315 インターネットプラットフォームを駆使した健康サプリ販売によるグローバル展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊川市 今泉プレス有限会社 8180302014549 電気自動車軽量化のため、高張力鋼板プレス部品向け順送金型製作技術の構築 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 東海市 八角株式会社 3180001094500 地産地消で安定供給！希少な「魚系低アレルゲン練製品」のＥＣ販売 坪井　亮

中部 愛知県 名古屋市緑区 ＨＯＬＬＹ　ＧＯＬＩＧＨＴＬＹ コロナ禍の非接触ニーズに対応！美容出費額全国トップの愛知県下で行う、セルフエステ事業参入による事業再構築 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 蒲郡市 光和石油株式会社 9180301010969 観光市場を活性化　屋内体験型市場の展開 税理士法人　タックスワン中部

中部 愛知県 豊田市 愛三ゴム工業株式会社 2180001009731 複雑形状化、大型化するゴム成形品への対応と新分野への展開 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 春日井市 居酒屋　櫻 非対面販売に対応した本格パスタ専門店に事業転換 ＡｒｒｏｗＳ株式会社

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社サンデシカ 5180001054675 実用性が高い高機能立体構造をもつ革新的ベビー用品の製造開始 協同組合さいたま総合研究所

中部 愛知県 豊田市 株式会社ＪＵＮＫＥＮ 5180301026928 増加する資材の需要を捉えた「建築資材の卸売分野への参入」 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市熱田区 名古屋食鳥鶏卵株式会社 6180001022482 鶏卵卸売から鶏卵専門セントラルキッチン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 東海市 香翠荘 マイクロツーリズム需要獲得に向けた篠島の魅力を伝える新分野展開 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 安城市 有限会社マエダ技研 5180302027396 自動化ロボット部品の生産に向けたボトルネック解消と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 名古屋市中川区 松岡特殊鋼株式会社 9180001020871 既存事業での加工技術を活かす！非接触三次元測定機を利用したリバースエンジニアリング事業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 津島市 有限会社オーエム鉱産 8180002092936 ＩｏＴ技術及びスマートタンクを活用した未来志向型燃料配送 横田　和博

中部 愛知県 名古屋市港区 有限会社木村ウッドテクノ 9180002006614 工具不要で組立分解可能な幼児向け木製家具（知育玩具）の製造販売 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社オオハラ 1180001099443 職別工事業から塗料のリユース事業への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社コーエー・テック 3180001079914 国内自動車メーカーのＥＶシフトと車体軽量化のニーズに対応するＣＦＲＰ製特殊ボルト量産計画 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社やお万 9180001068457 飲食店からコロナ禍に対応するために小売業およびテントを活用した都市型バーベキュー店舗運営という新分野展開への挑戦 西岡　昭彦

中部 愛知県 名古屋市名東区 エーチーム株式会社 8180001108453 空き店舗スペースを有効活用！会員制シミュレーションゴルフ施設サービス 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社グローバルスタッフサービス 2180001118400 ＩＴを活用した就労継続支援Ｂ型事業所立ち上げに伴う業種転換 浮島　達雄

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社グローバルフーズコネクション 9180001121281 『肝料理専門ＥＣ店舗事業で、本格肝料理をご自宅へ』 奥原　清

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ＨｉｇｈｌａｎｄＦａｒｍ東濃 4200001023174 日本初の国産養殖エビを活かした体験型テイクアウト事業を展開！ 税理士法人　いちゆう会計

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社まつおか 3180001048571 買い置き、ながら備蓄ニーズの高まりに対応！コロナによる休眠顧客と潜在顧客の掘り起こしを実現する、チルド食品製造事業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 豊田市 有限会社ユーシン 9180302021916 解体工事業および重機用エアコン製造業への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社不朽園 2180001048366 老舗和菓子屋の持続可能な高付加価値ＯＤＭ受注生産事業																 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社吉桂 9180001041760 廃棄木材を活用した家具ブランドの立ち上げとＢｔｏＣ向け店舗展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社四季 3180001050239 米粉を主原料とする惣菜パン及びチルドパンのテイクアウト専用ベーカリ－ショップの開設による業態転換事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ドットニュース 5180001117077 子育てママの仕事復帰サポート！幼児教室＋スキルアップアカデミーの開校 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社中部デリカ 5180001043488 換気と華のあるメニューでリーズナブルに楽しむ大衆鳥焼肉店 株式会社百五銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 ビクシア株式会社 9180001111984 小規模サロンに特化したオンリーワン「電子カルテ」のサブスク事業 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 有限会社井上電設 8180002007638 食品ロス削減に貢献するべく、三重県産の冷凍した野菜と食材を使用したスイーツの無人販売所 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社小出鉄工所 9180002027610 修理部品の再製作による国内回帰と事業承継促進事業 安井得郎

中部 愛知県 大府市 コクサイエンジニアリング株式会社 9180002025663 ３ＤプリンタとＩｏＴを活用した自社ブランド製品の開発製造による新規市場の拡大 税理士法人森田経営

中部 愛知県 犬山市 小島鈑金工業株式会社 3180001081011 建築板金技術を活用した軽トラハウス事業への新分野展開 犬山商工会議所

中部 愛知県 蒲郡市 近藤合成株式会社 1180301010984 色相・外観状態に高度な均質性を求められる学用ケースの製造事業 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 豊田市 神戸屋商事株式会社 1180301018227 肉料理職人としての食肉小売業展開と老舗洋食キッチンカ―の連動企画 豊田商工会議所

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社ＷＯＲＫＳ 7180001063914 Ｐｉｒｅｌｌｉ　社公認の運送用大型トラックタイヤ交換サービス事業 株式会社Ｂｌｕｅ　Ｆｉｎｂａｃｋ

中部 愛知県 日進市 日進螺子工業株式会社 1180001015235 ホタテの貝殻を活用したペットケア用品への新分野展開 みらいコンサルティング株式会社 株式会社名古屋リース

中部 愛知県 岡崎市 株式会社ベルフロー 1180301029802 女性ならでは気遣いの家事代行に加え、脱毛事業で美容提供と介護負担減に挑戦 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市北区 ｃａｆｅ　Ａｉ 地元食材店と連携したテイクアウトとこだわりのコーヒーで近隣富裕層を獲得 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ジャパン・ゼネラル貿易 3180001047615 Ｂ級品ハンドルロックに付加価値を加え再販売し、車の盗難率の減少に貢献 稲山哲智

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社栃尾製作所 9180001028568 金属加工で培った技術・ノウハウによる家具等のＢｔｏＣ市場への挑戦 前田　正明

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社テラニシ合金 6180001061043 銅の作用で抗菌した愛知県産有機果実・野菜のドライ食品製販事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 東海市 合同会社ラ・パレット 2180003015281 三大アレルギー対応型アイスクリームケーキの開発による事業再構築 半田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社Ｐａｓｅｏ 2180001073380 花き産業の発展を貢献を目的としたフローリスト向け「フルフィルメント事業」の展開 伊藤　仁

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社Ｂｕｉｌｄ－Ｗｏｒｋｓ 5180001122977 空間演出と観光地が強みの育成型ワーケーション事業で地方創生へ 東春信用金庫

中部 愛知県 豊川市 丸ヱス化成工業株式会社 1180301010233 自動車用部品のワンストップ供給に向けた高難燃性発泡プラスチック部品への新規参入 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 てらもと歯科医院 ウィズコロナと国民皆歯科検診時代の新たな歯科医療サービスの提供 兵庫太和税理士法人

中部 愛知県 一宮市 株式会社山岸 1180001086607 半導体装置の筐体加工・組立事業に進出することによる収益のＶ字回復 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社ライフマインド 8180001080041 「健康福祉ゴルフ施設」の設計サービス実現に向けたシュミレーションゴルフ施設「ＬＧ（仮）」の運営 野中　隆文

中部 愛知県 名古屋市中区 ＣＳアセット株式会社 9180001107611 コロナ禍・戦争による顧客離れを防止するインドアゴルフ場運営への参入 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市熱田区 株式会社メイナン 6180001022961 加工技術を別の形で活かす！ウズベキスタンでの新たな取り組み 株式会社十六銀行

中部 愛知県 常滑市 珈琲工房しいの木 こだわり自家焙煎珈琲豆店がこだわりの手動小型焙煎機の製造開始 知多信用金庫

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社愛西金属 2180001149775 二酸化炭素削減と資源循環の推進に対応した金属スクラップ加工業への進出 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 瀬戸市 有限会社丸錬梅村商店 2180002072308 駅前の好立地を活かした「商」の拠点として、地域活性化に取り組む！　卸売業からレンタルスペース事業への業種転換 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 ピーコン・リアルエステイト株式会社 1180001044275 電気を使用しない自動ドア　ＥＣＯドアの製造・販売事業への参入 税理士法人決断サポート

中部 愛知県 みよし市 有限会社若林工機 5180302025722 プレス金型用設計・製造データのデジタル化・内製力強化による高付加価値プロセスの構築 森島　章博

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社ＹＴＥＣ 6180001071918 経営の二極化が進む建設業界のアフターコロナ時代に対応する、家具什器工事内製化事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知多郡東浦町 株式会社名古屋精密金型 1180001092844 ＥＶ用ＰＣＵケースのアルミダイカスト金型製造による新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 大府市 株式会社ネクサス 8180001135522 生産能力の向上により自動車向け産業機械のシェアを拡大する 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 岩倉市 有限会社ジール 8180002082433 電解水生成装置の販売と電解水利用ビッグデータの活用を通じた除菌衛生対策サービス業への進出 株式会社愛知銀行
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中部 愛知県 額田郡幸田町 株式会社ＨＰＹＫ 1180301025974 メタボ、糖尿病対策！科学的根拠に基づく減量用ヘルシー弁当販売 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社光書店 2180001020688 書店多角化モデルの一歩先を行く喫茶店テイクアウトのＣＲＭ展開 西川　彰紀

中部 愛知県 名古屋市名東区 有限会社鵜飼新聞店 3180002001934 現事業のネットワークを活かし効率的な新事業展開で地域に根ざす 松田　健

中部 愛知県 清須市 株式会社和田製作所 6180001045748 航空機で培った部品加工技術を活かし空飛ぶクルマ市場へ事業展開 株式会社中京銀行

中部 愛知県 安城市 有限会社ナレッジサービス 1180302020958 東海地区初　セルフ無人店舗から日本一の「あいちの花」をお届けします 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 岡崎市 高橋油圧工業株式会社 1180301001281 地ビール工場の設計変更要請に即応する高精度フェルール製造事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 清須市 株式会社エース・ブレッド 1180001045182 ＩＴ新システム導入による生産・配送体制の改革 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社東海製作所 9180001020211 環境に優しい紙製什器の製造で、コロナで変わった事業環境に対応した再構築を行う。 米澤　真弓

中部 愛知県 名古屋市中村区 ラスアンテルナショナル株式会社 2180001120199 フレンチ風旬菜揚げ物専門店の新規出店と惣菜のテイクアウト及び宅配事業 株式会社フライングサポート

中部 愛知県 小牧市 株式会社ハウスセンター中部 4180001076365 仮設トイレの３Ｋを解消するお手頃快適トイレの製造販売事業を立ち上げる 株式会社十六銀行

中部 愛知県 刈谷市 株式会社ポリコートジヤパン 7180301014468 車をキレイにするトータルサービスへの転換 碧海信用金庫

中部 愛知県 愛西市 株式会社エスオーエフ 2180001103583 学習塾運営会社がＦＣビジネスのノウハウを活かしてどらやき専門店に挑戦 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 有限会社勇建工業 4180002045410 鏡面研磨技術獲得による駐車場・床面等の舗装工事事業への参入 座間　裕史

中部 愛知県 一宮市 株式会社エスフーズ 9180001132774 果物ジャム製造の知見を活かし、無添加飲むジェラート製造販売に挑戦 ＡｒｒｏｗＳ株式会社

中部 愛知県 みよし市 エムデザイン事務所 空き家再生の一棟貸しプライベート空間で安心・最高の思い出つくりを 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社バロック 4180001060484 上質な端材を活用したオリジナル家具の製造を行い、物価高騰下においても収益を確保できる体制を構築する。 稲山哲智

中部 愛知県 あま市 ＭＵＴＥ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ株式会社 6180001122241 快適な空間でくつろいでいる間に終わる洗車・コーティングサービス「くつろぎ洗車・コーティング（仮称）」 榎並　由洋

中部 愛知県 安城市 株式会社ルボワ 7180301028906 メタバースで世界に「日本の庭園」というクールジャパンを展開する事業 株式会社　ビレッジ開発

中部 愛知県 弥富市 株式会社高橋鉄工所 7180001102630 複合加工機導入によるロボット向け高精度製品の量産化対応 小倉　裕樹

中部 愛知県 豊橋市 佐藤精工株式会社 9180301005705 高精度な金型製造技術を活かして、電動車向け金型製造事業に挑戦 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 安城市 株式会社レプコ西日本 1180301027483 コロナ禍でも安心して子育て世代が食事をしながら交流できる米粉を使ったピザ等を提供する飲食店事業への進出 長谷川　賢哉

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＮＥＸＴ　ＩＮＮＯＶＡＴＩＯＮ 8180001143491 マンション・アパート清掃業からリフォーム業という新分野展開への挑戦 西岡　昭彦

中部 愛知県 春日井市 株式会社三和商会 2180001072894 合成樹脂建材加工事業および木質ペレット製造事業への進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊川市 株式会社ｐｌａｙｓ 9180301032963 自分らしいオシャレを気軽に実現！超時短３Ｄネイルサービスの開始 塩津　友輝

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社アカリヲ 2180001145626 自社リソースを活用した親子空間「コンフォータブルプレイス」の開業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 モード被服株式会社 2180001081276 無人販売所でおうち時間を快適に過ごすための衣食ワンストップ販売 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＥＳＬＩＥＦ 9180001130753 古屋発祥の牛まぶしの積極的な販売を行い、既存事業とのシナジー効果を図る 稲山哲智

中部 愛知県 名古屋市中区 ＧＴソリューション株式会社 2180001101455 ＡＩ×飲食業界　ＩＴ技術で飲食業界の生産性向上に貢献　－サブスクリプション事業への進出－ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 灯家 居酒屋から餃子・創作串揚げ専門店へ事業転換で廃棄ロス０へ 名古屋商工会議所

中部 愛知県 安城市 株式会社とんかつの廣 2180301028563 揚げない揚げ物で起死回生、地元一次産業と連携した揚げ物インキュベーション施設 碧海信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社小金屋 2180001121429 非破壊試験による内部調査事業への新規参入 いちい信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 水野教雄陶房 電気炉導入による新製品開発と店舗販売の開始 瀬戸商工会議所

中部 愛知県 岡崎市 株式会社マルサ 1180301001868 地産食材の恵みと地域力を活かした飲食・小売事業の新分野展開 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 小牧市 株式会社マスターズ 6180001118909 中古住宅を活用した改修ＺＥＨ住宅の販売に向けたモデルハウスの導入 株式会社はせべ経営

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社オフィスワーク 3180001044884 地元の大型不動産ポータルサイトと連動した地域不動産ポータルサイトの構築 糸川　純平

中部 愛知県 豊田市 寿司・和食　岬 中部地方初ＯＣＭタイプのカスタムサンドイッチ店の展開 豊田信用金庫

中部 愛知県 東海市 いろり屋 地元野菜で新たな名物を作る！地域の文化でブランディング！ 半田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ＮＥＸＴ　ＷＥＥＫＥＮＤ 6180001139822 就労に悩む障害者へ向けた事業所の展開と新規顧客の獲得！ 稲山哲智

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社サクラ自動車工業所 9180001008347 電動車向け整備への事業展開でカーボンニュートラル化を狙う 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市昭和区 有限会社ユーロハーツ 2180002059916 省人型インドアゴルフ事業による、法人向け福利厚生サービス 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊田市 有限会社ナクア 3180302025443 自然派レストランが挑戦する地元の良質食材と特殊冷凍技術を組み合わせた冷凍グルメ事業 株式会社坂本＆パートナー

中部 愛知県 名古屋市名東区 合資会社Ｓｈｅｒｐａ　Ｒｅｐｕｂｌｉｃ 1180003016470 白川郷で行う宿泊×レストラン×サウナで地域唯一の複合施設の展開 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 合同会社クラッチワークス 6180003017860 美容・医療業界のニーズに合わせた事前カウンセリングツールの開発・販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 有限会社カスヤドアー製作所 9180002000360 耐久性に優れたドア枠の製造 株式会社中京銀行

中部 愛知県 北名古屋市 大五株式会社 9180001045919 衣料製造過程で出る端切れを完全リサイクルする革新的な工程を創る いちい信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社サンエス 1180301012205 就労支援メンバーが取り組む一色産うなぎのテイクアウト・オンライン販売事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社名巧社 6180001111351 商業店舗内装工事の強みを活かしたオーダーメイド家具の製造販売 渡辺　真康

中部 愛知県 名古屋市港区 有限会社トリート 4180002048537 健康経営の需要を意識したフィットネスジムへの参入 小倉　裕樹

中部 愛知県 犬山市 佐橋造園 国宝を手掛ける庭師の挑戦、上質な空間演出で地域活性化を実現。 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 株式会社Ｐｒｏｇｒｅｓｓ 6180001102342 絵本がいっぱい溢れる施設で実施する「医療的ケア児対応　児童発達支援事業」への業種転換 豊田信用金庫

中部 愛知県 春日井市 蕎麦の三心 我が国の伝統食「そば」の発展に寄与する蕎麦店 東濃信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社Ｆｏｒｅｓｔ 2180001137771 県内初！ダーツプロによる地域に根差したユニバーサルダーツカフェ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 尾張旭市 ヒューマンコンサル株式会社 9180001132683 既存事業とのシナジー効果が見込める尾張旭市初のセルフ脱毛サロン市場への参入 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ＺＥＲＯＳＴＡ 6180001152478 和菓子の催事事業からキッチンカーによる移動販売事業への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＷＥＧＯ　ＪＡＰＡＮ 5180001141358 化粧品業界と栄地区の再開発に寄与「ライブコマースを活用したプロ級スキンケア製品」の販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ＪＲＳ 2180001072845 独自成分を配合した自社製品と人気の韓国コスメで小売販売に進出 中日信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 岩永真一 本屋併設シェアサロン開業で名古屋の文化発展とフリーランス支援 權田　成悟

中部 愛知県 名古屋市中区 スペイン食堂Ｅｓｔｏｙｌｌｅｎｏ 名古屋の人気スペイン料理店が手掛ける菓子販売事業 岡田　悦子

中部 愛知県 豊橋市 株式会社鈴木鈑金工業 7180301005946 創業５０年企業が挑む、医療用・食料用金属機器加工への新分野展開 大桑　克博

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ドルチェ 2180001132095 フェムテックを活用した働く女性の就業継続支援サービス 戸塚　成樹

中部 愛知県 愛西市 株式会社山王スパ 5180001138511 エステサロンのノウハウと顧客カルテを活用して自然派化粧品通販への新分野展開 税理士法人コスモス

中部 愛知県 名古屋市緑区 レザークラフトぱれっと 需要の増加している「ＯＥＭレザー製品事業」への挑戦 株式会社大三経営事務所

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ＣｏＣｏエンターテイメント 9180301025810 昼の飲食業態への新分野展開で「まちなか」を活性化！汁無し系ラーメン店のドミナント展開事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 一宮市 有限会社ピーシースタイル 8180002080180 子育て・介護世代女性のセカンドキャリア支援事業 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市天白区 合同会社ＭＯＴＥＮＡ 8120003011405 女性に特化した育毛・美髪サロン＆ＥＣの展開 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 名古屋あきんど株式会社 6180001090918 ペットクリニックの新規開業による新たなペットサービスの展開 愛知信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社エムズクルー 6030001106779 出来立て・作りたてを味わえるパティスリーへの新分野展開 税理士法人ＧＮｓ

中部 愛知県 名古屋市中区 あにめろでぃ カフェレストランから焼き菓子の製造小売業に業種転換 春日井商工会議所

中部 愛知県 大府市 株式会社和光 6180001092773 市場の要請に応え感染対策デザインの制服を製造し、新分野進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 東海市 株式会社エスエイチティ 3180001107385 オーダーメイドのイスの販売で経営のＶ字回復 座間　裕史

中部 愛知県 日進市 うま旨劇場 コロナ禍でも冷凍食品と無人販売に対応する非接触ラーメン店事業 近藤　智也

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＺＥＡＲ 1180001121140 日本中の主婦たちの家事負担を軽減する冷凍惣菜の無人販売事業 名古屋商工会議所

中部 愛知県 一宮市 株式会社アクティブラボ 7180001103827 障がい者向けの「住まい」と「働く場所」の提供による自立支援事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 安城市 中川板金 板金技術を活用したモバイルハウス・モバイル店舗事業による脱・下請化 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊川市 光洋スプリング工業株式会社 6180301009849 中小企業の強みを集結！同業者・商社・機械メーカーと協力して叶える医療用ガイドコイルの量産事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ＴＯＰ　ＣＲＡＦＴ 5180001089291 重量品対応ライン増設による大型部品塗装ニーズへの対応 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 永井海苔株式会社 7180301006647 海の恩恵「海苔」のリーディング企業が挑む「海にも、人にも優しい『脱プラスチック』」事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 株式会社エイチツー 6180001108348 高品質尿素水製造プラントの獲得によるＯＥＭ事業への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ＡＧＥＮＴＥ 8180001134383 黒ナンバー車両レンタルサービスでコロナ禍の物流個人事業者を支援 瀬戸信用金庫
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中部 愛知県 犬山市 株式会社メイトクツールズ 6180001081537 脱ガソリン車依存！ＥＶ自動車への新分野進出を進める事業再構築 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊川市 有限会社小松工業 9180302013178 乾燥しいたけ・粉末しいたけ製造による６次産業化の取り組み 税理士法人中央会計社

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社角千本店 6180001011824 瞬間冷凍麵の開発による新たな業態への販路拡大 服部　貴行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社バディ 9180001047130 映像制作業務の開拓による事業再構築 服部　貴行

中部 愛知県 名古屋市守山区 株式会社岩手屋 4180001004623 健康・プチ贅沢ニーズを掴む！輸入食品知識と関係企業の協力を組み合わせた加工食品の製造・販売 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社西村製作所 3180001007123 防衛・宇宙・航空機のエンジン製造用の治工具製造事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 名古屋市中川区 森工業株式会社 4180001021131 自社のクイックチェンジ製造技術で日本の切削加工の省人化に貢献する事業 株式会社村井

中部 愛知県 豊橋市 株式会社渥美工業所 3180301005000 大型検査路生産事業に進出し高速道路リニューアルに寄与することで全国的なＳＤＧ’ｓに貢献 豊橋信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 株式会社モリデンキ 9180001051173 主要部品の製造停止に対応した新製品開発・製造によるＶ字回復計画 シェアビジョン株式会社

中部 愛知県 岡崎市 有限会社神谷商店 9180302000894 アルミ溶解炉導入によりスクラップの高度化を図りインゴットの生産に挑戦 グラーティア税理士法人

中部 愛知県 碧南市 旭化学工業株式会社 5180301015006 大型射出成形技術を高度化しＥＶ向け大型プラスチック部品製造への進出 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 八一産業株式会社 5180001001355 レーザ加工における三次元立体加工等技術の獲得による新分野展開 シェアビジョン株式会社

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社トーコー 5180001079086 仕上げ工程の高速自動化による、半導体装置産業向け量産部品分野への参入 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ナミキツァーンラート 8180001044541 用途拡大で需要が増加している「減速機用部品等の製造」へ参入し、日本の生産性向上へ貢献 株式会社エフアンドエム

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社創健 8180301020829 ジブリパークから車で５分！土地開発事業者が手掛ける「手ぶらキャンプ場」の開設 宮野　壽明

中部 愛知県 半田市 株式会社杉浦製工 6180001138378 長尺曲げ加工技術の獲得による、大型食品加工・搬送装置産業への参入 碧海信用金庫

中部 愛知県 江南市 株式会社Ｙ’ｓ　ＮＥＸＴ 7180001126844 物流会社の強みを活かしたワインバーの新事業展開 みらいコンサルティング株式会社

中部 愛知県 稲沢市 三和式ベンチレーター株式会社 2180001085847 断熱性のあるアルミ１１００番製のトップライト製造に向けたファイバレーザ切断による生産性向上計画 シェアビジョン株式会社

中部 愛知県 海部郡飛島村 有限会社太田鉄工所 5180002090513 高精度マシニング機で大型・複雑形状加工を装備し次世代継承へ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ＳＡＲＡ 2180001138299 非接触型プライベートサロンで展開するＡＧＡ改善育毛事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 知多郡武豊町 株式会社ニートレックス本社 7180001092260 切削工程を高度化しＥＶおよび半導体向け研削砥石の製造販売へ進出 橋詰秀幸

中部 愛知県 春日井市 株式会社テイエムジー 2180001116924 サロン・ＤＩＹレンタルスペース併設の地域密着郊外型シェアオフィス事業への転換 岐阜信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社名古屋ゴルフトレーニング 4180001125997 アフターコロナを見据えた中古自動二輪車事業による成長戦略の取組 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 春日井市 神村電機工業株式会社 3180001073958 専用ライン構築×新たな生産体制の導入による半導体関連市場進出事業 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 小牧市 モリックス株式会社 5180001076595 ＥＶ需要にあわせ軽量化ニーズが高まる２色射出成型金型製造への新分野展開 岐阜信用金庫

中部 愛知県 知立市 全国旨いもん居酒屋てっちゃん ゴルフブーム到来！最新の３Ｄ技術で世界・日本の名門ゴルフ場をプレーできるゴルフバーへの事業転換 喜田　佳映里

中部 愛知県 稲沢市 株式会社泰新工業 5180001085935 建築用金物の金型受注に向けた加工効率化と短納期対応計画 シェアビジョン株式会社

中部 愛知県 東海市 株式会社東海メカニックス 1180001103246 新分野展開として車載用半導体の製造装置の設計製造を開始する。 碧海信用金庫

中部 愛知県 新城市 有限会社櫻井モータース 5180302027883 次世代自動車の普及に貢献。新城市初の自動運転システム搭載車の車検・修理サービス事業の開始 豊橋信用金庫

中部 愛知県 一宮市 株式会社達美装 2180001104359 当社の強みを活かした地域初となる塗装業者専門の足場仮設事業 東野　礼

中部 愛知県 一宮市 Ｖｉｓｃｏｎ　Ｊａｐａｎ株式会社 1180001117989 他機能と融合した粘度コントローラーの開発と国内生産体制構築 東京中央経営株式会社

中部 愛知県 名古屋市北区 三友商会 建物解体事業への展開と会社組織の体制整備計画 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社伊藤段ボール工業所 3180001007890 多品種小ロット梱包用段ボールの生産体制構築と新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 半田市 有限会社愛 9180002087448 弔い人「愛（めぐみ）」が提案する故人を土に還す新しい仕組み 半田信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 株式会社Ｓ－ＴＥＣ 7180301031612 製造設備の導入による角ダクト製造・販売への新分野展開 岡崎信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 鈴一物産株式会社 8180001078911 ＬＰガスを活用した災害・防災対策事業の展開 坂本　晃

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社大和屋守口漬総本家 7180001041589 「守口漬」の製造ノウハウ（粕漬け技術）を活かした「粕漬けの燻製食品」の開発・製造し「おつまみ市場」への新分野展開事業 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 知多郡東浦町 大成工機株式会社 8180001092821 工作機械部品の加工技術でＥＶ向け高張力鋼圧延ロールの製造に挑戦 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 小牧市 有限会社吉田技研 8180002070181 切削加工機導入により半導体搬送機部品製造事業への参入を目指す 北浜グローバル経営株式会社

中部 愛知県 岡崎市 株式会社グランフェアズ 9180301012478 オリジナルシステムの開発と提供により、再構築！中小企業・中小事業者のＤＸ化を推進します！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ウラヤマ 5180001073238 地域交流の空間としての２４時間無人型インドアゴルフ練習場運営事業 インターグロー税理士法人

中部 愛知県 岡崎市 旬彩ふき島 食とイベントをワンストップで提供「スモールイベントプロデュース事業」 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 サウステック株式会社 8180001104345 環境に配慮したブラスト工法で既設橋梁のメンテナンス サポート行政書士法人

中部 愛知県 西尾市 株式会社ｅｎｕｆｉｃ 3180301031153 ウィズコロナに対応した地域密着型の完全予約制プライベート美容室 東京中央経営株式会社

中部 愛知県 名古屋市西区 有限会社三武塗装 8180002023445 自動車、二輪車向けジルコニウム化成処理事業への挑戦。 岐阜信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 有限会社松山商店 3180302002789 大型特殊車両対応！物流の集積地である安城市のインフラを支える地域密着型自動車整備事業 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 刈谷市 株式会社エイト 5180301027141 老人デイサービスと障がい者向け日中一時支援事業を組み合わせたハイブリット型デイサービスの開設 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 渡辺精密工業株式会社 7180001007706 鉄工所が半導体製造装置用樹脂薬液制御用バルブ部品事業へ新規参入する 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社サンビーオフイス 8180001036480 次世代ウェアラブル電子部品実装基板製造技術の再構築 北辰コンサルティング株式会社

中部 愛知県 岡崎市 有限会社テクノヨシトミ 7180302000673 架装車両の電動化に対応するため、金属切削加工部品のデジタル設計～生産プロセスの構築 岡崎商工会議所

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社オールハーツ・カンパニー 4180001106840 既存事業の強みを生かし新たに冷凍パンを開発、国内・海外の販路多角化を進め事業再構築に挑戦 堀江コンサルティングオフィス株式会社

中部 愛知県 豊田市 株式会社ＡＱ－ＦＡｉＮ 4180301032274 ＥＶ制動装置部品金型で高硬度難削材加工と生産性向上に取組む ひまわり経営サポート株式会社

中部 愛知県 名古屋市北区 ファミリーなか家合同会社 5180003015254 ペットボトルの脱プラに貢献！紙製ペットボトル製造事業参入によるグリーン成長戦略推進事業 翔陽コンサルティング株式会社

中部 愛知県 丹羽郡大口町 株式会社ヤマト金属製作所 4180001081175 省エネルギー部品の加工！既存の技術を応用し新分野へ進出する。 武田　侑也

中部 愛知県 大府市 大平鉄工株式会社 4180001092569 精密・複雑な工作機械部品事業へ進出するための“高精度横形マシニング”導入 碧海信用金庫

中部 愛知県 安城市 泰東工業株式会社 5180301013034 電動車向け部品製造への新たな挑戦による自動車産業への貢献 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ケイアンドケイ 9180302011132 デュアルカメラ・センサー搭載室内ゴルフ練習場への業種転換 豊川信用金庫

中部 愛知県 北名古屋市 有限会社モリサキ工芸 7180002056033 角物加工のプロ集団が挑む、半導体製造装置に向けた独自の旋盤（丸物）加工技術確立 尾西信用金庫

中部 愛知県 海部郡蟹江町 ＨＵＤ株式会社 6180001110675 シミュレーションゴルフと飲食を組合わせたシミュレーションゴルフ場 津島商工会議所

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 株式会社メイコウザン 3180001081275 ＥＶ向けコアモーター部品製造による新分野展開 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社ファンテック 2180001125669 電気設計技術を活かしたサプライヤーへの挑戦～念願の環境事業への進出～ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 岡崎市 有限会社生駒組 2180302000249 解体業務とシナジーを発揮！杭抜き事業の内製化で新たな顧客開拓！ 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 エムズプランニング株式会社 4180001061788 プロ野球選手から寄贈された多数の貴重品を展示する「野球ミュージアム」 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 合同会社Ａｏ 2180303004819 オンオフラインで展開する、非日常と日常が融合するデリ＆パティスリー 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 西尾市 山庄株式会社 4180301022770 伝統あるお寺と協力した抹茶カフェや様々なサービス提供による地域活性化 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社豊田電研 2180001038887 電動化で今後の需要増が期待される車載ＥＣＵケースのアルマイト加工に新規参入 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市守山区 Ｓｏｒａｍｉ　Ｆｏｏｄｓ　株式会社 9180001103651 宅食文化の定着に伴う「弁当販売」サービスの業態転換 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ＴＥＣＨＮＯ 9180002057814 大型産業機械メンテナンス事業への新事業展開 佐々木　寛

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社リミックスプロダクツ 1180001055603 「食×アート」の体験価値を提供するフラワーカフェ事業の立ち上げ 岡崎信用金庫

中部 愛知県 長久手市 香流工業株式会社 2180001067820 自動車用亜鉛ダイカスト部品から自転車用アルミダイカスト部品への新分野進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 グリーンフロント研究所株式会社 1180301004458 中小企業向け業績ＵＰにつながるＳＤＧｓ推進支援コンサルティング 岡崎商工会議所

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社コスモツーリストインターナショナル 5180001058016 既存事業で培った顧客リストを活かした「法人向け集配付きコインランドリー」への事業転換 坪井　亮

中部 愛知県 碧南市 カフェ＆バー　フィガロ ポストコロナに向けた新しい飲食店出店計画 愛知県中央信用組合

中部 愛知県 岡崎市 株式会社佳山キカイ 4180301030534 半導体製造装置関連事業への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 山田工業株式会社 1180001021217 生産体制の高度化で医療・介護分野とハイブリッドワーク対応オフィス製品に進出 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社スプリングラボ 9180301003758 新技術素材（電荷減衰シート、バイオプラシート）用押出成型の生産体制の構築 岡崎商工会議所

中部 愛知県 長久手市 有限会社シーシーアイ 1180002034663 犬の散歩ついでにアウトドア体験ができる飲食店開発で事業再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社岡本造花店 1180001034961 老舗造花店の成長戦略に向けたオンライン利活用による新事業展開 株式会社中京銀行

中部 愛知県 海部郡飛島村 株式会社ＦＫトレードジャパン 1180001134844 廃棄物の７割削減！！廃車解体業参入による環境への”絶”挑戦事業 尾西信用金庫
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中部 愛知県 額田郡幸田町 轟醸造株式会社 8180301002538 焼酎醸造のノウハウで『紙パック×ウォッカ』による宅飲み需要の獲得 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社モノプラン 6180002035046 継続的に社会の防災力を高める防災備蓄品管理ＤＸサービスの構築 吉野　康太

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社大樹 5180001068114 宿泊者の健康増進に寄与するトレーラーハウス宿泊業への進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 稲沢市 マルイ工業株式会社 4180001086067 電動化の流れを先取りしたアルミ軽量部品の試作・少量生産体制の構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 みよし市 株式会社サカイ化成 5180301032174 非食用米を用いたバイオマスプラスチック事業への新分野展開を通じた環境配慮型企業への転身 株式会社ダイワマネジメント

中部 愛知県 名古屋市瑞穂区 有限会社瑞穂テック 8180002053558 板金加工と機械加工を一括受注できる高付加価値工場に事業再構築 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 名古屋市中川区 有限会社アジアネット 5180002058452 エンドユーザーに最新デジタル通信設備を提供し、下請脱却で再構築！地域の次世代通信環境を革新し、当社事業を再構築します！ 株式会社中小企業経営支援センター

中部 愛知県 春日井市 春日井燃料株式会社 2180001073901 カーボンニュートラルに対応した近未来型のサービスステーションの運営事業 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 豊橋市 神谷薬品株式会社 4180301005412 設備・水処理技術を生かす野菜加工場整備による就労継続支援Ｂ型への新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社イシダテクノ 6180001024710 フードデリバリーに革新をもたらすシュリンク包装機開発を通した新分野展開 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング

中部 愛知県 名古屋市緑区 丸和機械株式会社 2180001040802 部品製造から組付けまでワンパッケージ化した生産体制の構築 立野　靖人

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社中本 1180001099162 工場ラインのオンライン展示で技術支援サービスに新分野展開！ 税理士法人末松会計事務所

中部 愛知県 豊明市 株式会社平野工業 9180001069455 カーボンニュートラルに寄与する精密樹脂成型金型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 豊川市 株式会社嶋田鉄工所 7180301010500 複合加工旋盤の開発と拡販で自動車部品向け偏重から新市場を開拓 株式会社村井

中部 愛知県 北設楽郡東栄町 株式会社青い空 3180301024181 セルフビルドが可能な小さな木の住まい１軒分の建築資材キットの販売 碧海信用金庫

中部 愛知県 豊明市 有限会社ひまわり不動産 7180002064548 海に夕日が映える地産地消の癒しカフェで展開する地域の魅力発信 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 安城市 株式会社モトハウス 1180301017658 バイクマフラーの内製化で日本技術と拘りの世界１のマフラー製造 税理士法人名南経営

中部 愛知県 豊田市 株式会社都筑 3180301018695 地域のワクワクをネットワークする新業態バーチャルスポーツカフェの新規展開 株式会社アタックス・ビジネス・コンサルティング

中部 愛知県 一宮市 株式会社真清園 1180001083769 日本茶専門店×地域事業者のイートイン付きテイクアウト事業 一宮商工会議所

中部 愛知県 豊田市 株式会社北川製作所 2180301018127 曲げ工程強化による一般空調市場から環境配慮型塗装設備市場への進出 株式会社ゼロプラス

中部 愛知県 名古屋市熱田区 宝エステートサービス株式会社 9180001056206 ワーケーション市場等への新分野展開 辻中　修

中部 愛知県 碧南市 株式会社ＲＭＦ 5180301017159 ＥＶ電池製造機械の金属部品に特化した切削加工事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 Ｓｏｆｔ株式会社 1180001108063 ＷＥＢ予約できる美容系サロン専門メディアサイトの運営 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社アビリティー 2180002075599 従業員満足度を高め業績アップ！オンライン福利厚生サービス事業 いちい信用金庫

中部 愛知県 弥富市 有限会社オートレックエンタープライズ 2180002091118 中古自動車販売業者のミートパイカフェ事業による地域密着型サービスへの転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 江南市 有限会社清水鉄工所 6180002081932 立型ＣＮＣ旋盤導入で航空機用大型治具および大型プレス機用部品の新規受注獲得 東濃信用金庫

中部 愛知県 あま市 西菱冷暖房株式会社 3180001098278 業務用高効率空調機の体験型ショールームの設置による事業再構築 秋田　秀美

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社百福 6180001071298 リゾート幹線道路の活ウナギ店舗のロードサイド展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社陽華園 8180001091410 遊休不動産を活用した「サブスクリプション型シェアスペース」の開業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 一宮市 合同会社クサダ建築製作所 9180003018666 一級建築士事務所が業務用エアコン取付等の空調工事に参入 一宮商工会議所

中部 愛知県 知多郡南知多町 永和堂製菓舗 地域と来町者をつなぐランドマークとなる「ひろば」事業 知多信用金庫

中部 愛知県 丹羽郡大口町 サロンドココ セルフ美容機器導入で男性向けトータルビューティーサロンへ事業転換 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 長久手市 合同会社ピアー 1180003017857 スマートキーを活用した無人貸しスタジオの運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 春日井市 有限会社住マイルナカホーム 6180002070456 地域コミュニティを深めながら次世代まで繋ぐＺＥＨ住宅体験型カフェ 東春信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 聖 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 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊川市 乗本畳店 コロナ禍でも安心！布団やベッドのマットレス洗浄・乾燥サービス 豊川信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社マクシスエンジニアリング 4180001004210 精密加工機導入によるＥＶ用樹脂部品金型の試作開発と事業化 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 北名古屋市 有限会社中山工務店 1180002051980 「コンテナハウス」で街おこしに貢献する「アンテナショップ」 税理士法人内山会計

中部 愛知県 名古屋市南区 有限会社ダウニー 1180002021728 扉を開ければいつもそこにある「幸せ」を提供します！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 小牧市 日本プラスチックス・テクノロジーズ株式会社 6180001076958 自動車部品からバイオプラスチックを用いたオフィス家具への進出事業 神谷　隆生

中部 愛知県 名古屋市守山区 インテグラル株式会社 8180001140893 和洋菓子のＦＣ展開とＥＣによる業態転換を通じた事業再構築 浮島　達雄

中部 愛知県 名古屋市中村区 カフカ株式会社 1180001072383 特許技術で女性の悩みを解決する、機能性補助下着の新規開発 株式会社百五銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ラパンセ 3180001103921 肉割烹の旗艦店を開店＆ＥＣ市場での調理済冷凍食品販売 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社コスモウィンズ 8180001053303 クリエイターのためのプラットフォーム「ある・みる」の開発と運営事業 税理士法人　中央会計

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社佐藤鉄工所 9180001006499 難削材加工への挑戦による最新輸送機器等の部品製造事業の立ち上げ 株式会社十六銀行 十六リース株式会社

中部 愛知県 春日井市 有限会社林プレス 8180002012340 精密溶接技術を活かした次世代電気自動車部品の量産品生産への新分野展開 株式会社中京銀行

中部 愛知県 刈谷市 有限会社上栄工業 3180302018117 ロボットアーム部品製造事業への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 長谷川歯科医院 検査内製化による、大病院と連携したインプラントメンテナンス事業 森藤　啓治郎

中部 愛知県 一宮市 株式会社ＵＫＡＥ 9180001130571 美容を気にする人でもお腹を満たして楽しめる焼肉屋の開業 株式会社エモーサル

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社アートクライム 6180001062520 重炭酸入浴剤の生産体制構築による健康等市場への新規参入事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 清須市 株式会社タカハラコーポレーション 6180001025345 住宅ソリューション事業の強みを活かした不動産事業の新事業展開 みらいコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中川区 有限会社オオス 6180002017597 エーミング・アライメント設備を導入し、時代のニーズに沿った新しい整備工場を開業 伊藤　達也

中部 愛知県 岡崎市 プロメタル工業株式会社 9180302003138 自動車シート部品の製造へ挑戦し自動車の安全性向上に貢献する 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＩＮＢ 1180001130653 ニーズの変化に対応した「テイクアウト・ＤＸ」対応店舗の新展開 岩本　大輔

中部 愛知県 岡崎市 有限会社アンド 4180302000156 花屋が挑む！フラワーカフェで地域に癒しと彩りを提供 岡崎商工会議所

中部 愛知県 豊明市 株式会社トルシープ 2180001096002 琵琶湖への宿泊客誘致と観光産業活性化を狙った、サステナブルツーリズム「新ＨＩＤＥ　ＯＵＴ」の運営 稲山哲智

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社ＨＡＹＡＳＨＩ 7180001132611 中食＆外食ハイブリッド型の本格街中華店開始で事業再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 合資会社林製麺所 3180003003418 国産小麦の地産地消による小規模ラーメン店の冷凍食品ＯＥＭ製造事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市天白区 有限会社樹林舎 8180002055934 出版事業からサロン併設書店への事業再構築 浮島　達雄

中部 愛知県 日進市 有限会社トガシコート 4180002063247 触媒ヒーター焼付装置と薬液開発技術による医薬品業界への進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社フーズサポートモリカ 5180001049691 名古屋のカフェに「テレワーク革命」で働き方改革！生産性向上！ 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市緑区 株式会社ＪＢイレブン 8180001047370 中食市場への新規参入及びファストフード新業態開発出店について 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社Ｄ－ＭＡＲＫＥＴ 5180001123455 瞬間冷凍技術による食品ロスの削減とライブコマースによるマーケットの拡大 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社池田事務器 1180301017848 地域の新拠点づくり～人と人がつながるコワーキングスペース事業～ 豊田信用金庫

中部 愛知県 春日井市 ナビエース株式会社 9180001074629 コロナ禍でも高い需要が見込める多品種極小ロットの段ボールパレット事業への取り組み 株式会社大三経営事務所

中部 愛知県 豊田市 有限会社一献 3180302017564 ポストコロナ時代の社会文化に対応する地産地消蕎麦カフェの開業 豊田信用金庫

中部 愛知県 名古屋市港区 株式会社さくら工房 3180001108029 高精度採寸技術を活用し、サイディングのプレカットを実現することで環境に配慮した現場施工に貢献 株式会社エフアンドエム

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社山本建材 3180001027550 地域イベントプラットフォーム事業『イベキャン＋ＮＡＧＯＹＡ』の開発 税理士法人名南経営

中部 愛知県 名古屋市南区 合同会社ＳＰＩＣＥ　ＴＥＮＧＯＫＵ 2180003022088 健康志向型テイクアウト新業態「チャイ」で老若男女に笑顔をお届け 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 長久手市 有限会社Ｎｅｗｓ　Ａｇｅｎｔ　Ｈｏｓｏｋａｗａ 2180002063703 福祉事業の課題解決を実現する新事業モデル構築で挑む事業再構築 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社Ｔ＆Ｋ 9180001118518 地域に密着した中高齢者向けの物品の買取事業 岩本　大輔

中部 愛知県 西尾市 株式会社Ｊｏｈｎ　Ｂｒｅｃｏｎ 4180301029997 事業計画書～完全個室初心者向けゴルフラウンジの開設 山田コンサルティンググループ株式会社

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社喜東工業所 1180002027477 アルミ加工体制確立による排気から電気動力部品の試作量産製造への転換 ＭＡＳＴコンサルティング株式会社

中部 愛知県 名古屋市中区 ＡＢＳホールディングス株式会社 9180003014079 本生わらび餅本舗のフランチャイズ本部の新規構築による業種転換 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ソロピッツァチェザリ 6180001113182 陶器・家具等アイテムの輸入販売を通したイタリアンレストランの新業態移行支援事業 白川　淳一

中部 愛知県 あま市 株式会社竹内金型製作所 3180001098303 電気自動車の低コスト化・燃費向上に貢献するＣＦＲＰ製品向け大型金型製造 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 半田市 有限会社ＯＭ 6180002084431 ファクトリーオートメーション・中古車販売・飲食事業から、キッチンカー製造販売事業への事業再構築計画 座間　裕史

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社アイテック 9180001015905 自動化工場構築で工業炉用の付属制御盤製作にチャレンジ 公益財団法人石川県産業創出支援機構

中部 愛知県 知多郡南知多町 株式会社山三商会 2180001093016 今後の食料確保と環境問題を考える～昆虫食への取り組み 知多信用金庫
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中部 愛知県 春日井市 木野瀬印刷株式会社 9180001074001 地域振興券のデジタル化と電子マネー・ポイントによる地域ＤＸ事業 東濃信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 味大有限会社 9180302003798 近隣住民・企業従業員の第３の場所。食事付きコワーキング施設への転換 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社１万ｈ 9180001108337 求職者のことを考え抜いた介護人材マッチングシステムの開発 株式会社タスクールＰｌｕｓ

中部 愛知県 岡崎市 株式会社高橋組 6180301003744 次世代システム吊り足場を利用した足場事業への新たな取り組み Ｒｅ－ｗｏｒＱ税理士法人

中部 愛知県 小牧市 有限会社一期自動車 3180002070756 オートボディプリンター導入による自動車広告事業への新規参入 いちい信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社フードエイド 1180001105093 食肉のプロが行う世界最古の海水浴場を体験するグランピング事業 鈴木　義則

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社ホクエーエンタープライズ 7180001121226 葬儀事業において、葬儀会館（小規模店舗）ティアのフランチャイズ事業化計画 山田コンサルティンググループ株式会社

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社アップスターツ 4180001054841 就労支援Ｂ型施設とグループホームの総合型障がい者支援施設への新規展開 グラーティア税理士法人

中部 愛知県 弥富市 株式会社ＹＳコーポレーション 5180001006528 地元材木店と連携して和風建材を製作、越境ＥＣサイトで海外に販売 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社トマト 4180001024010 名古屋市初！アスリートのボディメイクとボディケアを行うパーソナルジムの開業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 豊橋市 株式会社夏目デザイン 7180301008478 人生１００年時代の課題に貢献。第二の人生を応援するトレーラーハウス製造・販売事業への新分野展開 豊橋信用金庫

中部 愛知県 豊明市 青海建設有限会社 4180002064567 建設業の強みを生かした、『人』・『モノ』・『経験』・『技術』をつなぐ地産地消カフェへの進出 西尾信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社コーパスコーポレーション 4180001077784 春日井市の高齢者のイキイキ創造！パーソナルトレーニング・美容サービス付き有料老人ホーム事業への挑戦 株式会社エモーサル

中部 愛知県 一宮市 中伝毛織株式会社 8180001084331 ＪＡＰＡＮデザイナーのダイレクトプロジェクト（オリジナルテキスタイルの共同開発） いちい信用金庫

中部 愛知県 安城市 株式会社ラックス 1180301029389 求人ノウハウを活用したマッチングポータルシステムの運用計画 岡崎信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ＳＴＲ 9200001012429 ウィズコロナ時代における小規模税理士事務所に向けたＩＴ化支援サービス 株式会社十六銀行

中部 愛知県 一宮市 株式会社桑原 8180001084216 Ｘ線検査機ＡＩ自動化開発及び、ＡＩ検品技術を活用したビジネスモデルの確立 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社東京足袋本舗 3180001023979 自社ブランド靴下の開発とＥＣ販売事業への進出 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 丹羽郡扶桑町 トータルオフィス株式会社 1180001090600 地域密着型の集客支援施設による広告宣伝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 名古屋市緑区 株式会社Ｏｃｅａｎ 3180001122517 「食」を通じて地域を支える持続可能な就労継続支援Ｂ型事業所の開設 鈴木　義則

中部 愛知県 名古屋市守山区 アイコム有限会社 7180002060191 「メンタルリフレッシュアウトドアフィールド」新分野展開に関する事業再構築計画 村瀬　功

中部 愛知県 名古屋市中区 ＡＺＡＰＡ株式会社 2180001066062 車両駆動用電池の開発・販売事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 豊川市 株式会社リンネファーム 6180301030053 地域資源を活用し育てた豚の直売による地元ブランド確立 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市昭和区 株式会社アディックス 7180001044658 トレーニングジムの縮小と好立地を活かした不動産業への挑戦 水野　輝彦

中部 愛知県 安城市 有限会社トコム 2180302016996 副業スタートアップに特化したインキュベーション施設 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社名古屋ＥＡＰセンター 9180001118328 ポストコロナ禍での中小企業へのメンタルヘルスサービスを実現するプラットフォームの開発 中日信用金庫

中部 愛知県 岡崎市 ｓａｒｉａｗｏｒｋｓ株式会社 8180301026371 苦しい中、小さく始めた個人店。死んだ会社で再起を図る暖簾分け冷凍うどん 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 中部ジビエ ジビエ料理のテイクアウト・精肉販売で業績のＶ字回復を目指す！ 結城　渉史

中部 愛知県 名古屋市中村区 有限会社オフィスたんば 8180002054911 ケアの精神でペットの日常的なお世話支援事業に新分野展開 瀬戸信用金庫

中部 愛知県 西尾市 有限会社尾崎金型 2180302027473 インサート成形技術と製品評価技術の取得による次世代自動車部品への参入 西尾信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社フューテックホールディングズ 2180001055899 家づくりの安心を保証するソフトウェア事業への進出 株式会社大垣共立銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社丸八食肉店 7180003003273 惣菜・弁当のＯＥＭ製造及び自社オリジナル惣菜の製造販売事業 株式会社フライングサポート

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社中倉精研所 2180001015119 内面研削盤導入による新製品群の生産体制確立 小倉　裕樹

中部 愛知県 春日井市 あそびの学舎らいふ 密閉空間の体操教室から広々としたアスレチックジム型の遊戯施設へ業態転換！ 佐々木　智浩

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ウエストポイント 8180001102786 イベント仕様ＬＥＤビジョントラックの開発とイベント事業への進出 中日信用金庫

中部 愛知県 尾張旭市 株式会社グッドフィールプラス 3180001126113 多業種ネットワークや病院との連携等を活かした「レンタルスペースとドッグランのある複合カフェ」の運営 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社グランツホーム 3180001054009 有機水耕栽培によるビル屋上農園の設計建設販売と研修サービスへの進出 ペンデル税理士法人

中部 愛知県 名古屋市昭和区 有限会社山都屋 5180002057438 ウィズコロナに再起を見出す飲食事業者のニーズを満たすレンタルスペース事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 一宮市 いわさ商店 学校指定服小売業から学習塾を併設した子育て支援業への転換 三重県商工会連合会

中部 愛知県 豊田市 有限会社トーコー 1180302022780 ＥＶ化の波に乗る町工場での部品量産体制づくりとロボット活用 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 常滑市 有限会社ｆｅｅｌｓ　ｓｏ　ｇｏｏｄ 5180002087311 シェアサロンとセルフエステのハイブリッド店舗による事業再構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 春日井市 株式会社春日井石材 9180001076864 住宅建材に特化した地域の施工事業者向けの倉庫シェアリングサービスの展開 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 津田鋼材株式会社 8180001020146 鉄骨加工業者の高グレード案件に対応した大型鋼材加工の一貫生産体制構築 シェアビジョン株式会社

中部 愛知県 みよし市 ミヤマ工業株式会社 8180301019805 稼働管理システム搭載プレス導入により電動車用プレス部品開発に挑戦 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社トラシア 9180001130968 コロナに強いインターナショナルプリスクール・アフタースクールの運営 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 蒲郡市 株式会社杉浦鉄工所 9180301028111 町工場の技術と経験を活かした半導体製造装置用部品の製造開始 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 名古屋市東区 日本華燦國際産業株式会社 5180001140161 調理革命！世界最先端　自動調理ロボットの体験型ショールーム事業 東雲達哉

中部 愛知県 岩倉市 株式会社ハンズ 5180001088327 美容整体に特化した施術サービスの新分野展開 吉松　宏晃

中部 愛知県 名古屋市緑区 イノス株式会社 6180001061027 地域の自動車産業を盛り上げる！国産スポーツカーに特化し、オーナーをワンストップでサポートする中古車販売・自動車整備事業	 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 半田市 安全タクシー株式会社 9180001091509 健康増進と人手不足を同時に解消するトレーニング教室の開設 鈴木　熙

中部 愛知県 名古屋市中区 ペルー料理　デラコンチャ ペルー人の知識を集約、スーパーフードを活用したデトックス商品の開発 株式会社三菱ＵＦＪ銀行

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社エンジニアリング中部 8180001029600 企業のＤＸ化・ぺーパーレス化を目指し電子帳簿保存法に対応したクラウドサービスの開発とサービス提供 林　千尋

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社大東通商 2180001014797 ワイヤー放電加工機等の導入で工作機械部品加工に新規参入する。 ひまわり経営サポート株式会社

中部 愛知県 名古屋市熱田区 ＦＬＯＲＡ 地域密着ＢｔｏＣフラワーＳＤＧｓ商品販売店設立とＩＴ活用で販売効率の改革 堀町　一夫

中部 愛知県 名古屋市中区 有限会社Ｔキューブ 1180002054703 既存ビジネス形態を活かして新規事業「完全無人シミュレーションゴルフ店舗」への挑戦 渡邉　賢

中部 愛知県 大府市 株式会社ファミーユ 3180301017235 フィットネスの知識とカウンセリング力を活かして効果の高いセルフエステに挑戦！ 座間　裕史

中部 愛知県 北名古屋市 ヘアーメイク　いつものところ 業界初、施術時間が短く簡単で、髪が傷まない酸性リキッドパーママシンの製造販売の事業化 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社バルデコ 1180001113014 スペイン料理店からケーキ製造販売店への事業転換 税理士法人ＴＡＧ経営

中部 愛知県 名古屋市中村区 森岡産業株式会社 2180001033145 旋盤加工技術の内製化によりＥＶ車両向け電動制御ブレーキ部品の量産体制構築 株式会社十六銀行

中部 愛知県 岡崎市 有限会社ケーティーワークス 1180302001116 航空旅客機部品の胴体を成形するチタン合金製フレーム部品の製造技術構築 株式会社森田経営

中部 愛知県 名古屋市南区 株式会社松尾製作所 5180001015504 ＥＶ化対応のための新工法技術を採り入れた電気電子系部品製造 北浜グローバル経営株式会社 三菱ＨＣキャピタル株式会社

中部 愛知県 春日井市 有限会社ビーンスターク 6180002067064 若い力でＩｏＴを推進する！プログラミング教材開発事業 髙木　一貴

中部 愛知県 岩倉市 ＣＳＳ株式会社 1180001087282 金属糸でジャカード織を可能にする新製品開発で新分野展開 税理士法人アイオン

中部 愛知県 海部郡飛島村 株式会社久野金型 7180001097342 カーボンリサイクル製品に対応する業態転換 小倉　裕樹

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ＬＯＺＩ 9180001134548 Ｓｍａｒｔ　Ｂａｒｃｏｄｅを活用した汎用型製造業向け業務システムの開発とＳａａＳ事業の新事業展開 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 岡崎市 株式会社テンエー 4180301031557 サプライチェーンの課題を解決する食品加工業 林　和夫

中部 愛知県 名古屋市守山区 松柏園 在日外国人をターゲットに日本文化を体験できる体験型宿泊施設への業態転換 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 犬山市 株式会社平和 1180001132096 物流倉庫内の半導体梱包作業およびクリーン保管庫事業 岐阜信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社大場商会 6180301026175 短納期を実現する工作機械オーバーホール、レトロフィット事業 蒲郡信用金庫

中部 愛知県 大府市 株式会社オデック 9180002087200 大型金型製作による電気自動車分野への新分野展開を目指す 株式会社フラッグシップ経営

中部 愛知県 豊橋市 鈴豊キープ株式会社 6180301005955 子育て中の家族のための思い出に残る写真が撮れるセルフフォトスタジオ 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市千種区 シンコウメディカル株式会社 4180001002123 古民家を飲食店と宿泊施設に再生し伝統と文化を守る地域活性化プロジェクト 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 刈谷市 アイジーエヴァース株式会社 2180301013706 自動車産業のカーボンニュートラルに貢献するＥＶ関連超精密製品事業への新分野展開 税理士法人イマイズミ 三菱ＨＣキャピタル株式会社

中部 愛知県 豊橋市 ベルタ トレーラーによるフリー・モビリティ訪問理美容サービスへの業種転換 豊橋商工会議所

中部 愛知県 岡崎市 アーキテックス株式会社 1180301003567 新しい「住まい方」を提供するＡＩ設計アプリＩＴサービスＤＸ事業 岡崎信用金庫

中部 愛知県 豊田市 株式会社ＢＯＳＳ．ＮＥＴ 4180301021005 車両修理事業へ進出し安心して輸入車を持てる環境整備に貢献する																 株式会社エモーサル

中部 愛知県 西春日井郡豊山町 株式会社心 1180001121066 海鮮料理屋が挑む！非対面式券売機を活用したテイクアウト可能なラーメン店 伊藤　央

中部 愛知県 知多郡阿久比町 株式会社ＺＩＺＡＩ 9180001128962 自社ノウハウを活かした当社独自の地元連携型キャンプ事業の実施 伊東　徳恭

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社池山メディカルジャパン 7180001052561 乳がんと再生医療を基軸にしたインバウンド医療事業の為のプラットフォーム構築事業 野中　隆文



12 / 13 

事業再構築補助金　第７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 愛知県 常滑市 マツヤ産業株式会社 8180001093290 クリーンルームと生産工程のＤＸ化による微細チップの搭載基板実装 株式会社中京銀行

中部 愛知県 知立市 株式会社三立機械販売 8180301014723 不動産賃貸仲介管理を行っている農機具屋から農業機械も取扱っている不動産屋へ 税理士法人ＴＭＣ

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社ＦＢエージェント 1180001136386 コロナに負けない！顧客ネットワークを活かした飲食コンサルからの飲食店経営 東春信用金庫

中部 愛知県 愛西市 株式会社Ｈｕｇ　ＳＰＯＲＴＳ　ＣＬＵＢ 6180001108661 自前のスタジオを新規に構え、母子向け体育教室を開業する補助事業 永山　寛正

中部 愛知県 清須市 株式会社スズ建 8180001102134 新たな機器（粒度選別機）を導入し、「川砂」の製造販売事業 愛知県商工会連合会

中部 愛知県 岡崎市 有限会社光洋化成 3180302001171 ロボットの導入によりＥＶ車時代に向けた製造現場の大転換をはかる 林　千尋

中部 愛知県 一宮市 株式会社天壁堂 2180001122823 内外装業で培った技術を活かしてペットも過ごしやすいコンテナハウス製造業 株式会社十六銀行

中部 愛知県 名古屋市中区 合同会社ライラ・カンパニー 5180003020279 人に魅せたくなるジェンダーレスブランド創設による多様性社会の推進 伊藤　誠悟

中部 愛知県 小牧市 有限会社ＹＫＢ 6180002070902 高性能レーザークリーナーレンタル及び販売事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 岡崎市 ウッドデザインパーク株式会社 7180301031471 海外からの仕入ラインを活かしたインテリア用品の販売事業展開 グロースリンク税理士法人

中部 愛知県 名古屋市中区 高橋接骨院 人生１００年時代のニーズを叶えるコンディショニングジム 東濃信用金庫

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社デッセウェブ 2180001104912 プロモーション動画制作とオンラインシステム構築をしたトランクルーム事業の挑戦 髙崎　勇一

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社アレカグリーン 3180001061822 コロナ禍における保有資産を活用した非接触型バケーションレンタル（貸し別荘）事業 税理士法人ファルベ

中部 愛知県 額田郡幸田町 株式会社ササノ合成 7180301002514 射出成形工程のＤＸ化によるデジタルモールド事業の構築 岡崎信用金庫

中部 愛知県 愛知郡東郷町 株式会社ＨＩＤＥエンタープライズ 7180001060333 施工で培った機械ノウハウ活用で食品の充填・包装業へ新分野展開 株式会社アクセルパートナーズ

中部 愛知県 名古屋市東区 加納経営事務所株式会社 4180001114439 コロナ禍のゴルフニーズに対応した２４時間営業インドアゴルフ 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 東海市 株式会社ナガタ工務店 4180002088632 顧客も売り方も全く異なる！不動産仲介業者との連携による革新的リノベーション事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 高浜市 高浜工業株式会社 6180301015822 窯業産業設備から、電気自動車関連ロボット自動化設備製造への新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 岡崎市 Ｂ．Ｏ．Ｂ株式会社 7180301030036 生活娯楽企業を救う休眠地を活用したリモート式欧州車中古車販売 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社日翔警備 6180001127983 カメラ付き自走式ロボットを使用した下水管内の調査の運営 税理士法人　浅野会計事務所

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社パーフェクトジャパン 8180001124392 卸売業から「卸売＋珍味製造販売」への事業転換による事業再構築 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 豊田市 株式会社Ａｔ　Ｗｏｒｋロジスティクス豊田 6180301020129 物流業界の強みを活かした尿素水「ＡｄＢｌｕｅ」の製造販売事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 ＧＡ　ＰＬＡＮＮＩＮＧ株式会社 9180001090972 農業体験ができるキャンプ場・グランピング施設の運営事業 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 知立市 株式会社友愛ビル管理 9180301014953 ロードマッピングサービスの開発による地域貢献活動と事業再構築 渡辺洋司

中部 愛知県 岡崎市 株式会社クリエイトエンジニアリング 3180301004670 ユニット構造機の新開発と引き入れ外注による生産体制への転換 岡崎商工会議所

中部 愛知県 知多市 株式会社ＰＬＵＳ　ＯＫＤ 7180001146173 地域事業者との連携による複合施設運営を通じた事業再構築 碧海信用金庫

中部 愛知県 津島市 株式会社アキシゲ 5180001103936 資源循環型社会を目指すための産業廃棄物積替保管施設への挑戦！ 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 知立市 株式会社高村鉄工所 6180301014758 革新的製造技術の導入による高付加価値半導体製造装置向け精密部品進出事業 碧海信用金庫

中部 愛知県 名古屋市中区 株式会社ハルカデイズ 9180001138771 既存事業の経験を活かし、障がい児支援が不足する地方への新規参入 株式会社福井銀行

中部 愛知県 岡崎市 有限会社和風レストラン桂 3180302003341 老舗飲食店が中食事業に転換、「冷めても美味しいステーキ弁当」の提供 岡崎商工会議所

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ライカシャトル 1180001127575 業務フローを全く変えることなく現場負担ゼロで、　デジタル経営へのシフトできるソフトウェアの開発・販売 伊藤　誠悟

中部 愛知県 岡崎市 有限会社谷岡コンクリートサービス 5180302004081 地域唯一の一本釣り漁業者による釣りマニア向け遠洋遊漁船の展開 平家　勉

中部 愛知県 小牧市 株式会社三喜工務店 1180001075907 多様化社会に向けたシェアスペース事業と会社の強みを生かしたオリジナル家具販売事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社東名ヒューズ 9180001031621 セキュリティの強化されたワーケーション施設と利用者のマッチング 加藤一男

中部 愛知県 名古屋市北区 株式会社ＶｅｒｏＭｅｔａｌ　Ｊａｐａｎ 4180001090795 メタルプロダクトのオンラインセレクトショップによる事業転換 尾西信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 マックホールディングス株式会社 4180001129651 本格的なゴルフ練習環境を提供する完全無人ゴルフラウンジ事業への進出 株式会社三十三銀行

中部 愛知県 瀬戸市 愛知珪曹工業株式会社 6180001078599 新製品「無機系抗アレルゲン剤」の製品開発と製造販売 税理士法人総合経営

中部 愛知県 愛知郡東郷町 ひかるクリーン 愛知県の間伐材を用いた戦国武将キャラクターグッズの製造・販売 あらた税理士法人

中部 愛知県 碧南市 合同機工株式会社 2180301015223 半導体産業のサプライチェーンの強靭化に貢献する長尺精密部品への新分野展開 西尾信用金庫

中部 愛知県 稲沢市 株式会社みやび 8180001115094 「ふわとろわらび餅」で飲食店から生菓子製造業へ業種転換 稲沢商工会議所

中部 愛知県 名古屋市緑区 光基工業株式会社 3180001028061 超精密加工製品事業への新分野展開 株式会社商工組合中央金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社ＴＬＣ 1180301009333 豊橋市の高齢者を笑顔に！デイサービス事業への進出による、地域初の幼老複合施設への挑戦！																 岡崎信用金庫

中部 愛知県 田原市 株式会社ピカ壱 2180301029289 電気と健康は当たり前がいい　自己分析スマートゴルフで健康年齢向上へ 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市東区 Ｄｅｓｉｇｎ　Ｓｔｏｃｋ蔵株式会社 8180001140282 業務用の厨房設備を備えたクラウドキッチン専用レンタルスペース事業の展開 浮島　達雄

中部 愛知県 名古屋市昭和区 和光建設株式会社 9180001009700 ＶＲショールームで企業の脱炭素化促進！「ＺＥＢ普及事業」 坪井　亮

中部 愛知県 瀬戸市 有限会社幸信工業 4180002074145 ３０００坪の土地を活かして世界の富裕層をターゲットとする錦鯉の養殖事業 株式会社愛知銀行

中部 愛知県 名古屋市東区 株式会社ＡＩＴＣ 8180001142015 「ＤＸ人材育成を促進するｅ－ラーニングシステムソリューション事業」の販売・運営事業への業種転換 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社ＳｍａｒｔＯｎｅ 8180001134268 最新技術の簡単さと楽しさを提供するカフェスタイルのショールーム＆ラボの運営 高橋　英明

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社ナリタ 2180001031966 創業７４年の老舗企業が取り組む、多彩で安全なオリジナル韓国惣菜の食品製造事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中川区 有限会社大成工業 8180002038617 地域のシニアとコドモのＤＸを実現するカルチャーセンター 戸塚　成樹

中部 愛知県 名古屋市千種区 株式会社チャンスグループ 1180001138226 障がい者の「親亡き後を見据えた自立した生活」を実現するグループホーム「大樹」の運営 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市西区 株式会社シェアタイムパートナーズ 8180001127750 保護者のサードプレイス・保育士在中カフェの運営 税理士法人　浅野会計事務所

中部 愛知県 名古屋市西区 コニカミノルタビジネスサポート愛知株式会社 2180001017750 ＤＸ化を推進する実務支援型ＩＴ人材教育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 海部郡蟹江町 株式会社ＮＭＳ 4130001057923 サロン向けに「天然由来１００％の洗浄剤」を製造・販売する事業への進出 奥岡　亮太

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社ＰＧＴ 8180001112769 リアルとリモート双方でアスリート学生をサポート！新時代の学生寮！ 篠原陽一

中部 愛知県 名古屋市名東区 有限会社聖天道院 7180002004520 近視予防クッション・治療シール販売、視力オンライン教室の事業展開 小倉　裕樹

中部 愛知県 常滑市 株式会社トライテクス 6180001091899 協働ロボット導入支援を行うロボットＳＩｅｒ事業 知多信用金庫

中部 愛知県 豊橋市 株式会社エイティーンエンタープライズ 9180301012511 写真で伝えたい私の世界　をＤＸで実現、スタイルフォト事業 豊橋信用金庫

中部 愛知県 名古屋市名東区 株式会社ろけバス 6180001072230 専門的な輸入食材を使用した人気フランチャイズベーカリー事業 近藤　智也

中部 愛知県 豊田市 合同会社エスワイサービス 2180303004075 元力士が作るおひとり様向けちゃんこ鍋専門店への新分野展開 近藤　智也

中部 愛知県 名古屋市天白区 株式会社コンフォート 7180001071801 快適な空間を提供する、ＩＴ化社会に対応した室内ゴルフ練習場への新分野展開事業 名古屋商工会議所

中部 愛知県 一宮市 株式会社木全造苑 7180001123635 トレーラーハウスの製造・販売による造園会社のブランディング 尾西信用金庫

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社青山精機 4180001112269 高度な金属加工技術と生産性向上対策による成長分野への進出 中原　晃

中部 愛知県 豊橋市 リビングライフオオクボ 全国の生産者とつながる笑顔が集う洋食レストラン事業 鈴木　啓佑

中部 愛知県 豊橋市 株式会社兼八テクノ 3180301005396 厨房機器メーカーが“独創的な屋外用ユニットキッチン”を開発し、高級エクステリア事業へ参入する事業 株式会社ピースマネジメント

中部 愛知県 名古屋市南区 ＩＭＡＸ株式会社 7180001014033 Ｉｏｔ自動機のリモートメンテナンスサービス事業 株式会社名古屋銀行

中部 愛知県 名古屋市中村区 株式会社アド・アシスト 5180001136184 企画・販促力を活かし、広告業からＤ２Ｃの化粧品販売業へ展開 權田　成悟

中部 愛知県 瀬戸市 株式会社マイティミズタニ 4180001079252 高付加価値部品の参入における、ＥＶ向け新製品の取込み 小倉　裕樹

中部 三重県 津市 株式会社津松菱 1190001000698 百貨店の新分野展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 聖建工株式会社 7190001015996 ＩＣＴ測量の導入による生産性向上および発注者指定型工事への進出 株式会社ゼロプラス

中部 三重県 鈴鹿市 ユリテックジャパン アンケートアプリの開発・運用 株式会社ＳｏＬａｂｏ

中部 三重県 伊賀市 株式会社えん 8150001021238 都市型新和菓子ブランドの出店事業 上野商工会議所

中部 三重県 伊勢市 株式会社二光堂 2190001006868 地域のグルメを発信するプラットフォームとなる土産店への変革。旅行客が地域の匠達と出会い、つながり続ける場の創出。 株式会社三十三銀行

中部 三重県 四日市市 有限会社ヤマコウ 7190002022471 ＩＣＴ導入による土木工事元請け事業への進出 株式会社ゼロプラス

中部 三重県 四日市市 合同会社ヨッカイチ 4190003003234 焼肉店への事業転換と冷凍松阪牛ハツによるＥＣ市場への展開で売上回復 ＡｒｒｏｗＳ株式会社

中部 三重県 四日市市 株式会社紺文デザイン 4190001024158 日常にささやかな彩りを添えた特色あるお弁当で、テイクアウト事業に参入 税理士法人ＡＣＴ

中部 三重県 四日市市 ＣＯＯＬ－ＦＩＮ 早い！安全！非接触！眼精疲労改善に特化したリラクゼーションサロン 北伊勢上野信用金庫

中部 三重県 伊賀市 株式会社トビタ 2190001025372 ご供養の多様性とコロナ禍社会に対応した粉骨、洗骨ビジネスの展開 三重県商工会連合会

中部 三重県 南牟婁郡御浜町 有限会社紀伊自動車学校 5190002005206 熊野エリアの観光案内サービス付き宿泊施設「さとやま未来宿」の展開 株式会社ｔｚコンサルティング
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中部 三重県 鳥羽市 楠精器株式会社 1190001007355 既存事業で培った精密板金加工技術を強みに、半導体製造設備向けの筐体・部品製造へ参入し事業再構築に挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 桑名市 水谷精工株式会社 2190001023442 生産体制及び検査体制刷新による、グリーン成長戦略への参画 株式会社フラッグシップ経営

中部 三重県 伊勢市 秀英工業株式会社 7190002008909 大型製缶製造ノウハウを活かし新たなリニア産業へ進出する 株式会社三十三銀行

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社プリンシプル 9190001003223 ３Ⅾプリンタ導入とパーツリサイクルバンク構築による新分野展開 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 株式会社リョウシン 5190001021815 水性塗装に対応した鈑金塗装事業実施による事業再構築計画 株式会社フォーバル

中部 三重県 伊賀市 株式会社共同技術コンサルタント 4190001008929 ドローンレーザー導入による測量の生産性向上および事業拡大計画 株式会社関西みらい銀行

中部 三重県 津市 有限会社一志ピックファーム 4190002002121 養豚・精肉機能に食品加工・小売機能を追加する豚肉製販一貫事業 伊勢商工会議所

中部 三重県 員弁郡東員町 有限会社イワタ 8190002017677 合成繊維の廃材の再生と成形で新しい市場へのチャレンジ 桑名三重信用金庫

中部 三重県 伊勢市 株式会社伊勢古仁屋 8190001026035 専門店のこだわりわらび餅の小売店舗設置による販売チャネル拡大 岩佐　修二

中部 三重県 北牟婁郡紀北町 有限会社垣善フアームス 2190002005646 製造工程の自動化と製造場所確保による鶏糞肥料の量産化計画 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社ランコントル 1180001107965 ＩＴコンサルティング会社が強みを生かして自転車関連事業に進出 ＳＭＣ税理士法人

中部 三重県 四日市市 有限会社杢承 8190002023122 日本古来からある木の文化　古民家の良さを後世に継承する新事業を目指す！ 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 一般社団法人三重県地域創生協会 3190005011145 個と社会をつなぐ地域の井戸端会議拠点としてのサロン事業 山根誠司

中部 三重県 津市 株式会社遊空間工房 8190001020442 南伊勢ボートハウス神海舞（かしぶ）の開業で地域イノベーションの実現 税理士法人決断サポート

中部 三重県 四日市市 ファイン・テック株式会社 1190001021835 地球に優しい地盤改良技術「エコジオ工法」導入による新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 四日市市 株式会社棲栖舎桂 6190001027068 一級建築士事務所が作る、高断熱基礎部門新設による最高位性能表示取得 井上大輔

中部 三重県 四日市市 株式会社田室塗装 5190001017920 循環式ハイブリッドブラストシステムを用いた塗膜剥離事業への新分野展開 税理士法人決断サポート

中部 三重県 鈴鹿市 有限会社タツジ 1190002007841 『ＰＧＡプロがいる個室型シュミレーションゴルフとレッスンスタジオの運営』 税理士法人決断サポート

中部 三重県 鈴鹿市 コーヒーウノ 地元食材を使った洋菓子店の開業で新たな地域・顧客層に販路拡大 權田　成悟

中部 三重県 度会郡大紀町 株式会社プロホーム・大台 5190001011221 自然素材を活かしたオーダーメイド家具・キッチン及び住宅高性能化のためのＤＩＹ商品の開発販売 税理士法人福井・林財産コンサルタンツ

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社朝日建機 9190001005558 電動車対応型整備工場とトラックタイヤ事業への新分野進出 税理士法人決断サポート

中部 三重県 松阪市 エムテック株式会社 2190001011307 缶類等不燃物の中間処理業進出で、地域社会の発展に一躍を担う 株式会社三十三銀行

中部 三重県 四日市市 藤井鉄工株式会社 8190001016060 ウィズ・ポストコロナを見据えた製氷機・冷蔵庫分野への新分野展開 税理士法人　中田会計事務所

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社ＥＡＶＥＣ 8190001027363 動物「介護」分野へ進出のための施設と技能の向上 新大和税理士法人

中部 三重県 津市 株式会社山川測量設計コンサル 7190002002234 最新鋭レーザードローン等の　ＩＣＴ　測量体制を　再構築し生産性の向上を図る 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 株式会社ＴＩＥ 3190001023243 居酒屋業態からコロナ禍でも堅調な焼肉業態への事業転換計画 奥岡　亮太

中部 三重県 伊勢市 株式会社ゴーリキアイランド 3190001007568 流通加工とデジタル化で多品種小ロット販売を実現する業態転換の取組み 株式会社中京銀行

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社サカタ 6190001005008 相乗効果が発揮できるマタニティ特化セルフ写真スタジオへの挑戦 奥岡　亮太

中部 三重県 四日市市 山泰建設株式会社 6190001016649 鈴鹿山脈の自然を満喫。ドッグラン併設の複合レジャー施設へ挑戦 奥岡　亮太

中部 三重県 桑名市 ピッツェリアサンセット 食材の地産地消と冷凍食品製造による桑名市活性化事業！ 税理士法人麋城総合経営事務所

中部 三重県 四日市市 株式会社マツデン 5190002022003 先端技術でスコアアップ　完全個室シミュレーションゴルフスタジオ運営 株式会社みらいホールディングス

中部 三重県 鳥羽市 西口建築 ワーケーション向けアクティビティ研修施設で鳥羽の観光業を再建 株式会社百五銀行

中部 三重県 三重郡菰野町 株式会社ＡＲＵＫＡＳ 8190001027512 高圧洗浄機を用いた排水管洗浄事業への進出 奥岡　亮太

中部 三重県 鈴鹿市 三舞建設株式会社 6190001005412 路面切削工事進出による路面改修工事完全手の内化計画 鷲尾　みどり

中部 三重県 いなべ市 株式会社ケーテック 5190001012962 自動販売機フレーム製造からセルフレジ等の精密部品量産事業に進出 株式会社百五銀行

中部 三重県 鳥羽市 有限会社ノア 2190002010646 絶景×町興し　絶景ｃａｆｅｓｈｏｐ『海女のテラス』の運営　～パールロード沿線の活性化～ 株式会社三十三銀行

中部 三重県 名張市 有限会社もりわきにかく 7190002013446 独立した焼き肉店が家業をいかしておこなう新分野展開 株式会社シザコンサルティング

中部 三重県 伊勢市 和牛石アミ焼肉たまちゃん 「石アミ」と「一頭買い・自社生肉加工」による和牛サブスクリプション事業への参入 株式会社百五銀行

中部 三重県 鈴鹿市 株式会社ヨシザワ 8190001005484 「次世代自動車向け電動化部品用の帯電防止かつ耐摩耗性を向上した真空成形トレー」という新分野展開への挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 桑名市 株式会社アダプト 7190001013876 コロナ禍でも成長が見込める焼肉市場への展開でＶ字回復を図る 税理士法人　マネイジ

中部 三重県 松阪市 株式会社パワーエイト松阪 6190001027415 ブランド牛肉（松阪牛）を使用した、生食用牛肉の製造・販売 松井　督卓

中部 三重県 いなべ市 株式会社エイド 7190001024576 世界のＥＶ化を支える電子部品・精密部品及び関連製品等の倉庫管理事業へ進出 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 有限会社サクラテック 9190002020309 自社の強みを活かし、新たに３ＰＬ事業を採用する倉庫業への進出 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 富士印刷株式会社 4190001016056 偽造防止デザイン処理によるブランドロイヤリティ確立印刷物への新分野展開 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊勢市 株式会社坂谷自動車工業 5190001006650 電動車対応型の販売・整備業への新分野進出 株式会社三十三銀行

中部 三重県 四日市市 ファーストホーム株式会社 4190001026856 未利用の土地を生かしＢＣＰ対応もできるトレーラーハウス展開事業への業態転換 丸山　達也

中部 三重県 松阪市 豊栄工業株式会社 9190001011135 樹脂品の加工技術内製化により自動車部品検査治具の量産体制構築 株式会社三十三銀行 三重リース株式会社

中部 三重県 四日市市 太田化研株式会社 8190001014485 持続可能な水産業を推進するための水系防汚・防藻剤の開発 森　智

中部 三重県 三重郡菰野町 名金産業株式会社 5190001017516 国内初のパーツホーマー加工による車載センサー用アルミケースの製造 株式会社ｍｅｄｉｔｉｐｓ

中部 三重県 四日市市 有限会社谷口鉄工所 5190002020980 重切削加工技術の強化による新分野展開計画 島本　昌一

中部 三重県 亀山市 株式会社ニシカワ 2190001023657 制御機器ＯＨ工場の新設によるリユース事業への挑戦 浮島　達雄

中部 三重県 鳥羽市 漁師めしみなと食堂 飲食業から足場工事業へ業種転換による多角化経営の実現 浮島　達雄

中部 三重県 桑名市 栗田精工株式会社 5190001012145 洋上風力発電機用大型軸受部品加工への挑戦による新分野展開 株式会社愛知銀行

中部 三重県 松阪市 株式会社ウッドベル 9190001010120 ガソリン車販売からＥＶ及び電気設備サービス事業へ参入 株式会社フォーバル

中部 三重県 桑名市 株式会社磯部工業 4190001019653 倉庫事業進出で「出荷管理×在庫管理」の高付加価値を実現する 株式会社エモーサル

中部 三重県 三重郡菰野町 株式会社アイナス 7190001025558 人材の力を活かして人材派遣業が大胆にこだわりの焼肉店へ業種転換 北辰コンサルティング株式会社

中部 三重県 鈴鹿市 満開　 美容と健康の複合サロン施設の開業 株式会社百五銀行

中部 三重県 津市 株式会社ＰＡＬＭＥ 4190002002666 結婚式場が手掛ける！イベントホール事業によるシナジー効果の創出 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 株式会社真宮 8190001018271 市場ニーズを捉えたライフサポート事業のＦＣ展開による新分野への挑戦 株式会社百五銀行

中部 三重県 四日市市 イノウエ株式会社 5190001016889 高精度湯口スリーブの開発により新たな市場の創造を実現する 桑名三重信用金庫

中部 三重県 伊賀市 株式会社西條 6190001019899 インフラ整備の「基礎」を安定供給するための砕砂製造事業への新分野展開 株式会社南都銀行

中部 三重県 松阪市 株式会社西山商店 6190001010429 機械式佃煮製造システムを導入し佃煮市場への本格参入 砂子　貢

中部 三重県 伊勢市 株式会社テンクリエイション 9190001024970 地域に根付くシェアラウンジの運営 伊勢商工会議所

中部 三重県 四日市市 プロリンクスＫＳ経営技研合同会社 2190003002411 美容室専用託児室のノウハウで新規保育所併設による地域貢献型事業 亀山商工会議所

中部 三重県 四日市市 釜屋株式会社 7190001014619 超大型サイズのＨ形鋼の加工による大規模建築物市場への新規参入 株式会社三十三銀行

中部 三重県 伊勢市 株式会社大山真珠店 4190001006536 真珠宝飾販売店がパールパウダーを使用した新規飲食事業への挑戦 株式会社ミッドランド経営

中部 三重県 三重郡川越町 株式会社Ｏｆｆｉｃｅ　ＦＬＥＵＲ 6190001021772 ＹｏｕＴｕｂｅｒ向けナレーションサービスでニッチ市場に参入し事業拡大 三重県商工会連合会

中部 三重県 多気郡明和町 株式会社世古口建設 9190001010847 『空き家不動産の流動性を高める不動産ビジネス』で新分野展開する事業 三重県商工会連合会

中部 三重県 松阪市 株式会社日本屋メンテナンス 9190001010698 コンビニエンスストア跡地を利用した、コインランドリー事業 株式会社百五銀行

中部 三重県 松阪市 株式会社ＳＰＡＣＥ 9190001023790 風光明媚な立地で、最新デジタル技術によるヘルプケアと天然温泉の癒しを提供する最高のデイサービス 加藤一男

中部 三重県 多気郡大台町 株式会社セーフティ・リ・ファーム８８ 9190001021654 コロナで減少した売上を取り戻す、茶葉販売会社による有機栽培茶葉を有効活用したドリンク・和洋菓子カフェ 株式会社みらい経営

中部 三重県 津市 株式会社寿美家和久 4190001003995 老舗料亭の日本料理を全国に届けるプラットフォーム「ストデリ」の創設 株式会社ＰｒｏｓＷｏｒｋ

中部 三重県 四日市市 株式会社林工業 4190001024315 高い溶接技術を生かしたオーダー型キャンプギア商品のＤ２Ｃ事業 井上大輔

中部 三重県 伊賀市 盆栽ライフ 盆栽を通してライフスタイルを提案する「盆栽カフェ・ギャラリー」 株式会社百五銀行

中部 三重県 伊勢市 株式会社中美建設 6190002009321 地元木材を使う工務店による『木育スペース』（仮称）運営事業 伊勢商工会議所


